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＜運営委員会報告＞

第169委員会委員長

坂部知平

・第148回運営委員会：産業界運営委員1名選出
開催期間：平成23年10月3日〜10月26日
討議内容：第一三共㈱の伊藤秀一郎運営委員が移動のため、
運営委員会から総会へ推薦する運営委員候補者について審
議した。
決定事項：味の素株式会社の柏木立己委員が推薦され、本人
の承諾も得られた。
メールに依る総会
で承認され、平成23年10月26日付けで柏木立己氏の運営委
員就任が決定された。
・第149回運営委員会：第38回研究会について
開催期間：平成23年12月22日〜１月11日
討議内容：武田薬品工業の曽我部智研究会担当委員長から
第38回研究会プログラム(案)が提出され、内容及び日程につ
いて審議された。講演タイトルは１．SACLAの概要と利用実
験、
２．XFELコヒーレントイメージング装置の開発、
３．
コヒー
レントイメージング、
４．SACLAでのデータ取得と解析スキー
ム。
決定事項：プログラムの内容は原案通り承認された。研究会
出席者数は42名、
内学界27名、産業界15名。
・第150回運営委員会：ISDSB2013のホームページについて
開催期間：平成24年１月12日〜１月18日
討議内容：山根隆ISDSB2013実行委員長が作成された
ISDSB2013のホームページ原案の審議
決定事項：審議の結果原案通り承認された。ISDSB2013の
ホームページは第169委員会ホームページ内に登録予定で
あるが、今後ISDSB2013のホームページは山根実行委員長
の管理下に置かれることが決定された。
・第151回運営委員会：News Letterについて
開催期間：平成24年１月１２日〜３月１４日
討議内容：年４回発行する予定が時間的に難しくなったこと
を機会に、News Letterの内容や、原稿の集め方などについ
て再検討した。
決定事項：皆の協力が得られ、原稿が集まり、年４回の発行が
可能になった。
１．無理の無い範囲で賞の記事も取り上げ、
そ
の際は数行程度の紹介をすること。
２．現状維持が確認され
た。
・第152回運営委員会が開催された。
決定事項：①メール審議で「御返事が無い場合は了承したと
考えます」
は今後取り止める。
②年に数回研究会の前に運営委員会を開催する。③第156
回運営委員会を第39回研究会の直前に開催する。
・第153回運営委員会：三菱化学退会願報告
開催日：平成24年3月28日
退会理由：弊社の構造生物学研究ユニットが、2012年3月末
を以て本会会員である田辺三菱製薬株式会社様に移管され

ることとなり、弊社は本会会員としての活動基盤を消失する
ため。

＜２４年度総会議事録＞

議長 山根 隆

１．
日
時：平成２４年９月２４日(月)１２：００〜１２：５０
２．場
所：ゆうぽうと ６階 花梨の間
３．
出 席 者：３４名 （学界；２１名、 産業界；１３名）
議長委任：２４名 （学界 １７名、 産業界 ７名）
総委員数５９名であり、委任条を含めた出席率は９８％
４．総
会：山根隆副委員長が総会に至る経過説明後開
会を宣言した。
議長選出：坂部知平委員長が挨拶の後、山根隆氏が議長に
選出された。
審
議：
１）ISDSB2013の報告；山根隆ISDSB2013実行委員長よ
り①趣意書、②準備状況；プログラム、特に招待講演者と
講演タイトル等についての報告がなされた。
２）ISDSB2013予算案提案；山根隆副委員長より運営委員
会で承認されたISDSB2013予算案についてISDSB
2007の決算と比較しながら、詳細な説明が行われた。説
明の主な事項は下記の通りであった。
①海外招待講演者の旅費援助に上限15万円を設ける事。
②名古屋での開催は人手が不足するので、業者委託が増加
する事。
③従って、参加登録費を増額せざるを得ない事。
④日本学術振興会・産学協力研究委員会事業部の委員会経
費支払い規則が変更になり、航空券の購入は全て日本の
旅行代理業者、ホテル代も一旦本人が支払う等大変厳し
い状態にある事。
⑤寄付、広告掲載、展示、
ランチョンセミナーなどにより収入
を得る必要があり、
それに対する協力要請等である。
３）此処で山根隆議長より坂部知平委員長に補足説明が求
められ、次の発言があった。
①学振の新しい規則により、委員会経費からは同一業者には
最大80万円以上支払えない。
その上、会場借料は20%の
予約金を支払う必要があり、不足分は山根隆と坂部知平
が寄付金ISDSB2013の口座に送金し、賄った。
②運営委員会で本ISDSB2013予算案が承認されるに当た
り、次の付帯事項が付いた。若し参加諸人数が計画より大
幅に少ないなど予算案の収入が不足した場合にはまず、委
員会経費の繰り越し金で埋め合わせるが、
それでも不足す
る場合は、本委員会委員がISDSB2013に参加する際の
旅費滞在費として計上してある支出の部を減額する。
この
様な事態にならないため、皆さんが知人等に呼びかけ参加
者を増すようにお願いする、更に寄付金等を集めて戴きた
い。
４）質疑及び結審
質疑応答の後山根隆議長が挙手による採決を行った結
果、全員の賛成が得られ、本件は承認された。
５）
山根隆議長より平成24年度総会の閉会宣言が行われ
た。

