
学生賞受賞者（掲載はポスター番号順）

伊藤美奈萌（東京農工大学）

P–102S 「多孔質ポリイミド膜を用いた有機溶媒逆浸

透膜の開発」

竹村一哉（東京工業大学）

P–108S 「様々な検体への適用に向けた膜型センサー

のシステム設計」

波村龍人（広島大学）

P–115S 「製膜温度を制御した大気圧プラズマジェッ

トCVDによる高透過選択シリカ膜の開発」
藤本早希（早稲田大学）

P–119S 「Ag–X膜中のプロピレンの透過挙動」
廣澤史也（工学院大学）

P–123S 「機械学習によるゼオライトの骨格構造と

CO2吸着特性との相関の解明」

佐野正宗（工学院大学）

P–127S 「促進酸化水処理とAGET–ATRP法を用いた
poly(2–methoxyethyl acrylate)グラフト精密ろ
過膜の開発」

権藤　守（山口大学）

P–131S 「薄板状電解セルを用いた海水電解における

正極反応の制御」

小林加奈（神戸大学）

P–138S 「正浸透膜プロセスの駆動溶液に用いるポリ

エチレングリコールの分岐構造と逆拡散流束

の関係」

飯田　茜（山形大学）

P–202S 「脂質二重膜上のアミロイドβオリゴマー凝

集に対する開放系空間の効果」

鈴木大成（東北大学）

P–204S 「脂質膜被覆によるナノ粒子の分散安定化と

がん細胞への高効率送達」

塩見光平（奈良工業高等専門学校）

P–308S 「脂質化Coumarinを用いたカチオン性脂質と
両イオン性脂質から構成されるリポソームの

相分離解析」

DAI Yizhou（東京大学）

P–309S 「Prevention of Postoperative Peritoneal
Adhesion by Hepatocyte Growth Factor DNA
Aptamer」

日本膜学会第 44年会のポスター発表は，年会第 1日目の
6月 9日(木)14時から 16時までの 2時間においてオンライ
ン形式で開催されました．ポスター発表の総数は 66件で，
このうち学生賞には，人工膜41件, 生体膜・境界領域17件，
合わせて 58件のエントリーがありました．昨年度と同じオ
ンライン形式でのポスター発表でしたが，開催方式を組織

委員会で検討した結果，今年度は Zoomのブレイクアウト
ルームを用い，前半と後半に分けて対面発表と同じ，一人

1時間の持ち時間で行いました．膜年会では初めての試み
でしたので，全員の発表と審査が無事出来るか不安もあり

ましたが，いずれの発表においても非常に活発な質疑応答

が行われて無事終了し，安心しました．

審査については 32名の先生方にご協力していただき，過
去の年会時と同様にポスター発表 1件あたり 3名の審査員
より，発表によるプレゼンテーション能力，質疑応答によ

るコミュニケーション能力について厳正に審査をして頂き

ました．各審査委員の得点を集計した結果，優劣つけがた

い発表が多数あり，僅差になりましたが，エントリー総数

の約 2割に当たる人工膜 8件，生体膜・境界領域 4件の合計
12件の発表が学生賞として選出され，審議を経て承認され
ました．年会第 2日目の午後に学生賞の表彰が行われま
した．多くの学生がオンラインで参加していたので，スク

