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「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」 

平成２７年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

 

整理番号 S2405 
関連研究分野  

（分科細目コード）  
創薬化学（ 6804）  

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  

次世代医薬品シーズ探索技術の確立のための創薬イノベーション国際共同研究  

プログラム (平成 24 年度 ) 

代表研究機関名 京都大学 

代表研究機関以外

の協力機関 
 なし 

主担当研究者氏名  佐治  英郎（ H.26.3.31まで）、石濱  泰（ H.26.4.1から）  

補助金支出額  

（平成 24年度）  

 

12,890,000円  

（平成 25 年度）  

 

23,780,000 円  

（平成 26 年度）  

 

24,830,000 円  

（合計）  

 

61,500,000 円  

(公募応募当初の「事業

計画調書」に記載の ) 

若手研究者の  

派遣計画  

（平成 24年度）  

        3 人  

 

（平成 25年度）  

        3 人  

（       3 人） 

（平成 26年度）  

        3  人  

（     3  人）  

（合計）  

            3 人  

 

若手研究者の  

派遣実績  

（平成 24年度）  

        3 人  

 

（平成 25年度）  

        3 人  

（       3 人） 

（平成 26年度）  

        3   人  

（     2  人） 

（合計）  

            4 人  

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 
派遣期間が 300日

未満となり、最終

的に若手派遣研究

者派遣実績のカウ

ントから除外され

た者（外数）  

（平成 24年度）  

        1 人  

 

（平成 25年度）  

        1 人  

（       1 人） 

（平成 26年度）  

            人  

（        人） 

（合計）  

           1 人  
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１ ． 若手研究者の人材育成についての成果の達成状況 

（１）事業計画調書に記載した期待される成果の概要 

（事業計画調書（１０－１）に記載した若手研究者の人材育成にかかる期待される成果の概要）  

本プログラム派遣研究員として選抜された有望な若手研究者は、海外での研鑽を積む

ことにより、自身の高度な研究スキルに世界最先端の知識と技術を補完することができ

る。京都大学薬学研究科から選抜され派遣される若手研究者は、研究立案力・課題解決

力・研究遂行力・研究発表力・語学力を含め高い資質を有していると期待されるが、海

外の一流研究者に直に触れることでこれらの能力を一層高め、総合的な研究能力の向上

を図るものと考えられる。 

本プログラムにより海外における研究実績を得た若手研究者は、将来的に国内外の大

学・国公立研究機関において常勤ポストを獲得し、次世代の医学・薬学研究をリードす

る人材として活躍するものと見込まれる。京都大学薬学研究科は、毎年数名～十数名程

度のアカデミア志望者を有するため、本プログラムの派遣研究者としてアカデミア志望

者を選抜することが可能となる。本プログラムにより国際性を兼ね備えた若手研究者を

育成し、派遣経験者が我が国の教育研究機関において指導的役割を担うことで、世界を

リードする研究成果を挙げるとともに、我が国の後進の指導においても大きな役割を果

たし、学術の振興に資することが期待される。 

一方で派遣研究者は創薬研究の革新につながる独自のアイデアや研究スキルを派遣先

の研究室のアクティビティと融合させることにより、高度に洗練された新規な創薬手法

を開発することが可能である。派遣研究者を軸にした双方向性の国際共同研究の成果は

アカデミアから産業界への情報発信により、産学連携創薬オープンイノベーションを通

じて、日本の創薬力の質的向上を推進することができる。 

派遣された研究者の学術振興への貢献度を定量的に検証することは極めて困難である

が、日本学術振興会特別研究員経験者や万有生命科学振興国際交流財団・大津会議出席

者など、将来的な活躍が期待される若手研究者との業績の比較を行うことにより検証す

る。例えば、30歳、35歳、40歳時点における教育研究業績（原著論文、総説／著書、国

際学会・講演会招待講演、国内学会・講演会招待講演、受賞等）について派遣研究者の

追跡調査を行い本プログラムの有効性を項目別に検証する。 

 

（２）上述の期待される成果の達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】  

□期待を上回る成果を得た  

■十分に達成された  

□おおむね達成された  

□ある程度達成された  

□ほとんど達成されなかった  

 

【理由】 

 本プログラムにより派遣された計5名の若手研究者の研究成果として、計4編の論文が

すでに当該研究領域において著名な学術雑誌に掲載されたほか、2編の論文を現在執筆中

である。また、本プログラムによる研究成果が認められ、複数の国内主要学会において
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招待講演を行っている。これらの研究はいずれも、派遣された若手研究者自身の研究立

案に基づくものであり、革新的な研究成果にたどり着くまでの課題解決力や研究遂行力

を含めた総合的な研究能力を十分に身に着けた結果であると考えられる。また、それぞ

れの研究成果は創薬研究の革新へと確かにつながる独創的なものであり、今後の医学・

薬学研究の発展を支えるものである。今後も継続的に国際共同研究に携わり、派遣先研

究室が有する研究スキルを融合させることでさらなる研鑽を重ね、語学力を含む総合的

な研究能力の向上を達成することが期待される。また、将来的に各研究領域をリードし

、これまでに類をみない新規創薬手法を開発することができる人材として活躍すること

を十分に期待させるものである。 

 実際に、派遣研究者のうち１名は国立大学の助教に採用されたほか、１名は本事業の

研究成果が認められたことにより派遣先でフェローシップを獲得し、引き続き共同研究

を行う運びとなっている。今後、派遣研究者各自が我が国の教育研究機関において世界

レベルで優れた創薬研究を展開するとともに、豊かな国際的経験や最先端の科学に触れ

た経験に裏付けられた広い科学的視野をもって後進の人材育成に携わることでも、我が

国の学術振興に大いに貢献することが期待される。 
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２．国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の達成状況 