＜研究紹介＞
名古屋大学 細胞生理学研究センター：CeSPI
名古屋大学細胞生理学研究センター

藤吉好則

様々な方々のご尽力で、名古屋大学に念願の創薬科学研究
科 基 盤 創 薬 学 専 攻が２０１２年４月から発 足しました
（http://www.ps.nagoya-u.ac.jp/）。
３つの講座、
８つの分
野が以下のような教育理念のもとに設立されました。
高齢化が進む日本において、創薬の重要性はますます高
まっておりますが、
「従来の試行錯誤的なアプローチには限界
があり、国の内外を問わず製薬企業での新薬創出率は 低下し
続けています。新たなイノベーションが必須であり、臨床との連
携のもとに、生物科学、物理や化学の物質科学、数理情報科
学等の諸科学や諸技術の融合・統合による
『課題解決型アプ
ローチ』
をすることができる
『先導的な創薬研究者』
の育成が
緊急の課題となって」
おりますので、
「名古屋大学では、
この現
状を踏まえ、古典的な学部の枠を超えて、多様な学術分野を
融合した教育・研究の基盤『大学院創薬科学研究科』
を」設立
しました。
「 名古屋大学は、生命科学、天然物化学、有機合成
化学をはじめとする多くの分野で世界に誇る革新的な研究成
果を挙げるとともに、優秀な人材 を続々と輩出しています。
こ
れらの基礎研究力・教育力を新しい研究科に集中し、多分野
を横断的に融合した創薬科学の教育・研究を行い、
『高い倫理
観をもって国際水準で次世代の創薬を担う強い使命感と勇
気ある研究者』
を育成します」
ということで、
すでに修士の大学
院生の教育やそれぞれの分野での研究が進展しております。
この創薬科学研究科と一体になって研究を進める全学の研
究センターとして、細胞生理学研究センターを作っていただき
ました。
この研究センターの名前は、Cellular and Structural
Physiology Institute
（細胞生理学研究センター）
の頭文字を
とり、CeSPIと命名しました。
このCeSPIはCespitoseの略を
意識しています。Cespitoseは植物などが“群生する”ことを意
味する言葉であり、研究者やさまざまな研究成果などが“群生
する”ことを期待して命名しました。CeSPIの組織は、図１
（表
紙参照）
のようになっており、①基礎生物学研究部門、②連携
創薬研究部門（上記の創薬科学研究科）、③連携医学研究部
門、④産学連携部門からなっております。
これら４部門の密な
連携で
「細胞構造生理学」
ともいえる研究を進めたいと考えて
おります。このCeSPIについて、ホームページ（http://www.
cespi.nagoya-u.ac.jp）
に以下のような説明を書きました。
「日本をはじめとする先進諸国では高齢化が急速に進み、老
いてからも健康で豊かな人生を全うすることの重要性が認識
されるようになっている。
この様な状況から、医療費の増大も
深刻な社会問題となっており、効率の良い創薬開発や新しい
治療法の開発・改良は最も重要な課題となっている。
しかし、
創薬を実施できる国は、僅かな先進国に現状では限られてい
る。
それゆえ、先端医療の発展と創薬研究分野の進展、
そして
それらを支える基礎生物学研究は我が国が担うべき重要課
題である。長期的視点から、
この様な研究分野を推進する必
要があるという認識に基づいて、
「 細胞生理学研究センター
（CeSPI）」
を設立する。
名古屋大学には、
「先端医療・臨床研究支援センター」
が医
学研究科に設置されて、臨床研究や最先端の医療が先駆的に
進められている。
さらに平成２４年度より
「創薬科学研究科」

