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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。） 

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。） 

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）                            

 

 

（英文） 

 

 

 

機関名 （和文）  

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

 

 

（英文） 

 

Imperial College London 

 

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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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）  

生物学科 

 

  

(英文)  

Department of Biology 

 

 

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）  

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 

 

機関名 （和文）  

アーヘン工科大学                           

 

 

（英文） 

 

RWTH Aachen University 

 

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２１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。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 分野の研究開発のユーラ

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バイオ技術開発を推進することを目指している。 

本事業の 2 年目にあたる平成 21 年度の事業目標達成状況としては、21 年度から海外パートナー機関

に加わったスイス連邦工科大学ローザンヌ校の生物工学研究所と生物システム物理学研究所のそれぞれ

と平成 21 年 9 月に部局間学術交流協定を締結した。また平成 21 年 9 月にドイツ・ハイデルベルグ大学

の薬学・分子生命工学研究所等と部局間交流協定を締結した。環境生命工学分野の連携拡大のため、既

に大学間学術交流協定があるドイツ・アーヘン工科大学と共同研究や学術交流の準備を開始した。英国・

インペリアル・カレッジ・ロンドンとは、MOU から公式な部局間学術交流協定に進展させるための協議

を開始した。このように東工大を核とした「環境生命工学」のネットワーク形成を確実に進展・拡大さ

ている。以下が 21年度の研究者派遣活動状況であり、目標達成に向けて活発な学術交流が進んでいる。

インペリアル・カレッジ・ロンドンへは、修士課程院生 2名をそれぞれ別の研究室に 3か月間派遣し、

新たな共同研究を開始した。高感度環境計測の研究交流が進展している。 

スイス連邦工科大学とは、ローザンヌ校に助教 1 名を 3 か月間派遣し、チューリッヒ校へは修士課程

院生１名を 3か月間派遣した。また、チューリッヒ校から修士課程学生 1 名が 3カ月間滞在した。上記

により高感度環境計測の相互の研究交流はさらに深まっている。 

ハイデルベルク大学/ドイツ癌研究センターへは、担当教員を派遣し、平成 22 年度開催予定の合同シ

ンポジウムに関する協議を行うとともに、環境が人体に及ぼす影響についての共同研究を前進させるた

め、博士課程院生１人を 3か月間、助教 1人を 3か月間派遣した。 

清華大学とは、平成 21年 8 月に北京で環境生命工学の合同シンポジウムを行った。また修士課程院生

１人を前年度から引き続き 6 ヵ月派遣するとともに、平成 21 年 8 月から 1 年 1 か月間の予定で修士課

程院生 1名を派遣した（現在も派遣中）。清華大学からは平成 21 年 9 月より新たに修士課程院生３人が

留学しており、複数の共同研究が進んでいる。さらに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２１年度 年度事業実施概要 

平成 21 年度は本事業の 2年目にあたり、初年度立ち上げた「環境生命工学」という新融合研究開発分

野をアジア・ヨーロッパ地域で展開すべく、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）の複数の共同研究の発展的継続・新規計画を行い、大学院生や若手研究者を派

遣して積極的に推進することを目標とした。 

 

 (1) 東京工業大学においては、昨年設置した運営委員会を定期的に開催して若手研究者の海外派遣選

定・評価基準の確認、学術交流協定締結の準備・遂行、「環境生命工学」分野を国際的に展開させるため

の方策の議論等を行った。また委員会内若手研究者教育グループでは、平成 21年度の各派遣若手研究者

の研究計画・遂行の支援、昨年度派遣した若手研究者のアフターケア、平成 22年度の派遣若手研究者の

募集・選定等を行った。一方委員会内評価担当グループは、全渡航者に対する研究科報告会の開催や担

当教員によるメンター報告等を通じて、昨年度の派遣若手研究者を中心とした厳密な評価を行い、彼ら

の技術・能力の向上や共同研究の進捗状況を把握し、22 年度の派遣者基準を設定した。 

 

