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The 2nd International Symposium on Chemical Communication (ISCC2021)

[PACIFICHEM2021]
Chemical Communications through Natural and Synthetic Bioactive Compounds (#79)

（第9回公開シンポジウム）

　本領域の総括班を中心として、The 2nd Internat ional Symposium on Chemical Communicat ion 
(ISCC2021)を環太平洋国際化学会議2021 (PACIFICHEM 2021, 12/16-21, 完全オンライン形式)のシンポジウム
#79「Chemical Communications through Natural and Synthetic Bioactive Compounds」として開催いた
しました。新型コロナ感染症（COVID-19）の蔓延のため、本来なら2020年12月にハワイ（米国）で開催される予定で
あったPACIFICHEM2020が1年延期となり、2021年8月頃まではハイブリッド開催の予定でしたが、グローバルな感
染状況を鑑み、完全オンライン形式での開催に変更となりました。
　本領域に関係の深い先生方による招待講演・一般講演、班員の研究成果発表をはじめとして、3日間にわたるシンポジ
ウム（口頭発表及びポスター発表）では、全体がハワイ時間（HST）での進行で、一部、時差との闘いにも関わらず、多くの
学生、研究者、先生方に参加・討論頂きました。プログラムの詳細を後掲していますので、ご参照ください。オンライン形
式は、なかなか新しい人的ネットワークが形成しにくいとされていますが、本シンポジウムを通じて新しい共同研究も芽
生えつつあります。
　本領域では、若手研究者支援のために、「2021年度若手研究者海外派遣支援プログラム」を企画し、4名の大学院生
が本シンポジウムへの現地派遣に採択されました。残念ながら、彼らは、ハワイでの発表、異文化との遭遇の機会とはな
りませんでしたが、後述の学会見聞録から、参加・発表を通して成長してくれたのでは、と喜んでいます。
　次回、4年後あるいは5年後（通常、PACIFICHEMは5年に1回の開催ですが、次回開催が2025年か2026年か現時点
では未定）、現地ハワイでの開催を楽しみにしています。

（掛谷　秀昭）

実行委員長：
オーガナイザー：

開催日：

開催形式：
招待講演者：

掛谷 秀昭（京大院薬・教授）
Jun O. Liu (Johns Hopkins School of Medicine), HoJeong J. Kwon (Yonsei Univ.),
菊地 和也（阪大院工）, 入江 一浩（京大院農）, 掛谷 秀昭（京大院薬）
2021年12月19日（日）～21日（火）(JST*）/ 2021年12月18日（土）～20日（月）(HST*）
*JST：Japan Standard Time / * HST：Hawaii Standard Time
完全オンライン形式
Prof. Emily Balskus (Harvard University), 大和 隆志（エーザイ）, 袖岡 幹子（理研）, Prof. Dan 
Yang (University of Hong Kong), Prof. Carsten Schultz (Oregon Health & Science 
University)

[PACIFICHEM2021]
Chemical Communications through Natural and Synthetic Bioactive Compounds (#79)

Program
Oral – Virtual
【Session1】2021年12月19日（日）3:00AM - 7:00AM （JST） / 12月18日（土）8:00AM - 12:00PM（HST）
Host：Kakeya, Omura, Matsunaga, Minoshima

Chemical communication research toward the development of new anticancer drugs

Curcumin monoglucuronide (CMG) treatment alters the gut microbiota, regulating an autoimmune 
model for multiple sclerosis

1.    Kakeya, Hideaki (A01, Kyoto University)

 2.    Omura, Seiichi (A01, Kindai University)
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Microbiota peptidoglycan remodeling promotes immune checkpoint inhibitor therapy
3.　Hang, Howard (Scripps Research)

Discovery of anticancer sulfonamide molecular glues to induce selective degradation of CAPER
α/RBM39, leading to precision drug development and chemical biology research with the target 
protein knockdown

Invited 2　Owa, Takashi (Eisai Co., Ltd.)

Development of new protein kinase C ligands using a machine-learning model
13.  Irie, Kazuhiro (A02, Kyoto University)

New metabolites of fairy chemicals on a new purine metabolic pathway
14.  Kawagishi, Hirokazu (A01, Shizuoka University)

Quantitative prediction of pharmacological activities from chemical structures by graph 
convolutional neural network

15.  Nagayasu, Kazuki (A03, Kyoto University)

Systematic chemical synthesis and immunological function of Campylobacter jejuni lipid As
16.  Shimoyama, Atsushi (A02, Osaka University)

Interaction analysis between membrane proteins and lipids towards elucidation of lipid-related 
chemical communications

17.  Matsumori, Nobuaki (A03, Kyushu University)

Metabolomics activity screening (MAS) identifies metabolites that modulate PD-L1 
expression in monocytic leukemia

4.    Palermo, Amelia (The University of California Los Angeles)

Developing peptide-based tools to study cell-cell communication in Streptococcus 
pneumoniae

5.　Tal-Gan, Yftah (University of Nevada, Reno)

Deciphering gut microbiota-host interactions using chemistry
Invited 1　Balskus, Emily (Harvard University)

New antimicrobial Bis-indole from a marine sponge Myrmekioderma sp
6.　Matsunaga, Shigeki (A01, The University of Tokyo)

