
膜シンポジウム2022 学生賞報告

膜シンポジウム2022実行副委員長・学生賞選考委員長

高羽洋充

今年は，3年振りにポスターセッションを対面で開催す
ることができました．ポスター発表は近い距離での質疑が

中心となるので，感染症対策などの面で若干の心配もあり

ましたが皆様方のご協力のお陰で無事に終えることができ

ました．ポスター発表は 74件（一般含む）あり，学生賞に
は人工膜 35件，生体膜・境界領域 24件のエントリーがあ
りました．また，ポスター発表の前にショートプレゼンを

実施しました．1件あたり発表は 60秒以内とタイトなスケ
ジュールでしたが，全員が良く準備をしてくれてスムーズ

に進行することができました．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

い立派な発表でした．審査は，1件あたり 3名の委員が厳正
な評価を行いました．その結果，人工膜 8名，生体膜・境
界領域 5名が学生賞を受賞されました．表彰式は，2日目の
午後に行われ，岡村会長から受賞者一人ひとりに表彰状が

手渡されました．来年こそはマスクなしで開催できること

を祈っております．最後になりましたが，受賞された皆様

には心よりお祝いを申し上げるとともに，参加してくれた

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

は厚く御礼申し上げます．

学生賞選考委員（敬称略）

池田恵介，池田義人，伊藤大知，扇田隆司，大

園瑞音，大橋秀伯，岡本行広，奥山浩人，角田

貴之，金指正言，神尾英治，川勝孝博，川上浩

良，河村暁文，北河　享，熊谷和夫，小暮健太

朗，佐伯大輔，酒井　求，杉本　悠，谷口雅英，

中瀬生彦，中野　実，南雲　亮，野村幹弘，原

伸生，比嘉　充，松岡　淳，森田真也，若林

里衣

ポスター会場の様子 表彰式の様子（来年はマスクなしで開催できることを祈りつつ．）

学生賞受賞者（掲載はポスター番号順）

P–3S 津川　樹（熊本大学）

「構造規則性の高い酸化グラフェンのガスバリア

膜への応用」

P–5S 鴨川陽輔（広島大学）

「大気圧プラズマCVDにおける前駆体種とその
濃度が膜構造及び気体透過特性に与える影響」

P–19S 竹中里彩（広島大学）

「GO膜の薄膜製膜と水蒸気透過特性評価」
P–34S 室賀　丈（神戸大学）

「CO2分離複合薄膜の中間層への使用を指向した

高 CO 2透過性ポリジメチルシロキサン膜の

開発」

P–35S 根岸恵利（早稲田大学）

「ゼオライト正浸透膜を用いた水中からの重金属

除去法の提案」

P–38S Shengnan He（神戸大学）
「Development of an ion gel membrane containing

a CO2–philic ionic liquid in interpenetrating semi-
csystalline and crosslinkable polymer networks」

P–39S 森田拓夢（都立大学）

「超高CO2透過性を有する高濃度表面修飾ナノ粒

子複合膜の透過特性」

P–42S 福島雅之（神戸大学）

「動的共有結合による可逆的な相分離性の制御と

正浸透膜法への応用」

P–46S 沖原正明（関西大学）

「物性制御が可能な光・温度応答性高分子薄膜の

設計と細胞制御」

1



P–51S Xiao Da（東京大学）

「Development of PEG-coated PFOB/PLC core-
shell particles via SPG membrane emulsification
technique」

P–70S Xuehui Rui（大阪大学）
「Macrophage Membrane Camouflaged Cubo-

some for Doxorubicin and siRNA Delivery」

P–71S 宮島綾梨（富山大学）

「近接した脂質膜間におけるリン脂質移動促進メ

カニズムの解析」

P–72S 伊藤康太（信州大学）

「pH感受性色素を用いた amphotericin Bのイオ
ン透過性評価」
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● 膜シンポジウム２０２２ 学生賞受賞者紹介 

P-3S 構造規則性の高い酸化グラフェンのガスバリア膜への応用 

津川 樹 

Tsugawa Tatsuki 
 

熊本大学大学院 自然科学教育部 材料・応用化学専攻 
 

この度は,膜シンポジウム 2022 に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,審査員 
の先生方,並びにポスター発表をお聞きくださった皆様に厚く御礼申し上げます. 