リーン上に表彰状の画像に合わせて受賞者が投影され，岡

村会長より各受賞者への学生賞が授与されました．対面で

参加していた受賞者には壇上へ上がってもらい学生賞の表

彰が行われました．表彰状と副賞は後日，受賞者へ郵送さ

れました．受賞されました皆様，おめでとうございます．

最後になりましたが，学生賞にエントリーしていただい

きました学生および指導教員の皆様，またご多忙中にも関

わらず快く審査をお引き受け頂きました皆様に厚く御礼申

し上げます．また学生賞審査の運営にご協力いただきまし

た山口大学 通阪栄一先生，杉本 悠先生，システムを構築

して頂いた芝浦工業大学 野村幹弘先生と野村研究室の学

生に，この場をお借りして感謝申し上げます．

学生賞審査委員長　比嘉　充

学生賞選考委員（五十音順・敬称略）

池田　歩（産業技術総合研究所），上山哲郎（協和

機電），遠藤宣隆（山口大学），太田誠一（東京大

学），大橋秀伯（東京農工大学），奥村哲也（長崎大

学），金指正言（広島大学），神尾英治（神戸大学），

河村暁文（関西大学），清野竜太郎（信州大学），熊

切　泉（山口大学），斎藤博幸（京都薬科大学），佐

伯大輔（信州大学），島内寿徳（岡山大学），高羽洋

充（工学院大学），田中一宏（山口大学），玉井伸岳

（徳島大学），通阪栄一（山口大学），中川敬三（神

戸大学），南雲　亮（名古屋工業大学），林　啓太

（奈良工業高等専門学校），原矢佑樹（国立医薬品食

日本膜学会第44年会学生賞

品衛生研究所），廣田雄一郎（名古屋工業大学），松

岡　淳（神戸大学），森田真也（滋賀医科大学），安

川政宏（東洋紡），安原主馬（奈良先端大学），八巻

徹也（量子科学技術研究開発機構），山本一樹（東

京理科大学），湯元良子（広島大学），吉水広明（名

古屋工業大学），吉本　誠（山口大学）
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● 日本膜学会第４４年会 学生賞受賞者紹介

P-102S 多孔質ポリイミド膜を用いた有機溶媒逆浸透膜の開発

伊藤 美奈萌 

Ito Minamo 

東京農工大学大学院工学府応用化学専攻

この度は、日本膜学会第 44年会において学生賞をいただき、大変光栄に存じます。学会運営にご尽力いた

だいた関係者の方々、ポスター発表の審査をしていただいた方々、発表に参加してくださった方々に厚く御

礼申し上げます。以下に簡単ではありますが、本研究の紹介をさせていただきます。 

 有機溶媒逆浸透法は、有機溶媒膜分離の中でも特に

省エネルギーな有機溶媒の分離手法として注目されて

いますが、膜の膨潤による分離性能の低下や未だ分離

可能な系が少ないことが課題となっています。そこで

本研究では、支持膜に多孔質のポリイミド膜を使用し

選択層を細孔内に充填することで、ポリイミドの高い

耐溶媒性や機械的強度を利用し物理的に膨潤を抑制す

ること、現在有機溶媒逆浸透法で未達成である芳香族/

脂環式化合物の混合溶液を、芳香族内のπ電子と親和

性の高いカチオンを用いて分離することを目的として

分離膜を開発しました。Figure 1に示すように、トル

エンとメチルシクロヘキサン(MCH)の混合溶液を高圧

で供給し、膜内のカチオンと親和性を持つトルエンのみを透過液として回収します。作製した膜のうち、カ

チオンに Li+を使用した膜で分離機能を確認することができ、全ての膜においてトルエン/MCH混合溶液による

膨潤が確認されませんでした。今後は、分離膜として実用化可能な分離性能を実現するための検討を行って

いきます。 

 最後になりますが、日頃よりご指導いただいている大橋秀伯准教授、ならびに研究室の皆様に心より感謝

申し上げます。 

P-108S 様々な検体への適用に向けた膜型センサーのシステム設計

竹村 一哉 

Kazuya Takemura 

東京工業大学物質理工学院応用化学系応用化学コース

このたびは,日本膜学会第 44 年会において学生賞を頂き大変光栄に存じます．発表を聴講して頂いた皆様，

審査してくださった先生方,学会運営にご尽力頂いた関係者の方々に,この場をお借りして心より御礼申し上

げます.以下簡単ではありますが,今回の発表内容を紹介いたします． 

Figure 1  Schematic of porous polyimide based 
membrane for aliphatic/aromatic separation. 



