
第４３回ペプチド討論会・第４回ペプチド工学
国際会議（４３JPS・PEM４）報告

第４３回ペプチド討論会・第４
回ペプチド工学国際会議
（４３JPS・PEM４）は，平成１８年
１１月５日～８日の日程で，パシ
フィコ横浜アネックスホール
（横浜市みなとみらい）にて開
催された。サイエンティフィッ
クな参加者は，５５６名であり，
同伴者や企業展示の方を加える
と６００名を超える国際会議と
なった。実行委員を代表して，この場をお借りし，す
べての発表者と参加者の方々の多大なるご支援とご協
力に感謝いたします。
国際会議に先立ち，１１月４日に北里大学相模原キャ
ンパスにおいて，「健康を守り，いのちを支えるアミ
ノ酸・ペプチド」と題した市民フォーラムを石田斉先
生のお世話にて開催した。講演は，佐藤真葵氏（森永
乳業栄養科学研究所）「ミルクペプチドでスポーツ
を！」，横関健三氏（味の素アミノサイエンス研究所）
「生活に役立つアミノ酸・ペプチド」，木曽良明会長
（京都薬科大学）「アミノ酸・ペプチド：いのちの基本
からくすりまで」，小出隆規氏（新潟薬科大学）
「ちょっとちがうコラーゲンの話」の４題であり，１００
名の参加者を得て，ペプチドの科学について広く紹介
できたことは非常に幸いである。
４３JPS・PEM４は，２００４年福岡の１stAPIPS-４１JPSに
続く，２年ぶりのJPSの国際会議となった。今回は，
ペプチド工学国際会議（PEM）との合同会議として企
画され，理事会・評議会・実行委員会などの議論をへ
て，JPSとPEMと境目のない発表形式にすることで実
施された。本会議のテーマは，「PeptideScienceand
EngineeringinChemicalBiology」であり，９つのセッ
ションに分けて，６９件の口頭発表（招待２９，依頼・一
般２４，若手１４，受賞２）と２１２件のポスター発表の計
２８１件の成果が発表・議論された。９セッションのタ
イトルは，１．SyntheticInnovationofPeptide&Pro-
tein,２．Peptide& ProteinDesignandEngineering,
３．Structure-ActivityRelationshipforChemicalBiol-
ogy,４．Peptide& CellEngineering,５．Peptide&
DrugDiscovery,６．PeptideinHealthandMedical
Science,７．Peptidomics&ProteomicsincludingPost-
translationalModification,８．PeptideLibrary& Pro-
teinChip,９．Peptide&Nanobiotechnologyであり，ポ

ストゲノム時代の重要な研究分野であるケミカルバイ
オロジーにおいて，ペプチドの科学と工学の発展が非
常に重要な位置にあり，両者を有意義に連携させるこ
との重要性が改めて非常に強く認識された。また，本
分野の次世代を担う若手の育成は，世界中の学会での
最重要課題であり，本会議においてもYoungInvesti-
gators’Symposium andCompetitionの口頭・ポスター
発表とStudentPosterCompetitionを設け，それぞれ
１４件中の３件，７８件中の７件を厳密な審査により選考
し，表彰した（下記リスト）。本PNJ６３号において，
AkaboriMemorialAwardのJeanMartinez教授とJPS
奨励賞の相馬洋平博士および若手発表賞受賞者の３名
に寄稿していただいている。さらに，口頭発表者の
１４％が女性の研究者であったのも本会の主旨の一つで
ある。今後も，日本人も含めたより多くの女性研究者
の発表が期待される。
３日半の短い日程での，如何にもJapaneseStyleの

密度高い，ハードスケジュール，ハイスループット
で，忙しい（スタッフにとっても）国際会議であった
が，多くの方々から謝辞とともに「非常にいい会だっ
た」「次の海外での国際会議の模範になった，またプ
レッシャーにもなった」など多くの暖かい言葉やメー
ルをいただいたのが，実行委員とスタッフの大きな喜
びとなっている。最後に，多大なるご支援・ご高配を
賜った，文部科学省，日本学術振興会，各助成団体，
日本製薬団体連合会，協賛企業および日本ペプチド学
会の関係者の方々に御礼申し上げます。さらに，非常
に厳しい準備と運営に貢献していただいた国際実行委
員会委員と開催スタッフ（北里大学，東京薬科大学，
東京医科歯科大学，東海大学，三菱化学生命科学研究
所，東京大学，東京工業大学）のメンバーに深く感謝
いたします。

各賞の受賞者
AkaboriMemorialAward:JeanMartinez（モンペリエ
大学），３０YearsofResearchwithGastrointestinalNeuro-
peptides:From Gastrin/CholecystokinintoGhrelin
JPS奨励賞：YouheiSohma（京都薬科大学），Develop-
mentof“O-AcylIsopeptideMethod”
若手シンポジウム賞：Y６KanameIsozaki（九州大
学），Y１２KazumaMurakami（京都大学），Y１３Ken-
IchiSano（日本癌研究会）
学生ポスター賞：P５Ken’ichirohNakamura（大阪大
学），P５３JunichiTaira（佐賀大学），P７１AtsushiShi-
moyama（大阪大学），P１０５NaokiNishishita（大阪工業
大学），P１４７RuiKamada（北海道大学），P１６９Hyo-
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JinYoon（ソウル大学），P１７８KenjiAbe（京都大学）
みはら ひさかず

東京工業大学大学院生命理工学研究科
hmihara@bio.titech.ac.jp

「Martinez先生と相馬博士の受賞講演と授賞式」
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TheMaxMousseronInstitute
ofBiomoleculesIBMM