本研究の目的は,単一の酸素官能基(エポキシ基)を有し,欠陥構造をほとんど持たない構造規則性の高い酸化 
グラフェン(epGO;epoxy group-controlled Graphene Oxide)を用

いたガスバリア膜の開発です.酸化グラフェン(GO)は,主に炭素と

酸素原子からなる厚さ約 1nm の二次元材料で,表面に多種の酸素

官能基を有しており,水やジメチルホルムアミドなどの様々な溶媒

に対して分散性が高いのが特徴です.この分散液を滴下し,乾燥す

るだけで,容易に多様な形状の積層膜を作製できるため,ガスバリ

ア利用に向けた優れたポテンシャルを持ちます.一方で,従来の GO
ではシート面内に存在する高密度の欠陥によって起こるガスバリ

ア性低下の課題がありました.本発表では,欠陥構造を持たない

epGO を用いた積層膜は,従来の GO 膜や市販の高分子膜に比べて優れた水素ガスバリア特性を得られること

を報告しました.これらの結果は GO 膜の産業利用に向けた重要な結果であると考えており,今後は最適な還

元条件を見つけ出し,層間隔の制御を行うことで,さらなるガスバリア性能の向上を目指します.また今回の発

表では,現地開催ということもあり,非常に多くの方と有意義な議論を交わすことができ,分野の垣根を超えた

様々なコメントや膜研究に関するご助言を頂戴する貴重な経験になりました.今回の受賞を励みとして,今後

より一層研究活動に邁進して参りたいと思います.最後に,本研究を進めるにあたりご指導頂きました畠山一

翔助教授,鯉沼陸央准教授,伊田進太郎教授,九州大学の松田潤子准教授,並びに研究室の皆様に厚く御礼申し上

げます. 

 

P-5S 大気圧プラズマＣＶＤにおける前駆体種とその濃度が 

膜構造及び気体透過特性に与える影響 

鴨川 陽輔 

Kamogawa Yosuke 
 

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 
 

このたびは, 膜シンポジウム 2022 において学生賞をいただき、大変光栄に思います. 学会関係者の皆様, 発
表を聴講していただいた皆様, 審査していただいた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させていただきます. 
大気圧プラズマＣＶＤ法 (AP-PECVD) は常温常圧でシリカ膜の作製が可能な革新的製膜技術です . 

Figure 1 HR-TEM images of the 
Conventional GO and epGO 
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AP-PECVD シリカ膜を様々な分離系に適用するた

めには, 製膜条件の制御による細孔径制御が必要で

す. 本研究ではプラズマ反応の制御による細孔径制

御を目指し, 前駆体種 (HMDSO, TMDSO) 及びそ

の濃度が膜構造及び透過特性に与える影響を明らか

にすることを目的としました. 結果として同程度の

濃度で作製したシリカ膜の気体透過率の分子径依存

性は, TMDSO 由来のシリカ膜は HMDSO 由来のシ

リカ膜よりも高い He/N2 を示しました. また, 前駆

体種によらず低濃度においてはHe/N2が約 200を示

す非常に緻密で無機的な構造を持つ膜が得られました.
今回の発表では, 多くの先生方と有意義な議論を

させていただき, 充実した学会となりました. 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

りご指導を賜りました広島大学分離工学研究室の先生方に心より感謝申し上げます. 

