
第 44回医用高分子シンポジウム 

主 催  高分子学会 医用高分子研究会 

協 賛  日本化学会 日本人工臓器学会 日本薬学会 日本バイオマテリアル学会 

日 時  平成 27年 7月 27日(月)、28日(火) 

会 場  産業技術総合研究所 臨海副都心センター 別館 11階会議室 

（〒135-0064 東京都江東区青海 2-41-6） 

交 通  新交通ゆりかもめ テレコムセンター駅下車 徒歩 3分 

http://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tokyo_waterfront/tokyo_waterfront_map_main.html参照 

第１日＝7月27日(月) 

開会の挨拶  (医用高分子研究会 運営委員長)  川上 浩良 

［PostDoc 奨励発表 1 件 20分(研究発表 12 分・討論 8分)］ 

＜10:00～10:40＞ ［座長 川上 浩良］ 

1) ATP応答性高分子ミセルによる細胞質内選択的siRNAデリバリー技術の開発 

(東大院工1･東大院医2･東医歯大生材研3) ○内藤瑞1 

･石井武彦1･松元亮3･宮原裕二3･宮田完二郎2･片岡一則1,2 

2) 血中病因物質の捕捉及び異所代謝経路への誘導を目指したキメラタンパクナビゲーターの開発 

 (国循セ1) ○神戸裕介1･山岡哲二1 

＜10:40～11:40＞ ［座長 山岡 哲二］ 

3) Influence of stepwise chondrogenesis-mimicking 3D extracellular matrix on chondrogenic 

differentiation of mesenchymal stem cells  

 (物材機構1･筑波大2) ○Rong Cai1,2･Tomoko Nakamoto1･Naoki Kawazoe1･Guoping Chen1,2 

4) Surface Functionalization of Gold Nanoparticles for Mesenchymal Stem Cell Osteogenesis 

