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キーワード：長鎖ノンコーディング RNA、PTH 遺伝子

副甲状腺ホルモン（PTH） 遺伝子下流域における
　　　新規長鎖ノンコーディング RNA の機能解析

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本研究で新たに発見された PTH下流の lncRNA は、異所性 の PTH 産生への関与が疑われます。この
lncRNA の転写産物について機能解析を進め、異所性 の PTH 産生機構を解明することができれば、HHM 
の診断と治療に応用可能な新たな知見につながり、進行がんの予後改善に貢献できる可能性があります。

知的財産・論文・学会発表など
学術論文
•  Uchida K, Tanaka Y, Ichikawa H, Watanabe M, Mitani S, Morita K, Fujii H, Ishikawa M, Yoshino G, 

Okinaga H, Nagae G, Aburatani H, Ikeda Y, Susa T, Tamamori-Adachi M, Fukusato T, Uozaki H, Okazaki T, 
Iizuka M. An Excess of CYP24A1, Lack of CaSR, and a Novel lncRNA Near the PTH Gene Characterize an 
Ectopic PTH-Producing Tumor. J Endocr Soc. 2017;1(6):691-711

学会発表
• 内田香介、秋元美穂、田中祐司、市川仁、永江玄太、油谷浩幸、諏佐崇生、安達（玉盛）三美、岡崎具
樹 、飯塚眞由、高 Ca クリーゼをきたした異所性 PTH 産生悪性線維性組織球腫、第 22 回日本臨床病理
学会学術総会、2018 年 9 月

キキーーワワーードド：： 長長鎖鎖ノノンンココーーデディィンンググ 、、 遺遺伝伝子子キキーーワワーードド：： 長長鎖鎖ノノンンココーーデディィンンググ 、、 遺遺伝伝子子

研研究究のの概概要要

悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症（ ）は、代表的な腫瘍随伴症候群として多くの進行がんで高頻度に
見られ、予後不良につながります。 の大部分は腫瘍由来の副甲状腺ホルモン関連蛋白（ ）の異
常高値に起因しますが、副甲状腺以外の腫瘍組織で異所性に産生される副甲状腺ホルモン（ ）によって
惹起されるケースもごく稀に存在します。 したがって、 の原因として極めて稀であるものの、 の診
断と治療に際しては異所性 産生腫瘍も考慮する必要があります。しかし、異所性 産生腫瘍の症
例は世界的にも非常に稀少であり、 の異所性産生機構については十分な解析が行われていません。

の産生は体内の副甲状腺細胞に限定され、他の細胞種ではその発現が極めて厳格に排除されてい
るとも言えます。 同じくペプチドホルモンであるカルシトニンや バゾプレシンなどが本来の分泌産生組
織ではない肺に生じた癌細胞において「異所性に」発現されることが稀でないことと、明らかな差異が認めら
れるわけです。 一方、正常の胎生期においては、この の発現はほとんど見られず、共通の起源と受容
体を持つ が、軟骨・骨・カルシウム代謝の主役を担っています。この が、正常状態の出生後では
なく、上記の進行がんにおいて、いわば先祖返りの様式で発現するということになります。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

本研究で新たに発見された 下流の は、異所性 の 産生への関与が疑われます。この
の転写産物について機能解析を進め、異所性 の 産生機構を解明することができれば、 の診断と
治療に応用可能な新たな知見につながり、進行がんの予後改善に貢献できる可能性があります。

副副甲甲状状腺腺ホホルルモモンン（（PTH）） 遺遺伝伝子子下下流流域域ににおおけけるる
新新規規長長鎖鎖ノノンンココーーデディィンンググRNAのの機機能能解解析析
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学学術術論論文文
•

学学会会発発表表
• 内田香介、秋元美穂、田中祐司、市川仁、永江玄太、油谷浩幸、諏佐崇生、安達（玉盛）三美、岡崎具樹 、飯塚眞由、高

クリーゼをきたした異所性 産生悪性線維性組織球腫、第 回日本臨床病理学会学術総会、 年 月

医医学学

本研究室では、 、異所性 産生、 非産
生を示す後腹膜悪性線維性組織球腫 （

）の１例を得て、その腫瘍組織
について網羅的な遺伝子発現解析を行い、異所性
産生に関与する因子の探索を試みました。この解析の過
程では、興味深いことに、 遺伝子下流に異所性

産生の 特異的に転写される新規の長鎖ノン
コーディング が発見されました。 は細胞
特異的な遺伝子発現に深く関与することが知られていま
す。今後、この の転写産物の機能解析を進め、
異所性 産生との関連について検討する予定です。

の１例
•
• 異所性 産生
• 非産生

マイクロアレイによる
網羅的な遺伝子発現解析

本症例と
非産生の

や正常副甲状腺組織
のデータとを比較

異所性 産生 特異的に転写される
新規の長鎖ノンコーディング を発見

異所性 産生に関与するか？

機能解析
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研究の概要
　悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症（HHM）は、代表的な腫瘍随伴症候群として多くの進行がんで高頻度に見られ、
予後不良につながります。HHM の大部分は腫瘍由来の副甲状腺ホルモン関連蛋白（PTHrP）の異常高値に起因しま
すが、副甲状腺以外の腫瘍組織で異所性に産生される副甲状腺ホルモン（PTH）によって惹起されるケースもごく稀
に存在します。したがって、HHM の原因として極めて稀であるものの、HHM の診断と治療に際しては異所性 PTH
産生腫瘍も考慮する必要があります。しかし、異所性 PTH 産生腫瘍の症例は世界的にも非常に稀少であり、PTH 
の異所性産生機構については十分な解析が行われていません。
　PTH の産生は体内の副甲状腺細胞に限定され、他の細胞種ではその発現が極めて厳格に排除されているとも言え
ます。 同じくペプチドホルモンであるカルシトニンや ACTH, バゾプレシンなどが本来の分泌産生組織ではない肺に
生じた癌細胞において「異所性に」発現されることが稀でないことと、明らかな差異が認められるわけです。一方、
正常の胎生期においては、この PTH の発現はほとんど見られず、共通の起源と受容体を持つ PTHrP が、軟骨・骨・
カルシウム代謝の主役を担っています。この PTHrP が、正常状態の出生後ではなく、上記の進行がんにおいて、い
わば先祖返りの様式で発現するということになります。
　本研 究 室では、HHM、異 所 性 PTH 産 生、PTHrP 非産 生を示
す後腹膜悪性線維性組織球腫 （Malignant fibrous histiocytoma: 
MFH）の１例を得て、その腫瘍組織について網羅的な遺伝子発現解
析を行い、異所性 PTH 産生に関与する因子の探索を試みました。こ
の解析の過程では、興味深いことに、PTH 遺伝子下流に異所性 PTH
産生の MFH 特異的に転写される新規の長鎖ノンコーディング（lnc）
RNA が発見されました。lncRNA は細胞特異的な遺伝子発現に深く
関与することが知られています。今後、この lncRNA の転写産物の機
能解析を進め、異所性 PTH 産生との関連について検討する予定です。
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悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症（ ）は、代表的な腫瘍随伴症候群として多くの進行がんで高頻度に
見られ、予後不良につながります。 の大部分は腫瘍由来の副甲状腺ホルモン関連蛋白（ ）の異
常高値に起因しますが、副甲状腺以外の腫瘍組織で異所性に産生される副甲状腺ホルモン（ ）によって
惹起されるケースもごく稀に存在します。 したがって、 の原因として極めて稀であるものの、 の診
断と治療に際しては異所性 産生腫瘍も考慮する必要があります。しかし、異所性 産生腫瘍の症
例は世界的にも非常に稀少であり、 の異所性産生機構については十分な解析が行われていません。

の産生は体内の副甲状腺細胞に限定され、他の細胞種ではその発現が極めて厳格に排除されてい
るとも言えます。 同じくペプチドホルモンであるカルシトニンや バゾプレシンなどが本来の分泌産生組
織ではない肺に生じた癌細胞において「異所性に」発現されることが稀でないことと、明らかな差異が認めら
れるわけです。 一方、正常の胎生期においては、この の発現はほとんど見られず、共通の起源と受容
体を持つ が、軟骨・骨・カルシウム代謝の主役を担っています。この が、正常状態の出生後では
なく、上記の進行がんにおいて、いわば先祖返りの様式で発現するということになります。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

本研究で新たに発見された 下流の は、異所性 の 産生への関与が疑われます。この
の転写産物について機能解析を進め、異所性 の 産生機構を解明することができれば、 の診断と
治療に応用可能な新たな知見につながり、進行がんの予後改善に貢献できる可能性があります。

副副甲甲状状腺腺ホホルルモモンン（（PTH）） 遺遺伝伝子子下下流流域域ににおおけけるる
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キーワード：がん微小環境、炎症性サイトカイン、大腸がん

炎症性のがん微小環境の改善による
大腸がん悪性進展の抑制

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
・ 今後さらに検討する必要がありますが、IL-33 を標的とした炎症性のがん微小環境の改善は大腸が

ん悪性進展の抑制に有効であり、将来的に大腸がんの新しい治療戦略として応用できる可能性があ
ります。

・ 既存の抗がん剤との併用で大腸がんの増殖や転移をより効果的に抑制できる可能性もあります。
・ レコンビナント sST2 に代わり IL-33 抑制に働く低分子化合物を作出できれば、新薬の開発につな

がることも期待できます。

知的財産・論文・学会発表など
学術論文
・ Akimoto M, Maruyama R, Takamaru H, Ochiya T, Takenaga K. Soluble IL-33 receptor sST2 inhibits 

colorectal cancer malignant growth by modifying the tumour microenvironment. Nat Commun. 
2016; 7: 13589. 

総説
・ Akimoto M, Takenaga K. Role of the IL-33/ST2L axis in colorectal cancer progression. Cell Immunol. 

2018; S0008-8749 (17) 30241-1. 
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研究の概要
　腫瘍内には、がん細胞の他に様々な細胞（間質細胞）
や細胞外マトリックスが混在し、相互作用が見られます。
また、腫瘍の増大に伴う酸素や栄養の欠乏、炎症など
が引き金となり、様々な応答が誘導されます。このよう
な複雑な環境、いわゆる「がん微小環境」が、がんの
悪性化や転移を促進することが報告されています。こう
した腫瘍内の微小環境が、がんの増殖や転移に及ぼす
影響を解明し、それをがん治療に応用することを目指し
ています。
　がん細胞自身や腫

瘍組織中の炎症細胞は、ある種の炎症性サイトカインの分泌を介してヘ
ルパー T 細胞の分化や腫瘍随伴マクロファージ（TAM）の集積を誘導し、
炎症性のがん微小環境を構築してがんの悪性化を促進します。本研究で
は、がんとの関連性が報告されていなかったインターロイキン -33（IL-33）
にこのような作用があることを見出しました（右図）。大腸がんを移植した
マウスに IL-33 のデコイレセプター（sST2）のレコンビナントタンパクを
投与して IL-33 の働きを阻害すると、TAM の集積が抑えられて炎症性の
がん微小環境が改善され、腫瘍血管新生、がん細胞の増殖・転移が抑制
されることを明らかにしました。

キキーーワワーードド：： 長長鎖鎖ノノンンココーーデディィンンググ 、、 遺遺伝伝子子キキーーワワーードド：： 長長鎖鎖ノノンンココーーデディィンンググ 、、 遺遺伝伝子子

研研究究のの概概要要

悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症（ ）は、代表的な腫瘍随伴症候群として多くの進行がんで高頻度に
見られ、予後不良につながります。 の大部分は腫瘍由来の副甲状腺ホルモン関連蛋白（ ）の異
常高値に起因しますが、副甲状腺以外の腫瘍組織で異所性に産生される副甲状腺ホルモン（ ）によって
惹起されるケースもごく稀に存在します。 したがって、 の原因として極めて稀であるものの、 の診
断と治療に際しては異所性 産生腫瘍も考慮する必要があります。しかし、異所性 産生腫瘍の症
例は世界的にも非常に稀少であり、 の異所性産生機構については十分な解析が行われていません。

の産生は体内の副甲状腺細胞に限定され、他の細胞種ではその発現が極めて厳格に排除されてい
るとも言えます。 同じくペプチドホルモンであるカルシトニンや バゾプレシンなどが本来の分泌産生組
織ではない肺に生じた癌細胞において「異所性に」発現されることが稀でないことと、明らかな差異が認めら
れるわけです。 一方、正常の胎生期においては、この の発現はほとんど見られず、共通の起源と受容
体を持つ が、軟骨・骨・カルシウム代謝の主役を担っています。この が、正常状態の出生後では
なく、上記の進行がんにおいて、いわば先祖返りの様式で発現するということになります。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

本研究で新たに発見された 下流の は、異所性 の 産生への関与が疑われます。この
の転写産物について機能解析を進め、異所性 の 産生機構を解明することができれば、 の診断と
治療に応用可能な新たな知見につながり、進行がんの予後改善に貢献できる可能性があります。

副副甲甲状状腺腺ホホルルモモンン（（PTH）） 遺遺伝伝子子下下流流域域ににおおけけるる
新新規規長長鎖鎖ノノンンココーーデディィンンググRNAのの機機能能解解析析
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クリーゼをきたした異所性 産生悪性線維性組織球腫、第 回日本臨床病理学会学術総会、 年 月

医医学学

本研究室では、 、異所性 産生、 非産
生を示す後腹膜悪性線維性組織球腫 （

）の１例を得て、その腫瘍組織
について網羅的な遺伝子発現解析を行い、異所性
産生に関与する因子の探索を試みました。この解析の過
程では、興味深いことに、 遺伝子下流に異所性

産生の 特異的に転写される新規の長鎖ノン
コーディング が発見されました。 は細胞
特異的な遺伝子発現に深く関与することが知られていま
す。今後、この の転写産物の機能解析を進め、
異所性 産生との関連について検討する予定です。

の１例
•
• 異所性 産生
• 非産生

マイクロアレイによる
網羅的な遺伝子発現解析

本症例と
非産生の

や正常副甲状腺組織
のデータとを比較

異所性 産生 特異的に転写される
新規の長鎖ノンコーディング を発見

異所性 産生に関与するか？

機能解析

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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キーワード：コホート研究、レジリエンス、地域連携、バイタルサイン

都市部未来型コホート構築論研究

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　我々はこれまで、腋窩式電子体温計による体温測定の手技・知見を整理（1）し、家庭血圧測定など他
のバイタルサインについても測定条件（2）や収集方法の標準の確立（3）に参画するなど、信頼性の高い
臨床表現型 （phenotype）の収集を可能としました。さらに、特許取得に至った新しい眼底撮影方法（4）や、
健診時アームイン式血圧計による血圧測定の標準の提唱など、従来の phenotype の改善にも貢献していま
す。本研究を通じて得られる知見に基づいて、都市部に限らず様々な対象における新しいコホート研究の
立ち上げや既存コホートの質・量的な強化、さらに関連する医療機器の開発研究などに際する科学的見地
からの検討・支援や協同が可能です。

知的財産・論文・学会発表など
（1） 浅山敬、大久保孝義。腋窩体温測定の基本と論点。日本医師会雑誌 第 149 巻 7 号 （2020）
（2） Imamura M, Asayama K, et al. Effects of measurement intervals on the values of repeated auscultatory 

blood pressure measurements. Clin Exp Hypertens 2020; 105.
（3） Padwal R, Asayama K, et al. The Accuracy in Measurement of Blood Pressure （AIM-BP） collaborative: 

background and rationale. J Clin Hypertens 2019; 1780.
（4） 国際特許 （WO/2019/017255） “Ocular fundus imaging system, disease onset risk prediction method, 

and ocular fundus imaging method”

(1) 浅山敬、大久保孝義。腋窩体温測定の基本と論点。日本医師会雑誌第149巻7号 (2020)

(2) Imamura M, Asayama K, et al. Effects of measurement intervals on the values of repeated auscultatory blood pressure measurements. 
Clin Exp Hypertens 2020; 105.

(3) Padwal R, Asayama K, et al. The Accuracy in Measurement of Blood Pressure (AIM-BP) collaborative: background and rationale. 
J Clin Hypertens 2019; 1780.

(4) 国際特許 (WO/2019/017255) “Ocular fundus imaging system, disease onset risk prediction method, and ocular fundus imaging method”

我々はこれまで、腋窩式電子体温計による体温測定の手技・知見を整理(1)し、家庭血圧測定など他
のバイタルサインについても測定条件(2)や収集方法の標準の確立(3)に参画するなど、信頼性の高い
臨床表現型 (phenotype)の収集を可能としました。さらに、特許取得に至った新しい眼底撮影方法(4)

や、健診時アームイン式血圧計による血圧測定の標準の提唱など、従来の phenotypeの改善にも貢
献しています。本研究を通じて得られる知見に基づいて、都市部に限らず様々な対象における新しい
コホート研究の立ち上げや既存コホートの質・量的な強化、さらに関連する医療機器の開発研究など
に際する科学的見地からの検討・支援や協同が可能です。

帝京大学・帝京大学短期大学 研究シーズ集 2021

写真
医学部・衛生学公衆衛生学講座 准教授

ASAYAMA, Kei
URL：https://researchmap.jp/Kei-Asayama

医学

板橋
キャンパス

都市部未来型コホート構築論研究

キーワード：コホート研究、レジリエンス、地域連携、バイタルサイン

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

知的財産・論文・学術発表など

SDGs目標３：すべての人に健康と福祉を
SDGs目標９：産業と技術革新の基盤をつくろう

浅山 敬

自治体との強力で持続的な連携

• 転出入の把握と確実な移動先での
情報追跡

• 自治体、NGOs、学校・職域など多方
面からのソーシャルキャピタル構築
支援

• 継続的な疫学研究環境の整備

従来の都市部コホートの問題点

• 人口が多い上、世帯当たり人数が少なく調査効率が低い
• 転居者や国内外から来た短期在住者が多く、追跡情報が途絶しがち
• 個人情報の提供に慎重な住民が多く、参加率が低い
• 近隣の情報などの「口コミ」や支え合いが乏しい―「ソーシャルキャピタル」の不足

高精度な長期の追跡を実現する都市部未来型コホート

先進科学・社会環境の改善

• IoTによる多彩な情報の一元化
• AI技術による強力な情報分析
• 次世代情報基盤法に準拠した質の高
い研究設計

• 法整備に伴う個人情報管理の透明化
と堅牢化

本研究は、『都市部でのコホート研究・臨床疫学研究』を構築するための方法論の確立を主目的として
います。研究面でのレレジジリリエエンンススをを確確保保し、知知見見・・知知的的財財産産のの長長期期集集積積ななららびびにに次次世世代代へへのの確確実実なな継継
承承を目指しています。これまでに、正しい生体情報 (バイタルサイン)の把握によって臨床情報の質を高
めるため、体体温温・・健健診診時時血血圧圧・・家家庭庭血血圧圧のの測測定定手手技技のの標標準準化化を提唱して来ました。

今後、都市部での大規模データ収集が容易な医用・家庭用医療機器の選定や標準化、データ基盤・
アウトカム指標の標準化と悉皆的で廉価・安全な収集方法の確立により、コホート・臨床疫学研究の裾裾
野野をを広広げげるるとともに質質のの向向上上をを図図りりまますす。

医学部・衛生学公衆衛生学講座　准教授

浅山　敬 ASAYAMA, Kei

URL：https://researchmap.jp/Kei-Asayama

医学

板橋キャンパス

研究の概要

　本研究は、『都市部でのコホート研究・臨床疫学研究』を構築するための方法論の確立を主目的として
います。研究面でのレジリエンスを確保し、知見・知的財産の長期集積ならびに次世代への確実な継承
を目指しています。これまでに、正しい生体情報（バイタルサイン）の把握によって臨床情報の質を高
めるため、体温・健診時血圧・家庭血圧の測定手技の標準化を提唱して来ました。
　今後、都市部での大規模データ収集が容易な医用・家庭用医療機器の選定や標準化、データ基盤・ア
ウトカム指標の標準化と悉皆的で廉価・安全な収集方法の確立により、コホート・臨床疫学研究の裾野
を広げるとともに質の向上を図ります。

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
SDGs 目標 9：産業と技術革新の基盤をつくろう

(1) 浅山敬、大久保孝義。腋窩体温測定の基本と論点。日本医師会雑誌第149巻7号 (2020)

(2) Imamura M, Asayama K, et al. Effects of measurement intervals on the values of repeated auscultatory blood pressure measurements. 
Clin Exp Hypertens 2020; 105.

(3) Padwal R, Asayama K, et al. The Accuracy in Measurement of Blood Pressure (AIM-BP) collaborative: background and rationale. 
J Clin Hypertens 2019; 1780.

(4) 国際特許 (WO/2019/017255) “Ocular fundus imaging system, disease onset risk prediction method, and ocular fundus imaging method”

我々はこれまで、腋窩式電子体温計による体温測定の手技・知見を整理(1)し、家庭血圧測定など他
のバイタルサインについても測定条件(2)や収集方法の標準の確立(3)に参画するなど、信頼性の高い
臨床表現型 (phenotype)の収集を可能としました。さらに、特許取得に至った新しい眼底撮影方法(4)

や、健診時アームイン式血圧計による血圧測定の標準の提唱など、従来の phenotypeの改善にも貢
献しています。本研究を通じて得られる知見に基づいて、都市部に限らず様々な対象における新しい
コホート研究の立ち上げや既存コホートの質・量的な強化、さらに関連する医療機器の開発研究など
に際する科学的見地からの検討・支援や協同が可能です。
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都市部未来型コホート構築論研究

キーワード：コホート研究、レジリエンス、地域連携、バイタルサイン

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

知的財産・論文・学術発表など

SDGs目標３：すべての人に健康と福祉を
SDGs目標９：産業と技術革新の基盤をつくろう

浅山 敬

自治体との強力で持続的な連携

• 転出入の把握と確実な移動先での
情報追跡

• 自治体、NGOs、学校・職域など多方
面からのソーシャルキャピタル構築
支援

• 継続的な疫学研究環境の整備

従来の都市部コホートの問題点

• 人口が多い上、世帯当たり人数が少なく調査効率が低い
• 転居者や国内外から来た短期在住者が多く、追跡情報が途絶しがち
• 個人情報の提供に慎重な住民が多く、参加率が低い
• 近隣の情報などの「口コミ」や支え合いが乏しい―「ソーシャルキャピタル」の不足

高精度な長期の追跡を実現する都市部未来型コホート

先進科学・社会環境の改善

• IoTによる多彩な情報の一元化
• AI技術による強力な情報分析
• 次世代情報基盤法に準拠した質の高
い研究設計

• 法整備に伴う個人情報管理の透明化
と堅牢化

本研究は、『都市部でのコホート研究・臨床疫学研究』を構築するための方法論の確立を主目的として
います。研究面でのレレジジリリエエンンススをを確確保保し、知知見見・・知知的的財財産産のの長長期期集集積積ななららびびにに次次世世代代へへのの確確実実なな継継
承承を目指しています。これまでに、正しい生体情報 (バイタルサイン)の把握によって臨床情報の質を高
めるため、体体温温・・健健診診時時血血圧圧・・家家庭庭血血圧圧のの測測定定手手技技のの標標準準化化を提唱して来ました。

今後、都市部での大規模データ収集が容易な医用・家庭用医療機器の選定や標準化、データ基盤・
アウトカム指標の標準化と悉皆的で廉価・安全な収集方法の確立により、コホート・臨床疫学研究の裾裾
野野をを広広げげるるとともに質質のの向向上上をを図図りりまますす。
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キーワード：老化、細胞老化、糖質コルチコイド、HPA axis、miRNA

老化の新規バイオマーカーおよび
制御因子の探索

論文（最新の研究成果）：
・Tamamori-Adachi M et.al. : Sci. Rep. 8: 9636, 2018（査読　有）
・Fujii H, Tamamori-Adachi M et.al. : PLoS ONE 9 (10): e110543, 2014（査読　有）
・ 安達（玉盛）三美、Sedivy JM et al: 個体でみられる細胞老化「実験医学 2013 年 12 月増刊号　老化・寿

命研究の最前線」羊土社、vol. 31-No. 20, p155-162, 2013
・De Cecco M, Tamamori-Adachi M et.al. 10: 955-67, 2011（査読　有）
・Kreiling JA, Tamamori-Adachi M, Sedivy JM et.al. : Aging Cell 10: 292-304, 2011（査読　有）

キキーーワワーードド：： 老老化化、、細細胞胞老老化化、、糖糖質質ココルルチチココイイドド、、 、、キキーーワワーードド：： 老老化化、、細細胞胞老老化化、、糖糖質質ココルルチチココイイドド、、 、、

（（研研究究目目的的））
老化研究—老化現象や老化関連疾患の予防や治療の研究—は、医学研究において最も注目を集めてい

る分野の一つである。老化により、感染症、糖尿病、骨粗鬆症、動脈硬化症、鬱病など多くの疾患が罹患し
やすくなる。老化のメカニズムを解明することで、これらの老化関連疾患の予防や、進行の抑制につながるこ
とが期待される。我々の目的は、新規の老化制御因子を同定し、老化をコントロールすることで老化関連疾
患の治療法を開発することである。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

個体の老化のメカニズムが解明され、その制御が可能になれば、老化によって引き起こされる老化関連疾
患への積極的な介入が可能になり、健康寿命の延長が確実に視野に入ってくる。炎症・活性酸素・ミトコンドリ
アの機能・小胞体ストレス以外にも、老化の原因に新たな役者が現れる可能性は少なくない。本研究は、これ
までの老化研究を踏まえて、さらに俯瞰的なアプローチを試みるという点で現実的でありながらも未来指向性
を強く意識した独創的なものである。

老老化化のの新新規規ババイイオオママーーカカーーおおよよびび制制御御因因子子のの探探索索

医学部 生化学講座 教授

安安達達 三三美美

連絡先：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1525/93
TEL：03-3369-2145     E-mail: madachi@med.teikyo-u.ac.jp

ADACHI, Mimi

板板橋橋キキャャンンパパスス

論論文文（最新の研究成果）：
・・ （査読 有）
・ （査読 有）
・安達（玉盛）三美、 個体でみられる細胞老化「実験医学 年 月増刊号 老化・寿命研究の最前線」羊土社、

・ （査読 有）
・ （（査査読読 有有））

（写真）
医医学学

（（研研究究概概要要））
細胞や個体の老化の制御因子として、いくつかの因子が近年研究されてい

る。我々も、新規の老化制御因子や老化のバイオマーカーを探索してきた。
これまでに、ヒストン のバリアントであり、ヘテロクロマチン化に関与する因
子として知られる が、ユニバーサルな新しい老化のバイオマーカーであ
る可能性を強く示唆する結果を得た（

、 、安安
達達（（玉玉盛盛））三三美美 実験医学増刊号 月号）。
さらに最近では、老化の制御因子として、 や糖質コルチコイド

（ ）に注目している。 については、 過多によって引き
起こされる病態の多くが、老化関連疾患と共通しているためである。我々は、
ヒト副腎皮質腫瘍細胞株 細胞に、細胞老化を惹起させたところ、ストレ
ス因子として知られている をを介介ししてて 産産生生のの亢亢進進が起こることを見
出し、細胞老化に伴う新規の 産生機構を明らかにした（

）。現在、この新規の系が （高齢マウス）でも存在す
るのか、 による 産生メカニズムは何か、さらにこの新規の系を抑
制する方法を探索し、老化関連疾患の進行が抑制され予防に結びつくのか
を明らかにする。最終的には、「 の制御による、老化をコントロールする治
療」の開発を目指す。

細細胞胞老老化化

GGAADDDD4455AA↑↑

老老化化刺刺激激

糖糖質質ココルルチチココイイドド
（（GC））↑↑↑

老老化化

老老化化関関連連疾疾患患

医学部・生化学講座　主任教授

安達　三美 ADACHI, Mimi

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1525/93

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　老化研究—老化現象や老化関連疾患の予防や治療の研究—は、医学研究に
おいて最も注目を集めている分野の一つである。老化により、感染症、糖尿
病、骨粗鬆症、動脈硬化症、鬱病など多くの疾患が罹患しやすくなる。老化
のメカニズムを解明することで、これらの老化関連疾患の予防や、進行の抑
制につながることが期待される。我々の目的は、新規の老化制御因子を同定し、
老化をコントロールすることで老化関連疾患の治療法を開発することである。

研究概要
　細胞や個体の老化の制御因子として、いくつかの因子が近年研究されてい
る。我々も、新規の老化制御因子や老化のバイオマーカーを探索してきた。
これまでに、ヒストン H2A のバリアントであり、ヘテロクロマチン化に関
与する因子として知られる mH2A が、ユニバーサルな新しい老化のバイオ
マーカーである可能性を強く示唆する結果を得た（Kreiling, Tamamori-Adachi 
et al, Aging Cell 2011、De Cecco, Tamamori-Adachi et al, Aging (Albany NY) 
2011、安達（玉盛）三美　実験医学増刊号 2013 12 月号）。
　さらに最近では、老化の制御因子として、miRNA や糖質コルチコイド

（Glucocorticoid: GC）に注目している。GC については、GC 過多によって引き
起こされる病態の多くが、老化関連疾患と共通しているためである。我々は、
ヒト副腎皮質腫瘍細胞株 H295R 細胞に、細胞老化を惹起させたところ、スト
レス因子として知られている GADD45A を介して GC 産生の亢進が起こることを見出し、細胞老化に伴う新規
の GC 産生機構を明らかにした（Tamamori-Adachi et al, Sci Rep 2018）。現在、この新規の系が in vivo（高
齢マウス）でも存在するのか、GADD45A による GC 産生メカニズムは何か、さらにこの新規の系を抑制する
方法を探索し、老化関連疾患の進行が抑制され予防に結びつくのかを明らかにする。最終的には、「GC の制
御による、老化をコントロールする治療」の開発を目指す。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　個体の老化のメカニズムが解明され、その制御が可能になれば、老化によって引き起こされる老化関連疾
患への積極的な介入が可能になり、健康寿命の延長が確実に視野に入ってくる。炎症・活性酸素・ミトコンド
リアの機能・小胞体ストレス以外にも、老化の原因に新たな役者が現れる可能性は少なくない。本研究は、こ
れまでの老化研究を踏まえて、さらに俯瞰的なアプローチを試みるという点で現実的でありながらも未来指向
性を強く意識した独創的なものである。 

キキーーワワーードド：： 老老化化、、細細胞胞老老化化、、糖糖質質ココルルチチココイイドド、、 、、キキーーワワーードド：： 老老化化、、細細胞胞老老化化、、糖糖質質ココルルチチココイイドド、、 、、

（（研研究究目目的的））
老化研究—老化現象や老化関連疾患の予防や治療の研究—は、医学研究において最も注目を集めてい

る分野の一つである。老化により、感染症、糖尿病、骨粗鬆症、動脈硬化症、鬱病など多くの疾患が罹患し
やすくなる。老化のメカニズムを解明することで、これらの老化関連疾患の予防や、進行の抑制につながるこ
とが期待される。我々の目的は、新規の老化制御因子を同定し、老化をコントロールすることで老化関連疾
患の治療法を開発することである。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

個体の老化のメカニズムが解明され、その制御が可能になれば、老化によって引き起こされる老化関連疾
患への積極的な介入が可能になり、健康寿命の延長が確実に視野に入ってくる。炎症・活性酸素・ミトコンドリ
アの機能・小胞体ストレス以外にも、老化の原因に新たな役者が現れる可能性は少なくない。本研究は、これ
までの老化研究を踏まえて、さらに俯瞰的なアプローチを試みるという点で現実的でありながらも未来指向性
を強く意識した独創的なものである。

老老化化のの新新規規ババイイオオママーーカカーーおおよよびび制制御御因因子子のの探探索索

医学部 生化学講座 教授

安安達達 三三美美
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論論文文（最新の研究成果）：
・・ （査読 有）
・ （査読 有）
・安達（玉盛）三美、 個体でみられる細胞老化「実験医学 年 月増刊号 老化・寿命研究の最前線」羊土社、

・ （査読 有）
・ （（査査読読 有有））

（写真）
医医学学

（（研研究究概概要要））
細胞や個体の老化の制御因子として、いくつかの因子が近年研究されてい

る。我々も、新規の老化制御因子や老化のバイオマーカーを探索してきた。
これまでに、ヒストン のバリアントであり、ヘテロクロマチン化に関与する因
子として知られる が、ユニバーサルな新しい老化のバイオマーカーであ
る可能性を強く示唆する結果を得た（

、 、安安
達達（（玉玉盛盛））三三美美 実験医学増刊号 月号）。
さらに最近では、老化の制御因子として、 や糖質コルチコイド

（ ）に注目している。 については、 過多によって引き
起こされる病態の多くが、老化関連疾患と共通しているためである。我々は、
ヒト副腎皮質腫瘍細胞株 細胞に、細胞老化を惹起させたところ、ストレ
ス因子として知られている をを介介ししてて 産産生生のの亢亢進進が起こることを見
出し、細胞老化に伴う新規の 産生機構を明らかにした（

）。現在、この新規の系が （高齢マウス）でも存在す
るのか、 による 産生メカニズムは何か、さらにこの新規の系を抑
制する方法を探索し、老化関連疾患の進行が抑制され予防に結びつくのか
を明らかにする。最終的には、「 の制御による、老化をコントロールする治
療」の開発を目指す。

細細胞胞老老化化

GGAADDDD4455AA↑↑

老老化化刺刺激激

糖糖質質ココルルチチココイイドド
（（GC））↑↑↑

老老化化

老老化化関関連連疾疾患患
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解剖体における破格に関する研究

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　解剖学において、教科書に記載されている正常構造と異なるが、機能障害が無い場合は、それを破格と
いう。破格は主に、血管や神経の走行、筋肉の起始停止において観察されることが多い。これら破格は、
卒業後、医師として働く際に、必ず必要となる知識である。

知的財産・論文・学会発表など
　上行大動脈の背側を走行する左腕頭静脈の破格例 有澤謙二郎、木内克子、浅野 ( 星野 ) 安信 、中倉敬、
西島良美、田中秀幸、萩原治夫。帝京医学雑誌 . 2016, 39(2) 43-46.
A rare case of the left brachiocephalic vein running behind the ascending aorta in a cadaver, and potential  
complications arising. Arisawa K. et al . The 19th Congress of the International Federation of Associations    
of Anatomists (IFAA2019, London) 

キキーーワワーードド：： 解解剖剖学学、、肉肉眼眼解解剖剖、、破破格格、、献献体体キキーーワワーードド：： 解解剖剖学学、、肉肉眼眼解解剖剖、、破破格格、、献献体体

【【ははじじめめにに】】
一般に、左腕頭静脈は、左内頸静脈と左鎖骨下静脈の合流により形成され、大動脈弓の三本の枝、左鎖骨下動脈、

左総頸動脈、および腕頭動脈の前面を左方に走行し、下降してくる右腕頭静脈と合流し、上大静脈となる。平成 年度
帝京大学医学部の解剖学実習中、上行大動脈の背側を走行する左腕頭動脈の破格に遭遇した。
【【観観察察所所見見】】
左鎖骨下静脈と左内頸静脈の合流により形成された左腕頭静脈は、左鎖骨下動脈の左側方を下行し、大動脈弓と肺

動脈でつくられる間隙を左方から右方に走行していた。さらに、気管分岐部とほぼ同じ高さで、垂直に下りてくる右腕頭
動脈と合流し、上大静脈を形成していた。右腕頭静脈の全長は 、左腕頭静脈の全長は であった。他にも、
左総頸動脈起始部の腕頭動脈起始部への近接、左肺から出る二本の肺静脈の癒合、卵円孔開存といった複数の変
異所見があわせて観察された。
【【考考察察】】
発生学的に腕頭静脈は、胎生 週頃、頭側の血流を集める左右の前主静脈の交通枝として形成される 。通常、この

交通枝は、上行大動脈の腹側に形成される。しかし、本例の左腕頭静脈の走行は、この発生中の交通枝が何らかの形
で腹側での正常な形成に障害をきたし、上行大動脈の背側に形成されたものと考察される。さらに、左肺静脈の肺根部
で上下 本の肺静脈が癒合していたこともあわせると、心臓の左上方で何らかの発生異常があったものと考察される。
今回報告した上行大動脈の背側を走る左腕頭静脈は、肺動脈と誤認する可能性があるので、このような破格が存在

することを認識しておくことが極めて重要であると思われる。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

解剖学において、教科書に記載されている正常構造と異なるが、機能障害が無い場合は、それを破格とい
う。破格は主に、血管や神経の走行、筋肉の起始停止において観察されることが多い。これら破格は、卒業
後、医師として働く際に、必ず必要となる知識である。

医学部 解剖学講座 助教

有有澤澤謙謙二二郎郎
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1529/98 
連絡先：

TEL：03-3964-3574 E-mail：arisawak@med.teikyo-u.ac.jp

ARISAWA, Kenjiro

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
上行大動脈の背側を走行する左腕頭静脈の破格例有澤謙二郎 木内克子 浅野星野安信 、中倉敬 西島良美 田中秀幸

萩原治夫 帝京医学雑誌

医医学学

上行大動脈の背側を走行する左腕頭静脈および周辺の模式図。
： （上行動脈）、 ： （下行大動脈）、 ：

（腕頭動脈）、 ： （左総頸動脈）、
： （右総頸動脈）、 ： （左鎖

骨下動脈）、 ： （右鎖骨下動脈）、 ： （椎
骨動脈）、 ： （右内胸動脈）、 ：

（右腕頭静脈）、 ： （左腕頭静脈）、
： （上大静脈）、 ： （左鎖骨下静脈）、
： （右鎖骨下静脈）、 ： （右内頸

静脈）、 ： （右椎骨静脈）、 ： （左椎骨静
脈）、 ： （左内頸静脈）、 ： （左
外頸静脈）、 ： （気管）、 ： （右気管支）、 ：

（左気管支）、 ： （左迷走神経）

研研究究のの概概要要

解解剖剖体体ににおおけけるる破破格格にに関関すするる研研究究

医学部・解剖学講座　講師

有澤　謙二郎 ARISAWA, Kenjiro

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1529/98 

医学

板橋キャンパス

研究の概要
【はじめに】
　一般に、左腕頭静脈は、左内頸静脈と左鎖骨下静脈の合流により形成され、大動脈弓の三本の枝、左鎖骨
下動脈、左総頸動脈、および腕頭動脈の前面を左方に走行し、下降してくる右腕頭静脈と合流し、上大静脈
となる。平成 26 年度帝京大学医学部の解剖学実習中、上行大動脈の背側を走行する左腕頭動脈の破格に遭遇
した。

【観察所見】
　左鎖骨下静脈と左内頸静脈の合流により形成された左腕頭静脈は、左鎖骨下動脈の左側方を下行し、大動
脈弓と肺動脈でつくられる間隙を左方から右方に走行していた。さらに、気管分岐部とほぼ同じ高さで、垂
直に下りてくる右腕頭動脈と合流し、上大静脈を形成していた。右腕頭静脈の全長は 72 mm、左腕頭静脈の
全長は 102 mm であった。他にも、左総頸動脈起始部の腕頭動脈起始部への近接、左肺から出る二本の肺静
脈の癒合、卵円孔開存といった複数の変異所見があわせて観察された。

【考察】
　発生学的に腕頭静脈は、胎生 6 週頃、頭側の血流を集める左右の前主静脈の交通枝として形成される。
通常、この交通枝は、上行大動脈の腹側に形成される。しかし、本例の左腕頭静脈の走行は、この発生中
の交通枝が何らかの形で腹側での正常な形成に障害をきたし、上行大動脈の背側に形成されたものと考察
される。さらに、左肺静脈の肺根部で上下 2 本の肺静脈が癒合していたこともあわせると、心臓の左上方
で何らかの発生異常があったものと考察される。
　今回報告した上行大動脈の背側を走る左腕頭静脈は、肺動脈と誤認する可能性があるので、このような
破格が存在することを認識しておくことが極めて重要であると思われる。

上行大動脈の背側を走行する左腕頭静脈および周辺の模式図。
AA：ascending aorta（ 上 行 動 脈 ）、DA：descending aorta（ 下 行 大 動 脈 ）、BCA：
brachiocephalic artery（腕頭動脈）、LCCA：left common carotid artery（左総頸動脈）、
RCCA：right common carotid artery（右総頸動脈）、LSCA：left subclavian artery（左鎖
骨下動脈）、RSCA：right subclavian artery（右鎖骨下動脈）、VA：Vertebral artery（椎骨
動脈）、RITA：right internal thoracic artery（右内胸動脈）、RBCV：right brachiocephalic 
vein（右腕頭静脈）、LBCV：left brachiocephalic vein（左腕頭静脈）、SCV：superior vena 
cava（上大静脈）、LSCV：left subclavian vein（左鎖骨下静脈）、RSCV：right subclavian 
vein（ 右 鎖 骨 下 静 脈 ）、RIJV：right internal jugular vein（ 右 内 頸 静 脈 ）、RVV：right 
vertebral vein（右椎骨静脈）、LVV：left vertebral vein（左椎骨静脈）、LIJV：left internal 
jugular vein（左内頸静脈）、LEJV：left external jugular vein（左外頸静脈）、TR：trachea

（気管）、RMB：right main bronchus（右気管支）、LMB：left main bronches（左気管支）、
LVN：left vagus nerve（左迷走神経）

キキーーワワーードド：： 解解剖剖学学、、肉肉眼眼解解剖剖、、破破格格、、献献体体キキーーワワーードド：： 解解剖剖学学、、肉肉眼眼解解剖剖、、破破格格、、献献体体

【【ははじじめめにに】】
一般に、左腕頭静脈は、左内頸静脈と左鎖骨下静脈の合流により形成され、大動脈弓の三本の枝、左鎖骨下動脈、

左総頸動脈、および腕頭動脈の前面を左方に走行し、下降してくる右腕頭静脈と合流し、上大静脈となる。平成 年度
帝京大学医学部の解剖学実習中、上行大動脈の背側を走行する左腕頭動脈の破格に遭遇した。
【【観観察察所所見見】】
左鎖骨下静脈と左内頸静脈の合流により形成された左腕頭静脈は、左鎖骨下動脈の左側方を下行し、大動脈弓と肺

動脈でつくられる間隙を左方から右方に走行していた。さらに、気管分岐部とほぼ同じ高さで、垂直に下りてくる右腕頭
動脈と合流し、上大静脈を形成していた。右腕頭静脈の全長は 、左腕頭静脈の全長は であった。他にも、
左総頸動脈起始部の腕頭動脈起始部への近接、左肺から出る二本の肺静脈の癒合、卵円孔開存といった複数の変
異所見があわせて観察された。
【【考考察察】】
発生学的に腕頭静脈は、胎生 週頃、頭側の血流を集める左右の前主静脈の交通枝として形成される 。通常、この

交通枝は、上行大動脈の腹側に形成される。しかし、本例の左腕頭静脈の走行は、この発生中の交通枝が何らかの形
で腹側での正常な形成に障害をきたし、上行大動脈の背側に形成されたものと考察される。さらに、左肺静脈の肺根部
で上下 本の肺静脈が癒合していたこともあわせると、心臓の左上方で何らかの発生異常があったものと考察される。
今回報告した上行大動脈の背側を走る左腕頭静脈は、肺動脈と誤認する可能性があるので、このような破格が存在

することを認識しておくことが極めて重要であると思われる。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

解剖学において、教科書に記載されている正常構造と異なるが、機能障害が無い場合は、それを破格とい
う。破格は主に、血管や神経の走行、筋肉の起始停止において観察されることが多い。これら破格は、卒業
後、医師として働く際に、必ず必要となる知識である。

医学部 解剖学講座 助教

有有澤澤謙謙二二郎郎
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連絡先：

TEL：03-3964-3574 E-mail：arisawak@med.teikyo-u.ac.jp

ARISAWA, Kenjiro

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
上行大動脈の背側を走行する左腕頭静脈の破格例有澤謙二郎 木内克子 浅野星野安信 、中倉敬 西島良美 田中秀幸

萩原治夫 帝京医学雑誌

医医学学

上行大動脈の背側を走行する左腕頭静脈および周辺の模式図。
： （上行動脈）、 ： （下行大動脈）、 ：

（腕頭動脈）、 ： （左総頸動脈）、
： （右総頸動脈）、 ： （左鎖

骨下動脈）、 ： （右鎖骨下動脈）、 ： （椎
骨動脈）、 ： （右内胸動脈）、 ：

（右腕頭静脈）、 ： （左腕頭静脈）、
： （上大静脈）、 ： （左鎖骨下静脈）、
： （右鎖骨下静脈）、 ： （右内頸

静脈）、 ： （右椎骨静脈）、 ： （左椎骨静
脈）、 ： （左内頸静脈）、 ： （左
外頸静脈）、 ： （気管）、 ： （右気管支）、 ：

（左気管支）、 ： （左迷走神経）

研研究究のの概概要要

解解剖剖体体ににおおけけるる破破格格にに関関すするる研研究究

SDGs 目標 4：質の高い教育をみんなに
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キーワード：クロマチン、ヒストンのアセチル化、がん

クロマチン構造と機能の理解 :
ヒストンアセチル化酵素 Hbo1 の機能解析

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　多機能タンパク質である Hbo1 の詳細な機能解析を行うことで、特定の機能（DNA 複製、DNA 修復、が
ん代謝）を促進したり阻害することで医療（がん治療）に役立つ薬剤の開発に結び付く可能性があります。

知的財産・論文・学会発表など
論文（査読あり）:
1． Iizuka M, Susa T, Tamamori-Adachi M, Okinaga H, Okazaki T. Intrinsic ubiquitin E3 ligase activity of 

histone acetyltransferase Hbo1 for estrogen receptor α . Proc Jpn Acad Ser B Phys Biol Sci. 2017 93: 
498-510. 

2． Iizuka M, Susa T, Takahashi Y, Tamamori-Adachi M, Kajitani T, Okinaga H, Fukusato T, Okazaki T. Histone 
acetyltransferase Hbo1 destabilizes estrogen receptor a by ubiquitination and modulates proliferation of 
breast cancers. Cancer Science 2013 104: 1647–1655.

3． Iizuka M, Takahashi Y, Mizzen CA, Cook, RG, Fujita, M, Allis, CD, Frierson Jr. HF, Fukusato F, Smith MM. 
Histone acetyltransferase Hbo1: catalytic activity, cellular abundance, and links to primary cancers. Gene 
2009 436: 108-114.

4． Iizuka M, Matsui, T, Takisawa H, and Smith MM. Regulation of replication licensing by acetyltransferase 
Hbo1. Mol Cell Biol 2006 26: 1098-1108.

5． Iizuka M, Stillman, B. Histone acetyltransferase HBO1 interacts with the ORC1 subunit of the human 
initiator protein. J Biol Chem. 1999 274: 23027-23034.

キキーーワワーードド：：ククロロママチチンン、、ヒヒスストトンンののアアセセチチルル化化、、ががんんキキーーワワーードド：：ククロロママチチンン、、ヒヒスストトンンののアアセセチチルル化化、、ががんん

研研究究のの概概要要

われわれの体の遺伝情報を担う は裸のむき出しの二重らせんでは
ありません。真核細胞の はコアヒストンを取り囲み、ヌクレオソームを
形成しています。右図は結晶解析にもとづくヌクレオソーム構造を示して
います。ヒストン 黄 、ヒストン 赤 、ヒストン 青 、ヒストン 緑
がそれぞれ コピー集合しコアヒストンを形成し、その周りを、黄緑色と黄
土色の二重らせん が取り囲む構造になっています。このヌクレオソ
ーム構造こそが、遺伝情報の基本単位であり、翻訳後修飾 アセチル化、
メチル化、リン酸化など を受けたヒストンはクロマチン とヒストンの集
合体のことです の凝縮を制御し、転写の活性化・不活化に影響します。
クロマチン構造に異常が起きると、がんなどのさまざまな疾患を来たしま
す。クロマチンの構造とその機能の研究は、ヒトの病気の理解の上で欠
かせません。

ヒストンアセチル化酵素 である は、 複製、 修復、
がんの代謝に関与し、 の 活性が 複製や 修復に必要
です。興味深いことに、この は、ヒストンをアセチル化する酵素活性だけでなく、ユビキチン化酵素活性
をもっています。現在、この酵素活性がどのような生理学的効果 複製、 修復、転写活性化、がんの
増殖 を持つのか解析しています。知られている。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

多機能タンパク質である の詳細な機能解析を行うことで、特定の機能 複製、 修復、がん代謝
を促進したり阻害することで医療 がん治療 に役立つ薬剤の開発に結び付く可能性があります。

ククロロママチチンン構構造造とと機機能能のの理理解解:
ヒヒスストトンンアアセセチチルル化化酵酵素素Hbo1のの機機能能解解析析

医学部 生化学講座 教授

飯飯塚塚 眞眞由由
URL：
連絡先：

TEL：03-3964-3749 E-mail：miizuka@med.teikyo-u.ac.jp

IIZUKA, Masayoshi

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
論文 査読あり

acetyltransferase Hbo1 for estrogen receptor α. Proc 

–

医医学学

〔 – 〕

医学部・生化学講座　医学教育センター　教授

飯塚　眞由 IIZUKA, Masayoshi 医学

板橋キャンパス

研究の概要
　われわれの体の遺伝情報を担う DNA は裸のむき出しの二重らせん
ではありません。真核細胞の DNA はコアヒストンを取り囲み、ヌク
レオソームを形成しています。右図は結晶解析にもとづくヌクレオ
ソーム構造を示しています。ヒストン H2A（黄）、ヒストン H2B（赤）、
ヒストン H3（青）、ヒストン H4（緑）がそれぞれ 2 コピー集合し
コアヒストンを形成し、その周りを、黄緑色と黄土色の二重らせん
DNA が取り囲む構造になっています。このヌクレオソーム構造こそ
が、遺伝情報の基本単位であり、翻訳後修飾（アセチル化、メチル化、
リン酸化など）を受けたヒストンはクロマチン（DNA とヒストンの
集合体のことです）の凝縮を制御し、転写の活性化・不活化に影響
します。クロマチン構造に異常が起きると、がんなどのさまざまな
疾患を来たします。クロマチンの構造とその機能の研究は、ヒトの病気の理解の上で欠かせません。
　ヒストンアセチル化酵素（HAT）である Hbo1 は、DNA 複製、DNA 修復、がんの代謝に関与し、
Hbo1 の HAT 活性が DNA 複製や DNA 修復に必要です。興味深いことに、この Hbo1 は、ヒストンをア
セチル化する酵素活性だけでなく、ユビキチン化酵素活性をもっています。現在、この酵素活性がどの
ような生理学的効果（DNA 複製、DNA 修復、転写活性化、がんの増殖）を持つのか解析しています。

キキーーワワーードド：：ククロロママチチンン、、ヒヒスストトンンののアアセセチチルル化化、、ががんんキキーーワワーードド：：ククロロママチチンン、、ヒヒスストトンンののアアセセチチルル化化、、ががんん

研研究究のの概概要要

われわれの体の遺伝情報を担う は裸のむき出しの二重らせんでは
ありません。真核細胞の はコアヒストンを取り囲み、ヌクレオソームを
形成しています。右図は結晶解析にもとづくヌクレオソーム構造を示して
います。ヒストン 黄 、ヒストン 赤 、ヒストン 青 、ヒストン 緑
がそれぞれ コピー集合しコアヒストンを形成し、その周りを、黄緑色と黄
土色の二重らせん が取り囲む構造になっています。このヌクレオソ
ーム構造こそが、遺伝情報の基本単位であり、翻訳後修飾 アセチル化、
メチル化、リン酸化など を受けたヒストンはクロマチン とヒストンの集
合体のことです の凝縮を制御し、転写の活性化・不活化に影響します。
クロマチン構造に異常が起きると、がんなどのさまざまな疾患を来たしま
す。クロマチンの構造とその機能の研究は、ヒトの病気の理解の上で欠
かせません。

ヒストンアセチル化酵素 である は、 複製、 修復、
がんの代謝に関与し、 の 活性が 複製や 修復に必要
です。興味深いことに、この は、ヒストンをアセチル化する酵素活性だけでなく、ユビキチン化酵素活性
をもっています。現在、この酵素活性がどのような生理学的効果 複製、 修復、転写活性化、がんの
増殖 を持つのか解析しています。知られている。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

多機能タンパク質である の詳細な機能解析を行うことで、特定の機能 複製、 修復、がん代謝
を促進したり阻害することで医療 がん治療 に役立つ薬剤の開発に結び付く可能性があります。

ククロロママチチンン構構造造とと機機能能のの理理解解:
ヒヒスストトンンアアセセチチルル化化酵酵素素Hbo1のの機機能能解解析析

医学部 生化学講座 教授

飯飯塚塚 眞眞由由
URL：
連絡先：

TEL：03-3964-3749 E-mail：miizuka@med.teikyo-u.ac.jp

IIZUKA, Masayoshi

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
論文 査読あり

acetyltransferase Hbo1 for estrogen receptor α. Proc 

–

医医学学

〔 – 〕

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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キーワード：逆行性標識、レーザーマイクロダイセクション法

同一筋を支配する脊髄運動ニューロンの
分離同定および選択的回収法の確立

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　ヒトゲノムの解読が終了し、今や生命科学の研究は網羅的な遺伝子発現情報や分子情報を収集・解析す
るオミックス研究へと移行し、発展を遂げている。オミックス研究には、目的とする均一な細胞集団を分
離同定し回収するサンプル調整技術の向上は必要不可欠なものである。本法は、他に汎用されているフロー
サイトメトリーを用いたセルソーターなどの細胞回収技術とは異なり、組織細胞構築を維持した上で顕微
鏡下での詳細な形態解析に基づいた特定の細胞群、特に同一の投射先を有する細胞群を高い適合率と特異
性をもって分離同定し、選択的に捕捉することができるという利点を有しており、非常に有用な技術であ
ると考えている。

知的財産・論文・学会発表など
論文
1) Murabe N, et al. Sci Rep. 8: 16536, 2018
2) Isoo N, et al. Sci Rep. 6: 34196, 2016
3) Maeda H, et al. J Physiol. 594: 189-205, 2016
国際学会発表
1)   Isoo N, et al. The 47th Annual Meeting of Society for Neuroscience, Washington DC, Nov. 11-15, 2017

キキーーワワーードド：： 逆逆行行性性標標識識、、レレーーザザーーママイイククロロダダイイセセククシショョンン法法キキーーワワーードド：： 逆逆行行性性標標識識、、レレーーザザーーママイイククロロダダイイセセククシショョンン法法

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

ヒトゲノムの解読が終了し、今や生命科学の研究は網羅的な遺伝子発現情報や分子情報を収集・解析する
オミックス研究へと移行し、発展を遂げている。オミックス研究には、目的とする均一な細胞集団を分離同定し
回収するサンプル調整技術の向上は必要不可欠なものである。本法は、他に汎用されているフローサイトメト
リーを用いたセルソーターなどの細胞回収技術とは異なり、組織細胞構築を維持した上で顕微鏡下での詳細
な形態解析に基づいた特定の細胞群、特に同一の投射先を有する細胞群を高い適合率と特異性をもって分
離同定し、選択的に捕捉することができるという利点を有しており、非常に有用な技術であると考えている。

同同一一筋筋をを支支配配すするる脊脊髄髄運運動動ニニュューーロロンンのの
分分離離同同定定おおよよびび選選択択的的回回収収法法のの確確立立
医学部 生理学講座 講師

磯磯尾尾 紀紀子子
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2108/94
連絡先：帝京大学知的財産センター

TEL：03-3964-1984     E-mail：tttc@med.teikyo-u.ac.jp

ISOO, Noriko

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
論文

国際学会発表

（写真）
医医学学

図 運動ニューロンの逆行性標識

レーザーマイクロダイセクション法

研研究究のの概概要要

随意運動に関与する脊髄運動ニューロンは、支配する
筋を同じくするものが脊髄内で吻尾方向にカラム状に局
在し、運動ニューロンプールを形成している。プール毎
の運動ニューロンの特性の違いは運動機能に影響を与
えることが示唆されている。我々はその特性を明らかに
するために、以下の つの方法を組み合わせて、特定の
筋を支配する、つまり同一の投射先を有する運動ニュー
ロン群を選択的に分離同定し回収する方法を確立した。
①①逆逆行行性性標標識識にによよるる分分離離同同定定（（図図 ））
逆行性トレーサーであるコレラ毒素サブユニット （ ）

を支配筋内に注入することにより、神経筋接合部
より取り込まれた で逆行性に脊髄運動ニュー
ロンを蛍光標識した。プールの異なる運動ニューロンは、
脊髄灰白質内で完全に分離して局在していた。
②②レレーーザザーーママイイククロロダダイイセセククシショョンン法法にによよるる回回収収 図図
脊髄標本をトルイジンブルーにて染色し、実際に顕微鏡
下で観察しながら、 ①で得た脊髄内での運動ニューロ
ンの局在と細胞体の形態や大きさを指標に運動ニューロ
ンをレーザーマイクロダイセクション法で回収した。
回収した細胞に対し、コリン作動性ニューロンマーカー
コリンアセチルトランスフェラーゼ に対する免疫染色お
よび定量性 を行い、高い適合率と特異性
をもって運動ニューロンを回収しえたことを確認した。

医学部・生理学講座　講師

磯尾　紀子 ISOO, Noriko

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2108/94

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　随意運動に関与する脊髄運動ニューロンは、支配する筋を同じく
するものが脊髄内で吻尾方向にカラム状に局在し、運動ニューロン
プールを形成している。プール毎の運動ニューロンの特性の違いは
運動機能に影響を与えることが示唆されている。我々はその特性を
明らかにするために、以下の 2 つの方法を組み合わせて、特定の
筋を支配する、つまり同一の投射先を有する運動ニューロン群を選
択的に分離同定し回収する方法を確立した。
①逆行性標識による分離同定（図 1）
　逆行性トレーサーであるコレラ毒素サブユニット B（CTB）
-Alexa を支配筋内に注入することにより、神経筋接合部より取り込
まれた CTB-Alexa で逆行性に脊髄運動ニューロンを蛍光標識した。
プールの異なる運動ニューロンは、脊髄灰白質内で完全に分離して
局在していた。
②レーザーマイクロダイセクション法による回収（図 2）
　脊髄標本をトルイジンブルーにて染色し、実際に顕微鏡下で観察
しながら、 ①で得た脊髄内での運動ニューロンの局在と細胞体の形
態や大きさを指標に運動ニューロンをレーザーマイクロダイセクション法で回収した。
　回収した細胞に対し、コリン作動性ニューロンマーカー （コリンアセチルトランスフェラーゼ）に対する
免疫染色および定量性 real-time PCR を行い、高い適合率と特異性をもって運動ニューロンを回収しえたこ
とを確認した。 

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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キーワード：エクソソーム、タウの脳内伝播、アルツハイマー病

エクソソームによる
タウの脳内伝播機構の解明

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　超高齢社会を迎え、その患者数増加が大きな社会問題となっている今、未だに根本治療法が確立し
ていないアルツハイマー病には従来のアミロイドカスケード仮説に立脚しない全く新しい治療戦略が
求められている。エクソソームによるタウの輸送機構が明らかになれば、これまで注目されていなかっ
たエクソソームを標的とした新しい治療法開発に繋がるものと考えている。

知的財産・論文・学会発表など
論文　
1）Murabe N, et al. Sci Rep. 8: 16536, 2018
2）Isoo N, et al. Sci rep. 6: 34196, 2016
3）Maeda H, et al. J Physiol. 594: 189-205, 2016
4）Isoo N, et al. J Biol Chem. 282: 12388-96, 2007  
国際学会発表　
1）Isoo N, et al. The 47th Annual Meeting of Society for Neuroscience, Washington DC, Nov. 11-15, 2017

帝京大学・帝京大学短期大学 研究シーズ集 2021

写真
医学部・生理学講座 講師

ISOO, Noriko
URL：https://www.e.campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2108/94

医学

板橋
キャンパス

エクソソームによるタウの脳内伝播機構の解明

キーワード：エクソソーム、タウの脳内伝播、アルツハイマー病
研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

知的財産・論文・学術発表など

SDGs目標3：すべての人に健康と福祉を

磯尾 紀子

アルツハイマー病をはじめとする神経変性疾患では、タンパク質の線維化した凝集体が神経細胞内外に蓄積して病原性を獲得し、これらが脳内を伝播することにより、系統変性という特定の神経系のみに限定される機能障害や細胞死が惹起されると考えられている。その伝播の選択性が、疾患ごとの特徴的な系統変性パターンをもたらすことが知られている。アルツハイマー病脳内では、病原性タンパク質であるタウが経嗅内野から海馬、大脳新皮質へと定型的に進展していく。近年、これらの病原性タンパク質は細胞間輸送され、脳内伝播することによる疾病進展への寄与が示唆され、この脳内伝播にエクソソームが関与することが明らかになり注目されている。
本研究では、アルツハイマー病におけるタウの脳内伝播に着目し、新しく樹立した細胞内にタウ凝集体を有する疾患モデル細胞と疾患モデルマウスを用いてエクソソームによるタウの脳内伝播機構を明らかにすることを目指す。さらにエクソソームの特性に基づく治療法開発へと繋げたいと考えている。

超高齢社会を迎え、その患者数増加が大きな社会問題となっている今、未だに根本治療法が確立していないアルツハイマー病には従来のアミロイドカスケード仮説に立脚しない全く新しい治療戦略が求められている。エクソソームによるタウの輸送機構が明らかになれば、これまで注目されていなかったエクソソームを標的とした新しい治療法開発に繋がるものと考えている。

論文
1) Murabe N, et al. Sci Rep. 8: 16536, 2018
2) Isoo N, et al. Sci rep. 6: 34196, 2016
3) Maeda H, et al. J Physiol. 594: 189-205, 2016
4) Isoo N, et al. J Biol Chem. 282: 12388-96, 2007  国際学会発表
1) Isoo N, et al. The 47th Annual Meeting of Society for Neuroscience, Washington DC, Nov. 11-15, 2017

医学部・生理学講座　講師

磯尾　紀子 ISOO, Noriko

URL：https://www.e.campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2108/94

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　アルツハイマー病をはじめとする神経変性疾患では、タンパク質の線維化した凝集体が神経細胞内外
に蓄積して病原性を獲得し、これらが脳内を伝播することにより、系統変性という特定の神経系のみに
限定される機能障害や細胞死が惹起されると考えられている。その伝播の選択性が、疾患ごとの特徴的
な系統変性パターンをもたらすことが知られている。アルツハイマー病脳内では、病原性タンパク質で
あるタウが経嗅内野から海馬、大脳新皮質へと定型的に進展していく。近年、これらの病原性タンパク
質は細胞間輸送され、脳内伝播することによる疾病進展への寄与が示唆され、この脳内伝播にエクソソー
ムが関与することが明らかになり注目されている。
　本研究では、アルツハイマー病におけるタウの脳内伝播に着目し、新しく樹立した細胞内にタウ凝集
体を有する疾患モデル細胞と疾患モデルマウスを用いてエクソソームによるタウの脳内伝播機構を明ら
かにすることを目指す。さらにエクソソームの特性に基づく治療法開発へと繋げたいと考えている。

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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キーワード：局所麻酔法、交流、イオントフォレーシス

交流電流を用いたイオントフォレーシスによる
無痛的局所麻酔法の研究

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　直流と異なり、副作用（発赤やかゆみなど）がなく、直時間通電可能な交流イオントフォレーシスにより、
局所麻酔薬や麻薬性鎮痛薬だけでなく様々な薬剤が無痛的に投与できる可能性があります。また、交流
イオントフォレーシスの効果判定を明確にすることで、より使いやすく身近になると思います。

知的財産・論文・学会発表など
論文
1． Inoue T, Sugiyama T, Ikoma T, Shimazu H, Wakita R, Fukayama H，Drug delivery and transmission 

of lidocaine using iontophoresis in combination with direct and alternating currents, J Med Dent 
Sci 2016； 63： 71 － 77

2． Kazumasa Kubota, Tomoyuki Miyamoto, Takutoshi Inoue, and Haruhisa Fukayama, Alternating 
Current Iontophoresis for Control of Postoperative Pain. Anesthesia Progress: Summer 2018: 65: 
No. 2: 106-110. 

