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第 19 回⽇本蛋⽩質科学会年会 第 71 回⽇本細胞⽣物学会⼤会
合同年次⼤会（神⼾）若⼿賞の報告
2019 年 7 ⽉ 16 ⽇
⽇本蛋⽩質科学会の若⼿賞の表彰は、蛋⽩質科学にかかわる若⼿研究者を奨励する事を⽬的とし、
2008 年度からポスター賞と若⼿奨励賞の表彰をしています。書類選考により奨励賞を選び、その受
賞者の講演を審査することにより奨励賞優秀賞の受賞者を決定しています。
2019 年 6 ⽉ 24 ⽇〜6 ⽉ 26 ⽇に神⼾国際会議場／神⼾国際展⽰場（神⼾市）において開催された第
19 回⽇本蛋⽩質科学会年会 第 71 回⽇本細胞⽣物学会⼤会 合同年次⼤会（城 宜嗣 年会⻑）の受賞
者のお名前と授賞式の模様をお伝えします。

若⼿奨励賞優秀賞 3 名
2YSA-1 江原 晴彦（理化学研究所）
Structural basis of chromatin transcription by RNA polymerase II and elongation factors
2YSA-4 妹尾 暁暢（東京⼤学）
Structural insight into inhibition of homophilic dimerization mediated by cell adhesion protein Pcadherin utilizing a small molecule ligand
2YSA-5 鈴⽊ 雄太（京都⼤学）
Chemical Design of 2D Protein Self-assembly

若⼿奨励賞 6 名
2YSA-1 江原 晴彦（理化学研究所）
Structural basis of chromatin transcription by RNA polymerase II and elongation factors
2YSA-2 吉澤 拓也（⽴命館⼤学）
Nuclear import receptor blocks liquid-liquid phase separation of RNA binding protein
2YSA-3 ⽥村 康⼀（理化学研究所）
Atomistically Deciphering Alternating Access Mechanism of the Mitochondrial ADP/ATP Carrier
with Molecular Simulations
2YSA-4 妹尾 暁暢（東京⼤学）
Structural insight into inhibition of homophilic dimerization mediated by cell adhesion protein Pcadherin utilizing a small molecule ligand
2YSA-5 鈴⽊ 雄太（京都⼤学）
Chemical Design of 2D Protein Self-assembly
2YSA-6 寺坂 尚紘（東京⼤学）
Directed evolution of non-viral protein cages to package their own mRNA
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若⼿奨励賞には本年は 24 名の応募者があり、事前の書⾯審査により 6 名が受賞者として選考されま
した。奨励賞受賞者の皆さんには、⼤会 2 ⽇⽬（6 ⽉ 25 ⽇）の午前中に開催された若⼿奨励賞シン
ポジウムにおいて、16 分の招待講演を英語で⾏っていただき、厳正な会場審査が⾏われました。そ
の後、会⻑を審査委員⻑とする審査委員会において、3 名の優秀賞受賞者を決定いたしました。
若⼿奨励賞の発表および表彰式は、年会 2 ⽇⽬の懇親会会場にて⾏われました。多くの懇親会参加者
が⾒守る中、上記の 3 名の若⼿奨励賞優秀賞受賞者が発表され、会⻑から表彰状が授与されました。
若⼿奨励賞優秀賞受賞者には、副賞として記念楯と来年の Protein Society に参加するための渡航費が
贈られる予定です。

若⼿奨励賞受賞者（右から 2 ⼈⽬：城 年会⻑、右から 5 ⼈⽬：三⽊ 会⻑、
⻘⾊カバー付き賞状をもつ優秀賞受賞者）

ポスター賞 12 名
若⼿奨励賞の表彰に先⽴ち、ポスター賞受賞者の発表が⾏われました（ポスター番号順）
。
1P-006
1P-068
1P-134
1P-147
1P-191
2P-005
2P-014

⽯坂 優⼈
廣⽥ 梨絵⼦
平⼭ 千尋
Elza F Sofia
⾦⽥ ⽣穂
杉⼭ 葵
塩澤 亜希

（北海道⼤学）
（東京⼤学）
（東北⼤学）
（東北⼤学）
（東京⼤学）
（北海道⼤学）
（横浜市⽴⼤学）
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2P-109
2P-111
2P-116
2P-137
2P-188

⼩林
坂本
三輪
⼤岡
唐澤

和弘
眞伍
つくみ
紘治
昌之

（東京⼤学）
（東京⼤学）
（東京⼯業⼤学）
（東京⼤学）
（名古屋⼤学）

学⽣会員を対象とするポスター賞には 143 名の応募がありました。応募者全員による 1 分間のフラ
ッシュトークと、ポスター会場での発表の双⽅を基に、審査委員による厳正な採点が⾏われ、各分野
から上記 12 名の受賞者を決定しました。受賞者の皆さんには、表彰状が授与されました。

ポスター賞受賞者と城 年会⻑（左から 7 ⼈⽬）
、三⽊ 会⻑（右から 7 ⼈⽬）
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