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平成 25年度 学術研究助成金〔総合研究〕実績報告書

平成 2 6年 4丹

氏 名 玉日し 充

日本大学学長殻

所属・資格 商学部・教授

下記のとおり報告いたします。

1 研究課題

ライフイノベーションを実現する経営革新モデルに関する学際的研究

2 研究組織

氏 名

O研究代表者名

児玉 充

所属部科校・資格 役割分担

研究全般の総括、データ収集、分析、論文・書籍執筆
商学部教授

0研究分担者

高 橋 淑郎 商学部教授

根 東 義明 医 学 部 教 授

白神 誠 薬 学 部 教 授

青 木 武典 商学部准教授

錦 慕和 商学部准教授

合計 6名

介護、高齢者対策のための経営茶新モデル調資研究、論文・苓舎作成

高度医療のための経営革新モデル調査研究、論文・幸手会作成

高度医療のための経営革新モデル調査研究、論文・苓こt!?作成

介護、高齢著作f策のための経営革新モテル調査研究、論文・箸主主作成

介護、高齢者対策のための経営革新モデル調査研究、論文・著書作成

3 本研究に関連して外部資金への申請状況，獲得状況

平成 27年度科研費基盤(A)または(B)に本研究テーマを拡大し申請予定である。

*本研究に一部関連した内容で以下の科研費が採択済

-挑戦的萌芽研究(児玉 充) i映像コミュニケーションによるナレッジマネジメントに関する研究j

(平成 25年度~平成 27年度)

-基盤研究(B)(権外学術調査) (高嬬淑郎)i地域社会における持続可能な病院経営に帯与する SBSCに関す

る実証研究J(平成 25年度~平成 28年度)

-挑戦的萌芽研究(高橋淑郎) il2f療 BSCの利用領域拡大と応用のイノベーションに関する盟際比較研究

に関する研究J(平成 25年度~平成 27年度)

※ f6 研究結果Jについて，ホームページ等での公開@・否) いずれかをO咽んでください。

否の場合iま，理由香を添付して下さい。
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|部科校名:問 |氏名:児玉充

4 研究目的

近年、ICTを含めた異なる技術の融合による新たな技術開発や荷品開発さらには異なる産業を横断した新た

なノレーノレに基づくどジネスモデルやイノベーションが実現している。この背景には fコンパージェンス(融

合)Jという経済的かっ社会的現象が背景として存在し、従来の企業問・産業間競争をよりーj脅複雑なもの

としている。 rコンパージェンスj は顧客を含めた企業開での戦略提携や蹴Aなどを急速に加速し、既存の

企業境界を大きく変化させうるトリガーとなっている。そこでは単なる異業種間競争というビジネス軸を越

えた「異業種間連携Jによる「オープンイノベーションJが企業戦略の f経営革新モデノレJとして益々重要

となりつつある。例えば、 ICT産業と医療・介護・保健・医薬品産業との融合は、遠隔医療Ctelemedicine)、

遠隔介護、遠嬬健康管理 Ctele-healthcare)、医療情報管理、新薬分散型開発、薬物医療情報支援といった

新たなビジネスプロセスやビジネスモデルという「ヘルスサポートイノベーションj を生み出しつつある。

つまり業界・産業内での企業賭競争や異業種間競争を重視した戦略から顧客を含めた様々な産業(企業)と

の「オープンイノベーションj への転換が現代企業にとって急務であることを意味している。

伊jえば、病院など医療機関においては、「経営Jをし、かにマネジメントするかが関われており、質の高い医

療サーピス実現に向けた経営改革や業務改善を推進していくだけでなく、将来にわたる継続的な学習と成長

(イノベーション)が重要となってくる。このためには病院内の個人や組織が有するノウハウやスキルといっ

た知識の共有・活用だけでなく、病院間など他の医療機関との関係、監療機器・医薬品メーカさらにはおT

企業との「オープンイノベーションJによる知識経営活動(ナレッジマネジメント)が益々重要となりつつあ

る。なぜならこのような fオープンイノベーションj による「経営革新モデルj の構築は、新たな医療方法

の開発や各環涯療支援の高度化を促進し、医疲の質や顧客サービスの向上につながるからである。一方、こ

のような自組織における学習と成長は、 BSCCバランススコアカード)における財務的視点、顧客の視点、およ

び業務プロセスの視点における戦略目標やターゲットを達成するために企業の学習能力や経営革新力という

将来の成長に向けた「ヘルスサポートイノベーションj 実現のための重要な要素ともなる。

しかしこのような「オープンイノベーションj に対応したミクロな戦略プロセスや組織メカニズムという

f経営革新モデノレjは学術研究極で殆ど明らかとなっていない。「企業はステークホルダーである顧客を含め

たヘルスサポートイノベーションをし、かにして実現していくのか?J、「へノレスサポートイノベーションを実

現するようなビジネス・エコシステムはいかなるものか?J、など、多くのグローパノレ企業(医療・介護・福

祉・医薬品産業.ICT産業なのに与えられた実践的課題は数多い。本研究は「コンパージェンスJに対応し

た「オープンイノベーションj の成功(あるいは失敗)の背景に存在する企業経営のダイナミックプロセス

に関して、企業境界、企業間提携(あるいは組織間連携)、戦略形成、組織構造、組織能力、組織文化、リー

ダーシップ、 BSCCバランススコアーカード)という 8つの経営要素から理論的かっ実証的研究を行うもので

ある。

5 研究概要

本研究は2年計画とし、日本を含む ICT産業および医療・福祉・保健分野における「ヘノレスサポート・エ

コシステムとオープンイノベーションj に関する質的・量的方法論による事例研究および組織問比較分析な

らびに国際間比較分析を含めた理論的・実証的研究である。平成 25年度は文献レビューと新たな命題・仮

説の導出に取り組b。主に 5つの研究ストリーム(1コンパージェンスJ、「オープンイノベーションJ、fエコ

システムj、f遠縞医療j、「援療靖報Jに関わる先行研究)からの分析とこれらの関連性について考察する。「コ

ンパージェンスJの進化が医療産業を中心とした「オープンイノベーション」を加速し、新たな「エコシス

テム」の創造という理論的命題・仮説の精徴化による新たなオリジナノレな理論化を試みる。

問時に、グローパノレ扱D戦絡を推進する ICT企業 (NTT、NTTドコモ、 NTTデー夕、 KDDI、富士通、 IBM、マ

イクロソフト、 Apple、Googleなど 15社種度)および大学病読など霞療機関 (10施設程度)を取り上げ、こ

れら企業・施設へのインタビューを集中的に行う。そして導出された命題・仮説など理論的フレームワーク

の精轍化と事例研究に取り組む。さらに、理論の精般化を図るため、さらなるインタビューと同時にアンケ

ート謂査を実施し実証研究を深める。平成26年度は研究全般の考察と新たなインプリケーションを導出す

る。また問時に海外での発表に向けての学術論文および学術書の執筆とそのための補足調査を行うと同時に

国際学会でも発表することで研究成果の普及を鴎る。
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[部科校名:問 |氏名:児玉充

6 研究結果 (4，000字以上記入してください。)

日25年初頭に本研究のアイデアの母体となった著書を研究代表者が海外で出版した。その後、各研究者が

H25年度内にて国内外のフィールド調査によりビジネス及び医療・福祉・保健分野における本研究テーマに

関わる多様なデータを収集した。そしてこれら質的・量的データを基に各種データの分析・考察を行い、理

論的フレームワークの精撤化と実証研究を推進した。特にコンパージェンスによるイノベーションプロセス

や組織能力に関して新たなデータと知見が得られた。さらにこの作業と並行して、閣内での編著と 1本の間

際ジャーナノレペーパーを出蔵した。さらに本研究テーマに関わる理論的知見ならびに質的・量的分析からの

実証的結果(全てではないが)を取りまとめ、 2冊の海外での学術書の出版に向けての検討を行った。この

結果、海外での 2社の学術出版社(PeterLangおよび Routledge)にて出版が決定した。

1.本研究計画書のアイデアの母体となった研究成果の一部を先行して権外で学術書を出版した。

Kodarna， Mitsuru rCompθting through 1CTぬpability -1nnovation in 1mag，θCαmmu，刀icationj

Palgrave Macrnillan， 296pages， ]anuary， 2013年.(Book Proposalの段階で査読あり)

2.本研究内容の実証研究の一部として、以下の学術書を国内で出版した。

堺常雄・高檎淑郎繭著『持政産gのイノベーショシj高橋担当 ;2章・ 5主主.7章， 2013年、建出社

病院経営の新たなパラダイムであるオープンイノベーションやコンパージェンスなど変化に対応する

戦略のあり方を多角的に検討した。

3. 本訴究内容の実証研究の一部として、以下の学術論文が関際レフェリージャーナノレに掲載された。

KQcI~ll1é1，___l.lit~lI:rll. "Managing knowledge through video-based cornrnunitiesぺ必70wlθdf[，θand又rocθss

Manag.θ'Dlent 20 (4)， 256-276， Wiley. (査読あり)

企業や陸療機関におけるおTツールの活用形盤について、組織能力の視点から分析・考察した。

4. Winning Through Boundaries 1nnovation Communities of Boundaries Generate Convergence 時註金主主

h虫盟) (Book Proposalの段階で査読あり) (出版契約を締結:執筆中) Peter Lang， UK. 2014/12 (出

版予定)

[本書の概要]

本書は企業におけるイノベーションプロセス (incrernentalinnovationや radicalinnovation) を中心

とした strategicrnanagementに関する活動に対して、企業が持続的にコンパージェンスによる boundaries

innovationを創出していくための rboundariesknowledgeとconvergenceknowledgeの創造jに関して、

戦路と組織に関するコンテキストをミクロな視点から論じるものである。現在、多くの企業(組織)にとっ

て永続的な競争優位の源泉として、最も重要な要素は「知識jである。新たな rboundariesknowledge and 

convergence knowledgejを継続的に創造していくダイナミックなイノベーション活動とこのための

organizational capabilityの基礎となるのが、企業内外の細入、集団、組織が実践する rknowledge

convergence processj にある。

現実のピジネス活動では、 rCornrnunitiesof Boundariesj としての様々な形態であるプロジェクトチ

ームや混成チームが存在する。例えば、公式あるいは非公式チーム、継続的あるいは臨時的チーム、社内

でオーソライズされたあるいは自発的なチーム、各マネジメント階層を横断したチーム(ワーキング、グル

ープ、タスクフォースなど)、さらには企業聞や特定顧客を含めた自に見えない様々な rCornrnunitiesof 

BoundariesJが存在する。本書ではこれら rComrnunities of BoundariesJのダイナミックな形成メカニズ

ムと knowledgeconvergence processによる boundariesinnovationの発生プロセスを、ミクロな戦略と

組織という観点から新たな知見を提示するものである。
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[部科校名:商学部 l氏名:児玉充

研究結果(つづき)

5. Col1aboratIve Innovation: Developing Health Support Ecosystems(Editor:研究代表者:Contributers 

研究代表者および共詞研究者全員他) (Book Proposalの段階で査読あり) (出版契約を締結:執筆中)

Routledge， UK. 2015/08 (出版予定)

[本書の概要]

近年、異なる技術やサービスの融合や異なる産業を横断した商品開発やビジネスモデルという「コンパ

ージェンスj に対応したビジネス戦略の必要性が高まっている。「コンパージェンスJという環境変化に適

応(あるいは自らが創造)するための戦略は、組織内外及び企業内外を横断したfcollaborativeinnovationJ 

による多様な知識の統合にある。例えばGoogleや Appleなどの新たな eビジネスやコンテンツ産業の創出

は、多機なプレイヤーによる fcollaborativeinnovationJによる結実でもある。さらに、 ICT分野と医療・

介護・保健分野における各種「コンパージェンスJの分析事例は、新たな遠|塙医療システム、医疲情報シ

ステム、地域医棟コミュニティなどを創造し、従来にはない新たな「ヘルスサポートエコシステムj とい

うイノベーションを生み出している。

本書は「コンパージェンスj に対応した fcollaborativeinnovationJの成功の背景に存在する組織や

企業における経営のダイナミックプロセスに関して、 (1)企業境界(組織境界)、 (2)企業開提携(組織関連

携)、 (3)戦略形成、 (4)組織構造、 (5)組織能力、 (6)組織文化、 (7)リーダーシップ、 (8)BSC (バランスス

コアーカード)というはつの経営要素j から理論的かつ実証的研究を行うものである。

そして本書では fコンパージェンスJの発生メカニズムの解明と、これに対応した企業のらollaborative

innovationJがし、かなるプロセスから生み出されるかを、これら 8つの経営的視点から理論的かつ実証的

に明らかにする。本書ではこれまでの Business& Management， Innovation & Technology Management， 

Information Systems & Management、医療情報学などにおける先行研究を踏まえ、特に fDynamicCapabili ty 

TheoryJ (e. g.， Teece， 2009)や fKnowledgeCreation TheoryJ (e.g.， Nonaka， et.al， 2008)の視点か

ら、企業(組織)が持続的な競争力を維持していくには、企業(組織)内外に分散したコアとなる資源(知

識)を感知、把握、再配置(統合)することが重要であることを実証していく。本書の学術的な特急・独

創的な点は、 「コンパージェンスj に対応した fcollaborativeinnovationJを実現するための resource

integration Cknowledge integration) に関わる成功要件やイノベーションプロセスの理論的かっ実証的

内容にある。

さらに、本書では主に医療・福祉・保鍵産業と ICT産業における fcollaborativeinnovationJによる

f ヘルスサポートイノベーション」促進のための fmanagementInnovation ModelJの理論的フレームワー

クに関して、グローパノレな qualitativeand quantitative methodにより、理論的・実証的に明らかにす

るものである。本書では、 In-depthcase studiesとして、欧米および臼本における大学病院など医療機関

やグローパル地D戦略を推進するハイテク &ICT企業を取り上げる。そして、複数の in-depthcase studies 

による empiricalevidenceから「コンパージェンスj の発生メカニズムの解明と、これに対応した組織や

企業の fcollaborativeinnovationJのプロセス解明と fmanagementinnovation modelJに関して、前述

の8つの経営的視点から理論的かっ実証的に明らかにする。

さらに本書では産業界に対して有益な実践的インプリケーションを提供する。特に、医療・福祉・保健

分野における「ヘルスサポート・エコシステムj の策定と構築を呂指す菌・地域・企業・組織に対して、

最適かつ的確な実践的ガイドラインを提示する。最後に本書の結論と将来に向けた幾つかの研究課題につ

いて述べる。

注:必要に応じて，このページをご使用ください。



{別紙様式総合 ア}
課題番号

総 13-006
継続

総 12-008

平成25年疫 学術研究助成金〔総合研究〕実績報告書

平成 26 年 4 月 16 f] 

氏 名 佐藤秀人

日本大学学長

所属・資格 短期大学部・准教授

下記のとおり報告いたします。

1 研究課題

沿岸漂着プラスチックから発生する化学物質汚染の実態調査と再資掠化投手11に関する排究

2 研究組織

!短期坤/問 |沿岸調査/回収システム開発/再資源{化システム開発

0研究分担者

岡部 顕 史 理工学部/准教段 10岸調査/臣l~又装置製作/再資源化装置製作

登)11 理工学部/教授 沿岸調査/国子分析/漂着プラスチックの定量化

山本和清 理工学部/専任講師 沿岸調査/国子分析/回収システム開発

山本 守 和 芸術学部/准教授 マッピングシステム開発/データベース開発

小 泉公志郎 理工学部/専任講師 沿岸調査/化学分析/再資源化システム開発

3 本研究に関連して外部資金への申請状況， ~笠得状況

0 佐藤秀人

平成 26年度 (2014年度)科研費 基盤緋究 (A) (一般)

「合成高分子由来の化学物質による沿岸環境汚染の実態調査と汚染除去方法の検討j 一否一

※ f6 研究結果Jについて，ホームペ…ジ等での公開{可 J否) いずれかをOで臨んでください。

否の場合!ま~製自警察を添付して下さい。 一



[実績報告書総合フ-2] 

|部科校名:短日部 !氏名:佐藤秀人

4 研究目的

我が国の沿岸に漂着する海ごみは毎年 II'" 15万トンに上っており，その約 70拡がプラスチックである。

一般にプラスチックは化学的に安定であり，自然環境温度では分解しないと考えられてきた。しかし，申請

者らの調査によれば，漂着現場では嵐や波などの機械的作用により 1mm以下の綿粒に披砕され，さらに現

地の砂や沿岸海水からは，スチレンモノマー， ノニフェノール， ピスフェノーノレ A，フタノレ酸エステノレなど

の毒性が懸念されるプラスチック由来の化学物質が検出されている。

プラスチック由来の化学物質による沿岸域汚染を除去・削減するためには，沿岸に漂着したプラスチック

が化学物質を発生する前に回収することが有効であり，同時にそれを資源として再利用するための検討が必

要であると考えられる。そこで，本研究では平成 24"'25年度の 2年間にわたって，以下の 3つの課題を研

究目的として掲げ上記問題の解決をはかる。

1)治岸に漂着する海ごみプラスチックの実態調査:日本の本土(北権道，本州，四国，九州)および離島沿

岸でのフィールド調査を実施し，漂着量とプラスチックの組成，劣化状態などを明らかにする。さらに，

GISとデータベースを利用して漂着プラスチックの実態を解明し，その影響悶子を分析する。

2)治岸域での発砲スチレンに由来する化学物質による持染調査:沿岸漂着プラスチックのなかで最も漂着;量

の多い発泡スチレンにターゲットを絞り，スチレンから分解発生する化学物質による汚染状態を明らかに

し，その発生メカニズム，拡散過程を検討する。

3)沿岸漂着プラスチックの再資源化技術の開発のための基礎データの収集:プラスチックの再資源化に関し

て，漂着プラスチックの効果的な回収方法と再資源化処理に必要な技術的手法を検討する。そして，漂着

プラスチックの回収装霞および再資源化装置(油化装置)を試作し，回収効率，稼働特性などの基礎デー

タを収集し，実用化に向けた検討を行う。

5 研究機要

本研究は平成 24年度から 25年度の 2カ年で行った。各年度の研究課題と実績は以下である。

[平成 24年度]

1)フィールド調査およびGC/MS化学分析 (8地区， 68地点)

2)データベースと GISを用いた汚染状況の検討(システム開発を含む)

3)沿岸漂着プラスチックの現地問収システムの検討

4)再資源化装置開発のための資料収集とシステムの検討

5)京市南 (WorldWide Web)による研究内容の発信

6)国内外での論文発表(閣内:12件， 国外:1件)

7)研究セミナーの開催

〔平成 25年度]

1)フィーノレド調査およびGC/MS化学分析 (8地s，65地点)

2)データベースと GISを用いた汚染状況の把握

3)漂着ごみ集積状況の検討方法の開発

4)沿岸漂着プラスチックの現地問坂装置の検討と試作

5)再資源化装置の開発のための装置試作と基礎データ収集

6) WV¥川T(World Wide Web)による研究内容の発信

7)国内外での論文発表(圏内:17件， 国外 :4件)

8)シンポジウムの開催

9)外部資金への応募(文部科学省(科研費)基盤研究(A) (一般)) 
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6 研究結果 (4，000字以上記入してくださし、。)

1. フィーノレド調査と GC/MS化学分析

平成 24'"'"'25年度の 2か年にわたり，関 1に示す日本の本土沿岸および離島沿岸の 133地点(本土 76，

離島 57地点)のフィールド調査を実砲し，各地の海洋ごみの漂着状況を観測するとともに，海浜砂およ

び沿岸権水のサンプリングを実施した。化学分析サンブツレ数は，海浜砂 525体，沿岸梅水 209体であっ

た。また，平成 24年度には，東京大学大気海洋研究所と海洋開発耕究機購が共同運営する，研究航海プ

ログラムに採択され，西部太平洋での海洋水サンプリングを実施した。

1)フィールド調査

①太平洋中i玄(千葉県房総半島:H24.5.19"'-'20， H25.6.1<1，愛知~三重~和歌山:H24.10.26'"'-'27， 

H25.7.20'"'-'21) ，船嬬三番瀬:H24.5'"'-' H26.3， 1 I国/月で実施)

千葉県舘山市の平砂浦および近郊沿岸では，計 11地点の現地調査とサンプザングを実施した。平砂

j甫j毎岸は，車でのアクセス路がなく，一般の利用者品は少ない海岸であるが，南西から流れる黒潮と編西

風の影響を受け，大きな流木，海藻類などが多く漂着していた。また，プラスチックをはじめとする人

工物も多く，自動車のタイヤ，金属缶，ガラス瓶，漁具(ロープ，浮き)，ベットボトル，洗剤容器，

ゴム類，発泡スチレン製品など多様なごみが漂着していた。相浜海岸は，夏季は海水浴場として利用し

ているが，調査時 (H25.6)は閉鎖され，漂著するごみも閤i反されずに多くのごみが集積していた。流

木，海藻， {然、具(ロープ，浮き)，ベットボトル，小さく破砕されたプラスチック(原材料不明)が多

かった。館山市北条海岸，南房総市千倉海岸は，海水浴場として利用されているが，ごみ量は少なく，

満潮線上に細かな流木と海藻が散見される程度であった。

船橋市三番瀬は，東日本大震災後の閉鎖期間を除き，計 22屈の調査を実施した。 海浜部は来場者が

投機するとポリ袋，ベットボトノレ，空き缶が多いが，海浜端部には大量の流木とプラスチック(発治ス

チレン製食品トレイ，ベットボトノレ，ロープなど)が大量に蓄積していた(写真針。

愛知~三重調査では，愛知県内 4地点および三重県内 4地点で調査を実施した。豊橋市高塚海岸は遠

州灘に函し，逮浅の直線的な砂浜が続く地点である。大きな漂著ごみは少ないが，Y荷潮線沿いに細かい

木片と微細化プラスチックが集積しているごみだまりが多く存在していた(写真 1)。三河湾内の白谷海

岸(豊橋市)では，波も比較的穏やかな地底であるが，大量の漂着ごみ(木材，食品トレイ，ベットボ

トル，破砕小片，あなごかごなど)が存在した(写真 2)。紀伊半島の熊野灘は非常に海流が強く玉石に

よって養浜されているが，ごみはほとんどなく，きれいな状態であった。

@太平洋北区調査(H24.10.11'"'-'12) 

岩手~宮城の太平洋北地区の 4地点の現地調査と分析資料サンプリングを実施した。太平洋北区では

震災の影響が残っており，海岸を震災がれきの集積場として使用している場所も多かった。大谷権岸

図 l沿岸および離島のフィーノレド調査 写真 1千葉県・三番瀬海浜公悶
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研究結果(つづき)

(宮城県本吉町)では戸建て住宅のものと思われる柱・梁材(木材)とともに，プラスチックバケツ，

ウレタンチューブ，発泡スチレンコンテナ，治、具(網，浮き)などが集積されていた。松島湾内の壊が

沢海岸は，細長い湾奥部に位置しているが，流木，海藻，金属缶，ガラス，プラスチック製品とその破

砕片などが大量に漂着し，蔚敗臭もしていた。

③北海道北区および北海道南区(H25.9.7~11)

長万部~斜里の北海道南区 6地点と紋別~岩内の北海道北区 5地点の調査を実施した。苫小牧で、はフ

ロートや網などの大型の漁具，スチレントレイ，あなごかご，ペットボトルなど非常に多くのごみが漂

着しており，韓国製ラベルが貼られたものも複数確認された。襟裳では，スチレン類，ベットボトル，

空き缶が多く漂着していたが大型のものは見当たらなかった。知床半島西側の斜患では，漂着ごみは比

較的少なく，ベットボトノレ，治、其網が散見される程度であった。

オホーツク海に面した紋J:lIJは，比較的きれいで，スチレンコンテナの破砕片，ベットボトノレが数個確

認されたのみであった。宗谷湾および積丹半島西側!の寿郡町海岸では，満潮練に治って漂着した海藻ヰl

や後浜のブッシコ命中に，多くのプラスチック破砕小片， レジンベレットが確認された。

9 日本海北区および日本海西区 (H24.7. 1O~13 ， H24.11.5"-'8， H25.1l.14) 

日本海北区では，秋田~富山の 7地点で調査を実施した。秋田県能代海岸では， ，日海水浴場で、あった

が，現在は閉鎖中である。大きな流木やタイヤ，ステンレス容器などが散乱している状態であった。新

潟県鳥見海岸では，専用車両による海岸漂着ごみの回収作業をしていたが(写真 2)，ヒアリングによる

と，装備されているコンベア式やパケット式回収装置は不具合が多く，手作業によって作業していると

のことで、あった。

日本海西地区は，島根~福井の 13地点で調査を実施した。島根県~鳥取県の梅岸では，漂着物のラ

ベルなどから韓国・中国(台湾)から漂著したと思われるものが多く，薬品ボトル(プラスチック，ガ

ラス)もあった。ただし，比較的頻繁に清掃をしていると，臣、われ，大きなものは少なく，流木小片とプ

ラスチック破砕片が多かった。

⑤瀬戸内海区，太平洋南区，九州西区(H25.7.20"-'22，HH25.7.21， H25.10.17"-'18) 

瀬戸内海区は，淡路島~広島~松山の 11地点、で調査を実施した。瀬戸内海沿岸では，フロート，漁

網などの漁具，スチレンコンテナ，ベットボトルなど，他の地区で多くみられるごみに加え， PE袋，

ガラス瓶，空き缶，食品トレイ，ライターなどの生活ごみが多く確認された。

太平洋南区は，和歌山県 4地点および鹿児島~宮崎の 3地点を調査した。女のj甫海岸(和歌山県有田

市)，煙樹ケ浜(和歌山県美浜町)では，満潮線に沿って流木小片とともにプラスチック破砕片，食品ト

レイ，ストローなどが集積しており，レジンベレットも多数確認された。鹿児島~宮崎の東海岸では，

比較的きれいな海岸で、あったが，志布志湾内の益丸海岸では，満潮線沿いに流木小片が集積し，その中

に大量のプラスチック破砕片(スチレン，ウレタン含む)が確認された。

九州西区は鹿児島県南部と東シナ海沿岸の 3地点を調査した。鹿兜島湾内の浜田海岸，薩車半島西棋.IJ

の吹上浜，西方海岸は，比較的きれいであり，満潮線上に流木小片がわずかに散見される程度で、あった。

写真 2豊矯市・高塚海岸(遠州、!灘) 写真 3苫小牧・真砂町海岸 写真 4対馬・クジカ浜
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研究結果(つづき)

⑤ 対馬 (H24.8.7'"'-'11， H25.11.5'"'-'8) 

対馬は対j鳴海流の日本海への流入口にあたり，漂着ごみが多く問題になっている島である。対馬は，

H24とH25の 2回にわたって計 13地点の現地とサンプリングを実施した。また，対馬市役所環境保全

課を訪ね，島内での海ゴミの状況，回収作業および再資源化への取り組みなどについてヒアリングを行

い，島内に設置されている発泡スチレン資源化プラントを視察した。 漂着ごみ量は，島内全般に多い

が，とくにアクセス路のない海岸の後浜部に，フロート，漁網，コンテナ，ベットボトル，ポリエ

チレン製タンク，ガラス瓶など，大量の漂着ごみが集積しており(写真 3:対馬・小茂田)，対馬海

流の日本権への入り口に位置することから，中国，韓国などのアジア閣からの漂着=物も多く確認、さ

れた。

⑦沖縄地区 (H24.11.25"-'30)