医学部・解剖学講座　助教

井上　卓俊 INOUE, Takutoshi

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3437/98

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　イオントフォレーシス（IOP）とは、電場、つまり電気的エネルギーを利用した薬剤の経皮的吸収促進法
である。適応には、表面麻酔、膿瘍切開、鼓膜手術、術後鎮痛、癌性疼痛、ホルモン補充療法などがある。
　IOP には、直流（DC）と交流（AC）がある。直流は交流に比べて現在でも主流で、フェンタニルやリド
カイン投与用の直流通電装置が商品化されている。医科領域での実績が多く、歯科領域のイオン導入は直
流である。また、薬剤の浸透効率が高いことも利点である。しかし、電極分極という電極表面付近に電気
二重層が形成されるために、移送効率を低下させる。また、電流密度（0.5mA/cm² 以下）を制限してしま
うため、火傷、発赤、水泡、痛み、かゆみを発症する。一方、交流は極性が変化するため、電極分極や
皮膚への有害作用が生じにくいことから、通電時間に限界を認めない。また、周波数や波形の選択によっ
て移送のコントロールが行うことが可能である。しかし、直流に比べて、効果が現れるのに時間がかかって
しまうのが欠点である。IOP の分類とその特徴、波形を下図に示す。
　　これまで、DC-IOPと AC-IOP を併用して、効率的にリドカイン塩酸塩を送達させる方法を考案した（論
文 1 参照）。また、全身麻酔下口腔外科手術の術後鎮痛として、AC-IOP を用いて4% リドカイン塩酸塩を
投与し、良好な結果を得ることができた（論文 2 参照）。今後は、リドカイン塩酸塩以外の薬剤や血管収
縮薬などの添加薬の薬物送達を可能にし、AC-IOP の効果判定を明確にする必要がある。

キキーーワワーードド：： 局局所所麻麻酔酔法法、、交交流流、、イイオオンントトフフォォレレーーシシススキキーーワワーードド：： 局局所所麻麻酔酔法法、、交交流流、、イイオオンントトフフォォレレーーシシスス

研研究究のの概概要要

イオントフォレーシス とは、電場、つまり電気的エネルギーを利用した薬剤の経皮的吸収促進法である。
適応には、表面麻酔、膿瘍切開、鼓膜手術、術後鎮痛、癌性疼痛、ホルモン補充療法などがある。

には、直流 と交流 がある。直流は交流に比べて現在でも主流で、フェンタニルやリドカイン投
与用の直流通電装置が商品化されている。医科領域での実績が多く、歯科領域のイオン導入は直流である。
また、薬剤の浸透効率が高いことも利点である。しかし、電極分極という電極表面付近に電気二重層が形成さ
れるために、移送効率を低下させる。また、電流密度（ ｍＡ ｃｍ²以下）を制限してしまうため、火傷、発赤、
水泡、痛み、かゆみを発症する。一方、交流は極性が変化するため、電極分極や皮膚への有害作用が生じ
にくいことから、通電時間に限界を認めない。また、周波数や波形の選択によって移送のコントロールが行うこ
とが可能である。しかし、直流に比べて、効果が現れるのに時間がかかってしまうのが欠点である。 の分類
とその特徴、波形を下図に示す。

これまで、 － と － を併用して、効率的にリドカイン塩酸塩を送達させる方法を考案した（論文
１参照）。また、全身麻酔下口腔外科手術の術後鎮痛として、 を用いて４％リドカイン塩酸塩を投与し、
良好な結果を得ることができた（論文２参照）。今後は、リドカイン塩酸塩以外の薬剤や血管収縮薬などの添
加薬の薬物送達を可能にし、 の効果判定を明確にする必要がある。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

直流と異なり、副作用（発赤やかゆみなど）がなく、直時間通電可能な交流イオントフォレーシスにより、局所
麻酔薬や麻薬性鎮痛薬だけでなく様々な薬剤が無痛的に投与できる可能性があります。また、交流イオント
フォレーシスの効果判定を明確にすることで、より使いやすく身近になると思います。

交交流流電電流流をを用用いいたたイイオオンントトフフォォレレーーシシススにによよるる
無無痛痛的的局局所所麻麻酔酔法法のの研研究究

医学部 解剖学講座 助教

井井上上 卓卓俊俊
URL:https://researchmap.jp/tinoue-teikyo/
連絡先 帝京大学医学部 解剖学講座

INOUE，Takutoshi

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

論文
１、 ，

； ：
－
、

（写真）
医医学学

図２ 各 の波形（電圧の数値は一例である。）図１ の分類と特徴

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を



帝京大学・帝京大学短期大学　研究シーズ集 2021

医 

学

─ 10 ─

キーワード：感染、TREM-1、バイオマーカー、細胞療法

微生物感染症に対して感染制御関連因子 TREM-1 を
標的としたバイオマーカーの開発と新規細胞療法の構築

医学部・微生物学講座　講師

祖母井　庸之 UBAGAI, Tsuneyuki

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/807/92 

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　TREM-1 は好中球（PMN）膜上に高発現して
いる受容体で、感染症の診断や予後判定用バイオ
マーカー、また治療の標的としても幅広く臨床
応用可能な感染制御に深く関わる分子である。 
TREM-1 は細菌や真菌感染初期に sTREM-1 となっ
て血中に遊離してくるため、診断用バイオマー
カーとして有望（図１）だが、更に PMN 内の
TREM1 遺伝子発現変化定量値が病態と関わって
いる可能性が高いことから、微生物感染（細菌、
真菌、ウイルス、寄生虫）患者の微量全血を用い
た迅速で簡便な PMN 内 TREM1 遺伝子発現定量
診断・予後判定法の確立と共に起炎菌の同定法も
構築している。　同時に微生物感染症発症時に
PMN 内で TREM1 mRNA と結合し翻訳制御して

いる感染特異的リボヌクレオタンパク質を RiboTrap 法を用いた同定を目指している。
　現在重症感染症に対する治療法がないため、ヒト PMN を初期化し iPS-PMN を分化誘導時、同定した
候補分子の mRNA を RNA 編集によって発現を制御した抗感染症薬不使用の新規 iPS-PMN 細胞療法の確
立を進めている。薬剤耐性微生物をはじめとした様々な感染の診断や予後判定、および革新的な細胞療
法の構築は救命率を改善し、必ず社会貢献できると確信している。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　現在あらゆる微生物（細菌、真菌、ウイルス、寄生虫）感染症に対応可能なバイオマーカーは開発
されておらず、予後まで正確に判定できるマーカーも皆無である。
更に、重症感染症に対する標準的治療法も確立されていないことから、

（１） 感染制御関連因子 TREM-1 を標的とした診断・予後判定法を確立することは、起炎菌の同定も
含めて今後様々な薬剤耐性微生物の出現が懸念されている中、非常に有用である。

（２） あらゆる微生物感染症発症時に PMN 内でTREM1 mRNA と結合し翻訳制御している感染特異的
リボヌクレオタンパク質を同定し、iPS-PMN 細胞療法を構築することは世界的に見ても極めて
重要で急務である。

知的財産・論文・学会発表など
1） Ubagai T,  et al. Gene expression analysis in human polymorphonuclear leukocytes stimulated by 

LPSs from nosocomial opportunistic pathogens. Innate Immun 21(8): 802-812. 2015. 
2） Ubagai T, et al. Gene expression analysis of TREM1 and GRK2 in polymorphonuclear leukocytes as 

the surrogate biomarkers of acute bacterial infection. Int J Med Sci 11(2): 215-221. 2014. 

キキーーワワーードド：： 感感染染、、 、、ババイイオオママーーカカーー、、細細胞胞療療法法キキーーワワーードド：： 感感染染、、 、、ババイイオオママーーカカーー、、細細胞胞療療法法

研研究究のの概概要要

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

現在あらゆる微生物（細菌、真菌、ウイルス、寄生虫）感染症に対応可能なバイオマーカーは開発されてお
らず、予後まで正確に判定できるマーカーも皆無である。
更に、重症感染症に対する標準的治療法も確立されていないことから、
（１）感染制御関連因子 を標的とした診断・予後判定法を確立することは、起炎菌の同定も含めて今
後様々な薬剤耐性微生物の出現が懸念されている中、非常に有用である。
（２）あらゆる微生物感染症発症時に 内で と結合し翻訳制御している感染特異的リボヌク
レオタンパク質を同定し、 細胞療法を構築することは世界的に見ても極めて重要で急務である。

微微生生物物感感染染症症にに対対ししてて感感染染制制御御関関連連因因子子TREM-1をを
標標的的ととししたたババイイオオママーーカカーーのの開開発発とと新新規規細細胞胞療療法法のの構構築築

医学部 微生物学講座 講師

祖祖母母井井庸庸之之
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/807/92 
連絡先： 医学部微生物学講座

TEL： 03-3964-3634 E-mail： ubat@med.teikyo-u.ac.jp

UBAGAI, Tsuneyuki

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
1)    Ubagai T,  et al. Gene expression analysis in human polymorphonuclear leukocytes stimulated by LPSs from nosocomial 
opportunistic pathogens. Innate Immun 21(8): 802-812. 2015.
2)    Ubagai T, et al. Gene expression analysis of TREM1 and GRK2 in polymorphonuclear leukocytes as the surrogate biomarkers of 
acute bacterial infection. Int J Med Sci 11(2): 215-221. 2014.

医医学学

図１ 感染とTREM-1シグナル系路のモデル

は好中球 膜上に高発現して
いる受容体で、感染症の診断や予後判定用
バイオマーカー、また治療の標的としても幅
広く臨床応用可能な感染制御に深く関わる分
子である。 は細菌や真菌感染初期
に となって血中に遊離してくるため、
診断用バイオマーカーとして有望（図１）だが、
更に 内の 遺伝子発現変化定量値
が病態と関わっている可能性が高いことから、
微生物感染（細菌、真菌、ウイルス、寄生虫）患
者の微量全血を用いた迅速で簡便な 内

遺伝子発現定量診断・予後判定法の確
立と共に起炎菌の同定法も構築している。
同時に微生物感染症発症時に 内で

と結合し翻訳制御している感染
特異的リボヌクレオタンパク質を 法を
用いた同定を目指している。

現在重症感染症に対する治療法がないため、ヒト を初期化し を分化誘導時、同定した候補分子の
を 編集によって発現を制御した抗感染症薬不使用の新規 細胞療法の確立を進めている。

薬剤耐性微生物をはじめとした様々な感染の診断や予後判定、および革新的な細胞療法の構築は救命率を改
善し、必ず社会貢献できると確信している。

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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キーワード：地域コホート研究、長期研究、家庭血圧

大迫（おおはさま）研究

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　30 年にわたって蓄積された様々なデータをもとに、様々な解析が可能です。
　新規調査項目の提案も歓迎です。

知的財産・論文・学会発表など
http://www.epi-c.jp/e002_1_0001.html;    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ohasama

キキーーワワーードド：： 地地域域ココホホーートト研研究究、、長長期期追追跡跡、、家家庭庭血血圧圧キキーーワワーードド：： 地地域域ココホホーートト研研究究、、長長期期追追跡跡、、家家庭庭血血圧圧

研研究究のの概概要要

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

年にわたって蓄積された様々なデータをもとに、様々な解析が可能です。
新規調査項目の提案も歓迎です。

大迫(おおはさま)研究
医学部 衛生学公衆衛生学講座 主任教授

大大久久保保 孝孝義義
URL：http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~hph/ 
連絡先：衛生学公衆衛生学講座

TEL：03-3964-3615 E-mail：tohkubo@med.teikyo-u.ac.jp

OHKUBO, Takayoshi

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

（写真）
医医学学

岩手県大迫町 現・花巻市 の一般地域住民を対象とした高血圧・循環器疾患
に関するコホート研究。

年開始。
家庭血圧・ 時間血圧を基盤に、様々な生活習慣・環境・遺伝要因・バイオマー
カーの脳心血管リスク・健康寿命への寄与を探索する疫学研究として発展中。

大大迫迫研研究究ののああゆゆみみ

追跡項目 死因別死亡、脳卒中発症、要介護発生、認知機能・高次生活機能

第 期 年～ 第 期 年～ 第 期 年～ 第 期 年～ 第 期 年～ 第 期 年～ 第 期 年年～～

家庭血圧測定 歳以上

時間自由行動下血圧測定 歳以上

危険因子・臓器障害パラメーター測定 主に高齢者対象

頭部
頸動脈エコー
ミニメンタルテスト
反応時間
安静時心電図
ホルター心電図
眼底
うつスケール・社会ネットワーク

随時血圧
身長・体重
脈波伝播速度
生化学一般
末梢血一般
血漿レニン
歯周病・口腔機能

フィブリノーゲン
糖負荷試験・インスリン
ヘモグロビン
随時血糖
リポプロテイン
高感度
尿中微量アルブミン
保存血清・

花巻市
大迫地区

大迫地区
住民

大迫保健
センター

県立
大迫診療所

岩手県

研研究究ググルルーーププ

帝京大学 東北医科薬科大学
東北大学 滋賀医科大学
大阪大学 愛媛大学
日本医科大学 佐賀大学
岩手医科大学 京都光華女子大学
国立国際医療センター
昭和薬科大学

国国際際共共同同研研究究・・メメタタ分分析析

岩手県

東京

仙台

日日本本・・世世界界へへのの発発信信

医学部・衛生学公衆衛生学講座　主任教授

大久保　孝義 OHKUBO, Takayoshi

URL：http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~hph/ 

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　岩手県大迫町 ( 現・花巻市 ) の一般地域住民を対象とした高血圧・
循環器疾患に関するコホート研究。1986 年開始。
　家庭血圧・24 時間血圧を基盤に、様々な生活習慣・環境・遺伝要因・
バイオマーカーの脳心血管リスク・健康寿命への寄与を探索する疫学
研究として発展中。
大迫研究のあゆみ
第 1 期 : 1986 年～　第 2 期 : 1997 年～　第 3 期 : 2001 年～　第 4 期 : 2005 年～　
第 5 期 : 2009 年～　第 6 期 : 2013 年～　第 7 期 : 2017 年～

家庭血圧測定　7 歳以上
24 時間自由行動下血圧測定　20 歳以上 ／ 危険因子・臓器障害パラメーター測定（主に高齢者対象）

頭部 MRI
頸動脈エコー
ミニメンタルテスト
反応時間
安静時心電図    ホルター心電図
眼底
うつスケール・社会ネットワーク

追跡項目　　　死因別死亡、脳卒中発症、要介護発生、認知機能・高次生活機能

随時血圧
身長・体重
脈波伝播速度
生化学一般
末梢血一般
血漿レニン
歯周病・口腔機能

フィブリノーゲン
糖負荷試験・インスリン
ヘモグロビン A1c
随時血糖
リポプロテイン A
高感度 CRP
尿中微量アルブミン
保存血清・DNA

キキーーワワーードド：： 地地域域ココホホーートト研研究究、、長長期期追追跡跡、、家家庭庭血血圧圧キキーーワワーードド：： 地地域域ココホホーートト研研究究、、長長期期追追跡跡、、家家庭庭血血圧圧

研研究究のの概概要要

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

年にわたって蓄積された様々なデータをもとに、様々な解析が可能です。
新規調査項目の提案も歓迎です。

大迫(おおはさま)研究
医学部 衛生学公衆衛生学講座 主任教授

大大久久保保 孝孝義義
URL：http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~hph/ 
連絡先：衛生学公衆衛生学講座

TEL：03-3964-3615 E-mail：tohkubo@med.teikyo-u.ac.jp

OHKUBO, Takayoshi

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

（写真）
医医学学

岩手県大迫町 現・花巻市 の一般地域住民を対象とした高血圧・循環器疾患
に関するコホート研究。

年開始。
家庭血圧・ 時間血圧を基盤に、様々な生活習慣・環境・遺伝要因・バイオマー
カーの脳心血管リスク・健康寿命への寄与を探索する疫学研究として発展中。

大大迫迫研研究究ののああゆゆみみ
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SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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年にわたって蓄積された様々なデータをもとに、様々な解析が可能です。
新規調査項目の提案も歓迎です。
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帝京大学	 東北医科薬科大学
東北大学		 滋賀医科大学	
大阪大学		 愛媛大学	
日本医科大学		 佐賀大学
岩手医科大学	 京都光華女子大学
国立国際医療センター
慶應義塾大学	 秋田大学
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キーワード：運動下行路、運動学習回路、ホールセル記録、光遺伝学的操作、イムノトキシン局所注入法 

運動下行路と運動学習回路：
シナプスメカニズム解明と機能解析 

キキーーワワーードド：： 運動ニューロン、運動下行路、ホールセル記録、光遺伝学的操作キキーーワワーードド：： 運動ニューロン、運動下行路、ホールセル記録、光遺伝学的操作

研研究究のの概概要要

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

今まで世界的にも殆ど研究されていなかった成体マウスにおける脊髄運動ニューロンからのホールセル記
録を独自の手法により可能にし、安定した記録が得られるようになった。
それに伴い、困難とされていた発達に伴う運動ニューロン上のシナプス機能・可塑性の変化を詳細に評価

する事が可能になった。（大脳皮質以外の領域にも学習に伴う可塑性が見い出せれば、障害経路の回路再
編成をより高率に促す最適時期ならびに最適刺激の提案につなげられる可能性が期待できる）

ならびに光遺伝学的操作法の導入により部位特異的な機能解析が幅広く行えるようになった。

運運動動下下行行路路のの発発生生〜〜シシナナププスス成成熟熟過過程程のの
メメカカニニズズムム解解明明とと機機能能解解析析

医学部 生理学講座 准教授

大大野野 孝孝恵恵
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/789/94
連絡先： 帝京大学医学部生理学講座

TEL： 03-3964-3589 E-mail： ttakae@med.teikyo-u.ac.jp

OHNO, TAKAE

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

大野孝恵 皮質脊髄路シナプス除去の分子メカニズム ブレインサイエンス・レビュー

医医学学

・ 脊髄運動ニューロンの電気生理学的評価
成体動物からのホールセル記録（電気・光刺激）
運動ニューロンへのシナプス入力
運動ニューロンにおける長期増強

・ 齧歯類における皮質 運動ニューロン直接結合について
高等霊長類との類似性
個体発生ならびに系統発生学的意義
巧緻運動との関連

・ 運動学習に伴う大脳皮質 基底核 小脳 運動下行路連関
生体内イメージングによる活性部位の評価
光遺伝学的抑制操作による運動機能の評価

＜手法＞

電気生理学的評価：電気刺激によるホールセル記録

光遺伝学的評価：軸索動向のライブイメージング
光照射によるホールセル記録

生体内イメージング： を用いた イメージング
光遺伝学的操作：チャネルロドプシンまたはアーキロドプシン

を用いた関心領域の選択的賦活化または阻害

急性スライス上で皮質脊髄路を光刺激した際、筋肉から
逆行性標識された運動ニューロンからパッチチクランプ
法により記録されたシナプス後電流 (EPSC)

Alexa488-CTBで逆行性標識された運動ニューロン（緑）
が記録電極（赤）により標識された様子

皮質脊髄路を電気刺激し、矢印部で
theta-burst刺激を行った場合に得られ
た長期増強 (LTP)

医学部・生理学講座　准教授

大野　孝恵 OHNO, Takae

URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/789/94

医学

板橋キャンパス

研究の概要
・脊髄運動ニューロン・中脳赤核細胞の電気生理学的評価
　　　　幼若～成体動物からのホールセル記録（電気・光刺激）
　　　　シナプス入力および細胞間相互作用
　　　　長期増強（LTP）
・齧歯類における皮質 - 運動ニューロン直接結合について
・齧歯類における赤核大細胞と小細胞について
　　　　個体発生ならびに系統発生学的意義
　　　　巧緻運動との関連
・運動学習に伴う大脳皮質 - 中脳（赤核）- 小脳 - 運動下行路連関
　　　　生体内イメージングによる活性部位の評価
　　　　光遺伝学的抑制操作による運動機能の評価
　　　　イムノトキシン局所注入法による運動機能の評価

＜手法＞
　電気生理学的評価：電気刺激によるホールセル記録
　光遺伝学的評価：軸索動向のライブイメージング
　　　　　　　　　光照射によるホールセル記録
　生体内イメージング：GCaMP を用いた Ca2+ イメージング
　光遺伝学的操作：チャネルロドプシンまたはアーキロド
　　　　　　　　　プシンを用いた関心領域の選択的賦活
　　　　　　　　　化または阻害
　イムノトキシン局所注入：関心領域の選択的阻害

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
1） 今まで世界的にも殆ど研究されていなかった成体マウスにおける脊髄運動ニューロンからのホールセル記

録を独自の手法により可能にし、安定した記録が得られるようになった。
2） それに伴い、困難とされていた発達に伴う運動ニューロン上のシナプス機能・可塑性の変化を詳細に評

価する事が可能になった。（大脳皮質以外の領域にも学習に伴う可塑性が見い出せれば、障害経路の回
路再編成をより高率に促す最適時期ならびに最適刺激の提案につなげられる可能性が期待できる）

3） 光遺伝学的操作やイムノトキシン局所注入の導入により部位特異的な機能解析が幅広く行えるように
なった。

知的財産・論文・学会発表など
1) Murabe N et al. Scientific reports (2018) 8:16536. 
2)  Ohno T & Isoo N et al. Scientific reports (2016) 6:34196. 
3) Ohno T et al. Proc Natl Acad Sci USA (2010) 107:15252-15257. 
4) Ohno T & Sakurai M. Neuroscience (2005) 132: 917-922. 
5) Ohno T et al. J Neurosci (2004) 24: 1377-1384. 

キキーーワワーードド：： 運動ニューロン、運動下行路、ホールセル記録、光遺伝学的操作キキーーワワーードド：： 運動ニューロン、運動下行路、ホールセル記録、光遺伝学的操作

研研究究のの概概要要
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今まで世界的にも殆ど研究されていなかった成体マウスにおける脊髄運動ニューロンからのホールセル記
録を独自の手法により可能にし、安定した記録が得られるようになった。
それに伴い、困難とされていた発達に伴う運動ニューロン上のシナプス機能・可塑性の変化を詳細に評価

する事が可能になった。（大脳皮質以外の領域にも学習に伴う可塑性が見い出せれば、障害経路の回路再
編成をより高率に促す最適時期ならびに最適刺激の提案につなげられる可能性が期待できる）

ならびに光遺伝学的操作法の導入により部位特異的な機能解析が幅広く行えるようになった。

運運動動下下行行路路のの発発生生〜〜シシナナププスス成成熟熟過過程程のの
メメカカニニズズムム解解明明とと機機能能解解析析

医学部 生理学講座 准教授

大大野野 孝孝恵恵
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/789/94
連絡先： 帝京大学医学部生理学講座

TEL： 03-3964-3589 E-mail： ttakae@med.teikyo-u.ac.jp

OHNO, TAKAE

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

大野孝恵 皮質脊髄路シナプス除去の分子メカニズム ブレインサイエンス・レビュー

医医学学

・ 脊髄運動ニューロンの電気生理学的評価
成体動物からのホールセル記録（電気・光刺激）
運動ニューロンへのシナプス入力
運動ニューロンにおける長期増強

・ 齧歯類における皮質 運動ニューロン直接結合について
高等霊長類との類似性
個体発生ならびに系統発生学的意義
巧緻運動との関連

・ 運動学習に伴う大脳皮質 基底核 小脳 運動下行路連関
生体内イメージングによる活性部位の評価
光遺伝学的抑制操作による運動機能の評価

＜手法＞

電気生理学的評価：電気刺激によるホールセル記録

光遺伝学的評価：軸索動向のライブイメージング
光照射によるホールセル記録

生体内イメージング： を用いた イメージング
光遺伝学的操作：チャネルロドプシンまたはアーキロドプシン

を用いた関心領域の選択的賦活化または阻害

急性スライス上で皮質脊髄路を光刺激した際、筋肉から
逆行性標識された運動ニューロンからパッチチクランプ
法により記録されたシナプス後電流 (EPSC)

Alexa488-CTBで逆行性標識された運動ニューロン（緑）
が記録電極（赤）により標識された様子

皮質脊髄路を電気刺激し、矢印部で
theta-burst刺激を行った場合に得られ
た長期増強 (LTP)

キキーーワワーードド：： 運動ニューロン、運動下行路、ホールセル記録、光遺伝学的操作キキーーワワーードド：： 運動ニューロン、運動下行路、ホールセル記録、光遺伝学的操作

研研究究のの概概要要

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

今まで世界的にも殆ど研究されていなかった成体マウスにおける脊髄運動ニューロンからのホールセル記
録を独自の手法により可能にし、安定した記録が得られるようになった。
それに伴い、困難とされていた発達に伴う運動ニューロン上のシナプス機能・可塑性の変化を詳細に評価

する事が可能になった。（大脳皮質以外の領域にも学習に伴う可塑性が見い出せれば、障害経路の回路再
編成をより高率に促す最適時期ならびに最適刺激の提案につなげられる可能性が期待できる）

ならびに光遺伝学的操作法の導入により部位特異的な機能解析が幅広く行えるようになった。

運運動動下下行行路路のの発発生生〜〜シシナナププスス成成熟熟過過程程のの
メメカカニニズズムム解解明明とと機機能能解解析析

医学部 生理学講座 准教授

大大野野 孝孝恵恵
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/789/94
連絡先： 帝京大学医学部生理学講座

TEL： 03-3964-3589 E-mail： ttakae@med.teikyo-u.ac.jp

OHNO, TAKAE

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

大野孝恵 皮質脊髄路シナプス除去の分子メカニズム ブレインサイエンス・レビュー

医医学学

・ 脊髄運動ニューロンの電気生理学的評価
成体動物からのホールセル記録（電気・光刺激）
運動ニューロンへのシナプス入力
運動ニューロンにおける長期増強

・ 齧歯類における皮質 運動ニューロン直接結合について
高等霊長類との類似性
個体発生ならびに系統発生学的意義
巧緻運動との関連

・ 運動学習に伴う大脳皮質 基底核 小脳 運動下行路連関
生体内イメージングによる活性部位の評価
光遺伝学的抑制操作による運動機能の評価

＜手法＞

電気生理学的評価：電気刺激によるホールセル記録

光遺伝学的評価：軸索動向のライブイメージング
光照射によるホールセル記録

生体内イメージング： を用いた イメージング
光遺伝学的操作：チャネルロドプシンまたはアーキロドプシン

を用いた関心領域の選択的賦活化または阻害

急性スライス上で皮質脊髄路を光刺激した際、筋肉から
逆行性標識された運動ニューロンからパッチチクランプ
法により記録されたシナプス後電流 (EPSC)

Alexa488-CTBで逆行性標識された運動ニューロン（緑）
が記録電極（赤）により標識された様子

皮質脊髄路を電気刺激し、矢印部で
theta-burst刺激を行った場合に得られ
た長期増強 (LTP)

文献 1）より引用

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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キーワード：転移因子、細胞老化、副腎機能

LINE-1 のゲノム不安定性機構と
副腎の老化制御に関する研究

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　超高齢化社会の日本では、健康寿命の延長は大きな課題であり、老化関連疾患研究は、医療分野におい
て重要な位置づけである。L1 はヒトで高度に保存された配列であり、体細胞でその機能性を維持している。
副腎に着目した老化制御機構と L1 の関連性を明らかにすることで、内分泌系分野の新しい制御機構も確
立可能と考える。ゲノム安定性の保持は、健康寿命の延長や老化関連疾患の予防に繋がる。

知的財産・論文・学会発表など
1． Okudaira N et al. nduction of long interspersed nucleotide element-1 (L1) retrotransposition by 

6- formylindolo[3,2-b]carbazole (FICZ), a tryptophan photoproduct Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. 
107(43):18487-18492, 2010.

2． Ishizaka Y Okudaira N et al. Mode of retrotransposition of long interspersed element-1 by 
environmental factors. Front Microbiol. 3, 191, 2012. 

3． Okudaira N et al. Long interspersed element-1 is differentially regulated by food-borne carcinogens via 
the aryl hydrocarbon receptor.  Oncogene. 32(41):4903-4912, 2013. 

医学部・生化学講座　助教

奥平　准之 OKUDAIRA, Noriyuki

URL：https://researchmap.jp/noriyuki-oku

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　 内 在 性 レ ト ロ エ レ メ ン ト の 中 で も 1 細 胞 中 に 約
52 万 コ ピ ー（ 全 ゲ ノ ム の 約 17 %） 存 在 す る Long 
Interspersed Element-1（LINE-1 以下 L1）は特徴的で、
80-100 コピーは正常細胞中でも転移機能を有してい
る。これまでに私は、L1 によるゲノム不安定性につい
て、日常で曝される紫外線、環境物質、食品由来発が
ん物質よって誘導されることを、細胞と L1 トランス
ジェニックマウス（L1-Tg）で明らかにしてきた。これ
までの L1 の研究によって、加齢の過程で体内で蓄積
される物質には、L1 活性化作用を持つ可能性が示唆さ
れる。実際、老化細胞では、L1 の転写抑制が解除され、
IFN-I 応答や SASP の誘導が報告されている。一方で、
ヒトの発生段階では、神経幹細胞の分化に L1 が関与す
る報告もあり、L1 の機能は、発生から老化に至るまで
多岐に及ぶ。
　当研究室は、副腎由来の細胞株に細胞老化を惹起さ
せ、ストレス因子として知られている GADD45A を介した（Glucocorticoid: GC）産生の亢進が起こるこ
とを見出した（Tamamori-Adachi et al. Sci Rep 2018）。そこで、GC 産生臓器である副腎の老化細胞には、
L1 の活性化が関与するのではないかと考え、L1-Tg マウスを用いた実験を計画している。副腎は老化に
伴い、球状帯から束状帯に細胞が transdifferentiation（細胞分化転換）する。従って、副腎の老化に伴
う transdifferentiation に L1 の活性化が関与しているかもしれない。老化と細胞分化に関与する L1 と、
副腎による老化コントロールの関連性を In vivo で明らかにしたいと考えている。

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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キーワード：好中球、遊走能、殺菌能、易感染性宿主、敗血症

血液一滴を用いた宿主感染防御能の解析と
　　　バイオマーカーとしての臨床応用

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　両検査とも基準値の設定が終わっており、各種細菌感染症、真菌感染症などでデータを得ている。
免疫不全宿主では、肝硬変、重症熱傷、糖尿病、AIDS、高齢者などで好中球の活性酸素産生能の低下
や血清オプソニン活性の低下を報告している。治療経過をモニターすると CRP などの炎症のマーカー
と相関して動き、治療効果の判定や一部の疾患で予後予測に利用できることを報告している。糖尿病
患者や重症肺炎や敗血症で好中球遊走活性が低下することや、その低下のメカニズムも受容体、シグ
ナル伝達、遺伝子レベルで明らかにしている。好中球に対する薬剤耐性菌のビルレンス解析や各種薬
剤、細菌毒素などの好中球機能に及ぼす影響なども良好な再現性を持って評価できる。 

知的財産・論文・学会発表など
本研究に関連し特許は申請していない。機器自体は製造メーカーが特許出願している。主な学会発表：
1）好中球と敗血症（2018）, 日本救急医学会教育講演 .
2）熱傷患者の易感染性と多剤耐性菌対策 (2018), 日本熱傷学会教育講演 .
3）糖尿病と好中球機能 ,(2015) 東日本感染症 • 化学療法学会シンポジウム .
4) セプシスのバイオマーカー (2012) 東日本感染症 • 化学療法学会教育セミナー .
関連論文は、https://researchmap.jp/read0044949/ のサイト参照。遊走能に関しては論文執筆準備中。

キキーーワワーードド：： 好好中中球球、、遊遊走走能能、、殺殺菌菌能能、、易易感感染染性性宿宿主主、、敗敗血血症症キキーーワワーードド：： 好好中中球球、、遊遊走走能能、、殺殺菌菌能能、、易易感感染染性性宿宿主主、、敗敗血血症症

研研究究のの目目的的

免疫不全宿主 の細菌 真菌に対する易感染性の評価や敗血症などの重症感
染症の重症度評価 予後判定のために、好中球機能や血清オプソニン活性を少量の血液で測定可能な装
置を用いて簡便•短時間にコンピュータ解析し、臨床応用することを目的にしています。
研研究究のの背背景景

近年、免疫不全を呈する患者数は、移植医療の進歩、多数の生物学的製剤や免疫抑制薬、抗悪性腫瘍薬
の開発や高齢化社会の到来に伴って増加している。このような免疫不全宿主においては、感染リスクの増大
だけでなく、敗血症や肺炎などの重篤な感染症の発症率も高くなる。日和見感染症の早期発見や予防、さら
には治療に際して、宿主感染防御能を的確に評価する必要がある。１）全全血血化化学学発発光光（（ ））法法では、 の
検体で、細菌や真菌の食作用に付随する活性酸素産生能を 分で評価できる。２） 法法では、 個
の好中球を用いて遊走能を評価できるので、患者負担も少なく臨床応用することが可能である。にあることを
認識することが重要である．

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

両検査とも基準値の設定が終わっており、各種細菌感染症、真菌感染症などでデータを得ている。免疫不全
宿主では、肝硬変、重症熱傷、糖尿病、 、高齢者などで好中球の活性酸素産生能の低下や血清オプソ
ニン活性の低下を報告している。治療経過をモニターすると などの炎症のマーカーと相関して動き、治療
効果の判定や一部の疾患で予後予測に利用できることを報告している。糖尿病患者や重症肺炎や敗血症で
好中球遊走活性が低下することや、その低下のメカニズムも受容体、シグナル伝達、遺伝子レベルで明らか
にしている。好中球に対する薬剤耐性菌のビルレンス解析や各種薬剤、細菌毒素などの好中球機能に及ぼ
す影響なども良好な再現性を持って評価できる。

血血液液一一滴滴をを用用いいたた宿宿主主感感染染防防御御能能のの
解解析析ととババイイオオママーーカカーーととししててのの臨臨床床応応用用

医学部 微生物学講座 主任教授

斧斧 康康雄雄
URL:https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/590/92
連絡先： 帝京大学医学部 微生物学講座

TEL： 03-3964-1211(内47261) E-mail： onoy@med.teikyo-u.ac.jp

ONO,  Yasuo

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
本研究に関連し特許は申請していない。機器自体は製造メーカーが特許出願している。主な学学会会発発表表： ）好中球と敗血症（ ）
日本救急医学会教育講演 ）熱傷患者の易感染性と多剤耐性菌対策 日本熱傷学会教育講演 ）糖尿病と好中球機能

東日本感染症•化学療法学会シンポジウム セプシスのバイオマーカー 東日本感染症•化学療法学会教育セミナー

関関連連論論文文は、https://researchmap.jp/read0044949/ のサイト参照。遊走能に関しては論文執筆準備中。

（写真）
医医学学

CCDカカメメララ撮撮影影動動画画

１１）） 全全血血化化学学発発光光(CL)測測定定装装置置 ２２）） にによよるる好好中中球球遊遊走走能能測測定定装装置置

医学部・微生物学講座　客員教授

斧　康雄 ONO,  Yasuo

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/590/92

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　免疫不全宿主（Immunocompromised hosts）の細菌 / 真菌に対する易感染性の評価や敗血症などの重
症感染症の重症度評価 / 予後判定のために、好中球機能や血清オプソニン活性を少量の血液で測定可能
な装置を用いて簡便 • 短時間にコンピュータ解析し、臨床応用することを目的にしています。

研究の背景
　近年、免疫不全を呈する患者数は、移植医療の進歩、多数の生物学的製剤や免疫抑制薬、抗悪性腫瘍
薬の開発や高齢化社会の到来に伴って増加している。このような免疫不全宿主においては、感染リスク
の増大だけでなく、敗血症や肺炎などの重篤な感染症の発症率も高くなる。日和見感染症の早期発見や
予防、さらには治療に際して、宿主感染防御能を的確に評価する必要がある。１）全血化学発光（CL）
法では、0.1ml の検体で、
細菌や真菌の食作用に付
随する活性酸素産生能を
20 分で評価できる。２）
TAXIScan 法 で は、100
個の好中球を用いて遊走
能を評価できるので、患
者負担も少なく臨床応用
することが可能である。

キキーーワワーードド：： 好好中中球球、、遊遊走走能能、、殺殺菌菌能能、、易易感感染染性性宿宿主主、、敗敗血血症症キキーーワワーードド：： 好好中中球球、、遊遊走走能能、、殺殺菌菌能能、、易易感感染染性性宿宿主主、、敗敗血血症症

研研究究のの目目的的

免疫不全宿主 の細菌 真菌に対する易感染性の評価や敗血症などの重症感
染症の重症度評価 予後判定のために、好中球機能や血清オプソニン活性を少量の血液で測定可能な装
置を用いて簡便•短時間にコンピュータ解析し、臨床応用することを目的にしています。
研研究究のの背背景景

近年、免疫不全を呈する患者数は、移植医療の進歩、多数の生物学的製剤や免疫抑制薬、抗悪性腫瘍薬
の開発や高齢化社会の到来に伴って増加している。このような免疫不全宿主においては、感染リスクの増大
だけでなく、敗血症や肺炎などの重篤な感染症の発症率も高くなる。日和見感染症の早期発見や予防、さら
には治療に際して、宿主感染防御能を的確に評価する必要がある。１）全全血血化化学学発発光光（（ ））法法では、 の
検体で、細菌や真菌の食作用に付随する活性酸素産生能を 分で評価できる。２） 法法では、 個
の好中球を用いて遊走能を評価できるので、患者負担も少なく臨床応用することが可能である。にあることを
認識することが重要である．

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

両検査とも基準値の設定が終わっており、各種細菌感染症、真菌感染症などでデータを得ている。免疫不全
宿主では、肝硬変、重症熱傷、糖尿病、 、高齢者などで好中球の活性酸素産生能の低下や血清オプソ
ニン活性の低下を報告している。治療経過をモニターすると などの炎症のマーカーと相関して動き、治療
効果の判定や一部の疾患で予後予測に利用できることを報告している。糖尿病患者や重症肺炎や敗血症で
好中球遊走活性が低下することや、その低下のメカニズムも受容体、シグナル伝達、遺伝子レベルで明らか
にしている。好中球に対する薬剤耐性菌のビルレンス解析や各種薬剤、細菌毒素などの好中球機能に及ぼ
す影響なども良好な再現性を持って評価できる。

血血液液一一滴滴をを用用いいたた宿宿主主感感染染防防御御能能のの
解解析析ととババイイオオママーーカカーーととししててのの臨臨床床応応用用

医学部 微生物学講座 主任教授

斧斧 康康雄雄
URL:https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/590/92
連絡先： 帝京大学医学部 微生物学講座

TEL： 03-3964-1211(内47261) E-mail： onoy@med.teikyo-u.ac.jp

ONO,  Yasuo

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
本研究に関連し特許は申請していない。機器自体は製造メーカーが特許出願している。主な学学会会発発表表： ）好中球と敗血症（ ）
日本救急医学会教育講演 ）熱傷患者の易感染性と多剤耐性菌対策 日本熱傷学会教育講演 ）糖尿病と好中球機能

東日本感染症•化学療法学会シンポジウム セプシスのバイオマーカー 東日本感染症•化学療法学会教育セミナー

関関連連論論文文は、https://researchmap.jp/read0044949/ のサイト参照。遊走能に関しては論文執筆準備中。

（写真）
医医学学

CCDカカメメララ撮撮影影動動画画

１１）） 全全血血化化学学発発光光(CL)測測定定装装置置 ２２）） にによよるる好好中中球球遊遊走走能能測測定定装装置置

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
SDGs 目標 9：産業と技術革新の基盤をつくろう
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キーワード：神経解剖学　体部位局在（ソマトトピー）

体性感覚の伝導路と皮質脊髄路の相互作用

キキーーワワーードド：： 神神経経解解剖剖学学 体体部部位位局局在在（（ソソママトトトトピピーー））キキーーワワーードド：： 神神経経解解剖剖学学 体体部部位位局局在在（（ソソママトトトトピピーー））

研研究究のの概概要要

私たちは身体を動かしているときも絶えず身体内外の状態を感知し、その情報を運動の制御に利用してい
ます。一方、能動的に動いているときに感じる感覚と受動的に与えられた刺激を感じる感覚とでは、違いがあ
るといわれています。このように、運動と感覚はたがいにその情報を利用しながらそれぞれの機能を最適化し
ていると考えられていますが、その機構の詳細はよくわかっていません。そこで現在、体性感覚を伝える上行
性伝導路と運動制御にかかわる皮質脊髄路がそれぞれの情報経由地点でどのように関係しているのかを、
マウスで調べています。これまでの研究でわかってきたこととしまして、以下のようなものがあります。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

感覚伝導の仕組みは神経科学・基礎医学の主要な研究対象ですが、体性感覚の一種でもある痛覚の伝導
路や運動制御機構の解析によって得られた知見は、臨床医学やロボット工学などの分野でも活かすことがで
きるのではないかと考えています。

体体性性感感覚覚のの伝伝導導路路とと皮皮質質脊脊髄髄路路のの相相互互作作用用

医学部 生理学講座 助教

亀亀田田 浩浩司司
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1581/94 
連絡先：帝京大学知的財産センター

TEL：03-3964-1984 E-mail：tttc@med.teikyo-u.ac.jp

KAMEDA, Hiroshi

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
論文

学会発表

医医学学

①皮膚からの感覚情報は、その位置情報をかなり
正確に保持したまま脊髄で受けわたされる（ソ
マトトピーが存在する １）。

② ある皮膚部位からの情報を受けとる脊髄の領域は、
同じ皮膚部位の情報を処理する大脳新皮質領域か
らの入力も受けとる（２）。

医学部・生理学講座　助教

亀田　浩司 KAMEDA, Hiroshi

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1581/94 

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　私たちは身体を動かしているときも絶えず身体内外の状態を感知し、その情報を運動の制御に利用してい
ます。一方、能動的に動いているときに感じる感覚と受動的に与えられた刺激を感じる感覚とでは、違いが
あるといわれています。このように、運動と感覚はたがいにその情報を利用しながらそれぞれの機能を最適
化していると考えられていますが、その機構の詳細はよくわかっていません。そこで現在、体性感覚を伝え
る上行性伝導路と運動制御にかかわる皮質脊髄路がそれぞれの情報経由地点でどのように関係しているの
かを、マウスで調べています。これまでの研究でわかってきたこととしまして、以下のようなものがあります。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　感覚伝導の仕組みは神経科学・基礎医学の主要な研究対象ですが、体性感覚の一種でもある痛覚の
伝導路や運動制御機構の解析によって得られた知見は、臨床医学やロボット工学などの分野でも活か
すことができるのではないかと考えています。

知的財産・論文・学会発表など
論文
1.  Odagaki K., Kameda H*., Hayashi T., Sakurai M. (2019). Mediolateral and dorsoventral projection 

patterns of cutaneous afferents within transverse planes of the mouse spinal dorsal horn. J. Comp. 
Neurol, 527, 972-984. *Corresponding author.

2.  Kameda H., Murabe N., Odagaki K., Mizukami H., Ozawa K., Sakurai M. (2019). Differential 
innervation within a transverse plane of spinal gray matter by sensorimotor cortices, with special 
reference to the somatosensory cortices. J. Comp. Neurol., 527, 1401-1415.  

①  皮膚からの感覚情報は、その位置情報をかなり
正確に保持したまま脊髄で受けわたされる［ソ
マトトピーが存在する（１）］。

②  ある皮膚部位からの情報を受けとる脊髄の領域
は、同じ皮膚部位の情報を処理する大脳新皮質
領域からの入力も受けとる（２）。

キキーーワワーードド：： 神神経経解解剖剖学学 体体部部位位局局在在（（ソソママトトトトピピーー））キキーーワワーードド：： 神神経経解解剖剖学学 体体部部位位局局在在（（ソソママトトトトピピーー））

研研究究のの概概要要

私たちは身体を動かしているときも絶えず身体内外の状態を感知し、その情報を運動の制御に利用してい
ます。一方、能動的に動いているときに感じる感覚と受動的に与えられた刺激を感じる感覚とでは、違いがあ
るといわれています。このように、運動と感覚はたがいにその情報を利用しながらそれぞれの機能を最適化し
ていると考えられていますが、その機構の詳細はよくわかっていません。そこで現在、体性感覚を伝える上行
性伝導路と運動制御にかかわる皮質脊髄路がそれぞれの情報経由地点でどのように関係しているのかを、
マウスで調べています。これまでの研究でわかってきたこととしまして、以下のようなものがあります。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

感覚伝導の仕組みは神経科学・基礎医学の主要な研究対象ですが、体性感覚の一種でもある痛覚の伝導
路や運動制御機構の解析によって得られた知見は、臨床医学やロボット工学などの分野でも活かすことがで
きるのではないかと考えています。

体体性性感感覚覚のの伝伝導導路路とと皮皮質質脊脊髄髄路路のの相相互互作作用用

医学部 生理学講座 助教

亀亀田田 浩浩司司
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1581/94 
連絡先：帝京大学知的財産センター

TEL：03-3964-1984 E-mail：tttc@med.teikyo-u.ac.jp

KAMEDA, Hiroshi

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
論文

学会発表

医医学学

①皮膚からの感覚情報は、その位置情報をかなり
正確に保持したまま脊髄で受けわたされる（ソ
マトトピーが存在する １）。

② ある皮膚部位からの情報を受けとる脊髄の領域は、
同じ皮膚部位の情報を処理する大脳新皮質領域か
らの入力も受けとる（２）。

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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キーワード：グルタチオン、microRNA、核酸医薬

神経変性疾患の新規治療薬開発を目指した
microRNA に関する研究

研研究究のの概概要要

アルツハイマー病やパーキンソン病に代表される神経変性疾患の発症には、遺伝的要因や環境要因等
様々な因子が関わっているとされるが、酸化ストレスの亢進と抗酸化機構の破綻は共通する発症要因である。
中枢神経系において、酸化ストレスに対し特に重要であるのが内因性抗酸化物質グルタチオンであり、神経
変性疾患患者においては特定の脳部位においてグルタチオンの低下が観察されている。

神経グルタチオン量の決定に重要な因子に膜輸送体 とその負調節因子 が挙げられる。
は、グルタチオンの構成因子のひとつであるシステインの輸送担体であり、神経グルタチオン量は細

胞内システイン濃度に依存するため、これらのタンパク質はグルタチオン合成の律速段階を担っている。
本研究では、翻訳後調節因子 のひとつ が 及び の調節を行ってい

ることを解明した。さらに培養細胞系及びマウスに対する投与実験から、 の機能を抑制する働きを
持つインヒビターがグルタチオン量を増加させ神経保護作用を高める効果があることが示された。事実、神経
変性疾患のひとつである多系統萎縮症患者では の発現量が上昇しており、 インヒビ
ターが未だ根治療法のない神経変性疾患において新たな薬物治療法の開発に寄与する核酸医薬となること
が期待される。

キキーーワワーードド：： ググルルタタチチオオンン、、 、、核核酸酸医医薬薬キキーーワワーードド：： ググルルタタチチオオンン、、 、、核核酸酸医医薬薬

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

現時点において、神経変性疾患の治療は投薬により一時的に症状を改善させることは可能であるが、病気
の進行を抑制することはできない。種々の神経変性疾患に共通して見られるのが酸化ストレスの亢進と抗酸
化機構の破綻である。本研究では中枢神経系において特に重要な抗酸化物質である神経グルタチオン量に
着目し、その量的決定に関与する翻訳後調節因子 を発見した。さらにその インヒビター
投与が酸化ストレスの是正に効果的であることを示唆した。このことはこの インヒビターが核酸医薬
品として神経変性疾患の進行を抑制する新規治療薬となり得ることを示している。

神経変性疾患の新規治療薬開発を目指した
microRNAに関する研究

医学部 薬理学講座 助教

木木下下 千千智智
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1589/78 
連絡先：帝京大学医学部薬理学講座

TEL：03-3964-3794 E-mail： ciitaka@med.teikyo-u.ac.jp

KINOSHITA, Chisato

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
特許 特特願願 、、特特開開 「miR−96−5p阻害剤とそのスクリーニング方法」
論文 T. “Rhythmic oscillations of the microRNA 

5p play a neuroprotective role by indirectly regulating glutathione levels.”
招待講演 T. “Dual Control of Glutathione Regulation in Neuroprotection”

SSttaattee  ooff  tthhee  AArrtt  IInn  AAllzzhheeiimmeerr’’ss

（写真）
医医学学

SIN-1にによよるる酸酸化化スストトレレスス
Negative           miR-96-5p
Control              inhibitor  
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酸酸化化スストトレレスス
減減少少

脳室内投与

核核酸酸医医薬薬
miR-96-5p
インヒビター

医学部・薬理学講座　助教

木下　千智 KINOSHITA, Chisato

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1589/78 

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　アルツハイマー病やパーキンソン病に代表される神経変性疾患の発症には、遺伝的要因や環境要因等様々
な因子が関わっているとされるが、酸化ストレスの亢進と抗酸化機構の破綻は共通する発症要因である。中
枢神経系において、酸化ストレスに対し特に重要であるのが内因性抗酸化物質グルタチオンであり、神経変
性疾患患者においては特定の脳部位においてグルタチオンの低下が観察されている。
　神経グルタチオン量の決定に重要な因子に膜輸送体 EAAC1とその負調節因子 GTRAP3-18 が挙げられ
る。EAAC1 は、グルタチオンの構成因子のひとつであるシステインの輸送担体であり、神経グルタチオン量
は細胞内システイン濃度に依存するため、これらのタンパク質はグルタチオン合成の律速段階を担っている。
　本研究では、翻訳後調節因子 microRNA のひとつ miR-96-5p が EAAC1 及び GTRAP3-18 の調節を行っ
ていることを解明した。さらに培養細胞系及びマウスに対する投与実験から、miR-96-5p の機能を抑制す
る働きを持つインヒビターがグルタチオン量を増加させ神経保護作用を高める効果があることが示された。
事実、神経変性疾患のひと
つである多系統萎縮症患者
では miR-96-5p の 発 現 量
が上 昇しており、miR-96-
5p インヒビターが未だ根治
療法のない神経変性疾患
において新たな薬物治療法
の開発に寄与する核酸医薬
となることが期待される。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　現時点において、神経変性疾患の治療は投薬により一時的に症状を改善させることは可能であるが、
病気の進行を抑制することはできない。種々の神経変性疾患に共通して見られるのが酸化ストレスの
亢進と抗酸化機構の破綻である。本研究では中枢神経系において特に重要な抗酸化物質である神経グ
ルタチオン量に着目し、その量的決定に関与する翻訳後調節因子 microRNA を発見した。さらにその
microRNA インヒビター投与が酸化ストレスの是正に効果的であることを示唆した。このことはこの
microRNA インヒビターが核酸医薬品として神経変性疾患の進行を抑制する新規治療薬となり得るこ
とを示している。

知的財産・論文・学会発表など
［特許］特願 2014-207297、特開 2016-73249「miR-96-5p 阻害剤とそのスクリーニング方法」
［論文］Kinoshita C, Aoyama K, Matsumura N, Kikuchi-Utsumi K, Watabe M, Nakaki T. “Rhythmic 
oscillations of the microRNA miR-96-5p play a neuroprotective role by indirectly regulating 
glutathione levels.” Nature Communications. 5:3823, 2014

［招待講演］Kinoshita C, Aoyama K, Nakaki T. “Dual Control of Glutathione Regulation in 
Neuroprotection” 2nd Innovations and State of the Art In Alzheimer’s & Dementia Research 

研研究究のの概概要要

アルツハイマー病やパーキンソン病に代表される神経変性疾患の発症には、遺伝的要因や環境要因等
様々な因子が関わっているとされるが、酸化ストレスの亢進と抗酸化機構の破綻は共通する発症要因である。
中枢神経系において、酸化ストレスに対し特に重要であるのが内因性抗酸化物質グルタチオンであり、神経
変性疾患患者においては特定の脳部位においてグルタチオンの低下が観察されている。

神経グルタチオン量の決定に重要な因子に膜輸送体 とその負調節因子 が挙げられる。
は、グルタチオンの構成因子のひとつであるシステインの輸送担体であり、神経グルタチオン量は細

胞内システイン濃度に依存するため、これらのタンパク質はグルタチオン合成の律速段階を担っている。
本研究では、翻訳後調節因子 のひとつ が 及び の調節を行ってい

ることを解明した。さらに培養細胞系及びマウスに対する投与実験から、 の機能を抑制する働きを
持つインヒビターがグルタチオン量を増加させ神経保護作用を高める効果があることが示された。事実、神経
変性疾患のひとつである多系統萎縮症患者では の発現量が上昇しており、 インヒビ
ターが未だ根治療法のない神経変性疾患において新たな薬物治療法の開発に寄与する核酸医薬となること
が期待される。

キキーーワワーードド：： ググルルタタチチオオンン、、 、、核核酸酸医医薬薬キキーーワワーードド：： ググルルタタチチオオンン、、 、、核核酸酸医医薬薬

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

現時点において、神経変性疾患の治療は投薬により一時的に症状を改善させることは可能であるが、病気
の進行を抑制することはできない。種々の神経変性疾患に共通して見られるのが酸化ストレスの亢進と抗酸
化機構の破綻である。本研究では中枢神経系において特に重要な抗酸化物質である神経グルタチオン量に
着目し、その量的決定に関与する翻訳後調節因子 を発見した。さらにその インヒビター
投与が酸化ストレスの是正に効果的であることを示唆した。このことはこの インヒビターが核酸医薬
品として神経変性疾患の進行を抑制する新規治療薬となり得ることを示している。

神経変性疾患の新規治療薬開発を目指した
microRNAに関する研究

医学部 薬理学講座 助教

木木下下 千千智智
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1589/78 
連絡先：帝京大学医学部薬理学講座

TEL：03-3964-3794 E-mail： ciitaka@med.teikyo-u.ac.jp

KINOSHITA, Chisato

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
特許 特特願願 、、特特開開 「miR−96−5p阻害剤とそのスクリーニング方法」
論文 T. “Rhythmic oscillations of the microRNA 

5p play a neuroprotective role by indirectly regulating glutathione levels.”
招待講演 T. “Dual Control of Glutathione Regulation in Neuroprotection”

SSttaattee  ooff  tthhee  AArrtt  IInn  AAllzzhheeiimmeerr’’ss

（写真）
医医学学

SIN-1にによよるる酸酸化化スストトレレスス
Negative           miR-96-5p
Control              inhibitor  
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酸酸化化スストトレレスス
減減少少

脳室内投与

核核酸酸医医薬薬
miR-96-5p
インヒビター

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
SDGs 目標 9：産業と技術革新の基盤をつくろう
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キーワード：A. baumannii 、日和見菌、病原性、免疫応答

老化マウスモデルを用いた
日和見菌に対する免疫応答の解析

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　アシネトバクターをはじめとする日和見菌をヒト早発性老化症候群モデルマウス（Klotho マウス）に感
染させ、高齢者（易感染者）を想定した日和見菌による敗血症や感染の重症化を想定したマウスモデルを
用いて研究を行っている。本研究の成果は、日和見菌感染による病態重症化メカニズムの解明と感染症の
予防や治療法の開発につながる有用な情報となることが期待できる。

知的財産・論文・学会発表など
論文（査読あり、最新の研究成果）：
1.  Sato Y, Tansho-Nagakawa S, Ubagai T, Ono Y. Analysis of immune responses in Acinetobacter 

baumannii -infected klotho knockout mice: a mouse model of Acinetobacter baumannii  infection in aged 
hosts. Frontiers in Immunology, 2020.

