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(様式４) 

１． 基本データ  

【事業名称】 

事業名（和文は４０字以内。） 

（和文）アジア・ヨーロッパ国際連携による環境生命工学若手研究者育成プログラム 

 

（英文）Asia-Europe International Training Program for Young Investigators in Eco-Bio Technology

 

 

【申請大学】 

大学名（和文） 東京工業大学                       

 

      (英文)  

Tokyo Institute of Technology 

 

大学長氏名 

伊賀 健一 

 

 

【申請専攻等】（申請大学内の研究科、附置研、研究センター、国際交流担当課等） 

大 学 名（和文）  

東京工業大学 

 

  

（英文）  

Tokyo Institute of Technology 

 

  

専攻等名（和文）  

生命理工学研究科 

 

 

(英文)  

Graduate School of Bioscience and Biotechnology 

 

  

【申請大学内のその他の専攻等】（該当がある場合のみ記述してください。専攻等が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

分子生命科学専攻 

 

 

(英文)  

Department of Life Science 

 

  

専攻等名（和文） 

                 生体システム専攻 

(英文) 

        Department of Biological Sciences 

 

 

 

専攻等名（和文） 

        生命情報専攻 

 

 

 

(英文) 

        Department of Biological Information 
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専攻等名（和文） 

        生物プロセス専攻 

 

 

 

(英文) 

        Department of Bioengineering 

 

 

 

 

専攻等名（和文） 

        生体分子機能工学専攻 

 

 

 

(英文) 

        Department of Biomolecular Engineering 

 

 

 

 

【申請大学以外の協力機関】（該当がある場合のみ記述してください。機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

機関名 （和文）                            

 

 

（英文） 

 

 

 

専攻等名（和文）  

 

 

  

(英文)  

 

 

 

【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

機関名 （和文）  

インペリアル・カレッジ・ロンドン                           

 

 

（英文） 

 

Imperial College London 

 

専攻等名（和文）  

工学部、自然科学部 

 

  

(英文)  

Faculty of Engineering, Faculty of Natural Sciences 

 

 

専攻等名（和文）  

技術科学部、自然科学・数学部 

 

  

(英文)  

Faculty of Engineering Sciences, Faculty of Natural Sciences and Mathematics 

 

機関名 （和文）  

スイス連邦工科大学                           

 

 

（英文） 

 

Swiss Federal Institute of Technology 
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機関名 （和文）  

ハイデルベルク大学/ドイツ癌研究センター                         

 

 

（英文） 

 

University of Heidelberg/German Cancer Research Center 

 

専攻等名（和文）  

医学部、生命科学部 

 

  

(英文)  

Medical Faculty, Faculty of Bio Sciences 

 

 

専攻等名（和文）  

化学工程系・生物科学系 

 

  

(英文)  

Department of Chemical Engineering and Department of Biological Sciences and Biotechnology

 

機関名 （和文）  

清華大学                           

 

 

（英文） 

 

Tsinghua University 
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２．事業実施期間を通じた事業の目標と、そのうちの平成２０年度の事業目標達成状況 

 