Exploring the protein targets of unmodified chemical communication molecules with DARTS 
and LC-MS/MS

7.　Kwon, HoJeong (Yonsei University)

Development of a fluorescence probe for H2S and its application to inhibitor screening for 
H2S/sulfane sulfur-producing enzymes

8.　Hanaoka, Kenjiro (Keio University)

Development of optochemical tools for regulation of CREB-dependent transcriptional activity
9.　Minoshima, Masafumi (A03, Osaka University)

Oral administration of natural sphingomyelin synthase inhibitor against high fat diet-induced 
obesity and its lipid metabolism in mice

10.  Monde, Kenji (A02, Hokkaido University)

Synthesis and biological evaluation of analogues of uridylpeptide antibiotics
11.  Ichikawa, satoshi (A02, Hokkaido University)

Alkyne-tag Raman imaging and its application to bacteria-plant chemical communication
Invited 3　Sodeoka, Mikiko (RIKEN)

Construction of chemical latent space for macromolecular structures using deep learning
12.  Sakakibara, Yasubumi (A03, Keio University)

Novel small synthetic cation transporters comprising monomeric aminoxy acids and their 
applications as CSCs inhibitors 

Invited 4　Yang, Dan (University of Hong Kong)

Light-driven lipid tools for studying cell signaling
Invited 5　Schultz, Carsten (OHSU)

【Session2】 2021年12月19日（日） 8:00AM - 12:00PM （JST） / 12月18日（土） 1:00PM - 5:00PM（HST）
Host：Ichikawa, Monde, Sakakibara, Kikuchi

【Session3】 2021年12月20日（月） 1:00PM - 3:00PM （JST） / 12月19日（日） 6:00PM - 8:00PM（HST）
Host：Irie, Shimoyama
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Discovery of a small-molecule-dependent photolytic peptide
1.　Takemoto, Yasushi (A03, Instifute for Chemical Research, Kyoto University)

Development of novel 6-pyrrolylquinolones as progesterone receptor antagonists
2.　Sumida, Risa (Ochanomizu University)

Application of highly sensitive labeling reagents inspired by a scarce natural product
3.　Minote, Mayuri (Kyoto University)

Discovery of longicatenamides A-D produced by combined-culture of Streptomyces sp. 
KUSC_F05 and Tsukamurella pulmonis TP-B0596

4.　Matsumoto, Takumi (Kyoto University)

Development of visible-light-sensitive photoprotecting group based on unsymmetrical cyanine
5.　Hashimoto, Ryu (Osaka University)

Isolation and structure elucidation of dimeric indole alkaloids from a marine sponge 
Thorectandra sp

6.　Nakamukai, Shohei (The University of Tokyo)

Synthesis of unnatural morphinan compounds to induce itch like behavior in mice: Towards 
the development of MRGPRX2 selective ligands

7.　Iio, Keita (University of Tsukuba)

Highly sensitive amino acid labeling reagents inspired by a scarce natural product yaku’amide B
8.　Kuranaga, Takefumi (A01, Kyoto University)

Miclxin, a novel MIC60 inhibitor, induces apoptosis via mitochondrial stress in β-catenin mutant tumor cells
9.　Ikeda, Hiroaki (Kyoto University; Keio University)

Synthesis and biological activities of des-A-ring analog of 18-deoxy-aplog-1, a simplified 
analog of debromoaplysiatoxin

10.  Yanagita, Ryo (A02, Kagawa University)

Suppression of toxic amyloid β42 oligomers in rat primary cerebral cortex cells and human 
iPS-derived neurons treated with 10-Me-Aplog-1, a new PKC activator

11.  Murakami, Kazuma (Kyoto University)

Chemical tuning of target selectivity by using stereochemical library of a natural product coronatine
12.  Hayashi, Kengo (Tohoku University)

Development of a novel stomatal opening inhibitor
13.  Ueda, Ayaka (Nagoya University)

Dynamical structure and thermal stability of polyene macrolactam heronamides in lipid 
bilayer: A molecular dynamics study

14.  Saito, Hiroaki (A03, Hokuriku University)

Biosynthetic studies on fairy chemicals in the fungus Lepista sordida
15.  Kotajima, Mihaya (Shizuoka university)

Total synthesis of myriocin via site-selective C-H functionalization of tris derivatives
16.  Inuki, Shinsuke (A02, Kyoto University)

The relationship between PPM1A activation activity and the inhibition activity of 
degranulation in RBL-2H3 cells

17.  Kimura, Ken-ichi (Iwate University)

Elucidation of biologically active compounds from an insoluble fraction of Kuji amber
18.  Kimura, Ken-ichi (Iwate University)

New inhibitors of melanin production in B16 mouse melanoma cells from the methanol extract of Kuji amber
19.  Kimura, Ken-ichi (Iwate University)

Carnosine as potential treatment strategy for type 2 diabetes
20.  LAVILLA, CHARLIE (MSU-IIT; Nottingham Trent University)

Structures and biological activities of neurotoxic peptides from short-tailed shrew
21.  Yano, Yusuke (Nagoya University)

Visualization of proteins in living cells through non-covalent reversible labeling
22.  REJA, SHAHI (Osaka University)

Novel platinum(II) and its platinum(IV) analogue exhibit potent cytotoxicity and selectivity 
towards several cancer cell lines