2.  Sato Y, Unno Y, Miyazaki C, Ubagai T, Ono Y.  Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii  resists 
reactive oxygen species and survives in macrophages. Scientific Reports , 2019.

3.  Sato Y, Unno Y, Ubagai T, Ono Y.  Sub-minimum inhibitory concentrations of colistin and polymyxin B 
promote Acinetobacter baumannii  biofilm formation. PLOS ONE, 2018.

4.  Sato Y, Unno Y, Kawakami S, Ubagai T, Ono Y. Virulence characteristics of Acinetobacter baumannii 
clinical isolates vary with the expression levels of omps. Journal of Medical Microbiology , 2017.

（参照 URL; https://researchmap.jp/satoy）

キキーーワワーードド：： 、、日日和和見見菌菌、、病病原原性性、、免免疫疫応応答答キキーーワワーードド：： 、、日日和和見見菌菌、、病病原原性性、、免免疫疫応応答答

研研究究のの概概要要

アシネトバクターは、主に肺炎や尿路感染症、腹腔内感

染症、稀に敗血症を引き起こす院内感染症として、高齢者、

重篤な基礎疾患や免疫不全、血管内カテーテル挿入、人工

呼吸器装備、長期入院といった危険因子のある患者で問題

となる菌である。そこで、高齢者（易感染者）を想定した感染

マウスモデルを構築し、日和見菌による感染病態の解明と

感染の予防、治療法の開発を目的として研究を行っている。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

アシネトバクターをはじめとする日和見菌をヒト早発性老化症候群モデルマウス（ マウス）に感染させ、
高齢者（易感染者）を想定した日和見菌による敗血症や感染の重症化を想定したマウスモデルを用いて研究
を行っている。本研究の成果は、日和見菌感染による病態重症化メカニズムの解明と感染症の予防や治療
法の開発につながる有用な情報となることが期待できる。

老老化化ママウウススモモデデルルをを用用いいたた
日日和和見見菌菌にに対対すするる免免疫疫応応答答のの解解析析

医学部 微生物学講座 助教

佐佐藤藤 義義則則
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2732/92 
連絡先：帝京大学医学部微生物学講座

TEL：03-3964-1211 E-mail：satoy@med.teikyo-u.ac.jp

SATO, Yoshinori

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
論文（査読あり，最新の研究成果）：

学会発表（最新の研究成果）：
佐藤 義則、永川 茂、海野 雄加、鴨志田 剛、 西田 智、上田 たかね、祖母井 庸之、斧 康雄 マウスを用いた

感染マウスモデルの構築 第 回 日本感染症学会東日本地方会学術集会
（参照 ）

（写真）
医医学学

CD11b

Ly
6G

Klotho WT Klotho KO

医学部・微生物学講座　講師

佐藤　義則 SATO, Yoshinori

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2732/92 

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　アシネトバクターは、主に肺炎や尿路感染症、腹腔
内感染症、稀に敗血症を引き起こす院内感染症として、
高齢者、重篤な基礎疾患や免疫不全、血管内カテーテ
ル挿入、人工呼吸器装備、長期入院といった危険因子
のある患者で問題となる菌である。そこで、高齢者（易
感染者）を想定した感染マウスモデルを構築し、日和
見菌による感染病態の解明と感染の予防、治療法の開
発を目的として研究を行っている。

キキーーワワーードド：： 、、日日和和見見菌菌、、病病原原性性、、免免疫疫応応答答キキーーワワーードド：： 、、日日和和見見菌菌、、病病原原性性、、免免疫疫応応答答

研研究究のの概概要要

アシネトバクターは、主に肺炎や尿路感染症、腹腔内感

染症、稀に敗血症を引き起こす院内感染症として、高齢者、

重篤な基礎疾患や免疫不全、血管内カテーテル挿入、人工

呼吸器装備、長期入院といった危険因子のある患者で問題

となる菌である。そこで、高齢者（易感染者）を想定した感染

マウスモデルを構築し、日和見菌による感染病態の解明と

感染の予防、治療法の開発を目的として研究を行っている。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

アシネトバクターをはじめとする日和見菌をヒト早発性老化症候群モデルマウス（ マウス）に感染させ、
高齢者（易感染者）を想定した日和見菌による敗血症や感染の重症化を想定したマウスモデルを用いて研究
を行っている。本研究の成果は、日和見菌感染による病態重症化メカニズムの解明と感染症の予防や治療
法の開発につながる有用な情報となることが期待できる。

老老化化ママウウススモモデデルルをを用用いいたた
日日和和見見菌菌にに対対すするる免免疫疫応応答答のの解解析析

医学部 微生物学講座 助教

佐佐藤藤 義義則則
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2732/92 
連絡先：帝京大学医学部微生物学講座

TEL：03-3964-1211 E-mail：satoy@med.teikyo-u.ac.jp

SATO, Yoshinori

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
論文（査読あり，最新の研究成果）：

学会発表（最新の研究成果）：
佐藤 義則、永川 茂、海野 雄加、鴨志田 剛、 西田 智、上田 たかね、祖母井 庸之、斧 康雄 マウスを用いた

感染マウスモデルの構築 第 回 日本感染症学会東日本地方会学術集会
（参照 ）

（写真）
医医学学

CD11b

Ly
6G

Klotho WT Klotho KO

キキーーワワーードド：： 、、日日和和見見菌菌、、病病原原性性、、免免疫疫応応答答キキーーワワーードド：： 、、日日和和見見菌菌、、病病原原性性、、免免疫疫応応答答

研研究究のの概概要要

アシネトバクターは、主に肺炎や尿路感染症、腹腔内感

染症、稀に敗血症を引き起こす院内感染症として、高齢者、

重篤な基礎疾患や免疫不全、血管内カテーテル挿入、人工

呼吸器装備、長期入院といった危険因子のある患者で問題

となる菌である。そこで、高齢者（易感染者）を想定した感染

マウスモデルを構築し、日和見菌による感染病態の解明と

感染の予防、治療法の開発を目的として研究を行っている。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

アシネトバクターをはじめとする日和見菌をヒト早発性老化症候群モデルマウス（ マウス）に感染させ、
高齢者（易感染者）を想定した日和見菌による敗血症や感染の重症化を想定したマウスモデルを用いて研究
を行っている。本研究の成果は、日和見菌感染による病態重症化メカニズムの解明と感染症の予防や治療
法の開発につながる有用な情報となることが期待できる。

老老化化ママウウススモモデデルルをを用用いいたた
日日和和見見菌菌にに対対すするる免免疫疫応応答答のの解解析析

医学部 微生物学講座 助教

佐佐藤藤 義義則則
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2732/92 
連絡先：帝京大学医学部微生物学講座

TEL：03-3964-1211 E-mail：satoy@med.teikyo-u.ac.jp

SATO, Yoshinori

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
論文（査読あり，最新の研究成果）：

学会発表（最新の研究成果）：
佐藤 義則、永川 茂、海野 雄加、鴨志田 剛、 西田 智、上田 たかね、祖母井 庸之、斧 康雄 マウスを用いた

感染マウスモデルの構築 第 回 日本感染症学会東日本地方会学術集会
（参照 ）

（写真）
医医学学

CD11b

Ly
6G

Klotho WT Klotho KO

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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キーワード：25（OH）D3、前立腺癌、腎機能、ビタミン D3

25-ヒドロキシビタミンD3（25（OH）D3）の
ビタミンD3活性の検証と有効利用の探索

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　現在、患者の血中カルシウム濃度の維持には医師の厳重な管理下において 1,25D3 が投与されている。しかし、
25D3 は 1,25D3 よりも生理活性は弱く、また半減期も長く安定して体内に存在するため、1,25D3 よりも簡便
な生理活性物質として利用することが可能かもしれない。また、患者のビタミン D3 環境を知るためには、1,25D3
でなく 25D3 が測定されている。これは、25D3 は半減期も長く濃度も十分なためであり、体内での 1,25D3 の
産生量を反映すると考えられているためである。本研究の成果から、医療現場においても 25D3 濃度そのもの
がビタミン D3 状況を反映する数値として認識されるようになり、血中カルシウム濃度の調節や抗癌作用とし
て 25D3 が広く利用されることが期待できる。

知的財産・論文・学会発表など
原著論文
1.  Susa T et al. Without 1 α -hydroxylation, the gene expression profile of 25(OH)D3 treatment overlaps deeply 

with that of 1,25(OH)2D3 in prostate cancer cells. Scientific Reports. 8:9024. 2018. doi:10.1038/s41598-
018-27441-x

2.  Kikuyama T, Susa T et al. 25(OH)D3 stimulates the expression of vitamin D target genes in renal 
tubular cells when Cyp27b1 is abrogated. J Steroid Biochem Mol Biol. 199:105593. 2020. doi: 10.1016/
j.jsbmb.2020.105593.

医学部・生化学講座　助教

諏佐　崇生 SUSA, Takao

URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2109/93 

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　ビタミン D3 は生体のカルシウム代謝を担うだけでなく、様々な癌への抗増殖作用
を示すなど、その機能は多岐にわたる重要なホルモンである。体内において複数の
酵素により、不活型とされる25（OH）D3 （以下25D3） から活性型の1,25 （OH）2 D3 （以
下 1,25D3） が合成されるが、近年、25D3 にもビタミン D3 活性が認められると報
告された （図１）。そこで私は、25D3 のビタミン D3 活
性の検証と有効利用の探索目的として、①前立腺癌へ
の 25D3 の抗増殖作用の分子機序の解明 （図２） ②腎
細胞における 25D3 のビタミン D3 活性の評価 （図３） 
２つの研究を行っている。①の研究では、25D3 が抗
増殖作用を示すのに必須な遺伝子を同定した （図２、
原著論文 1）。②では、25D3 がカルシウム輸送 / 代謝
関 連 因 子 の 遺
伝 子 発 現 調 節
を行うことを報
告 し た （ 図３、
原著論文 2）。

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
SDGs 目標 9：産業と技術革新の基盤をつくろう
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キーワード：がん免疫、個別化免疫療法、T 細胞

がん患者におけるがん特異的免疫応答の理解と
個別化がん免疫療法への展開

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　私達は、これまでの小動物を用いた基礎免疫学的研究の経験を活かし、がん患者における T 細胞を中心とし
た抗原特異的免疫応答の解明を目的とした研究を行っています。国立がん研究センターとの共同研究を介して、
複数の企業と個別化免疫療法の開発を進めています。

知的財産・論文・学会発表など
1） 鈴木利宙、中面哲也、「特集」躍進するがん免疫療法　ネオアンチゲンとそれを標的としたがんワクチン療法、

日本薬学会会誌「ファルマシア」, 2017, 53(1):15-19
2） Suzuki T., Kishimoto H., et. al., Requirement of interleukin 7 signaling for anti-tumor immune response under 

lymphopenic conditions in murine lung carcinoma model.  Cancer Immunol. Immunother.,2016:65: 341-354
3） Suzuki T, Akazawa Y, et. Al., Analysis of tumor-reactive CTLs and its application to personalized 

immunotherapy in Hepatobiliary and pancreas carcinoma, Japanese Association of Cancer Immunotherapy, 
2020, Sapporo, Japan, Oral presentation. 

帝京大学・帝京大学短期大学 研究シーズ集 2021

写真
医療共通教育研究センター 講師

SUZUKI, Toshihiro
医学

板橋キャンパス

がん患者におけるがん特異的免疫応答の理解と
個別化がん免疫療法への展開

キーワード：がん免疫、個別化免疫療法、T細胞

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

知的財産・論文・学術発表など

SDGs目標3:すべての人に健康と福祉を
SDGs目標9：産業と技術革新の基盤をつくろう

鈴木 利宙

T細胞は、ウイルスなどの外来性病原
体の排除のみならず、生体におけるがん
の排除の中心的な役割を担う。近年、が
ん免疫において、またCOVID-19重症化
におけるサイトカインストームなど、臨床
におけるT細胞の機能の解析は、ますま
す重要になってきている。我々は、これま
で主に小動物モデルを用いて、T細胞の
機能制御におけるCD28補助刺激分子や
CTLA4などの免疫チェックポイント分子
の役割について、基礎免疫学的な研究
を進めてきた。それらの知見を臨床に応
用すべく、現在、がん患者から自己腫瘍
を認識し排除できるT細胞の分離、ならび
にその遺伝子発現パターンの同定を進
めている。

私達は、これまでの小動物を用いた基礎免疫学的研究の経験を活かし、がん患者における
T細胞を中心とした抗原特異的免疫応答の解明を目的とした研究を行っています。国立がん研
究センターとの共同研究を介して、複数の企業と個別化免疫療法の開発を進めています。

1)鈴木利宙、中面哲也、「特集」躍進するがん免疫療法 ネオアンチゲンとそれを標的としたがんワクチン療法、
日本薬学会会誌「ファルマシア」, 2017, 53(1):15-19
2)Suzuki T., Kishimoto H., et. al., Requirement of interleukin 7 signaling for anti-tumor immune
response under lymphopenic conditions in murine lung carcinoma model. Cancer Immunol.
Immunother.,2016:65: 341-354
3) Suzuki T, Akazawa Y, et. Al., Analysis of tumor-reactive CTLs and its application to personalized
immunotherapy in Hepatobiliary and pancreas carcinoma, Japanese Association of Cancer
Immunotherapy, 2020, Sapporo, Japan, Oral presentation.

ヒトにおけるがん抗原に対する抗原特異的なT細胞免疫応答の解析は、これまでにも多くの研究が
試みられてきたが、いまだその全容は明らかとなっておらず、測定方法も定まっていない。本研究では、
がんの手術切除検体からがん浸潤T細胞を分離し、そのT細胞受容体の頻度や遺伝子発現パターン
を単一細胞レベルで明らかとし、がん反応性T細胞のin vivoでの機能を明らかとすることを目的とする。
これらの解析から、がんにおけるT細胞の疲弊化や機能低下のメカニズムとそれらにおける補助刺激
シグナルの役割を解明し、①がん組織からがんの排除に繋がるT細胞を分離するための遺伝子マー
カーの探索や、②がんを認識するT細胞の機能改善を目的とした遺伝子改変T細胞の作製を試みる。
これらの研究成果は、がん免疫のモニタリング法や治療法の開発のみならず、ウイルスの持続感染や
老化に伴うT細胞機能低下のメカニズム解明にも繋がると期待している。

医学部・薬理学講座　助教

鈴木　利宙 SUZUKI, Toshihiro 医学

板橋キャンパス

研究の概要
　T 細胞は、ウイルスなどの外来性病原体の
排除のみならず、生体におけるがんの排除の
中心的な役割を担う。近年、がん免疫におい
て、また COVID-19 重症化におけるサイトカ
インストームなど、臨床における T 細胞の機
能の解析は、ますます重要になってきている。
我々は、これまで主に小動物モデルを用いて、
T 細胞の機能制御における CD28 補助刺激分
子や CTLA4 などの免疫チェックポイント分
子の役割について、基礎免疫学的な研究を進
めてきた。それらの知見を臨床に応用すべく、
現在、がん患者から自己腫瘍を認識し排除で
きる T 細胞の分離、ならびにその遺伝子発現
パターンの同定を進めている。
　ヒトにおけるがん抗原に対する抗原特異的
な T 細胞免疫応答の解析は、これまでにも多
くの研究が試みられてきたが、いまだその全容は明らかとなっておらず、測定方法も定まっていない。本
研究では、がんの手術切除検体からがん浸潤 T 細胞を分離し、その T 細胞受容体の頻度や遺伝子発現
パターンを単一細胞レベルで明らかとし、がん反応性 T 細胞の in vivo での機能を明らかとすることを目
的とする。これらの解析から、がんにおける T 細胞の疲弊化や機能低下のメカニズムとそれらにおける補
助刺激シグナルの役割を解明し、①がん組織からがんの排除に繋がる T 細胞を分離するための遺伝子マー
カーの探索や、②がんを認識する T 細胞の機能改善を目的とした遺伝子改変 T 細胞の作製を試みる。こ
れらの研究成果は、がん免疫のモニタリング法や治療法の開発のみならず、ウイルスの持続感染や老化に
伴う T 細胞機能低下のメカニズム解明にも繋がると期待している。
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がん患者におけるがん特異的免疫応答の理解と
個別化がん免疫療法への展開

キーワード：がん免疫、個別化免疫療法、T細胞

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

知的財産・論文・学術発表など

SDGs目標3:すべての人に健康と福祉を
SDGs目標9：産業と技術革新の基盤をつくろう

鈴木 利宙

T細胞は、ウイルスなどの外来性病原
体の排除のみならず、生体におけるがん
の排除の中心的な役割を担う。近年、が
ん免疫において、またCOVID-19重症化
におけるサイトカインストームなど、臨床
におけるT細胞の機能の解析は、ますま
す重要になってきている。我々は、これま
で主に小動物モデルを用いて、T細胞の
機能制御におけるCD28補助刺激分子や
CTLA4などの免疫チェックポイント分子
の役割について、基礎免疫学的な研究
を進めてきた。それらの知見を臨床に応
用すべく、現在、がん患者から自己腫瘍
を認識し排除できるT細胞の分離、ならび
にその遺伝子発現パターンの同定を進
めている。

私達は、これまでの小動物を用いた基礎免疫学的研究の経験を活かし、がん患者における
T細胞を中心とした抗原特異的免疫応答の解明を目的とした研究を行っています。国立がん研
究センターとの共同研究を介して、複数の企業と個別化免疫療法の開発を進めています。

1)鈴木利宙、中面哲也、「特集」躍進するがん免疫療法 ネオアンチゲンとそれを標的としたがんワクチン療法、
日本薬学会会誌「ファルマシア」, 2017, 53(1):15-19
2)Suzuki T., Kishimoto H., et. al., Requirement of interleukin 7 signaling for anti-tumor immune
response under lymphopenic conditions in murine lung carcinoma model. Cancer Immunol.
Immunother.,2016:65: 341-354
3) Suzuki T, Akazawa Y, et. Al., Analysis of tumor-reactive CTLs and its application to personalized
immunotherapy in Hepatobiliary and pancreas carcinoma, Japanese Association of Cancer
Immunotherapy, 2020, Sapporo, Japan, Oral presentation.

ヒトにおけるがん抗原に対する抗原特異的なT細胞免疫応答の解析は、これまでにも多くの研究が
試みられてきたが、いまだその全容は明らかとなっておらず、測定方法も定まっていない。本研究では、
がんの手術切除検体からがん浸潤T細胞を分離し、そのT細胞受容体の頻度や遺伝子発現パターン
を単一細胞レベルで明らかとし、がん反応性T細胞のin vivoでの機能を明らかとすることを目的とする。
これらの解析から、がんにおけるT細胞の疲弊化や機能低下のメカニズムとそれらにおける補助刺激
シグナルの役割を解明し、①がん組織からがんの排除に繋がるT細胞を分離するための遺伝子マー
カーの探索や、②がんを認識するT細胞の機能改善を目的とした遺伝子改変T細胞の作製を試みる。
これらの研究成果は、がん免疫のモニタリング法や治療法の開発のみならず、ウイルスの持続感染や
老化に伴うT細胞機能低下のメカニズム解明にも繋がると期待している。
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佐 久 研 究

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　生活習慣や疾病頻度は移り変わっていきます。佐久研究では知見のアップデートとともに現代の生活習
慣病予防対策を講じる上で必要な知見を一つ一つ丁寧に明らかにしていきます。

知的財産・論文・学会発表など
• Tatsumi Y, et al. Association between alcohol consumption and incidence of impaired insulin secretion and 

insulin resistance in Japanese: The Saku study. Diabetes research and clinical practice 135 11-17 2018.
• Sonoda N, et al. A prospective study of the impact of diabetes mellitus on restrictive and obstructive lung 

function impairment: The Saku study. Metabolism: clinical and experimental 82 58-64 2018.
• Tatsumi Y, et al. Fasting Blood Glucose Predicts Incidence of Hypertension Independent of HbA1c Levels and 

Insulin Resistance in Middle-Aged Japanese: The Saku Study. Am J hypertens. 32 1178-1185 2019.
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佐久研究

キーワード：コホート研究、人間ドック、生活習慣病

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
生活習慣や疾病頻度は移り変わっていきます。佐久研究では知見のアップデートとともに

現代の生活習慣病予防対策を講じる上で必要な知見を一つ一つ丁寧に明らかにしていきます。

知的財産・論文・学術発表など
• Tatsumi Y, et al. Association between alcohol consumption and incidence of impaired insulin 

secretion and insulin resistance in Japanese: The Saku study. Diabetes research and clinical practice 
135 11-17 2018.

• Sonoda N, et al. A prospective study of the impact of diabetes mellitus on restrictive and obstructive 
lung function impairment: The Saku study. Metabolism: clinical and experimental 82 58-64 2018.

• Tatsumi Y, et al. Fasting Blood Glucose Predicts Incidence of Hypertension Independent of HbA1c 
Levels and Insulin Resistance in Middle-Aged Japanese: The Saku Study. Am J hypertens. 32 1178-
1185 2019.

SDGs目標３：すべての人に健康と福祉を

辰巳 友佳子

JA長野厚生連佐久総合病院人間ドック科の受診データの２次利用による
コホート研究である。１泊２日ドックには毎年約５０００名、日帰りドッ
クには毎年約７０００名が受診し、定期的に受診する者が多いため、縦断
研究のデザインでデータ解析を行っている。生活習慣などの問診情報が電
子データとして残っていた２００６年以降のデータを用いている。

対象者の特徴
地域医療が根付いている土地柄、自治
体から補助金がでる、などの背景があり、
健康診断として毎年受診している地域住
民が多くを占める。

佐久研究の強み
定期健康診断の２次利用はデータの欠
測、食後時間の不均一などが欠点となる
ことが多いが、本研究は人間ドックであ
るため、全員が早朝空腹時採血であるこ
とや、丁寧な問診により質問票の欠測が
ほとんどないことが強みである。
１泊２日人間ドックでは、７５g経口ブ
ドウ糖負荷試験が検査セットに含まれて
いるため、一般集団の糖代謝を調査でき
る。

図. 研究結果例（飲酒量とインスリン分泌障害、
抵抗性の発症との関連を検討した結果、両方とも
正の関連が認められた。図は分泌障害の結果。）

医学部・衛生学公衆衛生学講座　講師

辰巳　友佳子 TATSUMI, Yukako

URL：https://researchmap.jp/ttmykk

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　JA 長野厚生連佐久総合病院人間ドック科の受診データの 2 次利用によるコホート
研究である。1 泊 2 日ドックには毎年約 5,000 名、日帰りドックには毎年約 7,000
名が受診し、定期的に受診する者が多いため、縦断研究のデザインでデータ解析を行っ
ている。生活習慣などの問診情報が電子データとして残っていた 2006 年以降のデー
タを用いている。

対象者の特徴
　地域医療が根付いている土地柄、自治体か
ら補助金がでる、などの背景があり、健康診
断として毎年受診している地域住民が多くを
占める。

佐久研究の強み
　定期健康診断の 2 次利用はデータの欠測、
食後時間の不均一などが欠点となることが多
いが、本研究は人間ドックであるため、全員
が早朝空腹時採血であることや、丁寧な問診
により質問票の欠測がほとんどないことが強
みである。
　1 泊 2 日人間ドックでは、75g 経口ブドウ
糖負荷試験が検査セットに含まれているた
め、一般集団の糖代謝を調査できる。

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
生活習慣や疾病頻度は移り変わっていきます。佐久研究では知見のアップデートとともに

現代の生活習慣病予防対策を講じる上で必要な知見を一つ一つ丁寧に明らかにしていきます。

知的財産・論文・学術発表など
• Tatsumi Y, et al. Association between alcohol consumption and incidence of impaired insulin 

secretion and insulin resistance in Japanese: The Saku study. Diabetes research and clinical practice 
135 11-17 2018.

• Sonoda N, et al. A prospective study of the impact of diabetes mellitus on restrictive and obstructive 
lung function impairment: The Saku study. Metabolism: clinical and experimental 82 58-64 2018.

• Tatsumi Y, et al. Fasting Blood Glucose Predicts Incidence of Hypertension Independent of HbA1c 
Levels and Insulin Resistance in Middle-Aged Japanese: The Saku Study. Am J hypertens. 32 1178-
1185 2019.

SDGs目標３：すべての人に健康と福祉を

辰巳 友佳子

JA長野厚生連佐久総合病院人間ドック科の受診データの２次利用による
コホート研究である。１泊２日ドックには毎年約５０００名、日帰りドッ
クには毎年約７０００名が受診し、定期的に受診する者が多いため、縦断
研究のデザインでデータ解析を行っている。生活習慣などの問診情報が電
子データとして残っていた２００６年以降のデータを用いている。

対象者の特徴
地域医療が根付いている土地柄、自治
体から補助金がでる、などの背景があり、
健康診断として毎年受診している地域住
民が多くを占める。

佐久研究の強み
定期健康診断の２次利用はデータの欠
測、食後時間の不均一などが欠点となる
ことが多いが、本研究は人間ドックであ
るため、全員が早朝空腹時採血であるこ
とや、丁寧な問診により質問票の欠測が
ほとんどないことが強みである。
１泊２日人間ドックでは、７５g経口ブ
ドウ糖負荷試験が検査セットに含まれて
いるため、一般集団の糖代謝を調査でき
る。

図. 研究結果例（飲酒量とインスリン分泌障害、
抵抗性の発症との関連を検討した結果、両方とも
正の関連が認められた。図は分泌障害の結果。）
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研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
生活習慣や疾病頻度は移り変わっていきます。佐久研究では知見のアップデートとともに

現代の生活習慣病予防対策を講じる上で必要な知見を一つ一つ丁寧に明らかにしていきます。

知的財産・論文・学術発表など
• Tatsumi Y, et al. Association between alcohol consumption and incidence of impaired insulin 

secretion and insulin resistance in Japanese: The Saku study. Diabetes research and clinical practice 
135 11-17 2018.

• Sonoda N, et al. A prospective study of the impact of diabetes mellitus on restrictive and obstructive 
lung function impairment: The Saku study. Metabolism: clinical and experimental 82 58-64 2018.

• Tatsumi Y, et al. Fasting Blood Glucose Predicts Incidence of Hypertension Independent of HbA1c 
Levels and Insulin Resistance in Middle-Aged Japanese: The Saku Study. Am J hypertens. 32 1178-
1185 2019.
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辰巳 友佳子

JA長野厚生連佐久総合病院人間ドック科の受診データの２次利用による
コホート研究である。１泊２日ドックには毎年約５０００名、日帰りドッ
クには毎年約７０００名が受診し、定期的に受診する者が多いため、縦断
研究のデザインでデータ解析を行っている。生活習慣などの問診情報が電
子データとして残っていた２００６年以降のデータを用いている。

対象者の特徴
地域医療が根付いている土地柄、自治
体から補助金がでる、などの背景があり、
健康診断として毎年受診している地域住
民が多くを占める。

佐久研究の強み
定期健康診断の２次利用はデータの欠
測、食後時間の不均一などが欠点となる
ことが多いが、本研究は人間ドックであ
るため、全員が早朝空腹時採血であるこ
とや、丁寧な問診により質問票の欠測が
ほとんどないことが強みである。
１泊２日人間ドックでは、７５g経口ブ
ドウ糖負荷試験が検査セットに含まれて
いるため、一般集団の糖代謝を調査でき
る。

図. 研究結果例（飲酒量とインスリン分泌障害、
抵抗性の発症との関連を検討した結果、両方とも
正の関連が認められた。図は分泌障害の結果。）
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研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
生活習慣や疾病頻度は移り変わっていきます。佐久研究では知見のアップデートとともに

現代の生活習慣病予防対策を講じる上で必要な知見を一つ一つ丁寧に明らかにしていきます。

知的財産・論文・学術発表など
• Tatsumi Y, et al. Association between alcohol consumption and incidence of impaired insulin 

secretion and insulin resistance in Japanese: The Saku study. Diabetes research and clinical practice 
135 11-17 2018.

• Sonoda N, et al. A prospective study of the impact of diabetes mellitus on restrictive and obstructive 
lung function impairment: The Saku study. Metabolism: clinical and experimental 82 58-64 2018.

• Tatsumi Y, et al. Fasting Blood Glucose Predicts Incidence of Hypertension Independent of HbA1c 
Levels and Insulin Resistance in Middle-Aged Japanese: The Saku Study. Am J hypertens. 32 1178-
1185 2019.

SDGs目標３：すべての人に健康と福祉を

辰巳 友佳子

JA長野厚生連佐久総合病院人間ドック科の受診データの２次利用による
コホート研究である。１泊２日ドックには毎年約５０００名、日帰りドッ
クには毎年約７０００名が受診し、定期的に受診する者が多いため、縦断
研究のデザインでデータ解析を行っている。生活習慣などの問診情報が電
子データとして残っていた２００６年以降のデータを用いている。

対象者の特徴
地域医療が根付いている土地柄、自治
体から補助金がでる、などの背景があり、
健康診断として毎年受診している地域住
民が多くを占める。

佐久研究の強み
定期健康診断の２次利用はデータの欠
測、食後時間の不均一などが欠点となる
ことが多いが、本研究は人間ドックであ
るため、全員が早朝空腹時採血であるこ
とや、丁寧な問診により質問票の欠測が
ほとんどないことが強みである。
１泊２日人間ドックでは、７５g経口ブ
ドウ糖負荷試験が検査セットに含まれて
いるため、一般集団の糖代謝を調査でき
る。

図. 研究結果例（飲酒量とインスリン分泌障害、
抵抗性の発症との関連を検討した結果、両方とも
正の関連が認められた。図は分泌障害の結果。）
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キーワード：肺炎・感染免疫・疾患モデル動物実験

肺炎マウスを用いた病態の解析

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　新規の治療薬は、臨床試験前に動物を用いた予備試験が行われている。我々は、治療薬の臨床試験
前動物実験を行った。新規治療薬は、様々な動物疾患モデルを用いてヒト疾患の有効性を解析できる。
　検体の生化学的検査・遺伝子解析や免疫染色なども行うことが可能である。特に、食細胞の各種機
能（接着・遊走・貪食・殺菌）を解析する機器を各種備えている。

知的財産・論文・学会発表など
（治験関係） 
　Efficacy of intravenous itraconazole against invasive pulmonary aspergillosis in neutropenic mice. 
　Tansho S, Abe S, Ishibashi H, Torii S, Otani H, Ono Y, Yamaguchi H. J Infect Chemother. 2006; 6 : 355-62. 

（最近の研究）
　Analysis of membrane antigens on neutrophils from patients with pneumonia
　Tansho-Nagakawa S, Ubagai T, Koshibu Y  et. al. Int J Immunol Immunother , 2018; 5 : 032. 

医学部・微生物学講座　講師

永川　茂 NAGAKAWA, Shigeru

URL：https://microbio-med-teikyo.localinfo.jp/ 

医学

板橋キャンパス

研究の目的
　マウスの肺感染モデルを用いて、感染による治療薬の有効性を評価する。さらに、遺伝子欠損マウス
など、ヒト疾患のモデルを用いて治療の有効性を評価する。
　近年では、新しい感染防御機構が解明されていることから、感染組織の病態を解析し治療薬の生体に
及ぼす影響を病理・免疫学的手法で解析する。

研究の背景
　肺炎は、死亡原因の上位に位置しており重要な問題である。特に、高齢者の肺炎は重症化しやすく難
治化している。
　近年、薬剤耐性菌は大きな問題で、多くの研究機関が解決する研究課題として
取り組んでいる。 しかしながら新規抗菌薬の開発は進まず、未だ解決のめどが
たっていないのが現状である。
　そこで、抗菌薬による治療方法とは異なった治療法の開発が求められている。
現在、新規抗菌薬による治療やワクチンが開発されている。さらに、免疫に影響
を与える物質などが治療薬として研究されている。

研究の概要
　微生物を気管内接種することで肺感染マウスモデルを確立した。肺組織から接
種した微生物の生菌数や、病理組織を作製し病巣の病態を解析している。また、
感染組織や採取検体などの免疫担当細胞の変化も解析できる。
　新規治療薬やワクチンによる感染防御について、マウスを用いた治療効果・作
用機序を解析することが可能である。

（主な研究微生物）
　Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa,
　Aspergillus fumigatus, Candida albicans

キキーーワワーードド：： 肺肺炎炎・・感感染染免免疫疫・・疾疾患患モモデデルル動動物物実実験験キキーーワワーードド：： 肺肺炎炎・・感感染染免免疫疫・・疾疾患患モモデデルル動動物物実実験験

研研究究のの目目的的

マウスの肺感染モデルを用いて、感染による治療薬の有効性を評価する。さらに、遺伝子欠損マウスなど、
ヒト疾患のモデルを用いて治療の有効性を評価する。
近年では、新しい感染防御機構が解明されていることから、感染組織の病態を解析し治療薬の生体に及ぼ

す影響を病理・免疫学的手法で解析する。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

新規の治療薬は、臨床試験前に動物を用いた予備試験が行われている。我々は、治療薬の臨床試験前動
物実験を行った。新規治療薬は、様々な動物疾患モデルを用いてヒト疾患の有効性を解析できる。
検体の生化学的検査・遺伝子解析や免疫染色なども行うことが可能である。特に、食細胞の各種機能 接

着・遊走・貪食・殺菌 を解析する機器を各種備えている。

肺肺炎炎ママウウススをを用用いいたた病病態態のの解解析析

医学部 微生物学講座 講師

永永川川 茂茂
URL：https://microbio-med-teikyo.localinfo.jp/ 

連絡先： 帝京大学医学部微生物学講座

TEL：03-3964-3632 E-mail： stansho@med.teikyo-u.ac.jp

NAGAKAWA, Shigeru

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
治験関係

最近の研究

（写真）
医医学学

研研究究のの背背景景

肺炎は、死亡原因の上位に位置しており重要な問題である。特に、高齢者の肺炎は重症化しやすく難治
化している。
近年、薬剤耐性菌は大きな問題で、多くの研究機関が解決する研究課題として取り組んでいる。 しかし

ながら新規抗菌薬の開発は進まず、未だ解決のめどがたっていないのが現状である。
そこで、抗菌薬による治療方法とは異なった治療法の開発が求められている。現在、

新規抗菌薬による治療やワクチンが開発されている。さらに、免疫に影響を与える物質
などが治療薬として研究されている。

研研究究のの概概要要

微生物を気管内接種することで肺感染マウスモデルを確立した。肺組織から接種
した微生物の生菌数や、病理組織を作製し病巣の病態を解析している。また、感染
組織や採取検体などの免疫担当細胞の変化も解析できる。
新規治療薬やワクチンによる感染防御について、マウスを用いた治療効果・作用

機序を解析することが可能である。
（主な研究微生物）

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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キーワード：内分泌細胞、微小管、チューブリン

内分泌細胞における微小管の機能調節メカニズムの解明
－翻訳後修飾の役割－

キキーーワワーードド：： 内内分分泌泌細細胞胞、、微微小小管管、、チチュューーブブリリンンキキーーワワーードド：： 内内分分泌泌細細胞胞、、微微小小管管、、チチュューーブブリリンン

研研究究のの概概要要

私たちの身体を形作る細胞の中には、その形態を維持するとともに、物質輸送におけるレールの役割を果
たす“微小管”が分布しています。微小管はα鎖およびβ鎖からなる二種類のチューブリンにより構築される
筒状の構造であり、各チューブリンに対するさまざまな翻訳後修飾が関与することが知られています。一方で、
ホルモン分泌が盛んな内分泌細胞では、ホルモンを含む分泌顆粒やホルモン受容体などを細胞内の決めら
れた場所へ正確に輸送する必要がありますが、物質特異的な配送調節機構はいまだにわかっていません。

そこで私は現在、外科的手術により末梢の内分泌器官を除去したラットの下垂体組織や、下垂体前葉内分

泌細胞由来の培養細胞株（ 、 など）を用いて、チューブリンの翻訳後修飾と下垂体内分泌細胞の

機能調節との関係を明らかにするため、蛍光免疫染色やウエスタンブロット法、リアルタイム 法に加え、

やプラスミド を用いた遺伝子発現増減法などを駆使し、研究を進めています（図 ）。

内内分分泌泌細細胞胞ににおおけけるる微微小小管管のの機機能能調調節節メメカカニニズズムムのの解解明明
－－翻翻訳訳後後修修飾飾のの役役割割－－

医学部 解剖学講座 助教

中中倉倉 敬敬
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2107/98 
連絡先：帝京大学医学部解剖学講座

TEL： 03-3964-3574 E-mail： Nakakura@med.Teikyo-u.ac.jp

NAKAKURA, Takashi

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

α

その他の論文、研究業績については以下を参照

（写真）
医医学学

研研究究のの成成果果

これまでには、ラット下垂体前葉の副腎皮質刺激

ホルモン（ ）産生細胞では、副腎除去によっ

て細胞質内に分布するαチューブリンのアセチル

化修飾が増加することを見出し（論文 ）、マウス下

垂体 産生細胞株 を用いた解析から（論

文 ）、この修飾がグルココルチコイド受容体の核移

行をコントロールしていることを明らかにしてきました。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

チューブリンの翻訳後修飾はα鎖とβ鎖を合わせると十か所以上存在します。また、近年の研究で修飾ご
とに特異的な修飾酵素が存在することも明らかになりつつあります。このため、本研究の遂行で微小管の翻訳
後修飾を介した内分泌細胞の機能調節メカニズムを明らかにすることができれば、修飾部位や酵素にアタッ
クする物質によりダイレクトにその機能を制御し、内分泌細胞におけるホルモン分泌調節をコントロールするこ
とが可能になると考えています。

医学部・解剖学講座　講師

中倉　敬 NAKAKURA, Takashi

URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2107/98 

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　私たちの身体を形作る細胞の中には、その形態を維持するとともに、物質輸送におけるレールの役割
を果たす “ 微小管 ” が分布しています。微小管はα鎖およびβ鎖からなる二種類のチューブリンにより
構築される筒状の構造であり、各チューブリンに対するさまざまな翻訳後修飾が関与することが知られ
ています。一方で、ホルモン分泌が盛んな内分泌細胞では、ホルモンを含む分泌顆粒やホルモン受容体
などを細胞内の決められた場所へ正確に輸送する必要がありますが、物質特異的な配送調節機構はいま
だにわかっていません。
　そこで私は現在、外科的手術により末梢の内分泌器官を除去したラットの下垂体組織や、下垂体前葉内
分泌細胞由来の培養細胞株（AtT20、GH3 など）を用いて、チューブリンの翻訳後修飾と下垂体内分泌細
胞の機能調節との関係を明らかにするため、蛍光免疫染色やウエスタンブロット法、リアルタイム PCR 法
に加え、siRNA やプラスミド DNA を用いた遺伝子発現増
減法などを駆使し、研究を進めています（図 1）。

研究の成果
　これまでには、ラット下垂体前葉の副腎皮質刺激ホル
モン（ACTH）産生細胞では、副腎除去によって細胞質内
に分布するαチューブリンのアセチル化修飾が増加する
ことを見出し（論文 1）、マウス下垂体 ACTH 産生細胞株
AtT20 を用いた解析から（論文 2）、この修飾がグルココ
ルチコイド受容体の核移行をコントロールしていること
を明らかにしてきました。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　チューブリンの翻訳後修飾はα鎖とβ鎖を合わせると十か所以上存在します。また、近年の研究で
修飾ごとに特異的な修飾酵素が存在することも明らかになりつつあります。このため、本研究の遂行
で微小管の翻訳後修飾を介した内分泌細胞の機能調節メカニズムを明らかにすることができれば、修
飾部位や酵素にアタックする物質によりダイレクトにその機能を制御し、内分泌細胞におけるホルモ
ン分泌調節をコントロールすることが可能になると考えています。

知的財産・論文・学会発表など
Nakakura et al. (2017) ATAT1 is essential to regulate the homeostasis-retaining cellular responses in 
corticotrophs along the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Cell Tissue Res., 370: 169-178. 
Nakakura et al. (2016) Adrenalectomy facilitates the ATAT1 expression and α -tubulin acetylation in 
ACTH-producing corticotrophs. Cell Tissue Res., 366: 363-370.　
その他の論文、研究業績については以下を参照
　　https://researchmap.jp/nakakura813/
　　https://scholar.google.co.jp/citations?user=lh8pCC0AAAAJ&hl=ja

キキーーワワーードド：： 内内分分泌泌細細胞胞、、微微小小管管、、チチュューーブブリリンンキキーーワワーードド：： 内内分分泌泌細細胞胞、、微微小小管管、、チチュューーブブリリンン

研研究究のの概概要要

私たちの身体を形作る細胞の中には、その形態を維持するとともに、物質輸送におけるレールの役割を果
たす“微小管”が分布しています。微小管はα鎖およびβ鎖からなる二種類のチューブリンにより構築される
筒状の構造であり、各チューブリンに対するさまざまな翻訳後修飾が関与することが知られています。一方で、
ホルモン分泌が盛んな内分泌細胞では、ホルモンを含む分泌顆粒やホルモン受容体などを細胞内の決めら
れた場所へ正確に輸送する必要がありますが、物質特異的な配送調節機構はいまだにわかっていません。

そこで私は現在、外科的手術により末梢の内分泌器官を除去したラットの下垂体組織や、下垂体前葉内分

泌細胞由来の培養細胞株（ 、 など）を用いて、チューブリンの翻訳後修飾と下垂体内分泌細胞の

機能調節との関係を明らかにするため、蛍光免疫染色やウエスタンブロット法、リアルタイム 法に加え、

やプラスミド を用いた遺伝子発現増減法などを駆使し、研究を進めています（図 ）。

内内分分泌泌細細胞胞ににおおけけるる微微小小管管のの機機能能調調節節メメカカニニズズムムのの解解明明
－－翻翻訳訳後後修修飾飾のの役役割割－－

医学部 解剖学講座 助教

中中倉倉 敬敬
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2107/98 
連絡先：帝京大学医学部解剖学講座

TEL： 03-3964-3574 E-mail： Nakakura@med.Teikyo-u.ac.jp

NAKAKURA, Takashi

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

α

その他の論文、研究業績については以下を参照

（写真）
医医学学

研研究究のの成成果果

これまでには、ラット下垂体前葉の副腎皮質刺激

ホルモン（ ）産生細胞では、副腎除去によっ

て細胞質内に分布するαチューブリンのアセチル

化修飾が増加することを見出し（論文 ）、マウス下

垂体 産生細胞株 を用いた解析から（論

文 ）、この修飾がグルココルチコイド受容体の核移

行をコントロールしていることを明らかにしてきました。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

チューブリンの翻訳後修飾はα鎖とβ鎖を合わせると十か所以上存在します。また、近年の研究で修飾ご
とに特異的な修飾酵素が存在することも明らかになりつつあります。このため、本研究の遂行で微小管の翻訳
後修飾を介した内分泌細胞の機能調節メカニズムを明らかにすることができれば、修飾部位や酵素にアタッ
クする物質によりダイレクトにその機能を制御し、内分泌細胞におけるホルモン分泌調節をコントロールするこ
とが可能になると考えています。
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キーワード：法医学、中毒学、分析化学

有毒ガス中毒の新規マーカー探索

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　法医解剖業務では、有毒ガスによる中毒死事例を扱うことが多々あるが、ガスそのものは捕捉不能なことが多く、
中毒死の直接的な証明は非常に困難である。そこで我々は、有毒ガスにより生じる生体分子の化学的修飾体を検出・
定量することにより中毒マーカーとしての可能性を開く。
　本研究は法医学領域のみならず、救急医療におけるガス中毒患者に対する重症度の判定や治療効果の判定にも
つながることが期待される。

知的財産・論文・学会発表など
学術論文
Nishio T., Toukairin Y., Hoshi T., Arai T., Nogami M., Determination of 3-chloro-L-tyrosine as a novel indicator of 
chlorine poisoning utilizing gas chromatography-mass spectrometric analysis, Leg. Med., 47, 101782 (2020).
学会発表
西尾 忠 , 東海林　洋子 , 星 智昭 , 新井　智美 , 野上　誠 , 塩素中毒マーカーとしての 3-chloro-L-tyrosine の
GC-MS 分析法の開発 , 第 89 回日本法医学会学術関東地方集会 , 2020 年 10 月 .

医学部・法医学講座　講師

西尾　忠 NISHIO, Tadashi 医学

板橋キャンパス

研究の概要
　従来、我が国の死因究明制度は世界と比べて非常に遅れており、このため犯罪や事故の見逃しが発生
していることが指摘されてきた。これを打破するため、2019 年に 「死因究明等推進基本法」 が公布され、
法医学領域における実務業務の重要性が増々高まっている。この中でも、薬毒物による中毒死は一貫し
て増加傾向にあり、自験例においても、抗不安薬などの医薬品類、覚せい剤をはじめとする違法薬物及
び有毒ガスなどによる死亡事案が多数みられる。特に有毒ガスによる中毒事例においてはガス成分の化
学的安定性や事例発生後の経過時間や現場の保存状態により、ガスそのものは捕捉不能であり、中毒死
の直接的な証明は困難であることも多い。
　このような背景から、我々は体内に取り込まれたガス成分と生体分子が反応して生じる安定な化学修
飾体を検出・定量することが中毒マーカー開発
に有用であると考え分析化学的研究を進めてい
る。最近、塩素ガス中毒のマーカーとして 3-
クロロ -L- チロシン （Cl-Tyr） に着目し、ガスク
ロマトグラフィー－質量分析計 （GC － MS） を
駆使した簡便な分析法を開発した。さらに実
際に塩素中毒が疑われる剖検試料中から Cl-Tyr
を検出し、本法の有用性を示した。
　現在、塩素のみならず青酸や硫化水素など法
医学上重要な有毒ガスから生じる安定性の高い
生体分子誘導体の探索や検出を試み、それらの
中毒マーカーとしての可能性を評価している。

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を

帝京大学・帝京大学短期大学 研究シーズ集 2021

写真
医学部・法医学講座 講師

NISHIO, Tadashi
医学
板橋

キャンパス

有毒ガス中毒の新規マーカー探索

キーワード：法医学、中毒学、分析化学

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

知的財産・論文・学術発表など

SDGs目標3：すべての人に健康と福祉を

西尾 忠

法医解剖業務では、有毒ガスによる中毒死事例を扱うことが多々あるが、ガスそのものは捕捉
不能なことが多く、中毒死の直接的な証明は非常に困難である。そこで我々は、有毒ガスにより生
じる生体分子の化学的修飾体を検出・定量することにより中毒マーカーとしての可能性を開く。

本研究は法医学領域のみならず、救急医療におけるガス中毒患者に対する重症度の判定や
治療効果の判定にもつながることが期待される。

学術論文

Nishio T., Toukairin Y., Hoshi T., Arai T., Nogami M., Determination of 3-chloro-L-tyrosine as a novel indicator 
of chlorine poisoning utilizing gas chromatography-mass spectrometric analysis, Leg. Med., 47, 101782 (2020).
学会発表
西尾 忠, 東海林 洋子, 星 智昭, 新井 智美, 野上 誠, 塩素中毒マーカーとしての3-chloro-L-tyrosineのGC-MS
分析法の開発,第89回日本法医学会学術関東地方集会, 2020年10月.

従来、我が国の死因究明制度は世界と比べて非常に遅れており、このため犯罪や事故の見逃し
が発生していることが指摘されてきた。これを打破するため、2019年に「死因究明等推進基本法」
が公布され、法医学領域における実務業務の重要性が増々高まっている。この中でも、薬毒物によ
る中毒死は一貫して増加傾向にあり、自験例においても、抗不安薬などの医薬品類、覚せい剤を
はじめとする違法薬物及び有毒ガスなどによる死亡事案が多数みられる。特に有毒ガスによる中毒
事例においてはガス成分の化学的安定性や事例発生後の経過時間や現場の保存状態により、ガ
スそのものは捕捉不能であり、中毒死の直接的な証明は困難であることも多い。

このような背景から、我々は体内に取り込まれた
ガス成分と生体分子が反応して生じる安定な化学
修飾体を検出・定量することが中毒マーカー開発
に有用であると考え分析化学的研究を進めている。
最近、塩素ガス中毒のマーカーとして3-クロロ-L-チ
ロシン (Cl-Tyr)に着目し、ガスクロマトグラフィー−
質量分析計 (GC−MS) を駆使した簡便な分析法
を開発した。さらに実際に塩素中毒が疑われる剖
検試料中からCl-Tyrを検出し、本法の有用性を示
した。

現在、塩素のみならず青酸や硫化水素など法医
学上重要な有毒ガスから生じる安定性の高い生体
分子誘導体の探索や検出を試み、それらの中毒
マーカーとしての可能性を評価している。
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キーワード：カルバペネム、多剤耐性、AMR  

医療の脅威となる耐性菌の解析

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　耐性菌は医療現場だけでなく公衆衛生でも問題となっており、全人類で取り組まなければ
ならないグローバルな課題です。

知的財産・論文・学会発表など
　https://researchmap.jp/snishida

キーワード： カルバペネム、多剤耐性キーワード： カルバペネム、多剤耐性

本研究のアピールポイント
耐性菌は医療現場だけでなく公衆衛生でも問題となっており、全人類で取り組まなければなら
ないグローバルな課題です。

医療の脅威となる耐性菌の解析
医学部 微生物学講座 助教
西田 智

連絡先 帝京大学知的財産センター

医学

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

研究の背景
これまで日和見感染症の病原体は健常者に対
して無害であり、多くの抗菌薬に感受性であ
ることから、その保菌は特に問題となること
はなかった。しかしながら、近年、日和見感
染症病原体が多くの薬剤耐性を獲得すること
により、多剤耐性化したこと、また院内環境
へ適応していったことで、入院患者などの易
感染性宿主に重篤な感染症を引き起こしてい
る。特に、

と呼ばれる菌種において抗菌薬に対する
耐性化が生じ問題となっている。このうち

は乾燥状態でも長時間生存できる
ため医療機関から除去するのが難しく院内感
染を引き起こしやすい特徴を有する。多剤耐
性 は海外で保菌した患
者により日本国内の医療機関に持ち込まれて
院内感染を引き起こすことが多く、国際化が
進む近年においては今後も監視が必要な菌種
である。

研究の概要
本研究では、臨床分離された耐性菌をゲノムシーケンス解析、遺伝子クローニング、感染実験
により解析している。

研究の目的
医療現場で問題となる耐性菌の薬剤耐性と病原性の制御メカニズムを明らかにすることを
目的とする。

重点病原菌リスト
緊急度 耐性菌 薬剤

重大 アシネトバクター・
バウマニ

カルバペネム

重大 緑膿菌 カルバペネム

重大 腸内細菌科細菌 カルバペネム、
セファロスポリン

高 腸球菌 バンコマイシン

高 黄色ブドウ球菌 メチシリン、
バンコマイシン

高 ヘリコバクター・
ピロリ

クラリスロマイシ
ン

高 カンピロバクター フルオロキノロン

高 サルモネラ属菌 フルオロキノロン

高 淋菌 セファロスポリン、
フルオロキノロン

中 肺炎球菌 ペニシリン

中 インフルエンザ菌 アンピシリン

中 赤痢菌 フルオロキノロン

医学部・微生物学講座　講師

西田　智 NISHIDA, Satoshi

URL:https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2756/92

医学

板橋キャンパス

研究の目的
　医療現場で問題となる耐性菌の薬剤耐性と病原性の制御メカニズムを明らかにすることを目
的とする。 

研究の背景
　これまで日和見感染症の病原体は健常者に対して無害であり、多くの抗菌薬に感受性である
ことから、その保菌は特に問題となることはなかった。しかしながら、近年、日和見感染症病
原体が多くの薬剤耐性を獲得することにより、多剤耐性化したこと、また院内環境へ適応し
ていったことで、入院患者などの易感染性宿主に
重篤な感染症を引き起こしている。特に、ESKAPE

（Enterococcus feacium, Staphylococcus aureus, 
Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, 
Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter sp.）と呼ば
れる菌種において抗菌薬に対する耐性化が生じ問題
となっている。このうちA. baumannii は乾燥状態で
も長時間生存できるため医療機関から除去するのが
難しく院内感染を引き起こしやすい特徴を有する。
多剤耐性 A.baumannii（MDRA）は海外で保菌した
患者により日本国内の医療機関に持ち込まれて院内
感染を引き起こすことが多く、国際化が進む近年に
おいては今後も監視が必要な菌種である。

研究の概要
　本研究では、臨床分離された耐性菌をゲノムシー
ケンス解析、遺伝子クローニング、感染実験により
解析している。

キーワード： カルバペネム、多剤耐性キーワード： カルバペネム、多剤耐性

本研究のアピールポイント
耐性菌は医療現場だけでなく公衆衛生でも問題となっており、全人類で取り組まなければなら
ないグローバルな課題です。

医療の脅威となる耐性菌の解析
医学部 微生物学講座 助教
西田 智

連絡先 帝京大学知的財産センター

医学

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

研究の背景
これまで日和見感染症の病原体は健常者に対
して無害であり、多くの抗菌薬に感受性であ
ることから、その保菌は特に問題となること
はなかった。しかしながら、近年、日和見感
染症病原体が多くの薬剤耐性を獲得すること
により、多剤耐性化したこと、また院内環境
へ適応していったことで、入院患者などの易
感染性宿主に重篤な感染症を引き起こしてい
る。特に、

と呼ばれる菌種において抗菌薬に対する
耐性化が生じ問題となっている。このうち

は乾燥状態でも長時間生存できる
ため医療機関から除去するのが難しく院内感
染を引き起こしやすい特徴を有する。多剤耐
性 は海外で保菌した患
者により日本国内の医療機関に持ち込まれて
院内感染を引き起こすことが多く、国際化が
進む近年においては今後も監視が必要な菌種
である。

研究の概要
本研究では、臨床分離された耐性菌をゲノムシーケンス解析、遺伝子クローニング、感染実験
により解析している。

研究の目的
医療現場で問題となる耐性菌の薬剤耐性と病原性の制御メカニズムを明らかにすることを
目的とする。

重点病原菌リスト
緊急度 耐性菌 薬剤

重大 アシネトバクター・
バウマニ

カルバペネム

重大 緑膿菌 カルバペネム

重大 腸内細菌科細菌 カルバペネム、
セファロスポリン

高 腸球菌 バンコマイシン

高 黄色ブドウ球菌 メチシリン、
バンコマイシン

高 ヘリコバクター・
ピロリ

クラリスロマイシ
ン

高 カンピロバクター フルオロキノロン

高 サルモネラ属菌 フルオロキノロン

高 淋菌 セファロスポリン、
フルオロキノロン

中 肺炎球菌 ペニシリン

中 インフルエンザ菌 アンピシリン

中 赤痢菌 フルオロキノロン

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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キーワード：PTH、PTHrP、骨・軟骨分化、 骨粗鬆症、マウス遺伝学

PTH、PTHrP による骨・軟骨分化の制御機構

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　PTH は骨粗鬆症の治療薬として、市販されている唯一の骨形成促進薬ですが、ペプチド製剤を皮下注射しなけ
ればならず、経口剤の開発が待たれます。 Sik2 と Sik3 のダブル KO マウスで骨形成が顕著に促進されたことから

（上図）、Sik 活性を抑える薬剤（Sik 阻害薬）を開発できれば、日本に約 1300 万人もの患者がいる骨粗鬆症の治
療において、初めての経口の骨形成促進薬となることが期待されます。

知的財産・論文・学会発表など
1.  Nishimori S, Wein MN, Kronenberg HM. PTHrP targets salt-inducible kinases, HDAC4 and HDAC5, to repress 

chondrocyte hypertrophy in the growth plate. Bone (2020); 142:115709
2.  Nishimori S, et al. Salt-inducible kinases dictate parathyroid hormone 1 receptor action in bone development 

and remodeling.  J Clin Invest (2019); 129:5187-5203
3.  Nishimori S, et al. PTHrP targets HDAC4 and HDAC5 to repress chondrocyte hypertrophy. JCI Insight (2019); 

4(5): e97903

帝京大学・帝京大学短期大学 研究シーズ集 2021

医学部 生化学講座 講師
NISHIMORI, Shigeki

URL: https://researchmap.jp/2706

医学
板橋キャンパス

PTH、PTHrPによる骨・軟骨分化の制御機構

キーワード： PTH、PTHrP、骨・軟骨分化、骨粗鬆症、マウス遺伝学
研究の概要

１．胎児期～乳幼児期～小児期～思春期を経て、成長が止まるまで、頭蓋骨、鎖骨を除く全ての骨
は「軟骨内骨化」というプロセスによって作られます。このプロセスを制御するPTHrP（副甲状腺ホル
モン関連タンパク）という物質の作用メカニズムを遺伝子改変マウスを用いて、研究しています。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなどPTHは骨粗鬆症の治療薬として、市販されている唯一の骨形成促進薬ですが、ペプチド製剤を皮下注射しなければならず、経口剤の開発が待たれます。 Sik2とSik3のダブルKOマウスで骨形成が顕著に促進されたことから（上図）、Sik活性を抑える薬剤（Sik阻害薬）を開発できれば、日本に約1300万人もの患者がいる骨粗鬆症の治療において、初めての経口の骨形成促進薬となることが期待されます。

論文
1. Nishimori S, Wein MN, Kronenberg HM. PTHrP targets salt-inducible kinases, HDAC4 and HDAC5, to repress 
chondrocyte hypertrophy in the growth plate. Bone (2020); 142:1157092. Nishimori S, et al. Salt-inducible kinases dictate parathyroid hormone 1 receptor action in bone development 
and remodeling.  J Clin Invest (2019); 129:5187-52033. Nishimori S, et al. PTHrP targets HDAC4 and HDAC5 to repress chondrocyte hypertrophy. JCI Insight (2019);
4(5): e97903

SSDDGGss目目標標３３：：すすべべててのの人人にに健健康康とと福福祉祉をを

西森茂樹

２．PTHｒPが細胞膜上の受容体に結合した後、Salt Inducible Kinase (Sik)とHDAC（Histone deacetylase）という分子が細胞内情報伝達系のメッセンジャーとして働くことを解明しました。

