
第８回生体触媒化学シンポジウム プログラム 

 

 
＜第１日 １２月１６日（木）＞ 
 
 

12:00～12:05 開会挨拶 慶應義塾大学理工学部  太田博道 
 
12:05～12:15 学部長挨拶  慶應義塾大学理工学部長 稲崎一郎 
 
 
 

12:15～13:00 ポスターショートプレゼンテーション I（英語、１人１分） 
座長 加藤康夫  

 
P-01 有機鎖修飾ﾒｿﾎﾟｰﾗｽｼﾘｶに固定化されたリパーゼの活性安定性 

（産総研先進製造）○森岡幸、加藤且也、斎藤隆雄、Sindhu Seelan、横川善之、高橋治雄、中野秀雄、
山根恒夫 

 
P-03 巨大細孔系を有するﾒｿﾎﾟｰﾗｽｼﾘｶへの触媒抗体 84G3 の固定化 

（産総研先進製造）加藤且也、○長谷川忠司、安田伍朗、斎藤隆雄、横川善之 
 
P-05 イオン性液体中でのリパーゼによるアミン化合物の立体選択的アシル化反応 

（産総研先進製造）○加藤且也、ﾛｸｻﾅ ｲﾘﾒｽｸ、斎藤隆雄、横川善之 
 
P-07 環状ジケトン類の酵母還元反応と天然物合成への展開 

（慶応大理工）○藤枝茂男、富田美奈、冨宿賢一、西山繁、須貝威 

 
P-09 立体障害の大きいα-スルホニルケトンを還元する酵母のスクリーニング及び培養条件 

（慶応大理工）○松田将明、鈴木裕也、藤枝茂男、冨宿賢一、西山繁、須貝威 
 
P-11 酵素を用いる脂肪族ポリエステルのケミカルリサイクルー環状オリゴマーのリパーゼによる重合ー 

（慶応大理工）○近藤亜里、戸嶋一敦、松村秀一 
 

P-13 酵素触媒を利用したポリチオエステル及び環状チオラクトンオリゴマーの新規合成 
（慶応大理工）○加藤誠、戸嶋一敦、松村秀一 

 
P-15 酵素触媒による生分解性フマル酸オリゴマーの新規合成 

（慶応大理工）○廣中伸行、鶴谷進典、戸嶋一敦、松村秀一 
 
P-17 変異導入によるアリールマロン酸脱炭酸酵素(AMDase)の機能改変 

（慶応大理工）○寺尾陽介、田村圭輔、宮本憲二、太田博道 
 

P-19 R. rhodochrous 由来のニトリルヒドラターゼの大腸菌での発現 
（慶応大理工）宮本憲二、○酒井航、鈴木陽一、太田博道 

 
P-21 好熱好酸性古細菌 Sulfolobus tokodaii  strain7 由来新規エステラーゼの単離精製と諸性質 

（慶応大理工）○鈴木陽一、宮本憲二、太田博道 
 

P-23 環境調和型アルコール酸化反応系の構築 

（慶応大理工）○平野淳一郎、宮本憲二、太田博道 



 
P-25 光学活性な bicyclofarnesol の合成とその天然物合成への応用 

（東邦大薬）○有馬佑介、天野陽平、木下雅子、秋田弘幸 
 
P-27 小麦内因性酵素による GABA と IP6 を富化させる為の発芽処理 

（サンヨー食品研究室）○永岡宏行 
 

P-29 ローリングサークル型増幅法を利用した簡便なランダム変異導入 
（食総研）○藤井亮太、北岡本光、林清 
 

P-31 パパイン感受性ペプチド基質の in silico スクリーニング 
（慶応理工）○松原輝彦、佐藤智典 

 