P-19S  GO 膜の薄膜製膜と水蒸気透過特性評価

竹中 里彩 

Takenaka Risa 

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 2022 において学生賞を授与いただき，大変光栄に思います. 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，ポスター発表をお聴きくださいました皆様に厚くご御礼申し

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. 
酸化グラフェン (GO) は，厚さが 1 nm，長さが数 µm 程度

の高いアスペクト比を有するため，細孔径 100 nm 程度の多孔

質支持体に直接コーティング製膜され，様々な分離系に応用さ

れています. しかし，水蒸気分離膜としての報告は少ないことか

ら，本研究では，各種多孔質基材に GO を濾過法およびキャス

ト法によってコーティングし，GO 複合膜の製膜プロセスを検討

するとともに，水蒸気透過特性評価を行うことを目的とし

ました. 
作製した GO 複合膜は，25°C 飽和水蒸気/窒素系におい

て，水蒸気透過率＞1.0×10-6 mol/(m2 s Pa)，水蒸気/窒素透過率比＞104を示したことから，高透過，高選択

性を有する GO 膜が形成されたことが確認できました. この高い選択透過性は，水吸着性や XRD 測定より

GO の高い親水性によるものと考えています。以上より，GO 膜は水蒸気回収膜として有望であると考えられ

ます。

最後にはなりますが，日頃からご指導いただいている都留稔了教授，金指正言教授，長澤寛規助教ならび

に研究室の皆様に心より感謝申し上げます。

Figure 1  Schematic image of GO/polymeric 
substrate composite membrane.
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P-34S  CO2分離複合薄膜の中間層への使用を指向した 

高 CO2透過性ポリジメチルシロキサン膜の開発 

室賀 丈 

Muroga Jou 
神戸大学大学院工学研究科応用化学専攻 

 

この度は膜シンポジウム2022 において学生賞を授与いただき，大変光栄に存じます．学会関係者の皆様，

ポスター発表に足をお運びいただいた方々に心より御礼申し上げます．  

本研究ではPolydimethylsiloxane (PDMS)の構造最適化によるガス透過速度の改良に取り組みました。現

在, ガス分離膜の中間層などへの応用のために高ガス透過性能を有するゴム状高分子膜の開発が求められて

います. 我々は高いガス透過性能, 熱的安定性, 機械的強度を有していることで知られるPDMSの架橋密度

を制御することで, 超薄膜化せずとも高いガス透過速度を有するPDMS薄膜の開発を目指しました. 
本発表では、PDMS膜を構成するvinyl-terminated polydimethylsiloxane (VT-PDMS)と
poly(dimethylsiloxane-co-methylhydrosiloxane) (PDMS-MHS)の比率が架橋密度およびCO2透過係数に与

える影響に関して報告いたしました. ヤング率測定および平衡膨潤度測定により, PDMS-MHSに対する

VT-PDMSの割合を増大させることで架橋密度が低下することが確認されました. そしてガス透過試験によ

り, PDMSの架橋密度を低下させることでCO2透過係数を約10000 
barrerまで増大することが確認されました. このPDMS膜をスピン

コート法により薄膜化したところ, CO2 permeanceを約10000 
GPUまで向上させることに成功しました. これによりガス透過の

抵抗としての寄与が低いガス分離複合膜の中間層への利用が期待

できます. 

今回の発表では多くの方と有意義な議論を行うことができ, 

様々なご質問や研究に対する提言を頂戴することができました．今

回の受賞を励みに，今後より一層研究に専念し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り熱心なご指導をいただ

きました神尾英治准教授，並びに日頃から素晴らしい研究環境を整

えてくださる松山秀人教授を始めとする研究室の方々に厚く御礼

申し上げます． 

 

 

P-35S ゼオライト正浸透膜を用いた水中からの重金属除去法の提案 

根岸 恵利 

Negishi Eri 
 

早稲田大学大学院先進理工学研究科応用化学専攻 
 

この度は, 膜シンポジウム 2022 において学生賞をいただけたこと, 大変光栄に思っております. 学会関係

者の方々, 発表を聴講していただいた皆様，ならびに審査してくださった先生方に, 心より御礼申し上げます. 