(2) インペリアル・カレッジ・ロンドンとは平成 21年 2月の合同シンポジウムの際に、高感度環境計

測に関わる医科工学的側面に加え、化学的側面での共同研究を推進することを取り決めたことから、本

21 年度は東京工業大学の修士課程院生 2人を 3ヶ月間、医科工学系研究室および化学系研究室にそれぞ

れ派遣して共同研究を遂行させた。そして各修士課程院生がロンドン滞在中に、東京工業大学の教員 2

名がメンターとしてインペリアル・カレッジ・ロンドンを訪れ、今後の共同研究遂行のための協議を行

った。またインペリアル・カレッジ・ロンドンの若手研究者を積極的に派遣してくれるようにインペリ

アル・カレッジ・ロンドンと協議を行った。さらに、平成 22 年 3 月に、これまで当該大学とは部局間

MOU のみの交流であったが、それを部局間交流協定に発展させるべく、教員２名と職員１名を派遣して

交流協定締結に向けた協議を行った。 

 

(3) スイス連邦工科大学では、同大学チューリッヒ校と東京工業大学生命理工の間で進行中の高感度

環境計測に関わる共同研究の取り組みを同大学ローザンヌ校まで拡大し、「環境生命工学」分野をより浸

透させるため、本年度は助教 1 人を 3 ヶ月間派遣し、ローザンヌ校との共同研究を遂行させた。また、

同大学ローザンヌ校との部局間交流協定の締結を行うため、延 4 名の教員がローザンヌ校に出向き、本

事業の詳細な説明、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、共同研究の推進

等について協議を行った。教員 1 名はチューリッヒ校を訪問して現在の共同研究の進捗状況の把握や今

後の連携強化に向けての取り組みの議論等を行った。またスイス連邦工科大学両校の若手研究者を積極

的に受け入れるよう両校に働きかけた。 

 

(4)平成 21 年 9 月にドイツのハイデルベルグ大学にて開催予定であった日独バイオテクノロジー合同

シンポジウムは双方の予定の調整が付かず、22年 7月に延期開催することとし、その内容やスケジュー

ルついて綿密に協議した。これと並行してハイデルベルグ大学の関係者と別途会合を開催し、当該領域

におけるハイデルベルグ大学との部局間学術交流協定について協議し、薬学・分子生命工学研究所との

部局間交流締結と生化学センターとの部局間 MOU 締結を行った。昨年度から開始した環境負荷物質・電

磁波が人体に及ぼす影響を解析する技術の開発を目的とした共同研究を益々展開させるため、博士課程

院生 1人を 3ヶ月間、助教 1人を 3カ月間それぞれ派遣し、本学技術と相手大学技術の融合による新技

術開発を行った。それぞれがハイデルベルク滞在中には、延 4 名の教員がメンターとしてハイデルベル

ク大学/ドイツ癌研究センターを訪れるとともに、新たな共同研究の開始・推進に向けた取り組みについ

て話し合った。本事業での研究開発ネットワーク拡大と未利用生物資源の効率的再資源化技術の強化の

ため、当該領域研究に秀でたドイツ・アーヘン工科大学を新たに加えるべく、平成 22年 3月に、教員 3

名と職員 1名で当該大学を訪問し、未利用生物資源の効率的再資源化技術を中心とした「環境生命工学」
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分野の共同研究と若手研究者交流について協議を行った。さらに、ハイデルベルグ大学とアーヘン工科

大学双方から若手研究者が派遣できるように、３者それぞれでドイツ交流協会 DAAD にアプローチしてい

くことを約束した。 

 

（5) 中国・清華大学バイオ系と東京工業大学生命理工との未利用生物資源の効率的再資源化技術に関す

る合同シンポジウムを平成 21 年 8 月に北京にて、同年 11 月に東京にて開催した。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、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詳細に協議した。

昨年度より派遣している修士課程学生 1 人に加え、今年度も東工大－清華大大学院合同プログラムの優

秀な修士課程院生 1 人を本事業により 1年 1ヶ月間派遣し、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 3人を 1 年間受け入れた。そして、修

士課程院生が北京滞在中に、東京工業大学担当教員が約 3 ヶ月毎に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。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム(ITP)       
平成２１年度 実施報告書 

（平成２１年度） 

7 

４．平成２１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 ITP 運営委員会を毎月開催し、本事業を着実に遂行するための企画・