沖縄本島 8地点，石垣島 6j也点，西表島 8地点の計 22j視点の現地調査とサンプリングを実摘した。

石垣・西表は，人口は少ないが，黒潮iの流路上にあり，近海では漁業も盛んである。このためか，沿岸

の漂着ご

大半を占めていた。

③ f華子・島 (H25.3.12"-' 15) および八丈島 (H25.3.12~15)

種子島と八丈島は黒潮の流路上にあり，島内の人口が少ないことから，漂着するごみのほとんどは外

洋から流れ着くものが多いと考えられる。韻子島では 4地点で調査を実施したが，調査時は風が強く前

換にはフロート，コンテナなどの軽く大きなものは少なく，漁網や砂中に破砕したプラスチック小片が

自立った。しかし，後浜の抵木替や鳳裏となる部分にスチレンコンテナ，ベットボトル，フロートなど

が大量に集讃している場所もあった。

{夕立諸島八丈島は， 7地点の現地調査とサンプリングを実施した。八丈島は，火山島で、あり，砂浜は

少ないが，黒潮の流路(大蛇行時)上に位置する。沿岸の漂着ごみは比較的少ないが，網，ロープ，浮

きなどの漁具とベットボトノレが多かった。

⑬隠岐諸島 (H25.3.12------15)

隠岐諸島は，西ノ島 4地点，隠i岐の島 7地点で調査とサンプリングを実施した。隠岐諸島は火山島で、

海岸線の多くは躍となっており，陸路からアクセスできる海岸は，湾奥部に位置している地点が多かっ

た。西ノ島の耳捕は，耳滞湾の最奥部に位援しており ，j，段、網，フロート，ロープなどの漁具やスチレン

コンテナ，ベットボトルなどが大量に集積していた。隠岐島の重楢湾内の福浦海岸でも同様に，持、具の

ほかウレタンチューブ，ポリタンク，ガラス瓶，アルミ缶なども大量に漂着していた。

⑫西部太平洋で、の権洋水汚染調査 (H24.7.6""'-'8.14)

東京大学大気梅洋研究所が管理する白瓶丸 KH-12桶 3次航海に参加し，西部太平洋 19か所での表層水

サンブジングならびに 10か所での深層海水サンプリング(計弱体)を実擁した。水深 5000m超の深

層海水中のフ。ラスチック由来化学物質の分析は，世界でも初めてのことであり，非常に貴重な分析資料

を得ることができた。

2) GC瓜自分析

GC/IVI8分析は， 13本大学薬学部の分析センターおよび理工学部船橋校舎一般化学実験室で実殖した。

分析ターゲットは，発泡スチレンから分解発生する三量体までのスチレンオリゴ、マー (80:スチレンモ

ノマー (8M)，スチレンダイマー (8D)，スチレントリマー (8T)の総量)である。海水は，原{立援に

て有機溶媒抽出したサンプノレに対して，実験室で減庇蒸留後に残差を諮媒に再溶解して分析試料とした。

海浜砂は，現地で諜取したサンプノレを，減[f乾燥の後lこ溶媒抽出して分析試料とした。

図 2"-'3に，本土沿岸のスチレンオリゴマーの定量値の平均{庄を示す。ただし，このデータは本研究

課題で得たデータ (H24"-'25)にこれまで蓄積したデータを加えて，地区ごとに平均化したものである。

海浜砂サンプルでは，太平洋南庄，瀬戸内海i玄，九州西区の日本列島の西側が 50011glkg以上の大きな
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研究結果(つづき)

{症を示した。沿岸海水で、は，日本海北gおよび西区の日本海側全体，太平洋北区，瀬戸内海草で 811g/L

以上の値を示した。海浜砂と沿岸海水の平均値は，それぞれ，およそ 30011glkg，511g/L程度であった。

なお，これらの研究成果は，環境ホノレモン学会第 15回研究発表会(豆24.12.18開 19)，衛生薬学・環境

トキコロジー (H24.10.24岨 25)， 7th European Conference on Pesticides & Related Organic 

Micropollutants in the Environment (H24.11.7・10)， 日本化学会第 93春季年会 (H25.3.22)，第 23

田沿岸域学会 (H25.7.20・21)，The 23rd International Ocean and Polar Engineering Conference 

(H25.6.30ヴ.5)および理工学部学術講演会などで、研究発表を行った。
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図 2海浜砂中のスチレンオリゴマー量(平均値) 図 3沿岸海水中のスチレンオリゴ、マー量(平均値)

2.データベースシステムおよびフィーノレド調査支援システムの開発

本研究では，多数の現地調査と GC/M8分析を行うが，これらのデータ管理で重要なことは，欠損・誤

記入を防ぎ，必要な情報を効率的に参照・使用できるようにすることである。そこで，フィーノレドでの調

査データ，写真撮影画橡および GC瓜日による化学分析結果を一元的に集積・管理することで，調査，分

析の効率化をはかるとともに，地理情報システム (G18) と連携させることで， '{漂票着ご

学物質の汚染.拡散状況などの分析・考察をサポートできるデータベースシステムの開発を行った。

本システムでは化学分析デ}タを追加入力して一元管理し，調査・分析結果のグラフ化や地図上へのマ

ッピングが可能である。調査データと G18を連携させて作成した出力併を図 4に，分析結果をグラフ化

した出力例を図 5に示す。

沿F字申;i!J男Z袴会総当事

事警護 ，"え!'l

図 4 調査データのマッピング 関 5 化学分析データのグラフ化



研究結果(つづき)

また，現在で、はスマートフォンによって位置情報の取得や，テキスト・画像データの送受信が容易にで

きる。そこで，スマートフォンを利用したフィールド謂査支援システムの開発も行った(関心。これは，

フィーノレド調査の位置構報や気象・権象などの基本データ，漂着ごみの状況，写真などをスマートフォン

によってサーバに送信・管理するもので，調査者以外の研究メンバーでもフィー/レド調査の状況を却鹿に

確認することが可能となった。

なお，上記研究成果は，第 75回靖報処理学会全国大会(H25.3.6-8)および FIT2013第 12回靖報科

学技術フォーラム (H25.9.4幽6)および理工学部学術講演会で、研究発表を背った。
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間 6スマートフォンを利用したフィールド調査支援システム

3.漂着ごみ集積状況の検討方法について

現状の現地調査では，漂者ごみの量や種類などについての調査は，調査者の主観的なコメントのみを記

述する方法としていた。これは，漂着ごみが広範囲に集積あるいは点在し，かっ多撞多様なものが混寵し

ており，定量的な測定が[2151難なためである。そこで本研究では， j畷綾認識技術新をJt;用した新たな評価手

法の開発を試みた。これは，一般的なデジタルカメラで撮影した海浜部の画像を透視投影変換し(図 7)， 

垂直方向の顧録に変換した後，間像認識技掃を用いてプラスチックなどの人工物を抽出するものである。

システムを作成して試写を実施したところ，投資投影変換時の誤差は面積比で 5---._，10%種度で、あった。ま

た，漂着ごみの例としてベットボトルの認識に関する検証実験を行ったところ(図 8)，原形をとどめた

ものについては容易に認識可能なことが確認された。ただし，現時点では，破砕したものや大きく変形し

たものについては誤認識するケースもあった。今後は，認識プログラムの改修を行うことで認識精度の

上をはかるとともに，各種潔者ごみを対象とした認証実験を実施することで，漂着ごみの総量測定などに

可能なシステムになると恩われる。

図 7 透視投影変換による実験画像 関8 ベットボトノレの認識爾像の一伊u
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研究結果(つづき)

4.沿岸漂着プラスチックの現地回収システムの検討

海岸漂著プラスチックには大きく器張るものと微細なものとがある。大きなものは重機や人力で比較的

容易に回収可能で、あるが微細なものは砂中に埋もれていることも多く入力による回収は困難で、ある。そこ

で本研究では回収ターゲットを 1cm以下の微細なフ。ラスチックとして，効果的な回収システムを検討す

る。 H24年度は，吸引方式(写真 5)，ブラシ回転方式，静電気吸着方式，ブノレイ方式の 4種の装置を試

作し，回収率を検討した。 H25年度は，これらのうち，フルイ方式を利用した現地回収装置(写真 6)を

試作し，三番瀬海浜公園および幕張浜で、現地実験を行ったところ，貝殻と木片，プラスチック小片などが

漉在した海浜砂試料から，プラスチックと貝殻を分別して取り出すことに成功した(写真 7)。現地での

移動や試料の投入方法などを効率化することで実用可能なものになると考えられる。

上記の成果は，自動車技術会関東支部学術研究講演会 (H25.3.18，H26.3.7)および理工学部学荷講演

会において研究発表を行なった。また， H24年度の発表は，ベストポスター賞を受賞した

写真 5ブロアー型吸引装鐙 写真 6海ごみ回収装置 写真 7現地回収実験

5.再資源、化装置開発のための資料収集とシステムの検討

我が留における一般的なプラスチックの処理サイクノレは，年間生産量約 1160万トンに対して，約 20%

がマテリアルリサイクノレあるいはケミカノレリサイクルによって再資源化されている。しかしながら，海岸

漂着ごみに対しては，ほとんどが単純焼却あるいは焼却時の熱のみを利用するサーマノレリサイクルで、の処

理に留まっている。そこで， H24年度は，発泡スチレンの再資掠化施設を実際に運用している対馬市役

所に赴き，再資源化の現状と問題点をヒアリングした。また，全国の都道府県レべルで、の沿岸漂蕃ご

対する取り組みを誠査したO

H25年度は，産業技術総合研究所が所有する廃プラス

チックの再資源化装置(油化装置:写真 8)を借用し，装

置の基本性能について検討を行った。本装震は，発泡ス

チレンなどのプラスチックを粉砕して桂砂と一緒に投入

して，熱分解により液化させるものである。本年度は，

熱分解に要する反応時間と実験時間との関係を調べるた

めの基礎実験を行い，その成果を自動車技術会関東支部

学術研究講演会(H25.3.18，H26.3.8)および理工学部学

術講演今において発表した。

写真 8油化装置
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6. W W W  (World Wide Web) による研究内容の発信

本研究プロジェクトを紹介するホームページ (HP) を作成し，百24.10に公開した。 H25年度は，研

究サイトに加え，研究ブログ， Facebookのページを加え，研究プロジェクトの意義，目標，経過報告な

どを発信し，沿岸環境問題に関する意識啓発を図るとともに，広く意見や構報を求めるものである。

研究サイト http://www.media.art.nihon-u.ac.jp/umigomi-project/ 

研究ブログサイト http://www.media.art.nihon-u.ac.jplblog/ 

FaceBook https:llwww.facebook.com/umigomiproject 

7.シンポジウム (H25.11.30)

平成 25年 11月 30IJに，日本大学理工学駿河台校舎 121教室において， 11'毎ごみ・プラスチック由来

の海洋・沿岸環境汚染を考えるj と題したシンポジウムを開催した。当日は，本研究プロジェクトのメン

バーが研究の経過および成果を発表するとともに，韓関・全南大学鄭宜龍教授，富山県立大学摘井隆

教授， (独)産業技術総合研究所主任研究員小寺洋一氏の 3名を講師に招き，それぞれ， 1韓国沿岸に

おける有機フッ素化合物類による汚染状況と FPOSの生体変換の可能性J，i海洋ごみ問題のトピックス:

捺出化学物質と発生抑制の取り組みJ，r廃プラスチック再資源化の現状と将来の展望Jと題する講渡を行

った。本学内外から約 50名の出席者があり，有意義な意見交換を行うことができた。

8.発表論文(託24年度， H25年度)

本研究プロジェクトの成果として，下記の論文(国内 27編，海外 5編)を発表した。

1) KeijiAmamiya， Akifumi Okabe， Morikazu Yamamoto， Sachio Togawa， Hideto Sato， Katsuhiko 
Saido， "Analysis of New Chemical Contamination Generated 合omDebris Polystyrene in 
Yaeyama Islands"， 7th European Conference on Pesticides & Related Organic Micropollutants in 
the Environment， October 7-10， 2012， CD幽ROl¥在， Portugal 

2)西野晃充，小泉公志郎，佐藤秀人，岡部顕史， ~LJ本守和，努I1 宣龍，西村昌彦，道祖土勝彦， i漂流・
漂着ポリスチレン由来の化学物質による西日本沿岸の汚染J，フォーラム 2012，衛生薬学・環境トキ
シコロジー講演要宮集 pp.307，2012年 10月 24-25IJ，名古屋

3)秋山翼，佐藤秀人，阿部顕史，山本和清，登)11奈生，官時渉，鄭宣龍，道視土勝彦， i漂流・漂者プ
ラスチックから発生する化学物質とその毒性J，フォーラム 2012，衛生薬学・環境トキシコロジー講

演要旨集 pp.307，2012年 10月 24-25日，名古窓
4)佐藤秀人，道祖土勝彦，間部顕史，登)11幸生，山本守和，山本和清，小泉公志郎， i沿岸漂着プラスチ

ックから発生する化学物質汚染に関する研究，1.1冴究フ。ロジェクトの蝶要および東日本大震災被災地

区沿岸の汚染調査J，平成 24年度(第 56回)日本大学理工学部学術講演会， CD-ROM， 2012年 11

月 28日
ら)道祖土勝彦，小泉公忠良11，阿部顕史，佐藤秀人， f沿岸漂着プラスチックから発生する化学物質汚染に

関する研究， 2.発生要閣解明法の開発J，平成 24年度(第 56回)日本大学理工学部学箭講演会，

CD-ROM， 2012年 11月 28IJ 
。秋山翼，登)11幸生，佐藤秀人，山本和清，宮崎渉，荒木雄一，大嬬雅樹，堀朔太郎， i沿岸漂着プラス

チックから発生する化学物質汚染に関する研究， 3.海水浴場における海ごみの実態に関するアンケー
ト調査についてん平成 24年度(第 56回)日本大学理工学部学術講演会， CD-ROM， 2012年 11月

28日
7)西野晃充，道祖土勝彦，登)11幸生，佐藤秀人，小林尚史， r沿岸漂着プラスチックから発生する化学物

質汚染に関する研究， 4.西部北太平洋で、の海洋調査J，平成 24年度(第 56回)日本大学理工学部学

捺講演会， CD官 OM，2012年 11月 28日
8)道祖土勝彦，小泉公忘郎，西野晃充3 山本和清，山本守和，呉川光治，木暮ー啓，佐藤秀人， rプラス

チックから発生する化学物質による北太平洋域汚染の分析J，環境ホノレモン学会第 151五!研究発表会，
PA副主 2012年 12丹 18-19日， 東京
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9)小泉公志良f)，佐藤秀人，阿部顕史，登川幸生，鄭宣龍，釜谷保志，檎井隆史，西村昌彦，道祖土勝彦，
「臼本治岸に漂流・漂着するポリスチレンから発生するスチレンオリゴ、マー汚染実態j，環境ホノレモン

学会第 15回研究発表会， PA-4， 2012年 12月 18冊訪日，東京
10)小泉公志郎，佐藤秀人，岡部顕史，登)11幸生，道姐土勝彦， r漂流.i票着ポリスチレンから発生する

スチレンオリゴマーによる新たな化学汚染J，S本化学会第 93春季年会， 2013年 3月 22・25S，滋

賀
11)山本守和，登)11幸生，佐藤秀人，道祖土勝， 間部顕史， 山本和清，小泉公志郎，宮崎渉， I海岸漂

着プラスチックごみを対象とした海洋汚染調査データベースの開発心情報処理学会第九回全国大会，
CD-ROM， 2013年 3月 6・8日，仙台

12)原嶋功芝，小泉涼，阿部顕史，佐藤秀人，道祖土勝彦， r海ごみ回q又装置に関する基礎研究J，自動車
技術会関東支部学術研究講演会， CD-ROM， 2013年 3月 8日，神奈川

13)山下達彦，間中瑛大，田中智大，岡部顕史，佐藤秀人，道祖土勝彦 r廃プラスチックの再資源化
装置(油化装置)に関する基礎的研究，圃珪砂を用いた反応時間および実験時間-J，自動車技術会関東
支部学術研究講議会， CD丑OM，2013年 3月 8日，神奈川

14)西野晃充，佐藤秀人》小泉公志郎，岡部顕史，道祖土勝彦， rプラスチック由来の北学物質による海洋
汚染に関する研究-西太平洋での調査と分析つ，沿岸域学会研究討論会 2013，CD-ROM，2013年 7月
訪日，大阪

15)小林尚史，佐藤秀人，登J11幸生，山本和清，西野晃充， Iプラスチックの分解生成物による沿岸域汚染
に関する研究J，沿岸域学会研究討論会 2013，CD-ROM，2013年 7月四日，大阪

16) Hideto Sato‘Katsuhiko Saido， Akifumi Okabe， Tsubasa Akiyama， Akimitsu Nishino， "Study on 
Chemical Contamination in Japanese Coastal Area Derived from Marine Debris Plastics"， 
Proceedings of the 23rd (2013) International Offshore and Polar Engineering Conference 
(ISOPE入Anchorage，Alasuka， USA， pp. 716・721，2013.7

17)山本守和，登)11幸生，望月宏樹， r画像処理技術を用いた海浜部における廃棄物検出手法に関する基
礎的研究 その 1画素操作フェイズJ，S本建築学会学術講演会， CD-ROM， 2013年 8月初日 -9月
1沼，北海道

18)望月宏樹，登)11幸生，山本守和， r画橡処理技術を用いた海‘浜部における廃棄物検出手法に関する基
礎的研究 その 2検出フェイズJ，日本建築学会学術講演会， CD官 OM，2013年 8月初日。月 1日，
北海道

19)道祖土勝彦，小泉公志郎，佐藤秀人，楠井降史，奥川光治，西野晃充λ、寺洋一， I海洋環境におけるビスフェ

ノーノレA汚染実態の調査J，環境科学会 2013年会，子56，2013年 9月 3S，静岡
20)小泉公志郎，佐藤秀人，偶部顕史，登川幸生，1J、)11直人，釜谷保志，小寺洋一，道祖土勝彦 I梅洋廃棄ポリス

チレンによる日本沿岸のスチレンオリゴ、マー汚染の実態調査J，環境科学会 2013年会， P-57，2013年

9月 3S，静岡
21)望月宏樹，主主川幸生， 山本守和， r内i襟禁着ご

ヨンの関発J，F町IT2013第 1臼2回情報科科.学技術フオ一ラム， CD町ROM，2013年 9月 4・6S，鳥取

22) Koshiro Koizumi， Hideto Sato， Sachio Togawa， Seon-Young Chung， Koji Okugawa， Takashi 
Kusui， Masahiko Nishimura， Katsuhiko Saido，" Analysis of New Chemical Contamination 
Generated from Debris Polystyrene Surround on Japan"， 246thAmerican Chemical Society (ACS) 
National Meeting， September 8，2013， USA 

23) Katsuhiko Saido，註idetoSato， Kazukiyo Yamamoto， Koshiro Koizumi， Akifumi Okabe， Yasushi 
Kamaya， Naoto Ogawa， Masahiko Nishimura， Kazuhiro Kogure，" New Global Contamination 
Generated from Plasticsヘ246thAmerican Chemical Society (ACS) National Meeting， September 
9，2013，USA 

24) Katsuhiko Saido， Akifumi Okabe， Koshiro Koizumi， Morikazu Yamamoto， Akimitu Nishino， 
Hideto Sato， Yukio Togawa， Seon-Young Chung， Kazuhiro Kogure，" New Global Contamination 
Generated from Plastic"， 246th American Chemical Society (ACS) National Meeting， September 
10，2013， USA 

25)西野晃充，佐藤秀人，道担土勝彦，小泉公志郎，山本和清，小林尚史 r沿岸漂着プラスチックカ込ら発生する
化学物質汚染の実態調査と再資源化技術に関する研究1.瀬戸内海および紀伊半島での沿岸汚染調
査J，平成 25年度(第 57田)日本大学理工学部学術講演会， CD長OM，2013年 12月 7日
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26) 111本守和，佐藤秀人，間部顕史，登)11幸生，西野晃充，小林掲史， I沿岸漂着プラスチックから発生する化学
物質汚染の実態調査と再資糠化技術に関する研究 2.北海道沿岸での調査J，平成 25年度(第 57四)
日本大学理工学部学術講演会， CD官 OM，2013年 12月 7S 

27)小林尚史，佐藤秀人，小泉公志郎，道祖土勝彦，西野晃充ョ登)11号室生， r沿岸漂着プラスチックから発生する
化学物質汚染の実態調査と再資源化技術に関する研究 3.スチレンオリゴ、マーの発生要因に関する室

内実験J，平成 25年度(第 57回) 日本大学理工学部学訴す講演会， CD-ROM， 2013年 12月 7S 
28)小泉公志郎，佐藤秀人，岡部顕史，権凡根〆i、)11直人?釜谷保忠，小寺洋一，道提土勝 r漂着ポリスチレンに

よる日本沿岸のスチレンオリゴ、マー汚染の実態調査J，環境ホノレモン学会第 16回研究発表会， PA・1
2013年 12月 12S，東京

29)道祖土勝彦，間部顕史，佐藤秀人，捕井隆史，呉川光治，鄭宣龍，小寺洋-， r日本沿岸におけるピスブェノー
ルA汚染の実態」環境ホノレモン学会第 16田研究発表会， PA-3， 2013年 12月四日，東京

30)道祖土勝彦ノj、泉公志郎，小)11直人，楠井睦史，鄭宣龍，木暮ー啓j北太平洋におけるピスフェノール A汚
染の実態J，環境ホノレモン学会第 16閤研究発表会， 2-A働6，2013年 12月 12日，東京

31) 久保田誉史，早川未来，原産槻，岡部顕史，佐藤秀人，道槌土勝彦 r海ごみ回~文装霞iこ関する基礎
研究J，自動車技術会関東支部学術研究講演会， CD耐ROM，2014年 3月 7日，東京都新指

32)久保田誉史，王手)11未来，原産槻，岡部顕史，佐藤秀人，道祖土勝彦， r i合岸漂着プラスチックから発
生する化学物質質-汚設染.の3実定態調査と再資椋化技術に関する研研.究(ω4A梅毎ご
平成 2お5年度(第 5幻7田) 日本大学学命理工学部学術講演会， CD-ROM， 2013年 12月 7S 

33)望月*樹，主主)11幸生， r画像処理を用いた海浜部における漂着ゴミの*1]55IJ手法の提案J，情報処理学会

第 76回全回大会， CD丑OM，2014年 3月 11・13日，東京

9.まとめ

本研究は，平成 24"-'25年度の 2fJ三関にわたって実施したが， )1慎誠に研究工組を遂行することができた。

特に，学部の異なる 6名 (H24年度はら名)の研究者間での調整や構報交換を円滑に進めることができ，

貴重な研究成果を得て目標件数以上の論文を発表することができた。今後は，各研究課題をより一層充実

させて本研究プロジェクトを進めるとともに，外部資金の獲得に向けた努力を継続していく予定である。



【見IJ紙様式総合 フ〕
課題番号 総 13-007

平成 25年度 学術研究助成金〔総合研究〕実績報告書

日 本 大 学 学 長

下記のとおり報告いたします。

1 研究課題

平成 26年 4月 11日

氏 名増田光一

所属・資格理工学部・教授

巨大地震・津波災害時のための置療支援浮体システムに関する研究

2 研究組織

氏 名 所属部科校・資格 役割分担

0研究代表者名 震療支援浮体システム全体シミュレーションの

増田光一 理工学部/教授 統括

0研究分担者

小林昭男 理工学部/教授 浮体係留計画統括

畔榔昭雄 理工学部/教授 浮体意匠設計統括

居駒知樹 理工学部/准教授 浮体波浪中性能，エネルギー

坪井塑太郎 理工学部/准教授 地域防災・リスク評価

悪藤f告朗 理工学部/助教 浮体構造設計統括

登川幸生 理工学部/教授 水上搬送システム統括

丹正勝久 陸学部/教授 災害時救命医療問題検討

木下浩作 災害時広域搬送拠点計酪

驚藤俊克 工学部/助教 コンクリート材料設計

高田昌子 短期大学部/准教授 海上における水生成

谷米祖子 生物資源科学部/助教 梅上における水生成

3 本研究に関連して外部資金への申請状況，獲得状況

なし

※ r6 概 結 果Jについて，ホームページ等での公際匂)否) いずれかをO咽んでください。

答の場合lま，理由撃を添付して下さい。



[実績報告書総合 7 2] 

1部科校名 理工学部 |氏名:増田光一

4 研究目的

首都直下大地震や東海・東南海・南海地震と津波災害は中央防災会議では最大の懸念事項である。医療現場

からはこれらの災害が発生した直後，医療体制はほとんど機能できず， DMATに期待するところ大であるが，

その拠点がどうなるかも現時点では明らかでないと危倶している。また，広域搬送拠点となる空港への搬送

手段が発災時には極めて国難な状況になり得ることと，空港での二次救命処量がどの程度できるかは現状で

は極めて疑問であるともいえる。これらの問題を解決するための医療支援拠点が 1つでも存在していること

は医療現場のみならず人々へ安心をもたらす。また，救命医療現場は経験者が不足しており，その訓練セン

ターを同時に設置可能である提案である。工学技術としては合理的海上利用の具体案が示され， さらに青白骨自

とは異なる浮体式構造物設計法を開発・提案することができる。本研究が遂行されることにより，外部への

アピーノレと外部資金による研究開発支援の必要性そのも

のを訴えることができる。これらの成果は結果的に，特に

首都関災・減災に直接役立つことになる。

以下に，本研究で明らかにすることを列挙する.

