
日本膜学会第37年会学生賞

学生賞審査委員長　徳島大学　奥平桂一郎

第 37年会のポスター発表は，年会初日の 5月 14日（木）午後に，早稲田大学西早稲田キャンパス 63号館の 1
階エントランスロビーにて行われました．ポスター発表総数は 74演題，うち学生賞にエントリーした件数は 66
演題と，7回目を迎えた学生ポスター賞において，過去最高の演題数となりました．昨年と同様に，発表時間を
前半（奇数番号，14： 10～ 15： 20）と後半（偶数番号，15： 20～ 16： 30）の 2回に分けて実施する形式で行
い，発表においては大きな混乱もなく，学生，審査員の先生方ともに，有意義なディスカッションが行われてい
たと考えております．
今回の審査の方法についてですが，昨年度の方法をほぼ踏襲し，ポスター 1件あたりの審査員を 3名，合計で

37名の先生方に審査をお願い致しました．発表時間の前・後半で 2～ 3演題ずつ，合計で 5～ 6演題の審査を担当
して頂きましたが，時間終了後にもまだ議論が続いているところがあり，演題数の増加に伴い，必ずしもゆとり
のある時間設定ではなくなっている状況が見受けられました．公平性を担保しつつ，審査員の先生方のご負担を
軽くすることのできる，より効率的な審査方法について，来年以降の課題として検討が必要になるかもしれま
せん．
集計結果について審査委員会における審議を経て，下記 14件の発表が学生賞として選出されました．内訳は，

人工膜 7件（エントリー 35件），境界領域 3件（エントリー 13件），生体膜 4件（エントリー 18件）であり，例年
通り，エントリー数の 2割程度の受賞率となっています．受賞された方々の紹介や発表内容は下記をご参照下
さい．
最後になりましたが，ご多用のところポスター審査をお引き受け頂いた審査員の先生方，ポスター会場設営に

てご協力頂きました早稲田大学松方研の皆様，東京工業大学山口研の皆様、またご参加頂いた学生の皆様に，心
より感謝と御礼を申し上げます．

学生賞審査委員長 奥平桂一郎

学生賞審査委員（順不同・敬称略）
野村幹弘（芝浦工業大学）・瀬下雅博（早稲田大学）・金指正言（広島大学）・長澤寛規（広島大
学）・吉岡朋久（広島大学）・高羽洋充（工学院大学）・大橋秀伯（東京工業大学）・田巻孝敬（東京
工業大学）・黒木秀記（神奈川科学技術アカデミー）・清野竜太郎（信州大学）・永井一清（明治大
学）・南雲 亮（名古屋工業大学）・斎藤恭一（千葉大学）・三野泰志（神戸大学）・市村重俊（神奈
川工科大学）・藤川茂紀（九州大学）・八巻徹也（日本原子力研究開発機構）・寺口昌宏（新潟大
学）・神尾英治（神戸大学）・伊藤大知（東京大学）・吉見靖男（芝浦工業大学）・島内寿徳（岡山大
学）・黒岩 崇（東京都市大学）・比嘉 充（山口大学）・大柴雄平（東京工業大学）・馬越 大（大
阪大学）・森田真也（滋賀医科大学）・岡村恵美子（姫路獨協大学）・菅 恵嗣（大阪大学）・湯元良
子（広島大学）・奥野貴士（山形大学）・田中将史（神戸薬科大学）・波多野 亮（立命館大学）・市
川創作（筑波大学）・中野 実（富山大学）・横大路智治（広島大学）・柴田寛子（国立医薬品食品衛
生研究所）

