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第 42回 若手ペプチド夏の勉強会 講演プログラム  
 
========================== ８月２日（日）１日目 ================================= 
   

参加者受付：さくら館 B1F セミナー室（14：30~） 
 
15：10 － 15：15   開会式（講堂） 

 
15：15 － 16：05   特別講演（１） 

座長：大橋南美（東京医科歯科大学）、平川寛子（徳島大学） 
 
「研究者倫理について考える」 

                    白楽ロックビル 先生 （お茶の水女子大学理学部生物学科） 

16：05 － 16：15   Break 
 
16：15 － 17：00   座長：田中智博（東京医科歯科大学）、小沼侑子（東海大学）、 
                             小山正浩（徳島大学） 

 
一般講演（１）（発表：９分、質疑応答：５分） 
 
片山沙綾香（M２）（京都大学化学研究所 生体機能設計化学） 
「アルギニンペプチドのアシル化が細胞内移行に及ぼす影響」 
 
竹山一基（M１）（東京薬科大学 薬学部 病態生化学教室） 
「雌雄同体ペプチド -頭を切ったらインテグリンに結合、しっぽを切るとアミロ
イド様線維形成-」 
 
中村健一郎（D３）（大阪大学 蛋白質研究所 蛋白質有機化学研究室） 

                 「ライゲーション法によるタンパク質の合成」 

17：00 － 17：10      Break 
 
17：10 － 17：40   研究室紹介（１） 
(17：40 － 19：30   チェックイン・夕食・入浴) 
19：30 － 20：40   研究室紹介（２） 
 

（１研究室５分以内で発表） 
 
L-1  北海道大学大学院理学研究院 化学部門生物化学研究室（坂口研） 
L-2  山形大学大学院理工学研究科 物質化学工学専攻機能分子化学分野 
L-3  群馬大学工学研究科 機能生物科学第 3研究室 
L-4  筑波大学 連携大学院農業生物資源研究所 生体防御研究ユニット 
L-5  東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 メディシナルケミストリー分野 
L-6  東京工業大学大学院生命理工学研究科 生体分子プロセス講座 
L-7  東海大学工学部 生命化学科 中原、北條研究室 
L-8  信州大学 食品分子工学研究室 
L-9  富山大学工学部 応用化学 4A  
L-10 名古屋大学 工学研究科 バイオテクノロジー講座 

L-11 龍谷大学 理工学部 物質化学科 富崎研究室 

L-12 京都大学化学研究所 生体機能設計化学 
L-13 京都大学大学院薬学研究科 ケモゲノミクス分野 
L-14 京都大学薬学研究科 薬品機能解析学分野 
L-15 京都府立医科大学大学院 医学研究科 化学教室（病態分子薬理学研究室） 
L-16 京都薬科大学 薬品化学教室 
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L-17 大阪大学 蛋白質研究所 蛋白質有機化学研究室 
L-18 大阪大学大学院理学研究科 化学専攻 天然物有機化学研究室 
L-19 渡辺化学工業株式会社 
L-20 山口東京理科大学工学部 応用化学科 橋本研究室 
L-21 徳島大学大学院薬科学教育部 薬品合成化学分野 
L-22 九州大学大学院 理学府分子科学専攻 構造機能生化学研究室 
L-23 東京薬科大学 薬学部 薬品化学教室 
L-24 東京薬科大学 薬学部 病態生化学教室 

 
20：40 － 22：00   自由討論  

 
22：00 －      （引き続き）自由討論 （会場：さくら館）  
 
========================８月３日（月） ２日目==================================== 
 
 7：30 －  8：50   朝食 
 
 9：00 － 10：00  座長：大倉裕道（東京工業大学）、西山由希子（徳島大学）、 

片山沙綾香（京都大学）、大塚祐治（大阪大学） 
 

一般講演（２）（発表：９分、質疑応答：５分） 
 
山口貴宏（D１）（京都大学 薬学研究科 薬品機能解析学分野） 
「システイン架橋ダイマーを用いたアミロイドβタンパク質の凝集機構の解析」 
 
蟹江慧（D２）（名古屋大学 工学研究科 バイオテクノロジー講座） 
「インフォマティクスを利用した胆汁酸結合短鎖ペプチドスクリーニング」 
 
西村裕一（M１）（九州大学大学院 理学府分子科学専攻 構造機能生化学研究室） 
「ノシセプチンスーパーアゴニストのもたらす相乗効果の構造要因」 
 
田中智博（D２）（東京医科歯科大学 生体材料工学研究所） 
「動的超分子機構を模倣した合成抗原分子はHIV ワクチンのブレークスルーとな
りうるか？~共同研究者選択の重要性~」 

 