1)地震・津波災害時医療支援浮体の利用方法の提案

2)支援浮体システムの耐津波性能評価と安全性検証

3)平常時の利活用方法の具体的提案

4)支援浮体の基本計画と構造計画

5)支援浮体の構造的・波浪中性能的成立性の検証

ω災害時患者搬送シミュレーション法の開発

7)災害時医療物資輸送評価

8)支援浮体上での飲料水と生理食塩水生成技術の検討

9)支援浮体が与える地域社会への影響

5 研究概要

具体的な施設の仕様を検討するために，東京湾に医療支援浮体を設置することを想定する。その際，中央防

災会議で検討されている首都直下型大地震での推定死亡者数の 5""10弘にあたる 600""1200人を発災後 3日間

での最優先治療群の重症者と想定し，これに対応できる支援体制と支援浮体を具体的に提案するための研究

を進める。そのため，東京消防庁等が実施している方法を用いて，被害想定を独自にし直したうえで，首都

圏の地域ごとの傷病者数データベースを構築し，それに応じた患者撮送法と医療支援浮体機能仕様を検討・

決定する。また DMAT等の医療支援チーム受入と医療物資搬送の現実的問題点を明らかにして，どのような対

策が必要なのかを提示する。さらに医療支援浮体と支援体制が構築されることの地域社会への影響について

国内外の事例から総合的に調査研究を実施する。本研究は以下の研究内容ごとに実施される。

A)総合戦略の確立(増田，丹正，畔柳，小林，木下，居!駒，坪井，佐藤，渡部，増田(光)) 

被害想定シミュレーションを，既存プログラムを用いて実施しデータベースを作成する。その際 GISを活用

して効率的なデータ抽出を可能とするシステムを構築する。並行して，発災直後に 1200名狸度の重症患者

と広域搬送が必要な患者に対する処置を支援可能な浮体仕様を改めて決定する。

B)浮体上医療対策法の確立(丹正，木下，長田，高間，谷米)

浮体式施設上での一次救命とニ次救命の可能性を具体的に明らかにする。その捺，医療物資のストック方法

と医療物資補給方法についても医薬品メーカーや赤十字へのヒアリングを実施して問題点を明らかにし，医

療物資搬送に関して必要な具体的検討項目を提示する。

C)浮体施設計画と利用可能性(増田，畔柳，木下，小林，居駒，恵藤，驚藤，佐藤)

患者が利用し，医療行為が行われる浮体の波浪中性能と耐津波性能を理論計算，数値計算および水槽実験か

ら明らかにするためのプログラムを開発し性能評価を実施する。また，波力発電や風力発霞設備が搭載され

た際の波浪中性能評儲を行えるようにし，水槽実験により検証する。そして医療支援浮体としての施設計画

を具体的に実施・提案する。提案される支援浮体は広域搬送拠点となり得ることを前提とするために，関係

省庁へのヒアリングと医療機関へのヒアリングを行し、ながらその成立性を調査・検証する。

D)海上利用の地域防災を含む社会的影響の評価(畔榔，小林，坪井)

海洋の利用が地域社会に与える影響は極めて大きいと考えられる。本提案では地域社会訪災の一環として医

療支援浮体が検討されるが，地域の社会基盤としてあるいは設備設置場所として海上を含む水上が利用され

た場合の影響を客観的に評価する必要がある。そこで水上利用施設を防災の観点から調査を実施する。



[実績報告書総合 7-3] 

|部科校名:理工学部 |氏名:増田 光一

6 研究結果 (4，000字以上記入してください。)

災害時医療支援浮体の波浪中性能と百十津波性能を理論計算，数値計算および水槽実験から明らかにするため，

また被害想定および医療物資のストック方法と医療物資補給方法など罷療物資搬送に関する具体的検討を実

施するために，まず本研究では医療支援浮体としての基本計画および施設計画の具体的に実施に取り組んだ.

以下に具体的に取り組んだ 2つの霞療支援浮体について，その研究結果を記載する.

・コンテナを活用した浮体式災害時医療支援システムに関する計画構想

本計画構想は，海洋空間の有効利用を念頭に置き，今後想定される首都度下地震や南海トラフ地震による津

波被害を想定し，医療機関の被災による負傷者救済機能の停止に対する支援活動を海侭jから行う「活動拠点

形成Jを図るものである。そのため現状における各種課題が整理されシステムの構想案がまとめられた。

①緊急時の活動は災害拠点病院の祷完施設として機能するものとし管理運営は特定の DMATが行う。通常

は災害拠点病院の日常的医療活動の中の一施設として位景づけると共に，埋性疾患(透析患者)の治療や

健牒診断等及び勤務する陸師・看護婦や DMATの訓練等に活用する。

②本施設は，平常時は港湾部の外郭施設により静穏度の保たれた水域に係留され，万一の地震や津波来襲時

でも海面の免震性を活かすと共に水位上昇を浮体構造物で屈避することで，施設本体の安全性を維持する。

③本施設は，被災地へ向けた救援活動にも対応を可能とし，この場合はタグボートによる曳航となる。被災

地では本施設を用いた医療支援活動と日IJ途搭載して持ち込むコンテナ型の医療モジュールによる披設型産

療コミュニティを形成し，医療支援活動の拠点として機能展開する。

④本施設は，避難者の被災地における生活を支援するための

救援活動に要される設備を備えることとし，特に雛生活に

おける健藤維持のための，食事，飲料水，法潔なトイレ，

風呂，衛生管理，安全・安心，ライフケアなどを提供する。

こうした要件整理と新たな計画的要因を付加すると共に，災

害時医療支援施設構想では「浮体式構造物」の活用を念頭に

置き，構想立案が行われた。右に医療支援浮体のコンセプト

デザイン，下にコンテナを活用する際の運用方法を閣で示す.

本施設は，コンテナを活用した霞療支援浮体であり，浮体式 コンセプトデザイン

3 

湾雪F挙後襲警告義iず

コンテナを活用した医療支援浮体のコンセプト



[実績報告書総合フ-4J 

l部科校名:理工学部 |氏名:増田 光一

研究結果(つづき)

構造物を基盤とし，基盤内にエネルギー供給や淡水化装置を設置し，甲板上に主要機能を二層配置し，その

上部にコンテナ搭載スペースを設置。また，船舶よりも喫水が浅いため，被災地の港湾水域内の岸壁に接近

できる利点がある.被災地における浮体式医療施設の利用方法を以下列挙する.

(1) SCU (Staging Care Unit :広域搬送拠点臨時医療施設)よりも長期待機が可能 (24 時間~48 時間程度)

な一時収容医療施設としての利用 (SCUは空港格納庫等を利用のため診療は限定的)。

(2)疾病に特化した一時収容医療施設としての利用都心部の震災で増加が懸念される熱傷(爆傷)及び Crush

Syndromeに対する一時収容医瞭施設としての科用。

(3)被災地医療用ロジスティックセンターとしての利用。

このように医療支援浮体の利用方法をまとめると共に医療浮体への傷病者の搬送問題などについても具体的

に傷病者収容までの時間，収容人数などに関して数値計算をもとに研究を進めている.

-河川を活用した浮体式災害時医療支援システムの構造計聞に関する基礎的検討

ここでは首都直下地震に対して内睦部における迅速な医療支援を実施可能な河川上に設置するといった仮定

において，災害弱者救済や健康維持支援を念頭においた緊急呈療支援体制の構築を目指し，津波を含む地震

災害に対して免震性に優れ，移動可能な浮体構造形式を採用した災害時医療支援システムを提案した.

河川を利用した災害時陸療支援基地を提案し，効率的に機能するための搬送手段と情報ネットワーク機能に

関する検討や，河川において瓦磯の堆積などの障害物が少なくアクセスが自由であるなどの河川の有効性は

示されているが，具体的な河川を利用した医療浮体の提案は行われていないことから構造計画を進め，設計

上の課題を整理した.匿療浮体は全く新しいコンセプトの施設であることから単にハードウェアとしての構

造体や設備，安全性を提示しでも成立は難しい.そこで本研究では具体的に霞療浮体の基本計画として河川

に設置する際の制約条件を加味し，その運用方法も踏まえた平面計闘や動線計画，規模計画および重量の算

定，設備および資機材の備蓄に関する検討，浮体基盤部の構造強度の検討など，これまでに建造された例の

ない浮体式構造物である医療浮体の実現可能性に関する基礎的な検討を行った.設置場所については，首都

直下地震の被害想定から荒川周辺の内陸部で最も被害が大きいことから墨田区四つ木付近の荒川を選定し，

荒川へ設置する上での制約条件と要求性能，そして 100床の病

院を仮定した運用方法から， 85[m]x28[m] x 4[m]といったサイ

ズを lつのユニットとした病棟ユニットと診療ユニットの 1

層 2ユニット連結型で構成する形式で医療支援浮体を提案する

と共に平面計画および動線計画を行うと共に構造検討も実施

した.また電力や燃料，水，救急医療用品など必要な設備や資

機材の備蓄に関する検討を 1週間分確保するとしづ計画の元で

行うと共に，下の図で示すとおり具体的な設計を行うことで今

後の課題を明らかとした. 河川を活用した医療支援浮体のイメージ

涯療支援浮体の基盤部構造園

注 必要に応じて，このページをご使用ください。

ぷ込ム立ふふ公認ギ込ふム



[別紙隷式総合 7] 

平成25年度 学街頭究助成金〔総合研究〕実績報告書

日本 大 学学長

下記のとおり報告いたします。

1 研究課題

氏 名

所属・資格

平成 26 年

岩 田 展幸

理工学部・准教授

酸化物人工超格子界面での革新的多機能発現と超低出費社会への還元

2 研究組織

氏 名 所属部科校・資格 役割分担

0研究代表者名
人工超格子作製、結品評価、

岩田展幸 理工学部・准教授 ナノ領域物性評価、総括

0研究分担者

寛 理工学部/教授 国内・面底電気抵抗潤定

高野良紀
理工学部/教授 ホール効果鵠定、磁場中電気抵抗撫定

高瀬浩一
理工学部/教授 磁化測定、電界印加磁化測定

揺本拓自
文理学部/教授 人工超格子作製のためのベチーニ法による原料

ターゲットの作製

石田浩 i文理学部/教授 |エムベツデイツド Green関数法を用いた人工超

格子の第一原理計算

清水耕作
i生産工学部/教授 i電流竜伍特性、撮度特性、電子光一光電子吸収

合計7名

3 本研究に関連して外部資金への申請状況，獲得状抗

1. (公財)カシオ科学振興財団 研究協賛事業 平成25年度 (総額 100万円)研究代表者:岩出展幸、

共問研究者:橋本拓塩「酸化物人工超格子構造における強誘電性強磁性マルチフエロイック特性および巨大

電気磁気効果の室混発現j

2.科学研究費助成事業(学術研究助成慕金助成金(基盤研究 (C)))平成 25年産~平成 27年度 研究課題

25420295 (総額 380万円) 研究代表者岩田展幸、研究分記者:山本寛、橋本拓塩、高瀬浩一「ヘテ

ロ接合界面によって可能となる離化反転および強誘電性強磁性特性の室視電界制御J

3. (公財)双葉電子記念財団 自然科学研究助成 平成 25年度 (総額 200万円)研究代表者:岩田農

幸、共同研究者:高瀬浩一「電界誘起型蕗イヒ反転のプレイクスノレー」

4.科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金(基盤研究 (C)))平成 24年度~平成 26年度研究課題

24560383 (総額 400万円)研究代表者:山本寛、研究分記者:岩田展幸「共鳴光励起による単麗カーボ

ンナノチューブのカイラリティ制御法の新提案 j

5.科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金(基盤研究 (C)))平成24年度~平成 26年度研究課題

24540328 (総額 300万円)研究代表者:石田浩「トポロジカノレ絶縁体の電子構造の理論計算j

6. 稗学研究費助成事業(科学研究費補助金(新学箭領域研究))平成 25年度~平成 29年度 研究課題

25110006 (総額 2080万丹)A02表面・界面構造の設計・作製、「吸着ナノ分子系の界面原子構造と電子・

スピン物性研究代表者j研究代表者:石田浩

7.科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金(基盤研究 (C)))平成 25年度~平成27年度研究課題

25400382 (総額 120 万丹)研究代表者:高野良紀「リチウム翻炭化物における物性探索と~用J

※ f6 研究結果」について， *-ムページ等での公開{可 1否) いずれかをOで囲んでください。

否の場合は，理由蓄を添付して下さい。-
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4 研究自的

従来の回相反応法と比較し粒子サイズが約 1110となるべチーニ法によりターゲット作製用粉末を作

製する。この粉末を用いて超高密度(95%以上)ターゲット [1]を作製する。パルスレーザー堆積(PLD)法凶

を用いて、原子レベルで、成長制御された清浄な界面を持つ酸化物人工超格子[3]を作製する。その際、超

高密度ターゲットを用いることで、 ドロップレットの付着を回避することができる。酸化物人工超格子

が室祖で①臣大電気磁気効果[4]および②強誘電性強磁性マルチフエロイック特性[5]を示すことを実験的

に明らかにする。さらに、エムベッデ、イツド Green関数法[6]を用いた第一原理計算により超格子界面の

電子状態・スピン分極密度を明らかにし、超格子の最適な組み合わせを予想すると共に特性発現の原田

を明らかにする。

人工超格子は上記①，②の特性を持つため、昨今の電子デバイスの常識をくつがえし、新たなエレクト

ロニクスのステージを牽引するパイオニア的材料=スマートマテリアノレ[7]となる。

語句説明

[1]超高密度(95%以上)ターゲット:通常 90%を越えることは難しい。 [2]パルスレーザー堆積(PLD)

法:ターゲットにレーザーを熊射し瞬時に原料を蒸発・昇華させ、組成ズレ無く基板に堆積させる成膜

手法。 [3]人工超格子:材料 IAJと IBJを交互に積層させた交互積麗膜。 [4]巨大電気磁気効果:

電界印加によって、測定できるほど磁化が大きく変化する現象。 [5]強誘電性強磁性マルチブエロイ

ック:強誘電性、強磁性のような長距離秩序を向時に二つ以上併せ持つ非常に貴重で多機能な物質。

[6]エムベッディッド Green関数法:電子のエネノレギーを計算する際に用いる波動関数のことで異種材

料で構成され界面を有する結晶に適する。 [7]スマートマテリアル:捜数の実用的な特性を併せ持ち、

それらを個別に、相互に制御できる材料。

5 研究概要

[ベチーニ法による超高密度ターゲットの作製] 材料 IAJ として、 LaFe03(LFO)、BiFe03(BFO)、

BiFeo.9MnO.l03(BFMO)、材料 IBJとして CaFeOx(CFO)をベチーニ法によって得た粉末を用いてターゲッ

トを作製した。それぞれ、 95.5%、95.2%、 96.6%、96.4%の超高密度を達成した。

{パノレスレーザー堆積σLD)法による酸化物人工超格子の作製】 材料 IAJLFO、BFO、BFMO、材料

IBJ CFO、CaMn03(CMO)、L品fu03(LMO)を表面処理した SrTi03(STO)(100)、(110)基板上に材料 IAJ、

IBJ を7層交互績層し人工超格子を作製した。超格子作製前に LFOとの堆積速度比を求めた。超格子

作製の際には、バッファ一層として LFOを7層成膜し、照射・パノレス数と堆積速度比から超格子各層が 7

層成長するパノレ数を算出して成膜を行った。 STO(100)基板上にはすべての組み合わせである 9種類の超

格子、 ST0(110)基板上には、 [CFO/BFO]、[CFO/BFMO]、[CMO/BFO]、[CMO/BFO]の 4種類の超格子を

作製した。単相膜は荷者の基板上に成長させた。 STO(lOO)上では、すべての超格子がステッブp テラス構

造を示し、 X回折ではラウエ振動、超格子反射を確認し、清浄な超格子界面、超構造が形成されている

ことを確認した。特に[CMO/BFMO]超格子では、弱強磁性転移温度が約 450Kと室温以上で、飽和磁化

がパノレク BFMOの約 4倍であることがわかった。 [CMO/LFO、BFO、BFMO]では界面に強磁性・反強磁性

的結合が共存し、 CMO層で伝導するキャリアが強磁性領域にトラップされながら伝導するマグネティ

ックポーラロン伝導を示唆する結果を得た。マグ、ネティックポーラロン伝導が発現する温度は超格子の

組み合わせに依存しており、その違いは、材料 IAJの結晶対称性の良さ、界面の清浄性に起閣すると

考えている。 STO(l10)上では、 BFO、BFMO単相膜が[001]方向に強い異方性を持った短冊状のグレイン

が成長した。各グレイン表童話で、はユニットステップ、パンチングステップを確認した。この形状を反映

して超格子表面で、も[001]方向に強い異方性を持ったグレイン形状を観測した。 STO(lOO)，(llO)上に人工

超格子を作製することに成功したが、 LFOをバッファ一層として成長させた場合、各層を 7層堆積させ

ることが困難であることもわかった。

{第一原理計算]平面波近似、ハミルトニアンに局所密度近似汎関数およびスピン軌道相互作用にギャ

ップエネノレギーを付加した LSDA+U、疑似ポテンシヤノレを用いて第一原理計算をパノレク LFOについて

?子った。
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6 研究結果 (4，000字以上記入してください。)

1. [ベチーニ法による超高密度ターゲットの作製} 材料 fAJ として、 LaFe03(LFO)、BiFe03(BFO)、

BiF向 9Mno.l03(BFMO)、材料 fBJ として CaFeOx(CFO)をベチーニ法によって得た粉末を用いてターゲ

ットを作製した。出発涼料は、それぞれ、 Fe例03)3 ・ 9H20、 Caφ~03)2 ・ 9H20、 Mn203、 La203、 Bb03 で
ある。希硝酸や過酸化水素水等を用いて溶解し水溶液とし後に混合した。クエン酸を導入しキレート錯

体を形成した後、エチレングリコールでポリマ一体とした。この時、各原子が原子レベノレで均ーなネッ

トワークを作製する。続けて 4500C程度まで昇温し、有機物および水分を蒸発させた。仮焼き後、本焼

成を行った。 LFO(95.5%)、BFO(95.2%)、 BFMO(96.6%)、CFO(96.4%)の超高密度を達成した。

2. [PLD法による酸化物人工超格子の作製]

2. 1 [単窟膜L STO(100)基板に直接成長した単層膜について簡略的に述べる。 LFOは基板と崩内で

格子整合し Tetragonal で成長した。 BFO は 2()-()、RSM測定結果からく110>方向に傾いた

monoclinic(a=0.5489 nm， b= 0.5525 nm， c=0.4071 nm， and s = 89.030
)であることがわかった。 BFMOは結晶

面が基板面から約 20傾いた Orthorhombic、もしくはRhombohedralであった。 CFOは、面内[100]に基板

格子整合し、 [110]方向には整合しない双品構造で、あった。また、初期 3~4units は、 CaFe03 であったが、

その後面直方向に河期性が 2倍の Ca2fe20sとなって成長した。 CMOは格子ミスマッチが大きいため、

完全に格子緩和した CMO薄膜が成長した。格子歪みは残留していたが表面はステップ四テラス構造を示

した。 LMOはブラッグピークが現れず結晶構造の伺定は出来なかったが、ステップ悶テラス構造を示し

たことから Tetragnal成長していると予想している。特に LFO薄膜においては、高速電子線回折(RHEED)

の反射強度振動が成膜終了時(l35uniめまで観測でき、成膜速度のばらつきは 3.98%と非常に均ーであっ

た。表面像はステップ"テラス構造を示し、 RHEED強度振動と併せて Layerゐ〉んLayer成長していること

がわかった。ターゲット表酉が成膜中常に平坦でアプレ幽ションごとに等量の原料を基板に供給するこ

とができているためであると考える。上記 LFOの均一な成長速度を活かし、超格子作製用のキャリプ

レーションレイヤーとして利用した。通常、超格子作製時には、電子密度や表面状態が大きく変化する

ために、 RHEED反射強度振動を明瞭に観測し、 l層ごとに異なった材料を堆積させることは非常に悶

難である。よって、超格子の各材料と LFO(7units)との 2層膜を作製し、成長速度比をあらかじめ算出し

ておいた。超格子作製時には、 7uniおの LFOを成膜し、その照射したパルス数から超格子各材料のパノレ

ス数を成長速度比から計算して超格子を作製した。速度比からすべての超格子は、各層 7unitsを 14回

繰り返して作成した[CaB03(B=Fe，Mn)… 7units / REM03 (RE=La， Bi， M=Fe， Fel_xMnx)-7units]x14とした。

2. 2 [人工超格子作製L STO(lOO)基抜上には材料 fAJ fBJすべての組み合わせである 9種類の超

格子、 STO(110)基板上には、 [CFOIBFO]、[CFOIBFMO]、[CMOIBFO]、[CMO/BFO]の4種類の超格子を

作製した。 STO(lOO)基板上に作製した。

CFOシリーズ人工超格子の表面像はステップ一テラス構造を示し、 RHEED後はストリークパターン

となった。 2次元的に平坦な表面が得られたことを示している。 CMOシリーズ超格子表面においては、

寵径数十仰、高さ1O'"'-'15nmの微粒子が付著していた。ただし、同時にステップ一テラス構造も確認

した。 RHEEDパターンはストリークとスポットの両者が現れ、 2次元と 3次元が混在していることを

示唆し、表面形状と一致した結果となった。 [LMOILFO]超格子ではステップ"テラス構造が明瞭に確認

できた。 [LMO/BFO、BFMO]超格子でもステップ，テラス構造を確認できたものの、ファセット面が多く

現れた。特に[LMOIBFMO]超格子では長周期と考えられるような長方形のグレインがステップ端に観測

できた。 RHEEDパターンからは、(10)、(00)、(ぺ0)関に強度の弱いこつのストリークが観測され、長期

期構造が存在していることを示していた。

LMOシリーズ超格子を除いたすべての人工超格子において、 28-8パターンにラウエ披動、超格子反

射が現れ、超格子が形成されていることを確認した。ロッキングカーブの半値幅は CFOシリーズ超格

子においては 0.07唱以下、 CMOシリーズ超格子においては 0.10以下、 LMOシリーズ超格子においては

0.20以下と非常に結晶性が良いことがわかった。特に、 [CFOIBFO]超格子では、 -4'"'-'+5の超格子反射が

観測でき、 CFOのユニット数も 6.94と7躍に対し 0.84%の誤差で一致した。 STO(003)、STO(103)、

STO(1l3)周辺で取得した逆格子マップ(RSM)において、 CFOシリーズ超格子は、部内格子間隔が基板と
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一致し、査みを受けながら成長していることがわかった。また、このマップ上でもラウエ振動と超格子

反射が明瞭に確認できた。 6種類の CMO、LMOシリーズ人工超格子の RSMは間様の結果を示した。

CMOシリーズ超格子では、面内格子定数が 0.382nmと基板より 2.18%小さい値を示した。すべての超

格子において Cube-on“Cube成長していることを確認した。

[CFO/BFMO]超格子に関する磁性原子 1偶(BFMO層内 FeO.8Mno.2)あたりの飽和磁化の温度依存性を測

定した。この持、 CFOはネーノレ温度 115Kの反強磁性体であるので CFO麗内の Feはカウントせず、膜

厚を[CMOIBFMO]超格子の BFMOと等膜厚と仮定して許算した。弱強磁性が発現していることがわか

った。飽和磁化は 300K で 0.055尚、lOK で 0.077陶で、あった。パノレク値と比較すると 4~5 倍の値で、あっ

た。界面の Fe3+幽 Fe4+および BFMO麗内の Fe3+-Mn3+聞の強磁性的結合が起因していると考えている。

[CFO/BFMO]人工超格子に関する飽和磁化の温度依存性に対して、強磁性キュリー温度 Tcを 450K、全

角運動量Jを5/2として、 Brillouin関数を用いてフィッティングした結果、強磁性結合のエネルギーは

室識(約 450K)以上であることがわかった。

LMO、CMOシリーズ超格子のシート抵抗はいずれも半導体的挙動を示した。 CFOシリーズ超格子の

抵抗は装置の測定限界以上の高抵抗で、あった。 CMOシリーズ超格子のシート抵抗が小さな値を示した。

REMO(RE口 La，Bi，M=Fe， Fel-xMnx)の違いより、 LMO、CMOの違いによってシート抵抗の大きさが大き

く依存した。 i)REMOは絶縁体もしくは強誘電体であること、 ii)単層膜と超格子のギャッフ。エネノレギ

ーが同程度であること、 iii)LMOシリーズ、 CMOシリーズ超格子によってシート抵抗が大きく変化す

ること、 iv)LMO、CMOは少量のキャリアドープで電気抵抗が大きく減少することを考慮すると、シー

ト抵抗は主に LMO、CMOの抵抗温度依存を示していると考えて良い。また、ギャップエネルギーEg

の変化は伝導するキャリアが強磁性領域にトラップされながら伝導するマグネティックポーラロン伝

導に起因すると考えている。この混度は超格子の組み合わせに依存しており、その違いは、材料 IAJ

の結晶対称性の良さ、界面の清浄性に起因すると考えている。

CMOシリーズ超格子のシート抵抗品、ホーノレ効果測定によりキャリア密度、移動度の菰度変化を算

出した。温度低下とともにキャリア密度、移動度共に減少した。特に Egが変化した温度では、キャリ

ア密度が急激な減少を示した。 [CMOIBFMO]超格子は約 200K以下の温度から、ホール抵抗んは磁場に

対して直線ではなく 2次曲線を示した。約 150K以下では、品、 RH共にヒステヲシスを示した。 RHは

磁場に対して対称的な 2次曲線となった。この時、キャリア密度は極大値を示し急激に減少した。移動

度はこの温度以下でほぼ一定の値を示した。 [CMOIBFO]超格子においては、 Egが変化した温度以下で、

品、 R廷共にヒステリシスを示した。キャリア密度は急激に減少し、移動度はほぼ一定値を示した。異常

ホーノレ効果を観測し、室温で強磁性的磁化の存在を示唆するんの結果を得た。超格子界記では Fe3+園 Mn4+

聞の強磁性的相互作用が原罰で、 CMO膚の反強磁性および強磁性秩序が共存していると考えている。

この強磁性的結合は温度低下とともに変化し低識で安定化することを示唆している。これが上記したマ

グネティックポーラロン伝導の原国である。

STO(llO)基板上では、 BFO、BFMO単相膜が[001]方向に強い異方性を持った短冊状のグレインが成長

した。グレイン表面はユニットステップ、パンチングステップを示した。この形状を反映して超格子表

面では、ステップーテラス構造は確認でくるものの[001]方向に強い異方性を持った針状のグレインを観

測した。 2()-θ、RSM測定では薄膜に起因するピークは確認できたが、超格子反射のピーク強度は非常に

小さく、超格子構造の形成が不十分であることを示唆する結果となった。一方、低角反射では膜全体と

超格子形成を示唆する振動を観測した。 STO(lOO)β10)上に人工超格子を作製することに成功したが、

LFOをバッファ一層として成長させた場合、各層を 7居堆積させることが関難であることもわかった。

3_ 【第一原理計算} 平面波近似、ハミノレトニアンに局所密度近似汎関数およびスピン軌道相互作用

にギャップエネルギーを付加した LSDA+U、疑似ポテンシャルを用いて第一原理計算をバルク LFOに

ついて行った。 Fe-3d 軌道はフェノレミ屈に対して約 5~lleV 低エネルギー側に局在していることがわかっ

Tこ。
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多重災害対策による安全・安心なまちづくりに関する研究

2 研究組織

氏 名

O研究代表者名

鷲見浩一

所属部科技・資格 役割分担

生産工学部/准教授 研究全体

0研究分担者

落 合実 |生産工学部/教授 |津波実態調査，災害文化の定着，避難対策の提案

と災害対策の在り方(表-1参照)

福 田敦 |理工学部/教授 |津波実態諦査，避難対策の提案と災害対策の在り

方(表イ参照)

田中将義 |生産工学部/教授 |津波実態調査，避難対策の提案と災害対策の在り

方(表-1参照)

小田 晃 i生産工学部/教授 |津波実態調査，避難対策の提案と災害対策の在り

方(表-1参燕)

長谷川正江 生物資棟、科学部/教授 災害文化の定著(表・1参燕)

後 藤浩 理工学部/准教授 津波実態調査，災害文化の定着，避難対策の提案

と災害対策の在り方(表ぺ参燕)

加納陽輔 |生産工学部/助教 |津波実態調査，避難対策の提案と災害対策の在り

方(表・l参照)

朝香智仁 |生産工学部/助教 |津波実態調査，災害文化の定着，避難対策の提案

と災害対策の在り方(表帽1参照)

山 口 晋 |生産工学部/助教 |津波実態調査，避難対策の提案と災害対策の在り

合計 10名 方(表-1参照)

3 本研究に関連して外部資金への申請状況，獲得状況

平成 26年度基盤研・究(A)(一般)津波災害発生時に住民が f自ら考えて避難するj ことを支援する訪災教育

の開発と展開，研究代表者:鷲見浩一，不採択

平成 26年度若手(B)(一般) i水Jを抽出溶媒とした環境調和型アスフアルト抽出試験の開発と展開研究代

表者:加納陽輔，採択

※ f6 研究結果Jについて，ホームページ等での公開(⑪・否) いずれかをOで囲んでください。

否の場合!ま，理由撃を添付して下さい。
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4 研究目的

本研究課題が社会に果たす重要な役割は， r経験・体験が継承される災害文化の定着Jを図ることにより， r効
果的な災害対応・津波避難対策Jを検討し，毘大な自然災害から海岸背後に集中している尊い人命やその資産

を防護することにある.