A Strong Academic and
EconomicPotentialinMont
pellier,France
AttheInternationalConfer-
enceof４３rdJapanesePeptide
Symposiumand４thPeptideEn-
gineeringMeeting,onNovem-
ber８th２００６,in Yokohama,
Japan,IreceivedtheAKABORIAward.Itwasagreat
honourformebeingrecognizedbyasoprestigious
Award.ItismypleasuretosharethisAwardwithall
myco-workers,withallthepeoplewhoparticipated
intheresearchwehaveperformedduringthelast３０
years.ItisalsomypleasuretoreceivethisAward
justafewdaysbeforethebirthofournewInstitute
ofBiomolecules.
OnJanuary１st,２００７,theInstitutdesBiomolécules
MaxMousseron(IBMM)willbecreatedinMontpel-
lier,France.Thisinstituteresultsinthemergeofsix
laboratorieswhoseresearchisconcentratedonthe
chemistryandbiologyofBiomolecules.Itwillbea
uniqueresearchinstitutedevotedtoBiomolecules,at
theinterfaceofChemistryandBiology.Itwillbring
togetherabout３００people,including８０to１００PhD
studentsandpost-doctoratefellows.TheMaxMousse-
ronInstituteofBiomoleculesisaffiliatedtoUniversi-
tiesofMontpellier１and２,totheNationalSchoolof
ChemistryofMontpellierandtoCNRS.
MaxMousseron(１９０２-１９８８)wasaProfessorofOr-
ganicChemistry,attheSchoolofPharmacystarting
in１９３３,thenattheFacultyofSciencesin１９４１,in
Montpellier,France.Onthissameyear,hewasap-
pointedastheDirectoroftheInstituteofChemistry
andin１９５７hefoundedandwasthefirstDirectorof
theNationalSchoolofChemistryinMontpellier.In
１９７２hebecametheHeadofClin-MidyLaboratories
whowereamongthelaboratoriesthatresultedinthe
creationofSANOFILaboratories,nowSANOFI-AVEN-
TIS.HewasamemberoftheFrenchAcademyofSci-
ences.ProfessorMaxMousseronrealizedveryearly
theimportanceofOrganicChemistryrelatedtoBiol-
ogy.Oneofhisstrongestimpactsonthesciencein
MontpellierandinFrancewashiscontributioninin-
troducingveryearlyteachingandresearchinOrganic
ChemistryattheinterfaceofBiology.
Bycombiningchemistry,pharmacology,molecular
andcellularbiology,molecularmodelingandanalysis
tostudymolecularinteractionsandtherapeutictar-
gets,theMaxMouseronInstituteofBiomoleculesre-
searchactivitiesfocusondesignandsynthesisof
bioactivemolecules,synthesisanddevelopmentfor
drugandbiomaterialsdiscoveryanddrugdelivery.
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ThecharacteristicsoftheInstituteofBiomolecules
MaxMousseronwillbethedevelopmentofcommon
researchandteachingprograms,thedevelopmentof
efficientplatformsofequipments,andstrongacademi-
caland industrialcollaborations in the field of
Biomolecules.
Indeed,theinstituteislikelytojointogetherChem-
istryandBiologyofthemainclassesofBiomole-
cules.Itwillinclude research in chemistry and
biologyonAminoAcids,PeptidesandProteins,Nu-
cleosidesandNucleotides,Lipids,Saccharides,Prebi-
otic Molecules, Biopolymers including Synthetic
Biopolymers.
IntheareaofAminoAcids,PeptidesandProteins,
theresearchwillinclude:(i)ChemistryofAminoAc-
idsasstartingmaterialsfortheaccesstovarioushet-
erocyclic structures;(ii)Chemistry on solid and
soluble supports including peptide chemistry;(iii)
ChemistryandPharmacologyofNeuropeptidesofthe
Gastrointestinal tract, including Cholecystokinin,
Bombesin,Bradykinin,Ghrelin,Neurotensin;(iv)De-
signandsynthesisofenzymeinhibitors;(v)Peptides
inDermatologyandCosmetics;(vi)G-ProteinCou-
pledReceptors.
IntheareaofNucleosidesandNucleotides,there-
searchwillincludethedesignandsynthesisofModi-
fiedOligonucleotidestoincreasetheirbiologicaland
biophysicalproperties,todesignandsynthesizenovel
derivativesfordiagnosticandanalysis,todevelopthe
methodologyforthesynthesisofoligonucleotides.In
thefieldofnucleosides,theresearchintheIBMM
willconcentrateonthecharacterizationofnewthera-
peutictargets(antiviral,anticancerouscompounds).
Thetotalsynthesisofbioactivelipids(leukotrienes,
endocanabinoids),includingisoprostaneandisofurane
analogues,willbedeveloped,withtheaim ofunder-
standingtheirrolesinproteininteractionsinbiologi-
calmembranes.
Thesugarchemistrywillalsobedevelopedinthe
IBMM,particularlyinthefieldofligandsoflectine
membranes,osidic enzyme inhibitors,vectorization
andtargeting.
Theoriginoflifewillalsobeascientifictargetof
theIBMM withthestudyofactivationofaminoac-
ids,nucleotides,studyofhomochirality,inprebiotic
conditions.
ResearchonSyntheticBiopolymerswillcomplete
thepanelofBiomoleculesstudiedintheIBMM.In
thisarea,thedevelopmentofpolymersoftherapeuti-
calinterestaswellasofBiomaterialswillbedevel-
oped, taking into account all the problems of
sustainabledevelopmentandenvironment.
Infact,alargepartoftheresearchperformedin
theIBMM ismuchconcernedon«GreenChemistry»
and«SustainableDevelopment».
Massspectrometry,capillaryelectrophoresisinthe
analysisofBiomolecules,particularlyonpeptidesand

proteins,oligonucleotides,biopolymers,...isalso a
strongareaofresearchatIBMM.
TheInstituteofBiomoleculesMaxMousseronhas
awellequippedplatform ofanalysisofBiomolecules,
includingNMR,MassSpectrometry,X-Ray,etc...fa-
cilities,butalsoaplatformofautomatedsynthesis,pu-
rificationandanalysis,aswellasMolecularModeling.
ThecharacteristicsoftheInstituteofBiomolecules
MaxMousseronwillbethedevelopmentofcommon
researchandteachingprograms,thedevelopmentof
efficientplatformsofequipments,andstrongacademi-
calandindustrialcollaborations.

JeanMartinez
InstitutdesBiomoléculesMaxMousseron
UniversitéMontpellier１et２,CNRS

France
Martinez@univ-montp１.fr

平成１８年度日本ペプチド学会奨励賞を受賞して

この度は，日本ペプチド学会
奨励賞という大変栄誉ある賞
をいただき大変恐縮に存じま
す。学会長の木曽良明先生をは
じめ，理事，幹事，評議員，選
考委員の先生方に，この紙面を
お借りして改めて御礼申し上
げるとともに，今後も日本ペプ
チド学会に少しでも貢献でき
るようペプチド科学研究に専念するべく身の引き締ま
る思いを感じています。本稿では受賞対象になりまし
た「O-アシルイソペプチド法の開発」について紹介
させていただきます１）。
私が所属していた京都薬科大学・薬品化学教室（木
曽良明研究室）では，長年，基質遷移状態ミミックと
して非天然型のα-ヒドロキシ-β-アミノ酸を含むア
スパラギン酸プロテアーゼ阻害剤の創製研究を精力的
に展開しております。そのような中，数年前，アルツ
ハイマー病に関係するγ-セクレターゼの阻害剤研究
を行っていた際，「阻害剤としてデザインされたペプ
チド誘導体がその高い疎水性・自己会合性からHPLC
精製が極端に困難である」という問題に直面しており
ました。γ-セクレターゼは基質であるアミロイド前
駆体タンパク質の膜貫通領域を認識するため，基質配
列に基づいてデザインされた阻害剤もまたおのずと疎
水性・自己会合性が高くなり，その結果，化学合成も
困難になりました。すなわちこれらペプチド誘導体は
いわゆるdifficultsequence含有ペプチドでありまし
た。difficultsequence含有ペプチドはペプチド鎖間の
疎水的相互作用・水素結合が鍵となって生じるβ-
シート構造形成に起因して凝集が引き起こされる結
果，化学合成が困難となるペプチドであります。一
方，当研究室ではまた１０年以上にわたりペプチドミメ
ティック阻害剤における“O-N分子内アシル転位反応
型水溶性プロドラッグ”研究を行っておりました。本
プロドラッグは親薬物のα-ヒドロキシ-β-アミノ酸
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残基でO-アシル異性体された化学構造であり，１）イ
オン化可能なアミノ基を有するため親薬物と比べ顕著
に水溶性が高く，２）生理的条件下でO-N分子内アシ
ル転位反応を経て定量的に親薬物へと化学変換される
という特徴を有しておりました。
このような背景のもと，私は「阻害剤ペプチド誘導
体を水酸基含有アミノ酸部位においていったん相当す
るO-アシルイソペプチドとして合成することにより
目的ペプチドにおける精製の問題を払拭できるのでは
ないか」という仮説を立てました。そこでさっそく５
残基のモデルペプチドAc-Val-Val-Pns-Val-Val-NH２

