
プログラム 

第 1 日：1 月 24 日（木） 
 

9:00–10:20 ポスターショートトーク 

座長 満倉浩一（岐阜大工） 

(P01–P53) 
 

10:20–11:00 口頭発表 

座長 小田忍（金沢工大） 

(OP1:10:20–10:40; OP2:10:40–11:00; OP3:11:00–11:20) 
 

OP01 アルデヒド類およびプロキラルジオールの微生物酸化による有用酸類の

合成 

Syntheses of useful acids from various aldehydes and prochiral diol through 
microbial oxidation system 
（岐阜大工）○満倉浩一，吉田豊和，長澤透 
 

 10 

OP02 ビフィズス菌酵素を利用したラクト-N-ビオース Iの生産法 

Production of lacto-N-biose I employing bifidobacterial enzymes 
(農研機構,食総研)○北岡本光，西本完 
 

 12 

OP03 プレゴン還元酵素を組み込んだ大腸菌およびその発現酵素によるエノン

類の立体選択的還元 

Stereoselective hydrogenation of enones by the pulegone reductase expressed in 
Escherichia coli 
（広島大院理,広島大自然科学セ１）○松嶋亮人１，渡邉隆義，野村英孝，

岩崎利彦，平田敏文 
 

 14 

 

11:20–12:00 招待講演 

座長 依馬正（岡山大） 

IL1 Enzymatic synthesis of immunoactive oligosaccharides containing 

N-acetyl-b-D-galactosaminiduronates: Three enzymes in play 

(Academy of Sciences of the Czech Republic) Vladimir Kren   
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12:00–13:00 昼食 
 

13:00–14:20 ポスター発表 
 

14:20–15:40 口頭発表 

座長 松本一嗣（明星大） 

(OP04:14:20–14:40; OP05:14:40–15:00) 



 

OP04 セルロースを原料とした光駆動型バイオ水素生産反応 

Photoinduced biohydrogen production from cellulose 
（大分大工）○天尾豊，牧裕子 
 

 16 

OP05 水晶発振子上での Aquifex aeolicus 由来超耐熱性ホスホリラーゼ変異体の 

速度論的解析 

Kinetic Analyses of  polymerization by Hyperthermostable Glycogen 
Phosphorylase Mutants on a 27-MHz Quartz-crystal Microbalance 
（東工大院生命理工）○森俊明，本田智子，村川明子，岡畑恵雄 

（食総研）仁平高則，北岡本光  
 

 18 

 

座長 中村薫（京大） 

(OP6:15:00–15:20; OP7:15:20–15:40) 
 

OP06 抽出液面固定化システムを用いたカビによる抗カビ物質 6-pentyl-α
-pyrone (6PP) の高濃度生産 

Production of high concentration of 6-pentyl-α-pyrone, a fungicidal secondary 
metabolite, in an extractive liquid-surface immobilization system 
(金沢工大ゲノム研，メルシャン生資研 1) ○小田忍，一色邦夫 1 
 

 20 

OP07 進化分子工学による極性有機溶媒耐性酵素の創製とそのメカニズム 

Molecular evolution of enzyme catalyst to increase the tolerance toward polar 
organic solvent 
（富山県立大工生物工）○伊藤伸哉，牧野祥嗣 
 

 22 

 

15:40–16:00 休憩 
 

16:00–17:00 招待講演 

座長 酒井貴志（岡山大） 

PL1 Novel methods to predict protein stability in aqueous media 
（Georgia Institute of Technology）Andreas S. Bommarius 

 1 

 

17:00–18:00 招待講演 

座長 浅野泰久（富山県立大） 

PL2 ユニークな微生物反応の探索・開発と産業への利用 
Screening of unique microbial reactions and their industrial applications 
（京大農）清水昌 

 2 

 

18:20–20:00 懇親会 

 



 

第 2 日：1 月 25 日（金） 
 

9:00–10:00 口頭発表 

座長 森俊明（東工大） 

(OP8:9:00–9:20; OP9:9:20–9:40; OP10:9:40–10:00) 
 

OP08 化学的 DNA連結反応における連結生成物の増幅 

Multiple chemical ligations under thermal cycle 
（理化学研究所 1，お茶の水女子大学 2）○近藤裕子 1,2，阿部洋 1， 