P-33 電気化学的手法を用いたケトンの酵素による不斉還元反応 
（立教大理）○松村知子、加藤中英、中村薫、堀内昭 

 
P-35 シアニディオシゾンによるアセトフェノン誘導体の還元 

（立教大理）○宇月原貴光、柴文、加藤中英、三角 修己、黒岩常祥、堀内昭 
 

P-37 Clostridium属の腸内細菌固定化リアクターを用いる食物繊維からオリゴ糖の連続生産 

（岡山県大・共同研究機構，*岡山理大・理・臨床生命）○中島 伸佳、石原 浩二* 

 
P-39 Candida antarctica lipase B (CALB) の加水分解触媒作用機構： 

アシル化過程における律速段階の変化と Proton Inventory 研究 
（滋賀県大工）○谷川 敦志、木村 秀人、井上 吉教、広原 日出男 

 
P-41 Candida antarctica lipase B (CALB) の加水分解触媒作用機構： 

クロロ酢酸エステルの加水分解反応の動力学的及び熱力学的検討 
（滋賀県大工）○下町康行、土田哲也、井上吉教、広原日出男 

 
P-43 カビを用いるテルペンおよびシクロアルカノンの変換 

（立教大理・食総研）○鈴木雅子、柴 文、加藤中英、斉藤道彦、堀内 昭 
 

P-45 可溶性ポリマー支持炭酸エステルの酵素加水分解 
（明星大理工）○松本一嗣、下条めぐみ、奥富雅之、野川真輝、建多那津恵、濱中彩恵 

 
P-47 環境由来サンプルから単離したシトクロム P450CYP153 ファミリー遺伝子の機能解析 

（海洋バイオ研）○久保田光俊、内山 拓、丸山高廣、野舘美保、安元美奈、加々美 修、三沢典彦 
 

P-49 水晶発振子マイクロバランス法を用いたコンドロイチン合成酵素の反応解析 
（東工大院生命理工１・愛知医大分医研２・生化学工業（株）３）○藤島 礼佳 1、仁平 高則 1、 

杉浦 信夫 2,3、木全 弘治 2、森 俊明１、岡畑 恵雄１ 

  
P-51 微弱超音波による DNA ポリメラーゼの活性制御 

（東工大院生命理工）○星野 友、水城 悠、川崎剛美、岡畑 恵雄 

 

P-53 水晶発振子上での変異型糖加水分解酵素の反応解析 
（東工大院生命理工）○森 俊明、仁平高則、岡畑恵雄 

 



P-55 チオグリコシド存在下におけるβ‐ケトエステルのパン酵母還元 

（大阪女子大理）小島秀夫、 ○澤野千里 

 
P-57 二十日大根を用いたケトンの不斉還元 

（倉敷芸科大生命科学）○松尾清子、河邉誠一郎、江口剛史、山中理央、中村薫 

 
P-59 植物培養細胞を用いた中員環ケトラクタムの合成 

（静岡県大薬）竹元万寿美、○岩切靖卓、田中圭 
 
P-61 超分子化基質を用いるα-アミラーゼによる配糖化反応 

（東北大院工）○小林厚志、伊藤博、正田晋一郎 
 
P-63 Aspergillus oryzae 由来の酵素製剤を触媒とした硫酸化糖の合成 

（東北大院工）○小竹智彦、井澤浩則、小林厚志、正田晋一郎 
 
P-65 微生物酸化系を利用したアダマンタンの位置選択的水酸化 

（岐阜大工）○満倉浩一、近藤良典、吉田豊和、長澤透 
 

P-67 変異型アリールマロン酸脱炭酸酵素(AMDase)による反応の立体化学 

（慶大理工）○堤智美、寺尾陽介、宮本憲二、太田博道 

 

 
 

13:00～15:00 ポスター発表Ⅰ 
 
 
 
15:05～15:50 ポスターショートプレゼンテーションⅡ（英語、１人１分） 

座長 森 俊明 
 

 
P-02 Bacillus sp. OxB-1 由来アルドキシム脱水酵素の迅速な精製法と分子分光学的解析 

（富山県大工生工研セ 1、岡崎機構統合バイオ 2）○加藤康夫 1、小林克彰 2、青野重利 2、浅野泰久 1 
 
P-04 新規な植物由来オキシニトリラーゼの探索 

（富山県大工生工研セ）○サミック・ナンダ, 嘉陽あい, 田村健一郎, 浅野泰久 
 

P-06 3-オキソ-3-(2-チエニル)プロパン酸エチルの微生物酵素による不斉還元 

（北大院・農・応用生命）○和田 大，川端 潤，上田 誠 
 

P-08 植物培養細胞による実用的な配糖化 
（岡山理大理）○蕪崎大輔，浜田博喜 
 

P-10 Rhodococcus sp. AIU Z-35-1 株による Nα－Z－リジンの Nα－Z－アミノアジピン酸への変換 
（岩手大農 1，サンヨーファイン 2）○礒部公安 1，徳田圭吾 1，成田雄氣 1，松浦明 2， 