（Pns:phenylnorstatine,（２R，３S）-３-amino-２-hydroxy-４-
phenylbutanoicacid）で本仮説を検証したところ，驚
くべき事にO-アシルイソペプチドは期待通り難溶性
ペプチドの溶解性を改善するのみならず，固相合成中
において縮合・脱保護反応効率をも顕著に改善する事
に気が付きました。すなわち，通常のFmoc型固相合
成では最終脱保護後，欠損ペプチドやFmoc基がつい
たままのペプチドが副生成物として顕著に認められた
一方，O-アシルイソペプチド合成においては望む化
合物が高純度で得られました。すなわちネイティブの
アミド結合をO-アシル異性化することによりペプチ
ドが持つ本来の２次構造に変化を与えることができ，
結果，固相合成中におけるdifficultsequence由来のβ
-シート形成を阻害できることが示唆されました。ま
た合成されたO-アシルイソペプチドはO-N分子内ア
シル転位により容易に目的ペプチドへと化学変換され
ました。当時の私は“difficultsequence”という概念
すらあまり知らなかったのですが，関連文献を調査し
たところ，このように合成困難なペプチドをdifficult
sequenceを呼び，それを解決する目的で開発されたビ
ルディングブロックとしてpseudoprolineやHmb誘導
体があることを知りました。O-アシルイソペプチド
合成で発見した現象はそのような既存の方法とは様々
な点で差別化できる方法へと発展し，我々は２００３年に
difficultsequence含有ペプチドの新規効率的合成法と
しての“O-アシルイソペプチド法”を報告しました
（図１）。
次に本合成法を，現在大変注目を集めているペプチ
ドである，アルツハイマー病原因アミロイドβペプチ
ドAβ１-４２に応用しました（図２）。我々は，Aβ１-４２
のGly２５-Ser２６をO-アシル異性化したイソペプチドが
Aβ１-４２由来の望ましくない凝集性を制御する一方，
pH変化や光刺激に応答して速やかにAβ１-４２を産出
することを認めました。このような「素早い一方向反
応」によりネイティブなペプチドを産生する性質か
ら，我々はこれを「クリックペプチド」と名付けまし
た。Aβ１-４２はアミロイド形成において重要な役割を
演じ，アルツハイマー病の原因ペプチドであります
が，その神経毒性発現機構の詳細は不明です。Aβ１-
４２はその異常に強い凝集性から例えばacetonitorile-
H２O混合溶媒やDMSO中でさえも容易に会合します。
しかしながらAβ１-４２の会合状態は神経毒性と強い因
果関係があることから，このような不均一会合状態の
Aβ１-４２を用いた生物学的実験には大変問題があり，
実際，使用するAβ１-４２の違いによりその実験結果が
著しく異なるということも知られているようです。し

たがってクリックペプチドが今後これらの問題を解決
しうる有力な生物学的研究ツールになることを期待し
ております。
また我々最近は，O-アシルイソジペプチドユニッ
ト Boc-Ser/Thr（Fmoc-Xaa）-OH（図３）を基盤とし
たO-アシルイソペプチド法を提案しております。本
ユニットを用いることにより，ラセミ化のケアが必要
であるなど，様々な点で煩雑な固相上でのエステル化
反応を行うことなく，全自動合成などによりルーチン
にO-アシルイソペプチド法を使用できると考えられ
ます。
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図２ O-アシルイソペプチド法を基盤としたAβ１-４２
合成：水溶性Aβ１-４２イソペプチドからAβ１-４２
への化学変換

図１ O-アシルイソペプチド法



さらに，本成果は現在O-アシルイソペプチド法を
基盤とした“ラセミ化フリー固相セグメント縮合法”
にも繋がっております２）（図４）。オリゴペプチドでの
合成研究から，本手法を用いることにより，セグメン
ト縮合時においてラセミ化を伴うことなく，目的ペプ
チドを収斂的に合成可能になることが明らかとなりま
した。すなわち，N-セグメントのC-末端をイソペプ
チド構造とすることでC-末端セリン/スレオニン残
基のα-アミノ基にウレタン型保護基を導入でき，結
果として，カルボキシル基活性化時におけるラセミ化
が抑制できたものであります。
ところで２００３年ボストンで開催された第１８回アメリ
カンペプチドシンポジウムにおいてO-アシルイソペプ
チド法を発表して以来，大変幸運な事に，スイスMut-
ter教授のグループ，米国Carpino教授―ドイツBienert
教授の共同グループ，ドイツBörner教授のグループが
立て続けに本手法を利用しその有効性を謳っておりま
す。ただ彼らの参入により本方法に関する研究は世界
的な競争となりました。（この世界ではよくある事かも
しれませんが）論文発表や学会発表で一刻を争う大変
な時期などもたびたびあり，あっという間に３年半が

経過した気がしますが，この競争が我々の研究発展を
促進したのも事実であったように思います。
最後になりましたが，以上の研究は京都薬科大学・
薬品化学教室の木曽良明教授の指導のもとで行ったも
のであり，木曽先生をはじめ，林良雄先生，木村徹先
生，実験をともに実施して下さった学生の皆様，多く
のご指導ご協力いただいた研究室の皆様に心より御礼
申し上げます。また，光反応実験をご指導いただきま
した京都薬科大学・薬品物理化学教室の廣田俊先生，
Aβ１−４２誘導体の物理化学的評価をしていただいた
京都大学・松崎勝巳先生ならびに研究室の皆様に感謝
いたします。尚，今後も日本ペプチド学会に貢献でき
るよう微力を尽くしたいと存じますので，今後とも先
生方の御指導，御鞭撻のほどよろしくお願い申し上げ
ます。

【参考文献】
１）Forareview,Sohma,Y.;Kiso,Y.ChemBioChem,７,
１５４９-１５５７（２００６）.

