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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 25 年 7 月 19 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 局理化学研究所・糖鎖代謝学研究チーム  

（ふりがな） 

職・氏 名  チームリーダー・鈴木
す ず き

 匡
ただし

  
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ オーストリア）とのセミナー（振興会対応機関：  ＦＷＦ    ） 

 

 

2． セミナー名 第 3 回 比較発生糖鎖生物学とその医工学の応用に関する日本・オーストリア２国間セミ

ナー  

 

 

3． 期   間  平成 25 年  7 月  1 日 ～ 平成 25 年  7 月  3 日（  3 日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名） 和光市 理化学研究所 鈴木梅太郎ホール                    

 

5． 参加者数   日本側       93 名（うち、滞在費等本会負担  32  名） 
（代表者を含む） 

相手国側     7 名（うち、滞在費等本会負担  7  名） 
 

その他の国     名 
 

参加者  計  100 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 

伊藤 幸成 

＊梶原 康宏 

＊木下 タロウ 

＊木村 吉伸  

＊佐藤 ちひろ 

＊竹川 薫 

田中 克典 

北爪 しのぶ 

谷口 直之 

山口 芳樹 

＊千葉 靖典 

＊戸谷 希一郎 

＊高崎 延佳 

＊西原 祥子 

＊藤山 和仁 

＊古川 清 

原田 陽一郎 

武田 陽一 

金森 審子 

石渡 明弘 

八須 匡和 

Sabrina Kargoll 

Peter Greimel 

＊久保田 智巳 

＊鈴木 芳典 

＊鹿内 俊秀 

＊久野 敦 

＊三浦 太一 

＊村上 真淑 

＊真木 勇太 

＊木内 達人 

（独）理化学研究所・主任研究員 

大阪大学・教授 

大阪大学・教授 

岡山大学・教授 

名古屋大学・准教授 

九州大学・教授 

（独）理化学研究所・准主任研究員 

（独）理化学研究所・副チームリーダー 

（独）理化学研究所・グループディレクター 

（独）理化学研究所・チームリーダー 

（独）産業技術総合研究所・主任研究員 

成蹊大学・准教授 

（独）産業技術総合研究所・招聘研究員 

創価大学・教授 

大阪大学・教授 

長岡技術科学大学・教授 

（独）理化学研究所・特別研究員 

（独）理化学研究所・客員研究員 

東海大学・教授 

（独）理化学研究所・専任研究員 

（独）理化学研究所・客員研究員 

（独）理化学研究所・国際プログラムアソシエート 

（独）理化学研究所・専任研究員 

（独）産業技術総合研究所・主任研究員 

（独）産業技術総合研究所・テクニカルスタッフ 

（独）産業技術総合研究所・招聘研究員 

（独）産業技術総合研究所・主任研究員 

創価大学・大学院生 

大阪大学・大学院生 

大阪大学・大学院生 

大阪大学・大学院生 
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＊Seong Jihyoun 

＊平田 哲也 

＊柴崎 雄基 

＊秋山 剛 

＊竹田 直人 

＊田中 達也 

＊桜井 雄希 

＊吉永 将 

＊八色 奈央 

芳賀 淑美 

平山 弘人 

細見 昭 

王 麗 

清野 淳一 

黄 澄澄 

金川 真由美 

長江 雅倫 

加藤 雅樹 

菅 秋次 

鵜澤 洵 

木塚 康彦 

岡原 恭平 

＊是金 宏昭 

＊飯島 順子 

藤平 陽彦 

根岸 由紀 

Tanim J. Hossain 

舩山 いずみ 

田中 典子 

上野 琴子 

池田 明美 

松本 加奈 

兼清 健志 

伊藤 恵美 

大阪大学・ポストドクトラルフェロー 

大阪大学・大学院生 

長岡技術科学大学・大学院生 

岡山大学・大学院生 

岡山大学・大学院生 

岡山大学・大学院生 

九州大学・大学院生 

九州大学・大学院生 

九州大学・大学院生 

（独）理化学研究所・訪問研究員 

（独）理化学研究所・協力研究員 

（独）理化学研究所・協力研究員 

（独）理化学研究所・特別研究員 

（独）理化学研究所・テクニカルスタッフ 

（独）理化学研究所・国際プログラムアソシエート 

（独）理化学研究所・協力研究員 

（独）理化学研究所・研究員 

（独）理化学研究所・テクニカルスタッフ 

（独）理化学研究所・協力研究員 

（独）理化学研究所・アシスタント 

（独）理化学研究所・基礎科学特別研究員 

（独）理化学研究所・大学院生 

（独）理化学研究所・研究員（勤務地：大阪大学） 

（独）理化学研究所・訪問研究員（勤務地：大阪大学） 

（独）理化学研究所・特別研究員 

（独）理化学研究所・テクニカルスタッフ 

（独）理化学研究所・国際プログラムアソシエート 

（独）理化学研究所・アシスタント 

（独）理化学研究所・アシスタント 

