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Masao Horiba Awards

堀場雅夫賞 アワードディレクター

株式会社 堀場製作所

代表取締役会長兼グループCEO

堀場雅夫賞について

ご挨拶

2021堀場雅夫賞実行委員長

株式会社 堀場製作所

代表取締役社長

堀場雅夫賞は、「分析・計測」技術を対象として、2003年に設立されました。物質の組成や性質を解明すること、

さまざまな現象の意味や影響を把握すること ― それはまさに科学の第一歩であり、科学技術や産業発展の  

ための基本的アプローチです。それらのさらなる探究や革新のため、分析・計測技術は必要不可欠なものです。

堀場製作所創業者・堀場雅夫の名前を冠した本賞が、分析・計測分野で活躍されている研究者の方々の

功績を、分析・計測の重要性とともに広く世に知らしめてくれることを願っています。

本日は、お忙しい中、2021堀場雅夫賞受賞記念セミナーならびに授賞式にご出席いただきありがとうござい    

ます。本年の堀場雅夫賞では、我々の健康を守るために欠かせない医薬品の革新、普及に寄与する基盤技術

として、「ライフサイエンス分野の分光分析・計測技術」をテーマとしました。昨年から猛威をふるうコロナウイルス

はじめとする感染症や、がんなどの生活習慣病に対する効果的なワクチンや治療薬の確立が求められて

います。このような社会的なニーズに対し、分析・計測の視点から独創的な研究開発に意欲的に取り組ん

でいる国内外の研究者、技術者から多くの応募をいただきました。本日、ご参加いただいた皆様それぞれの

お立場から、受賞者の研究に対する理解を深めていただくことが、受賞者の大きな励みとなり、さらには研究

発展の支援につながるものと確信しております。

本日の2021堀場雅夫賞受賞記念セミナー、授賞式の開催にあたり、ご協力をいただきました関係者の皆様

に感謝を申し上げますとともに、ご臨席およびオンライン配信をご視聴いただいた皆様の一層のご活躍とご

発展を祈念申し上げます。



式次第

　　　   2021年10月19日　火曜日　　 株式会社堀場テクノサービス　本社ビル　６F　テクノプラザ開催日 会場

■  受賞記念セミナー （１４：００～1５：２０）

1 ．  開会挨拶

 堀場雅夫賞実行委員長　足立 正之 　

2 ．受賞者講演

　【堀場雅夫賞】

大阪府立大学 大学院理学系研究科 物理科学専攻 教授 （兼務）研究推進機構 LAC-SYS研究所（RILACS） 所長

飯田 琢也 氏

受賞研究題目 「マイクロフロー光誘導加速による革新的バイオ計測技術の開発」

　【特別賞】

東京農工大学 工学部化学物理工学科　准教授

金 尚弘 氏

受賞研究題目 「分光データを利用した医薬品生産プロセスのリアルタイムモニタリングと制御」

演題 「エクソソーム診断と治療」

東京大学 先端科学技術研究センター 准教授

太田 禎生 氏

受賞研究題目 「AI駆動型の高速細胞形態ソーター群とその応用開発」

東海国立大学機構 名古屋大学 高等研究院・医学系研究科病態内科呼吸器内科 S-YLC特任助教

佐藤 和秀 氏

受賞研究題目 「近赤外光応答性細胞死誘導プローブの作用機構解明と治療効果計測基盤の構築」

3 ．特別講演

　　 東京医科大学　医学総合研究所　分子細胞治療研究部門　教授 

落谷 孝広 氏

■  授賞式 （１５：３０～１６：１０）

1 ．受賞者研究紹介

 2 ．贈呈式

・審査講評： ２０２１堀場雅夫賞審査委員長　

                岐阜薬科大学 先進製薬プロセス工学研究室  特任教授　竹内 洋文 氏

・贈呈式　プレゼンター： 堀場雅夫賞アワードディレクター　堀場 厚

・受賞者スピーチ

　

3 ．ご来賓祝辞 

■  情報交換会 （１６：２０～１７：２０）

4 ．閉会挨拶：
 

堀場雅夫賞アワードディレクター　堀場 厚

※新型コロナウイルス感染防止のため、情報交換会は食事を伴いません。
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「ライフサイエンス分野の分光分析・計測技術」