２）Yoshiya,T.etal.Tetrahedron Lett,４７,７９０５-７９０９
（２００６）.
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InstituteforBiophysicalDynamics,Department
ofBiochemistryandMolecularBiology,

TheUniversityofChicago
e-mail:ysoma@uchicago.edu

YoungInvestigator’sCompetitioninYokohama
～‘Malignant’Conformationof

Aβ４２Peptide～

Itwasagreathonorforme
toreceivetheYoungInvestiga-
tor’sAwardattheYoungIn-
vestigators’Symposium ofthe
４３rdJapanesePeptideSympo-
sium/４th Peptide Engineering
Meeting(４３JPS/PEM４).Iwas
kindlygivenachancetore-
portonthissessionandtoin-
troducemyresearchbrieflyin
PeptideNewsletterJapan.
Thissession washeld foryoung investigators

(postdoctoralfellowsanddoctoralstudentsunderca.
３５yearsold)atthebeginningoftheirprofessional
careertodeveloppromisingyoungscientists.All１４
speakers,including foreign participants,performed
bothposterandoralpresentationsoftheirownre-
search.Inthe２-hourposterpresentation,wedis-
cussedandexchangedopinionswithmanyeminent
scientistsinvariousfieldsbothfrom JPSandPEM.
Intheoralpresentation,eachpresenterwasallowed
１２minutestalkfollowedbythreeminutesfordiscus-
sion.Ineverytalk,foreignandJapaneseinvestiga-
torswaitedforthequestionsandstoodinlinein
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図４ O-アシルイソペプチド法を基盤としたラセミ化
フリーセグメント縮合法

Kazuma
Murakami

図３ O-アシルイソジペプチドユニット



frontofthemicrophoneevenbeforetheendofthe
talk.Somequestionerswerestoppedbythechairper-
sonbecauseofthetimelimit,whileothersignored
thistocontinuethediscussion.Suchanactivediscus-
sioncausedtensionintheaudience,andkeptthem
awakeevenearlyinthemorning.
Aspecialbanquetforthepresentersandchairper-

sons ofthe Young Investigators’Symposium was
givenontheseconddayataChineserestaurantin
Chinatown.WeenjoyedSzechuanfoodanddiscussed
thefutureofpeptidechemistry.Mostofthepresent-
ers,includingforeigners,worriedabouttheshortage
ofacademicemployment.Iwouldliketoexpressmy
heartfeltthankstoDr.Kin-yaTomizakiinTokyoIn-
stituteofTechnologyfororganizingthisparty.
Igaveanoralpresentationonthethirdday.My

research topicisthechemistryofamyloidβ(Aβ)
peptideinAlzheimer’sdisease,whichischaracterized
bytheprogressivedepositionofamyloidplaquesin
thebrain.１ Thisdepositionmainlyconsistsof４０-and
４２-merAβpeptides(Aβ４０,Aβ４２).Thesepeptidesag-
gregatethroughtheformationofaβ-sheetstructure
andshowneurotoxicity.Aβ４２playsamoreimportant
roleinthediseasesinceAβ４２showsstrongeraggre-
gativeabilityandneurotoxicitythanAβ４０.２ However,
therewerefew reportsontheaggregativeability
andneurotoxicityofAβ４２becauseAβ４２with１４hy-
drophobicand/orbulkyaminoacidresiduesattheC-
terminuseasilyaggregateseveninweaklyacidicand
neutral conditions. This aggregative propensity
makesitdifficulttoperform thesolid-phasesynthe-
sis ofAβ４２,which is classified as a difficult
sequence-containing peptide.３，４ Since commercially
available Aβ４２sometimes contains impurities,５ bio-
chemicalandbiophysicaldatausingAβ４２areoften
difficulttoreproduce.Fiveyearsago,ourgroupsuc-
ceededinobtainingvariousAβ４２mutantswithhigh
purityandquantitybyoursynthesismethodofthe
long-chainpeptideusingpolyethyleneglycol-polysty-
rene(PEG-PS)asaresinandN-[(dimethylamino)-１
H-１,２,３-triazolo[４,５-b]pyridin-１-ylmethylene]-N-methyl
methanaminium hexafluorophosphateN-oxide(HATU)
asanactivatorforFmocchemistry,followedbypurifi-
cation using reversed-phase HPLC underalkaline
conditions.６-８

Ourgrouprecentlycompletedthesystematicpro-
linereplacementofAβ４２,leadingtoanew aggre-
gate modelfor Aβ４２(Figure１a).９ On the other
hand,Wetzel’s group also proposed an aggregate
modelforAβ４０usingthesamemethod(Figure１b).１０

Thesemodelsarenotrelevanttofibrilsbuttotoxic
aggregatesoroligomers.Bothmodelshaveaturn
structureatpositions２２and２３,whichiscloselyre-
latedtothemutationsinfamilialAlzheimer’sdis-
ease,suchasE２２K (Italian),E２２Q (Dutch),E２２G
(Arctic),andD２３N (Iowa).１１ Thepresenceofthis
criticalturnstructurewasconfirmedbysolid-state

NMRspectrometryusingE２２K-Aβ４２withstrongag-
gregativeabilityandneurotoxicity.１２ However,there
aretwodifferencesbetweenthesemodels;onlyour
modelofAβ４２hastheC-terminalβ-sheetregions,
andthedistancebetweenTyr-１０andMet-３５ofAβ４２,
whichplayanimportantroleinradicalformationre-
latedtoneurotoxicity,１３，１４ wascloserthanthatofAβ４０.
Ourrecentbiophysicalstudyusingelectronspinreso-
nance (ESR)spectroscopy clarified the effects of
thesedifferencesontheaggregativeabilityandneu-
rotoxicityofAβ４２throughradicalformation,propos-
inganoriginalmechanism ofneurotoxicityofAβ４２
(Figure２)tohelp understandwhyAβ４２ismore
neurotoxicthanAβ４０.１５-１７

Recently,severesideeffectsintheclinicaltests
forAlzheimer’spatientsusingAβ４２vaccinationand
antibodytherapieshavebeenreported.Thesereports
suggestthatthepresentAβ４２antibodiescouldreact
withphysiologicalAβ４２aswellaspathologicalAβ４２.
The‘malignant’conformation ofAβ４２proposed by
ourgroup(Figure２)ischaracterizedbytwocritical
turnsatpositions２２,２３and３８,３９.Theformerturn
couldberecognizedasthemosttoxicconformationof
Aβ,andthelattercoulddifferentiateAβ４２from Aβ
４０becausetheC-terminalturndoesnotexistinAβ
４０.The‘malignant’form ofAβ４２givesanopportu-
nitytodevelopatherapeuticagentthatcouldspecifi-
callyinhibittheaggregativeabilityandneurotoxicity
ofAβ４２withfewsideeffects.
Iwouldliketoexpressmyappreciationtotheor-

ganizingcommitteeforkindlyrunningthisconfer-
ence.ThisworkwasperformedintheLaboratoryof
OrganicChemistryinLifeScience(ProfessorHajime
Ohigashi)atKyotoUniversity.Iam mostgratefulto
mysupervisor,Dr.KazuhiroIrie,forhisenthusiastic
anddedicatedadvice.Thisresearchwassupported
inpartbyaGrant-in-aidforScientificResearch(A)
and (B)(to K.I.),SpecialCoordination Funds(to
H.O.),andaGrant-in-aidforthePromotionofSci-
enceforYoungScientists(toK.M.)from theMinis-
try of Education,Culture,Sports,Science,and
TechnologyoftheJapaneseGovernment.
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BioLBL～BiomimeticLayer-By-LayerAssembly