23.  Taleb, Robin (Lebanese American University)

【Poster Session】 
Poster – Virtual

2021年12月21日（火）2:00PM - 4:00PM （JST） / 12月20日（月）7:00PM - 9:00PM（HST）
Host：Kakeya, Kimura, Yanagita, Takemoto
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2021年度「化学コミュニ」若手研究者海外派遣支援プログラム 採択リスト

Pacifichem2021報告
　本学会は広範囲の化学を対象としたものであり、これま
であまり聴く機会のなかった分野の研究発表も視聴するこ
とができたため、自身の発想の幅を広げるような大きな刺
激を受けた。他分野の研究発表の中には、自身の今後の研
究に活用できそうな実験手法などもあり、今後の研究展開
を考える上でとても勉強になった。また、今回の国際学会
参加を通して数多くの研究発表に触れたことでプレゼン
テーション法についても学んだことは多く、今後の研究発
表の糧となる貴重な経験となった。
　自身の研究発表では、オンライン形式のポスター発表と
いうこともあり、予想していたほど多くの人とディスカッ
ションすることはできなかった。しかし発表を聞いていた
だいた方と時間をかけてディスカッションすることができ
たため、研究展開の指針となるようなコメントをいただけ
た。英語と日本語を交えながらのディスカッションであっ
たが、自身の研究を英語で語ることは初めての経験であり、
その点においても得るものが多い研究発表となった。
　今後は、他分野の発表から得た知識や、研究発表でのディ
スカッションをもとに現在直面している問題を解決し、よ
り研究課題の核心に迫る研究を展開したいと考えている。
（名古屋大学大学院生命農学研究科・博士後期課程２年・矢
野佑介）

　私 は Pacifichem2021 に お い て、「Application of 
highly sensitive labeling reagents inspired by a 
scarce natural product」の表題でポスター発表を行った。
オンライン上ではあったものの、他機関の研究者らに向け
てこの研究内容を発信することで、本研究についてより多
くの人に知ってもらうことができ、今後何らかの形で他研
究に寄与できる可能性が高まったと考える。また、私個人
としても他機関の権威ある研究者の方々と直接お話しでき
る貴重な機会となり、研究活動に対するモチベーションの
維持・向上につながった。今後はディスカッションの中で
いただいたご意見も踏まえたラベル化剤の改良研究や他の
ラベル化剤の高感度化研究、実際に高感度ラベル化剤を活
用した天然物化学研究などを展開することができるのでは
ないかと考えている。
（京都大学大学院薬学研究科・修士課程２年・箕手万由里）

　COVID-19の感染増のため、遠隔での開催となり、対面で議
論をすることはかなわなかったが、本会議を通して普段触れる
ことのできない世界中の研究者と、直接やり取りすることがで
き、とても刺激になった。私が発表した際には、発表に訪れた
方々から、ディスカッションを通し、私の専門外の角度からの意
見を聞くことができた。特に、私が現在扱っている化合物は生
成機構が未解明で、発表内容にも生成機構の追及をこれから
行っていく旨を記していたが、発表を見に来てくれた同年代の学
生がその生成機構について興味を持ち、ディスカッションを行
うことができた。このディスカッションはとても有意義なもの
で、その結果、ひとつの結論を導き出すことができた。その後、
熟考したところ、このアイデアは少し形を変えることにはなった
が、化合物の生成機構を考える上で重要なヒントを与えたこと
は間違いない。
　本研究領域は様々な分野の有機的な連携を通して天然物を
介した化学コミュニケーションの理解を深めることを目指して

いるが、私自身も本会議を通して他の分野の方 と々分野の壁を
越えて意見交換することができ、本研究領域が、着実に発展し
ていることを実感した。
（東京大学大学院農学生命科学研究科・博士後期課程３年・中
迎菖平）

　環太平洋化学会に属する科学者及び技術者の間で化学に関
する情報の伝達交流を促進することを目的として開催される
環太平洋国際化学会議（Pacifichem 2021）において、
“Discovery of longicatenamides A-D produced by 
combined-culture of Streptomyces sp. KUSC_F05 
and Tsukamurella pulmonis TP-B0596” のタイトルにて
発表を行った。
　新たに見いだされた化合物の構造決定において、我々が開発
した高感度アミノ酸光学分割ラベル化剤を用いることで、天然
物試料の消費量を極微量に抑えつつ絶対立体化学の決定に成
功しており、その有用性を対外的に発信することができた。こ
れにより、貴重な天然物試料の消費を最小限に抑えつつ絶対
立体化学を決定することができる手法としての活用が期待され
る。今後、本手法により決定した構造に基づいて全合成を行う
予定である。
（京都大学大学院薬学研究科・修士課程２年・松元拓海）
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No.