立案・広報等について協議した。 

・昨年度構築した本事業のホームページにて、本事業の紹介、派遣者募集に関するお知らせなどを行い、

広報活動を行った。また、派遣先からの中間報告、帰国後の最終レポートもホームページ内で紹介し

た。 

・若手研究者教育グループで昨年度決定した海外派遣選定方法に基づき、派遣者の①書類審査、②面接

を行い、派遣評価担当グループとともに本年度派遣する若手研究者の決定を行った。 

・評価担当グループでは、平成 21 年度渡航者のうち、平成 21 年 12 月までに帰国した者による派遣研

究活動報告会について、時期を合わせて 2回開催した。他の若手研究者への波及効果も考慮し本報告

会は学内公開で行った。また、報告会のうち１回は報告会の前に次年度の募集説明会を行った。この

ことにより本事業での派遣への関心が高まった。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、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、原則的に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。 

・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・ロンドンとは平成 22 年 3 月に担当教職員を派遣し、現状の部局間の MOU

から公式な部局間学術交流協定に発展させるための話し合いを行い、協定案を提案した。 

 

〈スイス連邦工科大学〉 

スイス連邦工科大学ローザンヌ校と部局間交流協定締結に関する協議を行い、平成 21 年 9 月に当該大

学の生物工学研究所と生物システム物理学研究所のそれぞれと部局間学術交流協定を締結した。 

 

〈ハイデルベルク大学/ドイツ癌研究センター〉 

 ドイツ・ハイデルベルグ大学との学術交流協定についても、平成 21 年 9 月に当該大学の薬学・分子

生命工学研究所と部局間交流協定を締結し、生化学センターとは当面部局間の MOU を取り交わし学術交

流を進めることとした。 

 

〈アーヘン工科大学〉 

 ドイツ・アーヘン工科大学とは平成 19 年度に大学間学術交流協定を締結しており、本事業では、環

境生命工学分野の共同研究や学術交流を平成 22 年度から開始することとし、平成 22年 3月に担当教職

員を派遣して ITP での学生派遣等による研究交流について議論した。 

 

〈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。平成 21 年 8 月に北京において合同シンポジ

ウムを行い、平成 22年 7月中国・北京で共同開催予定の国際シンポジウムの議論を開始した。 
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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）「SELEX による Anti proGRP aptamer の取得」甲斐徹郎 

SCLC(small cell lung cancer,小細胞肺がん)は肺がんのうちの約 20～25%を占ており、侵攻性がとて

も強く、発見時には現在の治療法では治癒を望むことは困難であるほど病気が進行していることが多い。

そこで、いかに早期発見ができるかが、SCLC の治療に対して非常に重要なポイントとなる。従来、SCLC

の検出のためバイオマーカーとして CEA、CYFRA、NSE 等が用いられてきたが、SCLC への特異性、検出感

度の点から pro-Gastrin-Releasing Peptide（proGRP）が有効であると報告がある。proGRP は SCLC で高

効率に発現し分泌されているホルモンで、proGRP 抗体を利用した臨床検査用の ELISA キットが既に開発

されている。しかし proGRP に対する aptamer は取得されていない。Aptamer は通常、短鎖の核酸からな

る機能性分子であり、ターゲット分子に対し強い結合力を持つ。また aptamer は合成が容易、様々な化

学修飾ができる等の理由により既存の抗体を利用した検出系よりも優れた検出系の構築が期待できる。

そこで本研究では SELEX を用いて proGRP に対する aptamer を取得し、さらにそれらの特性評価をするこ

とを目的とした。  

 

２）「生体適合性膜を持つ電極の特性評価」江坂洋亮 

 電気化学的に生体サンプルを測定する際、電極の安定性は特に重要である。しかし、電極にタンパク

質などが吸着する（Biofouling）ことにより、正確な測定ができなくなることが知られている。それを

解決するために、Boron doped diamond(BDD) を用いるなどいくつかの方法が研究されている。今回はそ

れらのなかで、広範に使用されていて、応用が利く方法として、生体適合性を持つ膜を電極面にくっつ

ける方法を採用し、その特性を評価した。生体適合膜として Nafion、Cellulose acetate、fibronectin、

poly(styrene-sulphonate)/poly(L-lysine)を用いた。生体サンプルとしてアルブミン溶液を用いた。ア

ルブミン入りの溶液となしの溶液について、これらの膜を持つ電極を用い、Cyclic voltammetry、

Amperometry、RDE (Rotation Disc Electrode)などの手法を用いて測定、結果を比較した。酸化還元物

質として rutheniumⅡ/Ⅲ hexamine 溶液と酸素ガスの飽和溶液を用いた。 

 