Fig. 1 CO2 permeabilities of the PDMS 
membranes prepared with different 
VT-PDMS/PDMS-MHS ratios 
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多くの方々との議論を通じ, 新たな視点で研究を見つける非常に良い機会となりました. 
 発展途上国では, 自然由来の無機ヒ素やセレンのような重

金属類が, 飲料水を通じて体内に取り込まれることで生じる

健康被害が問題視されています. この問題に着目し, 有機膜

を用いた正浸透法による重金属除去の研究が行われるように

なりました. しかし, オキソアニオンとして存在する重金属

類と負に帯電した膜との静電反発による除去効果が働くため, 
オキソアニオンに電離しにくい 3 価のヒ素は阻止率が低くな

ることが課題とされています. そこで私は, アニオン骨格に

よる静電反発作用, 重金属よりも小さいミクロ孔による分子

ふるい作用の 2 点が効果的に働くことに期待し, ゼオライト

膜を用いた重金属の除去を提案いたしました. MFI 型ゼオラ

イトの一種である Na-ZSM-5 膜を用いたところ, オキソアニ

オンに電離しにくい 3 価のヒ素に対しても非常に高い阻止性

を示すことができました. これにより, 従来の有機膜では阻止が難しいとされるサイズの小さい中性物質な

ど, 幅広い溶質に対してゼオライト膜が高い阻止性を示すことが期待されます. 
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深く感謝申し上げます． 

 

P-38S 相互貫入半結晶性および架橋性ポリマーネットワーク内に

CO2親和性イオン液体を含むイオンゲル膜の開発 

何 勝男  

Shengnan HE 
神戸大学大学院工学研究科応用化学専攻 

 

 I am very honored to receive the Student Award at the Membrane Symposium 2022. I would 
like to express my sincere gratitude to all people involved in the conference and those who attended my 
poster presentation.  
 In this study, we developed a tough ion gel membrane with a large amount of CO2-philic ionic 
liquid ([Emim][B(CN)4]) and an interpenetrating polymer network composed of a semi-crystalline 
polymer and a cross-linkable polymer with good 
compatibility with the ionic liquid. In the interpenetrating 
polymer network, the semi-crystalline polymer network 
mainly provides the mechanical strength of the ion gel, and 
the cross-linkable polymer network gives good holding 
property of the ionic liquid. In addition, the CO2 separation 
performance of the developed IPN ion gel membrane was 
evaluated under various temperature, trans-membrane 
pressure difference conditions. Furthermore, the influence 
of different IL contents on the CO2 permeability and 
CO2/N2 permselectivity of the IPN ion gel membrane was 

Figure 1  Schematic illustration 
of this study 

Fig.1. Gas separation performance of IPN 
ion gels with different IL contents. 
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evaluated. Through the evaluation of the CO2 separation performances, it was indicated that our 
developed IPN ion gel membrane containing [Emim][B(CN)4] has excellent CO2 permeability and CO2/N2 
permselectivity.  
 In this presentation, I was able to have meaningful discussions with many people, and received 
a variety of questions and suggestions for my research. Encouraged by this award, I would like to devote 
myself to further research in the future. Finally, I would like to express my sincere gratitude to Prof. Eiji 
Kamio for his enthusiastic guidance, and Prof. Hideto Matsuyama and my labmates for providing me 
with great research environment. 

 

P-39S  超高 CO2透過性を有する高濃度表面修飾ナノ粒子複合膜の透過特性 

森田 拓夢 

Morita Takumu 
 

東京都立大学大大学院 都市環境科学研究科 環境応用化学域 
 

このたびは膜シンポジウム2022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. 今回の膜シン

ポジウム 2022 は対面での実施となりましたが, 学会運営に携わった関係者の方々, 場所をご提供いただいた

神戸大の方々, 審査や発表に携わっていただいた方々のご尽力の賜物です. この場を借りて厚く御礼申し上

げます. 簡単ではありますが以下に本研究の内容を紹介させていただきます.  
気体分離膜は低エネルギーコストで運転可能なことから, エネルギーコスト面で大きな課題を抱えている

DAC (Direct Air Capture : 大気中の CO2を直接回収する)に用いることが期待されています. しかし, DAC
では大量の空気を処理するため, 高い気体透過性を有する膜の開発が必

