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「ゲノム“非”編集」
FIBER所長　杉本直己

｠
　イタリア・パドヴァ大学のクラウディア・シッシ教授の講演を聞いた。タイトルは、「疾患
に対する化学療法の新戦略」。目から鱗の講演だった。科学的内容というよりも、話のイント
ロが印象的だった。
　パドヴァ大学の紹介から彼女の話は始まった。パドヴァ大学は、ボローニア大学に次いで
イタリアで２番目に古い大学であり、1222年に創設されたとのことだった。話はパドヴァ大
学の科学研究に移った。「残念ながらパドヴァ大学の教授にはノーベル賞受賞者はいません。
しかし、ノーベル賞の伝統以上に歴史のあるパドヴァ大学の教授には、ガリレオ・ガリレイな
どがいます」と語っていた。
　16世紀から17世紀にかけて活躍し、天文学や物理学に燦然と輝く業績を残し、「科学の
父」と呼ばれる、かのガリレオ・ガリレイ。ノーベル賞を歯牙にもかけないシッシ教授の話
ぶりは、科学の本質を捉え、科学の伝統に堪えた素晴らしい教授と同じ大学に所属している
という矜持に満ち溢れていた。
　私の言う科学の伝統とは、本質的なある科学が小さな若葉を生み、風雪や猛暑に耐えて、
何世紀も後に根幹逞しい大樹に育つことをさす。ガリレオ・ガリレイと肩を並べるノーベル
賞受賞者は何人いるだろうか。ノーベル賞は科学の伝統に堪え得るのか。何人のノーベル
賞受賞者が後世にその名を残せるのか、などと考えさせられた。
　遺伝子研究の分野において、ゲノム編集が応用も含め、注目を集めている。ゲノム編集

　甲南大学先端生命工学研究所（Frontier 
Institute for Biomolecular Engineering 
Research:略称FIBER）は生命分子工学分
野において世界最高水準の研究・教育を実
施する研究所として2003年に設立されま
した。本機関誌NanoBioNowは、FIBER
の理念、研究、成果をよりわかりやすく、
より面白く伝える作りになっています。

　設立以降、化学の基礎と応用の両輪で
進めてきたFIBERの研究成果は、いよい
よ私たちの身近なくらしに役に立つ段階に
入ってきました。甲南学園創立者の平生
釟三郎先生が「人間はおもしろいかあり
がたいかのいづれかでなければ寄つてく
るものぢゃないよ」とおっしゃったように、
今後も「おもしろい」サイエンス・「あり
がたい」エンジニアリングを展開していき
ますのでどうぞご期待ください。

本号担当編集　FIBER講師 高橋俊太郎

サイエンスに新たな風を起こします

FIBERでは生命・健康・材料・環境の
四領域を束ねて「ひと」を科学すること
を目標に日々研究が行われています。

本
号
の
案
内
人 

Ｓ
所
長

研究の先駆者は、近い将来ノーベル賞を必ず受賞すると評判で
ある。一方、隣国の研究者がゲノム編集を応用し、受精卵の遺
伝子を改変した双子を誕生させたとの報道があり、安全性や倫
理面の問題がクローズアップされている。われわれFIBERでは、
遺伝的要因を分子環境要因によって制御する「ゲノム“非”編
集」の方法で、安全性の問題をクリアーしながら遺伝子の機能
を改善させる研究を先駆的に進めている。さて、風潮を意識し
た科学研究と根幹のしっかりした科学研究のどちらが、科学の伝
統に堪え得るのだろうか。
　科学的流行の「風を読む」のではなく、風神・雷神のように
新しい科学の「雷鳴を轟かせ風を生む」FIBERに成長したいと
願っている。
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　リボスイッチと呼ばれるRNAは、転写反応途中に特定の
代謝産物と結合し、その構造を変化（スイッチング）させ
ることで、遺伝子の発現を「ON」にしたり「OFF」にし
たりします。これまで多くの研究では、精製したリボスイッ
チのRNAを用いて、希薄な溶液環境でその特性を解析す
る研究が行われてきました。しかし、リボスイッチが機能
する細胞内は、様々な分子が高濃度に存在する分子クラウ
ディング環境であり、希薄な溶液環境とは全く異なる環境
です。そのため、細胞内で機能するリボスイッチの真の姿
を解明するためには、分子クラウディング環境でその構造
や機能を解析することが重要です。
　本研究では、分子クラウディング環境を模倣するポリエ
チレングリコールを含む溶液を用いて、リボスイッチの
RNAと、代謝産物であるフラビンモノヌクレオチド
（FMN）との結合を解析しました。熱量測定、蛍光測定、
構造解析から得られる全ての結果が、RNAと代謝産物と
の結合様式が、分子クラウディング環境と希薄な溶液環境
とで異なることを示していました。分子クラウディングの中

