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小暮健太朗 
 

膜シンポジウム 2021 実行副委員長・学生賞選考委員長 

 

2021 年も新型コロナウイルスの感染状況は改善されていませんでしたので、膜シンポジウム 2021 はオンラ

イン（一部ハイブリッド）開催となりました。ポスターセッションも昨年同様にオンライン形式で行いまし

た。オンライン開催でしたが、ポスター発表は 57 件（一般含む）あり、学生賞には人工膜 28 件、生体膜・

境界領域 21件のエントリーがありました。当初、発表時間 5分・質疑応答 4分としていましたが、初日（11

月 16 日）の発表スケジュールに余裕があったことから、質疑応答を 6分に延長し充分なディスカッションが

できるようにしました。その結果、活発な質疑応答を行っていただけたと思っています。学生賞は、学生の

プレゼンテーション能力とコミュニケーション能力の育成を目指し、その奨励を目的としていますが、皆さ

ん甲乙つけがたい立派な発表をされました。審査は、1件あたり 3名の委員が担当し、厳正に評価していただ

きました。その結果、人工膜 8名、生体膜・境界領域 6名が学生賞を受賞されました。表彰式は、2日目午後

に行われ、早稲田大学のハイブリッド配信用コントロールセンタースクリーンと Zoom 画面に表彰状が映し出

され、岡村会長が受賞者一人ひとりの名前を読み上げ、表彰してくださいました。受賞された皆様、おめで

とうございます。 

最後に、発表していただいた学生の皆さんと指導教員の先生方、また選考委員の皆様に厚く御礼申し上げ

ます。 

 

学生賞選考委員（敬称略） 

荒木貞夫、池田 歩、池田義人、伊藤大知、大橋秀伯、垣花百合子、清野竜太郎、酒井 求、佐藤智典、 

新谷卓司、鈴木智幸、高羽洋充、竹内健司、田中一宏、通阪栄一、長澤寛規、中瀬生彦、中野 実、比嘉 充、

松岡 淳、宮田隆志、宮西将史、森田真也、安川政宏、吉本 誠、渡邉望美 

 

学生賞受賞者（掲載はポスター番号順） 

E-101 瀨川純平（神戸大学）  

「Tetra-PEG イオンゲルを用いた高性能二酸化炭素分離膜の開発」 

E-103 池  美里（広島大学）  

「Al ドープ bis(triethoxysilyl)ethane (BTESE)膜の細孔制御と中高温の水蒸気透過性評価」 

E-107 田邉大輝 （広島大学） 

「Allylhydridopolycarbosilane (AHPCS)を用いた SiC 系サブナノ多孔膜の水熱安定性と透過特性」 

E-201 渡辺智貴（神戸大学）  

「多孔性ポリケトン膜における膜構造と W/O エマルション分離性能の関係性」 

E-203 Pengfei Zhang（神戸大学）  

「Efficient strategy for enhancement of PVDF hollow fiber membranes anti-fouling and 