10：00 － 10：10   Break 
 
10：10 － 11：00   特別講演（２） 

座長：高山健太郎（京都大学）、山口貴宏（京都大学） 
 
「ペプチドを用いた創薬と DDS 素材としてのペプチドについて考える」 
岡田弘晃 先生（東京薬科大学）    

 
11：00 － 11：10   Break 
 
11：10 － 12：00   特別講演（３） 

座長：保住建太郎（東京薬科大学）、山崎有理（東京薬科大学） 
 

「ペプチド・タンパク質機能制御法について考える」 
重永章 先生（徳島大学大学院 助教） 

 
12：00 － 13：15   昼食 
 
13：15 － 14：15  座長：蟹江慧（名古屋大学）、大矢亜紀（東京医科歯科大学）、 
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       赤井優一（大阪大学）、出口綾香（京都府立医科大学） 
 

一般講演（３）（発表：９分、質疑応答：５分） 
 
坂井公紀（M１）（北海道大学大学院 理学研究院化学部門 生物化学研究室） 
「SCAP 法による長鎖機能性ナノワイヤーの作製と配向制御」 
 
大塚祐治（M2）（大阪大学大学院 理学研究科化学専攻 天然物有機化学研究室） 
「ランチオニン含有ペプチドグリカン部分構造の合成とその免疫刺激活性」 
 
田口晃弘（M２）（東京薬科大学 薬学部 薬品化学教室） 
「ジペプチド型抗生物質 (+)-ネガマイシンの全合成研究」 
 
説田章平（M１）（京都大学大学院薬学研究科・ケモゲノミクス分野） 
「ペプチドミメティクスの利用による新規 GPR54 アゴニストの創製」 

 
14：15 － 14：25   Break 
 
14：25 － 15：05   テクニカルセミナー  

座長：片桐文彦（東京薬科大学） 
 
「生命科学・創薬研究における分子設計ソフトウェアの利用」 
狩野敦 先生 （株式会社 菱化システム 科学技術システム事業部）     

 
15：05 － 15：30   Break 
 
15：30 － 16：20   留学体験記（１） 

座長：岩崎崇（筑波大学）、水口貴章（京都薬科大学） 
 
「ペンシルバニア大学留学体験記～化学選択的反応によるペプチド合成～」 
鳴海哲夫 先生（東京医科歯科大学） 

 
16：20 － 16：30   Break 
 
16：30 － 17：20   留学体験記（２） 

座長：中村健一郎（大阪大学）、岡田浩幸（九州大学） 
 
「留学を通して日米の相違を考える」 
服部恭尚 先生（米国 NIH）  

 
 
17：20 － 19：00    夕食・入浴 
 
 
19：00 － 19：35   ポスター発表（口頭：３分） 

 
P-1 八木寛陽（D１）（北海道大学） 
「p53 誘導性ホスファターゼ PPM1D の基質認識と阻害剤開発」 
 
P-2 山田圭一（助教）（群馬大学） 
「低溶血性環状抗菌ペプチドの創製」 
 
P-3 大橋南美（D２）（東京医科歯科大学 生体材料工学研究所） 
「PKC への挑戦 Season 1 episode M1~これまで＋NCI でのドラマ型留学体験」 
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P-4 橋本知恵（M２）（東京医科歯科大学 生体材料工学研究所） 
「新しい概念で AIDS ワクチン研究に風穴をあける！」 
 
P-5 菊池卓哉（M２）（東京工業大学） 
「細胞アレイ構築を目指した新規ペプチドの細胞導入活性スクリーニング」 
 
P-6 矢野義明（助教）（京都大学） 
「コイルドコイル蛍光ラベル法による受容体内在化の pH レシオイメージング」 
 
P-7 三浦拓也（M１）（京都薬科大学 薬品化学教室） 
「マラリア原虫特有のプロテアーゼ“プラスメプシン”に対するペプチド型阻害剤の開発」 
 
P-8 赤井優一（D１）（大阪大学 蛋白質研究所） 
「修飾ヒストン H3 合成法の研究」 
 
P-9 秋月種康（M２）（東京薬科大学 病態生化学教室） 
「俺は男だ！ ペプチドで人工肝臓に挑戦！」 

 
P-10 石川晶也（M１）（東京薬科大学 病態生化学教室） 
「ラミニンα２鎖 N 末端の機能部位の同定-つくれども、つくれども、、、、、、」 

 
 
19：35 － 19：40   挨拶  野水基義 先生（東京薬科大学） 
                 「研究の必要事項について考える」 
 
19：40 － 22：00      ポスター展示・自由討論、懇親会、幹事会（20時頃） 
 
 
22：00 －      （引き続き）懇親会・自由討論（会場：さくら館） 
 
 
=========================８月４日（火） ３日目=================================== 
 
 7：30 －  9：00   朝食・チェックアウト 
 
 
9：10 － 10：00   特別講演（４） 

座長：漆畑俊哉（東京薬科大学）、八木寛陽（北海道大学） 
 
「ペプチド化学よりＤＮＡ材料化学へ ‐その軌跡について考えるー」 
西則雄 先生（北海道大学名誉教授） 

 
10：00 － 10：10   Break 
 
10：10 － 11：00   特別講演（５） 

座長：吉岡章寛（ペプチド研究所）、魚住隆一（東京工業大学） 
 
「医療材料研究と事業化について考える」 
兼子博章 先生（帝人株式会社） 

 
11：00 － 11：10   Break 
 
11：10 － 11：30   表彰式・閉会式 
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特別講演１  
 