東宮本大震災では津波災害が甚大であった.巨大津波に際しては，ハード対策の限界を補うソフト対策の

重要性が明白となり，豆大災害に対する安全性の向上に配慮したハード対策とソフト対策の連携的な整備が

急務とされている.このような背景を鑑みて，本研究課題は，経験・体験が継承される災害文化を沿岸中小都

市に定着させ，効果的な津波避難対策を展開するソフト災害対策の充実を図るものである. 本研究課題に

おけるソフト災害対策とは，住民が主体的に災害体験に向き合うことで，正常性バイアスの増幅を制御し，

自助・共助により安全を確保するという考え方に基づいた災害教訓伝承モデノレの立案と展開，ならびに住民ア

ンケートに基づいた効果的な津波避難対策の構築を示す.したがって，本研究課題の遂行は，既存のハード

対策との連携を図ることによって，ハードとソフトを組み合わせた多重防災機能を持つ災害に強し、地区の構

築に寄与するものとなる.

本研究課題は東日本大震災の芭大津波災害において，津波を対象とした水理実験と数値計算，ならびに津

波の実態調査を実施して「何がおこったのかjを解明し，これらの結果により「経験・体験が継承される災害文

化の定着」を検討し，その後「効果的な災害対応・津波避難対策」を考究するものである.すなわち，以下の 12
と盆を解明し，l)と金を提案・構築する.

i)東北地方太平洋沖地震における津波の実態調査

l)巨大津波による被災メカニズムは，津波が造波可能な鉛直2次元造波水槽を使用した水理実験と気液二

相流の 3次元数値計算，ならびに現地調査により明らかする.そして， 2)E大津波に対して機能を発揮した

社会基盤施設の減災効果を検証する.気液二相流の数値計算では津波来襲前に強風が発生したという証言も

あることから，煽り嵐についても検討する.これらの成果を反映させて次に示す ii)とiii)の研究を遂行する.

ii)経験・体験が継承される災害文化の定着

閣・都道府県などの公からの災害支援が機能しない時間的・空間的な状況下において，住民が災害教訓伝承

などの取り組みにより災害体験に向き合い，自主・自立的に自身の安全を確保する新たな概念を導入して，災

害からの安全を維持する機能を持つ施設や体制を整備する必要がある. したがって，住民が災害体験と向き

合い，今後の災害に備えるソフト的な災害対策に基づいて， 3)地域全体としての災害教訓伝承に対する取組

みを推進することが重要となる.

iii)効果的な津波避難対策の提案

津波が来襲する場合には，平野部において浸水領域が海岸線から岸側 5kmの広範囲に達する場合もあるこ

とから，要介護者や児童が時間的・精神的に余硲を持ちながら避難を可能とする対策を検討しなければならな

い.すなわち， 4)避難施設へ容易に避難することを支援する防災教育を開発する.

上記の旦ニl)については，平成 24年度の実績報告書にて詳述している.したがって，本実績報告書では自

に的を絞って報告する.

5 研究概要

巨大災害発生時に人命被害を最小とする災害に強いまちづくりを可能にするためには，既存の津波防波

堤・防潮堤などのハード対策の東日本大震災における減災への効果を検証し，その結果に基づいて， r効果的

な災害対応・津波避難対策」と「経験・体験が継承される災害文化の定着j のソフト対策を考究し，ハード

とソフトを総合的に考慮して「複数の震災が連続して発生する場合の中小都市の防災の在り方j を提案しな

ければならない.そこで， H24年度は現地観測と実験，ならびに数値計算により，研究目的で述べた且こお

を解明し，l)を開発・提案することに主根をおいて，研究を実施した.さらに，日25年度は H24年度の研究

成果に基づいて自を考究する.活動計画を表・1に具体的な研究方法を i)"-'iii)に示す.

検討課題

i)津波の実態調査

ii)災害文化の定着

iii)津波避難対策の提案

と災害対策の在り方

表-1 平成 24・25年度の活動計画

H24年度 I H25年度 | 事項 主な担当者

調査・実験・計算 I I 1)-2) I鷲見・落合・福田・田中・小田・後藤・

調査・分析・提案 |調査・分析・

提案

調査・分析・

創出

3) 

4) 

加納・朝香・山口

鷲見・落合・長谷川・後藤・朝香

鷲見・落合・福田・田中・小田・後藤・

加納・朝香・山口
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6 研究結果 (4，000字以上記入してください。)

I はじめに

東北地方太平洋沖地震では，甚大な津波被害が発生し，巨大津波の来襲に対しては，ハード対策の限界を

補うソフト対策の構築とその展開の重要性が明らかとなった.防災計画においては，津波災害の体験と経験

を経て，従来の社会基盤の自己備に基づいたハード対策に加えて，種々の立場における個人の主体的な防災活

動を支援する防災教育体制の構築といったソフト対策の整備が望まれている.

近い将来に発生が懸念されている 3連動地震津波や竜巻，ならびにゲリラ豪雨などは，短時儒で甚大な被

害をもたらし，個人に瞬時の判断を要求し，その判断が生命の維持に大きく影響する災害である.

したがって，災害対応活動が機能しない時間的・空間的な状況下において，学習者が「災害対応力」を獲得す

ることを支援する教育プログラムの構築と展開が極めて重要となる.

H25年度における本研究課題ではの避難施設へ容易に避難することを支援する防災教育の開発をするた

めに， H24年度の研究成果である地方公共団体の防災課・危機管理課を対象に実施したアンケート結果に基づ

いて， r災害対応力」の育成について検討した.

2 研究の内容

H24年度に実施した市町村の防災課・危機管理課を対象に実施したアンケートの概要を示す.本研究課題

では，国交省・気象庁・消防庁・大学などが地方公共団体と住民を対象として行った既往のれの訪災に関わる

アンケートについて，設問項目の特性について調査し，アンケートを立案した.アンケートは質問紙形式と

して， 2012年 12月'""2013年 1月に調査した.また，アンケート分析の信頼性を向上させるために，対象と

した市町村を外房・内房・内陸・茨城県沿岸の 4地域，浸水地域と非浸水地域に分類し，市町村の防災対策・意

識を地理条件と浸水条件により検討した.アンケートの回収率は，地理条件では外房が 73%，内房が 75%，

内陸が 44%，茨城県沿岸が 83%であり，浸水条件で、は浸水地域が 76%，非浸水地域 75%で、あった.

災害対応力を溜養する防災教育では，津波災害直後の東北地方整備局と相馬市建設部の初動対応，仙台空

港の復旧の 3つのケースメソッド教材から，災害対応に関連する課題を達成する際に重要で、あった知識・能力

について調査し，課題解決の過程に沿って能力要素を整理した.

3 研究の結論

3.1 市町村を対象とした防災アンケート

調査地域での人的被害は，太平洋側に位置する外房と茨城県沿岸が，内震や内陸よりも多い一方で、，建物

被害は住宅が比較的密集し液状化が顕著で、あった内房が，外房よりも多数で、あった.また，津波発生時の職

員の参集基準の有無は，海岸線を有するすべての市町村で基準が，規定されていた.津波来襲時に初動体制

の「あまり機能しなかった」の回答割合は，被害が大きな地域ほど高い額向にあった.

日25年の千葉県の市町村では，避難勧告・指示の発令基準と発令フ。ロセスの有無について，地域開において

有意な差違が存在していた.すなわち，人的被害が大きい外虜ではf規定が有るjとした市町村の割合は 4割

5分であり，人的被害が少数で、あった内房の約 8割と比較して少なかった.被害が他地域と比較して小規模

であった内陸ではf規定が有るjとした市町村の割合は約 2割で、あった.また，津波知識の学校教育の実施に

ついても，同様に地域的な相違があり，地域間の防災対策の水準と準備の差違を是正する必要性が明かとな

った.

各市町村が避難勧告・指示の発令を決めかねる主要な要因は， r発令の必要性に確信がなかったん「空振り

した擦の住民の反応を危慌したjであり，両者をあわせた匝答割合は外房で 6害1]，内房で 8害IJであった.これ

より，災害対応の判断が困難な状況が存在し，学習者の防災教育による災害対応力の育成の重要性が判明し

たことから，次節に災害対応力の育成について詳述する.
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研究結果(つづき)

3.2 1災害対応力」についての提案

3連動地震・首都圏直下型地震などの臣大災害への備えのために「災害対応力」を育成することは防災・減災

対策の実施と同様に重要な課題である.また，その育成手法としては，学習者が主体的となるケースメソッ

ド手法が有用であると考えられる.ケースメソッドは，主に経営能力の育成に活用される教育方法であり，

経営力は「専門知識jと「統合力・洞察力・戦略力など」から構成され，経営力の向上にはケースメソッドが有効

であるとされている.

本研究課題が酒養を図る「災害対応力jは，災害発生後の防災活動・整備が機能していない時間的・空間的な

状況下において，災害対応に関わる課題に対して，資源を有効的に活用し，早急に円滑な災害対応活動を実

行するにあたって，極めて重要なf力Jである.災害発生直後の困難な状況下において，災害対応に関わる課

題を達成するには，主として個人が土木工学に関わる f専門的知識」と体験・経験に基づく「能力」の双方を充分

に駆使・総合しながら，他者との協働により解決策を見出し，さらに実行することが必要となる.

そこで，本研究課題では「災害対応力jとして，以下のような提案をする.

[災害対応力J=災害についてのf専門的知識JX体験・経験に基づく「能力」

上記のように， 1災害対応力」が「専門的知識Jと「能力」から成るとすると， 1専門的知識」と f能力jの育成に

的を絞ったケースメソッドを用いた教育プログラムの構築と展開が， 1 災害対応マネジメント力Jのj函養に寄

与すると推測できる.

3.3 1災害対~力j におけり各能力

「災害対応力」は， 1専門的知識jと「能力jから成るとする.

日本技術者教育認定機構(JABEE)が加盟する WashingtonAccordを含有するエンジニアジング教育認定の 3

協定は，高等教育機関における教育の質保証・菌際的問等性の確保と，専門職資格の質の確保・国際流動化は

技術者の質保証の観点から重要であるとしづ認識のもと， Intemational Engineering Alliance (IEA)において，教

育や専門職資格同等性確保について検討し， 2009年に GraduateAttributes(GA) and Professional Competency 

Profiles (PC)の第2版が翻訳されている 1) 以下に GraduateAttributes(GA) and Professional Competency Profiles 

(PC)のからの引用を示す.

GA:卒業生としての知識・能力

GAは，認定プログラムの卒業生に期待される知識・能力の模範である. GAは，期待される知識・能力の明

瞭で簡潔な記述であり，必要に応じて，それぞれの種類のプログラムに適した難度を表す一般的記述で修飾

されている.

PC:専門職としての知識・能力

PCは， GAとほぼ同様の内容の知識・能力の要素を用いて規定することができるが，力点のおき方が異な

る.例えば，専門職レベルでは，実際の仕事の場面で責任を取る能力が不可欠の要素といえる. PCは， GA 

とは異なり，個別に達成度を示すことのできる一連の知識・能力の組み合わせにとどまらない.PCは，包括

的にアセスメントしなければならないものである.

災害対応に関わる課題を達成するプロセスを考慮しつつ， 2013年土木学会研究討論会における「東北地方

整備局の初動対応Jと「相馬市の初動対応J，ならびに「仙台空港ターミナノレビノレの復!日」の 3つのケースメソッ

ド事例に基づいて設定したf災害対応力マネジメントカ」の能力を以下の 1)'"'-'9)に示す.

01災害対応力マネジメント力Jの体験・経験に基づく「能力」

1)断片的な情報を収集・分析する力

2)分析した情報を課題解決に向けて体系化する力

3)術轍的に情報や知識を駆使・総合して，論理的思考に基づいて自ら複数の解決策を創出できる力

注:必要に応じて，このページをご使用ください。
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研究結果(つづき)

表-1 能力と IEAのPCのプロフィーノレとの関係

f能力j PCのプロフィール

12断片的な情報を収集・分析する力 I普遍的知識を理解し応用する

3問題分析

~分析した情報を課題解決に向けて体系化 1普遍的知識を理解し応用する
するカ 3問題分析

li術撒的に情報や知識を駆使・総合して，論 l普遍的知識を理解し応用する
環的思考に基づいて自ら複数の解決策を創 2特定の閤又は地域に関する知識を理解し応用
出できるカ

する

3問題分析

4解決策のデザインと開発

12直面している課題に対して，倫理・制約条 5評価

件を考慮して客観的に解決策を決断する力 7法と規出

8倫理

~課題解決へ向けて活動をマネジメントす 9エンジニアリング活動のマネジメント
るカ

22構想、した事項を集団{チーム}に説明し賛 10コミュニケーション
同を得るカ

T1課題達成のために自らを律し継続的に協 11継続研鎖
働し達成するカ

~慣習・規制にとらわれず状況に応じて，自 12判断
らの考え・行動を適正化できるカ

円責任の所在を判断し，自らの考え・行動を 13決定に対する責任
決定できるカ

4)亘面している課題に対ーして，倫理・制約条件を考慮して客観的に解決策を決断する力

5)課題解決へ向けて活動をマネジメントする力

6)構想した事項を集部(チーム)に説明し賛同を得る力

7)課題達成のために自らを律し継続的に協働し達成する力

8)慣習・規則にとらわれず状況に応じて，自らの考え・行動を適正化できる力

的責任の所在を判断し，自らの考え・行動を決定できる力

Washington Accordに加盟している JABEEは， 2019年度までに GAを模範として認定基準の改定が義務づ

けられている.このように， GAとPAは高等教育機関における国際的な知識・能力を保証するための模範で

あることから， 1 )""'9)にわたる「災害対応力」の体験・経験に基づく各「能力jとPCのプロフィールの関係を表

」に示し， r災害対応力jの妥当性を検討する.

GAIこは情報収集力についての記載はないが，都市防災学 2)では，地域i坊災において求められる能力に情報

収集伝達力を挙げている.また，社会人基礎力育成事業においても情報収集は教育活動として位置づけられ

ている.

災害対応力は，土木工学や防災工学などに基づく専門的知識を基礎として，災害対応に関わる課題に対応

する各能力を組合せながら発樺することによって，解決策を創出する活動をマネジメントし，他者に活動を

説明し，責任の所在を確認しながら課題を達成するためのf力jである.

注:必要に応じて，このページをご使用ください。
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研究結果(つづき)

表・2 災害対応力の「能力Jと各ケースの関係

災害対応力 各ケース

災害対応力の能力
東北地方整備局 相馬市の初 仙台空港ターミナ

の初動対応 動対応 ノレピノレの復旧

1)断片的な情報を収集・分析する力 。 。 。
~分析した情報を課題解決に向けて体 。 。 。
系化する力

l)_j府轍的に情報や知識を駆使・総合し

て，論理的思考に基づいて自ら複数の解 。 。 。
決策を創出できる力

12直面している課題に対して，倫現・制

約条件を考慮して客観的に解決策を決断 。 。 。
する力

~課題解決へ向けて活動をマネジメン 。 。 。
トする力

Q}構想した事項を集団{チーム}に説明し 。 。 。
賛同を得るカ

T1課題達成のために自らを律し継続的 。 。 。
に協働し達成する力

D慣習・規則にとらわれず状況に応じ 。 。 。
て，自らの考え・行動を適正化できる力

22糞任の所在を判断し， 自らの考え・行 。 @ 。
動を決定できる力

(@ :強い関連有， 0:関連有)

表-2に 1)"'-'9)の「災害対応力jの各能力と f東北地方整備局の初動対応jとf相馬市の初動対応J，ならびに「仙

台空港ターミナノレピノレの復旧」の 3つのケースメソッドの関係を示す.

災害社会学入門 3)では， 1990年代から災害研究において，地域の脆弱性についての研究数が増加したと報

告されている.脆弱性を促進させる原国に着目することにより災害による影響を軽減させ，軽減のための糸

口として復元=回護力の概念が考えられたとされている.また，復元=回復力の概念は，地域や集呂の内部

に蓄積された結束力やコミュニケート能力，問題解決能力などに目をむけていくための概念装置であるとも

指摘している.これは，田復力概念とは脆弱性概念と一対であり，回復力による問題解決は，自然災害によ

り拡大された脆弱性を軽減するために有用であることを示している.表Jに回復する力と 1)"'-'9)の「災害対応

力jの関係を示す.

表・3 災害対応力のf能力jと回復する力

災害対応力の能力 備える力 回復する力

1)断片的な情報を収集・分析するカ 。 。
2)分析した情報を課題解決に向けて体系化するカ 。 。
ru府轍的に情報や知識を駆使・総合して，論型的思考に基づいて自

ら複数の解決策を創出できる力
。 。

12直関している課題に対して，倫理・制約条件を考慮して客観的に 。
解決策を決断する力

。

5)課題解決へ向けて活動をマネジメントするカ 。 。
6)構想した事項を集団(チーム)に説明し賛同を得る力 。 。
7)課題達成のために自らを律し継続的に協働し達成する力 。 。
D慣習・規則にとらわれず状洗に応じて，自らの考え・行動を適正 。
化できるカ

。

22責任の所在を判断し， 自らの考え・行動を決定できる力 。 。
(@ :強い関連有， 0:関連有)

注:必要に応じて，このページをご使用ください。
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研究結果(つづき)

災
警
対0.5
応
力

。

災事発生
……備えるカ同町田霞復するカ

時間

国-1 災害対応力の時間的変化

表4 災害対応力と能力要素

災害対j志力の能力

1)断片的な情報を収集・分析する力

2)分析した情報を課題解決に向けて体系化するカ

II術撒的に情報や知識を駆使・総合して，論理的思考に基づいて自
ら複数の解決策を創出できるカ

1}康面している課題に対して，倫理・制約条件を考慮して客観的に

解決策を決断するカ

5)課題解決へ向けて活動をマネジメントする力

6)構想した事項を集匝(チーム)に説明し賛同を得る力

T1課題達成のために自らを律し継続的に協働し達成するカ

~慣習・規則にとらわれず状況に応じて，自らの考え・行動を適正
化できるカ

2i責任の所在を判断し， 自らの考え・行動を決定できる力

能力要素

情報収集力，分析力

課題発見カ

思考力，総合力，創造力

計閥的実行力，決断力，
検証力

調整力

提案力，議論カ

パフンスカ，傾聴力，協

{動

主体性，実行力，倫理，
判断力

率先カ，決定力，役割認
識力，責任感

災害情報と社会心理のでは，災害による通常システムの機能低下を補うための緊急社会システムの稼働に

ついて概念が示しである.災害産後に緊急社会システムの機能を発揮するためには，災害対応に関わる各課

題に対しての解決策の実行が必要となる. したがって，災害発生時に結束力やコミュニケート能力，問題解

決能力を含有する復元z 回復力により，課題を達成し緊急社会システムを構築していくことから，復元江田

復力と緊急社会システムの時間変化に伴う過程は，位相差が存在するものの相似形であると考えられ， r災害

から回復する力jは図皿lに示すようになる.また，災害情報と社会心理のでは，通常の社会システムは，通常

レベルから災害発生に伴い急速に低下し，応急対応期を経て通常レベルの機能に後帰することが示しである.

これは，災害に備える力の時間的変化と棺似していると考えられる.すなわち，災害に備える避難訓練・DlG

などの防災教育は，種々の機関・組織が主体となって，災害前にある…定レベノレで実施しているが，災害発生

後は備えのレベルは低下し，復興期以降に通常レベルに復帰する場合が多数となるからである.

ケースメソッドを活用した防災教育により， i)災害発生直後からの初動活動における規賠・規定を超える行

動と決断， ii)復旧活動での課題達成へ向けての解決策創出と組織・個人の連携・協働などを疑似体験により学

習することができる.その学習効果は，災害時における自身の行動規範の熟慮に帰結することから，正常性

バイアスの増幅を制御しf自ら考えて行動するJことを支援するものとなる.表イには災害対応力の各能力と

能力要素の関係を示す r災害対応力Jの体験・経験に基づく各「能力jは，学習者が災害発生後の状況下にお

いて，災害対応に関わる課題に対する解決策を制約条件を考慮して創出し，コミュニケーションを図りなが

ら課題を達成するという疑似体験の各プロセスにおける能力獲得を意図して，前述の 1)""9)のように設定し

た.

注:必要に応じて，このページをご使用ください。
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研究結果(つづき)

また，災害時の臨機の行動と責任所在を示す 8)と9)は，高度に深化を重ねた幅広い知識と充分な経験を根底

として，慣習・規則にとらわれず瞬時に最適解を決定することが要求される「災害対応力」に独自の「力Jであ

る.

[参考文献1
1) 文部科学省平成 22，23年度先導的大学改革推進委託事業，技術者教育に関する分野別到達目標の設定

に関する謂査研究， pp.292. 

2) 梶秀樹，堀越巧:都市防災学，学芸出版社， 2013， pp.278. 

3) 大矢根淳，浦野正樹，田中淳，吉井博明:災害社会学入門，弘分社， 2007， pp.279. 

4) 麗井惰:災害情報と社会心理，北樹出版， 2007， pp.l77. 

注:必要に応じて，このページをご使用ください。
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平成 25年度 学術研究助成金〔総合研究〕実績報告書

平成 26年 4月 7日

日 本大学学長

氏 名 篠田雅路

所属・資格 歯学部・准教授

下記のとおり報告いたします。

1 研究課題

口腔内痛発症の分子機構解明および治療を目指した研究拠点形成

2 1iJf究組織

氏 名 所属部科校・資格 役割分担

0研究代表者名

篠田雅路 歯学部/准教授 研究の昔十聞と総括

モデルの作成と免疫組織標本作成
0研究分担者

小林真之 歯学部/准教授
延髄神経細胞のパッチクランプ解析

野 間 昇 歯学部/准教授 基礎研究結果に基づく治療法の開発

|河部修 医学部/教授 fMRIを用いた口控患者の脳機能解析

小見山道 松戸蘭学部/准教授 口腔痛患者の疹痛評価

合計 5名

3 本研究に関連して外部資金への申請状況，獲得状況

篠田雅 路 基盤研究 (c) 採択

小林真 之 基盤研究 (B) 採択

小見山 道 基盤研究 (c) 採択

阿部修 基盤研究 (C) 採択

阿部修 新学術領域研究 採択

(研究協力者)

本田訪11也 若手研究 (8) 採択

※ r6 研究結果Jについて，ホームページ等での公開(⑪・否) いずれかをOで囲んでください。

否の場合!ま，理由撃を添付して下さい。
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4 研究目的

高齢化が進む現代社会において、 QOLを高く保ち高齢者が健康な生活を送るためには、口腔機能が

損なわれることなく正常に保たれ、口腔から栄養を摂取することが非常に重要な要因の一つであると考

えられる。口腔からの栄養摂取が身体の栄養の維持だけでなく、全身の健康維持にとって栄養維持以外

の重要な要素であることは間違いのない事実である。そして、口腔からの食物摂取を維持するためには、

口腔機能を正常に保ち、口腔内環境を健康な状態にする必要がある。

しかし、口腔内環境を著しく悪化させる要因の一つである口腔内の疹痛異常に関してはほとんど研究が

なされておらず、その神経機構に関してはほとんどわかっていない。そのため、舌痛症や舌神経損傷後

の神経因性疹痛をはじめとする様々な口腔内疹痛異常に対する原因療法を開発することが国難である。

そこで本研究では口腔内疹痛異常の神経機構を解明するため、まず、口腔内に疹痛異常を引き起こすと

考えられる以下の口腔痛モデルを作製する。 1.歯髄炎発症後の舌痛覚過敏モデル、 2.非炎症性の痛

覚過敏モデル、 3. 口腔乾燥モデル、 4. 口腔粘膜切開モデノレ、 5.扇平上皮癌モデノレ、 5種類のモデ

ルを作製し、口腔内に痛覚過敏およびアロデニアを発症しているかどうかを明らかにする。さらに、こ

れらのモデル動物を用い、三文神経節細胞における活動性および細抱内物質の変化、神経節内のグリア

細胞の活性変化を解析する。また、三叉神経脊髄路核に存在する神経細胞の活動性変化およびグリア細

胞の動態を解明する。さらに、歯髄神経への電気刺激による大脳皮質ニューロンの活動を記録し、活動

領域の局在を解析した。ヒトに発症する舌痛症おける中枢神経系の変調を探索するため、舌痛症患者を

対象に不安検査を行う。そして舌痛症患者に対して Cognitivebehavioral treatmentを行し、舌痛の改

善傾向を評価し、臨床応用が可能な口腔痛軽減方法を探る。

5 研究概要

1. 口腔肉痛モデルラットの作成および霧癌関連行動の解析

歯髄炎発症後の舌痛覚過敏モデル:CFAを歯髄に投与後、舌の痛覚の変化を解析する。

非炎症性の痛覚過敏モデル:TNBSを口控粘膜に 3日間 (1回/1ヨ)塗布する。

口腔乾燥モデル: 2時間/日， 7日間、舌を乾燥させる。

口腔粘膜切開モデル:口腔粘膜に 5mmの石灰を与える。

口腔癌モデル:扇平上皮癌細胞を舌に移植する。

各モデノレに対‘し機械および熱刺激を与え、逃避反射闇値を計測する。

2. 各モデルの三叉神経節細胞における物質動態の変化および活動性変化の解析

深麻酔下で各モデノレ動物の三叉神経節を取り出し、侵害受容器に発現する受容体の動態について免

疫組織学的手法および電気生理学的手法を用いて検索する。

あらかじめ口腔粘膜に 0.3目fluorogoldを投与し、各口腔痛モデノレにおける痛覚過敏発症後の三叉神

経節を摘出し、免疫組織化学的手法を用いて痛み関連受容体陽性細胞数の変化を解析する。さらに

発現量の変化を Westernblot法にて定量する。

3. 歯髄神経への寵気刺激による大脳皮質ニューロン記録

深麻酔下にて茜髄を露出し、歯髄神経への電気刺激による大脳皮質ニューロン活動を電位感受性色

素を用いて、記録する。

4. 苦痛症患者の心理的評価

舌痛症患者を対象に不安検査を行う。そして舌痛症患者に対して Cognitivebehavioral treatment 

を行い舌痛の改善傾向を評価する。
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6 研究結果 (4，000字以上記入してください。)

