


 
 
 
 
 

平成２7 年度 日本大学学部連携研究推進シンポジウム 
 
第 9 回 日本大学先端バイオフォーラム 

 
プログラム・抄録集 

 

 
  

 

 

 
    会  期：2016 年 1 月 27 日（水）9:00 ‒19:00 
    会  場：日本大学会館 大講堂  
    代表幹事：福田 昇  
            日本大学総合科学研究所 
 
 
  第 9 回日本大学先端バイオフォーラム終了後、大講堂内で情報交換会を行います。 
  バイオ系研究者の交流の場になりますので奮ってご参加下さい。 
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日本大学先端バイオフォーラムの目的 
 
 大学は独立法人として企業と同様、競争の中にあり大学価値としての研究レベルの向上が重要であり
ます。日本大学は多くのバイオ系学部を擁し優れたバイオ研究者がいるにも拘わらず、スケールデメリ
ットとして各学部が分散しているため、学部間の交流が希薄で、学内のバイオ研究内容や先端的研究方
法の把握が出来ず、総合大学としての機能が損なわれております。そこで学内のバイオ系研究者が一同
に会し、先端バイオの発表をする日本大学先端バイオフォーラムを定期的に行うことにより、情報交換、
技術の公開から共同研究に発展する機会を設け、それらの力を結集して総合大学としてバイオ研究の底
上げを目的としております。 
 日本大学先端バイオフォーラムは平成 17 年に第１回を行い、平成 21、23、25 年度には当学部連携
研究推進シンポジウムとして第 6～8 回を２年に１回開催し、多くのバイオ研究者の交流から共同研究
へと発展しました。 
 このフォーラムを通して学部間の共同研究に発展出来るよう、多数のご参加、活発な討論を御願いい
たします。 
 

プログラム内容と研究紹介演題について 
 
 第９回日本大学先端バイオフォーラムは一般演題68題（医学部18題、歯学部15題、生物資源科学部
11題、松戸歯学部10題、薬学部4題、生産工学部3題、文理学部3題、理工学部2題、工学部2題）の演
題をいただきました。分野としては細胞・再生分野が16題、物質・分子分野が8題、免疫分野が6題、
バイオマーカー・解析分野が13題、バイオ技術・医療・創薬分野が10題、遺伝子・分子機序分野が12
題であり、まんべんなく演題が集まりました。全てをポスター掲示とし、その中から口演演題17題を午
前に発表いただきます。午後は日本医療研究開発機構(AMED)から機構の講演を頂き、その後ワークシ
ョップとして「日本大学の先端バイオシーズ」の９題の発表を行います。同時に創薬シーズに関しては
AMEDと相談出来るコーナーを設けました。当日は座長や討論者の先生にご尽力いただくとともに、多
くの研究者にご参加いただければ幸いです。宜しく御願いいたします。 
 さらに日本大学のバイオ研究の向上のため、２年間で１日のフォーラムのみではなく、今回の第９回
日本大学先端バイオフォーラム以降も随時、日本大学の HPなどメディアを通して学内先端バイオ研究
者の交流を深めて、共同研究に発展させるよう事務局を設けて、各バイオ研究者に情報提供を行い、日
本大学での学部を越えた研究推進を働きかけます。 
 第９回先端バイオフォーラムでは若手 35 才以下の研究者の演題から、最優秀賞１題、優秀賞２題を
選び、情報交換会にて発表いたします。 
 

代表幹事 福田 昇 
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日本大学先端バイオフォーラム運営組織 
 
代表幹事 
福田 昇 （総合科学研究所・医学部） 
 
幹事 
松本太郎（医学部） 
岩田幸一（歯学部）  
落合智子（松戸歯学部 ） 
松本宜明（薬学部） 
加野浩一郎（生物資源科学部） 
野呂知加子（生産工学部） 
大月 穣（理工学部） 
村山嘉延（工学部） 
茶圓 茂（文理学部） 
 
事務局 
総合科学研究所 
〒102-8251 東京都千代田区五番町 12-5 日本大学会館第 2別館 
電話 5275-9198 
中山 聡、眞壁直実 
 
医学部細胞再生移植医学 
〒173-8610 東京都板橋区大谷口上町 30-1 日本大学医学部リサーチセンターB1 
電話 3972-8111 内線 2710 
片川まゆみ



 
 
3 

 
 
 

会場のご案内 
 
日本大学会館 2 階大講堂 
〒102-8275 東京都千代田区九段南 4-8-24 
 
  JR 市ヶ谷駅下車 徒歩 2分 
  都営地下鉄新宿線 
  東京メトロ有楽町線  市ヶ谷駅 A2 番出口 徒歩 1分 
  東京メトロ南北線   
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発表者へのご案内 
 
《 口演発表者へのご案内 》 
1) 発表時間 
口演発表時間は合計 10 分（発表 7分 / 質疑 3 分）です。 
発表時間終了 1分前にベルを 1度、終了時に 2度鳴らしてお知らせします。 
座長の指示に従い、くれぐれも時間厳守でお願いいたします。 

 
2) 発表受付 
発表の 30 分前までに PC受付へお越し下さい。 
事務局で用意した PCにデータをコピーさせていただきます。 
（コピーしたデータはフォーラム終了後、事務局で責任を持って完全消去いたします。） 
ご自身の発表データを確認後、会場内の次演者席にてお待ち下さい。 

 
3) 発表形式 
発表は全て PCによる発表をお願いいたします。 

  ＜Windows で作成の方＞  
・OS：Windows7 / アプリケーション：PowerPoint 2010 を事務局でご用意いたします。 
・データーは USB にてご持参下さい。 
・ファイル名は「演題番号＿演者名.ppt」としてください。 

  ＜Macintosh で作成の方・動画を使用される方＞ 
・ファイルを保存したご自身の PCをご持参下さい。 
・会場での接続コネクターは「D-sub15pin」です。特に Mac の PC を持ち込まれる方は、変
換コネクタを忘れずにご持参下さい。 

・PC の AC アダプターは各自ご持参ください。 
・接続トラブルなどの場合に備え、バックアップ用データを USB でお持ち下さい。 
・PC 受付でデータの確認をしていただいた後、PC をご自身で会場内に運んでいただき、会場
内におります PC担当者にお渡しいただき、セッション終了後ご自身でお引き取りをお願いい
たします。 

 
4) 質疑について 
会場内に質疑用のマイクスタンドを用意いたします。 
質疑を希望される方は、あらかじめ最寄りのマイク前に移動して下さい。 
発言は座長の指示に従い、所属と名前を述べてからご発言下さい。 
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20cm       65cm 

《 ポスター発表者へのご案内 》 
5) ポスターサイズ・掲示方法 
ポスター会場（2F 大講堂内と講堂右手の廊下側）に演題番号を表示します。そちらに従ってポス
ターを掲示して下さい。 
ポスターパネルの大きさは縦 210cm、横 85cm です。上部 20cm は演題番号とタイトルスペー
スになっております。 
ポスターピンは会場内にご用意いたします。 
 

6) 時間 
受付の必要はございませんので、所定の時間に貼付・討論・撤去を行って下さい。ポスター発表
の時間は特に設けておりませんので、討論時間内はなるべくご自身のポスターの前に待機するよ
うにしていただきたくお願いいたします。 
 

       ポスター貼付  9：00～12：00 
       討論      12：00～13：00 ／ 16：10～17：00  
       ポスター撤去  17：10～19：00 
  
 
 
                             17  演題名・発表者名・所属     20cm 
 演題番号 
（こちらでご用意致します）   

 
 
                               ポスター掲示スペース    190cm 
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プログラム 
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口演会場 
 
8:55   開会の辞：代表幹事 福田 昇（総合科学） 
 
一般演題 
 
口演 Ⅰ  【細胞・再生】 座長 松本太郎（医学） 
 
9:00 01：脂肪幹細胞を用いたイヌ外傷歯への影 

荒井清司（歯学） 
 

9:10 03：脱分化脂肪（DFAT）細胞による血流不全に陥った皮膚軟部組織の救済法 ―ラット背部 
皮弁モデルでの検討― 
樫村 勉（医学） 

 
9:20 10：脱分化脂肪細胞（DFAT）の臨床用細胞製造と細胞治療への応用 

谷口浩章（医学） 
 

9:30 14：幹細胞移植治療のための細胞キャリアの開発 
三浦大輝（生産工学） 

 
口演Ⅱ  【免疫】 座長 落合智子（松戸歯学） 
 
9:40 17：イヌMHCクラスⅠおよびクラスⅡ遺伝子の多型解析とハプロタイプ推定 

宮前二朗（生物資源科学） 
 
9:50 19：乳酸菌 Lactic acid bacteria による腸管免疫（機構）を起点とした口腔粘膜機構の活性 

化 
小林良喜（歯学） 
 

口演Ⅲ  【バイオマーカー・解析】 座長 野呂知加子（生産工学） 
 
10:00 24：イルカにおける組織特異的損傷マーカーの探索 －マイクロ RNAを指標に－ 

瀬川太雄（生物資源科学） 
 

10:10 28：近赤外時間分解スペクトロスコピーを用いた認知症バイオマーカーの研究開発 
酒谷 薫（工学） 

 
10:20 29：バクテリア光スイッチを利用した有用物質生産系の構築  

高野英晃（生物資源科学） 
 
口演Ⅳ  【バイオ技術・医療・薬剤】 座長 松本宜明（薬学） 
 
10:30 41：神経芽腫に対する新規治療薬開発を目指した burchellin 誘導体の抗腫瘍効果の検討 

栗田雅弘（薬学） 
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10:40 44：急性前骨髄球性白血病の改善を目指した分解耐性型細胞膜透過性 RARa の発現系構築 
佐々木拓哉（生物資源科学） 

 
口演Ⅴ  【遺伝子・分子機序】 座長 藤原恭子（医学） 
 
10:50 48：口腔扁平上皮癌細胞株におけるニコチンおよび LPS による IL-8 産生誘導メカニズム 

角田 洸（歯学） 
 
11:00 52：細胞接着分子による神経配線の制御機構 

近藤真啓（歯学） 
 
11:10 53：舌癌における初期癌性疼痛抑制機構 

古川明彦（歯学） 
 

11:20 58：膜脂質組成によるγ-グロビン発現制御機構 
鈴木佑典（理工学） 
 

口演Ⅵ  【物質・分子】 座長 舛廣善和（生物資源科学） 
 

11:30 61：5,7-dihydroxyflavone 類縁体は Akt キナーゼのリン酸化を抑制することにより LPS 刺 
激 RAW264.7 細胞の炎症反応を抑制する 
仁科淳良（理工学） 

 
11:40 67：生体、組織、細胞の低酸素耐性を誘導するペプチド 

日台智明（医学） 
 
11:50 68：セスキテルペノイドである幼若ホルモンの新規生合成酵素候補遺伝子 Plip の機能解析 

本間悠里（文理学） 
 

 
12:00～13:00  昼食・ポスター討論 
         （ポスター会場にてサンドイッチとお飲み物をご用意させていただきます） 
 
 
 
AMED 講演・説明会 座長 福田 昇（総合科学） 
 
13:00～13:40 「ＡＭＥＤの概要とミッションについて」 

ＡＭＥＤ戦略推進部次長（日本医療研究開発機構 AMED） 
 

 
ワークショップ テーマ「日本大学の先端バイオシーズ」 

司会：鈴木良弘（医学）・加野浩一郎（生物資源科学） 
 
13:45 W1：ヒトマスト細胞活性化阻害によるアレルギー疾患の新規治療薬の開発 

岡山吉道（医学） 
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14:00 W2：ミトコンドリアー小胞体ネットワークを標的とする悪性腫瘍の薬剤感受性増強法の開発 
鈴木良弘（医学） 
 

14:15 W3：ヒト TGF-β1 の転写を抑制する新規バイオ医薬ピロール・イミダゾール(PI)ポリアミド 
福田 昇（総合科学研究所） 

 
14:30 W4：セピアプテリンを中枢神経系機能改善に用いる 

大橋晶子、長谷川宏幸（歯学、医学） 
 

14:45 W5：タンパク質分解阻害モチーフスタビロンの実用化に向けて 
舛廣善和（生物資源科学） 

 
15:00 W6：脱分化脂肪細胞(DFAT)の血管新生能と臨床応用に向けた開発 

松本太郎（医学） 
 
15:15 W7：新規アンドロゲン応答遺伝子を応用した前立腺癌治療、診断マーカーの探索 

芦苅大作（医学） 
 
15:30 W8：腸内共生系における大腸および小腸免疫系の免疫調節 

細野 朗（生物資源科学） 
 
15:45 W9：特発性肺線維症の病態を反映する疾患特異的自己抗体の同定 

権 寧博（医学） 
 

 
16:00～17:00  ポスター討論（ポスター会場） 
 

 
17:00    挨拶・乾杯：岩田幸一（歯学） 
 

バイオ研究優秀賞 2名、最優秀賞 1名発表 福田 昇 
 
17:10   情報交換会（立食形式でのお食事をご用意させていただきます） 
 
19:00   閉会挨拶：福田 昇 
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ポスター掲示 
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ポスター会場 
   
    は口演発表もございます 
 
【細胞・再生】 
 
01：脂肪幹細胞を用いたイヌ外傷歯への影 

荒井清司（歯学） 
 
02：ヒト及び SHR におけるタウリン・マグネシウム摂取が血管内皮前駆細胞(EPC)機能に及ぼす効果 

片川まゆみ（医学） 
 
03：脱分化脂肪（DFAT）細胞による血流不全に陥った皮膚軟部組織の救済法 

―ラット背部皮弁モデルでの検討― 
樫村 勉（医学） 

 
04：脱分化脂肪細胞(DFAT)の血管新生能の検討 

萩倉一博（医学） 
 
05：マウス炎症性腸疾患モデルに対する脱分化脂肪細胞(DFAT)の治療効果 

小沼憲祥（医学） 
 
06：ラット椎間板変性モデルに対する脱分化脂肪細胞(DFAT)移植の効果 

中山渕志（医学） 
 
07：吸引脂肪組織を用いた脱分化脂肪細胞(DFAT)の調製法の確立 

風間智彦（医学） 
 
08：脱分化脂肪細胞(DFAT)を用いた iPS 細胞の樹立 

橋本 真（医学） 
 
09：ヒト iPS 細胞誘導法に対する PI ポリアミドの応用 

齋藤孝輔（医学） 
 
10：脱分化脂肪細胞（DFAT）の臨床用細胞製造と細胞治療への応用 

谷口浩章（医学） 
 
11：ラット難治性骨折モデルにおける脱分化脂肪細胞(DFAT)と副甲状腺ホルモン間歇投与による効果 

木下豪紀（医学） 
 
12：ヒト歯嚢由来細胞の神経細胞への分化誘導 

金尾真吾（歯学） 
 
13：細胞接着分子カドヘリンに対する PI ポリアミドを用いた幹細胞分化の研究 

佐野由樹（生産工学） 
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14：幹細胞移植治療のための細胞キャリアの開発 
三浦大輝（生産工学） 

 
15：70%部分肝切除モデルマウスの肝再生過程における肝小葉の変化 

酒巻健太（生物資源科学） 
 
【免疫】 
 
16：免疫性腎炎に対する DFAT 細胞移植による TSG-6 を介した免疫抑制作用 

丸山高史（医学） 
 
17：イヌMHCクラスⅠおよびクラスⅡ遺伝子の多型解析とハプロタイプ推定 

宮前二朗（生物資源科学） 
 
18：成長期ラットにおける片側完全鼻閉塞が脾臓 Natural Killer (NK) 細胞に与える影響 

山口 大（歯学） 
 
19：乳酸菌 Lactic acid bacteria による腸管免疫（機構）を起点とした口腔粘膜機構の活性化 

小林良喜（歯学） 
 
20：高脂肪食摂取による分泌型 IgA 抗体産生の概日リズム変化の検討 

田口千恵子（歯学） 
 
21：魚類細胞性免疫に関与する細胞傷害関連プロテアーゼの同定 

松浦雄太（生物資源科学） 
 
【バイオマーカー・解析】 
 
22：生活習慣病の血中バイオマーカーとしての有機酸測定系の確立 

宮本 葵（薬学） 
 
23：ランダム行列理論による覚醒下および麻酔下でのスパイク時系列の解析 

加藤梨紗子（歯学） 
 
24：イルカにおける組織特異的損傷マーカーの探索 －マイクロ RNAを指標に－ 

瀬川太雄（生物資源科学） 
 
25：老化の病因の基礎となる生物学的解析 

バワール ウジャール（歯学） 
 
26：In vivo 微小透析法によるラットの歯肉の IL-6 および TNF-α の定量 

三枝 禎（歯学） 
 
27：カイコにおける BmFas リガンドの機能解析 

柳田晃佑（生物資源科学） 
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28：近赤外時間分解スペクトロスコピーを用いた認知症バイオマーカーの研究開発 
酒谷 薫（工学） 

 
29：バクテリア光スイッチを利用した有用物質生産系の構築  

高野英晃（生物資源科学） 
 
30：MYH9 異常症や常染色体優性遺伝性筋障害の原因とされる変異ミオシンの運動機能解析 

柴田琴実（文理学） 
 
31：肝臓特異的 GM2発現抑制を示すWHT/Ht 系統マウスのゲノム・エピゲノム解析 

野呂知加子（生産工学） 
 
32：P. gingivalis fimA II 型産生ジペプチダーゼの構造解析および呼吸器官への影響 

田中陽子（歯学） 
 
33：肝再生過程において肝細胞増殖を制御する転写因子の抽出 

松丸卓史（生物資源科学） 
 
34：ラット骨髄組織再生過程における遺伝子発現プロファイルの網羅的解析 

沖 嘉尚（生物資源科学） 
 
35：腫瘍の発生・進展におけるヒストン脱メチル化酵素 Gasc1 の役割の解析 

藤原恭子（医学） 
 
【バイオ技術・医療・薬剤】 
 
36：電解酸性機能水の創傷治癒促進効果 

五條堀孝廣（歯学） 
 
37：タンパク質の発現向上を目的としたスタビロンタグの開発 

舛廣喜和（生物資源科学） 
 
38：Ni イオンにおける癌抑制効果の検討 

太田裕崇（歯学） 
 
39：ラン科セッコク属の多様性解析に基づく薬用資源の探索 

高宮知子（薬学） 
 
40：運動神経細胞死メカニズム研究を基礎とした運動神経保護作用のある薬物シーズの開発 

草間國子（薬学） 
 
41：神経芽腫に対する新規治療薬開発を目指した burchellin 誘導体の抗腫瘍効果の検討 

栗田雅弘（薬学） 
 
42：高血圧ラット全ゲノムシーケンスでの補体 C3 構造とジンクフィンガーヌクレアーゼ(ZFN)法によ 

る C3 ノックアウト高血圧ラットの病態解析 
根岸英理子（医学） 
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43：進行性腎障害に対する新規バイオ医薬ピロール・イミダゾール(PI)ポリアミドのマーモセットを用 
いた創薬開発 
森内正理（医学） 

 
44：急性前骨髄球性白血病の改善を目指した分解耐性型細胞膜透過性 RARa の発現系構築 

佐々木拓哉（生物資源科学） 
 
45：複素誘電率測定用プローブによる癌治療応用 

道山哲幸（工学） 
 
46：導波モードセンサーを用いた血液検査装置の開発 

宇野茂之（医学） 
 

【遺伝子・分子機序】 
 
47：SHR/Izm の副腎における生体内時計関連遺伝子の解析 

田中 翔（医学） 
 
48：口腔扁平上皮癌細胞株におけるニコチンおよび LPS による IL-8 産生誘導メカニズム 

角田 洸（歯学） 
 
49：バーニングマウス症候群患者における侵害刺激に対する脳活動様式 

篠崎貴弘（歯学） 
 
50：バルプロ酸が発達期マウス呼吸中枢での CpG メチル化とヒストンアセチル化に及ぼす影響 

石山未紗（歯学） 
 
51：下歯槽神経損傷後に発症する顔面部異所性機械痛覚過敏に対する Connexin 43 の関与 

梶 佳織（歯学） 
 
52：細胞接着分子による神経配線の制御機構 

近藤真啓（歯学） 
 
53：舌癌における初期癌性疼痛抑制機構 

古川明彦（歯学） 
 
54：三叉神経脊髄路核尾側亜核および上部頸髄投射ニューロンにおける Extracellular 

Signal-regulated Kinase のリン酸化 
斎藤弘人（歯学） 

 
55：ラット三叉神経脊髄路核尾側亜核／上部頚髄移行部の眼侵害受容ニューロンに対するオレキシン下 

行性変調機構 
長嶋秀和（歯学） 

 
56：外分泌細胞における分泌タンパク質の選別輸送機構 

吉垣純子（歯学） 
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57：神経芽腫における SEMA3A による腫瘍制御機構の検討 
石塚悦昭（医学） 

 
58：膜脂質組成によるγ-グロビン発現制御機構 

鈴木佑典（理工学） 
 
59：ヒト顎関節滑膜細胞の GM-CSF 産生における IL-1b および TNF-a シグナル伝達経路の検討 

渡邊 駿（歯学） 
 
【物質・分子】 

 
60：リコンビナントコイインターロイキン 2の作製及び機能解析 

竹元亜利沙（生物資源科学） 
 
61：5,7-dihydroxyflavone 類縁体は Akt キナーゼのリン酸化を抑制することにより LPS 刺激 

RAW264.7 細胞の炎症反応を抑制する 
仁科淳良（理工学） 

 
62：代謝型グルタミン酸受容体を介したシグナルの癌性疼痛および癌の増殖・分化への関与 

本田訓也（歯学） 
 
63：オキシトシンはラット上顎神経損傷による顔面皮膚機械痛覚過敏を軽減する 

久保亜抄子（歯学） 
 
64：舌痛症における舌痛覚異常に対する Artemin の役割 

篠田雅路（歯学） 
 
65：歯周病に起因した歯周組織機械痛覚に対する CXCR4 の関与 

長嶋秀和（歯学） 
 
66：好アルカリ性細菌 Bacillus pseudofirmus OF4 株のアルカリ適応に必須な細胞表層タンパク質 

藤浪 俊（文理学） 
 
67：生体、組織、細胞の低酸素耐性を誘導するペプチド 

日台智明（医学） 
 
68：セスキテルペノイドである幼若ホルモンの新規生合成酵素候補遺伝子 Plip の機能解析 

本間悠里（文理学） 
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ワークショップ 抄録 
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W1：ヒトマスト細胞活性化阻害によるアレルギー疾患の新規治療薬の開発 
 
岡山吉道 
okayama.yoshimichi@nihon-u.ac.jp  
医学部 免疫・アレルギー学プロジェクトチーム	  
 
１．FceRIb鎖はアレルギー疾患患者の粘膜に存在するマスト細胞に高発現している 我々は感度が高く
特異性の高い FceRIb鎖抗体作成に成功し(J Immunol Methods 336: 229-234, 2008). この抗体を用い
てアレルギー性結膜炎と非アレルギー性結膜炎の結膜マスト細胞を染色したところアレルギー性結膜

炎患者で FceRIb鎖が高発現しており(Invest Ophth Vis Sci 50(6):2871-2877, 2009), また, アトピー性
皮膚炎においても FceRIb鎖が高発現していた(未発表). 
２．FceRIb鎖は FceRIのシグナル増幅因子である 
レンチウイルスベクターを用いた shRNA 技術にて FceRIb鎖の発現が抑制されたヒト末梢血由来マス
ト細胞では FceRIの架橋による脱顆粒, prostaglandin D2産生、サイトカイン産生は統計学的有意に抑

制された. FceRIの架橋後にb鎖は Lynなどの Src kinaseによって ITAM motifのチロシン残基がリン
酸化され, 同時にチロシンリン酸化されたb鎖 ITAMに Lynが会合し Lynが細胞膜へ移行するが, b鎖の
発現抑制されたマスト細胞では Lyn の細胞膜への移行が阻止されていた(Allergy 67(10):1241-1249, 
2012). 
３．FceRIb鎖の ITAM motifのチロシン残基をリン酸化させたペプチドがヒトマスト細胞の活性化を抑
制した. 
FceRIb鎖の ITAM motifのチロシン残基を 3つリン酸化したペプチドおよび外側 2つをリン酸化したペ
プチドは IgE 依存性のヒトマスト細胞活性化を統計学的有意に抑制した(Allergy 67(10):1241-1249, 
2012). 
４．本研究の独創性（新規性）及び優位性 
マスト細胞は即時型のアレルギー反応を惹起するのみならず, マスト細胞が産生，放出するケモカイン
やサイトカイン，ロイコトリエンなどのメディエーターにより遅発型のアレルギー反応および慢性炎症

を惹起するアレルギー炎症のコンダクターであり, マスト細胞の制御が治療の一つの鍵になる. 現在の
アレルギー疾患に用いられているいわゆるマスト細胞活性化阻害薬（抗アレルギー薬）は, げっ歯類の
マスト細胞の活性化は抑制するが、ヒトマスト細胞の活性化に対しての抑制効果はない. 唯一, ヒト化
された抗ヒト IgE抗体は IgEと高親和性 IgE受容体 FceRIの結合を阻害し, ヒトマスト細胞の活性化
を阻害するが, 極めて高価である. FceRIb鎖はマスト細胞と好塩基球にしか発現しておらずしかも, ヒ
トのアレルギー疾患の病変部でのFceRIb鎖は発現増強しておりFceRIb鎖を治療標的としているため副
作用の危険性が低いと考えられる. 差別化に関わる根拠となる成果としては FceRIb鎖の ITAM motif
のチロシン残基をリン酸化させたペプチドがアレルギー患者の粘膜組織におけるヒトマスト細胞の活

性化を ex vivoで抑制した結果から, このペプチドはアレルギー疾患の新規治療薬となりうるというこ
とである. 特に点眼, 点鼻, 吸入といった局所投与での効果が期待できる. 
 