（１）事業計画調書に記載した国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の概要  

（事業計画調書（４－１）に記載した国際共同研究課題の到達目標及び事業計画調書（１０－２）に記載した国

際共同研究において期待される成果概要）  

○到達目標 

本研究課題では、薬剤の体内動態と標的細胞内動態の双方を時空間的に精密に制御す

ることで薬剤候補の作用の増強を図る。具体的には、特定の生体高分子との間に極めて

親和性の高い相互作用を持つ化合物を設計するための新規手法の構築とその効率的合成

技術の開発について、下記の目標を設定する。 

・薬剤候補の効果を単一細胞内のタンパク質分子ネットワーク全体の挙動から評価可能

な超高感度分析技術を創出する。 

・四級不斉中心を自在に導入する方法を構築することで、細胞膜表面タンパク質や腫瘍

関連タンパク質（キネシン類等）との相互作用を増強するための分子設計基盤を創出す

る。 

・薬剤分子の腫瘍への特異的集積や標的タンパク質への集積、すなわち生体内での空間

的ターゲティング精度の最大化を実現する。 

・金ナノ粒子が持つ細胞毒性を腫瘍細胞内特異的に発現させることで抗腫瘍薬剤として

応用するために、速やかな腫瘍集積と腫瘍細胞内導入を実現可能な化学修飾法を開発す

る。 

 

○国際共同研究において期待される成果概要 

近年、世界的な医薬品審査の厳格化により、莫大な研究資源を投入してきた医薬品が

臨床試験後期にドロップアウトすることが製薬業界に大きなダメージを与えている。副

作用による訴訟リスクを回避する必要性も相まって、製薬企業は医薬品開発の初期段階

において候補化合物の心毒性・発がん性等を予測し、副作用が予想される化合物は活性

値の善し悪しに関わらず開発を中止することが一般的となっている。しかしながら、副

作用は代謝の影響が極めて大きく、実験動物とヒトとの間には動態・薬効・毒性特性に

おいて乗り越えることのできない種差が存在するため、現在の技術ではこれらを正確に

予測することは容易ではない。このことは、医薬品候補化合物の構造最適化研究におい

て新規性の高い構造がデザインされにくいだけでなく、有望な活性を有する医薬品候補

化合物が開発初期段階において「不当に」排除される可能性があることを意味する。 

本国際共同研究課題では、このような問題に対して学術的な解決の糸口を与える。す

なわち、ペプチドホルモン・サイトカイン類や、細胞内でシグナル伝達に関与するタン

パク質群などの各種生体分子を、時間・空間的に精密かつ効率的に検出・解析する新規

技術を開発することにより、これまでよりも高い精度による疾患関連タンパク質や代謝

物の検出を可能にする。一方で、このような疾患プロテオミクスデータの蓄積を行って

もなお、種差による活性消失や副作用発現は依然として生じうる。そこで、新規分子設

計概念と効率的な化学合成技術を確立することにより、細胞・分子レベルにおいて薬剤

の効果を調節することを試みる。本研究の目標が達成されれば、選択的ドラッグデリバ

リーのみによっては解決できない薬物活性消失や副作用発現を回避する革新的創薬技術

となる。 
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（２）上述の目標等に対する達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】  

□期待を上回る成果を得た  

■十分に達成された  

□おおむね達成された  

□ある程度達成された  

□ほとんど達成されなかった  

【理由】 

 単一細胞から抽出したタンパク質を評価可能な超高感度プロテオーム解析技術を確立

し、その分子ネットワーク全体の挙動をとらえることに成功した。本手法により、単一

細胞内でシグナル伝達に関与するタンパク質群など各種生体分子を時間・空間的に精密

かつ効率的に検出・解析することが可能となった。さらに、疾患発症を誘起する代表的

翻訳後修飾であるタンパク質リン酸化を担う酵素の基質を選定する手法を確立し、新規

薬剤候補の標的酵素やそのシグナルネットワーク下流の分子挙動の予測を実現した。こ

れら手法を組み合わせることで、薬剤候補の作用を分子ネットワーク全体の挙動として

精密に評価し、その増強に資する分子構造の選定を効率的に行うことが可能である。 

 医薬品候補化合物の効率的合成法の開発研究として、金触媒により活性化された多置

換アレンへの炭素求核種の分子間付加反応の開発を目指した。派遣先研究機関に蓄積さ

れた知見に基づいて新規金錯体の設計と合成、並びに反応条件の検討を行った。その結

果、ベンゾトリアゾール誘導体の添加が本カチオン性金錯体の安定性向上に重要である

ことを見出した。さらに、金ナノ粒子が持つ細胞毒性を腫瘍細胞内に特異的に発現させ

ることで抗腫瘍薬剤として応用することを目指して、腫瘍組織中の低pHに応答する新規

双性イオン型金ナノ粒子を精密に設計した。合成と検討を行った結果、腫瘍細胞への移

行性を正常細胞の4倍にまで高めることに成功した。 

本研究により、細胞・分子レベルでの薬効調節を達成し、薬物耐性、活性消失、副作

用発現などの問題を回避可能な革新的創薬手法を構築するための基礎的研究成果が得ら

れた。以上より、上述の目標等を「十分に達成した」と評価することができる。  
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３ ． 今 後 の 展 望 に つ い て  