が設立され、創薬に関わる研究教育体制が整えられている。
それゆえ、本学の特徴を生かした連携の下に、人類の健康に
資するための基盤技術開発をも推進できる生命科学分野の
研究センターであるCeSPIを設立する。本センターでは、基礎
科学研究を推進力として、先端医療や創薬科学と連携するこ
とによって細胞構造生理学という新しい研究分野での研究を
行う。幅広い研究分野や組織との密な連携を進め、学内外の
研究者と技術を本センターに結集することで、国際的で独創
性の高い教育研究組織の形成を目指す。」
２０１３年１月２２日から２４日にかけまして、
この研究セン
ターの発足を記念したNagoya Symposium, Frontiers in
Structural Physiologyを開催いたしますが、構造分野を
中心に素晴らしい講演者に参加いただけます（http://
symposium.cespi.nagoya-u.ac.jp）
ので、是非参加をお願
いいたします。
なお、参加費は無料です。
我々は、主に電子線結晶学を用いて、受容体やチャネルの
構造を解析することによって、
これらの構造と機能の研究を
進めております。電子線結晶学では膜タンパク質を脂質膜の
中にある状態で構造解析できるので、
１．
８Å分解能のX線結
晶学では分離できていない水チャネル内の水分子を、図２の
ように２．
８Å分解能でも、脂質分子とともにきれいに分離し
て観察できております。
なお、水の密度の弱いところは、
チャネ
ル内の内径が極めて狭いところで、水の存在確率が小さいと
考えられます。今後もこのような細胞構造生理学という分野
での研究をさらに進めたいと考えております。

図２. アクアポリン４のチャンネル内に８個の水分子が分離して観察
される。
<著者紹介>
藤吉好則教授は本委員会の設立発起人の一人であり、本委員会の
根幹をなす3本の柱の一つ
「電子顕微鏡」
の重鎮である。1971年名
古屋大学卒業後、1982年理学博士（京都大学）を取得、
（ 途中割
愛）1996年京都大学教授を経て、
この度名古屋大学細胞生理学研
究センター初代センター長として名古屋大学から迎えられた。
2005年山崎貞一賞、慶応医学賞、2006年島津賞、紫綬褒章、
2008年日本学士院賞等を授与されている。 （文責 坂部知平）

＜ISDAB2013の進捗状況
（その5）
＞

ISDSB2013実行委員長

山根隆

第18回ISDSB2013実行委員会
（2012/8/31- 10/12）
で、
１) 登録費、
2) ポスター・展示会場の予算、
3) 募金、
展示、
広告
の募集、
4) プログラム、
などを決定しました。
登録費は以下に示すように、
169委員会および経済界の厳し
い状況を考慮してISDSB2007に比べて値上げをせざるを得ま
せん。
皆様のご了承をお願いします。
・一般参加者；35,000円 (2月28日以前に登録)、
40,000円
（3月1日以降)
・アカデミック参加者；25,000円
(2月28日以前に登録)、
30,000円
（3月1日以降)
・学生参加者；12,500円(2月28日以前に登録)、 15,000円
（3月1日以降)
また、
これまではバンケットの費用は登録費に含まれていました
が、別に負担していただくことになりました。一般、
アカデミック
とも8,000円、
学生5,000円です。
募金は1口60,000円です。
募金1口に対しISDSB2013招待
券（講演会場、
ポスター・展示会場、
レセプション、
バンケットに
参加できます）1枚をお贈りします。
目標は40口以上ですので、
ご協力をお願いします。展示は１区画20万円で、8区画募集し
ます。1 区 画 に対し招 待 券 2 枚 を発 行 致します。予 稿 集
（booklet）
に掲載する広告は、
A4版半頁100，
000円
（招待券
を1枚発行）
、
A4版１頁200,000円
（招待券を2枚発行）
、
裏表
紙はA4版カラーで500,000円
（招待券を5枚発行）
です。
ランチョンセミナー１件300,000円を募集します。
開催日時
は5月27日
（月）
12:30〜13:30です。
招待券の発行2枚ですが、
ご応募をお願いします。
プログラムは添付の表のとおりです。皆様ご存知のように、
Plenary講演をお願いしておりましたStanford大学のProf.
Brain Kobilkaが本年度のNobel化学賞を受賞されましたの
で、ISDSB2013ではNobel賞講演が2件と非常にレベルの高
いものになりました。
プログラムの詳細や準備状況などはISDSB2013のホーム
ページ、http://www.sbsp.jp/ISDSB2013/homepage/
index̲j.html、
で公開しています。
周りの方々にもISDSB2013
をご紹介いただきますようお願いします。
The program of ISDSB2013