1 A02・北　将樹

A01・松永茂樹

A01・掛谷秀昭

A01・掛谷秀昭

矢野 佑介

中迎 菖平

松元 拓海

箕手 万由里

名大院生命農・D2

東大院農・D3

京大院薬・M2

京大院薬・M2

Structures and biological activities of neurotoxic peptides 
from short-tailed shrew

Isolation and structure elucidation of dimeric indole 
alkaloids from a marine sponge Thorectandra sp.
Discovery of longicatenamides A-D produced by combined-
culture of Streptomyces sp. KUSC_F05 and Tsukamurella 
pulmonis TP-B0596
Application of highly sensitive labeling reagents inspired by 
a scarce natural product

2

3

4

班名・研究代表者 対象者氏名 所属・学年 発表タイトル
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研究代表者名 賞/褒章　名称 賞タイトル 授与団体 受賞年月日

A03 
Charles Boone

2017年3月15日

（2022年2月10日判明分まで掲載）

平成29年度理研研究奨励賞
(the RIKEN Researcher 
 Incentive Award)
（連携：Sheena Li）

理化学研究所

Target Identification Using an Integrated 
Chemical Genomic Approach
統合的ケミカルゲノミクスアプローチによる
化合物の標的同定

A02 村田道雄 2018年3月21日
日本化学会第 98 春季年会学
生講演賞
 (大学院生矢野陽）

(公社)日本化学会
Analysis of the raft-like nanodomains using 
sphingomyelin antipode
スフィンゴミエリン鏡像体を用いたラフト様ナノドメ
インの精密解析

A03 菊地和也 2018年4月17日
平成30年度科学技術分野の
文部科学大臣表彰 
科学技術賞（研究部門）

文部科学省生きた状態で細胞や分子の機能を可視化する
化学プローブ研究

A01公 宮崎雅雄 2018年7月4日ひらめき☆ときめきサイエンス
推進賞 日本学術振興会においの科学講座を県内の小学生から中高

校生向けに開設

A02公 下山敦史 2018年7月6日2018年 第18回天然物化学談
話会 奨励賞 天然物化学談話会微生物の特性に着目した寄生・共生菌由来リ

ポ多糖部分構造の合成と免疫調節機能の解明

A02公 井貫晋輔 2018年7月6日2018年 第18回天然物化学談
話会 奨励賞 天然物化学談話会免疫機構の調節に関わる複合脂質・糖質の

合成と構造展開による生物有機化学研究

A01公 中村英光 2018年5月25日平成30年日本農薬学会 論文賞 日本農薬学会
新規ストリゴラクトン情報伝達阻害剤
2-methoxy-1-naphthaldehydeの発見と
活性評価

A03公 清宮啓之 2019年1月4日がん研究会学術賞 (公財)がん研究会
哺乳類における染色体テロメア伸長の分子メ
カニズム解明とその関連分子を標的とした分
子創薬

A01公 甲斐建次 2019年3月11日平成31年度日本農薬学会奨励賞

日本農芸化学会 英文誌BBB
論文賞

日本農薬学会

(公社)日本農芸化学会

特異な生理活性を示す微生物コミュニケーシ
ョン分子に関する生物有機化学的研究

A01公 宮崎雅雄 2019年3月14日

Tamako Miyazaki, Katsushi Nakata, Takashi 
Nishimura, Shintaro Abe, Tetsuro Yamashita &
Masao Miyazak. 
Identification of 2-phenylethanol with a rose-like
 odor from anal sac secretions of the small 
Indian mongoose (Herpestes auropunctatus). 
Bioscience, Biotechnology,and Biochemistry, 
82(2):1-6 (2018)

A02公 井貫晋輔 2019年3月20日2019年度 日本薬学会奨励賞 (公社)日本薬学会

(公社)日本農芸化学会

天然有機化合物および誘導体の合成とそれら
を活用した生体機能の制御と理解

A01公 甲斐建次 2019年3月25日日本農芸化学会 第16回農芸
化学研究企画賞 (公社)日本農芸化学会青枯病菌クオラムセンシング機構を標的にした

トマト萎凋病の予防・治療薬の開発

A02 入江一浩 2019年3月25日2019年度 日本農芸化学会賞 アミロイドβの毒性配座理論を基盤とした
アルツハイマー病の予防戦略

A02 村田道雄 2018年2月1日
有機合成化学協会 シオノギ・
低分子創薬化学賞 (分担：西川
俊夫）

平成３０年度手島精一記念研究賞 
研究論文賞

日本農芸化学会功績賞
（分担：井本正哉）

(公社)有機合成化学協会

東京工業大学

(公社)日本農芸化学会

生物活性天然物の効率的合成のための新合
成方法論の開発

A01 掛谷秀昭 2018年3月15日がん細胞の特性を標的とする阻害剤の化学生
物学的研究

A01公 廣田順二 2018年2月21日
“A long-range cis-regulatory element for
class I odorant receptor genes” 
（NATURE COMMUNICATIONS 8:885 
 DOI:10.1038／s41467-017-00870-4）

A01 河岸洋和 2017年7月4日
第16回グリーンサステイナブル
ケミストリー（GSC）賞 
文部科学大臣賞

(公社)新化学技術推進協会フェアリー化合物を用いた新規植物成長調節
剤の創製

A01 河岸洋和 2017年9月8日日本きのこ学会賞 日本きのこ学会キノコが関わる機能性物質に関する研究
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A01公 木谷 茂 2019年6月6日2019新化学技術研究奨励賞
ステップアップ賞

