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1) M. Inouye, R. Ikeda, M. Takase, T. Tsuri, and J. Chiba, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 102, 11606 (2005)
2) R. Ikeda, J. Chiba, and M. Inouye, e-J. Surf. Sci. Nanotech., 3, 393 (2005)
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1. “Bioanalytical separation technologies for single-cell studies”, N. Allbritton (Univ.
California-Irvine)
2. “Microseparation techniques for metabolome analysis”, S. Terabe (Univ. of Hyogo)
3. “Methods for identifying organelle proteins”, T. Ozawa (Institute for Molecular Science,
Okazaki)
4. “Multi color single wavelength fluorescence correlation and cross-correlation spectroscopy
for the investigation of protein interactions”, T. Wohland (National Univ. Singapore)
5. “Proposal of a fluorescent derivatization- liquid chromatographic isolation-LC/MS
identification method for proteomics studies”, K. Imai (Musashino Univ.)
6. “Cellular cartography: Mapping protein transport and interactions in living cells by image
correlation spectroscopy”, P. Wisemen (McGill Univ. Canada)
7. “Suffer mustard-induced apoptotic cell death: characterization of the pathways involved
and their modulation by pathway-specific peptide caspase inhibitors”, R. Ray (US Army
Medical Research Institute of Chemical Defense)
8. “Fluorescence detection of single-nucleotide polymorphisms based on hydrogen-bonding
ligands and AP site-containing DNAs”, S. Nishizawa (Tohoku Univ.)
9. “Bioluminescence image analysis of luminous colony growing on agar plate”, A. Heguri
(Kyoto Institute of Technology)
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Schwartz, Edmund Ching, The Rockefeller University, USA, Rapid in vivo control of enzyme function through
conditional protein splicing
Mie, Masayasu, Tokyo Institute of Technology, Japan, Delivery of antibody into living cells using TAT-fused
protein A
Tomizaki, Kin-ya, Tokyo Institute of Technology, Japan, Peptide Chips: Chromism-Based Assay (CHROBA)
Technique For Proteomic Studies
Lubell, William D.,Universite de Montreal, Canada, Advances in methodology for scanning peptide sequences to
identify secondary structure important for biology
Lewis, Richard J. , Xenome Ltd, Australia, Venoms to Drugs: A Cone Snails Perspective
Andersen, Raymond John, University of British Columbia, Canada, Coral Reefs to Clinical Trials: The Story of
HTI286, A New Experimental Anticancer Drug
Smith, Ian, Monash University, Australia, Beta-Amino Acid Based Peptidomimetics: Novel Molecular Templates
for Drug Design?
Dill, Ken A., UC San Francisco, USA, Using Protein Folding Physics to Inform Protein Structure Prediction
Vederas, John, University of Alberta, Canada, Structure, mechanism and synthesis of analogs of cyclic peptides
Ni, Feng, Biotechnology Research Institute, Canada, Bivalent Polypeptides with Switchable Flexible Linkers as
Retractable Inhibitors of Protein-Protein Interactions
Ostermeier, Marc, Johns Hopkins University, USA, Enhanced catalytic efficiency of aminoglycoside
phosphotransferase (3')-IIa achieved through protein fragmentation and reassembly
Tsumoto, Kouhei, The University of Tokyo, Japan
Specificity and affinity of antibodies for targets: structure based dissection of antigen-antibody interactions
Kelly, Jeffery W., The Scripps Research Institute, USA, Mechanisms of and Therapeutic Strategies Against Protein
Misfolding Diseases
Butterfield, D. Allan, University of Kentucky, USA, Proteomics analysis of
oxidatively modified brain proteins induced by amyloid beta-peptide
recapitulates those in Alzheimers disease brain
Kozarich, John W. , ActivX Biosciences, Inc, USA, Chemo-proteomic
approach for the interrogation of nucleotide binding space
Thomas, Walter Glen, Baker Heart Research Institute, Australia,
G protein-coupled receptors - the nexus between chemistry, pharmacology
and biology
Nomizu, Motoyoshi, Tokyo University of Pharmacy and Life Science, Japan,
Cell adhesive peptide-conjugated chitosan membranes: As a biomedical
basement membrane
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PC12 細胞の接着性と突起伸長の制御（1）: 種々の細胞接着タンパク
の効果（早大科健機構生医工研）○横町祐樹・枝川義邦・中西 淳・
山口和夫・胡桃坂仁志・武田直也
4G1‒30 光応答性培養基板を用いた任意の接着パターン形成による
PC12 細胞の接着性と突起伸長時の制御（2）: 突起伸長の時空間制御
（早大科健機構生医工研）○浜田久義・枝川義邦・中西 淳・山口和
夫・酒井清孝・武田直也
4G1‒31 マウスES 細胞から心筋細胞への分化に及ぼすスペルミンの
効果（東農工大工学教育）○佐々木俊也・松岡英明・斉藤美佳子
4G1‒32 糖尿病関連遺伝子ノックダウンES 細胞の開発とインスリン
分泌細胞への分化誘導（東農工大大院工学教育）○斉藤美佳子・稲垣
暢也・小倉淳郎・丹羽仁史・松岡英明

生体機能関連化学・バイオテクノロジー
3 月30 日午前

細胞

座長 篠原 寛明（9 : 00~9 : 50）
※ PC 接続時間 8 : 50~9 : 00（4G1‒01，4G1‒03，4G1‒04，4G1‒05）
4G1‒01* ナノ針を用いたヒト培養細胞への高効率遺伝子導入とその解
析（産総研セルエンジニアリング・東大院工・東農工大院工）○韓
成雄・中村 史・壽 典子・藤田利香・中村徳幸・大串 始・長棟輝
行・三宅 淳
4G1‒03 薬剤応答評価のための単一乳がん細胞への遺伝子導入（産総
研セルエンジニアリング・東農工大院工）○今井陽介・中村 史・韓
成雄・中村徳幸・三宅 淳
4G1‒04 SMSR における細胞登録機能の改善（東農工大工）○山田洋
平・山口直俊・松橋一男・斉藤美佳子・松岡英明
4G1‒05 SMSR によるES 細胞への半定量マイクロインジェクション
（東農工大工）○松岡英明・下田聡一郎・尾崎正和・水上 創・山田
洋平・斉藤美佳子

座長 跡見 晴幸（14 : 30~15 : 10）
※ PC 接続時間 14 : 20~14 : 30（4G1‒34，4G1‒35，4G1‒36，4G1‒37）
4G1‒34 海洋性微細藻類によるDHA およびEPA の効率的生産のため
の人工培養条件の検討（工学院大工）○宮崎貴裕・阿部克也・平野盛
雄
4G1‒35 生体成分変化からみたRibes rubrum カルスの酸性ストレス耐
性発現機構（工学院大工）○滝田祐介・山地洋平・阿部克也・平野盛
雄
4G1‒36 Crepis capillaris 苗条原基の再分化過程におけるステロールの
役割（工学院大工）○甲坂勇介・鈴木智子・阿部克也・平野盛雄
4G1‒37 メタン資化細菌によるポリヒドロキシ酪酸の連続生産方法の
検討（沼津高専）磯部大介○竹口昌之・蓮実文彦

座長 松岡 英明（10 : 00~10 : 50）
9 : 50~10 : 00（4G1‒07，4G1‒08，4G1‒09，4G1‒10，

※ PC 接続時間
4G1‒11）
4G1‒07 ナノ針を用いたキメラ型FRE T センサー蛋白質のアポトーシ
ス細胞への導入（産総研セルエンジニアリング・東農工大院工・埼玉
大工）○上松清子・中村 史・韓 成雄・沖 保彦・鈴木美穂・中村
徳幸・三宅 淳
4G1‒08 抗体修飾ナノ針を用いた細胞内アクチン繊維状構造の力学検
出（産総研セルエンジニアリング・東農工大院工）○佐藤俊也・中村
史・中村徳幸・三宅 淳
4G1‒09 抗体修飾ナノ針を用いた神経細胞マーカー蛋白質の力学検出
（産総研セルエンジニアリング・東農工大院工）○三枝真吾・中村
史・中村徳幸・三宅 淳
4G1‒10 TAT-B2C 融合タンパク質を利用した抗体導入による細胞機能
制御法の開発（東工大院生命理工）○小林広美・三重正和・小畠英理
4G1‒11 マイクロ電極による神経モデル細胞からのドーパミン放出の
リアルタイム観測（富山大工）○篠原寛明・楠木陽子・王 飛霏

座長 阿部 克也（15 : 20~16 : 00）
※ PC 接続時間 15 : 10~15 : 20（4G1‒39，4G1‒40，4G1‒41，4G1‒42）
4G1‒39 細胞性粘菌の多細胞化に伴うエネルギー代謝量の変化（埼玉
大理）○野村竜文・日臺智明・中林誠一郎
4G1‒40 高温環境下での無細胞タンパク合成系の開発（京大院工）○
金井 保・遠藤太志・佐藤祐子・吉川研一・跡見晴幸・今中忠行
4G1–41 発光微生物黄色蛍光タンパク質遺伝子の発現と組換えタンパ
ク質の分子機能（京工繊大繊維）○安井真志・守安政人・平山 鋭・
柄谷 肇
4G1–42 発光微生物の発光色変調の分子機構と酸素センサーへの応用
（京工繊大繊維）○柄谷 肇・出田哲也・松本章司・平山 鋭

生体機能関連化学・バイオテクノロジー

座長 中村 聡（11 : 00~11 : 50）
※ PC 接続時間 10 : 50~11 : 00（4G1‒13，4G1‒15，4G1‒16，4G1‒18，
4G1‒19，4G1‒20）
4G1‒13* 負の誘電泳動を用いた電解質水溶液中における微粒子・細胞
のパターニング（東北大院環境）○鈴木雅登・安川智之・珠玖 仁・
末永智一
4G1‒15 細胞チップを用いた遺伝子発現機能解析と電気化学計測（東
北大院環境）○珠玖 仁・鳥澤勇介・大原典子・梨本裕司・安川智
之・末永智一
4G1‒16* 温度応答性高分子を用いた1 細胞アレイチップの開発（富山
県工技セ・北陸先端大院材料）○横山義之・山村昌平・藤城敏史・谷
野克巳・民谷栄一
座長 珠玖 仁（11 : 50~12 : 20）
4G1‒18 チップデバイスを用いた細胞機能解析（北陸先端大院材料）
○塚本匡俊・山村昌平・高村 禅・民谷栄一
4G1‒19 ピコリッターコンパートメント流体を用いた網羅的細胞検出
（北陸先端大院材料）○北村匡史・Sathuluri, Ramachandra Rao ・山村
昌平・高村 禅・民谷栄一
4G1‒20 血小板の高分子材料表面における認識（帝京科学大）○羽田
歩美・熊倉 稔

3 月27 日午後

核酸（機能）

座長 池袋 一典（12 : 40~13 : 50）
12 : 30~12 : 40（1G2‒23，1G2‒24，1G2‒25，1G2‒26，

※ PC 接続時間
1G2‒28）
1G2‒23 フェニルボロン酸誘導体を塩基部配向規制内部因子とする新
規ペプチドリボ核酸の合成とpH による可逆的核酸配向制御（阪大工）
○下司慶一郎・佐藤博文・森 直・和田健彦・井上佳久
1G2‒24 主鎖にエーテル結合を有する新規ペプチドリボ核酸の合成と
その性質（阪大院工）○澤 展也・森 直・和田健彦・井上佳久
1G2‒25 DNA － PRNA, DNA-PNA-PRNA キメラ人工核酸とRNA の相
互作用ならびにRNaseH 活性の評価（PRESTO JST ・阪大院工・
ICORP エントロピー制御プロJST）前田佳己・佐藤博文○和田健彦・
井上佳久
1G2‒26* PNA-PRNA キメラ人工核酸によるDNA/RNA との三重鎖形成
ならびに外部因子による可逆的錯体形成/解離制御（JST「合成と制
御」・阪大院）○佐藤博文・和田健彦・井上佳久
1G2‒28* 糖部2ʼ位水酸基にソラレンを修飾したアンチセンス核酸の合
成とその光架橋特性（京工繊大繊維）○樋口麻衣子・小堀哲生・村上
章
座長 和田 健彦（14 : 00~15 : 00）
PC 接続時間 13 : 50~14 : 00（1G2‒31，1G2‒32，1G2‒33，1G2‒34，
1G2‒35，1G2‒36）
1G2‒31 Aptamer blotting による細胞中の蛋白質に対するDNA アプタ
マーの探索（1）（東農工大院工）○野間崇央・池袋一典・早出広司・
大久保卓哉・逆瀬川裕二・八谷如美・金子清俊
1G2‒32 Aptamer blotting による細胞中の蛋白質に対するDNA アプタ
マーの探索（2）（東農工大工）池袋一典○高瀬まどか・大澤祐子・野
間崇央・早出広司
1G2‒33 複数標的蛋白質に対するDNA アプタマーの同時探索法の開

3 月30 日午後
座長 三宅 淳（13 : 30~14 : 20）
13 : 20~13 : 30（4G1‒28，4G1‒29，4G1‒30，4G1‒31，

※ PC 接続時間
4G1‒32）
4G1‒28 キチン結合ドメインを利用したキチンを基盤とする新規組織
培養用マトリックスの創製（東工大院生命理工）深川聡子・三瓶全次
郎・長尾由里・松尾高稔・深沢徹也・遠藤きみ子・八波利恵・福居俊
昭○中村聡
4G1‒29 光応答性培養基板を用いた任意の接着パターン形成による
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発（東農工大工）池袋一典○長谷川 聖・野間崇央・早出広司
1G2‒34 大腸菌解離因子（RF1）に対するRNA アプタマーのin vitro
selection とアンバーコドンサプレッション法への応用（京大院工）○
西 輝之・小川敦司・速水将勝・山東信介・青山安宏
1G2‒35 ヒスタミンを認識するリボヌクレオペプチドレセプター（京
大エネ研）○林 宏典・森井 孝
1G2‒36 リン酸化チロシンを標的とするリボヌクレオペプチドセンサ
ーの開発（京大エネ研）○長谷川哲也・吉川 暹・森井 孝

座長 丸山 厚（11 : 20~12 : 20）
※ PC 接続時間 11 : 10~11 : 20（2G2‒15，2G2‒16，2G2‒17，2G2‒18，
2G2‒19）
2G2‒15 第三鎖に導入した5-アミノメチル-2ʼ-デオキシウリジンがアン
チパラレル型三重鎖核酸形成に及ぼす影響（岐阜大工）上野義仁・柴
田 綾・松田 彰○北出幸夫
2G2‒16 グリコシド結合回りのコンホメーションを制御したヌクレオ
シドの導入がアンチパラレル型三重鎖核酸形成に及ぼす効果（岐阜大
工）○柴田 綾・上野義仁・丹羽智香・松田 彰・北出幸夫
2G2‒17 ChemBIT（68）テロメアDNA を用いたイオン応答性ロジック
ゲートの構築（甲南大理工・甲南大FIBER）○井上真美子・三好大
輔・杉本直己
2G2‒18 ChemBIT（69）長鎖テロメア核酸が形成する四重鎖構造に及ぼ
すNa+ とK + の影響（甲南大FIBER ・甲南大理工）○ YU, Hai-Qing ・
三好大輔・杉本直己
2G2‒19* ChemBIT（70）水分子によって制御される核酸の四重鎖構造と
その熱力学的安定性（甲南大FIBER ・甲南大理工）○三好大輔・狩
俣寿枝・井上真美子・杉本直己

座長 居城 邦治（15 : 10~16 : 10）
※ PC 接続時間 15 : 00~15 : 10（1G2‒38，1G2‒39，1G2‒40，1G2‒41，
1G2‒43）
1G2‒38 ペプチドライブラリーを用いたリボヌクレオペプチド複合体
の段階的高機能化（京大エネ研）○福田将虎・森井 孝
1G2‒39 コイルドコイル領域を持つATP 結合性リボヌクレオペプチド
リセプター（京大エネ研）○松村貴弘・森井 孝
1G2‒40 DNA アプタマービーコンの酵素を利用した合成と設計（群馬
大工）○尾崎広明・若林真之・西平明史・桑原正靖・澤井宏明
1G2‒41* 種々の修飾ヌクレオチドの酵素的取り込みによるDNA ライ
ブラリの多様化（群馬大工）○桑原正靖・長谷川雅俊・田村壮広・須
藤佳之・澤井宏明
1G2‒43 グルタミン酸に特異的に結合するアルギニン修飾アプタマー
の創製（群馬大工）○桑原正靖・笠松敏幸・大沢和臣・澤井宏明

3 月28 日午後

座長 川井 清彦（13 : 30~14 : 30）
13 : 20~13 : 30（2G2‒28，2G2‒29，2G2‒30，2G2‒31，

※ PC 接続時間
2G2‒33）
2G2‒28 四重鎖DNA 二量体のマグネシウムイオンによる安定化（筑
波大院数理物質）加藤佳武・大山貴子・長友重紀・三田 肇○山本泰
彦
2G2‒29 新しい機能を持つG カルテットおよびi-モチーフ構造に基づ
いたDNA ナノデバイス（京大院理）○徐 岩・杉山 弘
2G2‒30 ヒトテロメア配列における分子内パラレル/アンチパラレル・
ハイブリッドG-カルテット構造の形成（京大院理）○野口侑記・徐
岩・杉山 弘
2G2‒31* テロメア配列DNA に対するヒトテロメアタンパクhTRF1 の
特異的相互作用解析（横市大院総理）○森田 慎・平尾優佳・岡村英
保・西村善文
2G2‒33 インターフェロン誘導物質Tilorone とDNA との相互作用に
関する熱力学的検討（北九州市大）○西村智貴・徳久憲司・櫻井和朗

座長 森井 孝（16 : 20~17 : 40）
※ PC 接続時間 16 : 10~16 : 20（1G2‒45，1G2‒46，1G2‒48，1G2‒49，
1G2‒51，1G2‒52）
1G2‒45 RNA を配列特異的に切断するヒスチジン修飾DNAzyme の創
製（群馬大工）○上遠野雄介・桑原正靖・澤井宏明
1G2‒46* 非極性核酸化合物を用いたDNA ポリメラーゼの基質認識部
位構造に関する検討（阪大院工・Stanford Univ.）○水上 進・KIM,
Tae-Woo ・KOOL, Eric
1G2‒48 シクロブタン化されたピリミジン誘導体を鋳型としたPCR
（北陸先端大材料・JST さきがけ）○岡村大輔・藤本健造
1G2‒49* DNA ポリメラーゼによる単分散DNA ホモポリマーの合成
（北大電子研）○田中あや・松尾保孝・居城邦治
1G2‒51 糖部4'位修飾炭素環ヌクレオシドの合成とS-アデノシル-L -ホ
モシステイン加水分解酵素に対する阻害活性（岐阜大工）○小島健
嗣・安藤隆幸・上野義仁・北出幸夫
1G2‒52 抗マラリア剤を目指すフッ素修飾炭素環ヌクレオシドの合成
とS-アデノシル-L-ホモシステイン加水分解酵素に対する阻害活性
（岐阜大工）○安藤隆幸・山口 剛・堀 歩美・中西雅之・上野義
仁・北出幸夫

座長 田中 健太郎（14 : 40~15 : 50）
※ PC 接続時間 14 : 30~14 : 40（2G2‒35，2G2‒36，2G2‒37，2G2‒39，
2G2‒41）
2G2‒35 ChemBIT（66）正電荷の分子による核酸の構造スイッチング制
御（甲南大理工・甲南大FIBER ・群馬大工・JST さきがけ）○桐畑
俊正・中野修一・藤井敏司・酒井 宏・畠山 拓・桑原正靖・澤井宏
明・杉本直己
2G2‒36 ChemBIT（67）変異導入によるチアミンピロリン酸（TPP）結合
型リボスイッチのTPP 結合阻害（甲南大FIBER ・白鶴酒造・甲南大
理工）○山内隆寛・三好大輔・窪寺隆文・伴 光博・西村 顕・中井
進・杉本直己
2G2‒37* 溶液中における4-チオチミジンの励起状態ダイナミクス（東
工大院理工・分子研）○原田洋介・鈴木 正・市村禎二郎・岡部智
絵・西 信之
2G2‒39* 分岐型DNA によるDNA チューブ構造形成の制御（阪大産
研・ニューヨーク大）○遠藤政幸・Seeman, Nadrian C.・真嶋哲朗
2G2‒41 金属イオン存在下におけるDNA の挙動（創価大院工）○前
田英勝・和田伸也

3 月28 日午前
座長 北出 幸夫（9 : 00~10 : 00）
※ PC 接続時間 8 : 50~9 : 00（2G2‒01，2G2‒02，2G2‒04，2G2‒05）
2G2‒01 ChemBIT（60）DNA 二重鎖形成反応速度に及ぼす分子クラウ
ディングの影響（甲南大FIBER ・甲南大理工）○ GU, Xiao-Bo ・中野
修一・杉本直己
2G2‒02* ChemBIT（61）分子クラウディングによってハンマーヘッドリ
ボザイムの切断活性を向上させる（甲南大理工・甲南大FIBER）○狩
俣寿枝・中野修一・杉本直己
2G2‒04 ChemBIT（62）DNA ポリメラーゼ活性に及ぼす分子クラウデ
ィングの影響（甲南大FIBER ・ファイン・甲南大理工）○佐々木義
晴・三好大輔・杉本直己
2G2‒05* ssDNA カテナーのトポロジーによる一本鎖DNA の二次元構
造形成の決定（ボストン大）○梁 興国・Kuhn, Heiko・Frank
Kamenetskii, Maxim D.