2021堀場雅夫賞 対象分野

堀場雅夫賞 受賞者

受賞研究題目

受賞研究紹介

飯田 琢也 氏  Dr. Takuya Iida

大阪府立大学 大学院理学系研究科

物理科学専攻 教授

（兼務）研究推進機構 

LAC-SYS研究所（RILACS） 所長

Professor, (Concurrent) Director of RILACS
Department of Physical Science, Graduate School of 
Science, Osaka Prefecture University
(Concurrent) Research Institute for Light-induced 
Acceleration System (RILACS)

マイクロフロー光誘導加速による革新的バイオ計測技術の開発
Development of innovative bio-measurement technology by micro-flow light-induced acceleration

堀場雅夫賞 受賞者

受賞研究題目

受賞研究紹介

太田 禎生 氏  Dr. Sadao Ota

東京大学 先端科学技術研究センター

准教授

Associate Professor
Research Center for Advanced Science and Technology,
The University of Tokyo

AI駆動型の高速細胞形態ソーター群とその応用開発

Development of ultrafast machine vision-activated cell sorters and its applications

医療や創薬・公衆衛生などの分野では、タンパク質や糖、疾患の原因となる物質や細菌など、生体由来試料の測定が不可欠である。

しかし、従来の測定で用いられていた手法は煩雑な操作が必要なことが多く、高度な技術や高価な測定装置、長い実験時間が必要になる

といった課題があった。飯田氏は、液体中の光応答性材料(基板、粒子)に光を照射すると周囲にあるタンパク質などの生体物質が集光部に

向かう現象を利用し流路内の狭小空間で測定対象を濃縮・反応加速して測定するマイクロフロー型の光誘導加速システム（LAC-SYS)を

開発した。これにより、従来法と比べて数十～数百倍高感度な測定が可能になり、極微量(fg※オーダー)のタンパク質をわずか数分間で

定量評価することに成功した。本技術は医療や食品など様々な分野での幅広い応用が期待される。医薬品開発におけるスクリーニングや

個別化医療における患者ごとの病態把握などが迅速・簡便にできるようになると考えられる。

※ fg：1gの1,000兆分の１

大量の細胞を、高精度かつリアルタイムに画像情報解析しながら分離できるセルソーター※1が長く望まれてきた。しかし顕微鏡を用いた細胞

分離は低速であり、既存フローサイトメトリー技術※2で得られる情報は光強度総量に限定されているため実現は難しかった。太田氏が開発した

ゴーストサイトメトリー法は、「人を介さない画像解析には画像は必ずしも必要ない」という逆転の発想に基づいている。マイクロ流路中の細胞

の動きを利用して細胞画像情報（信号）を得た上で、画像の再構成は行わずに直接AIで高速判別することで、高速・高精度な細胞の分離を

実現した。この研究成果は、希少細胞を用いた医療診断、細胞解析に基づく創薬スクリーニングなど、バイオ・細胞医療分野への幅広い

応用が期待されている。

(※1)　セルソーター：種々の細胞をそれぞれの特徴に基づき選択的に分取する装置。

(※2)　フローサイトメトリー技術：流体中を流れる細胞に光を当て、光散乱強度や蛍光強度を用いて分析する技術。
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Masao Horiba Awards

堀場雅夫賞 受賞者

受賞研究題目

受賞研究紹介

佐藤 和秀 氏 Dr. Kazuhide Sato

東海国立大学機構 名古屋大学 

高等研究院・医学系研究科病態内科

呼吸器内科

S-YLC特任助教

Designated Assistant Professor (selected-YLC program)
Institute for Advanced Research/ School of Medicine,
Tokai National Higher Education and Research System, 
Nagoya University

近赤外光応答性細胞死誘導プローブの作用機構解明と治療効果計測基盤の構築
Elucidation of the mechanism of near-infrared light-induced cell death and method establishment 
for measuring therapeutic effects