(公社)新化学技術推進協会微生物代謝覚醒工学による非天然型インドー
ルアルカロイドの創製と生理活性能の創出

A02公 下山敦史 2019年8月19
-21日

日本糖質学会ポスター賞
（大学院生松浦良史） 日本糖質学会相乗的に受容体機能制御を行うTLR4/MD

-2リガンドの構造活性相関研究

A03公 小和田俊行 2019年9月23日2019年度 日本バイオイメージ
ング学会 奨励賞

日本バイオイメージング
学会

Design and synthesis of functional 
small-molecule probes for fluorescence 
imaging

A02 上田 実 2019年11月16日2019年度植物化学調節学会
奨励賞（分担：高岡洋輔） (一社)植物化学調節学会ジャスモン酸受容体のサブタイプ選択性を

制御する化合物の創製研究

A01公 宮崎雅雄 2019年11月23日
日本動物行動学会誌 
第5回Journal of Ethology論文賞
Journal of Ethology Editor’s 
Choice Award 2018

日本動物行動学会
Olfactory discrimination of anal sac 
secretions in the domestic cat and the 
chemical profiles of the volatile compounds.

A02公 下山敦史 2019年11月30日
第25回 日本エンドトキシン・
自然免疫研究会優秀演題賞
（大学院生松浦良史）

(一社)日本エンドトキシン・
自然免疫研究会

相乗的作用により受容体機能制御を行う
TLR4/MD-2リガンドの機能評価

A03公 小和田俊行 2019年12月2日令和元年度（第32回） 有機合成
化学協会 ADEKA研究企画賞 (公社)有機合成化学協会

フッ素原子の特異な性質を利用した長波長蛍
光色素群の網羅的合成と生命科学研究への
応用

A01公 甲斐建次 2019年11月22日2019年度 日本農学進歩賞 (公財)農学会同種・異種微生物間の化学コミュニケーション
に関する生物有機化学的研究

A02公 木越英夫 2019年12月2日2019年 有機合成化学協会 日産
化学 研究企画賞（協力：大好孝幸）

(公社)有機合成化学協会官能基特異的反応を利用した新規天然有機
化合物の探索法の開発

A01 掛谷秀昭 2020年3月24日
日本化学会第100春季年会 
第34回若い世代の特別講演会証
（協力：倉永健史）

(公社)日本化学会ペプチド系天然物の化学合成および生合成研究

A01 河岸洋和 2020年3月25日2020年度 日本農芸化学奨励賞
（分担：鈴木智大） (公社)日本農芸化学会

きのこ類が産生する生物活性物質に関する
天然物化学的・遺伝情報学的研究

A01 河岸洋和 2020年3月25日2020年度 日本農芸化学会賞 (公社)日本農芸化学会
高等菌類由来の生物活性物質に関する化学的
研究 

A01 掛谷秀昭 2020年4月23日2020年度長瀬研究振興賞
（分担：西村慎一） (公財)長瀬科学技術振興財団

(公財)長瀬科学技術振興財団

分裂酵母プロテオームを基盤にした抗真菌化
合物セオネラミドの包括的作用解明

A03 榊原康文 2020年8月28日
生命情報科学若手の会 第12回研究会　
Best Activator Award.
（分担：齋藤裕） 

生命情報科学若手の会 
第12回研究会

深層表現学習によるタンパク質の指向性進化と
自然進化の関連解析

A02公 新藤 充 2020年4月23日2020年度長瀬研究振興賞 イプセチンで構成される半剛直カゴ分子の
合成と機能

A02公 木越英夫 2019年9月7日2019年 第19回天然物化学談
話会 奨励賞（協力：大好孝幸）

日本農芸化学会関東支部
2019年度大会優秀発表賞
（大学院生桐田奏）

2019年度 日本味と匂学会奨励賞

天然物化学談話会

(公社)日本農芸化学会
関東支部

日本味と匂学会

生理活性天然物の全合成を基盤とした構造活
性相関研究

A01公 宮崎雅雄 2019年9月18日ネコの嗅覚コミュニケーションに関する研究と
においデザイン装置の開発

A02公 細川誠二郎 2019年9月7日煙に含まれる発芽促進物質karrikinolideの
グラムスケール合成

A02 上田 実 2019年9月4日第13回バイオ関連化学シンポ
ジウム講演賞（分担：高岡洋輔）

日本化学会生体機能関連
化学部会

植物ホルモン共受容体サブタイプ選択的アゴ
ニストの開発と植物免疫制御

A01 河岸洋和 2019年9月6日2018年度日本きのこ学会奨励
賞（分担：鈴木智大） 日本きのこ学会きのこの機能性に関する化学的研究とそれに

関する遺伝情報解析
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A03 榊原康文 2020年9月3日

（2022年2月10日判明分まで掲載）

2020年 日本バイオインフォマ
ティクス学会年会・第9回生命
医薬情報学連合大会（IIBMP
2020） ポスター賞

2020年 日本バイオインフォ
マティクス学会年会・第9回
生命医薬情報学連合大会
(IIBMP2020)