座長 山本 泰彦（10 : 10~11 : 10）
※ PC 接続時間 10 : 00~10 : 10（2G2‒08，2G2‒10，2G2‒11，2G2‒12）
2G2‒08* DAN 修飾オリゴヌクレオチドを用いたB-A 構造転移の観測
（阪大産研）木村 巧○川井清彦・真嶋哲朗
2G2‒10 ChemBIT（63）分子クラウディング環境下におけるパラレル型
DNA 二重鎖の熱力学的安定性（甲南大理工・甲南大FIBER ・IST）
○中村かおり・狩俣寿枝・大道達雄・三好大輔・杉本直己
2G2‒11 ChemBIT（64）プリン-ピリミジン交互配列の核酸二重鎖の構造
変化に及ぼす分子クラウディングの影響（甲南大FIBER ・甲南大理
工）○佐藤雄一・中野修一・杉本直己
2G2‒12* ChemBIT（65）三重鎖DNA の安定性に及ぼす分子クラウディ
ング剤の物性の影響（甲南大FIBER ・甲南大理工）○甲元一也・杉
本直己
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座長 真嶋 哲朗（16 : 00~17 : 10）
※ PC 接続時間 15 : 50~16 : 00（2G2‒43，2G2‒44，2G2‒45，2G2‒46，
2G2‒47，2G2‒48，2G2‒49）
2G2‒43 ヒドロキシピリドン型α－オリゴヌクレオチドを用いた金属
イオン集積（東大院理・JST さきがけ・城西大理）○前田和奏・田中
健太郎・加藤立久・塩谷光彦
2G2‒44 ヘム-核酸複合体の電気化学的特性（筑波大院数理物質）○三
田 肇・大山貴子・加藤佳武・福島伸也・中村陽一・長友重紀・山本
泰彦
2G2‒45 5 －ブロモウラシルによるSso7d からDNA への電子移動の解
析（京大院理）○田代 竜・H.-J.WANG, Andrew ・杉山 弘
2G2‒46 レドックスキャップ-ヘアピンDNA によるπスタックを介し
た電子移動の評価（兵庫県立大院工）○植田将之・中村光伸・山名一
成

2G2‒47 DNA 鎖交換法による電気化学DNA 一塩基変異の検出（兵庫
県立大院工）○熊本 諭・中林誉人・中村光伸・丸山 厚・山名一成
2G2‒48 2-オキソプロピルチミジンを導入したオリゴヌクレオチドの
放射線増感還元反応と二重鎖形成特性（京大院工）○金崎 浩・田邉
一仁・八田博司・西本清一
2G2‒49 DNA フィルム成長の温度依存性（物材機構）○町田真一・中
山知信

座長 岡本 晃充（14 : 30~15 : 30）
※ PC 接続時間 14 : 20~14 : 30（3G2‒34，3G2‒36，3G2‒37，3G2‒39）
3G2‒34* 金属配位能を持つDNA コンジュゲートの協同的複合体形成
およびその遺伝子多型解析への応用（熊本大工・崇城大工・JST
PRESTO）○北村裕介・辻村祐輔・大澤由佳・田崎正人・井原敏博・
城 昭典
3G2‒36 光学活性ルテニウム錯体-オリゴヌクレオチドコンジュゲート
のタンデム二本鎖形成に見られる非対称な協同性（熊本大工・崇城大
工・JST PRESTO）○北村裕介・辻村祐輔・上村明日香・岡田健治・
田崎正人・井原敏博・城 昭典
3G2‒37* ビスピレン修飾2'-O-メチルRNA を固定したガラス担体を用
いたRNA 検出（京工繊大繊維）○坂本 隆・小堀哲生・村上 章
3G2‒39 L-DNA タグによるPCR 産物のラベル化とバイオテクノロジ
ーへの応用（阪大産研）○林 剛介・中谷和彦

3 月29 日午前

座長 片山 佳樹（9 : 00~10 : 00）
8 : 50~9 : 00（3G2‒01，3G2‒02，3G2‒04，3G2‒05，

※ PC 接続時間
3G2‒06）
3G2‒01 オーバーハング部位に脂溶性残基を導入したsiRNA の合成と
そのタンパク発現抑制効果（岐阜大工）上野義仁○渡邉雄二・森田洋
子・木内一壽・北出幸夫
3G2‒02* ペプチド核酸を用いた遺伝子発現の制御（阪大）○開發邦
宏・Janowski, Bethany ・Corey, David ・Stephen, Fuller ・加藤修雄
3G2‒04 4 －オキソアルケナール基を有する機能性核酸の合成と遺伝
子発現制御への応用（京工繊大繊維）○小堀哲生・小渕 喬・村上
章
3G2‒05 抗原タンパクを結合した多糖β（1-3）グルカンによる免疫刺激
性CpG DNA のデリバリー（北九州市大国際環境工）○嶋田直彦・櫻
井和朗・新海征治・石井 健
3G2‒06 三級アミノ基を含むピロリジン型オキシペプチド核酸の細胞
内への導入（岡山大院自然）○柏木朋子・河野祐子・北松瑞生・宍戸
昌彦

座長 藤本 健造（15 : 40~16 : 40）
※ PC 接続時間 15 : 30~15 : 40（3G2‒41，3G2‒43，3G2‒45，3G2‒46）
3G2‒41* アルキル基修飾シリカを用いたメッセンジャーRNA の新規
分離方法（福岡工技セ・北九州市大院工・九大院工・JST SORST ・
九大未来化セ）○木村太郎・櫻井和朗・新海征治
3G2‒43* DNA 二重鎖の疎水場を活用した色素の分極によるリン酸ジエ
ステルアニオンの認識（東大先端研・名大院工）田中雅之・佐野香
苗・樫田 啓・小宮山 真○浅沼浩之
3G2‒45 ENA を有するピレン修飾RNA プローブによるDNA/RNA 検
出（京工繊大工芸）坂本 隆○繁澤麻紗子・小堀哲生・村上 章
3G2–46 ビスアクリジンオレンジ（BAO）を利用したテロメアDNA
蛍光検出法（九工大物質工）○林田裕久・佐藤しのぶ・長門石 曉・
野島高彦・近藤寛樹・竹中繁織

座長 村上 章（10 : 10~11 : 20）
※ PC 接続時間 10 : 00~10 : 10（3G2‒08，3G2‒09，3G2‒11，3G2‒12，
3G2‒13）
3G2‒08 ピロリジン環を含むオキシペプチド核酸の哺乳細胞内への導
入（岡山大院自然）○松崎梨乃・北松瑞生・宍戸昌彦
3G2‒09* 細胞内シグナル応答型遺伝子治療法（D-RECS）（九大工）○
姜 貞勲・戸井田 力・姜 玉花・生田健次郎・新留琢朗・片山佳樹
3G2‒11 細胞内シグナルPKC α応答型遺伝子デリバリー（D-RECS）
（九大工）○戸井田 力・姜 貞勲・姜 玉花・生田健次郎・新留琢
朗・片山佳樹
3G2‒12 Rho-kinase 応答型遺伝子治療方法（D-RECS）の開発（九大工）
○姜 玉花・姜 貞勲・戸井田 力・生田健次郎・新留琢朗・片山佳
樹
3G2‒13* セラソームをキャリアとするジーンデリバリー（京大院工・
奈良先端大院物質）○松井和樹・山東信介・世良貴史・青山安宏・
佐々木善浩・小松孝禎・菊池純一

座長 竹中 繁織（16 : 50~18 : 00）
※ PC 接続時間 16 : 40~16 : 50（3G2‒48，3G2‒50，3G2‒51，3G2‒53，
3G2‒54）
3G2–48* ピレン導入による塩基挿入検出用DNA プローブの開発（名
大）○樫田 啓・小宮山 真・浅沼浩之
3G2–50 可逆的光クロスリンク反応を用いた核酸多枝構造体の合成
（北陸先端大材料）○小笠原慎治・藤本健造
3G2–51* 光応答性プローブを固定したDNA チップによる高感度SNPs
検出（北陸先端大材料）○小笠原慎治・藤本健造
3G2–53 光活性なジアジリニル基を有するDNA オリゴマーを利用す
る5-メチルシトシンの化学的検出（東工大院生命理工・東工大フロン
ティア創造・CREST）○田口晴彦・大窪章寛・清尾康志・関根光雄
3G2–54 枝分かれ核酸を利用したDNA の光化学的蛍光ラベリング
（北陸先端大材料・JST さきがけ）○網 健裕・藤本健造

3 月30 日午前

座長 山東 信介（11 : 30~12 : 10）
※ PC 接続時間 11 : 20~11 : 30（3G2‒16，3G2‒18，3G2‒19）
3G2‒16* 水晶発振子を用いた大腸菌翻訳過程の解析： mRNA へのリボ
ソームの結合特性（東工大院生命理工・東工大フロンティア・
CREST）○高橋俊太郎・秋田涼子・古澤宏幸・清水義宏・上田卓也・
岡畑恵雄
3G2‒18 水晶発振子を用いた大腸菌翻訳過程の解析：翻訳伸長過程の
観察（東工大院生命理工・東工大フロンティア・CREST）○秋田涼
子・高橋俊太郎・古澤宏幸・清水義宏・上田卓也・岡畑恵雄
3G2‒19 メチルシトシンの電気化学的検出法の開発（京大院工）○亀
井 琢・田井中一貴・田中一生・岡本晃充

座長 江原 靖人（9 : 00~10 : 00）
※ PC 接続時間 8 : 50~9 : 00（4G2‒01，4G2‒03，4G2‒05，4G2‒06）
4G2‒01* インドールリンカーを有するアルキル化ピロールイミダゾー
ルポリアミドの開発（京大院理）○佐々木俊太・蓑島維文・板東俊
和・杉山 弘
4G2‒03* ナフトキノン部位を持つ光機能性核酸を利用したDNA 内5メチルシトシン塩基の検出（京大院工）○山田久嗣・田邉一仁・西本
清一
4G2‒05 シッフ塩基を介した核酸塩基対形成（阪大産研）○堂野主
税・岡本晃充・齋藤 烈
4G2‒06 新規リンカーを有する塩基識別型蛍光性核酸塩基によるチミ
ン塩基の識別（日大工・SORST JST）齋藤義雄○茂木かおり・齋藤
烈

3 月29 日午後
座長 岡畑 恵雄（13 : 20~14 : 20）
※ PC 接続時間 13 : 10~13 : 20（3G2‒27，3G2‒29，3G2‒31，3G2‒32）
3G2‒27* オスミウム酸化を用いた新規エピジェノタイピング法の開発
（京大院工）○田井中一貴・亀井 琢・岡本晃充
3G2‒29* メチルシトシン検出を指向した新規ビピリジル修飾塩基の開
発（京大院工）○田井中一貴・亀井 琢・田中一生・岡本晃充
3G2‒31 Fabrication of DNA-arrayed capillary system for sensitive and
selective
analysis of DNA（京大院エネルギー科学）○ Devarayapalli, Kamakshaiah
Charyulu ・白 勝弼・Kamisetty, Nagendra Kumar ・野々川
満・小瀧 努・牧野圭祐
3G2‒32 交流インピーダンスを用いたメタボリック症候群診断用DNA
チップの開発（富山県工業試験セ）○赤木良教・牧村めぐみ・横山義
之・釣谷浩之・清水孝晃・上野 実・寺澤孝志・藤城敏史・角崎雅
博・谷野克巳
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座長 藤本 健造（10 : 10~11 : 00）
※ PC 接続時間 10 : 00~10 : 10（4G2‒08，4G2‒09，4G2‒10，4G2‒11）
4G2‒08 塩基識別型蛍光性核酸塩基（BDF）：アクリドンで蛍光標識
された2'－デオキシヌクレオシド誘導体による塩基識別（日大工・
SORST JST）齋藤義雄○花輪和夫・林 圭吾・BAG, S. S.・茂木かお
り・石田智哉・川崎尚美・齋藤 烈
4G2‒09 非修飾RNA プローブ（Molecular Beacon-mRNA）を用いた遺
伝子診断： RNaseH 活性を利用したシグナル増幅系の構築（京大院工）
○小川和雅・成田 敦・山東信介・青山安宏
4G2‒10 保護プローブ法を用いたSNPs 検出（東工大生命理工・東工
大フロンティア創造・CREST）大窪章寛○粕谷林太郎・坂本一石・
田口晴彦・清尾康志・関根光雄
4G2‒11* N,N'- （3-aminopropyl）-2,7-diamino-1,8-naphthyridine による
一塩

基変異検出（阪大産研）○武井史恵・萩原正規・張

錦華・中谷和彦

智裕・赤池孝章
座長 尾崎 広明（10 : 10~11 : 10）
※ PC 接続時間 10 : 00~10 : 10（2G3‒08，2G3‒09，2G3-‒10，2G3‒11，
2G3-12，2G3-13）
2G3‒08 5-タウリノメチルウリジンを含むRNA の化学合成（東大院新
領域）○緒方俊彦・梅本忠士・島崎智実・西郷和彦・和田 猛
2G3‒09 立体を制御した脂溶性DNA 類縁体の合成と性質（東大新領
域）○江澤佑介・川中俊秀・楯 義正・西郷和彦・和田 猛
2G3‒10 キラルなジアミノ酸骨格を有する新規核酸類縁体の合成（東
大院新領域）○田辺哲史・西郷和彦・和田 猛
2G3‒11 アクリル酸エステルを用いた核酸2'-水酸基の新規修飾法の開
発（東工大院生命理工）實吉尚郎○山田剛史・清尾康志・関根光雄
2G3‒12 MMTrS 基を5'水酸基の保護基に用いたDNA 合成ユニットの
合成検討（東工大院生命理工・東工大フロンティア創造・CREST）
○白石幸季・宇田川英里・清尾康志・大窪章寛・田口晴彦・関根光雄
2G3‒13 塩基部無保護ホスホロアミダイトユニットの簡易合成（東工
大院生命理工・東工大フロンティア創造・CREST）○大窪章寛・坂
本一石・田口晴彦・清尾康志・関根光雄

座長 齋藤 烈（11 : 10~12 : 00）
※ PC 接続時間 11 : 00~11 : 10（4G2‒14，4G2‒15，4G2‒16，4G2‒17，
4G2‒18）
4G2‒14 フェロセン化カルボジイミド（FCDI）を利用したSNPs 検出
法（九工大物質工）○渡邉貞佳・椋本晃介・野島高彦・竹中繁織
4G2‒15 さまざまな構造を持つフェロセン修飾π-共役型オリゴヌクレ
オチドを用いる電気化学的SNPs 検出（富山大薬・JST 戦略創造）○
池田怜男奈・千葉順哉・井上将彦
4G2‒16 金属イオンの添加によるミスマッチ塩基対の検出－ 1 塩基多
型の効率的解析に向けて－（東理大理・神奈川大工）○小笹哲夫・小
野 晶・鳥越秀峰
4G2‒17 標的遺伝子の発現を制御する3 本鎖核酸形成型人工転写因子
の構築（東理大理）塚本祐介○片山拓馬・鳥越秀峰
4G2‒18 2-チオウリジン誘導体を含むオリゴヌクレオチドのスライド
グラス基板上における塩基識別能の評価（東工大院生命理工・東工大
フロンティア創造・CREST JST）○岡本 到・清尾康志・関根光雄

3 月30 日午後

座長 鳥越 秀峰（13 : 10~13 : 50）
※ PC 接続時間 13 : 00~13 : 10（4G2‒26，4G2‒27，4G2‒28，4G2‒29）
4G2‒26 RNA を利用したピレンアレイの構築（兵庫県立大院工）○下
村行徳・大歳雲仙・中村光伸・山名一成
4G2‒27 ピレン修飾DNA を利用した光電変換反応（兵庫県立大院工）
○斎藤統一・高山 香・中村光伸・山名一成
4G2‒28 アゾベンゼン導入DNA によるハイブリダイゼーションの光
制御-アゾベンゼン上の置換基が光制御に及ぼす効果-（名大）○西
岡英則・樫田 啓・小宮山 真・浅沼浩之
4G2‒29 希土類イオンを活用するグアニン誘導体の会合状態および蛍
光挙動の制御（阪市大院理）○篠田哲史・野口高志・築部 浩
座長 山名 一成（14 : 00~14 : 40）
※ PC 接続時間 13 : 50~14 : 00（4G2‒31，4G2‒32，4G2‒33，4G2‒34）
4G2‒31 光応答性塩基を用いたRNA 鋳型上でのDNA 光連結（北陸先
端大材料・JST さきがけ）○野口悠紀・吉村嘉永・藤本健造
4G2‒32 シトシンアナログを光化学的にチミンアナログへ点変異させ
る方法論の開発（北陸先端大・JST さきがけ）○松村貴士・藤本健造
4G2‒33 糖鎖修飾3-Way Junction DNA とレクチンの多価相互作用（神
戸大院総合人間）○松井雅之・江原靖人
4G2‒34 エステル加水分解能を有する非天然DNA のセレクション
（神戸大発達）○西山嘉威・松井雅之・江原靖人