遠藤准教授は、遺伝子の発
現を調節する RNAと代謝産
物の結合を解析しています。
今回は、細胞の中を模倣し
た環境では、RNA が柔軟に
形を変えて代謝産物と結合
することを見出しました。

Dr. Tamaki Endoh

独国化学会が発刊するAngewandte Chemie International 
Editionに研究成果が掲載されました。

RNAの真の姿を見極めろ！

　核酸は、分子環境に応答して、その熱安定性や構造をダイナミックに変化させます。リボスイッチによる特
定の分子（刺激）に応答した遺伝子発現の調節システムは、このような構造変化を巧みに利用したものであり、
生命誕生と同程度に古くから存在していたとも言われています。つまり、このような核酸構造の可変性は、生
命の歴史と共に普遍的に活用されてきたと考えられます。しかしながら、その発見は21世紀に入ってからであり、
生命の根幹をなす分子機構には未だ未知なるものが多く存在していると考えられます。
　本年度FIBERでは、日本学術振興会の二国間交流事業、科学研究費補助金の国際共同研究加速基金などに
研究課題が採択され、国外の研究グループとの新たな研究を展開することができました。また、本研究最前線
レポートで取り上げた論文の筆頭著者であるAmbadas Rode博士が、自国（印国）でのアカデミックポジショ
ンを得て、FIBERでの経験を基に研究活動を開始しています。
　FIBERでは、核酸の基礎科学研究を軸としたダイナミックな研究を展開し、「FIBER発のサイエンス」という
形で研究分野に刺激を供給し続けたいと考えています。

「普遍的な可変性」

では、RNAの初期構造は崩れた状態にあるものの、代謝産物との結合に伴ってダイナミックな構造変化を示す
ことが見出されました。
　このような、induced fit（インデューストフィット型）の結合様式は、リボスイッチが遺伝子の発現をダイナミッ
クに調節するために重要な特性であり、分子クラウディングの環境でこそ、このような特性が現れてくると考え
られます。

A. B. Rode, T. Endoh, and N. Sugimoto, Crowding shifts the FMN recognition mechanism of riboswitch 
aptamer from conformational selection to induced �t, Angew. Chem. Int. Ed., 57, 6868-6872 (2018).

カタチ（構造）を作ることは、

細胞の中は分子が込み合って存在する
分子クラウディング環境であり、RNAの構造もその影響を受ける。

様々な機能を果たすうえで重要である。

分子クラウディング環境の中で
RNAと代謝産物はどのように結合するのだろう
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FIBER is a world class institution for nucleic acids research. I strongly 
believe that FIBER plays an important role for Japan Society of Nucleic 
Acids Chemistry . This is only possible with great leadership of Prof. 
Naoki Sugimoto and excellent scientific contributions made by his 
group members.  Prof. Sugimoto and I initiated a collaborative work 
several years ago and recently published our first outcome of 
collaborations as a full paper of J. Am. Chem. Soc. including NMR 
studies done by Prof. Janez Plavec group. The title of paper is 
"Recovery of the Formation and Function of Oxidized G-Quadruplexes 
by a Pyrene-Modified Guanine Tract" and it was selected as a cover 
article (see the below). This paper addresses the important aspects of 
regulation of gene expression by recovering the function of oxidized 
G-quadruplexes caused by oxidative stress with the pyrene-conjugated 
guanine tract, PyG3.

Byeang Hyean   

今年度Kim教授との共同研究の成果をまとめた論文が米国化学会誌で
発表され、掲載誌の表紙を飾った。

FIBERでのKim教授の講演の様子

海外共同研究者紹介

 Prof. Byeang Hyean Kim

Kim教授は韓国浦項工
科大学の教授で、核酸
の特異構造を活用した
バイオセンシングの技
術開発において世界的
に著名な研究者です。

Recovery of the Formation and Function of Oxidized
G‑Quadruplexes by a Pyrene-Modified Guanine Tract
Shuntaro Takahashi,† Ki Tae Kim,§,# Peter Podbevsěk,⊥ Janez Plavec,⊥ Byeang Hyean Kim,§

and Naoki Sugimoto* ,†,‡
†FIBER (Frontier Institute for Biomolecular Engineering Research) and ‡FIRST (Graduate School of Frontiers of Innovative

Research in Science and Technology), Konan University, 7-1-20 Minatojima-minamimachi, Chuo-ku, Kobe 650-0047, Japan

§Department of Chemistry, Division of Advanced Materials Science, Pohang University of Science and Technology (POSTECH),

Pohang 37673, Republic of Korea⊥Slovenian NMR Center, National Institute of Chemistry, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