 (物材機構1) ○LI Jia'En Jasmine1･川添直樹1･陳国平1 

5) 3,4-dihydroxyphenylalanine (DOPA) 含有ペプチドによる増殖因子の固定化 

 (理研伊藤ナノ医工1･理研創発物性研セ2) ○多田誠一1･Xiaoyue Zhou1･Liping Zhu1･伊藤嘉浩1,2 

＜13:00～15:30＞ポスター発表 

  Presentation Time （奇数番号）：13：00～14：15／（偶数番号）：14：15～15：30 

［学生奨励発表 ポスター発表］ 

P1) SOD･カタラーゼ活性を有する人工超分子システムの構築と抗酸化治療の検討 

 (首都大院都市環境1) ○窪田陸1･朝山章一郎1･川上浩良1 

P2) Scaffold-free細胞組織を調製するための二段階ゾル-ゲル転移システムの設計 

 (東大院工1･物材機構2) ○龍玄之1･多田啓人1･秋元文1･上木岳士2･吉田亮1 

P3) ナノ相分離表面の光誘起構造転換と細胞マニピュレーション 

 (早大院先進理工1) ○増田健一1･有坂慶紀1･武田直也1 

P4) タンパク質含有多糖複合フィルムの作製とその保持能の評価 

 (東理大院総化学1) ○柴田智教1･飯島一智1･村田悠1･橋詰峰雄1 

P5) 中枢神経系細胞への選択的デリバリーを志向したデュアルリガンド搭載型高分ミセルの開発 

 (東大院工1･東大院医2･東医歯大院医歯3) ○渡邉拓也1 

･溝口明祐2･安楽泰孝1･福里優1･堀真緒1･安珠1･新田佳子3 

P6) 液晶性ウイルスを含むゼラチンハイドロゲルからの分子放出の制御 

 (東工大院理工1) ○柳町みゆき1･澤田敏樹1･芹澤武1 



P7) グラジェント型生体組織／ポリマー複合体の作製と評価 

 (東医歯大生材研1) ○張永巍1･南広祐1･木村剛1･岸田晶夫1 

P8) 免疫活性化分子を多重集積化したpH応答性高分子修飾リポソームの作製とがん免疫治療への応用 

 (阪府大院工1･テルモ2) ○能崎優太1･弓場英司1･坂口奈央樹2･小岩井一倫2･原田敦史1･河野健司1 

P9) 生体機能性ハイドロゲルを用いた三次元培養環境の構築 

 (京大再生研1) ○戸田裕之1･山本雅哉1･田畑泰彦1 

P10) 生分解性ブロックポリマーミセルの配向制御と高機能バイオマテリアルへの展開 

 (山形大院理工1･山形大工2･九大先導研3) ○松崎広大1 

･佐藤駿祐1･大冶雅史2･田中賢3･福島和樹1 

P11) 軟骨細胞の機能維持を目的とした中間水を有する合成高分子培養基板による接着形態制御 

 (山形大院理工1･物材機構MANA2･九大先導研3) ○丸山寛花1 

･干場隆志1,2･佐藤一博1･陳国平2･田中賢1,3 

P12) 細胞組織体の構造制御とナノ新素材としての応用 

 (慶應大院理工1) ○早部慎太朗1･福井有香1･藤本啓二1 

P13) 医用材料修復システムの構築を目指した光集合性高分子微粒子の調製  

(関西大化学生命工1･関西大ORDIST2) ○守山拓良1･河村暁文1,2･宮田隆志1,2 

P14) 核酸アプタマーを修飾したマクロファージの癌細胞捕捉 

 (関西大院理工1･関西大ORDIST2･九大院工3･関西大化学生命工4) ○杉本駿介1 

･森山塁2･森健3･岩崎泰彦2,4 

P15) 感温性ブラシ修飾ポリマーモノリスを用いた生理活性物質の微量分析可能な微小カラムの調製 

 (東理大院基礎工1･阪市大複合先端機構2) ○郡山拓也1･麻生隆彬2･石原量1･菊池明彦1 

［一般ポスター発表］ 

P16) 感温性ウレイドポリペプチドの合成と評価 

 (東工大生命理工1) ○畔柳奏太郎1･嶋田直彦1･丸山厚1 