生体機能関連化学・バイオテクノロジー
3 月28 日午前

核酸（合成・反応）
座長 和田 猛（9 : 00~10 : 00）
※ PC 接続時間 8 : 50~9 : 00（2G3‒01，2G3‒02，2G3‒03，2G3‒04，
2G3‒05，2G3‒06）
2G3‒01 デオキシシチジンN-オキシドを含むDNA オリゴマーの合成
とその性質（東工大院生命理工・東工大フロンティア創造・CREST）
○角田浩佑・大窪章寛・田口晴彦・清尾康志・関根光雄
2G3‒02 ピリミドピリミドインドールヌクレオシドの合成とその光特
性（東工大フロンティア）○水田昌宏・宮田健一・清尾康志・関根光
雄
2G3‒03 o-トリメチルシリルベンゾイル基が置換したヌクレオシド誘
導体の合成とその化学的性質（東工大院生命理工・東工大フロンティ
ア創造・CREST）田口晴彦○山田 研・大窪章寛・清尾康志・関根
光雄
2G3‒04 2,6-ジアミノピリジン誘導体を水素結合部位とするアルキニ
ルC-ヌクレオシドの開発とそのオリゴマー化（富山大薬・JST 戦略創
造）○千葉順哉・森川智幸・井上将彦
2G3‒05 環状ビス（3ʼ-5ʼ）ジグアニル酸類縁体の合成（名大院人間情
報・名大院情報科学）○兵藤 守・佐藤有美・早川芳宏
2G3‒06 感染病態メディエーター8-ニトログアノシンの研究（2）（東
北大院生命科学）有本博一○田口博文・木田恵里子・芥 照夫・澤
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座長 篠塚 和夫（11 : 20~12 : 20）
※ PC 接続時間 11 : 10~11 : 20（2G3‒15，2G3‒17，2G3‒18，2G3‒19，
2G3‒20）
2G3‒15* 新規アミノ化ホスホロアミダイト試薬の合成とその性質（産
総研ゲノムファクトリー）○小島 直・杉野麻衣子・三上暁子・佐藤
浩輔・大塚榮子・小松康雄
2G3‒17 H-ホスホネートDNA の立体選択的合成反応の開発（東大院
新領域）○岩本直樹・佐藤輝聴・岡 夏央・西郷和彦・和田 猛
2G3‒18 H －ホスホネート法によるRNA の液相大量合成（東大院新
領域）○松井貴彦・加藤有希子・西郷和彦・和田 猛
2G3‒19 オキサザホスホリジン法によるホスホロチオエートRNA の
立体選択的合成反応の開発（東大院新領域）和田 猛○近藤知明・藤
原 聡・岡 夏央・西郷和彦
2G3‒20 DNA オリゴマーを縮合ブロックに用いた固相合成法の開発
（東工大生命理工・東工大フロンティア創造・CREST）大窪章寛○田
中邦彦・田口晴彦・清尾康志・関根光雄

3 月28 日午後

工・甲南大理工）○中野修一・上西和也・藤井政幸・杉本直己
3G3‒10 剛直リンカーを用いたアクリジン修飾DNA の構築とRNA の
高効率位置特異的切断（東大先端研）○田中啓太・施 云・葛谷明
紀・小宮山 真
3G3‒11 CGG トリヌクレオチドリピートの分子ラベル化（阪大産研）
○彭 涛・中谷和彦

座長 関根 光雄（13 : 30~14 : 30）
※ PC 接続時間 13 : 20~13 : 30（2G3‒28，2G3‒29，2G3‒30，2G3‒31，
2G3‒32，2G3‒33）
2G3‒28 SNP 検出を指向した双頭型ヌクレオシド類縁体を含むオリゴ
ヌクレオチドの合成（群馬大工）○市村真友美・森口朋尚・篠塚和夫
2G3‒29 アルファ型プリンヌクレオシドの合成法の検討（群馬大工）
○森口朋尚・外川友美・佐藤純子・篠塚和夫
2G3‒30 中性条件下除去可能な新しい保護基を用いる固相ボラノホス
ホトリエステル法（東大院新領域）○川中俊秀・清水 護・新谷哲
子・西郷和彦・和田 猛
2G3‒31 セリン骨格を有する新規核酸類縁ポリエステルの固相合成
（東大院新領域）○村田亜沙子・西郷和彦・和田 猛
2G3‒32 フルオラスデンドロンを担体とするDNA のフルオラス合成
（東大院新領域）○成田涼一・加藤有希子・西郷和彦・和田 猛
2G3‒33 ホスフェート／ホスホロチオエート混合型オリゴデオキシリ
ボヌクレオチドの立体制御合成（名大院情報科学）○平林与志子・児
玉英彦・兵藤 守・早川芳宏

座長 川上 純司（11 : 00~11 : 50）
※ PC 接続時間 10 : 50~11 : 00（3G3‒13，3G3‒14，3G3‒16，3G3‒17）
3G3‒13 リン酸修飾PNA とCe（IV）/EDTA を用いた2 本鎖DNA の効
率的な位置選択的切断（東大先端研）○愛場雄一郎・森 政雄・山本
陽治・小宮山 真
3G3‒14* 人工制限酵素による巨大DNA のマニピュレーション（東大
先端研）○山本陽治・三浦一行・上原輝彦・小宮山 真
3G3‒16 ターピリジン結合フェニル-C-ヌクレオシドを含む2'-O-メチ
ルRNA の合成とRNA 切断活性（阪市大院工）○玉木秀和・北村昌
也・井上英夫
3G3‒17 講演中止

3 月29 日午後

座長 沢井 宏明（14 : 40~15 : 50）
※ PC 接続時間 14 : 30~14 : 40（2G3‒35，2G3‒36，2G3‒37，2G3‒38，
2G3‒39，2G3‒41）
2G3‒35 2-N-カルバモイルグアニン誘導体を含むオリゴDNA の合成と
性質（東工大院生命理工）○佐々見武志・大窪章寛・清尾康志・関根
光雄
2G3‒36 2'-O-カルバモイルRNA を含むオリゴヌクレオチドの合成と
その性質（東工大院生命理工・東工大フロンティア創造セ）○芹澤昌
史・清尾康志・大窪章寛・関根光雄
2G3‒37 非対称ピロリン酸結合を有するDNA オリゴマーの合成（東
工大院生命理工・東工大フロンティア創造・CREST）大窪章寛○
佐々木健二・田口晴彦・清尾康志・関根光雄
2G3‒38 5'-アミノ-2 ',5'-ジデオキシ-2'-フルオロウリジンを含むオリゴ
ヌクレオチドの合成とその二重鎖核酸形成能（岐阜大工）上野義仁○
平井美妃・山田祐樹・柴田 綾・北出幸夫
2G3‒39* 2ʼ-デオキシリボヌクレオシド5ʼ-ホスファイトをモノマーユニ
ットとする新規DNA 合成法の開発（東大院新領域）○加藤有希子・
西郷和彦・和田 猛
2G3‒41 核酸塩基部フェノキシアセチル系保護基の酵素反応による除
去（名大院情報科学）○大石和弘・早川芳宏

糖・脂質・生体膜
座長 眞鍋 史乃（13 : 00~14 : 00）
※ PC 接続時間 12 : 50~13 : 00（3G3‒25，3G3‒26，3G3‒27，3G3‒28，
3G3‒29，3G3‒30）
3G3‒25 リサイクル型フルオラスタグを用いた糖鎖合成の開発（野口
研糖鎖有機）○佐藤 愛・後藤浩太朗・水野真盛
3G3‒26 抗HIV 活性が期待されるアミノグリコシド誘導体の合成（野
口研糖鎖有機）○松本博治・井口貴視・石川裕史・後藤浩太朗・濱崎
啓太・水野真盛
3G3‒27 C-グリコシド結合を有する糖アミノ酸を用いた糖ペプチド合
成（奈良女大院人間文化・奈良女大共生セ）○稲葉陽子・矢野重信・
三方裕司
3G3‒28 新規リン糖グリコシド誘導体の合成（静岡大院理工・静岡大
工）○新美大志・山下光司・Kasthuraiah, Maddali ・戸塚広乃・高橋雅
樹
3G3‒29 希少糖アロースを活用した新規糖の合成研究（香川大教育）
○石野薫里・高木由美子
3G3‒30 6-O-アシル基の遠隔基関与を利用した1,2-cis 選択的グリコシ
ル化反応の開発（東大院新領域）和田 猛○長藤健太・松村史子・西
郷和彦

座長 早川 芳宏（16 : 00~17 : 10）
※ PC 接続時間 15 : 50~16 : 00（2G3‒43，2G3‒44，2G3‒45，2G3‒46，
2G3‒47，2G3‒48，2G3‒49）
2G3‒43 N-I 相互作用を有する人工塩基対の合成と性質（東工大院生
命理工・東工大フロンティア創造・CREST）○俵田隆哉・清尾康
志・関根光雄
2G3‒44 三重鎖形成時にHoogsteen 型G-C 塩基対を安定化する新規人
工塩基の創成と評価（東工大院生命理工・東工大フロンティア創造・
CREST）○住野正憲・清尾康志・関根光雄
2G3‒45 末端塩基に嵩高い修飾基を有する2'-O-メチルRNA の合成と
二本鎖形成能（東工大フロンティア）清尾康志○高久悠介・水田昌
宏・関根光雄
2G3‒46 cap 構造を特異的に認識する分子の開発（群馬大）○西村健
志・森口朋尚・篠塚和夫
2G3‒47 5'-側にα-DNA 鎖を3'-側にβ-DNA 鎖をもつキメラTFO 合成
及びその三重鎖形成能（群馬大）○守永真利絵・森口朋尚・篠塚和夫
2G3‒48 9-（2,3-ジヒドロキシプロピル）アデニンおよび9-（3,4-ジヒ
ドロキシブチル）アデニンの導入が二重鎖核酸形成に及ぼす効果の比
較（岐阜大）上野義仁○新保広一郎・井上琢己・伊藤康友・北出幸夫
2G3‒49 蛍光物質アクリドン標識DNA の合成とその特性（群馬大工）
○長谷川智也・庄司敦士・桑原正靖・尾崎広明・澤井宏明

座長 水野 真盛（14 : 10~15 : 10）
※ PC 接続時間 14: : 00~14 : 10（3G3‒32，3G3‒34，3G3‒35，3G3‒36，
3G3‒37）
3G3‒32* 小胞体内レクチンの機能解明に向けた光親和性糖鎖プローブ
の合成研究（理研・CREST）○多々見 篤・伊藤幸成
3G3‒34 新規タンパク質修飾型； N-マンノシルトリプトファンの合成
（理研）○眞鍋史乃・伊藤幸成
3G3‒35 1,5 －ラクタムシアル酸受容体を用いたα（2 － 8）オリゴシア
ル酸の合成研究（岐阜大工）○田中秀則・安藤弘宗・纐纈 守・石原
秀晴
3G3‒36 α選択的セレノグリコシド合成法の開発研究（岐阜大工）○
名波雅大・河合由美子・安藤弘宗・纐纈 守・石原秀晴
3G3‒37 ラクトース修飾Nucleo-cages の開発ならびにレクチンとの相
互作用（九大院工）○金 權一・松浦和則・君塚信夫
座長 伊藤 幸成（15 : 20~16 : 20）
※ PC 接続時間 15 : 10~15 : 20（3G3‒39，3G3‒40，3G3‒41，3G3‒42，
3G3‒43，3G3‒44）
3G3‒39 糖ペプトイドライブラリーの構築と糖レセプターリガンド探
索（東工大院生命理工）○本間博之・湯浅英哉・角岡 幸・相川京子
3G3‒40 種々のヘパリン部分構造のシュガーチップ化（鹿児島大院理
工）○斎藤彰寛・大石 紘・西村知晃・岸本裕子・若尾雅広・隅田泰
生
3G3‒41 ムチン型糖鎖のシュガーチップ化（鹿児島大院理工）若尾雅
広○猿渡梨紗・西村知晃・岸本裕子・隅田泰生
3G3‒42 シアリルラクト系糖鎖の化学・酵素合成とそのシュガーチッ
プ化（鹿児島大院理工）若尾雅広○高橋優子・山下早希子・西村知
晃・岸本裕子・隅田泰生
3G3‒43 細胞に作らせる糖鎖ライブラリ－（31） 糖鎖プライマーを用
いたウシ乳腺上皮細胞内における糖鎖伸長反応（慶大理工）○金子智
典・斉藤 実・佐藤智典
3G3‒44 細胞に作らせる糖鎖ライブラリー（32） アミノ酸結合型糖
鎖プライマーを用いた癌細胞の糖鎖生合成経路のモニタリング（慶大
理工・野口研）○井出好美・水野真盛・佐藤智典

3 月29 日午前

座長 井上 英夫（9 : 40~10 : 50）
9 : 30~9 : 40（3G3‒05，3G3‒07，3G3‒08，3G3‒10，

※ PC 接続時間
3G3‒11）
3G3‒05* ChemBIT（57）低分子アプタマーとしての補酵素依存型リボザ
イムの機能改変（甲南大FIBER ・甲南大理工）○川上純司・米谷智
佐子・杉本直己
3G3‒07 ChemBIT（58）DNA 二重鎖末端に導入した擬塩基対ヌクレオシ
ドによるスタッキング相互作用の増強（ 甲南大理工・甲南大
FIBER ・近畿大MEI ・近畿大産業理工）○岡 裕人・中野修一・甲
元一也・佐藤雄一・上西和也・藤井政幸・杉本直己
3G3‒08* ChemBIT（59）擬塩基対ヌクレオシドによって引き起こされる
RNA 切断反応の選択性（甲南大FIBER ・近畿大MEI ・近畿大産業理
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野哲盟
4G3‒32 MRI 造影剤といての一連の新規なGd 錯体（静岡大院理工・
静岡大工・浜松医大医）○於 剛・山下光司・上陰那央・高橋雅樹・
竹原康雄・阪原晴海
4G3‒33 新規MRI 造影剤としてのGd-DTPA-糖化合物の合成と評価
（静岡大院理工・静岡大工・浜松医大医）○小川圭介・上陰那央・小
林正嗣・青島堅吾・於 剛・高橋雅樹・山下光司・坂原晴海・竹原康
雄

座長 隅田 泰生（16 : 30~17 : 30）
※ PC 接続時間 16 : 20~16 : 30（3G3‒46，3G3‒48，3G3‒50）
3G3–46* 合成糖ペプチドプローブを用いた糖タンパク質分解系の定量
解析（理研・CREST）○萩原伸也・戸谷希一郎・松尾一郎・伊藤幸
成
3G3–48* ガングリオシドを含む膜マイクロドメインのトポロジー観察
（慶大理工）○飯島一智・松原輝彦・佐藤智典
3G3–50* 合成糖鎖を用いた小胞体グルコシダーゼII の定量解析（理
研・長崎大医・CREST JST）○戸谷希一郎・井原義人・松尾一郎・伊
藤幸成

座長 佐藤 智典（14 : 40~15 : 40）
※ PC 接続時間 14 : 30~14 : 40（4G3‒35，4G3‒36，4G3‒37，4G3‒38，
4G3‒39，4G3‒40）
4G3‒35 糖鎖高分子を用いた糖鎖－単層カーボンナノチューブ複合体
の合成（名大院理）○土肥博史・菊池聡史・桑原彰太・菅井俊樹・篠
原久典
4G3‒36 N －グリコシル［60］フラーレンの自己組織化と内包性（名大
院工）○金田 昇・加藤治人・小林一清・西田芳弘
4G3‒37 脂質ドメイン構造をもつジャイアントセラソームの作製（奈
良先端大院物質）○平田佳奈子・信澤和行・佐々木善浩・橋詰峰雄・
菊池純一
4G3‒38 シリカ表面を有する人工細胞膜セラソームの酵素分解性（奈
良先端大院物質）○岡本 洋・橋詰峰雄・菊池純一
4G3‒39 リン脂質二分子膜の熱揺らぎによるナトリウムイオン透過の
2 3 Na-NMR 解析（京大化研）○木下智子・岡村恵美子・松林伸幸・中
原 勝
4G3‒40 水晶発振子上への膜タンパク質KcsA の再構築とその阻害剤
の結合測定（東工大院生命理工・東工大フロンティア・CREST）○
石津 縁・吉嶺浩司・古澤宏幸・横川真梨子・竹内 恒・嶋田一夫・
河野俊之・岡畑恵雄

3 月30 日午前

座長 濱地 格（9 : 00~10 : 00）
※ PC 接続時間 8 : 50~9 : 00（4G3‒01，4G3‒03，4G3‒05，4G3‒06）
4G3‒01* クリックケミストリーを利用した位置選択的なβ-1,3-グルカ
ン修飾法の開発とその応用（九大院工・北九州市大）○長谷川輝明・
沼田宗典・櫻井和朗・新海征治
4G3‒03* 遷移状態基質と低水解活性キチナーゼを組み合わせた不可逆
的グリコシル化反応（東北大院工）○桑折道済・小林厚志・川井田真
一・渡邊剛志・正田晋一郎
4G3‒05 糖結合ドメインを融合した細菌由来キチナーゼの挙動解析
（東北大院工）○高野倉知枝・細谷俊介・桑折道済・小林厚志・渡邊
剛志・正田晋一郎
4G3‒06 エレクトロスプレーイオン化質量分析計による単糖の同定
（慶大理工）○朱 性宇・佐藤智典
座長 湯浅 英哉（10 : 10~11 : 10）
※ PC 接続時間 10 : 00~10 : 10（4G3‒08，4G3‒09，4G3‒10，4G3‒11，
4G3‒12）
4G3‒08 スマートバイオマテリアル（1）：外部刺激に応答する糖脂質
型超分子ヒドロゲルの開発（京大院工）○志水祐介・松本真治・山口
哲志・浜地 格
4G3‒09 スマートバイオマテリアル（2）：光応答性超分子ヒドロゲル
へのバイオ分子の固定化（京大院工）○松本真治・山口哲志・浜地
格
4G3‒10 スマートバイオマテリアル（3）：超分子ヒドロゲル連結シス
テムの構築（京大院工）○小松晴信・松本真治・山口哲志・田丸俊
一・浜地 格
4G3‒11 アルギニル化糖脂質の分子設計とインフルエンザウイルス感
染阻害活性（名大院工・静岡県立大薬・CREST）○新宮佑子・小林
一清・西田芳弘・鈴木 隆・高橋忠伸・鈴木康夫
4G3‒12* 分子スイッチによるリポソーム輸送の制御（奈良先端大院物
質）○佐々木善浩・丸尾耕平・大槻理志・菊池純一