これまでの実施状況を踏まえて、事業実施期間終了後の展望について記入して下さい。  

①  自己資金、若しくは他の競争的資金等による海外派遣の機会を含む若手研究者の研鑽・育成の事業の継続

（又はその見込み）状況 

本プロジェクトの成功を受け、京都大学の全学的プログラムである京都大学若手人材

海外派遣事業「ジョン万プロジェクト」への継続的な応募を行っている。一方、派遣者

の１名は本事業の研究成果が認められたことにより、派遣先でフェローシップを獲得し

て引き続き共同研究を行う運びとなっている。さらに、本事業により派遣された別の研

究者は、日本学術振興会海外特別研究員制度により派遣先における研究を継続してい

る。引き続き、上記京都大学独自の全学的プログラムや日本学術振興会特別研究員制度

等を利用しながら、若手研究者の派遣を継続したい。 

 

②  本事業の相手側を含む海外の研究機関との研究ネットワークの継続・拡大（又はその見込み・将来構想）

状況（組織において本事業で支援した若手研究者に期待する役割も含めて） 

 本事業で推進したイリノイ大学、欧州生物学研究所との共同研究において、強固な共

同研究関係を確立し、継続的な共同研究計画を進めている。これらの計画においては各

派遣研究者が中心的役割を担うこととなっており、本事業の派遣研究者がそれぞれ各研

究領域の第一線に立つことが期待される。さらに、ハイデルベルク大学とは本事業によ

り強固な関係を築くことができ、派遣終了後も共同研究を続けている。派遣終了後に所

属研究機関において相手先研究者による特別講演会を実施した。 

今後もこれらの共同研究を継続し、一層良好な関係性を構築することで、若手研究者

間のネットワークの構築や、英語によるコミュニケーションスキルの向上、これに伴う

新規国際共同研究への発展などにも資すると考えられる。 

 

③  本事業で支援した若手研究者の研究人材としての将来性について 

本プログラムにおける経験は、各派遣研究者にとって高い国際性や自立して研究を進

める能力を養う重要な機会となったようであり、今後アカデミックポジションを獲得、

維持していくための研究姿勢に大いに役立つものと期待できる。派遣研究者各々が我が

国の教育研究機関において世界レベルで優れた創薬研究を展開し、さらに後進の人材育

成を行うにあたって、国際的かつ独創的な研究の重要性を知る貴重な人材として活躍で

きると考えられる。また、革新的創薬技術の開発を担う研究者として将来世界で活躍す

るための技術的、精神的基盤が派遣研究者各々に形成されつつあると考える。 
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資料１ 実施体制 

①  事 業 実 施 体 制  

フ  リ  ガ  ナ 
担当研究者氏名 所属機関 所属部局  

職名  

（身分）  
専門分野  備考  

主担当研究者  
サジ  ヒデオ 

佐治  英郎  

 
イシハマ  ヤスシ 
石濱  泰  

 

担当研究者  
フジイ  ノブタカ 
藤井  信孝  

 
オオノ  ヒロアキ 
大野  浩章  

 
イシハマ  ヤスシ 
石濱  泰  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 5名  

 

京都大学  

 

 

京都大学  

 

 
京都大学  

 
京都大学  

 
京都大学  

 

薬学研究科  

 

 

薬学研究科  

 

 
薬学研究科  

 
薬学研究科  

 
薬学研究科  

 

研究科長  

 

 

教授  

 

 
特定教授  

 
教授  

 
教授  

 

分子イメージ

ング、放射性

医薬品学  

分析化学、プ

ロテオミクス  

 
医薬品化学  

 
有機化学  

 
分析化学、プ

ロテオミクス  

 

 

（ H26.3.31まで）  

 

 

（ H26.4.1追加）  

 

 

 

 

 

 

 

 

（ H26.3.31まで）  

 

 

②  相手側となる海外の研究機関と研究者 

国名 研究機関名  相手側研究者氏名  
職名  

（身分）  
備考  

米国  

 

 

米国  

 

米国  

 

ドイツ  

 

 

英国  

イリノイ大学  

 

 

カリフォルニア大学バークレー校  

 

マサチューセッツ大学アマースト校  

 

ハイデルベルク大学  

 

 

欧州生物学研究所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計  5 機関  

Jonathan V. 