特許 
出願番号：特願 20011-529981,	 出願人：学校法人日本大学,	 発明の名称：「アレルギー性疾患治療薬」,
特許査定起案日：平成 27年 11月 26日 
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W2：ミトコンドリアー小胞体ネットワークを標的とする悪性腫瘍の薬剤感受性増強法の開発 
 
鈴木（唐崎）良弘 
suzuki.yoshihiro@nihon-u.ac.jp 
医学部生体機能医学系生理学分野 
 
メラノーマ、骨肉種などの悪性腫瘍細胞は、既存の物理化学的治療法のみならず、高い腫瘍選択性を持

つことから次世代の抗癌剤として期待され、現在欧米で臨床治験が進められている腫瘍壊死因子関連ア

ポトーシス誘発リガンド (Tumor Necrosis Factor-Related Apoptosis-Inducing Ligand, TRAIL)にも
抵抗性を示すことが明らかにされている。従って、これらのがんの TRAIL による治療には、この抵抗
性を克服できる薬剤の併用が必須であり、そのような薬剤の発見ならびに開発が喫緊の課題となってい

る。われわれは、悪性腫瘍の TRAIL 感受性増加にはミトコンドリア(MT) ネットワークの崩壊が伴う
こと、およびこの崩壊がMT内活性酸素の蓄積とそれに依存した細胞膜脱分極の誘発で制御されること
を初めて明らかにした (Suzuki-Karasaki Y et al., Oncotarget 6: 21572-21588, 2015). TRAILと増強
剤の併用は、悪性腫瘍のミトコンドリアの過剰な断片化とクラスター形成を誘発し、ミトコンドリア依

存性アポトーシス経路を活性化する。この効果は、生理的な Drp1を介するMTダイナミクスを抑制す
ることで、増幅される。それに対して、正常細胞ではこれらのミトコンドリアネットワークの崩壊は起

こらず、アポトーシスも誘発されない。さらに最近、小胞体 (ER)膜の崩壊も生じること、および崩壊
した MT と ER は不可逆的なクラスターを形成することも見出した（下図）。近年、MT と ER は、
mitochondria-associated membranes (MAMs)と呼ばれる構造を介して接触しており、この接触が細胞
機能ならびに生存に非常に重要であることが次第に明らかになってきた。TRAIL感受性増強には、ER
ストレスを介する細胞死経路の活性化が必要であるというわれわれのこれまでの知見 (Suzuki et al., 
Int J Oncol 41: 465-475, 2012; Tochigi et al., Int J Oncol 42: 863-872, 2013)を考え合わせると、薬剤
抵抗性悪性腫瘍細胞の細胞死誘発には、MTネットワークと ER膜両者の崩壊が不可欠であると考えら
れる。実際に、Drp1ノックダウンなどの細胞死を増強する遺伝子操作によりMAMs様構造が減少する
ことがわかった。現在さらにこの仮説を検証するために、MTならびに ERストレス誘導とMAMsを介
する機能的接触の不全の関連性を調べるとともに、これらを分子標的とする薬剤の探索を進めている。 

  

（図）ヒト骨肉種 SAOS-2細胞のコントロール siRNAおよび Drp1 siRNAトランスフェクション細胞
の MT（赤）および ER（緑）染色像 (1200倍)。コントロール細胞（左）では MT、ERともに網状の
ネットワーク構造が保持されているが、Drp1 発現抑制細胞（右）では、MT は断片化、クラスター形
成し、ER膜も崩壊、断片化して、両者は強く共局在（黄）している。 
 
特許 
出願番号：PCT/JP2011/067637、公開番号：WO2012/039197、公開日 2012 3.29 出願人：日本大学、
発明の名称：「TRAIL感受性増強剤」

Mergee 
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W3：ヒト TGF-β1の転写を抑制する新規バイオ医薬ピロール・イミダゾール(PI)ポリアミド 

 

福田	 昇 

fukuda.noboru@nihon-u.ac.jp 

総合科学研究所、医学部腎臓高血圧内分泌内科学 

 

PIポリアミドは DNA結合抗生剤より CALTECの Dervanによって発見された低分子有機化合物で、

強力に転写因子の結合を阻害し遺伝子転写活性を抑制する。PI ポリアミドは生体内で安定で全く DDS

なしで組織、臓器にデリバリーし、ほぼ全ての核に結合する。PIポリアミドは疾病状態で活性化したタ

ーゲット遺伝子の転写活性を特異的に抑制し、遺伝子を静止状態に戻すため病変のみを抑制し、副作用

の面で有利であり、次世代のバイオ医薬として期待されている。現在、日本大学、京都大学、CALTEC

でコンソーシアムを形成し共同開発を行っている。PIポリアミドはこれまで治療薬の無かった疾患の責

任分子に対しても自由に設計合成できる。我々はヒト TGF-β1 に対する PI ポリアミドを開発し、特許

化した。TGF-β1に対する PIポリアミドは腎皮質糸球体硬化を有意に改善した。日本大学薬学部と共同

で薬物動態研究を行い、TGF-β1に対する PIポリアミドは通常の薬物と同様の薬物動態を示した。さら

に TGF-β1に対する PIポリアミドは、頸動脈のバルーン傷害に１回投与で動脈再狭窄を抑制し、角膜

アルカリ損傷、皮膚肥厚性瘢痕などへ局所投与で有効である事を認めた。PIポリアミドは高い組織移行

性で１回の全身投与で１週間以上核に結合し、マイクロアレイおよび染色体結合実験を行い TGF-β1へ

の高い特異性を確認し、off targetingも殆ど認めなかった。現在の TGF-β1に対する PIポリアミドは 1 

mg/kg で腎障害改善効果を示し、40 mg/kg 以上が致死量である。前臨床試験として実験動物中央研究

所との共同研究として霊長類マーモセットの皮膚肥厚性瘢痕、シクロスポリン腎症に、ヒト TGF-β1に

対する PIポリアミドの効果を検討している。現在の PIポリアミドはヘアピン構造であるが、日本大学

ではサークル型 PIポリアミドの合成に成功し、有効薬剤濃度が 1/10以下となり、PIポリアミドは薬剤

としての可能性が高い。現在、京都ハイペップ研究所とヒト TGF-β1 に対する PI ポリアミドは大量合

成法開発を試みている。また最近 TGF-β1の抑制が iPS誘導に必須であることが分かり、ヒト TGF-β1

に対する PI ポリアミドが iPS 誘導効率を 200%増加させる事を認めた。今後は形成外科と共同で、皮

膚肥厚性瘢痕に対し、医師主導型治験を行っていく。 

 

特許 

1.  出願番号：PCT/JP2004/012854、公開番号：WO2005/02324、出願人：日本大学 /ｼﾞ

ｪﾝﾃｨｱ・ ﾊﾞｲｵｼｽﾃﾑｽﾞ㈱、発明の名称：「 TGF-β 遺伝子発現抑制剤」、特許番号：日

本 ,第 4682312 号、US7807844 

2.  出願番号：PCT/JP2005/014079、公開番号：WO2006/0255368、出願人：日本大学

/ｼﾞｪﾝﾃｨｱ・ ﾊﾞｲｵｼｽﾃﾑｽﾞ㈱、発明の名称「 TGF-β 遺伝子発現抑制剤」、特許番号：

US7888516
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W4：セピアプテリンを中枢神経系機能改善に用いる 
 
大橋晶子 1、相澤	 信 2、長谷川宏幸 2 

oohashi.akiko@nihon-u.ac.jp 
1歯学部解剖学第 I講座 
2医学部生体構造医学分野 

 
セピアプテリン(SP)の末梢投与によって，脳内モノアミンの生合成を促進することに成功した。SP

は脳内モノアミン生合成の補酵素テトラヒドロビオプテリン(BH4)の前駆体である。SPの末梢投与では，
マウスにおける「抗うつ効果」を示す。 ここで「モノアミン」は，セロトニン・ドーパミン・ノルア
ドレナリンを指す。そして，セピアプテリンは脳内モノアミン生合成の補酵素テトラヒドロビオプテリ

ン(BH4)の前駆体である。 
1960年頃，三環系抗うつ薬が上市され，1980年代にイーライリリーとスミスクラインによって，”

『うつ病』は脳内セロトニンの不足による病であって「SSRIはこれを改善する」と強調する販売戦略が
展開されて，成功した。他社も"me too drug" SSRIで追随した。その後30余年，この圧倒的な成功を収
めているSSRIの「抗うつ効果」を，膨大な薬理学的研究が検証したが，1) 実効性に関するメタアナリ
シスの結論は芳しいものではない(プラセボに対するSSRIの有効性は15%以内) 2)「セロトニン特異的再
取込阻害」は「抗うつ効果」を説明できない。 

SSRIに対する，現今の不信感の高まりは「セロトニンはうつ病とは無関係」との風評さえある。こ
れに対して私たちは，従来の研究における空白を指摘して反駁する: 「モノアミン合成を促進する理論
的裏付けのある医薬品は現存しないのみならず，そのような実験系すら存在しない」。私達の研究成果

は，SSRI薬理のこの明瞭な「空白」を埋めることによって，SSRIの薬理効果を補完することが期待さ
れる。また，補酵素 BH4 レベル上昇による脳内モノアミン神経系の賦活は，セロトニン・ドーパミン・
ノルアドレナリンの合成を協調的に促進する。その前駆体セピアプテリンの投与は，単独で中枢神経系

の広範囲調節系の失調による様々な中枢性神経疾患の治療に効果が期待できる: うつ病のほか，パーキ
ンソン病，不安障害，多動・衝動性障害(ADHD)，強迫性障害など。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
特許	

日本国特許:第 5066756 号，特許権者:日本大学，発明の名称：「脳機能障害予防・改善用の薬剤及び飲食物」，

国際公開番号:WO	2011/132435	Al	(EP 及び US，審査中)	

・5HT levels elevated 30% in 3 days 
・The elevation continued even after 3 days 

・SP, a BH4-precursor, is permeable across cell membrane 
・SP stimulates monoamine production; 5HT, DA, and NA.  
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W5：タンパク質分解阻害モチーフスタビロンの実用化に向けて 
 
舛廣善和 
masuhiro.yoshikazu@nihon-u.ac.jp 
生物資源科学部応用生物科学科 
 
	 スタビロンは 16 アミノ酸（EDDEEDDDFNENDEDD）からなるモチーフである。当初、転写因子
DP-1 タンパク質の細胞内での安定化に重要な領域として同定したが、その際の結果が顕著であったこ
と（この領域を削ると発現がほとんど見られなくなる）、この現象がタンパク質に共通のメカニズムで

あれば他のタンパク質にも効くはずという考えから、他のタンパク質に融合してみた。その結果、多く

のタンパク質の安定化（発現向上）を可能にした。そこで、タンパク質に共通の発現向上タグとして実

用化できるのではないかと考えた（NUBICを通じ特許出願中、アメリカ特許取得）。尚、これまでの研
究から、スタビロンモチーフによるタンパク質安定化の主な要因はタンパク質の分解耐性であると考え

られる。現在、スタビロンモチーフをタグとして実用化するために、生体内にはない新規配列に改良す

ること、良質なモノクローナル抗体を揃えることを進めている。この発現系が構築できれば、低発現で

困っていたタンパク質の量産が可能になり、多くの研究や有用タンパク質産生に役立つと考える。 
	 また、本研究室では遺伝的に安全な再生医療（iPS誘導、分化細胞誘導）やタンパク質療法（がん、
炎症）の確立をめざし、細胞膜透過性タンパク質による細胞機能／分化制御系の開発を行ってきた。現

在、これに用いる細胞膜透過性タンパク質にもスタビロンモチーフを融合し、分解耐性型への変換を試

みている。スタビロンモチーフ融合により細胞内での長寿命化が可能であれば、投与回数が少ないタン

パク質療法や再生組織作製法の開発が可能になり、患者さんにとって有益になると考える。 

 
図１、スタビロンモチーフの応用例	 	 	 	 	 	 図２、再生医療やタンパク質療法に 
特許 
1 .  出願番号：PCT/JP2009/070081、公開番号：WO2010/134226、出願人：日本大学、
発明の名称「タンパク質療法や細胞の分化／未分化制御、抗体療法に応用可能な細

胞内でのタンパク質の安定化を可能にする酸性アミノ酸からなるモチーフの確立」、

特許番号：US 9,079,968 B2 
2.  出願番号：特願 2009-077375 公開番号：特開 2010-226992 出願人：日本大学、発
明の名称「白血病治療に応用可能な細胞膜透過性タグおよび核移行シグナル融合

RARα タンパク質の大量発現系、精製系の確立」、特許番号： 5626717
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W6：脱分化脂肪細胞(DFAT)の血管新生能と臨床応用に向けた開発 

 
松本太郎 

matsumoto.taro@nihon-u.ac.jp  
医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野 

 
近年の iPS細胞技術の確立やダイレクト・リプログラミング法の発展により、再生医療に用いる細胞源
も、元々生体内に存在する幹細胞から、成熟細胞を人工的に形質転換した人工誘導性幹細胞へとそのコ

ンセプトが変化してきている。iPS細胞や、ダイレクト・リプログラミング法によって得られる細胞は、

患者自身の体細胞から調製できるが、その作成には遺伝子導入操作が必要となり、移植安全性を確認す

る工程なども含めると莫大な調製コストがかかると予想される。脱分化脂肪細胞(Dedifferentiated fat 

cell: DFAT)は、成熟脂肪細胞を天井培養という方法で体外培養して得られる細胞群であり、高い増殖活
性と間葉系幹細胞(MSC)と同等の多能性をもつ人工誘導性幹細胞である(Matsumoto T et al. J Cell 

Physiol 2008, 215:210)。DFATはMSCに比べ、均質性が高く、ドナー年齢や基礎疾患を問わず大量調

製できるといった利点がある。そして MSC と同様に種々の液性因子の分泌により、組織修復作用、血

管新生作用、抗炎症作用を示す。また DFATは、骨、軟骨、脂肪細胞へ分化するほか、血管内皮細胞と

の共培養により、血管構成細胞であるペリサイトに分化する。このような多能性を利用して、難治性末

梢動脈疾患(PAD)に対する血管新生療法、重度熱傷に対する創傷治癒促進などへの臨床応用が期待でき

る。平成 26 年度より JST 大学発新産業創出拠点プロジェクトの助成を受け、難治性 PAD に対する自

家 DFAT移植による血管再生細胞治療の開発研究を行っている。本ワークショップではこれらの取り組

みについて概説する。 

出願番号：特願 2015-065598  
発明の名称：「脱分化脂肪細胞を有効成分とする血管再生療法用組成物」 

出願人：日本大学 

発明者：松本太郎、加野浩一郎、風間智彦 
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W7：新規アンドロゲン応答遺伝子を応用した前立腺癌治療、診断マーカーの探索 

 

芦苅大作 1,2、高山賢一 2,3、浦野友彦 2,3、井上	 聡 2,3、高橋	 悟 1 

ashikari.daisaku@nihon-u.ac.jp  
1医学部泌尿器科学系泌尿器科学分野 
2東京大学大学院医学研究科抗加齢医学講座 
3東京大学医学部附属病院老年病科 

 

前立腺癌は欧米では最も罹患率の高い癌で、本邦においても患者数は急速な増加傾向にあり、2025

年以降の年間平均罹患数は男性癌の第 1位になると予測されている。前立腺癌においてアンドロゲン受

容体(androgen receptor：AR)は重要な役割を果たしている。ARはリガンドと複合体を形成し核内へ移

行すると特定の DNA 配列に結合し標的遺伝子を発現させる。このアンドロゲン応答遺伝子群の中に前

立腺癌の発症や進展を促すものがある(図)。そのためアンドロゲンを阻害するホルモン療法は有効な治

療法であるが、しばしば治療中に癌が再燃し去勢抵抗性前立腺癌 (castration-resistant prostate 

cancer：CRPC)へと進行する。現在 CRPC に対する確立した有効な治療法は非常に少なく、治療抵抗

性を獲得した前立腺癌患者が増加していることが臨床上の大きな課題となっている。しかし注目すべき

点として近年の分子細胞研究により、去勢抵抗性前立腺癌細胞内でもアンドロゲン受容体とアンドロゲ

ン応答遺伝子群の発現亢進が認められることが明らかにされ、AR を介した治療抵抗性獲得機序の解明

に注目が集まっている(図)。 

そこでわれわれは新たな手法である ChIP-sequence 法を用いてゲノムワイドにヒト前立腺癌細胞内に

おける AR結合領域を解析し、新規アンドロゲン応答遺伝子を同定してきた。さらに標的遺伝子の機能

解析を行うことで、去勢抵抗性獲得機序を明らかにし、癌の進展メカニズムの解明や将来の新規診断マ

ーカー、さらには新たな前立腺癌治療薬の開発へとつなげていきたいと考えている。我々はこれまでの

基礎研究の成果により、前立腺癌の新たな治療標的・核酸創薬に関する特許を申請（特願 2014-237008）

している。 

 
図	 前立腺癌細胞における ARシグナル
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W8：腸内共生系における大腸および小腸免疫系の免疫調節 

 

細野	 朗 1、於	 鉄崢 1、沓掛優香 1、中田一彰 1、鈴木	 誠 1、津田真人 1、高橋恭子 2、八村敏志 3、 

上野川修一 1 

hosono@brs.nihon-u.ac.jp  
1生物資源科学部食品生命学科食品生命機能学研究室 
2生物資源科学部応用生物科学科細胞機能調節学研究室 
3東京大学大学院農学生命科学研究食の安全研究センター 

 

	 生体で最大の免疫系組織である腸管には膨大な数と種類の腸内細菌が共生し，この共生系が宿主の消

化吸収はもちろんのこと，免疫系に対しても大きな影響を及ぼしている．特に大腸管腔内は小腸に比べ

て膨大な数の腸内共生菌の存在により腸内環境が大きく異なっており，このことは大腸免疫系が小腸免

疫系に比べて腸内共生菌による直接的な作用を受けていることが予想される．このとき，腸管免疫系に

おいては過剰な炎症反応がおこらずに消化管の恒常性の維持に寄与していると考えられるが，その作用

機序は不明な点が多い．本研究では，マウスの腸管免疫系関連リンパ組織，特に大腸および小腸部位ご

とにその組織形態と T細胞フェノタイプについての比較を行った．さらに，腸内共生菌によって受ける

影響を調べる目的で，無菌マウスと通常マウスでの比較検討を行った．また，腸管腔内の環境因子でも

ある腸内共生菌の代謝産物，短鎖脂肪酸（SCFA）が腸管免疫系に与える影響について，腸管部位ごと

の腸管関連リンパ組織（GALT）の免疫応答として，免疫グロブリン A（IgA）産生応答に与える SCFA

の作用についても検討した．  

	 BALB/c マウスの無菌マウスおよび通常マウスの腸管免疫系関連リンパ組織，特に大腸部位の盲腸リ

ンパ節（Cecal patch, CeP）・結腸リンパ節（Colonic patch, CoP）に注目し，小腸部位のパイエル板

（Peyer’s patch, PP）との組織形態について観察すると共に，同リンパ組織の細胞を構成するフェノタ

イプの解析をフローサイトメトリーにより行った．その結果，通常マウスと腸内共生菌が生息していな

い無菌マウスとを比較すると，PPおよび CePの組織は無菌マウスの方が通常マウスに比べて顕著に小

さく，同組織内の細胞数も少ないのが特徴であるが，CoPは無菌マウスと通常マウスの間に顕著な差は

認められなかった．CoP細胞の特徴は感作型 T細胞である CD4+CD45RBlowおよび CD4+CD69highの割

合が PP細胞に比べて有意に低く，さらに無菌マウスではさらにその発現が低い特徴が顕著にみられる

ことが明らかになった．さらに，PP，CeP，CoP 細胞を Bacteroides（BA）菌体成分と SCFA との共

培養条件下での総 IgA産生応答に与える影響を検討したところ，BA菌体存在下での高濃度（5, 10 mM）

の酪酸またはプロピオン酸の共刺激条件下では，PP・CoP 細胞の IgA 産生が有意に抑制または抑制さ

れる傾向がみられた．以上より，CoPにはナイーブな T細胞が多く存在しており，大腸と小腸における

免疫系細胞応答が異なる細胞特性で腸内恒常性を維持していることや，SCFAの種類によっても腸管免

疫系応答が異なっており，免疫制御に関与していることが推察された．
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W9：特発性肺線維症の病態を反映する疾患特異的自己抗体の同定 

 

権	 寧博、橋本	 修 

gon.yasuhiro@nihon-u.ac.jp 

医学部内科学系呼吸器内科学分野 

 

【背景】間質性肺炎とは、肺の間質を炎症の場とする疾患の総称である。その病態は多彩で、職業性や

薬剤、膠原病の合併症として起こる場合など原因が同定できるものと、原因が特定できない特発性の場

合がある。特発性の中で、特発性肺線維症（IPF）と非特異的間質性肺炎(NSIP)は、合わせて慢性線維

性間質性肺炎と呼ばれ、特発性の間質性肺炎の中で最も頻度が高いタイプである。慢性線維性間質性肺

炎は、繰り返される肺胞上皮傷害と異常な修復反応により肺胞壁（間質）の膠原線維が増加することに

より発症する。炎症や線維化で肺胞壁が肥厚することにより酸素の取り込みが低下することで進行性の

呼吸不全を呈する。平均生存期間は、診断確定後の 2.5～5 年間と報告されており予後不良な疾患であ

る。慢性線維性間質性肺炎の約３割に血中の抗核抗体が陽性になり、また、病理組織は膠原病肺と区別

が困難であり、一部の IPFや NSIPではレイノー症状などの膠原病関連の症状を呈する例があり、病態

における自己免疫との関連性が指摘されてきた。今回我々は、慢性線維性間質性肺炎から採取した血液

を用いて、慢性線維性間質性肺炎に特異的な血液中の自己抗体の探索を行った。 

【方法】ヒトタンパク質マイクロアレイを用いて、慢性線維性間質性肺炎 6例と健常者 6例の血清中に

存在する 9000 種類の蛋白に対する自己抗体のプロファイルを求め、患者群で有意に高い自己抗体とし

て抗 UBE2T抗体を含む６個の自己抗体を同定した。次に、血清抗 UBE2T抗体の定量的な測定系を確

立し、健常者 65例、IPF 23例、f-NSIP 17例、過敏性肺炎(HP)３例、サルコイドーシス(SAL) 6例の

血中濃度を測定した。さらに、IPF肺組織における UBE2T発現を検討した。 

【結果】血中抗 UBE2T抗体濃度の平均値(ng/ml)は、IPF 494.3, f-NSIP 288.8, HP 150.8, SAL 263.4

で、IPFにおいて有意に高値を示した。抗 UBE2T抗体を用いた免疫染色では、IPF患者の肺組織にお

ける UBE2Tは、再生肺上皮で高い発現が認められた。IPF患者における血中抗 UBE2T抗体は、肺の

酸素化の指標である肺拡散能（%DLco）と有意な相関(r = -0.424  p = 0.016)を認めた。 

【考察】血中抗 UBE2T抗体は IPF患者で高値を示し、病態のバイオマーカーとして利用できる可能性

が示唆された。 

【特許情報】；出願番号 2013-230423, 特許番号 2015-090323、出願人;日本大学、発明の名称；間質性

肺炎のバイオマーカー
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01：脂肪幹細胞を用いたイヌ外傷歯への影響 

 

荒井清司 1,2、清水武彦 1,2 

arai.kiyoshi@nihon-u.ac.jp 
1松戸歯学部小児歯科学 
2松戸歯学部口腔科学研究所 

 

歯科臨床において,完全脱臼を伴う外傷に遭遇することかが多い。完全脱臼した歯を再植した場合, 予後

を左右するのは歯根膜細胞の状態である。脂肪細胞はエネルギー貯蔵庫だけでなく様々な生理活性物質

を産生 ,放出する内分泌器官であることが明らかとなってきた。脂肪由来幹細胞  (Adipose tissue 

Derived Mesenchymal Stem Cell:以下 Ad-MSC)は,採取が容易である一方,多くの間葉系幹細胞を含み

骨芽細胞などの間葉系に即する細胞への分化能を有するとされている 。 予め各イヌより脂肪採取を行

い,無血清培地を用いて脂肪幹細胞培養を行った。生後 3年齢のビーグル犬 8匹（雄，約 10 kg）を実験

に供した。グループ 1.乾燥（抜歯後 120分で再植）グループ 2.牛乳（抜歯後 120分間牛乳浸漬後再植）

グループ 3．乾燥＋Ad-MSC（抜歯後 120分経過の後 Ad-MSCを歯根膜周囲に塗布後再植）グループ 4．

牛乳＋Ad-MSC（抜歯後 120 分間牛乳浸漬 Ad-MSC を歯根膜周囲に塗布後再植）として再植した。再

植後,スプリントとコンポジットレジンにて固定を行った。,通法に従い H.E.重染色および TRAP染色を

行った。図１に病理組織像から得られた外部吸収率の評価を示す。グループ 1，2 においてはマイクロ

CT,病理組織像から外部吸収を生じている像が確認された。TRAP 陽性細胞の存在から破歯細胞による

外部吸収が確認された。Ad-MSC を応用したグループ 3，4 はグループ 1，2 と比較して有意に外部吸

収が少なかった (p<0.05)。イヌ外傷モデルにおいて完全脱臼して 60分経過すると歯根膜細胞の変性が

生じてくる。今回 120 分経過して Ad-MSC を応用して再植した場合、歯根膜周囲の治癒が良好である

ことが明らかとなった。Ad-MSCに多く含まれる間葉系幹細胞が歯根膜周囲で治癒していく中で有効に

作用したものと考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図１＞外部吸収率の評価 
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02：ヒト及び SHRにおけるタウリン・マグネシウム摂取が血管内皮前駆細胞(EPC)機能に及ぼす 

効果 

  

片川まゆみ 1、福田	 昇 2,3、常見明子 1、渡辺めぐみ 1、上野高浩 3、森	 真理 4、家森幸男 4、 

松本太郎 1、相馬正義 2 

katakawa.mayumi@nihon-u.ac.jp 
1医学部細胞再生・移植医学 
2医学部腎臓高血圧内分泌内科学 
3総合科学研究所 
4武庫川女子大学国際健康開発研究所 

 