研究者倫理について考える 

 

白楽ロックビル 

お茶の水女子大学理学部生物学科 

haklak@haklak.com 

 

  倫理は研究者の道徳ではなく、義務でありスキルと思想である。研究

者が “うっかり” 行う破滅的な行為には、「セクハラ」「研究費不正」「ね

つ造(Fabrication)」「改ざん(Falsification)」「盗用(Plagiarism)」などがある。

最後の３つは、カッコに併記した英単語の頭文字を合わせて、日本でも、

FFP と呼ぶことが多い。また、今のところ「破滅的な行為」ではないが、

問題視される行為に、利害関係、論文著者の問題がある。多くの研究者は、

これらの行為をなんとなく悪い行為だと感じているが、それでは、なぜ、

リスクを冒すのか？ 理由は単純で、「利得（リトク）」を求めるあまり、

「リスク」の罠にはまり、不正をする。もちろん、不正をする個人の資質・

スキルもあるが、不正を誘導してしまう研究体制、教育体制、研究者社会がある。 

本講演では、「研究者の事件」の事例をいくつか提示するので、普段、あまり考えない研究者の裏

問題を理解しておこう。そして、今後、自分の研究キャリアの中で、“つまらない”行為で研究キャ

リアと人生を棒に振らないようにしてほしい。また、周囲の研究不正に巻き込まれないようにして

ほしい。日本では問題視されない行為でも、海外では逮捕されるかもしれない。現在の日本では問

題視されない行為でも、１０年後、問題視されるかもしれない。なお、こういう“科学研究”の研

究に興味がある人は、バイオ政治学を発展させよう。一体、こんな日本でエエんだろうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白楽ロックビル 

作者：昔の学生で不明 



 8 

特別講演２  
 

ペプチドを用いた創薬と DDS素材としてのペプチドについて考える 
 

岡田 弘晃     

東京薬科大学 薬学部医療薬物薬学科 製剤設計学教室 

 

  今また、ペプチドが大変面白い。米国では、バイオ医薬品の売上げが総医薬品売上げの 30％近く

を占め、中でも抗体薬が抗がん薬あるいは抗リウマチ薬として 20 数品目医薬品として上市され、

2007年の抗体薬の売上高は 260億ドルに達した。ただこの抗体薬の場合、その費用対効果を考える

と必ずしも満足できない課題があるが、新しい創薬の素材あるいは DDS 素材としてのタンパク質、

ペプチドに大きな期待が寄せられている。 

  莫大な研究費をかけたゲノム創薬によって、新規創薬ターゲットタンパク質の解明が進み、創薬

の新局面が期待されてきたが、未だ創薬に役立っていない。一方、古くて新しい医薬品のインスリ

ンや EPOの超即効性あるいは持続性改変ペプチドに、いくつかの創薬ヒントがあった。また、Byetta
Ⓡ（exenatide）開発物語にはやはり創薬のヒントが天然界にあることを認識させられる大変良い例で

ある。私の特許である徐放性注射剤リュープリンⓇの技術を用いて、この exenatide の 1 週間型注射

剤が、先月の 7月 7日に FDAから許可された。このようなペプチドあるいはタンパク質薬の欠点を

補うための PEGylation技術や究極の放出制御 DDS製剤である細胞治療などについても言及する。 

  またさらに、DDS素材としては、細胞透過性ペプチド（CPP）と核移行性ペプチド（NLS）、それ

に細胞間のタイトジャンクションのタンパク質であるOZ-1や claudineに作用するタイトジャンクシ

ョン開口ペプチドが今大変ホットである。生体膜のリン酸、カルボン酸あるいは硫酸基と作用して

エンドサイトーシスで取り込まれる arginine リッチなウイルスの膜ペプチドと両親媒性を有する蜂

毒などの CPP、それに Importin などの運び屋によって選択的に核膜孔複合体に認識されて核内に送

達する NLSを利用した核酸送達と、Dyneinによる微小管に沿ったペプチドの選択的核孔への送達は

面白い。また、タイトジャンクションタンパク質 Zonula occludentの ZO-1のリン酸化を促進して、

アクチンフィラメントを再配置しタイトジャンクションを開口する Vibrio cholerae 第二毒素の活性

ドメイン AT-1002による siRNAのアトピー皮膚炎の治療成績などについて紹介する。 

  創薬のヒントはやっぱり天然界に、長く生き延びてきた生物の中に、その生物の情報、構造、機

能の全てを支配しているタンパク質および構成成分であるペプチドにあるようだ。 
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特別講演３  
 