神明博 1，阿部奈保子 1，相川京子 2，松本勲武 2，伊藤嘉浩 1 
 

 24 

OP09 酵素法によるテアフラビンの合成 

Enzymatic synthesis of theaflavin 
（静岡県大薬）○竹元万壽美 
 

 26 

OP10 糸状菌 Pochonia suchlasporia が生産する新規β-N-acetylglucosaminidase
阻害剤 

A novel β-N-acetylglucosaminidase inhibitor produced by the fungal strain 
Pochonia suchlasporia.   
（岡山大院自然科学，玉川大学学術研 1）○豊岡実穂，臼木博一， 

仁戸田照彦，神崎浩，奥田徹 1 
 

 28 

 

10:00–10:20 休憩 
 

10:20–12:00 口頭発表 

座長 松田知子（東工大） 

(OP11:10:20–10:40; OP12:10:40–11:00) 
 

OP11 CGTase によるアルキルマルトシドのグリコシル化反応 

Glycosylation of alkyl maltosides with cyclodextrin glucanotransferase 
（岡山大院自然科学，（株）林原 1）○趙海所，内藤喜之，岡田勝秀 1， 

泉実，中島修平，馬場直道 
 

 30 

OP12 可溶性ポリマー担持エステルのエナンチオ的酵素加水分解 

Enantioselective hydrolysis of soluble polymer-supported carboxylic esters 
（明星大理工）○奥冨雅之，千原由圭，山田智美，上石敢平，松本一嗣 
 

 32 

 

座長 秋田弘幸（東邦大学） 

(OP13: 11:00–11:20; OP14: 11:20–11:40; OP15: 11:40–12:00) 
 

OP13 Chemo-enzymatic synthesis of iminosugars with glycosidase inhibitory 
activity 
（Catalan Institute for Advanced Chemistry (IQAC)-CSIS）○Jordi Calveras, 
Jordi Bujons, Teodor Parella, Josefina Casas, Jesus Joglar, Pere Clapes 
 

 34 



OP14 リゼルグ酸の D 環構築に向けた合成研究：PPL を用いた 1,3-ジアシロ

キシプロパンの非対称化と D環形成のモデル反応 

Synthetic studies towards D-ring construction of lysergic acid: PPL-catalyzed 
desymmetrization of 1,3-diacyloxypropane and model construction of the D 
ring 
（千葉大院薬）宮田幸帆，○熊本卓哉，石川勉 
 

 36 

OP15 リパーゼ－バナジウム複合触媒によるアリルアルコールの転位を伴う

動的光学分割 

Lipase-vanadium combo-catalysis for dynamic kinetic resolution of allyl 
alcohols with rearrangement 
（静岡県大薬）○赤井周司，山口淑子，藤原登，山本朋子，馬場武， 

江木正浩 
 

 38 

 

12:00–13:00 昼食 
 

13:00–13:20 口頭発表 

座長 須貝威（慶應大） 

(OP16:13:00–13:20) 
 

OP16 QCM 法を用いた酵素反応の非定常状態解析法の展開 

Developments of transient kinetic studies of enzyme reactions 
（東工大院生命理工）○岡畑恵雄，古澤宏幸， 

高野広樹 

 40 

 

13:20–14:00 招待講演 

座長 須貝威（慶應大） 

IL2 Application of native and immobilized enzymes for the synthesis of non 

–racemic α-hydroxyamides 

(Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences)  

Ryszard Ostaszewski 
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14:00–15:00 招待講演 

座長 伊藤伸哉（富山県立大） 

PL3 Directed Evolution of Enzymes: New Biocatalysts for Organic Synthesis 

(University of Manchester) Nicholas J. Turner 

 4 

 

15:00–15:20 休憩 
 

15:20–16:20 招待講演 

座長 岡畑恵雄（東工大） 



PL4 生体触媒の特徴を活かした反応の開発 

Development of Organic Reactions Utilizing the Characteristics of Biocatalysts 

(慶應義塾大理工)太田博道 

 5 

 

16:20–16:40 ポスター賞発表ならびに授与式  
 

16:40–17:00 閉会の辞 

 