【目的】血管内皮前駆細胞(EPC)は血管障害の修復に関与し、酸化ストレス病態で寿命が短くなる事が

報告されており、機能低下が最終的に心血管病を引き起こすと考えられる。家森らの WHO Cardiac 

Studyによる世界の食品調査で、タウリンとマグネシウム(Mg)摂取が心血管病の進展を抑制している事

が報告された。そこで今回、健常成人及び高血圧自然発症ラット SHR にタウリンと Mg の介入試験を

行い、EPC機能に対する効果を検討した。	  

【方法】ヒト介入試験では 20 歳代の健康な男性を対象とし、2 週のベースライン研究後無作為に 3 群

に分け、タウリン 3000mg、Mg340mg、プラセボを二重盲検で 2週介入し、介入前後に EPC機能測定、

酸化ストレス等の検査を行った。ラット負荷試験ではWKYのMg軽減食（60mg/100g）、1%食塩水を

コントロールとし、SHRにMg負荷食（360mg/100g）と 3%タウリン水を 4週間負荷し、EPC機能測

定及び生化学的分析を行った。	  

【結果】ヒト介入試験においては、タウリン、Mg共に EPC機能と抗酸化力は有意に増加し、酸化スト

レス度は減少した。脂肪酸分析では、タウリンで 2分画の不飽和脂肪酸分画が有意に増加し、1分画が

有意に減少したが、Mgでは脂肪酸の変化は認められなかった。ラット負荷試験では、EPC機能はWKY

に比べ SHRコントロールで有意に減少、タウリン、Mg負荷にて有意に増加し、TBARSはWKYに比

べ SHRコントロールで有意に上昇、Mg及びタウリン+Mg負荷にて有意に減少した。脂肪酸分析では、

WKYに比べ SHRコントロールでは 11分画で有意に上昇、5分画で有意に減少し、タウリン+Mg負荷

にてWKYコントロール値に近づく傾向が見られた。腎皮質における NADPH oxidase mRNA発現は、

SHRコントロールはWKYに比べ上昇し、タウリン、Mg負荷にて減少する傾向が見られた。タウリン、

Mg負荷で血圧は変化しなかった。	  

【結論】タウリンやMgの介入は、ヒト及び高血

圧と酸化ストレスの強い SHRにおいて酸化スト

レスを抑制し、EPC 機能を増加させた。タウリ

ンや Mg の摂取は高血圧性血管障害の予防とし

て有効と考えられた。 
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03：脱分化脂肪（DFAT）細胞による血流不全に陥った皮膚軟部組織の救済法 

—ラット背部皮弁モデルでの検討— 

 

樫村	 勉 1、副島一孝 1、菊池雄二 1、仲沢弘明 1、風間智彦 2、松本太郎 2 

kashimura.tsutomu@nihon-u.ac.jp 
1医学部形成外科学系形成外科分野 
2医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野 

 

【目的】形成外科では、皮膚軟部組織欠損に対する再建法の一つとして、組織を弁状に切開し欠損部へ

と移植する「皮弁移植術」が広く行われている。もっとも古典的な皮弁は、皮弁内に主軸血管を含まな

い近隣の皮膚をコの字型に切開し先端部を欠損部へと移植する乱走型皮弁である。乱走型皮弁は、非生

理的な血流により栄養され、移植に利用する皮弁先端部が血流不全により壊死することがある。これま

でに、種々の間葉系幹細胞による乱走型皮弁の生着域拡大効果の検討が行われてきた。多分化能を有す

る脱分化脂肪細胞（dedifferentiated fat cells,以下 DFAT）は、本学で開発され血流改善効果と血管新

生作用を有することが明らかにされてきた。今回われわれは、ラット背部の乱走型皮弁に対する DFAT

の投与部位による生着域拡大効果について検討したため若干の文献的考察を加え報告する。 

【方法】1.SD 系ラットの腹腔内脂肪を天井培養することで DFAT を単離培養した。2.同種同系ラット

(200-300g)背部に尾側茎の乱走型皮弁(2×9cm)を挙上し、皮弁下にシリコンシートを埋入して下床から

の血流を遮断した。対照群(Group I:n=10）と DFAT投与群：(DFAT(1×106cells/0.1ml)を皮弁内の皮膚

筋層下結合組織内に注入)を作製した。DFAT投与群は、皮弁基部より 2cm に投与する皮弁中央投与群

(Group II:n=10）と皮弁中央投与群(Group III:n=10)の 2群を作製した。術後 14日目に皮弁生着領域を

評価し､H-E染色および墨汁染色により組織学的検討を行った。 

【結果】皮弁の平均生着率は Group I：53.4±6.2％、Group II：50.6±6.4％、GroupIII：65.8±2.4％で

あり、皮弁基部投与群で皮弁生着域は有意に拡大した(p＜0.05)。組織学的検討では、皮弁基部投与群で

DFATを注入した皮膚筋層結合織が著明に肥厚し内部には豊富な血管新生を認めた。 

【考察】皮弁基部への DFATの局所投与による乱走型皮弁の生着域拡大効果が確認された。生着域拡大

効果は、血管新生促進効果によることが示唆された。 

 
図：各群における皮弁生着域（％）の比較 
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04：脱分化脂肪細胞(DFAT)の血管新生能の検討 

 

萩倉一博 1、渡邉拓史 2、松本太郎 1 

kazuhiro.hagikura@gmail.com 
1医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野 
2医学部小児科学系小児科学分野 

 

【目的】 Vascular sproutingから始まる血管新生過程において、壁細胞(pericyte)や血管平滑筋などの

mural cell(周皮細胞)は血管腔の安定化や微小血管網の構築に重要な役割をしている。血管壁の周囲に存

在する間葉系細胞は、これまで mural cellのソースとして考えられてきたが、その間葉系細胞の起源に

ついては十分に理解されていない。我々は成熟脂肪細胞を脱分化させて得られる細胞を

DFAT(Dedifferentiated Fat Cell)と名付け、これまで間葉系幹細胞(MSC)と同様の多分化能を確認して

きた。また DFAT を虚血部位に移植すると、DFAT から血管新生因子が分泌され血管新生が促進する

と共に、移植した DFATが新生血管の血管壁に接着し、αsmooth muscle cell actin(ASMA)を発現して

いることを確認した。そこで今回、脂肪細胞の脱分化を促進する環境と、DFATの血管新生能および血

管周皮細胞への分化能について in vitroで検討した。 

【方法】 1. 成熟脂肪細胞の脱分化を促進する環境の検討(EMT細胞との共培養) 2. DFAT及び血管内

皮細胞の遊走能の検討(transwellと 3D gel assay) 3. DFATと血管内皮細胞の共培養で NG2(pericyte

特異マーカー) 及び ASMAの発現を免疫染色と qPCRで確認する。 

【結果】 1. TGF-β で前処理し EMT を起こさせた乳腺上皮細胞(NMuMG)と非接触下で培養すると成

熟脂肪細胞の脱分化が促進された。2. DFATの血管内皮細胞への遊走能の促進が transwell及び 3D gel 

assay で確認された。3. 血管内皮細胞と共培養した DFAT を免疫染色したところ、血管壁細胞や血管

平滑筋細胞のマーカーの発現が亢進することが確認された。また qPCRでも同様の結果が得られた。 

【結論】 EMT細胞との共培養により成熟脂肪細胞の脱分化は促進された。脱分化脂肪細胞(DFAT)は

血管新生因子を産生して血管内皮細胞の遊走を促進するとともに、DFAT自身も新生血管へ遊走、接着

して血管周皮細胞へ分化し、血管の成熟化に関与する事が示唆された。

 
コラーゲンゲル内で血管内皮細胞(MS1)コーティングビーズとGFP発現DFATを共培養すると、DFAT

は新生血管周囲へ遊走し接着し、血管壁細胞マーカー(NG2)を発現した。 
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05：マウス炎症性腸疾患モデルに対する脱分化脂肪細胞(DFAT)の治療効果 

 

小沼憲祥 1,2、石岡茂樹 1、橋本	 真 1,2、後藤俊介 1,2、小野賀功 1,2、加納浩一郎 3、松本太郎 2 

konuma.noriyoshi@nihon-u.ac.jp 

1医学部小児外科 
2医学部細胞再生・移植医学 
3生物資源科学部獣医学科 

 

【背景】炎症性腸疾患（inflammatory bowel disease: IBD）の患者数は、本邦でも近年増加し続け、抗

TNFα抗体などが優れた治療成績を挙げているものの根治療法は確立されずにいる。IBD発症と症状の

継続は、消化管粘膜免疫系での免疫イベントのバランスが崩れたことが主な原因とされる。一方、クロ

ーン病患者に骨髄間葉系幹細胞（mesenchymal stem cell: MSC）を移植することで症状の改善を得た

という報告を受け、米国ではクローン病に対するMSCの製剤化への第三相臨床試験が進んでいる。我々

はこれまでに、成熟脂肪細胞を脱分化させて得られる MSC 様の前駆脂肪細胞（dedifferentiated fat 

cells: DFAT）に CD3陽性 T細胞の増殖抑制効果があり、ナイーブ T細胞から制御性 T細胞への分化

誘導作用があることを報告した。 

【目的】今回、我々は IBD動物モデルに DFATを移植して、腸炎の改善効果についての検討を行った。 

【方法】IBDの研究に汎用される動物モデルのうち、重症免疫不全動物である SCIDマウスに正常マウ

スの脾臓から分離した T 細胞を投与することで得られる誘発 IBD モデルを用い、DFAT を腹腔内投与

して腸炎症状の変化を評価した。評価項目は、体重変化、下痢や血便などの臨床学的スコア、結腸検体

の組織学的スコアにより行った。 

【結果】対照群と比較して、DFAT投与群で体重減少が起こらず、臨床学的スコア、組織学的スコアと

もに改善が認められた。 

【結論】DFAT投与により、IBDモデルの腸炎症状が軽減した。我々の in vitroでの既報と併せ、DFAT

の IBDに対する治療応用の可能性がより具体的なものとして示された。  
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06：ラット椎間板変性モデルに対する脱分化脂肪細胞(DFAT)移植の効果 

 

中山渕志1、風間智彦2、加野浩一郎3、徳橋泰明1、松本太郎2 

meen11022@g.nihon-u.ac.jp 
1医学部外科学系整形外科学分野 
2医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野 
3生物資源科学部応用生物科 

 

【目的】我々は脱分化脂肪細胞 (Dedifferenciated fat cell: DFAT)が高い増殖能と間葉系幹細胞

（Mesenchymal stem sell; MSC）と同等の多分化能を有し、DFATを髄核細胞と共培養することによ

り、髄核様細胞へ形質転換が起こることを報告した。今回、人工的に 

椎間板変性を生じさせたラットの椎間板に DFATを移植し、椎間板高の定量及び変性した椎間板組織の

再生能が促進されるかについての検討を行った。 

【方法】体重約 300g の雄性 Sprague-Dawley(SD)ラットに対し、X 線透視装置を用いて椎間板高を測

定した後、椎間板組織 Co11/Co12及び Co13/Co14を 21G針にて経皮的椎間板穿刺を行い、椎間板変性

モデルを作製した。穿刺 1週間後に Co11/Co12及び Co13/Co14に DFAT（5x104）（DFAT群, n=13）

または Phosphate buffered saline (PBS) (Control群, n=13)を注射した。隔週ごとにスケールをリファ

レンスとし、X線透視装置下に椎間板高の測定を行い、椎間板高の変化% Disc height index(%DHI)を

算出し、評価を行った。また、移植 4 週および 8 週間後に尾椎の切片標本を作製し、HE 染色、CD24

染色及び Green fluorescent protein (GFP)トランスジェニックラットを用いた GFPと CD24に対する

二重免疫染色を行い椎間板細胞の再生能や増殖能について評価した。 

【結果】PBSを注射した control群と比較して DFAT投与群は椎間板高の狭小化が抑制され、椎間板間

隙の高さが保持される傾向が認められた。また、病理組織学的には分葉状の髄核様細胞集団が認められ、

その細胞集団の一部は GFPと CD24に対して二重陽性を示した。 

【結論】DFATは椎間板変性症に対する新たな細胞治療用細胞ソースとして有望であり、椎間板再生の

有効な治療となる可能性が示唆された。 

                   

                    移植 4週間後	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 移植 8週間後 

図：移植 4週間後および移植 8週間後の傷害椎間板 Co11/Co12の HE染色像 
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07：吸引脂肪組織を用いた脱分化脂肪細胞(DFAT)の調製法の確立 

 

風間智彦1、副島一孝2、加野浩一郎3、松本太郎1 

kazama.tomohiko@nihon-u.ac.jp 
1医学部細胞再生・移植医学分野 
2医学部形成外科学分野 
3生物資源科学部応用生物科学科 

 

【目的】我々は成熟脂肪細胞を天井培養し、高い増殖能と多分化能を有する脱分化脂肪細胞（DFAT）

を樹立した。本研究では、吸引脂肪組織から DFATの調製を試み、切除脂肪組織を用いた従来の調製法

と比較した。 

【方法】ブタより吸引脂肪組織を採取し、走査電子顕微鏡にて切除脂肪組織との組織構造を比較した。

また、当大学病院形成外科にて手術を受ける患者より吸引脂肪組織（約 10 ml）と切除脂肪組織(約１ｇ)

の提供を受け、吸引脂肪組織から酵素処理を行わずに成熟脂肪細胞を単離し、天井培養にて DFAT の

調製を試みた。そして切除脂肪組織を用いた従来法と DFATの調製効率を比較した。それぞれの組織か

ら調製した DFATは、細胞表面抗原解析を行うとともに、脂肪、骨、軟骨への分化特性を比較した。 

【結果】吸引脂肪組織は切除脂肪組織と比較して血管や結合組織が少なく、脂肪細胞間の接着が疎であ

った。吸引脂肪では酵素処理を行わずにフィルトレーションのみで成熟脂肪細胞の単離が可能であり、

切除脂肪を酵素処理する従来法と同等の効率で DFAT を調製することが可能であった。吸引脂肪由来

DFAT は、切除脂肪由来 DFAT に一致した細胞表面抗原発現プロファイルを示し、脂肪、骨、軟骨系

列へ多分化能を有していた。 

【結論】少量の吸引脂肪から酵素処理を行わず DFATを調製することができることが明らかになった。

より簡便で安全性の高い DFAT調製方法の確立への進展が期待される。 

図	 走査電子顕微鏡による組織構造の比較 
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08：脱分化脂肪細胞(DFAT)を用いた iPS細胞の樹立 

 

橋本	 真¹、小沼憲祥¹、小野賀功¹、後藤俊平¹、古屋武史¹、越永従道¹、加野浩一郎²、松本太郎³ 

monoclonal-antiboby@mail.goo.ne.jp 

¹医学部小児外科 

²生物資源学部応用生物科学科 

³医学部機能形態学系細胞再生・移植医学 

 

【背景】iPS 細胞の樹立は、ヒト ES 細胞の研究を急速に進めるだけでなく、体細胞からの脱分化が可

能であることを示した。我々は手術で破棄される成熟脂肪細胞を用いて脱分化脂肪細胞（DFAT: 

dedifferentiated fat cell）を開発した。DFATは間葉系幹細胞の細胞表面抗原マーカーとほぼ一致した

プロファイルを持ち、多分化能を持つことから前駆脂肪細胞として研究を行っている。そこで、今回は

ヒト DFATから iPS細胞への誘導を試みた。 

【目的】ヒト DFATに KLF4, c-MYC, OCT3/4, SOX2を遺伝子導入することで iPS細胞への誘導を行

い、体細胞（線維芽細胞）と誘導効率を比較し、DFATの有用性を検討する。 

方法：ヒト DFAT は、手術で破棄された脂肪組織から作製し、線維芽細胞であるヒト皮膚線維芽細胞

（HDF）株、ヒト新生児包皮由来線維芽細胞（BJ）株を対照とした。初期化因子の導入は、Dynavec

社のセンダイウイルスベクターを用いた。誘導効率は、ALP 染色で比較検討し、樹立した iPS 細胞に

対して未分化マーカーの確認を行った。 

【結果】ヒト DFATを用いて iPS細胞を誘導することが可能であった。樹立したヒト DFAT由来の iPS

細胞は、RT-PCR法による未分化性の検討において、線維芽細胞と比較し、多くの ES細胞マーカーを

発現していた。また、免疫組織学的検討では、ヒト DFAT 由来の iPS 細胞は ES 細胞マーカーである

Nanog, Oct3/4, SSEA-4, TRA-1-60が強陽性であった。さらに ALP染色より、ヒト DFATでは遺伝子

導入 11日からコロニーが出現し、遺伝子導入 19日にピークを示した。誘導効率は、BJで 0.32％、HDF

で 0.45％、DFATで 0.75％であった。以上より、ヒト DFATでは iPS細胞樹立までの期間が短縮され、

誘導効率が高いことが明らかとなった。 

 
図	 ES細胞マーカーの mRNA発現解析（RT-PCR法） 
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09：ヒト iPS細胞誘導法に対する PIポリアミドの応用 

 

齋藤孝輔 1、福田	 昇 2、舛廣善和 3、相馬正義 1 

saito.kousuke@nihon-u.ac.jp 
1医学部内科学系総合内科 
2総合科学研究所 
3生物資源科学部 

 

現在のヒト iPS細胞誘導法は低効率で作製までにかかる期間が長く、ウイルスベクターを用いるため安

全性に問題がある。間葉細胞からのヒト iPS細胞の誘導効率には、TGF-βシグナルを介した上皮間葉転

換（EMT）、間葉上皮転換（MET）の関与が報告されている。ピロール・イミダゾール（PI）ポリアミ

ドはいかなる分子に対しても設計、合成が可能であり、DNA を塩基特異的に認識する低分子有機化合

物である。PIポリアミドは有機化合物のため核酸分解酵素に分解されず、生体内で安定に、ベクター無

しに組織に取り込まれる。また 2本鎖 DNAに塩基配列特異的に強力に水素結合し、転写因子のプロモ

ーター領域に結合する事で、転写活性を抑制する。我々はデリバリー試薬無しに細胞核内に取り込まれ、

ヒト TGF-β1 遺伝子のプロモーター領域に特異的に結合する様に分子設計し、EMT を抑制し MET を

促進させる作用がある PI ポリアミドを用いて、ヒト iPS 誘導効率を検討した。外来性リプログラミン

グ因子を導入し、フィーダー細胞に播種したヒト繊維芽細胞に対して PIポリアミドを投与し、ヒト iPS

誘導培養液で培養し、アルカリフォスファターゼ（ALP）染色により、非投与群と陽性コロニーの数を

非投与群と比較検討した。作製した iPS様コロニーを未分化マーカーで染色、また幹細胞の多分化能と

自己増幅能に関連する一群の遺伝子の発現解析を行った。非投与群に比べ PIポリアミド投与群の ALP

陽性コロニー数の有意な増加が認められ、またそれらのコロニーは未分化マーカーの発現が認められた

ことから、PIポリアミドは EMT/METを制御でき、ヒト iPS細胞誘導効率を高める事がわかった。PI

ポリアミドの生体内での安定性、標的遺伝子への高い結合能から、既存のヒト iPS 細胞誘導法にヒト

TGF-β1シグナリングを標的とした PIポリアミドを使用すれば、遺伝学的により安定に、高い誘導効率

を望めるヒト iPS細胞作製法の開発につながると考え

られる。 

 

 

 

 

 
図：iPS 誘導過程におけるＰＩポリアミド投与群、非
投与群、ミスマッチＰＩポリアミド投与群の ALＰ陽
性コロニー数の割合 
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10：脱分化脂肪細胞（DFAT）の臨床用細胞製造と細胞治療への応用 

 

谷口浩章、山元智衣、風間美奈子、長岡悠紀、風間智彦、松本太郎 

taniguchi.hiroaki@nihon-u.ac.jp 

医学部細胞再生・移植医学分野 

 

我々は、JST大学発新産業創出プログラム START事業の一環として、ヒト脂肪細胞から脱分化脂肪細

胞 DFATの Good Manufacturing Practice（GMP）製造方法を開発した。DFATはMSC（間葉系幹細

胞）同様、組織を構成する細胞の活性に必要な分泌物質を効果的に分泌することで壊れた組織の自己治

癒（抗炎症）を促すと同時に体を構成する様々な組織に分化する細胞で、再生医療用の細胞技術として

注目されている。現在までに、日本大学医学部リサーチセンターにあるセルプロセッシングセンターの

GMP 製造施設適応への整備を行い、基礎研究で確立した方法を再生医療新法・薬事法改正成立にとも

なう規制・ガイドライン等に準拠したものに改良段階である。特にコストダウン、GMP 製造工程の簡

略化と品質管理のしやすさを目的に、最適培養条件を整えるとともに、GMP製造技術・品質管理技術、

SOP の開発と確立、そして前臨床試験用の DFAT の GMP 製造を行っている。また、品質管理のため

のマーカー開発、患者の皮下脂肪組織より低侵襲的、無菌的に脂肪組織を簡便に採取することができる

DFAT採取用キットや一貫した細胞調製システムの開発も同時に行っている。こうした安価で安全な標

準化された細胞製剤の製造供給方法を開発することで、クリニック規模の病院でも特別な設備投資等を

おこなうことなく、付加価値の高い細胞治療製品が提供できる可能性が考えられる。近年、国内外にお

いて再生医療等製品の臨床応用化が活発に進んでいるが、我々は日本固有の優れた再生細胞治療技術を

用いた新しい細胞医薬品•サービスを提案し、ベンチャー企業の設立を目指して現在準備中である。本

研究発表会においては、上記 GMP製造技術だけではなく DFATの細胞治療への応用のポテンシャルに

ついて議論させていただきたい。 
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11：ラット難治性骨折モデルにおける脱分化脂肪細胞(DFAT)と副甲状腺ホルモン間歇投与による 

効果 

 

木下豪紀 1、風間智彦 2、新井嘉則 3、長岡正宏 1、徳橋泰明 1、加野浩一郎 4、松本太郎 2 

goukigogo@yahoo.co.jp 
1医学部整形外科 
2医学部細胞再生･移植医学分野 
3歯学部 
4生物資源科学部応用生物科学科 

 

【目的】ラット骨欠損型偽関節モデルを作成し、人工骨基質(β-TCP/collagen複合体)に播種した脱分化

脂肪細胞(DFAT)を骨欠損部に移植し、さらに副甲状腺ホルモン(PTH)全身投与を併用することにより、

骨折治癒が促進されるかについて検討した。 

【方法】 SDラットに脛骨骨幹部に4mmの骨欠損を作製し、①人工骨基質のみ移植する群(Control群)、

②GFP-DFAT (1 x 106)を播種した人工骨基質を移植する群(DFAT群)、③人工骨基質を移植後、rhPTH 

30 mg/kgを週 3回、8週間皮下注射する群（PTH群）、④ GFP-DFATを播種した人工骨基質を移植後、

③と同様に PTH を注射する群（DFAT+PTH 群）に分け検討した（各群 n=11）。8 週間後、脛骨を摘

出し、µCTを用いた骨構造解析や組織学的検討を行った。 

【結果】 Control群に比べ、DFAT群、PTH群はいずれも骨癒合や皮質骨新生を促進する傾向があり、

特にDFAT+PTH群は高い治癒効果が認められた。欠損部の%Bone areaおよび radiographic scoreは、

Control群に比べ DFAT+PTH群は有意(P < 0.05)に高値を示した。組織学的に骨欠損部における DFAT

の生着が確認できた。 

【結論】ラット偽関節モデルに対して、DFAT 移植と PTH 間歇投与を併用した結果、高い偽関節治癒

効果が認められた。難治性骨折に対して DFAT細胞治療と PTH間歇投与の併用は、新たな治療戦略に

なりうる可能性がある。 

radiographic	 score 
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12：ヒト歯嚢由来細胞の神経細胞への分化誘導 

Potentiality with Induction to neural differentiation of the human dental follicle cells 

 

金尾真吾 1、小倉直美 1,3、高橋康輔 1,3、友木里沙 1、枝	 卓志 1、岡田仁恵 1、岩井	 聡 1、 

伊藤	 耕 1,3、久山佳代 2,3、近藤壽郎 1,3 

shingo.kanao0417@gmail.com 
1松戸歯学部顎顔面外科学講座 
2松戸歯学部口腔病理学講座 
3松戸歯学部口腔科学研究所 

 

【緒言】歯嚢には未分化間葉系幹細胞が存在し, 歯嚢由来細胞 (human dental follicle cells: 以下

hDFC) は骨芽細胞や脂肪細胞など様々な細胞に分化することが報告されている. しかし, hDFCの神経

細胞分化に関する報告は少ない. 本研究では, hDFC を神経細胞分化誘導培地 (NDM) で培養し, 経時

的な形態的変化および神経細胞関連マーカーの発現量の変化を検討した. 【材料・方法】埋伏歯抜歯時

に採取した歯嚢を酵素処理し, hDFCを分離した. hDFCは増殖培地 (GM) により培養後, 培地をNDM 

に交換した. 培地交換した日を培養 0 日とし, 培養 1, 3, 7, 14 日に, 神経細胞関連マーカーである

Nestin, β-tubulinⅢ, S-100の蛍光免疫染色を行った. 遺伝子発現は real time PCR法を用いて測定した.

【結果】免疫染色の結果から, 分化誘導した hDFCは, 培養日数に応じ, Nestinに対し蛍光強度が低下

した. β-tubulinⅢおよびS-100では, 蛍光強度の上昇傾向を認めた. また, NDMでの培養時間に比例し, 

突起を伸長させた神経細胞様の形態を示す細胞の増加を認めた. 神経細胞マーカーの遺伝子発現を調べ

たところ, Nestin の遺伝子発現は低下し, Musashi の遺伝子発現は上昇した. 【結論】hDFC を NDM

で培養することで, 神経細胞様の特徴を有する細胞が認められた. 以上の結果から, hDFC が神経細胞

へ分化する可能性が示唆された. 