深層強化学習を用いた二次構造に基づく
RNA配列の設計

A01公 宮崎雅雄 2020年9月16日第93回日本生化学会大会若手
優秀賞（大学院生上野山怜子） (公社)日本生化学会

ネコ科動物にマタタビ反応を誘起するイリド
イド化合物の同定

A01 掛谷秀昭 2020年9月21日日本生薬学会 令和２年度学術
奨励賞（協力：倉永健史） (一社)日本生薬学会複雑ペプチド系天然物の化学合成と生合成研

究への応用

A02 村田道雄 2020年9月24日
第62回天然有機化合物討論会
奨励賞（ポスター発表の部）
（大学院生平田裕嗣）

第62回天然有機化合物討
論会

チャキシンＢおよび類縁化合物の生合成類似
合成

A03 
Charles Boone

2020年10月26日Banting & Best 
Distinguished Scholar

Temerty Faculty of 
Medicine,
University of Toronto

A01公 宮崎雅雄 2020年11月7日
日本農芸化学会東北支部 
第155回大会 学生優秀発表賞
（大学院生上野山怜子）

(公社)日本農芸化学会
東北支部

ネコのマタタビ反応は蚊の忌避を可能にする

A01公 宮崎雅雄 2020年9月24日
第62回天然有機化合物討論会
奨励賞（口頭発表の部）
(大学院生上野山怜子）

第62回天然有機化合物討
論会

ネコ科動物特異な反応を誘起する新たなイリ
ドイドの同定はマタタビ反応の行動意義を解
明した

A01 掛谷秀昭 2020年11月27日2020年度住木・梅澤記念賞
（分担：西村慎一）

(公財) 日本感染症医薬品
協会

生体膜を標的にする抗真菌化合物の探索と
作用機序に関する研究

A02公 下山敦史 2020年11月27日
第10回CSJ化学フェスタ優秀
ポスター発表賞
（大学院生 山中優介）
第10回CSJ化学フェスタ優秀
ポスター発表賞
（大学院生 藤江駿成）

(公社)日本化学会

(公社)日本化学会

セルフアジュバントワクチンの創製を目指した
高次機能化リピドAの開発

A02公 下山敦史 2020年11月27日Campylobacter jejuni 由来リピドAの系統
的合成と機能解析

A03
Charles Boone

2021年4月12日

日本農芸化学会2021年度大会
トピックス賞（Charles Boone、
分担者：八代田陽子、A01協力：
西村慎一）

(公社)日本農芸化学会奇数鎖脂肪酸は分裂酵母において細胞膜極
性と細胞分裂に異常を引き起こす

A02公 花岡健二郎 2020年12月11日第3回島津奨励賞 (公財) 島津科学技術振興
財団

新規蛍光母核をもつ実用的バイオイメージン
グプローブの創製

A01公 有村源一郎 2021年4月23日2021年度長瀬研究振興賞 (公財)長瀬科学技術振興
財団植物の臭覚システムと免疫活性化機能の解明

A03 榊原康文 2020年9月3日

2020年 日本バイオインフォマ
ティクス学会年会・第9回生命
医薬情報学連合大会（IIBMP
2020） ポスター賞（分担：齋藤
裕）

第14回バイオ関連化学シンポ
ジウム講演賞

2020年 日本バイオインフォ
マティクス学会年会・第9回
生命医薬情報学連合大会
(IIBMP2020)

日本化学会生体機能関連化
学部会

深層表現学習によるタンパク質の指向性
進化と自然進化の関連解析.

A02公 下山敦史 2020年9月8日寄生・共生菌由来リポ多糖部分構造の化学合
成と免疫調節機能の解明

A03 榊原康文 2020年9月3日

2020年 日本バイオインフォマ
ティクス学会年会・第9回生命
医薬情報学連合大会（IIBMP
2020） ポスター賞（分担：齋藤
裕）

2020年 日本バイオインフォ
マティクス学会年会・第9回
生命医薬情報学連合大会
(IIBMP2020)

Evolutionary training protocols for 
deep representation learning of 
multi-domain proteins

31
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A02 上田 実 2021年4月28日日本化学会第101春季年会学生
講演賞（大学院生 林謙吾）

(公社)日本化学会第101春
季年会実行委員会

コロナチン立体異性体ライブラリースクリーニ
ングによる植物ホルモン受容体サブタイプ選
択的リガンドの開発

A03 長田裕之 2021年4月29日令和3年春の褒章　紫綬褒章 内閣府（功績概要）　生物有機化学研究功績

A03 榊原康文 2021年6月25-30日

The 29th International Conference
on Intelligent Systems for Molecular 
Biology and The 20th European 
Conference on Computational 
Biology (ISMB / ECCB 2021) Best
Talk Award (First Prize)(分担:齋藤裕）　　　　　

ISMB/ECCB 2021

A02 村田道雄 2021年9月15日
第63回天然有機化合物討論会
奨励賞（ポスター発表の部）（大
学院生 新木悠介）

第63回天然有機化合物討
論会

ステロイド系天然物フィサリン類の合成研究 
-CDE環の生合成類似合成-

A02 上田 実 2021年9月15日
第63回天然有機化合物討論会
奨励賞（ポスター発表の部）（大
学院生 齊藤里菜）

第63回天然有機化合物討
論会

ジャスモン酸イソロイシンラクトンによる植物
アルカロイド生産活性化

A02公 大神田淳子 2021年9月15日
第63回天然有機化合物討論会
奨励賞（ポスター発表の部）（大
学院生 桐山寛生）

第63回天然有機化合物討
論会

植物病原菌二次代謝産物フシコクシンの気孔
開口依存的植物成長促進効果の検証

Evotuning protocols for Transformer-based 
variant effect prediction on multi-domain 
proteins. Jul 25 - Jul 30, 2021.