生体機能関連化学・バイオテクノロジー
3 月27 日午後

タンパク質（光とタンパク質）
座長 寺嶋 正秀（13 : 10~14 : 10）
※ PC 接続時間 13 : 00~13 : 10（1G4‒26，1G4‒27，1G4‒29，1G4‒31）
1G4‒26 可視光で励起可能な新規蛍光性アミノ酸の合成とペプチド固
相合成への応用（岡山大院工）瀧 真清○山崎貴都・宍戸昌彦
1G4‒27* 酵素（L/F-tRNA-protein transferase）を用いた蛋白質の新規N 末
端特異的修飾法（岡山大院工）○瀧 真清・久野 敦・的場進介・小
林由紀・橋本直人・村上 裕・菅 裕明・多比良和誠・長谷川典巳・
宍戸昌彦
1G4‒29* バイオイメージングを指向したタンパク質標識法の開発
（1）:配位化学を利用した新規タグシステム（京大）○本田 圭・王子
田彰夫・新見大輔・清中茂樹・森 泰生・浜地 格
1G4‒31 バイオイメージングを指向したタンパク標識法の開発（2）：
共有結合形成による特異的蛍光標識（京大院工）○野中 洋・本田
圭・堤 浩・王子田彰夫・浜地 格
座長 南後 守（14 : 20~15 : 20）
※ PC 接続時間 14 : 10~14 : 20（1G4‒33，1G4‒35，1G4‒37，1G4‒38）
1G4‒33* センサリーロドプシンII とトランスデューサータンパク質の
相互作用ダイナミクス： D75N 変異体（京大）○井上圭一・佐々木
純・Spudich, John ・寺嶋正秀
1G4‒35* Phototropin の光サイクル反応における体積・エンタルピー変
化（京大院理）○永徳 丈・中曽根祐介・松岡大介・徳富 哲・寺嶋
正秀
1G4‒37 青色光受容体フォトトロピン1LOV2 ドメインの光誘起構造
変化（京大院理・阪府大）○中曽根祐介・永徳 丈・松岡大介・徳富
哲・寺嶋正秀
1G4‒38 ピレンを含む長寿命蛍光剤を用いた蛍光偏光解消法による生
体分子間相互作用解析（京工繊大繊維）坂本 隆○藤原伸行・山形浩
一・小堀哲生・村上 章

座長 松岡 浩司（11 : 20~12 : 20）
※ PC 接続時間 11 : 10~11 : 20（4G3‒15，4G3‒17，4G3‒19）
4G3‒15* スマートバイオマテリアル（4）：糖質プロファイリングを目
指したヒドロゲル型レクチンチップの開発（京大院工）○古志洋一
郎・中田栄司・山根裕樹・浜地 格
4G3‒17* 新規スマートバイオマテリアル（5）：人工糖脂質が形成する
超分子型ナノファイバーの分子認識デバイスへの展開（京大院工）○
田丸俊一・浜地 格
4G3‒19* スマートバイオマテリアル（6）超分子ヒドロゲルを用いたモ
ータータンパク質の一分子レベルでの回転制御（京大院工・阪大産
研・東大生研・さきがけ21）○山口哲志・松本真治・石塚康司・田端
和仁・新田英之・藤田博之・野地博行・浜地 格

3 月30 日午後
座長 西田 芳弘（13 : 30~14 : 30）
※ PC 接続時間 13 : 20~13 : 30（4G3‒28，4G3‒29，4G3‒30，4G3‒31，
4G3‒32，4G3‒33）
4G3‒28 新規ベロ毒素中和剤の合成研究：糖―アミノ酸ハイブリッド
型ポリマー群の構造活性相関（埼玉大工）○江州勇亮・小山哲夫・西
川喜代孝・名取泰博・幡野 健・照沼大陽・松岡浩司
4G3‒29 新規ノイラミニダーゼ阻害剤の合成研究（II）（埼玉大工）○
坂本純一・鈴木香織・小山哲夫・幡野 健・照沼大陽・江角保明・鈴
木康夫・松岡浩司
4G3‒30 アミノ酸リンカー型グロボ3 糖担持カルボシランデンドリマ
ーの合成研究（埼玉大工）○山田明宏・相澤宏明・横田洋大・小山哲
夫・幡野 健・松岡浩司・江角保明・西川喜代孝・名取泰博・照沼大
陽
4G3‒31 キトサンを用いた塞栓物質の開発（静岡大工）○坂田雄亮・
山下光司・高橋雅樹・小川圭介・伊藤 悟・永津雅章・荻野明久・浦

座長 宍戸 昌彦（15 : 30~16 : 30）
※ PC 接続時間 15 : 20~15 : 30（1G4‒40，1G4‒41，1G4‒42，1G4‒43，
1G4‒45）
1G4‒40 イノシトール四リン酸（IP4）に対する細胞内蛍光性バイオセ
ンサーの構築（京大エネ研）○坂口怜子・清中茂樹・沼賀拓郎・森
泰生・森井 孝
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1G4‒41 Photoactive Yellow Protein のCys 残基を含む発色団モデル化合
物の合成と性質の検討（阪大院理）○岡本健太郎・角 俊明・岡村高
明・山本 仁
1G4‒42 抗ポルフィリン抗体を用いた光誘起電子移動制御（阪大院理）
○陰地威史・山口浩靖・原田 明
1G4‒43* 光合成細菌由来のアンテナ系タンパク質複合体へのカロテノ
イドの再構成と電場変調吸収分光法による評価（名工大院工・阪市大
院理）○中川勝統・西村絵美・藤井律子・鈴木 聡・出羽毅久・橋本
秀樹・南後 守
1G4‒45 光合成でのアンテナ系モデルペプチド／ポルフィリン誘導体
の基板上への組織化（名工大院工）○形見普史・落合 剛・浅岡高
英・加藤知也・出羽毅久・山下啓司・南後 守

2G4‒28 ペプチドのβ構造形成による線維状ナノ構造体の構築（九工
大院生命体工・九共大工）○西尾奈津子・桑原順子・西野憲和・加藤
珠樹
2G4‒29 家族性アルツハイマー病原因遺伝子Arctic、Tottori 変異を持
つアミロイドβによるアミロスフェロイド形成の検証（三菱生命研）
○野口彰彦・佐藤道夫・佐藤一紀・星 美奈子
2G4‒30* アミロイドβペプチド（Aβ）と相互作用する人工ペプチド・
タンパク質の構築とAβ集合体の検出（東工大院生命理工）佐藤淳
一・太田健一○高橋 剛・三原久和
2G4‒32 疎水性機能化アンカーを用いたペプチドナノファイバーへの
機能性基導入（東工大生命理工）○宮地絢香・松村幸子・佐藤淳一・
高橋 剛・三原久和

座長 山本 仁（16 : 40~17 : 00）
※ PC 接続時間 16 : 30~16 : 40（1G4‒47，1G4‒48）
1G4‒47 P700 レドックス電位のpH 依存性（2） 生物種による差異の
検討（東大生研・JR 東海技術開発部）○山下麻美・加藤祐樹・仲村
亮正・須澤朋之・渡辺 正
1G4‒48 英文参照（京大院理）○ Hazra, Partha ・井上圭一・Laan,
Wouter ・Hellingwerf, Klass J.・寺嶋正秀

座長 芹澤 武（14 : 30~15 : 30）
※ PC 接続時間 14 : 20~14 : 30（2G4‒34，2G4‒35，2G4‒36，2G4‒37，
2G4‒38，2G4‒39）
2G4‒34 フォトリソグラフ法と配列特異的プロテアーゼを利用した蛋
白質のグリット配列化（名工大院工）○岡村寛子・榊原邦啓・水野稔
久・田中俊樹
2G4‒35 核酸塩基アミノ酸（NBA）を導入したβ-ヘアピンペプチドの
設計と構造特性評価（東工大院生命理工）○魚住隆一・高橋 剛・三
原久和
2G4‒36 金の異常反射（AR）特性を利用したタンパク質検出法開発のた
めのデンドリマー修飾金薄膜の作製（東工大院生命理工・COE21）○
Amir, Syahir ・富崎欣也・渡辺晋也・梶川浩太郎・三原久和
2G4‒37 金の異常反射を利用した核酸塩基アミノ酸（NBA）含有ペプチ
ドータンパク質間相互作用の検出（東工大院生命理工・東工大院総理
工）○渡辺晋也・臼井健二・富崎欣也・梶川浩太郎・三原久和
2G4‒38 ペプチドチップを利用した新規細胞死誘導ペプチドの探索
（名大院工）○大河内美奈・中西麻里・加藤竜司・小林 猛・本多裕
之
2G4‒39 ペプチドチップを用いたHsp70 結合ペプチド癌ワクチンの探
索（名大院工）○林 宏樹・大河内美奈・井藤 彰・本多裕之

3 月28 日午前

タンパク質（ペプチド）
座長 長田 聰史（9 : 00~10 : 00）
※ PC 接続時間 8 : 50~9 : 00（2G4‒01，2G4‒02，2G4‒03，2G4‒04，
2G4‒05，2G4‒06）
2G4‒01 拡張型アミノ酸の側鎖の嵩高さが二次構造に及ぼす影響（阪
大院理）○瀬野修一郎・岡村高明・山本 仁
2G4‒02 パラフェニレン骨格を持つ拡張型オリゴ（L-アスパラギン酸）
の合成と性質（阪大院理）○松山直正・岡村高明・山本 仁
2G4‒03 ポリ（プロリン）のコンホメーション転移（阪府大総合教
育・阪工大工）弓削光裕・片岡英樹・柿木佐知朗○岡 勝仁・平野義
明
2G4‒04 プロリン残基とグルタミン酸残基からなる周期性ポリペプチ
ドのコンホメーション（阪府大総合教育・阪工大工）柿木佐知朗・吉
川知幸○岡 勝仁・平野義明
2G4‒05 Aib を含むマラリア原虫由来ヒスチジンリッチプロテイン2
アナローグの合成と性質（群馬大工）○破入正行・山田圭一・奥 浩
之・片貝良一
2G4‒06 De novo デザインによる金属ポルフィリンペプチド錯体の構
築（同志社女子大薬）○松本 誠・根木 滋・杉浦幸雄・加納航治
座長 梅津 光央（10 : 10~11 : 10）
※ PC 接続時間 10 : 00~10 : 10（2G4‒08，2G4‒0，2G4‒12，2G4‒13，
2G4‒14，2G4‒16，2G4‒18，2G4‒19）
2G4‒08* 抗菌活性および志賀毒素中和活性を発揮する新規ペプチド系
抗生物質の分子設計（名大院工・東亞合成）○山田喜直・三浦佳子・
浅沼浩之・小林一清
2G4‒10* 受容体機能を調節するホルミルペプチド受容体由来膜貫通ペ
プチドの合成（佐賀大理工）○林 良・杉山大輔・長田聰史・藤田一
郎・浜崎雄平・兒玉浩明
2G4‒12 抗腫瘍性環状ペプチドyunnanins の合成と性質（佐賀大理工）
中村 綾・志岐康弘・長田聰史○兒玉浩明
2G4‒13 M.trichosporium OB3b 由来銅結合ペプチドmethanobactin の銅
イオン選択性（東工大院生命理工）○本間俊之・山内一輝・田畠健
治・蒲池利章・大倉一郎

座長 大河内 美奈（15 : 40~16 : 40）
※ PC 接続時間 15 : 30~15 : 40（2G4‒41，2G4‒42，2G4‒43，2G4‒44，
2G4‒45，2G4‒46）
2G4‒41 超臨界流体中でのテトラフルオロエチレン浸透重合基板への
生体分子修飾と機能評価（東工大院生命理工・東工大フロンティア）
○長谷川美玲・森 俊明・岡畑恵雄
2G4‒42 設計α-ヘリックスペプチドアレイを用いたカルシニューリン
活性制御リガンドの探索系の構築（東工大院生命理工・COE21）○臼
井健二・富崎欣也・三原久和
2G4‒43 フォトクロミックペプチドを用いるキナーゼ基質の設計（東
工大院生命理工・COE21）○富崎欣也・三原久和
2G4‒44 光感受性修飾ペプチドを用いたSH3 ドメインの分子認識の制
御（京都薬大・金沢大・JST さきがけ）○黒岩繁樹・矢島辰雄・置塩
信行・舟崎紀昭・廣田 俊
2G4‒45 樹脂上のダイオキシン結合ペプチドと蛍光標識ジクロロフェ
ノールの結合解析（産総研セルエンジニアリング・東農工大院工・東
和科学）○金子奈緒・中村 史・犬山康弘・中村徳幸・山藤憲明・三
宅 淳
2G4‒46 機能性ペプチドの移植による新規ZnO 結合抗体の創製（東北
大院工）○服部峰充・中西 猛・梅津光央・水田真道・津本浩平・阿
尻雅文・熊谷 泉
座長 高橋 剛（16 : 50~17 : 50）
※ PC 接続時間 16 : 40~16 : 50（2G4‒48，2G4‒49，2G4‒51，2G4‒52，
2G4‒53）
2G4‒48 ポリマー結合ペプチドモチーフの探索（東大先端研・JST さ
きがけ・芝浦工大院工・阪大院基礎工）○澤田敏樹・松野寿生・北山
辰樹・芹澤 武
2G4‒49* ポリマー結合ペプチドモチーフのキャラクタリゼーション
（東大先端研・JST さきがけ・芝浦工大院工・阪大院基礎工）澤田敏
樹・松野寿生・北山辰樹○芹澤武
2G4‒51 ロイシンジッパー型ペプチド二量体化のMD 計算と水晶発振
子マイクロバランス法による評価（東工大院生命理工・東工大フロン
ティア・CREST）○ナレンドラデュヒタ・古澤宏幸・桜井 実・岡
畑恵雄
2G4‒52 蛍光性蛋白質への三本鎖コイルドコイルドメインの導入（名
工大院工）○村尾香織・水野稔久・田中俊樹
2G4‒53 デザインコイルドコイルドメインをもつDNA 結合蛋白質の
構築と遺伝子発現制御への応用（名工大院工）○舟越 靖・宮田
純・水野稔久・田中俊樹

座長 岡 勝仁（11 : 10~12 : 10）
2G4‒14* トリゴナルβ-シートペプチドコンジュゲートの合成と自己集
合挙動（九大院工）○村里和也・松浦和則・君塚信夫
2G4‒16* GFP 融合発現を用いたペプチド-無機材料インターフェース相
互作用評価（東北大多元研）○冨樫貴成・梅津光央・横尾 望・大原
智・名嘉 節・高見誠一・津本浩平・熊谷 泉・阿尻雅文
2G4–18 温度応答性ペプチドによる超分子構造の形成（北陸先端大）
○三浦佳子・柴田千絵理
2G4–19 タウタンパク質コアペプチドの凝集体形成におけるチロシン
残基の役割（京大エネ研・福井大医）○平田晃義・今野 卓・吉川
暹・森井 孝

3 月28 日午後

座長 松浦 和則（13 : 20~14 : 20）
13 : 10~13 : 20（2G4‒27，2G4‒28，2G4‒29，2G4‒30，

※ PC 接続時間
2G4‒32）
2G4‒27 Aβ凝集阻害機能をもつPEG-ペプチド・コンジュゲートの合
成・評価（同志社大工）○宮村祐司・古賀智之・東 信行
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3 月29 日午前

の創出（東工大院生命理工）○渭原 寛・舟橋久景・三重正和・小畠
英理
3G4‒37* 新規ケージドアミノ酸のタンパク質への部位特異的導入（北
陸先端大材料・東邦大理）○渡邉貴嘉・古田寿昭・芳坂貴弘

タンパク質（構造と機能）
座長 早出 広司（9 : 00~10 : 00）
※ PC 接続時間 8 : 50~9 : 00（3G4‒01，3G4‒03，3G4‒04，3G4‒05，
3G4‒06）
3G4‒01* 水晶発振子エネルギー散逸測定を用いた生体分子やDNA 鎖
の水和と構造変化の評価（東工大院生命理工・東工大フロンティア・
CREST）○小関智光・古澤宏幸・岡畑恵雄
3G4‒03 水晶発振子エネルギー散逸測定を用いたタンパク質構造変化
の観察（東工大院生命理工・東工大フロンティア・CREST）○小柳
達矢・小松真友・吉嶺浩司・古澤宏幸・岡畑恵雄
3G4‒04 水晶発振子エネルギー散逸測定を用いたカルモジュリンへの
基質結合と構造変化の同時観察（東工大院生命理工・東工大フロンテ
ィア・CREST）○小松真友・吉嶺浩司・古澤宏幸・岡畑恵雄
3G4‒05 ポリオール化合物によるp53 四量体構造安定化効果（北大院
理）○野村尚生・中馬吉郎・坂口和靖
3G4‒06 がん抑制タンパク質p53 四量体形成ドメインの構造安定性に
おける変異の効果（北大院理）○鎌田瑠泉・寺井智子・野村尚生・中
馬吉郎・今川敏明・坂口和靖

座長 芳坂 貴弘（15 : 30~16 : 30）
※ PC 接続時間 15 : 20~15 : 30（3G4‒40，3G4‒41，3G4‒43，3G4‒45）
3G4‒40 大腸菌リボソームによって導入可能な主鎖伸張型非天然基質
の合理的設計に関する研究（京大院工）○阿部健二・柴田敏宏・佐藤
伸彦・金谷啓一郎・山東信介・青山安宏
3G4‒41* 試験管内選択により得た金表面認識抗体の機能評価（東北大
院工）○渡邊秀樹・津本浩平・塩塚秀則・今村剛士・熊谷 泉
3G4‒43* フレキシザイムシステム： mRNA を鋳型とした非天然ペプチ
ド合成への応用（東大先端研）○村上 裕・太田 淳・足海洋史・菅
裕明
3G4‒45 改変翻訳系によるmRNA を鋳型としたポリエステルの合成
（東大先端研）○太田 淳・村上 裕・菅 裕明
座長 中村 史（16 : 40~17 : 30）
※ PC 接続時間 16 : 30~16 : 40（3G4‒47，3G4‒50，3G4‒51）
3G4‒47 若い世代の特別講演会気体センサータンパク質が特異的に
気体分子を認識し、応答するメカニズム（北大院理）内田 毅
3G4‒50 リン酸化セリンからアクリルアミド誘導体への選択的化学修
飾を利用した新規ペプチド標識法の探索（京大院工）○藤原祥雅・藤
島祥平・岡本晃充・浜地 格
3G4‒51 フェロセンユニットを導入したペプチド鎖の構築とその電気
化学的な二次構造制御（富山大薬）○天野美緒・河合博和・藤本和
久・井上将彦

座長 岡畑 恵雄（10 : 10~11 : 00）
※ PC 接続時間 10 : 00~10 : 10（3G4‒08，3G4‒10，3G4‒12）
3G4‒08* FT-IR 法によるウマ血清アルブミンの加圧による凝集体形成
（立命館大理工）○奥野 明・加藤 稔・谷口吉弘
3G4‒10* イヌ・ミルク・リゾチームのフォールディング・アンフォー
ルディング速度に対するカルシウムイオン濃度の効果（東大院理）○
仲谷博安・槙 亙介・中尾正治・佐伯喜美子・相沢智康・出村 誠・
河野敬一・友田修司・桑島邦博
3G4‒12 ヒト-αシヌクレインの凝集・線維化阻害物質の検索（東農工
大院工）早出広司○小林雅樹・小林夏季