 

図 1 神経系細胞に関連するマーカー遺伝子の発現変化 

ヒト歯嚢由来細胞を神経細胞へ分化誘導した際の神経系細胞に関連するマーカー遺伝子の発現変化を

Real time-PCR法を用いて測定した.     (n＝3, mean±SD)    *: P<0.05 ** : P<0.01
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13：細胞接着分子カドヘリンに対する PIポリアミドを用いた幹細胞分化の研究 
〜細胞による反応性の違いはなぜ起こるのか？〜 

 
佐野由樹１、福田昇 2,3、野呂知加子 3,4 

ciyu15011@g.nihon-u.ac.jp 
1院生産工学 
2総合科学研究所 
3医細胞再生・移植医学 
4生産工学部 
 
	 ピロールイミダゾール（PI）ポリアミドは分子量 1000 程度の低分子有機化合物であり、細胞培養液
中に添加すれば、導入試薬なしに細胞核内に浸透し、ＤＮＡ二重らせんの副溝（マイナーグルーブ minor 
groove）中の特定の塩基対に高い親和性と特異性をもって結合することができる。遺伝子の転写促進部
位や開始部位等の配列に従って設計すると、転写因子がその部位に結合するのを阻止して遺伝子発現を

抑制（あるいは促進）することが、すでにいくつかの遺伝子の例で明らかにされている。 
	 我々は細胞接着分子カドヘリンと細胞分化の関係に着目し、これまでにカドヘリンプロモーター領域

に対して PIポリアミド数種を設計し合成精製した。これらをヒト肝臓がん HepG2細胞株培養中に添加
すると、配列および濃度特異的に、上皮様形態を持つ HepG2 細胞を間充織様細胞に顕著に転換させる
ことを明らかにした。一方、テラトカルシノーマ未分化幹細胞（胚性がん細胞）Embryonal Carcinoma 
(EC) 細胞に添加すると、配列および濃度特異的に細胞が間充織様細胞に転換、あるいは細胞間の間隙
が広くなる（細胞接着を緩める）効果が認められた。これらの現象は PI ポリアミドによるカドヘリン
遺伝子発現の低下と一部相関していた。ところが、PIポリアミドを胚性幹細胞 Embryonic Stem (ES)
細胞あるいは分化能を失った EC細胞株に添加した場合は、形態変化にも遺伝子発現にも変化が見られ
なかった。本研究では、細胞の未分化度の違いによる PI ポリアミドに対する反応性の違いの分子機構
について検討した。	  
	 EC細胞AT805株およびES細胞D3株を用い、細胞播種時に培養液中にＰＩポリアミドを添加して、
継時的に細胞形態を観察した。一定時間後に細胞を回収し、RT-PCR法および免疫組織学的方法により、
Ｅカドヘリンの発現量の変化や、Oct3/4、Cripto、ALP、Snail、Slug、Cdx2、Gata6、AFP、FGF5、
Brachyury、Pax6 等の幹細胞分化マーカーの発現を調べる事により、分化の方向性およびカドヘリン
機能阻害と分化誘導の関連性について検討した。一方、遺伝子発現データベースサーチにより、ES 細
胞、EC細胞および分化能を失ったＥＣ細胞 F9株の染色体状態の違いについて検討した。 
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14：幹細胞移植治療のための細胞キャリアの開発 
 
三浦大輝 1,2、松本太郎２、野呂知加子 2, 3 

cida15018@g.nihon-u.ac.jp 
1院生産工学 
2医学部細胞再生・移植医学 
3生産工学部 
 
	 間葉系幹細胞(mesenchymal stem cell :MSC) は、自身が骨・軟骨・平滑筋・脂肪等に分化するだけ
でなく、組織の再生力を高める効果のあるタンパク質等を分泌することから、細胞再生移植医療の材料

として注目されている。MSC を損傷部位付近に導入移植し、細胞から分泌される増殖因子等により損
傷組織の再生力を高める手法はすでに検討されているが、細胞を散逸させずに導入局所に長時間留める

ことが重要となるため、何らかの担体に細胞を結合させて移植する方が効率的である。哺乳類の脂肪組

織から単離した成熟脂肪細胞を天井培養法で脱分化させることによって得られる DFAT
（dedifferentiated fat cell）は、MSCの持つ高い増殖能と多分化性および増殖因子等の分泌活性が備わ
っている。本研究では、DFATによる細胞移植治療のために、細胞培養担体（マイクロキャリアー）材
料の検討とその評価を行った。 
	 Cytodex 1 および３(GE ヘルスケアサイエンス)培養担体ビーズを用いた。Cytodex 1 は、表面に
N-N-diethyl amino ethyl groupの試薬が用いられ、軽度の正電荷を有する。Cytodex 3は、Cytodex 1
の表面にコラーゲンがコーティングされている。Cytodexは PBSで膨潤後、 PBSで洗浄し培養に使用
した。DFAT懸濁液（2x105cells/ml）中に膨潤した Cytodexを加えて接着させた後、20～60rpmの撹
拌、インキュベータ内（37℃、CO2濃度５％）で 7日間培養（DMEM＋10%牛血清 FBS＋1%PS）し、
Cytodex 1および Cytodex 3の細胞保持能力（核染色 Hoechest33342）、細胞の増殖活性(Ki67)、アポ
トーシスの有無(Tunel法)について検討した。 
	 位相差顕微鏡観察および核染色により、Cytodex 1および 3上に細胞が接着していることが確認され
た。培養 4 日目では、増殖中の細胞に発現する Ki67 はどちらの Cytodex の場合も陽性であり Tunel
は陰性であったことから、細胞が Cytodex上で増殖していること、アポトーシスは起こっていないこと
が明らかになった。培養 7日目になると、担体上の細胞数が減少しており、細胞の担体からの離脱が示
唆された。この現象は Cytodex 3よりも 1で顕著であった。 
	 以上の結果より、Cytodex 1および 3は DFATの細胞移植治療時の担体になり得ることがわかった。
担体に結合させる細胞数、担体からの細胞の離脱等について、今後さらに検討を行う。また他の担体に

ついても同様に検討を行う。 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Cytodex上の DFAT細胞

培養3日目
Cytodex3Cytodex1

×４

×１０
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15：70%部分肝切除モデルマウスの肝再生過程における肝小葉の変化 

 

酒巻健太、松丸卓史、沖	 嘉尚、加野浩一郎 

kano.kouichirou@nihon-u.ac.jp 

生物資源科学部動物生体機構学 

 

【目的】マウス肝臓を 70%部分肝切除すると肝細胞が肥大および増殖し、その後に類洞内皮細胞が増殖

することによって肝重量を回復することが知られている。しかし、肝構成細胞の増殖に伴う肝小葉の変

化は明らかになっていない。本研究では、肝再生過程における肝組織の経時的変化を明らかにすること

を目的として、肝小葉の経時的変化について調べた。 

【材料および方法】10 週齢の C57BL/6N 雄マウスに 70%部分肝切除したのち、肝切除 6 時間後〜14

日後にそれぞれ肝臓を摘出し、体肝比（肝重量/体重）を測定した。定法にしたがって肝臓の組織切片を

作製し、Ki67 およびグルタミン合成酵素を免疫蛍光染色して、細胞増殖の状況および肝小葉の数と面

積の変化を調べた。 

【結果】体肝比は切除 2 日後から有意に増加し、4 日後には切除前まで回復した。その後、体肝比は 7

日後に有意に減少したが、14日後には再び切除前まで回復した。免疫蛍光染色の結果、肝小葉の面積は

切除 2日後から細胞の増殖に伴って増加し、4日後には 1.85倍と最大値を示した。その後、肝小葉の面

積は切除 7 日後から徐々に減少し、14 日後には切除前と同様となった。このことは、切除７日後から

肝小葉が増加したことを示しており、肝組織が再構築されることが示唆された。 
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16：免疫性腎炎に対する DFAT細胞移植による TSG-6を介した免疫抑制作用 

 
丸山高史 1、福田	 昇 1,3、松本太郎 2、渡辺めぐみ 2、阿部雅紀 1、上野高浩 1、遠藤守人 5、 
岡田一義 1、松本紘一 1、相馬正義 1,4、河内	 裕 6 

maruyama.takashi@nihon-u.ac.jp 
1医学部腎臓高血圧内分泌内科学 
2医学部細胞再生・移植医学 
3総合科学研究所 
4医学部総合内科・総合診療医学 
5八戸学院大学	 人間健康学部 
6新潟大学	 医歯学総合研究科付属腎研究施設分子病態学分野 

 
【目的】本学で開発され間葉系幹細胞と同等の多分化能を持つ DFATを慢性腎障害モデルラットに移植

して効果を検討した。	 	 【方法】mAb1-22-3誘発腎炎およびアドリアマイシン腎症に DFATを移植、

1ヵ月後に効果を評価した。移植は他家移植で、その経路は腎動脈又は尾静脈から行った。【結果】DFAT

を腎動脈から腎に直接移植した場合、移植 1週間後の DFATは腎糸球体の中に存在を確認したが、尾静

脈から全身投与した場合、DFATは腎臓には到達せず、殆どが肺にトラップされていて他臓器には存在
を確認出来なかった。mAb1-22-3 誘発腎炎は DFAT を腎へ直接移植するより尾静脈から移植した方が

より改善した。その際血清中 TSG-6濃度は有意に上昇し、腎内 TSG-6および TNF-αの mRNA発現は

有意に上昇、IL-6と IL-12βは抑制されていた。脾臓内の T regの割合は有意な変化を観なかった。in 

vitroで DFATに TNF-αを添付した場合培養上清中 TSG-6濃度は有意に上昇した。DFATと SHR-SP

のメサンギウム細胞をトランスウエルで共培養した場合、TSG-6の細胞内発現は単独培養より亢進して
培養上清中濃度も上昇していた。DFATの TSG-6の発現を siRNAでノックダウンした場合、腎炎改善

効果が観られなくなった。また MoAb1-22-3 誘発腎炎に DFAT の細胞移植を自家移植で尾静脈から行

った場合、改善効果は他家移植と同等であった。アドリアマイシン腎症では、移植効果は観られなかっ

た。 

【結論】DFAT 移植による腎炎改善の機序の一つに TSG-6 を中心とした全身の免疫調整作用が考えら
れ、自己免疫異常が関係することが多い種々の腎炎に臨床応用出来る可能性が示された。 

 

DFAT移植による腎症改善と組織での TSG-6の増加 
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17：イヌMHCクラスⅠおよびクラスⅡ遺伝子の多型解析とハプロタイプ推定 

 

宮前二朗 1、片倉文彦 1、難波信一 2、坂井	 学 3、亘	 敏広 3、森友忠昭 1 

moritomo.tadaakii@nihon-u.ac.jp 
1生物資源科学部獣医学科比較免疫学研究室 
2生物資源科学部獣医学科生化学研究室 
3生物資源科学部獣医学科内科学研究室 

 

【目的】イヌMHC(Dog Leukocyte Antigen: DLA)のクラス I領域には DLA-12,-64,-88および-79遺伝

子座が、クラス II領域には DLA-DRと DQ遺伝子座が位置する。クラス II遺伝子はこれまで約 3000

頭の解析が行われているが、クラス I遺伝子については解析頭数が少ない。そこで本研究では、古典的

なMHC遺伝子である DLA-88遺伝子と DLA-DRB1遺伝子の多型性を明らかにするとともに、DLA-88

と DLA-DRB1遺伝子のハプロタイプを推定することを目的とした。 

【方法】日大動物病院およびマーブル動物医療センターから提供を受けた末梢血から RNA を抽出し

cDNAを合成した。DLA-88および DLA-DRB1遺伝子それぞれに特異的なプライマーを用いて PCR法

による DNA 増幅を行い、得られた増幅産物を直接塩基配列決定法あるいはサブクローニング法により

決定した後、既知の配列を比較することによりアレルの判定を行った。両遺伝子座のアレルを決定した

個体に関して PHASEプログラムによるハプロタイプ推定を行った。 

【結果】これまでに DLA-88については 250頭解析し、27種類の既知アリル、26種類の新規アリルを

同定した。また DRB1 に関しては 357 頭を解析し、41 種類の既知アリル、5 種類の新規アリルを同定

した。DLA-88 では、DLA-88*006:01、DLA-DRB1 は DRB1*015:01 がそれぞれ 20.1%および 15.8%

で最も頻度の高いアリルであった。DLA-DRB1/DLA-88ハプロタイプは 92種類推定され、犬種により

高頻度ハプロタイプが異なることが確認された。これらの多型情報は、高頻度ハプロタイプ

のホモ接合体の選抜など、犬の再生医学研究や疾患解析に有用であると考えられた。 

 

  



 
 

44 

 
 
 

18：成長期ラットにおける片側完全鼻閉塞が脾臓 Natural Killer (NK) 細胞に与える影響 

 

山口	 大¹、村上嘉規¹、佐藤友紀¹、小林良喜²、根岸慎一¹、落合智子²、葛西一貴¹ 

yamaguchi.masaru@nihon-u.ac.jp 

¹松戸歯学部歯科矯正学講座 

²松戸歯学部微生物免疫学講座 

 

【目的】児童における鼻呼吸障害は、長期化することで慢性的な鼻閉塞状態を引き起こし、呼吸形態が

鼻呼吸から口呼吸へ変化する事で生体に悪影響を及ぼす。歯科矯正学分野において、成長期の長期的

な鼻呼吸障害が顎顔面形態及び機能に与える影響ついて数多く報告されているが、全身に与える影響

に関しての報告は少ない。本研究では、フローサイトメーターを用い、成長期の慢性鼻閉塞が生体の

免疫機能に及ぼす影響を明らかにする事を目的として、ラット片側完全鼻閉塞モデルを用い自然免疫

を担う Natural Killer (NK) 細胞の発現率の変化について検討した。 

【資料および方法】5 週齢の Wistar 系雄性ラットを用いた。実験は日本大学松戸歯学部倫理委員会指

針に従い行った(承認番号第 AP13MD019号、第 AP15MD012号)。1週間の予備飼育後、片側鼻腔に

完全閉鎖術を行う鼻閉塞群と偽手術を行う対照群に無作為に分けた。鼻閉塞期間は 1、3、7、14、21

日間とした。次に、飼育チャンバー内の酸素濃度が 1日 24時間、18%に設定し、実験的に低酸素状態

を再現し、低酸素モデルラットを作製した。対照群は通常大気下で飼育した。実験期間は 1、3、7、

14、21日間とした。鼻閉塞実験、低酸素実験ともに安楽死後、脾臓を摘出し、細胞成分を分離し、赤

血球溶解剤を用いリンパ球成分を分取した。FITC 標識 anti-rat CD3抗体、APC標識 anti-rat CD161 

抗体で蛍光免疫染色を行い、リンパ球中 NK 細胞発現率について、フローサイトメーターを用いて解

析を行った。 

【結果および考察】鼻閉塞実験ではリンパ球中に含まれるNK細胞の発現率は、FITC 標識anti-rat CD3

抗体、APC標識 anti-rat CD161抗体における FACS像より、鼻閉塞群は対照群と比較して 21日目ま

で有意に減少した。また、18%低酸素群は対照群と比較し 1 日目で増加し、7、14、21 日目で減少し

た。鼻閉塞群および低酸素群における NK 細胞の発現率が対照群と比較し減少した事から、鼻閉塞は

低酸素状態を惹起し、生体の免疫機能を低下させる可能性が示唆された。 

 
図 1	 フローサイトメトリーにおける FACS	 	 	 図 2	 NK細胞陽性率の継時的変化 
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19：乳酸菌 Lactic acid bacteria による腸管免疫（機構）を起点とした口腔粘膜機構の活性化 

 

小林良喜 1、落合智子 1 

kobayashi.ryoki@nihon-u.ac.jp 
1松戸歯学部微生物免疫学 

 

乳酸菌 (Lactic acid bacteria; LAB) の摂取により、腸内環境の改善や腸管免疫機構の賦活化による抗ア

レルギー作用や抗炎症作用が全身へ波及することが知られているが、口腔に及ぼす効果は不明な点が多

い。腸管免疫（機構）を起点とした口腔への波及効果を検討するために、我々が確立した歯周病モデル

マウスを用いて以下の研究を行った。 

腸管を介した LAB による口腔領域への抗炎症効果を検討するため、BALB/c マウスにゾンデを用いて

LABをトレハロース溶液に懸濁し胃内投与を行った(LAB群)。対照としてトレハロース溶液のみを投与

した(トレハロース群)。両群に歯周病原性細菌である Porphyromonas gingivalis (Pg)菌を口腔内に感染

させ、歯槽骨吸収や歯肉炎症像を検討した。また、歯肉粘膜上皮から全 RNAを抽出しリアルタイム PCR

法により炎症性サイトカイン特異的 mRNAの発現量を検討した。 

Pg 菌の最終口腔感染から３０日後、LAB 群ではトレハロース群に比べて歯槽骨吸収が顕著に抑制され

た。同時期に歯周組織を含めた病理組織標本を作製し炎症像を検討したところ歯肉粘膜上皮の肥厚を抑

制されていることが認められた。また、歯肉粘膜組織における炎症性サイトカインの発現量を検討した

ところ LAB群での顕著な抑制が認められた。 

以上の結果から、LABの胃内投与による腸管免疫機構の賦活化は、腸内環境を変化させるだけでなく全

身へ効果が示され、特に遠隔部位である口腔粘膜組織への抗炎症効果が期待できる。 

LAB の摂取による腸管を起点とした免疫賦活効果が口腔領域に示されたことは口腔ケアに対する新し

いアプローチとして超高齢化社会を迎える我が国にとって健康寿命の延伸に大きく寄与すると考えら

れる。 
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20：高脂肪食摂取による分泌型 IgA抗体産生の概日リズム変化の検討 

 

田口千恵子 1、小林良喜 2、有川量崇 1、中山竜司 1、落合智子 2、那須郁夫 1 

taguchi.chieko@nihon-u.ac.jp 
1松戸歯学部公衆予防歯科学講座 
2松戸歯学部微生物免疫学講座 

 

脂質異常症の 8割以上は、多くの生活習慣に関連して発症していることが知られており、特に過食、高

脂肪食、運動不足などの悪習慣による肥満や生活のリズムの乱れから体内調節機構の変調につながるも

のと考えられる。生理機能には概日リズムが存在し，時計遺伝子の発現（体内時計）によって制御され、

体内時計によって食・栄養が制御される一方、食事が体内時計を制御する相互の関係もいわれている。

また、免疫不全が肥満を呈しその原因が腸内細菌叢の変化であったことも報告されている。我々は、高

脂肪食(High Fat Diet, HFD) による腸内環境の免疫機構、日内周期を検討するため 7週齢の BALB/c

雌マウスに HFDを 8週間自由摂取させた。摂取開始から 8週後の HFD摂取マウスの体重は、標準食

（NFD）摂取に比較し増加傾向であった。8週間後のマウスの糞便を 6時間毎に 5回(7:00, 13:00, 19:00, 

25:00, 7:00)採取し、ELISA法による糞便中の S-IgA量を測定した。S-IgAの全体量は HFD摂取で高

値を認め、5点における S-IgAは午後 13:00に高値となり、夜間から翌朝まで低いリズムを示した。NFD

摂取においては 19:00に高値となり夜間低く朝に向かい上昇するリズムであった。腸内細菌叢はHFD、

NFD摂取ともに Lactobacilusが多く検出された。HFD摂取で Bacteroides群が減少し，Megamonas

群が増加していた。今回、腸内細菌叢と糞便中 S-IgA 量の概日リズムにおいて Lactobacilus に増減の

傾向があったが今後の検討が必要であると考えられる。 

 

  

 
  

図	 糞便中の S-IgA の概日リズム 
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21：魚類細胞性免疫に関与する細胞傷害関連プロテアーゼの同定 
 
松浦雄太 1、藪	 健史 2、司馬	 肇 2、中西照幸 1  
bryu13505@g.nihon-u.ac.jp 
1獣医学研究科獣医学専攻 
2生物資源科科学部応用生物科学科 

 
	 魚類増養殖において、ウイルスや細胞内寄生性細菌による感染症の蔓延が大きな問題となっている。

これらの感染症に対する防御には細胞性免疫が重要なことが知られているが、特に魚類の細胞傷害機構

については未解明な点が多い。本研究では、魚類細胞性免疫研究の優れたモデルであるギンブナを用い、

同種異系(アロ)抗原移植の実験系により白血球の細胞傷害機構に関与するプロテアーゼの同定を試みた。 
	 細胞傷害機構に関与するプロテアーゼの種類を明らかにするため、ギンブナ白血球の細胞傷害活性に

対するプロテアーゼ阻害剤の影響を確かめた。その結果、セリンプロテアーゼ特異的阻害剤である

3,4-Dichloroisocoumarin を用いた時に細胞傷害活性の阻害が確認されたため、セリンプロテアーゼが
細胞傷害機構に関与していることが示唆された。 
	 細胞傷害機構に関与するセリンプロテアーゼを探索するため、各種蛍光ペプチド基質を用いて、アロ

抗原移植を行った白血球溶解液の酵素活性を測定した。その結果、z-GPR-MCAを加水分解するセリン
プロテアーゼの酵素活性が上昇していたことから、以下の研究では z-GPR-MCAを加水分解するセリン
プロテアーゼの精製を行い、本酵素の同定を試みた。benzamidine sepharoseを用いたアフィニティー
クロマトグラフィー、ならびに SP Sepharoseによる陽イオン交換クロマトグラフィーの結果、単一な
酵素を得ることに成功し、比活性は精製前と比較して 310倍程度上昇した。また、SDS-PAGEにより、
本酵素の分子量は約 27,000Daであることが分かった。酵素性状を調べるため、各種プロテアーゼ阻害
剤を用いた阻害実験を行ったところ、本酵素の活性はセリンプロテアーゼ阻害剤により阻害されたが、

他のプロテアーゼ阻害剤では阻害されなかった。本酵素の基質特異性を調べたところ z-GPR-MCAのほ
かに、Boc-VPR-MCAを用いた時の酵素活性値が最も高かった。これらの基質を用いた時の Km値はそ
れぞれ 440uM, 55uM であったことから、本酵素は z-GPR-MCAではなく Boc-VPR-MCAを特異的基
質にする酵素であることが分かった。これらの基質は、哺乳類のグランザイム A特異的基質である。 
	 以上の結果より、本酵素は細胞傷害機構に関与するセリンプロテアーゼであることが示唆された。ま

た、基質特異性の結果より、本酵素はトリプシン用活性を持つ、哺乳類のグランザイム Aに類似した酵
素であることが示唆された。 
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22：生活習慣病の血中バイオマーカーとしての有機酸測定系の確立 
  
宮本	 葵 1、上野高浩 2,3、岸	 貴道 1、千葉明美 1、青山隆彦 1、岡村雅広 2、福田	 昇 2,3,4、相馬正義 2,3、 
松本宜明 1  

miyamoto.aoi@nihon-u.ac.jp 
1薬学部臨床薬物動態学 
2医学部腎臓高血圧内分泌内科学 
3総合医学研究所難治疾患治療開発グループ 
4総合科学研究所 
 
高血圧、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病と呼ばれる一連の疾患は大変有病率が高く、日本人の死

因の大きな部分を占める動脈硬化性疾患の原因となるが、これらの疾患の病態は非常に多様であり、十

分に解明されていない。近年、生活習慣病の原因の一端として腸内細菌叢の異常が指摘されている。ヒ

トの腸内には 1000 種、100 兆個の腸内細菌が常在するといわれる。これらの腸内細菌の一部が産生す
る様々な有機酸が血中に入り、血圧をはじめ、様々な生理機能に影響を与え、生活習慣病に関わること

が想定され、その根拠が蓄積されつつある。腸内細菌が産生する有機酸は多彩であり、その測定系が確

立していないものも多くある。本研究ではこれらの有機酸の中で、肉食などで摂取される分枝鎖脂肪酸

であるフィタン酸に着目し、その測定系の確立を試みた。フィタン酸の測定系は、2-ニトロフェニルヒ
ドラジン（2-NPH）によるプレカラム誘導体化法と HPLC-UV 法を組み合わせて用いた。フィタン酸
の誘導体化手順は、次の通りである。①共栓試験管にフィタン酸のエタノール溶液又は血清に内部標準

液（マルガリン酸エタノール溶液）、2-NPH溶液と縮合剤を加え、密栓をして反応させる。②共栓試験
管に反応停止剤を加える。③ ②の反応溶液から n-ヘキサンを用いてフィタン酸の誘導体化物及び内標
の誘導体化物を抽出する。④抽出液を蒸発乾固し、残差をメタノールで再溶解後、HPLC で測定する。
これらの誘導体化条件及び HPLCの分離条件を検討した結果、フィタン酸誘導体及び内標（I.S.）誘導
体のピークを分離し、測定する事が可能である事を確認した。下図に（A）血清ブランク及び（B）フ
ィタン酸及び内標を血清に添加したサンプルを誘導体化後、HPLCで測定した結果を示す。今回確立し
たフィタン酸測定系を用いてフィタン酸の生活習慣病における役割を明らかにすることが可能と考え

られる。また、同様の手法で他の有機酸の測定系も確立し、腸内細菌〜有機酸の生活習慣病における役

割全体の解明を進めることも重要な課題であると考えられる。 

  

 
  

(B) フィタン酸及び I.S.の誘導体化物 

I.S. 