P17) メカノトランスダクション解析のための4D細胞培養ゲルの設計 

 (慶應大薬1･東大院工2) ○蓮池英里香1･多田啓人2･金澤秀子1･秋元文2･吉田亮2 

P18) 血液適合性を有するPMEAとその類似体への癌細胞の接着性評価 

～細胞接着性に基づいた血中循環癌細胞の単離～ 

 (山形大院理工1･九大先導研2) ○遠藤千穂1 

･大類寿彦1･佐藤一博1･干場隆志1･田中賢1,2 

P19) Poly(ω-methoxyalkyl acrylate)類の合成および抗血栓性評価 

 (山形大院理工1) ○泉井美幸1･小林慎吾1･田中賢1 

P20) 含アセタール側鎖型生分解性ポリカーボネートの合成と表面特性評価 

 (山形大院理工1･九大先導研2) ○宍戸駿介1･高岡駿矢1･田中賢1, 2･福島和樹1 

P21) リポソームの内部改質によるナノカプセルの作製と機能化 

 (慶應大院理工1) ○安東亨1･福井有香1･藤本啓二1 

P22) Chonylation：生体高分子コンドロイチン（CH）及びポリエチレングリコール（PEG）の 

ラットにおける安全性の比較 

 (生化学工業1) ○末廣美紀1･久保田恵1･二井愛介1 

P23) アフィニティーリガンド導入位置制御を行った感温性高分子ブラシ修飾表面における 

タンパク質の相互作用評価 

 (東理大院基礎工1･阪市大複合先端機構2) ○石川昌樹1 

･郡山拓也1･麻生隆彬2･石原量1･菊池明彦1 

P24) 高分子主鎖にエステル基を有する温度応答性高分子の合成と評価 

 (東理大院基礎工1･阪市大複合先端機構2) ○小松周平1･麻生隆彬2･石原量1･菊池明彦1 



P25) 炎症部位への指向性を目指したRAGEターゲティングキャリアの合成 

 (首都大院都市環境1) ○大石悟史1･朝山章一郎1･川上浩良1 

P26) DNAメチル化制御を目指したエピジェネティクスコントロールキャリアによるがん細胞治療 

 (首都大1･国成育医療研セ2) ○濱田哲史1･朝山章一郎1･中林一彦2･川上浩良1 

［一般研究発表 1件 20分(研究発表 12 分・討論 8分)］ 

＜15:40～16:40＞ ［座長 大矢 裕一］ 

6) 細胞内ドラッグキャリアへの応用を目指した二重刺激応答性ゲル微粒子の合成とその薬物放出挙動 

 (関西大化学生命工1･関西大ORDIST2) ○河村暁文1,2･上野峻佑1･宮田隆志1,2 

7) モノイオンコンプレックスによるIn Vivo拡散型プラスミドDNAデリバリー 

 (首都大院都市環境1･東薬大薬2) ○朝山章一郎1･野原敦1･根岸洋一2･川上浩良1 

8) UCST型感温性ポリアリルウレアを基にした新規ハイドロゲルの調製 

 (東工大院生命理工1) ○三宅大翔1･嶋田直彦1･丸山厚1 

＜16:40～18:00＞ ［座長 藤本 啓二］ 

9) 癌の見張りリンパ節へ標的化するためのデンドリマーの構造最適化 

 (阪府大院工1･浜松医大メディカルフォトニクス研セ2) ○児島千恵1 

･仁木悠一郎1･小川美香子2･間賀田泰寛2 

10) 徐放性分子ツールとしてのポリプロピレンオキシド結合ペプチド 

 (東工大院理工1)福田広輝1･澤田敏樹1･○芹澤武1 

11) 多分岐PEGヘッドを有するポリカチオンベクターの合成と機能評価 

 (阪府大院工1) ○原田敦史1･鈴木寛子1･野村健太1･弓場英司1･河野健司1 

12) レドックスインジェクタブルゲルの設計と評価 

 (筑波大材料1･筑波大フロンティア医2･筑波大WPI-MANA3) ○長崎幸夫1,2,3 

懇親会 ＜18:20～19:45＞ 産業技術総合研究所 臨海副都心センター別館11階リフレッシュコーナー 

第2日＝7月28日(火) 