現在のがん治療に用いられている放射線療法や化学療法は正常な細胞にも大きな損傷を与え、副作用などによる患者の負担は非常に   

大きい。佐藤氏は近赤外光線免疫療法(NIR-PIT)と呼ばれる新しいがん治療法を研究している。本手法はがん細胞に結合する抗体に    

光(近赤外線)を照射すると反応する物質(プローブ)を付加したものを用いる。抗体を用いてがん細胞にプローブを運び、そこへ光を照射

するとプローブが反応してがん細胞を破壊するという患者の負担が少ない手法である。NIR-PITの作用機構は長らく不明であったが、

佐藤氏によってNIR-PITでがん細胞が破壊されるメカニズムが解明された。その成果から、今回用いたプローブの近赤外蛍光分光測定

により細胞の破壊を計測・定量・予測できることが分かった。これらの成果はがんの診断・治療の両面に大きく貢献するものである。これらの

成果を基に、本治療は世界に先駆けて日本で限定承認を受け、先進医療・保険診療として社会実装されている。

特別賞 受賞者

受賞研究題目

受賞研究紹介

金 尚弘 氏  Dr. Sanghong Kim

東京農工大学 

工学部化学物理工学科

准教授

Associate Professor
Department of Applied Physics and Chemical Engineering,
Tokyo University of Agriculture and Technology

分光データを利用した医薬品生産プロセスのリアルタイムモニタリングと制御

Real-time monitoring and control of pharmaceutical production processes using spectroscopic data

近年、医薬品生産の高効率化のための新技術開発が求められている。その一環として、バッチ生産※から連続生産へ転換するための技術

開発が進められているが、連続生産の実現には生産プロセス内の医薬品の情報をリアルタイムにモニタリングする技術が必要不可欠

である。しかし、医薬品の品質をリアルタイムに直接測定することは困難であることが多い。また、従来の近赤外スペクトルから医薬品の品質

を予測する手法には、予測精度が経時的に低下するなどの欠点があり、生産プロセスでの活用には課題があった。金氏は、近赤外スペクトル

から医薬品の品質を安定的かつ高精度に予測する手法の開発を目的に、データサイエンスの技術を活用した新たなデータ解析手法を開発

した。本手法を用いたリアルタイムな品質管理・制御を行うことで、コスト削減にとどまらず、環境負荷や事故リスクの低減も可能となり、医薬品

生産プロセスの効率化を実現することが期待される。

※各工程が独立し、一つの工程終了後に生産物をサンプリングして品質を確認し、次の工程に移行する生産方法。
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（敬称略、順不同） 

審査委員長 竹内 洋文 岐阜薬科大学 先進製薬プロセス工学研究室 特任教授

審査委員 伊吹 リン太 立命館大学 総合科学技術研究機構 客員教授

津本 浩平 東京大学大学院 工学系研究科バイオエンジニアリング専攻 教授

前川 真人 浜松医科大学 臨床検査医学講座 教授

Jürgen Popp Professor, Scientific Director,

Leibniz Institute of Photonic Technology (Leibniz IPHT)

内ヶ島 美岐子 株式会社堀場製作所 営業本部

ﾊﾞｲｵ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ(BLS)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 副プロジェクトマネジャー

野口 慎太郎 

社内審査委員

海外審査委員

株式会社 堀場製作所 営業本部

ﾊﾞｲｵ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ(BLS)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ BLS Solution Salesチーム チームリーダー

審査委員

■ 特別講演　「エクソソーム診断と治療」

落谷 孝広 氏
 

東京医科大学　

医学総合研究所　

分子細胞治療研究部門　

教授

疾患を早期に発見して、早期に治療介入する、これこそ先制医療の一つの基本であり、  

がんなどの疾患による死亡率を低減させ、増大する医療費を改善する方策である。その  

ためには新しいリキッドバイオプシーの構築と、未来型の医薬品創薬が必要である。 近年、

再生医療の分野を中心に、幹細胞などが分泌する細胞外小胞の一種であるエクソソーム

に注目が集まっている。このエクソソームは、例えば間葉系幹細胞の培養上澄中に含まれ

ており、再生医療分野での活用が望まれている。ただし、エクソソーム あるいはエクソソー

ム様の小胞を分泌するのはこうした幹細胞だけではなく、食品として扱われている、フルー

ツや植物、藻類（原生生物界）などにも広く存在し、それらのエクソソーム様小胞体は、    

やはり多くの生物学的な活性を有することが多く報告されつつある。これからの先制医療の

新体系の構築には、こうした哺乳類のエクソソームはもちろん、インターキングダムとしての

微生物、植物、海洋生物を含む多くの生物種のエクソソーム機能発掘の努力が必要となっ

てきた。またリキッドバイオプシーの成功のカギを握るのが新型デバイスの開発であり、   

本講演では、こうしたエクソソーム診断と治療の最前線の研究を紹介すると共に、工学   

技術がエクソソーム研究に果たすべき役割を考える。
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