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（様式６） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成２０年１０月６日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局  大阪大学・大学院基礎工学研究科  

（ふりがな）         く ぼ い  りょういち 

職・氏 名   教授・久保井 亮一       
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ スイス ）とのセミナー（振興会対応機関： SNSF ） 

 

 

2． セミナー名   Membranomics : 生体膜・モデル生体膜の基礎工学    

 

 

3． 期   間  平成 20 年  9 月  1 日 ～ 平成 20 年  9 月 3 日（ 3 日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名） 大阪府豊中市 大阪大学豊中キャンパス 国際棟        

 

5． 参加者数   日本側               54 名 
（代表者を含む） 

相手国側      ７ 名    計 61 名 
 

その他の国            0 名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（振興会により経費を負担された参加者に＊印を付けてください。） 

氏    名 所属・部局・職名 専    門 

久保井亮一 

土戸 哲明 

室伏 きみ子* 

小林 俊秀* 

横田 篤司 

大木 和夫 

後藤 祐児 

五島 綾子* 

中尾 真一* 

野田 実 

中川 晋作 

吉岡 靖雄 

萩原 哲 

加藤 敬一 

馬越 大 

森垣 憲一 

島内 寿徳 

中村秀美 

市川 創作 

吉本 誠* 

吉本 則子 

塩盛 弘一郎* 

松村 吉信 

村手 源英 

宇田 亮子 

森田 誠一 

菅谷 博之 

Le Quoc Tuan 
Kien Xuan Ngo 
Bui Thi Huong 
Vu Thi Huong 
石井 治之 
西田 真人 

西山 圭一 

松本 匡晴 

森本 研吾 

大山 恵奈 

嶋内 直哉 

菅 啓嗣 

浅井 健 

増田 陽一郎 

勝元 秀和 

吉村 友里 

上原 亜希 

今井 正直 

大谷 敬亭 

田中 淳 

大森 巧実 

小林 裕幸 

中尾 俊輔 

高橋 浩 

奥村 幸久 

田中 清隆 

北村 直樹 

大阪大学 基礎工学(系)・教授 

関西大学 化学生命工学部・教授 

お茶の水大学 理学(系)・教授 

独立行政法人理化学研究所 主任研究員 

北海道大学 工学(系)・教授 

東北大学 理学(系)・教授 

大阪大学 蛋白質研究所・教授 

静岡県立大学 経営情報学・教授 

東京大学 工学(系)・教授 

京都工芸繊維大学 工芸学部・教授 

大阪大学 薬学(系)・教授 

大阪大学 薬学(系)・助教 

大阪大学 理学(系)・教授 

愛媛大学 工学(系)・准教授 

大阪大学 基礎工学・准教授 

独立行政法人 産業技術総合研究所・研究員 

大阪大学 基礎工学・助教 

大阪府立大学 工学(系)・准教授 

筑波大学 生命環境科学・准教授 

山口大学 工学(系)・准教授 

山口大学 工学(系)・助教 

宮崎大学 工学(系)・准教授 

関西大学 化学生命工学部・専任講師 

独立行政法人理化学研究所 研究員 

奈良工業高等専門学校 物質工学・准教授 

和歌山工業高等専門学校 物質工学・准教授 

(株)東レ 

大阪大/Non Lam 大・講師 

大阪大・博士後期課程 3年 

大阪大・博士後期課程 3年 

大阪大・博士後期課程 2年 

大阪大・博士後期課程 2年 

大阪大・博士前期期課程 2 年 

大阪大・博士前期期課程 2 年 

大阪大・博士前期期課程 2 年 

大阪大・博士前期期課程 2 年 

大阪大・博士前期期課程 1 年 

大阪大・博士前期期課程 1 年 

大阪大・博士前期期課程 1 年 

京都工芸繊維大・博士前期期課程 2年 

京都工芸繊維大・博士前期期課程 2年 

京都工芸繊維大・４年生 

京都工芸繊維大・４年生 

日本大・博士前期期課程 2 年 

日本大学 准教授 

(株)片山化学 

(株)片山化学 

筑波大・博士前期期課程 2 年 