ポスター発表 

11 月 24 日（木）13:00–14:20 
 

P01 トロピノン還元酵素による光学活性アルコールの合成 

Synthesis of optical active alcohols with tropinone reductase 
(ダイセル化学)○三橋和也，山口英俊，上田桃子，山本浩明， 

小林良則 （奈良先端大）中島敬二，橋本隆 
 

 42 

P02 組換え大腸菌を用いた光学活性 1,1,1-Trifluoro-2-propanol の合成と精製

法の開発 

Development for the synthesis and purification of optically active 
1,1,1-trifluoro-2-propanol with recombinant E. coli 
(ダイセル化学)○林素子，二階堂輝之，山本浩明 
 

 44 

P03 イオン性液体中での固定リパーゼによるダイレクトエステル化反応 

Direct esterification of alcohols and amines with free acids by immobilized 
lipase in ionic liquids under reduced pressure 
(愛工大 1，産業技術総合研究所 2)○中垣駿 1，斎藤隆雄 2，安田伍郎 1，

加藤且也 2 
 

 46 

P04 

 

遺伝子組換え大腸菌を用いたクロピドグレル合成中間体の高効率不斉

合成 

Asymmetric synthesis of Clopidogrel intermediate using a recombinant E. coli 
(岡山大院自然科学)依馬正，○井手彩矢佳，沖田修康，是永敏伸， 

酒井貴志 
 

 48 

P05 

 

触媒反応のエナンチオ選択性の半経験的予測法 

Semi-empirical method for the prediction of enantioselectivity in catalytic 
reactions 
 (岡山大院自然科学)依馬正，○浦宜睦，是永敏伸，酒井貴志 
 

 50 

P06 固定化酵素によるエステルオリゴマーの加水分解とその再利用性 

Hydrolysis of waste ester oligomer and reuse of immobilized enzyme 
(岡山大院自然科学，三菱化学(株))酒井貴志，○村上亜衣，是永敏伸，

依馬正，宇都宮賢，高橋和成，岩阪洋司 
 

 52 

P07 加水分解酵素を用いた巨大２級アルコールの速度論的光学分割：イオ

ン液体中における酵素反応 

Hydrolase-catalyzed kinetic resolution of large secondary alcohol: Enzymatic 
reactions in ionic liquids 
(岡山大院自然科学)依馬正，○土肥督弘，是永敏伸，酒井貴志 
 

 54 

P08 変異導入による酵素の触媒活性とエナンチオ選択性の合理的制御 

Rational control of catalytic activity and enantioselectivity of an enzyme by 
site-directed mutagenesis 
(岡山大院自然)依馬正，○武田匡弘，鎌田修輔，是永敏伸，酒井貴志 

 56 



 

P09 昆虫β-N-acetyl-D-glucosaminidase特異的阻害剤HU-1構成異常糖の合成

と阻害活性評価 

Synthesis of N,N,N-trimethylglucosaminium, a characteristic sugar 
component of the insect β-N-acetyl-D-glucosaminidase specific inhibitor 
HU-1, and evaluation of its enzyme inhibitory activity 
(岡山大院自然科学)○市川美里，臼木博一， 仁戸田照彦，神崎浩 
 

 58 

P10 植物培養細胞によるフラボノイドの配糖化 

Biotransformation of flavonoide using plant cultured cells 
(岡山理大院理 1，岡山理大理 2，岡山県立大地共研 3，大分大医 4) 

○小林達成 1，石原浩二 2，中島伸佳 3，下田恵 4，浜田博喜 2 
 

 60 

P11 植物培養細胞によるナリンゲニンの配糖化 

Biotransformation of naringenin by plant cultured cells  
(岡山理大理 1，大分大医 2，岡山県立大地共研 3)○笠原貢 1，下田恵 2，

石原浩二 1，中島伸佳 3，浜田博喜 1 
 

 62 

P12 植物培養細胞によるテルペン類の配糖化 

Glycosylation of terpenoids using plany cultured cells 
(岡山理大理 1，岡山理大院理 2，大分大医 3)○佐藤大介 1，小林達成 2，

石原浩二 1，下田恵 3，久保田直治 3，浜田博喜 1 
 

 64 

P13 植物培養細胞によるレスベラトロールの配糖化 

Biotransformation of resveratrol by plant cultured cells 
(岡山理大理 1，岡山県立大地共研 2，大分大医 3)○大広あずさ 1， 