表彰式の様子 学生賞受賞者
（写真提供：甘利俊太朗さん）



学生賞受賞者 （ポスター番号順）
佐々木康人 （早稲田大学）P–9S「FAU型膜のオレフィン／パラフィン吸着特性の検討」
吉田大輝 （早稲田大学）P–11S「Si/Alの異なるMFI膜の透過分離特性の検討」
天宮清一 （東京工業大学）P–17S「非平衡熱力学に基づいた正浸透の透過モデル構築」
渋谷真史 （神戸大学）P–21S「正浸透膜の透水性能と耐圧性能に関する検討」
奥山浩人 （東京工業大学）P–27S「機能膜創製に向けた精密グラフト法の開発」
小林美穂 （名古屋工業大学）P–35S「PV膜＋蒸留複合プロセスによるヒドラジンの脱水への膜性能の

影響」
北嶋元樹 （芝浦工業大学）P–36S「エチレンジアミン水溶液のパーベーパーレーション分離」
片山真穂 （東京都市大学）P–46S「多糖を被覆したゼラチンマイクロスフィアへのタンパク質の内包・放

出特性に対するpHの影響」
川野博子 （東京大学）P–48S「コハク酸化キトサン/ヒドロキシアパタイト/ポリリン酸修飾スターポリマ

ーハイブリッドゲルの開発」
宮下若菜 （神戸大学）P–50S「疎水化セルロース膜上へのリン脂質二分子膜の形成」

あかり （大阪大学）P–59S「Cardiolipin修飾リポソーム膜を「場」とする代謝系酵素の反応プロセス
解析」

中尾裕之 （京都大学）P–62S「小胞体膜タンパク質の膜貫通配列のリン脂質フリップフロップ誘起メカニ
ズムの解析」

長谷川雄将 （静岡大学）P–64S「微生物が分泌する細胞外ベシクルの特性および生理学的機能の解析」
山田行徳 （広島大学）P–65S「異物排出トランスポーター P–glycoproteinの機能に及ぼすタイ国産植物

Curcuma Comosa抽出物の影響解析」

●日本膜学会学生賞受賞者紹介

P–9S FAU型膜のオレフィン／パラフィン吸着特性の検討

佐々木康人（Sasaki Yasuhito）早稲田大学大学院先進理工学研究科応用化学専攻

このたびは日本膜学会第 37年会において学生賞という素晴らしい賞をいただき，大変光栄
に存じます．日本膜学会関係者の皆様を始め，ポスター発表を審査してくださった先生方，発
表を聴いてくださった方々にこの場を借りまして厚く御礼申し上げます．
私と日本膜学会の出会いは，2年前，研究室に配属されて間もなく早稲田大学で開催された日本膜学会第 35年

会でした．当時は先生方・先輩方のご発表や質疑応答に全くついていけず，自分も発表を通じて質の高い議論を
交わしたいと強く感じたことを覚えております．そんな私も昨年からポスター発表に参加させていただき，今回
このような大変素晴らしい賞をいただけたことはこの上ない喜びです．
私の研究テーマはゼオライト膜を用いたオレフィン／パラフィン混合ガスの分離であり，今回の発表内容は

FAU型ゼオライト膜の吸着特性と分離特性の比較検討でした．これまでの研究から，FAU型膜におけるオレフィ
ン／パラフィン透過分離において，膜に優先的に吸着したオレフィンがパラフィンの透過を阻害するため，分離
性能が発揮されることが示唆されていました．そこで，ゼオライト膜に対して非破壊で吸着試験と透過分離試験
を行うことにより，吸着特性と分離特性の比較検討を行いました．その結果，ゼオライト骨格中にカチオンが多
く存在するFAU型膜では，カチオンが少ないFAU型膜よりもプロピレンと強く相互作用をし，プロパンの透過
をより阻害するため，高い分離性能が発揮されることを見出しました．
ポスター発表においては様々な分野の先生方から多岐に渡る質問やアドバイスをいただき，研究内容のみなら

ず，より良い発表方法についても勉強になりました．この受賞を励みに，より一層研究活動に励んでいきたいと
思います．最後に常日頃ご指導くださっている松方正彦先生，瀬下雅博先生，助手の酒井求さん，研究室の皆様
に厚く御礼申し上げます．今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します．