anti-bacterial properties」 

E-206 西川祐太（関西大学）  

「高濃度有機色素含有の有機溶媒における疎水性シリカ膜の OSN 特性」 

E-208 串田  航（神戸大学）  

「フッ素含有モノマーを用いた新規ポリアミド膜の開発と混合有機溶剤分離への応用」 



E-302 氏家  瞭 （山口大学） 

「凹凸形状イオン交換膜を使用した逆電気透析発電装置における発電特性評価」 

E-401 古田真理 （九州大学）  

「タンパク質抗原の非侵襲的送達を可能とする経皮ワクチンシールの開発」 

E-405 大村美香 （大阪府立大学）  

「インクジェット装置による膜透過性ペプチドを用いた細胞標的技術の開発」 

E-410 田中敬佑 （九州大学）  

「マラリアワクチンの経皮製剤化」 

E-501 今野陽介（関西大学）  

「動的表面を有する光応答性液晶高分子薄膜の設計と細胞接着挙動」 

E-503 亀谷桃子 （東京大学）  

「Shear thinning 性を有する新規 ECM 模倣インジェクタブル止血材の開発」 

E-504 飯野義輝 （新潟大学）  

「管状多孔質ゼラチン膜の作製と内表面構造の改良」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



● 膜シンポジウム 2021学生賞受賞者紹介 

E101 Tetra-PEGイオンゲルを用いた高性能二酸化炭素分離膜の開発 

瀨川 純平 

Segawa Jumpei 
 

神戸大学工学研究科応用化学専攻 
 

このたびは膜シンポジウム 2021 において学生賞を頂けたことを誠に光栄に思います。学会関係者の皆様、発

表の審査に当たられた先生方、発表を視聴してくださった皆様に厚く御礼申し上げます。以下に本研究の紹

介をさせて頂きます。イオン液体（ILs）を含有するゲル（イオンゲル）は CO2 分離膜への応用が期待され

ています。高性能なイオンゲル膜を得るためには ILs 含有率

の増大とゲルの高強度化が必須です。本研究では、理想的な

ネットワークを形成する四分岐型ポリエチレングリコール 
(Tetra-PEG)をネットワーク原料として用い、様々なネットワ

ーク構造を有するイオンゲル膜を作製し、その機械的強度と

CO2透過性能を評価しました。異なる分子量の Tetra-PEG プ

レポリマーを用いることで架橋点間分子量の異なるイオンゲ

ル膜を作製しました。一軸延伸試験による破断エネルギーの

評価より、架橋点間分子量の大きなイオンゲルほど高い強度

を示すことがわかりました。これは架橋密度の低下によって

破断ひずみが増加したことによると考えられます。一方、ガ

ス透過性にはイオンゲルの架橋点間分子量は有意な影響を与

えないことがわかりました。これは高 ILs 含有率のイオンゲ

ルではネットワークのメッシュサイズが CO2の分子サイズよ

りもはるかに大きく、ネットワーク構造が拡散にほとんど影

響を与えなかったためであると考えられます。以上の検討より、高い強度を有する架橋点間分子量の大きな

イオンゲルが CO2分離膜に適していることがわかりました。ILs を 95 wt%含有する Tetra-PEG イオンゲル

膜の CO2透過係数は約 3000 Barrer であり、Tetra-PEG イオンゲルを薄膜化できれば高性能な CO2分離膜

が期待できます。最後になりましたが、本研究を進めるにあたり熱心にご指導いただきました神尾英治准教

授をはじめとする多くの先生方に心より感謝申し上げます。 

 

E-103 Al ドープ bis(triethoxysilyl)ethane (BTESE)膜の細孔径制御と 

中高温の水蒸気透過性評価 

池 美里 

Ike Misato 
 

広島大学大学院先進理工系科学研究科 
 

この度は膜シンポジウム 2021 において学生賞をいただき, 大変光栄に思います．運営に尽力いただきました

Figure 1 Relationship between CO2 
permeability and IL content of 
Tetra-PEG ion gels with different 
network structures. 



関係者の方々や審査員の先生方に御礼申し上げます. 以下に今回の研究内容を紹介させていただきます. 
燃焼排気ガスには高いエンタルピーを有する水蒸気が含まれており, この水蒸気の回収および再利用技術

は循環型社会を実現するために重要と考えられます. また, 各種の脱水反応への応用も期待します. 本研究

では bis(triethoxysilyl)ethane(BTESE)膜をベースとし, 選択率の向上と酸点の導入の観点から Al イオンド

ープ BTESE 膜の作製と中高温域での水蒸気透過性の評価を目的としました. 純ガス透過率の分子径依存性

からAl-BTESE膜はBTESE膜に比べて高透過選択性となり, 細孔が緻密化したことがわかります. また, (水
蒸気条件下での水素透過率)/(乾燥条件下での水素透過率)を算出し, Al-BTESE 膜がブロッキングの向上が確

認でき, 親水性が向上したことがわかりました. 高い水蒸気透過率

を維持しながら水蒸気選択性が向上したことがわかりました. 今後

は最適なドープイオン種の選定や構造評価を行うことを考えていま

す.  
最後にはなりますが, 日頃から指導いただいている都留稔了教授

や金指正言准教授, 長澤寛規助教をはじめとした研究室の方々に心

より感謝申し上げます.  