*S Supporting Information

ABSTRACT: Oxidation is one of the frequent causes of DNA
damage, especially to guanine bases. Guanine bases in the G-
quadruplex (G4) are sensitive to damage by oxidation,
resulting in transformation to 8-oxo-7,8-dihydroguanine (8-
oxoG). Because the formation of G4 represses the expression
of some cancer-related genes, the presence of 8-oxoG in a G4
sequence might affect G4 formation and induce cancer
progression. Thus, oxidized-G4 formation must be controlled
using a chemical approach. In the present study, we
investigated the effect of introduction of 8-oxoG into a G4 sequence on the formation and function of the G4 structure. The

8-oxoG-containing G4 derived from the promoter region of the human vascular endothelial growth factor (VEGF) gene differed

topologically from unoxidized G4. The oxidized VEGF G4 did not act as a replication block and was not stabilized by the G4-

binding protein nucleolin. To recover G4 function, we developed an oligonucleotide consisting of a pyrene-modified guanine

tract that replaces the oxidized guanine tract and forms stable intermolecular G4s with the other intact guanine tracts. When this

oligonucleotide was used, the oxidized G4 stalled replication and was stabilized by nucleolin as with the unmodified G4. This

strategy generally enables recovery of the function of any oxidized G4s and therefore has potential for cancer therapy.
■ INTRODUCTION
Guanine quadruplex (G4) structures are formed by four strands
of guanine tracts stabilized by Hoogsteen base pairing and
guanine quartet stacking interactions that are coordinated with
metal ions (mainly K+ and Na+).1 Recently, G4 structures were
shown to dynamically form in genomic DNAs and mRNAs in
cells and to regulate all steps of gene expression: replication,
transcription, and translation.2−7 Furthermore, various G4-
binding proteins, such as nucleolins and heterogeneous nuclear
ribonucleoproteins (hnRNPs), stabilize G4 structures and assist
in regulating gene expression.8 Thus, the aberrant regulation of
G4 formation affects normal gene expression, resulting in
various diseases. G4 motifs are frequently found in the
promoter regions of cancer-related genes.9 Expression of a
cancer-related gene is normally suppressed because G4
formation reactions inhibit recruitment of RNA polymerase.2
Nonetheless, without G4s present, the cancer-related genes
become activated. Therefore, controlling G4 formation is
important for the diagnosis and treatment of cancers.9
Disruption of G4 structures occurs when bases in guanine

tracts become damaged. Guanine oxidation is one of the most
abundant lesion types due to charge-tunneling10−12 and results
in 8-oxo-7,8-dihydroguanine (8-oxoG).13 8-OxoG changes the

Hoogsteen face of the purine and prefers the syn configuration,
which cannot form Hoogsteen hydrogen bonds in the guanine
quartet.14,15 Thus, the oxidative lesions in G4 structures can
perturb the formation of G4 structures.14−18 8-OxoG is caused
by reactive oxygen species (ROS) in the cell.13 The respiratory-
chain complexes in mitochondria are the main cellular source of
ROS, which function as messengers under hypoxic con-
ditions.19−21 Because hypoxia is a common feature of a
tumor microenvironment, base lesions due to ROS production
can occur. Thus, it is possible that oxidative lesions occur
within G4-forming sequences in cancer cells and inhibit native
G4 formation. Although the oxidized lesion can be repaired or
diluted out by replication during the cell cycle of cancer cells,22
a replication error can cause a mutation from G to T at the
position of 8-oxoG,23 thus disrupting the G4 formation
permanently. Disruption of G4 structures may also inhibit the
binding of nucleolins and other G4-binding proteins, resulting
in higher expression of cancer-related genes.8,24,25 In cancer
cells, 8-oxoG bases have been detected in a G4-forming
sequence within the promoter region of the vascular endothelialReceived: February 8, 2018Published: April 2, 2018
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レポート Message from Byeang Hyean to FIBER
FIBER is a world class institution for nucleic acids research. I strongly 
believe that FIBER plays an important role for Japan Society of Nucleic 
Acids Chemistry . This is only possible with great leadership of Prof. 
Naoki Sugimoto and excellent scientific contributions made by his 
group members.  Prof. Sugimoto and I initiated a collaborative work 
several years ago and recently published our first outcome of 
collaborations as a full paper of J. Am. Chem. Soc. including NMR 
studies done by Prof. Janez Plavec group. The title of paper is 
"Recovery of the Formation and Function of Oxidized G-Quadruplexes 
by a Pyrene-Modified Guanine Tract" and it was selected as a cover 
article (see the below). This paper addresses the important aspects of 
regulation of gene expression by recovering the function of oxidized 
G-quadruplexes caused by oxidative stress with the pyrene-conjugated 
guanine tract, PyG3.