P–11S Si/Alの異なるMFI膜の透過分離特性の検討

吉田大輝（Yoshida Daiki）早稲田大学大学院先進理工学研究科応用化学専攻

このたびは日本膜学会第 37年会において学生賞という素晴らしい賞をいただき，大変光栄
に思っております．学会関係者の方々を始め，ポスター発表を聴いてくださった先生方，企業
の方々に感謝申し上げます．
膜学会との出会いは 2年前の第 35年会でした．今回と同様に会場が早稲田大学であり，お手伝いとして参加さ

せていただきました．お手伝いの合間を縫って先生方，先輩方の発表を聴かせていただき大変勉強になったこと
を覚えています．2年前から参加させていただいている膜学会で昨年からポスター発表をさせていただき，今回
このような賞を頂けたことを誇りに思います．
私は，MFI型のゼオライト膜を用いた研究を行っています．今回の発表では，同じMFI型のゼオライト膜でも

骨格内に含まれるAlの数が変わることで種々の分子の透過分離特性が異なることを報告しました．具体的には
Si/Alの異なる緻密なMFI型ゼオライト膜を 3種類作り分け，それらの膜を用いてヘキサン，ベンゼンの透過分離
試験を行いました．骨格内のAlを多く含むMFI膜を透過するヘキサン，ベンゼンの透過度が小さいことが分かり，
Alが炭化水素の透過抵抗になっていることが示唆されました．未だ分からないことが多々ありますが，先生方に
アドバイスいただいたことを参考に今後の研究により一層精進していきたいと思います．最後にこの場をお借り
して，常日頃ご指導して頂いている松方正彦先生，瀬下雅博先生，酒井 求さん，そして研究室の先輩方，後輩
に深く感謝いたします．今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたします．

P–17S 非平衡熱力学に基づいた正浸透の透過モデル構築

天宮清一（Amamiya Seiichi）東京工業大学大学院総合理工学研究科化学環境学専攻

このたびは日本膜学会第 37年会において学生賞に選出して頂き，大変光栄に思います．学
会関係者の皆さま，審査員の先生方，私の研究に興味を持ちポスターまで足を運んで下さった
多くの方々に感謝申し上げます．皆さまとの議論から多くのことを学ぶことが出来ました．本学会にて学んだこ
とを糧に，今後もより一層精進致します．また，本研究をご指導下さいました山口猛央教授，大橋秀伯助教をは
じめ研究室の皆さま，お世話になりました多くの方々に心より感謝致します．どうもありがとうございました．
本研究では，新たな膜分離法として注目を集めている正浸透（FO : forward osmosis）について，非平衡熱力学
に基づいた新たな透過モデルの構築を行いました．FOはフィード溶液と，フィード溶液より濃いドロー溶液を
膜を介して接触させ，浸透圧流としてドロー溶液側に真水を回収する手法です．既往のFOの透過モデルでは移
流（水の移動に伴う溶質の輸送）を無視しています．既存のFO膜では支持体内部での濃度分極により透水量が
非常に少なく移流を無視できましたが, 今後高透水量のFO膜の設計開発を行うためには，移流を考慮したモデル
が必要です．そこで，本研究では非平衡熱力学の理論を用いて，移流の効果を導入した新たなFOの透過モデル
の構築を行いました．本モデルでFOによる海水からの真水回収プロセスを評価した結果，支持体厚の低減や活
性層の透水性を向上した膜において，透水量の増加に伴い阻止率の大幅な低下が確認されました．よって，高透
水量のFO膜の設計開発には，支持体厚の低減だけでなく，より透水性・選択性に優れた活性層が必要となるこ
とが示唆されました．

P–21S 正浸透膜の透水性能と耐圧性能に関する検討

渋谷真史（Shibuya Masafumi）神戸大学大学院工学研究科応用化学専攻，先端膜工学センター

このたびは日本膜学会第 37年会において，学生賞を受賞させていただき，大変光栄に思い
ます．学会関係者の皆様，ポスターを審査して頂いた先生方，ならびにポスター発表に足をお
運びいただいた皆様方に深く御礼申し上げます．簡単ではありますが，研究内容をご紹介いたします．