 

E-107 Allylhydridopolycarbosilane (AHPCS)を用いた 

SiC 系サブナノ多孔膜の水熱安定性と透過特性 
田邉 大輝 

Tanabe Daiki 
 

広島大学大学院先進理工系科学研究科化学工学プログラム 
 

このたびは，膜シンポジウム 2021 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．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，審査員の先生方に厚くご御礼申し上げます．

以下に簡単ではありますが，研究内容をご紹介させていただきます．  
耐熱性を有するシリカは高選択透過性無機膜材料として期待されていますが，高温水蒸気下では緻密化によ

って透過率が低下することが知られています． 
そこで非酸化物系シリコン，中でも耐熱性・化学

的安定性に優れる炭化ケイ素 (SiC) 系材料での

製 膜 に 注 目 し て い ま す ． 本 研 究 で は ， 
Allylhydridopolycarbosilane  (AHPCS) を前駆体と

して用いた SiC 系分離膜を作製し，耐水蒸気性の

評価及び細孔径制御を目的としました． 
多孔質α-アルミナ管を基材とし，α-アルミナ

微粒子層および SiO2-ZrO2 中間層を形成し, 
さらにトルエン希釈した AHPCS (SMP-10，Starfire Systems Inc.) を塗布し 500~800℃窒素雰囲気下で焼成し製

膜を行いました．作製した膜の透過特性評価として，各種純ガスの分子径依存性(200℃)では，水素透過率は

0.25〜3.4×10
-6

mol m
-2

 s
-1

 Pa
-1
，H2/N2 は 11~28 程度の値を示し高透過率・高選択性な膜となりました．また

水蒸気との混合ガス実験(400℃；供給：全圧 250 kPa 水蒸気分圧 125 kPa，同伴ガス N2 あるいは He；透過：

大気圧)では，初期に水蒸気による透過率の低下が確認されましたが，その後に分子ふるい性を残したまま安

定に達し，AHPCS の耐水蒸気性が示唆されました． 
本学会では，様々な視点からのご質問やご意見をいただき，大変貴重な経験となりました．今回の受賞を励

みに，そして本学会における講演や議論から得られた知識や経験を活かし，より一層研究に邁進してまいり

ます．最後になりましたが，日頃よりご指導いただいている都留稔了教授，金指正言准教授，長澤寛規助教

授ならびに研究室の皆様に心より感謝申し上げます． 

 

Figure 1  Diagram of the expected 
structure of the membrane 

(a)BTESE-derived (b)Al-BTESE-derived 
 

Fig.1Structure and network diagram of AHPCS 
 



E201 多孔性ポリケトン膜における膜構造と 

W/O エマルション分離性能の関係性 

渡辺 智貴 

Watanabe Tomoki 
 

神戸大学大学院工学研究科応用化学専攻 
 

このたびは膜シンポジウム 2021 において学生賞をいただき, 大変光栄に存じます. 学会関係者の皆様, 

審査員の先生方, ポスター発表をお聴きくださいました方々に深く御礼申し上げます. 以下に, 簡単ではご

ざいますが, 研究内容を紹介させていただきます. 

近年,油性廃水や油流出事故による水質汚染が問

題となっています. このような問題を解決するため

に油と水を効率的に分離することが求められていま

す. 本研究では, 多量の油中に少量の水が分散した

W/O エマルションを分離対象として, 高い透過性

と阻止性をもつポリケトン（PK）膜を開発しました.  

まず, PK 膜を非溶媒誘起相分離法により作製した

ところ, 凝固浴のメタノール濃度を高くすることで

多孔構造が変化し, 多孔度と細孔径が増大すること

がわかりました. 続いて, 溶媒にトルエンを用いた

W/O エマルションを重力のみのデッドエンド方式

で分離しました（Figure 1）. これより, 作製した

PK 膜が高い透過性と阻止性を有することが確認さ

れました. 

