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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成２６年１２月１８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・蛋白質研究所       

 
職・氏名

（ふりがな）

 教授・後藤
（ごとう

 祐児
ゆうじ）

          
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ハンガリー）とのセミナー（振興会対応機関： HAS     ） 

 

 

2． セミナー名  蛋白質異常凝集の原理と制御                

 

 

3． 期   間  平成 ２６年１１月 １７日 ～ 平成２６年１１月２１日（ ５日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）西宮市・白鷹 緑水苑、吹田市・大阪大学蛋白質研究所          

 

5． 参加者数   日本側       ６７名（うち、滞在費等本会負担  ２１名） 
（代表者を含む） 

相手国側      ８名（うち、滞在費等本会負担   ５名） 
 

その他の国    ５名 
 

参加者  計  ８０名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・部局・職名 

＊加治 優一 

＊桑田 一夫 

＊内木 宏延 

＊永井 義隆 

＊西田 教行 

＊八谷 如美 

＊樋口 京一 

＊藤井 紀子 

＊八木 寿梓 

＊植田 正 

＊大橋 祐美子 

＊小澤 大作 

＊河田 康志 

＊黒田 裕 

＊田口 英樹 

＊ﾍﾘｰ ﾏｰﾀﾃﾞｨﾅｰﾀ 

＊茶谷 絵理 

＊津本 浩平 

＊星野 大 

＊山口 圭一 

新 竜一郎 

李 映昊 

山本 直樹 

櫻井 一正 

宗 正智 

池之上 達哉 

寺川 まゆ 

Yuxi LIN 

他、３８名 

筑波大学・医学医療系・准教授 

岐阜大学・連合創薬医療情報研究科・教授 

福井大学・医学部・教授 

国立精神・神経医療研究センター・神経研究所・室長 

長崎大学・医歯薬学総合研究科・教授 

東京医科大学・医学部・教授 

信州大学・大学院医学系研究科・教授 

京都大学・原子炉実験所・教授 

鳥取大学・工学部・助教 

九州大学・大学院薬学研究院・教授 

東京理科大学・理学部・助教 

福井大学・医学部・助教 

鳥取大学・工学部・教授 

東京農工大学・大学院工学研究院・准教授 

東京工業大学・大学院生命理工学研究科・教授 

理化学研究所・脳科学総合研究センター・日本学術振興会研究員 

神戸大学・理学研究科・准教授 

東京大学・工学研究科・教授 

京都大学・薬学研究科・准教授 

岐阜大学・連合創薬医療情報研究科・助教 

長崎大学・・医歯薬学総合研究科・准教授 

大阪大学・蛋白質研究所・講師 

神戸大学・理学研究科・助教 

近畿大学・先端技術総合研究所・講師 

大阪大学・蛋白質研究所・日本学術振興会研究員 

大阪大学・蛋白質研究所・大学院学生 

大阪大学・蛋白質研究所・大学院学生 

大阪大学・蛋白質研究所・大学院学生 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

所属機関・職・氏名 エトヴェシュ・ローランド大学(Eotvos Lorand University)・准教授・Kardos, Jozsef 

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏   名 所属・職名 

＊Kellermayer, Miklos 

＊Perczel, Andras 

＊Vonderviszt, Ferenc 

＊Martinek, Tamás  

 

Micsonai, Andras  

Bulyaki, Eva  

Kernya, Linda  

Semmelweis University Budapest, Professor 

Eotvos Lorand University, Professor 

University of Pannonia, Professor 

University of Szeged, Institute of Pharmaceutical Analysis, 

Professor 

Eotvos Lorand University, Researcher 

Eotvos Lorand University, Dr course student 

Eotvos Lorand University, Dr course student 

 

(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） 

Vittorio Bellotti 

Gennaro Esposito 

John A. Carver 

Damien Hall 

Wojciech Dzwolak 

Univ. of London, UK, Univ. of Pavia, Italy・Professor(Italy) 

New York Univ., Abu Dhabi, Univ. of Udine, Professor (Italy) 

The Australian Natl. Univ., Professor(Australia) 

The Australian Natl. Univ.,Associate Professor (Australia) 

Univ. of Warsaw, Professor (Poland) 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