21 世紀の社会では地球温暖化、エネルギー枯渇、人口過剰増加等の地球規模の問題が生じ、地球上の

有限な生物資源の効率的利用や再資源化、人類が暮らす環境変化の迅速かつ継続的な計測やそれらが人

体に及ぼす影響の解析・評価等の人類を中心とした生命に関わる科学技術開発が焦眉の急である。特に、

今後近々に急激な人口増加が予想されるユーラシア地域においては最重要科学技術となっている。 

一方、東京工業大学大学院生命理工学研究科では、分子生命科学専攻、生体システム専攻、生命情報専

攻、生物プロセス専攻、生体分子機能工学専攻の 5 専攻が一致団結して、理工融合による生命科学と工

学に関する教育研究を実施してきた。特に生物プロセス専攻と生体分子機能工学専攻を中心に環境・エ

ネルギー問題を解決するための研究開発や人材育成に注力してきている。 

そこで本事業では、東京工業大学生命理工学研究科が、(1) 生命を扱う中心的な学術分野である生物

学、医学、薬学、農学と (2) 技術開発の中心学術分野である化学・工学を有機的に融合させ、新たに「環

境生命工学分野」を創出し、環境先進国であるヨーロッパの 3 ヶ国の主要大学等と近年の技術発展が目

覚しい中国のトップ大学と強く連携して研究開発を行い、それを通して国際的に活躍できる新技術開発

分野の人材の育成を行なう。より具体的には、「環境生命工学分野」の中心となる未利用生物資源の効率

的再資源化技術、高感度環境計測、環境が及ぼす生命への影響の迅速解析技術の 3 分野の研究開発を行

うユーラシア地域を中心にした教育研究拠点を形成し、東京工業大学生命理工学研究科の若手研究者や

大学院生が海外のパートナー機関で長期研究活動を行うとともに、海外パートナー機関の若手研究者や

学生も東京工業大学で研究活動を行い、当該研究開発分野での教育研究や双方研究開発コミュニケーシ

ョンを推進する。さらにシンポジウム等による海外パートナー機関との共同企画も行い、先ず海外パー

トナー機関との間で「環境生命工学」分野の強力なネットワークを形成し、次いで海外パートナー機関

のある地域の著名な大学、そして世界各国のトップクラスの大学等にも門戸を開いたグローバルネット

ワークの形成を目指す。このネットワークの中心が東京工業大学生命理工学研究科となり、世界有数の

「環境生命工学」の教育研究拠点を構築することを最終目標としている。そして、当該分野の研究開発

を行おうとするヨーロッパやアジア諸国の優秀な若手研究者、そして世界各国の優秀な若手研究者が東

京工業大学や海外パートナー機関に集い、地球規模の環境問題を解決するための最先端のバイオ技術開

発を先導し、推進することを目指している。 

本事業の初年度にあたる平成 20年度の事業目標達成状況としては、既に大学間学術交流協定あるいは

部局間学術交流協定を締結済みであるインペリアル・カレッジ・ロンドン、スイス連邦工科大学チュー

リッヒ校、清華大学に加えて、平成 20年 6月にドイツのドイツ癌研究センターとの部局間学術交流協定

の締結を行った。またハイデルベルク大学との学術交流協定の準備も順調に進み、平成 21 年度秋にドイ

ツで開催する予定の共同企画で渡航する際に部局間学術交流協定を締結することとなっている。さらに、

スイス連邦工科大学ローザンヌ校との部局間交流協定の準備も進めた。このように制度面で「環境生命

工学」のネットワーク形成に不可欠な海外パートナー機関との学術交流協定締結を着々と進めている。

また以下は各海外パートナー機関と平成 20年度活動状況であり、本事業の目標達成へ向けて積極的な

学術交流が順調に進んでいる。 

インペリアル・カレッジ・ロンドンとは、平成 20年 4 月にロンドンにて合同シンポジウム（HITS2008）

を、平成 21年 2月に横浜にて合同シンポジウム(HITS2009)を開催し、活発な両大学の研究者交流を行い、

これらのシンポジウムにおいて、幾つかの新たな共同研究が計画された。また本学博士課程院生を 1 人

3 ヶ月間派遣して共同研究を発展させた。そして博士課程院生の帰国後報告会を行い、総合評価の結果

インターンシップ科目として単位を認定した。 

スイス連邦工科大学チューリッヒ校とは、本プログラム派遣者の教育研究設備（実験室等）利用許可に

関する覚書を締結するとともに、ポスドク 1人を 6 か月間、博士課程院生１人を 3か月間派遣し、研究

活動を行わせた。両大学間の交流はさらに深まっている。一方で、ローザンヌ校にも担当教員を派遣し、

ローザンヌ校との部局間交流協定締結に向けての打ち合わせを行った。 

ハイデルベルク大学/ドイツ癌研究センターでは、数回担当教職員を派遣して交流協定締結や平成 21 年

度の合同シンポジウムの準備を行うとともに助教 1人を 3 か月間派遣した。海外パートナー機関からも

2回訪問があり、様々な双方向交流事業計画を議論している。新たな共同研究も始まっている。 

清華大学とは、平成 20年 4月に双方研究者を中心として合同シンポジウム(ISABES)、平成 21 年 3月に

双方大学院生主催の研究交流会(IGS3BS)を行うとともに、修士課程院生1人を1 年 1か月間派遣した（現

在も派遣中）。清華大学からも新たに修士課程院生 4人が留学しており、複数の共同研究が進んでいる。

さらに数名の担当教員を派遣して今後の新たな学術交流を計画するための議論を行った。 
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３．平成２０年度年度事業実施概要 

 