Byeang Hyean   

今年度Kim教授との共同研究の成果をまとめた論文が米国化学会誌で
発表され、掲載誌の表紙を飾った。

FIBERでのKim教授の講演の様子

海外共同研究者紹介

 Prof. Byeang Hyean Kim

Kim教授は韓国浦項工
科大学の教授で、核酸
の特異構造を活用した
バイオセンシングの技
術開発において世界的
に著名な研究者です。

Recovery of the Formation and Function of Oxidized
G‑Quadruplexes by a Pyrene-Modified Guanine Tract
Shuntaro Takahashi,† Ki Tae Kim,§,# Peter Podbevsěk,⊥ Janez Plavec,⊥ Byeang Hyean Kim,§

and Naoki Sugimoto* ,†,‡
†FIBER (Frontier Institute for Biomolecular Engineering Research) and ‡FIRST (Graduate School of Frontiers of Innovative

Research in Science and Technology), Konan University, 7-1-20 Minatojima-minamimachi, Chuo-ku, Kobe 650-0047, Japan

§Department of Chemistry, Division of Advanced Materials Science, Pohang University of Science and Technology (POSTECH),

Pohang 37673, Republic of Korea⊥Slovenian NMR Center, National Institute of Chemistry, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

*S Supporting Information
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FIBER研究最前線レポート FIBER研究最前線レポート

I have been working in FIBER, Konan University as a postdoctoral researcher since April, 2018. 
Currently I am working on the effect of molecular crowding on the nearest-neighbor model 
which is a well-known method for predicting stabilities of the nucleic acid duplexes. Before 
joining FIBER, I completed my Ph. D. from Jadavpur University in Biophysical Chemistry in 
2017. I obtained my master as well as bachelor degree from the same university in Chemistry 
in the year 2012 and 2010, respectively. During my Ph. D. tenure, I had an opportunity to 
work as a visiting researcher in Osaka University for two months. Inspired by the research 
environment in this part of the globe, I decided to pursue my postdoctoral research in Japan. 
I am very happy and equally proud to become a member of FIBER, because FIBER is one of 
the greatest institutes for nucleic acids chemistry all over the world. I am also enjoying my 
life here in Kobe. It is a beautiful city with friendly people, nice foods and so many attracting 
places nearby to visit. 

Dr. Saptarshi
Ghosh

FIBER博士研究員
PhD 
インド出身
研究テーマ：「分子クラウディング
環境での核酸構造の安定性」
趣味：クリケット/音楽鑑賞 

細胞内の核酸構造を見ずして知る ! 国際研究交流

最近の主な業績

Fan教授はイネ遺伝子の機能解析
に関する研究の第一人者です。

　中国、南京農業大学のXiaorong 
Fan教授とFIBERは、植物（イネ）
の細胞内における遺伝子発現機構
に及ぼす核酸構造の影響を共同で
解析しています。
　今回は、Fan教授からの招聘を
受け、同大学内でのセミナーを行
い、今後の共同研究の計画の打ち
合わせを行いました。

ディスカッションの様子

イネの栽培施設

セミナーの告知ポスターとセミナーの様子

Fan教授の研究室メンバーとの集合写真

S. Ghosh, S. Takahashi, T. Endoh, H. Tateishi-Karimata, S. Hazra, and N. Sugimoto, Validation of the nearest-neighbor 
model for Watson-Crick se�-complementary DNA duplexes in molecular crowding condition,                                     , 
(2019) in press. 

Nucleic Acids Res.
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未来大学 in NanoBioNow
未来大学
In

NanoBioNow FIBER FUTURE COLLEGE Lectures in
　　　　　　　　　　　　　 Series

核酸関連の構造解析分野で著名な片平教授や、ナノテクノロジー分野での新進気鋭の研
究者であるClever教授など多くの研究者にご講演いただきました。

日時　2018年1月19日
会場　甲南大学ポートアイランドキャンパス

FIBER Ye Teng博士 京都大学　秋柴美沙穂さん 京都大学　上田毅さん

FIBER若い世代の特別講演会

独国Dortmund工科大学　
Guido H. Clever教授

京都大学　片平正人教授

優秀な業績を上げている若手研究者に招待講演をして
いただき研究生活をencourageする企画です。

FIBERでは未来大学シリーズとして海外
や国内の著名な研究者による講演会を
開催しています。また、一般向けの講
演も岡本キャンパスやネットワークキャ
ンパス東京で行っています。

招待講演者：韓国浦項工科大学　Byeang Hyean Kim教授
米国Binghamton Universiｔy　Eriks Rozners教授
英国Reading大学　James Hall講師
スロベニア国立NMRセンター　Janez Plavec教授
英国Reading大学　John A. Brazier准教授

FIBER International Summit for Nucleic Acids 2018
 (FISNA2018)
日時　2018年7月4 ～ 6日
会場　甲南大学ポートアイランドキャンパス