要です. 我々はこれまでに, 表面を有機化合物で修飾したシリカナノ粒子

を高分子膜に複合化させることで濃度依存的に気体拡散性が向上する複

合膜を開発してきました. 本研究では, 更なる気体透過性向上のために, 
高濃度充填可能な表面修飾ナノ粒子(第三世代ナノ粒子)を, 高い透過性を

有するポリマー(PIM-1)に高濃度複合させた分離膜を開発し, その気体透

過特性について評価しました. 気体透過測定結果より, 本複合膜(50wt%)
は報告されている CO2分離膜の中で最も高い 45,000 Barrer の CO2透過

係数を示しました. Figure 1には粒子複合膜のガス透過パスモデルを示し

ます. 129Xe NMR から粒子の複合化によって膜内に新たな空間の形成が

確認されました. この結果より第三世代ナノ粒子複合膜には, ポリマーと粒

子表面間のナノスペースと粒子間スペースの 2 種類の透過パスが存在する

と考えられます. このスペースの形成が拡散係数・溶解度係数の向上に起因

し, 気体透過係数を大幅に向上させたと考えられます. 今後, 選択性の向上

と薄膜化ができれば, 膜分離での DAC の実現が期待できます. 
最後にはなりますが, 日頃から指導いただいている川上浩良教授や山登正文准教授をはじめとした研

究室の方々に心より感謝申し上げます. 
 
 

 

Figure 1 Gas permeation 
path model of PIM-1 
composite membranes 
containing surface- modified 
silica nanoparticles. 
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P-42S 動的共有結合による可逆的な相分離性の制御と正浸透膜法への応用 

福島 雅之 

Fukushima Masayuki 
 

神戸大学大学院工学研究科応用化学専攻 
 

この度は膜シンポジウム 2022におきまして学生賞をいただき, 大変光栄に存じております. 学会関係者の

皆様, 審査員の先生方, 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, 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. 

本研究では正浸透 (FO) 膜法に用いる駆動溶液 (DS) の開発を行っています. FO 膜法の実用化に向けて,  

浸透圧が高く水との分離性に優れた高性能な DS の開発が重要です. しかし, DS の溶質分子が親水的であれ

ば浸透圧は高くなる一方で水との分離が難しくなり, 疎水的であればその逆の性質を示すという, 浸透圧と

分離性のトレードオフの関係によって 既報の DS の性能は制限されているという課題があります. これに対

し, 私たちは動的共有結合を利用して親疎水性を可逆的に変化させることで浸透圧と分離性を制御し, トレ

ードオフを打開できるのではないかと考えました. 考案した原理の検証に向けて, 今回は動的共有結合の一

種であり, pH変化に応じて可逆性を示すイミン結合を利用した水との分離性の制御について検討いたしまし

た . まずは , 水と混和する Pyridinecarboxyaldehyde と Alkylamine (Propylamine, Butylamine, 
Pentylamine) の間で, 高 pH 条件下ではイミン結合が形成され, 低 pH 条件下では結合が切断されることを

1H NMRスペクトルより確認いたしました. また, 溶質濃度が 30wt%となるようPyridinecarboxyaldehyde
と各 Alkylamine を等モル量ずつ水と混合し, pH を高 pH→低 pH→高 pH と変化させたときの溶液の相分離

の有無を観察しました. その結果, pH 変化に応じて溶液の状態は二相分離→均一相→二相分離と変化し, 

pH操作によって分離性を可逆的に制御することができました. これは, 高pH条件下では疎水的なイミンが

生じて水に溶けにくくなった一方, 低 pH 条件下では親水的な原料に戻ったことで再度水に溶けやすくなっ

たためだと考えられます. 以上のように, 動的共有結合を利用して水との分離性を制御する, というコンセ

プトを実証することに成功いたしました.  

今回は対面で開催された学会への初めての参加となりましたが, 多くの方々と有意義な議論をさせていた

だき, 大変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を

申し上げます. 