今回の発表では, 多くの方々からご意見をいただき,大変

勉強になりました. この受賞を励みに, 今後より一層研究に邁進していきたいと思います. 最後になりました

が, 本研究を進めるにあたりご指導頂きました神戸大学松山・吉岡研究室の皆様に心より感謝を申し上げます． 

 

E-203 Efficient strategy for enhancement of PVDF hollow fiber membranes 

anti-fouling and anti-bacterial properties 

Pengfei Zhang 
 

Research Center for Membrane and Film Technology, Department of Chemical Science and Engineering, 
Kobe University,  

 

I would like to express my sincere thanks to tche organizers’ of Membrane Symposium 2021 to give 
me a chance to report my work. I would like to express my deep gratitude to all reviewers that kindly 
gave me constructive comments, and selected my presentation to be awarded. I have learnt a lot from the 
reviewers’ comment and knew more about other field of membrane technology. This award strongly 

Figure 1 W/O emulsion separation 
performance of PK membranes. 
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encourages me to work harder in future. Here I give a brief introduction to my work as follow. 
Zwitterionic materials have been considered as the next-generation no-fouling or low fouling 

materials. However, incorporating them into membranes on a large scale for commercial production still 
remained a big challenge. In this work, as shown in Fig. 1, amphiphilic copolymer styrene-maleic 
anhydride (SMA) was firstly entrapped onto PVDF 
membrane outer surface via co-extrusion technology. 
Then, the poly (2-methacryloyloxyethyl 
phosphorylcholine-co-2-aminoethyl methacrylate 
hydrochloride) (MPC-co-AEMA) zwitterionic 
copolymer was immobilized on PVDF/SMA surface 
by the further reaction between the anhydride group 
and amine group. Results show that the flux 
recovery rate (FRR) was kept more than 80% of the 
initial water flux after seven cycles of BSA filtration, 
which attributed to the excellent hydrophilicity. This 
work provides a new and simple strategy for the 
immobilization of zwitterionic materials on membrane surfaces.  

I would like to express my gratitude to the organizers of the Membrane Symposium 2021. All of 
these will give me different opinions on my future research work. I am also greatly thankful to Prof. 
Matsuyama and Assoc. Prof. Saeid Rajabzadeh to support my research works. 

 

E-206 高濃度有機色素含有の有機溶媒における疎水性シリカ膜の OSN 特性 

西川 祐太 

Yuta Nishikawa 
 

関西大学大学院理工学研究科環境都市工学専攻 
 

この度は、膜シンポジウム 2021 において学生賞を頂き、大変光栄に思っております。学会関係者の皆様、発

表を審査して下さった先生方、ならびに発表を聴きに来てくださった方々に厚く御礼申し上げます。 
 本研究では、膜表面に疎水性官能基を有するオルガノシリカ膜(疎水性シリカ膜)を比較的過酷な条件にお

ける有機溶媒ナノろ過(OSN)試験に応用し、その特性を把握しました。供給液の溶媒として高分子に対す

る溶解性が非常に高い N-methyl-2-pyrrolidone 
(NMP)を使用しました。また、溶質濃度を室温にお

ける溶解度に近い濃度まで高めた供給液を使用し、

OSN 試験を実施しました。その結果、疎水性シリ

カ膜が NMP 中において溶質濃度によらず、高い分

離性能を維持し、優れた耐久性を示すことが確認さ

れました（Fig.1）。また、今回調製した疎水性シリ

カ膜は NMP 中において分画分子量約 280 を示し、

低分子量の領域において優れた分離性能を有する

ことが確認されました。今後は更なる透過性能の向

上および膜表面への溶質の吸着・堆積を防止するた

Figure 1 Schematic of the preparation process 
 

Fig. 1 The relationship between solute concentration on 
in feed solution and separation performance. 