日時　2018年12月4 ～ 6日
会場　甲南大学ポートアイランドキャンパス

甲南学園創立100周年記念 平生国際科学シンポジウム 
Konan Research Summit

主催  甲南大学先端生命工学研究所 (FIBER)　共催  ひょうご神戸サイエンスクラスター協議会

甲南大学
ポートアイランドキャンパス事務室
Tel　 078-303-1147　
Fax   078-303-1495
Email   fiber@adm.konan-u.ac.jp
http://www.konan-fiber.jp

【お問合せ】

今回は、独国 TU Dortmund 大学より Guido H. Clever 教
授をお招きいたします。 
Clever 先生は金属錯体形成による DNA などの生体分子
の機能化を専門とされています。本講演会では、先生の
最新の研究成果をご講演いただきます。 大学および研究
機関、企業等の研究者など、幅広い分野の皆様のご参加
をお待ち申し上げております。お気軽にご参加ください。
参加ご希望の方は、① ご氏名 ② ご所属 ③ ご連絡先を、
下記問い合わせ先にメール、または FAX でご連絡くださ
い。 ( 参加無料 )

20182018 /16/16FriFri
16:00 - 17:0016:00 - 17:00

1111
 

Dr. Guido H. Clever
Professor
TU Dortmund University, Germany

FIBER International Lectures 55FIBER International Lectures 55

5353

FIBER未来大学FIBER未来大学

Series98Series98Lectures inLectures in

参加
無料

至三宮至三宮
IKEAIKEA

医療センター駅医療センター駅

京コンピュータ前駅京コンピュータ前駅

至神戸空港至神戸空港

中央市
民病院
中央市
民病院ポートアイランドポートアイランド

三宮三宮

神戸空港神戸空港

甲南大学ポートアイランドキャンパス

Metal-binding 
G-Quadruplex DNA: 
Switchable protein 
interaction, EPR Labelling 
and Catalysis

世界的著名な核酸化学の研究者が集結。 
          まさにFIBERならでは！

韓国成均館大学　Kyeong Kyu Kim教授
中国南開大学　Zhen Xi教授
英国East Anglia 大学　Zoë A. E Waller講師

名古屋大学　浅沼浩之教授
熊本大学　井原敏博教授
東京大学　岡本晃充教授
徳島大学　南川典昭教授
東京理科大学　和田猛教授
東北大学　和田健彦教授

招待講演者：英国MRC分子生物学研究所　Julian E. Sale 教授
米国University of Illinois at Urbana-Champaign　Scott K. Silverman 教授
独国Dortmund 工科大学　Roland Winter 教授
フランスThe Institut Curie 研究所　Marie-Paule Teulade-Fichou 教授

イタリア University of Padova　Claudia Sissi 教授
ロシア科学アカデミー　Dmitry A. Stetsenko 教授
中国清華大学　Dongsheng Liu 教授
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女性研究者がScienceを語る人気企画「なでしこScientist
トーク」！　今回は甲南研究サミット講演会として、早稲田大学
の竹山先生、慶應義塾大学の藤本先生をお招きして「甲南vs
早慶」と銘打って開催しました。

■Nano Bio College
　「ナノバイオ　70億人を支える10億分の１のテクノロジー」
日時　2018年1月6日
会場　甲南大学ネットワークキャンパス東京

■甲南研究サミット講演会
　  第5回なでしこScientistトーク「甲南vs早慶」

日時　2017年12月5日
会場　甲南大学岡本キャンパス

第6回なでしこScientistトーク「甲南vs東大・京大」
日時　2018年10月9日
会場　甲南大学岡本キャンパス

日時　2018年7月3日
会場　甲南大学岡本キャンパス

毎年東京駅に隣接するサテライトキャンパスで開
催する一般向けの最先端講義です。今回は生体に
倣うナノレベルの分子と健康に関する講義を行い
ました。特別講演として、バイオセンシング研究
の最前線についてを東京農工大学の池袋先生より
講演いただきました。

一般向け講演会

International Science & Culture Exchange
（甲南大学国際交流センターとの共催企画）

文化交流

続く第6回のセミナーも、東京
大学の神谷先生、京都大学の朴
先生をお招きして「甲南vs東大・
京大」として開催しました。

講演者： Reading大学博士課程McQuaidさん（イギリス）、FIBER博士研究員Ghosh博士（インド）

FIBER未来大学

 

＊「なでしこ」とは、「大和撫子」と称されるように、女性の清楚な美徳を讃えて用いられています。
大学・研究機関等での研究者のみならず、学生や一般の方にも聴講できる内容となっておりますので、
「Science（科学）の美しさ」を皆様と一緒に感じ・考える時間になれば幸いです。

＊「なでしこ」とは、「大和撫子」と称されるように、女性の清楚な美徳を讃えて用いられています。
大学・研究機関等での研究者のみならず、学生や一般の方にも聴講できる内容となっておりますので、
「Science（科学）の美しさ」を皆様と一緒に感じ・考える時間になれば幸いです。