Nobel lecture 1: May 26 Thomas Steitz, USA
Nobel lecture 2: May 29 Brian Kobilka, USA
Plenary lecture1: May 27 Yoshinori Fujiyoshi, Japan
Plenary lecture2: May 28 Paul Langan, USA
Plenary lecture3: May 28 Ian Wilson, USA
May 26
Session 1: Synchrotron radiation and Free Electron Lasers
Thomas Schneider (Germany) Yoshinori Nishino (Japan)
Thomas Irving (USA)
May 27
Session 2: New methodology and instrumentation
Randy Read (UK)
Andrea Thorn (Germany),
Leonard Chavas (Japan)
Noriyoshi Sakabe(Japan)
Poster session ( odd)
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Session 3&4: Drug design
Rod Hubbard (UK)
Gerhard Klebe (Germany),
Tom Davies (UK)
Miles Congres (UK)
Tsuyoshi Inoue (Japan)
Osamu Nureki (Japan)
May 28
Session 5: Electron microscopy
Yifan Cheng(USA)
Masahide Kikkawa (Japan)
Naoyuki Miyazaki (Japan)
Takashi Fujii(Japan)
Poster session ( Even.)
Session 6: Tomography and Imaging
Paul Matsudaira (Singapore)
Marc Storms (Netherlands)
Takuo Yasunaga (Japan)
Yoshitaka Kimori (Japan)
May 29
Session 7: Neutron diffraction and hydration structure
Andrey Kovalevsky (USA)
Andreas Ostermann (Germany)
Takeshi Yokoyama (Japan)
Taro Tamada (Japan)
Session 8: Membrane proteins and macromolecular complexes
So Iwata (Japan)
Genji Kurisu (Japan)
Nobuo Kamiya (Japan)
Session 9: Protein structure and dynamics
Mamoru Sato (Japan)
Joe Zaccai (France)
Masaaki Sugiyama (Japan)
Luncheon Seminar: 12:30 - 13:30, 27 May 2013
Poster sessions: 9:15 - 20:00, 27-28 May 2013
Industrial exhibition: 9:15 - 20:00, 27-28 May 2013

＜研究会プログラム＞
第169委員会 第41回研究会プログラム
１．
日
時：平成24年11月28日(水)
２．場
所：ゆうぽうと 6階 重陽(東)の間
東京都品川区西五反田８−４−１３
３．研 究 会
１）13:00−13:30
司会 山根 隆
『中性子回折小委員会報告』
茨城大学 フロンティア応用原子科学研究センター
新村 信雄
２）13:30−14:30
司会 曽我部 智
『本格化するインシリコ創薬』
分子設計アドバイザー
松崎 尹雄
３）休憩 14:30−15:00
４）15:00−16:00
司会 松崎 尹雄
『Protein-Protein Interaction をターゲットとした創薬』
PRISM BioLab 株式会社
小路 弘行
５）16:00−17:00
司会 松崎 尹雄
『構造生物研究者の創薬研究を支援するシステム：Isolated
FAMSD』
北里大学 名誉教授
梅山 秀明
４．懇親会 17:15-19:15
ゆうぽうと 6階 花梨の間
講師以外の懇親会出席者からは当日懇親会費１,０００円を
徴収させて頂きます。
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