ここ十年来，ナノテクブーム
も相まって「バイオナノマシー
ン」という言葉を耳にする機会
が増えてきていると思われま
す。生命のダイナミックな活動
の源は，主にタンパク質からで
きた多くのバイオナノマシーン
の運動が，一定の規則のもとで
複雑に絡み合い，生み出されて
います。この複雑に絡み合ったバイオナノマシーンの
動作原理，すなわち生命システムの形成原理の解明
と，生物に倣ったナノスケールの構造形成，すなわち
ナノ分子機械のボトムアップ創製を目指すことが，近
年バイオナノテクノロジー研究の一つの大きな潮流に
なりつつあります。しかしながら後者については，生
体高分子から構成されるバイオナノマシーンの動作が
熱に対しての不安定であることや，バイオナノマシー
ンの寿命が短いなどの問題点があります。他に，バイ
オナノマシーンそのものが半導体材料などと同じよう
なトランジスタなどの機能をもつ訳でもないため，バ
イオナノマシーンを生体内から取り出してそのまま使
うのではなく，生体分子はむしろ無機材料でナノマ
シーンを作製するときの鋳型あるいは足場に使うこと
のほうが実用的です。そこで注目を集めているのが，
モノとしてのペプチドアプタマーであり，現象として
のバイオミネラリゼーションです。
ペプチドアプタマーとは，ファージディスプレイ法
などの進化分子工学の手法から取得される，標的特異
的な結合活性をもつ人工ペプチドのことをしばしばこ
のように呼びます。無機材料を標的にしたペプチドア
プタマー研究の歴史は，意外と古く，進化分子工学の
黎明期にまで遡ることができます１）。そして２０００年の
Belcherらによる半導体材料に対するペプチドアプタ
マーの取得が報告された後２），一挙にブームを迎え，
今では半導体・磁性体，（酸化）金属材料以外にもカー
ボンナノ材料や高分子材料なども含めて，工業的に重
要と思われる材料に対するペプチドアプタマーの取得
が一通り終了しております３）。また，無機材料に対す
るペプチドアプタマー研究の比較的早い段階で明らか
になった大変重要なことは，これらペプチドアプタ
マーの多くが標的材料のバイオミネラリゼーション能
力を持つということです。
バイオミネラリゼーションとは生物による鉱物化現
象，すなわち，タンパク質やポリアミンなどの生体高
分子が促進する生物内での無機物の鉱物化反応のこと
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を意味します。身近な例では，我々の歯や骨や，貝の
貝殻などがバイオミネラリゼーション活動による産物
です。近年，このバイオミネラリゼーション反応を担
うタンパク質やペプチドをうまく工業利用しようとす
る応用研究が進められていますが，天然に存在する生
物が既に利用しているバイオミネラルの種類は限られ
ていますので，自ずとそこには限界がありました。し
かしながら，ペプチドアプタマーが標的材料のバイオ
ミネラリゼーション活性をもつことが明らかになった
ことで，生物が利用しない無機材料にまでバイオミネ
ラリゼーションの利用対象が広がりを見せました。最
近では，Belcherらのグループが，ペプチドアプタ
マーのバイオミネラリゼーション活性と自己集合した
タンパク質（正確にはファージ）の性質（形状）を，
上手く利用してリチウムイオン電池の電極を作ること
に成功しました４）。このようにペプチドアプタマーを
使ったデバイス作製は，バイオナノテクノロジーにお
ける最もホットな分野の一つです。
われわれも，２００３年にファージ提示法を利用して，
チタンを標的にしたペプチドアプタマー・TBP-１を取
得いたしました。このTBP-１は，RKLPDAPGMHTW
からなる１２アミノ酸残基から構成されています５）。変
異体解析の結果，N末端側の６残基が結合に重要であ
ること，また原子間力顕微鏡を用いた力学測定と併せ
て，チタン表面の荷電した水酸基とTBP-１の１残基目
のアルギニン，５残基目のアスパラギン酸の側鎖との
静電的相互作用がTBP-１とチタン表面との相互作用
の源であることを明らかにしてきました５-６）。また，こ
のTBP-１はチタン以外にもシリコン，銀に結合するこ
と（ただし金，プラチナ，銅，錫などには結合しませ
ん）が分かりました。
次にTBP-１が，チタン・シリコン・銀のバイオミネ
ラリゼーション活性を持つかどうか調べました。バイ
オミネラリゼーションは，“バイオ”の名が示します
ように，通常の生体高分子の持つ触媒活性などと同じ
ように，室温の中性の水溶液中で反応が進行します。
そのためチタンやシリコンのような非常に酸化しやす
い材料のバイオミネラリゼーションでは，作られるバ
イオミネラルは純金属ではなく酸化物になります。実
際にTBP-１が，形成するバイオミネラルを調べたとこ
ろ酸化チタン（未発表）やシリカ（酸化シリコン）７）で
した。銀については，結晶性の銀のミネラル形成能力
を持つことがわかりました７）。
TBP-１がもつ二つの機能，特異的結合能とバイオミ
ネラリゼーション能力は，他の分子に，例えば本来な
らチタンに結合する能力やバイオミネラリゼーション
能力のないタンパク質の遺伝子の一部に，TBP-１を
コードするDNA配列を挿入することによって，チタン
結合能をもつ改変タンパク質を作ることができます８-９）。
われわれはTBP-１によってタンパク質に賦与され
た，この「特異的結合能」・「バイオミネラリゼーショ
ン能力」のふたつの機能を交互に利用してナノ多層薄
膜を作り出すことに成功し，BioLBL法（Biomimetic
Layer-By-LayerAssembly）と名付けました８）。その概
略をFig.１に示します。ここでは，籠状タンパク質の
表面に，TBP-１を多価に提示した分子を模式化してい
ます。（i）まず，TBP-１由来の特異的結合能を利用し
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て基板上（チタンなど）にタンパク質の第１層を形成
します。（ii）次にTBP-１のもうひとつの機能である
「バイオミネラリゼーション能力」を利用して，この
第１層の表面にバイオミネラル層（酸化チタン・シリ
カ層など）を形成させます。そして （iii）この形成さ
れたバイオミネラル層は，次のTBP-１提示タンパク質
の結合ターゲットになります。すなわち，バイオミネ
ラル層上にタンパク質の第二層を形成することができ
るのです。この「特異的結合」「ミネラル層形成」の過
程を繰り返すことで，TBP-１を賦与したどのような分
子・粒子でも，分子・粒子/バイオミネラル層が交互に
積層した多層薄膜を形成することができるのです。
様々なナノ粒子を内包した籠状タンパク質を使って，
BioLBL法によりプログラム積層しますと，基板側か
ら積層順に，鉄ナノ粒子，セレン化カドミウムナノ粒
子，コバルトナノ粒子の層をきれいに作ることができ
ました８）。このようなヘテロな半導体的性質を持った
ナノ粒子の多層薄膜は，多値化メモリーや半導体太陽
電池への応用が期待できます。われわれは，現在これ
らのデバイス開発に向けた応用研究を積極的に進めて
います。
この稿は，第４３回ペプチド討論会／第４回ペプチド
工学国際会議のYoungInvestigators’Symposiumでの
発表とその背景について説明した内容となっておりま
す。光栄なことにこのシンポジウムで，YoungInvesti-
gator’sAwardを頂きました。シンポジウムで発表する
機会を与えてくださったプログラム委員の先生方，シ
ンポジウムの運営をお世話してくださいました先生
方，また今回の討論会をオーガナイズしてくださいま
した三原久和先生に心より御礼申し上げます。最後に
なりますが，御指導いただきました癌研・蛋白創製研
究部の芝清隆部長と終始この研究をサポートして頂き
ました共同研究者の皆様に感謝いたします。
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財団法人癌研究会癌研究所 蛋白創製研究部
CREST/JST