３．PTH（副甲状腺ホルモン）はPTHｒPと同じ受容体と結合します。PTHはPTHrPは細胞内情報伝達系も共有し、SikはPTHによる骨形成促進作用にも関与していることを発見しました。

４．PTHとPTHｒPはSikの活性を抑制します。Sikのノックアウト（KO）マウスでは、マウスにPTHを投与とした場合と同様、骨形成が著明に増加することを発見しました（右図）。
生後8週のオスマウスの大腿骨近位端でのマイクロCT画像。Sik2とSik3のダブルKOマウス（右下）では、骨量が著明に増加する。

医学部・生化学講座　講師

西森　茂樹 NISHIMORI, Shigeki

URL: https://researchmap.jp/2706

医学

板橋キャンパス

研究の概要
1.  胎児期～乳幼児期～小児期～思春期を経て、成長が止まるまで、頭蓋骨、鎖骨を除く全ての骨は「軟

骨内骨化」 というプロセスによって作られます。このプロセスを制御する PTHrP （副甲状腺ホルモン
関連タンパク） という物質の作用メカニズムを遺伝子改変マウスを用いて、研究しています。

2.  PTHrP が細胞膜上の受容体に結合した後、
Salt Inducible Kinase （Sik） と HDAC （Histone 
deacetylase）という分子が細胞内情報伝達系
のメッセンジャーとして働くことを解明しま
した。

3.  PTH （副甲状腺ホルモン） は PTHrP と同じ受
容体と結合します。PTH は PTHrP は細胞内情
報伝達系も共有し、Sik は PTH による骨形成
促進作用にも関与していることを発見しまし
た。

4.  PTH と PTHrP は Sik の活性を抑制します。
Sik のノックアウト （KO） マウスでは、マウス
に PTH を投与とした場合と同様、骨形成が著
明に増加することを発見しました （右図）。

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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医学部 生化学講座 講師
NISHIMORI, Shigeki

URL: https://researchmap.jp/2706

医学

板橋キャンパス

PTH、PTHrPによる骨・軟骨分化の制御機構

キーワード： PTH、PTHrP、骨・軟骨分化、骨粗鬆症、マウス遺伝学

研究の概要

１．胎児期～乳幼児期～小児期～思春期を経て、成長が止まるまで、頭蓋骨、鎖骨を除く全ての骨
は「軟骨内骨化」というプロセスによって作られます。このプロセスを制御するPTHrP（副甲状腺ホル
モン関連タンパク）という物質の作用メカニズムを遺伝子改変マウスを用いて、研究しています。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
PTHは骨粗鬆症の治療薬として、市販されている唯一の骨形成促進薬ですが、ペプチド製剤を皮下

注射しなければならず、経口剤の開発が待たれます。 Sik2とSik3のダブルKOマウスで骨形成が顕著

に促進されたことから（上図）、Sik活性を抑える薬剤（Sik阻害薬）を開発できれば、日本に約1300万人

もの患者がいる骨粗鬆症の治療において、初めての経口の骨形成促進薬となることが期待されます。

論文
1. Nishimori S, Wein MN, Kronenberg HM. PTHrP targets salt-inducible kinases, HDAC4 and HDAC5, to repress 
chondrocyte hypertrophy in the growth plate. Bone (2020); 142:115709
2. Nishimori S, et al. Salt-inducible kinases dictate parathyroid hormone 1 receptor action in bone development 
and remodeling.  J Clin Invest (2019); 129:5187-5203
3. Nishimori S, et al. PTHrP targets HDAC4 and HDAC5 to repress chondrocyte hypertrophy. JCI Insight (2019);
4(5): e97903

SSDDGGss目目標標３３：：すすべべててのの人人にに健健康康とと福福祉祉をを

西森茂樹

２．PTHｒPが細胞膜上の受容体に結合した後、
Salt Inducible Kinase (Sik)とHDAC（Histone 
deacetylase）という分子が細胞内情報伝達系
のメッセンジャーとして働くことを解明しました。

３．PTH（副甲状腺ホルモン）はPTHｒPと同じ
受容体と結合します。PTHはPTHrPは細胞内
情報伝達系も共有し、SikはPTHによる骨形成
促進作用にも関与していることを発見しました。

４．PTHとPTHｒPはSikの活性を抑制します。
Sikのノックアウト（KO）マウスでは、マウスに
PTHを投与とした場合と同様、骨形成が著明
に増加することを発見しました（右図）。

生後8週のオスマウスの大腿骨近位端でのマイクロ
CT画像。Sik2とSik3のダブルKOマウス（右下）では、
骨量が著明に増加する。

生後 8 週のオスマウスの大腿骨近位端でのマイクロ CT
画像。Sik2 と Sik3 のダブル KO マウス （右下） では、骨
量が著明に増加する。
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キーワード：神経変性疾患、凝集体

神経変性疾患における
凝集体形成メカニズムの解明

キキーーワワーードド：： 神神経経変変性性疾疾患患、、 凝凝集集体体キキーーワワーードド：： 神神経経変変性性疾疾患患、、 凝凝集集体体

研研究究のの概概要要

神経変性疾患では、変異を含む特定のタンパク質が凝集体を形成し、変異タンパク質だけでなく相互作用
する正常なタンパク質の生理的作用を阻害することにより、神経細胞死を引き起こします。本研究では遺伝性
神経変性疾患であるハンチントン病（ モデルを用いて、凝集体形成の影響による細胞死や異常線毛形成
について、その発症メカニズムの解明および治療方法の開発を目指します。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

神経変性疾患の発症においてはミトコンドリア機能障害やプロテアソーム機能障害、酸化ストレス等、様々な
メカニズムが関与しており、多方面からのアプローチによる治療法の開発が精力的に行われています。本研
究による異常タンパク質凝集メカニズムの解明は、 のみならず、他のタンパク質凝集によって引き起こされ
る神経変性疾患に対する治療法の開発に貢献できます。

神神経経変変性性疾疾患患ににおおけけるる
凝凝集集体体形形成成メメカカニニズズムムのの解解明明
医学部 解剖学講座 助教

猫猫沖沖 陽陽子子
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/lists/98 
連絡先：帝京大学医学部解剖学講座

TEL：03-3964-1211（ext.47251） E-mail：y-nekooki@med.teikyo-u.ac.jp

NEKOOKI, Yoko

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

）

（写真）
医医学学

変異タンパク質

変異タンパク質はβシートを多く含むオリゴマーを形成し、さらに生理活性
を持つタンパ正常なタンパク質ク質をまき込み、凝集体を形成します。凝集
体形成により結合できなくなったタンパク質の活性が異常亢進し、症状を示
す場合もあります。また、オリゴマーの構造によって毒性が異なり、発現領域
により異なる毒性を示します。本研究では凝集体の形成阻害や分解促進、
毒性の低い構造への誘導、凝集体形成によって引き起こされる細胞構造の
変化について研究を行います。モデルマウス脳における

凝集体（上：茶色、下：緑色）

変異タンパク質
オリゴマー

凝集体

医学部・解剖学講座　助教

猫沖　陽子 NEKOOKI, Yoko

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/lists/98 

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　神経変性疾患では、変異を含む特定のタンパク質が凝集体を形成し、変異タンパク質だけで
なく相互作用する正常なタンパク質の生理的作用を阻害することにより、神経細胞死を引き起
こします。本研究では遺伝性神経変性疾患であるハンチントン病（HD）モデルを用いて、凝集
体形成の影響による細胞死や異常線毛形成について、その発症メカニズムの解明および治療方
法の開発を目指します。

　変異タンパク質はβシートを多く含むオリゴマーを形成し、
さらに生理活性を持つ正常なタンパク質をまき込み、凝集体を
形成します。凝集体形成により結合できなくなったタンパク質
の活性が異常亢進し、症状を示す場合もあります。また、オリ
ゴマーの構造によって毒性が異なり、発現領域により異なる毒
性を示します。本研究では凝集体の形成阻害や分解促進、毒性
の低い構造への誘導、凝集体形成によって引き起こされる細胞
構造の変化について研究を行います。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　神経変性疾患の発症においてはミトコンドリア機能障害やプロテアソーム機能障害、酸化
ストレス等、様々なメカニズムが関与しており、多方面からのアプローチによる治療法の開
発が精力的に行われています。本研究による異常タンパク質凝集メカニズムの解明は、HD
のみならず、他のタンパク質凝集によって引き起こされる神経変性疾患に対する治療法の開
発に貢献できます。

知的財産・論文・学会発表など
Med Mol Morphol.53(4):191-197(2020） Med Mol Morphol.51(4):217-226(2018）
Nat Med.10(2):148-54(2004) J Cli Invest.127(4):1438-1450(2017）
J Biol Chem. 278(36):34717-24(2003) Proc Natl Acad Sci USA.106(24):9679-84(2009)
Biochemistry.41(32):10277-86(2002). Biochem Biophys Res Commun.343(1):190-7(2006)

キキーーワワーードド：： 神神経経変変性性疾疾患患、、 凝凝集集体体キキーーワワーードド：： 神神経経変変性性疾疾患患、、 凝凝集集体体

研研究究のの概概要要

神経変性疾患では、変異を含む特定のタンパク質が凝集体を形成し、変異タンパク質だけでなく相互作用
する正常なタンパク質の生理的作用を阻害することにより、神経細胞死を引き起こします。本研究では遺伝性
神経変性疾患であるハンチントン病（ モデルを用いて、凝集体形成の影響による細胞死や異常線毛形成
について、その発症メカニズムの解明および治療方法の開発を目指します。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

神経変性疾患の発症においてはミトコンドリア機能障害やプロテアソーム機能障害、酸化ストレス等、様々な
メカニズムが関与しており、多方面からのアプローチによる治療法の開発が精力的に行われています。本研
究による異常タンパク質凝集メカニズムの解明は、 のみならず、他のタンパク質凝集によって引き起こされ
る神経変性疾患に対する治療法の開発に貢献できます。

神神経経変変性性疾疾患患ににおおけけるる
凝凝集集体体形形成成メメカカニニズズムムのの解解明明
医学部 解剖学講座 助教

猫猫沖沖 陽陽子子
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/lists/98 
連絡先：帝京大学医学部解剖学講座

TEL：03-3964-1211（ext.47251） E-mail：y-nekooki@med.teikyo-u.ac.jp

NEKOOKI, Yoko

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

）

（写真）
医医学学

変異タンパク質

変異タンパク質はβシートを多く含むオリゴマーを形成し、さらに生理活性
を持つタンパ正常なタンパク質ク質をまき込み、凝集体を形成します。凝集
体形成により結合できなくなったタンパク質の活性が異常亢進し、症状を示
す場合もあります。また、オリゴマーの構造によって毒性が異なり、発現領域
により異なる毒性を示します。本研究では凝集体の形成阻害や分解促進、
毒性の低い構造への誘導、凝集体形成によって引き起こされる細胞構造の
変化について研究を行います。モデルマウス脳における

凝集体（上：茶色、下：緑色）

変異タンパク質
オリゴマー

凝集体

キキーーワワーードド：： 神神経経変変性性疾疾患患 凝凝集集体体

研研究究のの概概要要

神経変性疾患では、変異を含む特定のタンパク質が凝集体を形成し、変異タンパク質だけでなく相互作用
する正常なタンパク質の生理的作用を阻害することにより、神経細胞死を引き起こします。本研究では遺伝性
神経変性疾患であるハンチントン病（HD)モデルを用いて、凝集体形成の影響による細胞死や異常線毛形成
について、その発症メカニズムの解明および治療方法の開発を目指します。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

神経変性疾患の発症においてはミトコンドリア機能障害やプロテアソーム機能障害、酸化ストレス等、様々な
メカニズムが関与しており、多方面からのアプローチによる治療法の開発が精力的に行われています。本研
究による異常タンパク質凝集メカニズムの解明は、HDのみならず、他のタンパク質凝集によって引き起こされ
る神経変性疾患に対する治療法の開発に貢献できます。

神神経経変変性性疾疾患患ににおおけけるる
凝凝集集体体形形成成メメカカニニズズムムのの解解明明

医学部 解剖学講座 助教

猫猫沖沖 陽陽子子
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/lists/98 
連絡先：帝京大学医学部解剖学講座

TEL：03-3964-1211（ext.47251） E-mail：y-nekooki@med.teikyo-u.ac.jp

NEKOOKI, Yoko

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

Med Mol Morphol. (2018)
J Cli Invest.127(4):1438-1450(2017）
Proc Natl Acad Sci USA.106(24):9679-84(2009)
Biochem Biophys Res Commun.343(1):190-7(2006)
Nat Med.10(2):148-54(2004)
J Biol Chem. 278(36):34717-24(2003)
Biochemistry.41(32):10277-86(2002).

（写真）
医医学学

変異タンパク質

変異タンパク質はβシートを多く含むオリゴマーを形成し、さらに生理活性
を持つタンパ正常なタンパク質をまき込み、凝集体を形成します。凝集体形
成により結合できなくなったタンパク質の活性が異常亢進し、症状を示す場
合もあります。また、オリゴマーの構造によって毒性が異なり、発現領域によ
り異なる毒性を示します。本研究では凝集体の形成阻害や分解促進、毒性
の低い構造への誘導、凝集体形成によって引き起こされる細胞構造の変化
について研究を行います。HDモデルマウス脳（上）お

よび培養神経細胞（下）に
おけるハンチンチン凝集体

変異タンパク質
オリゴマー

凝集体

HD モデルマウス脳（上）および
培養神経細胞（下）におけるハン
チンチン凝集体

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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キーワード：根小毛、基底小体、線毛

基底小体に付属する根小毛の構築機構

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　線毛および線毛運動については、これまで多くの研究がなされ、薬剤開発を通じて臨床応用されている。本研
究は、線毛を構造的および機能的に支える基底小体付属構造についての研究で、この研究の成果は、線毛構造の
構造的機能的支持の視点から、新たな薬剤開発へつながる。

知的財産・論文・学会発表など
1.  Hagiwara H, et al.: Ultrastructural and immunohistochemical study of the basal apparatus of solitary cilia in 

the human oviduct epithelium. J. Anat. 200: 89-96, 2002.
2.  Hagiwara H, et al.: Cell biology of normal and abnormal ciliogenesis in the ciliated epithelium. Int. Rev. Cytol. 

234:101-141, 2004.
3.  Sato T, Hagiwara H, et al.:Rab8a and Rab8b are essential for several apical transport pathways but insufficient 

for ciliogenesis. J. Cell Sci. 127:422–431, 2014.

帝京大学・帝京大学短期大学 研究シーズ集 2021

写真
医学部・解剖学講座 教授

HAGIWARA, Haruo
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1869/98

医学

板橋
キャンパス

基底小体に付属する根小毛の構築機構

キーワード：根小毛、基底小体、線毛

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

知的財産・論文・学術発表など

SDGs目標４：質の高い教育をみんなに

萩原 治夫

線毛は細胞表面の細長い突起構造で、基底小体から伸長し、内
部に規則正しく配列したアクソネーム微小管を有している。線毛に
は、線毛細胞の運動線毛と細胞から１本だけ伸び出た一次線毛の２
つのタイプがある。線毛を伸長した基底小体には、翼状板、基底小
足、根小毛という３種類の基底小体付属構造が付随し、線毛の構造
的機能的支持基盤として働いている。
根小毛は横紋を有する細線維の束で、基底小体から細胞深部に
向かって伸長し、ルートレチン、CEP６８などからつくられる。根小毛
は、基底小体を細胞内の特定の場所に固定するとともに、線毛形成
に必要な分子の輸送にも関与している。
基底小体は中心子と同じ構造なので、ペアの中心子の一方から
一次線毛が伸長する。一次線毛を伸長した中心子、すなわち基底
小体とそのペアの中心子は、根小毛に類似した構造のstriated 
connectorで連結している。
培養線維芽細胞（ＫＤ）では、細胞周期性に一次線毛の形成と消
失がおこりし、それと同時期に根小毛とstriated connectorの形成
と消失が繰り返される。中心体（ペアの中心子と中心子周囲物質）に
は、１００を超える中心体タンパク質CEPが存在している。CEP分子
群に注目し、根小毛の構築と構造維持のメカニズム、根小毛分解の
分子機構について研究を行っている。
（付図説明 右上に一次線毛の模式図を、右下に根小毛の免疫組
織化学の写真を示した。赤で基底小体を、緑で根小毛を示す。PC;
一次線毛、TF;翼状板、ＢＦ；基底小足、BB;基底小体、SR;根小毛、
矢印;striated connector、Ce;中心子）

線毛および線毛運動については、これまで多くの研究がなされ、薬剤開発を通じて臨床応用されて
いる。本研究は、線毛を構造的および機能的に支える基底小体付属構造についての研究で、この研
究の成果は、線毛構造の構造的機能的支持の視点から、新たな薬剤開発へつながる。

1. Hagiwara H, et al.: Ultrastructural and immunohistochemical study of the basal apparatus of solitary 
cilia in the human oviduct epithelium. J. Anat. 200: 89-96, 2002. 
2. Hagiwara H, et al.: Cell biology of normal and abnormal ciliogenesis in the ciliated epithelium. Int. Rev. 
Cytol. 234:101-141, 2004.  
3. Sato T, Hagiwara H, et al.:Rab8a and Rab8b are essential for several apical transport pathways but 
insufficient for ciliogenesis. J. Cell Sci. 127:422–431, 2014.  

医学部・解剖学講座　教授

萩原　治夫 HAGIWARA, Haruo 

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1869/98

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　線毛は細胞表面の細長い突起構造で、基底小体から伸長し、内部に規
則正しく配列したアクソネーム微小管を有している。線毛には、線毛細胞
の運動線毛と細胞から１本だけ伸び出た一次線毛の 2 つのタイプがある。
線毛を伸長した基底小体には、翼状板、基底小足、根小毛という 3 種類
の基底小体付属構造が付随し、線毛の構造的機能的支持基盤として働い
ている。
　根小毛は横紋を有する細線維の束で、基底小体から細胞深部に向かっ
て伸長し、ルートレチン、CEP68 などからつくられる。根小毛は、基底小
体を細胞内の特定の場所に固定するとともに、線毛形成に必要な分子の
輸送にも関与している。
　基底小体は中心子と同じ構造なので、ペアの中心子の一方から一次線毛
が伸長する。一次線毛を伸長した中心子、すなわち基底小体とそのペアの
中心子は、根小毛に類似した構造の striated connector で連結している。
　培養線維芽細胞 （KD） では、細胞周期性に一次線毛の形成と消失がお
こりし、それと同時期に根小毛と striated connector の形成と消失が繰り
返される。中心体 （ペアの中心子と中心子周囲物質） には、100 を超える
中心体タンパク質 CEP が存在している。CEP 分子群に注目し、根小毛の
構築と構造維持のメカニズム、根小毛分解の分子機構について研究を行っ
ている。
　（付図説明　右上に一次線毛の模式図を、右下に根小毛の免疫組織化
学の写真を示した。赤で基底小体を、緑で根小毛を示す。PC；一次線
毛、TF；翼状板、BF；基底小足、BB；基底小体、SR；根小毛、矢印；
striated connector、Ce；中心子）

SDGs 目標 4：質の高い教育をみんなに
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板橋
キャンパス

基底小体に付属する根小毛の構築機構

キーワード：根小毛、基底小体、線毛

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

知的財産・論文・学術発表など

SDGs目標４：質の高い教育をみんなに

萩原 治夫

線毛は細胞表面の細長い突起構造で、基底小体から伸長し、内
部に規則正しく配列したアクソネーム微小管を有している。線毛に
は、線毛細胞の運動線毛と細胞から１本だけ伸び出た一次線毛の２
つのタイプがある。線毛を伸長した基底小体には、翼状板、基底小
足、根小毛という３種類の基底小体付属構造が付随し、線毛の構造
的機能的支持基盤として働いている。
根小毛は横紋を有する細線維の束で、基底小体から細胞深部に
向かって伸長し、ルートレチン、CEP６８などからつくられる。根小毛
は、基底小体を細胞内の特定の場所に固定するとともに、線毛形成
に必要な分子の輸送にも関与している。
基底小体は中心子と同じ構造なので、ペアの中心子の一方から
一次線毛が伸長する。一次線毛を伸長した中心子、すなわち基底
小体とそのペアの中心子は、根小毛に類似した構造のstriated 
connectorで連結している。
培養線維芽細胞（ＫＤ）では、細胞周期性に一次線毛の形成と消
失がおこりし、それと同時期に根小毛とstriated connectorの形成
と消失が繰り返される。中心体（ペアの中心子と中心子周囲物質）に
は、１００を超える中心体タンパク質CEPが存在している。CEP分子
群に注目し、根小毛の構築と構造維持のメカニズム、根小毛分解の
分子機構について研究を行っている。
（付図説明 右上に一次線毛の模式図を、右下に根小毛の免疫組
織化学の写真を示した。赤で基底小体を、緑で根小毛を示す。PC;
一次線毛、TF;翼状板、ＢＦ；基底小足、BB;基底小体、SR;根小毛、
矢印;striated connector、Ce;中心子）

線毛および線毛運動については、これまで多くの研究がなされ、薬剤開発を通じて臨床応用されて
いる。本研究は、線毛を構造的および機能的に支える基底小体付属構造についての研究で、この研
究の成果は、線毛構造の構造的機能的支持の視点から、新たな薬剤開発へつながる。

1. Hagiwara H, et al.: Ultrastructural and immunohistochemical study of the basal apparatus of solitary 
cilia in the human oviduct epithelium. J. Anat. 200: 89-96, 2002. 
2. Hagiwara H, et al.: Cell biology of normal and abnormal ciliogenesis in the ciliated epithelium. Int. Rev. 
Cytol. 234:101-141, 2004.  
3. Sato T, Hagiwara H, et al.:Rab8a and Rab8b are essential for several apical transport pathways but 
insufficient for ciliogenesis. J. Cell Sci. 127:422–431, 2014.  



帝京大学・帝京大学短期大学　研究シーズ集 2021

医 

学

─ 28 ─

キーワード：神経科学、神経画像、functional MRI、connectivity

高次脳機能の解明と未病を目指す
動物モデル開発

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　上述のモデル動物研究のほか、神経内科臨床医として神経変性疾患の多施設臨床研究や国
際多施設共同治験にも携わり、例えば近年のアルツハイマー病疾患修飾薬の創薬の壁を痛感
してきました。
　基礎神経科学の発展のみならず、ヒトの神経疾患における translational gap を克服するた
めにも、より優れた動物モデルとはなにかを突き詰めて考え、研究を進めていきたいと考え
ています。

知的財産・論文・学会発表など
Eur J Neurosci, 11:4451,1999; Curr Opin Neurobiol, 10:187, 2000; Science, 295:1532, 
2002; Proc Natl Acad Sci USA, 99:7803, 2002; Neurosci Lett, 356:203, 2004; Proc Int Soc 
Magn Reson Med, P1410, 2005; Soc Neurosci Abstr, 508.6, 2005; Soc Neurosci Abstr, 81.3, 
2007; Soc Neurosci Abstr, 488.18, 2013.

キキーーワワーードド：： 神神経経科科学学，，神神経経画画像像，， ，，キキーーワワーードド：： 神神経経科科学学，，神神経経画画像像，， ，，

研研究究のの概概要要

脳の基礎研究・臨床研究のモデル動物としてヒトと同じ霊長類であるサルが古くから用いられてきた．ヒトの脳
機能の理解はサルを対象とした侵襲的研究による神経解剖や神経生理の知見に依るところが大きい．

年の小川誠二博士の 信号発見によりヒトでの非侵襲的な が可能となり，従来の伝統
的な手法を用いたサルにおける神経科学の知見とのギャップを埋めるべく， 年代後半よりサルをモデル
とした などの神経画像研究法を開発して業界を牽引した．ヒトの を代表とする脳
機能画像法はこの 年弱で広く用いられてきたが，根本的にある形質と脳画像の相関性を見るにとどまる手
法である．脳機能の因果関係・メカニズム，さらにヒトの神経疾患の病態生理を解明するためには，研究目的
に適した，より優れた動物モデルの開発とその継続が不可欠であると考えている．

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

上述のモデル動物研究のほか，神経内科臨床医として神経変性疾患の多施設臨床研究や国際多施設共同
治験にも携わり，例えば近年のアルツハイマー病疾患修飾薬の創薬の壁を痛感してきました．
基礎神経科学の発展のみならず，ヒトの神経疾患における を克服するためにも，より優れた
動物モデルとはなにかを突き詰めて考え，研究を進めていきたいと考えています．

高高次次脳脳機機能能のの解解明明とと未未病病をを目目指指すす動動物物モモデデルル開開発発

医学部 生理学講座 教授

林林 俊俊宏宏
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3222/94 
連絡先 帝京大学知的財産センター

HAYASHI, Toshihiro

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

医医学学

ヒトとマカクサルにて，腹外側前頭前野の
活動は柔軟な思考（ウィスコンシンカード
分類課題のセットシフト）に関わる

フサオマキザルの標準脳

医学部・生理学講座　教授

林　俊宏 HAYASHI, Toshihiro

URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3222/94 

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　脳の基礎研究・臨床研究のモデル動物としてヒトと同じ霊長類であるサルが古くから用いら
れてきた。ヒトの脳機能の理解はサルを対象とした侵襲的研究による神経解剖や神経生理の知
見に依るところが大きい。
　1990 年の小川誠二博士の BOLD 信号発見によりヒトでの非侵襲的な functional MRI が可能
となり、従来の伝統的な手法を用いたサルにおける神経科学の知見とのギャップを埋めるべく、
1990 年代後半よりサルをモデルとした functional MRI などの神経画像研究法を開発して業界
を牽引した。ヒトの functional MRI を代表とする脳機能画像法はこの 30 年弱で広く用いられ
てきたが、根本的にある形質
と脳画像の相関性を見るにと
どまる手法である。脳機能の
因果関係・メカニズム、さら
にヒトの神経疾患の病態生理
を解明するためには、研究目
的に適した、より優れた動物
モデルの開発とその継続が不
可欠であると考えている。

キキーーワワーードド：： 神神経経科科学学，，神神経経画画像像，， ，，キキーーワワーードド：： 神神経経科科学学，，神神経経画画像像，， ，，

研研究究のの概概要要

脳の基礎研究・臨床研究のモデル動物としてヒトと同じ霊長類であるサルが古くから用いられてきた．ヒトの脳
機能の理解はサルを対象とした侵襲的研究による神経解剖や神経生理の知見に依るところが大きい．

年の小川誠二博士の 信号発見によりヒトでの非侵襲的な が可能となり，従来の伝統
的な手法を用いたサルにおける神経科学の知見とのギャップを埋めるべく， 年代後半よりサルをモデル
とした などの神経画像研究法を開発して業界を牽引した．ヒトの を代表とする脳
機能画像法はこの 年弱で広く用いられてきたが，根本的にある形質と脳画像の相関性を見るにとどまる手
法である．脳機能の因果関係・メカニズム，さらにヒトの神経疾患の病態生理を解明するためには，研究目的
に適した，より優れた動物モデルの開発とその継続が不可欠であると考えている．

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

上述のモデル動物研究のほか，神経内科臨床医として神経変性疾患の多施設臨床研究や国際多施設共同
治験にも携わり，例えば近年のアルツハイマー病疾患修飾薬の創薬の壁を痛感してきました．
基礎神経科学の発展のみならず，ヒトの神経疾患における を克服するためにも，より優れた
動物モデルとはなにかを突き詰めて考え，研究を進めていきたいと考えています．

高高次次脳脳機機能能のの解解明明とと未未病病をを目目指指すす動動物物モモデデルル開開発発

医学部 生理学講座 教授

林林 俊俊宏宏
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3222/94 
連絡先 帝京大学知的財産センター

HAYASHI, Toshihiro

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

医医学学

ヒトとマカクサルにて，腹外側前頭前野の
活動は柔軟な思考（ウィスコンシンカード
分類課題のセットシフト）に関わる

フサオマキザルの標準脳

キキーーワワーードド：： 神神経経科科学学，，神神経経画画像像，， ，，キキーーワワーードド：： 神神経経科科学学，，神神経経画画像像，， ，，

研研究究のの概概要要

脳の基礎研究・臨床研究のモデル動物としてヒトと同じ霊長類であるサルが古くから用いられてきた．ヒトの脳
機能の理解はサルを対象とした侵襲的研究による神経解剖や神経生理の知見に依るところが大きい．

年の小川誠二博士の 信号発見によりヒトでの非侵襲的な が可能となり，従来の伝統
的な手法を用いたサルにおける神経科学の知見とのギャップを埋めるべく， 年代後半よりサルをモデル
とした などの神経画像研究法を開発して業界を牽引した．ヒトの を代表とする脳
機能画像法はこの 年弱で広く用いられてきたが，根本的にある形質と脳画像の相関性を見るにとどまる手
法である．脳機能の因果関係・メカニズム，さらにヒトの神経疾患の病態生理を解明するためには，研究目的
に適した，より優れた動物モデルの開発とその継続が不可欠であると考えている．

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

上述のモデル動物研究のほか，神経内科臨床医として神経変性疾患の多施設臨床研究や国際多施設共同
治験にも携わり，例えば近年のアルツハイマー病疾患修飾薬の創薬の壁を痛感してきました．
基礎神経科学の発展のみならず，ヒトの神経疾患における を克服するためにも，より優れた
動物モデルとはなにかを突き詰めて考え，研究を進めていきたいと考えています．

高高次次脳脳機機能能のの解解明明とと未未病病をを目目指指すす動動物物モモデデルル開開発発

医学部 生理学講座 教授

林林 俊俊宏宏
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3222/94 
連絡先 帝京大学知的財産センター

HAYASHI, Toshihiro

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

医医学学

ヒトとマカクサルにて，腹外側前頭前野の
活動は柔軟な思考（ウィスコンシンカード
分類課題のセットシフト）に関わる

フサオマキザルの標準脳

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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キーワード：細胞電気記録、神経活動イメージング、光遺伝学

成長に伴う運動神経細胞の応答性の変化
－運動下行路である皮質脊髄路とのシナプス形成－

キキーーワワーードド：： 細細胞胞電電気気記記録録、、神神経経活活動動イイメメーージジンンググ、、光光遺遺伝伝学学キキーーワワーードド：： 細細胞胞電電気気記記録録、、神神経経活活動動イイメメーージジンンググ、、光光遺遺伝伝学学

研研究究のの概概要要

大脳皮質から下行し、運動指令を脊髄に伝える皮皮質質脊脊髄髄路路は、生後発達することが知られています。この
皮質脊髄路と脊髄に存在し筋肉を支配する運運動動神神経経細細胞胞の間の直接結合回路（シナプス）は、これまで霊長
類になって初めて実装され、この直接シナプスが道具の使用につながる手指の巧緻運動を可能にさせたと考
えられてきました。しかし、当講座の研究により、齧歯類の幼若期にはこのシナプスが存在しており、進化的に
早い段階でこの回路がすでに存在していたことを発見しました。
その後の研究により、この齧歯類の直接シナプスは、生後に発達し、 日齢をピークに衰退をはじめ、
日齢ではほぼ無くなることが判明しました。 この事実は、生後 日齢に、脊髄内回路に非常に大きな変化

が起きていることを示唆しています。 現在は、この運動回路形成期における運動神経細胞の周囲環境、回路
との応答性の変化について調べています。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

博士課程より一貫して、成体を含む発達過程での脳細胞の、周囲環境との相互作用を研究して参りました。
生理学的に生きた状態で観察することに重点を置いています。再生分野との親和性が高く、実学に繋がるコ
ンテクストでは、例えば、成体において部分的に発達過程での微小環境を再現できれば、その領域の再生に
つながります。

成成長長にに伴伴うう運運動動神神経経細細胞胞のの応応答答性性のの変変化化
-運運動動下下行行路路ででああるる皮皮質質脊脊髄髄路路ととののシシナナププスス形形成成-

医学部 生理学講座 助教

福福田田 諭諭
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1676/94 
連絡先： 医学部生理学講座

TEL：03-3964-3589 E-mail： s-fukuda@med.teikyo-u.ac.jp

FUKUDA Satoshi

板板橋橋キキャャンンパパスス

発発表表論論文文（（査査読読有有、、上上記記のの研研究究概概要要とと関関連連すするるもものの））
Higher primate-like direct corticomotoneuronal connections are transiently formed in a juvenile subprimate mammal 

Murabe N, Mori T, Fukuda S, Isoo N, Ohno T, Mizukami H, Ozawa K, Yoshimura Y, Sakurai M
Scientific Reports, Nov 8;8(1):16536, 2018

Corticospinal axons make direct synaptic connections with spinal motoneurons innervating forearm muscles early during       
postnatal development in the rat
Maeda H, Fukuda S, Kameda H, Murabe N, Isoo N, Mizukami H, Ozawa K, Sakurai M
The Journal of physiology, 594(1):189-205, 2016   

（写真）
医医学学

⇐奥に見える成体ラットと違い、手前の掌の上の生後 日齢ほ
どのラットは、皮質脊髄路と運動神経細胞の間に直接結合回
路がありました。
急性の脊髄スライスを作成し、前腕筋の筋肉群から逆行性
に標識された運動神経細胞（細胞体を緑の丸で示していま
す）に対し、ガラス電極を押し当て細胞の電気的活動を記録
する（赤で示す。ホールセルパッチクランプ法）方法で、皮質
脊髄路を刺激した際、後シナプス性の電流応答（中央右の反
転しているもの）を記録し、この電流応答を解析することで単
（直接結合）シナプス性であることを確認しました。
皮質脊髄路のみを選択的に刺激することが研究のヤマだっ
たのですが、皮質脊髄路のみに光応答性の分子を発現させ
る光遺伝学的手法（図内青色が、ファイバーからの光刺激を
表しています）によりこの問題をクリアしました。光遺伝学分野
のレビューでも引用されるなど、高く評価されています。

医学部・生理学講座　助教

福田　諭 FUKUDA, Satoshi

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1676/94 

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　大脳皮質から下行し、運動指令を脊髄に伝える皮質脊髄路は、生後発達することが知られています。この皮
質脊髄路と脊髄に存在し筋肉を支配する運動神経細胞の間の直接結合回路（シナプス）は、これまで霊長類
になって初めて実装され、この直接シナプスが道具の使用につながる手指の巧緻運動を可能にさせたと考えら
れてきました。しかし、当講座の研究により、齧歯類の幼若期にはこのシナプスが存在しており、進化的に早
い段階でこの回路がすでに存在していたことを発見しました。
　その後の研究により、この齧歯類の直接シナプスは、生後に発達し、10-12 日齢をピークに衰退をはじめ、
20 日齢ではほぼ無くなることが判明しました。 この事実は、生後 10 日齢に、脊髄内回路に非常に大きな変化
が起きていることを示唆しています。 現在は、この運動回路形成期における運動神経細胞の周囲環境、回路
との応答性の変化について調べています。

⇐奥に見える成体ラットと違い、手前の掌の上の生後 10 日齢ほどのラッ
トは、皮質脊髄路と運動神経細胞の間に直接結合回路がありました。
　急性の脊髄スライスを作成し、前腕筋の筋肉群から逆行性に標識され
た運動神経細胞（細胞体を緑の丸で示しています）に対し、ガラス電極を
押し当て細胞の電気的活動を記録する（赤で示す。ホールセルパッチクラ
ンプ法）方法で、皮質脊髄路を刺激した際、後シナプス性の電流応答（中
央右の反転しているもの）を記録し、この電流応答を解析することで単（直
接結合）シナプス性であることを確認しました。
　皮質脊髄路のみを選択的に刺激することが研究のヤマだったのですが、
皮質脊髄路のみに光応答性の分子を発現させる光遺伝学的手法（図内青
色が、ファイバーからの光刺激を表しています）によりこの問題をクリア
しました。光遺伝学分野のレビューでも引用されるなど、高く評価されて
います。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　博士課程より一貫して、成体を含む発達過程での脳細胞の、周囲環境との相互作用を研究して参りまし
た。生理学的に生きた状態で観察することに重点を置いています。再生分野との親和性が高く、実学に繋
がるコンテクストでは、例えば、成体において部分的に発達過程での微小環境を再現できれば、その領域
の再生につながります。

知的財産・論文・学会発表など
Reevaluation of motoneuron morphology: diversity and regularity among motoneurons innervating 
different arm muscles along a proximal–distal axis
　Fukuda S, Maeda H, Sakurai M
　Scientific Reports, Aug 4; 10(1):13089, 2020
Corticospinal axons make direct synaptic connections with spinal motoneurons innervating forearm 
muscles early during postnatal development in the rat
　Maeda H, Fukuda S, Kameda H, Murabe N, Isoo N, Mizukami H, Ozawa K, Sakurai M
　The Journal of physiology, 594(1):189-205, 2016  

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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キーワード：大脳皮質、海馬、神経回路、可塑性

機能的な神経回路形成に関わる
分子メカニズム

キキーーワワーードド：： 大大脳脳皮皮質質 海海馬馬 神神経経回回路路 可可塑塑性性キキーーワワーードド：： 大大脳脳皮皮質質 海海馬馬 神神経経回回路路 可可塑塑性性

研研究究のの概概要要

様々な技術を駆使し、機能的な神経回路網の形成や機能発現のメカニズムの解明を目指しています。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

本研究は神経回路変性や脳機能障害の病態理解や発症機序の解明、さらに新規治療法の開発へつながる。

機機能能的的なな神神経経回回路路形形成成にに関関わわるる
分分子子メメカカニニズズムム

医学部 解剖学講座 講師

宮宮下下俊俊雄雄
URL：http://researchmap.jp/tmiyashita/ 
連絡先： 帝京大学医学部解剖学講座

TEL：03-3964-1211 E-mail：tmiyashita@med.teikyo-u.ac.jp

MIYASHITA, Toshio

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

（写真）
医医学学

視覚刺激

分子メカニズムの解析 動物の行動解析

神経解剖学解析 神経活動のイメージング解析

医学部・解剖学講座　講師

宮下　俊雄 MIYASHITA, Toshio

URL：http://researchmap.jp/tmiyashita/ 

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　様々な技術を駆使し、機能的な神経回路網の形成や機能発現のメカニズムの解明を目指しています。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本研究は神経回路変性や脳機能障害の病態理解や発症機序の解明、さらに新規治療法の開発へつ
ながる。

知的財産・論文・学会発表など
BMC biology 14(1) 103 2016
PLoS biology 14(8) e1002549 2016
Neuron 80(1) 210-222 2013
Cerebral cortex 23(7) 1655-1662 2013
Brain stru & func 218(1) 239-254 2013
Frontiers in neural circuits 7 8 2013
Cerebral cortex20(1) 229-240 2010
Europ J neuro 26(5) 1193-1204 2007
J comp neurology 502(2) 309-324 2007

Current biology 15(3) 238-243 2005
Neuroscience 136(2) 487-496 2005
Development131(15) 3705-3715 200
Mech of develop 121(4) 315-324 2004
Neuroscience 129(1) 179-185 2004
Neuron 30(2) 423-436 2001
Development biology 230(1) 1-17 2001
Mech of develop 67(1) 83-96 1997

etc.

キキーーワワーードド：： 大大脳脳皮皮質質 海海馬馬 神神経経回回路路 可可塑塑性性キキーーワワーードド：： 大大脳脳皮皮質質 海海馬馬 神神経経回回路路 可可塑塑性性

研研究究のの概概要要

様々な技術を駆使し、機能的な神経回路網の形成や機能発現のメカニズムの解明を目指す。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

本研究は神経回路変性や脳機能障害の病態理解や発症機序の解明、新規治療法の開発へ。

機能的な神経回路形成に関わる
分子メカニズム

医学部 解剖学講座 講師

宮宮下下俊俊雄雄
URL：http://researchmap.jp/tmiyashita/ 
連絡先： 帝京大学医学部解剖学講座

TEL：03-3964-1211 E-mail：tmiyashita@med.teikyo-u.ac.jp

MIYASHITA, Toshio

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

（写真）
医医学学

視覚刺激

分子メカニズムの解析 動物の行動解析

神経解剖学解析 神経活動のイメージング解析

Laser micro 
dissection
Gene 
expression 
profiling 

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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キーワード：神経回路の遺伝学的標識・操作、神経回路形成

皮質脊髄回路形成の機序と機構

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　皮質脊髄神経回路の発達の機序および機構の解明は随意運動の神経機構、その個体発生および系統
発生、および脊髄損傷等の皮質脊髄路の傷害からの回復治療に大きく貢献する研究になります。

知的財産・論文・学会発表など
Murabe N et al. (2018) Higher primate-like direct corticomotoneuronal connections are transiently 
formed in a juvenile subprimate mammal. Sci. Rep. 8 16536
村部直之、福田諭、大野孝恵、桜井正樹 （2020） 皮質脊髄投射の発達：軸索除去の 2 様式
第 41 回日本神経科学大会

医学部・生理学講座　講師

村部　直之 MURABE, Naoyuki

URL:https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/lists/94

医学

板橋キャンパス

研究の目的
　皮質脊髄神経回路形成の機序およびその機構を遺伝学的手法を用いて明らかにすることです。

研究の背景
　皮質脊髄路は大脳皮質から脊髄に直接投射する神経回路で、随意運動の要となる回路と考えられてい
ます。我々ヒトを含む高等霊長類では、皮質脊髄路は脊髄運動神経細胞と直接シナプス結合しており、
指を使った巧緻運動を制御しています。我々の研究室では、子どものネズミに皮質脊髄路と脊髄運動神
経細胞の直接結合が一過的に存在することを明らかにしました。ネズミの皮質脊髄回路の発達を調べる
ことで、回路の個体発生の機序・機構を理解するだけでなく、進化発生学的見地から、我々の皮質脊髄
路に関する発達機構、その損傷からの回復戦略に関する手がかかりを得たいと考えています。

研究の概要
　神経細胞は長い軸索を興奮が伝導、神経終末でシナプス伝達して、離れた神経細胞に情報伝達してい
ます。神経細胞がどの神経細胞とシナプス結合しているかは、あみだくじのように容易にはわかりません。
神経回路の情報と同じ方向に軸索を輸送され、かつシナプスを越える順行性越シナプスウイルスや神経
回路の情報と逆方向にシナプスを越えて輸送される逆行性越シナプスウイルスを用いて、神経回路、神
経細胞の活動を可視
化します。また、細
胞特異的な神経活動
の操作、遺伝子ノッ
クアウトをおこない、
回路形成における神
経活動の役割を分子
レベルで調べます。

キーワード：神経回路の遺伝学的標識・操作、神経回路形成キーワード：神経回路の遺伝学的標識・操作、神経回路形成
研究の目的
皮質脊髄神経回路形成の機序およびその機構を遺伝学的手法を用いて明らかにすることです。

本研究のアピールポイント
皮質脊髄神経回路の発達の機序および機構の解明は随意運動の神経機構、その個体発生および系統発生、
および脊髄損傷等の皮質脊髄路の傷害からの回復治療に大きく貢献する研究になります。

皮質脊髄回路形成の機序と機構
医学部 生理学講座 助教
村部 直之

連絡先 帝京大学医学部生理学講座

医学

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

村部直之、桜井正樹 幼若期に第 頚髄へ過剰投射した皮質脊髄ニューロンの成体での投射先第 回日本神経科学大会

研究の背景
皮質脊髄路は大脳皮質から脊髄に直接投射する神経回路で、随意運動の要となる回路と考えられていま
す。我々ヒトを含む高等霊長類では、皮質脊髄路は脊髄運動神経細胞と直接シナプス結合しており、指を
使った巧緻運動を制御しています。我々の研究室では、子どものネズミに皮質脊髄路と脊髄運動神経細
胞の直接結合が一過的に存在することを明らかにしました。ネズミの皮質脊髄回路の発達を調べることで、
回路の個体発生の機序・機構を理解するだけでなく、進化発生学的見地から、我々の皮質脊髄路に関す
る発達機構、その損傷からの回復戦略に関する手がかかりを得たいと考えています。

研究の概要
神経細胞は長い軸索を興奮が伝導、神経終末でシナプス伝達して、離れた神経細胞に情報伝達してい
ます。神経細胞がどの神経細胞とシナプス結合しているかは、あみだくじのように容易にはわかりません。
神経回路の情報と同じ方向に軸索を輸送され、かつシナプスを越える順行性越シナプスウイルスや神経
回路の情報と逆方向にシナプスを越えて輸送される逆行性越シナプスウイルスを用いて、神経回路、神経
細胞の活動を可視化します。また、細胞特異的な神経活動の操作、遺伝子ノックアウトをおこない、回路形
成における神経活動の役割を分子レベルで調べます。

シナプス後細胞の網羅的標識

運動神経細胞に入力す
る皮質脊髄神経細胞

皮質脊髄神経細胞の
シナプス後細胞

ウイルス注入

ウイルス
注入

シナプス前細胞の網羅的標識

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
SDGs 目標 4：質の高い教育をみんなに
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キーワード：蛍光タンパク質、ライブイメージング

神経組織内での細胞の挙動を捉える
ライブイメージング

キキーーワワーードド：： 蛍蛍光光タタンンパパクク質質、、ラライイブブイイメメーージジンンググキキーーワワーードド：： 蛍蛍光光タタンンパパクク質質、、ラライイブブイイメメーージジンンググ

研研究究のの概概要要

私たちは長年、 および の実験系を用いて、皮質脊髄路の発達について研究してきた。今後

は、そこで培った技術を神経系再生の研究へと活用して行きたい。特に私たちは、神経組織中の軸索および

細胞の動きを、生きた状態で長時間観察・記録する独自の技術を持っている。再生に働く細胞の挙動を視覚

的に捉え、その挙動を指標にして移植用生体材料を最適化することで、移植による神経系再生の成功率を

飛躍的に向上させることが、研究の究極的目的である．

上は、 スライス培養系、脊髄組織内での皮質錐体細胞軸索 での標識 と、その中で発現し

集積・移動するシナプトフィジン の挙動を経時的に追跡した結果である。 時間以上に渡ってのライ

ブイメージングが可能であり、軸索およびシナプス再生過程のモニターに、あるいは移植に用いる細胞の、組

織内での挙動の解析に応用することができると考え、研究を進めている。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

現在、嗅神経鞘細胞、骨髄単核細胞、骨髄間質細胞、 細胞などが、機能回復のための様々な再生医療

に使われはじめている。一方、これらの細胞移植による組織再生のメカニズムはまだ良く解っておらず、その

解明は今後の課題である。上に示した の実験系では、機能の回復を見ることができない代りに、組

織中での細胞の詳細な挙動を可視化し解析できる。この系は、再生のメカニズムを解明する上で有望と言え

る。これをひとつのツールとして用いながら、メカニズムに基づいた細胞移植技術の最適化を目指す。

神神経経組組織織内内ででのの細細胞胞のの挙挙動動をを捉捉ええるる
ラライイブブイイメメーージジンンググ

医学部 生理学講座 講師

吉吉岡岡昇昇
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/790/94 
連絡先：

TEL：03-3964-1211 内47223 E-mail：yoshioka@med.teikyo-u.ac.jp

YOSHIOKA, Noboru

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
論文 Yoshioka N, Murabe N, Sakurai M. Regressive events in rat corticospinal axons during development in in vitro
slice cocultures: retraction, amputation, and degeneration.  J Comp Neurol 513: 164-72. 2009

Kakenhi: 18K08980

医医学学

a b c
1 1 1 2,32 3

医学部・生理学講座　 講師

吉岡　昇 YOSHIOKA, Noboru

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/790/94 

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　私たちは長年、in vivo および in vitro の実験系を用いて、皮質脊髄路の発達について
研究してきた。今後は、そこで培った技術を神経系再生の研究へと活用して行きたい。
特に私たちは、神経組織中の軸索および細胞の動きを、生きた状態で長時間観察・記録
する独自の技術を持っている。再生に働く細胞の挙動を視覚的に捉え、その挙動を指標
にして移植用生体材料を最適化することで、移植による神経系再生の成功率を飛躍的に
向上させることが、研究の究極的目的である。
　in vitro スライス培養系、脊髄組織内での皮質錐体細胞軸索（DsRed2 での標識）と、
その中で発現し集積・移動するシナプトフィジン -EGFP の挙動を経時的に追跡した結果、
20 時間以上に渡ってのライブイメージングが可能であった。軸索およびシナプス再生
過程のモニターに、あるいは移植に用いる細胞の、組織内での挙動の解析に応用するこ
とができると考え、研究を進めている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　現在、嗅神経鞘細胞、骨髄単核細胞、骨髄間質細胞、iPS 細胞などが、機能回復の
ための様々な再生医療に使われはじめている。一方、これらの細胞移植による組織再
生のメカニズムはまだ良く解っておらず、その解明は今後の課題である。上に示した 
in vitro の実験系では、機能の回復を見ることができない代りに、組織中での細胞の
詳細な挙動を可視化し解析できる。この系は、再生のメカニズムを解明する上で有望
と言える。これをひとつのツールとして用いながら、メカニズムに基づいた細胞移植
技術の最適化を目指す。

知的財産・論文・学会発表など
論 文：Yoshioka N, Murabe N, Sakurai M. Regressive events in rat corticospinal axons 
during development in in vitro slice cocultures: retraction, amputation, and degeneration.  
J Comp Neurol 513: 164-72. 2009
Kakenhi: 18K08980

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
SDGs 目標 10：人や国の不平等をなくそう
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キーワード：臓器間神経ネットワーク、オートファジー、リソソーム、アミノ酸、mTOR

個体の栄養素代謝におけるオートファジー・リソソーム
経路の生理的役割と病態意義の解明

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本研究の基盤となる臓器間神経ネットワークは、本申請者が世界に先駆けて独自に展開してきた概
念であり、今や個体の代謝研究の分野では多様な作用を有する生理活性分泌タンパクとあわせ、代謝
をダイナミックに理解する上で非常に重要な役割を果たしている。
　また、体内の様々な物質の最終であるオートファジー・リソソーム経路、特に肝臓での働きに着目
し、肝臓由来の新規候補因子を探索したい。そして、臓器間神経ネットワークをうまく調節すること
で、肝臓、脂肪組織と骨格筋との間でそれぞれが必要な栄養素を適切に制御することが可能となれば、 
病態動物モデルから、メタボリックシンドローム患者への応用を検討することが可能となる。

知的財産・論文・学会発表など
1) Kenji Uno, et al. Neuronal Pathway from the Liver Modulates Energy Expenditure and Systemic 
Insulin Sensitivity. Science 312:1656-9, 2006.  2) Kenji Uno, et al. Hepatic peroxisome proliferator-
activated receptor-g–fat-specific protein 27 pathway contributes to obesity-related hypertension 
via afferent vagal signals. European Heart Journal 33:1279-89, 2012.  3) Kenji Uno, et al. A hepatic 
amino acid/mTOR/S6K-dependent signalling pathway modulates systemic lipid metabolism via 
neuronal signals. Nature Communications 6:7940 doi: 10.1038/ncomms8940, 2015.  

キキーーワワーードド：： 臓臓器器間間神神経経ネネッットトワワーークク, オオーートトフファァジジーー, ラライイソソゾゾーームム, アアミミノノ酸酸, mTORキキーーワワーードド：： 臓臓器器間間神神経経ネネッットトワワーークク, オオーートトフファァジジーー, ラライイソソゾゾーームム, アアミミノノ酸酸, mTOR

研研究究のの概概要要

本来、哺乳動物の代謝恒常性は、体内で分泌される生理活性物質や神経系を介して壮大なネットワークが
構築され、各臓器が連携することで維持される。しかし、豊かな栄養摂取下での肥満を背景として、この恒常
性維持機構が破綻することで糖尿病に代表されるメタボリックシンドロームの病態に繋がる。
本研究では、臓器間神経ネットワークによる代謝統御の概念を基盤にして、肝臓におけるオートファジー経路、
特に最終段階の加水分解を司るライソゾームの機能制御に着目する。具体的には、ライソゾーム生合成のマ
スターレギュレーターとされる転写因子 のアデノウイルスを作製し、マウス肝臓へ過剰発現モデルマウス、ま
た遺伝子工学を用いて欠失モデルマウスを作製する。これらのマウスの表現型解析を通して、肝臓における
栄養素代謝の解明と、個体全体あるいは筋肉や脂肪組織の他臓器に及ぼすメカニズム・神経系の制御機構
を解明する。このように、新たなネットワーク機構による栄養素代謝調節機構を明らかとし、メタボリックシンド
ロームの病態に及ぼす影響を解き明かすことで、治療応用へ結び付けることを考えたい。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

本研究の基盤となる臓器間神経ネットワークは、本申請者が世界に先駆けて独自に展開してきた概念であり、
今や個体の代謝研究の分野では多様な作用を有する生理活性分泌タンパクとあわせ、代謝をダイナミックに
理解する上で非常に重要な役割を果たしている。
また、体内の様々な物質の最終であるオートファジー・ライソゾーム経路、特に肝臓での働きに着目し、肝臓
由来の新規候補因子を探索したい。そして、臓器間神経ネットワークをうまく調節することで、肝臓、脂肪組織
と骨格筋との間でそれぞれが必要な栄養素を適切に制御することが可能となれば、 、病態動物モデルから、
メタボリックシンドローム患者への応用を検討することが可能となる。

医学部 内科学講座 准教授

宇宇野野 健健司司
URL：
連絡先：

TEL： 03-3964-4146 E-mail：unok@med.teikyo-u.ac.jp

UNO, Kenji

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
1) Kenji Uno, et al. Neuronal Pathway from the Liver Modulates Energy Expenditure and Systemic Insulin Sensitivity. Science 312:1656-9, 2006. 2) 
Kenji Uno, et al. Hepatic peroxisome proliferator-activated receptor-g–fat-specific protein 27 pathway contributes to obesity-related hypertension 
via afferent vagal signals. European Heart Journal 33:1279-89, 2012.  3) Kenji Uno, et al. A hepatic amino acid/mTOR/S6K-dependent signalling
pathway modulates systemic lipid metabolism via neuronal signals. Nature Communications 6:7940 doi: 10.1038/ncomms8940, 2015.