平成 20 年度は、「環境生命工学」という新融合研究開発分野をアジア・ヨーロッパ地域で浸透させる

べく、ヨーロッパ地域でのシンポジウム開催や海外パートナー機関との３つの研究領域（未利用生物資

源の効率的再資源化技術、高感度環境計測、環境が及ぼす生命への影響の迅速解析技術）の共同研究を

行うための環境整備を行い、大学院生や若手研究者を派遣して当該分野の共同研究開発を本格的に開始

することを目標として以下の取組みを実施した。 

(1) 東京工業大学においては、本事業を着実に遂行するために学内に本事業に関わる企画・立案・広

報等を行う運営委員会を設け、本委員会を定期的に開催することとした。また担当職員を中心に本事業

のホームページを東京工業大学生命理工のホームページ内に構築した。若手研究者教育グループと評価

担当グループを設け、若手研究者教育グループ会合にて若手研究者の海外派遣選定基準や方法等の議論

を行った上で設定した。そして平成 21年度の海外派遣候補者の募集や面接（発表会）等の評価を行い、

次年度候補者を評価担当グループとともにほぼ決定した。一方、評価担当グループ会合では、東工大か

らの渡航者に対して帰国後の評価方法等を決定し、2 月末までに帰国した渡航者に対して研究科報告会

を開催し、技術・能力の向上や共同研究の進捗状況の厳密な評価を行った。 

(2) 環境生命工学の一研究領域である高感度環境計測を含めたバイオ計測に関わる日英韓国際シンポ

ジウムを平成 20年 4月にロンドンのインペリアル・カレッジにて開催した。このシンポジウムはインペ

リアル・カレッジ（英国）、東京工業大学（日本）が中心となり、漢陽大学（韓国）が加わって共同開催

した。本シンポジウムに東京工業大学から７名を派遣し、各自の高感度環境計測研究領域の研究テーマ

等を発表するとともに、インペリアル・カレッジの関係者と別途会合を開催し、当該領域におけるイン

ペリアル・カレッジとの学術交流や共同研究の進展、双方向若手研究者派遣の詳細などについて協議し

た。その協議を踏まえ、東京工業大学の修士・博士一貫課程院生 1 名を派遣し、インペリアル・カレッ

ジでの共同研究を遂行させるとともに、インペリアル・カレッジの若手研究者を積極的に受け入れる体

制を整えた。そして修士・博士一貫課程院生がロンドン滞在中に、東京工業大学の教員 1 名がメンター

としてインペリアル・カレッジを訪れるとともに、今後の本事業遂行のための協議を行った。 

(3) スイス連邦工科大学には、東京工業大学生命理工との間で進行中の高感度環境計測に関わる共同

研究の積極的推進を図るため、平成 20年度に修士・博士一貫課程院生とポスドクを 1名ずつ派遣し、そ

の共同研究を遂行させるとともに、スイス連邦工科大学の若手研究者を積極的に受け入れる体制を整え

た。そして院生およびポスドクがチューリッヒ滞在中に、東京工業大学の教員 1 名がメンターとしてス

イス連邦工科大学を訪れた。また東京工業大学担当教員がスイス連邦工科大学チューリッヒ校に出向き、

本事業の詳細な説明や本事業遂行のために、高感度環境計測の研究領域推進に向けての双方向若手研究

者派遣や共同研究の益々の推進について協議を行なうともに、ローザンヌ校との交流協定締結に向けて

の協議のため、担当教員 1名を派遣した。 

(4) 東京工業大学生命理工とドイツ癌研究センター間で部局間学術交流協定を締結した。このために

平成 20年 6月に担当教員 2名、担当職員 1名をドイツ癌研究センターに派遣し、最終的な締結作業を行

うとともに、今後の環境生命工学分野の環境が及ぼす生命への影響の迅速解析技術領域の共同研究や双

方向若手研究者交流を推進するための方策を協議した。また同時に、ハイデルベルク大学も訪問し、ハ

イデルベルク大学との部局間交流協定締結に向けた協議を行なった。ドイツ癌研究センターとの共同研

究を開始するため、助教 1 名を派遣し、本学技術との融合を図るとともに、ハイデルベルク大学の若手

研究者を積極的に受け入れる体制を整えた。助教がドイツ癌研究センター滞在中に、東京工業大学担当

教員 1 名がメンターとしてハイデルベルクを訪れるとともに、本事業の詳細な説明や本事業遂行のため

の双方向若手研究者派遣や共同研究の益々の推進について話し合った。 

（5) The 2nd International Symposium on Advanced Biological Engineering and Science (ISABES)