石原浩二 1，中島伸佳 2，下田恵 3，浜田博喜 1 
 

 66 

P14 Rhodococcus sp. AIU Z-35-1株が産生する Nα-Z-L-アミノアジピン酸-δ

-セミアルデヒドを Nα-Z-L-アミノアジピン酸に変換する酵素の同定と

諸性質 

Characterization of enzyme catalyzing conversion of Nα-Z-L-aminoadipic-δ
-semialdehyde into Nα-Z-L-aminoadipic acid in Rhodococcus sp. AIU Z-35-1 
(岩手大農)○礒部公安，福田菜穂子，長澤尚子 
 

 68 

P15 酸化型光学活性ゼルンボン誘導体の合成 

Syntheses of chiral oxidized zerumbone derivatives 
(近畿大農バイオ，近畿大院農バイオ，長浜バイオ)○粟田正崇， 

辻あずさ，吉田康彦，河合靖，北山隆 
 

 70 

P16 マイクロ波によって促進されるリパーゼ加水分解反応の速度論解析 

Kinetic analysis of microwave accelerated hydrolysis reaction of lipase 
(九州工業大学情報工学部)○木本征吾，上田康之，松尾聡子，大内将吉 
 

 72 

P17 リパーゼによるエステル交換反応に対するマイクロ波照射の反応促進

効果 

 74 



Reaction accelerative effect of microwave irradiation for lipase esterification 
(九州工業大学情報工学部)○上田康之，木本征吾，松尾聡子，大内将吉 
 

P18 微生物培養におけるマイクロ波照射の影響 

The influence of the microwave irradiation in the microorganism cultivation 
(九州工業大学情報工学部)○白川泰裕，吉村武朗，大内将吉 
 

 76 

P19 プロテアーゼの加水分解反応へのマイクロ波照射の効果 

The effect of microwave irradiation for protease hydrolysis reaction 
（九州工業大学情報工学部）○芳本智彦，脇野大輔，木本征吾，上田

康之，大内将吉 
 

 78 

P20 新規アリールマロン酸脱炭酸酵素の探索と反応性に関する研究 

A study on screening and reactivities of the novel arylmalonate 
decarboxylases 
(慶大理工)○矢竹嘉人,宮本憲二,太田博道 
 

 80 

P21 変異酵素のエナンチオ選択性に対するイオン液体の効果 

The effect of ionic liquid on the enantioselectivities of mutant enzymes 
(慶大理工)○澤崎正人，宮本憲二，太田博道 
 

 82 

P22 2-フェニルエタノール資化性微生物の代謝関連酵素の解析 

The enzymes for metabolization of 2-phenylethanol from Brevibacterium sp. 
KU1309 
(慶大理工)○平野淳一郎，宮本憲二，太田博道 
 

 84 

P23 芳香族ケトンの微生物不斉還元を鍵段階とする、TBMB カルボン酸の光

学分割 

Kinetic resolution of TBMB carboxylic acid based on the microbial 
asymmetric reduction of aromatic ketones 
(慶大理工)○阿部智香，岩永裕作，平岡千尋，中村薫，須貝威 
 

 86 

P24 加水分解酵素を利用するカルバ糖関連化合物の光学分割 

Kinetic resolution of carbasugars and related substances by means of 
hydrolase-catalyzed reactions 
(慶應大理工)○濱田学，小川誠一郎，須貝威 
 

 88 

P25 Rhodococcus rhodochrous NBRC15564株由来Nitrile Hydrataseを用いた芳

香族ニトリルの加水分解反応 

Studies on hydrolysis of aromatic nitriles using nitrile hydratase from 
Rhodococcus rhodochrous NBRC15564 
(慶大理工)○和田利夫，宮本憲二，太田博道 
 

 90 

P26 パパイヤリパーゼを用いたアルコールの光学分割 

Resolution of alcohols using Carica papaya lipase 
(甲南大理工)〇宮澤敏文，法橋美佳，井上雄介，村嶋貴之，山田隆己 
 

 92 



P27 イオン液体を用いた光学活性トリフルオロメチルアルカノールの合成

研究 

Synthesis of optically active trifluoromethylalkanol using ionic liquids 
(香川大教育)○高木由美子，石原弘章，小川勤，山名芙弥 
 