3 月30 日午前
座長 円谷 健（9 : 00~10 : 00）
8 : 50~9 : 00（4G4‒01，4G4‒02，4G4‒03，4G4‒04，

座長 谷口 吉弘（11 : 10~12 : 00）
※ PC 接続時間 11 : 00~11 : 10（3G4‒14，3G4‒15，3G4‒16，3G4‒17，
3G4‒18）
3G4‒14 細胞透過機能を有するαシヌクレインの構築（東農工大院工）
早出広司○鈴木龍史・金 志勲・大澤祐子・稲田金規・宮浦千里・池
袋一典
3G4‒15 変異α-シヌクレインの細胞毒性評価（東農工大院工）早出広
司○金 志勲・大澤祐子・稲田全規・宮浦千里・池袋一典
3G4‒16 ジテルペノイド配糖体を用いた14-3-3 タンパク質に対するリ
バースケモゲノミクス（阪大産研）○梶谷恵梨香・井上崇嗣・河野富
一・佐々武史・大神田淳子・加藤修雄
3G4‒17 構造多様化に向けたα-アミノホスホン酸オリゴマーの行列的
合成（名大物質国際研・名大院理・名大理）○吉村正宏・谷 緋佐
子・石橋圭孝・北村雅人
3G4‒18 アシルCoA 結合タンパク質の構造に基づくアシルCoA 類と
の相互作用解析（理研GSC ・横市大院）○坪田裕輔・大貫裕之・
MOMEN, A. Z. M. Ruhul ・安室憲一・阿部孝政・佐藤万仁・横山茂
之・廣田 洋

※ PC 接続時間
4G4‒06）
4G4‒01 モノリン酸化タンパク質の波長変化型蛍光センシング（京大
院工）○王子田彰夫・宮原芳文・野中 洋・浜地 格
4G4‒02 架橋型レセプター分子によるハイパーリン酸化タンパク質の
蛍光センシング（京大）○井上雅晶・外薗寛也・王子田彰夫・浜地
格
4G4‒03 蛍光性人工レセプターとリン酸化蛋白質認識ドメインとのハ
イブリッド化（京大院工）○穴井孝浩・中田栄司・古志洋一郎・王子
田彰夫・浜地 格
4G4‒04* 生体材料からなる可視化プローブによる任意配列RNA の検
出（東工大）○遠藤玉樹・三重正和・舟橋久景・小畠英理
4G4‒06 抗体－金属ナノ粒子ハイブリッド材料を用いたバイオセンシ
ング（阪大院理）○山口浩靖・原田 明

座長 世良 貴史（10 : 10~11 : 10）
※ PC 接続時間 10 : 00~10 : 10（4G4‒08，4G4‒09，4G4‒10，4G4‒11，
4G4‒12）
4G4‒08 フルオレセイン修飾抗体を用いたトリニトロトルエン（TNT）
の特異的検出（阪大院理）○栗山 智・山口浩靖・原田 明
4G4‒09 分子認識化学による細胞内への物質輸送・放出システムの新
提案（京大院工）○小平貴博・本田 圭・王子田彰夫・浜地 格
4G4‒10 金属錯体を用いたタンパク質インプリント高分子材料の開発
（神戸大院自然・PRESTO JST）○菱谷隆行・清水麻理・末廣和也・竹
内俊文
4G4‒11 高機能細胞シート構築のための人工タンパク質材料の開発
（東工大院）○水島康徳・舟橋久景・三重正和・小畠英理
4G4‒12* 合成ハプテンを用いた抗シガトキシン抗体の作製：分子認識
とサンドイッチイムノアッセイ法の開発（阪府大院理・東北大院理・
細胞科学研・沖縄県衛生研・みなまた環境テクノセ）○円谷 健・大
栗博毅・佐藤 威・大城直雅・佐々木俊樹・井上将行・平間正博・藤
井郁雄

3 月29 日午後

座長 菅 裕明（13 : 20~14 : 20）
13 : 10~13 : 20（3G4‒27，3G4‒29，3G4‒30，3G4‒31，

※ PC 接続時間
3G4‒32）
3G4‒27* マグネタイト結晶形成に関与するタンパク質Mms6 の酸性ア
ミノ酸部位の分子機能解析（東農工大院工）○新垣篤史・雨宮陽介・
増田 深・田中 剛・竹山春子・松永 是
3G4‒29 膜貫通タンパク質Mms13 をアンカーとしたProtein A 発現磁
性細菌粒子の膜改変技術の開発（東農工大院工）○平部 央・吉野知
子・新垣篤史・田中 剛・竹山春子・松永 是
3G4‒30 Bio-orthogonal 有機化学（1）酵素表面でのワンポット連続反
応の開発（京大院工）○高岡洋輔・堤 浩・笠置典之・中田栄司・浜
地 格
3G4‒31 Bio-orthogonal 有機化学（2）タンパク質表面P-ALM の拡張
（京大工）○宮川雅好・中田栄司・古志洋一郎・高岡洋輔・浜地 格
3G4‒32 Bio-orthogonal 有機化学（3）大腸菌内へのP-PALM の展開
（京大院工）○中田栄司・山口哲志・高岡洋輔・宮川雅好・浜地 格

座長 山東 信介（14 : 30~15 : 20）
※ PC 接続時間 14 : 20~14 : 30（3G4‒34，3G4‒35，3G4‒36，3G4‒37）
3G4‒34 2 種類の蛍光標識アミノ酸を導入したタンパク質の合成と
FRET 分析（北陸先端大材料・岡山大工・JST さきがけ）○飯島一
生・梶原大介・芳坂貴弘
3G4‒35 拡張開始コドンによる蛍光標識アミノ酸のタンパク質N 末端
への特異的導入（北陸先端大材料）○三浦将典・芳坂貴弘
3G4‒36 リボソームディスプレイ法による新規DNA 結合タンパク質
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座長 王子田 彰夫（11 : 20~12 : 10）
※ PC 接続時間 11 : 10~11 : 20（4G4‒15，4G4‒16，4G4‒17，4G4‒18，
4G4‒19）
4G4‒15 モノクローナル抗体による桂皮酸誘導体光異性化の制御（阪
大）○佐々木 舞・山口浩靖・原田 明
4G4‒16 ルテニウム錯体型C 端標識試薬の合成とC 端アミノ酸配列決
定（阪大院理）○大門 武・伊藤彰厚・岡村高明・山本 仁・上山憲
一
4G4‒17 ヒト血清アルブミンゲルの合成及び化学修飾による物性制御
（早大院理工）○望月佑次・岡村陽介・武岡真司
4G4‒18 グルタミン酸結合蛋白質によるグルタミン酸の検出（東農工

大工）早出広司○村上幸大・千野櫻子・矢本理恵
4G4‒19 グルコース/ガラクトース結合タンパク質（GGBP）への変異
導入による分子認識能力の変化（東農工大工）早出広司○種岡篤志・
矢本梨恵・千野櫻子

座長 中村 薫（11 : 20~12 : 00）
※ PC 接続時間 11 : 10~11 : 20（2G5‒15，2G5‒16，2G5‒17）
2G5‒15 Candida antarctica リパーゼB の加水分解触媒作用機構：分子
内に硫黄原子を持つエステルの動力学的及び熱力学的検討（滋賀県立
大工）○平井和樹・谷川敦志・井上吉教・広原日出男
2G5‒16 Burkholderia cepacia リパーゼの加水分解触媒作用機構：アシ
ル基のアルコール脱離過程に対する影響（滋賀県立大工）○土田克
彦・吉村雄樹・長谷川惇子・平山織絵・井上吉教・広原日出男
2G5‒17* Burkholderia cepacia リパーゼの加水分解触媒作用機構：熱力
学測定と溶媒同位体効果によるアシル化過程の検討（滋賀県立大工）
吉村雄樹・横田智明・井上吉教○広原日出男

3 月30 日午後

座長 新海 征治（13 : 20~14 : 20）
※ PC 接続時間 13 : 10~13 : 20（4G4‒27）
4G4‒27 学術賞受賞講演蛋白質機能制御のための化学生物学的新手
法の開発（京大院工）浜地 格
座長 三重 正和（14 : 30~15 : 30）
※ PC 接続時間 14 : 20~14 : 30（4G4‒34，4G4‒36，4G4‒37，4G4‒38，
4G4‒39）
4G4‒34* 人工DNA 結合タンパク質を用いた生命現象の人為的操作
（京大院工）○世良貴史・森 友明・三野享史・峯田裕介・岡本朋
之・吉田雅貴・青山安宏
4G4‒36 人工DNA 結合タンパク質を用いた癌増殖因子の発現抑制
（京大院工）○森 友明・吉田雅貴・青山安宏・世良貴史
4G4‒37 人工DNA 結合タンパク質を用いた位置特異的DNA 切断（京
大院工）○峯田裕介・青山安宏・世良貴史
4G4‒38 ケトアルデヒド基を有する化合物を利用したタンパク質の電
極上への固定化（東農工大院工）○金子綾子・室 佳瑠樹・中村暢
文・大野弘幸
4G4‒39 ポリエチレンオキシド修飾アスコルビン酸オキシダーゼ固定
化電極の酸化還元応答（東農工大院工）○村田賢一・杉原未紗・中村
暢文・大野弘幸

3 月28 日午後

座長 浜田 博喜（13 : 20~14 : 20）
※ PC 接続時間 13 : 10~13 : 20（2G5‒27，2G5‒28，2G5‒29，2G5‒30，
2G5‒31，2G5‒32）
2G5‒27 フッ素化アルキル硫酸イオン液体を反応媒体とするリパーゼ
触媒反応（鳥取大工）○安倍良和・松下雄一・早瀬修一・川面 基・
伊藤敏幸
2G5‒28 アルキル硫酸イミダゾリウムコーティングによるリパーゼ活
性化の起源を探る（鳥取大工）○松下雄一・安倍良和・韓 世輝・早
瀬修一・川面 基・伊藤敏幸
2G5‒29 可溶性ポリマー担持基質の酵素加水分解に関する研究（明星
大理工）野川真輝○奥富雅之・松本一嗣
2G5‒30 Achromobacter sp.由来新規アリールマロン酸脱炭酸酵素の精製
と性質（慶大理工）○矢竹嘉人・寺尾陽介・田村圭輔・宮本憲二・太
田博道
2G5‒31 生体触媒によるβ－ヒドロキシ酸の酸化的不斉脱炭酸反応の
開発（慶大理工）○廣川慎司・宮本憲二・太田博道
2G5‒32 アリールマロン酸脱炭酸酵素（AMDase）が触媒するアルド
ール型反応（慶大理工）○寺尾陽介・宮本憲二・太田博道
座長 太田 博道（14 : 30~15 : 30）
※ PC 接続時間 14 : 20~14 : 30（2G5‒34，2G5‒35，2G5‒36，2G5‒37，
2G5‒38，2G5‒39）
2G5‒34 カルバモイルメチルエステルを用いたプロテアーゼ触媒によ
るペプチドのフラグメント合成（甲南大理工）宮澤敏文○堀元隆男・
村嶋貴之・山田隆己
2G5‒35 植物培養細胞を用いたフラボノイド類の変換（岡山理大理）
○米元直子・森本陽子・瀧村純一・下田 恵・久保田直治・古谷
力・浜田博喜
2G5‒36 植物培養細胞を用いた桂皮酸誘導体の変換（岡山理大理）平
林優智○浜田博喜・宮田昭子・下田 恵・久保田直治・古谷 力
2G5‒37 （－）-ペリリルアルコールのオリゴ配糖体の調製（岡山理大
理）○坂本 創・石原浩二・古谷 力・浜田博喜
2G5‒38 カボチャの組織培養を利用したイソプレノイド合成（弘前大
理工・弘前大農生・山形大理・東北大多元研）長岐正彦○伊丸岡大
斗・嵯峨紘一・槙 雄二・古山種俊
2G5‒39 野菜を利用するアルキルベンゼン誘導体の変換（立教大理）
○宇月原貴光・安野奈津子・加藤中英・堀内 昭

生体機能関連化学・バイオテクノロジー
3 月28 日午前

生体触媒反応

座長 依馬 正（9 : 00~10 : 00）
※ PC 接続時間 8 : 50~9 : 00（2G5‒01，2G5‒02，2G5‒03，2G5‒04，
2G5‒05，2G5‒06）
2G5‒01 クラウンエーテルコーティングリパーゼの酵素機能（神戸大
発達）○浜田 武・田路亜妃菜・森 修一・上地眞一
2G5‒02 酵素触媒反応を用いた光学活性ポリエステルの新規合成手法
の開発（神戸大発達）○谷 律絵子・笠井 誠・上地眞一
2G5‒03 液晶分子合成を目指した光学活性トリフルオロメチルアルカ
ノールの合成研究（香川大教育）高木由美子○小川 勤・山名芙弥・
伊藤敏幸
2G5‒04 アルキルヒドロキシホスフィンオキシドを用いたリパーゼに
よるアシル化：アルキル鎖長の影響による立体選択性の変化（福岡大
理）塩路幸生○上田展彰・大熊健太郎
2G5‒05 化学修飾法を利用したリパーゼのエナンチオ選択性向上のた
めの新規手法の開発（神戸大発達）○森 修一・岡田直士・上地眞一
2G5‒06 光機能性官能基を化学修飾することによるリパーゼの機能改
変（神戸大発達）○松田知巳・森 修一・上地真一

座長 浜田 博喜（15 : 40~16 : 40）
※ PC 接続時間 15 : 30~15 : 40（2G5‒41，2G5‒42，2G5‒43，2G5‒44，
2G5‒46）
2G5‒41 リポソーム膜上におけるAβ/Cu 錯体の酸化反応の解析～反応
速度に及ぼす不均一脂質膜構造の影響～（阪大院基礎工）田崎 誠・
野澤篤司・布村忠也・石川大介・吉本則子・島内寿徳・馬越 大○久
保井亮一
2G5‒42 リポソーム膜上におけるAβ/Cu 錯体の酸化反応の解析～酵素
反応特性の解析～（阪大院基礎工）○馬越 大・田崎 誠・野澤篤
司・布村忠也・石川大介・吉本則子・島内寿徳・久保井亮一
2G5‒43 Pseudomonas putida S12 株由来Styrene Oxide Isomerase の新規
基質の発見と反応性比較（慶大理工）○大黒 耕・宮本憲二・太田博
道
2G5‒44* 補酵素再生系を利用した効率的アルコール酸化反応系の構築
（慶大理工）○平野淳一郎・宮本憲二・太田博道
2G5‒46 Rhodococcus 属由来ニトリルヒドラターゼによる芳香族ニト
リルの加水分解反応（慶大理工）○和田利夫・岩城慎一郎・宮本憲
二・太田博道

座長 広原 日出男（10 : 10~11 : 10）
※ PC 接続時間 10 : 00~10 : 10（2G5‒08，2G5‒09，2G5‒10，2G5‒11，
2G5‒12，2G5‒13）
2G5‒08 イソオキサゾリンメタノール類のリパーゼ光学分割における
温度効果（岡山大工）酒井貴志○藤原基至・是永敏伸・依馬 正
2G5‒09 酵素加水分解を利用した光学活性グリシドール誘導体の合成
（明星大理工）松本一嗣○島田悌孝・佐藤 宏・望月祥代・渡井良幸
2G5‒10 酵素法を基盤とする軸不斉ビアリル誘導体の光学分割法の開
発（鳥取大工）○谷口智洋・中司修平・早瀬修一・川面 基・伊藤敏
幸
2G5‒11 Grubbs 反応とリパーゼ触媒反応の組み合わせによるキラルシ
クロアルケノールの合成（鳥取大工）○韓 世輝・早瀬修一・川面
基・伊藤敏幸
2G5‒12 リパーゼを用いた緑茶成分エピガロカテキンガレートの位置
選択的エステル化法（阪大）○河邉貴善・Stephen, Fuller ・加藤修
雄・開發邦宏
2G5‒13 リパーゼを触媒とするヒドロキノン類の位置選択的反応（甲
南大理工）宮澤敏文○濱田 学・森本亮平・村嶋貴之・山田隆己

座長 宮本 憲二（16 : 50~17 : 30）
※ PC 接続時間 16 : 40~16 : 50（2G5‒48，2G5‒50，2G5‒51）
2G5‒48* ヘムを活性中心に持つアルドキシムデヒドラターゼの新規反
応中間体の発見（筑波大院生命環境科学）○小西一誠・太田雄大・老
沼研一・橋本義輝・北川禎三・小林達彦
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2G5‒50 核酸転移酵素を用いた非天然ヌクレオシド合成の基質特異性
（静岡理工科大理工）○幡野明彦・桐原正之・原野愛子
2G5‒51 遺伝子組換え大腸菌を用いたケトンの高エナンチオ選択的不
斉還元（岡山大院自然）依馬 正○沖田修康・武田匡弘・是永敏伸・
酒井貴志

座長 小畠 英理（14 : 30~15 : 20）
※ PC 接続時間 14 : 20~14 : 30（3G5‒34，3G5‒36，3G5‒37，3G5‒38）
3G5‒34* 水晶発振子を用いたβ-アミラーゼ変異体による糖加水分解反
応の解析（東工大院生命理工・東工大フロンティア・CREST）○森
俊明・柴田真吉・仁平高則・三上文三・岡畑恵雄
3G5‒36 水晶発振子上でのβ-アミラーゼ変異体による糖加水分解反応
における阻害剤と活性化剤の添加効果（東工大院生命理工・東工大フ
ロンティア・CREST）○柴田真吉・仁平高則・三上文三・森 俊
明・岡畑恵雄
3G5‒37 Aquifex aeolicus 由来超耐熱性ホスホリラーゼの水晶発振子上
での速度論的解析（東工大院生命理工・東工大フロンティア・
CREST）○仁平高則・北岡本光・森 俊明・岡畑恵雄
3G5‒38 水晶発振子上でのカルボキシペプチダーゼによるタンパク質
加水分解反応の解析（東工大院生命理工・東工大フロンティア・
CREST）○高野広樹・古澤宏幸・岡畑恵雄

3 月29 日午前

タンパク質（金属タンパク質）
座長 伊東 忍（9 : 00~10 : 00）
※ PC 接続時間 8 : 50~9 : 00（3G5‒01，3G5‒02，3G5‒04，3G5‒05）
3G5‒01 NH … S 水素結合と嵩高さを有するDMSO 還元酵素モデル錯
体の合成と性質（阪大院理・農環研・阪大先端セ）辰巳 幹○岡村高
明・馬場浩司・山本 仁・上山憲一
3G5‒02* フェリチン内部空間への金属イオン集積を利用したAu-Pd バ
イメタル粒子作成と触媒反応（名大院理・名大物質国際研）○鈴木理
子・上野隆史・五藤俊明・渡辺芳人
3G5‒04 X 線結晶構造解析によるフェリチン内部空間への金属イオン
集積過程の解明（名大院理・名大物質国際研・高輝度光科学セ・
CREST JST）○安部瑞恵・鈴木理子・上野隆史・安部 聡・平田邦
夫・清水伸隆・高田昌樹・渡辺芳人
3G5‒05* ブルー銅タンパク質シュウドアズリンにおける芳香環相互作
用（茨城大院理工）ABDELHAMID, Rehab, F ・内田喜子・小原裕二○
高妻孝光