本研究では，新規水処理技術として注目されている正浸透（Forward osmosis : FO）法に用いるFO膜の透水性
能と耐圧性能の関係について検討を行いました．FO膜は分離機能層とそれを支える多孔膜から形成されており、
今回はその多孔膜構造を変化させた膜を作製し，透水試験および耐圧試験を行いました．FO膜の透水性能が増
加することに伴い，耐圧性能は減少し，耐圧性能が増加することに伴い透水性能が減少するというトレードオフ
の関係があることを見い出しました．また，分離機能層のパラメータである水透過係数（A値），塩透過係数（B
値）についても，多孔膜の構造パラメータ（S値）との相関性があることが確認でき，多孔膜の構造が分離機能
層に影響を与えていることが確認できました．多孔膜の多孔度が増加することに伴い，界面重縮合の際にジアミ
ンの反応量が増加し，合成される分離機能層がルーズになるということに起因すると考えております．以上から，
FO膜の多孔膜構造が透水性能と耐圧性能の両方に影響を与えており，特に透水性能に関しては分離機能層の性
能にも影響を与えていることが示唆されました．FO膜については今後まだまだ新しい着想の膜が開発されると
思われます．私も新しいFO膜を是非とも開発したいと思っております．
最後になりますが，本研究を進めるにあたりご指導頂いた松山秀人教授をはじめとする松山研究室の皆様に感

謝いたします．この受賞を励みとし，研究活動により一層注力し，研究をさらに発展させるべく努力いたし
ます．

P–27S 機能膜創製に向けた精密グラフト法の開発

奥山浩人（Okuyama Hiroto）東京工業大学大学院総合理工学研究科化学環境学専攻

このたびは日本膜学会第 37年会において学生賞を頂き，大変光栄に思います．学会関係者
の皆様，ポスター発表を聴いてくださった方々に御礼を申し上げるとともに，本研究において
ご指導，ご鞭撻を賜りました山口猛央先生，ならびに大橋秀伯先生をはじ
め，お世話になりました多くの方々にこの場を借りて深く感謝を申し上げ
たいと思います．
本研究では真空紫外線を用いたプラズマグラフト重合の課題である構造

制御とモノマー依存性に着目しました．多孔質ポリエチレン基材の細孔表
面につくった反応活性点に対し，分子量が制御された poly(N–isopropy-
lacrylamide) (PNIPAM)をClick反応により化学的に結合させることに成功
しました（Fig. 1）．また機能性評価として行った水の透過試験では，PNI-
PAMの膨潤・収縮に応じて 15倍程度透過性を変化させることに成功しま
した．今後このグラフト法を用いることで，さまざまな機能性高分子を細
孔内に導入することが可能になると期待されます．
最後に，この学生賞を励みに，今後も研究に対し真摯に取り組んでまい

りたいと思います．

P–35S PV膜＋蒸留複合プロセスによるヒドラジンの脱水への膜性能の影響

小林美穂（Kobayashi Miho）名古屋工業大学大学院工学研究科物質工学専攻

この度は，日本膜学会第 37年会において学生賞を頂き，大変光栄に思っております．学会
関係者の方々，ポスターを審査して頂いた先生方ならびにポスター発表を聴いて頂いた先生方
に，心からお礼申し上げます．以下に本会で発表した研究内容を紹介させて頂きます．
蒸留と膜の複合プロセスは，省エネルギー性だけでなく共沸混合物の分離が容易であるという利点を持ってい

ます．本研究では，最高共沸混合物を作る水 –ヒドラジン系の分離において，Pervaporation（PV）膜と蒸留を複
合化したプロセス（Fig. 1）のシミュレーションを行い，膜の性能（水透過率，理想分離係数）が分離へ及ぼす影
響について検討しました．

Fig. 1 Schematic illustration of con-
trolled grafting method
developed in this study.