を東京工業大学生命理工と中国・清華大学バイオ系が主催し、平成 20 年４月に北京で開催した。これに

際し、東京工業大学ならびに清華大学の多数の教員や大学院生を参加させて、環境生命工学に関わる共

同研究や学術交流のより一層の活性化を図るとともに、清華大学の関係者と本事業推進のための方策を

協議した。また東工大－清華大大学院合同プログラムの優秀な修士課程院生 1名を本事業により派遣し、

未利用生物資源の効率的再資源化技術の習得や双方の修士学位取得を促すとともに、清華大学修士課程

院生 4 名、博士課程学生 1名を受け入れた。そして、修士課程院生が北京滞在期間は定期的（約 3ヶ月

に一度）に、東京工業大学担当教員 1 名がメンターとして清華大を訪れるとともに、今後の本事業遂行

のための協議を行った。 
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４．平成２０年度の具体的成果 

４－１．若手研究者育成に対する組織的取り組み状況 

・ 東京工業大学生命理工学研究科において、本事業を着実に遂行するために研究科内に本事業に関わ

る企画・立案・広報等を行う生命理工 ITP 運営委員会を設けた。今後、本委員会を少なくとも月 1

回開催することとした。 

・ 東京工業大学生命理工学研究科のホームページ内に本事業のホームページを構築し、JSPS のホーム

ページとリンクさせた。 

・ 生命理工 ITP 運営委員会内に若手研究者教育グループと派遣評価担当グループを設けた。そして、

若手研究者教育グループ会合で平成 21 年度以降の若手研究者の海外派遣選定基準や方法を決定し

た。また、派遣評価担当グループ会合にて渡航者の帰国後の評価方法を決定した。 

・ 若手研究者教育グループは平成 21 年度の海外派遣候補者の募集を行い、応募者全員の面接（発表会）

評価を行って、最終的には評価担当グループとともに次年度派遣する若手研究者の決定を行なった。

・ 派遣評価担当グループでは、平成 20年度渡航者のうち、平成 20年 12 月までに帰国した者に対して

の派遣研究活動報告会を開催した。他の若手研究者への波及効果も考慮し、本報告会は学内公開で

行なった。報告会後の面接等で当該若手研究者の技術・能力の向上や共同研究の進捗状況の厳密な

評価を行った。 

・ 派遣評価担当グループでの評価結果を踏まえ、生命理工 ITP 運営委員会にて次年度以降の改善点を

協議した。 

・ 派遣した若手研究者の海外滞在中は、必ず 1 名以上の本事業担当教員を派遣してメンターとして、

研究助言、生活相談等を行い、若手研究者の研究進展を支援した。 

・ 生命理工 ITP 運営委員会では、各メンターからの報告書をもとに、各若手研究者の研究状況の共有

化、問題点に対する今後の対策等を協議し、若手研究者の研究状況の改善指導を行なった。 

 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

〈インペリアル・カレッジ・ロンドン〉 

 インペリアル・カレッジ・ロンドンとは既に部局間学術交流協定を締結している。本事業を進めるに

あたり、若手研究者のインペリアル・カレッジ・ロンドン内でのポジションや滞在期間のベンチフィー、

共同研究推進方法等を詳細に検討するため、平成 20 年 4 月にインペリアル・カレッジ・ロンドンを訪

問し、生命工学科ならびに生命医工学科のディレクター等と議論し、若手研究者交流に関する覚書を締

結した。 

〈スイス連邦工科大学〉 

スイス連邦工科大学のチューリッヒ校とは既に大学間学術交流協定を締結している。それに加え、イン

ペリアル・カレッジ・ロンドンと同様に、若手研究者のスイス連邦工科大学内でのポジションや滞在期

間のベンチフィー、共同研究推進方法等を検討するため、平成 20 年 6 月にスイス連邦工科大学チュー

リッヒ校を訪問し、化学科や材料科学科のディレクター等と議論し、若手研究者交流に関する覚書を締

結した。ローザンヌ校も訪問し、次年度以降の学術交流協定締結に向けての議論を開始した。 

〈ハイデルベルク大学/ドイツ癌研究センター〉 

平成 20 年 6 月にドイツを訪問し、ドイツ癌研究センターとの部局間学術交流協定の締結を行った。同

時に、ハイデルベルク大学生化学センター等のディレクターと協議し、今後の部局間学術交流協定の締

結の準備を行なった。 

〈清華大学〉 