医医学学

個個体体のの栄栄養養素素代代謝謝ににおおけけるるオオーートトフファァジジーー・・リリソソソソーー
ムム経経路路のの生生理理的的役役割割とと病病態態意意義義のの解解明明

医学部・内科学講座　准教授

宇野　健司 UNO, Kenji 医学

板橋キャンパス

研究の概要
　本来、哺乳動物の代謝恒常性は、体内で分泌される生理活性物質や神経系を介して壮大なネットワー
クが構築され、各臓器が連携することで維持される。しかし、豊かな栄養摂取下での肥満を背景として、
この恒常性維持機構が破綻することで糖尿病に代表されるメタボリックシンドロームの病態に繋がる。
　本研究では、臓器間神経ネットワークによる代謝統御の概念を基盤にして、肝臓におけるオートファ
ジー経路、特に最終段階の加水分解を司るリソソームの機能制御に着目する。具体的には、リソソーム
生合成のマスターレギュレーターとされる転写因子 X のアデノウイルスを作製し、マウス肝臓へ過剰発
現モデルマウス、また遺伝子工学を用いて欠失モデルマウスを作製する。これらのマウスの表現型解析
を通して、肝臓における栄養素代謝の解明と、個体全体あるいは筋肉や脂肪組織の他臓器に及ぼすメカ
ニズム・神経系の制御機構を解明する。このように、新たなネットワーク機構による栄養素代謝調節機
構 を 明 ら か と し、
メタボリックシン
ドロームの病態に
及ぼす影響を解き
明かすことで、治
療応用へ結び付け
ることを考えたい。

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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キーワード：血液凝固、血栓症、出血傾向

血液凝固に関連した研究

キキーーワワーードド：：血血液液凝凝固固、、血血栓栓症症、、出出血血傾傾向向キキーーワワーードド：：血血液液凝凝固固、、血血栓栓症症、、出出血血傾傾向向

我々は血液凝固に関する研究を行っているが、
その中でも特に日本人を含めて世界の多くの人々
が罹患する血栓症（心筋梗塞、脳梗塞、下肢静脈
血栓症など）の診断マーカーの開発や

を含めた抗凝固薬のモニタリング
方法の研究に注力している。
右の図は、全世界ではあまりにも血栓症の患者
さんが多いため、血栓症の知識を少しでも普及
させようと国際血栓止血学会が企画した世界血
栓症デーのポスターである。

また、血液凝固を専門にしている我々の元には
血友病を始めてとして出血傾向を認める患者さんが
数多く紹介されてきており、その診断や治療にも注力
している。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

最近の成果として、血栓症のマーカーの一つである ーダイマー値は年齢が高くなるその値が上昇する事や、
の消化管出血の頻度はワルファリンと変わらないことなどを明らかにしている。

血液凝固に関連した研究
医療技術学部 臨床検査学科 教授

川川杉杉 和和夫夫
URL：
連絡先：

TEL：内線４０３６２ E-mail：kaz@med.teikyo-u.ac.jp

KAWASUGI, Kazuo

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

、川杉和夫、他：高齢者になるにつれて ダイマー値は上昇する。日本血栓止血学会誌 ： 、
、

（写真）
医医学学

医学部・内科学講座　客員教授

川杉　和夫 KAWASUGI, Kazuo 医学

板橋キャンパス

研究の概要
　我々は血液凝固に関する研究を行ってい
るが、その中でも特に日本人を含めて世界
の多くの人々が罹患する血栓症（心筋梗塞、
脳梗塞、下肢静脈血栓症など）の診断マー
カーの開発や DOAC を含めた抗凝固薬のモ
ニタリング方法の研究に注力している。右
の図は、全世界においてあまりにも血栓症
の患者さんが多いため、血栓症の知識を少
しでも普及させようと国際血栓止血学会が
企画した世界血栓症デーのポスターである。
我々の研究が血栓症を合併する患者さんに
少しでも役立つ事を願っている。

　また、血液凝固を専門にしている我々の
元には血友病を始めてとして出血傾向を認
める患者さんが数多く紹介されてきており、その診断や治療にも注力している。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　最近の成果として、血栓症のマーカーの一つである D －ダイマー値は年齢が高くな
るとその値が上昇する事や、DOAC の消化管出血の頻度はワルファリンと変わらない
ことなどを明らかにしている。

知的財産・論文・学会発表など
1.  川杉和夫、他：高齢者になるにつれて D- ダイマー値は上昇する。日本血栓止血学

会誌　29：190、2018
2.  Shirai T, Yamamoto T, Kawasugi K, et al :  : Gastrointestinal bleeding risk of non-

vitamin K oral anticoagulants is similar to warfarin-a Japanese retrospective cohort 
study. Int J clin Phamacol Ther 54:841, 2016 

キキーーワワーードド：：血血液液凝凝固固、、血血栓栓症症、、出出血血傾傾向向キキーーワワーードド：：血血液液凝凝固固、、血血栓栓症症、、出出血血傾傾向向

我々は血液凝固に関する研究を行っているが、
その中でも特に日本人を含めて世界の多くの人々
が罹患する血栓症（心筋梗塞、脳梗塞、下肢静脈
血栓症など）の診断マーカーの開発や

を含めた抗凝固薬のモニタリング
方法の研究に注力している。
右の図は、全世界ではあまりにも血栓症の患者
さんが多いため、血栓症の知識を少しでも普及
させようと国際血栓止血学会が企画した世界血
栓症デーのポスターである。

また、血液凝固を専門にしている我々の元には
血友病を始めてとして出血傾向を認める患者さんが
数多く紹介されてきており、その診断や治療にも注力
している。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

最近の成果として、血栓症のマーカーの一つである ーダイマー値は年齢が高くなるその値が上昇する事や、
の消化管出血の頻度はワルファリンと変わらないことなどを明らかにしている。

血液凝固に関連した研究
医療技術学部 臨床検査学科 教授

川川杉杉 和和夫夫
URL：
連絡先：

TEL：内線４０３６２ E-mail：kaz@med.teikyo-u.ac.jp

KAWASUGI, Kazuo

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

、川杉和夫、他：高齢者になるにつれて ダイマー値は上昇する。日本血栓止血学会誌 ： 、
、

（写真）
医医学学

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を



帝京大学・帝京大学短期大学　研究シーズ集 2021

医 

学

─ 35 ─

キーワード：動脈硬化、自然炎症、尿酸、IL-1、インフラマソーム

動脈硬化における自然炎症の役割

キキーーワワーードド：： 動動脈脈硬硬化化、、自自然然炎炎症症、、尿尿酸酸、、 、、イインンフフララママソソーームムキキーーワワーードド：： 動動脈脈硬硬化化、、自自然然炎炎症症、、尿尿酸酸、、 、、イインンフフララママソソーームム

研研究究のの概概要要
動脈硬化症は心筋梗塞や脳梗塞の原因となる基礎疾患であり、非がん疾患死における生命予後を規
定する主要因子である。動脈硬化症のリスク因子としては高血圧、脂質異常症、糖尿病、喫煙など
が挙げられているが、それらのリスク管理による心血管イベント抑制の効果には天井効果があるこ
とが知られており、薬物療法による残余リスク と呼ばれている。この残余リスクの解
消には、新規の動脈硬化症のメカニズム解明に基づいた治療の実現が求められている。動脈硬化巣
においては細胞死が炎症を惹起するメカニズムが働いており（図左）、我々は動脈硬化をその炎症
性病態に注目して解明を進めている。特に、 活性化の分子機構であるインフラマソーム活性化、
尿酸、 キナーゼに注目して研究を進めている。
使用中の遺伝子改変マウス： ウリカーゼトランスジェニックマウス（尿酸低値を示す）、 欠失
マウス、 受容体欠失マウス、 欠失マウス、 受容体欠失マウス
当研究室オリジナルアッセイ： 活性化の分子機構であるインフラマソームの活性化の可視化
（図中）
当研究室で得意なアッセイ： マウス動脈硬化の定量（図右）

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど
近年初めて抗炎症療法（抗 1β抗体）が動脈硬化に伴う死亡を含む複合エンドポイントを改善する
ことが示され、動脈硬化における抗炎症療法はトピックとなっている。 や と

発現 細胞におけるインフラマソームの形成アッセイはハイスループットに対応して
おり、遺伝子スクリーニング、薬剤スクリーニングに応用できる。

動脈硬化における自然炎症の役割
医学部 内科学講座 教授

河河野野 肇肇
URL： http://www2.med.teikyo-u.ac.jp/rheum/ 
連絡先：

TEL：03-3964-1211 E-mail： kono@med.teikyo-u.ac.jp

KONO, Hajime

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
を参照ください。

（写真）
医医学学

と 発現 細胞
におけるインフラマソームの形成
左 、右 投与

とマウスにおける
大動脈洞の動脈硬化所見

医学部・内科学講座　教授

河野　肇 KONO, Hajime

URL： http://www2.med.teikyo-u.ac.jp/rheum/ 

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　動脈硬化症は心筋梗塞や脳梗塞の原因となる基礎疾患であり、非がん疾患死における生命予後を規定
する主要因子である。動脈硬化症のリスク因子としては高血圧、脂質異常症、糖尿病、喫煙などが挙げ
られているが、それらのリスク管理による心血管イベント抑制の効果には天井効果があることが知られ
ており、薬物療法による残余リスク（residual risk）と呼ばれている。この残余リスクの解消には、新規
の動脈硬化症のメカニズム解明に基づいた治療の実現が求められている。動脈硬化巣においては細胞死
が炎症を惹起するメカニズムが働いており（図左）、我々は動脈硬化をその炎症性病態に注目して解明を
進めている。特に、 IL-1 活性化の分子機構であるインフラマソーム活性化、尿酸、Syk キナーゼに注目
して研究を進めている。
使用中の遺伝子改変マウス： ウリカーゼトランスジェニックマウス（尿酸低値を示す）、Syk 欠失マウス、

IL-1 受容体欠失マウス、apoE 欠失マウス、LDL 受容体欠失マウス
当研究室オリジナルアッセイ：IL-1 活性化の分子機構であるインフラマソームの活性化の可視化（図中）
当研究室で得意なアッセイ：マウス動脈硬化の定量（図右）

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　近年初めて抗炎症療法（抗 IL-1 β抗体）が動脈硬化に伴う死亡を含む複合エンドポイントを改善
することが示され、動脈硬化における抗炎症療法はトピックとなっている。IL-1 や ASC-Cerulean と
NLRP3 発現 HEK293T 細胞におけるインフラマソームの形成アッセイはハイスループットに対応し
ており、遺伝子スクリーニング、薬剤スクリーニングに応用できる。

知的財産・論文・学会発表など
　http://www2.med.teikyo-u.ac.jp/rheum/ を参照ください。

キキーーワワーードド：： 動動脈脈硬硬化化、、自自然然炎炎症症、、尿尿酸酸、、 、、イインンフフララママソソーームムキキーーワワーードド：： 動動脈脈硬硬化化、、自自然然炎炎症症、、尿尿酸酸、、 、、イインンフフララママソソーームム

研研究究のの概概要要
動脈硬化症は心筋梗塞や脳梗塞の原因となる基礎疾患であり、非がん疾患死における生命予後を規
定する主要因子である。動脈硬化症のリスク因子としては高血圧、脂質異常症、糖尿病、喫煙など
が挙げられているが、それらのリスク管理による心血管イベント抑制の効果には天井効果があるこ
とが知られており、薬物療法による残余リスク と呼ばれている。この残余リスクの解
消には、新規の動脈硬化症のメカニズム解明に基づいた治療の実現が求められている。動脈硬化巣
においては細胞死が炎症を惹起するメカニズムが働いており（図左）、我々は動脈硬化をその炎症
性病態に注目して解明を進めている。特に、 活性化の分子機構であるインフラマソーム活性化、
尿酸、 キナーゼに注目して研究を進めている。
使用中の遺伝子改変マウス： ウリカーゼトランスジェニックマウス（尿酸低値を示す）、 欠失
マウス、 受容体欠失マウス、 欠失マウス、 受容体欠失マウス
当研究室オリジナルアッセイ： 活性化の分子機構であるインフラマソームの活性化の可視化
（図中）
当研究室で得意なアッセイ： マウス動脈硬化の定量（図右）

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど
近年初めて抗炎症療法（抗 1β抗体）が動脈硬化に伴う死亡を含む複合エンドポイントを改善する
ことが示され、動脈硬化における抗炎症療法はトピックとなっている。 や と

発現 細胞におけるインフラマソームの形成アッセイはハイスループットに対応して
おり、遺伝子スクリーニング、薬剤スクリーニングに応用できる。

動脈硬化における自然炎症の役割
医学部 内科学講座 教授

河河野野 肇肇
URL： http://www2.med.teikyo-u.ac.jp/rheum/ 
連絡先：

TEL：03-3964-1211 E-mail： kono@med.teikyo-u.ac.jp

KONO, Hajime

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
を参照ください。

（写真）
医医学学

と 発現 細胞
におけるインフラマソームの形成
左 、右 投与

とマウスにおける
大動脈洞の動脈硬化所見

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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キーワード：機械学習、 時系列データ解析、パーキンソン病、脳梗塞、前頭葉機能

デバイスを用いた運動特徴の抽出と臨床応用

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　人口の高齢化と共に、パーキンソン病、アルツハイマー病、脳卒中など神経疾患の患者数は増加の一途
である。それらの神経疾患の症状である動作、行動の異常を定量的に測定しデータを集積することは、昨
今飛躍的に進歩するデータサイエンス、人工知能を用いた診断評価への道につながる。特に症状の正確な
定量化は臨床試験の評価において今後重要になると考える。

知的財産・論文・学会発表など
・ Wiratman W, Kobayashi S, et al. Assessment of cognitive and motor skills in Parkinson’s disease by a 

robotic object hitting game. Front Neurol, 2019; 28;10:19.
・ Kobayashi S, et al.  Dopaminergic influences on risk preferences of Parkinson’s disease patients. Cogn 

Affect Behav Neurosci, 2019; 19(1):88-97.
・ Ounjai K, Kobayashi S, Takahashi M, et al. Active Confirmation Bias in the Evaluative Processing of Food 

Images. Sci Rep, 2018; 8(1):1684

医学部・神経内科学講座　准教授

小林　俊輔 KOBAYASHI, Shunsuke 医学

板橋キャンパス

研究の概要
　神経疾患では病巣によって特徴的な運動パターンや固有の周期をもつ異常運動
がみられ、医師はそれを経験と知識に基づき分類評価し診断を考える。すなわ
ちエキスパートブレインが動きのパターン認識と疾患分類を行っているわけであ
る。その内在化されたプロセスをセンサデータや画像の数理解析により客観化・
定量化することは情報工学的手法の開発の観点からも疾患理解や臨床応用のため
にも重要であるが、そのような試みはほとんどなされていない。
　私たちはパーキンソン病などの神経疾患の患者の書字やジェスチャー動作を高
次元時系列センサデータとして記録し、運動障害の疾患特異性を時空間ダイナミ
クスとして抽出し、バイオマーカーとして数理的に表現することにより、臨床症
状の定量的指標として活用することを目標に研究を行っている。

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を

ペンタブレットで記録した書字データを機械学習で評価分類しパーキンソン病の診断をするアルゴリズム
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キーワード：ゲノム編集、CRISPR/Cas9、筋ジストロフィー、アルツハイマー病

先進的ゲノム編集技術の
難治性神経筋疾患治療への応用

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　2012 年に真核細胞への応用が開始された CRISPR/Cas9 によるゲノム編集技術ですが、すでに疾患治療
へ向けた治験が始まっています。これらは癌に対する免疫療法、AIDS、サラセミアなどex vivo の治療、
つまり血液細胞を取り出し体外でゲノム編集を行い体内へ戻すものです。これに対して神経筋疾患では生
体内でゲノム編集を行う in vivo の治療が必要となるためハードルは高くなります。しかしこれも早晩技
術的に克服されるものと考えます。本研究はこの目標に向けての基礎固めを行うものと位置付けられます。

知的財産・論文・学会発表など
1） Ikeda M et al. Unexpected mutations by CRISPR/Cas9 CTG repeat excision in myotonic dystrophy and 

use of CRISPR interference as an alternative approach. Mol Ther Methods Clin Dev. 2020; 18: 131-144.
2） IRader EP et al. Role of dystroglycan in limiting contraction-induced injury to the sarcomeric 

cytoskeleton of mature skeletal muscle. Proc Natl Acad Sci USA. 2016; 113: 10992-10997.
3） ISaito F et al. Overexpression of LARGE suppresses muscle regeneration via down-regulation of insulin-

like growth factor 1 and aggravates muscular dystrophy in mice. Hum Mol Genet. 2014; 23: 4543-
4558.

4） IGoddeeris MM et al. LARGE glycans on dystroglycan function as a tunable matrix scaffold to prevent 
dystrophy.  Nature. 2013; 503: 136-140.

医学部・神経内科学講座　准教授

斉藤　史明 SAITO, Fumiaki

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/856/75

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　近年 CRISPR/Cas9 によるゲノム編集が急速
なスピードで進歩を遂げています。この革新的
な技術は 2020 年のノーベル化学賞を受賞し、
今後の医学研究や疾患治療への応用に大きな期
待が寄せられています。
　これまでに私達はこの先進的ゲノム編集技術
を用いた筋ジストロフィーの治療法開発に取り
組んできました。そしてこの技術を用いること
により培養細胞の疾患病態が回復することを明
らかにしました（下記論文 1）。
　今後はこれを実験動物を用いた in vivo の研
究に発展させるとともに、対象を有病率の高い
アルツハイマー病などの異常蛋白質蓄積病にも
広げて、ゲノム編集による難治性神経筋疾患に
対する根本的な治療法の開発を目指します。

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を

図の解説：筋強直性ジストロフィーはDMPK 遺伝子の CTG リピートの伸長により核内に RNA
凝集体が生じることが原因で発症する。CRISPR/Cas9 によるリピートの切除ならびに dCas9
を用いたDMPK 遺伝子の転写抑制によって RNA 凝集体は消失する（下記論文 1）。
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キーワード：肺癌、がん遺伝子、リキッドバイオプシー、迅速診断、LAMP 法

LAMP 法を用いたリキッドバイオプシー
迅速診断法の開発

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　現在、臨床で用いられている EGFR 遺伝子検査方法（therascreen 法）では、実際に結果を入手するまでに
１～２週間かかっている。LAMP 法による遺伝子検査は約 1 時間で結果を入手可能であるが、一例をあげる
と、新型コロナウイルス 2019（SARDS-CoV-2）検出試薬キット（栄研化学）が有名である。30 ～ 60 分で
COVID-19 陽性 / 陰性を高い感度・特異度で検出可能であるため、日本のみならず、英国でも “SARS-CoV-2 
Rapid Colorimetric LAMP Assay Kit” として、ＮＨＳ（英国国民保険サービス）に採用されている。本研究により、
がん遺伝子検査においても迅速診断が可能となる。採血から結果説明まで、1 日あれば十分に実施可能となる
ため、本邦では数 10 万人の患者に恩恵が期待できるものと考えている。

知的財産・論文・学会発表など
◦論文発表　Horiuchi S, Saito Y, Matsui A, Takahashi N, Ikeya T, Shimizu Y, Hoshi E, Shimizu Y, Yasuda M. A 
novel loop-mediated isothermal amplification method for efficient and robust detection of EGFR mutations. 
International J Oncol 2020; 14: 743-9.
◦本研究に関する取得特許　1. 特許 4560285：核酸沈澱剤を利用した核酸増幅産物のハイブリダイゼーション
アッセイ、2. 特開 2003-310265: 核酸抽出法、3. 特開 2002-186481: 光学的特性の測定による核酸増幅産物の
検出方法、4. 特許 4683811: 核酸合成反応産物の検出方法、5. 特開 2000-140102: ２槽式注射器、これを用い
た薬液の酸化防止方法および薬液の投与方法、6. 特開平 10-120597: リンパ節高集積性コロイド粒子

帝京大学・帝京大学短期大学 研究シーズ集 2021

写真
医学部・外科学講座 講師

SAITO, Yuichi
https://www.teikyo-hospital.jp/medical/surgery/surgery05/

医学

板橋
キャンパス

LAMP法を用いたリキッドバイオプシー
迅速診断法の開発

キーワード：肺癌、がん遺伝子、リキッドバイオプシー、迅速診断、LAMP法

研究の概要

現在、臨床で用いられているEGFR遺伝子検査方法（therascreen法）では、実際に結果を入手するまでに
１～２週間かかっている。LAMP法による遺伝子検査は約1時間で結果を入手可能であるが、一例をあげ
ると、新型コロナウイルス2019（SARDS-CoV-2）検出試薬キット（栄研化学）が有名である。30～60分で
COVID-19陽性/陰性を高い感度・特異度で検出可能であるため、日本のみならず、英国でも“SARS-
CoV-2 Rapid Colorimetric LAMP Assay Kit”として、ＮＨＳ（英国国民保険サービス）に採用されている。
本研究により、がん遺伝子検査においても迅速診断が可能となる。採血から結果説明まで、1日あれば十
分に実施可能となるため、本邦では数10万人の患者に恩恵が期待できるものと考えている。

●●論論文文発発表表 Horiuchi S, Saito Y, Matsui A, Takahashi N, Ikeya T, Shimizu Y, Hoshi E, Shimizu Y, Yasuda M. A novel 
loop-mediated isothermal amplification method for efficient and robust detection of EGFR mutations. International J 
Oncol 2020; 14: 743-9.
●本本研研究究にに関関すするる取取得得特特許許 1. 特許4560285：核酸沈澱剤を利用した核酸増幅産物のハイブリダイゼーションアッセイ、2. 
特開2003-310265: 核酸抽出法、3. 特開2002-186481:光学的特性の測定による核酸増幅産物の検出方法、4. 特許
4683811:核酸合成反応産物の検出方法、5. 特開2000-140102:２槽式注射器、これを用いた薬液の酸化防止方法および
薬液の投与方法、6. 特開平10-120597:リンパ節高集積性コロイド粒子

SDGs目標３：すべての人に健康と福祉を

齋藤 雄一

リキッドバイオプシーは、血液・尿・唾液などの体液サンプルを用いて、がんの詳細な遺伝子情報の入
手が可能となる医療技術である。肺がんでは、2016年12月に血漿検体を対象とした上皮成長因子受
容体（EGFR）遺伝子変異T790M検出診断薬が初めて承認された。非侵襲的処置（採血）にサンプル
を採取できるため、患者を危険にさらすことなく頻回に行えることが利点であるが、欠点として、１．高度
に訓練された検査技師、２．大学研究室レベルの検査施設、３．検査時間が約4時間、４．高額といっ
た問題が指摘されている。Loop-mediated isothermal amplification method（LAMP）は、簡便迅速な遺
伝子検査法として主に病原菌の検索に広く世界で用いられている。本研究では、LAMP法を用いた簡
便迅速（（検検査査時時間間約約11時時間間））なEGFR遺伝子変異検出リキッドバイオプシーシステムを開発することが目
的である。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

知的財産・論文・学術発表など

医学部・外科学講座　准教授

齋藤　雄一 SAITO, Yuichi

https://www.teikyo-hospital.jp/medical/surgery/surgery05/

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　リキッドバイオプシーは、血液・尿・唾液などの体液サンプルを用いて、がんの詳細な遺伝子情報の入
手が可能となる医療技術である。肺がんでは、2016 年 12 月に血漿検体を対象とした上皮成長因子受容体

（EGFR） 遺伝子変異 T790M 検出診断薬が初めて承認された。非侵襲的処置 （採血） にサンプルを採取でき
るため、患者を危険にさらすことなく頻回に行えることが利点であるが、欠点として、1. 高度に訓練された
検査技師、2. 大学研究室レベルの検査施設、3. 検査時間が約 4 時間、4. 高額といった問題が指摘されて
いる。Loop-mediated isothermal amplification method（LAMP）は、簡便迅速な遺伝子検査法として主
に病原菌の検索に広く世界で用いられている。本研究では、LAMP 法を用いた簡便迅速（検査時間約 1 時間）
な EGFR 遺伝子変異検出リキッドバイオプシーシステムを開発することが目的である。

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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LAMP法を用いたリキッドバイオプシー
迅速診断法の開発

キーワード：肺癌、がん遺伝子、リキッドバイオプシー、迅速診断、LAMP法

研究の概要

現在、臨床で用いられているEGFR遺伝子検査方法（therascreen法）では、実際に結果を入手するまでに
１～２週間かかっている。LAMP法による遺伝子検査は約1時間で結果を入手可能であるが、一例をあげ
ると、新型コロナウイルス2019（SARDS-CoV-2）検出試薬キット（栄研化学）が有名である。30～60分で
COVID-19陽性/陰性を高い感度・特異度で検出可能であるため、日本のみならず、英国でも“SARS-
CoV-2 Rapid Colorimetric LAMP Assay Kit”として、ＮＨＳ（英国国民保険サービス）に採用されている。
本研究により、がん遺伝子検査においても迅速診断が可能となる。採血から結果説明まで、1日あれば十
分に実施可能となるため、本邦では数10万人の患者に恩恵が期待できるものと考えている。

●●論論文文発発表表 Horiuchi S, Saito Y, Matsui A, Takahashi N, Ikeya T, Shimizu Y, Hoshi E, Shimizu Y, Yasuda M. A novel 
loop-mediated isothermal amplification method for efficient and robust detection of EGFR mutations. International J 
Oncol 2020; 14: 743-9.
●本本研研究究にに関関すするる取取得得特特許許 1. 特許4560285：核酸沈澱剤を利用した核酸増幅産物のハイブリダイゼーションアッセイ、2. 
特開2003-310265: 核酸抽出法、3. 特開2002-186481:光学的特性の測定による核酸増幅産物の検出方法、4. 特許
4683811:核酸合成反応産物の検出方法、5. 特開2000-140102:２槽式注射器、これを用いた薬液の酸化防止方法および
薬液の投与方法、6. 特開平10-120597:リンパ節高集積性コロイド粒子

SDGs目標３：すべての人に健康と福祉を

齋藤 雄一

リキッドバイオプシーは、血液・尿・唾液などの体液サンプルを用いて、がんの詳細な遺伝子情報の入
手が可能となる医療技術である。肺がんでは、2016年12月に血漿検体を対象とした上皮成長因子受
容体（EGFR）遺伝子変異T790M検出診断薬が初めて承認された。非侵襲的処置（採血）にサンプル
を採取できるため、患者を危険にさらすことなく頻回に行えることが利点であるが、欠点として、１．高度
に訓練された検査技師、２．大学研究室レベルの検査施設、３．検査時間が約4時間、４．高額といっ
た問題が指摘されている。Loop-mediated isothermal amplification method（LAMP）は、簡便迅速な遺
伝子検査法として主に病原菌の検索に広く世界で用いられている。本研究では、LAMP法を用いた簡
便迅速（（検検査査時時間間約約11時時間間））なEGFR遺伝子変異検出リキッドバイオプシーシステムを開発することが目
的である。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

知的財産・論文・学術発表など
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ラット疼痛誘発性睡眠障害モデルにおける
睡眠覚醒調節機構の解明

キーワード： 慢性疼痛、疼痛誘発性睡眠障害、抑肝散、ラット

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

知的財産・論文・学術発表など

SDGs目標３：すべての人に健康と福祉を

医学部 麻酔科学講座 病院教授

關山 裕詩
URL： http://www.teikyo-hospital.jp/hospital/section/painclinic/index.html 

SEKIYAMA, Hiroshi

慢性疼痛の随伴症候としての不眠症は患者のQOLを著しく毀損する。慢性疼痛患者の70%は不眠
を訴えるが、その詳細なメカニズムや治療法についての知見は少ない。麻酔科疼痛研究グループで
は、神経障害性疼痛を基盤にしたラット疼痛誘発性睡眠障害（pain-induced sleep disorder:PISD）モデ
ルを作成し、その改善に抑肝散が有効であること示した(Deguchi, Sleep Biol Rhythm 2021, in press)。
また、同モデルでは概日リズムのメインマーカーであるメラトニンが過剰分泌を示し、その日内変動は
消失していた（Anesthiology annual meeting 2019, A2009）。今後は、ラットPISDモデルにおいて、メラト
ニンのみならず各種睡眠関連神経伝達物質であるセロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリン等の液性
因子の挙動を測定することにより、より精緻なPISDメカニズム及び睡眠覚醒調節液性ネットワークを解
明することが可能と考える。

1
7
°

松果体メラトニン分泌の変化、コントロール群（上段）及びPISD群（下段）
マイクロダイアリシス、脳波電極留置中

・ 当グループでは、マイクロダイアリシス、脳波電極、筋電図電極(写真)を３〜４日連続で比較的安定的に同時
モニターが可能であり、本モデルはPISD治療薬の探索に有用と考える。
・ 施術時間以外はfree movingとなる。running wheel、free runningなどの運動療法の施行が可能であり、非薬
物療法の探索も可能と考える。
・ 今回の不眠背景は神経障害性疼痛であるが、炎症性疼痛、術後痛、がん性疼痛または掻痒（末梢性、中枢
性）等の各種モデルの作成も可能であり、拡張性があると考える。

Fujimoto M, Sekiyama H, Sawamura S et al, Changes in Melatonin Secretion in a Rat Model of Neuropathic 
Pain-induced Sleep Disorder, American Society of Anesthesiologists 2019

Deguchi R, Sekiyama H, Sawamura S et al, DEffect of Yokukansan on sleep disturbance and neuropathic 
pain in chronic constriction injury using a rat model, Sleep Biol Rhythm 2021, in press

キーワード：慢性疼痛、疼痛誘発性睡眠障害、抑肝散、メラトニン

ラット疼痛誘発性睡眠障害モデルにおける
睡眠覚醒調節機構の解明

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
・ 当グループでは、マイクロダイアリシス、脳波電極、筋電図電極 ( 写真 ) を３～４日連続で比較的安定的に同時

モニターが可能であり、本モデルは PISD 治療薬の探索に有用と考える。
・ 施術時間以外は free moving となる。running wheel、free running などの運動療法の施行が可能であり、非

薬物療法の探索も可能と考える。
・ 今回の不眠背景は神経障害性疼痛であるが、炎症性疼痛、術後痛、がん性疼痛または掻痒（末梢性、中枢性）

等の各種モデルの作成も可能であり、拡張性があると考える。

知的財産・論文・学会発表など
• Fujimoto M, Sekiyama H, Sawamura S et al,  Changes in Melatonin Secretion in a Rat Model of Neuropathic 

Pain-induced Sleep Disorder, American Society of Anesthesiologists 2019
• Deguchi R, Sekiyama H, Sawamura S et al,  DEffect of Yokukansan on sleep disturbance and neuropathic pain 

in chronic constriction injury using a rat model, Sleep Biol Rhythm 2021
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板橋
キャンパス

ラット疼痛誘発性睡眠障害モデルにおける
睡眠覚醒調節機構の解明

キーワード： 慢性疼痛、疼痛誘発性睡眠障害、抑肝散、ラット

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

知的財産・論文・学術発表など

SDGs目標３：すべての人に健康と福祉を

医学部 麻酔科学講座 病院教授

關山 裕詩
URL： http://www.teikyo-hospital.jp/hospital/section/painclinic/index.html 

SEKIYAMA, Hiroshi

慢性疼痛の随伴症候としての不眠症は患者のQOLを著しく毀損する。慢性疼痛患者の70%は不眠
を訴えるが、その詳細なメカニズムや治療法についての知見は少ない。麻酔科疼痛研究グループで
は、神経障害性疼痛を基盤にしたラット疼痛誘発性睡眠障害（pain-induced sleep disorder:PISD）モデ
ルを作成し、その改善に抑肝散が有効であること示した(Deguchi, Sleep Biol Rhythm 2021, in press)。
また、同モデルでは概日リズムのメインマーカーであるメラトニンが過剰分泌を示し、その日内変動は
消失していた（Anesthiology annual meeting 2019, A2009）。今後は、ラットPISDモデルにおいて、メラト
ニンのみならず各種睡眠関連神経伝達物質であるセロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリン等の液性
因子の挙動を測定することにより、より精緻なPISDメカニズム及び睡眠覚醒調節液性ネットワークを解
明することが可能と考える。

1
7
°

松果体メラトニン分泌の変化、コントロール群（上段）及びPISD群（下段）
マイクロダイアリシス、脳波電極留置中

・ 当グループでは、マイクロダイアリシス、脳波電極、筋電図電極(写真)を３〜４日連続で比較的安定的に同時
モニターが可能であり、本モデルはPISD治療薬の探索に有用と考える。
・ 施術時間以外はfree movingとなる。running wheel、free runningなどの運動療法の施行が可能であり、非薬
物療法の探索も可能と考える。
・ 今回の不眠背景は神経障害性疼痛であるが、炎症性疼痛、術後痛、がん性疼痛または掻痒（末梢性、中枢
性）等の各種モデルの作成も可能であり、拡張性があると考える。

Fujimoto M, Sekiyama H, Sawamura S et al, Changes in Melatonin Secretion in a Rat Model of Neuropathic 
Pain-induced Sleep Disorder, American Society of Anesthesiologists 2019

Deguchi R, Sekiyama H, Sawamura S et al, DEffect of Yokukansan on sleep disturbance and neuropathic 
pain in chronic constriction injury using a rat model, Sleep Biol Rhythm 2021, in press

医学部・麻酔科学講座　病院教授

關山　裕詩 SEKIYAMA, Hiroshi

URL：http://www.teikyo-hospital.jp/hospital/section/painclinic/index.html 

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　慢性疼痛の随伴症候としての不眠症は患者の QOL を著しく毀損する。慢性疼痛患者の 70% は不眠を
訴えるが、その詳細なメカニズムや治療法についての知見は少ない。麻酔科疼痛研究グループでは、神
経障害性疼痛を基盤にしたラット疼痛誘発性睡眠障害（pain-induced sleep disorder:PISD）モデルを作
成し、その改善に抑肝散が有効であること示した（Deguchi, Sleep Biol Rhythm 2021）。また、同モデ
ルでは概日リズムのメインマーカーであるメラトニンが過剰分泌を示し、その日内変動は消失していた

（Anesthiology annual meeting 2019, A2009）。今後は、ラット PISD モデルにおいて、メラトニンのみ
ならず各種睡眠関連神経伝達物質であるセロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリン等の液性因子の挙
動を測定することにより、より精緻な PISD メカニズム及び睡眠覚醒調節液性ネットワークを解明する
ことが可能と考える。

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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キーワード：乾癬、表皮、resident memory T cell (TRM)、IL-17A

乾癬モデルマウスにおける
表皮 resident memory T cell（TRM）の解析

キキーーワワーードド：： 乾乾癬癬、、表表皮皮、、 、、キキーーワワーードド：： 乾乾癬癬、、表表皮皮、、 、、

研研究究のの概概要要

乾癬は皮膚の紅斑・表皮肥厚・隣屑を特徴とする慢性炎症

疾患で、その病態形成には サイトカインネット

ワークが重要である。 近年、マウスの皮膚に の

リガンドであるイミキモドの連日塗布によって乾癬様皮膚炎を

誘導できることが判明し、乾癬モデルマウスとして広く使われ

ている。また、乾癬には様々なメモリー細胞も関与しており、

最近乾癬患者で特徴的な の存

在が報告されて注目を集めている。表皮内で確認されたこの

は、治療後の寛解病変部においても 産生能を

持ったまま残存している 。我々は、乾癬モデルマウス

の表皮においても同様の特徴を持った を検出することに

成功したため 、この細胞が乾癬の病態にどのように関

与しているか明らかにしたいと考えている。

乾乾癬癬モモデデルルママウウススににおおけけるる
表表皮皮 のの解解析析

医学部 皮膚科学講座 主任教授

多多田田 弥弥生生
：

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

医医学学

連絡先 ：帝京大学医学部皮膚科学講座
： ：

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

乾癬は皮疹の再燃を繰り返すことが多い慢性の炎症性皮膚疾患だが、いまだにその原因は解明されてい

ない。最近乾癬患者において報告された は、寛解した病変部で 産生能をもったまま残存している

ことから、皮疹の再燃に関与していると考えられる。本実験系において、 の特性を明らかにし、皮疹再燃

への関与を調べることで、皮疹の再燃抑制へと繋がるのではないかと期待している。

．．

医学部・皮膚科学講座　主任教授

多田　弥生 TADA, Yayoi

URL：https://moderma.wixsite.com/derma/doctors 

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　乾癬は皮膚の紅斑・表皮肥厚・隣屑を
特徴とする慢性炎症疾患で、その病態形
成には IL-17/IL-23 サイトカインネット
ワークが重要である。（Fig.1） 近年、マ
ウスの皮膚に TLR7/8 のリガンドである
イミキモドの連日塗布によって乾癬様皮
膚炎を誘導できることが判明し、乾癬モ
デルマウスとして広く使われている。ま
た、乾癬には様々なメモリー細胞も関
与しており、最近乾癬患者で特徴的な
resident memory T cell （TRM） の存在が報
告されて注目を集めている。表皮内で確
認されたこの TRM は、治療後の寛解病
変部においても IL-17A 産生能を持った
まま残存している （Fig.2） 。我々は、乾
癬モデルマウスの表皮においても同様の
特徴を持った TRM を検出することに成
功したため （Fig.3）、この細胞が乾癬の
病態にどのように関与しているか明らか
にしたいと考えている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　乾癬は皮疹の再燃を繰り返すことが多い慢性の炎症性皮膚疾患だが、いまだにその
原因は解明されていない。最近乾癬患者において報告された TRM は、寛解した病変
部で IL-17A 産生能をもったまま残存していることから、皮疹の再燃に関与している
と考えられる。本実験系において、TRM の特性を明らかにし、皮疹再燃への関与を
調べることで、皮疹の再燃抑制へと繋がるのではないかと期待している。

キキーーワワーードド：： 乾乾癬癬、、表表皮皮、、 、、キキーーワワーードド：： 乾乾癬癬、、表表皮皮、、 、、

研研究究のの概概要要

乾癬は皮膚の紅斑・表皮肥厚・隣屑を特徴とする慢性炎症

疾患で、その病態形成には サイトカインネット

ワークが重要である。 近年、マウスの皮膚に の

リガンドであるイミキモドの連日塗布によって乾癬様皮膚炎を

誘導できることが判明し、乾癬モデルマウスとして広く使われ

ている。また、乾癬には様々なメモリー細胞も関与しており、

最近乾癬患者で特徴的な の存

在が報告されて注目を集めている。表皮内で確認されたこの

は、治療後の寛解病変部においても 産生能を

持ったまま残存している 。我々は、乾癬モデルマウス

の表皮においても同様の特徴を持った を検出することに

成功したため 、この細胞が乾癬の病態にどのように関

与しているか明らかにしたいと考えている。

乾乾癬癬モモデデルルママウウススににおおけけるる
表表皮皮 のの解解析析

医学部 皮膚科学講座 主任教授

多多田田 弥弥生生
：

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

医医学学

連絡先 ：帝京大学医学部皮膚科学講座
： ：

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

乾癬は皮疹の再燃を繰り返すことが多い慢性の炎症性皮膚疾患だが、いまだにその原因は解明されてい

ない。最近乾癬患者において報告された は、寛解した病変部で 産生能をもったまま残存している

ことから、皮疹の再燃に関与していると考えられる。本実験系において、 の特性を明らかにし、皮疹再燃

への関与を調べることで、皮疹の再燃抑制へと繋がるのではないかと期待している。

．．

① Immunity. 2017 21;46（2）:287-300
② J.Immunol. 2014 1;192（7）:3111-20
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キーワード：脂質異常症、 GWAS、 PSRC1、 PCSK7、 ゲノム編集

GWAS にて見出された脂質異常症と関連する
新規候補遺伝子の機能解析

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本研究で着目した遺伝子群は、GWAS 解析に基いて新たに発見された経緯からわかるとおり、非常
に新規性を帯びている。また、これらの遺伝子の機能解析についての詳細な報告は、細胞レベル・動
物レベルいずれにおいても乏しく、本研究を発展させることそのものが、世界的に優位性を有すると
言える。その中で、新しい脂質代謝調節、あるいは糖・エネルギー代謝調節のメカニズムが解明でき
れば、脂質異常症患者やメタボリックシンドローム患者、そして合併症としての動脈硬化に対する予
防・治療に導けることが期待される。

知的財産・論文・学会発表など
1） Kazuhisa Tsukamoto, et al. Genome-wide association study of serum lipids confirms previously 

reported associations as well as new associations of common SNPs within PCSK7 gene with 
triglyceride. Journal of Human Genetics 61, 427–433, 2016.

キキーーワワーードド：： 脂脂質質異異常常症症, GWAS, PSRC1, PCSK7, ゲゲノノムム編編集集キキーーワワーードド：： 脂脂質質異異常常症症, GWAS, PSRC1, PCSK7, ゲゲノノムム編編集集

研研究究のの概概要要
脂質異常症はこれら動脈硬化性疾患（心疾患と脳血管疾患）の重大な危険因子とされる。個体全体で脂質異
常症を管理するためには、コレステロールのみならず中性脂肪にも目を向ける必要がある。我々の日本人の

先行研究において、高 血症との関連遺伝子 （
）を新たに見出した。また、以前の 研究で機能不明も脂質関連性が推測された遺伝子の一つ
（ ）が、日本人においても再現されていることを確認した。
本研究では、これら と に着目し、ゲノム編集を用いて遺伝子変異を来した細胞株を樹立した上
で、マイクロアレイ等を用い網羅的解析を行う。一方で、両遺伝子のアデノウイルスを作製しマウス肝臓へ過
剰発現モデルマウス、また による欠失モデルマウスを作製する。これらのマウスの表現型解析を通し
て、脂質代謝制御・動脈硬化の病態メカニズムを解明し、治療へ結び付けたい。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

本研究で着目した遺伝子群は、 解析に基いて発見された経緯から考えて、非常に新規性を帯びた研
究である。また、これらの遺伝子の機能解析についての詳細な報告は、細胞レベル・動物レベルでもあまり見
られす、本研究を発展させることそのものが、世界的に優位性を有していると言える。その中で、新しい脂質
代謝調節、あるいは糖・エネルギー代謝調節のメカニズムが解明できれば、今後増加する肥満を背景にした
メタボリックシンドローム患者や、合併症としての動脈硬化に対する予防・治療に導けるのではと期待される。

医学部 内科学講座 主任教授

塚塚本本 和和久久
URL：
連絡先：

TEL：03-3964-4146 E-mail：kazuhisa-tky@umin.ac.jp

TSUKAMOTO, Kazuhisa

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
1) Kazuhisa Tsukamoto, et al. Genome-wide association study of serum lipids confirms previously reported associations as well as 
new associations of common SNPs within PCSK7 gene with triglyceride. Journal of Human Genetics 61, 427–433, 2016.

医医学学

GWASににてて見見出出さされれたた脂脂質質異異常常症症とと関関連連すするる
新新規規候候補補遺遺伝伝子子のの機機能能解解析析

医学部・内科学講座　主任教授

塚本　和久 TSUKAMOTO, Kazuhisa 医学

板橋キャンパス

研究の概要
　脂質異常症は動脈硬化性疾患（心疾患、脳血管疾患）の重大な危険因子である。脂質異常症を管理する
際には、コレステロールのみならず中性脂肪にも目を向ける必要がある。我々は日本人でのGWAS 研究を行い、
高 TG 血症と関連する遺伝子として PCSK7（Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 7）を新たに見
出した。また、以前の GWAS 研究で脂質との関連性が推測された遺伝子の一つ PSRC1（proline/serine-
rich coiled-coil 1）が、日本人においても再現されていることを確認した。
　本研究では、これら PCSK7 と PSRC1 に着目し、ゲノム編集を用いて遺伝子変異を導入した細胞株を
樹立した上で、マイクロアレイ等を用い網羅的解析を行う。一方で、両遺伝子のアデノウイルスを用い
ての過剰発現モデルマウス、Cre-loxP による臓器特異的遺伝子欠失モデルマウスを作製する。これらの
マウスの表現型解析を通して、脂質代謝制御・動脈硬化の病態メカニズムを解明し、治療へ結び付けたい。
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研研究究のの概概要要

平均寿命の延長とともに日本人の多くが悪性疾患に罹患する時代になりつつある。悪性疾患の治療は、手
術・化学療法・内視鏡治療・放射線治療など多岐にわたるが、固形がんでは根治治療としての外科治療の占
める重要性はいまだ大きい。がんを治すという意味での生存率向上は、手術手技の確立と標準化、周術期化
学療法の開発によって成果が得られており、先進諸国においても我が国の治療成績は目を見張るものがある。
しかし忘れてはならないことは、手術による治療の代償として、元来人間にとって必要な臓器のすべて（あるい
は一部）が失われ、人間の生命活動に必要な機能の低下が生じるということである。胃がんを例にとると、現
在日本で手術を受ける胃がんの半数以上が早期胃がんである。早期胃がんの手術後の予後は良好で ％
以上の患者が治癒することができるが、その後の人生は胃がないか小さくなった状態で過ごすことになる。そ
のことによって寝たきりになるとかの致命的な不具合は生じないが、食事量が減り、体重が低下し、栄養状態
が不良になり、という状況は個人差はあるものの必ず生じる。そういった状況を医師だけではなく、医療に携
わる他職種（看護師、栄養士、薬剤師、理学療法士、臨床心理士など）のサポートと介入によって、術後の患
者の生活を可能な限り向上させることが、今後の日本にとって重要な課題だと思われる。実際に術前の栄養
指数は下に示す通り有意な予後不良因子である。
具体的には、まず術前の評価（併存疾患、栄養状態、消化管運動機能、嚥下機能、循環・呼吸機能、運動
機能、骨・内分泌代謝機能、心理状態など）を行い、その項目について術後の経過観察を定時的に行う（観
察研究）。次のステップとして各分野における介入を行い、その改善度を評価する（介入研究）。こういったこと
はこれまで断片的に行われてきたことだが、それをシステム化することに最大の目的がある。このコンセプトは、
患者の術後の 向上のため、ととらえられることが多い。
しかし、それだけではなくがんの生存率向上
（全生存率・がん特異的生存率）を向上させる
可能性が大いにある。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

この研究は新しい医療技術を生むものではない。しかし今後のがん医療にとっては重要な課題を包含してい
る。このような術前術後の評価・介入方法のシステムを帝京モデルとして標準化することは個人にフィードバッ
クされるだけではなく我が国の生産性向上に寄与するものと期待する。

総総合合的的ななががんん外外科科治治療療
医学部 外科学講座 教授

深深川川剛剛生生
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TEL： 03-3964-1211 ex.16646 E-mail：tfukagawa@med.teikyo-u.ac.jp

FUKAGAWA, Takeo
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研究の概要
　平均寿命の延長とともに日本人の多くが悪性疾患に罹患する時代になりつつある。悪性疾患の治療は、
手術・化学療法・内視鏡治療・放射線治療など多岐にわたるが、固形がんでは根治治療としての外科治
療の占める重要性はいまだ大きい。がんを治すという意味での生存率向上は、手術手技の確立と標準化、
周術期化学療法の開発によって成果が得られており、先進諸国においても我が国の治療成績は目を見張
るものがある。しかし忘れてはならないことは、手術による治療の代償として、元来人間にとって必要な
臓器のすべて（あるいは一部）が失われ、人間の生命活動に必要な機能の低下が生じるということである。
胃がんを例にとると、現在日本で手術を受ける胃がんの半数以上が早期胃がんである。早期胃がんの手
術後の予後は良好で 95％以上の患者が治癒することができるが、その後の人生は胃がないか小さくなっ
た状態で過ごすことになる。そのことによって寝たきりになるとかの致命的な不具合は生じないが、食事
量が減り、体重が低下し、栄養状態が不良になり、という状況は個人差はあるものの必ず生じる。そういっ
た状況を医師だけではなく、医療に携わる他職種（看護師、栄養士、薬剤師、理学療法士、臨床心理士
など）のサポートと介入によって、術後の患者の生活を可能な限り向上させることが、今後の日本にとって
重要な課題だと思われる。実際に術前の栄養指数は下に示す通り有意な予後不良因子である。
　具体的には、まず術前の評価（併存疾患、栄養状態、消化管運動機能、嚥下機能、循環・呼吸機能、
運動機能、骨・内分泌代謝機能、心理状態など）を行い、その項目について術後の経過観察を定時的に
行う（観察研究）。次のステップとして各分野にお
ける介入を行い、その改善度を評価する（介入研
究）。こういったことはこれまで断片的に行われて
きたことだが、それをシステム化することに最大
の目的がある。このコンセプトは、患者の術後の
QOL 向上のため、ととらえられることが多い。し
かし、それだけではなくがんの生存率向上（全生
存率・がん特異的生存率）を向上させる可能性が
大いにある。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　この研究は新しい医療技術を生むものではない。しかし今後のがん医療にとっては重要な課題を包
含している。このような術前術後の評価・介入方法のシステムを帝京モデルとして標準化することは
個人にフィードバックされるだけではなく我が国の生産性向上に寄与するものと期待する。
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学療法の開発によって成果が得られており、先進諸国においても我が国の治療成績は目を見張るものがある。
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のことによって寝たきりになるとかの致命的な不具合は生じないが、食事量が減り、体重が低下し、栄養状態
が不良になり、という状況は個人差はあるものの必ず生じる。そういった状況を医師だけではなく、医療に携
わる他職種（看護師、栄養士、薬剤師、理学療法士、臨床心理士など）のサポートと介入によって、術後の患
者の生活を可能な限り向上させることが、今後の日本にとって重要な課題だと思われる。実際に術前の栄養
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機能、骨・内分泌代謝機能、心理状態など）を行い、その項目について術後の経過観察を定時的に行う（観
察研究）。次のステップとして各分野における介入を行い、その改善度を評価する（介入研究）。こういったこと
はこれまで断片的に行われてきたことだが、それをシステム化することに最大の目的がある。このコンセプトは、
患者の術後の 向上のため、ととらえられることが多い。
しかし、それだけではなくがんの生存率向上
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可能性が大いにある。
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安全性と低侵襲性を兼備する近未来手術
『単孔式内視鏡手術（SILS）』への挑戦

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本術式は腹壁に作られた小開腹孔から長尺・細径の手術器具を挿入して手術を行うものである。術後の患者の
整容性に優れるが、器具同士が干渉するために難度が高い。従って、①剛性が強く、②可動性の高い手術機器や、
スコープが開発されれば手術が容易となり、安全性が向上する。⇒ 理工学部機械・精密システム工学科、理工学
部航空宇宙工学科とのコラボレーションが期待される
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安全性と低侵襲性を兼備する近未来手術
『単孔式内視鏡手術（SILS）』への挑戦

キーワード：単孔式内視鏡手術、低侵襲手術、内視鏡外科手術、膵臓

研究の概要
1980年代にはじめて胆嚢摘出術において応用された内視鏡外科手術（endoscopic surgery, ES）
は、その低侵襲性から燎原の火のごとく全世界に広がり、現在ではほぼすべての臓器の手術
に利用されるようになった。この間、使用する手術機器の進歩は目覚ましく、細径化、高性
能化（止血機能の向上）、多関節化（可変性の向上）が進み、患者への手術侵襲がさらに低
減した。その究極的な術式が単孔式内視鏡手術（single-incision laparoscopic surgery, SILS）であ
る（図）。臍に1か所（1インチ程度）の小開腹をおき、ここからビデオスコープほか様々な
細径手術機器を挿入して手術を行うもので、術後の傷跡がほとんど残らないことから特に若
年女性に人気がある。一方でSILSにはより高い技量が必要であり、用いる手術機器にはさらな
る改善の余地が多く残されている。例えば細径（2.5mm以下）でありながら、①剛性の強い鉗
子類、②可動性の高い鉗子類、③十分な光量と画質を備えたスコープ、④三次元（3-D）イ
メージが得られるスコープ、⑤先端部分の面積が広がる、あるいは膨らむことにより周囲臓
器を圧排できる機器（リトラクター）、などが開発されれば手術はより容易となり、安全性
の向上に直結する。

本術式は腹壁に作られた小開腹孔から長尺・細径の手術器具を挿入して手術を行うものである。術後の
患者の整容性に優れるが、器具同士が干渉するために難度が高い。従って、①剛性が強く、②可動性の
高い、術機器や、スコープが開発されれば手術が容易となり、安全性が向上する。⇒理工学部器械・精
密システム工学科、理工学部航空宇宙工学科とのコラボレーションが期待される

SDGs目標３ すべての人に健康と福祉を
SDGs目標17 パートナーシップで目標を達成しよう

三澤 健之

1か所の創から行う
単孔式内視鏡手術 術後は傷跡が残らず患者の

満足度が高い

すでにわれわれは、膵臓、
胆嚢、脾臓、肝臓領域の難
手術にSILSを応用し成功させ
てきた。この豊富な経験に
加え、学内研究交流を通し
て新たに改良された手術機
器を使用することによって
革新的な安全性と低侵襲性
を兼ね備えたSILSを実現した
いと考えている。

Kawahara H，Misawa T，et al: Feasibility of Single-incision Laparoscopic Surgery plus One Assist Port for Anterior Resection．
Anticancer Res 2016;36:467-9．
Gocho T，Misawa T，et al: Single-incision laparoscopic surgery for giant hepatic cyst．Asian J Endosc Surg 2013;6:237-40．
Misawa T, et al: Single-incision laparoscopic incisional hernia repair :How to do it．Jikeikai Med J 2013;60:9-13．
Misawa T, et a;:Single-incision laparoscopic distal pancreatectomy with or without splenic preservation: how we do it．

Asian J Endosc Surg 2012;5:195-199.
Misawa T, et al: Single-incision laparoscopic splenectomy using the "tug-exposure technique" in adults:results of ten initial 

cases．Surg Endosc 2011;25:3222-7．
Misawa T, et al: Minimizing intraoperative bleeding using a vessel-sealing system and splenic hilum hanging maneuver in 

laparoscopic splenectomy．J Hepatobiliary Pancreat Surg 2009;16:786-91．

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

知的財産・論文・学術発表など

医学部・外科学講座　肝胆膵グループ　教授

三澤　健之 MISAWA, Takeyuki

URL：https://www.teikyo-hospital.jp/doctor/view.html?key=1085

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　1980 年代にはじめて胆嚢摘出術において応用された内視鏡外科手術 （endoscopic surgery, ES） は、そ
の低侵襲性から燎原の火のごとく全世界に広がり、現在ではほぼすべての臓器の手術に利用されるよう
になった。この間、使用する手術機器の進歩は目覚ましく、細径化、高性能化 （止血機能の向上）、多関
節化 （可変性の向上） が進み、患者への手術侵襲がさらに低減した。その究極的な術式が単孔式内視鏡手
術 （single-incision laparoscopic surgery, SILS） である（図）。臍に 1 か所 （1 インチ程度） の小開腹をおき、
ここからビデオスコープほか様々な細径手術機器を挿入して手術を行うもので、術後の傷跡がほとんど
残らないことから特に若年女性に人気がある。一方で SILS にはより高い技量が必要であり、用いる手術
機器にはさらなる改善の余地が多く残されている。例えば細径 （2.5mm 以下） でありながら、①剛性の
強い鉗子類、②可動性の高い鉗子類、③十分な光量と画質を備えたスコープ、④三次元 （3-D） イメージ
が得られるスコープ、⑤先端部分の面積が広がる、あるいは膨らむことにより周囲臓器を圧排できる機

器 （リトラクター）、などが開発されれ
ば手術はより容易となり、安全性の向上
に直結する。
　すでにわれわれは、膵臓、胆嚢、脾臓、
肝臓領域の難手術に SILS を応用し成功
させてきた。この豊富な経験に加え、学
内研究交流を通して新たに改良された手
術機器を使用することによって革新的な
安全性と低侵襲性を兼ね備えた SILS を
実現したいと考えている。

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
SDGs 目標 17：パートナーシップで目標を達成しよう
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医学部・外科学講座 肝胆膵グループ 教授
MISAWA, Takeyuki

URL：https://www.teikyo-hospital.jp/doctor/view.html?key=1085

医学

板橋キャンパス

安全性と低侵襲性を兼備する近未来手術
『単孔式内視鏡手術（SILS）』への挑戦

キーワード：単孔式内視鏡手術、低侵襲手術、内視鏡外科手術、膵臓

研究の概要
1980年代にはじめて胆嚢摘出術において応用された内視鏡外科手術（endoscopic surgery, ES）
は、その低侵襲性から燎原の火のごとく全世界に広がり、現在ではほぼすべての臓器の手術
に利用されるようになった。この間、使用する手術機器の進歩は目覚ましく、細径化、高性
能化（止血機能の向上）、多関節化（可変性の向上）が進み、患者への手術侵襲がさらに低
減した。その究極的な術式が単孔式内視鏡手術（single-incision laparoscopic surgery, SILS）であ
る（図）。臍に1か所（1インチ程度）の小開腹をおき、ここからビデオスコープほか様々な
細径手術機器を挿入して手術を行うもので、術後の傷跡がほとんど残らないことから特に若
年女性に人気がある。一方でSILSにはより高い技量が必要であり、用いる手術機器にはさらな
る改善の余地が多く残されている。例えば細径（2.5mm以下）でありながら、①剛性の強い鉗
子類、②可動性の高い鉗子類、③十分な光量と画質を備えたスコープ、④三次元（3-D）イ
メージが得られるスコープ、⑤先端部分の面積が広がる、あるいは膨らむことにより周囲臓
器を圧排できる機器（リトラクター）、などが開発されれば手術はより容易となり、安全性
の向上に直結する。

本術式は腹壁に作られた小開腹孔から長尺・細径の手術器具を挿入して手術を行うものである。術後の
患者の整容性に優れるが、器具同士が干渉するために難度が高い。従って、①剛性が強く、②可動性の
高い、術機器や、スコープが開発されれば手術が容易となり、安全性が向上する。⇒理工学部器械・精
密システム工学科、理工学部航空宇宙工学科とのコラボレーションが期待される

SDGs目標３ すべての人に健康と福祉を
SDGs目標17 パートナーシップで目標を達成しよう

三澤 健之

1か所の創から行う
単孔式内視鏡手術 術後は傷跡が残らず患者の

満足度が高い

すでにわれわれは、膵臓、
胆嚢、脾臓、肝臓領域の難
手術にSILSを応用し成功させ
てきた。この豊富な経験に
加え、学内研究交流を通し
て新たに改良された手術機
器を使用することによって
革新的な安全性と低侵襲性
を兼ね備えたSILSを実現した
いと考えている。

Kawahara H，Misawa T，et al: Feasibility of Single-incision Laparoscopic Surgery plus One Assist Port for Anterior Resection．
Anticancer Res 2016;36:467-9．
Gocho T，Misawa T，et al: Single-incision laparoscopic surgery for giant hepatic cyst．Asian J Endosc Surg 2013;6:237-40．
Misawa T, et al: Single-incision laparoscopic incisional hernia repair :How to do it．Jikeikai Med J 2013;60:9-13．
Misawa T, et a;:Single-incision laparoscopic distal pancreatectomy with or without splenic preservation: how we do it．

Asian J Endosc Surg 2012;5:195-199.
Misawa T, et al: Single-incision laparoscopic splenectomy using the "tug-exposure technique" in adults:results of ten initial 

cases．Surg Endosc 2011;25:3222-7．
Misawa T, et al: Minimizing intraoperative bleeding using a vessel-sealing system and splenic hilum hanging maneuver in 

laparoscopic splenectomy．J Hepatobiliary Pancreat Surg 2009;16:786-91．

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

知的財産・論文・学術発表など
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キーワード：再生医療、スポーツ外傷

アキレス腱断裂縫合術における
　PRP 療法の有効性と安全性の検討

キーワード： 再生医療、スポーツ外傷キーワード： 再生医療、スポーツ外傷

研究の目的
アキレス腱断裂縫合術における多血小板血漿 療法の 有効性
と安全性を明らかにすることです。

本研究のアピールポイント
療法の有用性が証明されれば、スポーツ領域に大きく貢献する研究になります。

アアキキレレスス腱腱断断裂裂縫縫合合術術ににおおけけるる
療療法法のの有有効効性性とと安安全全性性のの検検討討

医学部 整形外科学講座 講師
安井 洋一

連絡先 帝京大学知的財産センター

医学

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

研究の背景
アキレス腱は人体で最も強く最も太い腱ですが、しばしば「強者の急所」
と例えられます。この腱を断裂した場合、適切な治療を受けても、
スポーツ競技復帰率は と決して高くない上、復帰に最短でも か月
必要です。こうした背景から、より確実に、より早くスポーツ復帰が
できる補助療法の開発が多方面より要望されています。一方、 療法は
自己血から精製する を用いた新しい再生医療です。現在、基礎研究で
は による損傷腱修復促進効果が報告されていますが、臨床研究は非常に
少なく、その有用性は不明です。

研究の概要
例を対象に、二重盲検無作為化比較試験をおこなっています。

アアキキレレスス腱腱断断裂裂

1 つま先立ちテスト
2 臨床スコア
3 ジョギング開始時期
4 サイベックスによる筋力評価
5 MRIによる腱の評価

評価
項目

医学部・整形外科学講座　講師

安井　洋一 YASUI, Youichi

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/926/84

医学

板橋キャンパス

研究の目的
　アキレス腱断裂縫合術における多血小板血漿（platelet-rich plasma; PRP）療法の有効
性と安全性を明らかにすることです。

研究の背景
　アキレス腱は人体で最も強く最も太い腱で、しばしば「強者の急
所」と例えられます。この腱を断裂した場合、適切な治療を受けても、
スポーツ競技復帰率は 60-80% と決して高くない上、復帰に最短でも
6 か月必要です。こうした背景から、より確実に、より早くスポーツ
復帰ができる補助療法の開発が多方面より要望されています。一方、
PRP 療法は自己血から精製する PRP を用いた新しい再生医療です。
現在、基礎研究では PRP による損傷腱修復促進効果が報告されてい
ますが、臨床研究は非常に少なく、その有用性は不明です。

研究の概要
　14 例を対象に、二重盲検無作為化比較試験をおこなっています。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　PRP 療法の有用性が証明されれば、スポーツ領域に大きく貢献する研究になります。

知的財産・論文・学会発表など
　http://www.teikyo-orthop.com/internship/specialist/ashinogeka.html

キーワード： 再生医療、スポーツ外傷キーワード： 再生医療、スポーツ外傷

研究の目的
アキレス腱断裂縫合術における多血小板血漿 療法の 有効性
と安全性を明らかにすることです。

本研究のアピールポイント
療法の有用性が証明されれば、スポーツ領域に大きく貢献する研究になります。

アアキキレレスス腱腱断断裂裂縫縫合合術術ににおおけけるる
療療法法のの有有効効性性とと安安全全性性のの検検討討

医学部 整形外科学講座 講師
安井 洋一

連絡先 帝京大学知的財産センター

医学

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

研究の背景
アキレス腱は人体で最も強く最も太い腱ですが、しばしば「強者の急所」
と例えられます。この腱を断裂した場合、適切な治療を受けても、
スポーツ競技復帰率は と決して高くない上、復帰に最短でも か月
必要です。こうした背景から、より確実に、より早くスポーツ復帰が
できる補助療法の開発が多方面より要望されています。一方、 療法は
自己血から精製する を用いた新しい再生医療です。現在、基礎研究で
は による損傷腱修復促進効果が報告されていますが、臨床研究は非常に
少なく、その有用性は不明です。

研究の概要
例を対象に、二重盲検無作為化比較試験をおこなっています。

アアキキレレスス腱腱断断裂裂

1 つま先立ちテスト
2 臨床スコア
3 ジョギング開始時期
4 サイベックスによる筋力評価
5 MRIによる腱の評価

評価
項目

キーワード： 再生医療、スポーツ外傷キーワード： 再生医療、スポーツ外傷

研究の目的
アキレス腱断裂縫合術における多血小板血漿 療法の 有効性
と安全性を明らかにすることです。

本研究のアピールポイント
療法の有用性が証明されれば、スポーツ領域に大きく貢献する研究になります。

アアキキレレスス腱腱断断裂裂縫縫合合術術ににおおけけるる
療療法法のの有有効効性性とと安安全全性性のの検検討討

医学部 整形外科学講座 講師
安井 洋一

連絡先 帝京大学知的財産センター

医学

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

研究の背景
アキレス腱は人体で最も強く最も太い腱ですが、しばしば「強者の急所」
と例えられます。この腱を断裂した場合、適切な治療を受けても、
スポーツ競技復帰率は と決して高くない上、復帰に最短でも か月
必要です。こうした背景から、より確実に、より早くスポーツ復帰が
できる補助療法の開発が多方面より要望されています。一方、 療法は
自己血から精製する を用いた新しい再生医療です。現在、基礎研究で
は による損傷腱修復促進効果が報告されていますが、臨床研究は非常に
少なく、その有用性は不明です。