ペプチド・タンパク質機能制御法について考える 

 

重永 章  

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 

 

 近年、ケミカルバイオロジー分野において、ペプチドやタンパク質の機能を細胞外部から制御す

る方法論が求められています。そこで演者らは、細胞外部からの刺激に応答してその機能を変化さ

せるペプチド・タンパク質の開発を目指し、刺激応答型ペプチド結合切断デバイスに関する研究を

行っています。刺激応答型ペプチド結合切断デバイスとは“任意の刺激に応答してペプチド結合切

断を誘起する人工合成アミノ酸”のことであり、これを組み込んだペプチド・タンパク質は刺激に

よりペプチド結合が切断されて機能変化するというものです。今回の講演の前半部では、刺激応答

型アミノ酸の分子設計や刺激応答能、ペプチド結合切断反応に関する速度論的知見などについてお

話します。続いて後半部では、刺激応答型ペプチド結合切断デバイスを用いたペプチド機能制御の

一例として、核‐細胞質シャトルペプチド（細胞へ添加するとまず核内へ移行し、細胞外部からの

刺激に応答して細胞質へ再移行するペプチド）の開発についてお話したいと思います。 

 

[参考文献] 

Shigenaga, A.; Tsuji, D.; Nishioka, N.; Tsuda, S.; Itoh, K.; Otaka, A. ChemBioChem 2007, 8, 1929. 重永 

章、辻 大輔、西岡直美、津田修吾、伊藤孝司、大高 章、ケミカルバイオロジー 2008, 1, 7およ

び表紙. Shigenaga, A.; Yamamoto, J.; Hirakawa, H.; Yamaguchi, K.; Otaka, A. Tetrahedron 2009, 65, 2212. 
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特別講演４  
 

          ペプチド化学よりＤＮＡ材料化学へ  

                 ‐その軌跡について考えるー 
 

                        西 則雄  
西機能性素材研究所 代表取締役 

北海道大学名誉教授 
 

  高等生物の遺伝子ＤＮＡは、一般には塩基性たんぱく質ヒストンとの精緻な複合体として存在

している。しかし、ある種の動物、例えば魚類の精子細胞中では、その精子が成熟するにつれて、

ＤＮＡに結合していたヒストンがより塩基性の強いペプチドであるプロタミンに置換される。すな

わち、ヌクレオソーム構造の崩壊とＤＮＡ‐プロタミン複合体の形成である。授(受)精の際に、この

ＤＮＡ‐プロタミン複合体よりなる精子が卵子中に入ると、ＤＮＡ‐プロタミン複合体は崩壊し、

再びヌクレオソーム構造が形成される。この過程に大きな働きをするのが分子シャペロン蛋白のヌ

クレオプラスミンである。 

  上記のように、ヒストン、プロタミン、ヌクレオプラスミン等のＤＮＡと関わりを持って機能

を果たすたんぱく質やペプチドの研究を進める過程で、サケ白子由来のＤＮＡが多量に余っていて、

かなりの量が利用されずに廃棄されているということを知った。 

  言うまでもなく、ＤＮＡは多糖類やたんぱく質や天然ゴムと同様、天然高分子である。しかし、

他の天然高分子と異なり、ＤＮＡは材料や素材としては利用されてこなかったしそのような観点か

らは見られていなかった。ちなみに、高等学校の化学の教科書には天然高分子の項目があるが、そ

こにはＤＮＡもＲＮＡもまったく触れられていない。これらは紛れもなく自然界に多量に存在する

天然高分子であるのにである。一方、生物の教科書にはＤＮＡもＲＮＡも分子生物学の観点からそ

れらの役割が詳しく記述されている。 

  このような状況の中で、「ＤＮＡを高分子材料、高分子素材として利用できないだろうか」の研

究をスタートした。我々が取り組んできた医薬学関連分野や環境分野におけるサケ白子由来ＤＮＡ

の利用につき紹介したい。 
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特別講演５  

 

医療材料研究と事業化について考える 

 

兼子博章  

帝人株式会社  

 