 

P-46S 

物性制御が可能な光・温度応答性高分子薄膜の設計と細胞制御 

沖原 正明 

Okihara Masaaki 
 

関西大学大学院 理工学研究科 総合理工学専攻 
 

この度は，膜シンポジウム 2022 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． 
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細胞は周辺環境の物理的・化学的性質を認識し，自

らの接着や伸展，分化といった細胞挙動を変化させる

ことが知られており，現在細胞培養基材の物理的性質

や化学的性質の変化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．また，生体内において細

胞は複数の性質が時空間的に変化する環境下に存在す

ることから，厳密に細胞を制御するためには複数の物

理的・化学的性質を時空間的に変化できる細胞培養基材が必要とされています．そこで本研究では，光照射

時間により弾性率を制御でき，温度変化により親水・疎水性が変化する高分子を用いた細胞制御基材の開発

を目的として，光二量化反応を示す光応答性モノマーと下限臨界溶液温度（LCST）を有する温度応答性モノ

マーを用いて，新規な光・温度応答性高分子薄膜を調製しました（Fig. 1）．この高分子薄膜は光照射時間に

より弾性率を，温度変化によって親水・疎水性を変化できることがわかりました．さらに，光と温度によっ

て物理的・化学的性質を変化させた基材上で細胞を培養すると，基材の性質変化により接着や伸展などの細

胞挙動を制御できることが示唆されました． 
本発表において，多くの先生方と深い議論をさせていただくことができました．今後もこの受賞を励みに，

より一層研究に邁進したいと思います．最後に，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，並びに研究室の皆様に深く感謝申し上げます． 

 

P-51S  SPG 膜乳化技術による PEG 被覆 PFOB/PLC コアシェル粒子の開発 

肖 達 

Xiao Da 
 

東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻 
 

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 fabricated PEG-coated PFOB/PLC 
core-shell microparticles via SPG membrane emulsification 
for the first time. Microparticles with high deformability and 
recoverability which could pass through narrow 
microchannels were obtained. Besides, after the coating of 
PEG, PFOB/PLC microparticles successfully prevented from 
being phagocytosed by macrophages. 

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, Inagaki Sensei, 
Arvind san, and senior students in my lab for the kind help and support of all time 

 
Fig. 1. Tunable physical and chemical properties of 
light-/temperature-responsive polymer films. 

Figure 1 Schematic illustration of this study 
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Figure 1. Schematic of Macrophage 

Membrane Camouflaged CBs 

 

P-70S  Macrophage Membrane Camouflaged Cubosome for Doxorubicin and 

siRNA Delivery 

芮 雪辉 

RUI Xuehui 
大阪大学大学院基礎工学研究科物質創成専攻 

 

Foremost, it is a great honor for me to be awarded the student award at the Membrane Symposium 2022. 
Sincerely, I appreciate the staff, committees, and all people who attended my poster presentation. It’s a 
precious chance for me to communicate and share my opinions with researchers who casted their 
research interests on membrane. Also, I must show my gratitude to my professors and lab members for 
their guidance and helps.  
 
In this research, to improve the immune escape 
performance and cellular uptake selectivity of 
cubosomes (CBs), we leveraged the macrophage 
membrane camouflaging strategy for CBs surface 
modification to develop a bio mimic CB nano DDS. 
Macrophage (J774.1) cell membranes were 
extracted and coated onto the DOTAP-doped CBs to 
develop macrophage membrane camouflaged 
cubosomes (MM@CBs). The ζ-potential and 
Cryo-TEM investigation confirmed the successful 
coating of macrophage membrane onto the CBs. The 
cellular internalization investigation showed that MM@CB has a significantly lower uptake efficacy by 
macrophages but a slightly increased uptake efficacy by cancer cells (Colon-26). Doxorubicin (DOX) and 
anti-Luciferase-siRNA were utilized as model drugs to investigate the drug delivery performance in vitro. 
This research investigated the feasibility of the cell membrane coating strategy for CB modification and 
confirmed the functionalities of this biomimetic nano DDS inherited from the membrane source cells. 
 