2 

高齢化社会における医療費増大等の問題解決のためには,場所に関わらず疾病を迅速・簡便に診断できるデ

バイスが期待されています.当研究室では,反応場を集積させた多孔膜細孔と膜透過の利用により,高感度・迅

速な分子検出が可能な膜型イムノセンサーの開発に成功しています.しかし,さらに迅速に検出しようとした

場合,検出シグナルが低下する傾向が見られると

いう問題がありました.そこで膜型イムノセンサ

ーのセンシング性能を最大化するための膜構造・

透過条件の設計を行った結果,センサーの膜厚を

増大することで検出シグナルの強度を維持したま

ま,より迅速にバイオマーカーを検出できること

が示されました（Figure）.

 本学会の様々なご講演から得られた知識や,発

表時に頂いたご意見を活かし,今後より一層研究

に精進したいと存じます．最後になりますが,日頃よ

りご指導を頂いている山口猛央教授,奥山浩人助教,

大柴雄平先生,ならびに研究室の方々に心より感謝

申し上げます． 

P-115S 製膜温度を制御した大気圧プラズマジェット CVDによる

高透過シリカ膜の開発 

波村 龍人 

Hamura Tatsuhito 

広島大学大学院先進理工系科学研究科先進理工系科学専攻化学工学プログラム

このたびは, 日本膜学会第 44 年会において学生賞を授与いただき, 大変光栄に思います. 日本膜学会関係

者の方々に、この場をお借りして心よりお礼申し上げます. 今回の受賞を励みに, 今後の研究活動に精進して

いきます. 以下に簡単ではありますが, 研究内容を紹介させていただきます. 
大気圧プラズマジェット CVD 法は, 大気圧プラ

ズマで活性化した反応性前駆体を基材表面へ噴射し

て薄膜を形成する手法です. 本手法を用いて室温近

傍で作製されたシリカ膜は, 中間体や低重合物の過

剰な吸着による厚膜化や空隙の閉塞の影響で透過率

が低いことが課題でした. そこで本研究では, 製膜

温度により前駆体の付着過程を制御し, シリカ膜の

透過選択性を向上させることを検討しました. 結果

として, 製膜温度上昇に伴う空隙の増加と薄膜化に

より 25～200℃にかけてシリカ膜は高透過化しまし

た. そして 200℃以上の製膜温度では蒸着層の緻密

化が進行し, 分子ふるいが顕著となりました. 
本学会では, 多様な視点から鋭い意見や質問をいただき, 非常に有意義な議論を行うことが出来ました. 

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広島大学分離工学研究室の先生方に心

Figure Relationship between membrane 
thickness and intensity or total amount of 
sandwich structure. 

Figure 1.  Structure formation mechanism
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より感謝申し上げます. 

 

P-119S Ag-X 膜中のプロピレンの透過挙動 

藤本 早希 

Fujimoto Saki 
 

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 44 年会において学生賞をいただき，大変光栄に思います．学会関係者の方々，

ポスターを審査して頂いた先生方，発表を聞いてくださった方々に心より御礼申し上げます．以下に研究内

容について簡単にご紹介します．オレフィンは重要な基礎化学品であり，精製過程でパラフィンとの分離が

必要になります．現在，深冷分離による分離が行われていますが，消費エネルギーが大きいため，より省エ

ネルギーな膜分離法が注目されています．これまで私たちは，銀カチオンとオレフィンが相互作用すること

に注目し，膜とオレフィンの親和性を利用した分離膜の開発を行ってきました．そして，銀カチオン交換型

ゼオライト膜である Ag-X 膜がオレフィン/パラフィン分離において高い選択性を示すことを見出しました．

しかし，Ag-X 膜中のプロピレンの吸着や拡散挙動については明らかになっていませんでした．そこで本研究

では，Ag-X 膜中のプロピレンの透過挙動について検討しました．結果

として，Ag-X 膜中のプロピレンは，吸脱着を繰り返しながら膜内を透

過していることが明らかになりました．さらに，プロパンよりもプロピ

レンの方が Ag-X 膜に優先的に吸着して透過するため，Ag-X 膜を用い

たプロピレン/プロパン分離では高いプロピレン選択性を示すことも明

らかになりました．今回の発表では，様々なご助言を頂き，大変勉強に

なりました．今回の受賞を励みに，今後より一層研究活動に邁進してい

きます．最後になりますが，本研究を進めるにあたり日頃よりご指導い

ただいております松方正彦教授，酒井求先生，ならびに研究室の皆様に

感謝申し上げます． 

 