め、疎水性シリカ膜の調製条件および表面官能基の種類の最適化を行っていこうと考えております。 
 今回のポスター発表ではオンライン開催にも関わらず非常に多くの方々と議論させて頂き、様々な御意見を

頂戴することができました。今後は今回の受賞を励みに、より一層研究に邁進していきたいと考えております。

最後に、本研究を進めるにあたって熱心なご指導を頂いた荒木貞夫准教授、山本秀樹教授、ならびに日頃から

快適な研究環境を整えて下さった研究室の方々に厚く御礼申し上げます。 

 

E-208 フッ素含有モノマーを用いた新規ポリアミド膜の開発と 

混合有機溶剤分離への応用 

串田 航 

Kushida Wataru 
 

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，膜シンポジウム 2021 におきまして，学生賞を頂き大変光栄に思っております．学会関係者の皆

様，審査員の先生方，ポスター発表をお聴きくださいました皆様に深く御礼を申し上げます． 
本研究では有機溶剤逆浸透 (OSRO:Organic Solvent Reverse Osmosis) 膜として，水処理分野で実用化さ

れているポリアミド (PA) 膜に注目しました．しかし，既存のポリアミド膜は親水性であるため有機溶剤系

の透過性が低いという課題があります．そこでフッ素含有モノマーを用いて疎水的な膜を作製することで，

膜と有機溶剤との親和性を改善しました．新規ポリアミド膜はフッ素を含む疎水的なモノマーである

5-Trifluoromethyl-1，3-phenylene diamine (TFMPD) と Trimesoyl chloride (TMC) を使用して界面重合

反応によって作製しました．XPS の測定結果より活性層であるポリアミドマトリクス中にフッ素が存在し，

TFMPD が界面重合反応をしていることを確認しました．さらに水の接触角は，活性層中のフッ素量の増加

に伴い上昇することが示されました．つぎに，純有機溶剤の透過性を測定したところ，フッ素含有 PA 膜で

は，従来の親水的な PA 膜では全く透過しなかった無極性溶媒の透過が示されました．透過性が得られた要

因として TFMPD を導入することで，膜の自由エネルギーが低下し，膜と有機溶剤の自由エネルギーの差が

小さくなったことが考えられます．最後に，混合系の分離試験をトルエン 95 wt%／各種有機溶剤 5 wt%の供

給液を用いて実施しました．分離試験の結果からフッ素含有 PA 膜は分子量 200 以下の有機溶剤に対しても，

分離性能を持つことが確認され，OSRO 膜として高い性能を持つことが示されました．また，芳香族の方が

脂肪族よりも阻止率が低くなる傾向が得られました．これは溶剤と膜が持つベンゼン環同士の相互作用が影

響しており，芳香族化合物は膜への溶解性が脂肪族に比べて高いため阻止率が低くなったと考察されます．

今後，有機溶剤の透過性や阻止率に影響を与える因子について考察を深めていくつもりです． 

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，今後の研究により一層邁進する所存です．最後に，本研究を進めるにあたりご指導頂きました神戸大学

松山・吉岡研究室の皆様に心より感謝を申し上げます． 

 

E-302 凹凸形状イオン交換膜を使用した逆電気透析発電装置における 

発電特性評価 

氏家 瞭 



Ujike Ryo 
 

山口大学大学院創成科学研究科化学系専攻 
 
この度は，膜シンポジウム 2021 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．オンライン

開催にも関わらず，開催にご尽力してくださった学会関係の皆様，発表を審査していただいた先生方，そし

て発表をご視聴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

させて頂きます． 
海水と河川水のように，塩分濃度の異なる 2 種類の塩溶液を混合

することで塩分濃度差エネルギー(SGE)が発生します．この SGE と

イオン交換膜(IEM)の特性を利用して，直接的に電力に変換する技術

として逆電気透析(RED)があります．RED の高出力化に向けた課題

の 1 つに，低濃度溶液側流路部における高電気抵抗があります．RED
内部の IEM 同士の間隔を狭くすることでこの問題は解決できますが，

膜間隔を狭くすることで溶液供給圧力の上昇による送液ポンプの消

費電力の増加等，新たな問題が生じます．これを解決するために，IEM 表面に凹凸形状を賦形したプロファ

イル(PF)膜が報告されています．PF 膜を使用することで膜自体の構造により流路が確保でき，低濃度溶液側

スペーサーが不要になるため，送液ポンプ消費電力を増加させることなく低濃度溶液側流路部の電気抵抗を

低減することができます．そこで本研究では新規 PF 膜を開発し、この PF 膜と比較として平膜を用いた 2
つの RED 発電装置の発電特性評価を行い、膜構造の違いが RED 発電出力に及ぼす影響を比較しました．そ