（独）理化学研究所・アシスタント 

（独）理化学研究所・テクニカルスタッフ 

（独）理化学研究所・派遣職員 

（独）理化学研究所・協力研究員 

（独）理化学研究所・テクニカルスタッフ 
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吉田 圭一 

太田 芙美 

藤縄 玲子 

今牧 恵美 

栗本 綾子 

立田 由里子 

平林 義雄 

＊兵庫 彬斗 

＊村田 翔平 

須田 恭之 

瀬古 玲 

大黒 周作 

Hema B. Bhat 

Fraicoise 

Hullin-Matsuda 

Lee Yanfen 

藤川 紘樹 

八代田 陽子 

大竹 敦子 

大須賀 壮 

中嶋 和紀 

小椋 章弘 

鈴木 克彦 

Son Sang-Hyun 

中川 優 

Wang Ning 

迫野 昌文 

小川 智也 

（独）理化学研究所・テクニカルスタッフ 

（独）理化学研究所・テクニカルスタッフ 

（独）理化学研究所・テクニカルスタッフ 

（独）理化学研究所・テクニカルスタッフ 

（独）理化学研究所・研究員 

（独）理化学研究所・技師 

（独）理化学研究所・チームリーダー 

岡山大学・大学院生 

岡山大学・大学院生 

（独）理化学研究所・協力研究員 

（独）科学技術振興機構・技術参事 

（独）理化学研究所・訪問研究員 

（独）理化学研究所・国際プログラムアソシエート 

 

（独）理化学研究所・客員研究員 

（独）理化学研究所・国際プログラムアソシエート 

（独）理化学研究所・客員研究員 

（独）理化学研究所・専任研究員 

（独）理化学研究所・客員技師 

（独）理化学研究所・主幹 

（独）理化学研究所・研究員 

（独）理化学研究所・特別研究員 

（独）理化学研究所・客員研究員 

（独）理化学研究所・客員研究員 

（独）理化学研究所・専任研究員 

（独）理化学研究所・客員研究員 

（独）理化学研究所・客員研究員 

（独）理化学研究所・和光事業所 所長 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 国立ウィーン・ボーデンクルトゥア大学・化学科・准教授 Iain B. H. Wilson 

 

(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 

＊Erika Staudacher 

＊Georg Seifert 

＊Christina Schaeffer 

＊Sevil Yavuz 

＊Carmen Jimenez-Castells 

＊Irma Schabussova 

国立ウィーン・ボーデンクルトゥア大学・准教授 

国立ウィーン・ボーデンクルトゥア大学・グループリーダー 

国立ウィーン・ボーデンクルトゥア大学・准教授 

マックス Fペルーツ研究所・研究科学者 

国立ウィーン・ボーデンクルトゥア大学・研究科学者 

ウィーン医科大学・研究科学者 

 

(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） 
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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。） 

日本は伝統的に糖鎖生物学研究が非常に盛んな国であり、世界的に当該分野の多くをリードしており、糖鎖
の生合成、代謝の比較生物学も盛んである。一方でオーストリアは発生生物学における糖鎖の役割や特に無
脊椎動物における糖鎖生合成経路の解明に大きな貢献をしている。本セミナーは糖鎖生物学の中でも特定の
トピックにターゲットを絞り、日本、オーストリアの関連研究者を一堂に会して、最新の知見を紹介し合い
議論を深め、共同研究の芽を発掘することを目的とした。 

本セミナーは 2009 年（於湘南国際村：JSPS-FWF によって支援をうけた）、2011 年（BOKU、ウィーン）にて行
われたセミナーの follow-up であり、講演者の多くは第一回もしくは第二回の参加者である。即ち、既にお
互いの研究についてはある程度理解が出来ており、今回のセミナーでは 10 分の質疑応答時間でもなお時間が
不足するような内容の濃い discussioｎをすることが出来た。特に最近のオーストリア側の”ユニークな生
物”における”ユニークな糖鎖”構造の研究の発展は目を瞠るものがあり、構造をみただけでその生合成に
関わる未知の糖転移酵素が 20 以上あることが分かる。これまで哺乳動物における糖転移酵素の５０％以上の
同定を行ってきた日本研究者のノウハウが、これらの未知の酵素の同定に大きく貢献出来ると感じた。 

discussion の過程で共同研究のアイデアもいくつか出たようで、両国間の当該分野における研究交流がさら
に盛んになることが期待された。一方、今回は大学院生の参加が多かったにもかかわらず、学生からの質問
が少し少なかったのは残念であった。いずれにしても学生にとってこのセミナー参加が大きな刺激になった
ことを祈っている。 

セミナーでは、（１）非哺乳動物細胞における糖鎖生物学、（２）複合糖質の生理的役割、（３）化学糖鎖生物
学、の３つのテーマにて 24 題の講演が行われたほか、38 題のポスター発表があり、活発な議論が交わされ
た。 

 

 