研究の概要
例を対象に、二重盲検無作為化比較試験をおこなっています。

アアキキレレスス腱腱断断裂裂

1 つま先立ちテスト
2 臨床スコア
3 ジョギング開始時期
4 サイベックスによる筋力評価
5 MRIによる腱の評価

評価
項目

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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キーワード：呼吸器外科手術、肺虚脱、気管支、流体力学、構造力学

臨床応用に向けた気管支理論モデル構築

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　呼吸器外科分野においては胸腔陽圧下に肺虚脱が起こりにくい現象を特定しこれを解除する方法が特定できる
ことによって、迅速に肺虚脱状態に到達できる可能性があり、その結果として鏡視下手術の難易度を下げ、安全
性の確保や手術時間の短縮につながることが期待される。本研究においてモデルを応用して速やかな肺虚脱の
ための因子を探索することも可能になる。さらに、呼吸器内科領域においても、COPD や気管支喘息といった疾
患において、気道閉塞の原因となる部位を特定したり狭窄部位周囲での流体力学的解析を行うことで、特定部
位への局所治療の選択肢を提示できる可能性がある。将来的には、呼吸生理学の研究や教育において、このモ
デルが臨床の現状を説明できる可能性がある。

知的財産・論文・学会発表など
（学会発表）
第 120 回　日本外科学会　定期学術集会
第 36 回　日本呼吸器外科学会　定期学術集会

（学会発表）
第120回 日本外科学会 定期学術集会
第36回 日本呼吸器外科学会 定期学術集会

呼吸器外科分野においては胸腔陽圧下に肺虚脱が起こりにくい現象を特定しこれを解除する
方法が特定できることによって、迅速に肺虚脱状態に到達できる可能性があり、その結果と
して鏡視下手術の難易度を下げ、安全性の確保や手術時間の短縮につながることが期待され
る。本研究においてモデルを応用して速やかな肺虚脱のための因子を探索することも可能に
なる。さらに、呼吸器内科領域においても、COPDや気管支喘息といった疾患において、気道
閉塞の原因となる部位を特定したり狭窄部位周囲での流体力学的解析を行うことで、特定部
位への局所治療の選択肢を提示できる可能性がある。将来的には、呼吸生理学の研究や教育
において、このモデルが臨床の現状を説明できる可能性がある。
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医学部・外科学講座 講師
YAMAUCHI, Yoshikane

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3161/76

医学
板橋キャンパス

臨床応用に向けた気管支理論モデル構築

キーワード：呼呼吸吸器器外外科科手手術術、肺肺虚虚脱脱、気気管管支支、流流体体力力学学、構構造造力力学学

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

知的財産・論文・学術発表など

SDGs目標３ すべての人に健康と福祉を

山内 良兼

呼吸器外科手術において胸腔陽圧を用いることが多くなってい
るが、胸腔陽圧下に十分な肺虚脱が得られないことを時々経験
する。この原因として末梢気管支壁が菲薄化し胸腔内圧と気道
内圧の圧較差に気管支壁が支えきれず気道が閉塞してしまうこ
とが考えられ、比較的中枢に近い気管支でも閉塞する症例があ
ることを既に確認している（Figure 1 (a), (b)）。
気道閉塞を規定している因子を明らかにす
るため、バイオメカニクスの技術を利用し
解析のための気管支理論モデルの作成を試
みた。虚脱したブタ肺検体の気管支に空気
陽圧を与えた状態でマイクロフォーカスX-
CT撮影を行い、虚脱及び既知の陽圧下での
気管支内径、気管支厚み計測を実施した。
更に、撮影後にブタ肺を解剖して、気管支
要素の弾性係数などの力学特性を計測した。
本研究では、これらの結果を用いて、理論
解析及び数値解析の知見を加えて、臨床に
適用できる気管支理論力学モデルとして流
体力学(Figure 2 (a))及び構造力学解析用モデ
ル(Figure 2 (b))を作成した。
この解析モデルが現実の気管支閉塞を再現
しうることを確認した(右図(a))。今後ヒト
への応用を検討中である(右図(b))。

Figure 1

Figure 2

Figure 3

(a) (b)

医学部・外科学講座　講師

山内　良兼 YAMAUCHI, Yoshikane

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3161/76

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　呼吸器外科手術において胸腔陽圧を用いることが多くなっている
が、胸腔陽圧下に十分な肺虚脱が得られないことを時々経験する。
この原因として末梢気管支壁が菲薄化し胸腔内圧と気道内圧の圧較
差に気管支壁が支えきれず気道が閉塞してしまうことが考えられ、
比較的中枢に近い気管支でも閉塞する症例があることを既に確認し
ている（Figure 1 （a）, （b））。
　気道閉塞を規定している因子を明らかにするため、バイオメカニ
クスの技術を利用し解析のための気管支理論モ
デルの作成を試みた。虚脱したブタ肺検体の気
管支に空気陽圧を与えた状態でマイクロフォー
カス X-CT 撮影を行い、虚脱及び既知の陽圧下
での気管支内径、気管支厚み計測を実施した。
更に、撮影後にブタ肺を解剖して、気管支要素
の弾性係数などの力学特性を計測した。本研
究では、これらの結果を用いて、理論解析及び
数値解析の知見を加えて、臨床に適用できる気
管支理論力学モデルとして流体力学（Figure 2 

（a））及び構造力学解析用モデル（Figure 2 （b））
を作成した。
　この解析モデルが現実の気管支閉塞を再現し
うることを確認した（右図（a））。今後ヒトへ
の応用を検討中である（右図（b））。

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を

（学会発表）
第120回 日本外科学会 定期学術集会
第36回 日本呼吸器外科学会 定期学術集会

呼吸器外科分野においては胸腔陽圧下に肺虚脱が起こりにくい現象を特定しこれを解除する
方法が特定できることによって、迅速に肺虚脱状態に到達できる可能性があり、その結果と
して鏡視下手術の難易度を下げ、安全性の確保や手術時間の短縮につながることが期待され
る。本研究においてモデルを応用して速やかな肺虚脱のための因子を探索することも可能に
なる。さらに、呼吸器内科領域においても、COPDや気管支喘息といった疾患において、気道
閉塞の原因となる部位を特定したり狭窄部位周囲での流体力学的解析を行うことで、特定部
位への局所治療の選択肢を提示できる可能性がある。将来的には、呼吸生理学の研究や教育
において、このモデルが臨床の現状を説明できる可能性がある。
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医学部・外科学講座 講師
YAMAUCHI, Yoshikane

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3161/76

医学
板橋キャンパス

臨床応用に向けた気管支理論モデル構築

キーワード：呼呼吸吸器器外外科科手手術術、肺肺虚虚脱脱、気気管管支支、流流体体力力学学、構構造造力力学学

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

知的財産・論文・学術発表など

SDGs目標３ すべての人に健康と福祉を

山内 良兼

呼吸器外科手術において胸腔陽圧を用いることが多くなってい
るが、胸腔陽圧下に十分な肺虚脱が得られないことを時々経験
する。この原因として末梢気管支壁が菲薄化し胸腔内圧と気道
内圧の圧較差に気管支壁が支えきれず気道が閉塞してしまうこ
とが考えられ、比較的中枢に近い気管支でも閉塞する症例があ
ることを既に確認している（Figure 1 (a), (b)）。
気道閉塞を規定している因子を明らかにす
るため、バイオメカニクスの技術を利用し
解析のための気管支理論モデルの作成を試
みた。虚脱したブタ肺検体の気管支に空気
陽圧を与えた状態でマイクロフォーカスX-
CT撮影を行い、虚脱及び既知の陽圧下での
気管支内径、気管支厚み計測を実施した。
更に、撮影後にブタ肺を解剖して、気管支
要素の弾性係数などの力学特性を計測した。
本研究では、これらの結果を用いて、理論
解析及び数値解析の知見を加えて、臨床に
適用できる気管支理論力学モデルとして流
体力学(Figure 2 (a))及び構造力学解析用モデ
ル(Figure 2 (b))を作成した。
この解析モデルが現実の気管支閉塞を再現
しうることを確認した(右図(a))。今後ヒト
への応用を検討中である(右図(b))。

Figure 1

Figure 2

Figure 3
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キーワード：Two-electrode voltage clamp 法、Patchclamp 法、トランスポーター / チャネル

恒常性を司る腎尿細管膜タンパクの
輸送機能活性解析

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　この測定方法は、細胞活動に普遍的な細胞内恒常性の維持に深く関わる膜トランスポー
ター / チャネルの機能を直接測定できるものです。膜トランスポーター / チャネルは、現在
世界的健康問題である高血圧・糖尿病・脂質異常症といったメジャーな生活習慣病や、パー
キンソン病・片頭痛といった神経変性疾患などの発症機序の原因となるものです。さらに癌
などの悪性腫瘍に対し、膜トランスポーター / チャネルを介した有効な薬剤増強効果・抗悪
性腫瘍効果を増強させるなどの治療応用も可能です。

知的財産・論文・学会発表など
・ 腎尿細管を介した高血圧発症のメカニズム解明（Yamazaki O, Hirohama D, Ishizawa K, Shibata S. 

Int J Mol Sci 2020, 21: 5358）（Clin Sci 2019, 133: 75–82）
・ 糖尿病 状 態における腎ナトリウム輸 送と高血 圧の相互増 悪メカニズム（Sakai K, Yamazaki O, 

Ishizawa K, Tamura Y, Wang Q, Ueno M, Hayama Y, Fujigaki Y, Shibata S.  Biochem Biophys Res 
Commun 2020, 524: 710-715）

・ 腎近位尿細管に分布するナトリウム重炭酸共輸送体の機能活性メカニズム（Vachel L, Shcheynikov N, 
Yamazaki O, Fremder M, Ohana E, Son A, Shin DM, Yamazaki-Nakazawa A, Yang CR, Knepper M, 
Muallem S. Sci Signal 2018, 554（11）: eaat5018）

キキーーワワーードド：： 法法 法法、、トトラランンススポポーータターー チチャャネネルルキキーーワワーードド：： 法法 法法、、トトラランンススポポーータターー チチャャネネルル

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

この測定方法は、細胞活動に普遍的な細胞内恒常性の維持に深く関わる膜トランスポーター チャネルの機
能を直接測定できるものです。膜トランスポーター チャネルは、現在世界的健康問題である高血圧・糖尿
病・脂質異常症といったメジャーな生活習慣病や、パーキンソン病・片頭痛といった神経変性疾患などの発
症機序の原因となるものです。さらに癌などの悪性腫瘍に対し、膜トランスポーター チャネルを介した有効な
薬剤増強効果・抗悪性腫瘍効果を増強させるなどの治療応用も可能です。

恒恒常常性性をを司司るる腎腎尿尿細細管管膜膜タタンンパパククのの輸輸送送機機能能活活性性解解析析

医学部 内科学講座 講師

山山崎崎 修修

連絡先： 板橋キャンパス

TEL： 03-3964-1211 （内線7163）

YAMAZAKI, Osamu

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

修飾因子 による腎臓を介した高血圧発症機序
– 腎臓電解質輸送体を介した高血圧の発症機序についての解説

輸送体 の輸送活性修飾因子の研究
輸送体 と塩素イオンの関連

腎近位尿細管 輸送体を介した糖
尿病と高血圧・浮腫の発症メカニズム

医医学学

研研究究のの概概要要

当科では腎臓尿細管を介した恒常性の維持に深く関わる電解質輸送体の機能解析を行っています。
・アフリカツメカエル卵母細胞をもちいた 法
・ 法
を保有または共同保有しています。
同測定機器を用いることで、細胞膜トランスポーター チャネルの輸送機能活性を測定できます。
特定臓器にとどまらない多種多様なトランスポーター チャネルが測定できるため、他臓器における未
知のトランスポーター チャネルの機能の意義の解明や、腎臓と多臓器との連関関係を調べることが可
能となります。

図図：：アアフフリリカカツツメメガガエエルル卵卵母母細細胞胞発発現現系系をを用用いいたた
2本本電電極極膜膜電電位位測測定定法法(two-electrode voltage clamp method)

cRNA注入 Transporter/Channel
の膜発現

Voltage- clamp

数日後

Current-recording

Neurochem Res 2011; 36:1166–74

医学部・内科学講座　講師

山崎　修 YAMAZAKI, Osamu 医学

板橋キャンパス

研究の概要
　当科では腎臓尿細管を介した恒常性の維持に深く関わる電解質輸送体の機能解析を行ってい
ます。
・アフリカツメカエル卵母細胞をもちいた two-electrode voltage clamp 法
・Patchclamp 法（Geneclamp 500, Axopatch 200B）
　を保有または共同保有しています。
　同測定機器を用いることで、細胞膜トランス
ポーター / チャネルの輸送機能活性を測定でき
ます。
　特定臓器にとどまらない多種多様なトランス
ポーター / チャネルが測定できるため、他臓器
における未知のトランスポーター / チャネルの機
能の意義の解明や、腎臓と多臓器との連関関係
を調べることが可能となります。

キキーーワワーードド：： 法法 法法、、トトラランンススポポーータターー チチャャネネルルキキーーワワーードド：： 法法 法法、、トトラランンススポポーータターー チチャャネネルル

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

この測定方法は、細胞活動に普遍的な細胞内恒常性の維持に深く関わる膜トランスポーター チャネルの機
能を直接測定できるものです。膜トランスポーター チャネルは、現在世界的健康問題である高血圧・糖尿
病・脂質異常症といったメジャーな生活習慣病や、パーキンソン病・片頭痛といった神経変性疾患などの発
症機序の原因となるものです。さらに癌などの悪性腫瘍に対し、膜トランスポーター チャネルを介した有効な
薬剤増強効果・抗悪性腫瘍効果を増強させるなどの治療応用も可能です。

恒恒常常性性をを司司るる腎腎尿尿細細管管膜膜タタンンパパククのの輸輸送送機機能能活活性性解解析析

医学部 内科学講座 講師

山山崎崎 修修

連絡先： 板橋キャンパス

TEL： 03-3964-1211 （内線7163）

YAMAZAKI, Osamu

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

修飾因子 による腎臓を介した高血圧発症機序
– 腎臓電解質輸送体を介した高血圧の発症機序についての解説

輸送体 の輸送活性修飾因子の研究
輸送体 と塩素イオンの関連

腎近位尿細管 輸送体を介した糖
尿病と高血圧・浮腫の発症メカニズム

医医学学

研研究究のの概概要要

当科では腎臓尿細管を介した恒常性の維持に深く関わる電解質輸送体の機能解析を行っています。
・アフリカツメカエル卵母細胞をもちいた 法
・ 法
を保有または共同保有しています。
同測定機器を用いることで、細胞膜トランスポーター チャネルの輸送機能活性を測定できます。
特定臓器にとどまらない多種多様なトランスポーター チャネルが測定できるため、他臓器における未
知のトランスポーター チャネルの機能の意義の解明や、腎臓と多臓器との連関関係を調べることが可
能となります。

図図：：アアフフリリカカツツメメガガエエルル卵卵母母細細胞胞発発現現系系をを用用いいたた
2本本電電極極膜膜電電位位測測定定法法(two-electrode voltage clamp method)

cRNA注入 Transporter/Channel
の膜発現

Voltage- clamp

数日後

Current-recording

Neurochem Res 2011; 36:1166–74

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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キーワード：自動染色装置、電子顕微鏡装置

病理診断領域で使用している
modality・skill の提供

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　我々が有している技術と装置を提供することで、あなた（がた）のニーズにこたえ
ます

キキーーワワーードド：： 自自動動染染色色装装置置、、電電子子顕顕微微鏡鏡装装置置キキーーワワーードド：： 自自動動染染色色装装置置、、電電子子顕顕微微鏡鏡装装置置

研研究究のの概概要要

私達は日常診療として病理診断に携わっており、以下のようなスキルを有しております

１．光学顕微鏡用一般染色・特殊染色
この中には微生物染色、 や銅を認識する染色、弾性線維の認識なども含まれます

２．抗原抗体反応を利用した免疫組織化学
特定の抗原を可視化します
右の図は、増殖サイクルにある細胞を茶色に
染めており、これにより、この腫瘍の増殖能を
知ることができます
なお、この作業はおよそ自動化されており、常に
安定した結果を得られるようにしています

３．当院では透過型、走査型の二種の電子顕微鏡
装置を、昨年の新病院オープンに合わせ、
リニューアルしており、良好な解像度と迅速な
観察が可能となっています
（走査型では、生物材料以外の材料も対応可能です）

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

我々が有している技術と装置を提供することで、あなた（がた）のニーズにこたえます

病病理理診診断断領領域域でで使使用用ししてていいるるmodality・・skillのの提提供供

医学部 附属溝口病院 病理診断科 科長・教授

川川本本雅雅司司
http://teikyo-mizonokuchi.jp/shinryo/rinsyobyorika1700/
連絡先： 帝京大学医学部附属溝口病院病理診断科

TEL：044-844-3333 E-mail：kawamoto@med.teikyo-u.ac.jp

KAWAMOTO Masashi 医医学学

溝溝口口病病院院

（写真）

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

医学部　附属溝口病院病理診断科　常勤客員教授

川本　雅司 KAWAMOTO, Masashi

URL：http://teikyo-mizonokuchi.jp/shinryo/rinsyobyorika1700/

医学

溝口病院

研究の概要

　私達は日常診療として病理診断に携わっており、以下のようなスキルを有しております

1.  光学顕微鏡用一般染色・特殊染色
この中には微生物染色、Fe3+ や銅を認識する染色、弾性線維の認識なども含まれます

2.  抗原抗体反応を利用した免疫組織化学
特定の抗原を可視化します

右の図は、増殖サイクルにある細胞

を茶色に染めており、これにより、

この腫瘍の増殖能を知ることがで

きます

なお、この作業はおよそ自動化さ

れており、常に安定した結果を得ら

れるようにしています

3.  当院では透過型、走査型の二種の電子顕微鏡
装置を、昨年の新病院オープンに合わせ、リニューアルしており、良好な解像度と迅速な

観察が可能となっています

（走査型では、生物材料以外の材料も対応可能です）

キキーーワワーードド：： 自自動動染染色色装装置置、、電電子子顕顕微微鏡鏡装装置置キキーーワワーードド：： 自自動動染染色色装装置置、、電電子子顕顕微微鏡鏡装装置置

研研究究のの概概要要

私達は日常診療として病理診断に携わっており、以下のようなスキルを有しております

１．光学顕微鏡用一般染色・特殊染色
この中には微生物染色、 や銅を認識する染色、弾性線維の認識なども含まれます

２．抗原抗体反応を利用した免疫組織化学
特定の抗原を可視化します
右の図は、増殖サイクルにある細胞を茶色に
染めており、これにより、この腫瘍の増殖能を
知ることができます
なお、この作業はおよそ自動化されており、常に
安定した結果を得られるようにしています

３．当院では透過型、走査型の二種の電子顕微鏡
装置を、昨年の新病院オープンに合わせ、
リニューアルしており、良好な解像度と迅速な
観察が可能となっています
（走査型では、生物材料以外の材料も対応可能です）

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

我々が有している技術と装置を提供することで、あなた（がた）のニーズにこたえます

病病理理診診断断領領域域でで使使用用ししてていいるるmodality・・skillのの提提供供

医学部 附属溝口病院 病理診断科 科長・教授

川川本本雅雅司司
http://teikyo-mizonokuchi.jp/shinryo/rinsyobyorika1700/
連絡先： 帝京大学医学部附属溝口病院病理診断科

TEL：044-844-3333 E-mail：kawamoto@med.teikyo-u.ac.jp

KAWAMOTO Masashi 医医学学

溝溝口口病病院院

（写真）

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

SDGs 目標 9：産業と技術革新の基盤をつくろう
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キーワード：原発性胆汁性胆管炎、皮膚免疫、Nano-PALDI MS

原発性胆汁性胆管炎における皮膚免疫
刺激と肝臓の病態に関する検討

キキーーワワーードド：： 原原発発性性胆胆汁汁性性胆胆管管炎炎、、皮皮膚膚免免疫疫、、キキーーワワーードド：： 原原発発性性胆胆汁汁性性胆胆管管炎炎、、皮皮膚膚免免疫疫、、

研研究究のの概概要要

原発性胆汁性胆管炎（ ： ）は中年以降の女性に好発する自己免疫性肝疾患
ですが、その原因は明らかでなく、根治的な治療法も確立されていません。

私たちはナノ微粒子支援型レーザー脱離 イオン化質量分析法 （ ） を用いてマウス皮膚に
塗布した物質が肝臓に到達することを確認し、 の病態との関連を検討してきました。

皮膚に塗布した物質が、 時間後に肝臓に蓄積し、 時間後には排出されている。

の発症に関連が示唆されている物質の塗布により、マウス肝臓に
胆管炎の発生を認めました。その胆管周囲には、皮膚に存在する樹状
細胞である 細胞が増加していることを確認しました。

私たちは、皮膚で免疫刺激を受けた 細胞が肝臓に移動し、
物質の蓄積した胆管周囲で抗原提示を行うことにより、炎症を惹起する
のではないかと考えています。

ほぼ な胆管周囲にも抗 抗体陽性細胞を認める（矢印）。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど
・ 本モデルマウスを用い、 の創薬研究を行うことができる。
・ 本法を用い、貼付剤の薬物移行と臓器への到達などを調べることができる。

医学部 附属溝口病院 第四内科学講座 准教授

菊菊池池 健健太太郎郎
URL： https://teikyo-yonnai.jp
連絡先：帝京大学医学部附属溝口病院第四内科

TEL：044-844-3333 E-mail：kentaro@med.teikyo-u.ac.jp

KIKUCHI, Kentaro

溝溝口口病病院院

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
学会発表
・ 菊池健太郎、守時由起、常山 幸一： オクチン酸経皮投与による モデルマウスの開発。 年第 回日本肝臓学会総会
・ 平 修、菊池健太郎、常山幸一、片野肇：イメージング による化学物質を原因とする肝疾患の解析。 年日本分析化学会
第 年会

・ 常山幸一、菊池健太郎、守時由起、井村穣二、平修： イメージング質量分析を用いた、低分子 （ オクチ
ン酸）検出法の開発。 年第 回日本肝臓学会大会

論文
・

・

（写真）
医医学学

原原発発性性胆胆汁汁性性胆胆管管炎炎ににおおけけるる皮皮膚膚免免疫疫
刺刺激激とと肝肝臓臓のの病病態態にに関関すするる検検討討

マウス皮膚に物質を塗布
時間後に肝臓を採取

医学部・附属溝口病院　第四内科学講座　准教授

菊池　健太郎 KIKUCHI, Kentaro

URL： https://teikyo-yonnai.jp

医学

溝口病院

研究の概要
　原発性胆汁性胆管炎（Primary Biliary Cholangitis：PBC）は中年以降の女性に好発する自己免疫性肝疾患で
すが、その原因は明らかでなく、根治的な治療法も確立されていません。

　私たちはナノ微粒子支援型レーザー脱離 / イオン化質量分析法 （Nano-PALDI MS） を用いてマウス皮膚に塗
布した物質が肝臓に到達することを確認し、PBC の病態との関連を検討してきました。

　PBC の発症に関連が示唆されている物質の塗布により、マウス肝臓に胆管
炎の発生を認めました。その胆管周囲には、皮膚に存在する樹状細胞である 
Langerhans 細胞が増加していることを確認しました。

　私たちは、皮膚で免疫刺激を受けた Langerhans 細胞が肝臓に移動し、物質
の蓄積した胆管周囲で抗原提示を行うことにより、炎症を惹起するのではない
かと考えています。

ほぼ intact な胆管周囲にも抗 CD207 抗体陽性細胞を認める（矢印）。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
・ 本モデルマウスを用い、PBC の創薬研究を行うことができる。
・ 本法を用い、貼付剤の薬物移行と臓器への到達などを調べることができる。

知的財産・論文・学会発表など
学会発表
・ 菊池健太郎、守時 由起、常山 幸一：2- オクチン酸経皮投与による PBC モデルマウスの開発。2018 年 

第 54 回日本肝臓学会総会
・ 平 修、菊池健太郎、常山幸一、片野 肇：イメージング MS による化学物質を原因とする肝疾患の解析。

2017 年 日本分析化学会   第 66 年会
・ 常山幸一、菊池健太郎、守時由起、井村穣二、平 修：Nano-PALDI イメージング質量分析を用いた、低

分子 Xenobiotics（2 オクチ ン酸）検出法の開発。2014 年 第 18 回日本肝臓学会大会
論文
・ Tsuneyama K, Moritoki Y, Kikuchi K, Nakanuma Y. Pathological features of new animal models for 

primary biliary cirrhosis. Int  J Hepatol. 403954, 2012.
・ Jin Q, Moritoki Y, Lleo A, Tsuneyama K, Invernizzi P, Moritoki H, Kikuchi K, Lian ZX, Hirschfield 

GM, Ansari AA, Coppel   RL, Gershwin ME, Niu J. Comparative analysis of portal cell infiltrates in 
antimitochondrial autoantibody-positive versus antimitochondrial autoantibody-negative primary biliary 
cirrhosis. Hepatology. 55(5):1495-506, 2012. 

キキーーワワーードド：： 原原発発性性胆胆汁汁性性胆胆管管炎炎、、皮皮膚膚免免疫疫、、キキーーワワーードド：： 原原発発性性胆胆汁汁性性胆胆管管炎炎、、皮皮膚膚免免疫疫、、

研研究究のの概概要要

原発性胆汁性胆管炎（ ： ）は中年以降の女性に好発する自己免疫性肝疾患
ですが、その原因は明らかでなく、根治的な治療法も確立されていません。

私たちはナノ微粒子支援型レーザー脱離 イオン化質量分析法 （ ） を用いてマウス皮膚に
塗布した物質が肝臓に到達することを確認し、 の病態との関連を検討してきました。

皮膚に塗布した物質が、 時間後に肝臓に蓄積し、 時間後には排出されている。

の発症に関連が示唆されている物質の塗布により、マウス肝臓に
胆管炎の発生を認めました。その胆管周囲には、皮膚に存在する樹状
細胞である 細胞が増加していることを確認しました。

私たちは、皮膚で免疫刺激を受けた 細胞が肝臓に移動し、
物質の蓄積した胆管周囲で抗原提示を行うことにより、炎症を惹起する
のではないかと考えています。

ほぼ な胆管周囲にも抗 抗体陽性細胞を認める（矢印）。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど
・ 本モデルマウスを用い、 の創薬研究を行うことができる。
・ 本法を用い、貼付剤の薬物移行と臓器への到達などを調べることができる。

医学部 附属溝口病院 第四内科学講座 准教授

菊菊池池 健健太太郎郎
URL： https://teikyo-yonnai.jp
連絡先：帝京大学医学部附属溝口病院第四内科

TEL：044-844-3333 E-mail：kentaro@med.teikyo-u.ac.jp

KIKUCHI, Kentaro

溝溝口口病病院院

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
学会発表
・ 菊池健太郎、守時由起、常山 幸一： オクチン酸経皮投与による モデルマウスの開発。 年第 回日本肝臓学会総会
・ 平 修、菊池健太郎、常山幸一、片野肇：イメージング による化学物質を原因とする肝疾患の解析。 年日本分析化学会
第 年会

・ 常山幸一、菊池健太郎、守時由起、井村穣二、平修： イメージング質量分析を用いた、低分子 （ オクチ
ン酸）検出法の開発。 年第 回日本肝臓学会大会

論文
・

・

（写真）
医医学学

原原発発性性胆胆汁汁性性胆胆管管炎炎ににおおけけるる皮皮膚膚免免疫疫
刺刺激激とと肝肝臓臓のの病病態態にに関関すするる検検討討

マウス皮膚に物質を塗布
時間後に肝臓を採取

キキーーワワーードド：： 原原発発性性胆胆汁汁性性胆胆管管炎炎、、皮皮膚膚免免疫疫、、キキーーワワーードド：： 原原発発性性胆胆汁汁性性胆胆管管炎炎、、皮皮膚膚免免疫疫、、

研研究究のの概概要要

原発性胆汁性胆管炎（ ： ）は中年以降の女性に好発する自己免疫性肝疾患
ですが、その原因は明らかでなく、根治的な治療法も確立されていません。

私たちはナノ微粒子支援型レーザー脱離 イオン化質量分析法 （ ） を用いてマウス皮膚に
塗布した物質が肝臓に到達することを確認し、 の病態との関連を検討してきました。

皮膚に塗布した物質が、 時間後に肝臓に蓄積し、 時間後には排出されている。

の発症に関連が示唆されている物質の塗布により、マウス肝臓に
胆管炎の発生を認めました。その胆管周囲には、皮膚に存在する樹状
細胞である 細胞が増加していることを確認しました。

私たちは、皮膚で免疫刺激を受けた 細胞が肝臓に移動し、
物質の蓄積した胆管周囲で抗原提示を行うことにより、炎症を惹起する
のではないかと考えています。

ほぼ な胆管周囲にも抗 抗体陽性細胞を認める（矢印）。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど
・ 本モデルマウスを用い、 の創薬研究を行うことができる。
・ 本法を用い、貼付剤の薬物移行と臓器への到達などを調べることができる。

医学部 附属溝口病院 第四内科学講座 准教授

菊菊池池 健健太太郎郎
URL： https://teikyo-yonnai.jp
連絡先：帝京大学医学部附属溝口病院第四内科

TEL：044-844-3333 E-mail：kentaro@med.teikyo-u.ac.jp

KIKUCHI, Kentaro

溝溝口口病病院院

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
学会発表
・ 菊池健太郎、守時由起、常山 幸一： オクチン酸経皮投与による モデルマウスの開発。 年第 回日本肝臓学会総会
・ 平 修、菊池健太郎、常山幸一、片野肇：イメージング による化学物質を原因とする肝疾患の解析。 年日本分析化学会
第 年会

・ 常山幸一、菊池健太郎、守時由起、井村穣二、平修： イメージング質量分析を用いた、低分子 （ オクチ
ン酸）検出法の開発。 年第 回日本肝臓学会大会

論文
・

・

（写真）
医医学学

原原発発性性胆胆汁汁性性胆胆管管炎炎ににおおけけるる皮皮膚膚免免疫疫
刺刺激激とと肝肝臓臓のの病病態態にに関関すするる検検討討

マウス皮膚に物質を塗布
時間後に肝臓を採取

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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キーワード：COPD、続発性骨粗鬆症

COPD 関連骨粗鬆症の病態

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　過去の高い喫煙を背景に今後 COPD は増加することが見込まれます。「健康日本 21」においても
COPD は認知度向上を主とした重点対策が必要な生活習慣病のひとつに挙げられています。今後の臨
床的課題としては、COPD 関連骨粗鬆症に対する治療介入が呼吸機能や ADL にどのように影響する
かを検討することです。また、COPD 関連骨粗鬆症の病態については、有用な COPD 関連骨粗鬆症の
疾患動物モデルなく、基礎研究が進展しないこともしないことも大きな問題です。

知的財産・論文・学会発表など
Watanabe R, Tanaka T, Aita K, et al. J Bone Miner Metab 33: 392-400, 2015 （2018 年 JBMM 論文賞）
Watanabe R, Tai N, Hirano J, et al. Osteoporos Int, 29(3): 615-623, 2018
Inoue D, Watanabe R, Okazaki R: Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2016; 11:637-48.
Okazaki R, Watanabe R, Inoue D: J Bone Metab. 2016; 23:111-20.

キキーーワワーードド：： 続続発発性性骨骨粗粗鬆鬆症症キキーーワワーードド：： 続続発発性性骨骨粗粗鬆鬆症症

研研究究のの背背景景
慢性閉塞性肺疾患 は、主に長期の喫煙が原因となる肺の炎症性疾患ですが、
骨粗鬆症や虚血性心疾患など、様々な全身併存症を合併します。一方、 は続発
性骨粗鬆症の代表的な原疾患としても重要です。しかし、日本人 における骨折
有病率や 関連骨粗鬆症の病態については明らかになっていません。

研研究究のの概概要要
①日本人 男性 例（ ± 歳）を対象に、既存椎体について検討しました。
呼吸機能指標や在宅酸素療法、ステロイド使用などと椎体骨折との関連についても詳
しく検討しました。
👉👉 椎体骨折： 重篤な骨折 ： 多発骨折：
👉👉 骨粗鬆症として治療されていたのは、、、たった４人
👉👉 病期やステロイド使用と椎体骨折有病率には関連がない

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

過去の高い喫煙を背景に今後 は増加することが見込まれます。「健康日本 」においても は認
知度向上を主とした重点対策が必要な生活習慣病のひとつに挙げられています。今後の臨床的課題として
は、 関連骨粗鬆症に対する治療介入が呼吸機能や にどのように影響するかを検討することです。
また、 関連骨粗鬆症の病態については、有用な 関連骨粗鬆症の疾患動物モデルなく、基礎研
究が進展しないこともしないことも大きな問題です。

関関連連骨骨粗粗鬆鬆症症のの病病態態
医学部 ちば総合医療センター 第三内科学講座 助教

渡渡部部 玲玲子子
URL：http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~chiba/
連絡先：帝京大学ちば総合医療センター第三内科内分泌代謝研究室

TEL：0436-62-1211 E-mail：kota2009@med.teikyo-u.ac.jp

WATANABE, Reiko

ちちばば総総合合医医療療セセンンタターー

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
（ 年 論文賞）

（写真）
医医学学

② 男性 例 ± 歳）を対象に、骨密度および骨質マーカー ）、
骨代謝マーカーなどを検討しました。
👉👉 重篤な骨折 には骨密度低下と 低下が独立に関連する 右下図
👉👉 病期進行とともに骨密度や は低下する
👉👉 骨密度にはビタミン や が、 には全身性炎症が関連する

★ ★

２次元の 画像から算出

される海綿骨微細構造指標。

骨密度とは独立の骨折リス

ク指標として注目される。

★ ★

２次元の 画像から算出

される海綿骨微細構造指標。

骨密度とは独立の骨折リス

ク指標として注目される。

医学部・ちば総合医療センター　第三内科学講座　助教

井上　玲子 INOUE, Reiko

URL：http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~chiba/

医学

ちば総合医療センター

研究の背景
　慢性閉塞性肺疾患（COPD）は、主に長期の喫煙が原因となる肺の炎症性疾患です
が、骨粗鬆症や虚血性心疾患など、様々な全身併存症を合併します。一方、COPD
は続発性骨粗鬆症の代表的な原疾患としても重要です。しかし、日本人 COPD にお
ける骨折有病率や COPD 関連骨粗鬆症の病態については明らかになっていません。

研究の概要
①  日本人 COPD 男性 136 例（71.6 ± 8.9 歳）を対象に、既存椎体について検討し

ました。呼吸機能指標や在宅酸素療法、ステロイド使用などと椎体骨折との関連
についても詳しく検討しました。

　・椎体骨折：79.8%, 重篤な骨折（SQ Grade 2/3）：18.4%, 多発骨折：55.1%
　・骨粗鬆症として治療されていたのは、たった４人（3.7%）
　・GOLD 病期やステロイド使用と椎体骨折有病率には関連がない
②  COPD 男性 61 例（70.4 ± 8.2 歳）を対象に、骨密度および骨質マーカー（Trabecular Bone Score: 

TBS）、骨代謝マーカーなどを検討しました。
　・重篤な骨折（SQ Grade 2/3）には骨密度低下と TBS 低下が独立に関連する（右下図）
　・GOLD 病期進行とともに骨密度や TBS は低下する
　・骨密度にはビタミン D や BMI が、TBS には全身性炎症が関連する

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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研究の背景
　COPD は続発性骨粗鬆症の原疾患のひとつですが、その病態
については明らかになっていません。COPD の主因である喫煙
そのものも骨折リスクとなり、喫煙は骨密度を低下させるこ
とが知られています。一方、禁煙により骨折リスクは低下し、
骨密度が改善することも報告されています。しかし、喫煙に
よる骨代謝異常の病態・機序は明らかになっていません。

研究の概要
　喫煙中の健常男性 27 人を対象に禁煙前後 0,1,2,4,12 か月で
骨代謝マーカーやカルシウム代謝関連マーカーを前向きに検
討しました。
　・BMI が有意に増加
　・禁煙後早期から骨形成マーカー（OC と P1NP）は増加、
　　骨吸収マーカー（Tracp-5b）は低下
　・骨形成抑制因子であるスクレロスチンが低下

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
喫煙による骨形成抑制作用が明らかになりつつあります。COPD 関連骨粗鬆症の初期の病態形成にも
長期の喫煙が強く影響している可能性が示唆されます。今後、ラットに対するニコチン投与により骨
代謝動態の変化を観察し、骨へのニコチン作用について検討してみたいと考えています。

知的財産・論文・学会発表など
Watanabe R, Tanaka T, Aita K, et al. J Bone Miner Metab 33: 392-400, 2015 （2018 年 JBMM 論文賞）
Watanabe R, Tai N, Hirano J, et al. Osteoporos Int, 29(3): 615-623, 2018
Inoue D, Watanabe R, Okazaki R: Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2016; 11:637-48.
European Calcified Tissue Society 2016 East-Meets-West Award

キーワード：続発性骨粗鬆症、喫煙、骨形成

タバコと骨
医学部・ちば総合医療センター　第三内科学講座　助教

井上　玲子 INOUE, Reiko

URL：http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~chiba/

医学

ちば総合医療センター
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実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　糖尿病関連骨粗鬆症や他の続発性骨粗鬆症における骨質評価として TBS の有用性が注目されてい
ます。また、２型糖尿病における骨代謝異常にはスクレロスチンの増加が関与する可能性が示唆され
ます。我々はこの糖尿病コホートで３年の経過を追い、スクレロスチンと骨折や骨密度、TBS との関
連についてさらに明らかにしていきたいと考えています。また、スクレロスチンに対する中和抗体（ロ
モソズマブ）が新規骨粗鬆症治療薬としての承認を待っている状態であり、糖尿病関連骨粗鬆症に対
する治療薬として期待されます。

知的財産・論文・学会発表など
　American Society of Bone Mineral Research 2018 Annual Meeting
　Asian Federation of osteoporosis 2017 Young Investigator Award
　日本骨代謝学会 ASBMR 2018 Travel Award

研究の背景
　１型、２型糖尿病ともに骨折リスクが高いことが知られてい
ます。骨密度低下とともに骨質劣化が重要と考えられています
が、骨脆弱性の機序については明らかになっていません。また、
血糖コントロール不良は骨折リスクを高めますが、骨代謝異常
に対する血糖コントロールの関与機序については不明です。

研究の概要
①  当院通院中の２型糖尿病男性 91 例（63.7 歳）を対象に骨

密度や骨質マーカー（Trabecular Bone Score: TBS）、骨代謝
マーカーなどを横断的に検討しました。

　・血糖コントロールと骨代謝関連指標に相関関係なし
　・骨密度にはビタミン D 不足や BMI が関連
　・TBS には年齢や骨密度とともにピオグリタゾン使用、BMI、全身性炎症が関連

②  ２型糖尿病男性 60 例 (71.7 歳 ) を対象に血糖コント
ロールと血清スクレロスチンについて縦断的に検討
しました。

　・血糖コントロール改善に伴いスクレロスチンは低下

キーワード：続発性骨粗鬆症、糖尿病、スクレロスチン

糖尿病における骨代謝異常
医学部・ちば総合医療センター　第三内科学講座　助教

井上　玲子 INOUE, Reiko

URL：http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~chiba/

医学

ちば総合医療センター

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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キーワード：進行がん、肝細胞がん、門脈腫瘍浸潤

進行肝細胞癌の研究
特に門脈腫瘍浸潤について

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
【実学へのつながり】現在、進行肝細胞癌の治療戦略において、Child-Pugh B の肝機能を有する症例
に対する標準的治療法は存在しない。この ”Unmet needs” に答えられる研究と思われる。

【産業界へのアピールポイント】リキッドバイオプシーを用いた癌遺伝子検索によって奏効予測因子
を明らかにしたい。また放射線治療との併用などで更なる患者の予後改善を目指したい。

知的財産・論文・学会発表など
　Obi S et al. Cancer 2006 106(9):1990-7.
　Obi S et al. Liver Cancer. 2015 4(3):188-99.
　Kudo M, Obi S, et al. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2018 Jun;3(6):424-432.
　特許出願なし

医学部・ちば総合医療センター第三内科学講座　教授

小尾　俊太郎 OBI, Shuntaro

URL：http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~chiba/01_shinryo/0102_syokaki/ 

医学

ちば総合医療センター

研究の概要
　未だに死亡率が高い肝細胞癌、特に予後を大きく規定する門脈腫瘍塞栓の治療戦略について、本邦の
肝癌治療ガイドラインでは分子標的薬と動注化学療法が併記されている。しかしながら分子標的治療薬
の門脈腫瘍塞栓に対する治療効果は限定的であり、Lenvatinib は門脈本幹の腫瘍塞栓には適応外となっ
ている。さらに Child-Pugh B の症例には標準的治療法が存在しない。
　この門脈腫瘍塞栓の治療戦略における unmet needs に答えるため、実臨床における多数例の非介入後
方視的観察研究を行っている。本研究による動注化学療法の有効性と安全性の再検証は、門脈腫瘍塞栓
症例の治療戦略再考の一助になると思われる。
　

解析対象の約 40% は、標準的治療法がない Child-Pugh 
B 症例である。これらの症例の治療法研究は、”Unmet 
needs” に答えられるものである。

　奏効率は 32% であり、予後は奏効に依存する。平均的な予後 6 か月以内の進行がんでも、奏効が得ら
れれば、予後を格段に改善できる。効果予測因子の解明を進めていく。

キキーーワワーードド：： 進進行行ががんん 肝肝細細胞胞ががんん 門門脈脈腫腫瘍瘍浸浸潤潤キキーーワワーードド：： 進進行行ががんん 肝肝細細胞胞ががんん 門門脈脈腫腫瘍瘍浸浸潤潤

研研究究のの概概要要

未だに死亡率が高い肝細胞癌、特に予後を大きく規定する門脈腫瘍塞栓の治療戦略について、本邦の肝
癌治療ガイドラインでは分子標的薬と動注化学療法が併記されている。しかしながら分子標的治療薬の門脈
腫瘍塞栓に対する治療効果は限定的であり、 は門脈本幹の腫瘍塞栓には適応外となっている。さ
らに のの症症例例ににはは標標準準的的治治療療法法がが存存在在ししなないい。

この門脈腫瘍塞栓の治療戦略における に答えるため、実臨床における多数例の非介入後方
視的観察研究を行っている。本研究による動注化学療法の有効性と安全性の再検証は、門脈腫瘍塞栓症例
の治療戦略再考の一助になると思われる。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

【実学へのつながり】現在、進行肝細胞癌の治療戦略において、 の肝機能を有する症例に対
する標準的治療法は存在しない。この”Unmet needs”に答えられる研究と思われる。
【産業界へのアピールポイント】リキッドバイオプシーを用いた癌遺伝子検索によって奏効予測因子を明らか
にしたい。また分子標的薬 や との併用療法や、今後肝細胞癌でも適応となる抗 抗体
との併用、また放射線治療との併用などで更なる患者の予後改善を目指したい。

進進行行肝肝細細胞胞癌癌のの研研究究
特特にに門門脈脈腫腫瘍瘍浸浸潤潤ににつついいてて

医学部 ちば総合医療センター 第三内科学講座 病院教授

小小尾尾 俊俊太太郎郎
URL：http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~chiba/01_shinryo/0102_syokaki/ 
連絡先： 帝京大学ちば総合医療センター 内科

TEL：0436-62-1211 E-mail：obis@med.teikyo-u.ac.jp

OBI, shuntaro

ちちばば総総合合医医療療セセンンタターー

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

特許出願なし

医医学学

解析対象の約 は、標準的治療法がない
症例である。

これらの症例の治療法研究は、”Unmet needs”に答
えられるものである。

奏効率は であり、予後は奏効に依存する。平均的な予後 か月以内の進行がんでも、奏効が得ら
れれば、予後を格段に改善できる。効果予測因子の解明を進めていく。

キキーーワワーードド：： 進進行行ががんん 肝肝細細胞胞ががんん 門門脈脈腫腫瘍瘍浸浸潤潤キキーーワワーードド：： 進進行行ががんん 肝肝細細胞胞ががんん 門門脈脈腫腫瘍瘍浸浸潤潤

研研究究のの概概要要

未だに死亡率が高い肝細胞癌、特に予後を大きく規定する門脈腫瘍塞栓の治療戦略について、本邦の肝
癌治療ガイドラインでは分子標的薬と動注化学療法が併記されている。しかしながら分子標的治療薬の門脈
腫瘍塞栓に対する治療効果は限定的であり、 は門脈本幹の腫瘍塞栓には適応外となっている。さ
らに のの症症例例ににはは標標準準的的治治療療法法がが存存在在ししなないい。

この門脈腫瘍塞栓の治療戦略における に答えるため、実臨床における多数例の非介入後方
視的観察研究を行っている。本研究による動注化学療法の有効性と安全性の再検証は、門脈腫瘍塞栓症例
の治療戦略再考の一助になると思われる。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

【実学へのつながり】現在、進行肝細胞癌の治療戦略において、 の肝機能を有する症例に対
する標準的治療法は存在しない。この”Unmet needs”に答えられる研究と思われる。
【産業界へのアピールポイント】リキッドバイオプシーを用いた癌遺伝子検索によって奏効予測因子を明らか
にしたい。また分子標的薬 や との併用療法や、今後肝細胞癌でも適応となる抗 抗体
との併用、また放射線治療との併用などで更なる患者の予後改善を目指したい。

進進行行肝肝細細胞胞癌癌のの研研究究
特特にに門門脈脈腫腫瘍瘍浸浸潤潤ににつついいてて

医学部 ちば総合医療センター 第三内科学講座 病院教授

小小尾尾 俊俊太太郎郎
URL：http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~chiba/01_shinryo/0102_syokaki/ 
連絡先： 帝京大学ちば総合医療センター 内科

TEL：0436-62-1211 E-mail：obis@med.teikyo-u.ac.jp

OBI, shuntaro

ちちばば総総合合医医療療セセンンタターー

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

特許出願なし

医医学学

解析対象の約 は、標準的治療法がない
症例である。

これらの症例の治療法研究は、”Unmet needs”に答
えられるものである。

奏効率は であり、予後は奏効に依存する。平均的な予後 か月以内の進行がんでも、奏効が得ら
れれば、予後を格段に改善できる。効果予測因子の解明を進めていく。

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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キキーーワワーードド：： 甲甲状状腺腺、、遺遺伝伝子子多多型型キキーーワワーードド：： 甲甲状状腺腺、、遺遺伝伝子子多多型型

研研究究のの背背景景
バセドウ病 、橋本病 をはじめとする自己免疫性甲状腺疾患 は、遺伝的要因と環境的要因
の相互作用による発症する多因子疾患である。これまで、 をはじめとする候補遺伝子 解
析やゲノムワイドな関連解析 により、種々の疾患感受性遺伝子
遺伝子など が同定されてきた。しかしながら、 領域に関しては、 の遺伝子を含む極めて高度な多型
性を示すため、未だ詳細なゲノム配列の解析がなされていない。そのため、疾患特異的な アレルは、同
定されているが、遺伝子多型は同定されていない。
研研究究のの目目的的
次世代シーケンサーを用いて、 領域の遺伝子の塩基配列を網羅的日本人 の疾患特異的に関連
する一塩基置換多型 及びそのハプロタイプを同定することを目的とする。
研研究究方方法法

患者 例及び健常者 例の に対し、 および を含む
領域の 遺伝子全長をシーケンスキャプチャー法（ 社）にて濃縮し次世代シーケン
サー（ 社）を用いて、網羅的に解析する。
本研究は、金沢大学医薬保健研究域医学系革新ゲノム情報学分野の細道 一善准教授との共同研究で
ある。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど
本研究により真の原因遺伝子が同定されれば、なぜ では特定の アレルと関連するのか、という疑
問の解明のみならず、その発症機序についての知見も期待され、惹起因子をターゲットとした創薬など、その
後の大きな発展が期待できる。

次次世世代代シシーーケケンンササーーにによよるるHLA領領域域のの遺遺伝伝子子ににおおけけるる日日本本人人
自自己己免免疫疫性性甲甲状状腺腺疾疾患患(AITD)のの一一塩塩基基置置換換多多型型(SNP)のの同同定定

医学部 ちば総合医療センター 第三内科学講座 講師

伴伴 良良行行
URL: http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~chiba/
連絡先： 帝京大学ちば総合医療センター第三内科

： ：

BAN, Yoshiyuki

ちちばば総総合合医医療療セセンンタターー
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キーワード：甲状腺、遺伝子多型

次世代シーケンサーによる HLA 領域の遺伝子における日本人
自己免疫性甲状腺疾患 (AITD) の一塩基置換多型 (SNP) の同定

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本研究により真の原因遺伝子が同定されれば、なぜ AITD では特定の HLA アレルと関連するのか、
という疑問の解明のみならず、その発症機序についての知見も期待され、惹起因子をターゲットとし
た創薬など、その後の大きな発展が期待できる。

知的財産・論文・学会発表など
　https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2238/147

キキーーワワーードド：： 甲甲状状腺腺、、遺遺伝伝子子多多型型キキーーワワーードド：： 甲甲状状腺腺、、遺遺伝伝子子多多型型

研研究究のの背背景景
バセドウ病 、橋本病 をはじめとする自己免疫性甲状腺疾患 は、遺伝的要因と環境的要因
の相互作用による発症する多因子疾患である。これまで、 をはじめとする候補遺伝子 解
析やゲノムワイドな関連解析 により、種々の疾患感受性遺伝子
遺伝子など が同定されてきた。しかしながら、 領域に関しては、 の遺伝子を含む極めて高度な多型
性を示すため、未だ詳細なゲノム配列の解析がなされていない。そのため、疾患特異的な アレルは、同
定されているが、遺伝子多型は同定されていない。
研研究究のの目目的的
次世代シーケンサーを用いて、 領域の遺伝子の塩基配列を網羅的日本人 の疾患特異的に関連
する一塩基置換多型 及びそのハプロタイプを同定することを目的とする。
研研究究方方法法

患者 例及び健常者 例の に対し、 および を含む
領域の 遺伝子全長をシーケンスキャプチャー法（ 社）にて濃縮し次世代シーケン
サー（ 社）を用いて、網羅的に解析する。
本研究は、金沢大学医薬保健研究域医学系革新ゲノム情報学分野の細道 一善准教授との共同研究で
ある。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど
本研究により真の原因遺伝子が同定されれば、なぜ では特定の アレルと関連するのか、という疑
問の解明のみならず、その発症機序についての知見も期待され、惹起因子をターゲットとした創薬など、その
後の大きな発展が期待できる。

次次世世代代シシーーケケンンササーーにによよるるHLA領領域域のの遺遺伝伝子子ににおおけけるる日日本本人人
自自己己免免疫疫性性甲甲状状腺腺疾疾患患(AITD)のの一一塩塩基基置置換換多多型型(SNP)のの同同定定
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医学部・ちば総合医療センター　第三内科学講座　講師

伴　良行 BAN, Yoshiyuki

URL: http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~chiba/

医学

ちば総合医療センター

研究の概要
　バセドウ病 (GD)、橋本病 (HT) をはじめとする自己免疫性甲状腺疾患 (AITD) は、遺伝的要因と環境的
要因の相互作用による発症する多因子疾患である。これまで、HLA をはじめとする候補遺伝子 (candidate 
gene) 解析やゲノムワイドな関連解析 (GWAS) により、種々の疾患感受性遺伝子 (TSHR, Tg, CTLA-4, 
CD40, PTPN22 遺伝子など ) が同定されてきた。しかしながら、HLA 領域に関しては、252 の遺伝子を
含む極めて高度な多型性を示すため、未だ詳細なゲノム配列の解析がなされていない。そのため、疾患
特異的な HLA アレルは、同定されているが、遺伝子多型は同定されていない。

研究の目的
　次世代シーケンサーを用いて、HLA 領域の遺伝子の塩基配列を網羅的日本人 AITD の疾患特異的に関
連する一塩基置換多型 (SNP) 及びそのハプロタイプを同定することを目的とする。

研究方法
　AITD 患者 100 例及び健常者 100 例の DNA に対し、HLA-A,-B,-C,-DRB1, -DQB1 および -DPB1 を含む
HLA 領域の 33 遺伝子全長をシーケンスキャプチャー法（SeqCap EZ choice,Roche 社）にて濃縮し次世
代シーケンサー（MiSeq, Illumina 社）を用いて、網羅的に解析する。
　本研究は、金沢大学医薬保健研究域医学系革新ゲノム情報学分野の細道　一善准教授との共同研究で
ある。

SDGs 目標 9：産業と技術革新の基盤をつくろう
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キーワード：難治性がん、革新的、灌流療法

難治性がんに対する灌流療法

キキーーワワーードド：： 難難治治性性ががんん、、革革新新的的、、灌灌流流療療法法キキーーワワーードド：： 難難治治性性ががんん、、革革新新的的、、灌灌流流療療法法

研研究究のの概概要要

本治療法は、治癒の可能性が極めて低い悪性腫瘍を有する患者さんに対して、体外循環装置を使用して標
的臓器に高濃度の化学療法薬を投与、循環、除去する方法であり、閉鎖循環下灌流療法の有効性と安全性
を評価し、保険収載に向けて治験を行う予定である。
（対象疾患）子宮頸がん、子宮体がん、膀胱がん、直腸がん、胆管がん、膵がん等。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

閉鎖循環下灌流療法は既存の医療機器では対処できないので灌流装置システム作成のための回路および
抗がん剤除去装置システム等新規医療器具の開発を行ってきましたが、更なる効率化のための新規医療器
具の開発に取り組んでいます。

難難治治性性ががんんにに対対すするる灌灌流流療療法法
医学部 ちば総合医療センター IVR科 教授

村村田田 智智
URL： http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~chiba/01_shinryo/0128_ivr/
連絡先： 帝京大学ちば総合医療センター IVRセンター

TEL： 0436-62-1211 E-mail：genji@med.teikyo-u.ac.jp

MURATA, Satoru

ちちばば総総合合医医療療セセンンタターー

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

• 村田 智、等：骨盤内抗癌剤灌流療法および骨盤内抗癌剤装置。 日本国特許番号：
•

米国特許番号：
• 村田 智、等：傍大動脈リンパ節腫瘍への薬剤灌流設備。 日本国特許番号：
• 村田 智：膵灌流装置及びその制御方法。 日本国特許番号：
•

（米国特許番号：

（写真）
医医学学

NIPP:2年前に先進医療Bに承認

膵灌流療法
Aortic perfusion

医学部・ちば総合医療センター　IVR 科　　教授

村田　智 MURATA, Satoru

URL： http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~chiba/01_shinryo/0128_ivr/

医学

ちば総合医療センター

研究の概要
　本治療法は、治癒の可能性が極めて低い悪性腫瘍を有する患者さんに対して、体外循環装置
を使用して標的臓器に高濃度の化学療法薬を投与、循環、除去する方法であり、閉鎖循環下灌
流療法の有効性と安全性を評価し、保険収載に向けて治験を行う予定である。

（対象疾患）子宮頸がん、子宮体がん、膀胱がん、直腸がん、胆管がん、膵がん等。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　閉鎖循環下灌流療法は既存の医療機器では対処できないので灌流装置システム作成のため
の回路および抗がん剤除去装置システム等新規医療器具の開発を行ってきましたが、更なる
効率化のための新規医療器具の開発に取り組んでいます。

知的財産・論文・学会発表など
・ 村田　智、等：骨盤内抗癌剤灌流療法および骨盤内抗癌剤装置。( 日本国特許番号：4024506)
・ Satoru Murata, et al.: Intrapelvic perfusion therapy with cancer therapeutic agent and apparatus 

for intrapelvic perfusion with cancer therapeutic agent.（米国特許番号：7914478）
・ 村田　智、等：傍大動脈リンパ節腫瘍への薬剤灌流設備。（日本国特許番号：4977340） 
・ 村田　智：膵灌流装置及びその制御方法。（日本国特許番号：5992385）
・ Satoru Murata: Pancreas perfusion apparatus, method for controlling same, and method for 

pancreas perfusion.（米国特許番号：10029078)
URL:http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~chiba/

キキーーワワーードド：： 難難治治性性ががんん、、革革新新的的、、灌灌流流療療法法キキーーワワーードド：： 難難治治性性ががんん、、革革新新的的、、灌灌流流療療法法

研研究究のの概概要要

本治療法は、治癒の可能性が極めて低い悪性腫瘍を有する患者さんに対して、体外循環装置を使用して標
的臓器に高濃度の化学療法薬を投与、循環、除去する方法であり、閉鎖循環下灌流療法の有効性と安全性
を評価し、保険収載に向けて治験を行う予定である。
（対象疾患）子宮頸がん、子宮体がん、膀胱がん、直腸がん、胆管がん、膵がん等。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

閉鎖循環下灌流療法は既存の医療機器では対処できないので灌流装置システム作成のための回路および
抗がん剤除去装置システム等新規医療器具の開発を行ってきましたが、更なる効率化のための新規医療器
具の開発に取り組んでいます。

難難治治性性ががんんにに対対すするる灌灌流流療療法法
医学部 ちば総合医療センター IVR科 教授

村村田田 智智
URL： http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~chiba/01_shinryo/0128_ivr/
連絡先： 帝京大学ちば総合医療センター IVRセンター

TEL： 0436-62-1211 E-mail：genji@med.teikyo-u.ac.jp

MURATA, Satoru

ちちばば総総合合医医療療セセンンタターー

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

• 村田 智、等：骨盤内抗癌剤灌流療法および骨盤内抗癌剤装置。 日本国特許番号：
•

米国特許番号：
• 村田 智、等：傍大動脈リンパ節腫瘍への薬剤灌流設備。 日本国特許番号：
• 村田 智：膵灌流装置及びその制御方法。 日本国特許番号：
•

（米国特許番号：

（写真）
医医学学

NIPP:2年前に先進医療Bに承認

膵灌流療法
Aortic perfusion

SDGs 目標 4：質の高い教育をみんなに
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キーワード：脳発達、環境因子、発達障害、遺伝子改変マウス

発達障害の神経病態の解明

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　現代社会の様々な外部環境要因が脳発達にもたらす影響はまだよくわかっていません。お母さんのお腹
のなかで育っているマウス（胎児）、生後授乳によって育っているマウス（新生児・幼若マウス）を用いて、
分子発現解析や細胞・組織解析、行動解析を通した総合的解析から、健やかな脳発達の分子基盤の解明を
目指しています。内野研では、これまでの研究成果に基づき、農薬系化合物などの生理活性物質等の脳発
達に対する化合物評価を行っています。また、遺伝子改変技術を用いて独自で開発した発達障害の病態モ
デルマウスを用いた神経病態理解の解明、さらには新たな創薬研究も行っています。

知的財産・論文・学会発表など
内野茂夫：神経免疫から見えてきた自閉スペクトラム症克服への新たな展開．実験医学 Vol.36, No.3, 384-388, 2018. 
Uchino S, Waga C. Novel therapeutic approach for autism spectrum disorder: Focus on SHANK3. Curr 
Neuropharmacol. 13, 786-792, 2015. 
Uchino S, Waga C. SHANK3 as an autism spectrum disorder-associated gene. Brain Dev, 35, 106-110, 2013. 
ConBio2017 ワークショップオーガナイザー「病態モデル動物からアプローチする発達障害の分子病態理解 」
内野茂夫、和賀央子：SHANK3 から見た自閉スペクトラム症の神経病態の解明と克服に向けて

帝京大学・帝京大学短期大学 研究シーズ集 2021

写真
理工学部・バイオサイエンス学科 教授

UCHINO, Shigeo
医学

宇都宮キャンパス

発達障害の神経病態の解明

キーワード：脳発達、環境因子、発達障害、遺伝子改変マウス

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど
現代社会の様々な外部環境要因が脳発達にもたらす影響はまだよくわかっていません。お母さんの
お腹のなかで育っているマウス（胎児）、生後授乳によって育っているマウス（新生児・幼若マウス）を用
いて、分子発現解析や細胞・組織解析、行動解析を通した総合的解析から、健やかな脳発達の分子
基盤の解明を目指しています。内野研では、これまでの研究成果に基づき、農薬系化合物などの生理
活性物質等の脳発達に対する化合物評価を行っています。また、遺伝子改変技術を用いて独自で開
発した発達障害の病態モデルマウスを用いた神経病態理解の解明、さらには新たな創薬研究も行って
います。

知的財産・論文・学術発表など
内野茂夫：神経免疫から見えてきた自閉スペクトラム症克服への新たな展開．実実験験医医学学 Vol.36, No.3, 384-388, 2018.
Uchino S, Waga C. Novel therapeutic approach for autism spectrum disorder: Focus on SHANK3. CCuurrrr NNeeuurroopphhaarrmmaaccooll. 
13, 786-792, 2015.
Uchino S, Waga C. SHANK3 as an autism spectrum disorder-associated gene. BBrraaiinn  DDeevv, 35, 106-110, 2013.
ConBio2017 ワークショップオーガナイザー「病態モデル動物からアプローチする発達障害の分子病態理解 」
内野茂夫、和賀央子：SHANK3から見た自閉スペクトラム症の神経病態の解明と克服に向けて

SDGs目標３：すべての人に健康と福祉を

内野 茂夫

研究の概要
外部環境要因（食品、化学物質、リラクゼーション、運動、ストレスな
ど）が、生後１ヵ月齢以内の新生児・幼若マウスの脳発達対にする影
響を、分子生物学、機能形態学、行動学など多岐にわたる技法を用
いて解析しています。また、独自に開発した発達障害（自閉スペクトラ
ム症）病態モデルマウスを用いた研究から、発達障害の神経病態の
解明および新規治療法の開発を目指しています。

病態モデルマウスを用いた総合的研究

遺伝子改変技術を用いて開発した病態モデルマウスを
用いて、分子・細胞・組織・個体から病態脳を理解

分子発現解析 細胞・組織解析 個体を用いた行動解析

運動機能

超音波啼鳴

胎児期・幼若期の外部環境がもたらす脳発達

栄養

ストレス

運動

化学物質リラクゼーション

健やかな脳発達とは？
発達障害の新規治療法の開発に挑戦！

URL： https://www.teikyo-u.ac.jp/faculties/science_tech/labo/bio_science_uchino

理工学部・バイオサイエンス学科　教授

内野　茂夫 UCHINO, Shigeo

URL： https://www.teikyo-u.ac.jp/faculties/science_tech/labo/bio_science_uchino

医学

宇都宮キャンパス

研究の概要
　外部環境要因（食品、化学物質、リラクゼーション、運動、ストレス
など）が、生後１ヵ月齢以内の新生児・幼若マウスの脳発達対にする影
響を、分子生物学、機能形態学、行動学など多岐にわたる技法を用いて
解析しています。また、独自に開発した発達障害（自閉スペクトラム症）
病態モデルマウスを用いた研究から、発達障害の神経病態の解明および
新規治療法の開発を目指しています。

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を

帝京大学・帝京大学短期大学 研究シーズ集 2021

写真
理工学部・バイオサイエンス学科 教授
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実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど
現代社会の様々な外部環境要因が脳発達にもたらす影響はまだよくわかっていません。お母さんの
お腹のなかで育っているマウス（胎児）、生後授乳によって育っているマウス（新生児・幼若マウス）を用
いて、分子発現解析や細胞・組織解析、行動解析を通した総合的解析から、健やかな脳発達の分子
基盤の解明を目指しています。内野研では、これまでの研究成果に基づき、農薬系化合物などの生理
活性物質等の脳発達に対する化合物評価を行っています。また、遺伝子改変技術を用いて独自で開
発した発達障害の病態モデルマウスを用いた神経病態理解の解明、さらには新たな創薬研究も行って
います。

知的財産・論文・学術発表など
内野茂夫：神経免疫から見えてきた自閉スペクトラム症克服への新たな展開．実実験験医医学学 Vol.36, No.3, 384-388, 2018.
Uchino S, Waga C. Novel therapeutic approach for autism spectrum disorder: Focus on SHANK3. CCuurrrr NNeeuurroopphhaarrmmaaccooll. 
13, 786-792, 2015.
Uchino S, Waga C. SHANK3 as an autism spectrum disorder-associated gene. BBrraaiinn  DDeevv, 35, 106-110, 2013.
ConBio2017 ワークショップオーガナイザー「病態モデル動物からアプローチする発達障害の分子病態理解 」
内野茂夫、和賀央子：SHANK3から見た自閉スペクトラム症の神経病態の解明と克服に向けて

SDGs目標３：すべての人に健康と福祉を

内野 茂夫

研究の概要
外部環境要因（食品、化学物質、リラクゼーション、運動、ストレスな
ど）が、生後１ヵ月齢以内の新生児・幼若マウスの脳発達対にする影
響を、分子生物学、機能形態学、行動学など多岐にわたる技法を用
いて解析しています。また、独自に開発した発達障害（自閉スペクトラ
ム症）病態モデルマウスを用いた研究から、発達障害の神経病態の
解明および新規治療法の開発を目指しています。

病態モデルマウスを用いた総合的研究

遺伝子改変技術を用いて開発した病態モデルマウスを
用いて、分子・細胞・組織・個体から病態脳を理解

分子発現解析 細胞・組織解析 個体を用いた行動解析

運動機能

超音波啼鳴

胎児期・幼若期の外部環境がもたらす脳発達

栄養

ストレス

運動

化学物質リラクゼーション

健やかな脳発達とは？
発達障害の新規治療法の開発に挑戦！

URL： https://www.teikyo-u.ac.jp/faculties/science_tech/labo/bio_science_uchino
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キーワード：眼球運動、両眼視機能、 斜視、 アイトラッキング、深層学習、人工知能

実空間における眼球運動の他覚的定量評価

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
• 実学への繋がり

本研究で開発している VOG-SSD システムは、最終的にエッジデバイスへ搭載し、検査中の眼球運動をリアルタ
イムに可視化・解析することで眼球運動異常を伴う疾患の理解に繋がる。

• 産業界へのアピールポイント
VOG は人が “どこを ” 見ているかについて評価できたが、“ 何を ” 見ているかについては、研究者がアノテーショ
ンしており、バイアスがかかっていた。VOG-SSD システムは、人が “ 何を ” 見ているかについて、バイアスを排
除した状態で評価できる。

知的財産・論文・学会発表など
•  Hirota M, et al.: Automatic measurements of smooth pursuit eye movements by video-oculography and deep 

learning-based object detection. medRxiv. doi: https://doi.org/10.1101/2020.11.09.20227736. 2020.
•  広田 雅和 , 他 : Single shot multibox detector と eye tracker を組み合わせた滑動性追従眼球運動の自動記録装

置の開発 . 第 74 回 日本臨床眼科学会 . 2020 年 11 月 , 東京 .
•  広田 雅和 : 科研費 , 若手研究 (19K20728); 参天製薬 , 公益信託参天製薬創業者記念眼科医学研究基金 ; 武田科

学振興財団 , 医学系研究助成 .
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実空間における眼球運動の他覚的定量評価
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研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

知的財産・論文・学術発表など

SDGs目標 2：すべての人に健康と福祉を

広田 雅和

眼球運動は物体を見るために必要不可欠な視機能である.
眼球運動に異常をきたす眼疾患「斜視」は乳幼児から大人まで幅広い年齢層で発症し,
後天性の斜視は物体が二重に見える「複視」を自覚するため日常生活に大きな支障が生じる.