A02公 有本博一 2021年9月24日
International Catalyst Award in 
Healthy Longevity Global Com-
petition by Healthy Longevity 
Grand Challenge（HLGC）

全米医学アカデミー
Compounds that suppress the aging process
through selective autophagy（選択的オートファ
ジーにより老化を抑制する化合物）

A02 上田 実 2021年10月9日
2021年度 日本農芸化学会 東
北支部 奨励賞（分担:高岡洋輔）

(公社)日本農芸化学会東北
支部

ジャスモン酸シグナルを解析するペプチド型
ケミカルツールの開発

A02 村田道雄 2021年10月9日
2021年度日本農芸化学会東北
支部若手奨励賞（大学院生 前
野優香理）

(公社)日本農芸化学会東北
支部

神経興奮物質カイノイド類の生合成経路の解
明と生合成を利用した類縁体生産

A02公 下山敦史 2021年10月27日2021年度 (第24回) 日本糖質
学会奨励賞 日本糖質学会リピドAの化学合成が拓く細菌-宿主間ケミカ

ルエコロジー

A02 村田道雄 2021年10月31日
第52回中部化学関係学協会支
部連合秋季大会　優秀賞（大学
院生 宮坂忠親）

中部化学関係学協会支部
連合協議会

4,9-アンヒドロ-10-ヘミケタール-5-デオキシ
テトロドトキシンの合成研究 

A01 掛谷秀昭 2021年11月3日令和3年秋の褒章　紫綬褒章
（協力：河岸洋和） 内閣府（功績概要）　生物有機化学研究功績

(一社)植物化学調節学会A02 上田 実 2021年11月14日植物化学調節学会第56回大会
優秀発表賞（大学院生 中山美涼）

トマトにおける植物ホルモン－受容体相互作
用に寄与する拡張デグロン配列の同定

A03 榊原康文　 　 2021年6月16-18日第21回 日本蛋白質科学会年会
ポスター賞(分担：齋藤裕）

日本ケミカルバイオロジー学会
第15回年会ポスター賞（大学院
生 林謙吾）
日本ケミカルバイオロジー学会 第
15回年会RSC・Organic & 
Biomolecular Chemistry 
ポスター賞（大学院生 鳥井健司）

（一社）日本蛋白質科学会

日本ケミカルバイオロジー
学会

日本ケミカルバイオロジー
学会

Accurate prediction of variant effects by efficient
incorporation of evolutionary information into 
Transformer-based deep learning.

A03 菊地和也 2021年6月23日フルギミドを用いた光スイッチング蛍光分子の
開発

2021ウェインG.ワトソン賞生物
学・実験リサーチ賞（長田裕之、
協力：川谷誠）

American Journal of Orth-
odontics and Dentofacial-
Orthopedics

A03 長田裕之 2021年6月25日Alteration of tooth movement by reveromycin 
A in osteoprotegerin-deficient mice

A02 上田 実 2021年6月22日
コロナチン立体異性体ライブラリーを用いた植
物ホルモン受容体サブタイプ選択的リガンドの
スクリーニング

A01 西尾和人 2021年5月27日2020年度鶴尾陸賞 日本がん分子標的治療学会がん分子標的薬バイオマーカー研究の精密化
医療への応用

A03 菊地和也 2021年5月27日
第15回日本分子イメージング
学会ポスター賞（大学院生 小
西祐輝）

日本分子イメージング学会ポリマー被覆したパーフルオロカーボン内包ナ
ノ粒子型19F MRI造影剤の開発
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A02 上田 実 2021年11月14日

（2022年2月10日判明分まで掲載）

植物化学調節学会第56回大会
優秀発表賞（大学院生 齊藤里菜） (一社)植物化学調節学会ジャスモン酸イソロイシンラクトンによるアル

カロイド生産活性化

A02公 酒井隆一 2021年11月27日令和3年度日本水産学会賞 （公社）日本水産学会天然物化学の視点から展開する海洋生物の有
効利用に関する研究

A02公 有本博一 2021年12月2日令和3年度有機合成化学協会 カ
ネカ・生命科学賞 (公社)有機合成化学協会標的選択的なオートファジー制御技術の開発

評価班 福山 透 2021年12月2日2021年第38回有機合成化学
特別賞 (公社)有機合成化学協会天然物の全合成と新規反応開発

A03 長田裕之 2021年12月10日
長白山友誼奨（長白山友好賞）
The People's Government of 
Jilin Province Changbai Mo-
untain Friendship Award

中国吉林省

2022年度日本薬学会賞 (公社)日本薬学会班友 砂塚敏明 2022年3月25日創薬を志向した大村天然物の合成と新手法の
開発



第1回総括班班会議
2017年7月20日（木）
会場：京都大学 東京オフィス

2022年7月9日（土）

第3回公開シンポジウム
2018年6月27日（水）～28日（木）
会場：東京大学 弥生講堂
実行委員長：松永茂樹（東大院農・教授）
（第4回総括班班会議及び第1回領域会議を開催）