の結果，PF 膜を用いたことにより平膜使用時と比べ RED 内部抵抗が 31 %減少し，最大出力密度も平膜使用

時よりも 145 %高い値が得られました．また，PF 膜の凹凸形状で確保された流路により低濃度溶液側流

路部の圧力損失も平膜使用時よりも 18 %低減されていることから、今後RED発電装置を大型化した際、

発電時に溶液供給用のポンプで消費した電力を考慮した正味最大出力密度の向上も期待されます． 
今回の発表では多くの方と有意義な議論を行い，様々なご質問，ご意見をいただき大変勉強になりまし 

た．最後になりましたが，本研究を進めるにあたり日頃より熱心にご指導いただきました比嘉充教授をはじ

めとする研究室の方々に深く感謝いたします． 

 

E401 タンパク質抗原の非侵襲的送達を可能とする経皮ワクチンシールの開発 

古田 真理 

Furuta Mari 
 

九州大学大学院 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. 
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.  
 感染症抗原を皮膚から投与する経皮ワクチンは安全に自己投与が可能といった特徴から, 注射の代替法と

して期待されます. しかし抗原 (親水性) の皮膚浸透は角質層 (SC, 疎水性) によって大きく阻害されるため, 
実現は困難とされてきました. そこで本研究は, 当研究室が開発したタンパク質油中ナノ分散技術 (S/O 化技

術) を適用し, 皮膚内部へ非侵襲的に送達する経皮ワクチンシールの開発を試みました. モデル抗原オボア

ルブミン (OVA) と免疫賦活剤を界面活性剤で内包し, ミリスチン酸イソプロピル (IPM), またはオレイル

Fig. 1. Structure of profiled IEM. 



アルコール (OAL) に分散した S/O 溶液を調製した後, 各々を粘着剤と混合してシール基剤を製し, ライナ

ー上に塗工して支持体を貼り, 乾燥させる手法によってシール IPM, シール OAL を得ました. これらを隔週 3
回, マウスの背部皮膚に 24 時間投与し, 最終投与から 1 週間後の血中における OVA 特異的 IgG 抗体価を測

定しました。その結果シール OAL投与群では, 確実なワクチン効果が見込まれる皮下注射投与群を上回る抗体

価が確認され, 本経皮ワクチンシールは十分な効果を有するものと判断いたしました.  
今回の発表において短い時間ではありましたが, 多くの先生方とディスカッションできたことを大変嬉し

く思います. 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後藤雅宏教授, ならびに研究室の皆さまに心より感謝申し上げます． 

 

E-405 インクジェット装置による膜透過性ペプチドを用いた 

細胞標的技術の開発 

大村 美香 

Omura Mika 
 

大阪府立大学 生命環境科学域 理学類 生物科学課程 
 

この度は, 膜シンポジウム 2021 におきまして学生賞を頂きましたこと, 誠に光栄に存じます. 膜シンポ

ジウムの関係者の皆様をはじめ, 審査員の先生, 発表をお聞き頂いた全ての方々に心より御礼申し上げます. 

以下, 簡単ではございますが, 私の研究内容をご紹介させて頂きます. 

現在, タンパク質・遺伝子等の生理活性分子送達において, 膜透過性ペプチド（cell-penetrating peptides, 
CPPs）を用いた細胞内導入技術が基礎から臨床研究で応用されています。私は CPPs を基盤とした技術構築

において, インクジェット装置を併用することで, 薬物送達（細胞標的と導入効率）, 及び, 物理化学（細胞

膜圧と曲率誘導）の観点を重視した新たな技術・知見取得を目的とした研究を進めております. 本研究では, 

インクジェット装置が得意とする液滴吐出強度（滴下速度）と超高速度滴下回数（例えば 1秒間に 1,000 回）, 

滴下位置等を精密に制御し, CPPs の細胞標的や細胞内移行, 特に細胞膜透過への影響に関する検討を中心に

行なっています. 