坂口武彦 2，若尾紀夫 1 
 

P-12 Heliannuol G および Hの合成研究 
（徳島大薬医薬資源研セ）○森本幸恵, 新藤充, 宍戸宏造 

 



P-14 マイクロ波の非熱的効果による酵素反応の促進 

（九工大院）○大塚康彦、大内将吉 
 
P-16 クロロフィル-a の光アンテナ機能を利用した二酸化炭素からの光化学的メタノール生産 

（大分大工）○辻生育恵、豊田昌宏、天尾豊 
 
P-18 Mg クロロフィル-a の光捕集機能を利用した光電変換系の構築 

（大分大工）○土井由起、豊田昌宏、天尾豊 

 
P-20 液晶分子合成を目指した光学活性トリフルオロメチルアルカンジオールの合成研究 

（香川大教育）○高木由美子、山名芙弥、伊藤敏幸 
 
P-22 酵素を用いた光学活性β－アミノ酸類の合成 

（宇部興産宇部研）○古根川唯泰、山本康仁、坂田一馬、宮田博之 
 
P-24 カルバモイルメチルエステルを用いたパパインを触媒とするペプチドのフラグメント合成 

（甲南大理工）宮澤敏文、○堀元隆男、村嶋貴之、山田隆己 

 
P-26 中鎖プレニル二リン酸合成酵素の基質特異性 

（山大理）○竹川政範、草苅美穂、大場亮、清水絵理、佐藤幹也、大谷典正、長岐正彦、 
古山種俊、槙雄二 

 
P-28 イオウゴケ菌によるフルオロ化合物の変換 

（秋県大生物資源）○遠藤美紀、山本好和、原光二郎、中村薫 
 

P-30 一級アルコールのリパーゼ光学分割の効率化とそのエナンチオ選択性 
（岡山大工）○酒井貴志、劉 雨、是永敏伸、依馬 正 
 

P-32 汎用性の高い不斉還元生体触媒をめざした組換え大腸菌の構築 
（岡山大工）○依馬 正、矢ヶ崎秀雄、沖田修康、是永敏伸、酒井貴志 

 
P-34   プレニル鎖延長酵素を利用した果樹の新規農薬の開発の為の基礎研究 

（弘前大理工、弘前大農生、山形大理、東北大多元研）○長岐正彦、柿崎恵美子、原田幸雄、 
半田智一、槙 雄二、古山種俊 

 
P-36 ラット肝 3α-HSD によるケトンの立体選択的還元 

（東北薬大）○上井 幸司、金野 昇、竹下 光弘 
 
P-38 Agrobacterium radiobacter 由来 L-homocysteine thiolactone 加水分解酵素の精製と性状解析 

（岡山大農）○本田彰三、用貝さと子、仁戸田照彦、神崎浩 
 

P-40 糸状菌 TNPT116-Cz 株が生産する昆虫キチナーゼ阻害多糖 FPS-1 の阻害特性 
（岡山大農）○亀山貴正、臼木博一、仁戸田照彦、神崎浩 

 
P-42 初速度の挙動から見たリパーゼのエナンチオ選択性の３つの向上機構 

（神戸大発達）○森修一、岡本崇、上地眞一 
 
P-44 リパーゼ触媒による新規抗ガン剤 AG-7352 鍵中間体の合成 

（産総研）○加我晴生 
 
 