［一般研究発表 1件 20分(研究発表 12 分・討論 8分)］ 

＜ 9:40～10:40＞ ［座長 田中 賢］ 

13) 細胞の分化を特異的に誘導するβ-シートペプチドスキャホールドの設計  

(関西大化学生命工1･製品評価機構2)高瀬賢人1 

･湯川貴文1･紙野圭2･柿木佐知朗1･○平野義明1 

14) 未分化iPS細胞の分離のための抗体固定化ポリマー被覆マイクロ流路の開発 

 (国循セ1) ○大高晋之1･馬原淳1･山岡哲二1 

15) 種々の機能性基を表面に持つ多孔質ポリエチレンに対する組織浸潤 

 (国循セ1･関西大院理工2) ○安田裕貴1,2･柿木佐知朗1･神戸裕介1･岩﨑泰彦2･山岡哲二1 

＜10:40～11:40＞ ［座長 陳 国平］ 

16) 癌進行模倣型マトリックス上における癌細胞の機能 

 (山形大有機フロンティアセ1･物材機構MANA2･九大先導研3) ○干場隆志1, 2･田中賢3 

17) ペプチド修飾小口径脱細胞血管の開存メカニズム 

 (国循セ1･関西大院理工2) ○馬原淳1･北井麻里奈1,2･大高晋之1･大谷裕一2･山岡哲二1 

18) 温度に応答して不可逆的ゲル化を示す生分解性インジェクタブルポリマー製剤の開発 

 (関西大化学生命工1･関西大ORDIST2･川澄化学工業3) ○吉田泰之1 

･川原佳祐1･光宗信太朗1･市川慎也1･向井智和3･葛谷明紀1,2･大矢裕一1,2 



＜13:00～14:20＞ ［座長 西山 伸宏］ 

19) Regioselective ROMP 法を用いた定序性高分子の合成と抗血栓性制御 

 (山形大院理工1) ○小林慎吾1･福田考作1･戸来奎介1･片岡真依子1･大澤康平1･田中賢1 

20) フィルター濾過を用いた交互積層細胞コート法の創製と 

毛細血管様構造を有するヒトiPS細胞由来心筋組織体の構築  

(阪大院工1･阪大院医2) ○松崎典弥1･天野雄斗1･宮川繁2･澤芳樹2･明石満1 

21) 脱細胞血管の急激な分解と炎症反応を抑制する高分子量架橋剤の開発 

 (国循セ1･関西大院理工2) ○北井麻里奈1,2･馬原淳1･大矢裕一2･山岡哲二1･ 

22) 中間水に着目した抗血栓性を有する生分解性ポリマーの設計 

 (山形大院理工1･九大先導研2) ○福島和樹1 

･井上裕人1･蔡孟諭1･太田貴之1･本田紘太1･羽賀悠太1･田中賢1,2 

＜14:20～15:20＞ ［座長 朝山 章一郎］ 

23) カチオン性温度応答性コポリマーブラシの作製と間葉系幹細胞分離への応用 

 (東女医大先端生研1･早大院先進理工2) ○長瀬健一1 

･畠山由梨1,2･清水達也1･松浦勝久1･大和雅之1･武田直也2･岡野光夫1 

24) ヒト膵島表面への抗凝固活性を有するrCD39の固定化と細胞傷害抑制効果 

 (東大院工1･ウプサラ大ルドベック研2) ○寺村裕治1･Sana Asif2･Kristina N Ekdahl2･Bo Nilsson2 

25) 細胞内送達制御のための温度応答性コア-コロナ型ロッド状微粒子の調製と評価 

 (東理大院基礎工1･阪市大複合先端研2) ○鈴木琢磨1･松山拓矢1･麻生隆彬2･石原量1･菊池明彦1 

26) 温度応答性高分子を固定化したPDMS表面の伸展刺激による物性変化 

 (東女医大先端生命研1･早大先進理工2) ○秋山義勝1･松山未季1,2･武田直也2･大和雅之1･岡野光夫1 

＜15:20～16:20＞ ［座長 須丸 公雄］ 

27) 抗酸化能を有するエピジェネティクスコントロールキャリアを用いた慢性閉塞性肺疾患治療 

 (首都大院都市環境1)浅羽祐太郎1･松帆志幸1･山口翔平1･朝山章一郎1･○川上浩良1 

28) Chonylation：生体高分子コンドロイチン（CH）を用いた 

ポリエチレングリコール (PEG)に代わる次世代タンパク質DDS技術 

 (生化学工業1) ○高津吉広1･福嶋正信1･吉田裕子1･渡邊一平1･藤田寛1･鈴木喜義1･坂井登紀子1 

29) 癌細胞と間質細胞の共培養系を用いた抗癌剤の薬効評価 

 (産総研1) ○山添泰宗1･萩原義久1 

参加要領 
1) 定員 150 名 

2) 参加費（税込） ①企業･大学･官公庁 7,560 円 ②学生 3,240 円  

 ③名誉会員･終身会員･フェロー･ゴールド会員･シニア会員 3,240 円 

 ④医用高分子研究会メンバー 5,400 円 

3) 懇親会費（税込） ①企業･大学･官公庁 5,000 円、②学生 2,500 円 

4) 申込方法 学会ホームページ http://www.spsj.or.jp/entry/からお申込ください。 

 参加証、請求書(希望者のみ)を順次送付いたします。 

5) 振込先    銀行振込 <三菱東京 UFJ 銀行 銀座支店 (普通) 1126232 公益社団法人 高分子学会> 

 郵便振替 <00110-6-111688 公益社団法人 高分子学会> 

※ 振込手数料は振込人にてご負担くださいますようお願いいたします。 

※ 本シンポジウムは全員登録制です。研究発表者、共同研究者で本シンポジウムに出席される方は 

必ず参加申込の上、ご送金ください。  
問合先 高分子学会 第 44 回医用高分子シンポジウム係 

〒104-0042 東京都中央区入船 3-10-9 新富町ビル 6F   
    TEL 03-5540-3771 FAX 03-5540-3737  

行事参加申込 QRコード 

http://www.spsj.or.jp/entry/ 