 94 

P28 地衣菌によるエッセンシャルオイルのバイオトランスフォーメーショ

ン 

Biotransformation of essential oil by lichen mycobionts 
(秋田県大生物資源，京大化研 1)○蛭田栄利子，原光ニ郎，小峰正史，

山本好和，田母神繁，中村薫 1 
 

 96 

P29 微生物変換における竹粉添加の影響 

Effect of bamboo powder on microbial transformation 
(神戸大学)○西山真一，上地眞一，中村薫 
 

 98 

P30 ラン藻によるケトンの不斉還元 

Asymmetric reduction of ketone by cyanobacteria 
(神戸大学)○濱真央樹，堀常純哉，上地眞一，中村薫 
 

 100 

P31 含フッ素 3-ヒドロキシ酪酸アミド類のリパーゼ触媒光学分割：フルオ

ロ基によるエナンチオ選択性の向上 

Lipase-catalyzed kinetic resolution of racemic fluorinated 
3-hydroxybutanamides: Improvement of the enantioselectivity by 
fluorine-substituents 
(静岡県大薬)江木正浩，○佐藤朋雄，遠藤友香理，上田理恵，赤井周司 
 

 102 

P32 リパーゼ触媒光学分割によるエトドラクの両鏡像体の高選択的合成 

Enantioselective synthesis of both enantiomers of etodolac via a 
lipase-catalyzed kinetic resolution protocol 
(静岡県大薬)赤井周司，○根本裕之，江木正浩 
 

 104 

P33 チミジンホスホリラーゼによる基質のリボース部位の認識と速度論に

よる解析 

Kinetics and recognition of the ribosyl moieties for substrates with thymidine 
phosphorylase 
(静岡理工科大理工)○幡野明彦，原野愛子，小池扇智子，中込祐一， 

戸田啓介，瀧川貴勝，桐原正之 
 

 106 

P34 リパーゼ触媒アシル化反応を用いた茶カテキン誘導体の合成 

Synthesis of tea catechin derivatives using lipase-catalyzed acylation 
(阪大産研)○開發邦宏，森修一，三宅真弥，加藤修雄 
 

 108 

P35 リパーゼを用いた光学活性 meso-2,3-ブタンジオールエステルの合成 

Synthesis of optically active esters of meso-2,3-butanediol using lipase 
(阪府大院理 1，阪女大理 2，京大化研 3)小島秀夫 1，○岡本明弥 2， 

木本梨絵 1，中村薫 3 

 110 



 

P36 タバコ培養細胞を用いたケトン類の不斉還元 

Asymmetric reduction of ketones by cultured cells of Nicotiana tabacum 
(阪府大院理 1，京大化研 2)○岡田亜季子 1，小島秀夫 1，竹田恵美 1， 

中村薫 2 
 

 112 

P37 リパーゼを用いた酢酸エステルの選択的加水分解 

Lipase-catalyzed selective hydrolysis of acetic esters 
(阪府大院理 1，阪女大理 2，京大化研 3)小島秀夫 1，○山口南美 2， 

大森愛子 1，中村薫 3 
 

 114 

P38 リパーゼを用いたモノグルコサミニルジグリセリドの合成 

Synthesis of monoglucosaminyl diglycerides using lipase 
(阪府大院理 1，阪女大理 2，京大化研 3)小島秀夫 1，○佐伯めぐみ 2，中

村薫 3 
 

 116 

P39 生体触媒によるフロー系超臨界 CO2 反応装置を用いるカルボキシル化

及びケトンの不斉還元 

Carboxylation and asymmetric reduction of ketones by biocatalysts using flow 
supercritical CO2 system 
(東京工大生命理工)○丸門遼，松田知子 
 

 118 

P40 リパーゼ QL による albicanol の光学分割とその天然物合成への応用 

Kinetic resolution of albicanol by lipase QL and its application to natural 
products synthesis 
(東邦大薬，東邦大理)○石井脩悠，齊藤良太，藤井幹雄，秋田弘幸 
 

 120 

P41 リパーゼ CAL-B による methyl 4-aryl-5-hydroxyhex-2-enoate の光学分割 

Kinetic resolution of methyl 4-aryl-5-hydroxyhex-2-enoate by Candida 
antarctica lipase B 
(東邦大薬)○藤井幹雄,秋田弘幸 
 