P-123S 機械学習によるゼオライトの骨格構造と CO2吸着特性との相関の解明 

廣澤 史也 

Hirosawa Fumiya  
 

工学院大学大学院工学研究科化学応用学専攻 
 

このたびは日本膜学会第 44 年会において学生賞をいただき, 大変光栄に存じます. オンライン開催となり

ましたが, 学会運営にご尽力いただいた関係者の皆様, 発表をお聞きくださった皆様, 審査員の先生方に厚

く御礼申し上げます. 以下に簡単ではございますが, 本研究の概要を紹介します. 
本研究では, 機械学習による CO2 分離に最適なゼオライト膜の骨格構造の選定を目的とし, ゼオライトの

骨格構造データから CO2 吸着特性を予測できる回帰モデルを構築し, 未合成の骨格構造(PCOD)も含めた構

造の中から CO2 分離性能の高いゼオライト骨格をスクリーニングしました. 回帰モデルではゼオライト骨格

構造の細孔径・細孔容積など 7 種類のパラメータを説明変数とし, 目的変数には分子シミュレーションから

Figure 1  Permeation behavior 
of propylene and propane 
through Ag-X membrane 
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Figure 1  Results of material screening of 
zeolite frameworks for CO2 adsorption. 

得た CO2/CH4の吸着等温線を用いました. この回帰モデ

ルを用いることで骨格構造データのみから CO2吸着特性

を予測でき, 高い CO2 分離性能が報告されている CHA
型ゼオライトよりも優れた CO2吸着特性を持つ可能性が

ある骨格構造を未合成の構造も含めた中からスクリーニ

ングすることができました (Figure 1). 
本学会では多くの先生方と有意義な議論をさせていた

だき, 様々な観点からのご指摘・ご助言を頂戴し, 非常に

勉強になりました. 今回の受賞を励みに, 今後もより一

層研究に精進していきたいと思います. 最後になります

が, 本研究を進めるにあたりご指導を賜りました高羽洋

充教授, 宮川雅矢助教ならびに研究室の皆さまに心より

感謝申し上げます. 

 

P-127S 促進酸化水処理と AGET-ATRP 法を用いた 

poly(2-methoxyethyl acrylate)グラフト精密ろ過膜の開発 
佐野 正宗 

Sano Masamune 
 

工学院大学大学院工学研究科化学応用学専攻 
 

この度は,日本膜学会「第 44 年会」において学生賞をいただき,大変光栄に思っております.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,ポスター発表を聞いてくださった皆様にお礼申し上げます. 
以下に本研究の概要を紹介します.膜を用いた水処理において,有機物によるファウリングが大きな問題と

なっています.低ファウリング性を付与する表面改質として原子移動ラジカル重合法(ATRP 法)が検討されて

います.しかし,従来の修飾方法では反応系を脱酸素下にするため窒素バブリングを行う必要があります.大面

積修飾を行う際はこの操作を行わず,より簡便に膜面修飾を行うことが望ましいと言えます.本研究では,促進

酸化水表面処理後に,Br 基を固定化し,AGET-ATRP 法を用いて poly(2-methoxyethyl acrylate)(PMEA)をグ

ラフトする脱酸素操作不要の簡便な修飾法を開発しました.AGET-ATRP法の重合時間を変更させながら膜を

作製したところ重合時間の増加に伴い,重合量が増加することを確認したため,重合量の制御ができることが

示されました.この結果より,製膜過程において脱酸素操作不要な簡便な表面修飾手法の確立に成功しました.
また,BSA水溶液のクロスフロー透過試験を行ったところ,PMEAの重合量の増加に伴い,フラックスの低下が