InternationalConferenceof４３rdJapanese
PeptideSymposiumand４thPeptide
EngineeringMeeting（４３JPS-PEM４）
における英語口頭発表を通して

去る２００６年１１月５～８日に
横浜で開催された４３JPS-PEM４
において，YoungInvestigators’
Symposiumで発表する機会を
いただき，大変光栄なことに
YoungInvestigator’sAwardを受
賞することができました。さら
に名誉なことに，このPeptide
NewsLetterJapan執筆の機会
をいただきましたので，今回は拙筆ながら私の経験談
と研究について書かせていただきます。
私は，九州大学の下東康幸研究室に所属していま
す。下東研究室については，２００４年４月の同誌５２号に
克明な研究室紹介が掲載されましたので詳細は割愛し
ますが，現在教員３名，博士研究員１名，学生２０名
（博士課程６名，修士課程９名，学部生５名）の計２４
名で構成されています。研究室全体では「受容体のコ
ンホメーション変化と機能制御の分子機構の解明」と
いう大きなテーマのもと，私は学部生の頃から一貫し
て，７回膜貫通型のGタンパク質共役型受容体
（GPCR）の構造活性相関，特にオピオイド受容体の起
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Fig.１ BioLBL法の概略



動メカニズムの分子レベルでの解明を目指した研究に
従事しています。
当研究室では，自分で合成したペプチドの活性や機
能については，自分でアッセイし，評価および解析を
実施するというのが方針です。早い段階から博士課程
への進学を希望していた私は，これまでに幸いにもペ
プチドの合成とその活性評価についての結果をペプチ
ド討論会で発表する機会に恵まれてきました。今回の
４３JPS-PEM４は，私にとって４回目のペプチド討論会
の参加および発表でした。
思い起こせば，初めての参加は第４０回ペプチド討論
会で，修士１年ながらポスター発表をする機会をいた
だき，学部４年生の時に合成した痛覚伝達に関わる
GPCRの一種であるOpioidReceptor-like１（ORL１）受
容体のペプチド性のアンタゴニストリガンドの受容体
結合能や受容体活性化能について評価した結果を未熟
ながら発表しました１）。様々な分野の先生方に四苦八
苦しながらポスターの説明をし，秋なのに慣れない
スーツ姿で汗だくだくになったことを覚えています。
しかし，学会におけるポスター発表を通して異なった
視点からの指摘や有益な助言をいただいた経験は，私
にとってとても刺激的でした。また，日本人の先生に
よる英語口頭発表のセッションを聞いて（実際には英
語力不足により聴き取れず）英語の必要性を痛感し，
この回から設けられた若手のポスター賞の受賞者を遠
目に眺めるという，私にとってはかなり印象的な学会
でした。
２回目の参加は第４１回ペプチド討論会でしたが，第
１回アジア−太平洋国際ペプチドシンポジウム
（APIPS）との併催で，かつ学会を主催する側の学生
スタッフとしての仕事も兼ねるというかなり強烈なも
のでした。学会の運営に携わるのはもちろん初めての
ことでしたが，準備および学会当日の進行を裏方の立
場から経験することで，学会を開催することがどれだ
け大変なことなのかを身にしみて感じました。二足の
草鞋を履いたポスター発表では，ORL１受容体の純ア
ンタゴニストの合成と評価について，予想以上に多数
の方々に興味を持っていただき，セッションすること
ができました２）。昨年のポスター発表に引き続いて２
年連続で訪ねて下さった先生とお話しするのは非常に
嬉しいものでした。また，公用語が基本的には英語と
いう国際学会への参加はこれが初めてでしたが，同じ
オピオイドペプチドについて研究していた韓国の学生
さんと英語でセッションした際，意思疎通がはかれず
もどかしい思いをしたことを覚えています。さらに，
この回から設けられたYoungResearchers’MiniSym-
posiumを聴いて，セッションが成立するその英語力
の高さに感銘を受けましたが，まさか２年後自分が同
じような舞台に立とうとは想像もできませんでした。
博士課程に進学し研究テーマも増え，昨年の第４２回
ペプチド討論会では，オピオイドペプチドにNpysと
いう活性基を付加したアフィニティリガンドを用いた
オピオイド受容体のアフィニティラベリングという手
法を用いた受容体の継続的な活性化について口頭発表
する機会をいただきました３）。８月のある暑い日，突
然，下東教授に「磯崎君，今年のペプ討は口頭発表か
つ英語で」と言い渡された時には目の前は真っ暗，頭