Sweedler 

 

Dean F. Toste 

 

V. M. Rotello 

 

D. Stephen K. 

Hashmi 

 

Pedro Beltrao 

教授  

 

 

教授  

 

教授  

 

教授  

 

 

グループ

リーダー  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ H26.4.1追加）  
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資料２ 若手研究者の人材育成にかかる資料 

（１）若手研究者の選抜方針・基準、選抜方法の概要 

○選抜方針・基準 

海外における研究実績を積むことを強く希望する大学院生と若手研究者が相当数在籍

する京都大学薬学研究科においては、派遣可能な人数を上回る研究者が本プログラムによ

る海外派遣を希望するものと見込まれる。従って、本プログラムの趣旨に合致し、かつ研

究能力の高い若手研究者を慎重に選抜することが必要となる。当研究科においては、（１）

本国際共同研究課題の担当能力、（２）これまでの研究成果に基づく研究遂行力、（３）

研究者としての将来性の三点を重視して若手研究者の選抜を行った。  

[1]本プログラム研究の担当能力 

本プログラムにおいては、（ａ）有機合成化学／医薬品化学、（ｂ）分析化学、（ｃ）

薬理学・薬剤学に関する知識を有する研究者を海外共同研究先に派遣する必要があった。

京都大学薬学研究科はそれぞれの領域に対応する（ａ）薬品有機製造学、薬品合成化学、

薬品分子化学、制御分子学、（ｂ）薬品作用解析学、製剤機能解析学、病態機能分析学、

薬品機能解析学、および（ｃ）薬品動態制御学、病態情報薬学を基幹分野として有する。

これらの分野の構成員を中心に、本プログラムを遂行するために必要な研究スキルと知

識を有する研究担当者を選抜した。さらに、選抜した若手研究者が予定期間内に当初の

研究計画を完遂した場合には、新たな研究計画課題の設定と人材の選抜を再度行うこと

で、引き続き若手研究者の育成と国際連携を推進した。 

[2]これまでの研究成果に基づく研究遂行力 

本プログラムにより海外に派遣される研究者は、限られた派遣期間内に必要なスキル

を習得して目標を達成し、京都大学薬学研究科構成員との情報交換・研究交流を行いな

がら研究を完成させる高い能力が要求される。本研究課題と直接関係する分野の研究成

果に限らず、これまでの全ての研究実績を総合的に勘案し、優れた研究実績を有する研

究者を選抜した。 

[3]研究者としての将来性 

本研究により派遣された研究者は、将来的に大学・国公立研究機関において常勤ポス

トを獲得し、次世代の医学・薬学研究をリードする研究者に成長することが強く望まれ

る。研究立案能力と発表能力に加え、語学力、人間性、指導力も含めて、研究者として

の将来性を総合的に判断して選考を行った。 

 

○選抜方法 

１．書類による一次選考 

上記[１]～[３]について適切な判断を行うため、以下の内容を含む応募書類の提出を求

めた。ただし、研究計画の遂行に高度な専門性を要する場合には、面接のみによる選抜を

行った。 

・現在までの研究状況（２ページ程度） 

・研究業績（学術雑誌に発表した論文、学会発表、特許、受賞など） 

・派遣先における研究計画と本プログラム研究における当該研究の位置づけ（２ページ

程度） 
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・派遣先において習得する予定の知識、研究スキル（１ページ程度） 

・派遣先において提供できる知識、研究スキル（１ページ程度） 

・研究者としての抱負（１ページ程度） 

一次選考においては、権威ある国際雑誌における論文発表（概ね３報以上）、権威ある

学術集会における学会発表（国内学術集会：修士課程以上の研究歴において概ね年１回以

上、国際学会における発表：１回以上）を要件とした上で、本プログラムの研究目的を達

成するために必要な研究が計画されていること、および本研究を遂行する上で習得するべ

きスキルの向上が予定されていることを確認した。研究者としての抱負を含め、将来我が

国の医学・薬学研究のリーダーとなる資質を有すると判断される者を書類選考の合格者と

した。 

２．面接による最終選考 

研究者としての将来性をより正確に判断するため、現在までの研究内容に関して英語によ

るプレゼンテーションと質疑応答、並びに面接を課し、本プログラムを利用した海外派遣

に最適な研究者を選定した。この際、海外の研究機関において十分な研究成果を挙げられ

るだけの人間性と語学力を有しているかについても慎重に精査した。 

 

 

（２）若手研究者海外派遣時の支援体制の概要 

  （若手研究者の海外派遣が促進されるよう組織としてどのようなバックアップ体制を 

とったかについて記載してください。） 

 