清華大学とは既に大学間学術交流協定を締結している。本事業に関わる共同研究、研究者交流を進める

ため、平成 21 年 3 月に北京を訪問し、次年度以降の共同研究を開始するための研究者交流会の日程等

を協議した。 
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４－３．学術面の成果及び成果の発表状況 

（本事業の一環として発表したもの、又は発表予定のものを記入してください。なお、印刷物がある場合

は一部添付してください。） 

〈インペリアル・カレッジ・ロンドン〉高感度環境計測 

１）「RNA アプタマーを用いたリン酸化タンパク質の検出」國井宇雄 

タンパク質中のチロシン残基のリン酸化は細胞の分化、増殖、接着、免疫反応などの多細胞生物にお

ける生物学的に重要なシグナル伝達に関与するため、リン酸化チロシンに対するプローブの開発が望ま

れている。派遣先研究室では、このプローブの候補となるリン酸化チロシンを含むペプチドに対する RNA

アプタマーを進化分子工学的手法によって取得した。そして RNA アプタマーが実際に生細胞中で発現し

ているチロシン・リン酸化タンパク質と結合し、ウエスタンブロッティングによって HeLa 細胞中のリン

酸化タンパク質を検出できることが確認された。すなわち同様の手順により、リン酸化チロシン RNA ア

プタマーのリン酸化タンパク質に対する結合能の評価が可能であることが明らかになった。この手法に

よりチロシン・リン酸化を介した新しい生体内シグナルネットワークの発見や、それらを標的とした新

薬の創出が期待できる。 

〈スイス連邦工科大学〉高感度環境計測 

１）「ヒドラジン結合を用いたポリマー酵素複合体の調整」眞中雄一 

派遣先研究室では、高感度計測機器の新規機能性バイオ材料として、ヒドラジン結合によるポリマー

－酵素質複合体を作成した。ポリマー部位としてpoly-D-lysineを用い、酵素部位としてα－キモトリプ

シンを用いた。この複合体は複合体の修飾率を定量的に評価することが可能である。また複合体調整後

もα- キモトリプシンの活性が低下することなく、活性を維持した複合体が調整できたことを確認した。

今後この複合体をリポソームシステムやバイオセンサー等に応用利用し、有用性を評価する予定である。

２）「コリスム酸ムターゼからイソコリスム酸ピルビン酸リアーゼへの機能改変」大倉裕道 

派遣先研究室では、Rational designを用い、構造安定性の異なる複数のコリスム酸ムターゼに対し酵

素活性部位周辺残基等の置換を試みた。この結果、安定な構造をもつコリスム酸ムターゼほど、変異導

入後も安定に構造を保持し、それらはほぼ等しいピルビン酸リアーゼ活性を示した。構造安定性の程度

に対応して活性が向上するような挙動は見られず、今後、高感度計測技術構築に向け、Directed 

evolution等の手法を各スキャッフォードに対して適応し、高いピルビン酸リアーゼ活性獲得に必要な要

因の解明に向けた展開が期待される。 

〈ハイデルベルク大学/ドイツ癌研究センター〉環境が及ぼす生命への影響の迅速解析技術 

１）「ヒト ABC トランスポーターABCB1 と相互作用する植物由来天然物化合物の探索」中川大 

派遣先研究室では、フローサイトメトリーを用いた実験手法を習得することにより、南米産植物由来

の化合物がヒト癌細胞の主要抗癌剤排出ポンプである ABC トランスポーターABCB1 と相互作用して、そ

の活性を阻害することを見出しました。このことは人類に影響を及ぼす天然物を探索し、未開発資源を

保護すると同時に応用するという研究に結び付き、将来の環境生命工学という学術分野の一領域の創成

に寄与すると考えられた。 

〈清華大学〉未利用生物資源の効率的再資源化技術 

１）「Entrobacter aerogenes の細胞外 NADH 酸化還元の機構解明」廣瀬葉 

 派遣先研究室では、生物を利用した水素生成に必要な基礎技術を構築するため、微生物 E. aerogenes
が細胞外で有する NADH dehydrogenase 活性を測定し、その酵素の分泌メカニズムを明らかにするという

テーマで清華大学修士論文研究を行っている。これまでに E. aerogenes の細胞外 NADH dehydrogenase

活性測定には成功しており、現在本酵素分泌に関わる酵素遺伝子群を特定し、それらを破壊するための

DNA 断片を構築中である。本研究は平成 21年 9月まで継続する。 

 

