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＜運営委員会報告＞
　　　　　　　　　　　第１６９委員会委員長　山根　隆

運営委員会は第216回を除きメールで行っている。開催期間
は最初の提案から決定までの期間である。

・第２１０回運営委員会：小野薬品工業（株）の委員の交代の
報告
開催期間：平成27年 3月18日
報告内容：委員の交代については報告事項になっている。小
野薬品工業（株）の委員が機構改革に伴い、竹内淳氏から楠
田晋也氏に交代された。

・第２１１回運営委員会：参天製薬株式会社退会報告 
開催期間：平成27年3月27日
討議内用：退会については報告事項になっている。
参天製薬株式会社の青野浩之委員から、社内での研究開発
の戦略方針の変更並びに費用削減に伴うため、平成27年3月
31日付けの退会届けが出された。

・第２１２回運営委員会：第47回研究会について
開催期間：平成27年4月30日～5月8日
討議内容：柏木立己研究会担当委員長より第47回研究会プ
ログラムが提案された。この研究会に合わせて、平成27年度
の総会を行うため、開催日や開催時間、講演内容などについて
審議された。
決定事項： 原案通り承認された。

・第２１３回運営委員会：国際シンポジウムの開催経費の申請
について
開催期間：平成27年5月8日～5月15日
討議内容：H28国際シンポジウム開催経費（運営費交付金）
およびH28協力会特別事業（シンポジウム等及び成果刊行）」
の申請について審議がなされた。
決定事項：今回は申請を見送ることにした。

・第２１４回運営委員会：169委員会の活動方針検討WGの
設置について 
開催期間：平成27年5月12日～6月1日
討議内容：169委員会委員へのアンケートに基づき、i)ＩＳＤＳ
Ｂの主催、ii)学会メンバーの整理やアクティブな委員の加盟、
iii)具体的産学連携マッチング方法、等の課題を検討し、169
委員会の活動方針のたたき台を作るワーキンググループ（活
動方針検討WG）の設置についての審議がなされた。
決定事項：活動方針検討WGの設置が承認された。併せて、
産：上村みどり、川上善之、加藤良平、
学；井上　豪、中川敦史、山口　宏、の各委員に、活動方針検
討WG委員を委嘱することが承認された。（委員の互選により、
中川委員がWG委員長に選任された）７月２５日に第１回会合
を開催（表紙写真を参照）

・第２１５回運営委員会：H26収支決算、H27収支予算につい
て

開催期間：平成27年6月7日～6月18日
討議内容：平成26年度収支計算書および平成27年度収支
予算（案）についての審議がなされた。
決定事項：原案通り承認され、7月14日開催の本委員会総会
で審議していただくことにした。

・第２１６回運営委員会：H27総会について
開催期間：平成27年6月12日～7月14日
討議内容：平成27年度総会での審議事項「平成26年度の活
動実績（案）、平成27年度の活動方針（案）」、ならびに研究会
の開催場所、小委員会活動経費、について審議された。
決定事項：平成26年度の活動実績、平成27年度の活動方針
（案）」が審議の結果承認された。研究会を2年に1回程度、関
西地区で開催することが審議の結果承認された。小委員会活
動経費については、小委員会の構成等も含め今後も継続して
審議することにした。

＜量子ビーム融合化小委員会報告＞
　　　　　　　　　　　　小委員会委員長　石山新太郎

　本小委員会では、量子ビーム融合化先進治療技術研究と
して、BNCT（ホウ素中性子捕捉療法）装置による中性子線と
THz波照射とを組み合わせた技術開発を進めている。ここで
は上記研究開発に関する進捗状況を報告する。
　本技術開発における技術開発要素ならびにその開発目標
は下記の通り。
（ア）小型高性能BNCT装置の開発
（イ）治療診断技術の開発
（ウ）BNCT+再生治療融合化技術の開発
（ア）については、昨年度から今年にかけて同小委員会がその
開発に協力してきた250ｋW級加速器駆動型BNCT装置の
国立がん研究センターへの実装配備が完了し（日本金属学
会技術賞受賞）、臨床実験に入る段階に達した。今後、下記治
療診断技術とを合わせたシステムの性能実証試験を進めて
ゆく。
（イ）については、上記BNCT治療前後の治療効果を評価する
ためのCBE（Compound Biological Effectiveness）ファ
クターの決定論的解析手法（石山-今堀モデル）が完成し、今
後の上記装置を用いた臨床実験に適用されその実効性検証
が行われる。
（ウ）についての再生治療に関しては、THz波の温熱治療効果
を期待しての役割から、BNCT+再生治療後の再転移を防止
するための休眠がん幹細胞の活性化をその使用用途に変更
し、低侵襲体内導波管の開発を進めている。本導波管体内挿
入用アンテナ部分のTHz導波部新素材開発において、
JSPS124委員会委員の細野プロジェクトの研究協力を得て
従来のポリマー系耐熱分極素材に代わりC12A7エレクトラ
イドの利用可能性が高まった。