◯プログラム全体統括および全体責任者 

・佐治英郎（主担当研究者；京都大学薬学研究科長・教授、病態機能分析学分野）（H26.3.31

まで） 

・石濱 泰（京都大学薬学研究科・教授、製剤機能解析学分野）（H26.4.1 から） 

本国際共同研究を統括し、派遣研究者の選抜や研究の遂行に関する最終的な意志決定を行

うとともに、若手研究者の派遣に関する責任を負った。 

◯オミクス解析に関する支援 

・石濱 泰（京都大学薬学研究科・教授、製剤機能解析学分野） 

プロテオミクス解析・プロテオーム定量に関する派遣先研究者との打合せ支援、および薬

学研究科における研究指導を含め、オミクス解析の遂行全般に関して若手研究者の支援を

行った。 

◯創薬研究に関する支援 

・藤井信孝（薬学研究科・特定教授、革新的ナノバイオ創薬研究拠点） 

・大野浩章（薬学研究科・准教授、ケモゲノミクス・薬品有機製造学分野） 

創薬ターゲットの選定・化合物のデザイン・合成計画の立案に関する派遣先研究者との打

合せ支援、および薬学研究科における研究指導を含め、創薬研究の遂行全般に関して若手

研究者の支援を行った。 

◯海外派遣のための事務手続きに関する支援 

・大野浩章（薬学研究科・准教授、ケモゲノミクス・薬品有機製造学分野） 

ビザ取得、受入先研究機関と連絡、京都大学薬学研究科における事務手続きなど、事務手
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続き全般に関する支援を行うとともに、派遣先における若手研究者の安全に配慮した派遣

計画の立案を支援した。 

 

京都大学では、各人が派遣計画にあわせた「 JCSOS 緊急事故支援システム」等の各種保険

に加入することを推奨している。京都大学薬学研究科においては、短期間の派遣であって

も渡航前に海外旅行保険等への加入を義務付けており、適宜研究科内で周知している。 

派遣研究者には、渡航直後に大使館・領事館への在留手続き等を通して安全情報を常時入

手できるような体制を整えることを義務づけた。また、派遣先での生活および研究の遂行

において安全上の支障が生じる懸念がある時には、担当研究者と国際共同研究機関の研究

者およびアドミニストレーターとの連絡を緊密にとって、派遣研究者に不測の事態が起き

ないように対処した。また、不測の事態には担当研究者が派遣先に出向いて短期間で必要

な対応をとるためのバックアップ体制をとった。 

 

（３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況とその理由 

 

公募申請時には計３名の研究者を派遣するよう計画していたが、本研究を推進するにあた

り、金触媒を用いた新規反応の開発と反応機構解析において世界をリードしているドイツ

・ハイデルベルク大学・Hashmi 教授の研究室に若手研究者を派遣する必要が生じた。そこ

で、平成 24 年度交付申請時には研究者を１名追加して計４名とした。一方で、ドイツ・ハ

イデルベルク大への大学院生派遣による共同研究が予想外に速く進展し、平成 25、26 年度

に予定していた計画が平成 25 年度 8 月末までにすべて完了したため、以降の当該若手研究

者１名の派遣を平成 26 年度交付申請時に中止した。さらに、マサチューセッツ大学への若

手研究者派遣は申請時には平成 24 年度末～26 年度を計画していたが、本プログラムに関

わる共同研究が平成 25 年度中に完了したため、平成 26 年度の研究者１名の派遣を中止し

た。（当該若手研究者については平成 25 年度までに計 300 日以上の派遣日数は達成してい

る。）また、本プログラムで標榜する革新的創薬技術の創出のためには、超高感度プロテ

オーム解析手法によるタンパク質ネットワーク情報の取得加え、疾患を誘起する代表的翻

訳後修飾であるリン酸化シグナルネットワークの網羅的解析が必要不可欠であるとの結論

に至ったため、欧州生物学研究所 Pedro Beltrao グループリーダーとの共同研究を計画し、

平成 26 年度より若手研究者１名の派遣を追加した。 

 

（４）若手研究者の育成にかかる成果の概要 

①  派遣された若手研究者の成果 

（資料４に記載するような研究成果の発信状況等だけではなく、将来的に主要な研究者としての活躍が

見込まれるか等の観点も含めて記載してください。）  

 

派遣者①はイリノイ大学にて世界最先端の単一細胞処理技術を習得し、当機関が有するプ

ロテオーム解析技術と融合することで世界初となる単一細胞プロテオーム解析技術を確立

した。この成果に関して日本国内の主要学会で招待講演を行ったほか、他の主要学会での

発表においてもその成果は高い評価を得ており、現在論文として投稿準備中である。また、

派遣先研究室においてもその研究成果と研究者としての資質は高く評価されており、当該

分野において今後、世界の第一線での活躍が期待される。 
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派遣者②は触媒的酸化能を有するベンゾトリアゾール誘導体を開発した。本触媒により、

アレン、またクロメンの空気酸化が進行し、触媒構造中の二級アミンにより活性化された

エナミンとの付加体が得られた。またクロメンを基質として用いた場合には、酸としてキ

ラルリン酸を添加することで立体選択性を得ることにも成功した。派遣者②は平成 27 年 1

月に東北大学理学研究科の助教に採用された。今後は創薬研究と有機科学研究を担う若手

研究者として、大いに活躍することが見込まれる。 

 

派遣者③は新規の金ナノ粒子として、双性イオン型ナノ粒子を設計・合成し、それらの細

胞毒性活性、免疫応答性について調査した。また、詳細に構造を精査することで、新しい

腫瘍ターゲッティングシステム確立した。本プロジェクトによる派遣期間終了後、派遣者

③は日本学術振興会海外特別研究員制度による留学を継続している。その後米国内のベン

チャー企業に就職することを予定しているため、グローバル人材としての国内外における

活躍が期待される。 

 