フィタン酸 

(A) ブランク 
min min 
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23：ランダム行列理論による覚醒下および麻酔下でのスパイク時系列の解析 

 

加藤梨紗子 1,2、山中雅則 3、越川憲明 1,2、小林真之 1,2 

 

1歯学部薬理学 
2総合歯学研究所顎口腔機能研究部門 
3理工学部物理学 

 

大脳皮質感覚野の局所回路は興奮性ニューロンと抑制性ニューロンから構成され、活動様式を制御して

いる。すなわち、あるニューロンが発生した活動電位は、周囲のニューロン活動を経由して自身の次の

発火に影響する。このような局所回路を介した活動電位の発生制御は、ニューロンが脱分極した

Up-stateにおいて顕著になり、Up-stateと過分極した状態（Down-state）を周期的に繰り返す麻酔下

では減弱するという仮説が立てられる。ランダム行列理論を用いた解析（RMT 解析）は、ある現象が

発生する間隔の相互作用を明らかにするもので、様々な物理現象に広く応用されている。そこで本研究

は、大脳皮質感覚野における単一ニューロン活動をマルチチャネル細胞外記録法にて記録し、覚醒下と

麻酔下（ペントバルビタール 30 mg/kg, i.v.）におけるニューロン発火の時系列を解析することによっ

て上記の仮説を検証した。 

覚醒下で記録された神経活動を RMT解析し、作成したヒストグラムの減衰を指数関数、またはべき関

数にフィッティングした。覚醒下で記録されたニューロンの減衰の多くは、べき関数でフィットされた。

これは発火がランダムではなく、何らかの規則性を持つ証拠となる。一方麻酔下では、指数関数的に減

衰することから、発火がランダムに生じていることが示唆された。また、ヒストグラムに反発（repulsion）

が認められたことから，隣接する発火間に相関があることが明らかとなった。この相関は、局所神経回

路を介した結果と考えられた。以上、ランダム行列理論を用いた解析による所見は、覚醒下大脳皮質に

おいて、ニューロン発火が局所回路によって制御され、麻酔下ではその制御が減弱するという仮説を支

持するものである。 

	 	  
 

図．RMT解析後のヒストグラムとその減衰様式のフィッティング 



 
 

50 

 
 
 

24：イルカにおける組織特異的損傷マーカーの探索	 －マイクロ RNAを指標に－ 

 

瀬川太雄 1、小林由紀 1、鈴木美和 2、遠藤智子 3、伊藤琢也 1 

takao.segawa010@gmail.com 
1生物資源科学部獣医学科 
2生物資源科学部海洋生物資源学科 
3しながわ水族館 

 

今日、鯨類医療で利用可能な組織損傷マーカーの感度および特異性は低く、検査結果の信頼性を低下さ

せる原因となっている。近年、医学分野において新規の組織損傷マーカーとして血中マイクロ RNA

（miRNA）が注目されており、鯨類においても miRNA が新規の組織損傷マーカーとして活用できる

と期待される（図）。そこで本研究は、鯨類の新規組織特異的損傷マーカーを確立する第一歩として、

イルカ miRNAの同定および in vitroでの組織損傷マーカーとしての有用性評価を行った。ハンドウイ

ルカ（Tursiops truncatus）の肝臓、脾臓および肺から抽出した small RNA より、62 種のイルカの

miRNA ホモログを同定した。同定された miRNA の組織発現解析の結果、miR-125b および miR-221

が脳で、miR-23bが心臓で、miR-199aおよび miR-223が肺で、miR-122が肝臓で高発現していた。in 

vitro での組織損傷マーカーとしての有用性評価では、イルカの肺および腎臓由来培養細胞に過酸化水

素を添加し細胞傷害を与えた際の培養上清中の miRNA 濃度を調べ、通常細胞内で高発現している

miRNA が上清中に高いコピー数で検出される傾向が確認された。以上より、組織特異的に高発現が確

認された miRNA は、組織が損傷を受けた際に血液中に多量に放出されると推測され、miRNA はイル

カの組織特異的損傷マーカーとして有用である可能性が示された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図．臓器特異的損傷マーカーとしての miRNA	

miRNAは 22塩基程度の短い RNAで、近年この miRNAが血液等の体液に含まれるこ

とが明らかとなった。さらに組織損傷等により血液中 miRNA 量が変動するため、新

規の組織損傷バイオマーカーとして miRNAの活用が期待されている。 
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25：老化の病因の基礎となる生物学的解析 

 

バワール ウジャール 1、小林良喜 2、落合智子 2、平塚浩一 1 

bhawal.ujjal.kumar@nihon-u.ac.jp 
1松戸歯学部生化学・分子生物学 
2松戸歯学部口腔免疫学 

 

Human epithelial cells undergo morphological and molecular changes leading to replicative 

senescence after a finite number of cell divisions during serial subculture. Here, we demonstrated 

normal human oral keratinocytes (NHOKs) transcriptional signature profiling to senescence and 

the interaction of transcription factors, DEC1 and Twist1. DNA microarray analysis was performed 

using exponentially growing and terminally differentiated NHOKs. The activity of Twist1 

was measured by luciferase reporter assay in normoxia and hypoxia. ChIP assay was applied to 

confirm the binding of DEC1 and Twist1. Profiles and frequencies of T cell and B cell subset were 

determined in the spleen of aged DEC1 KO mice. Several highly upregulated genes (IL-1β, S100A8, 

S100A9, IL-8, and DEC1) in response to the serial subculture in NHOKs were observed. In vitro 

and in vivo studies also exhibited a close relationship between senescence of NHOKs and 

expression of inflammatory molecules. DEC1 binds to the E-box of Twist1 and suppresses its 

activity. Significant reductions of CD3+ T cells and B220+ B cells were seen in aged WT mice but 

those were intact in aged DEC1 KO mice. These findings suggest that DEC1 is involved in 

regulating cellular senescence, contributing to aging. 
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26：In vivo微小透析法によるラットの歯肉の IL-6および TNF-αの定量 
―歯周病原菌のリポ多糖の作用機序の研究― 
 

三枝	 禎、青野悠里 
saigusa.tadashi@nihon-u.ac.jp 
松戸歯学部薬理学 
 
歯周炎の歯槽骨破壊には，細菌由来のリポ多糖（LPS）による Toll-様 receptor 刺激が関与している

（Garlet, J Dent Res, 2010）。LPSは，慢性歯周炎の歯槽骨吸収モデル動物作成のため歯肉実質へ局所
注入（接種）されるが（Dumitrescu et al., J Clin Periodontol, 2004; de Aquino et al., Arch Oral Biol, 
2009），この LPS の歯肉への接種が同部位の炎症性 cytokine 類に及ぼす影響は明らかでない。本研究
は push-pull pumpを用いた in vivo微小透析法により，全身麻酔下のラットの歯肉に留置した微小透
析膜を介して得た透析液中に含まれる IL-6 および TNF-α を定量し，歯周病原菌の Porphyromonas 
gingivalis（Pg）の LPS（Pg-LPS）の歯肉への接種がこれら炎症性 cytokine類を増加させるか否かに
ついて検討した。 
実験には体重約 300 gの S-D系雄性ラットを用いた。Urethane（1.5 g/kg i.p.）にて全身麻酔を行っ

たのち上顎右側切歯遠心の歯肉を lidocaineで表面麻酔し，直径 0.44 mm，膜長 2 mmの polyethylene
製微小透析膜（cut-off分子量 1000 kDa）の表面に LPS接種用ニードルを備えた市販の probe（Eicom）
を挿入し，歯科用常温重合レジンにて前歯に固定した。流速1 µl/minに設定したpush-pull pump（Eicom）
で改良リンゲル液を probeへ灌流し，歯肉から得た透析液を 1時間ごとに fraction collectorへ試料とし
て回収した。Pg-LPS（InvivoGen; 1 µg/1 µl）は，試料回収開始 2時間後に microsyringe（Hamilton）
で 30秒かけて接種した。対照群には vehicleの注射用精製水 1 µlを投与した。IL-6と TNF-αは ELISA
により定量した。 
その結果，歯肉より得た試料では IL-6を約 200 pg/ml検出できたが，TNF-αは測定限界（5 pg/ml）

以下だった。Vehicle処置と Pg-LPSの接種との間で IL-6に対する影響には目立った違いがみられなか
った（左図）。一方 vehicleとは異なり，Pg-LPSは処置後 1～2時間の時点で TNF-αを増大させた（右
図）。 
以上の結果から，in vivo微小透析法によりラットの歯肉から回収した透析液では IL-6が検出される

ことが示された。また Pg-LPSの歯肉への接種は同部位の IL-6には影響を与えずに TNF-αを一過性に
増加させることが示唆された（Taguchi et al., Int J Oral Sci, 2015）。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図	 Pg-LPSの歯肉への接種が同部位の IL-6（左）および TNF-α（右）に及ぼす効果
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27：カイコにおける BmFasリガンドの機能解析 

 

柳田晃佑、藪	 健史、司馬	 肇 

brko12134@g.nihon-u.ac.jp 

生物資源科学部応用生物科学科 

 

	 カイコは幼虫、蛹を経て、成虫へと成長する完全変態昆虫の一種である。変態期に複数の幼虫組織が

「崩壊」し、成虫組織の「形成」が観察される。我々は、変態期における幼虫組織分解の分子機構を解

明することを目的として研究を行ってきた。これまで絹糸を作る絹糸腺が、蛹期に Bmcaspase 活性の

上昇を伴うアポトーシスによって崩壊することを明らかにしたが、その引き金となる分子（リガンド）

はまだ同定していなかった。今回、BmFasリガンドが細胞死を誘導することができる結果を得たので、

報告する。 

	 ゲノムデータベース (Silkbase)を用いてリガンドの候補を探索したところ、アポトーシスを誘導する

TNF（tumor necrosis factor）ドメインを含むタンパク質が存在した。アミノ酸配列がヒト Fasリガン

ドに類似していることから、「BmFas リガンド（BmFasL）」と名付けた。我々は脂肪体から得られた

BmFasLの cDNAをクローニングし、酵母 (Pichia Pastoris)の発現系を用いてリコンビナントタンパ

ク質を作製した。酵母細胞から得られた発現タンパク質を、Ni-アガロースと Sephacryl S-300の 2つ

のカラムで精製し、分子量を推定したところ、還元条件下では 37,000、非還元条件下では 108,000 で

あった。このことから、BmFasL は 3 量体を形成する分子であることが示された。リコンビナント

BmFasL の細胞死誘導能の有無を調べるため、5 齢 6 日目幼虫にリコンビナントタンパク質 (2 µg/頭)

を注入した。その結果、注入から 24 時間後に個体全てが死滅し、それらの体内組織において絹糸腺の

著しい崩壊を観察した。後部絹糸線でのストレス応答 MAP キナーゼ経路と Bmcaspase の活性化につ

いて調べたところ、蛹期のカイコと同様に JNKのリン酸化と Bmcaspaseの活性上昇とが検出された。

以上より、BmFasL は絹糸腺において JNK と Bmcaspase を活性化し、幼虫の個体死を誘導すること

が明らかとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図: BmFasL注入量とカイコの生残数 
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28：近赤外時間分解スペクトロスコピーを用いた認知症バイオマーカーの研究開発 

 

酒谷	 薫 1,2、村山優太 1、胡	 利珍 1 

sakatani.kaoru@nihon-u.ac.jp 
1工学部電気電子工学科、次世代工学技術研究センター 
2医学部脳神経外科 

 

超高齢化社会が間近に迫っている現代社会において、認知機能を早期に診断し、発症や症状の悪化を予

防することは極めて重要な課題である。我々は、近赤外分光法の一種である、時間分解分光法（Time 

resolved Spectroscopy: 以下 TRS）[1] を用いて、高齢者の認知機能障害の定量評価方法について検討

した。対象は、脳外科外来患者 78名（男性 41名 女性 37名、平均 71.5±±10.7歳）とした。TRSの測

定プローブは両側前額部の頭皮上に設置し、前頭前野の安静時酸素化ヘモグロビン（Hb）、脱酸素化

Hb、総 Hb濃度（µM/L）、及び酸素飽和度（％）を計測した。認知機能は、Mini Mental State Examination 

(MMSE)及び作業記憶評価支援システム（タッチエム）を用いて検討した。被験者の平均 MMSE スコ

ア(0～30)及びタッチエムスコア(0～100)は、各々25.3±4.0、1.3±22.1 であった。TRS 測定による安静

時酸素化 Hb（r=0.26、p<0.02）、総 Hb（r=0.23、p<0.05）、及び酸素飽和度（r=0.23、p<0.05）はタ

ッチエムスコアーと有意な正相関を認めた（図）。一方、MMSEスコアと Hb濃度の間には有意の相関

を認めなかった。本研究結果は、TRSによる前頭前野の安静時 Hb濃度計測が認知機能（作業記憶）を

客観的に評価できる可能性を示唆している。前頭前野の安静時 Hb濃度は、作業記憶を評価するタッチ

エムスコアーと有意の相関関係を示したが、MMSE スコアとは有意の相関関係を認めなかった。作業

記憶は前頭前野が重要な役割を果たしているが、MMSE は前頭前野以外に大脳皮質のさまざまな領域

が関与しており、タッチエムと MMSE の機能局在の差異が相関関係に影響した可能性が示唆された。

TRSは非侵襲的かつ簡便な計測法であり、高齢者の作業機能など、前頭前野が関与する認知機能障害の

客観的評価法への応用が期待される。 

 
図	 安静時酸素化 Hb濃度（左）総 Hb濃度（右）とタッチエムスコアの相関関係 

参考文献 

1.	 酒谷 薫 (2015) 次世代 NIRS－時間分解 NIRS（TRS）による脳循環と脳機能計測	 Clinical 

Neuroscience, 33:716-718 
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29：バクテリア光スイッチを利用した有用物質生産系の構築 

 

高野英晃 

takano.hideaki@nihon-u.ac.jp 

生物資源科学部応用生物科学科 

 

LitR タンパク質は光受容アンテナ分子にビタミン B12 を利用する新しいタイプ光センサーである。

本タンパク質は B12結合ドメインと DNA結合ドメインをもち、光シグナルを転写レベルに変換する光

センサー型転写調節蛋白質であり、細菌が作る抗酸化物質カロテノイドの光誘導性生産制御において中

心的な役割を果たしている。また、LitR類似タンパク質は広範な細菌種に保存されていることから、光

を感知・応答する能力が細菌にも広く備わっていることを示している。我々はこれまでに生理的性質が

異なる複数の細菌群における遺伝生化学的な解析を進め、LitRが共通の光センサー型転写調節因子であ

ることを証明してきた。本研究では LitR 機能をベースとした光スイッチを開発することで、ノーベル

賞でも話題となっている放線菌をホストとした有用物質生産の光制御系の構築を目的とした。今回は、

放線菌の色素性マーカーとして用いられるメラニン色素合成遺伝子とリボソーム合成型ランチビオテ

ィックペプチド AmfS の光誘導型発現系をマルチコピーベクター上で構築した（図）。その結果、メラ

ニン色素および AmfS生産による細胞分化が光照射条件下で確認された一方、暗条件下では全く観察さ

れなかった。したがって、放線菌をホストとした光誘導的遺伝子発現系の構築に成功した。現在、LitR

機能を利用したさまざまな細菌種で働く汎用性の高い光スイッチの開発を進めるとともに、オプトジェ

ネティックツールとしての利用に向けた基礎研究を進めている。 

 

図	 放線菌をホストとした光誘導型有用物質生産系の構築	 (A)LitR をベースとする光誘導型発現シス

テム (B)メラニン生産と細胞分化の光誘導 
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30：MYH9異常症や常染色体優性遺伝性筋障害の原因とされる変異ミオシンの運動機能解析 

 

柴田琴実 1、平塚遼汰 1、岩井草介 2、茶圓	 茂 1 

shibakoto1529@gmail.com 
1文理学部物理生命システム科学科 
2弘前大学教育学部理科教育講座 

 

巨大血小板性血小板減少症が見られるMYH9異常症、また、筋力低下や関節拘縮が見られる常染色体優

性遺伝性筋障害は、ミオシンIIA重鎖遺伝子の中のSH1ヘリックスをコードしている部分の変異によっ

て引き起こされることがわかっている。このSH1ヘリックスという構造は、ミオシン分子の中でATP分

解のエネルギーが滑り運動の力学的エネルギーに変換される重要な部分として知られている。本研究で

は、ミオシンのSH1ヘリックス内の変異がどのようにしてMYH9異常症や常染色体優性遺伝性筋障害

をもたらすのかを調べるために、細胞性粘菌に遺伝子工学の手法を用いて、変異ミオシンを発現させ、

その変異ミオシン分子の運動機能、熱安定性を調べた。MYH9異常症の原因とされるミオシンIIA重鎖

遺伝子の変異として、702番目のアルギニンがシステインに変異したミオシン（R702Cミオシン）を、

染色体優性遺伝性筋障害の変異では706番目のグルタミン酸がリジンに変異したミオシン（E706Kミオ

シン）をそれぞれ細胞性粘菌に対応するR686C変異ミオシンとE683K変異ミオシンとして発現させた。

そしてこれらの変異ミオシンを用いて運動機能、熱安定性を調べた結果、⑴ in vitro motility assayに

おいて、正常ミオシンに比べて変異ミオシン(R686C, E683K)上を滑るアクチンフィラメントの滑り速

度が低下した。 ⑵ アクチン活性化ATP分解活性におけるVmaxとKactinは正常ミオシンが0.29 s-1, 

7.4 µMであるのに対して、R686Cミオシンが0.19 s-1, 21 µM, E683Kミオシンが0.31 s-1, 0.9 µMであっ

た。(3) ATP分解活性の熱安定性は正常ミオシンに比べてR686Cミオシン、E683Kミオシンとも著しく

低下した。(4)高温にした際の凝集の速さは正常ミオシンに比べてR686Cミオシン、E683Kミオシンと

も増加した。(5) 変異ミオシン(R686C, E683K)上を滑るアクチンフィラメントの滑り速度の活性化エ

ネルギーを測定したところ、それらの活性化エネルギーは正常ミオシンにくらべて低かった。これら

の結果のうち、アクチンフィラメント滑り速度の低下、熱変性しやすさ、熱凝集しやすい性質は、病

気を引き起こす原因であることを示唆している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図	 	 	 ATP分解活性の熱安定性（左）、高温下の凝集性（右） 
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31：肝臓特異的 GM2発現抑制を示すWHT/Ht系統マウスのゲノム・エピゲノム解析 
 
野呂知加子 1,2、中村京子 3 

noro.chikako@nihon-u.ac.jp 
1生産工学部 
2医学部細胞再生移植医学 
3（独）国立成育医療研究センター 
 
	 WHT/Ht系統マウスは他の系統と異なり、肝臓と赤血球で糖脂質 GM2が発現しない。脳では GM2
が発現するため、この糖脂質を作る経路自体が欠損しているわけではなく、肝臓での発現制御に何らか

の差異があると予測された。我々は、肝臓でも GM2を発現する BALB/c系統とのコンジェニックマウ
ス（WHT.C系統）を作成し、比較解析を行った。コンジェニックマウスにおける BALB/cゲノム挿入
部位は 10番染色体のテロメア近傍であり、この領域には GM2合成に関わる糖転移酵素 B4galnt1遺伝
子が含まれる。B4galnt1遺伝子発現について定量 PCRで調べたところ、WHT.Cおよび BALB/c肝臓
では発現が認められたが、WHT/Ht肝臓では認められなかった。一方、脳や肺においてはどの系統もほ
ぼ同じレベルで発現していた。 
	 遺伝子発現の差をもたらす要因として、DNAのメチル化について検討した。B4galnt1遺伝子内にあ
る 2つの CpGアイランドについてバイサルファイト塩基配列解析したところ、WHT/Htでは若干メチ
ル化が認められたものの、決定的な差はなかった。次に転写制御部位のゲノム変異について検討した。

B4galnt1遺伝子上流-3kbp付近の 221bp反復配列にWHT/Htで欠損があることがわかったので、この
領域についてルシフェラーゼ・プロモーターアッセイを行ったが、発現に差は認められず、また GM2
を発現する他系統のマウスにおいてもこの部位が欠損している例があったことから、この部位と発現抑

制との相関はないと考えられた。 

	 そこでさらにゲノム上流域を PCRおよび塩基配列解析したところ、WHT/Htゲノムには B4galnt1

遺伝子の上流-14000から-4200付近に、約 9.8kbの欠失があることが明らかになった。ENCODEゲノ

ムデータベースによれば、この欠失部位はエンハンサー領域を含み、 PROMO転写因子結合部位デー

タベースによれば、肝臓特異的転写因子 HNF-3b (Foxa2), HNF4a, C/EBP等の結合配列が多数存在す

ることがわかった。従って、この部分の欠失が肝臓特異的発現抑制が原因である可能性が高い。 
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32：P. gingivalis fimA II型産生ジペプチダーゼの構造解析および呼吸器官への影響 

 

田中陽子 1、菱沼光恵 1,2、矢口	 学 1、桑原紀子 3、鈴木	 守 4、野本たかと 1 

tanaka.yoko@nihon-u.ac.jp 
1松戸歯学部障害者歯科学講座 
2大学院松戸歯学研究科 
3松戸歯学部微生物免疫学講座 
4大阪大学蛋白質研究所超分子構造解析研究室 

 

歯周病原菌である Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis)は口腔機能や免疫機能が低下しやすい障害

児者や高齢者において肺炎、糖尿病、循環器疾患などを誘発すると言われている。P. gingivalisは糖非

分解性であり、菌体表層あるいは菌体外に様々なプロテアーゼを産生し、このプロテアーゼにより分解

されたアミノ酸をエネルギー基質としている。近年このプロテアーゼが病原因子として着目されてきて

いる。また、線毛型により分類した場合、 P. gingivalis fimA II型は歯周病患者から高頻度で検出され

ると報告されている。そこで II型に強く発現することが報告されているメタロペプチダーゼ PepDの構

造解析ならびにヒト気管上皮細胞に対する為害性について検討を加えた。さらに本菌の増殖抑制の検討

のために PepD活性阻害物質の検索も行った。まず recombinant PepD (rPepD)を作成し、精製された

ものを実験に供した。構造解析には結晶化されたものを用いた。気管上皮細胞への影響は rPepD をヒ

ト気管上皮細胞である BEAS-2B 細胞に作用させ、分泌された炎症関連物質の産生量を ELISA 法にて

確認した。さらに rPepDの活性阻害を強く示した Bestatinを本菌に加え増殖の状態を経時的に確認し

た。その結果、PepD は菌の細胞内膜に存在し、二量体で折りたたみ部位に金属結合部位が存在するこ

とが明らかにされ、 BEAS-2B細胞において IL-6および IL-8の産生量を増大させた。さらに、rPepD

活性阻害を示した Bestatin によって本菌の増殖能は濃度依存的に抑制された。以上のことから P. 

gingivalis による生体細胞における炎症応答の誘発に PepD が関与している可能性が考えられ、炎症応

答抑制の検討に PepDを標的とすることが有用であると示唆された。しかしながら、その機能は明らか

にされておらず、今後構造解析から機能解析にむけて更なる研究が必要である。  
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33：肝再生過程において肝細胞増殖を制御する転写因子の抽出 

 

松丸卓史、沖	 嘉尚、加野浩一郎 

kano.kouichirou@nihon-u.ac.jp 
生物資源科学部動物生体機構学 

 

本研究では、肝再生機構の一端を明らかにする目的で、肝再生過程において細胞増殖を制御する遺伝子

の抽出を試みた。NBCIが公開している遺伝子情報データベースから 70％部分肝切除モデルマウスの肝

再生過程における切除前および切除 6～72時間後のマイクロアレイデータを取得し、Ｒを用いてクラス

ター解析した。次いで、TIBCO Spotfireで発現変動する遺伝子群を抽出し、GenesetDBで機能解析を

行なった。その後、細胞増殖に関わる遺伝子群を制御する転写因子を TactS および Absolute callＡ解

析で抽出した。クラスター解析および機能解析の結果、肝切除 48〜72 時間後のクラスターにおいて細

胞増殖に関わる遺伝子群が発現増加した。それらの遺伝子群を制御する転写因子を抽出した結果、EGR1

が抽出された。次いで、肝再生過程における EGR1の発現と肝細胞の増殖状況を調べる目的で、70％部

分肝切除術をおこなったマウスの肝臓を摘出し、組織切片を作製したのち、免疫蛍光染色した。その結

果、部分肝切除後の再生過程において EGR1陽性の肝細胞は、肝細胞の増殖が観察された時期より前か

ら観察され、肝細胞が増殖する時期と一致した。以上の結果から、EGR1は肝再生過程において肝細胞

の増殖を制御する転写因子であることが強く示唆された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

肝再生過程において EGR1は肝細胞の増殖を制御する 
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骨髄再生過程における遺伝子発現プロファイルの
解析から推定された組織再生機序

炎症 骨形成

骨石灰化

造血

血液凝固

骨髄再生

1d

0,28,56d 3d

5～10d14d

損傷 血管形成
神経発達

血管形成
神経発達

【まとめ】

 

34：ラット骨髄組織再生過程における遺伝子発現プロファイルの網羅的解析 

 

沖	 嘉尚、中川真美、加野浩一郎 

kano.kouichirou@nihon-u.ac.jp 
生物資源科学部動物生体機構学 

 

長骨の骨髄は外科的に切除しても、正常な骨組織が再構築され、造血機能が回復することが知られてい

る。しかし、その再生機構については明らかでない。本研究では、骨髄組織の再生機構の一端を明らか

にすることを目的として、再生過程における遺伝子発現プロファイルを網羅的に解析した。NCBIの遺

伝子情報データベースから、ラット骨髄組織の再生過程における創傷前、創傷 1、3、5、7、10、14、

28および 56日後のマイクロアレイデータを取得し、Rを用いて主成分分析およびクラスター解析した。

また、TIBCO Spotfireで発現変動する遺伝子群を抽出し、DAVIDによって機能解析を行った。 主成

分分析の結果、 創傷 5～10日後の遺伝子発現プロファイルは創傷前と比べて最も異なったが、創傷 28

～56日後では創傷前と類似した。 クラスター解析の結果、再生過程は、クラスター1(C1：創傷前、創

傷 28、56日後)、クラスター2(C2：創傷 1日後)、クラスター3(C3：創傷 3日後)、クラスター4(C4：創

傷 5～10 日後)およびクラスター5(C5：創傷 14 日後)の 5 つに分類された。それぞれのクラスター間に

おける機能解析の結果、C1～2は炎症、血管形成、C2～3は骨形成、血管形成、神経発達、C3～4は骨

石灰化、血管形成、神経発達、C4～5は血液細胞の分化・増殖、C5～1は血液凝固に関連する遺伝子の

発現が増加した。 
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35：腫瘍の発生・進展におけるヒストン脱メチル化酵素 Gasc1 の役割の解析 

 

藤原恭子 1、尾崎由美 2、照井	 正 2、永瀬浩喜 3、相馬正義 1 

fujiwara.kyoko@nihon-u.ac.jp 
1医学部総合内科学分野 
2医学部皮膚科学分野 
3千葉県がんセンター研究所 

 