 眼球運動と斜視

斜視の診断や治療は眼球運動を評価することで行われている. しかし, 現在の眼球運動検査は検者が
肉眼的に定性評価するためバイアスがかかることや, 検査中の記録が保存されない課題を抱えている.
現時点において, 実空間で眼球運動を他覚的定量評価できる検査法は確立されていない.

 斜視の評価と問題点

 本研究の目標
アイトラッカー (VOG) と物体認識人工知能 (SSD) を組み合わせ (VOG-SSD システム),
実空間において眼球運動を他覚的定量評価し, 斜視による眼球運動異常の程度を推定する.

図1. 実空間における眼球運動検査

左眼
右眼
SSDが検出した視標

図2. 視標位置と眼位の関係

数値は予測値を示している.
眼科外来を模した環境下で
指標位置と両眼の眼位を同
時計測できた.

縦軸は SSD が検出した
視標の位置.
横軸は VOG が検出した
利き眼 (左眼) の位置.

視標位置と左眼眼位は
有意な正の相関を示した.

Hirota M, et al.: Automatic measurements of smooth pursuit eye movements by video-oculography and 
deep learning-based object detection. medRxiv. doi: https://doi.org/10.1101/2020.11.09.20227736. 2020.
広田雅和, 他: Single shot multibox detector と eye tracker を組み合わせた
滑動性追従眼球運動の自動記録装置の開発. 第 74 回日本臨床眼科学会. 2020 年 11 月, 東京.
広田雅和: 科研費, 若手研究 (19K20728); 参天製薬, 公益信託参天製薬創業者記念眼科医学研究基金;

武田科学振興財団,医学系研究助成.

・実学への繋がり
本研究で開発している VOG-SSD システムは, 最終的にエッジデバイスへ搭載し,
検査中の眼球運動をリアルタイムに可視化・解析することで眼球運動異常を伴う疾患の理解に繋がる.
・産業界へのアピールポイント

VOG は人が “どこを” 見ているかについて評価できたが, “何を” 見ているかについては, 
研究者がアノテーションしており, バイアスがかかっていた.
VOG-SSD システムは, 人が “何を” 見ているかについて, バイアスを排除した状態で評価できる.
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キーワード：培養細胞、Ｘ線照射、細胞内情報伝達

ＤＮＡ損傷を基点としない放射線の持続的な
作用とその生理的な役割

キキーーワワーードド：： 培培養養細細胞胞 ＸＸ線線照照射射 細細胞胞内内情情報報伝伝達達キキーーワワーードド：： 培培養養細細胞胞 ＸＸ線線照照射射 細細胞胞内内情情報報伝伝達達

研研究究のの概概要要

放射線照射による細胞への影響は複雑である。最もよく知られた影響としては、放射線によるＤＮＡ損傷を
基点とした細胞の一連の反応、すなわち、損傷の認識と修復機構であろう。しかし、一方で放射線は細胞に
対してＤＮＡ損傷を基点としない反応を引きおこす。われわれはこれまでに、神経組織由来の細胞である

細胞を用い、細胞外からの与えた酸化ストレスが神経軸索の伸長を引きおこし、これには細胞内の酸化
ストレスの情報伝達が関与することを明らかにしている。放射線も、細胞内外で生じるラジカルを介した酸化反
応を引きおこすことが予想されたことから、 細胞に対して放射線を照射したところ、条件によって軸索伸
長が引きおこされることを見いだした。条件によって、とことわらなければならないのは、放射線の場合、一瞬
にして細胞内外に作用するため、細胞内の反応によって、細胞外からの反応が干渉されるため、実験条件を
工夫しなければ、放射線による軸索伸長への影響が見られなくなることに基因する。このことは、放射線に

よって、細胞は細胞外から、およびＤＮＡ損傷を基点とするような
細胞内からの情報により細胞側の反応が起こり、それらが複合的
に作用した結果が細胞の表現形として現れることを示している。
しかし、現在までのところ、細胞に照射された放射線がどのような
経路を介して、それぞれどのような影響に関係しているのかを
分離して調べられている研究は少ない。そこで、われわれは、培
養細胞が、細胞と培地によって成り立っていることを活かし、Ｘ線
照射装置を用いて細胞のみの照射と培地のみの照射を可能とす
る実験系を確立し実験を行った。その結果、培地がある細胞への
Ｘ線照射は、細胞のみを照射した場合に比べ放射線影響の持続
時間が長いことを見いだした。放射線照射の影響は、照射の期

間のみと考えられていたが、この実験から、放射線の作用は照射が終わっても持続すること、持続時間は細
胞の環境に左右されることを明らかにした。近年、放射線によるゲノム不安定性には細胞への持続的な酸化
ストレスが重要であることが示唆されており、われわれの開発した実験系を用いて、今後発がんの引き金とい
われるゲノム不安定性とストレス持続の関係を明らかにしたいと考えている。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

放射線被ばくに対する防護剤開発が望まれている。防護剤の目的のひとつは、被ばくによる発がんリスクの
低減である。細胞に対する放射線影響に持続的な酸化ストレスが含まれることが明らかになったことから、これ
を除くことによるゲノム不安定性への影響を調べることが可能となり、放射線被ばくに対する発がんリスク軽減
に役立つ方法や薬品の開発に寄与するとこができると考えられる。

ＤＤＮＮＡＡ損損傷傷をを基基点点ととししなないい放放射射線線のの持持続続的的なな
作作用用ととそそのの生生理理的的なな役役割割

医療技術学部 診療放射線学科 教授

鈴鈴木木崇崇彦彦
URL：
連絡先： 医療技術学部 診療放射線学科

TEL： 03-3964-1211 (ex. 41605) E-mail：takasuzu@med.te-kyo-u.ac.jp

SUZUKI, Takahiko

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
・

・ γ 
Ⅱ activation.

・

（写真）
医医学学

0

5

10

15

0 4 18 28

SO
D1

/G
AP

DH

線照射後の時間 (hrs)

培地の有無による放射線影響持続時間

細胞のみ照射
細胞＋培地の照射

医療技術学部・診療放射線学科　教授

鈴木　崇彦 SUZUKI, Takahiko 医学

板橋キャンパス

研究の概要
　放射線照射による細胞への影響は複雑である。最もよく知られた影響としては、放射線によるＤＮＡ損傷を
基点とした細胞の一連の反応、すなわち、損傷の認識と修復機構であろう。しかし、一方で放射線は細胞に対
してＤＮＡ損傷を基点としない反応を引きおこす。われわれはこれまでに、神経組織由来の細胞である PC12
細胞を用い、細胞外からの与えた酸化ストレスが神経軸索の伸長を引きおこし、これには細胞内の酸化ストレ
スの情報伝達が関与することを明らかにしている。放射線も、細胞内外で生じるラジカルを介した酸化反応を
引きおこすことが予想されたことから、PC12 細胞に対して放射線を照射したところ、条件によって軸索伸長が
引きおこされることを見いだした。条件によって、と、ことわらなければならないのは、放射線の場合、一瞬に
して細胞内外に作用するため、細胞内の反応によって、細胞外からの反応が干渉されるため、実験条件を工夫
しなければ、放射線による軸索伸長への影響が見られなくなることに基因する。このことは、放射線によって、

細胞は細胞外から、およびＤＮＡ損傷を基点とするような細胞内からの
情報により細胞側の反応が起こり、それらが複合的に作用した結果が
細胞の表現形として現れることを示している。しかし、現在までのところ、
細胞に照射された放射線がどのような経路を介して、それぞれどのよう
な影響に関係しているのかを分離して調べられている研究は少ない。そ
こで、われわれは、培養細胞が、細胞と培地によって成り立っているこ
とを活かし、Ｘ線照射装置を用いて細胞のみの照射と培地のみの照射
を可能とする実験系を確立し実験を行った。その結果、培地がある細
胞へのＸ線照射は、細胞のみを照射した場合に比べ放射線影響の持続
時間が長いことを見いだした。放射線照射の影響は、照射の期間のみ
と考えられていたが、この実験から、放射線の作用は照射が終わって

も持続すること、持続時間は細胞の環境に左右されることを明らかにした。近年、放射線によるゲノム不安定
性には細胞への持続的な酸化ストレスが重要であることが示唆されており、われわれの開発した実験系を用い
て、今後発がんの引き金といわれるゲノム不安定性とストレス持続の関係を明らかにしたいと考えている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　放射線被ばくに対する防護剤開発が望まれている。防護剤の目的のひとつは、被ばくによる発がんリス
クの低減である。細胞に対する放射線影響に持続的な酸化ストレスが含まれることが明らかになったこと
から、これを除くことによるゲノム不安定性への影響を調べることが可能となり、放射線被ばくに対する
発がんリスク軽減に役立つ方法や薬品の開発に寄与することができると考えられる。

知的財産・論文・学会発表など
・ S.Katoh,T.Suzuki et al. Xray irradiation promotes nerve growth factor-induced neurite extension in PC12 

cells. RADIOISOTOPES 65(3), 137-148, 2016.
・ S.Katoh,T.Suzuki et al. Chlonic irradiation with low-dose-rate 137Cs- γ raus inhibits NGF-induced neurite 

extension of PC12 cells via Ca2+/calmodulin-dependent kinase Ⅱ activation. J. Radiat. Res. 58(6), 809-
815, 2017.

・ T.Yasuhara, T.Suzuki, M.Katsura, K.Miyagawa. Rad54B serves as a scaffold in the DNA damage response 
that limits checkpoint Strength.  Nature Commun. DOI: 10.1038/ncomms6426, 2014.

キキーーワワーードド：： 培培養養細細胞胞 ＸＸ線線照照射射 細細胞胞内内情情報報伝伝達達キキーーワワーードド：： 培培養養細細胞胞 ＸＸ線線照照射射 細細胞胞内内情情報報伝伝達達

研研究究のの概概要要

放射線照射による細胞への影響は複雑である。最もよく知られた影響としては、放射線によるＤＮＡ損傷を
基点とした細胞の一連の反応、すなわち、損傷の認識と修復機構であろう。しかし、一方で放射線は細胞に
対してＤＮＡ損傷を基点としない反応を引きおこす。われわれはこれまでに、神経組織由来の細胞である

細胞を用い、細胞外からの与えた酸化ストレスが神経軸索の伸長を引きおこし、これには細胞内の酸化
ストレスの情報伝達が関与することを明らかにしている。放射線も、細胞内外で生じるラジカルを介した酸化反
応を引きおこすことが予想されたことから、 細胞に対して放射線を照射したところ、条件によって軸索伸
長が引きおこされることを見いだした。条件によって、とことわらなければならないのは、放射線の場合、一瞬
にして細胞内外に作用するため、細胞内の反応によって、細胞外からの反応が干渉されるため、実験条件を
工夫しなければ、放射線による軸索伸長への影響が見られなくなることに基因する。このことは、放射線に

よって、細胞は細胞外から、およびＤＮＡ損傷を基点とするような
細胞内からの情報により細胞側の反応が起こり、それらが複合的
に作用した結果が細胞の表現形として現れることを示している。
しかし、現在までのところ、細胞に照射された放射線がどのような
経路を介して、それぞれどのような影響に関係しているのかを
分離して調べられている研究は少ない。そこで、われわれは、培
養細胞が、細胞と培地によって成り立っていることを活かし、Ｘ線
照射装置を用いて細胞のみの照射と培地のみの照射を可能とす
る実験系を確立し実験を行った。その結果、培地がある細胞への
Ｘ線照射は、細胞のみを照射した場合に比べ放射線影響の持続
時間が長いことを見いだした。放射線照射の影響は、照射の期

間のみと考えられていたが、この実験から、放射線の作用は照射が終わっても持続すること、持続時間は細
胞の環境に左右されることを明らかにした。近年、放射線によるゲノム不安定性には細胞への持続的な酸化
ストレスが重要であることが示唆されており、われわれの開発した実験系を用いて、今後発がんの引き金とい
われるゲノム不安定性とストレス持続の関係を明らかにしたいと考えている。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

放射線被ばくに対する防護剤開発が望まれている。防護剤の目的のひとつは、被ばくによる発がんリスクの
低減である。細胞に対する放射線影響に持続的な酸化ストレスが含まれることが明らかになったことから、これ
を除くことによるゲノム不安定性への影響を調べることが可能となり、放射線被ばくに対する発がんリスク軽減
に役立つ方法や薬品の開発に寄与するとこができると考えられる。

ＤＤＮＮＡＡ損損傷傷をを基基点点ととししなないい放放射射線線のの持持続続的的なな
作作用用ととそそのの生生理理的的なな役役割割
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キーワード：神経変性疾患、パーキンソン病、α- シヌクレイン

パーキンソン病の根本治療に向けた研究

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　パーキンソン病は日本国内では患者数が約 15 万人にのぼり、患者本人の QOL だけではなく、介護をす
る家族の負担も大きく、長い間根本解決が望まれてきた。本研究はα- シヌクレインという凝集性タンパ
ク質の物性にフォーカスしたパーキンソン病の分子メカニズム解明に向けた研究であり、発症の原因究明
は薬剤の開発など、より効果的な治療法の確立へ寄与できるものと信じている。

知的財産・論文・学会発表など
○ Oshikane H. et al. Biochemistry and Biophysics Reports (2018) 14:16-19 など
○現在論文投稿準備中（1 報）
※ 本研究は、2018 年度 武田科学振興財団医学系研究助成、加藤記念バイオサイエンス振興財団研究助成

および 2019 年度 日本脳神経財団一般研究助成による研究支援を受けています。

キキーーワワーードド：： 神神経経変変性性疾疾患患、、パパーーキキンンソソンン病病、、αα シシヌヌククレレイインンキキーーワワーードド：： 神神経経変変性性疾疾患患、、パパーーキキンンソソンン病病、、αα シシヌヌククレレイインン

研研究究のの概概要要

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

パーキンソン病は日本国内では患者数が約 万人にのぼり、患者本人の だけではなく、介護をする家
族の負担も大きく、長い間根本解決が望まれてきた。本研究はα シヌクレインという凝集性タンパク質の物性
にフォーカスしたパーキンソン病の分子メカニズム解明に向けた研究であり、発症の原因究明は薬剤の開発
など、より効果的な治療法の確立へ寄与できるものと信じている。

パパーーキキンンソソンン病病のの根根本本治治療療にに向向けけたた研研究究
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○ など
○ 現在論文投稿準備中（ 報）
※ 本研究は、 年度 武田科学振興財団 医学系研究助成事業による研究支援を受けています

医医学学

α シヌクレインはパーキンソン病を始めとする
神経変性疾患において神経細胞内で不可逆的
に凝集体を形成することが見出されている。単量
体（分子が１つの状態）では確たる立体構造を取
らず毒性がないが、ある環境条件下においてはオ
リゴマー（分子が多く重なった状態）中間体、ひい
ては毒性を有する繊維状アミロイド凝集体を形成
することが知られている。この様に多くの分子が連
なってサイズの大きな凝集体形成を引き起こすに
は、何等かのα シヌクレイン分子内またはα シ
ヌクレイン分子間での分子構造変化の存在、ひい
てはその分子構造変化を引き起こす何等かの環
境条件変化の存在が示唆される。しかしながら、
その一連の構造変化をもたらす環境要因、ひいて
はどの様にして細胞に対して毒性を有するか？そ
の分子的機序に対する統一的な説明は依然とし
て存在しない。

本研究では、家族性パーキンソン病（遺伝性を有するもので、α シヌクレイン遺伝子の点変異の存在が
見付かっている。パーキンソン病全体の約１％が家族性である。）の各種変異タンパク質を人工的に作成で
きる技術を有していることをアドバンテージとし、（（１１））αα シシヌヌククレレイインン分分子子のの構構造造変変化化のの追追跡跡、、おおよよびびそそのの
環環境境因因子子のの特特定定、ならびに、その基礎研究から得られた知見を応用して、（（２２））αα シシヌヌククレレイインン分分子子のの凝凝集集
阻阻害害薬薬、、おおよよびびαα シシヌヌククレレイインン凝凝集集体体のの単単量量体体へへのの解解離離促促進進剤剤のの開開発発を行っている。本研究により、パー
キンソン病の根本治療法確立への貢献、ひいてはアルツハイマー病やハンチントン病など細胞内における
タンパク質凝集体形成が疾病と深く関与するとされる神経性難病の解決に寄与したいと考えている。

図図：：αα シシヌヌククレレイインンのの毒毒性性ににつついいてて。α シヌクレイン分子が重な
り、繊維状アミロイド凝集体が細胞毒性を有することが知られては
いるが、このα シヌクレイン分子の構造変化を引き起こす要因に
ついてはまだ統一的見解はない。

医療技術学部・臨床検査学科　講師

押鐘　浩之 OSHIKANE, Hiroyuki

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2466/36 

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　α- シヌクレインはパーキンソン病を始めと
する神経変性疾患において神経細胞内で不可
逆的に凝集体を形成することが見出されてい
る。単量体（分子が１つの状態）では確たる立
体構造を取らず毒性がないが、ある環境条件下
においてはオリゴマー（分子が多く重なった状
態）中間体、ひいては毒性を有する繊維状アミ
ロイド凝集体を形成することが知られている。
この様に多くの分子が連なってサイズの大き
な凝集体形成を引き起こすには、何等かのα-
シヌクレイン分子内またはα- シヌクレイン分
子間での分子構造変化の存在、ひいてはその分
子構造変化を引き起こす何等かの環境条件変
化の存在が示唆される。しかしながら、その一
連の構造変化をもたらす環境要因、ひいてはどの様にして細胞に対して毒性を有するか？その分子的機
序に対する統一的な説明は依然として存在しない。
　本研究では、家族性パーキンソン病（遺伝性を有するもので、α- シヌクレイン遺伝子の点変異の存
在が見付かっている。パーキンソン病全体の約１％が家族性である。）の各種変異タンパク質を人工的に
作成できる技術を有していることをアドバンテージとし、（１）α- シヌクレイン分子の構造変化の追跡、
およびその環境因子の特定、ならびに、その基礎研究から得られた知見を応用して、（２）α- シヌクレ
イン分子の凝集阻害薬、およびα - シヌクレイン凝集体の単量体への解離促進剤の開発を行っている。
本研究により、パーキンソン病の根本治療法確立への貢献、ひいてはアルツハイマー病やハンチントン
病など細胞内におけるタンパク質凝集体形成が疾病と深く関与するとされる神経性難病の解決に寄与し
たいと考えている。

キキーーワワーードド：： 神神経経変変性性疾疾患患、、パパーーキキンンソソンン病病、、αα シシヌヌククレレイインンキキーーワワーードド：： 神神経経変変性性疾疾患患、、パパーーキキンンソソンン病病、、αα シシヌヌククレレイインン

研研究究のの概概要要

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

パーキンソン病は日本国内では患者数が約 万人にのぼり、患者本人の だけではなく、介護をする家
族の負担も大きく、長い間根本解決が望まれてきた。本研究はα シヌクレインという凝集性タンパク質の物性
にフォーカスしたパーキンソン病の分子メカニズム解明に向けた研究であり、発症の原因究明は薬剤の開発
など、より効果的な治療法の確立へ寄与できるものと信じている。

パパーーキキンンソソンン病病のの根根本本治治療療にに向向けけたた研研究究

医療技術学部 臨床検査学科 講師

押押鐘鐘 浩浩之之
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2466/36
連絡先：

E-mail：hiroyuki.oshikane@med.teikyo-u.ac.jp

OSHIKANE, Hiroyuki

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

○ など
○ 現在論文投稿準備中（ 報）
※ 本研究は、 年度 武田科学振興財団医学系研究助成事業による研究支援を受けています

医医学学

α シヌクレインはパーキンソン病を始めとする
神経変性疾患において神経細胞内で不可逆的
に凝集体を形成することが見出されている。単量
体（分子が１つの状態）では確たる立体構造を取
らず毒性がないが、ある環境条件下においてはオ
リゴマー（分子が多く重なった状態）中間体、ひい
ては毒性を有する繊維状アミロイド凝集体を形成
することが知られている。この様に多くの分子が連
なってサイズの大きな凝集体形成を引き起こすに
は、何等かのα シヌクレイン分子内またはα シ
ヌクレイン分子間での分子構造変化の存在、ひい
てはその分子構造変化を引き起こす何等かの環
境条件変化の存在が示唆される。しかしながら、
その一連の構造変化をもたらす環境要因、ひいて
はどの様にして細胞に対して毒性を有するか？そ
の分子的機序に対する統一的な説明は依然とし
て存在しない。

本研究では、家族性パーキンソン病（遺伝性を有するもので、α シヌクレイン遺伝子の点変異の存在が
見付かっている。パーキンソン病全体の約１％が家族性である。）の各種変異タンパク質を人工的に作成で
きる技術を有していることをアドバンテージとし、（（１１））αα シシヌヌククレレイインン分分子子のの構構造造変変化化のの追追跡跡、、おおよよびびそそのの
環環境境因因子子のの特特定定、ならびに、その基礎研究から得られた知見を応用して、（（２２））αα シシヌヌククレレイインン分分子子のの凝凝集集
阻阻害害薬薬、、おおよよびびαα シシヌヌククレレイインン凝凝集集体体のの単単量量体体へへのの解解離離促促進進剤剤のの開開発発を行っている。本研究により、パー
キンソン病の根本治療法確立への貢献、ひいてはアルツハイマー病やハンチントン病など細胞内における
タンパク質凝集体形成が疾病と深く関与するとされる神経性難病の解決に寄与したいと考えている。

図図：：αα シシヌヌククレレイインンのの毒毒性性ににつついいてて。α シヌクレイン分子が重な
り、繊維状アミロイド凝集体が細胞毒性を有することが知られては
いるが、このα シヌクレイン分子の構造変化を引き起こす要因に
ついてはまだ統一的見解はない。

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
SDGs 目標 9：産業と技術革新の基盤をつくろう
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実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
本研究では自閉症スペクトラム障害児の歩行障害に対する客観的検査法を確立する．本知見は，

医療機関における診断および予後推測の一助となる．さらに学校教育，療育における介入支援や就
労支援への応用が期待される．

帝京大学・帝京大学短期大学 研究シーズ集 2021

写真
医療技術学部学部・臨床検査学科 講師

SAKIHARA, Kotoe
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2295/36

医学
板橋キャンパス

発達障害児の歩行障害に対する客観的検査法の開発

キーワード：自閉症スペクトラム障害，発達性協調運動障害，３D動作分析，マーカーレス動作分析

研究の概要
自閉症スペクトラム障害は社会性障害を主訴とする発達障害である．自閉症スペクトラム障害児は高
率に発達性協調運動障害を併存し，特徴的な歩行や姿勢を示す．このような歩行障害の評価には保
護者への質問紙や観察による点数化法が用いられてきたが，記録者や観察者に依存するため歩行障
害を客観的に計測する検査法が必要である．そこで本研究ではマーカーレスによる３D動作分析を用
いて歩行障害検査法の確立を目的とする．
歩行サイクルにおける下肢関節の経時的変化を可視化し（図１），足関節の座標軸上の変化から，歩
行速度（m/s），左右の歩幅（m），左右の重複歩調（m），歩調（歩数／分），周期（秒）を自動的に算出し
た（図２）．
本研究で採用したマーカーレスによる３D動作分析は知覚過敏を示す自閉症スペクトラム障害児に
とって非侵襲的である．また計測に必要な時間は歩行時間のみであるため極めて短時間で実施でき，
就学前の低年齢の小児から実施可能である．今後は自閉症スペクトラム障害の重症度と歩行障害との
関連について明らかにする．

知的財産・論文・学術発表など
1) Applicability of the Movement Assessment Battery for Children-Second Edition to Japanese children: A study of the 
Age Band 2. Kita Y, Suzuki K, Hirata S, Sakihara K, Inagaki  M, Nakai A.  Brain & Development,  38:706–713, 2016.
2) Uniqueness of action monitoring in children with autism spectrum disorder: Response types and temporal aspects. 
Suzuki K, Kita Y, Sakihara K, Hirata S, Sakuma R, Okuzumi H, Inagaki M. Journal of Clinical and Experimental 
Neuropsychology, 39: 803–816, 2017. 

目標３：すべての人に健康と福祉を
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図2 歩行パラメータ例．歩行サイクル中の
片足毎の動作を追跡する．

図1 マーカーレス3D動作解析による歩行分析手順．３D
動画から輪郭を抽出し関節の動きを抽出する．

輪郭抽出動画記録 関節抽出

キーワード：自閉症スペクトラム障害、発達性協調運動障害、３D 動作分析、マーカーレス動作分析

発達障害児の歩行障害に対する
客観的検査法の開発

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本研究では自閉症スペクトラム障害児の歩行障害に対する客観的検査法を確立する。本知見は、医療機関にお
ける診断および予後推測の一助となる。さらに学校教育、療育における介入支援や就労支援への応用が期待される。

知的財産・論文・学会発表など
1） Applicability of the Movement Assessment Battery for Children-Second Edition to Japanese children: A 

study of the Age Band 2. Kita Y, Suzuki K, Hirata S, Sakihara K, Inagaki  M, Nakai A.  Brain & Development,  
38:706–713, 2016.

2） Uniqueness of action monitoring in children with autism spectrum disorder: Response types and temporal 
aspects. Suzuki K, Kita Y, Sakihara K, Hirata S, Sakuma R, Okuzumi H, Inagaki M. Journal of Clinical and 
Experimental Neuropsychology, 39: 803–816, 2017. 

医療技術学部・臨床検査学科　講師

崎原　ことえ SAKIHARA,  Kotoe

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2295/36

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　自閉症スペクトラム障害は社会性障害を主訴とする発達障害である。自閉症スペクトラム障害児は高
率に発達性協調運動障害を併存し、特徴的な歩行や姿勢を示す。このような歩行障害の評価には保護者
への質問紙や観察による点数化法が用いられてきたが、記録者や観察者に依存するため歩行障害を客観
的に計測する検査法が必要である。そこで本研究ではマーカーレスによる３D 動作分析を用いて歩行障
害検査法の確立を目的とする。
　歩行サイクルにおける下肢関節の経時的変化を可視化し（図１）、足関節の座標軸上の変化から、歩行
速度（m/s）、左右の歩幅（m）、左右の重複歩調（m）、歩調（歩数／分）、周期（秒）を自動的に算出し
た（図２）。
　本研究で採用したマーカーレスによる３D 動作分析は知覚過敏を示す自閉症スペクトラム障害児に
とって非侵襲的である。また計測に必要な時間は歩行時間のみであるため極めて短時間で実施でき、就
学前の低年齢の小児から実施可能である。今後は自閉症スペクトラム障害の重症度と歩行障害との関連
について明らかにする。

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を

図 2  歩行パラメータ例．歩行サイクル中の片足毎
の動作を追 跡する．歩行サイクルは Perry 
& Burnfield（2010）を改変．

図 1  マーカーレス 3D動作解析による歩行分析手順．3D動画
から輪郭を抽出し関節の動きを抽出する．
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キーワード：レム睡眠行動障害、高齢化社会、認知機能障害、異常筋活動

一般高齢者における潜在性レム睡眠行動障害の
リスク推定と、低リスク群規定因子の解明

医療技術学部・臨床検査学科　准教授

咲間　妙子 SAKUMA-Sasai, Taeko

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3253/36 

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　レム睡眠行動障害とは、夜間の異常行動と異常筋活動を呈し、中高齢者に発症する。自他への傷害の
危険性のみならず、将来的なαシヌクレイノパチーへの高い発展リスクを有する。臨床 RBD 例での知見は
多く集積されているが、一般人での知見に乏しく、症状の進行、将来の転帰についての詳細な情報に乏し
いため、RBD 症状を呈する一般人へのリスク宣告の是非が問われている。“ 真に治療を要し、α - シヌク
レイノパチーへの発展リスクを有するレム睡眠行動障害 (RBD) が一般人口にどれだけ潜在するのか、また、
リスクを有しない者を規定する臨床・生理所見は何か？ ”―本件を明らかにすべく、軽症もしくは診断基
準に満たない潜在性 RBD に主眼を置いた大規模横断調査と縦断調査を実施した。現時点で、一般高齢
者において既存の質問紙のみに依らないスクリーニング調査を実施し、軽症もしくは亜臨床的な症状を呈
する潜在性 RBD ならびに診断基準を満たす Community 
based RBD を抽出し、その①疫学的特性と② RBD/α- シ
ヌクレイノパチー関連所見の水準からみた病態進行度を明
らかにしている。今後、抽出された Community based/
潜在性 RBD について、②の各所見の継時的変化を追跡し、
その水準や変化速度が臨床 RBD 例に近しい群を高リスク
群、健常人の加齢変化速度に近しい群を低リスク群とし、
ベースラインにおける臨床特性や生理所見からリスク規定
因子を明らかにする。本研究により、一般人口に潜在す
る RBD の真のリスク推定を行うと同時に、低リスク群の
定義を明確にする。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　全く把握されていない community based RBD の臨床的・生理心理検査学的特性が明らかになり、さらに、低
リスク群や長期間αシヌクレイノパチーへ発展しない long-lasting RBD の特性を明らかにすることで、正しい
疾患情報とリスクを一般人に伝えることが出来る。健常人でも夜間に少なからずみられる夜間異常行動による
専門外来への来院・不必要な不安煽動を抑止し、医療費の削減に繋がると同時に、ハイリスク群には早期に危
機管理を促すことが可能になる。Community based RBD の追跡過程における筋電図、脳波、心拍変動などの変
化を捉える高精度信号解析は、工学分野との提携を考えている。また、一人暮らしや高齢者入居施設での疾患
リスク把握や薬剤効果判定のために、在宅での夜間録画を行い、音声とビデオ画像を用いた症状自動解析シス
テムの開発も検討中である。

知的財産・論文・学会発表など
1.  Prevalence and clinical characteristics of REM sleep behavior disorder in Japanese elderly people

Taeko Sasai-Sakuma, Noboru Takeuchi, Yasuhiro Asai, Yuichi Inoue, Yosuke Inoue. Sleep 43(8),2020.
2.  Pareidolias in REM Sleep Behavior Disorder: A Possible Predictive Marker of Lewy Body Diseases? 

Sasai-Sakuma T, Nishio Y, Yokoi K, Mori E, Inoue Y. Sleep   40(2), 2017.
3.  Quantitative assessment of isolated rapid eye movement (REM) sleep without atonia without clinical REM 

sleep behavior disorder: clinical and research implications.
Sasai-Sakuma T, Frauscher B, Mitterling T, Ehrmann L, Gabelia D, Brandauer E, Inoue Y, Poewe W, Högl B. 
Sleep medicine  15(9):1009-15, 2014

キキーーワワーードド：： レレムム睡睡眠眠行行動動障障害害、、高高齢齢化化社社会会、、認認知知機機能能障障害害、、異異常常筋筋活活動動キキーーワワーードド：： レレムム睡睡眠眠行行動動障障害害、、高高齢齢化化社社会会、、認認知知機機能能障障害害、、異異常常筋筋活活動動

研研究究のの概概要要

レム睡眠行動障害とは、夜間の異常行動と異常筋活動を呈し、中高齢者に発症する。自他への傷害の危険
性のみならず、将来的なαシヌクレイノパチーへの高い発展リスクを有する。臨床 例での知見は多く集積
されているが、一般人での知見に乏しく、症状の進行、将来の転帰についての詳細な情報に乏しいため、

症状を呈する一般人へのリスク宣告の是非が問われている。“真に治療を要し、α シヌクレイノパチーへ
の発展リスクを有するレム睡眠行動障害 が一般人口にどれだけ潜在するのか、また、リスクを有しない
者を規定する臨床・生理所見は何か？”―本件を明らかにすべく、軽症もしくは診断基準に満たない潜在性

に主眼を置いた大規模横断調査と縦断調査を実施した。現時点で、一般高齢者において既存の質問紙
のみに依らないスクリーニング調査を実施し、軽症もしくは
亜臨床的な症状を呈する潜在性 ならびに診断基準を
満たす を抽出し、その①疫学的
特性と②RBD/α シヌクレイノパチー関連所見の水準から
みた病態進行度を明らかにしている。今後、抽出された

潜在性 について、②の各所見の
継時的変化を追跡し、その水準や変化速度が臨床 例
に近しい群を高リスク群、健常人の加齢変化速度に近しい
群を低リスク群とし、ベースラインにおける臨床特性や
生理所見からリスク規定因子を明らかにする。
本研究により、一般人口に潜在する の真のリスク推定
を行うと同時に、低リスク群の定義を明確にする。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

全く把握されていない の臨床的・生理心理検査学的特性が明らかになり、さらに、低リ
スク群や長期間αシヌクレイノパチーへ発展しない の特性を明らかにすることで、正しい疾
患情報とリスクを一般人に伝えることが出来る。健常人でも夜間に少なからずみられる夜間異常行動による専
門外来への来院・不必要な不安煽動を抑止し、医療費の削減に繋がると同時に、ハイリスク群には早期に危
機管理を促すことが可能になる。 の追跡過程における筋電図、脳波、心拍変動などの
変化を捉える高精度信号解析は、工学分野との提携を考えている。また、一人暮らしや高齢者入居施設での
疾患リスク把握や薬剤効果判定のために、在宅での夜間録画を行い、音声とビデオ画像を用いた症状自動
解析システムの開発も検討中である。

一般高齢者における潜在性レム睡眠行動障害の
リスク推定と、低リスク群規定因子の解明

医療技術学部 臨床検査学科 准教授

咲咲間間 妙妙子子
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3253/36 
連絡先： 601-21室

TEL：03-3964-1211 (46144) E-mail： staeko@med.teikyo-u.ac.jp 
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キーワード：周期性四肢運動障害、心拍変動、睡眠関連運動障害、LF、HF

自律神経活動からみた
睡眠関連運動障害の病態解明

医療技術学部・臨床検査学科　准教授

咲間　妙子 SAKUMA-Sasai, Taeko

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3253/36 

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　睡眠関連運動障害には、周期性四肢運動障害（PLMS）、交替性四肢活動、excessive fragmentary 
myoclonus、neck myoclonus などがある。いずれも、夜間の睡眠分断や熟眠感の欠如に繋がるとされ
ているが、単独で出現した場合の臨床的意義に乏しく、その病態も明らかでないことが多い。特に PLMS
以外の運動障害は normal variant とされており、その臨床的意義は全く不明である。我々は、PLMS の
単一筋活動だけでなく、連続して出現した場合の長区間においても、その出現区間の数十秒前から LF・
VLF 成分の上昇を認め、周期性四肢運動障害が自律神経覚醒に大きく関与することを明らかにした（図
1）。本研究では、normal 
variant とされている他の
睡眠関連運動障害（所見）
について、臨床症状と終夜
睡眠記録データを集積し、
同時に、心拍変動解 析と
脳波周波数解析を行うこと
によって、同障害のもつ臨
床的意義と病態を明らかに
することを目的とする。ま
た、ナルコレプシーやレム
睡眠行動障害など、他の
睡眠障害に合併した場 合
の自律神経変化についても
検討する。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　睡眠関連運動は、若年、高齢問わず、さまざまな年代に出現するが、出現機序や意義が不明であり
全く対処されてこなかった。多くの症例を集積し、臨床特性と病態を解明することで、これまで看過
されていた睡眠関連運動が注目され、原因不明の不眠や過眠の原因として適切な治療を受けることが
出来、夜間睡眠の改善や日中のQOLの改善に繋がるものと思われる。特にneck myoclonusについては、
連続して出現することも多いため、簡易型の検出装置と解析システムの開発を検討中である。

知的財産・論文・学会発表など
1.  Change in heart rate variability precedes the occurrence of periodic leg movements during sleep: 

an observational study.
 Sasai T, Matsuura M, Inoue Y. BMC neurology. 2013;13:139.
2.  「睡眠関連運動イベントにおける自律神経変化」 第 71 回日本自律神経学会総会　S9
3.  Clinical significance of periodic leg movements during sleep in rapid eye movement sleep behavior 

disorder. Sasai T, Inoue Y, Matsuura M. J Neurol. 2011;258(11):1971-8.
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研究の概要
　中枢性過眠症は、ナルコレプシータイプ 1、タイプ 2 と特発性過眠症に大別されるが、その診断基準は強度の
主観的眠気やレム関連症状の他は一度の睡眠潜時反復検査の結果に委ねられ
る。本検査は、一日に 4 回または 5 回の短時間睡眠検査を繰り返し、平均入
眠潜時と入眠期レム睡眠の出現回数を評価するものであり、過眠症診断と分類
に必須の検査法となっている。しかし、主観的眠気の重症度がタイプ 1 ほど高
くなく、かつレム関連症状の保有率も低いナルコレプシータイプ 2 は、疾患を
特徴づける所見に乏しいだけでなく、睡眠潜時反復検査における入眠期レム睡
眠の出現率も低い。また、ナルコレプシーでなくとも、睡眠潜時反復検査にお
いて睡眠不足症候群やリズム障害などは容易にナルコレプシータイプ 2 の所見
を呈するため、この一日がかりの睡眠潜時反復検査は、患者の睡眠覚醒リズム
や睡眠圧の影響を受けやすく特異度が低い。現在、これまで取得してきた中枢
性過眠症の睡眠潜時反復検査データを分析を行っている。ナルコレプシータイ
プ 1とタイプ 2、特発性過眠症の検査所見（脳波シークエンス、入眠潜時の日
内変化、レム傾向）を詳細にプロファイリングし、疾患特異的な所見を明らか
にした上で、覚醒維持検査所見も分析し、睡眠圧の低い時間帯での易入眠性、
睡眠圧の高い時間帯での覚醒維持度、レム傾向の低い時間帯での入眠期レム
睡眠の出現を評価しうる検査法を開発する。また、検査時の脳波シークエンス、
レム関連症状や夜間睡眠の特徴から検査結果に重みづけを加え、短時間で実
施可能であり診断精度の高い検査法の確立を目指す。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　丸一日を費やし、患者・被験者共に労力を要し、かつ保険診療点数も高い睡眠潜時反復検査であるが、そ
の偽陰性・偽陽性率は非常に高い。また、日差変動も反映されるため、検査前の睡眠覚醒リズムの統制が
非常に重要である。本検査が開発されてからこの検査結果に頼る状況が数十年続いているが、睡眠不足やリ
ズム障害などが増加の一途を辿る現代においては、新たな過眠症診断検査法を開発する必要がある。短時
間で実施出来、かつ精度の高い過眠症診断検査法が確立されれば、医療費の削減に繋がる。また、micro 
arousal も加味した脳波シークエンス解析は、マニュアルで実施した後自動解析での評価を実施する。シーク
エンス結果と併せ、臨床症状や前夜睡眠時間などを入力することで結果解釈に重み付けを行える解析ソフト
の開発を考えているため、医療機器メーカーや工学分野と連携予定である。

知的財産・論文・学会発表など
1.  Differences in electroencephalographic findings among categories of narcolepsy-spectrum disorders. 

Sasai-Sakuma T, Inoue Y. Sleep Med 16: 999-1005, 2015. 
2.  Comparison of clinical characteristics among narcolepsy with and without cataplexy and idiopathic 

hypersomnia without long sleep time, focusing on HLA-DRB1*1501/DQB1*0602 finding. Sasai T, Inoue 
Y, Komada Y, Sugiura T, Matsushima E. Sleep Med 10:961-6, 2009.

3.  Polysomnographic assessment of sleep comorbidities in drug-naïve narcolepsy-spectrum disorders—a 
Japanese cross-sectional study. Sasai-Sakuma T, Kinoshita A, Inoue Y. PLOS ONE, DOI:10.1371/journal.
pone.0136988, 2015.
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研研究究のの概概要要

中枢性過眠症は、ナルコレプシータイプ 、タイプ と特発性過眠症に大別され
るが、その診断基準は強度の主観的眠気やレム関連症状の他は一度の睡眠
潜時反復検査の結果に委ねられる。本検査は、一日に 回または 回の短時間
睡眠検査を繰り返し、平均入眠潜時と入眠期レム睡眠の出現回数を評価する
ものであり、過眠症診断と分類に必須の検査法となっている。しかし、主観的
眠気の重症度がタイプ ほど高くなく、かつレム関連症状の保有率も低いナルコ
レプシータイプ は、疾患を特徴づける所見に乏しいだけでなく、睡眠潜時反復
検査における入眠期レム睡眠の出現率も低い。また、ナルコレプシーでなくとも、
睡眠潜時反復検査において睡眠不足症候群やリズム障害などは容易にナルコ
レプシータイプ の所見を呈するため、この一日がかりの睡眠潜時反復検査は、
患者の睡眠覚醒リズムや睡眠圧の影響を受けやすく特異度が低い。
現在、これまで取得してきた中枢性過眠症の睡眠潜時反復検査データを分析を
行っている。ナルコレプシータイプ とタイプ 、特発性過眠症の検査所見（脳波
シークエンス、入眠潜時の日内変化、レム傾向）を詳細にプロファイリングし、疾患
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確確立立を目指す。
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研究の概要
　大学生の多くが、多忙な生活による睡眠不足や睡眠・覚醒リズム
の後退、日中の眠気といった睡眠に関連した問題を有する。大学生
を対象とした睡眠調査は国内外で多く行われているものの、多くは
主観的な評価指標を用いた横断的な質問紙調査である。本研究で
は、①複数の大学を対象とした質問紙によるスクリーニング調査、
②ハイリスク学生を対象とした自宅での睡眠測定及び実験室での脳
波測定、③睡眠習慣と健康や学生生活への影響を追跡する縦断調
査を実施する。
　現在、スクリーニング調査を実施中であるが、半数近くの学生が
睡眠不足であり、病的過眠域といわれる水準を超える眠気を有して
いること、また、平日の平均就床時刻は 0：50 と遅く、約 17% の
学生が夜型のクロノタイプであるという結果が得られている。特に、
睡眠・覚醒リズムの後退は、授業への欠席・遅刻状況や主観的な健
康状態と関連する。今後、②の測定調査を実施し睡眠習慣や眠気
の客観的評価、リズムの評価や健康状態の評価についても深部体
温測定や血液採取による客観的評価を実施する予定である。また、
睡眠のみならず、リズムの後退による夜間の飲食や朝食欠食といっ
た食習慣の乱れによる身体的影響の客観的評価（血糖動態、体組成、
時計遺伝子など）を実施することで、睡眠に関連した肥満や糖尿病
などの生活習慣病の予防にもつながるエビデンスの構築を目指す。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本研究では一般の大学生に加え、学内外の看護学部とも連携し看護系大学生も対象としている。将来、医
療従事者としてシフトワークに従事する者が多いことが見込まれる看護系大学生の睡眠実態を明らかにし、客
観的・生理学的なエビデンスを蓄積することは、看護師の心身の健康の維持・増進に寄与し、将来的に離職
率の低下や質の高い看護の提供、医療事故防止につながることが期待できる。今後、大学生アスリートの競
技力向上を目指した本学のスポーツ医療学科や運動部、トレーニングセンターとの連携、災害時にクロノタイ
プが異なる様々な年代の人が集まる避難所において望ましい睡眠環境を提案するための自治体の保健担当部
門との連携、など様々な分野との連携を図り、幅広い領域で睡眠衛生の向上につながる方策を提言していき
たいと考えている。

知的財産・論文・学会発表など
1.  Kayaba M, Sasai-Sakuma T, Inoue Y: Clinical significance of social jetlag in patients with excessive 

daytime sleepiness, Choronobiology International, in press (Epub ahead of print), 2018
2.  萱場（木村）桃子 , 笹井（咲間）妙子：過眠症状を呈し睡眠専門外来を受診した看護学生の睡眠実態：

看護学生への睡眠衛生教育の必要性 , 厚生の指標 , 印刷中
3.  Kayaba M, Sasai-Sakuma T, Inoue Y: “The impact of behaviorally induced insufficient sleep syndrome 

and social jetlag caused thereby on daytime function: In comparison to narcolepsy and delayed sleep-
wake phase disorder”2nd Congress of Asian Society of Sleep Medicine, 2017.3.24(Seoul, Korea)

キキーーワワーードド：： 大大学学生生、、睡睡眠眠、、ククロロノノタタイイププ（（朝朝型型夜夜型型））、、健健康康キキーーワワーードド：： 大大学学生生、、睡睡眠眠、、ククロロノノタタイイププ（（朝朝型型夜夜型型））、、健健康康

研研究究のの概概要要

大学生の多くが、多忙な生活による睡眠不足や睡眠・覚醒リズム
の後退、日中の眠気といった睡眠に関連した問題を有する。大学
生を対象とした睡眠調査は国内外で多く行われているものの、多く
は主観的な評価指標を用いた横断的な質問紙調査である。本研
究では、①複数の大学を対象とした質問紙によるスクリーニング調
査、②ハイリスク学生を対象とした自宅での睡眠測定及び実験室で
の脳波測定、③睡眠習慣と健康や学生生活への影響を追跡する
縦断調査を実施する。
現在、スクリーニング調査を実施中であるが、半数近くの学生が
睡眠不足であり、病的過眠域といわれる水準を超える眠気を有して
いること、また、平日の平均就床時刻は と遅く、約 の学生が
夜型のクロノタイプであるという結果が得られている。特に、睡眠・
覚醒リズムの後退は、授業への欠席・遅刻状況や主観的な健康状
態と関連する。今後、②の測定調査を実施し睡睡眠眠習習慣慣やや眠眠気気のの客客
観観的的評評価価、リズムの評価や健康状態の評価についても深深部部体体温温測測
定定やや血血液液採採取取にによよるる客客観観的的評評価価を実施する予定である。また、睡
眠のみならず、リズムの後退による夜間の飲食や朝食欠食といった
食習慣の乱れによる身身体体的的影影響響のの客客観観的的評評価価（（血血糖糖動動態態、、体体組組成成、、
時時計計遺遺伝伝子子ななどど））を実施することで、睡眠に関連した肥満や糖尿病
などの生活習慣病の予防にもつながるエビデンスの構築を目指す。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

本研究では一般の大学生に加え、学内外の看看護護学学部部とも連携し看護系大学生も対象としている。将来、医療
従事者としてシフトワークに従事する者が多いことが見込まれる看護系大学生の睡眠実態を明らかにし、客
観的・生理学的なエビデンスを蓄積することは、看護師の心身の健康の維持・増進に寄与し、将来的に離職
率の低下や質の高い看護の提供、医療事故防止につながることが期待できる。今後、大学生アスリートの競
技力向上を目指した本学のススポポーーツツ医医療療学学科科や運動部、トレーニングセンターとの連携、災害時にクロノタイ
プが異なる様々な年代の人が集まる避難所において望ましい睡眠環境を提案するための自自治治体体のの保保健健担担当当
部部門門ととのの連連携携、など様々な分野との連携を図り、幅広い領域で睡眠衛生の向上につながる方策を提言してい
きたいと考えている。

大大学学生生のの睡睡眠眠にに関関すするる研研究究：：
客客観観的的ななエエビビデデンンスス構構築築をを目目指指ししてて

医療技術学部 臨床検査学科 准教授

咲咲間間 妙妙子子
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3253/36 
連絡先： 601-21室

TEL：03-3964-1211 (46144) E-mail： staeko@med.teikyo-u.ac.jp 

SAKUMA-Sasai Taeko

板板橋橋キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
1. Kayaba M, Sasai-Sakuma T, Inoue Y: Clinical significance of social jetlag in patients with excessive daytime 

sleepiness, Choronobiology International, in press (Epub ahead of print), 2018
2. 萱場（木村）桃子, 笹井（咲間）妙子：過眠症状を呈し睡眠専門外来を受診した看護学生の睡眠実態：看
護学生への睡眠衛生教育の必要性,厚生の指標, 印刷中

3. Kayaba M, Sasai-Sakuma T, Inoue Y: “The impact of behaviorally induced insufficient sleep syndrome and social 
jetlag caused thereby on daytime function: In comparison to narcolepsy and delayed sleep-wake phase disorder”2nd

Congress of Asian Society of Sleep Medicine, 2017.3.24(Seoul, Korea)

（写真）
医医学学

大学生は最も夜型に
なりやすい年代

（Roenneberg, 2007）

夜型の
クロノ
タイプ

睡眠不足

遅い就床（内因性リズム）
早い起床（学校の授業開始時刻に合わせて）

日中の眠気、学業への支障、事故やミスの恐れ、
メンタルヘルスの不調、生活習慣病、
社会的時差ぼけ（ソーシャルジェットラグ）

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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キーワード：β -lactamase、MALDI-TOF MS、薬剤耐性菌

MALDI-TOF MS による薬剤耐性菌産生
多種β-lactamase の解析

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　MALDI-TOF MS 法による臨床微生物分野への応用は、ここ数年で多分野にわたって飛躍的に進化している。菌
名同定だけでなく、薬剤耐性菌の解明にも役立つ可能性を秘めている。本研究は、この分野に特化したもので、
分析化学分野や薬理学などと手を組んでいけば、さらに臨床検査医学および予防医学への発展に寄与できるもの
である。すなわち、医療への貢献が、薬剤耐性菌をさらに減少させることで、医療費削減、健康寿命を延ばすこ
とができると考えている。

知的財産・論文・学会発表など
MALDI Biotyper を用いた耐性菌産生各種β-lactamase の解析　山下 晃司、石垣 しのぶ、厚川 喜子、松村 充　
東京都医学検査学会（2017）
Matrix assisted laser desorption/ionization (MALDI) biotyping of β-lactamases produced by various species of 
drug-resistant bacteria　M.MATSUMURA, S.Ishigaki, Y.Ono, K.Kawasugi ASM Microbe 2019 June 20-24 SAN 
FRACISCO
新たな MALDI Biotyper STAR-BL による耐性菌産生各種βlactamase の解析　松村　充
第 31 回日本臨床微生物学会総会・学術集会パネルディスカッション 3　TOF-MS を極める（同定以上の活用）

医療技術学部・臨床検査学科　准教授

松村　充 MATSUMURA, Mitsuru

URL：https://www.ecampus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/307/36

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　基質拡張型β-lactamase （ESBL） をはじめとする薬剤耐性菌の産生するβ-lactamase は多種にわたり、
臨床検査分野においても検出のみならず、分析も困難を極めるようになってきた。そのような中で、迅
速かつ正確に分類できる検査ツールが求められている。
　今回、我々が取り組んだ研究は、MALDI （Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization） と、TOF MS 