In the future, I will continue to devote myself to my research. Finally, I would like to express my sincere 
gratitude again to Umakoshi Sensei, Okamoto Sensei, Watanabe Sensei, and all my lab mates for their 
kind support and assistance. Last but not least, I acknowledge the financial support from MEXT and 
Grant-in-Aid for Scientific Research (A) (21H04628). 
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P-71S 近接した脂質膜間におけるリン脂質移動促進メカニズムの解析 

宮島 綾梨 

Miyajima Ayari 
 

富山大学大学院医学薬学教育部薬科学専攻 
 

このたびは，膜シンポジウム 2022 において学生賞をいただき，大変光栄に存じます．学会関係者の方々，

ポスターを審査していただいた先生方，発表を聴いてくださった方々に心より御礼申し上げます．以下に簡

単ではありますが，研究内容についてご紹介いたします． 
 本研究では，膜融合やタンパク質による脂質輸送などの際に見られる「生体膜が近接した状態」における

膜間隙の水や脂質の運動性について知見を得るため，高分

子量のポリエチレングリコール（PEG）の枯渇引力による

リポソームの凝集で「生体膜が近接した状態」を再現し，

そこで生じるリン脂質移動について速度論的な評価とリポ

ソームの構造評価を中性子小角散乱法を用いて行いました．

その結果，脂質膜どうしが 2 nm 程度まで近接した場合に

脂質膜間でリン脂質移動が促進されること，および，この

促進が活性化エントロピーの増加によるものであることを

明らかにしました（Fig. 1）．このことから，2 nm 程度まで

近接した脂質膜の間隙では，水分子のエントロピーが低下

し，膜から解離したリン脂質の疎水性水和に伴うエントロ

ピー減少効果が低減されることでリン脂質が脂質膜間で移

動しやすくなる，というリン脂質移動促進メカニズムを解

明することができました． 
 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

いただきました中野実教授，池田恵介准教授，中尾裕之助教，ならびに研究室の皆様に心より感謝申し上げ

ます． 

 

P-72S  pH 感受性色素を用いた amphotericin B のイオン透過性評価 

伊藤 康太 

Kota Ito 
 

信州大学工学部物質化学科 
 

この度は，膜シンポジウム 2022 において学生賞をいただき，大変光栄に思います．学会関係者の皆様，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頂いた皆様に深く御礼申し上げます．以下に簡単で

はありますが，研究内容について紹介させて頂きます． 

Amphotericin B (AmB) は，真菌の細胞膜中に特有に存在する ergosterol と相互作用して孔を形成し，細

胞膜のイオン透過性を増加させます．この作用により細胞内外のイオンバランスを崩して死滅させることか

ら，真菌感染症の治療薬として古くから用いられてきました．一方で重篤な副作用が問題視されているため，

Fig. 1 Relationship between intermem- 
brane distance and lipid transfer rate. 
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薬理作用や副作用のメカニズムの解明が求められて

います．本研究では，脂質膜における AmB のカチ

オン透過性を定量的に評価するため，pH 感受性色

素を用いた手法について検討しました．pH 7.0 で調

製した蛍光色素HPTSを内包したリポソーム懸濁液

を NaOH 水溶液と混合すると，外水相の pH が増大

します．AmB がカチオン透過性を有する場合，リポ

ソーム内外に生じる pH 勾配を駆動力としたプロト

ンの流出と，電気的中性を維持するためのカチオン

の流入が起こると考えられます.このとき生じる内

水相の pH 上昇により HPTS が発する蛍光を観測す

ることで，カチオン透過性を評価しました．実験を行ったところ，AmB 添加および pH 勾配ありの条件での

み，顕著な蛍光強度の増加がみられました．蛍光強度の増加速度から AmB 一分子あたりのカチオン透過速

度を算出したところ,K+≧Na+＞Ca2+であることが分かりました．イオンの水和半径が小さいほど透過速度が

大きいことから，AmB におけるカチオンの透過はイオンの水和半径に依存することが示唆されました．

今回，多くの方々と有意義な議論をさせて頂き，非常に勉強になりました．今回の受賞を励みに，今後の

研究により一層精進していきたいと思います．最後になりますが，本研究を進めるにあたりご指導頂いた先

生方，および共に研究活動に勤しんだ研究室の皆様に感謝致します． 

Figure Schematics of the cation permeability 
measurements using HPTS under the pH 
gradient. 
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