取りまとめシンポジウム

会場：京都大学大学院薬学研究科・藤多記念ホール
実行委員長：掛谷秀昭（京大院薬・教授）

第2回公開シンポジウム
2018年2月2日（金）
会場：京都大学 北部総合教育研究棟
実行委員長：入江一浩（京大院農・教授）
（第3回総括班班会議を開催）

キックオフシンポジウム（第1回公開シンポジウム）

2017年9月16日（土）
会場：京都大学 医薬系総合研究棟
実行委員長：掛谷秀昭（京大院薬・教授）
（第2回総括班班会議を開催）

第1回若手シンポジウム
2018年6月28日（木）・午後
会場：東京大学 弥生講堂
実行委員長：八代田陽子（理研CSRS・副チームリーダー）

第4回公開シンポジウム（第1回国際シンポジウム）
2019年1月9日（水）～10日（木）
会場：一橋講堂（学術総合センター）
実行委員長：長田裕之（理研CSRS・副センター長）
（第5回総括班班会議及び第3回領域全体会議を開催）

第5回公開シンポジウム
2019年6月25日（火）～26日（水）
会場：大阪大学会館 アセンブリーホール、講堂
実行委員長：菊地和也（阪大院工・教授）
（第6回総括班班会議及び第4回領域全体会議を開催）

第2回若手シンポジウム
2019年1月10日（木）・午後
会場：学術総合センター
実行委員長：川谷誠（理研CSRS・専任研究員）

第1回領域リトリート

2018年8月16日（木）～17日（金）
会場：関西セミナーハウス＜修学院きらら山荘＞
実行委員長：掛谷秀昭（京大院薬・教授）
（第2回領域全体会議を開催）

【開催済】
領域シンポジウム・班会議等

お知らせ
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日本農芸化学会2022年度大会（京都）
2022年3月15日（火）～18日（金）
オンライン開催

日本薬学会第142年会（名古屋）
2022年3月25日（金）～28日（月）
オンライン開催

日本化学会第102春季年会（2022）
2022年3月23日（水）～26日（土）
オンライン開催

日本ケミカルバイオロジー学会第16回年会
2022年5月30日（月）～6月1日（水）
富山（富山国際会議場）

第26回日本がん分子標的治療学会学術集会
2022年6月29日（水）～7月1日（金）
石川（石川県立音楽堂）

第95回日本生化学会大会
2022年11月9日（水）～11日（金）

第64回天然有機化合物討論会
2022年9月7日（水）～9日（金）
静岡（静岡市清水文化会館（マリナ―ト））

名古屋（名古屋国際会議場）

第45回日本分子生物学会大会
2022年11月30日（水）～12月2日（金）
千葉（幕張メッセ）

第3回若手シンポジウム
2019年6月26日（水）・午後
会場：大阪大学会館 講堂
実行委員長：堀雄一郎（阪大院工・准教授）

第6回公開シンポジウム
2019年12月9日（月）～10日（火）
会場：慶応義塾大学 日吉キャンパス　藤原洋記念ホール
実行委員長：榊原康文（慶応大理工・教授）
（第7回総括班班会議及び第5回領域全体会議を開催）

第7回公開シンポジウム

Newsletter vol.6 誌上シンポジウム
（第6回領域全体会議（メール会議）を開催）

第2回領域リトリート

第4回若手シンポジウム
2019年12月10日（火）・午後

2020年6月

第8回公開シンポジウム

オンライン開催
実行委員長：掛谷秀昭（京大院薬・教授）
（第9回総括班班会議、第8回領域全体会議）

2021年7月2日（金）

第9回公開シンポジウム（第2回国際シンポジウム）

オンライン開催

2021年12月19日（日）～21日（火）（JST）
（第2回「化学コミュニケーションのフロンティア」
国際会議（ISCC2021）PACIFICHEM2021,Symposium）

会場：慶応義塾大学 日吉キャンパス　藤原洋記念ホール
実行委員長：佐藤健吾（慶応大理工・専任講師）

2020年12月15日（火）～16日（水）
オンライン開催
実行委員長：掛谷秀昭（京大院薬・教授）
（第8回総括班班会議・第7回領域全体会議を開催）

関連学会等
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連絡先  E-mail
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：

：

新学術領域研究「化学コミュニケーションのフロンティア」総括班事務局
2022年3月
http://www.pharm.kyoto-u.ac.jp/fr_chemcomm
〒606-8501　京都市左京区吉田下阿達町46-29
京都大学大学院薬学研究科　医薬創成情報科学専攻
システムケモセラピー（制御分子学）分野内
fr_chemcomm@pharm.kyoto-u.ac.jp

文部科学省科学研究費補助金「新学術領域研究（研究領域提案型）」2017～2021年度
化学コミュニケーションのフロンティア　Newsletter Vol.9

ニュースレター（vol. 9）をお届けします。本領域のニュースレターは2018年3月にvol. 1を発刊以来、進捗状況や活動状
況を発信してまいりましたが、本号をもって最終号となります。2020年6月発刊のvol. 6以降は、コロナ禍によりシンポジ
ウム開催や海外派遣が難しくなったため、誌上シンポジウムなど先生方に研究成果をご紹介いただく内容が中心となり
ました。先生方には厳しい状況のなか快く原稿執筆にご協力いただき、深く感謝申し上げます。（杜下）

編集後記
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