 開会挨拶 開会挨拶

 講演 １ 講演 １

  講演 ３  講演 ３

 講演 ２ 講演 ２

 パネルディスカッション

 閉会挨拶

 休   憩

甲南大学
ポートアイランドキャンパス事務室
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申込方法は、裏面をご覧ください申込方法は、裏面をご覧ください
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【お問合せ】

駐車場はございません。公共交通機関でご来場ください

国際交流センターと FIBER の共同企画として、  科学と文化の国際交流会
を、KONAN INFINITY COMMONS(愛称 iCommons）で開催します。今回は、
英国 Reading 大学博士課程で日本学術振興会外国人特別研究員の Kane 
McQuaid さんと、FIBER から Saptarshi Ghosh 博士研究員ならびに有吉
純平特任助教にご講演いただきます。お気軽にご参加ください。
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実験教室
■ひらめき☆ときめきサイエンス（日本学術振興会支援事業）

実験課題から答えを導く、高校
別のチーム対抗戦です。今回の
課題は「遺伝暗号を”快”変せよ！」

今回のテーマはDNAを切った
りつないだりする分子レベル
の工作実験です。

教員らが丁寧に実験を指導し
ました。

・予想したことと違う結果がでたときに、どうしてこの結果に
なったのかを考えることが大切ということがわかった。
・甲南がすごい発見をしているのは知らなかったので、もっと
新聞とか読まないといけないと思った。

・実験はむずかしかったけれど、楽しくできてよかったです。
こういうイベントがまたあったら来たいです。

参加者にDNA博士号が授与
されました。

参加者は実験結果の予測や、
実験のデザインをいかに華麗
に導けるかを競います。

教員らの指導の下、各自答え
を導くための実験を考えて
行っていきます。

優秀な成績を収めたチームを
表彰しました。

受賞・ニュース

杉本直己FIBER所長が、「The 
Imbach-Townsend Award」
を受賞しました。杉本所長は本
賞の日本人最初の受賞者となり
ます。2018年8月29日に米国・
サンディエゴにて開催された
国際会議ⅩⅩⅢ  International 
Roundtable of Nucleosides, 
Nucleotides and Nucleic 
Acids（IRT2018）にて授賞式
が執り行われ、同国際会議では
杉本所長による受賞講演が行わ
れました。

杉本直己FIBER所長
The Imbach-Townsend Awardを受賞

高橋俊太郎FIBER講師が、「第29回山下太郎学
術研究奨励賞」を受賞しました。同賞授与式は、
2018年6月15日に、山下記念館（秋田県横手
市大森町） で行われました。

高橋俊太郎FIBER講師
第29回山下太郎学術研究奨励賞を受賞

日時　2018年8月18日
会場　甲南大学ポートアイランドキャンパス

日時　2018年8月24日
会場　甲南大学ポートアイランドキャンパス

■FIBERリサーチカップ（高校生向け学校別対抗戦）

参
加
者
の
声

参
加
者
の
声

・普段はできない体験ができて良かったです。実験器具がめ
ずらしく、興味深い体験ができました。
・難しい問題が多かったけれど、とてもおもしろい体験ができ
た。効率良く進めていくのがとても大変だった。
・難しかったが、後で解説してもらうと、納得するようなこと
ばかりで面白かった。

参
加
者
の
声

参
加
者
の
声

実験のデザインやディス
カッションを通じて、課題
を解決していきます。研
究者としてのライフワーク
を体験してもらうのが狙
いです。ひらめき☆とき
めきサイエンスは最先端
研究の体験講座で、リサー
チカップは参加者が課題
を解く実践型講座です。

受賞対象となる研究業績：
　DNAの四重らせん構造が遺伝子複製を制御する機構
の解明

    

    

TEL  078-303-1147
FAX  078-303-1495
MAIL  fiber@adm.konan-u.ac.jp

FIBER
ホームページ

2018.8.18
10:00-16:40　受付 9:30-
会　場

定　員

申込方法

応募締切

甲南大学先端生命工学研究所(FIBER)
ポートアイランドキャンパス

中学生 25 名（先着順）

独立行政法人 日本学術振興会ホームページ
http://www.jsps.go.jp/hirameki/index.html
実施プログラム一覧からお申込みください。

2018年8月1日（水）

ひらめき☆ときめきサイエンス

土

参加費無料！
昼食付き!!
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参加者募集！

分子の世界で
ナノ工作体験!
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タンパク質のような
働きをする
DNAを作ろう
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DNA
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実験の結果を考察し、
ディスカッション＆
プレゼンテーション！ FIBERオリジナルの

カードゲームでDNAの
働きについて学ぼう！
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IKEAIKEA
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甲南大学
ポートアイランドキャンパス