蛍光標識 CPPs をインクジェット装置により, 上述の物理化学的パラメーター（液滴吐出強度や滴下位置）

を制御し, 細胞へ添加したところ, 通常の細胞操作による添加時に比べ, 低濃度かつ少量での CPPs の細胞

膜透過, 及び, サイトゾル移行が可能であることを確認しました. 本技術では狙った細胞群への CPPs の吐出

ができ, これまでの研究で, 装置電圧による吐出強度の変化によって, CPPs の細胞膜通過効率を制御できる

ことを示唆する結果が得られています. 現在, 本技術を用いた薬物送達への応用範囲をさらに広めるべく, 

研究展開を行なっております. 

本膜シンポジウムでは多くの方と議論を交わし, また貴重なご意見を沢山頂くことができ, 本当に大変勉

強になりました. 今回の受賞を励みに, より一層研究活動に専念し, ユニークな視点からの薬物送達技術の

 
Fig. 1 Schematic illustration of this study 



構築が達成できるように尽力していく所存です. 最後になりましたが, 本研究を進めるにあたって日頃より

ご指導頂いております, 中瀬生彦 教授, ならびに研究室の皆様, 技術指導を頂いておりますクラスターテ

クノロジー株式会社 開発本部の皆様に心より感謝申し上げます。 

 

E-410 Solid-in-Oil 化技術を用いたマラリアワクチンの経皮製剤化 

田中 敬佑 

Tanaka Keisuke 
 

九州大学大学院工学府応用化学専攻 
 

この度は, 膜シンポジウム 2021 において名誉ある賞を賜り誠に光栄に思います. この場を借りて学会関係者

の方々, 審査して頂いた先生方, 発表をお聞きになられた皆様方に深く御礼申し上げます．以下に簡単ではあ

りますが, 本研究の内容をご紹介致します． 

マラリアは, 発展途上国を中心に猛威を振るっている感染症であり, 近年ワクチンの研究開発が精力的に行

われています. しかしながら, マラリアワクチンが必要とされる地域の多くでは医療体制が不十分であり, 医

療従事者の不足や, 注射によって生じる皮膚の損傷が新たな感染症の原因になるといった問題が存在しま

す . これまでに当研究室では , 薬剤を非侵襲的に投与できる経皮ドラッグデリバリーシステムに着目

し, Solid-in-Oil 化技術, 通称 S/O 化技術を開発することに成功しております. この技術では, 親水性の薬物を界

面活性剤で被覆した W/O エマルションの状態で凍結乾燥を行い, 再度油中分散させることで, 肌に馴染みや

すい, 油状製剤を調製することが可能となります.  
本研究では, 非侵襲的かつ簡便な, 「塗るマラリアワクチン」

の開発を目的と致しました . 実際にマラリア抗原であ

る Pvs25 を S/O 化することで Pvs25 の皮膚浸透性が大幅に改

善されることが示唆されました.  最終的に, この S/O 製剤をマ

ウスへ投与することで, 中長期的に注射投与に匹敵するレベ

ル での 抗体 産生を 誘導 でき るこ とが確 認さ れま し

た (Fig.1) . この結果より当初の目的であった「塗るマラリア

ワクチン」として今回の S/O 製剤は非常に有望であることが 
示唆されました.  

今回の発表において, 多くの先生方と交流でき, また他の研究室方々の研究内容を拝見できたことを大変嬉

しく思います. 最後になりましたが, 本研究を遂行するにあたり日頃からご指導を賜りました後藤雅宏 教授, 

南畑孝介 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． 

 

E-501動的表面を有する光応答性液晶高分子薄膜の設計と 

細胞接着挙動 

今野 陽介 

Konno Yosuke 
 

関西大学大学院 理工学研究科 化学生命工学専攻 

Fig.1 Anti-Pvs25 antibody titer 



 

この度は，膜シンポジウム 2021 において学生賞という名誉ある賞を頂きまして大変光栄に思います．この

場を借りて学会関係者の方々，ポスターを審査して頂いた先生方，ポスター発表へご参加頂いた皆様方に深

く御礼申し上げます．以下に簡単ではありますが，本研究の内容をご紹介致します． 
細胞は周辺環境の変化を認識して，自らの挙動を変化させることが知られており，細胞培養基材の化学的