派遣者④は欧州生物学研究所との共同研究において、情報学的解析手法と実験的解析手法

を融合することでタンパク質翻訳後修飾を網羅的かつ精密に解析する手法を確立し、現在

論文として投稿準備中である。本事業の成果と派遣研究者が研究に取り組む姿勢は派遣先

研究機関においても高く評価され、事業終了後もフェローシップを獲得し、派遣研究者主

導のもと共同研究が継続している。 

 

派遣者⑤はイナミドを用いた縮環ピロール合成反応を開発した。Hashmi 教授らにより見出

された gem-金錯体が、炭素環骨格のみならず複素環骨格の効率的構築反応の触媒としても

使用できることを明らかとした。 

 

②  派遣した機関・組織の成果 

（機関等として組織的に若手研究者を育成する枠組みが構築されたか、機関等の研究者の評価におい

て、海外での研究実績を重視するシステムが構築されたか等の観点も含めて記載してください。）  

 

 京都大学においては、「ジョン万プログラム」等による研究者の海外派遣に対する補助

や、派遣者元研究室への補助を行うシステムの実績があり、研究者の海外での研究実績を

重視している。 

本事業においては、研究者の派遣システムがより整備され、派遣者選考委員会の設置、

研究者の公募方針、基準、方法、派遣に伴う支援体制などが構築された。 
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（５）若手研究者の派遣実績の詳細【 氏 名 の み 非 公 表 】  ※派遣者毎に作成すること。 

派遣者①： 助教  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

単一細胞プロテオーム解析技術の確立のため、イリノイ大学が持つ任意の単一細胞操

作・解析技術と我々がもつプロテオーム解析技術を融合することで、試料ロスを最小化

しうる最適な前処理技術の開発を行った。一細胞解析は、その試料量の少なさによりデ

ータの取得のみならず、解析も非常に困難である。本研究員は、解析深度と結果の信頼

度を高めるため、測定システムのさらなる高感度化をはかるとともに、Sweedler 研究室

でこれまでに蓄積してきたデータ解析手法を修得した。また、本手法を用いて単一細胞

プロテオーム解析を進めた。  
 

（具体的な成果） 

単一細胞から抽出したタンパク質を、キャピラリー内で還元アルキル化・脱塩後、直

接 LC-MS によって解析する手法を確立した。また LC システムの小型化や独自に作製し

たイオンソース、スプレーカラムの使用により、さらに高感度な測定系を構築した。

Sweedler 研究室でこれまでに蓄積してきたデータ解析手法を修得し、本測定系と統合す

ることで単一神経細胞のプロテオーム解析を実施し、同一細胞種において細胞個性を誘

起しうるタンパク質ネットワークの同定を行った。本手法を用いることで、薬剤応答性

などに関しても、多細胞のアンサンブル情報ではなく１細胞個体ごとの情報を取得する

ことが可能となった。  
派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

米国イリノイ州、イリノイ大学、化学科、

Jonathan V. Sweedler 教授  

 

20 日  

 

199 日  

 

183 日  

    

402 日  

 

派遣者②： 研修員  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

連続四級不斉炭素を有する医薬品候補化合物の効率的合成法を確立するため、金触媒

により活性化された多置換アレンへの炭素求核種の分子間付加反応の開発を目指した。

その際、配位子構造中に無保護の二級アミンを有する種々の二機能性金錯体や、求核種

と求電子種の両分子を同時に活性化する協奏的酸・塩基金錯体を設計し、合成と反応条

件の検討を行った。 

 

（具体的な成果） 

 検討の結果、ベンゾトリアゾール誘導体の添加が本カチオン性金錯体の安定性向上に

重要であることを見出した。その過程において、ベンゾトリアゾール誘導体が触媒的酸

化能を有していることを見出した。本反応では、空気中の酸素による酸化が進行してい

ることが明らかとなった。またキラルリン酸を添加することで、付加反応において、僅

かながら立体選択性を得ることにも成功した。 
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派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

米国カリフォルニア州、カリフォルニア

大学バークレー校化学科、 Dean, F. Toste

教授  

 

43 日  

 

365 日  

 

257 日  

    

665 日  

 

派遣者③： ポスドク・研修員  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

新規双性イオン型金ナノ粒子を設計、合成し、それらの細胞毒性活性と免疫応答性に

ついて調査した。検討の結果、pH 応答性の付与による新しい腫瘍ターゲッティングシス

テムを確立した。一方で、当研究室が有する有機化学の技術や知識を派遣者が提供する

ことにより、派遣先研究室内における合成効率の向上に寄与している。 

 

（具体的な成果） 

 細胞との親和性や細胞毒性が腫瘍組織において高く、かつ正常細胞においては極めて

低い金ナノ粒子の開発を行った。腫瘍組織中の低 pH に応答する新規双性イオン型金ナ

ノ粒子を精密に設計し、合成と検討を行った結果、現在までに腫瘍細胞への移行性を正

常細胞の 4 倍にまで高めることに成功している。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

米国マサチューセッツ州、マサチューセ

ッ ツ 大 学 ア マ ー ス ト 校 、 化 学 科 、 V. M. 