 122 

P42 ラッカーゼとニトロキシルラジカルを用いた一級アルコールの酸化反

応とその利用 

Oxidation of primary alcohol catalyzed by laccase and nitroxyl radical   
(富山県立大)○黒川純司、伊藤伸哉 
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P43 Brevibacterium sp. KU1073株より単離されたチオエステル化酵素の特徴

付け 

Characterization of a thioesterification enzyme from Brevibacterium sp. 
KU1073 
(兵庫県立大院工，慶大理工 1)○吉田裕充，太田博道 1，武尾正弘， 

根来誠司，加藤太一郎 
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P44 ホタルルシフェラーゼによるチオエステル化反応の詳細とその応用 

Detail characterization of firefly luciferase catalyzed thioesterification and its 
 128 



application 
(兵庫県立大工，慶大理工 1)○番匠亜沙美，横山敬祐，吉田裕充， 

太田博道 1，武尾正弘，根来誠司，加藤太一郎 
 

P45 チトクロームｃのメソポーラスシリカへの固定化とその酸化反応解析 

Cytochrome c immobilization on mesoporous silicates and their evaluation for 
oxidation reaction 
(名古屋工業大学)○鈴木実，種村眞幸，(産業技術総合研究所)斉藤隆雄，

加藤且也 
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P46 可溶性ポリマーによるアルコール捕捉～酵素光学分割への応用～ 

The use of soluble polymer for scavenging chiral secondary alcohols in 
enzymatic reactions 
(明星大理工)○千原由圭，奥冨雅之，松本一嗣 
 

 132 

P47 超臨界二酸化炭素中でのアルコール脱水素酵素によるケトンの不斉還

元 

Asymmetric reduction of acetophenone by alcohol dehydrogenase in 
supercritical carbon dioxide 
(龍谷大理工 1，東工大院生命理工 2，京大化研 3)〇久保田有喜 1， 

松田知子 2，原田忠夫 1，中村薫 3 
 

 134 

P48 ヨシによる生体触媒の固定と有用物質変換 

Immobilization of biocatalysts with reed and application to useful 
biotransformation 
(龍谷大理工 1，東工大院生命理工 2，京大化研 3)○高山允利 1， 

久保田有喜 1，原田忠夫 1，大山修司 1，松田知子 2，中村薫 3 
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P49 高野豆腐による生体触媒の固定と有用物質変換 

Immobilization of biocatalysts with Freeze-dried tofu and application to 
biotransformation 
(龍谷大理工 1，東工大院生命理工 2，京大化研 3)○大山修司 1， 

久保田有喜 1，原田忠夫 1，高山允利 1，松田知子 2，中村薫 3 
 

 138 

P50 新規ホスホニウム塩イオン液体を用いたリパーゼ触媒不斉アシル化反

応 

Lipase-catalyzed enantioselective transesterification in a novel phosphonium 
ionic liquid solvent system 
(鳥取大工)○安倍良和，九手啓佑，中嶋紫野，早瀬修一，川面基， 

伊藤敏幸 
 

 140 

P51 プロリン官能基を持つイオン液体による酵素反応活性化 

Activating enzyme reaction by proline functional group ionic liquid 
(鳥取大工 1，東工大院生命理工 2，京大化研 3)安倍良和 1，平川琢也 1，

○岡野渚 1，松田知子 2，中村薫 3，早瀬修一 1，川面基 1，伊藤敏幸 1 
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P52 スピロ-ビス-gem-ジフルオロシクロプロパンの Chemo-enzymatic 合成 

Chemo-enzymatic synthesis of spiro-gem-difluorocyclopropane 
(鳥取大工 1,チッソ石油化学 2，愛媛大学総合科学研究支援センター3)

伊藤敏幸 1，菅原学 1，○中嶋紫野 1，安倍良和 1，早瀬修一 1，川面基 1，

宮沢和利 2，加藤孝 2，宇野英満 3 
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P53 芽生え植物を用いたケトンの不斉還元 

Asymmetric reduction of ketones with a germinated plant 
(倉敷芸術科学大学)○松尾清子，河邉誠一郎，徳田陽佑，江口剛史， 

(姫路獨協大学薬学部)山中理央(京大化研)中村薫 
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