演者は帝人（株）に入社してから現在まで、未来の会社の屋台骨となりうる新規事業の創出を目

的とした研究開発を行ってきた。これまで携わった研究テーマの中においては、残念ながら市場に

出ることもなく日の目を見ずに終わったものもあり、過去も現在もトライアル＆エラーを繰り返し

ながら、研究（シーズ）を事業（ビジネス）に育てていくプロセスの中で日々格闘している。現在

はバイオマテリアルに関連した研究テーマに取り組んでいるが、研究所の手元にある技術シーズが

未来のヒット商品として花開き、会社の未来を支える屋台骨にまで成長するには、これからいくつ

もの試練が待ち受けているであろう。 

本講演においては、帝人（株）の紹介、そして現在取り組んでいる研究に関連した技術紹介を行

い、ペプチドの世界に精通された皆さんとの異分野交流が深まることを期待している。また、企業

の一研究者としてのこれまでの経験から感じたこと、特にいつも大切にしている技術の見方や考え

方について僭越ながら紹介させていただき、技術をビジネスに育てるアントレプレナーを目指す若

き方々への一助となれば幸いである。 
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留学体験記１  

 
ペンシルバニア大学留学体験記 ～化学選択的反応によるペプチド合成～ 

 
鳴海 哲夫  

東京医科歯科大学 生体材料工学研究所  
 
  ペプチドの化学合成技術は、固相担体上での合成法や、強力な縮合剤および添加剤の開発によ

り著しい進歩を遂げ、これら合成技術を基に、複雑なペプチドの化学合成が行われています。しか

しながら、これまでの合成技術は活性エステルの付加・脱離を経由するものがほとんどであり、こ

れら合成技術ではアミド結合形成に伴い、縮合剤および添加剤由来の副産物が化学量論量生成して

しまうことが大きな問題の一つです。最も理想的なペプチド合成法の条件として、１）アミノ酸の

側鎖保護基を必要としないこと、２）縮合のために試薬や触媒を必要しないこと、３）有害な副産

物を生成しないこと、４）温和な条件下、水中でも反応が進行することが挙げられます。これらを

可能にするのは、化学選択的反応によるペプチド合成です。留学先のペンシルバニア大学 Bode研究

室では、α-ケト酸とヒドロキシアミンを加熱条件下攪拌することで、脱炭酸を伴う縮合反応が進行

し、対応するアミド化合物が得られることを見出しました。今回は有機化学的な立場から、この化

学選択的縮合反応の面白さとペプチド合成への応用、またフィラデルフィアやペンシルバニア大学、

Bode研究室について、発表したいと思います。 

 

 

 

留学体験記２  
 

留学を通して日米の相違を考える 
 

服部 恭尚  
米国 NIH, NCI   

 

  演者は 2008年 4月から 2009年 7月までの約 1年 2ヶ月間、米国に留学することができました。

留学先はアメリカ合衆国メリーランド州ベセスダ市にある NIH (National Institutes of Health) で、Dr. 

Ettore Appella の指導の下、研究を行いました。短い間ではありましたが、この間に演者が見たこと

聞いたことを基に日米の相違を中心に発表します。また、留学に至る経緯や留学を終えて日本に帰

国した後に感じたことにも言及したいと思います。 
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参加研究室・企業一覧  