の中は真っ白になりました。自分の英語力と研究結果
を考えた時に，例え国内の学会であっても英語で口頭
発表するのは不釣り合いではないかと思い悩みまし
た。一時はせめて日本語の口頭発表でと，教授に直談
判するほど弱気にもなっていました。一度やると決め
たその時から１０月下旬の学会発表の直前まで，食い入
るように教授の指導を仰ぎ，発表についてはある程度
の自信を持つことができましたが，本当の英語力が露
呈してしまう質疑応答に対する不安を拭えませんでし
た。しかし，教授の指導のおかげで，手に汗握る緊張
感が漂う発表の後，質問にもたどたどしい英語で返答
でき，無事に？発表を終えることができました。発表
後，同じ研究室の人と共に気分爽快で食べた，学会会
場近くの教授ご推薦の豚カツ屋の味は格別で，今でも
忘れません。
そして，今年の五月晴れのある日，再び教授に「磯
崎君，今年のペプ討も口頭発表で」と言われ，自分の
耳を疑いました。国際学会と知っておきながら思わず
「英語ですか？」と聞き返すと，「今年は英語，本番」
と言われました。屋外の天気とは裏腹に，私の頭上に
は暗雲が立ちこめていましたが，今年は悪あがきせず
腹をくくりました。去年の経験と，自分で出した実験
結果に対する責任感，そして何よりも教授の指導が追
い風の様に私の背中を強く後押ししてくれました。
今年は，これまでとは異なり，ペプチド自体の評価
ではなく，ペプチドリガンドと相互作用するORL１受
容体に遺伝子操作を施し作製した変異受容体の活性評
価について得られた結果を発表しました。ORL１受容
体の内在性リガンドであるノシセプチンは，その塩基
性残基に富んだ特性により，受容体の第２細胞外ルー
プ（EL２）に存在する酸性アミノ酸クラスターと相互
作用することが既に報告されています。しかし，受容
体活性化に関わるアミノ酸残基の同定には至っており
ませんでした。そこで，本研究では受容体活性化に関
わるアミノ酸残基の同定を目的として，EL２に続く第
５膜貫通領域に着目し，網羅的なアラニンスキャンを
実施しました（図１）。
合計２７個のアラニン置換変異受容体をそれぞれ
COS-７細胞発現させ，リガンド結合能をトリチウムラ
ベルしたノシセプチンをトレーサーに用いた受容体結
合試験により，受容体活性化能を［３５S］GTPγS結合試
験により評価しました。その結果，２２４位のプロリン
変異体以外の変異受容体では，ノシセプチンとのリガ
ンド結合親和性が変化しませんでした。しかし，２０８
位のトリプトファンから２２９位のセリンにかけて，３
もしくは４アミノ酸残基ごとに受容体活性化能の顕著
な減少がみられました。ホモロジーモデリングにより
構築したORL１受容体の立体構造において，２０８位のト
リプトファンを除くアミノ酸残基は，第５膜貫通ヘ
リックスのほぼ同じ側面に並んでおり，ORL１受容体
の分子内で他の膜貫通ヘリックスのアミノ酸残基と相
互作用することで受容体活性化に関わっていることが
示唆されました。一方，２２４位のプロリンを変異させ
ると細胞膜への発現は確認されるものの，ノシセプチ
ンは結合しませんでした。このことから，２２４位のプ
ロリンは，リガンドが結合しうる受容体構造の安定化
に寄与していると考えられます。
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また，２０８位のトリプトファンの側鎖インドール環
は，受容体分子の外側に向いていると推測されること
から，トリプトファンを他の芳香族アミノ酸，疎水性
アミノ酸残基に変異させた変異受容体を用いて，トリ
プトファン残基の役割について評価しました。その結
果，置換したアミノ酸残基の疎水性が高い程，分子的
にかさ高い程受容体活性化能が高くなりました。この
ことより，２０８位のトリプトファン残基は細胞膜との
相互作用により，不活性型から活性型への受容体コン
ホメーション変化に関与している可能性が示唆されま
した。
プレゼンテーションを終えて，質疑応答で外国の参
加者から質問を受けた時は，自分の英語が通用したこ
とに安堵を覚えました。また今回，YoungInvestiga-
tors’Symposiumでの発表者はポスター発表も行うと
いうことで，ポスターセッションの際に口頭発表を聞
いて興味をもって下さった方々とも話す機会がもてた
ことは貴重な経験でした。まだまだ自分の英語力の低
さに落胆する部分も多々ありますが，今回の４３JPS-
PEM４への参加は私にとって非常に有意義なものでし
た。
私のまだ短い研究生活において，ペプチド討論会は
常に研究そして英語に対する意欲の源であり修行およ
び成長の場でありました。また，ペプチド学会では多
数の女性研究者が活躍されており，そのような姿をみ
ると「自分もいつかは」と背中を押される気分になり
ます。今後は，世界に通用するような研究者となるべ
く更なる鍛錬を積み，心技体を兼ねそろえた研究生活
を送りたいと考えています。最後になりましたが，今
回の４３JPS-PEM４をお世話して下さいました東京工業
大学の三原久和先生をはじめ，運営に携わった先生方
にこの場をお借りしてお礼申し上げます。

【参考文献】
１）Isozaki,K.,Okada,K.,Kawano,M.,Honda,T.,Nose,

T.,Costa,T.andShimohigashi,Y.:StructuralRequire-

mentoftheAcylGroupofAc-RYYRIK-NH２,anAntago-

nistofAlgesicNeuropeptideNociceptin.PeptideScience

２００３,２６９-２７２(２００４).
２）Isozaki,K.,Okada,K.,Kawano,M.,Honda,T.,Nose,
T.,Costa,T.andShimohigashi,Y.:Isobutyryl-RYYRIK-

NH２,A HighlyPotentNociceptinAntagonist.Peptide

Science２００４,５２３-５２６(２００５).
３）Isozaki,K.,Funama,J.,Nose,T.Costa,T.andShimohi-
gashi,Y.:ContinuousActivationofthe -OpioidRecep-

torbyAffinityLabeling.PeptideScience２００５,５７-６０
(２００６).

いそざき かなめ
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
博士課程２年（日本学術振興会特別研究員DC１）

「第９回中国国際ペプチドシンポジウムの報告」

９th Chinese International
Peptide Symposium（CIPS）が
２００６年７月３日から６日にかけて
中国の上海（Shanghai）国際会
議センターで開催されました
ので，報告いたします。中国科
学院のDaweiMa先生がChair
を務められ，今回のテーマであ
る「New ageofpeptidebiol-
ogyandchemistry」をもとに１２カ国２００人を超える参
加者が，ペプチドを通じて上海に集まりました。この
時期の上海は日本よりも蒸し暑くて屋外に出る気は起
こらず，シンポジウムに集中できたのは幸いでした。
招待講演が３０題，一般講演が３４題，そしてポスター
発表は５３題で，時間はとてもルーズでしたが，その分
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図１ ノシセプチンとORL１受容体の相互作用部位と変異体作製部位



アットホームで伸び伸びとした議論が繰り広げられま
した。演題はペプチドの合成化学から構造機能解析や
創薬へのアプローチと幅広く，日本からは発表順に木
曽先生を始め，岡田先生，相本先生，宍戸先生，南野
先生，三原先生，そして塩入先生，と多数が参加講演
され，中国シンポジウムに刺激を与えていました。ま
た，アリゾナ大学のHruby先生，京都薬科大学の木曽
先生，スプリプス研究所のTam先生など数々の研究者
が，ペプチド分野に大きく貢献してつい最近亡くなら
れた二人のペプチド研究者のYucangDu先生とノーベ
ル化学賞受賞者のBruceMerrifield先生を尊い，メモ
リアルスライドを捧げていたのはとても印象的でし
た。筆者も前回２００４年の昆明（Kunming）での８thCIPS
の時に，Du先生には大変親切に接して頂いたことを
よく覚えております。ポスター発表では種々のペプチ
ドに関する合成や生物活性が報告される中，清華大学
によるアルツハイマー関連ペプチドAβのクリーナー
（除去分子），SARSコロナウイルスプロテアーゼ阻害
剤のデザインおよび複合体結晶解析など目を見張る発
表もあり，中国ペプチド学会の成長の勢いに大変感心
しました。今回は，筆者自身初めての英語での口頭発
表をする機会を頂きました。中国および海外からの著

名な先生達のアットホームな雰囲気に囲まれ発表でき
たので，非常に良い経験をさせて頂きました。宍戸先
生からは日本の若い人はもっとアピールが必要だと喝
を頂き，今後の課題だと思いました。今回の参加発表
の機会を与えて下さいました木曽会長および京都薬科
大学２１世紀COEプログラムに感謝いたします。
CIPSでは１９９４年にH.H.LiuEducationalFoundation