能髄炎発症後の苦蒲覚過敏モデル

[実緯報告書総合 7-3] 

氏名:篠田雅路

歯髄に炎症が起こると一次ニューロンは強く活性化され、高頻度の持続的な活動電位を誘発する。さら

に一次ニューロンの活動性の持続的な増加は二次ニューロンの活動性をより強く増強させることが知

られており、このような二次ニューロンの活動性の増強は三文神経核のグリア細胞の活性化が関与して

いることが報告されている。近年、活性型グリア細胞や神経細胞には多くのおll-likeReceptor (TLR) 

が発現し、神経の興奮性の変調に重要な役者jを果たしていることがわかってきた。そこで本研究では、

三叉神経節に発現する TLRに注目し、歯髄炎によって引き起こされる異所性疹痛異常のメカニズムの

一端を解明することを目的とした。 SD系ラット(♂ 9w) の左側j下顎第一大臼歯を露髄させ、 CFAを

髄腔にペーパーポイントにて刺激後、仮封し 3日開放置したものを CFA誘導性歯髄炎モデルとする。

このモデルラットの左側苦背部に歯髄処置前から処置後 21日目まで熱刺激あるいは機械的刺激を行

い、逃避関値の変化を測定した。また、問モデノレラットを瀧流固定したのち、三叉神経節を取り出し 1

次ニューロンにおける TLR4の発現を免疫組織学的手法にて解析した。さらに開モデルラットの三叉神

経節内に TLR4アンタゴニストを持続注入したラットにおいて、舌への侵害刺激に対する逃避行動およ

び 1次ニューロンの TLR4発現変化を詳細に検索した。結果:CFA誘導性歯髄炎モデルラットにおい

て舌に機械刺激に対するアロデニアが認められるが、熱刺激に対する痛覚過敏は、認められなかった。

また免疫組織学的手法により、同モデノレラットにおいて TLR4の発現が認められた。 TLR4アンタゴニ

ストを持続注入したラットにおいては逃避関値が抑制される傾向にある。

非炎症性の痛覚過敏モデル

苦痛症は、舌に炎症や顔療などの器質的な変化が認められないにもかかわらず痛覚異常を生じる疾患で

ある。本研究では 2，4，6-trinit robenzene sulfonic acid (TNBS)舌投与により舌痛症モデルマウスを

作製し、間モデルに生じる舌熱痛覚過敏に対する Arteminの役割について検討した。 C57/BL6雄性マウ

ス(7w)の苦背に TNBS(10 mg/ml， 1h)を投与すると、投与後 l呂田より舌背に熱痛覚過敏が生じた。 TNBS

舌背投与後 5日目、舌に組織学的変化は認められなかったが、舌背粘膜において Artemin発現最が増加

し、抗 Artemin中和抗体および TRPV1アンタゴニスト (SB366791)の投与により舌背の熱痛覚過敏が抑制

された。また三叉神経節における苦投射 Artemin受容体(GFRalpha3)陽性かっ TRPV1陽性神経細胞数が

増加した。一方、三叉神経節におけるリン酸化 TRPV1タンパク量に変化は見られなかった。さらに

Artemin舌投与後 5羽目に舌背に熱摘覚過敏が生じ、 SB366791の舌投与により舌背の熱痛覚過敏が抑制

された。 TNBS舌背投与後 5自目、急性単離した三文神経節細胞の TRPV1アゴニスト (Capsaicin)により

誘導される内向き電流が増加し、抗 Artemin中和抗体の舌投与により内向き電流の増加が抑制された。

以上の結果から、 TNBS舌背投与により生じる苦背の熱痛覚過敏は、舌背粘膜で増加する Arteminによる

舌投射ニューロンにおける TRPV1の増加が関与していることが示唆された。

口腔乾燥モデル

口腔乾燥症の患者は原菌不明の舌痛を訴えることが多いが，その発症機序は不明である。今回われわれ

は，口腔乾燥により引き起こされる舌痛のメカニズ、ムを解明することを目的とした。イソフルラン吸入

による浅麻酔下にて SpragueDaw ley系雄性ラットの舌を含む口腔内を乾燥状態にさせ (2時間/日， 7 

日間)，口腔乾燥モデルラット (dry群)を作製した。同様の吸入麻酔のみを与えたラットを sham群と

した。乾燥開始後 7日目， dry群において，舌には組織学的変化は認められなかったが，舌の侵害機械

刺激に対する頭部引っ込め反射関値 (HWT)は有意に低下した。また舌へ侵害機械刺激したのち 5分後，

三叉神経脊髄路核尾娘IJ亜核 (Vc) において Phosphorylatedextracellular signal-regulated kinase 

(pERK) 楊性細胞数が存意に増加した。また，髄IJ空内への ERKリン酸化阻害薬である前EK1inhibi tor 

(PD98059) の持続投与により，舌の侵害機械刺激に対する HWTの低下および VcのpERK陽性細胞数の

増加が有意に抑制された。さらに乾燥開始後 7日程，舌への侵害機械刺激に対する Vcの侵害受容ニュ

ーロンの発火頻度は有意に増加した。以上のことから，口腔乾燥に起因する舌の機械痛覚過敏発症には

Vcの侵害受容ニューロンにおける ERKのリン酸化が関与している可能性が示された。
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研究結果(つづき)

口腔粘膜切開モデノレ

口IJ空の内外は粘膜と皮膚という構造や熱刺激に対する闘値の違いがあることから、口腔内外で侵害刺

激に対する TRPチャネノレの機能が異なる可能性が高いと考えられる。本研究では、口腔内外の損傷性熱

及び機械痛覚過敏の発症機構に対する TRPチャネルの役割を検討する。 SD系雄性ラットの頬粘膜または

口髭部皮膚に切聞を加え、損傷i生痛覚過敏モデルラットを作製した。切開後 14日目まで、浅麻酔下に

て頬粘膜または口髭部皮膚に熱あるいは機械刺激を加え、逃避反射関値 (HWT) を測定した。切開後 3

司自には TRPV1アンタゴニスト (SB366791)、 TRPV2アンタゴニスト (Tranilast)または TRPA1アンタゴニ

スト (HC030031)を切開部へ皮下投与し、 HWTを経時的に解析した。さらに、あらかじめ逆行性トレーサ

ーを頬粘膜または口髭部皮庸に皮下注射しておき、切開後 3自白に濯流固定し、頬粘膜または口髭部皮

膚へ投射する TRPV1、TRPV2、TRPA1陽性三文神経節(TG)細胞を免疫組織学的に検索した。頬粘膜または

口髭部皮膚切開後、機械及び熱刺激に対する HWTは有意に低下した。切開後 3沼目、 SB366791、Tranilast

または HC030031局所投与により頬粘膜および口髭部皮膚への熱、冷刺激に対する HWTの低下が抑制され、

また、Tranilast、HC030031の局所投与により、頬粘膜または口髭部皮肩への機械刺激に対する HWTの低下は

抑制された。一方、 SB366791の局所投与により頬粘膜への機械刺激に対する HWTの低下は抑制されなかっ

た。さらに、頬粘膜または口髭部皮膚へ軸索を投射する TG細胞において、 T託PV1、TRPV2、TRPA1陽性細

胞数が増加した。以上から、口腔外において、 TRPV1、TRPV2、TRPA1は組織損傷後に発症する熱、冷お

よび機械痛覚過敏に対し関与していることが示唆され、一方、口腔内において、 TRPV1は組織損傷後に

発症する熱痛覚過敏に対して関与し、 TRPV2、T訳出1は熱、冷および機械痛覚過敏に対して関与している

ことが示唆された。

口腔癌モデル

P2X7受容体は神経障害性疹痛や炎症性疹痛に関与しているとの報告があるが口腔領域の癌性広痛発症

のメカニズムに対する P2X7受容体の役割は不明である。本研究ではラット舌扇平上皮癌モデノレにおける

舌癌性疹痛に対するマイクログリア P2X7受容体の役割を検討した。ラット苦に屑平上皮癌細胞を接種し

舌癌モデノレを作成した。対照、群は PBS接種モデノレとした。浅麻酔下にて癌接種部に機械刺激または熱刺

激を与え逃避反射闘値の解析を行った。三叉神経脊髄路核尾側亜核(Vc)における活'性化マイクログリア

を免疫組織化学的に解析した。さらにマイクログリアの活性祖害薬であるミノサイクリンを腹腔内投与

または P2X7受容体アンタゴニストを髄腔内投与し、機械刺激における逃避反射関値およびマイクログリ

ア活性の変化を解析した。 SCC接種 l週後に腫療細胞の増殖が認められ、 3週後には腫療塊の形成と周

囲への浸潤を認めた。 SCC接種後 6日目以i車、苦への機械刺激に対する逃避反射闘値の有意な低下が認

められた。 SCC接種後舌への熱刺激に対する逃避反射闘値の有意な低下は認められなかった。 SCC接種 4

日自以降 Vcにおいてマイクログリアの活性化を認めた。ミノサイクリンの腹腔内投与により SCC接種

後 14日自まで機械刺激における逃避反射闘値の低下が抑制された。また、 P2X7受容体アンタゴニスト

の髄腔内投与により SCC接種後 4日目まで機械刺激における逃避反射闘値の低下が抑制されたが、 14

日目では有意な逃避反射関値の低下を認めた。 SCC舌接種後、舌に発症する機械痛覚過敏は Vcにおける

P2X7受容体を介したマイクログリアの活性化が関与している可能性が示唆された。

歯髄神経刺激による大脳皮質ニューロン活動

上下顎切歯・臼歯の電気耕激に対する初期応答は，中大脳動脈 (MCA)に隣接する尾側の領域に位置

していた。下顎切歯・臼歯は上顎切歯・臼歯より尾側にあり，局在性が認められた。最大応答は重複す

る領域が認められ，局在性に乏しかった。下顎臼歯歯髄の初期応答の中心部位を焼灼し冠状断切片(ニ

ツスノレ染色)とチトクローム染色(フラットマウント切片)にて組織学的に検索したところ，一次体性

感覚野 (81)腹側の頼粒島皮質 (GI)と不全頼粒島皮質 (DI)に歯髄応答部位が認められた。歯髄の

初期応答が，島皮質 (IC)の限局した領域にある一方，最大応答では局在性が失われていたことは，歯

痛錯誤のメカニズムを反映している可能性がある。

注 必要に応じて，このページをご使用ください。



研究結果(つづき)

舌痛症患者の心理的評価

舌痛症患者を対象に不安検査を行うと、健常者と比較し有意に iヨ常的に不安を感じていることがわかっ

た。そして舌痛症患者に対して Cognitivebehavioral treatmentを行うことにより日常的な不安を軽

減できるだけでなく、舌痛も改善できることを見出した。この結果は、舌痛症の発症に中枢神経が関与

することを示唆するものである。この研究の概要は Journalof Oral Scienceに掲載された。

また、舌痛症患者の病悩期間の解析結果から、病悩期間が長いほど欝および身体化の傾向が強いことを

見出した。この結果は、舌痛症患者は中極神経に可塑的変化を起こしていることを強く示唆するもので

ある。この研究の概要も Journalof Oral Scienceに掲載された。
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平成25年度 学術研究助成金〔総合研究〕実績報告書

平成 2 6年 5月 1 6日

日本大学学長

氏 名 山口 大 印一

所属・資格 松戸歯学部・准教授

下記のとおり報告いたします。

1 研究課題

生物学的安全性と生体適合性に優れる歯科矯正用インプラントスクリューの開発

2 研究組織

氏 名 所属部科校・資格 役害IJ分:J:1l

0研究代表者名
研究全般(試作インプラントスクリューの invitro、

I1J 仁l 大 松戸裁学部・准教授
in vivoによる検討)

0研究分強者

谷本安浩 松戸歯学部・准教授 最適構造設計および試作作製と機械的性質の評

価

葛西一貴 松戸歯学部・教授 治療効果の検討

北 J J I 冊目 松戸歯学部・助教 最適構造設計および試作

剖 9:1 智
生産工学部・准教授 作製と機械的性質の評価

山根} 吉 平
生産工学部・助教 作製と機械的性質の評価

3 本研究に関連して外部資金への申請状況，獲得状況

なし

※ r6 研究結果j について，ホームページ等での公隠 @'Sl いずれかをO咽んでください。

否の場合lま，選出蓄を添付して下さい。



[実績報告書総合フ -2]

|部科校名:松戸歯学部 i氏名:山口 大

4 研究目的

近年、再生医療分野において、移植する生体部位に骨再生材料が効果的に連合するように、骨伝

導性に優れる HAやs-TCPなどのリン酸カノレシウム系材料と生体吸収性高分子材料とを複合化した

バイオマテリアルの開発研究が行われている。適用される生体吸収性材料には PLLAや PGAなど

があり、これらの材料は生体内で徐々に分解・吸収される。そのため治癒後の摘出手術を必要とし

ない骨接合材として注目を集めており、たとえば頭蓋顎顔面領域における骨折や骨切り後の固定の

ために用いられていた金属製プレートの代わりに PLLA製プレートも用いられるようになってき

た。このように整形外科の分野においては生体吸収性プレートシステム (u-HAlPLLAコンポジット

プレート、タキロン@)などの製品も一般に販売されており、臨床応用されるとともにこれら生体

吸収性材料を用いた骨接合材の研究報告も幾っか見られる。栗原らは、顔面骨骨折手術の骨接材と

して、 HA/PLLA複合プレートを 20症例に対して使用した結果、炎症を含めた感染も認められず、

骨の岡定性も安定していることを報告している(栗原他、日形会誌、 2010)。また Aokiらのグルー

プは PLLA製の生体吸収性マイクロインプラントをピーグル犬の下顎骨に理入し、骨形成能を評価

している (Aokiet al.， Dent Mater J， 2005)。しかしながら実際には複雑な応力が負荷される過酷な環

境下にある口腔内において、 PLLAなどの高分子材料を矯正用マイクロインプラントに適用した場

合、強度不足などの問題があり、未だ生体吸収性高分子材料を用いた歯科矯正用マインプラントス

クリューを一般的に蕗床応用するまでには至っていない。

そこで本研究では機械的性質および生体適合性に優れるジン酸カルシウム/生体吸収性材料の

材料設計・開発を行なうとともに、有限要素解析 (FEA) によるインプラント形状の最適設計を行

う。また、試作インプラントスクリューに対して、動物実験と細胞実験を行うことによって、生物

学的安全性と生体適合性に優れる歯科矯正用インプラントスクリューの開発を行う。

5 研究概要

本研究では従来のインプラントスクリュー材料であるチタンの代わりに骨伝導性に優れるハイ

ドロキシアパタイト (HA)や第三リン酸カノレシウム (s悶 TCP)などのリン酸カルシウム系生体活性

材料とポリーL乳酸 (PLLA)やポリグワコール酸 (PGA) などの生体吸収性材料とを複合化した材

料をインプラントスクリューに適用することを目的としている。さらには矯正治療後にスクリュー

撤去を非観血処置で行えるようにするため、内ネジだけを取り外しできるようにインプラントスク

リューの構造を二重ネジ構造とする。これらを実現するためにはまず PLLAとPGAの配合比やHA

を添加する量の最適条件を機械的性質および生体適合性の両方の観点から明らかにする。次に、 m

vitroにおいてヒト骨芽細胞と試作した材料とを培養し、骨芽細胞の石灰化の状態と試作材料の吸収

の状態を ELlSA法と realtime PCR分析を用いて、骨形成のマーカー (ALP，type 1 collagen， 

osteocalcin， BMPs) を指標として評価する。 invivoでは試作した材料片をラット腔骨へ埋入して、

病理組織学的観察を行う。次に、 FEAを用いたコンビュータシミュレーションにより二重ネジ構造

を有するインプラントスクリューの最適な形状を解析する。最後に、犬を使用した動物実験では試

作したスクリューを歯槽骨に埋入して、矯正力を加えてインプラント潤囲の骨との適合状態をマイ

クロ CTと免疫組織学的染色法を用いて評価する。以上により二重ネジ構造を有するリン酸カルシ

ウム/生体吸収性材料を用いた歯科矯正用インプラントスクジューの有用性を明らかにする。



[実績報告書総合7-3] 

|部科校名:松戸歯学部 i氏名:山口 大 l 

6 研究結果 (4，000字以上記入してください。)

本研究では試験体として Fig.lに示す構造式の PGA樹脂を用いた。またコントローノレ群として百(純

度 99.9%、フノレウチ化学) を用いた。また一部は Tiの文献鑑 1，2)およびヒトの皮質骨 (Corticalbone， 

以後 CB) の文献値目)を参考にした。

1. 三点曲げ試験およびダイナミック硬さおよび押し込み弾性率の測定

PLLA，PGAの曲げ特性を評価するために， JISK71716)に準じて PLLA，PGAの三点曲げ試験を行った。

三点曲げ試験では，長さ 85mm，J!i高 12.7mm，厚さ 3.1mmの PGA試験体を三点曲げ冶其(支点間距離

50mm) に設龍し，インストロン万能試験機 (TGづkN，ミネベア)を用いて負荷速度 2mm/minで曲げ

荷重を与えることにより三点曲げ試験を行った。得られた応力…ひずみ曲線留における最大応力値を曲

げ強度とし，出げ弾性係数は初期直線部分(比例眼)の傾きから算出した。なお試験体数は 10本とした

(n=10)。

PLLA，PGAおよび純チタンの微小硬さを明らかにするために，各資料表面に Berkovich圧子を押し込

み，付加-1徐荷試験を行うことでダイナミック硬さおよび弾性係数 7)の測定を行った。ダイナミック超

微小硬度計 (OUH-211，島津)を毘い，最大荷重 196.10mN，負荷速度 13.32mN I秒，荷重保持持関 15

秒の条件で、行ったO 得られた微小荷重一押し込み深さ線関より，ダイナミック硬さおよび弾性係数を算

出した。なお試験体数は各 5{I回とし (n=5)，1試料につき 3点の計測を行った。

結果を Fig.2に PLLAとPGAとTiの機械的性質の比較を示す。 PLLA，PGAは，従来のアンカースク

リューの素材である Tiと比較して曲げ特性及びダイナミック微小硬さともに低い{誌を示した。さらに，

PLLAはPGAよりも低い値を示した。

2. 骨芽細胞の分化の検討

骨芽細胞の分化に及ぼす影響を明らかにするために， OsteocalcinとCollagentype 1の遺伝子発現量の検

討を行った。ヒト骨芽細胞に近い特徴を有するマウス頭蓋冠由来の骨芽細胞様細胞株 MC3T3-El細胞を

OSファーマバイオメディカノレより購入した。 10%ウシ胎兜血清 (FCS)，1 OOU/mlペニシリン Gナトリ

ウムラ 100μImlストレプトマイシン， 0.25μg/mlアンホテヲシンB含有α-MEM培地にて 37
0
C，5%C02下で

培養し 3日ごとに継代した。 MC3T3幽 E1細胞を 5x103/6幽 wellplateにて播種後、試料として PGA，Tiを添

加し， 21日間培養を行った。綿胞のみ培養させたものを対照群 (control)とした。;陪養後，RNeasy@Mini

kit (QIAGEN Co，Maryland，USA) で Total RNA を抽出し， PrimeScIヤtτMRTreagentKit (TAI<.JヘRA

Co，Siga，Japan) にて R下PCR法を行い， SYBER Green 1を用いたインターカレーター法にて Osteocalcin，

Collagen type 1の遺伝子発現量の検討を行った。なお試験体数はそれぞれ 3とした (n=3)。

Fig.3， Fig.4に MC3T3-E1締胞における Osteocalcinおよび Collagentype 1の遺伝子発現量を示す。

Osteocalcin， Collagen type 1ともに PGA，Ti群ともに経時依存的に増加した。 Osteocalcinは Control

群と比較し 7日後から PGA群， Ti群ともに有意差を認め、 Collagentype 1はTi群は 3日怪から， PGA

群は 14日目から有意な増加を認めた。

3. t疑似体液浸演試験におけるアパタイト生成能の評価

生体内におけるアパタイト生成量および生成速度を明らかにするため PGA.Tiをポリスチレン容器中

にて 15mlの Hanks溶液 (pH=7ム370C) 8)に浸潰した。浸演期間は 0，1， 7， 14日とし， Hanks溶液は毎日

新しく交換した。浸漬後の PGA，Tiは蒸留水にて洗浄し，デシケータ中で乾燥した後，電界放射走査電

子顕微鏡(同信SEM)にて表匝観察を行った。なお対照群として Tiについても同様の浸漬試験を行い，ア

パタイトの析出状態を観察した。なお試験体数はそれぞれ 3とした (n寸)。
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研究結果(つづき)

Fig.5に擬似体液に浸潰した後の試験体表面の FE台EM像を示す。 Ti表面ではアパタイト結晶が 1

日後から析出していることが確認できたが PGA表面においてアパタイト結品は 14日経過後も認めら

れなかった。

4. 重量変化率の測定

生体内における PGAの溶解性および安定性を明らかにするためにポリスチレン容器中に 15mlの蒸留

水 (pH=7.0，37
0
C) ，リン酸塩緩衝液 (pH=7ム37

0
C，以後 PBS) をそれぞれ入れたものを用意し， 12週

間浸潰した。蒸留水， PBSは毎日新しいものに交換した。浸演中 1週ごとに水中から試験体を取り出し

デシケータ中で l持間乾燥後，秤量精度 0.1mgの電子天秤 (AG285，メトラー・トレド)を用いて重量

を計測し，浸漬前後の重量の変化率を算出した。なお試験体数はそれぞれ6とした (n=6)。

Fig.6にPGAを蒸留水， PBSに浸潰した重量変化率を示す。 3週目までは PGAの吸水性によりわず

かな増加が見られたが， 4週後から溶解が始まり， 8週目以降は著しい減少を認めた。 12週目には把持が

間難になり測定不能となった。また蒸留水との明らかな違いは認められなかった。

【考察，今後の展望}

歯科矯正治療では，さまざまなタイプの不正I度合を予防・治療するために各種材料の特性を生かした装

置が使用されている。一方，国民の健康に対する意識の向上や歯科医療の高度化により，近年口腔内に

おいて使用される歯科材料・歯科生体材料に対-するニーズが高まっている。矯正用アンカースクリュー

を用いた矯正では，従来の矯正治療装量のみを使用した矯正治疲と比較して，アンカースクリューを

様々な位置に埋入することにより，より自由な方向に歯を移動させることが可能となった 10)。しかしな

がら歯槽骨へのアンカースクリューの保持はネジの機械的販合力のみに頼っているため，治療中に脱落

することがあり 11)，その場合は再度スクリューを埋入する処置が必要となる。さらに矯正治療後にはア

ンカースクリューを歯槽骨から撤去する観血処置が必要となるため，患者に対する侵襲も存在する。ま

た，アンカースクリューの小型化が進み，スクリューの骨内での破折という偶発症も無視できない問題

点となっている。

そこで本研究では，従来の素材であるチタンの代わりに生体吸収性高分子材料であるポリ -L-乳酸

(PLLA) やポリグリコール酸 (Polyglycolicacid: PGA) 8，13)，あるいはそれらに骨伝導性に優れるハイ

ドロキシアパタイト (Hydroxyapatite，以後 HA) を複合化したコンポジット材料を素材としてアンカー

スクリューに適用することで，骨適合性に優れるとともに最終的には生体内に吸収される新規な歯科矯

正用アンカースクリュー材料の開発を目的とする。本研究では PLLA.PGAのアンカースクリュ一応用

を目的として，主な材料である PLLA，PGAの性質を明らかにし，従来のアンカースクリュー材料で、ある

純チタン(以後 Ti) との機械的，生物学的性質の比較・評価を検討した。

実際の矯正治療期間中にはアンカースクリューに持続的な曲げモーメントが負荷されるために、アンカ

ースクリュー素材の曲げ特性は非常に重要である。 PGAはTiに比べて曲げ特性は低い値を示したが、

CBの曲げ特性とは近似しているという結果で、あったO このことから PGAに曲げモーメントが負荷され

る際、歯槽骨と協調して変形するものと推測され、歯槽骨の破壊が起こりづらいと考えられる。一方、

ダイナミック硬さと押し込み弾性率が百に比べ低い値であった。アンカースクリューの表面硬さに起

因する機械的摩擦はアンカースクリュー埋入時のトルクに大きな影響を及ぼすため、PGAの機械的強度

については今後改良する必要があると考えられる。また生物学的な評価では，骨芽細胞分化の指標であ

るOsteocalcin，Collagen type 1の遺伝子発現量が増加したことから PGAが百同様に骨芽細胞の分化を誘

導することが確認できた。一方，アパタイト生成能の評価で、は PGA表面にアパタイト結晶の析出が見ら

れなかったことから，アパタイトの形成能が低いことが考えられる。さらに生体内を想定した擬似体液

浸演後の重量変化は 4週後から溶解が始まり，その後は十分な加水分解様相を示すことが明らかになっ

た。

注:必要に応じて，このページをご使用ください。
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研究結果(つづき)

以上のことから PGAは骨芽細胞を増殖させる作用があり 骨との適合性に優れることが明らかになっ

た一方で，溶解が早いことからアンカースクリューの使用期開に対する強度が不足していることが示唆

された。

現在、再生医療分野において、移植する生体部位に人工生体デ、パイスが効果的に適合するように、 PGA

などの生体吸収性高分子材料と骨伝導性を有する HAなどのリン酸カルシウム系材料とを複合化させた

コンポジット材・料の開発研究が行なわれている。これらの生体吸収性高分子/リン酸カノレシウムコンポジ

ツト材料は生体吸収性高分子材料単体と比較して、機械的性質やアパタイト生成能に優れることが報告

されている叩)。そのため今後は、 PGAの機械的性質および生体適合性を向上させるために、 PLLA，PGA

に行Aを添加した PLLA/HA，PGA/HAコンポジット体を作製し、 HAの添加量が PLLA/HA，PGA/HAコ

ンポジット体の機械的性質や生体適合性に及ぼす影響について検討する予定である。

{参考文献l
1) 江頭有三、他:インプラント材としてのチタンの熱処理温度と疲労破壊の関係， 13口腔インプラント誌

23(2)，12幽 20，2009

2) 和田賢一:チタン鋳造体の曲げ特性に関する研究，歯科材料・器械 12ο)，225“241，1993

3) Kuhn J.し， et al.: The limitations of canine trabecular bone as a model for human， biomechanical study， J Biomech 

22(2)，95圃 107，1989

4) Sedlin E.D.， Hirsch C.: Factors affecting the determination ofthe physical properties offemoral cortical bone， Acta 

Orthop Scand 37(1)ス仏48，1966

5) Rho 1.， et al.: E1astic properties of microstructural components of human bone tissue as measured by 

nanoindentation，J Biomed Mater Res 45，48幽 54，1999

6) JISK7171プラスチック一曲げ特性の求め方

7) Tanimoto Y.吋 TeshimaM吋NishiyamaN.， et al.: Tape開 castand sintered s-tricaIcium phosphate laminates for 

biomedical applications: Effect of milled A]z03 fiber additives on microstructural and mechanical pr・operties，J 

Biomed Mater Res 100，2261幽 2268，2012

8) Tanimoto Y.， Nishiyama.: Preparation and in vitro behavior of a poly(lactic acid)“自ber命ydroxyapatitesheet， 

Advances in Materials Science and Engineering，ト4，2009

9) 植木和弘，安香譲治，上里聡:最近のインプラントスクリューに関する臨床的考察，Journalof Orthodontic 

Practice 8，11開 28，2006

10)友成博，八木孝手口，北II!鳥文哲，他:矯正用インプラントアンカー(仮称;スクリュータイプ)の安定性に

影響する因子の文献的考察， OrthodonticWave-Japanese Edition 71(1)，ト13，2012

11) Rasa1 R.M吋 Janorkar A.Y.吋 Hirt D.E.:Poly(lactic acid) modifications. Progress in Polymer Science 

35，338欄 356，2010

12) Athanasiou K.A.， Niederauer G.G.， Agrawal C.M.:Sterilization， toxicity，biocompatibility and clinical applications 

ofpolylactic acid/p01yglyc01ic acid copolymers. Biomater 17，93-102，1996 

13) Shikinami Y.， Okuno M.: Bioresorbable devices made of forged composites of hydroxyapatite (HA) particles and 

poly倒 L-lactide(PLLA)，Part r. Basic characteristics. Biomater 20，859聞 877，1999

注:必要に応じて，このページをご使用ください。



[実績報告書総合フ -4]

研究結果(つづ、き)

o 
c 

O/¥CH2 

PGA 

o 
c 
/ ¥ 

o CH 

CH3 

PLLA 

Structural formula ofPLLA and PGA Fig.l 

曲;ず弾性主主(GPa)

mw
初

旬

即

日

山

崎

お

泌

泊

。

出:1，デ5奈さ(MPa)

n
u
n
υ

ハυ
n
υ

ハV
A

U

ハ
υ
ハυ
ハ
υ
ハV

開

閉

m
N

閉
山
叫
却

m
m
m 多懇書静

HB Ti PGA PLL'" HB Ti PGA PLLA 

弾性率(GP設)

護襲警喜

trPし

多豪華静

PLLA 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 
d撞諺麓F

HB 

ナミッグ li更さ

:200 

150 

100 

50 

o 
HB Ti PO入

Mechanical properties ofPLLA， PGA， Ti and HB. 