計算の結果，製品純度と必要膜面積へは水透過率が，プロセス全体の熱負荷へは理想分離係数が，それぞれ支
配的に影響を与えることが分かりました．また，現在開発されて
いる膜は理想分離係数が最大で 10程度ですが，このような膜でも
蒸留塔の還流比を上げることで高い製品純度を達成できるという
結果が得られました．
最後に，本研究におきまして懇切丁寧なご指導を頂きました森

秀樹教授，南雲 亮助教をはじめ，お世話になりました研究室の
方々に心より感謝申し上げます．

P–36S エチレンジアミン水溶液のパーベーパーレーション分離

北嶋元樹（Kitajima Motoki）芝浦工業大学大学院理工学研究科応用化学専攻

この度は，日本膜学会第 37年会において学生賞を授与していただき，誠にありがとうござ
います．自分の研究活動が，このような形で表彰されたことは光栄の極みと存じます．学会関
係者の方々をはじめ，ポスター発表を聞いてくださった先生方に感謝申し上げます．活発な議論を通じ，多くの
ことを学ばせていただきました．以下，簡単にではありますが，私の研究内容を紹介させていただきます．
本研究では，親水的なゼオライト膜であるMOR膜を用いてエチレンジアミン（EDA）水溶液をPV法にて分離

いたしました．当研究室ではEDA選択透過膜としてMFIゼオライト膜を用いてEDAの濃縮を行っておりました．
MFIゼオライト膜では供給温度 50℃以上においてEDAの選択的な透過が確認されましたが，MFI膜によるEDA
のPV試験では継時的に膜の性能劣化が確認されました．アルカリ性の溶液であるEDAは高いSi/Al比のMFI骨
格からSiを溶出させることが分かりました．対してMOR膜によるPV試験では供給濃度，温度によらず，高い水
選択性を示し，連続10.5 hの試験においても選択性の低下が生じないことが分かりました．
最後に，この場をお借りして常日頃ご指導してくださいました野村幹弘先生に厚く御礼申し上げます．今後と

もご指導，ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします．また支えて下さった研究室の皆様に御礼申し上げます．今
後もこの受賞を励みに．倦まず弛まず研鑽を積んでいこうと思っております．

P–46S 多糖を被覆したゼラチンマイクロスフィアへのタンパク質の内包・放出特性に対する

pHの影響

片山真穂（Katayama Maho）東京都市大学大学院工学研究科エネルギー化学専攻

このたびは日本膜学会第 37年会において学生賞を頂き，大変光栄に思います．学会関係者
の皆様，ポスターを審査していただいた先生方，ポスター発表に足をお運びいただいた皆様に
御礼を申し上げます．以下，簡単ではございますが研究内容を紹介いたします.
外部環境に応答して内包物質を保護または放出する特徴をもつ高分子マイクロスフィアは，バイオセンサーや

ドラッグデリバリーシステムなどへの応用が期待されています. 本
研究では, ゼラチン微粒子の表面に静電積層法によりイオン性多糖
を被覆することで，外場応答性を有するゼラチンマイクロスフィ
アの作製について検討してきました（Fig. 1）．今回の検討では, マ
イクロスフィアへのタンパク質の内包化に着目し，スフィア作製
時の水相 pHおよび静電積層法による多糖被膜の形成条件が種々
のタンパク質の内包・放出挙動に及ぼす影響を調査しました．内
包タンパク質の荷電状態を考慮し，ゼラチンと静電的に引き合う
pHでマイクロスフィアを作製することで，タンパク質の内包化が
可能であることを見出しました．続いて，多糖を被覆したマイク
ロスフィアからの内包タンパク質の放出挙動に対する pHの影響

Fig. 1 Hybrid process

Fig. 1 Schematic illustration of protein–

encapsulating gelatin microspheres
coated with polysaccharide layers.