Rotello 教授  

 

43 日  

 

305 日  

 

0 日  

    

348 日  

 

派遣者④： 研修員  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

派遣先である EMBI-EBL ではかねてより遺伝子変異とタンパク質翻訳後修飾変化の統

合的解析をすすめており、世界でも有数の情報学的解析プラットフォームを有している。

本研修員は、これらの手法と京都大学がもつ実験的翻訳後修飾解析手法を統合すること

で、疾患の発症を誘起するタンパク質翻訳後修飾の網羅的同定手法の構築を試みた。 

（具体的な成果） 

疾患の発症を誘起する代表的翻訳後修飾であるタンパク質リン酸化に焦点を当て、様

々なリン酸化酵素の標的配列を情報学的アプローチにより抽出した。これらのデータと、

リン酸化プロテオーム解析による実験的データを組み合わせることで、各種リン酸化酵

素の基質を選定する手法を確立した。本手法により、新規薬剤候補の標的酵素やシグナ

ルネットワーク下流の分子挙動を精度よく予測することが可能となった。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

イギリス、欧州生物学研究所  

Pedro Beltrao グループリーダー  

 

日  

 

日  

 

306 日  

    

306 日  
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【参考】派遣期間が 300 日未満となり最終的に若手派遣研究者派遣実績のカウントから

除外されたもの 

 

準派遣者： 大学院生・学術振興会特別研究員  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

 Hashmi 教授らにより見出された gem-金錯体は、既存の金錯体とは異なる反応性を示す

ことが知られている。本研究員はその錯体の合成法・取扱い・反応性について学び、本

触媒を用いた新規骨格構築反応の開発に携わった。引き続き、得られた知見を当研究グ

ループが得意とする複素環骨格構築反応へと応用し、本錯体を用いて複素環骨格を一挙

に構築する反応のデザインと検討を行った。  
 

（具体的な成果） 

ジインと gem-金錯体を用いた新規反応を開発に成功するとともに、その反応機構を明

らかとした。またその展開として、イナミドを用いた縮環ピロールの効率合成法の開発

にも成功した。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

ドイツ、ハイデルベルク大学  

D. Stephen K. Hashmi 教授  

 

29 日  

 

153 日  

 

0 日  

    

182 日  
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資料３ 国際共同研究の計画概要・方法 

（１）実施期間中における研究のスケジュールと実施内容の概要 

本国際研究課題は、京都大学において実現できない研究スキルやノウハウを海外機関との

連携により補うとともに、担当研究者および若手研究者が米国における最先端の創薬シー

ズやトレンドに接触する機会を充実させることにより、斬新な創薬関連研究のアイデアを

培い、我が国の創薬研究基盤を発展させるために企画された。担当研究者と国際共同研究

機関の受入研究者からなる参画メンバーによる以下の国際共同研究を展開し、これらの技

術革新および新規手法の統合により従来にないアプローチによる創薬概念を提案する。 

１）イリノイ大学のグループが有する神経細胞の培養技術・精密分子測定技術と、京都大

学が確立した高精度分離・質量分析技術を相互に活用することで、神経組織・細胞中の生

体分子の局在・修飾の定性・定量を実現する方法論を確立する。 

２）マサチューセッツ大学のグループが有する金ナノ粒子の化学修飾と生体内における生

物活性制御技術を活用し、ナノ粒子自身の抗腫瘍活性の制御・増大、新規医薬品候補物質

のドラッグデリバリーやペプチドホルモン・サイトカイン類の局在を精査するプローブ創

製のための共同研究を実施する。 

３）カリフォルニア大学およびハイデルベルク大学のグループが有する金触媒化学を用い

た分子変換技術を活用し、京都大学における神経ペプチド受容体（ GPCR）等の各種分子標

的に対する新規リガンドの創製研究を展開する。リガンドの短工程・高収率合成法を構築

するとともに、得られたリガンドから誘導される分子プローブを活用することにより、脳

組織中での生理機能を有する神経細胞を特定するとともに、薬剤の組織あるいは細胞特異

的効率的集積への分子設計へと展開する。 

４）イギリス EMBL-EBI のグループはこれまでに、生物進化に伴う遺伝子変異とタンパク質

翻訳後修飾変化をもとに、タンパク質機能にとって真に重要な翻訳後修飾部位を特定可能

な高度なバイオインフォマティクス技術を開発してきた。本手法を活用して疾患発症を誘

起する翻訳後修飾変動部位を特定することで、高効率な分子標的創薬基盤の確立を目指す。 

５）各参画グループ独自の国際共同研究を発展させて、新たな創薬標的の探索や、新規薬

剤候補化合物の創製、および、これらを応用した医薬品開発研究を推進する。 

 

（２）成果の概要 

 本事業により、１）単一細胞プロテオーム解析技術の確立による細胞内分子ネットワーク

の同定、２）触媒的酸化能を有するベンゾトリアゾール誘導体の開発、３）双性イオン型

ナノ粒子を用いた新規腫瘍ターゲッティングシステム確立、４）翻訳後修飾情報の網羅的

かつ精密な解析手法の確立、という形で大きな進展がみられ、論文 4 報、学会発表 5 件、

という形ですでに公表されている。これらの成果は各研究領域において高い評価を受けて

おり、派遣先研究機関とのネットワークが強固になるとともに、イリノイ大学、欧州生物

学研究所、ハイデルベルク大学との継続的な共同研究もスタートしている。 

 