 
北海道大学大学院理学研究院 化学部門生物化学研究室（坂口研） 

山形大学大学院理工学研究科 物質化学工学専攻機能分子化学分野（今野研） 

群馬大学工学研究科 機能生物科学第 3 研究室 

筑波大学 連携大学院農業生物資源研究所 生体防御研究ユニット 

東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 メディシナルケミストリー分野（玉村研） 

東京工業大学大学院生命理工学研究科 生体分子プロセス講座（三原研） 

北里大学理学部（石田研） 

東海大学工学部 生命化学科（中原・北條研） 

信州大学 食品分子工学研究室（中村研） 

富山大学工学部 応用化学 4A（小野研） 

名古屋大学 工学研究科 バイオテクノロジー講座（本多研） 

龍谷大学 理工学部 物質化学科（富崎研） 

京都大学化学研究所 生体機能設計化学（二木研） 

京都大学大学院薬学研究科 ケモゲノミクス分野（藤井研） 

京都大学薬学研究科 薬品機能解析学分野（松崎研） 

京都府立医科大学大学院 医学研究科 化学教室（病態分子薬理学研究室）（赤路研） 

京都薬科大学 薬品化学教室（木曽研） 

大阪大学 蛋白質研究所 蛋白質有機化学研究室（相本研） 

大阪大学大学院理学研究科 化学専攻 天然物有機化学研究室（深瀬研） 

株式会社ペプチド研究所 

渡辺化学工業株式会社  

山口東京理科大学工学部 応用化学科（橋本研） 

徳島大学大学院薬科学教育部 薬品合成化学分野（大高研） 

九州大学大学院 理学府分子科学専攻 構造機能生化学研究室（下東研） 

東京薬科大学 薬学部 病態生化学教室（野水研） 

東京薬科大学 薬学部 薬品化学教室（林研） 



所属名 氏名 職名／学年 部屋番号

北海道大学名誉教授・西機能性素材研究所 西　則雄 代表取締役 松下館 6

お茶の水大学　理学部　生物学科 白楽ロックビル 教授

東京薬科大学　薬学部　製剤設計学教室 岡田　弘晃 教授 301

帝人株式会社　融合技術研究所　第３研究室 兼子　博章 室長 松下館 5

徳島大学　大学院薬科学教育部　薬品合成化学分野 重永　章 助教（男） 306

東京医科歯科大学 生体材料工学研究所　メディシナルケミストリー分野 鳴海　哲夫 助教（男） 308

米国NIH　NCI 服部　恭尚 Visiting Fellow 310

所属名 氏名 職名／学年 部屋番号

北海道大学大学院理学研究院　化学部門生物化学研究室（坂口研） 中馬　吉郎 助教（男） 303

八木　寛陽 D1（男） 207

坂井　公紀 M1（男） 105

山形大学　大学院理工学研究科　物質化学工学専攻　機能分子化学分野 今野　博行 准教授（男） 303

菊池　真理 B4（女） 305

石井　学 B4（男） 103

群馬大学　工学研究科　機能生物科学　第３研究室 山田　圭一 助教（男） 304

津久井匠隆 M1（男） 208

堀江　徹 M1（男） 210

出村　哲朗 B4（男） 105

佐藤　翔太 B4（男） 107

山田　景子 B4（女） 305

筑波大学　連携大学院農業生物資源研究所　生体防御研究ユニット 岩崎　崇 PD (男) 312

東京医科歯科大学 生体材料工学研究所　メディシナルケミストリー分野 玉村　啓和 教授（男） 松下館 4

野村　渉 助教（男） 310

鳴海　哲夫 助教（男） 308

大橋　南美 D2 (女) 315

田中　智博 D2 (男) 205

長谷山正樹 D1（男） 207

奥田　善章 M2（男） 207

大矢　亜紀 M2（女） 315

落合ちひろ M2（女） 313

佐藤　惇 M2（男） 211

橋本　知恵 M2（女） 311

増田　朱美 M2（女） 307

中西　勇太 M2（男） 213

蓑　友明 M2（男） 215

香川さやか M2（女） 307

大塚　啓太 M1（男） 202

奥田　毅 M1（男） 204

小川　藍子 M1（女） 309

川島　一泰 M1（男） 206

小森谷真央 M1（女） 305

東京工業大学　大学院生命理工学研究科　生体分子プロセス講座（三原研） 魚住 隆一 D2 (男) 203

大倉 裕道 D1（男） 209

石黒康二朗 M2（男） 205

参加者部屋割

特別講演講師



所属名 氏名 職名／学年 部屋番号

東京工業大学　大学院生命理工学研究科　生体分子プロセス講座（三原研） 菊池 卓哉 M2（男） 202

小木戸 謙 M1（男） 211

鈴木 智亮 M1（男） 213

北里大学　理学部 石田　斉 准教授 304

東海大学　工学部　生命化学科（中原、北條研） 今里　美樹 M2（女） 311

小沼　侑子 M2（女） 307

竹ノ内崇臣 M2（男） 213

信州大学　食品分子工学研究室 中村　浩蔵 准教授（男） 304

小山　正浩 M2（男） 215

小嶋　裕士 M1（男） 103

関川　敬浩 B4（男） 105

両角　和樹 B4（男） 109

富山大学　工学部　応用化学4A（小野研） 多賀　史彦 M1（男） 210（8/2）

古田　成悟 M1（男） 208（8/2）

村井　純也 B4（男） 107（8/2）

名古屋大学　工学研究科　バイオテクノロジー講座（本多研） 蟹江　慧 D2 (男) 207

龍谷大学　理工学部　物質化学科（富崎研） 富崎　欣也 准教授（男） 303

京都大学　化学研究所　生体機能設計化学（二木研） 中瀬　生彦 助教（男） 306

高山健太郎 D2 (男) 203

片山沙綾香 M2（女） 311

小西　雄介 M2（男） 211

京都大学　大学院薬学研究科　ケモゲノミクス分野（藤井研） 大石　真也 講師（男） 306

説田　章平 M1（男） 215

京都大学　薬学研究科　薬品機能解析学分野（松崎研） 矢野　義明 助教（男） 308

山口　貴宏 D1（男） 205