甲南大学F I B E R甲南大学F I B E R 未来博士アカデミー未来博士アカデミー

2018 8 24
10:00 ~ 16:00

 参加定員　

FIBERリサーチカップでは、遺伝情報を担う物質としてのDNAやRNAの役割と機能
について実験を通じて学びます。最先端の研究では、DNAやRNAが持つ機能を人
工的に利用し、病気などに関わる遺伝子を切断したり組み換えたりするという試
みが行われています。本プログラムでは、そのようなDNAやRNAに関する最先端
の研究を体験していただきます。

お問合わせ

FIBER1日特別研究員になって最先端の研究を体験してみようFIBER1日特別研究員になって最先端の研究を体験してみよう

詳細、申し込み方法はFIBERホームページへ！

 場 所

先端生命工学研究所(FIBER) 
ポートアイランドキャンパス

甲南大学ポートアイランドキャンパス事務室
〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町7丁目1番20号
TEL:078-303-1147  FAX:078-303-1495
MAIL  fiber@adm.konan-u.ac.jp

主催  甲南大学先端生命工学研究所
後援  神戸市教育委員会

昨年のリサーチカップ賞：最優秀チーム：HKR54（白陵高校）
　ベストチームワーク賞：チームA（西宮市立西宮高等学校）
　　　　　　　　　　 ：エリマキトカゲーズ(兵庫県立農業高等学校)

2018

遺伝暗号を  変せよ!遺伝暗号を  変せよ!

甲南大学FIBER 検 索

同一校に所属する学生3名1グループ(8グループ)

C
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■FIBERリサーチカップ（高校生向け学校別対抗戦）
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・普段はできない体験ができて良かったです。実験器具がめ
ずらしく、興味深い体験ができました。
・難しい問題が多かったけれど、とてもおもしろい体験ができ
た。効率良く進めていくのがとても大変だった。
・難しかったが、後で解説してもらうと、納得するようなこと
ばかりで面白かった。
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実験のデザインやディス
カッションを通じて、課題
を解決していきます。研
究者としてのライフワーク
を体験してもらうのが狙
いです。ひらめき☆とき
めきサイエンスは最先端
研究の体験講座で、リサー
チカップは参加者が課題
を解く実践型講座です。

受賞対象となる研究業績：
　DNAの四重らせん構造が遺伝子複製を制御する機構
の解明

    

    

TEL  078-303-1147
FAX  078-303-1495
MAIL  fiber@adm.konan-u.ac.jp

FIBER
ホームページ

2018.8.18
10:00-16:40　受付 9:30-
会　場

定　員

申込方法

応募締切

甲南大学先端生命工学研究所(FIBER)
ポートアイランドキャンパス

中学生 25 名（先着順）

独立行政法人 日本学術振興会ホームページ
http://www.jsps.go.jp/hirameki/index.html
実施プログラム一覧からお申込みください。

2018年8月1日（水）

ひらめき☆ときめきサイエンス

土

参加費無料！
昼食付き!!
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分子の世界で
ナノ工作体験!
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実験の結果を考察し、
ディスカッション＆
プレゼンテーション！ FIBERオリジナルの

カードゲームでDNAの
働きについて学ぼう！
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 参加定員　

FIBERリサーチカップでは、遺伝情報を担う物質としてのDNAやRNAの役割と機能
について実験を通じて学びます。最先端の研究では、DNAやRNAが持つ機能を人
工的に利用し、病気などに関わる遺伝子を切断したり組み換えたりするという試
みが行われています。本プログラムでは、そのようなDNAやRNAに関する最先端
の研究を体験していただきます。

お問合わせ

FIBER1日特別研究員になって最先端の研究を体験してみようFIBER1日特別研究員になって最先端の研究を体験してみよう

詳細、申し込み方法はFIBERホームページへ！

 場 所

先端生命工学研究所(FIBER) 
ポートアイランドキャンパス

甲南大学ポートアイランドキャンパス事務室
〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町7丁目1番20号
TEL:078-303-1147  FAX:078-303-1495
MAIL  fiber@adm.konan-u.ac.jp

主催  甲南大学先端生命工学研究所
後援  神戸市教育委員会

昨年のリサーチカップ賞：最優秀チーム：HKR54（白陵高校）
　ベストチームワーク賞：チームA（西宮市立西宮高等学校）
　　　　　　　　　　 ：エリマキトカゲーズ(兵庫県立農業高等学校)

2018

遺伝暗号を  変せよ!遺伝暗号を  変せよ!