P-46 高濃度 2-プロパノール中で高活性なフェニルアセトアルデヒド還元酵素(PAR)の開発 
（富山県大工・生工研セ）○牧野祥嗣、中村正寿、大利徹、伊藤伸哉 
 

P-48 Leifsonia sp. S749 由来のフェニルトリフルオロメチルケトン還元酵素（PTKR）を用いた光学活性アルコー

ルの生産 
（富山県大工･生工研セ）○井上公輔、牧野祥嗣、伊藤伸哉  

 
P-50 フェニルアセトアルデヒド還元酵素(PAR)およびその変異酵素 Sar268 を用いた光学活性 

アルコールの生産 
（富山県大工生工研セ）○中村正寿、牧野祥嗣、大利徹、伊藤伸哉 

 
P-52 Pseudomonas putida IF-3 由来のブロモペルオキシダーゼが触媒するエポキシ化反応： 

ホスホマイシンの合成 
（富山県大工・生工研セ）○齊藤香織、河南崇典、牧野祥嗣、伊藤伸哉 

 
P-54 Aspergillus niger を生体触媒として用いた Isoflavones の変換 

（近畿大理工）○高橋幸司、荒木秀雄、宮澤三雄 
 

P-56 タバコ培養細胞由来のエノン還元酵素の発現と解析 
（広大院理）○佐藤祐哉、大塚美樹、桑田知香、M. F. Hegazy、松嶋亮人、平田敏文 

 
P-58 イオン液体コーティングによるリパーゼ PSの活性化 

（鳥取大工）○韓世輝，松下雄一，和田祥平，伊藤敏幸 
 
P-60 イオン液体コーティングリパーゼ PS による不斉アシル化反応 

（鳥取大工）○松下雄一，韓世輝，和田祥平，伊藤敏幸 
 

P-62 軸不斉ビナフトール誘導体のリパーゼ光学分割法 
（鳥取大工）○福場孝章、谷口智洋、伊藤敏幸 

 

P-64 4-クロマノン類の不斉合成 ： リパーゼを利用した光学活性中間体の合成 

（富山県立大工）○川崎正志、松井快哲、井上明久、豊岡尚樹、田中陽光、角田広子、後藤道理、 

米谷 正 

 
P-66 リパーゼを用いるＤ－アロースの位置選択的エステル化反応 

（香川大農）アファシ ガヌワ、○川浪康弘 
 
 
 

15:50～17:50 ポスター発表Ⅱ 
 
 
18:00～     懇親会（日吉キャンパス 来往舎） 
 



＜第２日 １２月１７日（金）＞ 
 
 

9:30～11:10 口頭発表（発表１５分、質疑応答５分） 
座長 依馬 正 

O-1 微生物を用いたα-置換カルボン酸のデラセミ化反応 
（慶応大理工）○加藤太一郎、宮本憲二、太田博道 

 
O-2 ビフィニル分解酵素を用いたピコリン誘導体の調製 

（１日本女子大家政・食物、２九大院農院・生機科、３海洋バイオ研） 
○新藤一敏１、大澤絢子１、中村良子１、古川謙介２、三沢典彦３ 

 
O-3 α-ヒドロキシニトロンのリパーゼ触媒ドミノ型光学分割／分子内1,3-双極子環化付加反

応: (－)-ロスマリネシンの短工程不斉全合成 
（阪大院薬）○赤井周司、谷本晃一、金尾由木子、大村倉平、北 泰行 

 
座長 松田 知子 

O-4 無細胞タンパク質合成系の改良と分子進化技術への応用 
（豊田中研）○今村千絵、北川律子、高橋治雄 
 

O-5 プロテアーゼによって切断される配列部位と二次構造解析との相関性 

（九工大情報工）小副川 博也、黄 磊、金光 和保、○大内 将吉 

 
 
 
 

11:20～12:05 招待講演                     座長 岡畑 恵雄 
 

         「酵素反応とバイオインフォマティクス」 
        秋山 泰（産総研生命情報科学センター長） 

   
  

12:05～12:50 招待講演                      座長 柿谷 均 
 

「組換え酵素ライブラリーを利用したキラル化合物の合成 
－如何にして所望の酵素を手に入れるか－」 

         山本 浩明（ダイセル化学工業主席研究員） 
 

昼休み 
 
 
13:40～14:25 招待講演                     座長 古山 種俊 

 
「Crystal Structures of Enzymes」 
中迫 雅由（慶應義塾大学理工学部助教授） 

  
 
14:25～15:15 招待講演                     座長 伊藤 敏幸 

 
         「Asymmetric Catalysis by Enzyme-Metal Combinations」  

Mahn-Joo Kim (Pohang University of Science and Technology) 



 

15:30～16:20 招待講演                  座長 平田 敏文 
 

    「The Application of Hydroxynitrile Lyases in Stereoselective 
 Organic Synthesis」 
Franz Effenberger（University of Stuttgart） 

  
 
 
 

 
16:20～16:30 閉会の辞 太田 博道 
 