４－４．今後の課題・問題点 

・ 東工大と各海外パートナー機関の間の共同研究の増強（線から面へ） 

平成 21 年 3 月時点での海外パートナー機関との共同研究は、それぞれ 1－3 件程度であるため、

今後組織的な連携を行なう上では、双方間での共同研究件数をさらに増強する必要がある。 

・ 海外パートナー機関からの派遣の推進・増強 

  海外パートナー機関からの派遣がまだ少ないため、双方向での研究交流とすべく次年度以降にその

対策を検討する必要がある。 

・ ハイデルベルグ大学およびスイス連邦工科大学ローザンヌ校等との部局間交流協定の締結 

双方向の学術交流、研究者交流を活発化するためには、制度面で部局間交流協定等が必要と考えら

れるため、まだ締結に至っていない機関・部署との協定締結が急務である。 
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５．若手研究者の派遣実績 

 

 

派遣先機関 

 

派遣期間 

 

派遣者所属・職名等 

ハイデルベルグ大学/

ドイツ癌センター 

（独国・ハイデルベル

グ市） 

2008/7/17～2008/10/13 

  (89 日間) 

 

東京工業大学 

大学院生命理工学研究科 

生体分子機能工学専攻 

助教 

インペリアル・カレッ

ジ・ロンドン 

（英国・ロンドン市） 

2008/8/12～2008/11/15 

  (96 日間) 

東京工業大学 

大学院生命理工学研究科 

生命情報専攻 

修士・博士一貫課程 

大学院 2年生 

スイス連邦工科大学 

（スイス・チューリッ

ヒ市） 

2008/9/30～2009/3/26 

  (178 日間) 

 

東京工業大学 

大学院生命理工学研究科 

生体分子機能工学専攻 

ポスドク 

 

スイス連邦工科大学 

（スイス・チューリッ

ヒ市） 

2009/1/3～2009/3/30 

  （87 日間） 

東京工業大学 

大学院生命理工学研究科 

生物プロセス専攻 

修士・博士一貫課程 

大学院 2年生 

清華大学化学工学系 

（中国・北京市） 

2008/8/25～2009/3/31 

（～2009/9/18） 

  （219 日間（390 日間））

東京工業大学 

大学院生命理工学研究科 

生物プロセス専攻 

東工大－清華大大学院プログ

ラム修士課程 

大学院 1年生 
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６．担当教職員研究者の出張実績 

 

 

出張先機関 

 

出張期間 

 

出張者所属・職名等 

スイス連邦工科大学 

ドイツ癌研究センター/

ハイデルベルグ大学 

2008/6/18～ 

2008/6/21 

（4 日間） 

東京工業大学 

大学院生命理工学研究科 

分子生命科学専攻 

准教授 

スイス連邦工科大学 

ドイツ癌研究センター/

ハイデルベルグ大学 

2008/6/19～ 

2008/6/22 

（4 日間） 

東京工業大学 

国際室 

国際連携コーディネーター 

ドイツ癌研究センター/

ハイデルベルグ大学 

2008/6/19～ 

2008/6/22 

（4 日間） 

東京工業大学 

大学院生命理工学研究科 

生体分子機能工学専攻 

教授 

スイス連邦工科大学 

 

2008/9/9～

2008/9/14 

 (6 日間) 

東京工業大学 

大学院生命理工学研究科 

生物プロセス専攻 

教授 

清華大学 

 

2008/9/22～

2008/9/24 

 (3 日間) 

東京工業大学 

大学院生命理工学研究科 

生命情報専攻 

准教授 

ドイツ癌研究センター/

ハイデルベルグ大学 

2008/9/25～

2008/10/2 

 (8 日間) 

東京工業大学 

バイオ研究基盤支援総合センター 

講師 

インペリアル・カレッ

ジ・ロンドン 

 

2008/10/25～

2008/10/28 

（4 日間） 

東京工業大学 

大学院生命理工学研究科 

生命情報専攻 

准教授 

清華大学 

 

2008/12/18～ 

2008/12/21 

（4 日間） 

東京工業大学 

大学院生命理工学研究科 

分子生命科学専攻 

准教授 

ドイツ癌研究センター/

ハイデルベルグ大学 

2009/1/3～ 

2009/1/10 

（8 日間） 

東京工業大学 

大学院生命理工学研究科 

生体分子機能工学専攻 

教授 

ドイツ癌研究センター/

ハイデルベルグ大学 

2009/1/24～

2009/1/28 

 (5 日間) 