性質や物理的性質の差異によって細胞挙動を制御する研究が精力的に行われています．一方，側鎖型液晶高

分子（LCP）は，生体膜のように配向性と流動性を兼ね備えた動的規則構造を有しており，液晶－等方相転

移温度（Ti）を境にその構造を大きく変化させます．なかでも，主鎖に柔軟なポリメチルシロキサンを用い

た LCP では，メソゲン導入量を調節することにより，Tiを体温付近に調節することが可能です．また，ヒド

ロシリル化反応により，メソゲンをはじめとするさまざまな機能性部位を導入することが可能であり，新規

なスマートマテリアルとしての応用が期待されます．当研究室ではこれまでに，体温付近に Tiを有する LCP
膜を調製し，温度変化によって薬物透過の ON-OFF 制御に成功しています． 

本研究では，LCP の液晶―等方相転移により細胞挙動を制御できる新規な機能材料の設計を目的として，

培養温度付近で光によって相転移する光応答性液晶高分子（LCP-Azo）薄膜を調製しました。そして，光照

射による LCP-Azo 薄膜の相転移に伴う表面性質の変化を評価しました．さらに，この薄膜上で細胞を培養し，

その細胞接着挙動を検討しました．LCP-Azo 薄膜の接触角を測定した結果，光照射に伴う相転移によって接

触角が変化しました．また，LCP-Azo 薄膜に対す

るタンパク質の吸着量も同様に相転移によって変

化することがわかりました．さらに，この薄膜上

における細胞培養に成功し，LCP-Azo の相転移に

よって細胞伸展率が変化することがわかりました．

これは，液晶高分子薄膜の動的な表面性質の変化

が細胞挙動に影響を与えたためと考えられます． 
本発表において，多くの先生方から御意見や御質問をいただくことができました．今後もこの受賞を励み

にし，研究活動に邁進したいと思います．最後になりましが，日頃よりご指導いただいている宮田隆志教授，

河村暁文准教授，並びに研究室の学生一同に深く感謝申し上げます． 

 

E-504 管状多孔質ゼラチン膜の作製とその内表面構造の改良 

飯野 義輝 

Iino Yoshiki 
 

新潟大学工学部 
 

この度は，日本膜学会『膜シンポジウム 2021』において学生賞を授与していただき，大変光栄に思ってお

ります．学会運営にご尽力いただいた関係者の皆様，審査員の先生方，発表を聞いてくださった方々に厚く

御礼申し上げます．今回の受賞を励みに，より一層これからの研究活動に邁進して参ります．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． 
 現在，内径 5 mm 以下の小口径人工血管は，ePTFE などの

合成高分子製のものでは血栓による開存性の低下が見られる

ため，未だ臨床化には至っていません．そこで，生体内で徐々

に分解され，本来の生体組織と置換されるような再生型の小

口径人工血管の開発が期待されています．当研究室では，生

 
Fig. 1. Cell behavior on a photoresponsive liquid 
crystalline polymer film that undergo liquid 
crystal-isotropic phase transition. 

Fig. 1 Tubular porous gelatin 
membrane for small diameter artificial 
blood vessels 



体適合性・生分解性を有するゼラチンを用いたディップコーティング法による小口径管状膜の開発を行って

います．しかし，ゼラチン単体で作製した管状膜には孔が無く，細胞の三次元的な増殖が困難であると考え

られます．この課題を解決するために，本研究では脱細胞血管をヒントとし，ポリビニルピロリドン（PVP）
を添加したエマルション状のゼラチン溶液を用いて管状膜の多孔質化を試みました．また，エタノールとゼ

ラチン水溶液の混合による相分離現象を利用して内表面構造の改良も行いました．その結果，PVP エマルシ

ョンによる膜の多孔質化と，エタノールによるゼラチン水溶液のコアセルベーションによって管状膜の内表

面が多孔質化される傾向が確認されました．今後は更なる多孔質構造の改良と細胞適合性などの足場材料と

しての特性評価を行いたいと考えています． 
 今回の発表では日本膜学会の先生方と有意義な議論をさせていただき，大変勉強になりました．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田中孝明教授ならびに研究室の皆様に心より感

謝申し上げます． 
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