座長 福居 俊昭（15 : 30~16 : 30）
※ PC 接続時間 15 : 20~15 : 30（3G5‒40，3G5‒41，3G5‒42，3G5‒43，
3G5‒44）
3G5‒40 配列特異的プロテアーゼを検出する新規センサータンパク質
の構築（東工大院生命理工）○田辺明人・船橋久景・三重正和・小畠
英理
3G5‒41 海洋酵母由来カルボキシペプチダーゼY のクローニングと組
み換え生産（東農工大院工）早出広司○高野等覚・津川若子・
FERRI, Stefano
3G5‒42 海洋酵母由来フルクトシルアミンオキシダーゼの変異導入に
よる改変（東農工大工）早出広司○亀屋美穂・金 承洙・三浦誠司・
FERRI, Srefano
3G5‒43 ケモカインレセプターCCR5 に対するAntigenase 2B8 の性質
（県立広島大）○山口真史・山廣恭子・馬場昌範・岡村好子・一二三
恵美・宇田泰三
3G5–44* 炎症性サイトカインTNF-αに対するAntigenase の開発（県立
広島大生命環境・CREST JST）○岡村好子・松浦めぐみ・寺田江美
子・鉢内健司・一二三恵美・宇田泰三

座長 岡村 高明（10 : 10~11 : 10）
※ PC 接続時間 10 : 00~10 : 10（3G5‒08，3G5‒09，3G5‒10，3G5‒11，
3G5‒12，3G5‒13）
3G5‒08 酸素および一酸化炭素結合型放線菌チロシナーゼの分光学的
研究（京都薬大・ライデン大・JST さきがけ）○川原拓海・LONARDI,
Emanuela ・DE WAAL, Ellen・Canters, Gerard W.・舟崎紀昭・廣田
俊
3G5‒09 ヘモシアニンによるフェノールの酸化反応（阪市大院理）○
盛岡千幸・舘 祥光・伊東 忍
3G5‒10 好熱性メタン資化細菌Methylocaldum sp. T -025 由来メタンモ
ノオキシゲナーゼの遺伝学的解析（東工大院生命理工）○両角周平・
田畠健治・蒲池利章・大倉一郎
3G5‒11 好熱性メタン資化細菌Methylocaldum sp. T -025 由来膜結合型
メタンモノオキシゲナーゼの精製とその性質（東工大生命理工）○谷
口智則・原科建依・両角周平・田畠健治・蒲池利章・大倉一郎
3G5‒12 メタンモノオキシゲナーゼハイドロキシラーゼのαサブユニ
ットを利用した単量体ミニチュア酵素の作製（京大エネ研）○井上雅
文・森井 孝
3G5‒13 こはく酸修飾亜硝酸還元酵素と電子伝達タンパク質間の電子
移動反応（東農工大院工・阪大院理）○室 佳瑠樹・中村暢文・大野
弘幸・山口和也・鈴木晋一郎

3 月30 日午前

座長 工藤 一秋（9 : 40~10 : 50）
9 : 30~9 : 40（4G5‒05，4G5‒06，4G5‒07，4G5‒09，

※ PC 接続時間
4G5‒11）
4G5‒05 一酸化炭素雰囲気下でのミオグロビンのシステイン残基によ
るヘムの還元反応（京都薬大・JST さきがけ）○東 佳代・小代明
美・舟崎紀昭・廣田 俊
4G5‒06 ヘム含有アルドキシム脱水酵素におけるヘム軸配位子の電子
効果（岡崎統合バイオサイエンスセ・富山県立大工）○小林克彰・加
藤康夫・浅野泰久・青野重利
4G5‒07* 水素結合ネットワークを利用した酸素センサータンパク質
HemAT による選択的認識認識機構（総研大・岡崎統合バイオ）○吉
村英哲・吉岡資郎・太田雄大・久保 稔・北川禎三・青野重利
4G5‒09* アニオン性シクロデキストリンによるタンパク質の改質（同
志社大工）○石田善行・加納航治
4G5‒11 糖クラスター化学修飾ヘムを有する再構成ミオグロビンの構
築（阪大院工・九大院工）○永井宏和・松尾貴史・林 高史・久枝良
雄

タンパク質（酵素）
座長 山口 和也（11 : 20~12 : 10）
※ PC 接続時間 11 : 10~11 : 20（3G5‒15，3G5‒16，3G5‒18）
3G5‒15 微弱超音波によるサーモライシンの酵素活性制御（東工大院
生命理工・東工大フロンティア）○磯部英美・星野 友・川崎剛美・
岡畑恵雄
3G5‒16* 微弱超音波の周波数がDNA ポリメラーゼの反応過程に与え
る影響のQCM 基板上での解析（東工大院生命理工・東工大フロンテ
ィア・CREST）○星野 友・川崎剛美・岡畑恵雄
3G5‒18* リゾチームによるキチン・キトサンフィルムの加水分解反応
中に観察される低周波振動（東工大院生命理工・東工大フロンティ
ア・CREST）○川崎剛美・岡畑恵雄

3 月29 日午後

座長 中村 暢文（13 : 20~14 : 20）
※ PC 接続時間 13 : 10~13 : 20（3G5‒27，3G5‒29，3G5‒31，3G5‒32）
3G5‒27* 超好熱始原菌由来methionine sulfoxide reductase の生化学的解
析（京大院工）○今中忠行・福島栄治・福居俊昭・跡見晴幸
3G5‒29* 超好熱始原菌由来signal peptide peptidase の生化学的解析（京
大院工）○跡見晴幸・松見理恵・今中忠行
3G5‒31 アミノ酸残基含有ハイブリッド型GGTase-I 阻害剤の合成と
その酵素活性阻害能（阪大産研）○町田慎之介・原田和雄・加藤修
雄・大神田淳子
3G5‒32 酵素プロティナーゼK のプロテアーゼインヒビターによる活
性阻害（福岡歯大）○黒水健治・荒木とみ子・阿部興紀
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座長 小松 晃之（11 : 00~12 : 10）
※ PC 接続時間 10 : 50~11 : 00（4G5‒13，4G5‒15，4G5‒16，4G5‒17，
4G5‒18，4G5‒19）
4G5‒13* 拡散係数から見た、ミオグロビンの酸変性過程における蛋白
質溶媒間相互作用（京大院理）○馬殿直樹・寺嶋正秀
4G5‒15 アポミオグロビン変異体へのピンサー型ロジウム錯体挿入に
よる人工タンパク質の構築（名大理）○佐竹由宇・伴 紀孝・中島
洋・渡辺芳人
4G5‒16 ミオグロビン変異体と過酸化水素による芳香環水酸化の構造
的考察（名大院理・名大物質国際研）○大木崇宏・上野隆史・
THOMAS, D. Pfister ・渡辺芳人

タンパク質（ヘムタンパク質）
4G5‒17 ヘム複合化2α-ヘリックスペプチドの設計・合成と機能評価
（東大生研）○福島秀和・坂本清志・工藤一秋
4G5‒18 シトクロムP450 B S β の酸化活性種生成における基質依存性（名
大院理）○荘司長三・藤城貴史・中島 洋・渡辺芳人
4G5‒19 過酸化水素を用いたシトクロムP450 BS β の酸化活性種生成と長
鎖脂肪酸とは異なる基質の酸化反応特性（名大理）○藤城貴史・荘司
長三・中島 洋・渡辺芳人

3 月30 日午後

座長 井上 将彦（14 : 00~15 : 00）
※ PC 接続時間 13 : 50~14 : 00（1G6‒31，1G6‒33，1G6‒34，1G6‒35，
1G6‒36）
1G6‒31* 非環状型オリゴピロールのオキソアニオン認識（立命館大理
工）○前田大光・伊藤嘉浩
1G6‒33 C 3 架橋型オリゴピロール誘導体のアニオン認識挙動（立命館
大理工）前田大光○楠瀬幸男・伊藤嘉浩
1G6‒34 フッ素化されたC 3 架橋型オリゴピロール体の合成とアニオン
認識（立命館大理工）前田大光○伊藤嘉浩
1G6‒35 イソチオウロニウム基を導入した2,2'-ビナフタレン誘導体に
よるアニオン認識（群馬大工）○佐藤雅一・近藤慎一・海野雅史
1G6‒36 二つのカチオン認識部位を導入した2,2'-ビナフタレン誘導体
によるカチオン認識（群馬大工）○泉原圭輔・近藤慎一・海野雅史

座長 中島 洋（13 : 20~14 : 10）
13 : 10~13 : 20（4G5‒27，4G5‒28，4G5‒29，4G5‒30，

※ PC 接続時間
4G5‒31）
4G5‒27 ポリエチレンオキシド修飾耐熱性チトクロムP450 のイオン
液体中における安定性（東農工大院工）○ Wiwatchaiwong, Supranee ・
松村洋寿・中村暢文・養王田正文・大野弘幸
4G5‒28 プロピオン酸側鎖欠損ヘムを有するシトクロムP450cam 再構
成体の評価（阪大院工）○原田勝好・林 高史
4G5‒29 化学修飾によるチトクロムc の低極性溶媒への可溶化（東農
工大院工）○酒井伸也・児玉 林・中村暢文・大野弘幸
4G5‒30 光増感作用を付与したシトクロムc 3 の調製と光水素発生反応
（東工大院生命理工）○志和木知子・松本 拡・田畠健治・朝倉則
行・蒲池利章・大倉一郎
4G5‒31 C1 資化性脱窒菌Hyphomicrobium denitrificans の2 種のチトク
ローム間の電子移動反応と分子間相互作用（阪大院理）○野尻正樹・
田中沙弥・平 大輔・山口和也・鈴木晋一郎

座長 蒲池 利章（14 : 20~15 : 00）
※ PC 接続時間 14 : 10~14 : 20（4G5‒33，4G5‒34，4G5‒35，4G5‒36）
4G5‒33 疎水性コアの安定化による好熱性水素細菌シトクロムc 5 5 2 の
熱安定性の増大（筑波大院数理物質）○高橋陽太・佐々木寛明・高山
真一・三上真一・三本木至宏・長友重紀・三田 肇・山本泰彦
4G5‒34 シトクロムc における酸化還元電位のΔS 0' 調節機構に関わる
構造化学的因子（筑波大院数理物質）○三上真一・高山真一・高橋陽
太・三本木至宏・長友重紀・三田 肇・山本泰彦
4G5‒35 ヘム鉄近傍のアミド基がシトクロムc の機能に与える影響
（筑波大院数理物質）○高山真一・高橋陽太・三上真一・三本木至
宏・長友重紀・三田 肇・山本泰彦
4G5‒36 好熱菌シトクロムc 5 5 2 の塩酸グアニジンによる変性過程で生
じる中間体の分子論的解析（筑波大院数理物質）○太 虎林・宇田川
剛志・三本木至宏・長友重紀・三田 肇・山本泰彦
座長 廣田 俊（15 : 10~15 : 50）
※ PC 接続時間 15 : 00~15 : 10（4G5‒38，4G5‒39，4G5‒40，4G5‒41）
4G5‒38 酸化型成人および胎児ヘモグロビンの酸塩基平衡の熱力学に
与えるリン酸イオンの効果（筑波大院数理物質）○長友重紀・長尾
聡・三田 肇・濱田洋実・吉川裕之・角田 肇・山本泰彦
4G5‒39 パーフルオロメチル基をヘム側鎖としてもつヘモグロビンの
1 9 F NMR（筑波大院数理物質）○長尾
聡・長友重紀・三田 肇・山
本泰彦・鈴木秋弘
4G5‒40 アルブミン-ヘム複合体の酸素結合に及ぼすポルフィリン構造
の効果（早大理工・早大理工総研）○飯塚 誠・中川晶人・小松晃
之・武岡真司・土田英俊
4G5‒41 ポリエチレングリコール鎖で表面修飾したアルブミン－ヘム
の特徴と酸素結合（早大理工総研）○黄 宇彬・王 栄民・中川晶
人・小松晃之・土田英俊

生体機能関連化学・バイオテクノロジー
3 月27 日午後

分子認識

座長 明石 満（15 : 10~16 : 10）
※ PC 接続時間 15 : 00~15 : 10（1G6‒38，1G6‒39，1G6‒41，1G6‒42，
1G6‒43）
1G6‒38 ナノ電極上の分子認識をめざした機能性分子の開発－核酸塩
基レセプターを側鎖に有するビスビピリジン白金（II）錯体の合成と分
子認識能－（産総研ナノテク）○舩木 敬・鈴木靖三・谷田部哲夫・
川西祐司
1G6‒39* ChemBIT（53）分子クラウディング環境下における分子認識高
分子材料の構築（甲南大FIBER ・甲南大理工）○松井 淳・郷司
翔・村嶋貴之・三好大輔・玉置克之・杉本直己
1G6‒41 ChemBIT（54）ラショナル設計とランダム選択の融合手法によ
るATP インプリント・センサーペプチドの構築（甲南大理工・甲南
大FIBER）○永野淳二・松井 淳・駒居 諭・三好大輔・玉置克之・
杉本直己
1G6‒42 分子インプリントポリマーを利用した医薬品中間体のジアス
テレオ選択的認識（神戸大院自然・PRESTO JST）○竹本慎一・新森
英之・竹内俊文
1G6‒43 ピレン修飾オリゴヌクレオチドを利用した二重らせん型水溶
性分子センサーの開発（富山大薬・JST 戦略創造）○武藤 悠・藤本
和久・井上将彦
座長 竹内 俊文（16 : 20~17 : 30）
※ PC 接続時間 16 : 10~16 : 20（1G6‒45，1G6‒46，1G6‒47，1G6‒48，
1G6‒49，1G6‒51）
1G6‒45 ジスルフィド結合をもつスペーサー挿入型シクロデキストリ
ン誘導体の合成と分子認識能（阪大院工）○菊澤 明・木田敏之・明
石 満
1G6‒46 ホストゲスト化学に基づいた汎用性の高いキラルシフト試
薬：合成と機能（岡山大院自然）依馬 正○谷田大輔・是永敏伸・酒
井貴志
1G6‒47 オクタフィリン（1.0.1.0.1.0.1.0）の不斉構造反転と光学活性カ
ルボン酸による不斉誘起（神戸大理）○中山佳奈・森 めぐみ・リン
トゥルオトユハ・瀬恒潤一郎
1G6‒48 軸不斉を有するNAD モデル化合物の1,2-/1,4-還元反応におけ
る位置及びエナンチオ選択性に及ぼすカルボニル基配向の影響（奈良
女大院人間文化・奈良女大共生セ）○会田信穂・矢野重信・三方裕司
1G6‒49* ChemBIT（51）ナノ粒子上でのDNA 二重鎖の安定性制御と
DNA 交換反応（甲南大FIBER ・甲南大理工）○赤松謙祐・木村美
緒・柴田陽子・中野修一・三好大輔・縄舟秀美・杉本直己
1G6‒51 ChemBIT（52）糖-核酸コンジュゲートを用いた機能性ナノバイ
オデバイスの設計（甲南大FIBER ・甲南大理工）○落合洋文・甲元
一也・杉本直己

3 月28 日午前

座長 三好 大輔（12 : 50~13 : 50）
12 : 40~12 : 50（1G6‒24，1G6‒25，1G6‒26，1G6‒28，

機能性低分子

※ PC 接続時間
1G6‒29）
1G6‒24 表裏に多点水素結合部位を有するD 3 h 対称型1,3,5-トリアリー
ルベンゼンの開発（富山大薬・JST さきがけ）○阿部 肇・堀井明日
香・青柳吉宣・井上将彦
1G6‒25 C 3v 対称性ボウル型ポリフェノール分子の多点水素結合による
糖認識（富山大薬・JST さきがけ）○青柳吉宣・阿部 肇・井上将彦
1G6‒26* グルコースの変旋光により誘起されるエチニルピリジンポリ
マーのらせん反転（富山大・JST さきがけ）○脇 稔・阿部 肇・井
上将彦
1G6‒28 糖連結エチニルピリジンオリゴマーの分子内らせん誘起（富
山大薬・JST さきがけ）○村山大輔・脇 稔・阿部 肇・井上将彦
1G6‒29 希土類デンドリマー錯体を活用するアニオン発光センシング
（阪市大院理）築部 浩○鈴木由紀子・Dharam, Paul ・片岡裕美子・
篠田哲史

座長 菊地 和也（9 : 00~10 : 00）
※ PC 接続時間 8 : 50~9 : 00（2G6‒01，2G6‒02，2G6‒03，2G‒04，
2G6‒05，2G6‒06）
2G6‒01 光異性化を利用した分子内水素結合の組替えが可能なo-クマ
ル酸誘導体の合成と性質（阪大院理）○土橋一揮・山本 仁・松平
崇・岡村高明・上山憲一
2G6‒02 光異性化を利用した分子内NH … O 水素結合の組み替えが可
能なフェニルマレイン酸誘導体の合成と性質（阪大院理）○松平
崇・山本 仁・岡村高明・上山憲一
2G6‒03 ケージドRGD ペプチドの合成と光化学特性（東邦大理・東
邦大複合物性研究セ）○倉川雄二・古田寿昭
2G6‒04 ケージドペプチド核酸によるアンチセンス効果の光制御（東
邦大理・東邦大複合物性研究セ）○戸部正一・田部泰章・渡邉貴嘉・
古田寿昭
2G6‒05 二官能基性ローダミンによるトロポニンC のラベル化（京大
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院人環）○平山 祐・多喜正泰・山本行男
2G6‒06 刺激応答性アゾ基含有フェニルボロン酸の光スイッチング
（物材機構・筑波大）○大鷲圭吾・上野耕治・里見智美・小林尚俊・
陳 国平・田中順三・大塚英典
座長 古田 寿昭（10 : 10~11 : 10）
※ PC 接続時間 10 : 00~10 : 10（2G6‒08，2G6‒09，2G6‒10，2G6‒12）
2G6‒08 水系での非会合性色素の開発及びレシオ蛍光プローブへの応
用（阪大院工）○渡辺修司・水上 進・菊地和也
2G6‒09 新規MRI probe の設計・合成と応用（6）イオン・グルコース
の測定（慶大理工・JST CREST ・KAST）○一二三洋希・牧野 恵・
谷本伸弘・本田亜希・小松広和・鈴木孝治
2G6‒10* 非共有結合性相互作用によるルテニウムに配位したアロキサ
ジンの酸化還元挙動及び電子状態の制御（九大院理・阪大院工・
SORST）○宮崎総司・小島隆彦・北川 宏・福住俊一
2G6‒12* フラビンートリプトファン修飾Zn 2 + -cyclen 錯体を用いたcissyn
配置シクロブタン型チミンダイマーの光回復反応（東理大薬）○
山田泰之・青木 伸
座長 青木 伸（11 : 20~12 : 10）
※ PC 接続時間 11 : 10~11 : 20（2G6‒15，2G6‒16，2G6‒17，2G6‒18，
2G6‒19）
2G6‒15 光触発DNA 切断試薬のデザイン（鳥取大工）○樋口雄二・
二宮啓子・宍戸昌彦・早瀬修一・川面 基・伊藤敏幸
2G6‒16 ポイントフッ素化ピルシカイニドの合成（鳥取大工）○門田
慧史・小松悠史・久留一郎・早瀬修一・川面 基・伊藤敏幸
2G6‒17 インドール-6,7-キノン系有機補欠分子のアミン酸化機能に及
ぼす4 位置換基の電子的効果（阪市大院理）○吉本教行・舘 祥光・
伊東 忍
2G6‒18 ピラゾールポルフィリンの合成および物性（九大院工）古田
弘幸○藤本裕之
2G6‒19 分子認識のための二つの空間を有するポルフィリン回転異性
体の合成とその性質（京大院工）○大山順也・人見 穣・向井英史・
竹越 穣・安藤 明・田中庸裕