DNAの配列変異のみならず、メチル化やヒストン修飾等のエピジェネティックな変異が、腫瘍の発生・

進展に寄与することは近年広く知られている。ヒストン脱メチル化酵素 GASC1/JMJD2C はヒストン

H3K9、H3K36および H1.4K26 の脱メチル化を触媒し、下流遺伝子の発現に影響を与えるが、食道扁

平上皮癌や乳癌においてこの GASC1を含むゲノム領域 9p23-24 が増幅しているとの報告がある。また、

乳癌においては特に進行した症例で高発現を示すとの知見もある。これらのことから、GASC1 が腫瘍

の増殖、進展を促進する oncogenic な働きをしている可能性が示唆されるが、その具体的なメカニズム

については不明な点が多く、GASC1 が腫瘍の悪性化の結果発現上昇した可能性も否定できない。そこ

で我々は Gasc1のヘテロ・ノックアウトマウス (Gasc1+/- ) を作成し、化学発癌剤誘発性の皮膚有棘細

胞癌(SCC) に対する感受性の変化を解析した。その結果、Gasc1 +/- は野生型マウスと比べて SCCの発

生率が低く、また個体あたりの平均発生個数も良性腫瘍、SCC ともに Gasc1 +/-において有意に低かっ

た。これにより Gasc1 が腫瘍の発生・進展を促進させる機能を持つ事が証明されたため、その作用機

序について検討するために、Gasc1 +/-において野生型と比べて発現が変化している遺伝子を網羅的に解

析した。その結果、Gasc1 +/- の正常皮膚において、セリン・スレオニンキナーゼの一種Mastl が低発

現であること、培養系において、正常皮膚細胞や SCCの Mastlをノックダウンすると細胞の増殖率が

低下することを確認した。これらの結果は、Gasc1は SCCの発生において oncogenic に働き、少なく

ともその一部はMastlの発現制御を介して行われている可能性を示唆した。現在、GASC1によるMastl

の制御様式について、詳細な検討を行っている。 
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36：電解酸性機能水の創傷治癒促進効果 

 
五條堀孝廣 1、太田裕崇 3、楠	 正文 3、勝呂	 尚 2、浅野正岳 1 

gojoubori.takahiro@nihon-u.ac.jp 
1歯学部病理学講座 
2歯学部歯科保存学第Ⅱ講座 
3歯学部歯科保存学第Ⅲ講座 

 
機能水は「人為的な処理によって再現性のある有用な機能を付与された水溶液の中で、処理と機能に

関して科学的根拠が明らかにされたもの、及び明らかにされようとしているもの」と定義されている。

なかでも、電解酸性機能水 (Functional Water: FW) は食塩水を電気分解することにより得られる水で

ある。我々は、これまでに in vitro の実験から、FW が口腔上皮細胞に対してインターロイキン-1α 
(IL-1α) の分泌を促進する効果があることを明らかにしてきた (図)。IL-1α は傷の治りを早める効果が

あることが知られていることから、歯肉線維芽細胞に対する IL-1α の効果について検討したところ、創

傷治癒の促進に関与する遺伝子群が発現増強されることが分かってきた。そこで、本研究では、FW は

創傷治癒を促進するのかという点についてより詳細に追求し、そのメカニズムの解明と歯科領域におけ

る臨床応用の可能性について検討した。実験には口腔扁平上皮癌由来の株化された細胞 (HSC3) を使
用した。電解酸性機能水 (FW : pH 2.7、酸化還元電位 1,100 mV 以上、遊離有効塩素濃度 30 ppm、

三浦電子) を HSC3 に作用させると IL-1α タンパク発現、遺伝子発現の有意な増強を認めた。さらに、

FW で刺激した HSC3 の培養上清 (CM+ : Conditioned Medium) を用い、CM+ を歯肉線維芽細胞 

(HGFs) に作用させると、創傷治癒に関連する PPARβ/δ と IL-1ra の遺伝子発現の有意な増強を認め

た。In vivo の実験においては、マウスの背部皮膚に人為的に創傷を作製し、作製直後に FW、臨床で
消毒に使用される 3% H2O2 および生理食塩水を 3 分間作用させ、経時的に創傷面積の変化を測定し

た。その結果、FW を作用させたものでは、生理食塩水および 3% H2O2 と比較して創傷作製 1 日後

に約 20% の面積の縮小促進が認められた。また、創傷作製 1 日後のマウスの皮膚を用いて PCR 

array を行うと IL-1α 以外の多くの創傷治癒促進に関与する遺伝子の発現が増強することが分かった。

これらの結果は、FW が創傷治癒を促進する可能性を示唆するものであり、歯科領域での抜歯後の創傷
治癒の促進および外科手術時の創面の洗浄に応用できる可能性を示唆するものであった。 

 
【図 cytokine array】IL-1α (丸印) 
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37：タンパク質の発現向上を目的としたスタビロンタグの開発 

 

舛廣善和１、伊藤	 悟１、佐々木拓哉１、齋藤孝輔２、福田	 昇２,３、花澤重正１、司馬	 肇１ 

masuhiro.yoshikazu@nihon-u.ac.jp 
１生物資源科学部応用生物科学科 
２医学部腎臓高血圧内分泌内科学 
３総合科学研究所  

 

	 スタビロンは転写因子 DP-1の C末端側 16アミノ酸（EDDEEDDDFNENDEDD）からなるモチー

フであり、DP-1 タンパク質の細胞内での安定化に極めて重要である。このモチーフを多種の他タンパ

ク質に融合したところ、多くのタンパク質の安定化を可能にしたことから、タンパク質に共通の発現向

上／分解耐性タグとして実用化できるのではないかと考えた（NUBIC を通じ特許出願中、アメリカ特

許取得）。しかし、DP-1のモチーフをそのまま使用した場合、内因性の DP-1が検出されてしまい、不

都合を生じる。そこで、本研究では順列を変更し、生体内にはない配列を 10 種考案した。これらの新

規モチーフを Sox2 や RARaに融合し、融合タンパク質の安定化度をウエスタンブロットにて解析した

ところ、このうちの 3種は DP-1スタビロンより高い安定化を示した。更に、これらは Foxp3やスタビ

ロンを取り除いた DP-1に融合しても十分に効果を発揮したことから、汎用性の高いタグではないかと

考える。現在、これらのタグを実用化するために、特異性が高く免疫沈降、免疫染色、ウエスタンブロ

ットに利用可能なモノクローナル抗体を作成中である。尚、本スタビロンモチーフは低発現タンパク質

の発現向上や膜透過性タンパク質の細胞内での長寿命化、尿素やグアニジン塩酸変性タンパク質のリフ

ォールディング時の再凝集防止などに応用可能であり、発表者らはタンパク質療法や再生医療への応用

を図っている。 

 

 
 



 
 

64 

 
 
 

38：Ni イオンにおける癌抑制効果の検討 
 
太田裕崇 1,2、五條堀孝廣 3、塩野目尚 4、勝呂	 尚 5、新井嘉則 8、菅野直之 2、浅野正岳 3,6、 
佐藤秀一 2,7 
 
1大学院歯学研究科歯学専攻応用口腔科学分野 
2歯学部歯科保存学第Ⅲ講座 
3歯学部病理学講座 
4歯学部歯科補綴学第Ⅱ講座 
5歯科保存学第Ⅱ講座 
6歯学部総合歯学研究所生体防御部門 
7歯学部総合歯学研究所高度先端医療研究部門 
8歯学部 
 
ニッケルは歯科治療に用いられる金属材料に含まれ、金属アレルギーの原因物質や発癌性を有する物質

として報告されている。しかし、癌細胞の増殖抑制やアポトーシス誘導促進などの癌の転移や進展に対

して有効である報告もあり、その生物学的効果について充分に解明されていない。これまでの研究から

我々は、Ni イオンが口腔扁平上皮癌細胞において NF-κB 活性を抑制し、これにより癌細胞の転移浸
潤に関連する MMP 遺伝子の発現を抑制することを見出してきた。このことは Ni イオンが抗癌作用
を有する可能性を示唆するものである。そこで本研究では Ni イオンの癌増殖抑制効果を判定すること
を目的として、ヌードマウスにおける舌癌転移モデルの確立と、Ni イオンを経口摂取させた際の癌領
域の可視化を試みた。6 週齢 BALB/c-nu/nu マウスの舌側縁部にヒト口腔扁平上皮癌由来細胞株
（HSC-3-M3）を 5×105cell/30µl 接種した。1 週間後、腫瘤の形成を確認した後、Ni を 1 mM に調
整した水と通常の水道水を自由飲水させる 2 つのグループに分けて 2 週間飼育した。その後、尾静脈
より造影剤を注入し動物実験用 micro-CT にて原発巣の撮影と体重測定を行った。さらに観察後の舌体
部を摘出し HE 染色により原発巣の確認を行った。また、nested PCR にてヒト由来の β-globin 遺伝
子を検出しリンパ節転移に対する影響についても検討した。腫瘍細胞接種後 1 週間ですべてのマウス
で腫瘤の形成が確認された。対照群では経時的に明らかな体重減少が認められたのに対して、Ni 飲水
群ではやや軽減される傾向にあった。CT 像では両群でいわゆる Ball in hand 像が確認されたが、Ni 
飲水群では中心部に大きな陰影が観察され、組織像では腫瘍中心部に壊死像が形成されていた。これま

での研究から我々は Ni が NF-κB 活性の抑制を通じて血管新生関連遺伝子の発現を抑制することを
明らかにしており、現在この現象と関連について検討中である。また、nested-PCR では Ni 飲水群で 
β-globin 遺伝子の増幅量が減少しており、Ni イオンが癌の増殖と転移を抑制する可能性を示すもので
あった。 

 
図	 動物実験用 misro-CT による対照群と Ni 飲水群の癌領域の比較 
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39：ラン科セッコク属の多様性解析に基づく薬用資源の探索 

 
高宮知子 1、清水玲子 1、菊地秦平 1、吉野圭一 1、曽根麻友美 1、藤原有紀子 1、町田智美 1、松本亮平 1、

北中	 進 1、遊川知久 2、飯島	 洋 1 

 
1薬学部生体機能化学   
2国立科学博物館筑波実験植物園 

 

	 ラン科セッコク属（Dendrobium）植物は、およそ1100種がアジアからオセアニアにかけて分布して

いるラン科で最大の属の一つである。セッコク属はDNA塩基配列の系統解析および形態学的特徴から、

大きく2つのグループ（アジアクレード、オーストラリアクレード）に分けられている。 

	 Dendrobium nobile, D. catenatum, D. hercoglossumなどのアジアに自生する種の一部は、生薬「石

斛（せっこく）」の原料に用いられている。「石斛」は、中国で特に人気の高い生薬であり、健胃・強

壮等を目的に使用されている。その他、インドではD. moschatumが耳痛の治療に、オーストラリアで

はD. speciosumが創傷・火傷・皮膚疾患の治療に用いられてきた。  

	 セッコク属植物からは多様なフェノール化合物、配糖体、アルカロイドが単離されており、それらの

中には、抗酸化、抗炎症、抗腫瘍作用が報告されている化合物がある。しかしながら、成分研究が進ん

でいる種はまだ一部であり、有益な化合物を産生している植物種が存在している可能性が期待される。  

	 我々は、DNA 塩基配列の分子系統解析、形態学的分類、成分プロファイリングに基づく化学的多様

性および系統解析、民族植物学情報、およびエキスの生理活性プロパティを統合し、セッコク属植物か

らの潜在的薬用植物、その用途、および生理活性物質をスクリーニングする手法の構築を行っている（図

1）。 
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40：運動神経細胞死メカニズム研究を基礎とした運動神経保護作用のある薬物シーズの開発 

 

草間國子 1、益子	 崇 2、廣瀬	 大 3、牧野三津子 4、飯島	 洋 5、大崎愛弓 6、松崎桂一 4、北中	 進 7 

kusama.kuniko@nihon-u.ac.jp 
1薬学部生化学研究室 
2薬学部機能形態学研究室 
3薬学部分子細胞生物学研究室 
4薬学部生薬学研究室 
5薬学部生体機能化学研究室 
6文理学部化学科天然物化学研究室 
7薬学部特任教授 

 

	 随意運動は大脳前頭葉運動野の Betz の巨細胞に発し、錐体路・錐体外路を経て脊髄前角細胞から骨

格筋に軸索を送ることでなされる。運動神経疾患のひとつである筋萎縮性側索硬化症(ALS)は治療困難

な進行性の神経変性疾患であり、運動が一切不能となる中で意識、知覚は保たれる悲惨な疾患であるが、

治療薬は依然として riluzole、edaravoneの 2種のみである。我々はゲッシ類の初代脊髄前角細胞、初

代大脳皮質細胞や株化運動神経細胞NSC34を用いてALS病態にも関連する興奮性アミノ酸の神経毒性

に関して研究を行い、運動神経細胞死におけるグルタチオン低下を伴う酸化ストレスの重要性、酸化分

子種によって駆動される Transient receptor potential channelの関与、細胞内 Ca2+動態について知見

を得た。この成果をもとに ALS 保護薬をターゲットとした 3つの in vitroアッセイ系を構築し、真菌

培養液約 450種、レイシ(Ganoderma lucidum) 主成分・酸性トリテルペン類、植物由来ならびに合成

フラボノイド、カロテノイド類、他のテルペノイド、合成イオンチャネルブロッカー等について活性を

検索探索した。In vitroで有効な化合物について、ALSモデルである SOD1G93Aマウスに適用した。

その結果、モデルマウスの運動や生存性を有意に改善するサフランのカロテノイド crocin-2が見出され

た（右図）。Crocin-2 は経口投与によりオスマウスでコントロールに対して寿命を有意に延長した(p = 

0.0003)。他の化合物数種についても in 

vivoの活性を検討中である。これら一連の

有効化合物についてターゲット分子を特

定することをめざし、さらにドッキングシ

ミュレーションの手法などにより構造特

性をもとにした新たな薬物シードを見出

したい。 
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41：神経芽腫に対する新規治療薬開発を目指した burchellin 誘導体の抗腫瘍効果の検討 
 
栗田雅弘 1、高田知美 1、若林範子 2、浅見	 覚 1、内山武人 2、鈴木	 孝 1,3 

suzuki.takashi85@nihon-u.ac.jp 
1薬学部臨床医学 
2薬学部有機化学 
3医学部小児科 
 
神経芽腫は小児悪性腫瘍の中で発症頻度が高く、白血病、脳腫瘍に次いで患者数が多い。神経芽腫の

中でも進行症例 (stage 4) は 40% を占めて、 5 年生存率は 30% を下回り、予後は極めて不良である。
神経芽腫は腫瘍発生動態に多様性を持つ悪性腫瘍であり、転移再発を繰り返すものから、自然退縮して

消滅する予後良好なもの (stage 4S) が存在し、この退縮にはアポトーシス誘導や分化誘導が関与して
いるといわれている。従って、進行神経芽腫に対してアポトーシスや分化へ導く化合物は、治療薬とし

て有用性が期待される。 
Burchellin (Fig. 1) は、Aniba burchellii 等のクスノキ科に含

まれるネオリグナン化合物である。ネオリグナン類には、さまざま

な薬効を有する化合物が報告されており、肺がん、乳がん、白血病

などの細胞に対して抗腫瘍作用を示すことが報告されている。そこ

で我々は burchellin に着目して、神経芽腫に対する抗腫瘍効果の
検索を行った。 その結果、1つの burchellin 誘導体に、ヒト神経
芽腫細胞 (NB-39, LA-N-1) に対して選択的な細胞傷害活性が認め
られた (Fig. 2)。さらに NB-39 細胞に対して Hoechst 33342 染色法により、アポトーシスに特徴的
な核の凝集 (Fig. 3)、Annexin-V/PI 二重染色法により濃度依存的な初期アポトーシス細胞群の増加が
認められた。アポトーシスに関わるタンパク質の発現変動は、Western blot 法により caspase-3、-7、
-9 の経時的な発現変動を示し、アポトーシス誘導の指標である PARP (poly (ADP-ribose) polymerase) 
の切断が確認された。これによりミトコンドリアを介したアポトーシス細胞死であることが示唆された。

以上の結果から、burchellin 誘導体は神経芽腫に対しアポトーシス誘導作用を有する新規治療薬として
の可能性が示された。 

O

O

O
O

O
CH3

H3C

H2C

Fig. 1	 Burchellin 

Fig. 2	 Burchellin 誘導体の細胞傷害活性評価 

(黒: 神経芽腫細胞、白: 正常細胞) 

Fig. 3	 Hoechst 33342 染色による核の形態観察 

(上側: 位相差像	 下側: 蛍光像、Scale bar: 50 µm) 
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42：高血圧ラット全ゲノムシーケンスでの補体 C3構造とジンクフィンガーヌクレアーゼ(ZFN)法によ 

る C3ノックアウト高血圧ラットの病態解析 

 
根岸英理子 1、福田	 昇 1,2、片川まゆみ 3、上野高浩 1、相馬正義 1,4 

e4038339@gmail.com 
1医学部腎臓高血圧内分泌内科学 
2総合科学研究所 
3医学部細胞再生移植医学 
4医学部総合内科学 

 
【目的】高血圧ラット SHRの C3高発現について全ゲノムシーケンスでの補体 C3構造解析、高血圧病

態に於ける C3 の役割を観る目的で、ZFN 法で C3 ノックアウト SHR/Izm を系統樹立し、血圧と病態
を検討した。 

【方法】SHR/Izm、WKY/Izmの全ゲノムシーケンスを行いBNをreferenceにゲノム構造解析を行い、

特にC3の変異を検討した。C3を欠失させるためC3遺伝子に対するZFN mRNA精製し、SHR受精卵に

マイクロインジェクションし、C3 KO SHRヘテロを得て、ヘテロ同士の掛け合わせよりC3 KO SHRホ

モを確立し、F4以降のC3 KO SHRホモを実験に供した。4から20週令のWKY、SHRおよびC3 KO SHR
に血圧(Tail cuff法)をモニタリングした。血清補体価をCH50で評価した。生直後、8、20週齢の大動脈、

心臓、腎臓を取り出し組織学的評価、SM1、SMemb染色、レニン、アンジオテンシノーゲン、KLF-5、

E-カドヘリンmRNA発現を評価した。In vitroでWKY、SHR及びC3 KO SHR腎皮質由来メサンジウム

細胞(MC)の血清による増殖能を評価した。【結果】SHRではC3遺伝子領域において44箇所の遺伝子変

異を認め、1カ所でアミノ酸変異が検出された。この変異はWKYにも同じ変異が見られ、SHRに特徴的
な変化とは関連していなかった。この部位はC3の機能上重要な酵素切断部位などにはかかっていなかっ

た。C3 KO SHRの腎皮質ではC3蛋白発現の消失が確認された。SHRでは血清CH50が増加していたが、

C3 KO SHRでは低下した。4から16週齢のC3 KO SHRの収縮期血圧は、同週齢SHRより約30 mmHg

低かった。生直後のSMemb染色はSHRで亢進し、C3 KO SHRで抑制されていた。SHRの腎髄質でレ

ニン、KLF-5 mRNA発現が亢進し、C3 KO SHRでは低下していた。またSHRの腎髄質ではE-カドヘリ
ンmRNA発現が低下し、尿細管上皮間葉化(EMT)が起こっていたが、C3 KO SHRではEMTは抑制され

ていた。SHR由来メサンジウム細胞の細胞増殖はWKYに比し亢進し、C3 KO SHRのMCでは増殖が抑

制されていた。【結論】SHRとWKYの間に補体C3の蛋白としての差は見られなかった。補体C3は間葉

系組織を合成型形質に変換し、また尿細管上皮間

葉化により腎内レニン発現を亢進し、塩分感受性

高血圧、高血圧病態に伴う心血管リモデリング、

腎硬化症に関与し、補体C3はSHRの高血圧の発

症、病態の一義的因子であると考えられた。 
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43：進行性腎障害に対する新規バイオ医薬ピロール・イミダゾール(PI)ポリアミドのマーモセットを用 

いた創薬開発 

 

森内正理 1、福田	 昇 1,2、上野高浩 1、常見明子 1、相馬正義 1 

mi.piace.hayden.v@gmail.com 
1医学部腎臓高血圧内分泌内科学 
2総合科学研究所 

 

日本大学医学部ではゲノム化学に基づく展開研究として、遺伝子転写結合部位に特異的に結合し、転写

活性を抑制する新規遺伝子制御薬ピロール・イミダゾール（PI）ポリアミドの創薬開発を行っている。

ピロール・イミダゾール(PI)ポリアミドは、 1997 年にカリフォルニア工科大学(CALTEC)の Dervan

教授によって抗生物質から発見された低分子有機化合物で、転写因子より強く配列特異的に２本鎖

DNAに結合することにより強力に標的遺伝子の転写活性を抑制する。核酸分解酵素などに対し耐性で、

生体内で安定であり、ベクターやデリバリー試薬なしに細胞の核に取り込まれる。したがって、様々な

遺伝子を標的として自由に分子設計できる。世界では CALTEC、京都大学、日本大学でコンソーシア

ムを組織し共同で研究を進めている。これまで線維性疾患に関わる TGF-β1転写調節領域を標的とした

PIポリアミド(TGF-β1 PIポリアミド)をマウスおよびラットを用いた皮膚肥厚性瘢痕モデル、腎障害モ

デル、血管狭窄モデルで薬物効果、さらに薬物動態、毒性、副作用を検討し、その有効性を確認してき

たが、PIポリアミドは未だ薬剤として臨床応用されていない。以前日本大学医学部では齧歯類に比べよ

りヒトに近い塩基配列を持つコモンマーモセットを用い、皮膚肥厚性瘢痕に対する前臨床試験を公益財

団法人 実験動物中央研究所と共同研究として実施し、PI ポリアミド投与による皮膚瘢痕抑制作用を確

認し報告した。 

今回は、シクロスポリン A投与によりコモンマーモセットの腎障害モデルを作成し PIポリアミドの腎

線維化モデルに対する作用、効果を検討した為、報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

70 

 
 
 

44：急性前骨髄球性白血病の改善を目指した分解耐性型細胞膜透過性 RARaの発現系構築 

 

佐々木拓哉、舛廣善和、司馬	 肇 

brtk15011@g.nihon-u.ac.jp 

生物資源科学部応用生物科学科 

 

	 細胞膜透過性タンパク質はほとんどの細胞に導入可能であることから、遺伝性疾患に対するタンパク

質療法への応用が期待されている。過去に発表者らは急性前骨髄球性白血病  (APL; acute 

promyelocytic leukemia) 治療に応用可能なタンパク質療法の開発を目的として、細胞膜透過性

RARa (retinoic acid receptor) タンパク質を作製した。このタンパク質による APL細胞から成熟顆粒

球への分化誘導を試みたが、高い誘導効率は得られなかった。原因として、細胞内でタンパク質が早期

に分解されることが考えられた。そこで、細胞内に導入した RARaタンパク質を安定化させる（主に分

解耐性を付与する）ため、本研究室で発見したタンパク質安定化モチーフ Stabilonを RARaに付与し、

HeLa 細胞に強制発現させた。その結果、同タンパク質の安定化が見られた。今回、従来の細胞膜透過

性 RARaに Stabilonを付与し、分解耐性型細胞膜透過性 RARaタンパク質の作製を試みた。下図に示す

3 種のタンパク質は大腸菌を用いて 25℃で発現させたところ、可溶画分で確認された。Ni レジンによ

り精製したタンパク質を APL 細胞株である NB4 細胞へ導入し、免疫染色法によって解析した結果、3

種のタンパク質の細胞内への導入と核局在を確認することができた。今後は転写活性や APL 細胞の分

化誘導作用を確認したいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図	 大腸菌における組換えタンパク質の発現  
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45：複素誘電率測定用プローブによる癌治療応用 

 

道山哲幸 1、二川佳央 2、 鍬野秀三 1 

mitiyama@ee.cenihon-u.ac.jp 
1工学部電気電子工学科 
2国士舘大学理工学部理工学科 

 

癌温熱療法の 1つとして、マイクロ波エネルギーを用いた短時間凝固療法がある。癌部及びその周囲

の電気特性によって上昇温度が変化するため、正確な温度調整に複素誘電率測定が不可欠であった。し

かし、複素誘電率測定とマイクロ波加熱を、同時に行った例は報告されていない。そこで本研究では終

端を斜めに切削した複素誘電率計測用プローブ（以下 OCPと呼称）による加熱部位の複素誘電率測定、

および短時間の凝固療法を同一のシステムで行うことを提案する。 

本システムの概略を図 1（a）に示す。ただし、OCP 終端部の斜角は 30°とする。ネットワークアナ

ライザから出力される信号をアンプで増幅し、そのエネルギーは患部に照射され、熱に変換される。そ

の際、反射されたエネルギーを減衰し、ネットワークアナライザで測定する。つまり、アンプを起動す

れば加熱ができ、停止すれば測定が可能になる。 

本システムの評価について、複素比誘電率の測定評価を Ethanol 99.5%で行った。図 1（b）より、

2.45GHzにおいて、40℃まで公称値との差異が 4%以下であることが得られた。次に室温状態（25℃）

のファントムに OCP を刺入し、10 秒間加熱を行った結果、図 1（c）より、ファントム表面において

10℃程の温度上昇を確認した。以上の 2つの結果より、従来よりも正確な複素誘電率測定を行うことが

でき、治療効果を正確に推定することが可能となる。 

 

          

図 1	 複素誘電率計測と凝固療法の同一システム化 

(a)概略図 (b)複素誘電率温度特性（Ethanol 99.5%）(c) 加熱分布 

 

参考文献 

[1] T.Michiyama, Y.nikawa, “Measurement of Complex Permittivity with Heating by Open-Ended 

Coaxial Applicator,”GCMEA 2008 MAJIC 1st., Aug.2008. 
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46：導波モードセンサーを用いた血液検査装置の開発 

 

宇野茂之１、清水武則１、田中寅彦１、田中睦夫２、芦葉裕樹２、藤巻	 真２、粟津浩一２、槇島	 誠１ 

uno.shigeyuki@nihon-u.ac.jp 
１医学部生化学分野 
２産業技術総合研究所 

 

	 大災害発生時などの治療では、迅速な患者の血液検査が要求される。そこでわれわれは、屋外も含む

事故現場または病院への搬送中に血液型、感染症の有無の診断を行うことができる新たな可搬型の検査

装置を開発している。光センシング技術を用いた導波モードセンサーは（図１）、検出チップ表面の状

態変化を反射光のスペクトルの強度変化や波長シフトといった光学特性でモニタするというもので、イ

ムノクロマトグラフィ、凝集法のような主観的な診断判定ではなく客観的に判定できる特徴がある。検

査対象は、主に感染症（B型肝炎ウイルス[HBV]、C型肝炎ウイルス[HCV]、ヒト免疫不全ウイルス[HIV]、

梅毒）、血液型（ABO、Rh）であり、導波モードセンサーを用いた抗体あるいは抗原の検出を試みてい

る。今回は、抗 B型肝炎ウイルス表面抗原(HBs)抗体、HCVコア抗体、ABO血液型ウラ検査といった

抗体検出について、ペルオキシダーゼ標識抗体を用いた新たな増感法を用いた導波モードセンサーによ

る抗体検出法を報告する。 

	 HCVコア抗体、抗 HBs抗体の検出は、今回の増感検出法を適用することより、増感なしに比べて数

十倍ないし数百倍の感度向上が可能になり、現行の凝集法と同等以上の感度で検出できることを確認し

た。ABO 血液型ウラ検査は、凝集反応が生ずる A 型血漿と合成糖鎖 B、B 型血漿と合成糖鎖 A、O 型

血漿と合成糖鎖 A および B において顕著な波長シフトが観察された。一方、凝集反応が生じない A 型

血漿と合成糖鎖 A、B型血漿と合成糖鎖 Bにおいてシフト幅は明らかに低値であった。増感法を用いて

も同様な結果が得られた。 

これらの結果から、導波モードセンサーによる抗体検査を確立することができ、可搬型の検査装置に

利用することが可能であることが示された。今後更なる高感度化と実用化を目指して検討を進めていく。

（本研究は、日本医療研究開発機構(AMED)の先端計測分析技術・機器開発プログラムにより実施され

た。） 

図１	 導波モードセンサー概念図 
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47：SHR/Izmの副腎における生体内時計関連遺伝子の解析 

 

田中	 翔、上野高浩、村田悠輔、常見明子、小林洋輝、畑中善成、田平和宣、羽毛田公、福田	 昇、 

相馬正義 

tanakasho13@gmail.com 

医学部内科学系腎臓高血圧内分泌内科学分野 

 

【背景・目的】血圧日内変動の異常は心血管合併症の独立したリスクである. 様々な生物現象を制御す

る生体内時計は血圧日内変動にも関連していることが予想されるが未だ明らかではない. この関連につ

いて, 血圧日内変動異常と高血圧を有する SHR/Izm と正常血圧性である WKY/Izm の副腎における生

体内時計関連遺伝子の発現を比較し検討した.  