Ti PGA 

Fig.2 

PLLA 

このページをご使用ください。注:必要に応じて，



同 協 : 松 戸 歯 学 部 下一日大 l 
[実績報告書総合7 4] 

時炉Ti

~~PGA 

一一control

5

2

5

2

5

 

2

2

0

 

b
右
民
何
回

O
E窃
何
回
。
ぽ

時 -Ti

m 叫w-PGA

叩白-control

研究結果(つづき)

3.5 

3

5

2

5

2

5

 

2

1

0

 

b
訪
問

a
g
c
z
z
a
3
M

。。
。
。

21 14 

Time (Days) 

21 14 3 7 

Time (Days) 

Significantly dilTerent from the control *P<O.05 **P<O.Ol 

The mRNA expression of collagen type 1 Fig.4 

Significantly differcnt from the control **P<O.OI 

The mRNA expression of osteocalcin Fig.3 

H 

〈
内
》
角
同

L___j  

5開n

14days 

FE-SE九1photographs showing surface appearance of PGA and Ti after immersion 

in Hanks balanced salt solution. 

7days lday Odav 
(Con(rol) 

Fig.5 

刊一蒸留7J<

申鐙四PBS

10 

。
，-.、
、ー
ミよ:..-10 

‘d 

音色 -20
・問

Q) 

::: -30 

= ・ 問。-40
0Il 

= Ja -50 

u 
-60 

84 77 70 63 14 21 28 35 42 49 56 

Immersion period (days) 
7 3 1 

ー70

0 

Weight change of PGA after immersion in ditilled water and PBS at 37'C. Fig.6 



日目紙様式総合 7】
ヮ“一

つ“一
ハU

一

一
円
〈
U

一

…1
1
i

一

一
、
、
、
“
山

一
ー
リ

ι
叫

“

自

…
'VJmv

一

一
回
可
一

番
一

題
一

諜
一

平成 25年度 学術研究助成金〔総合研究〕実績報告書

平成 2 6年 4月 2 5日

日本大学学長

氏 名 区ニ雄

所属・資格 生物資源科学部・教授

下記のとおり報告いたします。

l 研究課題

健康長寿をめざした食品中の新規高次生理機能分子の探索とその分子機構

2 研究組織

氏名

O研究代表者名

山 形 一雄

所属部耗校・資格 役割分担

生物資源科学部/教授
研究の統括と食品成分による老化に関連した血

管内皮細胞障害の予防効果の探京と機構解暁

0研究分担者

関 泰 一郎
生物資源科学部/教授

生体内酸化ストレスおよびがんに対する予防効

果を有する機能性食品成分の探宗と機構解明

熊谷日 登 美 生物資源科学部/教授
糖代謝異常に対する改善効果を有する機能性食

品成分の探索と機構解明

細野 朗 生物資源科学部/教授
老化による大腸免疫系応答への影響の解析と食

品成分による調節作用の解析と機構解明

宇野茂之
医学部/専任講師

DNA付加体形成および修復メカニズムをターゲ

ツトにした発がん抑制物質の探索と機構解暁

3 本折究に関連して外部資金への申請状況，獲得状況

科研費補助金 (平成 26年度)

山形一雄(研究代表) r遺伝的脳卒中モデルラットの取液脳関門は脆弱かーインビトロ再構築技術を用いた

検討J基盤研究C不採用

※ r6 研究結果」について，ホームページ等での公務(⑪否) いずれかをOで臨んでください。

25の場合は，理由撃を添付して下さい。
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同科校名:生物資源科学部 l氏名:山形 一雄 i 

4 研究目的

健康長寿を阻害するこれらの疾病リスクの低減化をめさし，細胞内の機能調節作用，炎症制御と食品機能

分子との関係について，先端的生体機能解析システムを用いて統括的に解明することを目的とする。特に，

抗炎症・抗がん・抗老化を重要なキーワードとして，食機能の新規な評価システムを構築し，新しい作用を

持つ高次機能性食品の創出を目指し，その成果を生命の健全な維持に役立てることを巨的とする。

そこで本研究では，健康長寿に対する負の要因である疾病リスクを考慮し以下の検討を行った。

O抗老化をめざした機能性食品成分の探索とその分子機構の解明

(1) 生活習慣病の発症に関わる因子による血管内皮細胞 (EC)の障害と老化制御に対する食品成分の影響

O抗炎症・抗がんをめざした機能性食品成分の探索とその分子機構の解明

(2) 生体内酸化ストレス抑制，がん予防効果を有する機能性食品成分の探索

(3) DNA付加体形成および修復メカニズムをターゲットにした発がん抑制物質の探薬

(4) 食後血糖髄上昇抑制作用を有する機能性食品成分の探索

(5) 老化モデル動物を用いた腸内共生躍による大腸免疫系の免疫制御機構の解明と抗炎症に寄与する機能

性食品成分の探索

(6) 共生菌と宿主細胞の相互作用に着目した腸管における炎症反応の抑制機構の解明と腸管の炎症制御に

寄与する機能性食品成分の探索

5 研究概要

本研究課題を達成するために，以下の項目の研究を推進した。

(1)生活習慣病の発症に関わる TNF-α，IL-lβおよび花Cで誘導される車管内皮細胞における凝固・線溶系の

異常，インスリン伝達不全および老化誘導に対する食品成分の予防特性の探索

TNF-α， IL-1sおよび 1ケトコレステロール (7KC)で誘導される血管内皮細胞 (EC)の機能不全やインス

リンの反応性および老化制御に関わる譲数の遺伝子発現に対する食品成分 (DHA， レスベラトロール，ルチ

ン， EGCG等)の影響を遺伝子の発現レベルやパターンから検討した。

(2)生体内酸化ストレス抑制，がん予防効果を有する機能性食品成分の探索

ガーリック由来のアリルスルフィドが lipopolysaccharide(LPS)刺激したマクロファージ様細胞株の NO
産生を抑制するが，その抑制メカニズムについて追究した。

(3) DNA付加体形成および修復メカニズムをターゲットにした発がん抑制物質の探索

がん化へのイニシエーションの原因として発がん性物質の DNA付加体形成が挙げられる。たばこの煙に

含有しているベンゾ [alピレン CBaP)は発がん物質としてよく知られているが詳縮なメカニズムは明らか

になっていない。そこで本研究では①BaPDNA付加体メカニズムを解明，②BaPDNA付加体の修復メカ

ニズムの解明，③これらメカニズムに関与する新規ターゲット分子に対する発がん抑制作用物質の探索へと

発展させた。

(4)食後血糖値上昇抑制作用を有する機能性食品成分の探索

糖尿病患者の大半を占める 2型糖尿病には，食生活などの環境要因がその発症に大きく影響しており，糖

尿病の発症予防と進行抑制には，食後の血糖値上昇値の管理が重要であるとされている。そこで本研究では，

穀物などの植物性の食品素材中から食後血糖値上昇抑制作用を有する成分の探索を行った。

(5)老化モデル動物を用いた腸内共生菌による大腸免疫系の免疫制御機構の解明と抗炎症に寄与する機能性

食品成分の探索

老化モデルマウスの小腸および大腸の腸管関連リンパ組織の縮胞応答および遺伝子発現を網羅的に解析

し，この応答がプロバイオティクスやプレバイオティクスと行った食品成分によってどのように制御されて

いるのか解析を行い，鑓康長寿に寄与できる食品成分や大腸免疫系における特徴的な分子の探索を行った。

(6)共生曹と宿主細胞の相互作用に着目した腸管における炎症反応の抑制機構の解明と腸管の炎症制御に寄

与する機能性食品成分の探索

生体で最大の免疫系を有する腸管には免疫応答に関わる多数の細胞が存在し，これらの宿主細胞と腸内細

菌との相互作用を介して恒常性が維持されている。本研究では腸管内で腸内細菌による炎症制調機構を明ら

かにするために，腸管免疫系細胞のフェノタイプと機能性の特徴について分子細胞生物学的な解析を行った。



6 研究結果 (4，000字以上記入してください。)

(1)活習慣病の発症に関わる TNF-α，1L-I sおよび 7KCで誘導される血管内皮縮胞における凝固・線溶系の

異常，インスリン伝達不全および老化誘導に対する金品成分の予防特性の探索

生活習慣病の発症に関連する器子として， TNF-α(インスリン抵抗性誘導)， 7KC(動献硬化促進)，および

IL-1s (炎症促進)を選定し，種々の濃度(それぞれ 4濃度)や時間 (1"'-'48時陪)でヒト血管内皮細胞 (EC，

I80・HA8)を刺激し，凝固・線溶系，インスリン伝達および老化制御に関わる遺伝子の発現を検討した。ま

た問時に，これら遺伝子発現に対する複数の食品成分の修飾作用について調べ，作用の程度や特性などを検

討した。その結果， TNF-a， 7KCおよび IL-1sの刺激で接着分子の発現に加えて PAI-l， vWF， GP3aや

PECAMおよびTRX2の遺伝子発現がそれぞれ増加した。これら増加した遺伝子発現に対し， DHA，レスベ

ラトロールを 1"'-'5011Mの濃度の範閤で添加すると程度やパターンは異なるが組害作用を示した。また，

TNF・α刺激で IR81，InsRおよび Glut4の遺伝子発現が減少し， DHAの添加で，これら減少した遺伝子発

現が，それぞれ逆に増加した。 IL-1sの刺激では InsR， IR81， IR82および PI3Kの発現の減少が確認され

た。また， 7KC刺激で上記遺佳子の全てが減少し DHAの添加で IR81， IR82および PI3Kの発現が増加

した。加えて，老化調節に関与する複数の遺伝子発現に対して IL-1sの効果を検討した結果， 8i吋1の遺伝子

発現が減少した。また， IL-1s刺激で老化制御に関与する p66shc，CDK5および GLB-1などの遺伝子発現

は増加した。一方、 DHAの添加で IL-1sで増加した p66shcおよび CDK5の遺伝子発現が減少した。これ

ら結果は，複数の食品成分が生活習慣病と関連して誘導される凝器・線溶系，インス 1)ン伝達および老化制

御に係わり修飾する作用を有する可能性を示す。

さらに今回検討した食品成分の内，作用が顕著だった DHAについて，動脈硬化の初期のイベントである

単球側の接着分子の発現姐止作用作用について解析を進めた。すなわち， TNF-α で単球株化細胞 THP・1を

刺激し Lox-1や複数の接着分子の発現，および抱沫化形成に対する DHAの影響を検討した。その結果 DHA

は， TNF-α で誘導された Lox-l， Nox2， p47phox， ITGA4および ITGALのいずれの遺伝子表現も阻止した。

同時に DHAは， TNF・αで誘導されたアセチルィιLDLの蓄積や活性酸素種(R08)の産生も顕著に抑制した。

加えて，複数の阻害剤を使用した検討から PI3キナーゼ阻害剤 LY294002がDHAの効果を阻止することを

突き止め， DHAの作用が PI3キナーゼの作用を介し誘導される事を示した (YamagataらPLAFA2014)。

一方， EC障害後に高まる脳卒中の jnvI /roモデル系についても検討し，同時に食品成分の作用特性につい

ても検討した。すなわち，正常対象ラット (WKY)，脳卒中ラット (8HR8P)および 8HR8Pのコンジェニッ

クラット (8HRpch1_18)のアストロサイトをそれぞれの胎児(胎生 21日目)の艇から分離培養，同定後，アル

ギニンパゾプレッシン(脳浮腫誘導刺激)や低酸素 (1%酸素濃度，虚血性脳卒中刺激)で刺激した後，神経栄養

因子やしセリンの供給能について系統簡で比較・解析した。その結果，上記の虚血性脳卒中誘導刺激で

8HR8Pおよび8HRpch1_18の需系統とも WKYに比べ顕著に Lセリン産生調節や複数の神経栄養悶子の発

現が減弱していることが判明した (YamagataらNeuroscience2014) 0 DHAの添加は， 8HR8Pにおける神

経栄養因子 BDNFや NGFの遺伝子発現を増加させた。これら結果は，食品成分の ECにおける老化調節など

の作用特性の一部を示し，特に DHAがECの健全性維持や老化調節に作用し、同時に脳アストロサイトで神

経栄養因子の発現を介して脳卒中予防に貢献する可能性を示す。

(2)生体内酸化ストレス抑制，がん予防効果を有する機能性食品成分の探索

炎症反応においてマクロファージが産生する過剰な一酸化窒素 (NO)は，炎症反応を増強して，発がんや

メタボリツクシンドロームなどに関与することが考えられている。ガーリックは抗がん作用，抗血栓作用な

ど様々な機能性を有することが明らかにされている。また，ガーリック由来のアリルスルフィドが

lipopolysaccharide (LP8)刺激したマクロファージ様細胞株の NO産生を抑制するが，その抑制メカニズムに

ついては明らかにされていない。本研究では，ガーリック由来の機能性成分の一つである diallyltrisulfide 

(DAT8)に着目して，ガーリックの炎症抑制メカニズムを明らかにしようとした。マウスマクロファージ様細

胞株 RAW264.7に種々の濃度の DAT8を添加して 30分間前培養後， LP8 (1μg/ml)を添加して一定時間培

養した。また， LP8を添加して 24時間後、 DAT8を添加する試験群も設定した。これらの縮胞と培養液を

回収し， iN08のタンパク質発現量， iN08発現に関連する転写因子 NF-kBを中心としたシグナル分子の発

現量や 1)ン酸化について Westernblotting により解析した。培地中の NO産生量は Griess法により測定し
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た。 RAW264.7による NO産生量は LPS刺激により増加した。 LPSによる NO産生量の増加は， DATSの

前処理により濃度依存的に減少した。 NOの産生量の変化とよく一致して， iNOSのタンパク質発現量は LPS

刺激により増加し， DATSの前処理により濃度依存的に減少した。 NF-kBのリン酸化および核内移行，

inhibitor of NF-kB (IkB)のリン酸化および分解， IkB kinase (IKK)のリン酸化は LPS刺激により増加した

が，これらの増加は DATSの前処理により抑制された。また， LPS添加による iNOSの発現誘導後に DATS

を添加しでも iNOSの発現量は減少した。 DATSはLPSによる NF-kBシグナルを抑制して iNOSの発現を

減少させ NO産生を抑制することと， DATSはiNOSの分解を促進する可能性が明らかになった。

(3) DNA付加体形成および修復メカニズムをターゲットにした発がん抑制物質の探索

発癌物質であるベンゾ [alピレン (BaP)の癌化イニシエーションへのメカニズムを明らかにする巨的で

BaP DNA付加体形成と BaPの主要な代謝酵素として知られている CYP1A1の発現との関連性を様々な細

胞株を用いて解析した。細胞株における BaPDNA付加体形成は， HepG2> > >CaCo2> U937>THP1> 

>>SW480の)11震で， HEK293細胞では検出できなかった。 BaPによる CYP1A1の遺伝子発現誘導は CaCo2

>>>U937>HepG2>>SW480， THP1， HEK293の)1闘で BaPDNA付加体形成との相関は見られなかっ

た。また、 HepG2細胞において、ニンニク精油成分の DNA付加体形成への影響を検討したところ、 BaPの代謝酵

素バランスを変化させることで、 ROS産生および BaPのDNA付加体形成を充進させることを明らかにした。高濃度の

DATSはBaPの代謝に関与する CYPIAlの遺伝子発現を相乗的に誘導することを明らかにした。これらの結果から

機能性食品成分が DNA付加形成を調節する可能性が示唆された。

(4)食後血糖値上昇抑制作用を有する機能性食品成分の探索

コムギには， a司アミラーゼ阻害作用を有するタンパク質が含まれていることが知られているが，その他の

穀類中の α，アミラーゼインヒビターに関しての情報は少ない。我々は，コメのアルブミン圃分の 14~16kDa 

タンパク質が，見虫の αーアミラーゼを阻害するものの，晴乳類、の α・アミラーゼは阻害しないこと，それにも

関わらず，食後血糖値上昇抑制作用を有することを暁らかにした。さらに，この α，アミラーゼインヒビター

は，難消化性であり，デンプン負荷時だけでなく，グルコース負荷時にも血糖値上昇抑僻作用を示した。

一方，ソパ中のアルブミンは，昆虫およびブタ蹄臓由来の α・アミラーゼを阻害したが，ヒト唾液由来の αー

アミラーゼに対しては阻害活性を示さなかった。このソパアルブミンは，デンプン負荷時には血糖値上昇を

抑制したが，グルコース負荷時には血糖値上昇抑制作用を示さなかった。さらに，ソパアルブミンを消化酵

素により分解後も α“アミラーゼ、阻害活性は保持されており，血糖値上昇抑制作用も有していた。また，メイ

ラード反応により，ソパアルブミンにローカストビーンガムを修飾した場合には， α・アミラーゼ阻害活性は

やや低下したものの，食後血糖値上昇抑制作用は、ソパアルブミン単独投与時よりも，やや高くなった。

(5)老化モデル動物を用いた腸内共生菌による大腸免疫系の免疫制御機構の解明と抗炎症に寄与する機能性

食品成分の探索

老化モデルとして S品1:P1マウスを，その対照として SAMP1マウスを用いて，乳酸菌加熱死菌体を同マ

ウスに経口投与し，腸管免疫系細胞応答に与える影響を検討した。両群のどちらも， 12週齢以上のマウスを

用いて乳酸菌の加熱死菌体を経口投与群，または非投与群に分けて 2週間鰐育後，大腸および小腸部位の腸

管粘膜中の総 IgA量を測定した。その結果，乳酸菌投与群が他の群と比較して大腸粘膜における総 IgA量が

高い傾向がみられたが，小腸部位における腸粘膜中総 IgA量には差は認められなかった。さらに，加齢によ

る影響を SAMP1および SAMP1マウス間での差は認められなかった。したがって，腸管免疫系に対する R幽1

菌体由来成分の作用については，菌体自体には大腸部位の総 IgA産生に対して活性化させる可能性があるか

もしれないが，加齢条件における検討としては条件が適当ではないことが明らかとなった。一般に， S必 4マ

ウスは若齢でも加齢様の症状を示す老化促進モデルマウスとして報告されているマウスであるが，腸管免疫

系を標的とした加齢モデルとしてはあまり適切であるとはいえないと推察されたことから，今後， 50適齢を

超えた加齢条件のモデルマウスを使用して，食品成分の免疫調節作用について検討を行っていく予定である。

注:必要に応じて，このページをご使用ください。
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(6)共生菌と宿主縮胞の相互作用に着目した腸管における炎症反応の抑制機構の解明と腸管の炎症制御に寄

与する機能性金品成分の探索

大腸部位は小腸に比べて膨大な数と種類の腸内細窟を有し，通常は過敏な炎症反応を起こさずに腸内の恒

常性を維持している。腸管免疫系は，生体における最大の免疫器官でありながら，本来は生体外異物である

腸内細菌を完全に排除せずに，炎症制御していると考えられることから，腸管関連リンパ組織の細胞が組織

ごとに異なる機能性をもっているのではないかと仮説を立てた。そこで，各リンパ組織の縮胞フェノタイプ

について組織ごとに比較すると共に，その細胞芯答の特徴を遺伝子レベルでの解析を試みた。

その結果， CD4+T細胞の活性化/ナイーブマーカーについて解析を行ったところ，結腸リンパ節 (Cop)細

胞は CD4+CD69hゅの発現が小腸バイエル板 (pp)細胞および盲腸リンパ節 (CeP)縮胞に比べて有意 (pく0.05)

に低いこと，さらに， CoP細胞の CD4+CD45RBJowはPPおよびCeP細胞よりも発現が低い傾向がみられた。

これにより，活性化/ナイーブマーカーの発現については， CoPにおいては CD4+T細胞の感作型細胞の割合

が他の腸管関連リンパ組織に比べて低い特徴をもつことが示唆された。腸内共生薗の数が多い大腸部位にお

いて， CePとCoPにおける細胞フェノタイプは異なっていることが明らかとなり，特に，結腸部位の CoPの

耀胞特性は PPおよび CePとは異なる可能性が考えられた。一方，腸管関連リンパ組織の PPおよびCePにつ

いて，抗原提示細胞として T細臨除去画分を調製して DNAマイク口アレイによる遺伝子の網羅的な発現に

ついて解析を行ったところ， CeP細胞に比べて PP細胞の方が発現の高い遺伝子には、ケモカインや炎症性サ

イトカイン IL-12p40など，自然免疫系細胞が抗原感作によって誘導されて免疫反応の初期に見られる分子に

関するものが特徴として見られた。食品成分の影響により腸内環境が変化することが予想されるため，今後，

食品成分による同マーカーに対する影響を検討していく予定である。

まとめ

本研究は，炎症・がん・老化が，腸内共生菌や食品成分と梧互にどのような仕組みで制御されるのか，そ

れぞれに対して適切な応答性を獲得し，腸管の恒常性を維持する制御機構を解明した。特に，加齢による炎

症反応を介した疾病リスクの増加を機能性食品成分によって如何に制調できるかが重要な鍵となるため，基

礎から応用にわたる生命科学分野，食品機能学，分子遺伝学，細抱生物学，分子免疫学，内分泌学などの研

究を結集し，本新究の最終目標に向かつて挑戦した。すなわち消化管の恒常性の維持機構およびその破綻に

よるがん・舗環器系疾患，糖代謝異常，アレルギーや感染症などの疾患の制御機構を解明し，さらに，疾病

リスク低減化をめざした機能性食品成分の探索を行い，健康長寿をめざした機能性食品の設計のための基盤

を確立した。

また，先端食機能研究センターを中心に組織された本研究は，特徴的なパックグラウンドと経験を生かし

て，以下のような独創的な研究を実現した。①実験に用いる動物個体において腸内共生麗の東日激を厳密に制

御するためには，腸内共生躍を全く持たない無菌動物に特定の腸内共生菌を人為的に導入する実験系が必要

なため，ノトバイオート実験動物を用いた腸管免疫系研究を行なった。さらに，②腸管の特定の分子や細胞

の機能を特異的に制御した条件下で，分子レベル・細胞レベルでの詳細な解析を行うのに十分な分子生物学

の実験技術により，腸内共生菌が生体訪御系，糖代謝・脂質代諜系，指環器系にどのように作用するかを厳

密に評価・解析した。また，③賜内共生菌の遺伝子解析を統計的に行うメタアナリシス法も実施した。

このような研究チームによって，はじめて借主の生理機能の恒常性の維持・破綻と腸内共生菌・食品との

関係を解明することができた。そして，この解明により，最も効果的に腸内共生菌や食品機能分子により疾

病リスクを制御するためのターゲットを明らかにすることが可能となった。

近年，この分野に対する社会的な関心は非常に高く，現代の超高齢化社会に対応した疾病リスクの低減化

を留る機能性食品分子に関する研究は，避けて通ることのできない重要な課題である。すなわち老化による

生活習慣病等の予防につながる食品科学はもちろん，治療効果を有する食品機能分子の作用機序を明確にし，

その活性本体の分子構造を解明したことにより，かかる疾病リスクに対する新たな医薬品の開発も可能にな

ることが今後期待される。

注・必要に応じて，このページをご使用ください。
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uptake in 3T3・L1adipocytes and C2C12 myocytes by inducing LKB トAMP・.activatedprotein kinase signaling.， 
PLoS One ; 9 (2) : e87894 (2014). 

. Abe R， Shimizu S， Yasuda瓦， Sugai M， Okada Y， Chiba K， Akao M， Kumagai H， Kumagai H: 

Evaluation of the reduced allergenicity of deamidated gliadin in a mouse model of wheat-gliadin 
allergy using an antibody prepared by a peptide containing three epitopes. J Agric Food Chem 62(13) 
2845“2852 (2014). 

・秋問彩香，谷米(長谷川)温子，熊谷日登美，熊谷仁:“えん下困難者用食品"の基準中のテクスチャ

ー試験法 (TPA)に関する考察，日食工誌， 15 (1) 15・24Nippon Shokuhin Kogaku Kaishi. Japan J Food 
品19(JapanSociety for Food Engineering) (2014). 

・谷米(長谷川)温子，小倉聖美，秋開彩香，神山かおる，熊谷日登美，熊谷仁 :2バイトテクスチャ

一試験 (TPA)で得られるパラメータと超音波パルスドプラー法で求められる隅頭部流速との関係，日食

工誌， 14 (2) 87-96 Nippon Shokuhin Kogaku Kaishi (Japan Society for Food Engineering) (2013). 