抑制され,PMEA を膜へ修飾することで膜の耐ファウリング性向上に有効であることが明らかとなりました. 
今回,多くの先生方と議論をさせていただき,とても充実した学会発表となりました.今回の受賞を励みに,今

後の研究により一層真摯に取り組む所存です.最後に,日頃よりご指導いただいております赤松憲樹教授,王暁

林特任教授,中尾真一名誉教授,岡田文雄教授,並びに研究室の皆様に深く御礼申し上げます． 
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P-131S 薄板状電解セルを用いた海水電解における正極反応の制御 

権藤 守 
 

山口大学大学院 創成科学研究科 化学系専攻  
 
 この度は日本膜学会第 44 年会におきまして、学生賞を頂けたことを大変光栄に思います。学会関係者の皆

様、審査員の先生方、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を申し上げます。初めての

学会参加ということで勝手がわからないところもありましたが、発表の際には、多くの方々が来てくださり

活発な議論をして頂きました。今回の受賞を励みに、これからの研究に力を入れていきたいと思います。以

下に簡単ではございますが、本研究について説明させて頂きたいと思います。 
 電気分解による水素製造は高コストとされていますが、電解液資源としての海水は安価かつ無尽蔵に利用

できるので、コストの低減が可能です。しかし、海水の電気分解では塩素の発生が非常に有利になります。

塩素は滅菌材や工業原料としての需要はありますが、水素の大量製造に見合うだけの需要があるかはわから

ないため、塩素生成は制御可能であることが望ましいです。そこで本研究では、電極には白金電極を用いた

薄板上流路のセルにおいて、電流密度や電解液となる模擬海水の流量を変えることで反応選択制に影響があ

るのかを調べました。その結果、低流量および高電流密度において酸素の反応選択制が上がることがわかり

ました。低流量条件ではセル内の電解液は層流状態であるので、電極近傍での電解液の流速は非常に低くな

ります。そのため長い滞留時間で Cl-・OH-が消費されてしまうため、電極近傍への両イオンの供給速度、す

なわち拡散速度の差の影響が大きく出ることから、酸素の反応選択制が高くなっていると考えられます。ま

た高電流密度条件では、イオンの消費速度が速くなり、同様の挙動を示すと考えられます。本研究ではセル

の構造や運転条件により、陽極における反応選択制が変わることがわかりました。そのため現在研究が進め

られている酸素選択性電極との併用により、さらに酸素の反応選択制を上げることも可能であると考えます。 
 最後に、本研究を進めるにあたり、ご助言、ご指導受け賜りました遠藤先生、遠藤研究室の皆様に深く感

謝申し上げます。 

 

P-138S 正浸透膜プロセスの駆動溶液に用いる 

ポリエチレングリコールの分岐構造と逆拡散流束の関係 

小林 加奈 

Kobayashi Kana 
 

神戸大学大学院工学研究科応用化学専攻・先端膜工学研究センター 
 

この度は、日本膜学会第 44年会におきまして、学生賞を頂き大変光栄に思っています。学会関係者の皆様、

審査員の先生方、ポスター発表をお聞きくださいました皆様に深くお礼を申し上げます。 

本研究では、正浸透 (FO) 膜法における、駆動溶液 (DS) 中の溶質が処理対象の溶液側に逆拡散する現象

に注目しました。これまで、DS に高分子を使用した場合には、高分子の親疎水性、分子サイズ、分岐数が逆

拡散流束に影響することが報告されています。本発表におきましては、高分子の分岐数に着目し、分岐構造

による逆拡散への影響を詳細に評価しました。DS には、親疎水性の影響を排除するために、同じエチレンオ

キシド骨格からなる、分岐数の異なる高分子を 3 種類使用しました。また、分子サイズの影響を考慮するた

めに、質量分析を活用することで、絶対分子量ごとに逆拡散流束を評価しました。検討の結果、同じ分子サ
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イズにおいて、分岐数が増えるほど逆拡散しにくいことが明確に示されました。また、この結果は、高分子