【方法】① Gene Set Enrichment Analysisで時計遺伝子結合配列を有する遺伝子を抽出した. ② 5週

齢の SHR/IzmとWKY/Izmから副腎を摘出しその遺伝子発現を DNAマイクロアレイ法で比較した. ③ 

全ゲノムシークエンスで遺伝子変異の有無を確認した. ④ 5週齢の SHR/IzmとWKY/Izmを明暗サイ

クル下で飼育し, 4時間毎に摘出した副腎を検体として Real time PCR法で各遺伝子の発現を経時的に

比較した.  

【成績】時計遺伝子結合配列を持ち, DNAマイクロアレイ法で遺伝子発現の差を認め, Exon領域に変異

を有する遺伝子として Slc12a6遺伝子が抽出された. SHR/Izmでは各時計遺伝子の周期は約 4時間前方

に変移し, その振幅も減弱していた. また, Slc12a6 遺伝子の発現は終日低値で日内変動は消失してい

た.  

【結論】血圧日内変動異常をきたす SHR/Izm を WKY/Izm と比較すると副腎での時計遺伝子発現の差

を認め, 血圧日内変動異常と生体内時計の関与が示唆された. Slc12a6 遺伝子は血圧に関与する生体内

時計関連遺伝子の候補と考えられた. 
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48：口腔扁平上皮癌細胞株におけるニコチンおよび LPS による IL-8 産生誘導メカニズム 
 
角田	 洸 1、大津麻里子 1、浅野正岳 2,3、好士亮介 4,5、菅野直之 4,5、佐藤秀一 4,5 

 
1大学院歯学研究科歯学専攻応用口腔科学分野 
2歯学部病理学教室 
3歯学部総合歯学研究所生体防御部門 
4歯学部保存学第Ⅲ講座 
5歯学部総合歯学研究所高度先端医療研究部門 
 
喫煙は, 様々な疾患の主要な危険因子の一つである。ニコチンはタバコの成分の中で最も研究されて

いる成分であり, ニコチン刺激で誘導される遺伝子の網羅的解析によって, 口腔扁平上皮癌細胞株 
(OSCC) における interleukin-8 (IL-8) の誘導が明らかとなっている。以上のような背景に基づき, 
OSCC におけるニコチンによる IL-8 産生誘導のシグナル伝達経路の解明を目的とするとともに, 歯
周病患者における喫煙の影響を検討するため, LPS とニコチンで同時に刺激した際の IL-8 産生誘導
の変化について検討した。 

Ca9-22 細胞を nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) 特異的阻害薬である α-bungarotoxin お
よび NF-κB 阻害薬である TPCK で前処理し, ニコチンで刺激した結果,  nAChR および NF-κB が
関与することが明らかとなった。NF-κB 結合部位を含む IL-8 遺伝子の 5’- 非翻訳領域を増幅させ, 
pGL4-basic vector へ subcloning し reporter plasmid	 である wt および NF-κB 結合部位を欠失
させた変異体 (ΔκB) を作成した。vector をトランスフェクションした細胞をニコチン存在下または非
存在下でそれぞれ経時的に刺激し, ルシフェラ－ゼアッセイを行った結果, wt では増加したのに対し, 
ΔκB ではルシフェラーゼ活性の増加は確認されなかった。以上のことから, ニコチンによる NF-κB の
活性化が IL-8 産生誘導に極めて重要であることが明らかとなった。 
ニコチンによる NF-κB 活性化の経路を検討するため, CaMK Ⅱ 阻害薬を用いて検討したところ, 

CaMK Ⅱ 阻害薬は IL-8 産生を有意に阻害することが明らかとなった。そこで, CaMKⅡ に依存した 
NF-κB p65 サブユニットのリン酸化を検討するため, Ca9-22 細胞を CaMKⅡ阻害薬で前処理し, ニ
コチンで刺激した結果, CaMKⅡ阻害薬によって, NF-κB p65 サブユニットのリン酸化が大幅に阻害さ
れた。 
本研究の結果から, ニコチンの nAChR への結合が Ca2+ の流入を誘導し, CaMKⅡ の活性化と 

NF-κB p65 サブユニットのリン酸化を引き起こし,  IL-8 の産生誘導を増強していることが明らかと
なった。ニコチン刺激による IL-8 産生誘導は, 歯周病をはじめとした様々な疾患の誘因となっている
と考えられた。 

 
図	 CaMK II による NF-κB p65 サブユニットのリン酸化 
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49：バーニングマウス症候群患者における侵害刺激に対する脳活動様式 

 

篠崎貴弘 1,2、小橋龍太郎 1、出澤	 幸 1、雫石	 崇 3、阿部	 修 3、岩田幸一 4、今村佳樹 1,2 

 
1 歯学部口腔診断学講座 
2総合歯学研究所臨床歯学部門 
3医学部放射線医学系 
4歯学部生理学講座 

 

バーニングマウス症候群（BMS）は，口腔領域に見られる原因不明の慢性痛である。我々は，BMS 患

者の疼痛伝達，調節機構における脳活動を解明するために，侵害刺激に対する Pain matrixの応答を調

べた。対象は，閉経後の右利きの女性 17名で，年齢と性別を一致させた右利きの健康対照 16名のデー

タと比較検討した。ペルチェ素子（10X10mm）と 温度刺激装置(Intercross, NC200) を用いて，右側

手掌と右側下唇粘膜にそれぞれ 32℃（40秒）－40℃（32秒）－32℃（40秒）－49℃（32秒）を加

えた。シーメンス社製 1.5TMRI装置を用いて T1, T2画像を撮像し，SPM5とMatlab2009bを用いて

画像解析，統計処理を行った。侵害熱刺激による反応は，口唇刺激時より手掌刺激時に著明にみられ，

BMS患者で健康対照よりも著明にみられた。BMS患者において，健康対照よりも脳活動の賦活が大き

かった部位は，手掌刺激時にはいわゆる Pain matrixと呼ばれる部位であり，口唇刺激時にはこれに加

えて補足運動野や大脳基底核，中脳の活動が亢進していた（図 1）。次に，刺激の前半と後半における脳

活動を比較すると，刺激の後半のほうが脳活動は亢進し，これは実際の痛み感覚の増大にともなって亢

進していた。特に下唇刺激時には，Pain matrixに加えて運動関連部位の活動が亢進していた（図 2）。

一方，BMS 患者においては，口唇刺激時のみ，大脳基底核で脳活動の経時的脱抑制が生じているよう

であり，これらのことが BMSの特異的病態を表している可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 1 図 2 
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50：バルプロ酸が発達期マウス呼吸中枢での CpGメチル化とヒストンアセチル化に及ぼす影響 

 

石山未紗 1、岩佐聡子 1、伊藤寿典 1、木舩	 崇 1、浅野正岳 2、白川哲夫 1 

 

1歯学部小児歯科学講座 
2歯学部病理学講座 

 

	 メチル化 CpG 結合タンパク２(MeCP2)をコードする遺伝子 MECP2 の異常が原因で発症する疾患と

してレット症候群がある。レット症候群児は生後 12～18 ヵ月以降に退行，呼吸異常，てんかん発作，

自閉症状，手の常同運動などを呈するが，これらがどのような機序で発現するのかについてはほとんど

解明されていない。今回，Mecp2を欠損したマウスについて，ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤の一つ

であるバルプロ酸を発達期に投与し，呼吸機能ならびに呼吸中枢での CpG メチル化とヒストンアセチ

ル化レベルがどのような影響を受けるかを検討した。 

	 実験にはMecp2欠損雄仔マウス（hemi），およびコントロールとして野生型雄仔マウス（wild）を用

いた。２週齢で呼吸波形を測定後，各マウスの延髄呼吸中枢でのグルタミン酸脱炭酸酵素１（Gad1）

の mRNA量をリアルタイム PCRで測定した。また生後１週より 7日間，各マウスにバルプロ酸ナトリ

ウム（VPA，200 mg/kg）を腹腔内投与した後，無呼吸数および呼吸中枢での Gad1 mRNA量を測定し

た。また呼吸中枢について，Gad1近位プロモーター領域に位置する CpGのメチル化，ならびにリジン

残基（H3K9，H3K14，H4K5，H4K8）でのヒストンアセチル化について検討した。その結果，hemi

の呼吸中枢の Gad1 mRNA量は VPA投与により増加し，無呼吸数も減少した。一方 wildでは VPA投

与後も無呼吸数に変化はみられなかった。Gad1 近位プロモーター領域に位置する CpG（23 箇所）の

メチル化レベルは hemiが wildに比べ高かったが VPA 投与により低下した。呼吸中枢でのヒストンア

セチル化レベルは，wildでは VPA投与の影響を受けなかったが hemiでは H3K9と H4K5でアセチル

化レベルが上昇した。 

	 以上より，hemiでみられた無呼吸数の増加には，呼吸中枢での Gad1プロモーターの CpGメチル化

の上昇による Gad1 発現の低下と，その結果生じた GABA 神経伝達の異常が関与している可能性が考

えられた。また hemiに対する VPAの投与が，ヒストンアセチル化レベルの上昇あるいは Gad1プロモ

ーターの CpGメチル化の低下を介して GABA神経伝達を改善させる可能性が示唆された。 

 

 

 

 

 

図 hemiの呼吸中枢での Gad1近位プロモーター領域の CpGのメチル化（●はメチル化 CpG, ○は 

	  非メチル化 CpGを表す。縦軸はクローン番号，4桁の数字は DNA上の各 CpGの位置を示す。） 

   TSS: transcription start site 
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51：下歯槽神経損傷後に発症する顔面部異所性機械痛覚過敏に対する Connexin 43の関与 

 

梶	 佳織 1,2、篠田雅路 2、清水典佳 1、岩田幸一 2 

deka12008@g.nihon-u.ac.jp 
1歯学部歯科矯正学講座 
2歯学部生理学講座 

 

	 顎顔面部領域の外科的治療においてしばしば遭遇する偶発症の一つとして下歯槽神経損傷があげら

れ、その損傷後の顔面部の感覚変化は歯科臨床において高頻度に報告されている。これまで下歯槽神経

切断により顔面部皮膚に異所性機械痛覚過敏が発症することは明らかにされているが、そのメカニズム

は不明な点が多く残されている。本研究では、下歯槽神経切断により発症する顔面部異所性機械痛覚過

敏に対する三叉神経節における Connexin43 (Cx43) の役割を検討した。 

	 深麻酔下にて下歯槽神経を切断し、口髭部への機械刺激に対する頭部引込め反射閾値 (HWT) を経日

的に測定した。下歯槽神経切断後 8 日目、三叉神経節におけるサテライトグリアの活性化および Cx43

の発現を解析した。さらに下歯槽神経切断後、三叉神経節内へ Cx43選択的阻害薬 (Gap27)を持続投与

し、サテライトグリア活性および HWTを解析した。 

	 下歯槽神経切断後 1日目より 14日目まで HWTは有意に低下した。下歯槽神経切断後 8日目、三叉

神経節において Cx43 陽性サテライトグリアの活性化が認められ、Cx43 発現量が増加した。さらに、

Gap27 の三叉神経節内への持続投与により、下歯槽神経切断によるサテライトグリアの活性化および

HWTの低下が抑制され、機械的痛覚過敏の発症が抑制された。 

	 以上の結果から、下歯槽神経切断により顔面部皮膚に発症する機械痛覚過敏には、三叉神経節内の

Cx43を介したサテライトグリアの活性化が関与することが示唆された。 

 
図	 下歯槽神経切断に伴う三叉神経節における Cx43の発現 
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52：細胞接着分子による神経配線の制御機構 

 

近藤真啓、岩田幸一 

kondou.masahiro@nihon-u.ac.jp 

歯学部生理学講座 

 

	 ヒトの脳は一千億を超えるニューロンからなり、1015個におよぶシナプスを介して精密なネットワー

クを構成している。ニューロン間における適切な神経配線（シナプス結合）は生命活動の基盤であるが、

その分子制御機構はいまだ明らかでない。 

	 ショウジョウバエDscamは、免疫グロブリンスーパーファミリーに属する細胞接着分子をコードする

遺伝子であり、選択的スプライシング機構により38,000種類以上の異なった受容体アイソフォームを発

現しうる。また、この遺伝子はヒト21番染色体上に存在することから、ダウン症における精神遅滞の原

因遺伝子の候補と考えられている。そこで我々は、機械感覚受容ニューロン（ms neuron）の軸索を単

一神経細胞レベルで標識する実験系を確立し、遺伝学的アプローチにより、このDscamの分子的な多様

性およびその発現量が神経配線の特異性決定に関与するか否かについて検討した。 

	 野生型ハエのms neuronの軸索分枝（位置および長さ）は個体間において、ステレオタイプであった。

そこで、MARCM（Mosaic Analysis with a Repressible Cell Marker）システムにより、ms neuronで

特異的にDscamの発現を欠失させたところ、軸索は正しい位置より中枢神経系へ進入したが、その後、

伸長を停止し、適切な標的細胞へ向けた分枝形成は起こらなかった。このDscamnull ms neuronに1種類

のDscam アイソフォームを発現させたところ、基礎的な軸索伸長および分枝の形成能力は回復したが、

適切な標的へ向けた軸索投射および分枝の形成は再現できなかった。また、12種類存在する可変エキソ

ン4の5つを異なる組み合わせで欠失させた2系統の復帰突然変異体（いずれの系統も、Dscamの分子多

様性が野生型の59％にまで減少）を作製したところ、各系統のms neuronは異なる様式で軸索投射異常

を示した。これに対して、単一ms neuronでDscamを過剰発現させたところ、やはり軸索投射様式に異

常が生じた。 

	 以上の結果より、Dscam の分子的な多様性およびその適切な発現調節は、ms neuron の正確な神経

配線のために必要であることが明らかになった。本発表では、ショウジョウバエの感覚システムが、種々

の研究目的において有用な実験モデルになりうる点についても併せて紹介したい。 
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53：舌癌における初期癌性疼痛抑制機構 

 

古川明彦 1、篠田雅路 2、久保亜抄子 2、本田訓也 1,2、岩田幸一 2 

furukawa.akihiko@nihon-u.ac.jp 
1歯学部口腔外科学講座顎顔面外科学分野 
2歯学部生理学講座 

 

【緒言】口腔癌発症早期では自覚症状がほとんどないことが多い。しかし、そのメカニズムは不明であ

る。今回われわれは、初期舌癌による疼痛抑制に対する末梢エンドセリンの役割について検討した。 

【材料・方法】ラット由来扁平上皮癌（SCC）細胞を舌に播種し、舌癌ラットモデルを作成した（SCC

播種群）。対照群は PBS を接種した。hematoxylin-eosin 染色により舌腫瘍の組織学的変化を経日的に

観察した。浅麻酔下にて、腫瘍部に機械刺激および熱刺激を与え各刺激に対する逃避反射閾値を測定し

た。また、SCC播種群において、舌へ endothelin-A (ET-A) receptor antagonist(BQ-123)または µ-opioid 

receptor antagonist の持続的投与を行い、逃避反射閾値の変化を解析した。SCC 播種群および対照群

の三叉神経節における µ-opioid receptor 発現を western-blot 法にて定量した。さらに、舌における

β-endorphin発現量および、ET-A receptor antagonistを舌に局所投与し β-endorphin発現量の変化を

ELISA法にて定量した。 

【結果】SCC播種後、経日的に舌腫瘍の増大を認めた。舌への熱刺激に対する逃避反射閾値は SCC播

種群および対照群共に変化はみられなかったが、SCC播種群において機械刺激に対する逃避反射閾値は、

SCC 播種 11 日目以降に有意な低下を認めた。ET-A receptor antagonist または µ-opioid receptor 

antagonistの持続的舌投与により SCC播種後 6日目において、逃避反射閾値が有意に低下した。SCC

播種群および対照群ともに三叉神経節における µ-opioid receptor発現に変化は認められなかった。舌組

織中の β-endorphin量は対照群に比べ SCC播種群で有意に増加し、ET-A receptor antagonistの局所

投与により増加が抑制された。 

【結論】以上の結果より、舌癌の初期癌性疼痛の抑制には ET-A receptorおよび µ-opioid receptorを介

したシグナルの関与が示唆された。 

 
図	 舌組織中の β-endorphin量 
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54：三叉神経脊髄路核尾側亜核および上部頸髄投射ニューロンにおける Extracellular  

Signal-regulated Kinaseのリン酸化 

 

斎藤弘人 1、片桐綾乃 2、岩田幸一 2 

dehi14017@g.nihon-u.ac.jp 
1歯学部私学課補綴学第一講座 
2歯学部生理学講座 

 

【背景】口腔顔面領域における侵害情報の上行路は、三叉神経脊髄路核および上部頸髄（Vc/C1）の侵

害受容ニューロンを経由し、視床後内側腹側核固有部（VPM）へ投射する外側系および視床髄板内核群

を中心とした視床内側核群に投射する内側系が存在する。しかし、これらの投射ニューロンがいかなる

分子メカニズムを介して痛覚を伝導するかは不明な部分が多い。本研究では痛覚刺激に対して即時に反

応する神経興奮のマーカーであるMitogen-activated Protein Kinaseの phosphorylated Extracellular 

Signal-regulated Kinase (pERK) および substance Pの受容体 Neurokinin 1 receptor (NK1) の投射

ニューロンにおける発現様式を検討した。 

【材料・方法】SD雄性ラットを用い、深麻酔下で 3% Fluorogold (FG) を右側 VPM (P: 3.5 mm, L: 

2.5-3.0 mm, D: 6.0 mm to bregma)および束傍核 PF (P: 3.9-4.2 mm, L: 1.0 mm, D: 6.0 mm)に注入。

FG注入から 7日後、深麻酔下で左側上唇に対するカプサイシン注射（300 µM, 10 µl）による c線維刺

激を施した。5分後に灌流固定し、Vc/C1における FG標識投射ニューロン／pERK陽性細胞／NK1陽

性細胞の発現について解析した。 

【結果】Vc/C1 I-II層における投射ニューロンと pERK共発現の割合は、VPM、PFともに約６%であ

った。また、投射ニューロン／pERK陽性細胞／NK1陽性細胞の共発現が認められた。 

【考察】口腔顔面領域から視床への痛覚伝導に関して、外側系および内側系とも侵害情報伝達において

MAPKの関与が重要である可能性が示された。 
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55：ラット三叉神経脊髄路核尾側亜核／上部頚髄移行部の眼侵害受容ニューロンに対するオレキシン 

下行性変調機構 

 

片桐綾乃、岩田幸一 

katagiri.ayano@nihon-u.ac.jp 

歯学部生理学講座 

 

視床下部で産生されるオレキシン(Ox)は生体恒常性維持に関与し、2種類の Ox受容体(Ox1R, Ox2R)

を介して侵害性応答を変調させる。これまでに我々は、視床下部へのGABAa受容体拮抗薬投与による、

強光での眼深部刺激に対する三叉神経脊髄路核尾側亜核／上部頚髄移行部(Vc/C1)における神経興奮の

抑制を明らかにした。この抑制機構には Ox の関与が考えられるが、その詳細なメカニズムは不明であ

る。そこで、オレキシン A(OxA)を Vc/C1表面に投与し、同部から検出された眼侵害受容ニューロン活

動に対する OxA の変調機構を電気生理学的に検討した。ペントバルビタール麻酔下でラットの Vc/C1

から角膜応答性の神経興奮を記録し、強光刺激または高張性食塩液での眼表層刺激を与え、その誘発応

答に対する OxAの影響を解析した。OxA投与により強光・高張性食塩液刺激に対する神経興奮が抑制

され、皮膚受容野も縮小した。血圧変化は認められなかった。続いて Ox1R 拮抗薬と OxA を同時に投

与すると、OxAによる神経興奮抑制効果の拮抗が確認されたが、Ox2R拮抗薬ではこの拮抗作用は認め

られなかった。Ox1R拮抗薬単独投与は神経興奮に影響を与えなかった。 

以上より、強光での眼深部刺激および高張性食塩液による Vc/C1の神経興奮は、視床下部で産生され

た OxAにより Ox1Rを介して下行性に調節されている可能性が示された。 
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56：外分泌細胞における分泌タンパク質の選別輸送機構 

 

吉垣純子 1、福島美和子 2、横山	 愛 1、加藤	 治 1 

yoshigaki.junko@nihon-u.ac.jp 
1松戸歯学部生理学講座 
2昭和大学歯学部口腔病態診断科学講座口腔病理部門 

 

	 唾液分泌能が低下すると唾液中の抗菌・保護物質が失われ，口腔内衛生が悪化する。唾液腺は口腔内

から導管を通して逆行的に遺伝子導入を行うことができるため，唾液腺に有用物質を強制発現・分泌さ

せる治療法が提案されている。一方，血液を介して全身へ供給されるインスリンなどの有用タンパク質

を唾液腺に発現させることも可能であると考えられており，全身疾患の遺伝子治療への応用が期待され

ている。 

	 しかし，有用タンパク質を発現させても，そのタンパク質が機能する場所へ供給できなければ効果を

見込めない。唾液腺には外分泌的に口腔内・消化管内へ供給される経路と内分泌的に血液に供給される

経路が存在すると言われている。唾液タンパク質は分泌顆粒に貯留され，刺激依存的に管腔に分泌され

る（調節性分泌）。一方，合成された後，細胞内に貯留することなく直ちに分泌されるタンパク質も存

在し，構成性分泌と呼ばれている。構成性に分泌されるタンパク質は，多くが基底膜側，つまり血中に

放出されると考えられている。そこで，唾液腺内で合成されたタンパク質が調節性分泌と構成性分泌へ

振り分けられるメカニズムを知ることが重要になる。 

	 我々はこれまでに，分泌タンパク質の細胞内輸送を解析するために，耳下腺腺房細胞の初代培養細胞

にリポータータンパク質である HaloTagを発現する系を開発した。分泌タンパク質と HaloTagの融合

遺伝子を作成し，２つの経路への選別機構について検討を行うことにした。その結果，唾液アミラーゼ

のシグナルペプチド配列のみを付加した HaloTag タンパク質が分泌顆粒へ輸送され，刺激依存的に分

泌されることを見いだした（図）。シグナルペプチド配列はタンパク質合成後，小胞体内に移行する過

程で切断されるため，ゴルジ装置で選別を受ける際には，アミラーゼ由来の配列は残っておらず，単な

る HaloTag になっている。このことから，調節性分泌への輸送には，特別なシグナルが必要ないこと

が示唆された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 シグナル配列を付加した HaloTag タンパク質の分泌顆

粒への輸送。 

A 抗アミラーゼ抗体による免疫染色像と HaloTag リガンドで

ある TMR の蛍光像の比較（Bar, 5 µm）。 

B イソプロテレノール（Iso）非存在下および存在下におい

て，培地に分泌されたアミラーゼおよび HaloTag の検出。 
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57：神経芽腫における SEMA3Aによる腫瘍制御機構の検討 

Analysis of tumor suppression mechanism through SEMA3A in neuroblastoma 

 

石塚悦昭 1、杉藤公信 1、平野隆幸 1、渡邉揚介 1、星	 玲奈 1、植草省太 1、川島弘之 1、金田英秀 1、古

屋武史 1、大橋研介 1、藤原恭子 2、越永従道 1 

etuaki8414@yahoo.co.jp 
1医学部小児外科 
2医学部総合内科 

 

【背景と目的】Semaphorin3A (SEMA3A) は, 神経細胞の軸索伸長反発因子として発見されたが, 近年, 

種々の癌腫で腫瘍進展を抑制することが報告されている. Neuropilin1 (NRP1) は SEMA3Aの受容体で

あり, 神経堤細胞表面の 1回膜貫通型蛋白として発現し, SEMA3Aによる軸索伸長抑制シグナルを受け, 

無秩序な神経伸長を制御している. 神経堤細胞由来の胎児性腫瘍である神経芽腫において, NRP1 は高

発現であることが報告されており（Fakhari M, et al. Cancer. 2002）, 神経伸長を制御する NRP1の発

現異常は, 腫瘍進展との関与が示唆される. 今回我々は, 神経芽腫におけるSEMA3AとNRP1の役割を

検討した. 【方法】神経芽腫細胞株 NB1, NB9, Kelly, NB69, SK-N-SH, SK-N-AS, SH-SY5Yを用いて

SEMA3A, NRP1の発現状態を Real-time RT-PCRで確認し, SEMA3A, NRP1高発現の神経芽腫細胞

株を用いて Lipofection法で siRNAを導入した. SEMA3A , NRP1に対して, それぞれ siRNAを用いて

抑制し, 腫瘍細胞の増殖能をWST-8assayで, 浸潤能を invasion assayを用いて測定し, Controlと比較

検討した. 【結果と考察】SK-N-AS で SEMA3A と NRP1 の高発現を確認した. SK-N-AS に対し, 

SEMA3A, NRP1 それぞれの発現を抑制した結果, 細胞増殖能, および細胞浸潤能の亢進を認めた. さ

らに SEMA3A と NRP1を抑制によって FAK/PI3K のシグナル伝達経路が活性化することを確認した. 