甲南大学FIBER 検 索

同一校に所属する学生3名1グループ(8グループ)
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Ye Teng FIBER博士研究員が2018年3月20日
（火）～ 3月23日（金）に開催されました「日本
化学会 第98春季年会 （2018）」で「優秀講演賞
（学術）」を受賞しました。

Ye Teng博士研究員
日本化学会 第98春季年会 (2018)で「優秀講演賞（学術）」を受賞

高橋俊太郎FIBER講師が、「公益財団法人双葉電子記念財団　平成30年度自然科学
研究助成」に採択され、2018年7月6日に研究助成金贈呈式が行われました。

高橋俊太郎FIBER講師
双葉電子記念財団　自然科学研究助成に採択

Cover Gallery 
～最近表紙として採択された論文～

FIBERに関する新聞記事

日刊工業新聞2018年1月29日

甲南大学と Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences（ロシア科学アカデミー 
シベリア支部）は、相互友好協力の精神に基づき、
学術交流協定を 2018年12月3日（月）に締結
しました。共同研究を発展させ、副作用が少ない
核酸医薬の創薬などにつなげていきます。

甲南大学ーロシア科学アカデミーシベリア支部
学術交流協定を締結

神戸新聞2018年2月21日

講演タイトル：Nucleic Acids Chemistry beyond the 
atson-Crick Double Helix (37): The formation 
of RNA foci in repeat expansion disorders is 
promoted in molecular crowding conditions

研究テーマ：酸化ストレスによりがん化した細胞を治療する新規核酸医薬の創製

研究テーマ：高圧力を活用した核酸四重鎖リガンドの合理的創製

高橋俊太郎FIBER講師が、「公益財団法人泉科学技術振興財団　平成30年度　研究
助成」に採択されました。

高橋俊太郎FIBER講師
泉科学技術振興財団　研究助成に採択

建石講師、フロンティアサイエンス
学部川内准教授との共同研究

高橋講師、浦項工科大学校Kim教授、
スロベニア国立NMRセンター Plavec
教授との共同研究 S. Takahashi, K. T. Kim, P. Podbevšek, J. Plavec, B. H. Kim, 

and N. Sugimoto, Recovery of the formation and function of 
oxidized G-quadruplexes by a pyrene-modi�ed guanine-tract, 
                                    , 140, 17, 5774–5783 (2018).J. Am. Chem. Soc.

H. Tateishi-Karimata, K. Kawauchi, and 
N. Sugimoto, Destabilization of DNA 
G-quadruplexes by chemical environment 
changes during tumor progression 
facilitates transcription,                                    , 
140, 642-651 (2018).

J. Am. Chem. Soc.
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Kobe-Sannomiya
神戸三宮

Kobe-Sannomiya
神戸三宮

Osaka-Namba
大阪難波

JR「三ノ宮」駅、阪急・阪神「神戸

三宮」駅、神戸市営地下鉄「三宮」

駅よりポートライナーに乗り換

え、「京コンピュータ前」駅下車

し、徒歩3分。

日刊工業新聞2018年4月27日

本号担当編集　高橋 俊太郎

　個人的に、生命進化について思考することが多い最近です。日本ではあまりニュースになりませんでしたが、2018
年のノーベル化学賞は分子レベルの進化プロセスを人工的に改良する研究に取り組んだアメリカ・イギリスの研究者
に授与されました。ダーウィンの原理を試験管内に応用して、酵素などの機能を人工的に改変する実用的な技術開発
が評価されてのことです。ここでいうダーウィンの原理とは、ダーウィンの進化論を基にした遺伝子のランダムな突然
変異により生物が進化してきたという学説のことであり、すなわち“環境が生物を選んだ”というものです。恐らく誰
しもが耳にしたことのある有名な学説ですが、実際に何万年何億年の進化の過程を見て確かめることは不可能です。
確かめることができない学説を背景とした研究にノーベル賞が授与されるとは、やはり研究者はロマンチストでなけれ
ばいけません。さてダーウィン以前は、ラマルクが提唱した、生物は“そうありたい”という方向に進化していくと考
えられていました。環境から何かしらの形質を獲得してそれが子孫に伝わっていくという考えです。しかし形質は
DNAの情報で決定されるというセントラルドグマ概念によって、ラマルク説は否定されます。ところが、エピジェネティ
クスなどセントラルドグマが必ずしも成り立つわけではない例が見つかってきたことで、今は進化の主流の風向きが
徐々に変わってきた気がします。これはまさにFIBERが研究を進める環境による核酸の非標準構造の形成がセントラ
ルドグマを制御することにも当てはまります。環境により核酸は物質としては変わらないが、立体構造が変化すれば、
これまで獲得形質を引き起こす物質が見つからなかったことにもつじつまが合います。FIBERの研究によって、進化の
学説が“生物も環境を選ぶ”というように変わらないか、と想いを巡らしています。 運命は変えられるというのなら、
なんとロマンチックなことでしょう！
　甲南学園は今年で創立100周年を迎えます。そしてFIBER第Ⅱ期プロジェクトも後半に突入します。平成の次の時
代が始まろうとしている節目の時にFIBERから新しい風をいくつも生み出しいきたいと思います。

FIBER余話
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