増原　泰英 M2（男） 209

河野　健一 M1（男） 107

出口　綾香 M2（女） 315

三井　寛法 M2（男） 209

京都薬科大学　薬品化学教室（木曽研） 向井　秀仁 研究員（男） 304

水口　貴章 M2（男） 205

川島　浩之 M1（男） 202

鈴木　健司 M1（男） 109

中西　智哉 M1（男） 215

西村　良則 M1（男） 204

比嘉　彩乃 M1（女） 313

平山　雄太 M1（男） 206

三浦　拓也 M1（男） 208

山崎　萌 M1（女） 309

大阪大学　蛋白質研究所　蛋白質有機化学研究室（相本研） 中村健一郎 D3（男） 203

赤井　優一 D1（男） 209

假屋園大和 M1（男） 103

宮澤　雄大 M1（男） 210

大阪大学　大学院理学研究科　化学専攻　天然物有機化学研究室（深瀬研） 大塚　祐治 M2（男） 211

加治木泰範 M1（男） 210

渡邊　徹 M1（男） 208

株式会社ペプチド研究所 吉岡　章寛 研究員(男) 306

山本　哲也 研究員(男) 312

津田　修吾 研究員(男) 203

京都府立医科大学　大学院医学研究科　医科学専攻　化学教室
（病態分子薬理学研究室、赤路研）



所属名 氏名 職名／学年 部屋番号

渡辺化学工業株式会社 渡邉　路維 常務（男） 308

山口東京理科大学　工学部　応用化学科（橋本研） 佐伯　政俊 助教（男） 308

伊東　孝恵 B4（女） 309

仲里　幸仁 B4（男） 103

徳島大学　大学院薬科学教育部　薬品合成化学分野 大高　章 教授　(男） 松下館 3

住川　栄健 M2（男） 213

西山由希子 M2（女） 315

平川　寛子 M2（女） 311

前田　奈美 M2（女） 313

森下　巧 M1（男） 204

山本　純 M1（男） 206

小倉　圭司 B4（男） 105

佐藤　浩平 B4（男） 107

辻　耕平 B4（男） 109

九州大学大学院　理学府分子科学専攻　構造機能生化学研究室（下東研） 岡田　浩幸 D3（男） 312

赤岩　裕也 M1（男） 202

安藤　悟 M1（男） 204

西村　裕一 M1（男） 206

東京薬科大学　薬学部　病態生化学教室 野水　基義 教授（男） 松下館 1

吉川　大和 准教授（男） 201

保住建太郎 助教（男） 303

片桐　文彦 助教（男） 310

漆畑　俊哉 D2 (男) 312

秋月　種康 M2（男） 111

小林　一樹 M2（男） 109

原　俊博 M2（男） 113

藤森　能 M2（男） 107（8/3）

三輪　隆博 M2（男） 115

山田　雄二 M2（男） 111

石川　晶也 M1（男） 111

片岡　輝 M1（男） 115

佐々木彩乃 M1（女） 307

白野　瞳 M1（女） 309

高木　雅晴 M1（男） 111

竹山　一基 M1（男） 113

東京薬科大学　薬学部　薬品化学教室 林　良雄 教授（男） 松下館 2

薬師寺文華 助教（女） 302

山崎　有理 助手（女） 302

福元謙太郎 研究員(男) 310

田口　晃弘 M2（男） 115

伊奈真友子 M1（女） 305

岡本　玲子 M1（女） 313

仁頃　一也 M1（男） 115

小川　優 M1（男） 113

篠崎　雄希 M1（男） 113



八王子セミナーハウス 総合案内 
 
1. 勉強会場までの交通案内 

 
会 場：財団法人大学セミナーハウス 八王子セミナーハウス 
〒192-0372東京都八王子市下柚木 1987-1  TEL：042-676-8511 
http://www.seminarhouse.or.jp/index.html 
公共交通：JR八王子駅南口、京王線北野駅南口、京王相模原線南大沢駅前から 
バスをご利用ください。（1時間に 3~4本程度運行・所要時間 約 20~25分・170円） 
＊ 京王バス、いずれのバスも野猿峠（やえんとうげ）停留所で下車してください。 
京王バス時刻表：http://www1.bus-navi.com/pc/index.php 

 
【停留所からの道のり】 
＜北野・八王子から南大沢行き野猿峠のバス停に降りた場合＞ 
下車したらバスの進行方向に向かって歩きます。最初の信号（野猿峠）のある交差点に看板があ
りますので、右折してください。そのまま道なりに直進すると、八王子セミナーハウスの看板と
入り口が見えてきます。 
＜南大沢から北野行きで野猿峠のバス停に降りた場合＞ 
バスの進行方向を逆に戻り、直ぐの信号（野猿峠）を右に曲がります。 
そのまま道なりに直進すると、八王子セミナーハウスの看板と入り口が見えてきます。 
 
東京駅から八王子駅（JR中央線 約 50分；780円、） 
新宿駅から北野駅（京王線 約 40分；330円） 
新横浜（JR横浜線）から橋本経由で南大沢駅（京王相模原線）約 45分、590円 
 
羽田空港から八王子駅 
 電車；約 1時間 40分 1180円 
  羽田空港・京急空港線→品川駅・JR山手線内回り→新宿駅・JR中央線→八王子駅 
 空港バス；80-120分 1700円 
  八王子駅、南大沢駅行き 

 
 

    



●車ご利用の場合： 
(1)中央高速道からは、八王子インターチェンジより「昭島」方面（国道 16号線）に進み、約 700M
先の最初の信号を右折、八王子バイパスで京王線・北野駅へ。高架の先約 100M「打越町」信号
で左斜め（野猿街道）に入り、「野猿峠」へ。 
(2)甲州街道からは、大和田町付近（ムラウチ電気）より八王寺バイパスで京王線・北野駅へ。ま
たは、八王子市内の 16号線（横浜街道）を南走して「片倉」信号を左折、 
「打越町」信号を右斜めに入り、「野猿峠」へ。 
(3)横浜方面地からは、16号線を北走、「鑓水（やりみず）」信号を右折、下柚木で左折し、野猿街
道を「野猿峠」へ。 
 