このことは神経芽腫において, SEMA3Aが integrinβ1を介して, 細胞の増殖，進展を抑制する可能性を

示唆するため, 現在さらなる詳細な解析を進めている.  

 

図	 WST-8 assay. SK-N-ASに対して, Controlと SEMA3Aの siRNAを導入した結果, 

 36時間後に有意に細胞増殖能が亢進した(**P<0.01). 
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58：膜脂質組成による γ-グロビン発現制御機構 

Regulation of g-globin expression by membrane lipid composition on K562 cell  

 

鈴木佑典 1、長谷川拓馬 1、田村恭祐 1、山地俊之 2、稲岡夏希 1、野崎真李果 1、櫛	 泰典 1 

suzuki.yuusuke@nihon-u.ac.jp 
1理工学部物質応用化学科 
2国立感染症研究所細胞化学部 

 

鎌状赤血球症候群(sickle cell disease, SCD)の主要な治療薬であるヒドロキシ尿素(hydroxyurea, 

HU)は，胎児ヘモグロビン(α2γ2，HbF)の発現増加に伴う相対的な異常ヘモグロビン(HbS)の発現抑制

により，鎌状赤血球形成を抑制し，重篤な症状を改善している可能性が示唆されている．しかしながら，

患者によって HUの薬効・薬理作用が異なり，また，HUに対し抵抗性を示す患者が少なからず存在す

る．さらには，HUの長期使用時における重篤な骨髄機能抑制などが問題となっている．一方，これま

でに，HU代謝物である一酸化窒素(NO)により γグロビン発現誘導されている可能性が示唆されており，

また，細胞膜上の脂質組成変化が HUの NOの拡散速度に影響を与えている可能性が報告されている． 

以上の背景から，本研究では細胞膜上の脂質組成変化とグロビン発現制御機構の関連性を明らかにす

るために実験を開始した．まず，グロビン発現機構と脂質組成変化に関して確認するため，慢性骨髄性

白血病細胞(K562)を用い，γグロビン発現増加作用を有する代表的な NO産生試薬処理後の脂質解析を

行った結果，一部の NO産生試薬を除き，糖脂質発現が減少することを確認した．次に，グルコシルセ

ラミド(GlcCer)生合成酵素阻害剤である

D-threo-1-phenyl-2-decanoylamino-3-morpholino-1-propanol(D-PDMP)処理後の γグロビン発現解析

を行った結果，γグロビン発現が増加し，逆に膜コレステロール除去剤である

methyl-β-cyclodextrin(MβCD)処理後は γグロビン発現が減少することがわかった．以上のように，膜

脂質組成変化，特に糖脂質組成とグロビン発現制御機構間には関連性があることが確認されたことから，

現在，さらに詳細な機序解明研究を進めている． 

 

 

 

 

 

 

図	 ウェスタンブロット法による(A)D-PDMPおよび(B)MβCD処理後の 

K562細胞の γグロビン発現変

(B) (A) 
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59：ヒト顎関節滑膜細胞の GM-CSF産生における IL-1bおよび TNF-aシグナル伝達経路の検討 

 

渡邊	 駿 1、阿久津美和 1,2、小倉直美 1,2、河島	 睦 1、服部俊夫 1、矢野照雄 1、伊藤	 耕 1,2 

近藤壽郎 1,2 

match_golf_team@yahoo.co.jp 
1松戸歯学部顎顔面外科学講座 
2松戸歯学部口腔科学研究所 

 

【目的】GM-CSFは顆粒白血球やマクロファージの増殖や分化を促進させる因子であり、変形性関節症

の滑液中で上昇していることが報告されている。本研究では、ヒト顎関節滑膜細胞の IL-1βおよびTNF-α

による GM-CSF産生およびそのシグナル伝達経路について検討した。【材料・方法】顎関節内障患者か

ら滑膜を採取し、out grouth法により滑膜細胞を得た。滑膜細胞に IL-1βおよび TNF-α刺激を行い、

GM-CSF遺伝子発現量を real-time PCR法で、タンパク質産生量を ELISA法で測定した。次に、MAPK

（ERK、p38、JNK）または NFκB伝達経路阻害薬を作用させた滑膜細胞に IL-1βおよび TNF-α刺激

を行い、GM-CSFタンパク質産生量を測定した。【結果】GM-CSF遺伝子発現量は、IL-1βおよび TNF-α

刺激時間に依存して上昇した。GM-CSFタンパク質産生量は IL-1βおよび TNF-α刺激で濃度または時

間依存的に上昇した。GM-CSF産生に対する各阻害薬による影響を調べたところ、IL-1β刺激滑膜細胞

での、阻害率は NFκB＞ERK1/2＞p38＞JNKの順であった。TNF-α刺激滑膜細胞での阻害率は、NFκB

＞ERK1/2＞p38＞JNK の順であり、JNK 阻害薬では有意な減少は認められなかった。【結論】ヒト顎

関節滑膜細胞では IL-1βおよびTNF-αによって、GM-CSF発現が上昇する。IL-1βではNFκB、ERK1/2、

p38、JNK経路を、TNF-αでは NFκB、ERK1/2、p38経路を介していることが示唆された。 

 
図 1	  MAPKおよび NFkB阻害薬の影響 

阻害薬添加時の GM-CSF産生量を ELISA法を用いて調べた。(n=4, mean±SD) *:P＜0.005 
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60：リコンビナントコイインターロイキン 2の作製及び機能解析 

 

竹元亜利沙、浅川雅清、清原尭樹、松田有弘、宮前二朗、片倉文彦、森友忠昭 

moritomo.tadaaki@nihon-u.acjp 
生物資源科学部獣医学科比較免疫学研究室 

 

【目的】 哺乳類のインターロイキン 2 (IL-2) は T 細胞増殖因子として知られている。コイでは IL-2A 

および IL-2B の 2 種類の遺伝子が同定されているが、その機能は不明である。そこで、本研究ではコ

イ IL-2A のリコンビナントタンパク質を作製し、コイ T 細胞への増殖効果を検討した。 

【材料と方法】 リコンビナントタンパク質の作製には大腸菌発現系を用いた。すなわち、シグナル配

列を除いたコイ IL-2A の CDS を発現ベクターである pET-16b に挿入し、大腸菌を形質転換させ、高

発現株を選別した。その後 IPTG を用いタンパク発現誘導を行い、目的タンパク質をニッケルアフィ

ニティー精製及びゲルろ過クロマトグラフィー(Sephacryl S-100HR)により精製した。 

rcIL-2A の機能解析には培養ヘルパーT(Th)細胞を用いた。すなわち、コイの主要な造血・リンパ器官

である腎臓から白血球を分離し、25 cm2フラスコに単層培養した支持細胞株(ギンブナ胸腺由来 GTS9

細胞)上に播種し、20% FBS及び 2.5% コイ血清加 ERDF 培地中で、30℃、5% CO2 存在下で培養

した(バルク培養)。本培養では Th 細胞が選択的に増殖することから、増殖した細胞を同様の支持細胞

に継代し、3代目の細胞をコイの培養 Th細胞として用いた。得られたコイ Th細胞を 48穴プレートに

各穴 20,000 個ずつ播種し、これに rcIL-2Aを 0, 1, 10, 100 および 1000 ng/mLになるように加え、

5% CO2 存在下、30°Cで培養した。細胞増殖測定のため、3日毎に細胞数を計測した。また、バルク培

養から得た馴らし培地を 30 %になるように上記の培養に加え、陽性対照とした。 

【結果】 ゲルろ過クロマトグラフィーによって目的分子量付近のタンパク質を回収し、SDS-PAGEに

おいて分子のサイズ(約 16 kDa)および純度を確認した。100 ng/mL以上の濃度の rcIL-2Aでコイ Th細

胞を刺激したところ、Th 細胞の顕著な増殖が認められた。即ち、rcIL-2A濃度が 1 ng/mL 以下では、

培養 9 日目の細胞数が約 120,000 個/穴であったのに対し、100 及び 1000ng/mL の rcIL-2A 存在下

では、9 日後にそれぞれ 260,000及び 280,000 個/穴に達した。馴らし培地を加えた培養では、9 日目

の細胞数は約 330,000個/穴であった。 
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61：5,7-dihydroxyflavone類縁体はAktキナーゼのリン酸化を抑制することによりLPS刺激RAW264.7 

細胞の炎症反応を抑制する 

 

仁科淳良1、鈴木啓太1、浮谷基彦1、深津	 誠1、二ノ宮真之2、纐纈	 守2 

nishina.atsuyoshi@nihon-u.ac.jp 
１理工学部物質応用化学科 
２岐阜大学工学部 

 

フラボノイド類の生理活性のうち、抗炎症作用は、漢方薬で未精製の植物抽出物を使用することによっ

て、知らず知らずのうちに利用されてきた。また、単離または合成されたフラボノイドの抗炎症作用に

関しては多くの報告が存在するが、フラボノイドの抗炎症作用は概して穏やかであるため、報告が多い

にもかかわらず、作用メカニズムや構造活性相関は完全に解明されているとはいい難い。本研究では、

リポポリサッカライド（LPS）で刺激したRAW264.7細胞に対する12種の5,7-dihydroxyflavone類縁体

の作用を評価し、構造と作用の関係と作用機構を明らかにすることを目的とした。 

RAW264.7細胞に対する5,7-dihydroxyflavone類縁体の毒性とNO産生抑制作用を測定した結果、2種の

5,7-dihydroxyflavone類縁体は細胞毒性が低く、NO産生抑制作用が優れていた。当該2種の

5,7-dihydroxyflavone類縁体は、LPS刺激で誘導されるPGE2の産生を陽性対照のIM、NSと同様に抑制

した。以上の結果から当該2種の5,7-dihydroxyflavone類縁体は顕著な抗炎症作用を示すと判断した。 

当該2種の5,7-dihydroxyflavone類縁体は、炎症と関連するiNOS、COX1、COX2のうちiNOSとCOX2

の、また、炎症関連サイトカインのIL-1β、IL-6、TNF-αのうちIL-1β、IL-6の遺伝子およびタンパク発

現を抑制した。iNOS、COX2等の炎症関連酵素の発現を促すIKK、IκBα、NFκBのタンパク発現とリン

酸化を測定した結果、IκBαのリン酸化を有意に抑制することが分かった。さらに、LPSで刺激すること

により誘導されるAktのリン酸化が当該2種の5,7-dihydroxyflavone類縁体により抑制された。以上の結

果から、当該2種の

5,7-dihydroxyflavone類縁体はIκBα、

Aktのリン酸化を抑制することにより

NFκBの転写を調節し、iNOS、COX2、

IL-1β、IL-6等の炎症関連タンパクの発

現を抑制することにより抗炎症作用を

示すと推定した。今後、阻害剤、レポ

ーターアッセイ等で当該2種の

5,7-dihydroxyflavone類縁体の抗炎症

メカニズムを明らかにしたい。 
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62：代謝型グルタミン酸受容体を介したシグナルの癌性疼痛および癌の増殖・分化への関与 

 

本田訓也、篠田雅路、岩田幸一 

honda.kuniya@nihon-u.ac.jp 

歯学部生理学講座 

 

Group 1として分類される代謝型グルタミン酸受容体 (mGluR) である mGluR5が、末梢神経損傷後や

慢性炎症により発症する異常疼痛に関与することが知られている。さらに、様々な mGluR サブタイプ

が癌細胞の膜上に発現し、その受容体を介したシグナルが癌細胞の増殖・分化に関与する可能性が示唆

されている。しかしながら、癌性疼痛および癌細胞の増殖・分化に対する mGluR5の役割は不明である。

そこで、本実験は癌性疼痛の発症・維持および癌細胞の増殖・分化のメカニズムを解明することを目的

とした。ラット由来扁平上皮癌細胞 (SCC-158, 1.0 x 106 cells/30 ml with PBS) を顔面皮下に播種した

頬粘膜癌モデルラットを用い、経日的な顔面部への機械刺激に対する逃避反射閾値 (HWRT) および腫

瘍の大きさの測定を行った。また、頬粘膜癌モデルラットの顔面皮膚のグルタミン酸の濃度の測定およ

び培養 SCC-158細胞と頬粘膜癌モデルラットの顔面皮膚におけるmGluR5免疫染色を行った。さらに、

頬粘膜癌モデルラットの顔面皮下にmGluR5の選択的アンタゴニストであるMTEP (10 mM, 2.5 ml/h) 

の持続投与を行い、経日的な機械刺激に対する HWRTおよび腫瘍サイズの測定を行った。SCC-158播

種により PBS 処置郡と比較し、機械刺激に対する HWRT は有意に減少し、腫瘍の大きさは増大した。

また、SCC-158播種により顔面皮膚のグルタミン酸の濃度は増加し、mGluR5は培養 SCC-158細胞上

および腫瘍組織における Ki-67陽性細胞上のみならず、１次神経終末の末梢端にも発現を認めた。さら

に、MTEPの持続投与により SCC-158誘発機械アロディニアは有意に回復し、腫瘍サイズも有意に減

少した。以上の結果より、mGluR5を介したシグナルが顔面領域における癌誘発機械アロディニアおよ

び癌の増殖・分化に関与することが示唆された。 

 
癌により発症する機械アロディニアおよび癌細胞の増殖・分化のメカニズムの模式図 
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63：オキシトシンはラット上顎神経損傷による顔面皮膚機械痛覚過敏を軽減する 

 

久保亜抄子、篠田雅路、岩田幸一 

kubo.asako@nihon-u.ac.jp 

歯学部生理学講座 

 

	 オキシトシン（OT）は、視床下部で合成され下垂体後葉から分泌される9アミノ残基からなる神経ペ

プチドであり、子宮収縮作用や射乳反射などのホルモン作用だけでなく、鎮痛作用を有する可能性も示

されている。しかし，その作用機構に関しては明らかにされていない。そこで今回、神経障害性疼痛に

対する作用機構を解明することを目的に、ラット上顎神経損傷による顔面皮膚機械痛覚過敏モデルを作

製し，検討を行った。 

	 上顎神経を半結紮したSDラットに対し、術後６もしくは7日目に口髭部皮膚の機械痛覚閾値が有意に

低下していることを確認した後、OT 1 mM, 0.5 µlを三叉神経節に投与したところ、投与2, 5時間後に

vehicle投与群に比較して有意に閾値が上昇した。さらに、本モデルラットの三叉神経節細胞を急性単

離・培養して、OT 10 µMを添加2-6時間後にホールセルパッチクランプ法により神経細胞の電気生理学

的特性を調べた。その結果、vehicle投与群の静止膜電位はsham群に比べて有意に高かったが、OT投与

によりsham群と同レベルまで低下した。また、基電流はvehicle投与群に比べてOT投与群で有意に高か

った。	 以上の結果より、OTは少なくとも神経損傷後の一次求心性神経の興奮性を抑制することで、

疼痛を軽減する可能性があることがあきらかとなった。 
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図．神経損傷後の顔面皮膚機械痛覚過敏に対するオキシトシン（OT）の効果 
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64：舌痛症における舌痛覚異常に対する Arteminの役割 

 

篠田雅路１、本田訓也１、片桐綾乃１、岩田幸一１ 

shinoda.masamichi@nihon-u.ac.jp 
１歯学部生理学講座 

 

舌痛症は、舌に器質的な変化が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、舌痛症

患者の舌粘膜における Artemin mRNA発現を解析するとともに、2,4,6-trinitrobenzene sulfonic acid 

(TNBS) 舌投与により舌痛症モデルマウスを作製し、舌熱痛覚に対する Artemin の役割について検討

した。 

舌痛症患者の舌粘膜において Artemin mRNA発現が有意に増加した。マウス舌背への TNBS投与によ

り舌背に熱痛覚過敏が生じた。TNBS 投与後 5 日目、舌背粘膜に組織学的変化は認められなかったが、

Artemin 発現量が増加し、抗 Artemin 中和抗体および TRPV1 アンタゴニスト(SB366791)の投与によ

り熱痛覚過敏が抑制された。また三叉神経節における舌投射 Artemin 受容体(GFRa3)陽性かつ TRPV1

陽性神経細胞数が増加した。さらに Artemin舌投与後 5日目に熱痛覚過敏が生じ、SB366791の舌投与

により舌背の熱痛覚過敏が抑制された。TNBS投与後、TRPV1アゴニスト(capsaicin) に対する舌投射

ニューロンの興奮性が増大し、その増大は抗 Artemin中和抗体により有意に抑制された。 

よって、TNBS 投与による熱痛覚過敏は、舌粘膜で増加する 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。 

 

 
舌痛覚異常に対する Arteminの役割 
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65：歯周病に起因した歯周組織機械痛覚に対する CXCR4 の関与 

 

長嶋秀和 1、篠田雅路 2、鈴木達郎 1、渡辺雅弘 1、菅野直之 1、佐藤秀一 1、岩田幸一 2 

dehi13021@g.nihon-u.ac.jp 
1歯学部歯科保存学第Ⅲ講座 
2歯学部生理学講座2 

 

【目的】 

通常，炎症性疾患では痛みが持続するのに対し，歯周病では炎症が進行しているにもかかわらず痛みが

発症しない。この原因の一つとして，歯周病の病原菌である P. gingivalis (P.g.) の病原因子として知

らている繊毛蛋白 (Fimbriae) が免疫細胞に発現するケモカイン受容体の一つである CXCR4 に対し

てリガンドとして働くことが関与すると考えられる。そこで本研究では，臼歯への絹糸の結紮および 

P.g. の播種による歯周炎モデルマウスを作製し，歯周病による歯周組織の機械痛覚に対する CXCR4 

の役割を検討した。 

【材料と方法】 

C57BL/6マウス (7w，♂) の上顎第二臼歯周囲を 5-0 絹糸にて結紮し P.g. を播種 (P.g.群)，または上

顎第二臼歯頰側歯肉に Complete Freund’s adjuvant (CFA) を注射した (CFA群)。浅麻酔下にて上顎

第二臼歯頰側歯肉に機械刺激を与え，逃避反射閾値を経日的に測定した。さらに，P.g. 群に対し上顎第

二臼歯頰側歯肉に CXCR4 中和抗体を連続投与し (100 mg/day)，機械刺激に対する逃避反射閾値の変

化を解析した。 

【結果】 

P.g. 群において上顎第二臼歯頰側歯肉への機械刺激に対する逃避反射閾値に変化は見られなかったが，

CFA 群において逃避反射閾値が有意に低下した。P.g. 群において上顎第二臼歯頰側歯肉への CXCR4 

中和抗体の連続投与により，逃避反射閾値が有意に低下した。 

【結論】 

	 CXCR4 を介したシグナルが歯周病における機械痛覚の変調に関与していることが示唆された。 
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66：好アルカリ性細菌 Bacillus pseudofirmus OF4株のアルカリ適応に必須な細胞表層タンパク質 

 

藤浪	 俊 1,2、伊藤政博 2 

fujinami.shun@nihon-u.ac.jp 
1文理学部化学科 
2東洋大学バイオ・ナノエレクトロニクス研究センター 

 

好アルカリ性細菌とは、pH9以上のアルカリ pH環境下でも生育可能な極限環境微生物である。代表

的な好アルカリ性細菌である Bacillus pseudofirmus OF4株(以下 OF4株)は、Na+/H+アンチポーター

や Naチャネルなどから構成される Na+サイクルによってアルカリ pH環境に適応していることが明ら

かになりつつある。我々は Na＋サイクルに加え、細胞の最外層に存在する多種多様な「細胞表層タンパ

ク質」もアルカリ pH環境への適応に関与しているのではないかと考え、その生理的役割を調べつこと

にした。 

まず、OF4 株における csaB 遺伝子欠損株を構築した。csaB 遺伝子は、細胞表層タンパク質が細胞

表層に結合可能な状態にする細胞壁修飾酵素であり、細胞表層タンパク質が細胞壁に結合するために必

要な遺伝子である。csaB 遺伝子欠損株では、すべての細胞表層タンパク質が細胞表面に固定されなく

なると推定された。実際に構築した csaB 遺伝子欠損株を電子顕微鏡で観察したところ、細胞表層タン

パク質層(S 層)が形成されなくなっていることが示唆された（図参照）。また、csaB 遺伝子欠損株では

pH9以上での生育が極端に悪化することが示唆された。これらの結果から、細胞表層タンパク質のうち

いずれかが、アルカリ pH適応への適応に大きく関与している可能性が示唆された。 

 
図	 透過型電子顕微鏡による好アルカリ性細菌 Bacillus pseudofirmus OF4株の細胞表層の観察 

811M：親株。ΔslpA：主要な表層タンパク質である SlpAの欠損株。ΔcsaB：細胞表層タンパク質が細

胞表層に結合するため必要な細胞壁修飾酵素 CsaB の欠損株。ΔcsaB-R：ΔcsaB に csaB 遺伝子を染色

体上の元の位置に戻した回復株。 

黒矢頭：細胞膜、白矢頭：ペプチドグリカン層、黒矢印：細胞表層タンパク質層（S層）。バー：100nm。 
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67：生体、組織、細胞の低酸素耐性を誘導するペプチド 

  

日台智明 1、真宮	 淳 2、北野尚孝 2、國分眞一朗 1 

hikicome@gmail.com 
1医学部生理学分野 
2医学部歯科口腔外科分野 

 

	 低酸素状態は組織や生体の危機であり、その治療は臨床医学における最重要課題の一つである。しか

し病状や状況により低酸素状態を容易に改善できない場合もある。その時、細胞や組織の低酸素に対す

る耐性が高ければ、臓器や組織の障害を軽減できるはずである。人体を構成する細胞は基本的に酸素を

必要とするが、心筋虚血におけるプレコンディショニングのように、ある程度の低酸素耐性を獲得する

ことが可能である。我々は、血液凝固因子第 IV因子の activation peptide (F9-AP)に、細胞の低酸素耐

性を誘導して障害を軽減する効果があることを発見した。 

	 血液凝固第 IV 因子は凝固反応の過程で F9-AP が切断される。我々は切断された F9-AP が内皮細胞

の細胞基質間接着や細胞間接着を増強し、細胞遊走を抑制することを報告した。F9-APの細胞間接着増

強作用は、敗血症モデルマウスにおける肺血管透過性の亢進を抑制した。さらに肺血症モデルマウスに

水分負荷をかけ、低酸素血症モデルを作製したところ、コントロール群では酸素飽和度が 70％以下にな

ると死亡したが、F9-AP を静脈投与したところ酸素飽和度が 50％台になっても生存するマウスが出現

した。培養血管内皮細胞を用いた虚血モデルでも F9-APはアポトーシスを抑制したため（図）、細胞レ

ベルで低酸素への耐性を増すと考えられた。 

	 F9-APは血管透過性を抑制し、低酸素血症への耐性を増すことから、肺血症、DIC、ARDS、心不全

などの重傷疾患への治療効果が期待される。 

 

 
図	 虚血刺激により血管内皮細胞に誘導されるアポトーシスの F9-APによる抑制 
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68：セスキテルペノイドである幼若ホルモンの新規生合成酵素候補遺伝子 Plipの機能解析 

 

本間悠里 1、三田和英 2、中村有希 2、並木俊樹 2、野田博明 2、篠田徹郎 2、外川	 徹 3 

bg.gh.does1011@ezweb.ne.jp 

1大学院総合基礎科学研究科 
2国立研究開発法人農業生物資源研究所 
3文理学部物理生命システム科学科 

 

	 昆虫の発育や生殖に重要な機能を持つ幼若ホルモン (JH) は、動物ホルモンにしては珍しいセスキテ

ルペノイドである。JH は、主にアラタ体 (CA) と呼ばれる側心体 (CC) を介して脳に繋がる小さな器

官で生合成される。まず、生物に広く保存されているメバロン酸経路で、アセチル CoA からメバロン

酸を介してファルネシルピロリン酸 (FPP) が合成される (下図) 。その後 FPP は JH 生合成に特徴的

な経路である JH分岐経路において脱リン酸化され、いくつかの反応を介して JHへと至る。脊椎動物

では FPP からコレステロールが合成されるが、昆虫はコレステロールを de novo 合成することができ

ず、全て食餌に依存している。その代わりに、昆虫はセスキテルペノイドの合成に特化したのではない

かと考えられる。このように、FPPを脱リン酸化する酵素はメバロン酸経路から JH分岐経路へ移行さ

せる非常に重要な酵素だといえる。FPP脱リン酸化酵素はネッタイシマカから報告されているが、その

遺伝子は CAでの発現量が低く、また昆虫間での保存性が低い。そこで我々は、FPP脱リン酸化酵素と

して働くタンパク質の遺伝子がほかにあるのではないかと考え、カイコガ CC-CA の EST library と

DNA マイクロアレイのデータを用いて CC-CA で高レベルかつ選択的に発現している遺伝子を探索し

た。その結果、PTEN-like phosphatase (Plip) を同定した。Plipは in vitroでリン脂質であるホスファ

チジルイノシトール 5 リン酸 (PI(5)P) を脱リン酸化することが報告されている。しかし、生体内での

機能は未だ報告されていない。Plipの系統解析を行ったところ、調べた全ての昆虫において 1:1で対応

するオーソログの存在が確認された。そこで、Plip が実際に FPP 脱リン酸化酵素として機能している

のではないかと考えている。現在、Plipの酵素活性を測定するために組み換えタンパク質の合成を行っ

ている。講演では Plipが JH生合成に関与する可能性について議論したい。 

 

図	 昆虫における脂質生合成経路 
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