を調査しました．ゼラチンと内包タンパク質がいずれも正または負の同じ電荷を帯びる条件下で放出速度が速く
なったことから，両者が反発することでマイクロスフィアからの放出が促進されたと推察されました．以上の検
討の結果，内包タンパク質の荷電状態に応じた粒子設計と pH制御により，タンパク質の内包・徐放特性を制御
できることが示されました．
最後に，本研究を遂行するに当たりご指導頂いた黒岩 崇先生，金澤昭彦先生をはじめ，お世話になりました

研究室のメンバーに心より感謝申し上げます.

P–48S コハク酸化キトサン/ヒドロキシアパタイト/ポリリン酸修飾スターポリマーハイブリ

ッドゲルの開発

川野博子（Kawano Hiroko）東京大学大学院工学系研究科化学生命工学専攻

この度は日本膜学会第 37年会において学生賞を受賞させていただき誠に光栄に思います．
学会関係者の方々およびポスター発表を聞いてくださった方々に心より感謝いたします．
本研究では，骨再生の足場材料としての応用をみすえたCa2+架橋コハク酸化キトサン，ポリリン酸（PolyP）

およびヒドロキシアパタイト（HAp）からなるコンポジットゲル材料の開発を行いました．さらに，スターポリ
マー型のPolyPを用いることで分子間架橋を優先させ，高強度なゲルを創成することを試みました．まず，PolyP
修飾スターポリマーの合成を行いました．続いて，マウスにスターポリマーの溶液を投与した結果，所見に異常
は認められず，ポリマーの高い生体適合性が示唆されました．また，粘弾性測定により PolyPを含むゲルでは
PolyPの重量分率の増加に従い平坦剛性率（GN）が高くなるのに対し，PolyP修飾スターポリマーを含むゲルで
はスターポリマーの重量分率の増加に従いGNが低くなることが明らかになりました．これより，PolyP修飾スタ
ーポリマーによるゲルの力学的強度の向上は実現できなかったものの，PolyPを用いたゲルの力学的強度の向上
が可能であることが示唆されました．
今回のポスター発表では，多くの方々からご助言をいた

だくことができ，非常に有益な時間を過ごすことが出来ま
した．この学会を通じて，他分野の方々と議論する重要性
を改めて感じました．今後はいただいた貴重なご意見を参
考にして，さらに研究活動を深めていきたいと考えており
ます．
最後に,本研究を行うにあたりご指導を頂いた伊藤大知先

生と諸先輩方にこの場をお借りして厚く御礼を申し上げます．

P–50S 疎水化セルロース膜上へのリン脂質二分子膜の形成

宮下若菜（Miyashita Wakana）神戸大学大学院工学研究科応用化学専攻，先端膜工学センター

この度は日本膜学会第 37年会においてこのような素晴らしい賞をいただき，大変光栄に思
っております．学会関係者のみなさま，ポスターを審査して頂いた先生方，発表に足をお運び
頂いた皆様方に深く御礼申し上げます．
私の研究室では，生体膜の有する高度な物質透過性を分離膜へ応用するため，多孔性の支持体上に生体由来の

機能性分子を導入したリン脂質二分子膜を展開する方法について研究しております．今回の発表では，有機多孔
膜上へのリン脂質二分子膜の形成方法に関して検討を行いました．アルキル鎖を導入した再生セルロース製多孔
膜を支持体に用いて，リポソームを接触させることで，支持体上とリポソームを構成するリン脂質のアルキル鎖
の間に働く疎水性相互作用により，リン脂質二分子膜が形成されることを見出しました．支持体上のリン脂質分
子の流動性や，塩に対する透過性を評価したところ，支持体の孔径より直径が大きなリポソームを用いた場合に，
欠陥のないリン脂質二分子膜が形成されることが分かりました．

Fig. 1 Schematic illustration of CH–Su/HAp/PolyP–

modified star polymer composite hydrogel.