の拡散理論式を用いて良好に説明できることが分かりました。このことから、逆拡散流束は膜内における高

分子の拡散に基づく現象であることが分かりました。直鎖高分子は、膜内の高分子マトリックスを縫うよう

に主鎖が蛇行する、レプテーションと呼ばれる拡散挙動を取ります。一方、分岐型高分子は分岐鎖が高分子

マトリックスに引っ掛かり、主鎖の拡散を阻害すると考えられます。以上より、分岐型高分子においては、

分岐した鎖が膜内での拡散を阻害することで、逆拡散流束が低くなったことを示しました。 

本研究の成果を踏まえて、今後の研究では高分子の親疎水性に着目します。最終的には、親疎水性、分子

サイズ、分岐数全ての影響をまとめ、最適な高分子の構造を明らかにしたいと考えています。 

今回多くの先生方と有意義な議論をさせて頂き、とても充実した学会発表となりました。この受賞を励み

に、今後の研究に一層真摯に取り組む所存です。最後に、本研究を進めるにあたりご指導いただきました神

戸大学松山・吉岡研究室の皆様に心より感謝申し上げます。 

 

P-202S 脂質二重膜上のアミロイドβオリゴマー凝集に対する 

開放系空間の効果 

飯田 茜 

Iida Akane 
 

山形大学大学院理工学研究科地球共生圏科学専攻 
 

この度は, 日本膜学会第 44 回年会において学生賞を頂けたこと, 大変光

栄に思っております. 学会関係者の皆様をはじめ, 審査してくださった方々, 
視聴してくださった方々に厚く御礼申し上げます. 以下, 簡単ではございま

すが, 本研究の紹介をさせていただきます.  
アルツハイマー病はアミロイド β(Aβ)蛋白質の脳細胞表面への凝集・蓄積

を伴う疾患ですが, 脳内を流動する間質液の効果の複雑性を1つの要因とし

て, その分子機構は未解明な部分が多々あります. 本研究では脳内を模倣し

た開放実験系を構築し, Aβの連続的な供給・排斥が Aβの吸着・凝集ならび

に拡散速度を増加させることを解明致しました（Fig. 1）. 本研究より, 開
放系を考慮してアルツハイマー病を解明する重要性を提唱しております.  
本学会では多くの先生方からご質問やご意見をいただき, 非常に有意義

な議論を行うことができました. 今回の受賞を励みに, より一層研究に邁進

して参ります. 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

りました並河英紀教授ならびに研究室の皆さまに心より感謝申し上げます. 

 

 

 

 

Figure 1 Distribution of 
diffusion coefficient for 
closed (light gray) and 
open (dark gray) systems. 

monomer

dimer

trimer
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P-204S 脂質膜被覆によるナノ粒子の分散安定化とがん細胞への高効率送達 

鈴木 大成 

Suzuki Taisei 
 

東北大学 大学院工学研究科 化学工学専攻 
 

この度は, 日本膜学会第 44 年会において学生賞を授与いただ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, 発表を聴いて下さった方々に御礼申し上げます. 以下に, 簡単では

ありますが研究概要をご紹介いたします. 
 がん光熱療法は, 光熱変換能を有する物質をがん細胞に導入し, 光照射により熱殺傷する治療法です. こ
の治療法において, 磁性ナノ粒子(Magnetic Particles (MP))の応用が期待されており, 治療効果向上を目的