. Yanagibashi T， Ho盟旦oA， Oyama A， Tsuda M， Suzuki A， Hachimura S， Takahashi Y， Momose Y， 

Itoh K， Hirayama K， Takahashi K， Kaminogawa S: IgA production in the large intestine is modulated 
by a different mechanism than in the small intestine: Bacteroides acidifaciens promotes IgA 
production in the large intestine by inducing germinal center formation and increasing the number of 
IgA(+) B cells. Immunobio1218 (4) 645・651(2013). 

. Tanioka A， Tanabe K， Hosono A_， Kawakami H， Kaminogawa S， Tsubaki K， Hachimura S : 

Enhancement of intestinal immune function in mice by s-D-glucan from aureobasidium pullulans 
ADK-34. Scandinavian Journal of Immunology78 (1) 61帽 68(2013). 

-組亙旦:パクテロイデスと免疫.腸内細菌学雑誌， 27 (4) 203-209 (2013). 

. Nebert DW， Shi Z， Galvez-PeI叫taM， 豆旦立s_， Dragin N : Oral Benzo[a]pyrene: Understanding 

pharmacokinetics， detoxication， and consequences--cyp1 knockout mouse lines as a paradigm. 
Molecular Pharmacology 84 (3) 304ω313 (2013). 

. Uno S， Sakurai K， Nebert DW， Makishima M : Protective role of cytochrome P450 1A1 (CYP1A1) 

against benzo[a]pyrene-induced toxicity in mouse aorta. Toxicology316 34-42 (2014). 

注:必要に応じて，このページをご使用ください。
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研究結果(つづき)

(2)学会発表

・謝雅潔，鈴木爽花，橋本千尋，田上幹樹，山監ニ雄:緑茶成分 EGCGとテアニンの血管内皮縮胞障

害に対する閉止作用一内皮機能とオートファージーの関与，第 134由日本薬学会総会(熊本) (平成 26年

3月 27"-'30日)• 

・謝雅潔，田中紀子，鈴木成美，鈴木祥子，千野誠，松藤寛，田上幹樹，血監ニ護 :TNFα による

ヒト血管内皮細胞の障害に対する GLP・1と食品成分の予防作用の比較，第 133回日本薬学会総会(横浜)

(平成 25年 3丹 27"-'30臼). 

・荒木彩花，久宮彰乃，秋葉知奈，山口花梨，細野崇，盟一室ニ藍:第 1梧薬物代謝酵素シトクロム P450

2E1の発現の特徴と diallyltrisulfideによる抑艇メカニズム，日本農芸化学会 2014年度大会(東京)(平

成 26年 3丹 28日)• 
・香川|祐輝，久宮彩乃，秋葉知奈，山口花梨，細野崇，盟主ニ些:ガー 1)ックオイルの抗肥満効果に

関する研究，日本農芸化学会 2014年度大会(東京) (平成 26年 3月 28日) • 
・佐藤明日香，細野崇，盟室二監:ガーリック由来香気成分 diallyltrisulfideによる血小板凝集の抑制

とそのメカニズムについて，日本農芸化学会 2014年度大会(東京) (平成 26年 3月 28日) • 
-細野崇，木村広慈，久保瞳英，山崎祥一，内田真弓子，細野(深尾)友美，関泰一部:ガーリック

香気成分 diallyltrisulfideは CYP2E1を阻害し、アセトアミノフェン誘導肝障害を抑制する，第 67回日

本栄養・食糧学会大会(名古屋) (平成 25年 5月 26日) • 
・今井孝俊，渡辺師成，縮野崇，盟主二監:Diallyl trisulfideによるマクロファージの NO産生指宿jメ

カニズム，第 67回日本栄養・食糧学会大会(名古屋) (平成 25年 5月初日) • 
・香川祐輝，久宮彩乃，秋葉知奈，山口花梨，細野崇，関泰一郎:ガーリックオイルの抗肥溝効果に

関する研究，第四回 日本フードファクター学会学術集会， JSoFF2013 (東京)(平成 25年 11月9日) • 
・吉岡沙織，贋中総，鵜鰐愛梨，増田秀樹，松井謡子，西村修， f宇田圭亮，赤尾真，熊谷日登美:

絶食条件下におけるシイタケ抽出物の血中エタノール濃度上昇抑制作用，日本農芸化学会 2014年度(平

成 25年度)大会，明治大学(川崎)講演要旨集 p.1474(平成 26年 3Fl 29日) • 
-中嶋夏子，金子智博，稲成信，赤屠真，熊谷自登美:米アルブミンの物理化学的特性の評価，日本農

芸化学会 2014年度(平成 25年度)大会，明治大学(川崎)，講演要旨集 p.555(平成 26年 3月 28日) • 
・平田格史，北田杏和，赤尾真，熊谷日登美:ニンニクフレーパー前駆体物質の血中脂質上昇抑制作舟，

日本農芸化学会関東支部 2013年度大会，慶応義塾大学日吉キャンパス藤原洋記念ホール(横浜)，講演

要旨集 p.17，ポスター発表(平成 25年 11丹 22日) • 
・贋中総，鵜飼愛梨，吉岡沙織，赤尾真，松井謡子，増田秀樹，西村修，熊谷日登美:シイタケ抽

出物の血中エタノール濃度上昇抑制作用，第 28凹B本香辛料研究会，三井ガーデンホテル(千葉)，講演

要旨集 p.27・28(平成 25年 11月 16日) • 
-茂木崇，親泊尚子，本目指也，赤尾真，熊谷日登美:多糖修飾ソパアルブミンの機能性評価，第四

回日本フードファクター学会学術集会，東京農業大学(東京)，講演要旨集 p.53，ポスター発表(平成 25

年 11月 9日) • 
. Shimizu S， Abe R， Akao M， Kumae:m H. : In vivo evaluation of the reduced allergenicity of deamidated 

wheat gliadin.， 20th International Congress of Nutritio， Granada， Spain. Abstracts p.1607 (2013) . 

. Hironaka S， Akao M， Matsui Y， Masuda H， Nishimura 0， Kumagai H. : Hepatoprotective effects of 

extracts from peppermint， lemon balm and rosemary in Lamiaceae plants.， 20th International 

Congress of Nutrition， Granada， Spain. Abstracts p.1607 (2013) . 

・秋間彩香，犠野舞，石原清香，中馬誠，船見孝博，篠原由把，谷米塩子，盤盆笠蓋，熊谷仁:食

品の椀下時における犠下音の挙動と咽頭部流速分布との関係，日本食品科学工学会第 60回大会，実践女子

大学(東京)，講演要旨集 p.175(平成 25年 8月 30日) • 
-篠原由妃，秋問彩香，谷米温子，熊谷日登美，熊谷仁:ゲル状食品の岨鴫物粘度と食塊の流速との

関係，日本食品科学工学会第 60回大会，実践女子大学(東京)，講演要旨集 p.175(平成 25年 8丹 30日)• 

注:必要に応じて，このページをご使用ください。
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・清水詩織，江草信太郎，都築公子，谷米温子，赤尾真，熊谷仁，熊谷日登美:イオン交換樹脂を用

いた豆乳のフィチン酸捺去と脱アミド化条件の検討およびそのゲル形成能の変化，日本食品科学工学会第

60回大会，実践女子大学(東京)，講演要旨集 p.159(平成 25年 8月初日) • 
-平田裕史，小林ともみ，赤尾真，袴回航，熊谷イ二熊谷日登美:ニンニク臭気前駆体物質による α・

アミラーゼ阻害活性，日本食品工学会第 14毘 (2013年度)年次大会，京都テルサ(京都)，講演要旨集

p142 (2013年 8月 9日) • 

-秋開彩香，篠原由妃，谷米(長谷川)福子，熊谷日登美，熊谷仁:TPA試験から求められるパラメー

タと多糖類ゲルの鴨下特性，日本食品工学会第 14回 (2013年度)年次大会，京都テルサ(京都)，講演要

旨集p54(平成 25年 8月 10日) • 
-赤尾真，小林ともみ，白井佑弥，宮田朔子，熊谷日登美:ニンニク臭気前駆体物質の αーアミラーゼ

活性阻害作用，第 67回日本栄養・食糧学会大会，名古屋大学(名古屋)，講演要旨集 p.144(平成 25年

5月 25日)

-平田裕史，片山倫陽，米揮紀子，赤尾真，熊谷日登美:シイタケフレーバ一成分レンチオニンの第二

相解毒酵素誘導作用，第 67回日本栄養・食糧学会大会，名吉屋大学(名古屋)，講演要旨集 p.141(平成

25年 5月初日) • 

-五回監盟:腸内共生菌と食品成分の棺互作用による腸管免疫応答制御， 日本農芸化学会 2014年度大会シン

ポジウム「食品の免疫機能研究の新たな潮流J(東京) (平成 26年 3月) • 

・於鉄時，鈴木誠，八村敏志，高橋宜聖，高橋恭子，上野川修一，姐監盟:腸管関連リンパ組織の細

胞フェノタイプの発現は腸管部位ごとに異なる特徴をもっ，日本農芸化学会 2014年度大会(東京) (平成

26年 3月) • 

・小早川哲朗，高橋恭子，姐竪且，上野)11 修一:腸管上皮における α"ディフェンシン 5遺伝子の発現

機構，日本食品免疫学会第 9回学術大会 (JAFI2013) (東京) (平成 25年 10月)• 

. Sugi Y， Takahashi K， Kobayakawa T，旦盟on旦企， Kaminogawa S : τ'ranslation of τ'ollip is inhibited 
in the small but not large intestinal epithelial cells， 15th International Congress of Immunology (ICI 

2013)， (班ilan，Italy). (平成 25年 8月)• 

. Takahashi K， Sugi Y， Kobayakawa T， Ho盟主oA，Kaminogawa S: Epigenetic control ofhost genes 

in intestinal epithelial cells by commensal bacteria. 15th International Congress of Immunology (ICI 

2013)， (Milan， Italy). (平成 25年 8月)• 

-河村桃子，組監盟，石井俊祐，小森期哉，高橋奈々，高橋恭子，八村敏志，上野川修一:腸内共

生菌，食品成分および腸内成分が腸管免疫系細抱の IgA産生を修飾する，第 17回腸内細菌学会(東京)(平

成 25年 6月) • 

.U旦立_s， Matsunawa M， Akagi D， Endo・UmedaK， Ikeda K， Makishima M : Vitamin D receptor 

activation enhancsbenzo[a]pyrene metabolism via CYP1A1 expression in macrophages. Experimental 

Biology 2013 (Drug metabolism division James Gillette Award and platform session) (平成 25年 4月)• 

. Uno S， Matsunawa M， Akagi D， Amano Y， Endo-Umeda K， Yamada S， Makishima M: Coordinate 

Expression of P450 Enzymes by Aryl Hydrocarbon Receptor and Vitamin D Receptor. 18th 

International Conference on Cytochrome P450 Biochemistry， Biophysics and Biotechnology (Session 1 

-Cytochrome P450 Gene Regulation) (平成 25年 6月). 

・宇野茂之， Daniel W Nebert，槙島誠:CYP1A1による BaP含有ウエスタンダイエット誘導する肝毒性

の抑制作用，第 37回日本分子生物学会(ポスター) (平成 25年 12月上

-宝竪産主:Cyp1ファミリー遺信子欠損マウスを用いた多環芳香族炭化水素の代謝機構の解明，日本薬学

会 第 134年会(一般シンポジウム 環境・衛生分野の若手が切り開く異物代謝・毒性学:分子機構解明

における新展需) (平成 26年 3月)• 

注:必要に応じて，このページをご使用ください。
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日本大学学長

下記のとおり報告いたします。

1 研究課題

氏 名革開園子

所属・資格 薬学部・教授

血管・神経の老化・機能低下を抑制する治療薬に関する研究

2 研究組織

氏 名 所員部科校・資格 役割分担

0研究代表者名

草間関子 |薬学部教授 |統括神経保護薬・作用機序の解析

0研究分担者

飯島 洋
薬学部・教授 血管:EPC細胞活性化物質

北中 i隼 薬学部・教授 生薬・天然物単離精製

矢久保 修 翻 佳学部・准教授 血管と神経:漢方製剤の作用

益子
薬学部・准教授 イオンチャネノレ作用薬の評価
薬学部・准教授

-天然物の成分研究松崎桂一
薬学部・助教

高官知子
薬学部・助教

血管:酸化ストレス系の活性解析

農i頼 大 -助手
真菌のエキス作成と閑

上田 ゆき
I担管と神経:サイトカイン測定

3 本研究に関連して外部資金への申請状況，獲得状況

草間関子科学研究費助成事業平成 26年度挑戦的萌芽研究

運動神経疾患ニューロラチソズム発症機序としての NVU崩壊と鉄の役割

(期間:1年間、金額:270万円)

※ f6 研究結果Jについて，ホームページ取の公開(@)苔) いずれかをO咽んでください。

否の場合iま，理由議を添付して下さい。
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l部科校名:薬学部 l氏名:革開 園子

4 研究目的

超高齢化社会を迎えた我が悶にあって、健康余命は医療経済などの点、から極めて重要であり、医学、薬学

の今後の重要なテーマのひとつである。本研究ではこの観点から神経・血管の老化・機能低下を抑制する薬

物を見出すことを目指した。

ヒトは血管から者いるといわれる。体重割合では 2.5%である脳は体全体の酸素の 2割を消費する。加齢と

共に増加する神経疾患、特に脳梗塞や脳血管性認知症などでは脳血管の動脈硬化iこ引き続く狭窄や塞栓に伴

って血流が減少し、周囲の神経組織が酸欠と栄養、特にグルコース不足を生ずることにより著しい機能低下

に陥る。神経細胞周辺ではまた、嫌気的代謝光進による乳酸の蓄積で患部と周辺部(ペヌンブラ)が酸性化

する。続いてグノレタミン酸の過剰放出や締胞内カルシウムなどの蓄積を生じ、神経細胞死のプロセスが駆動

される。一方、比較的長期間かけて発症する脳・脊髄の疾患としてアルツハイマー病、パーキンソン病や筋

萎縮性側索硬化症(ALS)などの神経変性疾患がある。近年これらの疾患に関する研究から新たな病理機序とし

て、神経組織内の血管自身ならびに血液成分の関与が明らかとなった。例えば血管の維持と増生にかかわる

血管内皮増殖因子(VEGF)の発現を遺伝子操作により低下させた動物では ALS様の症状を生じる知見などか

ら、神経と血管の相互作用が異常となって疾患発症につながることが理解される。今後の新たな医薬品開発

戦略として神経と血管の相互作用を考麗した観点が必要である。

そこで、本研究においては運動疾患ならびに脳梗塞における神経脱落のしくみを理解し、またそれを治療で

きる薬物の開発として、血管との関連が大きい系に着目して検討した。ひとつの疾患としてニューロラチリ

ズム (NL)を取り上げた。我々の NL発症モデル系は、血管破たんを伴いながら脊髄の運動神経が特異的に

脱落することが判明しているので、両者のかかわりを検討できる。特に神経・血管保護候補薬の中で、血管

保護作用が考えられる漢方処方の効果を調べることとした。他方、脳梗審治療薬として現状で薬物適用時間

が限られる tPA等による血栓溶解療法を補完できる急性期の治療薬の必要性があり、これは予後の成否を決

する上で極めて重要度が高い。そこで近年見出された、症状発現にかかわる特異的な酸感受性イオンチャネ

ノレに着目して、これをターゲットとした新たな化合物を見出すことを目指した。

5 研究概要

1.神経傷害のそデノレとして構築済みである培養神経細胸の十ODAP((s-N-oxalyl-L-α， s-diaminopropionic 

acid)による AMPA(2幽 aminoふ (hydroxyl-5-methyl-isoxazol-4ヴ1)予ropionate)型グノレタミン酸受容体の過剰興奮

による語変化ストレスを伴った細胞死を指標に神経保護作用物質を菌類エキス、高等植物からの単離標品、既

存薬物中から探索する。これまでの研究から真菌エキスの一部に活性が見い出され、一部は純品へと物質研

究が進んだ。これらの構造を手掛かりに構造活性相関を検討する。

2.血管内皮細胞は神経幹細胞のニッチ細胞としての機能があるとされているので、血管内皮の酸化ストレ

ス傷害を人為的に起こす実験系を用いて(装置を新たに導入)i11 vivo血管保護作用活性のある物質又は画分

を見出し、それらの神経保護活性も確認し、当該活性物質の作用機構を明確にする。中でも酸感受性イオチ

ャネノレASICに著目して、神経細胞死の直接的引き金と考えられる Ca2+の過剰流入の抑制物質には神経保護

作用が期待できる。

3.運動神経細胞死と深いかかわりのあるグルタミン駿受容体興奮に伴う駿化ストレスに連動する TRPM

(回nsientreceptor potential)チャネルを発現させたアフリカツメガエノレ卵母締胞を利用したボルテージクラン

プ法により、チャネノレの関口を阻害する物質を探索する。参照物質として NはDA型グノレタミン酸受容体に対

して阻害活性を持つ合成ポリアミン化合物ライブラリーがある。

4. ニューロラチリズムモデルラットにおいては脊髄下部に疾患特異的な出血が必発する。出血と神経変性

の関連は未知である。この系は血管炎の可能性があるため、炎症に関与するメディエーター(サイトカイン)

の合成系、分解系、受容体の変化と血管病変との悶果関係を調べ、脊髄運動神経変性における血管との棺互

作用を明らかにする。

5.ニユーロラチリズムモデルラットの脊髄下部出血に対し血管内皮前駆細胞(EPC)保護活性を持つ柴拐加竜

骨牡蛎湯、八味地黄丸の 111 V1VOでの神経保護効果を検証する。柴胡加竜骨牡蛎湯に関しては喫理/非喫煙者

のEPC数、酸化ストレス、単球間分の NADPHoxidase発現量や酵素活性に加え、血中サイトカイン変動

を調べ、抗酸化ストレス作用機序を解明する。
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研究結果 (4，000字以上記入してください。)

1.天然物からの運動神経保護作用物質の探索

神経保護作用を示す分子として高等植物からの単離標品、菌類エキスを用い、運動神経傷害の検定系として

以下 3つを実施した。①培養神経細胞を酸化ストレス下s-ODAPによる AMPA型グルタミン駿受容体の過

剰興奮による綿胞毒性、②家族性ALSの原因遺依子 supeωxidedismutase 1 (SOD 1)幽G93A変異遺伝子を導

入した細胞における神経細胞死、③株化運動神経細胞における活性酸素穫の生成系。これら 3系すべてにお

いて活性を示した画分をさらに invivo系としてトランスジェニックマウスの運動能力低下ならひ寺に生存性の延長

効果からスクリーニングした。菌類計3種MariannaeaelegansとHelotialessp・，Ganoderl71a ludicum由来のサブ

フラクションに関して、化合物研究と活性を調べ、活性を持つテノレベノイド2種類を突き止め、さらに数種類の加

の活性成分も判明し、今後構造決定を行う段階にある。このうち GanodermαludicUlJ1についてはパイロット実験

であるが invivoの動物実験まで進み、あるフラクションに関してトランスジェニックマウスの寿命延長効果が認め

られた。また、 lvfelegansから見出されたテルベノイド化合物は新規物質とみられ構造解析中である。

2 & 3. NMDA受容体と ASICla両者に作用する新規ブロッカーによる脳梗塞抑制作用

グルタミン酸受容体の 1:f重である N-methyl心幽出partate受容体(NMDAR)及び駿感受性イオンチャネノレ

(ASICla)は、脳虚血、パーキンソン病、ハンチントン病及び筋萎縮性側索硬化症などのさまざまな神経疾患の

症状悪仕に深く関与している。さらに、これら両チャネノレは、

病態特に Ca2+/カルモジュリン・キナーゼH及びプロテイン・キ

ナーゼAを介して互いのチャネル活性を正に調節することで

症状を増悪させることが報告されている。我々は、 ASICla活

性を抑制することが知られているアミロライドが弱いながら

NMDAR活性を抑制することを見出したことから、アミロライド

の誘導体を新規に合成し、両チャネノレ活性を顕著にブロック

する単一化合物の開発研究を行った。 Xenop出発現系を用

いた篭気生理学実験の結果から、新規に合成したアミロライ

ド誘導体の MS-493及び MS-483は、 NMDAR及びASICla

に対してチャンネノレ・ブロッカーとして作用することが明らかと

なった。

NMDAR及び ASICla活性を顕著に抑制する MS閑 483の

脳保護効果について、光化学誘導血詮法を用いたinvivo脳

虚血モデルで評値した。 6適雄マウスの尾静脈から光感受性

色素であるローズベンガノレを投与した後、中大脳動脈に緑

色光を照射させることでローズベンガノレを励起させ活性酸素を発生させる。これにより、血管内皮細胞が損傷さ

れ、血栓を生じさせることで血管を閉塞させる。虚血発症 24時間後に脳スライスを作製し、 TTC染住法で痩塞

巣を定量し、このを更塞巣に対する MS-483の脳保護効果について検討した。コントロール群の梗塞体積が 67土

4mm3であるのに対して、虚血 30分前に lmg/I屯 MS-483を脳虚車発症前に腹腔内投与した群の梗塞体積は

35土2mm3で顕著な脳保護効果を示すことが明らかとなった。また、この脳保護効果は脳度血発症30分後投与

で 37土51111113、3時間後投与でも 38土71111113となったO このように、 MS-483は少なくても脳虚血発症 3時間後ま

でに投与することで顕著な脳保護効果を発揮することが明らかとなった(Fig.l)。

新規合成アミロライド誘導体は脳虚血モデノレマウスで NMDAR及び ASICla活性を抑制することで、顕著な

脳保護効果を発揮したと考えられた。これら河チャネノレは脳虚血以外にもパーキンソン病、ハンチントン病及び

路萎縮性保i索硬化症などさまざまな神経疾患に関与することから報告されていることから、これらの疾患におい

ても脳保護効果を発揮することが期待される。

4.神経細抱死につながる炎症の解析と血管傷害

ニューロラチリズムモデルラットにおいては脊髄下部に疾患特異的な出血が必発する。モデノレラットの作製

のためs-ODAPを投与する前に出生直後数日のラットに母親から引き離すストレスを負荷する。すると

PreO.5h PostO.5h PO喧t3h

MS-483 (lmg!kg) 

脳虚lfn.モデノレマウスにおけるMS-483の保護効果
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研究結果(つづき)

s-ODAPにより約 25・40%の頻度で後肢のみに痩性対麻障が起こる。このとき、発症動物においてストレス

応答系ACT荘ならびにcorticosteroneが最も大きな上昇を示した。組織レベルの変化としてhemeoxygenase 

1 (註0-1)のmRNAおよび、タンパク質レベルが大幅に上昇していた。 HO・1を阻害薬併用によって抑制する

と麻揮発症動物が激減した。組織像においてもこれが確認された。このことから、 HO-1が戸-ODAP毒性を

増加する形で介在する因子であることがわかった(Kawaguchi，K. and Kusama姐 Eguchi，K.(2012)BBRC 

428: 160-166)。また組織染色によって血管様構造のアポトーシス像や vonWillebrand因子、鼠管内皮増殖因

子受容体 Flt欄 L Flk-1いずれにも陽性の異常構造物が前角に集積していた。- Fid 

方、マクロファージに由来するサイトカインのうち、炎症を充進する M1系サイ u 

トカインである IL-6、TNF官、 IL-1sが患部のみで上昇し、一方組織保護作用を

もつ M2系サイトカインである IL幽4、IL-lOはほぼ不変であった。このことから、

本モデ、ノレの NL発症機序として血管内皮に起こる早期の機能低下とおそらく末

梢由来の白血球が介在した神経炎症が生じており、中でも M1系への偏りが大き

いことが判明した(Kusama-Eguchi，K. et al.投稿準備中)。

5 -1.柴胡加竜骨牡蛎揚の限Y/NLモデルにおける効果

ラット (Wistar!ST系)の新生仔に、グノレタミン酸類似の神経毒アミノ酸s-ODAP
を投与すると下部脊髄神経変性が惹起される。これはグノレタミン酸受容体(AMPA
受容体)の過剰興奮と酸化ストレス誘導によるCa2

+イオンチャネル (TRPM2)など

電位非依存性陽イオンンチャネノレの関口による運動神経細胞死(ニューロラチリ

ズム、 Nυ のモデ、ノレで、ある(Kusama国 Eguchi，K. et a1 (2014)Food Chem. Tox.67: 113-122)。このモデ、ノレでは神経損

傷部位に出血が見られ、我々は神経細胞と血管細胞の変性に強い関連があると考えている。

一方、柴胡加竜骨牡栃湯には自然発症高血圧ラット (SHR)において血管内皮前駆細胞 (EPC) を保護する効

果があることを我々は確かめている (Fig.2; SKは柴胡加竜骨牡弼湯混合鶴群、 Cはコントロール餌群)。柴胡

加竜骨牡嘱湯のEPC保護効果は生体内の毅化ストレスの低下を伴う炎症の抑制によると考えられている。そこ

で、柴拐加竜骨牡蛎湯をNLモデ、ノレラットに投与し、運動神経保護効果を評価した。柴胡加竜骨牡蛎湯はSHR

においてEPC保護効果が認められていた用量(1.5w/時混合飼料)を用いた。母ラットへの投与期間は仔ラッ

ト出産の二週間前(妊娠一週間後)から仔ラットへの授乳期間(生後、 NL発症までの数日間)である。残念

ながら、運動神経樟害保護効果は見い出せなかった。
-="，，-=þ_~ L ~ ， ~m.= .. 1 Fig.3 八昧地質丸投与

一方、 EPC保護作用に関する結果は、一回の実験でともL母ラット モデルラット(生後2B~)の後蹴賊琴および死亡率
においてEPC保護作用は認められていない。柴胡加竜骨牡蛎湯は

SHRのような高血圧を伴う動物でEPC保護作用を示すようである。

このことから柴胡加竜骨牡蛎湯はWKY-NL系において保護作用が見

られない可能性が示唆できる 上

f圭Bi!動車再発稜卒:平変

5-2.八味地黄丸の胃KY/NLモデルにおける効果

八味地黄丸の混輯投与 (2w/w丸投与期聞は柴胡加竜骨牡瞬湯と
コント口}ル 八暁地買丸

白川ro1群と八味投与群Z後肢逮動耳道徳禁事見系死亡率
共Iζ有意差はみられtJ.力、った.