この度の発表では，多くの方々に足をお運びいただき，幅広い視点から様々な議論を交わすことができました．
また，新たな検討課題や貴重なアドバイスを頂くこともでき，非常に有意義な経験となりました．今回の受賞を
励みにし，より一層研究に精進してまいります．
最後になりますが，本研究を進めるにあたりご指導ご鞭撻を賜りました松山秀人教授，佐伯大輔特命助教並び

に研究室の皆様に感謝いたします．ありがとうございました．

P–59S Cardiolipin修飾リポソーム膜を「場」とする代謝系酵素の反応プロセス解析

あかり（Hamasaki Akari）大阪大学大学院基礎工学研究科物質創成専攻

このたびは日本膜学会第 37年会において学生賞を頂き，大変光栄に存じます．学会関係者
の皆様，ポスターを審査してくださった先生方，ならびにポスターに足を運んでくださった皆
様に心より感謝申し上げます．今回の受賞を励みに，より一層研究に精進して参りたいと存じます．以下，簡単
に本学会で発表した研究内容をご紹介させて頂きます．
本研究では，Cardiolipin（CL）修飾リポソーム膜を用いた酵素の機能制御について検討しました．CLはミトコ

ンドリア膜に特有の脂質であり，内膜と外膜でCL組成が大きく異なります．また，代謝系酵素である Isocitrate
dehydrogenase（ICDH）はいくつかの異性体が存在し，それらの細胞内局在ならびに機能に対して，生体膜が寄
与する可能性が考えられます．本研究では，モデル生体膜としてCL修飾リポソーム膜（CLドメイン性リポソー
ム膜，CL均一性リポソーム膜）を調製し，ICDHの機能におよぼす影響について検討しました．ICDHの活性測
定を行った結果，CLドメイン性リポソーム（CL–30%）共存下において活性が阻害され，CL均一性リポソーム
（CL–5%）共存下において活性が促進される事がわかりました．さらに反応プロセスの解析を行った結果，CL修
飾リポソーム膜は反応中間体の形成に影響している事がわかりました．以上より，CL修飾リポソームは膜の表面
特性に応じて反応中間体の形成過程を制御する事で，酵素の機能制御を行っている可能性が示唆されました．
今回の発表では多くの先生方から多岐に渡るご質問やアドバイスを頂き，大変勉強になりました．最後に，本

研究を進めるにあたり日々ご指導頂いた馬越 大教授，菅 恵嗣助教を始めとする研究室の皆様に深く感謝申し
上げます．

P–62S 小胞体膜タンパク質の膜貫通配列のリン脂質フリップフロップ誘起メカニズムの解析

中尾裕之（Nakao Hiroyuki）京都大学大学院薬学研究科薬科学専攻

このたび，日本膜学会第 37年会において学生賞を受賞させて頂いたことを大変光栄に存じ
ます．ポスター発表の審査をしていただいた先生方，学会関係者の方々，ならびにポスター発
表を聴いてくださった皆様に厚く御礼申し上げます．今回の受賞を励みとして，今後よりいっそう研究に精進し
て参ります．
本研究では，小胞体膜におけるリン脂質のフリップフロップ（二層間の移動）を促進するメカニズムの解明を

目的としています．これまでの研究から，膜貫通領域に存在する親水性アミノ酸がフリップフロップを誘起する
ことを明らかにしていました．そこで，今回はプログラムにより予測した小胞体膜タンパク質の膜貫通配列の中
から, 親水性アミノ酸を含む配列のペプチドを合成し，そのフリップフロッ
プ誘起能を解析しました．その結果, EDEM1というタンパク質の膜貫通配
列ペプチドが，非常に低濃度でフリップフロップを誘起することを明らか
にしました．さらに配列中の親水性アミノ酸を疎水性アミノ酸に置換して
解析を行ったところ，αヘリックス上で正電荷アミノ酸Argと親水性アミ
ノ酸Hisが近接することが活性に重要であることを示唆する結果が得られま
した．今後は，EDEM1のようにフリップフロップを促進する物理化学的性
質の詳細な解析と，EDEM1のタンパク質が実際にフリップフロップを誘起

Fig. 1 Schematic model of flip–

flop promotion by EDEM1.