として粒子をがん細胞へ効率的に導入する方法が検討されてきました. 細胞への効率的な粒子導入のために

は粒子が液中分散性を保ちながら細胞膜に近接できることが重要です. そこで本研究では, 粒子と細胞膜と

の相互作用を期待して, カチオン性脂質 DOTAP (1,2-Dioleoyl-3-trimethylammonium-propane)を用いて高

い膜流動特性を有する脂質膜被覆 MP (MP@DOTAP)を作製しました. DOTAP 脂質膜の被覆によりナノ粒子

の液中分散性が向上し, Fig. 1 に示すように HeLa 細胞へ MP を効率的に送達できることが確認されました. 
 今回の発表では, 多くの先生方と有意義な議論が行えたことを大変嬉しく思います. 今回の受賞を励みに, 
今後もより一層研究に精進していきたいと思います. 最後になりますが, 本研究を遂行するにあたりご指導

いただきました長尾大輔教授, 菅恵嗣准教授, 渡部花奈子助教, 林久美子准教授, ならびに研究室の皆様に心

より感謝申し上げます. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

脂質化 Coumarin を用いたカチオン性脂質と両イオン性脂質から構成される 

リポソームの相分離解析 

塩見 光平 

Shiomi Kohei 
 

奈良工業高等専門学校専攻科物質創成工学専攻 

10 µm

MP@DOTAPMP

Fig.1 Confocal microscopy images of particle-introduced 
HeLa cells (green: cells, red: MP or MP@DOTAP). 
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このたびは，日本膜学会第 44 年会において学生賞を頂き，大変光栄に存じます．発表を聴講して頂いた皆

様，審査してくださった先生方，ならびに学会関係者の方々に，この場をお借りして心より御礼申し上げま

す．本研究では，未だ解明されていなかったカチオン性脂質と両イオン性脂質からなるリポソームの相状態

について解析しました．通常，カチオン性脂質は，膜上に均一に分散することで反発を抑えようとすること

が予想されます．しかし，現在までの知見として，飽和

脂質と不飽和脂質が混在する脂質組成において，相分離

が誘導されることも考えられます．よって相分離解析を

行うことで，相分離についてどちらの要因がより支配的

であるかが明らかとなります．従来の一般的な相分離解

析法である GUV の蛍光顕微鏡観察と，新規に合成した

Coumarin-C18 を用いた蛍光測定により相分離解析を行

い，Figure から，本研究で用いた全ての組成において相

分離が誘導されていることが示唆されました．最後にな

りましたが，本研究においてご指導，ご鞭撻を賜りまし

た林啓太准教授，中村秀美教授ならびに研究室の皆様にこ

の場を借りて深く感謝を申し上げます． 

 

P-309S 肝細胞増殖因子 DNA アプタマーによる術後腹膜癒着防止効果 

戴 以周 

Dai Yizhou 
 

東京大学大学院工学系研究科バイオエンジニアリング専攻 
 

First and foremost, I am very honored to receive the student award at the Membrane Symposium 2022. 
I would like to take this opportunity to express my deepest gratitude to the staff, the judges, and all 
people who attended my poster presentation at this conference. Here is a brief introduction to our 
research. 

In this study, we testify to the efficacy of HGF 
aptamer for the first time in the prevention of 
postoperative peritoneal adhesions. HGF aptamer 
successfully suppressed the collagen production 
induced by TGF-β while it significantly stimulated cell 
proliferation and migration. Besides, in the animal 
model, HGF aptamer successfully reduced the 
adhesion extent and showed its potential in the 
clinical environment. 

During the preparation of the presentation, I 
acquired dozens of valuable pieces of advice from 
professors and lab mates. In the future, I will devote 
more of my passion to continuing research. Finally, I 
would like to express my sincere gratitude to Ito 
Sensei, Ueki Sensei, Inagaki Sensei, and senior 
students in my lab for the kind help and support of all 
time. 

 
                           Figure 1 Schematic illustration of this study 

Figure  Phase separation analysis using 
fluorescence microscopy and fluorescence 

measurement of Coumarin-C18. 

Composition of DOTAP/DSPC/Chol liposome and phase separation. 
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