東京工業大学 

大学院生命理工学研究科 

バイオ研究基盤支援総合センター 

講師 

スイス連邦工科大学 

 

2009/3/15～

2009/3/24 

 (10 日間) 

東京工業大学 

大学院生命理工学研究科 

生体分子機能工学専攻 

教授 

清華大学 

 

2009/3/20～ 

2009/3/23 

（4 日間） 

東京工業大学 

大学院生命理工学研究科 

生物プロセス専攻 

教授 
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清華大学 

 

2009/3/21～ 

2009/3/24 

（4 日間） 

東京工業大学 

大学院生命理工学研究科 

分子生命科学専攻 

准教授 

スイス連邦工科大学 

 

2009/3/21～

2009/3/24 

 (4 日間) 

東京工業大学 

バイオ研究基盤支援総合センター 

講師 
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７．共同企画実施状況 

 

企 画 名 

HITS Biotechnology Symposium (HITS2008) 

（インペリアル・カレッジ―東工大エコバイオテクノロジーシンポジウム）

開 催 期 間 平成 20年 4月 21 日 ～ 平成 20 年 4 月 22 日（2日間） 

開 催 地 ロンドン インペリアル・カレッジ・ロンドン 

日

本

側

責

任

者

氏 名 

①三原久和  

②小畠英理 

所属機関・職名 

①東京工業大学大学院生命理工学研究科・教授 

②東京工業大学大学院生命理工学研究科・准教授 

（
※
日
本
以
外
で

 

開
催
の
場
合
）

開

催

責

任

者

氏 名 

（ 英 文 ） 
Tony Cass 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
Imperial College London・Professor 

概要及び成果 

【概要】 

インペリアル・カレッジ・ロンドンと東工大との研究者の交流を促進し、主としてバイオ計測など高

度環境計測技術を用いたエコバイオテクノロジーを推進するため、シンポジウムを開催した。またイン

ペリアル・カレッジ・ロンドンと東工大との学術交流や共同研究の進展、双方向若手研究者派遣、本プ

ログラムの今後の方向性などについて、インペリアル・カレッジ教員と、東工大教員、および橋田国際

連携コーディネーターが議論した。 

 

三原、小畠、湯浅、梶原、森、相澤：シンポジウムの開催・運営 

梶原、三原、小畠、橋田：ＩＴＰプログラムに関する議論 

 

【成果】 

英国インペリアル・カレッジ・ロンドンから 7名、韓国漢陽大学から 6名、静岡がんセンターから 1

名、東工大から 6名の合計 19名のバイオ計測によるエコバイオテクノロジーに関する講演を行った（講

演者と合わせて参加者数は合計 21 名）。各機関における本分野の研究を理解することができ、今後の共

同研究を進める上で非常に有意義であった。また各国での科学技術の発展と今後の共同研究および若手

育成の在り方について討論し、今後より密接に共同研究を進め、共同研究を軸にして、両機関の学生、

ポスドク、助教等、若手研究者が相互に交流できる体制を整える方向で推進することを確認した。 

 同シンポジウムは、ITP 取組開始前の 2006 年から開催している。さらにインペリアル・カレッジ・

ロンドンとは 2003 年から毎年本学生命理工学研究科バイオ計測研究グループとの共同討論会、大学院

学生の双方向交流の実績を有している。 

 

 英国インペリアル・カレッジ・ロンドン講演者・参加者氏名： 

Tony Cass（英国側責任者）、 Martyn G. Boutelle、Dany O’Hare、Joshua B. Edel、 Tim Albrecht、

Shelly Gulati、Stuart Hassard  各教授 

 

 

＊その他、参加者リスト（様式は任意。本会経費負担者には印を付けること）、日程等、セミナー関連資料

があれば添付すること 
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企 画 名 

International Workshop HITS 2009: Frontiers of Biomeasurement 

and Biotechnology toward Biomedical Engineering 

（インペリアル・カレッジ－東工大エコバイオテクノロジーシンポジウム）

開 催 期 間 平成 21年 2月 5日 ～ 平成 21 年 2月 6日（2日間） 

開 催 地 東京工業大学すずかけ台キャンパス 

日
本
側
責
任
者

氏 名 
①三原久和  

②小畠英理 

所属機関・職名 
①東京工業大学大学院生命理工学研究科・教授 

②東京工業大学大学院生命理工学研究科・准教授 

（
※
日
本
以
外
で

 