が創設したCathyAwardがあり，今回は北京薬理毒理
研究所のKeliangLiu先生，海外からはモンペリエ大
学のJeanMartinez先生が受賞されました。また御馴
染みのZhongheAwardやポスター賞もあって若手研究
者の励みになりました。３日目午後のツアーで筆者は
豫園（Yuyuan）を観光し，明の時代の興味深い建物や
庭園を見て楽しみ，中国の歴史に触れることもできま
した。また上海雑技団の演技にも皆で招待され，人間
の能力の限界に挑戦した演技にひたすら魅了されまし
た。次回の１０thCIPSは２００８年に長安（Changan）で行
われるそうです。

ひだか こおし
京都薬科大学薬品化学教室２１世紀COEプログラム

khida@poppy.kyoto-phu.ac.jp

第３９回若手ペプチド夏の勉強会報告

毎年恒例の若手ペプチド夏
の勉強会が平成１８年８月６日
から８月８日にかけて群馬県
草津温泉・草津セミナーハウス
にて開催されました。今回は群
馬大学工学部材料工学科機能
物質化学講座（片貝良一研究
室）が世話人を務め，無事に会
を終えることが出来ました。世
話人を代表しまして会の詳細をご報告させていただき
ます。
昨年度からこの勉強会は日本ペプチド学会（JPS）
主催の行事になりましたが，「会の運営は若手勉強会
幹事会に一任する」という従来通りの方針に沿って自
由に運営させていただきました。なお，開催に当たり
まして例年通りJPSより運営費の一部を交付していた
だきました。参加者を代表して関係各位に厚く御礼申
し上げます。開催地への交通アクセス（特に関西方面
からのアクセス）が不便であったにもかかわらず今回
の勉強会には１２０名を超える参加者が集まりました。
中には日本ペプチド学会に馴染みの無い方々が開催直
前になって勉強会の存在を知り，参加を希望するケー
スが見受けられ，改めて学会ホームページによる情報
発信の重要性とこの分野における関心の高さが伺われ
ました。今後，学会員の増加や討論会参加者の増加に
つながればと感じております。日程に関しては，以前
の幹事会で２泊３日を支持する人が多かったこともあ
り，これを踏襲することとしました。昨年の世話人で
ある中村先生（信州大学農学部）は４日目をオプショ
ンとして設定し，学生討論という新しい試みをされて
いました。これを受けて当初は開催前日にプレ勉強会
として学生主導による分科会を行う計画でしたが，世
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山田 圭一

Banquetにて（前列左から：塩入先生，木曽先生，宍戸先
生，南野先生，後列左から：塩入先生夫人，三原先生，
味の素の高橋さん）

Chairを務めたMa先生（左）と筆者



話人の企画力不足で実現には至らず，次回以降に持ち
越しとなりました。情報が錯綜しご迷惑をお掛けいた
しましたことをお詫び申し上げます。
さて，講演プログラムの方は，今回も最ベテランと
してご参加下さいました京都大学・藤井信孝先生によ
る開会のご挨拶で始まり，３日間で４件の特別講演，
２件の留学体験記発表，１０件の一般講演，２３件のポス
ター発表を行いました。若手からベテランの講師の先
生方にペプチド科学及び周辺領域における最新のト
ピックスを提供いただきました。以下，特別講演及び
留学体験記の講師の先生と演題をご紹介させていただ
きます。（発表順） 野水基義先生（東京薬科大学 教
授）「ペプチド合成屋のCellBiology」，小野田晃先生
（東京理科大学理学部化学科 助手）「ジンクフィン
ガーモチーフへの金属機能部位導入：金属錯体配列系
と転写制御機能の構築」，中瀬生彦先生（京都大学化
学研究所・生体機能設計化学研究領域 助手）「細胞
膜受容体ターゲティングを目指した抗癌剤artemisinin
の開発～ワシントン大学留学体験記～」，花岡宏史先
生（群馬大学大学院医学系研究科・バイオイメージン
グ情報解析学講座 助手）「ペプチド放射性薬剤によ
る診断と治療」，佐藤毅先生（大阪大学蛋白質研究所・
蛋白質有機化学研究室 助手）「What’sgoingonin
themembrane??（StonyBrook大学留学体験記）」，片
貝良一先生（群馬大学工学部材料工学科 教授）「ペ
プチド研究～基礎から応用へ」一般講演については，
セッションごとに比較的分野の近い講演をまとめ，
ディスカッションしやすいように努めました。生理活

性物質としてのペプチドはもとより，構造生物学的な
展開や分子デバイスの創製，蛍光・PETイメージング
剤の創製，再生医療用材料への応用など幅広い分野に
わたる御研究の成果は非常に興味深く，参加者一同大
いに刺激を受けたことと思います。ペプチド科学の奥
深さ，面白さをわかりやすく講演していただきました
講演者の皆様に御礼申し上げます。また，１日目夜に
行われたポスターセッションでは，討論会さながらの
白熱した議論が随所で行われており，２時間の予定時
間を過ぎても熱心に討論している参加者の姿が非常に
印象的でした。後日，４３JPS/PEM４にてポスター発表
した世話人学生に聞くと，勉強会のポスター発表で頂
いた様々なアドバイスは討論会でのディスカッション
の際に役立ったと話しておりました。学会以外で学外
の研究者と自由闊達に濃密なディスカッションを行え
る場としての本勉強会の有意義さを示す良い例である
と思います。その後の宴会や２日目のBBQパーティ，
オプションの草津温泉ツアーでも大いに懇親を深めて
いただけたようで，このような人的交流が討論会参加
への動機付けになればと思います。
夏の勉強会では，毎年会の活性化に貢献された若手
研究者（学生及びそれに準ずる方）を表彰しておりま
す。参加者による投票の結果，一般講演部門MVPに
山崎ちさとさん（新潟薬科大学M２），ポスター発表部
門MVPに東京薬科大学チーム野水研の皆さん（漆畑
俊哉さん，高木崇さん，山縣夏美さん，林剛光さん，
松田佑二さん，小池康浩さん）並びに紀村浩希さん
（大阪工業大学M１），研究討論部門MVPに岡田琢磨さ
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ん（京都大学大学院薬学研究科D２）が選ばれ，表彰状
と副賞を贈呈いたしました。受賞された皆様の今後の
ご活躍を祈念いたします。本勉強会は修士１年，２年
を対象においていますが，流石に博士課程の学生さん
は知識も豊富で周辺分野の勉強にも余念がなく，当然
の結果なのかもしれません。来年以降，討論の場でド
クターと渡り合えるマスターの学生さんが現れること
を期待しております。
来年度の第４０回若手ペプチド夏の勉強会は，北海道
大学大学院理学研究院・中馬吉郎先生のお世話で平成
１９年８月５日～７日に小樽にて開催される予定です。
この勉強会を通じて若手ペプチド研究者が互いに切磋
琢磨してレベルアップを図り，JPSの活性化に大きく
貢献することを願って止みません。末筆ながら，JPS
をはじめ参加者の皆様，ご援助，ご支援下さいました
方々に心から感謝申し上げます。

やまだ けいいち
群馬大学工学部材料工学科

e-mail:yamada@chem.gunma-u.ac.jp
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