＜総会開催報告＞

１．日時：平成27年7月14日（火）　13時―13時35分
２．場所：五反田ユーポート　7階 末広の間
３．出席者：２４名（産業界９名、学界１５名）
委任状：２１名（産業界８名、学界１３名）
委員総数：５７名（産業界１８名、学界３９名）
出席率：４５／５７＝７７．２％
産業界委員：ベンアマール　ユセフ（富士フイルム(株)）、安達宏
昭（（株）創晶）、柏木立己（味の素株式会社）、加藤良平（田辺三
菱製薬）、上村みどり（帝人ファーマ（株））、齋藤純一（協和発酵
キリン（株））、白鳥康彦（中外製薬（株））、鈴木誠（第一三共 RD
ノバ－レ(株)）、曽我部智（武田薬品工業（株））、
学界委員：相原茂夫（京都大学）、池水信二（熊本大学）、石山新
太郎（日本原子力研究開発機構）、出原敏孝（福井大学）、井上
豪（大阪大学）、神谷信夫（大阪市立大学）、田中伊知朗（茨城大
学）、玉田太郎（日本原子力研究開発機構）、津下英明（京都産
業大学）、新村信雄（茨城大学）、畑安雄（京都大学）、松崎尹雄、
（＊＊）、宮澤淳夫（兵庫県立大学）、山口宏（関西学院大学）、山
根隆（名古屋大学名誉教授）
委任状
穴井孝弘（(株)JEOL RESONANCE）、伊中浩治（（株）丸和栄
養食品）、川上善之（エーザイ（株））、
楠田晋也（小野薬品工業（株））、志村尚美（（株）アールイーエ
ス・ラボ）、田仲広明（（株）コンフォーカルサイエンス）、竹中久貴
（（株）トヤマ）、
山野昭人（（株）リガク）、
片柳克夫（広島大学）、小松啓（東北大学名誉教授）、坂部知平
（ＫＥＫ）、佐々木教祐（名古屋大学）、菅原洋子（北里大学）、田
中勲（海道大学）、中川敦史（大阪大学）、中村春木（大阪大学）、
難波 啓一（大阪大学）、原田繁春（京都工芸繊維大学）、福山恵
一（大阪大学）、三木邦夫（京都大学）、渡邉信久（名古屋大学）
４．総会（司会　山根委員長）
山根副委員長より、総会成立宣言の後、議長選出が行われ、山
根委員長が選出された。
４－１．報告事項
i) 169委員会の活動方針検討WGの設置について
WG設置の経緯とWG委員の報告がなされた。
ii) 研究会について
五反田ゆうぽうとが9月末を持って利用できなくなる関係から、
総会前に開催された第216回運営委員会で審議された研究会
についての報告がなされた。次回第48回研究会は、11月に関西
地区で開催の予定で検討が進められている。
iii)ISDSBについて
　活動方針検討WGで、基本方針の検討が進められるとの報告
がなされた。
４－２．審議事項
i) 平成26年度収支決算、平成27年度収支予算について
パワーポイントの資料に基づき説明がなされ、審議の結果承認
された。
ii) 平成26年度の活動実績について
パワーポイントの資料に基づき説明がなされ、審議の結果承認
された。
iii) 平成27年度の活動方針について

パワーポイントの資料に基づき説明がなされ、
i)定例の研究会を年3回実施する。
ii)ニュースレターを年４回発行し、研究・技術・製品紹介を充
実させる。
iii)小委員会（中性子回折小委員会、高精度解析技術開発小
委員会、量子ビーム小委員会、３Dプリンター利用技術小委員
会）の活動を充実させ、産学委員のニーズ・要望を反映させて
いく。
iv)169委員会の産業界委員の要望を吸い上げ、課題を検討
し、新たな活動方針をとりまとめる作業グループ（活動方針検
討WG）の提言の実現を図る。
v)第5回回折構造生物シンポジウム（ISDSB2016）を米国の
ノックスビルで2016年5月～6月の期間にDr. Paul Langan
を中心とする現地委員会と共催する。
vi)若手援助事業など、これまでの事業を継続して行う。
vii)新規会員の加入を図るため機器メーカーなど、製薬企業
以外の企業にも入会を呼びかける。
との活動方針が、審議の結果承認された。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責）山根隆