2. 施設使用 注意事項 
① 宿泊室 
チェックイン 15：00、チェックアウト 10：00になります。 
宿泊室にバスタオル、フェイスタオルが泊数分セットされています。 

② お風呂・シャワー 
各宿泊室にユニットバスが完備しております。シャンプー、ボディーソープは備え付けてあり
ます。 
その他に大浴場、シャワー室もございますので、そちらも是非ご利用ください。 
利用時間は 17：00~23：00です。シャワーのみは 7：00~13：00もご利用できます。場所は
さくら館のとなり、交友館の裏手になります。入口表示をご確認ください。 
宿泊室のお風呂、シャワーは時間の制限はありません。 

③ サービス 
・ セミナー室内又は近くの給湯室に冷蔵庫と電気ポットがありますので、ご利用ください。 
・ 寝巻（有料）、ヘアードライヤー、延長コード、電気ポットを貸し出しています。 
・ 各部屋に LANポートが設置されています。ご利用になりたい場合は、LANケーブルを持参
下さい。 

・ アイスクリーム、氷、歯ブラシセット、髭剃り、ポケットティッシュ、切手、はがき、紙コ
ップ、ゴミ袋を販売しています。 

・ 宅配便の取り扱い、コピー、FAXをご利用いただけます。 
・ 貴重品をフロントでお預かりしています。 
・ 施設利用者専用の無料駐車場があります。 

④ お願い 
八王子セミナーハウスは大学、高校、学術教育団体、企業など各種グループの方々が研修のた
めに滞在されています。24時以降は余りうるさくならないように、ご配慮ください。 
 
 

3. 使用施設 見取図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



スタッフ 
 
東京薬科大学 薬学部 病態生化学教室（野水研） 
 
保住建太郎（助教）、片桐文彦（助教）、片山あゆみ（秘書）、漆畑俊哉（D2）、秋月種康（M2）、
小林一樹（M2）、原俊博（M2）、藤森能（M2）、三輪隆博（M2）、山田雄二（M2）、石川晶也
（M1）、片岡輝（M1）、佐々木彩乃（M1）、白野瞳（M1）、高木雅晴（M1）、竹山一基（M1） 

 
東京薬科大学 薬学部 薬品化学教室（林研） 
 
山崎有理（助手）、薬師寺文華（助教）、田口晃弘（M2）、伊那真友子（M1）、岡本玲子（M1）、
仁頃一也（M1）、小川優（M1）、篠崎雄希（M1） 

 
 
 
協賛 

 
東京薬科大学 
株式会社日本点眼薬研究所 
尾崎理化株式会社 
国産化学株式会社 
城西化学株式会社 
株式会社高長 
 
 

 
 
  主 催     日本ペプチド学会 
 
  世話人     東京薬科大学 薬学部 病態生化学教室 
          保住建太郎（代表） 
          〒192-0372 東京都八王子市堀之内 1432-1 
          電話/FAX: 042-676-5670 
 
          東京薬科大学 薬学部 薬品化学教室 
          山崎有理（代表） 
          電話:042-676-1714 
 
  連絡先     財団法人大学セミナーハウス 八王子セミナーハウス 
          〒192-0372東京都八王子市下柚木 1987-1 
          電話:042-676-8511 
 
  緊急連絡先   世話人代表 保住建太郎（携帯：090-4206-7731） 
                山崎 有理（携帯：090-5246-3650） 



第 42 回 若手ペプチド夏の勉強会 各賞投票について 
 

（二日目の夜までに下記の投票用紙を提出してください） 
 
・ 学生討論部門優秀賞 
最も優秀な発言をしたと思われる学生（院生）2名をお選びください。 
 
（氏名）             （所属機関） 
（理由） 
 
 
 
（氏名）             （所属機関） 
（理由） 
 
 
 

・ 一般講演部門優秀賞 
一般講演において、最も優秀な発表をしたと思われる学生（院生）およびこれに準ずる若手研
究者（大学の教官は除きます）を 2名お選びください。 
 
（氏名）             （所属機関） 
（理由） 
 
 
 
（氏名）             （所属機関） 
（理由） 
 
 
 
 

・ ポスター発表部門優秀賞 
ポスター発表において、最も優秀な発表をしたと思われる学生（院生）およびこれに準ずる若
手研究者（大学の教官は除きます）を 2名お選びください。 
 
（氏名）             （所属機関） 
（理由） 
 
 
 
（氏名）             （所属機関） 
（理由） 
 
 
 
 
 
 
＊各賞受賞者には最終日に表彰状ならびに副賞を贈呈します。 
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