〈スイス連邦工科大学〉高感度環境計測 

１）「大腸菌のタイプIV分泌システム VgrG蛋白質とファージの溶菌阻止に関わるgp61.3蛋白質の結晶構

造解析」金丸周司 

近年、グラム陰性病原菌の病原化因子の一つであるﾀｲﾌﾟ６分泌ｼｽﾃﾑ(T6SS)の構成蛋白質にT4ファージ

の必須の構成成分であってしかも感染時に宿主バクテリアに穴を開ける機能を持つ「注射針複合体」

(gp5)3(gp27)3 と類似の構造が存在し、毒素を運ぶキャリアー蛋白質ではないか？という報告がなされ

た。その立体構造を解析するため、大腸菌O157のT6SSのキャリアー蛋白質(VgrG)のクローニング・発現

系の構築を行い、結晶構造解析のための精製ならびに結晶化を行っている。一方、T4ファージは、通常

感染開始後２５～３０分に溶菌が起こるが、ファージを重複感染させると溶菌が数時間遅延する。この

現象は溶菌阻止として古くから知られているが、その機構は未だに不明である。この溶菌阻止の機構を

明らかにするため、関連遺伝子の１つである61.3遺伝子に着目した。gp61.3(gp = gene product)はテイ

ルリゾチーム(gp5)に作用して溶菌阻止に関与することが示唆されているが、その機能や構造は明らかに

なっていない。そこで立体構造を解析するため、gp61.3の結晶構造解析のための精製ならびに結晶化を

試みた。 
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２）「酵素－ポリマー複合体の調整」小嶋泰輔 

 修飾酵素と修飾ポリマーの安定性については、修飾酵素と修飾ポリマーは4℃ないし-20℃で保存すべ

きであることとこの条件下では、1ヶ月間安定であることがわかった。 

 酵素-ポリマー複合体の精製 については、限外ろ過法によって酵素-ポリマー複合体の活性を保ったま

ま、精製することに成功した。また、後の等電点電気泳動を用いた分析により、精製後の複合体がピュ

アであることが確認された。  

  

〈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 と植物由来天然物との相互作用メカニズムの解析」田村藍 

 CEM-CCRF, CEM-ADR5000 細胞からショ糖密度勾配遠心によって形質膜画分を調製した。CEM-ADR5000

細胞から調製した形質膜は、verapamil に対して高い ATPase 活性を示した。Screening の結果、ABCB1

と強く相互作用する天然化合物を見出した。 

 

２）「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。下記の成果が得られた。 

(1)E. aerogenes の細胞外 NADH 酸化活性を確認した。 

(2)E. aerogenes の二型分泌経路遺伝子 gspD，Gの部分塩基配列と gspE，Fの全塩基配列を決定した。

(3)gspDE、gspEF 欠損株を調製した。 

(4)二型分泌経路遺伝子欠損株は細胞外 NADH 酸化活性を備えており、活性は増加した。 

 

 

 

４－４．今後の課題・問題点 

・東工大と各海外パートナー機関との共同研究の増強（線から面へ） 

今年度研究開発ネットワークの拡大としてドイツ・アーヘン工科大学を加えることができた。しかし、

平成 22 年 3 月時点での海外パートナー機関との共同研究は、まだ数件程度であるため、今後組織的

な連携を行う上では、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 

 対策のため、ドイツ交流協会 DAAD 等の留学生奨学金の関係部署に相談に行く必要がある。 

・インペリアル・カレッジ・ロンドン等との部局間学術交流協定の締結 

 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 

清華大学化学工程系 

（中国・北京市） 

平成 21 年 4月 1日～9月 18 日 

 (平成 20 年 8月 25 日～ 

平成 21 年 9月 18 日) 

（171 日(390 日)） 

東京工業大学大学院 

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 2年 

インペリアル・カレッジ・ 

ロンドン 

（英国・ロンドン市） 

 