＜研究紹介＞
帝人ファーマにおけるタンパク質結晶解析
帝人ファーマ（株）創薬化学研究所　
　　　　　　　　　　　　　　　上席研究員　上村みどり

　我々のX線グループの歴史は、生物医学総合研究所に属
し、帝人ファーマ（株）は2003年帝人株式会社の医薬事業本
部の分社化により生まれましたが、帝人（株）に時代から東京
都の日野市にあり、緑豊かな環境にあります。本研究所は、帝
人が医薬領域に参入する前から中央研究所として存在してお
り、2010年にノーベル化学賞を取得された根岸栄一先生が
新入社員として過ごされた５０年以上の歴史ある研究所で医
薬部門ができた際に、生物医学総合研究所として名前が変更
されました、この研究所発の薬としまして、古いものでは免疫
力を高めるガンマグロブリン製剤であるベニロン、VD3誘導
体で骨粗鬆症の薬として用いられているワンアルファや、最近
では痛風治療として脚光をあびているフェブリック等があり
ます。タンパク質X線解析グループの発足は1993年で、タン
パク質立体構造に基づくSBDD（Structure based drug 
discovery）が当時、Merckのスピンアウト組で作られた
Vertex社やのちにファイザー社に買われたAgouron社HIV
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阻害剤創薬で論文に華やかに登場した時代に作られました。
SBDD技術は、帝人医薬の将来にとって不可欠だという判断
で、スクリプス研究所のIan Wilson先生の研究室に留学させ
ていただき、タンパク質結晶解析を勉強させていただきほぼ同
時期に帝人がMSI社（現Biovia社）との合弁会社をTMSIとし
て日本で立ち上げるという話しを伺い、MSI社のソフトウェア
全部を帝人全社でフリーで利用できることになることを伺い、
タンパク質構造とSBDDを柱に、創薬研究に取り組むことを強
く肝に銘じ、帰国しました。

1. プロジェクトグループの一員として
　留学から帰ってきて1993年より、プロジェクトグループリー
ダーとしてSBDDをやることになりました。結晶解析の機能グ
ループとしてではなく、プロジェクトグループとして発足したこ
とは非常に幸運であったと思います。まず、同じグループにメド
ケムや薬理の研究者がいっしょにいるヘテロな環境であり、共
通の目標は、薬をだすことということで、タンパク質結晶解析
は、有力なツールであり、メドケムにフィードバックできるよう
に技術を高めるという考えを一貫してもつことができました。
また、創薬において、タンパク質構造は、創薬上流のほんの一
部であり、それ以上に、開発研究所の動態や、安全性の研究者
とのやりとりは、その後も企業における構造生物学の研究者は
メドケムや評価研究者との「連携」という明確な哲学が自分の
なかで確立できたと思っています。当時は、FXa1), Chymase2)
などのセリンプロテアーゼや種々のkinase3)をX線解析と
computer を用いて、SBDDを活用して、母核のde novoジェ
ネレーションからするというかなりチャレンジングな試みから
実施しました。いまでも、これらの方法は、FBDD(Fragment
　Based Drug Discovery)の走りとも思えるほど、独創的で
あり、合弁会社設立をうけて、チャーム力場の作成者でもある
MSI社の当時サイエンティフィックボードメンバーであった
ハーバード大のMartin Karplus先生を筆頭とする著名な先
生方から若い研究員たちが直接のご指導いただく機会を得た
ことも今となれば大きかったと思います。 

　　　

２. 最も困難と思えるところから手を付ける
　企業の研究者として、大切なことは、この連携におけるタイ
ミングにつきると思います。創薬のスピードにシンクロできな
ければ、解析結果は、まったく意味がないものになってしまい
ます。創薬ターゲットは必ずしも構造の有無で選択されません
ので、論文や、PDBにないターゲットがかなり多くなってきて
います。また、どんな思いをしてもしかもタイムリーにリガンド
との複合体結晶をとってこないといけないわけですがタンパク
質が既知でも化合物がまったく新しい場合、まったくメドケム
がほしいと思う優先順位として新しい母核の結合モードを取
得しなければならない場合も多く４）、帝人ファーマにおいて
は、あえて分業制は、とらないようにしています。担当するプロ
ジェクトについては、タンパク質取得から結晶化・解析まで、一
気通貫で実施しています。タンパク質結晶解析がプロジェクト
グループの一員として発足したという経緯もあるのかもしれま
せんが、一気通貫で実施したほうが、扱うタンパク質の素性を
より深く理解できて好結果を生む場合も多いと思います。それ
で、他の人のプロジェクトに無関心になるかと思うと、むしろ、
逆で、共有化がスムーズに行われていますし、知恵をだしあう
ような雰囲気が自然に生まれています。ある学界の先生に、な
にかの学会の懇親会で弊社の研究員同士のやりとりを聞い
て、雰囲気がよいので、ずっと学生を就職させたいと思ってい
たとありがたいお言葉を頂戴しました。グループの発足当時に
比較しますと、ターゲットの領域は驚くほどひろがり、メドケム
からの要望はさらに増加しています。入社してからも、自分で
考え判断できる自立性とX線以外のいろいろな技術も自在に
とりこめる多様性を保持して自己実現できるように日々の業務
を心がけています。
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