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MraY阻害ヌクレオシド系天然物とMraY複合体の網羅的な
X線結晶構造の解明と構造に基づいた薬物設計

図2.
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研究代表者名
A03 

Charles Boone

A01 
河岸 洋和

A01 
河岸 洋和

A02 
村田 道雄

A02 
村田 道雄

A01公 
廣田 順二

A01 
掛谷 秀昭

A03 
菊地 和也

A02公 
下山 敦史

A01公 
宮崎 雅雄

A01公 
宮崎 雅雄

A01公 
甲斐 建次

A03公 
清宮 啓之

A02公 
井貫 晋輔

A01公 
甲斐 建次

A02 
入江 一浩

A02公 
井貫 晋輔

A03公 
小和田 俊行

A01 
河岸 洋和

A01公 
木谷 茂

A01 
河岸 洋和

A01 
河岸 洋和

A01公 
甲斐 建次

A01公 
中村 英光

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

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

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

日本きのこ学会賞

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）

日本化学会学生講演賞 ( 大学院生）

平成30年日本農薬学会 論文賞

ひらめき☆ときめきサイエンス推進賞

2018年天然物化学談話会奨励賞

2018年天然物化学談話会奨励賞

がん研究会学術賞

平成31年度日本農薬学会奨励賞

2019年度 日本薬学会奨励賞

2019年度 日本農芸化学会賞

日本農芸化学会第16回農芸化学研究企画賞

2019新化学技術研究奨励賞
ステップアップ賞

2018年度日本きのこ学会奨励賞
（分担：鈴木智大）

2019年度 日本バイオイメージング学会
奨励賞

2019年度 日本農学進歩賞

2020年度 日本農芸化学奨励賞
（分担：鈴木智大）

2020年度 日本農芸化学会賞

日本農芸学会 英文誌BBB論文賞

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）

フェアリー化合物を用いた新規植物成長調節剤の創製

キノコが関わる機能性物質に関する研究

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

“A long-range cis-regulatory element for class I odorant receptor 
genes” （NATURE COMMUNICATIONS 8:885 DOI:10.1038／
s41467-017-00870-4）

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

Analysis of the raft-like nanodomains using sphingomyelin antipode

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

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

「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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

きのこ類が生産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

高等菌由来の生物活性物質に関する化学的研究 

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)

理化学研究所

公益社団法人
新化学技術推進協会

日本きのこ学会

有機合成化学協会・
塩野義株式会社

東京工業大学

社団法人日本化学会

文部科学省

日本農薬学会

日本学術振興会

天然物化学談話会

天然物化学談話会

日本農薬学会

日本農芸学会

新化学技術推進協会

日本きのこ学会

公益財団法人農学会

日本バイオイメージング
学会

公益財団法人
日本農芸化学会

公益財団法人
日本農芸化学会

公益財団法人
日本農芸化学会

公益財団法人
がん研究会

公益財団法人
日本薬学会

公益財団法人
日本農芸化学会

公益財団法人
日本農芸化学会

2017年 3月 15日

2017年 7月 4日

2017年 9月 8日

2018年 3月 15日

2018年 2月 1日

2018年 2月 21日

2018年 3月 21日

2018年 4月 17日

2018年 5月 25日

2018年 7月 4日

2018年 7月 6日

2018年 7月 6日

2019年 1月 4日

2019年 3月 11日

2019年 3月 20日

2019年 3月 25日

2019年 3月 25日

2019年 6月 6日

2019年 9月 23日

2019年 9月 6日

2019年 11月 22日

2020年 3月 25日

2020年 3月 25日

2019年 3月 14日

賞名称 賞タイトル 受賞年月日授与団体

領域関係者受賞一覧
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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

第5回若手シンポジウム

2020年6月21日（日）・午後
会場：東北大学
実行委員長：高岡洋輔（東北大院理・講師）

第2回領域リトリート
日時：未定
会場：未定

第8回公開シンポジウム（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(ISCC2020))
2020年12月15日（火）～20日（金）
Honolulu, Hawaii, USA 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）

第7回公開シンポジウム
2020年6月22日（月）～23日（火）
会場：東北大学
実行委員長：上田実（東北大院理・教授）
（第8回総括班・班会議、第6回領域全体会議）

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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日本化学会第100春季年会

2020年3月22日（日）～25日（水）
千葉（東京理科大学 野田キャンパス）

日本薬学会140年会
2020年3月25日（水）～28日（土）
京都（京都国際会館）

日本農芸化学会2020年度大会
2020年3月25日（水）～28日（土）
福岡（九州大学 伊都キャンパス）

日本ケミカルバイオロジー学会第15回年会

2020年6月8日（月）～10日（水）
福岡（九州大学医学部 百年講堂）
第24回日本がん分子標的治療学会学術集会
2020年6月17日（水）～19日（金）
徳島（徳島グランヴィリオホテル）

第93回日本生化学会大会
2020年9月14日（月）～16日（水）
横浜（パシフィコ横浜ノース）

第62回天然有機化合物討論会
2020年9月22日（火）～24日（木）
名古屋（名古屋大学）

第43回日本分子生物学会年会
2020年12月2日（水）～4日（金）
神戸（神戸ポートアイランド）

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4回若手シンポジウム

2019年12月10日（火）・午後
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）

関連学会等
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発行人
発行日
領域ホームページ
領域事務局

連絡先  E-mail

：
：
：

：

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
2020年2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.5

ニュースレター（vol.5）をお届けします。年末年始のご多用な折、快く原稿をお引き受けいただいた先生方に深く感謝
申し上げます。今年度で第1期公募研究が終了します。前号と本号にわたって、公募研究の先生方の研究トピックスを
紹介していますので、ご高覧下さい。引き続き、新企画、アイディアをお待ちしております。（杜下）

編集後記