（３）本事業を契機として新たに始まった国際共同研究 

                         （件） 

合計 うち、相手先機関以外 

3 0 
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資料４．共同研究成果の発表状況 

①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

 

論文名・著書名 等 
（論文名・著書名、著者名、掲載誌名、査読の有無、巻、最初と最後の頁、発表年（西暦）について記入して

ください。）  

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  

・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限って記載して下さい。査読中・投稿中のものは除きます。 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  

・著者名について、責任著者に「※」印を付してください。また、主担当研究者には二重下線、担当研究者に

ついては  下  線  、派遣した若手研究者については  波  線  を付してください。  

・共同研究の相手側となる海外の研究機関との国際共著論文等には、番号の前に「◎」印を、また、それ以外

の国際共著論文については番号の前に「○」印を付してください。  

・当該論文の被引用状況について特筆すべき状況があれば付記して下さい。  

◎１ The Role of Acetylides in Dual Gold Catalysis: A Mechanistic Investigation of the Selectivity 
Difference in the Naphthalene Synthesis from Diynes, K. Graf, P. D. Hindenberg, Y. 
Tokimizu, S. Naoe, M. Rudolph, F. Rominger, H. Ohno , ※A. S. K. Hashmi, ChemCatChem, 
査読有 , 6 (1), 199–204 (2014). 

◎２ Dual Gold Catalysis: Synthesis of Polycyclic Compounds via C-H Insertion of Gold 
Vinylidenes, M. Wieteck, Y. Tokimizu, M. Rudolph, F. Rominger, ※ H. Ohno , ※ N. Fujii , ※

A. S. K. Hashmi,* Chem. Eur. J., 査読有 , 20 (49), 16331–16336 (2014). 

◎３ Dual Gold Catalysis: A Novel Synthesis of Bicyclic and Tricyclic Pyrroles from N-Propargyl 
Ynamides, Y. Tokimizu, M. Wieteck, M. Rudolph, S. Oishi, N. Fujii,  ※ A.  S. K. Hashmi, ※

H. Ohno , Org. Lett., 査読有 , 17 (3), 604–606 (2015). 

◎４ Acylsulfonamide-Functionalized Zwitterionic Gold Nanoparticles for Enhanced Cellular 
Uptake at Tumor pH, T. Mizuhara, K. Saha, D. F. Moyano, C. S. Kim, B. Yan, Y.-K. Kim, ※

V. M. Rotello, Angew. Chem. Int. Ed., 査読有 , 54 (22), 6567–6570 (2015) 

５  

６  

７  

８  

９  

10  

11  

12  
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②学会等における発表 

 

発表題名 等 
（発表題名、発表者名、発表した学会等の名称、開催場所、口頭発表・ポスター発表の別、審査の有無、発

表年月（西暦）について記入してください。）  

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  

・発表者名は参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること。共同発表者がいる場合

は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者名は「※」印を付して下さい。発表者名について主担当研究

者には二重下線、担当研究者については  下  線  、派遣した若手研究者については  波  線  を付し

てください。  

・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載して下さい。  

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  

・共同研究の相手側となる海外の研究機関の研究者との国際共同発表には、番号の前に「◎」印を、また、

それ以外の国際共同発表については番号の前に○印を付してください。  

◎
１ 

若林真樹, Jordan T Aerts, Stanislav S Rubakhin, 石濱泰, Jonathan V Sweedler.
超高感度 LC－MS システムを用いた単一細胞プロテオーム解析, 日本薬学会第 135
年会, 神戸, 2015 年 03 月（口頭、審査なし、招待）  

◎ 
２ 

Masaki Wakabayashi, Jordan T Aerts, Stanislav S Rubakhin, Yasushi Ishihama, 
Jonathan V Sweedler. Downscaling proteome profiling: toward single cell 
proteomics, 14th Asia-Pacific International Symposium on Microscale 
Separations and Analysis, 京都, 2014 年 12 月（ポスター、審査あり） 

◎
３ 

若林真樹, Jordan T Aerts, Stanislav S Rubakhin, 石濱泰, Jonathan V Sweedler.
１細胞プロテオーム解析への挑戦, 第８７回日本生化学会大会, 京都, 2014 年 10
月（口頭、審査なし、招待） 

◎ 
４ 

若林真樹, Jordan T Aerts, Stanislav S Rubakhin, 石濱泰, Jonathan V Sweedler.
単一細胞プロテオーム解析への挑戦, 第２７回バイオメディカル分析化学シンポ
ジウム, 東京, 2014 年 08 月（口頭、審査あり） 

◎
５ 

Masaki Wakabayashi, Jordan T Aerts, Stanislav S Rubakhin, Yasushi Ishihama, 
Jonathan V Sweedler. Downscaling proteome profiling: toward single cell 
proteomics, PITTCON 2014, Chicago, USA, 2014 年 03 月（ポスター、審査あり） 

６  

７  

８  

９  

10  

11  

12  

 