筑波大・博士前期期課程 2 年 

筑波大・博士前期期課程 2 年 

群馬大 工学(系)・准教授 

信州大 工学(系)・准教授 

関西大学 化学生命工学部・博士前期期課程 2年 

関西大学 化学生命工学部・博士前期期課程 2年 

生物機能材料設計学、化学工学 

微生物制御 

細胞生物学 

脂質生化学 

農学、細胞生物学 

脂質細胞生物学 

蛋白質科学 

コロイド化学、サイエンスライター

化学工学、膜工学 

センサ工学 

薬物動態制御 

薬物動態制御 

細胞生理学 

化学工学、薬物送達 

生物機能材料設計学、化学工学 

材料科学 

生物機能材料設計学、生物物理 

化学工学、廃棄物分離 

食品化学工学、物質科学 

反応工学、酵素工学 

分離工学 

分離工学、廃棄物工学 

遺伝子工学 

脂質細胞生物学 

有機化学、コロイド化学 

化学工学、物質科学 

生体適合性材料設計 

環境化学、生物機能材料設計学 

微生物応答 

微生物応答、遺伝子工学 

センサ工学、環境化学 

化学工学 

化学工学 

化学工学 

化学工学 

化学工学 

化学工学 

化学工学 

化学工学 

電気物性工学、センサ工学 

電気物性工学、センサ工学 

電気物性工学、センサ工学 

電気物性工学、センサ工学 

食品工学 

食品化学、化学工学 

バイオ医療材料設計 

バイオ医療材料設計 

食品化学 

食品化学 

食品化学 

細胞生物学 

コロイド化学、界面化学 

微生物制御 

微生物制御 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名  ETH・教授・Peter Walde            

 

(3) 相手国参加者（代表者の氏名の前に○印を付してください。また、振興会により経費を負担された参加者に

＊印を付けてください。） 

   

  

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 専    門 

   

氏   名 所 属・職 名 専    門 

Peter Walde 

Stefane Matile 

Erik Reimhult 

Janos Voros 

Christophe Danelon 

Corinne Vebert 

Zegwei Guo 

ETH・教授 

ジュネーブ大学・教授 

ETH・表面工学研究室・助手 

ETH・助手 

ローザンヌ大学・助手 

バーゼル大学・助手 

ETH・博士後期課程学生 

リポソーム工学・酵素工学 

有機分子設計・膜工学 

表面工学・センサ工学 

医療工学・センサ工学 

化学工学 

有機化学・膜化学 

リポソーム工学・酵素工学 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・内容・成果等を簡潔に記載してください。） 

「生体細胞」は多様な機能を有する生体素子(タ
ンパク質・分子シャペロン・リン脂質など)が自己
組織的・階層的に集積された『マイクロ化学工場』
と捉える事ができる．細胞が種々の環境変動(スト
レス)に晒された時，各生体素子の協同的・自律的
な会合・解離を通じて，細胞全体としての機能を合
目的的に誘導して応答する(ストレス応答機能)．単
独素子の自己組織的な集合体を１つのモデルシス
テムとして，それらの協調を司るストレス応答を理
解し，自然と調和した物質生産プロセスへの展開が
期待されている． 
生体細胞の機能を司る重要な分子集合体の一つ

として「生体膜(Biomembrane)」がある．生体膜

は環境認識の最前線であり，生体機能を誘導して環

境に応答するための最後の砦でもある．生体膜は生

命の最小単位である細胞の外殻に位置し，また，細

胞内部でも同様の膜系が共存している．近年の研究

で，外部環境の変動(ストレス)によりダイナミックに変化する生体膜の姿が明らかになってきた．生

体膜はリン脂質二重層からなる自己組織構造を有しており，さらに，膜タンパク質，膜成分(糖脂質，

コレステロール，脂肪酸ほか)などによる膜上における不均一な超分子構造(ラフト，カベオラ，ミク

ロドメイン構造など)を形成して，高度な機能を誘導している事が知られている．この様な不均一構

造が，生体膜の機能誘導(ペプチドの構造形成，生体触媒反応の高効率化，生体内外相互作用など)で
重要な役割を果す事も報告されている．近年，生体膜がAlzheimer症など各種疾病に関与している可