開
催
の
場
合
）

開

催

責

任

者

氏 名 

（ 英 文 ） 
 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
 

概要及び成果 

【概要】 

 インペリアル・カレッジ・ロンドンと東工大との博士学生やポスドク、助教レベルの若手研究者の

交流を促進し、主として、バイオ計測など高度環境計測技術を用いたエコバイオテクノロジーを推進

する。 

 

【成果】 

英国インペリアル・カレッジ・ロンドンから 5名、韓国漢陽大学から 6名、米国ノースイースタン

大学から 1 名、国内大学・研究機関から 4 名、東工大から 4 名の合計 20 名のバイオ計測によるエコ

バイオテクノロジーに関する講演を行った（講演者と合わせて参加者数は合計107名）。平成20（2008）

年 4月のインペリアル・カレッジ・ロンドンでの同シンポジウムに引き続き、各国での科学技術の発

展と今後の共同研究および若手育成の在り方について討論し、今後より密接に共同実施し、成果を上

げることが確認された。 

 今回の 2009 年のシンポジウムでは、上記講演者を含め本学教員 13 名、大学院学生 51 名等の合計

約 70 名の本学関係者の参加を得て開催し、ITP 委員以外の教員や若手研究者・大学院学生への本プ

ログラムの理解と積極的参加の増進にも十分な成果を得ることができた。 

 英国インペリアル・カレッジ・ロンドン講演者・参加者氏名： 

Tony Cass（英国側責任者）、  Dany O’Hare 、Andrew de Mello 、 Joshua B. Edel、 Tim Albrecht

各教授 

 

 

 

 

 

 

＊その他、参加者リスト（様式は任意。本会経費負担者には印を付けること）、日程等、セミナー関連資料

があれば添付すること 
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企 画 名 

Pharmacogenomics Symposium 

（ファーマコゲノミクス・シンポジウム） 

開 催 期 間 平成 21年 3月 17 日 ～ 平成 21 年 3 月 18 日（2日間） 

開 催 地 東京工業大学・すずかけ台キャンパス 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 石川智久 

所属機関・職名 東京工業大学大学院生命理工学研究科・教授 

（
※
日
本
以
外
で

 

開
催
の
場
合
）

開

催

責

任

者

氏 名 

（ 英 文 ） 
 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
 

概要及び成果 

【概要】） 

大学院生命理工学研究科と協定を締結したドイツ癌研究センターから、Dr. Dietrich Keppler 教授

を招待し、国際若手トレーニングプログラムにおいて共同研究体制の強化について話し合った。さらに、

ドイツ学術交流会(DAAD)東京事務所の Dr. Irene Jansen 所長も招待し、生命理工研究科長ほか本研究

科国際トレーニングプログラム担当者との意見交換をおこなった。 

シンポジウムでは、Dr. Irene Jansen 所長が開会の挨拶をのべ、日独交流強化の重要性を説明した。

それに引き続いて、Dr.Dietrich Keppler 教授が基調講演を行った。シンポジウムの趣旨は以下のとお

り：疾患リスクや薬剤応答性に関連する遺伝子を解明し、患者の遺伝子の塩基配列を比較することによ

り、現実に「個の医療」に応用することは極めて重要である。ファーマコゲノミクスは、薬剤応答性に

おける個人差を研究する分野である。薬剤応答性に関連する遺伝子多型の知見が迅速に蓄積してきてい

る。本シンポジウムでは、来たるべき「個の医療」の実現に向けて現在わが国における課題を列挙し、

その解決方法を話し合った。 

 

【成果】 

Dr. Dietrich Keppler 教授、 Dr. Irene Jansen 所長、生命理工研究科長、本研究科国際トレーニング

プログラム担当者が一堂に会う機会が設定されて、日独交流強化に向けた率直な意見交換ができた。そ

して国際トレーニングプログラム（ITP）の今後の発展について議論ができた。さらに、昨年度、本研

究科国際トレーニングプログラムにおいてドイツ癌研究センター・ハイデルベルグ大学で共同研究をお

こなった中川大・助教と Dr.Dietrich Keppler 教授が会合をもち、さらなる共同研究計画の打ち合わ

せができた。 

シンポジウムには１００人以上の参加者（そのうち７０名以上が学外の研究者および企業関係者）が

あり、活発な議論が繰り広げられた。パネル討論には、経済産業省・倉田生物化学産業課長および特許

庁・齊藤氏、理化学研究所・林崎オミックス研究領域長らが参加した。 
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