平成 21 年 6月 30 日～9月 26 日

（89 日） 

東京工業大学大学院 

分子生命科学専攻 

修士課程 1年 

インペリアル・カレッジ・ 

ロンドン 

（英国・ロンドン市） 

 

平成 21 年 6月 30 日～9月 26 日

（89 日） 

東京工業大学大学院 

生命情報専攻 

修士課程 1年 

ハイデルベルグ大学/ 

ドイツ癌研究センター 

（独国・ハイデルベルグ市）

平成 21 年 7月 5日～9月 30 日 

（88 日） 

東京工業大学大学院 

生体分子機能工学専攻 

博士課程 3年 

スイス連邦工科大学 

（スイス・ローザンヌ市） 

 

平成21年 7月１5日～10月 15日

（93 日） 

東京工業大学大学院 

生物プロセス専攻 

助教 

清華大学化学工程系 

（中国・北京市） 

平成 21 年 8月 31 日～平成 22 年

3月 31 日 

（平成 21 年 8月 31 日～平成 22

年 9月 18 日） 

（213 日 (384)日） 

東京工業大学大学院 

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 1年 

スイス連邦工科大学 

（スイス・チューリッヒ市）

平成 21年 9月 26 日～12 月 30 日

（96 日） 

東京工業大学大学院 

生体分子機能工学専攻 

修士課程１年 

ハイデルベルグ大学/ 

ドイツ癌研究センター 

（独国・ハイデルベルグ市）

平成 22 年 1月 5日～3月 18 日 

（73 日） 

東京工業大学大学院 

生体分子機能工学専攻 

助教 
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６．担当教職員の出張実績 

出張先機関 出張期間 出張者所属・職名等 

ハイデルベルグ大学/ドイツ癌研究

センター （ドイツ） 

スイス連邦工科大学（スイス） 

平成 21 年 6月 28 日～

7 月 3日（6日） 

東京工業大学 

バイオ研究基盤支援総合センター 

講師 

ハイデルベルグ大学/ドイツ癌研究

センター （ドイツ） 

スイス連邦工科大学（スイス） 

平成 21 年 6月 30 日～

7 月 3日（4日） 

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 

ハイデルベルグ大学/ドイツ癌研究

センター （ドイツ） 

スイス連邦工科大学（スイス） 

平成 21 年 6月 30 日～

7 月 3日（4日） 

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 

インペリアル・カレッジ・ロンドン 

（英国） 
平成 21 年 9月 17 日～

9 月 19 日（3日） 

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 

インペリアル・カレッジ・ロンドン 

（英国） 
平成 21 年 9月 16 日～

9 月 19 日（4日） 

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 

ハイデルベルグ大学/ドイツ癌研究

センター （ドイツ） 
平成 21 年 9月 27 日～

10 月 2日（6日） 

東京工業大学 

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（スイス） 
平成 21年 10月 22日～

10 月 29 日（8日） 

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 

スイス連邦工科大学（スイス） 
平成 21年 12月 10日～

12 月 16 日（7日） 

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（中国） 
平成 21年 12月 18日～

12 月 21 日（4日） 

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 

ハイデルベルグ大学（ドイツ） 

アーヘン工科大学（ドイツ） 

平成 22 年 3月 2日～ 

3 月 5日（4日） 

東京工業大学 

バイオ研究基盤支援総合センター 

講師 

ハイデルベルグ大学（ドイツ） 

アーヘン工科大学（ドイツ） 

インペリアル・カレッジ・ロンドン 

（英国） 

平成 22 年 3月 2日～ 

3 月 7日（6日） 

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 

ハイデルベルグ大学（ドイツ） 

アーヘン工科大学（ドイツ） 

インペリアル・カレッジ・ロンドン 

（英国） 

平成 22 年 3月 2日～ 

3 月 7日（6日） 

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 

アーヘン工科大学（ドイツ） 

インペリアル・カレッジ・ロンドン 

（英国） 

平成 22 年 3月 3日～ 

3 月 7日（5日） 

東京工業大学 

国際室 

国際連携コーディネーター 

清華大学（中国） 
平成 22 年 3月 22 日～

3 月 26 日（5日） 

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 
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