Bundling of Oligopeptide Helices（. JST ERATO SORST 相田ナノ空間プ
ロ）
○郭 言明・尾池秀章・相田卓三
2G6‒40* メソ位にウラシル基を有するポルフィリン誘導体の合成と組
織体形成（早大院理工）○新井 敏・丹羽大輔・岡村聡也・武岡真
司・西出宏之
座長 佐賀 佳史（16 : 00~17 : 00）
※ PC 接続時間 15 : 50~16 : 00（2G6‒43，2G6‒44，2G6‒45，2G6‒47，
2G6‒48）
2G6‒43 水溶性メソ位二置換ポルフィリン金属錯体の合成とDNA と
の相互作用（慶大理工）○石村豪教・山本明彦・樋口靖展・井上秀成
2G6‒44 ChemBIT（55）共有結合により連結されたポルフィリン-ヌクレ
オチドの合成（甲南大理工・甲南大FIBER）○早田和幸・村嶋貴之・
甲元一也・宮澤敏文・山田隆己・杉本直己
2G6‒45* ChemBIT（56）水溶性ポルフィリンによる四重鎖核酸の構造制
御（甲南大FIBER ・甲南大理工）○村嶋貴之・先山大地・三好大
輔・宮澤敏文・山田隆己・杉本直己
2G6‒47 電子アクセプター/トリポッド型配位子を内包した光捕集ポル
フィリンマクロリング（奈良先端大物質）○倉持悠輔・佐竹彰治・小
夫家芳明
2G6‒48 メソ位アクリジン置換ポルフィリンにおける分子内エネルギ
ー移動効率と蛍光量子収率（静岡大工）○小森敬之・田中康隆
座長 小倉 俊一郎（17 : 10~18 : 00）
※ PC 接続時間 17 : 00~17 : 10（2G6‒50，2G6‒51，2G6‒52，2G6‒53，
2G6‒54）
2G6‒50 ポルフィリンをリンクした亜硝酸還元酵素モデル銅錯体によ
る亜硝酸イオンの光還元（阪大院理）○礒田奈央子・山口和也・鈴木
晋一郎
2G6‒51 光線力学療法のための金属バクテリオクロリンの開発（阪大
院工・SORST ・ローズウェル癌研・ヒューストン大）○大久保
敬・Pandey, Ravindra K.・Kadish, Karl M.・福住俊一
2G6‒52 光線力学的治療への応用を目指したクロロフィル－ナノ粒子
の機能化（宇都宮大学）大庭 亨○小倉恒二・宇賀神 彩・伊藤智
志・平谷和久
2G6‒53 光線力学的治療用の新規な増感剤の開発（宇都宮大学）伊藤
智志○宍倉 誠・大庭 亨・平谷和久
2G6‒54 疎水性ポルフィリン包括両親媒性ビスビオローゲンの光化学
的性質（東工大生命理工）○岡田卓也・鴇田敦大・朝倉則行・蒲池利
章・大倉一郎

3 月28 日午後
座長 戸叶 基樹（13 : 20~14 : 30）
※ PC 接続時間 13 : 10~13 : 20（2G6‒27，2G6‒28，2G6‒29，2G6‒30，
2G6‒31，2G6‒32，2G6‒33）
2G6‒27 水溶性マンガンポルフィリン/ O-メチル化β-シクロデキスト
リン包接錯体の酸化還元挙動（同志社大工）○北岸宏亮・中澤奈美・
小寺政人・加納航治
2G6‒28 水溶性コバルトポルフィリン/ O-メチル化β-シクロデキスト
リン包接錯体（同志社大工）○油谷瑛里子・北岸宏亮・小寺政人・加
納航治
2G6‒29 ピリジン連結O-メチル化β-シクロデキストリン二量体の簡
便な合成とそれを用いたミオグロビンモデルの構築（同志社大工）○
伊藤良樹・北岸宏亮・加納航治
2G6‒30 水溶性亜鉛（II）ポルフィリン/ シクロデキストリン包接錯体の
軸配位（同志社大工）○兵頭建彦・西本博尊・北岸宏亮・加納航治
2G6‒31 糖類含有バクテリオクロロフィル-d 誘導体の合成とその水系
における会合挙動（立命館大理工）○新貝 藍・民秋 均
2G6‒32 オリゴメチレン架橋鎖を有するクロロフィル誘導体の合成
（立命館大理工）民秋 均○武部 洋・佐々木真一
2G6‒33 緑色硫黄光合成細菌の集光バクテリオクロロフィルの脱金属
反応の速度論的解析（近畿大理工・立命館大理工）佐賀佳央○平井友
季・民秋 均

3 月29 日午前

生命情報

座長 宇田 泰三（10 : 30~11 : 30）
※ PC 接続時間 10 : 20~10 : 30（3G6‒10，3G6‒12，3G6‒14）
3G6‒10* Magnetospirillum magneticum AMB-1 株におけるマグネトソー
ム合成に関連したgenomic island のキャラクタリゼーション（東農工
大院工）○福田頼謙・岡村好子・竹山春子・松永 是
3G6‒12* トランスクリプトームに基づくMagnetospirillum magneticum
AMB-1 における鉄取り込みに関する解析（東農工大院工）○鈴木健
之・竹山春子・松永 是
3G6‒14* マグネタイトに強固に結合するタンパク質の同定及びキャラ
クタリゼーション（東農工大院工）○田中祐圭・新垣篤史・田中
剛・竹山春子・松永 是
座長 竹山 春子（11 : 40~12 : 20）
※ PC 接続時間 11 : 30~11 : 40（3G6‒17，3G6‒18，3G6‒19，3G6‒20）
3G6‒17 Jurkat 細胞のガンマ線およびUV 照射によって変化するタン
パク質のプロテオミクス解析（広島大院理・広島大量子生命科学プロ
ジェクト研究セ・広島大・原医研）○神田慎太郎・泉 俊輔・秋元志
美・平田敏文・鈴木文男
3G6‒18 コドン使用頻度とタンパク質発現量の関係（慶大理工）○望
月慎吾・宮本憲二・太田博道
3G6‒19 進化分子工学による翻訳促進配列取得法の開発（東工大院生
命理工）○清水 駿・舟橋久景・三重正和・小畠英理
3G6‒20 ヒト抗体遺伝子の特異的増幅による遺伝子再編成の多様性の
検討（県立広島大）○足立克也・岡村好子・一二三恵美・宇田泰三

座長 小寺 政人（14 : 40~15 : 50）
※ PC 接続時間 14 : 30~14 : 40（2G6‒35，2G6‒36，2G6‒37，2G6‒38，
2G6‒40）
2G6‒35 トリエトキシシリル基を有するクロロフィル誘導体の合成と
自己会合挙動（近畿大理工・立命館大理工）佐賀佳央○西川千博・民
秋 均
2G6‒36 イミダゾール置換m-フェニレン連結Zn ポルフィリン三量体
の新規合成法とその超分子組織化（奈良先端大物質）○小田雅文・佐
竹彰治・小夫家芳明
2G6‒37 ポルフィリン中空プリズム錯体によるAla-Ala-Ala ペプチド配
列からのターン構造誘起（東大院工・CREST）○小林雅秀・田代省
平・河野正規・藤田 誠
2G6‒38* Translation of Conformational Chirality into a Memory of
Configurational
Chirality via Stereochemical Harmonization upon Anti-parallel

3 月30 日午前

メディカルバイオ
座長 田中 剛（9 : 00~10 : 00）
※ PC 接続時間 8 : 50~9 : 00（4G6‒01，4G6‒03，4G6‒05）
4G6‒01* HpU-20 抗体重鎖によるHelicobacter pylori urease の酵素的分解
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ナノテク）○本田

（県立広島大）○鉢内健司・奥田拓郎・岡村好子・一二三恵美・西園
晃・宇田泰三
4G6‒03* A 型インフルエンザウィルスのhemagglutinin（HA）に対する
「スーパー抗体酵素」（県立広島大生命環境）○一二三恵美・城平直
樹・山田由紀子・岡村好子・高尾信一・宇田泰三
4G6‒05* リン酸化モチーフ特異的抗体を用いたタンパク質リン酸化解
析法（北大院理）○中馬吉郎・飯塚可奈子・尾上 均・坂口和靖
座長 民谷 栄一（10 : 10~11 : 20）
※ PC 接続時間 10 : 00~10 : 10（4G6‒08，4G6‒09，4G6‒11，4G6‒13）
4G6‒08 抹消血からの樹状細胞の高効率回収に向けた磁性細菌粒子を
用いた磁気細胞分離システムの開発（東農工大院工）○高橋正行・吉
野知子・久原基樹・田中 剛・竹山春子・松永 是
4G6‒09* 磁性細菌粒子を用いた膜結合ペプチドのスクリーニング及び
抗菌活性評価（東農工大院工）○田中 剛・國立典子・竹山春子・松
永 是
4G6‒11* バイオコンパチブル金ナノロッド：ステルス化と細胞毒性評
価（九大院工・九大未来化セ）○新留琢郎・山形真人・河野喬仁・新
留康郎・志波公平・片山佳樹
4G6‒13* Evans Blue 誘導体を用いた血管内皮障害特異的な薬物送達法
の開発（九大院工・九大未来化セ）○生田健次郎・浦崎哲彦・森
健・吉満研吾・下川宏明・村田正治・内海英雄・新留琢郎・片山佳樹

環境・食品バイオ、バイオセンサー

座長 金井 保（11 : 30~12 : 20）
※ PC 接続時間 11 : 20~11 : 30（4G6‒16，4G6‒17，4G6‒18，4G6‒19，
4G6‒20）
4G6‒16 葉緑体中の光合成器官による水の光酸化反応（大分大工）○
大橋亜美・豊田昌宏・天尾 豊
4G6‒17 グラナ集積電極の調製と光電変換系への応用（大分大工）○
黒木亜由実・豊田昌宏・天尾 豊
4G6‒18 グラナ集積デバイスの調製と光酸素発生反応への応用（大分
大工）○羽藤英恵・豊田昌宏・天尾 豊
4G6‒19 モレキュラーインプリント技術によるAGEs 認識ポリマーの
開発（東農工大工）山崎智彦○齋藤愛子・早出広司
4G6‒20 光ファイバー型シュガーチップの作製とその評価（鹿児島大
院理工）○若尾雅広・小川智央・鈴木啓悟・茗荷谷 徹・牟田健一・
斎藤 敦・岩本俊夫・木村光徳・梶川浩太郎・隅田泰生

3 月30 日午後

環境・食品バイオ、バイオセンサー、他

座長 細川 和生（13 : 50~14 : 30）
※ PC 接続時間 13 : 40~13 : 50（4G6‒30，4G6‒32，4G6‒33）
4G6‒30* マイクロアレイ型2 次元SPR 免疫センサによるマウスIgG の
測定（富山大工・NTT-AT）○鈴木正康・入部康敬・羽根新太郎・大
島豊弘・飛田達也
4G6‒32 電子線リソグラフィーを用いたナノ構造の形成と局在表面プ
ラズモン共鳴の励起（北陸先端大院材料）○安倍玲央・遠藤達郎・高
村 禅・民谷栄一
4G6‒33 ナノリッターチャンバーアレイを用いたOn-chip 微生物検出
システムの開発（北陸先端大院材料）○古川光一郎・山村昌平・高村
禅・綿引正則・民谷栄一
座長 天尾 豊（14 : 40~15 : 20）
※ PC 接続時間 14 : 30~14 : 40（4G6‒35，4G6‒36，4G6‒37）
4G6‒35 ウィークアフィニティー電気泳動を用いたSNP 識別に基づく
農薬耐性検出法（理研・東理大院）○柴田秀彬・金山直樹・宝田
徹・仲下英雄・工藤俊章・前田瑞夫
4G6‒36 DNA を足場として用いた自己集積分子素子（東工大）○古田
琢人・柳田保子・初澤 毅
4G6‒37* Multiple displacement amplification（MDA）法を用いた造礁サン
ゴ共在バクテリアメタゲノムライブラリーの構築（東農工大院工・早
大科健機構）○横内裕子・鈴木慎吾・竹山春子・松永 是
座長 中村 史（15 : 30~16 : 40）
※ PC 接続時間 15 : 20~15 : 30（4G6‒40，4G6‒42，4G6‒43，4G6‒45）
4G6‒40* マイクロリアクターを用いたDNA 分析とPCR 産物の直接分
析（産総研ナノテク）○山下健一・Briones, Maria ・沼田早苗・中村
康寛・山口佳子・中村浩之・宮崎真佐也・前田英明
4G6‒42 マイクロ流路内2 層流に対する重力の影響（産総研ナノテク）
○山口佳子・本田 健・山下健一・宮崎真佐也・中村浩之・前田英明
4G6‒43* マイクロリアクターによる連続光学分割（産総研ナノテク）
○宮崎真佐也・本田 健・山口佳子・金野 潤・中村浩之・前田英明
4G6‒45* マイクロリアクターによるアミノ酸重合反応の制御（産総研
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健・宮崎真佐也・中村浩之・前田英明

金属錯体の形成と包接空間の構築（阪大院工）○伊藤有香・久木一
朗・藤内謙光・宮田幹二
1PA–076 蛍光発光によるカンプトセシン－インドールキノン結合体の
酵素還元活性化のリアルタイム・モニタリング（京大院工）○張 周
恩・八田博司・西本清一
1PA–077 ビスイミダゾリル置換p-フェニレン連結ポルフィリン三量体
を成分とする超分子組織体の構築（奈良先端大物質）○馬場大地・佐
竹彰治・小夫家芳明
1PA–078 ジピリンを基盤としたナノスケール配位オリゴマーの合成と
物性（立命館大理工）前田大光○長谷川昌広・橋本 宗
1PA–079 PDT 薬剤としての糖連結ポルフィリン誘導体の機能評価（阪
府高専・奈良女大院・奈良先端大院）○廣原志保・社領耕平・小幡
誠・尾形信一・大槻主税・東田 卓・谷原正夫・矢野重信
1PA–080 アゾ色素に対するマンガンクロリン誘導体のポリマーミセル
中での酸化触媒作用（名工大院工）○伊藤慎吾・三井達郎・近藤裕
司・石槫修一・近藤政晴・出羽毅久・山下啓司・南後 守
1PA–081 π共役伸張型N-混乱ポルフィリンの合成と物性（九大院工・
JST さきがけ）○岡 康孝・古田弘幸

生体機能関連化学・バイオテクノロジー
3 月27 日午前
（10 : 00~11 : 30）

機能性低分子・分子認識
1PA–051 アラニン残基を有するピリミジノン誘導体の金属錯体の合成
とそれらのインスリン様活性（成蹊大理工・京都薬大）○山口美香・
齋藤良太・内海圭一郎・安達祐介・吉川 豊・桜井 弘・加藤明良
1PA–052 3-ヒドロキシ-2（1H）-ピリジノン含有三方向性六座配位子の合
成と光線力学的療法への応用（成蹊大理工）加藤明良○外岡 優・齋
藤良太・内海圭一郎・鈴木めぐみ・柏倉風純・徳岡由一・川島徳道
1PA–053 フェノールとアミノ酸を含むニコチンアミド類によるU-937
に対するアポトーシス誘導（成蹊大理工）○加藤明良・鴨志田祐美・
齋藤良太・鈴木めぐみ・川島徳道・徳岡由一
1PA–054 疎水プローブを使った多糖シゾフィランへの物質取り込み解
析（北九州市大国際環境工）○嶋田直彦・櫻井和朗・新海征治
1PA–055 天然多糖シゾフィランとシトクロムc の相互作用解析（北九
州市大工）○春日美香・嶋田直彦・櫻井和朗・新海征治
1PA–056 二つシクロデキストリンを持つポルフィリンの合成及び水溶
液中での分子認識挙動（京工繊大）黒田裕久○王 云峰・佐々木 健
1PA–057 カロチノイド構造をリンカーにもつ自己組織化ポルフィリン
の構築（京工繊大）黒田裕久○秋月伸介・佐々木 健
1PA–058 ビフェニルで架橋したシクロデキストリン三量体と水溶性ポ
ルフィリンの錯体形成（京工繊大）黒田裕久○張 小涌・佐々木 健
1PA–059 キャビタンドとポルフィリン金属錯体による自己集積型カプ
セルの形成と小分子認識（九大院理・九大先導研）○水木麻紀・中沢
順・島崎優一・谷 文都・成田吉徳
1PA–060 キャビタンド-ポルフィリン金属錯体-小分子のサイズ選択的
包接挙動-（九大先導研）○中沢 順・水木麻紀・島崎優一・谷 文
都・成田吉徳
1PA–061 糖分子を機能素子とする生理活性錯体の合成とキャラクタリ
ゼーション（奈良女大院人間文化）○ Czaplewska, Justyna ・小幡
誠・矢野重信
1PA–062 生体内での応用を目指した新規プテリン誘導体の開発（京大
院エネルギー科学）○野々川 満・荒井俊之・遠藤伸之・小瀧
努・牧野圭祐
1PA–063 N-混乱オクタフィリンの合成と金属錯化（九大院工・JST さ
きがけ）○吉野崇史・古田弘幸
1PA–064 活性酸素種の消去機能を有する化合物の合成と機能評価（山
形大工）○大場好弘・岡崎俊彦・大渕 顕
1PA–065 蛍光色素-ニトロキシルラジカルハイブリッドプローブ剤の合
成と性状（山形大工）○鈴木 実・角田 稔・滝童内聖美・相馬友
樹・佐藤慎吾
1PA–066 相互作用部位を有するジピリン誘導体の合成と金属錯化挙動
（立命館大理工）前田大光○橋本 宗・長谷川昌広
1PA–067 カチオン性金属クロロフィルの合成とDNA との相互作用
（慶大理工）○斉田雄介・對間秀利・黒崎 晃・井上秀成
1PA–068 メトキシキノリン部位を有するエチレンジアミン誘導体の亜
鉛イオン選択的蛍光プローブとしての特性評価（奈良女大理・奈良女
大院人間文化・奈良女大共生セ）○山中奈津子・河村綾乃・若松元
子・矢野重信・三方裕司
1PA–069 ビナフチル骨格を有する光学活性アクリジン誘導体の合成・
構造および性質（奈良女大理・阪大院工）○齋藤 薫・山田 薫・吉
川直和・高島 弘・塚原敬一・金久展子・甲斐 泰
1PA–070 オリゴペプチドを有するクロロフィル誘導体の固相合成（近
畿大理工）○佐賀佳央・高橋朋子
1PA–071 カリックスアレーン被覆による高輝度水溶性CdSe/ZnS 量子
ドットの合成（北大電子研）○神 隆・藤井文彦・坂田啓司・田村
守・金城政孝
1PA–072 光学活性ポルフィリン二量体の不斉認識：超高感度キラルシ
フト試薬（岡山大院自然）依馬 正○土肥督弘・是永敏伸・酒井貴志
1PA–073 尿素部位をscaffold とする分子認識場の構築（神戸大院自
然・PRESTO JST）○田口由紀・新森英之・竹内俊文
1PA–074 オリゴ糖連結水溶性フラーレン誘導体の合成と光化学的性質
（奈良女大院人間文化）○佐藤寛恵・小幡 誠・新木直子・尾形信
一・大槻主税・矢野重信
1PA–075 ステロイドおよびアルカロイド誘導体を用いた非対称超分子