コント口吋レ 八犠金書量tA

問じ)はWKYラットにおいて図-Yに示すようにEPCを増加させる作

用が認められた。対照的に、 SHRにおいては八味地黄丸の投 Fig.4 EPC colony数

与はEPC保護作用を示さなかった。また八味地黄丸は高コレ 様平均)

ステローノレ食において脂質代謝を活性化することが知

られているので血清を分析したが、WKYにおいては脂質の差

異はなかった。 NLにおいて神経障害発生を低下させる傾向

が見られたが、有為差は認められなかった (Fig.4;出は八

味地黄丸混合餌群、 Cはコントロール餌)。なお、 SHR
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研究結果(つづき)

では八味地黄丸の投与は過酸化脂質量を非投与群(C)に比べて低下させる傾向がある。 (Fig.5; HJHIま八味地

黄丸2免混合鶴、 HJU土問0.67覧混合鵠群を示す。 Cはコントロール餌群)。

総括

SHRでEPC保護活性が見られた柴胡加竜骨牡鰯湯はWKYラットではEPC数を増やさなかった。一方、八味地黄丸

はSHRではEPC保護効果が見られなかったがWKYラットで、はEPC増加効果があった。

有意差はつかなかったが、 NLモデ、ノレで、は八味地黄丸投与群には運動神経障害が阻止される傾向が見られた。

乱モデ〉レは酸化ストレスが関与していることが示唆されているが、 WKYラットでも抗酸化活性を示した柴拐加

竜骨牡蛎湯よりも、 WKYでは過酸化指質の低下や鼠清脂質組成変化が見られなかった八味地黄丸のほうが神経

保護作用を示したことは、薬物の投与が母ラットに対するもので、あったことからも、八味地黄丸の効果は産

接的な抗語変化作用ではないものと推定できる。

八味地黄丸は体力が抵めの患者に用いる漢方処方であり、出産後の母ラットの閤復を助け、その結果、回復

度が高い母の手しを摂取できたことで乱発症が抑えられているとも考えられる。八味地黄丸と柴鵠加竜骨牡檎

湯の効果を以下に比較した。

SHRにおける

EPC保護効薬

WKYにおける

EPC場加効果

NL (WKY)における

運動神経障害防止効果

SHRにおける

過酸化脂質

SHRにおける

NADPH oxidase活性

WKYにおける

過酸化脂質

WKYにおける

トJADPHoxidase活性

漢方における適用

適用

主主薬

八味地策丸
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下記のとおり報告いたします0

1 研究課題

神経芽腫に対する細胞内シグナル伝達機構を標的とした新規治療薬の開発と臨床応用

2 研究組織

氏 名 所属部科校・資格

。研究代表者名

鈴木孝 薬学部教授
。研究分強者
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内乱I 武人 薬学部准教授

鳥 山正晴 薬学部准教授
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二 浦基文 薬学部助教

3 本事f究に関連して外部資金への申請状況，護得状況6

1.讃口生化学振興財団 平成 25年度研究助成(不採択)

役割分担

計画の立案と研究の統括、

化合物の生理活性の検索とその縞床応用

特定の分子を標的とした化合物の合成

天然物からの有効成分の抽出と化合物の構造決

定

韓定の分子を標的とした化合物の合成

化合物の生理活性の検索

化合物の生理活性の検索

特定の分子を標的とした化合物の合成

2.公益財由法人がん研究振興対田 平成 25年度(第46回)がん研究助成金(不採択)

3.公益財団法人小林がん学術披興会 第8毘研究助成金(採択結果未)

4.科学窃究費助成事業 平成26年度基盤石苦究倍) (採択結果未)

「神経芽躍に対する鑑壌の退縮・分化誘導能に特化した新規治捺薬の開発研究j

※ f6 研究結果Jについて，ホームページ等での公開{iiJ1否) いずれかをOで囲んでください。

否の場合は，環白書を添付して下さい。..._...
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4 研究目的

小児悪性腫蕩による死亡は、「不慮、の事故」に続いてその原因の第 2位を占めている。集学的治療(化学療

法、放射親療法、外科療法、造血幹細胞移植療法など)が進んだとはいえ、特に進行 (advanced)神経芽臆

(neuroblastoma; NB)はその予後が極めて不良である (adovancedNB (Stage 4)の5年生存率は約 30%)。
また、新規治療薬の開発も進んでいない。そこで、この腫擦の持つ細胞内シグ、ナル伝達機構の異常(分化誘

導、アポトーシス誘導、細胞周期停止などのシグナノレ)に着目して、その遺伝子が発現するタンパク質(分

子)を標的として、そのタンパク質が関与する細胞内シグ、ナノレ伝達機構の異常を修復したり、異常発現して

いるタンパク質の機能を制御する天然物由来の成分を抽出して構造決定し、さらに、この化学構造を基にし

てより効果的な化合物を合成して、この予後不良な NBに対して新規治療薬を開発していく。また、これら

の新規化合物については日本大学産官学連携知財センター (NUBIC)を通じて特許申請をして、早期に NB
の治療薬として臨床応用していく。また、効果のあった化合物は NBに留まらず、他の小児腫蕩[ユーイン

グ肉腫ファミリー腫蕩;Ewing' s family tumor (ESFT)など]にも応用して、それらの腫擦の予後の改善

に寄与する。

しかし現実には、 1974年以来、 NBに対して効果のある新規治療薬の臨床応用には至っていない。そこで、

神経細胞の分化誘導に関連するシグナノレ伝達機構に著目してこの機構を正常化し、細胞を分化誘導して良性

細胞に変えてしまう化合物を見つけ出せれば、より副作用が少なく、より効果的な治療薬の開発に導くこと

ができる。また、アポトーシスシグナル、細胞周期シグナノレ、 Hhシグ、ナノレなど他の細胞内シグナノレ伝達機

構に関与する化合物を見つけ出せれば、多方面から腫蕩細胞を攻撃して NB細胞を根絶に繋げることができ

る。そして、 NBの予後の改善に寄与することが大である。

以上のことを研究目的として研究を行ったo

5 研究概要

(1 )分化誘導効果に関して

NBは、神経成長因子 [NGF(nerve growth factor) ]が結合するチロシンキナーゼ受容体[T.rkA(NGF 
の高親和性受容体)]以降のシグナノレ伝達機構に異常をきたしている。そこで、このチロシンキナーゼ受容体

のチロシンのリン酸化を分解する酵素 (tyrosinephosphatase; PTPase)を特異的に阻害して、チロシンキ

ナーゼ受容体の自己リン酸化を保持することによって、シグナル伝達機構の修復が可能である。この修復効

果があるとされるビタミンK3(VK3)誘導体に着目して、 11のVK3誘導体を合成した。その中でメナジオ

ン骨格の側鎖末端に-COOH基を持つもの (VK3COOH)にNBに対して強い分化誘導効果があることがわか

った。実擦に、分化誘導に関与する遺伝子の誘導 (c-fosなど)や細胞形態学的にも分化誘導効果を示した。

さらに効果を増強するために、 -COOH基により極性を持たせた VK3COONaを合成して溶解性を増し、その

分化誘導効果について検索を行った。

分化誘導効果の指標として、締胞形態学的検索、分化誘導シグナノレの指標となる c泊四 responseelement 

binding protein (CREB)・p-CREBや growthassociated protein 43 (GAP43)の経時的発現量の検索を

千子った。

( 2) Hedgehog (Hh)シグ、ナノレ伝達経路に関して

Hhシグナノレは、 MYCN(その増幅が NBの予後に関与)、 cyclinD1(細胞周期の進行に関与)などを転写

調節する遺伝子の発現に関わって、細胞増殖や分化誘導に関与するといわれている。従って、 NBにおけるこ

のHhシグナル伝達機構の異常を解明して、その異常を抑制する化合物の検索を行って、新規治療薬の開発

を行っていく。Hhシグ、ナノレ阻害薬には cyclopamine、GANT61があるため、これら 2種の化合物を用いて

NB細胞培養株における締胞障害活性(アポト}シス誘導効果)を指標に、Hhシグ、ナノレ伝達系への影響を検

索した。また、これらの化合物を ESFT細胞培養株にも応用してその効果及びそのメカニズム解析について

も行った。
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6 研究結果 (4，000字以上記入してください。)

( 1 )分化誘導効果に関して

神経芽腫細胞培養株価ほ32)にNGF+ VK3COOHを同時に作用させたところ、 CREBや GAP43の

増加傾向を示した。 C郎 B の発現量が増加したことから、 VK3COOHは TrkAシグナノレ経路伝達系を

改善し、 NBを分化誘導していると考えられた。また、 CREBの活性化体である p-CREBや GAP43の

発現量も 12h、24h、48hとほぼ一定に増加させたことから、 VK3COOHは NBに対して持続的に作

用し、 Trlvえのシグナル伝達を維持していると考えられた。これらのことは、 VK3COO廷は Trlv生シグ

ナノレの初期遺伝子である c拘s遺伝子発現や神経突起の伸長に関わる GAP43遺伝子発現を長時間増加

させるという報告と一致していた。また、 VK3COOHの極性を増した新規化合物であるVK3COONaは、

IMR32細胞に対して CREBや GAP43の発現を増加させなかった。このことから、 VK3COONaは

TrkAシグナル伝達を使いながら、ニューロンへの分化決定シグナルの最初期マーカーのひとつである

stub叫inIIlの発現の増加や形態学的には分化誘導能を示していることから、 Trlv生シグナル伝達系の下流

で VK3COO廷とは異なる経路でNBの分化誘導に関与している可能性が考えられた。

一方、 TrkAreceptorには 3つのアイソフォーム(I/II、IIl)があり、 TrkA (1 /II)はNGF/TrkAシ

グナノレ伝達系を活性化して分化を誘導し、τrkAIIlは NGF/TrkAシグナル伝達を抑制する。また、TrkAIIl

は PI3K比KTシクゃナノレ伝達を活性化し、細胞死を抑制することが報告されている。 V瓦3COONaは

CREBや GAP43の発現最を増加させず、形態学的に分化誘導能を示したことから、 TrkA receptorの

I/IIではなく盟に作用し、 Pl3K1AKTシグナノレ伝達の下流に存在する NF-κB経路を活性化し、分化

誘導に関与している可能性もある。今後は、 VK3COONaが実際に PI3K品KTシグナルを活性化してい

るのかも検索する必要もある。

以上のことから、極性の強くない VK3COOHの方が NBを分化誘導する効果の高い VK3誘導体で

あり、 NBに対するより有用な治療薬となり得ることが考えられた。

( 2) Hedgehog (Bh耐)シグ

E印帥f到払hシグ、ナ/ルレ伝達経路は、回Hh非存在下では、受容締胞表面の一次繊毛に局在する lロ2回膜貫通タンパク質

の pa拭.tche吋d(伊PTCH均)が、 7囲膜貫通タンパク質の smoothend(SMO)と複合体を形成し、 SMO活性を抑制し

ている。図 lに示す様に、リガンドである印lタンパク質が PTCHtこ結合すると、 SMOが PTCHの抑制

から解除されて一次繊毛に移動する。 SMOは微小管上で複合体を形成している kinesin-likeprotein costal-2 

(COふ2)、serine/threoninekinase fused (Fu)、suppressoroffused (SuFu)、glioma-associatedon∞gene (GLりから下

流の転写調節菌子である GLIを遊離させる。 GLIは zincfingerタンパク質であり、活性型 GLIとして核

内に移行し、 GL刀、 MYCN、cyc肋 D などの標的遺伝子の転写活性を促進し、怪発生・造血幹細胞・神経幹

細胞の増殖や分化に関与する。

On-s匂te

図1Hhシグ、ナノレ伝達経路の活性化 (On-state)機構
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研究結果(つづ、き)

2種類のHhシグナル阻害薬で、ある cyclopamine、GANT61を用いて検索を行った。また、その活性の検

索は、神経芽麗 (NB)細胞株 (4種)と ESFT細抱株 (5種類)を用いて行った。 NB細胞株で Hhシグナ

ノレ阻害薬 (cyclopamine、GA1汀61) の細胞傷害活性を調べたが、細胞傷害活性 [IC5o(50%細胞阻害濃度)

値]が 100μM以上か、細胞傷害活性は認められても感受性は低かった。しかし、 ESFT細臨株に対して

cyclopamineは ESFT細胞株に締抱議害活性を示さなかったが、 GANT61は濃度依存的に綿組死を誘導し、

特にこれらの 3麓類の細胞株 (SK-N-LO、SK-N-MC、NCR-EW2)に感受性が高く、 IC50はそれぞれ、 14.5μM、

18.3μM、18.1μMで、あった。また、これらの細胞株はいずれも EWS-FLI融合遺伝子を発現している細胞で

あった。一方、 EWS-ERG融合遺伝子を発現している締胞株 (SCMC占 Sl) においては、 GANT61に対する

感受性は低かった。

以上の結果、 GANT61に最も感受性の高かった SK-N-LO細胞株を用いてHhシグ、ナル伝達系の検索を行

った。本研究により、以下のことが明らかになった(国 2参照)。

1. G必4汀T6“lは E郎

る ESF昨T に対して強い締胞傷害活性を示した。特にこの融合遺伝子と NB様の細胞形態を持つ

SK-N-LO細胞株に対しては最も強い締施傷害活性が認められた。

2. GANT61は SK-N-LO細胞株に対して、アポトーシスによる細組死を誘導した。また、抗アポトーシ

ス関連タンパク質の survivin発現量の低下を示したが、 ca叩ase3、7、Bcl・2発現量には変化がないこ

とから、 C部 P部 e非依存的な経路でアポトーシスが走塁こっていることが示唆された。

3. GANT61はGLI2阻害作用により、 p21の発現を克進させた。

4. GANT61により p21の発現が充進し、 cyc1inAの発現が阻害されて、 claspinの発現低下や切断型

P品 P(cleaved-PARP)の発現増加を伴った結果、 Glから S期への移行及びDNAの修復が組害されて

不可逆的な細胞間期停止が起こり、アポトーシス誘導に至ることが考えられた。

以上のことから、 GANT61に代表される G口組審薬は NBに対してはその効果が認められなかったが、

ESFTの新規治療薬開発のための重要な化合物となり得ることが分かつた。

5期における
1. DNA修複・機製の阻審
2.織 飽麗織の停止

間2 GANT61による SK-N-LO締胞株に対するアポトーシス誘導メカニズム

j主:必婆!こ応じて，このページをご使用ください。
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日本 大 学学長

氏 名村山環明

所属・資格薬学部・准教授

下記のとおり報告いたします。

1 研究課題

真菌症の征圧をめざして…診断法の開発と薬剤耐性菌の疫学調査

2 研究組織

氏 名

O研究代表者名

村 山 涼明

0研究分担者

加納塁

所属部科校・資格 役割分担

薬学部・准教授 総括，核型の決定，in situ法による診断法

生物資源科学部・准教授 PCR法による診断法の開発

獣医学領域での真菌分離

柴田恭子

田 中 陽子

松戸歯学部・専任講師

松戸歯学部・専任講師

歯学領域での真菌分離

遺イ云子型の決定

IJ、菅康弘 薬学部・助教 病理組織標本の取扱

虞瀬大 薬学部・助教 環境真菌の分離

遺イ云子型決定，薬剤耐性測定

合計 6名

3 本研究に関連して外部資金への申請状況，獲得状況

墾盆塗金
2014年度 文部科学省 科学研究費助成事業若手研究(B)rアゾーノレ系薬剤耐性病原真菌の地理的分布の

現状と将来予測j 鹿瀬大(研究代表者)

2014年度 文部科学省 科学研究費助成事業基盤研究(C)r糖尿病における梅馬機能低下の腎不全による

修錦:小胞体ストレスの関与J小菅藤弘(研究代表者)

皇蓋
2014年度 文部科学省 科学研究費助成事業基盤研究(C)r薬剤耐性にかかわる真菌ゲノムダイナミクス

の解析j 村山蕗明(研究代表者)

※ r6 研究結果j について，ホームページ黙の公開⑦否) いずれかをO咽んでください。

否の場合i式理由撃を添付して下さい。
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4 研究目的

本研究は，近年解析が進んできた真菌ゲノムの情報などを基にした分子生物学的手段を用いて，診断・間定法を

開発し，環境での病原真菌の局在の解析，そしてヒトおよび動物の真菌，特に薬剤耐性菌の疫学調査をすることによ

り，々動物真菌症およびヒト真菌症の診断，予防，治療に結びつけることが第一義的目的である。

診断:真菌症の中でもその感染が内臓や全身に及ぶ深在性真菌症の，可及的診断に寄与するために，分子生物学

的手法を用いて臨床現場で応用できる系の確立を目的とする。今年度は菌種特異的診断系の確立を行う。

予防・治療:真菌症の中には内閣性感染もあるが，そのほとんどは環境からの感染である。それにもかかわらず，環境

中に病原真菌がどのようにどの程度分布しているかという調査はされていない。本邦で開題になっている真菌症の中

でも最も侵襲牲の高い Aspθ培プ71us属，PenIdljjum属などにつし、て;(1)地理的分布の現状を把握すること， ωその

分布と試料採取地点の環境との相関関係を明らかにすること， (3)分布の将来予測を行うことによって真菌症の予防

に役立てる。分離された蕗の薬剤耐性についても調査する。

またヒト真菌症の中には必ずしも環境由来ではなく，ヒトおよび動物由来のものがある。しかし，その疫学的調査が

行われている菌種が数少ない。ヒト口腔およびベットなどから寵床的に分離される真菌について，その菌種，分離菌

株の型別(核型，遺伝子型など)を行う。

5 研究概要

診断

本邦では，真菌症の分子生物学的手法を用いた診断法はまだ認可されていない。診断は生検組織における菌糸

の存在や各種培養による真菌の証明がいまだに gold-standardであるが，血液培養での陽性率は低い。遺伝子診断

が確立すれば，特異性，迅速性，客観性，省力化などの点で極めて広い有用性が期待される。しかもその医学への

期待される貢献度を考えると，適応例が多く，価値あるものと考える。さらに菌種レベルで、遺伝子診断を可能にすれ

ば，一部の薬剤耐性菌種に対しての対策や治療方法を変えることにより，医療経済的コストを下げることができる。

また，Jn sItuでの分子生物学的手法による診断は，組織内の真菌要素を，局在してしも状態で背景の組織とともに

観察できるので，菌の検出とともに病理学的背景，すなわち組織内局在とともに組織反応の特徴を観察できるという利

点がある。しカも，①抗体を用いた免疫組織学的手法と異なって，属・種レベルでの特異性が期待できる，②菌要素

が確認できるため，疑陽性が容易に否定できる，③核酸の抽出が不要のため，著しい組織破壊や消失過程にある真

菌などの組織内核酸が断片化されていても検出できる可能性がある，などの長所がある。本法は高い感度と，形態学

的な局在性の検出品、う病理組織学の特徴を兼ね備えたものである。

真菌の環境分布の覇査

病原性真菌の野外環境における分布に関する情報は現在殆どないため，本研究で得られる知見は疫学的及び予

防医学的に重要な知見となると考えられる。また，人間活動による薬剤耐性菌の出現は，それが既存の集団中に拡

散することにより従来の遺伝的多様性が脅かされる可能性が高く，微生物の種保全の観点、からも重要な知見となると

考えられる。さらに菌類で、は他の生態群を含めても地理的なスケーノレで、の分布研究が少ないため，種の分布パターン

とその制限要因を解明する生態学や環境科学においても重要な知見を提供すると期待される。

口腔およびペット臨床由来株の調査

人獣共通感染症といわれているものの，実際に分離される菌の菌種までは同定されても，型JjIJ(遺伝型など)がされ

ていないため，ヒトと動物にかかる菌の型の異同は証明されていない。好獣性，好人性菌種が一部の菌では知られて

いるが，とト口腔内の常在真菌とベット由来株を比較することによって感染経路および、薬剤耐性菌の流布が判明し，

予防・治療の一助となる。
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6 研究結果 (4，000字以上記入してください。)

〔真菌の補助診断法の確立〕

E'ichoslJ01りn属の PNAprobeによる insitu hvb1'idization (I8H)法の開発

'lhcospol'on属は 2形性の真菌であり，白色砂毛症といわれる表在性真欝症の病臨真額とされ，また，日

本に多い夏型過敏性肺炎の原因菌として知られていたが，近年深在性感染症の原因菌として問題視されてい

る。本菌の peptidenucleic acid (PNA)プローブによる特異的な診断法の開発に成功し，論文発表した。

8hinozaki M， Mu1'avama 8:y， .shibuva K，他 7名.Development of a peptide nucleic acid p1'obe to 

']}子hヲヲゴ'1ゴi.cho汐申I[J01'On species and identification of τb旨iおcho叩osporonosiおsby u 田 of i出n s位it旬u hyb1'idization in 

fお01'血 alinγ-五xed and paraf節f五i工註1γ働e 血 bedded (FFPE) sections. J Clin Mic1'obiol， 51:295 ・298，2013 

また，刀i.chospol'on属の実験感染動物の病理学的解析について論文発表した。

8asai D， Mu1'avama 8:y，.shibuva K，他 11名.Histopathological evaluation of the efficacy of antifungals 

for expe1'imental 'lhchosp01りnbloodst1'eam infection. Jpn J Infect Dis， 66:133醐 139，2013

I8H法と PCR法の比較

1971 "-'2006年のホノレマジン固定パラフィン包埋切片 (65検体)を用いて，汎真菌 PNAプロープによる I8H

法と 230bpの増幅産物を得る PCR法の比較を行った。 I8H法陽性:80%， PCR法陽性:4.6%と， I8註法

の有用性が認められ，論文発表した。

Zhi Y， Muravama Sy， .shibuva 1E他 7名.Compa1'ison between the effectiveness of polymerase chain 

1'eaction and in situ hybridization in detecting the presence of pathogenic fungi by using the p1'eserved 

DNA in formalin幽fixedand pa1'affin-embedded tissues. Jpn J Infect Dis， 66: 173幽 179，2013

接合菌特異的プロープの開発

接合菌症(ムーコノレ症)診断のための特異的プロープを 288rRNA遺伝子内に設計した。 PNAプロープ

では感度不良であったが， 228 bpのDNAプロープは，メンブレン上の 80uthernハイブリダイゼイション

の系および感染マウスで特異性が確かめられた。本醤は，日和見感染症であり，日本では第 4番臣にあげら

れる真龍症である。しかしその細胞援の構造のため特異的診断系がないこと，抗真菌剤の適応は，アムホテ

リシン忍唯一であること，侵襲性が高く死亡率が高いことから，重要視されている。

現在， Mucol'， A弓pel'gillusおよび Candida属の種々の菌種の感染マウスにて，特異性の確認をしている。

〔動物での病原真簡の疫学調査〕

ThcholJhvton l'ubl'umの性決定遺伝子による菌の疫学調査

ヒトおよびイヌの足自癖あるいは爪白癖由来 206株の解析を行った。性決定遺伝子はすべて抵抗1・1型で

あった。交配タイプロは一型のみであった(真菌では一，+で性を表す)。

五盟主主，他 5 名.班atingtype gene (MAT1-1) in Japanese isolates of 'lhchophyton l'ubl'um. 

Mycopathologia. 2013. 175:171・173.

臨床動物由来株の調査

ネコ眼寵由来アスペノレギノレスを調査し，A. udagawaθとA.vil'idinutansを分離した。

E盆主主主， 8hibahashi Aう FujinoY， 8akai H， Mo1'i T， Tsujimoto H， Yanai T， Hasegawa A. Two cases of 

feline o1'bital aspe1'gillosis due tοA平 θ'1'gi11usudaga waθand A. Vll'l冶'nutans. J Vet Med 8ci. 2013. 

75:7-10. 

名古屋港水族館の調査

水族館のシャチのプーノレの真菌を調査し， Altel"11al'ia属，A伊 el'gi11us属 (A.fumigatus， A. nigel'， A. 

Vθ'l'sicoloβ， Fusal'ium属，および Penici1lium属を分離した。

Kohata E， Kano R，他 6名.Environmental isolates of fungi f1'om aqua1'ium pools housing kille1' whales 

(αl'cin us 01'C友).Mycopathologia. 176:403・408，2013
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〔環境からの検体採取と解析〕

環境由来株の採取

九州， (種子島，鹿児島，福間)からの検体採取が終わっている。また，生物資源科学部内の農地の検体を

農薬散布前，散布後と採取している。今後，北海道の検体を採取する予定である。検体土壌からの薗の分離

を現在行っている。

ヒト臨床分離アスペルギノレス属の収集

現在ヒト臨床分離株を 120醤株収集した。順天堂大学医学部 森健先生，帝京大学医真菌研究センタ一

山田剛先生，北里大学医学部 久米光先生，千葉大学真菌医学研究センター 矢口貴志先生のご協力を得た。

病原真菌の遺伝子型解析

菌の遺伝子型解析においては，Trichosporon属の核型解析および，人獣共通感染症である l}ichophyton属

蕗種の核型解析とゲノム解析(帝京大学，国立感染症研究所との共同研究)を行っている。 Tricho伊 01りn属

の核型解析については，国際学会でシンポジウムにて発表した。

Murayama S1， Sugita T， H江賠立旦， K盟♀R，亘組担盟主， K回旦盟主， Ogawa Y. Electrophoretic Karyotyping 

of Tricho伊 01刀'nasahii. The 5th Congress of Asia Pacific Society for Medical Mycology (2013 APSMM) 

Chengdu， China (シンポジウム，招待講演) . (2013.6.20) 

環境およびヒト由来株の解析

一部について，マイクロサテライト領域による遺伝子型解析を行った。核型については， pulsed-field gel 

electrophoresis (PFGE)による核型解析を ']}i.chosporon属およびAz幼 rodermavanb1'θuseghθ'mnにつし、て

行った。 Tric必osporon属においては， IGS1の遺伝子型より型別能が泉く，遺伝子型では日本株はほとんど

が IGSgenotype-1であるが，閉じ genotype内でも多様性が認められたo A. vanbreuseghemiiについては，

染色体は 3本認められ，大きさは全て 5担bp以上であった。そのパターンは菌株により大きく異なっており，

菌株数を増やした更なる解析が必要と考えられた。そのため， ITS， ACT， TOP， GPDの各タンパクの遺伝

子配列を解析し，系統樹を作成している。

薬剤感受性についても解析を行っているが，A. viridinutansおよび，A. udagawaθにおいては臨床と同様

に環境分離株にもアゾーノレ薬耐性株が高頻度で存在していた。

〔口腔肉 Candidaの解析〕

特異的にC.albicansの同定を行い，さらに real-timePCR法による定量解析の系を整えた。また c
albicans口腔内感染モデ、ノレマウスも作成した。マウスモデルにおいて，化学物質のC.albicansへの効果を

検討している。プロタミン加水分解ベフ。チドに抗 Candida効果が見られた。プロタミンは，魚類の精巣から

抽出されるタンパクで， 6割がアノレギニンである。プロタミンには，真菌増殖抑制効果，菌糸形発育抑制効

果，抗炎症作用， IL-6およびIL-8遺伝子発現抑制効果があり， 2mg/ml程度の濃度で生菌数が約 114になっ

たことを論文発表した。

矢口 学， B3 9='盟主，蓋E蓋乏，韮皇室里，他 5名.ヒト気管上皮細胞における Candlぬ albicansに対する

プロタミン加水分解ペプチドの効果.日本障害者歯科学会雑誌.第 35巻第 1号， p.1-9， 2014 

〔学会発表(招待))

口2013年 9月の第 57回日本医真菌学会総会(東京)では，贋瀬大がワークショップ iA伊 θ塔 illus属の分子

生態学一自然環境における生活様式を探るん加納塁先生がシンポジウム f皮膚糸状菌の菌学J，村山諜明が

fカンジダの抗真菌薬耐性機序j と演者に選ばれている。

注 必要に応じて，このページをご使用ください。
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