能性が示されているが，生体膜モデル．モデル生体膜(リポソーム)はこの様な各種の生体膜の機能を

モデル化できる材料を持つばかりか，自然と調和したモノづくりのための材料(反応場/分離場)とし

ての活用が期待されている． 
この様な生体膜の潜在機能を体系化を目指すのが「Membranome」である．既存の「Genome」

「Proteome」に，Membranome からの視点を組合せる事により，複雑な生命現象の解明に繋がると予想

される．さらに，その工学的な応用を目指すのが「Membrane Stress Biotechnology (MSB)」である．

当セミナーでは，生体膜のサイエンスである「Membranome」そして工学的な応用を目指す「MSB」に

関連する国内外の研究者を招聘し，当該領域における最先端内容を討議し，知の体系化を図る． 
セミナーでは，Membranome とその応用の主要な横軸となる(a) X-ome と Membranome, (b) Membrane   

Stress Response Dynamics, (c) Supravesicular Chemistry, (d) Membrane Process Chemistry のセッションで，招

待講演・一般講演を行った． 
(a) X-ome と Membranome においては，後藤祐児教授(阪大)がアルツハイマー症原因タンパク質の構造

異常化が表面に依存的に進行することを報告し，従来の Proteome だけでなく，Membranome 的視点の必

要性を示唆した．(b) Membrane   Stress Response Dynamics においては，室伏きみ子教授(お茶の水女大)
からの神経細胞の細胞膜のストレス応答現象や土戸哲明教授(関西大)の殺菌プロセスでみられる菌体細

胞膜のストレス応答現象に関する発表は，細胞膜がストレス応答の最前線であるという認識を聴衆に強

く訴えるものであった．また，小林俊秀主任研究員(理研)が示したモデル細胞膜上の相分離挙動とペプ

チドとの特異的相互作用に関して，上記の先生方の研究内容を微視的視点から強く裏付けるものであっ

た．これら膜関連現象(Membranome情報)を紐解く方法論としてのMembranomics研究が(c) Supravesicular 
Chemistry において報告された．Erik Reimhult 助手(ETH)は，リポソームをセンサ素子とするため，固体

基板上へのリポソームの固定化を検討しており，種々の実際的な問題点を分かりやすく説明した．森垣

憲一研究員(府立産技総研)は，あえて脂質 2 分子膜を固体基板上に固定化し，Membranome 情報取得に

際しての脂質膜の可能性を指摘した．島内寿徳助教(阪大)も，Membrane Chip system によるアルツハイ

マー症原因タンパク質の検出と疾病機序の検討結果を報告した．工学的応用についても,(d) Membrane 
Process Chemistry において幅広く報告された．馬越大准教授(阪大)は，リポソーム上に酵素(断片)を提示

させることで触媒機能を脂質膜の特性に依存的に発現させる手法を報告した．J.Voros 助教(ETH)は，生

体膜を配列させたチップ技術を報告し，Membrane Chip system の技術的問題点などを指摘した．その他，

バース病が膜関連疾病としての特徴を有しており，特定の脂質分子の動態を追跡した研究や，リポソー

Physiome

Genome
Proteome

Membranome

図 MSB の基礎概念 
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ム膜上での酵素反応を，物質生産やポリマー合成制御に応用する研究，MEMS(Micro Electro Mechanical 
System)技術を利用した，新規なリポソーム-バイオセンサなど，多くの興味深い発表が行われた．セッ

ション終了後，ポスター発表も行われた．新進気鋭の若手研究者や学生らの発表は盛況であった． 
以上の発表や質疑応答が活発に繰り広げられ，懸案であった Membranome に関する明確な定義が議論

された．Peter Walde 教授(ETH)や久保井亮一教授(阪大)らの合意により，Mebranome とは，生体膜，そ

の模倣系であるベシクル系や多成分多重層構造の脂質膜システムが有する構造・機能に関する情報の総

体である，と定義された．これにより，生体膜の形体分類に関する研究や膜タンパク質の構造機能に関

する研究で使用されている類似の用語と，その目的と意味において明確に差別化を図ることができた．

この議論の結果を，Membranomeという用語の説明として，フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
にアップロードした方がよいだろうというコメントも頂いた．さらに，これらの知見を集約するため，

学術雑誌である膜誌の 33 巻 6 号において，Membrane Stress Biotechnology 特集号が決定しており，それ

を受けた膜シンポジウムを 2008 年 11 月 13,14 日に大阪大学豊中キャンパスにて開催することが決定し

ている．Membranome 研究に関する知見のより一層の整備が進むものと期待している．