【セミナーの目的】 

蛋白質の異常凝集とは、本来の機能構造とは異なる相互作用によって蛋白質が集合し、凝集する

現象である。異常凝集はしばしば疾患の根本的な原因となり、生命に極めて深刻な影響を及ぼす。

しかし、「蛋白質はなぜ異常凝集するか」という素朴な疑問に対する物理化学的で明解な説明はつ

いていない。 

代表者とハンガリー側代表者 Kardos, Jozsef 氏は、2001 年以来、共同研究を継続して行ってき

た。2012－13年度は、ハンガリーとの二国間共同研究「蛋白質異常凝集とアミロイド形成の機構解

明」を実施して成果をあげている。ハンガリーにおいては、ハンガリー側代表者 Kardos 氏をはじ

め、関連分野において活発な研究を展開している。両国の代表者の共同研究実績に基づき、ハンガ

リーと日本の研究者が、蛋白質の異常凝集に焦点を当てたセミナー「蛋白質異常凝集の原理と制御」

を実施し、両国間の研究交流と研究の一層の発展を目指す。 

 

【実施状況】 

本セミナー「蛋白質の異常凝集の原理と制御(Mechanism and regulation of aberrant protein 

aggregation)」は、平成２６年１１月１７日から１１月２１日の５日間で実施した。 

１日目(１１月１７日)：白鷹禄水苑（西宮市）において開会した。基調講演を日本とハンガリーの

代表者が行うと共に、セミナー参加者が研究紹介を行った。 

２日目-４日目（１８-２０日）：大阪大学蛋白質研究所において、セミナーを開催した。主なテー

マは、「分子シャペロンの役割」、「凝集の分子機構」、「凝集の伝播」、「分析手法」などであった。 

５日目（２１日）：午前、「蛋白質異常凝集の原理と制御の将来展望」に関するラウンドテーブルデ

ィスカッションを実施した。午後、エクスカーション（奈良公園）を実施し、現地で閉会した。 

なお、１１月１５，１６日には、両国代表者、Tamas  Martinek (University of Szeged)、茶谷絵理

（神戸大学）、Young-Ho Lee（大阪大学）が会合し、セミナー内容の確認、セミナー終了後の二国

間の共同研究や研究交流の発展を目指すための研究打合せを行った。 
 

【参加者】 

・振興会により経費を負担された国内からのセミナー参加者は、代表者を除き２０名であった。 

・振興会により経費を負担されたハンガリーからのセミナー参加者は、代表者を除き４名であった。 

・日本または相手国以外の国の参加者は５名であった。 

・国内の一般参加者は、大学を中心に合計４６名であった。 

 

【成果】 

本セミナーでは蛋白質の異常凝集と関連する研究課題に焦点を当てた。具体的には、アルツハイ

マー病などのアミロイドーシスに関わるアミロイド線維、機能性アミロイドやアクチンなどの機能

性蛋白質重合、白内障などの疾患に関わる不定形凝集、天然変性蛋白質、分子シャペロンなどを対

象とした。実験的研究と共に理論的研究についても議論することにより、これらの形成機構の原理、

病気や生物機能における役割などに関する広い話題について討論した。これにより、学術研究の進

展に貢献することができた。 

本セミナーには、代表者を含め日本側２１名とハンガリー側５名の招へい研究者に加え、ハンガ

リーの大学院学生２名、若手研究員１名、また、日本側からは多くに大学院生や若手研究者が参加

した。さらにイタリア２名、オーストラリア２名、ポーランド１名の研究者が参加して、国際的な

セミナーとなった。これにより、両国の若手研究者の育成に貢献する活発なセミナーとなった。セ

ミナー期間中の研究交流や、最終日のエクスカーションを通じて、親密な交流を行うことができた。 

さらに、事前の打合せやセミナー期間中の研究交流を通じて、いくつかの共同研究が計画されて

おり、今後の発展が期待される。以上、両国の研究活性化と若手育成に貢献する成果を達成するこ

とができた。 

なお、冊子「平成 26 年度二国間交流事業ハンガリーとのセミナーの実施状況と今後の展開」を

作成し、関係者に配布する予定である。 