するかどうかを明らかにしたいと考えております．
最後になりましたが，本研究を遂行するにあたりご指導を賜りました中野 実教授，石濱 泰教授，池田恵介

助教，そして研究室の皆様をはじめ，お世話になった多くの方々に感謝申し上げます．

P–64S 微生物が分泌する細胞外ベシクルの特性および生理学的機能の解析

長谷川雄将（Hasegawa Yusuke）静岡大学大学院工学研究科化学バイオ工学専攻

このたびは日本膜学会第 37年会において，学生賞に選定していただき大変光栄に感じてお
ります．関係者の方々，ポスターを審査して頂いた先生方ならびにポスター発表を聞いていた
だいた先生方に御礼申し上げます.
私は，微生物が自身の細胞膜の一部を摘み取るような形で細胞外へ分泌するベシクル(membrane vesicles,

MVs)を用いた標的細胞制御技術の開発を目指して研究を行っております．
MVsとは，直径約 20～ 250 nmのリポソーム様構造体であり，その内部に
DNAやタンパク質，シグナル分子などを保持していると考えられています．
しかしながら，MVsの生理学的機能は解明されていません．本研究では，
MVsが選択的に微生物細胞へ結合し，さらにMVsが内包物質を他の細胞へ
効率的に伝達していることが示唆されました（Fig. 1）．したがって，微生
物を用いた有用物質生産およびエネルギー生産, 環境浄化技術をより有効に
制御するツールとしてMVsを使用できるのではないかと考えています．
本学会において，多くの先生方にご指摘いただき，幅広い観点から議論

ができ，大変勉強になりました．また，本研究がより一層発展するようこ
れからも研究に精進してまいります．

P–65S 異物排出トランスポーターP–glycoproteinの機能に及ぼすタイ国産植物Curcuma

Comosa抽出物の影響解析

山田行徳（Yamada Yukinori）広島大学大学院医歯薬保健学研究科薬科学専攻

この度は日本膜学会第 37年会において学生賞を授与頂き，大変光栄に思っております．審
査員の先生方をはじめ，学会関係者の皆様，並びにポスター発表を聴いて下さった皆様に御礼申し上げます．
本研究では異物排出トランスポーターP–glycoprotein (P–gp) 機能に及ぼすタイ国産植物Curcuma Comosa根茎

のエタノール抽出物（Z01）の影響について検討しました．タイ国では様々な植物が民間医薬・伝承医薬として
用いられており，他の薬剤と併用される場合も少なくありません．一方で， P-gpは小腸にも発現しており，基質
薬物の消化管からの吸収を抑制しています．従って，P–gp機能に及ぼすタイ国産植物抽出物の影響について解析
することは経口投与製剤との相互作用の観点から極めて重要と考えられます．
培養細胞を用いた in vitro studyの結果，Z01はP–gp基質である rhodamine123およびdoxorubicinの細胞内取り

込みを上昇させました．また，ラット消化管を用いた in situ studyにおいて，Z01は rhodamine123の消化管管腔
側への排出クリアランス（CLexp）を低下させました．これらの結果から，Z01にはP–gp阻害活性を有する化合
物が含有されており，P–gp基質薬物の消化管吸収過程に影響を及ぼす可能性が示されました．これらの知見は，
Z01とP–gp基質薬物の消化管吸収過程における相互作用を考える上で重要な情報を提供するものであると考え
ます．
本発表において，沢山の先生方から御質問，御意見を頂くことができ，これまでの研究を振り返る上でも，今

後の研究を展開する上でも大変参考になりました．今回の受賞を励みに，今後の研究生活に精進していきたいと
思います．最後に，本研究を進めるにあたって御指導頂いた高野幹久教授，湯元良子准教授，青木彩子助教，川
見昌史助手，そして研究室の先輩，同期，後輩に深く御礼申し上げます．

Fig. 1 Selective interaction of
MVs with microbial cells.