核酸

1PA–082 大腸菌に対する主鎖骨格にピロリジン環を持つオキシぺプチ
ド核酸（POPNA）のアンチセンス効果（岡山大工）○倉見俊介・北松
瑞生・大槻高史・宍戸昌彦
1PA–083 主鎖骨格中にピロリジン環を持つオキシペプチド核酸の細胞
質への移行（岡山大工）○高橋皓子・松崎梨乃・北松瑞生・宍戸昌彦
1PA–084 二重鎖に対する鎖交換能を持つ新規修飾オリゴDNA の研究
（群馬大）○岩野和樹・森口朋尚・篠塚和夫
1PA–085 蛍光色素のDNA 二重鎖内での分極（名大）○佐野香苗・田
中雅之・樫田 啓・小宮山 真・浅沼浩之
1PA–086 フェロセン及びピロール構造を有する新規アミダイト試薬及
びDNA コンジュゲートの合成（熊本大工・JST さきがけ）○清水政
道・和佐野次俊・井原敏博・城 昭典
1PA–087 メルカプトピリドン型人工ヌクレオシドの合成と金属錯体型
塩基対形成（東大院理・JST さきがけ）○竹沢悠典・田中健太郎・塩
谷光彦
1PA–088 4-チオシュードウリジン誘導体の合成と性質（東工大院生命
理工・東工大フロンティア創造・CREST JST）岡本 到○田中博人・
田口晴彦・大窪章寛・清尾康志・関根光雄
1PA–089 塩基配列の異なるオリゴDNA 配列を複数もつ、くし型DNA
の合成法の開発（東工大院生命理工・東工大フロンティア創造・
CREST）○宇田川英里・清尾康志・大窪章寛・田口晴彦・関根光雄
1PA–090 担体上修飾法による機能性DNA の化学合成（神奈川大工）
○小野 晶
1PA–091 アミド結合型RNA 合成のためのアセタール型2'-水酸基保護
基をもつウリジンユニットの合成法の検討（帝京科学大理工）岩瀬礼
子○加藤陽子
1PA–092 塩基性条件下不安定な修飾塩基を含むDNA オリゴマーの新
規合成法（東工大院生命理工・東工大フロンティア創造・CREST）
大窪章寛○青木克文・田口晴彦・清尾康志・関根光雄
1PA–093 光照射条件下で除去可能なMeNP 基をO6 位にもつグアノシ
ン誘導体の合成と性質（帝京科学大理工）岩瀬礼子○外山貴章
1PA–094 糖鎖を導入した新規ペプチド核酸“グライコ核酸”の合成
（名大）○野口 顕・山田喜直・西田芳弘・浅沼浩之
1PA–095 2ʼ-O-メチル-4-チオシュードイソシチジンの合成と三重鎖形成
能の検討（東工大院生命理工）○曹 詩麒・岡本 到・清尾康志・関
根光雄
1PA–096 DNA 内電荷移動反応効率に及ぼすミスマッチ塩基対への金属
イオン配位の影響（京大院工）○二階堂 剛・伊藤健雄・西本清一
1PA–097 アザ置換核酸塩基の励起状態ダイナミクス（東工大院理工）
○小林高士・原田洋介・鈴木 正・市村禎二郎
1PA–098 アデノシン2ʼ位にテトラゾリルエチル骨格を有するヌクレオ
シドホスホロアミダイトユニットの合成とそのオリゴヌクレオチドの
二重鎖形成能（東工大院生命理工）實吉尚郎○玉木継吾・清尾康志・
関根光雄
1PA–099 Thermodynamic properties and enzymatic responses of
oxanine-containing oligodeoxynucleotides（京大院エネルギー科学）○白
勝弼・小龍 努・牧野圭祐
1PA‒100 トロポロンを塩基に持つ新規人工ヌクレオシドの合成（東工
大院生命理工）○宮下拓平・清尾康志・関根光雄
1PA–101 フェノール骨格を有する核酸を用いたDNA 配列に依存しな
い光クロスリンク反応（北陸先端大材料・JST さきがけ）○吉村嘉
永・藤本健造
1PA–102 8 －チオキソプリン誘導体を用いた新規パラレル型三重鎖形
成核酸の開発（東工大院生命理工・東工大フロンティア創造・
CREST）○玉虫隆二・宮田健一・大窪章寛・田口晴彦・清尾康志・関
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根光雄
1PA‒103 新規ビオチニルホスミドシン誘導体の合成（東工大院生命理
工・東工大フロンティア創造・CREST）田口晴彦○神村信一郎・大
窪章寛・清尾康志・関根光雄
1PA–104 核酸損傷塩基であるオキサニンの生物工学的な応用（京大院
エネルギー科学）○大谷海里・白 勝弼・野々川 満・小瀧 努・牧
野圭祐
1PA–105 2ʼ-O-ヘテロアリール基置換ウリジン誘導体を含むRNA オリ
ゴマーの合成の検討（東工大院生命理工・東工大フロンティア創造・
CREST）田口晴彦○成田岳史・大窪章寛・清尾康志・関根光雄

1PA–129 酵母菌由来サイクロフィリンA と免疫抑制剤サイクロスポリ
ンA の複合体のX 線結晶構造解析（お茶女大人間文化）○佐藤智
美・今野美智子
1PA–130 高度好塩性古細菌Halobacterium salinarum 由来の酸素センサ
ータンパク質HemAT の性質（自然科学研究機構岡崎統合バイオサイ
エンスセ）○小澤一道・西村宗十・吉村英哲・吉岡資郎・青野重利
1PA–131 タンパク質認識能を有する人工レセプターの設計（神戸大院
自然・PRESTO JST）○清水麻理・菱谷隆行・竹内俊文
1PA–132 ヒト造血器型プロスタグランジンD2 合成酵素における
Trp104 の機能（茨城大理）○浦濱暢介・内田喜子・裏出良博・高妻孝
光
1PA–133 水溶性セレノキシドの合成とタンパク質フォールディングへ
の応用（東海大理）○熊倉史雄・米田光政・岩岡道夫
1PA–134 ヒト由来の2 種のアシルCoA 結合タンパク質の溶液構造（理
研GSC ・横市大院）○ MOMEN, A. Z. M. Ruhul ・坪田裕輔・大貫裕
之・濱田季之・林 文晶・斉藤講平・小柴生造・木川隆則・横山茂
之・廣田 洋
1PA–135 金属表面へのタンパク質の吸着（茨城大学理工）○川上り
み・天羽美奈・高妻孝光
1PA–136 光合成でのアンテナ系モデルペプチド／ポルフィリン誘導体
の組織化（名工大院工）○浅岡高英・落合 剛・形見普史・加藤知
也・出羽毅久・山下啓司・南後 守
1PA–137 アミノ酸との相互作用を指標にしたシクロデキストリンによ
るタンパク質の不安定化機構（近畿大）○神山 匡・山根拓也・北宿
智嗣・木村隆良

タンパク質・酵素

1PA–106 オリゴペプチドから成るミニタンパク触媒の分子設計構造と
エナンチオ選択的反応性からのタンパク質様構造性の評価（名工大工）
○山下啓司・出羽毅久・南後 守・松井拓己
1PA–107 ペプチド側鎖を有する親水性高分子による刺激応答性のエナ
ンチオ選択的基質取り込み場の構築（名工大）○大谷隆徳・浜岡悟
史・寺田洋平・山下啓司・出羽毅久・南後 守
1PA–108 蛋白分解酵素阻害剤によるベンス・ジョーンズ蛋白の細胞傷
害性抑制（花田医院研究所）松浦欽司○小原京子・一二三恵美・宇田
泰三
1PA–109 ペプチドアプタマーを用いた炭素ナノ化合物の機能化（癌研
究会癌研・JST SORST）○松村幸子・湯田坂雅子・飯島澄男・芝 清
隆
1PA–110 ビピリジン骨格を有する非天然アミノ酸： mer-鉄（II）トリス
キレート錯体の選択的生成（北里大理）○客野真人・大石茂郎・石田
斉
1PA–111 ブルー銅タンパク質シュウドアズリンに導入した芳香環相互
作用の効果（茨城大）○樋口貴之・Abdelhamid, Rehab ・内田喜子・
小原裕二・高妻孝光
1PA–112 アフィニティタグを用いたシリカ基板上へのタンパク質固定
化と相互作用測定（東北大多元研）山口隆広・鈴木武博・森川一也・
豊島喜則○栗原和枝
1PA–113 アゾベンゼン誘導体を導入した制限酵素BamHI 活性の光異性
化による制御（阪大産研）中山公志○遠藤政幸・真嶋哲朗
1PA–114 コイルドコイルタンパク質へのカチオン-π相互作用のデザイ
ン（名工大院工）○天野翔平・今井竜哉・水野稔久・田中俊樹
1PA–115 Protein Disulfide Isomerase の構造と機能に及ぼす変性剤効果
（立命館大）○安本英敏・阿度和克・薦田明子・竹田直弘・谷口吉弘
1PA–116 β（- 3-ピリジル）-L-アラニンを含んだへリックスペプチドの
合
成と性質（群馬大工）○佐口昌嗣・奥 浩之・山田圭一・片貝良一
1PA–117 電子伝達タンパク質シュウドアズリンのHis6 残基の役割（茨
城大理）○福島大輔・青野智子・高妻孝光
1PA–118 Ala95Cys シュウドアズリンの電気化学的挙動（茨城大学院理
工）○大塚由紀恵・内田喜子・高妻孝光
1PA–119 ニトリルヒドラターゼの新規触媒活性（埼玉大工・理研物質
構造解析チーム・理研バイオ解析チーム・東農工大工・理研前田バイ
オ工学）○谷口佳代子・高橋俊哉・中村健道・越野広雪・堂前 直・
尾高雅文・廣瀬卓司・養王田正文・前田瑞夫・村上義彦
1PA–120 ビピリジン型非天然アミノ酸を導入したペプチドとその金属
錯体の合成： 光機能性人工蛋白質の創製を目指して（北里大理）○丸
山裕司・客野真人・大石茂郎・石田 斉
1PA–121 ポリリシン配列を認識するisoform 選択的Ras 阻害剤の設計
及び機能評価（阪大産研）○平野正人・加藤修雄・大神田淳子
1PA–122 五炭糖代謝に関わる酵素のタンパク質工学による機能改変
（京大院エネルギー科学）○依田香子・渡邉誠也・小瀧 努・牧野圭
祐
1PA–123 サファイアアンビルセルの高圧下におけるタンパク質の蛍光
測定への応用（立命館大理工）○森 雅史・加藤 稔
1PA–124 機能性高分子と制限酵素とのハイブリッド化による新規バイ
オツールの開発（東大先端研）○須磨岡 淳・久家圭太・小嶌久美
子・遠藤裕司・小宮山 真
1PA–125 非加水分解性フルオロアルケンを有するグルコシルアスパラ
ギンミミックの合成研究（佐賀大理工）○長田聰史・兒玉浩明
1PA–126 マウス由来のリポカリン型プロスタグランジンD2 合成酵素
のANM による修飾（茨城大院理工）○井島史博・F. Abdelhamid,
Rehab ・内田喜子・裏出良博・高妻孝光
1PA–127 T4 ファージ由来gp5-gp27 三量体へのビピリジン配位子及び
ビピリジン金属錯体の化学修飾（名大物国セ・名大院理・東工大院生
命理工）○黄 正元・越山友美・上野隆史・金丸周司・有坂文雄・渡
辺芳人
1PA–128 ブルー銅蛋白質シュウドアズリンのリモートサイトにおける
弱い相互作用の役割（茨城大院理工）○五味渕大介・青野智子・内田
喜子・Abdelhamid, Rehab ・高妻孝光

糖・脂質・生体膜
1PA–138 フコース多分岐修飾シクロデキストリンの合成と会合挙動
（東京工芸大工・熊本大院医薬）服部憲治郎○濱本祥吾・鈴木雄一・
平山文俊・上釜兼人
1PA–139 マンノース多分岐修飾シクロデキストリンの合成と会合挙動
（東京工芸大工）服部憲治郎○腰越崇裕・竹内知子
1PA–140 ドラックキャリア分子の開発を目指したガラクトース分岐シ
クロデキストリン合成と評価（野口研・東京工芸大工）山ノ井 孝○
丸山真智子・服部憲治郎
1PA–141 糖鎖機能および構造の新規解析法の構築（東海大理）○森
泰之・石原良美・小島直也
1PA–142 硫酸化糖鎖高分子を用いたタンパク質アミロイド化の機構解
析（北陸先端大）○山本清文・安田貴久子・西田芳弘・高木昌宏・阿
曽順和・三浦佳子
1PA–143 蝶番糖の応用性の検討（東工大院生命理工）○藤井直彦・中
尾光博・曹 仙子・湯浅英哉
1PA–144 ミセルを用いる人工糖脂質の固定化法の検討（野口研・
CREST JST）○吉野 慶・佐藤玲子・戸澗一孔
1PA–145 ベロ毒素阻害剤としてのアミド結合型糖鎖担持カルボシラン
デンドリマーの合成（埼玉大工）○横田洋大・相澤宏明・山田明宏・
小山哲夫・幡野 健・松岡浩司・江角保明・西川喜代孝・名取泰博・
照沼大陽
1PA–146 機能性糖鎖を担持した色素含有ナノ微粒子合成法の開発（1）
（埼玉大工）○大山直人・幡野 健・松岡浩司・鎌田憲彦・照沼大陽
1PA–147 シクロデキストリン二級水酸基におけるアシル基転移反応
（阪大院理）○冨増直樹・高島義徳・山口浩靖・原田 明
1PA‒148 フラノース型五炭糖における環形成型保護の特性解析（産総
研生物機能工学）○古沢清孝
1PA‒149 糖転移酵素阻害剤を目指した糖ペプトイドライブラリーの構
築（東工大院生命理工）○松田 敬・湯浅英哉
1PA–150 大腸癌細胞株のミクロドメイン上に発現するE-セレクチンリ
ガンドの解析（東海大理）○伊藤真樹・石原良美・小島直也
1PA–151 高分子担体糖鎖合成における新規capture-release 精製法の開発
（理研）○ドルナーシモン・山口真範・眞鍋史乃・伊藤幸成
1PA–152 ウェルシュ菌由来のα N アセチルグルコサミニダーゼの基質
特異性とその有用性（東京工芸大工・野口研・神奈川工科大・信州大
医）○小林奈津美・藤田雅也・赤池絵里・山ノ井 孝・羽田勝二・中
山 淳
1PA–153 非対称型トレハロースから成るマルチバレントモデルの構築
（名大院工）○宮地 彬・新宮佑子・小林一清・西田芳弘
1PA–154 インフルエンザウイルス阻害剤としての糖鎖担持カルボシラ
ンデンドリマーの合成（埼玉大工）○平井佑紀・山田明宏・小山哲
夫・幡野 健・松岡浩司・照沼大陽・江角保明
1PA–155 DNA テンプレートへ集積した“セラソーム”の構造特性とそ
の機能評価（奈良先端大院物質・京大院工）○小松孝禎・佐々木善
浩・菊池純一・松井和樹・青山安宏
1PA–156 エンドトキシンの活性を抑制するリポペプチドの分子設計
（産総研健康工学研究セ・ボーステル研究セ）○福岡 聰・ANDRAE,
Joerg ・BRANDENBURG, Klaus
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1PA–157 含フッ素脂質の合成と特性評価（5）：鎖長の異なる含フッ素グ
リセロリン脂質の合成と単分子膜特性評価（産総研）○高木俊之・高
井克毅・大志田 翔・馬場照彦・金森敏幸
1PA–158 1 5 N-標識化スフィンゴミエリンの合成（阪大院理）○野津浩
平・松森信明・大石 徹・村田道雄

その他
1PA–159 4 塩基コドン／アンチコドン対を用いた哺乳動物生細胞内に
おける遺伝暗号の拡張（岡山大院工）○松下治朗・瀧 真清・宍戸昌
彦
1PA–160 ISFET 型電極を用いるアミノ酸センサーの開発（広島市先端
研・近畿大産業理工・岡山大工）○釘宮章光・渡邊真理・菅野憲一・
大槻高史
1PA–161 水晶振動子センサーを利用したペプチド－タンパク間の相互
作用検出（東京工科大バイオニクス・産総研）○岡田朋子・山本裕
二・姜 顯旭・宮地寛登・軽部征夫・村松 宏
1PA–162 アゾベンゼン含有ポリマーを用いたタンパク質の光固定にお
ける配向制御（豊田中研）○毛利 誠・井川泰爾・成田麻美子・星野
文彦・渡辺 修
1PA–163 リン酸イオン選択的結合性ポリマーの水系における結合能評
価（広島市先端研）○竹井秀夫・釘宮章光
1PA–164 バイオセンサーとしてのアルカンチオールを末端に有するフ
ェロセン／クラウンエーテル－アンモニウム錯体の自己組織化とその
機能評価（山形大工）木島龍朗○笠原遼一・奥山 聡・泉 多恵子
1PA–165 金膜への生体分子の固定化と脱離による再利用型バイオセン
サー（東洋大工）○角 量佑・長谷川裕之・山田 潤・今川 宏
1PA–166 酵素法で作製したコラーゲン・ハイドロキシアパタイト複合
体上での前骨芽細胞の培養（阪市大院工）○友松央樹・田辺利住・立
花 亮・山内 清
1PA–167 カボチャの組織培養を利用したゲラニルゲラニオール
（GGOH）のBiotransformation（弘前大理工・弘前大農生・山形大理・
東北大多元研）○長岐正彦・伊丸岡大斗・嵯峨紘一・槙 雄二・古山
種俊
1PA–168 カビによるシクロアルカノン誘導体の変換（立教大理）○川
元真依・宇月原貴光・斉藤道彦・加藤中英・堀内 昭
1PA–169 ジオール資化性微生物によるアルコールの酸化反応（明星大
理工）松本一嗣○楠 あゆみ・櫻木まり・原 岳人・下条めぐみ
1PA–170 アミノ基を反応場とする2-アミノ-2ʼ-ヒドロキシ-1,1ʼ-ビナフ
チル誘導体のリパーゼを用いた光学分割の検討（山形大工）○小川奈
緒美・青柳直人・木島龍朗・泉 多恵子
1PA–171 有機臭素および塩素化合物のスピルリナによる変換（立教大
理）○岡田伸之介・宇月原貴光・加藤中英・堀内 昭
1PA–172 植物培養細胞を用いたアセトフェノン誘導体の不斉還元（日
大理工）○伊藤賢一・酒巻 弘・宇月原貴光・中村 薫・堀内 昭
1PA–173 1 －エトキシシクロプロピルエステルをアシル化剤として用
いるリパーゼ触媒反応（阪府大院理・阪女大理・京大化研）○小島秀
夫・山本 弓・中村 薫
1PA–174 水溶液中におけるドーパミン誘導体とスーパーオキサイドの
反応（山梨大）○中原萌生子・諸岡良彦・松郷誠一
1PA–175 Aspergillus oryzae 株の生産するピラジン誘導体の抗菌活性
（山梨大）松郷誠一・小久保 晋・佐野芳仁○小俣 覚・北村智啓
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