（Time of Flight Mass Spectrometry） を組合せた装置を利用して、薬剤耐性菌が産生するβ-lactamase を
解析できないか検討した。本研究では MALDI Biotyper を使用したところ、ESBL やメタロβ-lactamase
などを正確に分類することができた。本研究は様々な種類のβ-lactamase を検出することが可能であり、
CRE などのβ-lactamase 非産生の薬剤耐性菌は検知しないことが分かった。また、腸内細菌目細菌以外
の菌種が産生するβ-lactamase も正確に検出できることが分かってきた。よって様々な波形から薬剤耐
性遺伝子の鑑別が可能であると考えられた。

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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キーワード：移動運動の定量化、荷重の可視化、　二関節筋、　解剖教育

移動運動の可視化に関わる研究

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　我々は、移動運動の獲得や発達に関して、解剖学的な知識を基盤として研究を進めています。解析
方法は、実験動物の個体レベルだけでなく、細胞から遺伝子レベルまで解析も可能です。また、これ
までに工学系の大学（埼玉大学工学部、帝京大学理工学部など）と共同研究も行ってきた経験もあり
ます。現在は、二関節筋の機能に着目したスマートフォンやタブレット端末などのモバイル機器を用
いたモーションキャプチャー技術や拡張現実の教育利用についても研究を進めています。

知的財産・論文・学会発表など
1.  実験動物紹介　チョウザメ　浅野安信、中倉敬　比較内分泌学 42(159) 87-89 2016 年 9 月
2.  Development of locomotion in low water exposure using sturgeon  Anshin. Asano-

Hoshino, Hideyuki. Tanaka, Takashi. Nakakura, Toshiaki. Tsuji, Takuo. Mizukami bioRxiv 
2020.03.01.972257; doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.01.972257

3.  二関節筋の機能を視覚的、力覚的理解するための Kuma モデルの教育利用について　浅野安信　
帝京大学高等教育開発センターフォーラム (8) 2021 年 印刷中

1.実験動物紹介 チョウザメ 浅野安信、中倉敬 比較内分泌学 42(159) 87-89 2016年9月
2. Development of locomotion in low water exposure using sturgeon Anshin. Asano-Hoshino, Hideyuki. Tanaka, Takashi. 
Nakakura, Toshiaki. Tsuji, Takuo. Mizukami bioRxiv 2020.03.01.972257; doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.01.972257
3.二関節筋の機能を視覚的、力覚的理解するためのKumaモデルの教育利用について 浅野安信 帝京大学高等
教育開発センターフォーラム (8) 2021年印刷中

我々は, 移動運動の獲得や発達に関して, 解剖学的な知識を基盤として研究を進めています。
解析方法は、実験動物の個体レベルだけでなく、細胞から遺伝子レベルまで解析も可能です。
また、これまでに工学系の大学（埼玉大学工学部、帝京大学理工学部など）と共同研究も
行ってきた経験もあります。現在は、二関節筋の機能に着目したスマートフォンやタブレット端末
などのモバイル機器を用いたモーションキャプチャー技術や拡張現実の教育利用についても研究を
進めています。

帝京大学・帝京大学短期大学 研究シーズ集 2021

医療技術学部・スポーツ医療学科 健康スポーツコース講師

ASANO-HOSHINO, Anshin
URL：https://www. ～～～

医学

八王子
キャンパス

移動運動の可視化に関わる研究

キーワード：移動運動の定量化、荷重の可視化、 二関節筋、 解剖教育

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

知的財産・論文・学術発表など

SDGs目標 3：すべての人に健康と福祉を

浅野（星野）安信

移動運動（ロコモーション）は、生き物が移動するための方法であり、歩行、ランニング、
スイミングなどのがあげられます。日本において、ヒト型ロボットやロボットアーム等が開
発されています。しかしながら、それらのロボットが走り出す姿はまだ、ヒトの動きと大き
く異なると言えます。

①実験動物的アプローチ
実験動物学的アプローチとして、魚類の上陸過程および四足歩行の獲得や発達過程を, 水槽
内で再現するためにチョウザメを低水位環境で強制的に飼育、陸上歩行させて移動運動の発
達メカニズムを解剖生理学的に研究を行っています。

②二関節筋を中心とした研究アプローチ
我々は、ロボットとヒトの動きの違いの原因は、二関節筋の有無であると考えています。し
かしながら、多くの医療関係者、学者やスポーツ科学の専門家には、まだ正確に機能が理解
されていると言えません。そこで、二関節筋の機能を理解するための教育教材の開発を行っ
ています。また、スポーツや医療の現場でも素早く簡易的に動作解析をして、二関節筋を考
慮したシミュレーションができるようなシステムの開発を目指しています。

医療技術学部・スポーツ医療学科　健康スポーツコース　講師

浅野（星野）安信 ASANO-HOSHINO, Anshin 医学

八王子キャンパス

研究の概要
　移動運動（ロコモーション）は、生き物が移動するための方法であり、歩行、ランニング、スイミン
グなどがあげられます。日本において、ヒト型ロボットやロボットアーム等が開発されています。しか
しながら、それらのロボットが走り出す姿はまだ、ヒトの動きと大きく異なると言えます。 

①実験動物的アプローチ
　実験動物学的アプローチとして、魚類の上陸過程および四足歩行の獲得や発達過程を , 水槽内で再現
するためにチョウザメを低水位環境で強制的に飼育、陸上歩行させて移動運動の発達メカニズムを解剖
生理学的に研究を行っています。 

②二関節筋を中心とした研究アプローチ
　我々は、ロボットとヒトの動きの違いの原因は、二関節筋の有無であると考えています。しかしながら、
多くの医療関係者、学者やスポーツ科学の専門家には、まだ正確に機能が理解されていると言えません。
そこで、二関節筋の機能を理解するための教育教材の開発を行っています。また、スポーツや医療の現
場でも素早く簡易的に動作解析をして、二関節筋を考慮したシミュレーションができるようなシステム
の開発を目指しています。

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を

1.実験動物紹介 チョウザメ 浅野安信、中倉敬 比較内分泌学 42(159) 87-89 2016年9月
2. Development of locomotion in low water exposure using sturgeon Anshin. Asano-Hoshino, Hideyuki. Tanaka, Takashi. 
Nakakura, Toshiaki. Tsuji, Takuo. Mizukami bioRxiv 2020.03.01.972257; doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.01.972257
3.二関節筋の機能を視覚的、力覚的理解するためのKumaモデルの教育利用について 浅野安信 帝京大学高等
教育開発センターフォーラム (8) 2021年印刷中

我々は, 移動運動の獲得や発達に関して, 解剖学的な知識を基盤として研究を進めています。
解析方法は、実験動物の個体レベルだけでなく、細胞から遺伝子レベルまで解析も可能です。
また、これまでに工学系の大学（埼玉大学工学部、帝京大学理工学部など）と共同研究も
行ってきた経験もあります。現在は、二関節筋の機能に着目したスマートフォンやタブレット端末
などのモバイル機器を用いたモーションキャプチャー技術や拡張現実の教育利用についても研究を
進めています。
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医療技術学部・スポーツ医療学科 健康スポーツコース講師

ASANO-HOSHINO, Anshin
URL：https://www. ～～～
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八王子
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移動運動の可視化に関わる研究

キーワード：移動運動の定量化、荷重の可視化、 二関節筋、 解剖教育

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

知的財産・論文・学術発表など

SDGs目標 3：すべての人に健康と福祉を

浅野（星野）安信

移動運動（ロコモーション）は、生き物が移動するための方法であり、歩行、ランニング、
スイミングなどのがあげられます。日本において、ヒト型ロボットやロボットアーム等が開
発されています。しかしながら、それらのロボットが走り出す姿はまだ、ヒトの動きと大き
く異なると言えます。

①実験動物的アプローチ
実験動物学的アプローチとして、魚類の上陸過程および四足歩行の獲得や発達過程を, 水槽
内で再現するためにチョウザメを低水位環境で強制的に飼育、陸上歩行させて移動運動の発
達メカニズムを解剖生理学的に研究を行っています。

②二関節筋を中心とした研究アプローチ
我々は、ロボットとヒトの動きの違いの原因は、二関節筋の有無であると考えています。し
かしながら、多くの医療関係者、学者やスポーツ科学の専門家には、まだ正確に機能が理解
されていると言えません。そこで、二関節筋の機能を理解するための教育教材の開発を行っ
ています。また、スポーツや医療の現場でも素早く簡易的に動作解析をして、二関節筋を考
慮したシミュレーションができるようなシステムの開発を目指しています。
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キーワード：スポーツ傷害調査、スポーツ傷害発生要因、傷害予防トレーニング

スポーツ傷害予防の探求

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　スポーツ傷害予防に関連した研究や傷害予防の実践を通じて、アスレティックトレーナー（AT）
に必要な知識や技術の研鑽に繋げていきたいと思います。また、種々の研究やトレーナー活動を通じ
て得られた知見を学生に伝えるとともに、特にゼミにおいてはより実践的な学修が行えるように工夫
していきたいと思います。

知的財産・論文・学会発表など
論文
・ 佐野村学ら：大学女子アスリートにおける足趾把握力と片脚立位バランス能力との関係．帝京大学

医療技術学部紀要 5．11-17．2017．
学会発表
・ Manabu Sanomura et al.: Relationship between special judo fitness test and maximum anaerobic 

power and physical performance among male judo athletes. 23th Annual congress of the European 
College of Sport Science, Dublin, 2018.

・ Manabu Sanomura et al.: Relationships between toe-grip strength and static and dynamic balance during 
single-leg stance. 62nd Annual Meeting of American College of Sports Medicine, California, 2015.

キキーーワワーードド：： ススポポーーツツ傷傷害害調調査査，，ススポポーーツツ傷傷害害発発生生要要因因，，傷傷害害予予防防トトレレーーニニンンググキキーーワワーードド：： ススポポーーツツ傷傷害害調調査査，，ススポポーーツツ傷傷害害発発生生要要因因，，傷傷害害予予防防トトレレーーニニンンググ

研研究究のの概概要要

スポーツ活動時において発生する傷害（外傷と障害）の予防をテーマとして研究を進めています。スポーツ
傷害予防の取り組みにあたり、初めにスポーツ傷害の実態調査を行い、次に傷害発生要因や傷害メカニズム
の解明、そしてスポーツ傷害予防プログラムの考案、実践と介入前後の効果検証といった一連の流れにより
包括的な傷害予防策を検証します。現在では、特にスポーツ傷害の実態調査と身体的な要因から起こる傷
害発生に関する研究を行っています。
ゼミにおいては、特に下肢のスポーツ傷害とその予防の観点から、身体的要因がスポーツ傷害に及ぼす影
響について、下肢のアライメント測定やスクリーニングテストを用いた検証などを行っています。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

スポーツ傷害予防に関連した研究や傷害予防の実践を通じて、アスレティックトレーナー（ ）に必要な知
識や技術の研鑽に繋げていきたいと思います。また、種々の研究やトレーナー活動を通じて得られた知見を
学生に伝えるとともに、特にゼミにおいてはより実践的な学修が行えるように工夫していきたいと思います。

医療技術学部 スポーツ医療学科 准教授

佐佐野野村村学学
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2344/37 
連絡先：八王子キャンパス研究室（蔦友館 3F ）

TEL： 042-678-3468 E-mail： sanomura@main.teikyo-u.ac.jp

SANOMURA，Manabu

八八王王子子キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
論文
• 佐野村学ら：大学女子アスリートにおける足趾把握力と片脚立位バランス能力との関係．帝京大学医療技術学部紀要 ．

． ．
学会発表
•

•

（写真）
医医学学

動的バランス能力の評価法の つ
‘Star test’

スポーツ傷害予防の探求

下肢傷害予防の為のスクリーニングテスト
の つ‘ ’

下肢傷害予防の為のスクリーニングテスト
の つ ‘ ’

医療技術学部・スポーツ医療学科　健康スポーツコース　准教授

佐野村　学 SANOMURA, Manabu

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2344/37 

医学

八王子キャンパス

研究の概要
　スポーツ活動時において発生する傷害（外傷と障害）の予防をテーマとして研究を進めています。スポー
ツ傷害予防の取り組みにあたり、初めにスポーツ傷害の実態調査を行い、次に傷害発生要因や傷害メカ
ニズムの解明、そしてスポーツ傷害予防プログラムの考案、実践と介入前後の効果検証といった一連の
流れにより包括的な傷害予防策を検証します。現在では、特にスポーツ傷害の実態調査と身体的な要因
から起こる傷害発生に関する研究を行っています。
　ゼミにおいては、特に下肢のスポーツ傷害とその予防の観点から、身体的要因がスポーツ傷害に及ぼ
す影響について、下肢のアライメント測定やスクリーニングテストを用いた検証などを行っています。

キキーーワワーードド：： ススポポーーツツ傷傷害害調調査査，，ススポポーーツツ傷傷害害発発生生要要因因，，傷傷害害予予防防トトレレーーニニンンググキキーーワワーードド：： ススポポーーツツ傷傷害害調調査査，，ススポポーーツツ傷傷害害発発生生要要因因，，傷傷害害予予防防トトレレーーニニンンググ

研研究究のの概概要要

スポーツ活動時において発生する傷害（外傷と障害）の予防をテーマとして研究を進めています。スポーツ
傷害予防の取り組みにあたり、初めにスポーツ傷害の実態調査を行い、次に傷害発生要因や傷害メカニズム
の解明、そしてスポーツ傷害予防プログラムの考案、実践と介入前後の効果検証といった一連の流れにより
包括的な傷害予防策を検証します。現在では、特にスポーツ傷害の実態調査と身体的な要因から起こる傷
害発生に関する研究を行っています。
ゼミにおいては、特に下肢のスポーツ傷害とその予防の観点から、身体的要因がスポーツ傷害に及ぼす影
響について、下肢のアライメント測定やスクリーニングテストを用いた検証などを行っています。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

スポーツ傷害予防に関連した研究や傷害予防の実践を通じて、アスレティックトレーナー（ ）に必要な知
識や技術の研鑽に繋げていきたいと思います。また、種々の研究やトレーナー活動を通じて得られた知見を
学生に伝えるとともに、特にゼミにおいてはより実践的な学修が行えるように工夫していきたいと思います。

医療技術学部 スポーツ医療学科 准教授

佐佐野野村村学学
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2344/37 
連絡先：八王子キャンパス研究室（蔦友館 3F ）

TEL： 042-678-3468 E-mail： sanomura@main.teikyo-u.ac.jp

SANOMURA，Manabu

八八王王子子キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
論文
• 佐野村学ら：大学女子アスリートにおける足趾把握力と片脚立位バランス能力との関係．帝京大学医療技術学部紀要 ．

． ．
学会発表
•

•

（写真）
医医学学

動的バランス能力の評価法の つ
‘Star test’

スポーツ傷害予防の探求

下肢傷害予防の為のスクリーニングテスト
の つ‘ ’

下肢傷害予防の為のスクリーニングテスト
の つ ‘ ’

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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キーワード：化学物質、 健康障害、リスクアセスメント、GHS

産業化学物質による
健康障害リスクの評価と管理

医療技術学部・スポーツ医療学科　健康スポーツコース　教授

宮川　宗之 MIYAGAWA, Muneyuki

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2345/37 

医学

八王子キャンパス

研究の概要
　産業化学物質や環境汚染物質の神経行動毒性・発達神経毒性の評価に関する実験研究を厚労省所管の労働安全衛
生総合研究所において実施していた。また、化学物質による健康障害のリスクアセスメントや評価基準値の設定、
危険有害性情報の伝達ツールである GHS（国連勧告「化学品の危険有害性の分類と表示に関する世界調和システム」）
の原案作成や国内への導入・普及など、化学物質管理に関わることにも関与し、現在も継続している。ともにレギュ
ラトリーサイエンスである労働衛生・産業医学分野の仕事である。
　労働衛生・産業医学のみならず衛生学・公衆衛生学分野での研究活動は行政施策と不可分であり、帝京大学医療
技術学部着任後も化学物質による健康影響の評価と管理に関する研究・実務を続けている。行政等の委員会・検討
会のメンバーとして、また日本産業衛生学会の許容濃度等に関する委員会のメンバーとして、労働者の健康障害の
予防に寄与することを念頭に、産業化学物質の有害性評価（安全データシート作成の基礎となる GHS 分類基準に
基づいた有害性判定等）や職域での許容濃度の提案などに関与している。
　写真は、ラットの行動（スケジュール制御オペラント行動）を指標に産業化学物質の
神経毒性・発達神経毒性を評価する実験をしていた時のもので、学習・記憶・注意といっ
た認知機能に及ぼす影響に焦点をあてた研究で、行動分析理論に基づいた行動影響の評
価の実験である。なお、ヒトに対する行動分析の応用は、健康科学の分野でも重要であり、
生活習慣病予防のための健康行動の確立の基礎となる。産業保健でも健康の保持増進に
関わる実務領域（運動指導等の健康指導）での応用が期待される。スポーツ医療学科健
康スポーツコース・医療技術学研究科スポーツ健康科学専攻の教員として、この分野に
ついても行動分析理論に基づいた研究を行いたいと考えている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　産業化学物質の管理に関する研究はレギュラトリーサイエンスとして行政と密接に関係するのみならず、産業界や
労働者に寄与するものと考えている。労働安全衛生法で義務化された有害化学品取扱い作業場におけるリスクアセ
スメントの基礎となる研究・実務に関与してきたが、より合理的かつ簡便なリスクアセスメントやリスクマネージメ
ントの実現に寄与したいと考えている。教育面では第一種衛生管理者の資格取得に関わる授業を担当しており、現
場の化学物質管理に寄与できる人材を育成したい。また、動物実験で活用した経験のある行動分析については、ヒ
トへの応用など健康行動に関わる研究での応用に興味をもっている。両分野は、ともに産業現場における労働者の
健康障害の予防と健康の保持増進に寄与する仕事であり、実務を意識しつつ研究を続けたいと考えている。

知的財産・論文・学会発表など
1.  Kenichi Kobayashi, Muneyuki Miyagawa, Rui-Sheng Wang, Megumi Suda, Soichiro Sekiguchi and Takeshi 

Honma, In utero exposure to 2,2’,4,4’,5,5’-hexachlorobiphenyl accelerates the onset of eye opening in rat 
offspring, Fundam. Toxicol. Sci., 2018; 5(4):153-159.

2.  Yasuko Hasegawa-Baba, Hisayo Kubota, Ayako Takata, and Muneyuki Miyagawa, Intratracheal Instillation 
Methods and the Distribution of Administered Material in the Lung of the Rat, J Toxicol Pathol, 2014; 
27:197–204. 

3.  宮川宗之 , 健康障害に関わるリスクアセスメントの基本と GHS に準拠した SDS の活用 , 健康開発 , 2017; 
22(2):16-27.

4.  宮川宗之 , 奥田裕計 , 生殖毒性を有する産業化学物質の評価と管理 , 産業医学レビュー , 2016; 29(2):75-110.
5.  宮川宗之 , 小川園子 , 環境化学物質の発達神経毒性研究における動物心理学の役割 , 動物心理学研究 , 2011; 

61(1)9-13.

キキーーワワーードド：： 化化学学物物質質 健健康康障障害害 リリススククアアセセススメメンントトキキーーワワーードド：： 化化学学物物質質 健健康康障障害害 リリススククアアセセススメメンントト

研研究究のの概概要要

産業化学物質や環境汚染物質の神経行動毒性・発達神経毒性の評価に関する実験研究を厚労省所管の
労働安全衛生総合研究所において実施していた。また、化学物質による健康障害のリスクアセスメントや評価
基準値の設定、危険有害性情報の伝達ツールであるＧＨＳ（国連勧告「化学品の危険有害性の分類と表示
に関する世界調和システム」）の原案作成や国内への導入・普及など、化学物質管理に関わることにも関与し、
現在も継続している。ともにレギュラトリーサイエンスである労働衛生・産業医学分野の仕事である。

労働衛生・産業医学のみならず衛生学・公衆衛生学分野での研究活動は行政施策と不可分であり、帝京
大学医療技術学部着任後も化学物質による健康影響の評価と管理に関する研究・実務を続けている。行政
等の委員会・検討会のメンバーとして、また日本産業衛生学会の許容濃度等に関する委員会のメンバーとし
て、労働者の健康障害の予防に寄与することを念頭に、産業化学物質の有害性評価（安全データシート作成
の基礎となるＧＨＳ分類基準に基づいた有害性判定等）や職域での許容濃度の提案などに関与している。

写真は、ラットの行動（スケジュール制御オペラント行動）を指標に産業化学物質の神経毒性・発達神経毒
性を評価する実験をしていた時のもので、学習・記憶・注意といった認知機能に及ぼす影響に焦点をあてた
研究で、行動分析理論に基づいた行動影響の評価の実験である。なお、ヒトに対する行動分析の応用は、健
康科学の分野でも重要であり、生活習慣病予防のための健康行動の確立の基礎となる。産業保健でも健康
の保持増進に関わる実務領域（運動指導等の健康指導）での応用が期待される。スポーツ医療学科健康ス
ポーツコースの教員として、この分野についても行動分析理論に基づいた研究を行いたいと考えている。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

産業化学物質の管理に関する研究はレギュラトリーサイエンスとして行政と密接
に関係するのみならず、産業界や労働者に寄与するものと考えている。労働安全
衛生法で義務化された有害化学品取扱い作業場におけるリスクアセスメントの基
礎となる研究・実務に関与してきたが、より合理的かつ簡便なリスクアセスメントやリ
スクマネージメントの実現に寄与したいと考えている。教育面では第一種衛生管
理者の資格取得に関わる授業を担当しており、現場の化学物質管理に寄与でき
る人材を育成したい。また、動物実験で活用した経験のある行動分析については、
ヒトへの応用など健康行動に関わる研究での応用に興味をもっている。両分野は、
ともに産業現場における労働者の健康障害の予防と健康の保持増進に寄与する
仕事であり、実務を意識しつつ研究を続けたいと考えている。

産産業業化化学学物物質質にによよるる健健康康障障害害リリススククのの評評価価とと管管理理

医療技術学部 スポーツ医療学科 健康スポーツコース 教授

宮宮川川 宗宗之之
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2345/37 
連絡先：

TEL：042-678-3386 E-mail：miyagawa@main.teikyo-u.ac.jp

MIYAGAWA, Muneyuki

八八王王子子キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

exposure to 2,2’,4,4’,5,5’

–
宮川宗之 健康障害に関わるリスクアセスメントの基本と に準拠した の活用 健康開発
宮川宗之 奥田裕計 生殖毒性を有する産業化学物質の評価と管理 産業医学レビュー
宮川宗之 小川園子 環境化学物質の発達神経毒性研究における動物心理学の役割 動物心理学研究

医医学学

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
SDGs 目標 12：つくる責任、つかう責任
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キーワード：創薬、アフリカ、伝統医療薬

伝統医療からの新たな創薬
（ケニア：マサイの伝統医療の網羅的解析）

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　既に本研究は、現地のケニヤッタ大学副学長：チェゲ氏から共同研究の約束を取っており、JICA ナイロビ事務
所十田氏、ケニア保健省ムソニ医師らの現地協力を得られる体制は整えてある。実績としても微生物分野では、
上田氏（医学部）、忍足氏、山本氏（薬学部）槇村氏、押鐘氏（医療技術学部）の協力の下、当学で植物から抗
微生物薬の有効成分の構造決定まで最終研究段階である（この研究は当学より特許申請予定である）。本研究は、

『今』遂行することにより、当学、ケニヤッタ大学だけでなく、人類の『宝』を保存することになる。
　そして、得られた知見を当学の各分野のプロフェッショナルと共有することで単なる「図鑑」ではなく『科学的根
拠に基づいた有益な新薬のシーズ』にすることが出来る。
　なお、本研究の方法、知見、コミュニティーはその後、他の地域へも応用する。

知的財産・論文・学会発表など
　本研究の性質上、特許申請が優先となるため、現時点で本件にかかわる発表はない。

本研究の性質上、特許申請が優先となるため、現時点で本件にかかわる発表はない

既に本研究は、現地のケニヤッタ大学副学長：チェゲ氏から共同研究の約束を取っており、JICAナイロビ事
務所十田氏、ケニア保健省ムソニ医師らの現現地地協協力力をを得得らられれるる体体制制はは整整ええててああるる。実績としても微生物分野
では、上田氏（医学部）、忍足氏、山本氏（薬学部）槇村氏、押鐘氏（医療技術学部）の協力の下、当学で
植物から抗微生物薬の有効成分の構造決定まで最終研究段階である（この研究は当学より特許申請予定であ
る）。本研究は、『今』遂行することにより、当学、ケニヤッタ大学だけでなく、人人類類のの『『宝宝』』をを保保存存すするる
ここととになる。
そして、得られた知見を当学の各分野のプロフェッショナルと共有することで単なる「図鑑」ではなく『『科科
学学的的根根拠拠にに基基づづいいたた有有益益なな新新薬薬ののシシーーズズ』』にすることが出来る。
なお、本研究の方法、知見、コミュニティーはその後、他の地域へも応用する。
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医療技術学部 スポーツ医療学科 救急救命士コース 准教授

FUJISAKI, Ryuichi
URL：http://www.teikyo-hospital.jp/doctor/view.html?key=356

医学？
薬学？
板橋

キャンパス

伝統医療からの新たな創薬
（ケニア：マサイの伝統医療の網羅的解析）

キーワード：創薬、アフリカ、伝統医療薬

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

知的財産・論文・学術発表など

目標３ すべての人に健康と福祉を
目標１７ パートナーシップで目標を達成しよう

藤﨑 竜一

「伝統医療薬（アフリカ：ケニア）から、新薬を作り出す！」これが本研究の目的である。
口承文化圏の伝統医療は一度失われると永遠に失われる。これまでに多くの情報が消えていった。しかしな
がら、数千年以上その文化を育んだ伝統医療薬の情報は大変価値があるのは自明である。
我々は、数多くの文化の中から人類発祥地であるアフリカの民族を選び研究を行っている。アフリカの文化
のほとんどは口承文化のため文書が存在しない。さらに現在、様々な国からアフリカへ多大な医療支援が続
いているが、これは逆にアフリカの伝統医療の衰退を促す。消える前に情報を保存する。これが「今」アフ
リカの伝統医療学を収集、精査しシーズの探求を行う意味である。アフリカの民族の中でケニア：マサイを
選択して研究を行っている。マサイでは伝統医療において薬草を使用しているが、前述の通りその種類や活
用法は文書として保存されているものが少ない。また、現在までに書籍化された同分野の薬草事典は、薬草
の種類、活用法を含めた「図鑑」の役割を果たしてはいるが、その効用を医学的に検証されたものではない
ため科学的根拠に乏しい。そのため本研究は、マサイの人々と共同生活（研究目的）を行っており強固な信
頼関係を築いている高柳氏（医療共通教育センター）（研究論文はRoutlege(UK)で出版され国際開発学会で奨
励賞）。大塲氏（外国語学部）（JICAで2年間、現地（ケニアのキベラスラム）で教師をしており言語だけで
なく現地事情にも精通）。と共に、医師（藤崎）、薬剤師（上田氏：医学部）が直接マサイの伝統医療・薬
草士から使用患者の臨床症状を聞きだすことによって、より正確な症状診断（病名の決定）を行い、薬草の
使用法、使用量、副作用、薬草の採取場所、採取時期、標本等をそろえることにより、あらゆる分野の薬剤
に対し『新たなカテゴリー』の新薬のシーズを作る事が出来る。

ケニア：キベラスラムの病院・薬局 マサイの子供たちと ケニヤッタ大学：チェゲ氏と

医療技術学部・スポーツ医療学科　救急救命士コース　准教授

藤﨑　竜一 FUJISAKI, Ryuichi 医学

板橋キャンパス

研究の概要
　「伝統医療薬（アフリカ：ケニア）から、新薬を作り出す！」これが本研究の目的である。
　口承文化圏の伝統医療は一度失われると永遠に失われる。これまでに多くの情報が消えていった。しかし
ながら、数千年以上その文化を育んだ伝統医療薬の情報は大変価値があるのは自明である。
　我々は、数多くの文化の中から人類発祥地であるアフリカの民族を選び研究を行っている。アフリカの文
化のほとんどは口承文化のため文書が存在しない。さらに現在、様々な国からアフリカへ多大な医療支援が
続いているが、これは逆にアフリカの伝統医療の衰退を促す。消える前に情報を保存する。これが「今」ア
フリカの伝統医療学を収集、精査しシーズの探求を行う意味である。アフリカの民族の中でケニア：マサイ
を選択して研究を行っている。マサイでは伝統医療において薬草を使用しているが、前述の通りその種類や
活用法は文書として保存されているものが少ない。また、現在までに書籍化された同分野の薬草事典は、薬
草の種類、活用法を含めた「図鑑」の役割を果たしてはいるが、その効用を医学的に検証されたものではな
いため科学的根拠に乏しい。そのため本研究は、マサイの人々と共同生活（研究目的）を行っており強固な
信頼関係を築いている高柳氏（医療共通教育センター）（研究論文は Routlege(UK) で出版され国際開発学会
で奨励賞）。大塲氏（外国語学部）（JICA で 2 年間、現地（ケニアのキベラスラム）で教師をしており言語だ
けでなく現地事情にも精通）。と共に、医師（藤崎）、薬剤師（上田氏：医学部）が直接マサイの伝統医療・
薬草士から使用患者の臨床症状を聞きだすことによって、より正確な症状診断（病名の決定）を行い、薬草
の使用法、使用量、副作用、薬草の採取場所、採取時期、標本等をそろえることにより、あらゆる分野の薬
剤に対し『新たなカテゴリー』の新薬のシーズを作る事が出来る。

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
SDGs 目標 17：パートナーシップで目標を達成しよう

本研究の性質上、特許申請が優先となるため、現時点で本件にかかわる発表はない

既に本研究は、現地のケニヤッタ大学副学長：チェゲ氏から共同研究の約束を取っており、JICAナイロビ事
務所十田氏、ケニア保健省ムソニ医師らの現現地地協協力力をを得得らられれるる体体制制はは整整ええててああるる。実績としても微生物分野
では、上田氏（医学部）、忍足氏、山本氏（薬学部）槇村氏、押鐘氏（医療技術学部）の協力の下、当学で
植物から抗微生物薬の有効成分の構造決定まで最終研究段階である（この研究は当学より特許申請予定であ
る）。本研究は、『今』遂行することにより、当学、ケニヤッタ大学だけでなく、人人類類のの『『宝宝』』をを保保存存すするる
ここととになる。
そして、得られた知見を当学の各分野のプロフェッショナルと共有することで単なる「図鑑」ではなく『『科科
学学的的根根拠拠にに基基づづいいたた有有益益なな新新薬薬ののシシーーズズ』』にすることが出来る。
なお、本研究の方法、知見、コミュニティーはその後、他の地域へも応用する。
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医療技術学部 スポーツ医療学科 救急救命士コース 准教授

FUJISAKI, Ryuichi
URL：http://www.teikyo-hospital.jp/doctor/view.html?key=356

医学？
薬学？
板橋

キャンパス

伝統医療からの新たな創薬
（ケニア：マサイの伝統医療の網羅的解析）

キーワード：創薬、アフリカ、伝統医療薬

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

知的財産・論文・学術発表など

目標３ すべての人に健康と福祉を
目標１７ パートナーシップで目標を達成しよう

藤﨑 竜一

「伝統医療薬（アフリカ：ケニア）から、新薬を作り出す！」これが本研究の目的である。
口承文化圏の伝統医療は一度失われると永遠に失われる。これまでに多くの情報が消えていった。しかしな
がら、数千年以上その文化を育んだ伝統医療薬の情報は大変価値があるのは自明である。
我々は、数多くの文化の中から人類発祥地であるアフリカの民族を選び研究を行っている。アフリカの文化
のほとんどは口承文化のため文書が存在しない。さらに現在、様々な国からアフリカへ多大な医療支援が続
いているが、これは逆にアフリカの伝統医療の衰退を促す。消える前に情報を保存する。これが「今」アフ
リカの伝統医療学を収集、精査しシーズの探求を行う意味である。アフリカの民族の中でケニア：マサイを
選択して研究を行っている。マサイでは伝統医療において薬草を使用しているが、前述の通りその種類や活
用法は文書として保存されているものが少ない。また、現在までに書籍化された同分野の薬草事典は、薬草
の種類、活用法を含めた「図鑑」の役割を果たしてはいるが、その効用を医学的に検証されたものではない
ため科学的根拠に乏しい。そのため本研究は、マサイの人々と共同生活（研究目的）を行っており強固な信
頼関係を築いている高柳氏（医療共通教育センター）（研究論文はRoutlege(UK)で出版され国際開発学会で奨
励賞）。大塲氏（外国語学部）（JICAで2年間、現地（ケニアのキベラスラム）で教師をしており言語だけで
なく現地事情にも精通）。と共に、医師（藤崎）、薬剤師（上田氏：医学部）が直接マサイの伝統医療・薬
草士から使用患者の臨床症状を聞きだすことによって、より正確な症状診断（病名の決定）を行い、薬草の
使用法、使用量、副作用、薬草の採取場所、採取時期、標本等をそろえることにより、あらゆる分野の薬剤
に対し『新たなカテゴリー』の新薬のシーズを作る事が出来る。

ケニア：キベラスラムの病院・薬局 マサイの子供たちと ケニヤッタ大学：チェゲ氏と
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キーワード：神経変性疾患、マイクロ RNA-96-5p 阻害薬

神経変性疾患治療薬としての
マイクロ RNA-96-5p 阻害薬

医療技術学部・柔道整復学科　教授、医学部名誉教授

中木　敏夫 NAKAKI, Toshio

http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~nakaki/

医学

宇都宮キャンパス

研究の概要
　脳グルタチオンは酸化ストレスを抑制することにより神経細胞の要となっている。神経細胞
内グルタチオン量の調節機構の全容を明らかにすることが本目的であり、これまでの要約を下
図に示す。マイクロ RNA-96-5p の活性化はグルタチオン量だけでなくもう一つの抗酸化物質で
あるタウリン量を減少させる。ゆえにマイクロ RNA-96-5p の生成・活性を阻害することにより
神経細胞への酸化ストレスを効率よく軽減することができる。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　アルツハイマー病やパーキンソン病などの神経変性疾患患者の脳グルタチオンは減少してお
り、この減少が発症前に見られることは疾患の結果ではなく、グルタチオン量を維持することに
より発症を遅延させることができることを示唆する。また、神経変性疾患の一つである多系統萎
縮症では脳内マイクロ RNA-96-5p 量が増加している。グルタチオン量を増加させる方法として
マイクロ RNA-96-5p 阻害薬は神経変性疾患の治療薬として有望である。
　神経変性疾患の画期的な治療薬となるマイクロ RNA-96-5p 阻害薬を我々と共同で開発する企
業を求めている。

知的財産・論文・学会発表など
miR-96-5p インヒビターとそれを含有する医薬組成物；特許 2020-128453
miR-96-5p 阻害剤とそのスクリーニング法；特許第 6342288 号，US Patent 10, 308, 93682
グルタチオン増加物質のスクリーニング方法 ; 特許第 4785919 号
Neuroprotection afforded by circadian regulation of intracellular glutathione levels: A key  role for 
miRNAs. Kinoshita C, Aoyama K and Nakaki T, Free Radic Biol Med.2017.
Rhythmic oscillations of the microRNA miR-96-5p play a neuroprotective role by indirectly regulating 
glutathione levels. Kinoshita C,Aoyama K.,Matsumura N, Kikuchi-Utsumi K, Watabe M and Nakaki, T. 
Nat Commun, 2014
Impaired glutathione synthesis in neurodegeneration Aoyama K and Nakaki T. Int J Mol Sci,2013. 

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
SDGs 目標 9：産業と技術革新の基盤をつくろう
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キーワード：解剖学（人体解剖） 、マッピング（投影） 、超音波診断装置

体表解剖学・解剖学に関する研究
―人体の触察法・構造と機能の追求―

福岡医療技術学部・理学療法学科　　講師

壇　順司 DAN, junji

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2627/38 

医学

福岡キャンパス

研究の概要
　体表解剖学とは、体表から骨、筋、神経、血管、内臓の位置、形状などを知るのに必要な解説を行う
ものである。体の表面は皮膚におおわれ、皮膚は皮下組織とともに表在性の骨、筋、神経、血管、内臓
を覆っており、これらが体表からの検索の対象とする学問である ( 日本人体解剖学、南山堂）。
　体表解剖学は、触察すること目的とし、その理解のために詳細な解剖学的知識と正確なマッピング（投
影）技術を要する。そして正確な触察は、病態を把握し、治療を実施する理学療法士（理学療法士を志
す者）にとって、必要不可欠となる。技術を開発するための研究内容は、人体解剖を通じて、骨や筋の
形状、バリエーションの整理すること。体表上から触察して、表層と深層の筋を触り分けることや、筋
と筋の境界を確認して、超音波診断装置を利用して確認することである。
さらに、治療に応用するために、構造と機能の関係を「構造」の視点から、骨・関節・筋などの形態を
人体解剖や力学的観点にて調査・整理する研究を実施している。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　人体を３次元的に捉え、触察できる医療人を育成することは、理学療法の治療手技の向上のみならず、
患者満足度、治療効果の向上に繋がると考えられる。
　近年では、超音波診断装置の普及に伴い、自分の触察感を可視化やフィードバックができ、より確実に
実践に使える技術になると感じている。
　理学療法士には、必要不可欠な技術であり、啓蒙・普及に努めていきたい。

知的財産・論文・学会発表など
最新の研究成果
1  肩挙上時の外旋角度について - 三角筋停止腱と上腕骨の形態的特徴 - 第 15 回肩の運動機能研究会 2018

年 10 月　大阪
2  荷重位での踵骨の骨支持点について　第 1 回足の構造と機能研究会学術集会　2018 年 5 月　大阪
3  ヒト三角筋における停止腱の構造について　第 123 回日本解剖学会総会・全国学術集会　2018 年 3 月　

東京
4  高齢者における踵部皮下組織の荷重時形態応答について　第 52 回日本理学療法学術大会　2017 年 5 月　

千葉

キキーーワワーードド：：解解剖剖学学（（人人体体解解剖剖）） ママッッピピンンググ（（投投影影）） 超超音音波波診診断断装装置置キキーーワワーードド：：解解剖剖学学（（人人体体解解剖剖）） ママッッピピンンググ（（投投影影）） 超超音音波波診診断断装装置置

研研究究のの概概要要

体表解剖学とは，体表から骨，筋，神経，血管，内臓の位置，形状などを知るのに必要な解説を行うもので
ある．体の表面は皮膚におおわれ，皮膚は皮下組織とともに表在性の骨，筋，神経，血管，内臓を覆っており，
これらが体表からの検索の対象とする学問である 日本人体解剖学，南山堂）．

体表解剖学は，触察すること目的とし，その理解のために詳細な解剖学的知識と正確なマッピング（投影）技
術を要する．そして正確な触察は，病態を把握し，治療を実施する理学療法士（理学療法士を志す者）にとっ
て，必要不可欠となる．技術を開発するための研究内容は，人体解剖を通じて，骨や筋の形状，バリエーショ
ンの整理すること．体表上から触察して，表層と深層の筋を触り分けること，筋と筋の境界を確認して，超音波
診断装置を利用して確認することである．
さらに，治療に応用するために，構造と機能に関する「構造」の視点から，骨・関節・筋などの形状を人体解剖
や力学的観点にて調査・整理する研究を実施している．

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

人体を３次元的に捉え，触察できる医療人を育成することは，理学療法の治療手技の向上のみならず，患
者満足度，治療効果の向上に繋がると考えられる．
近年では，超音波診断装置の普及に伴い，自分の触察感を可視化やフィードバックができ，より確実に実
践に使える技術になると感じている．
理学療法士以外の医療に携わるすべての人々に必要な技術であり，啓蒙・普及に努めていきたい．

体体表表解解剖剖学学・・解解剖剖学学にに関関すするる研研究究
――人人体体のの触触察察法法・・構構造造とと機機能能のの追追求求――
福岡医療技術学部 理学療法学科 講師

壇壇 順順司司
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2627/38 
連絡先： 帝京大学 福岡医療技術学部

TEL：0944-57-8333 E-mail：dan@fmt.teikyo-u.ac.jp

DAN, junji

福福岡岡キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
最新の研究成果
肩挙上時の外旋角度について 三角筋停止腱と上腕骨の形態的特徴 第 回肩の運動機能研究会 年 月 大阪
荷重位での踵骨の骨支持点について 第 回足の構造と機能研究会学術集会 年 月 大阪
ヒト三角筋における停止腱の構造について 第 回日本解剖学会総会・全国学術集会 年 月 東京
高齢者における踵部皮下組織の荷重時形態応答について 第 回日本理学療法学術大会 年 月 千葉

（写真）
医医学学

踵骨隆起の形態の個体差と骨支持点

1
7

エコー短軸像

乾燥骨標本

内内
外外

外外
内内

腰方形筋のマッピング・触察

上腕部前面のマッピング 大腿部のマッピング

腰方形筋

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
SDGs 目標 4：質の高い教育をみんなに
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キーワード：高血圧、循環器病、生活習慣、食塩

血圧変動、高血圧の薬物・非薬物治療

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　高血圧の予防と治療は、循環器病の予防やそれによる死亡の抑制、健康寿命の延伸に寄与するとこ
ろが大きく、極めて重要である。薬物治療の進歩と普及により日本人の血圧値は下がってきたが、コ
ントロール不十分な患者はまだ多い。食塩制限などの生活習慣の修正は、実行と継続が難しいことが
大きな限界となっている。食塩制限による利得は医療経済上も非常に大きいと考えられ、美味しい減
塩食のさらなる普及が望まれる。また、現在の自由行動下血圧モニタリング装置は、行動制限や夜間
覚醒などの問題がある。真の自由行動下で負担なく正確な血圧測定が可能な革新的な装置の開発が望
まれる。

知的財産・論文・学会発表など
高血圧：無理なく自分で下げる．別冊 NHK きょうの健康，NHK 出版，2015（執筆、総監修）．
高血圧治療ガイドライン 2019．日本高血圧学会，2019（執筆委員）．
減塩のすべて．日本高血圧学会減塩委員会編集，南江堂，2019（執筆、編集）．

キキーーワワーードド：： 高高血血圧圧、、循循環環器器病病、、生生活活習習慣慣、、食食塩塩キキーーワワーードド：： 高高血血圧圧、、循循環環器器病病、、生生活活習習慣慣、、食食塩塩

研研究究のの概概要要

循環器病は癌に次ぐ日本人の主要な死因で、要介
護の原因として最も多い。また、高血圧は有病率が
極めて高く、循環器病死亡の最大の危険因子である。
高血圧には食塩や過食による肥満、運動不足などの
生活習慣が関係し、食塩の過剰摂取は血圧を通して、
また血圧とは別に心血管系に悪影響を及ぼす。
私は高血圧を専門とし、高血圧と神経系の関係や

血圧モニタリング、高血圧の薬物、非薬物治療など
について、九州大学や 、国立循環
器病研究センターにおいて研究をしてきた。現在も
国立循環器病研究センターや九州歯科大学と共同研
究を続けている。特に食塩については、日本高血圧
学会の減塩委員会委員長、国立循環器病研究センタ
ーの生活習慣病部門長や厚生労働省「日本人の食事
摂取基準 年版」の検討会構成員として、学術的
研究とともに食塩制限や美味しい減塩食の普及のた
めの社会的活動を行ってきた。また、民間企業との
コラボも行っている。これまでの研究成果は
編を超える出版物（うち英語論文 編以上、共著
を含む）となっており、その一部を右に示す。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

高血圧の予防と治療は、循環器病の予防やそれによる死亡の抑制、健康寿命の延伸に寄与するところが
大きく、極めて重要である。薬物治療の進歩と普及により日本人の血圧値は下がってきたが、コントロール不
十分な患者はまだ多い。食塩制限などの生活習慣の修正は、実行と継続が難しいことが大きな限界となって
いる。食塩制限による利得は医療経済上も非常に大きいと考えられ、美味しい減塩食のさらなる普及が望ま
れる。また、現在の自由行動下血圧モニタリング装置は、行動制限や夜間覚醒などの問題がある。真の自由
行動下で負担なく正確な血圧測定が可能な革新的な装置の開発が望まれる。

血圧変動，高血圧の薬物・非薬物治療

福岡医療技術学部 医療技術学科 学科長・教授

河河野野 雄雄平平
URL：
連絡先：

TEL： 0944-57-8333 E-mail： kawano@fmt.teikyo-u.ac.jp

KAWANO, Yuhei 

福福岡岡キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど

高血圧：無理なく自分で下げる 別冊 きょうの健康， 出版， （執筆、総監修）
高血圧治療ガイドライン 日本高血圧学会 （執筆委員）
減塩のすべて：日本高血圧学会減塩委員会報告 南江堂 （執筆、編集）

（写真）
医医学学

福岡医療技術学部・医療技術学科　　学科長・教授

河野　雄平 KAWANO, Yuhei 医学

福岡キャンパス

研究の概要
　循環器病は癌に次ぐ日本人の主要な死因で、要介護
の原因として最も多い。また、高血圧は有病率が極め
て高く、循環器病死亡の最大の危険因子である。高血
圧には食塩や過食による肥満、運動不足などの生活習
慣が関係し、食塩の過剰摂取は血圧を通して、また血
圧とは別に心血管系に悪影響を及ぼす。
　私は高血圧を専門とし、高血圧と神経系の関係や血
圧モニタリング、高血圧の薬物、非薬物治療などにつ
いて、九州大学や Cleveland Clinic、国立循環器病研
究センターにおいて研究をしてきた。現在も九州歯科
大学などと共同研究を続けている。特に食塩について
は、日本高血圧学会の減塩委員会委員長、国立循環器
病研究センターの生活習慣病部門長や厚生労働省「日
本人の食事摂取基準 2015 年版」の検討会構成員とし
て、学術的研究とともに食塩制限や美味しい減塩食の
普及のための社会的活動や企業とのコラボを行ってき
た。最近は地元で、冬のヒートショックに対する啓発
活動も行っている。これまでの研究成果は 1,000 編
を超える出版物（うち英語論文 300 編以上）となっ
ており、その一部を右に示す。

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を

帝京大学・帝京大学短期大学 研究シーズ集 2021

医学

福岡
キャンパス

血圧変動，高血圧の薬物・非薬物治療

キーワード：高高血血圧圧、、循循環環器器病病、、生生活活習習慣慣、、食食塩塩
研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

知的財産・論文・学術発表など

SDGs目標３ すべての人に健康と福祉を

福岡医療技術学部 医療技術学科 学科長・教授

河野 雄平 KAWANO, Yuhei

循環器病は癌に次ぐ日本人の主要な死因
で、要介護の原因として最も多い。また、
高血圧は有病率が極めて高く、循環器病死
亡の最大の危険因子である。高血圧には食
塩や過食による肥満、運動不足などの生活
習慣が関係し、食塩の過剰摂取は血圧を通
して、また血圧とは別に心血管系に悪影響
を及ぼす。
私は高血圧を専門とし、高血圧と神経系
の関係や血圧モニタリング、高血圧の薬物、
非薬物治療などについて、九州大学や
Cleveland Clinic、国立循環器病研究セン
ターにおいて研究をしてきた。現在も九州
歯科大学などと共同研究を続けている。特
に食塩については、日本高血圧学会の減塩
委員会委員長、国立循環器病研究センター
の生活習慣病部門長や厚生労働省「日本人
の食事摂取基準2015年版」の検討会構成員
として、学術的研究とともに食塩制限や美
味しい減塩食の普及のための社会的活動や
企業とのコラボを行ってきた。最近は地元
で、冬のヒートショックに対する啓発活動
も行っている。これまでの研究成果は1,000
編を超える出版物（うち英語論文300編以
上）となっており、その一部を右に示す。

高血圧：無理なく自分で下げる. 別冊NHKきょうの健康，NHK出版，2015（執筆、総監修）.
高血圧治療ガイドライン2019. 日本高血圧学会,2019（執筆委員）.
減塩のすべて. 日本高血圧学会減塩委員会編集, 南江堂,2019（執筆、編集）.

高血圧の予防と治療は、循環器病の予防やそれによる死亡の抑制、健康寿命の延伸に寄与す
るところが大きく、極めて重要である。薬物治療の進歩と普及により日本人の血圧値は下がっ
てきたが、コントロール不十分な患者はまだ多い。食塩制限などの生活習慣の修正は、実行と
継続が難しいことが大きな限界となっている。食塩制限による利得は医療経済上も非常に大き
いと考えられ、美味しい減塩食のさらなる普及が望まれる。また、現在の自由行動下血圧モニ
タリング装置は、行動制限や夜間覚醒などの問題がある。真の自由行動下で負担なく正確な血
圧測定が可能な革新的な装置の開発が望まれる。

赤字：修正箇所、 赤枠内画像差替（赤枠不要）
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キーワード：流体力学、流体及び構造解析、医学・歯学分野への応用

流体及び構造解析の医学・歯学への応用
先端総合研究機構　社会連携部門　教授

田沼　唯士 TANUMA, Tadashi

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1503/40134 

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　天然資源の乏しいわが国が今後も産業競争力を維持・強化して行くためには、イノベーションを継続的
に創造できる付加価値の高い産業と雇用を生み出すことに貢献できる研究と教育が必要です。産業競争
力強化に必要な戦略的イノベーションを生み出すためには解析力と設計力の向上が重要です。帝京大学
先端総合研究機構田
沼研究室では、機械
工学における基盤的
な解析技術と設計技
術を生体に適用して、
医学・歯学分野の検
査、診断、診療に役
立てる研究と教育を
行っています。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　機械工学に立脚する力学系モデリング及びシミュレーション技術を医学・歯学分野の課題解決に役
立てるために、学内及び学外の医学・歯学系学部との共同研究を進めています。更に、受託研究員制
度による若手研究者への大学院博士後期課程レベルの教育を行っています。本研究室での流体解析の
医学・歯学応用研究の成果により、2020 年度までに 3 名の医師・歯科医師が母校にて博士 （医学 1 名、
歯学 2 名） の学位を取得しています。

知的財産・論文・学会発表など
最近の主要論文（査読有り）
Suzuki M, Tanuma T (2020) The effect of nasal and oral breathing on airway collapsibility in patients with 
obstructive sleep apnea: Computational fluid dynamics analyses. PLoS ONE 15(4): e0231262. https://doi.
org/10.1371/journal.pone.0231262
Shouhei Ogisawa, Keiji Shinozuka, Junya Aoki, Keiichi Yanagawa, Akio Himejima, Ryota Nakamura, Kanako 
Yamagata, Takako Sato, Masaaki Suzuki, Tadashi Tanuma and Morio Tonogi, 2018, “Computational 
fluid dynamics analysis for the preoperative prediction of airway changes due to maxillomandibular 
advancement surgery”, Journal of Oral Science (Accepted 2018).
最近の主要講演発表
田沼唯士 , 秋山久実 , 鈴木雅明 , 荻澤翔平 , 山縣加夏子 , 佐藤貴子 , 篠塚啓二 , 外木守雄 , 2018, 鼻腔咽頭気
流解析と鼻腔通気度計測の比較と流体力学的考察 , 日本機械学会 第 31 回バイオエンジニアリング講演会
講演論文集 1G12, 2018.12.14 － 15.

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
SDGs 目標 9：産業と技術革新の基盤をつくろう
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キーワード：真菌、系統進化、分子型別、病原性、新種記載

医真菌の系統解析と新種の探索

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　系統分類と新種の記載は生物学の基盤であり、微生物関連の科学と医学ならびに産業との関連を考
えると、そのインフラに違いない。槇村研究室では他施設等のレファレンスに応じて共同研究または
委託研究等として医真菌の同定解析を行うと共に未記載種の新種命名・記載を行っている。
　我々の新種記載が具体的にインパクトを与えた顕著な例の一つは、現在真菌初の汎世界流行を生じ、
欧米で「日本発のパンデミック真菌」と呼ばれているカンジダ・アウリスである。本菌を含めた真菌
カルチャーコレクション・レファレンスセンターによる真菌の博物学的アプローチは、その医学的・
産業的業績を年々増し続けている。

知的財産・論文・学会発表など
・「医真菌」 とは何か 【アップデートレビュー】 第 64 回日本医真菌学会、2020 年 10 月10 日  東京
・ Candida auris  sp. nov., a novel ascomycetous yeast isolated from the external ear canal of an 

inpatient in a Japanese hospital. Microbiol Immunol, Jan;53(1):41-4, 2009
　　他、Malassezia nana 2004，Prototheca cutis  2010，Cryptococcus lacticolor  2013 等多数

キキーーワワーードド：： 真真菌菌、、系系統統進進化化、、分分子子型型別別、、病病原原性性、、新新種種記記載載キキーーワワーードド：： 真真菌菌、、系系統統進進化化、、分分子子型型別別、、病病原原性性、、新新種種記記載載

研研究究のの概概要要

ヒトに病原性を示すカビ・酵母・キノコ等の真菌ならびにその関連生物を、医医真真菌菌と呼ぶ。医真菌はヒトに病

気を引き起こすこともあると同時に、自然界の環境の維持を担う分解者であり、醸造、食品、および製薬等に

不可欠な有用微生物として我々に生活ときわめて密接な関係にある生物である。しかし、医真菌を専門とす

る研究者は少なく、動物界とともにオピストコンタ巨大分類群に帰属する極めて近縁の生物群であることも充

分認識されていない。槇村研究室では、 年以降分子系統解析による医真菌の進化・分類研究と、病原

遺伝形質ならびに分子型別法の解析を行い、見出された新種は国際誌に報告され、多くの引用を得ている。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

系統分類と新種の記載は生物学の基盤であり、微生物関連の科学と医学ならびに産業との関連を考えると、
そのインフラに違いない。槇村研究室では他施設等のレファレンスに応じて共同研究または委託研究等とし
て医真菌の同定解析を行うと共に未記載種の新種命名・記載を行っている。
我々の新種記載が具体的にインパクトを与えた顕著な例の一つは、現在真菌初の汎世界流行（パンデミッ

ク）を生じ欧米で「日本発の恐怖の真菌」と呼ばれているカンジダ・アウリスである。分類と系統解析を始めとし
た博物学的アプローチは、その医学的・産業的業績を増し続けている。

医医真真菌菌のの系系統統解解析析とと新新種種のの探探索索
大学院医学研究科 医真菌学 教授

槇槇村村 浩浩一一
URL：https://researchmap.jp/makimurak/
連絡先： 大学院医学研究科 医真菌学 槇村教授室

TEL： 03-3964-2140 E-mail： makimura@med.teikyo-u.ac.jp

MAKIMURA, Koichi

板板橋橋キキャャンンパパスス
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　ヒトに病原性を示すカビ・酵母・キノコ等の真菌ならびにその関連生物を、医真菌と呼ぶ。医真菌は
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告され、多くの引用を得ている。
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不可欠な有用微生物として我々に生活ときわめて密接な関係にある生物である。しかし、医真菌を専門とす

る研究者は少なく、動物界とともにオピストコンタ巨大分類群に帰属する極めて近縁の生物群であることも充
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実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　上に示した医真菌像は本研究によって初めて明確に示されたものである。本観察法を用いることによっ
て、従来知られていなかった真菌の動的・静的発育形態を観察記録することが可能となり、生物学的意
義のみならず、医真菌の病原性および抗真菌薬等による治療法の研究開発上、強力な推進力となる。
　また、通常イメージする（または供覧する）ことが困難であった多様な真菌の構造と機能との関連
を明らかにするツールとして、斯界の教育・研究上の活用も期待される。
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　医真菌学研究上の問題の一つとして、ガラス板培養法に代表される従来の表現形質の観察方法が専門
性の高い特殊な技術や観察眼、および相応の作業時間を要していた点が挙げられる。この問題の解決策
として、我々は生きた培養菌体をシャーレの上部から直接観察することができる「真菌用デジタル顕微鏡」

（A；観察例 B,C,D）を開発した。さらに、寒天平板表面に発育する医真菌をシャーレ裏面から直接観察
できる「真菌用生物顕微鏡」（E; 観察例 F,G）も開発した。これらの顕微鏡を活用することによって、従
来の医真菌学において知られていなかった生育下における形態、成長過程、原形質流動等の細胞内挙動
等の観察記録が可能となった。また、これらの画像データから精密な医真菌形態模型（H）の作製も可
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て医真菌の同定解析を行うと共に未記載種の新種命名・記載を行っている。
我々の新種記載が具体的にインパクトを与えた顕著な例の一つは、現在真菌初の汎世界流行（パンデミッ

ク）を生じ欧米で「日本発の恐怖の真菌」と呼ばれているカンジダ・アウリスである。分類と系統解析を始めとし
た博物学的アプローチは、その医学的・産業的業績を増し続けている。
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板橋キャンパス

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　生前診断が困難である深在性真菌症に対する遺伝子診断系は特許を取得し、1995 年に商業化、改
良の後 2003 年からは研究用試薬として商品化された。またこのほかにニューモシスチス肺炎の遺伝
子診断法を研究・報告し、広く利用されている。遺伝子同定法ならびに菌株識別法の研究開発として
は、信頼性の高い遺伝子同定法を開発し、2004 年に商業化された。
　また、難培養性真菌に対する発育支持培地の開発として、Malassezia 属酵母の分離および条件を報
告した。本技術は、2004 年から商品化されている。病原真菌の抗真菌薬感受性測定法としては、ミク
ロ液体希釈法による抗真菌薬感受性測定法を研究開発した。本技術は 1996 年から商品化されている。
　これらの研究開発過程において各大学および企業との共同研究開発を行うと共に、若手人材の育成
に努めているが、一層の連携が求められている。

知的財産・論文・学会発表など
・クリプトコックス症起因菌の検出法と検出キット、特許第 5835702 号（H27 年 11 月 13 日）
・ カンジダ・アウリス検出用プライマーセット、カンジダ・アウリス検出キットおよびカンジダ・ア

ウリスの検出方法、特願 2018-086653
・ スクリーニング用培地及びスクリーニング方法、特願 2020-017999　　他多数

研究の概要
　医真菌による健康障害は一般に真菌症と呼ばれる。医真菌は臨床検体からの培養陽性率が低く、菌体
の発育に時間を要する。また、医真菌の取り扱いに習熟した技師や専門の研究者が不足していることから、
菌種の同定・診断が難しく、適切な抗真菌化学療法等による有効な早期治療の機会が妨げられている。
　槇村研究室では医真菌の培養、感受性測定、同定、および顕微鏡的ならびに分子生物学的非培養検査
系におよぶ各種検査診断系を開発してきた。これら検査法の一部は特許を取得し製品化されており、臨
床検査等の医療現場で活用されている。
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研研究究のの概概要要

ヒトに病原性を示すカビ・酵母・キノコ等の真菌ならびにその関連生物を、医医真真菌菌と呼ぶ。医真菌はヒトに病

気を引き起こすこともあると同時に、自然界の環境の維持を担う分解者であり、醸造、食品、および製薬等に

不可欠な有用微生物として我々に生活ときわめて密接な関係にある生物である。しかし、医真菌を専門とす

る研究者は少なく、動物界とともにオピストコンタ巨大分類群に帰属する極めて近縁の生物群であることも充

分認識されていない。槇村研究室では、 年以降分子系統解析による医真菌の進化・分類研究と、病原

遺伝形質ならびに分子型別法の解析を行い、見出された新種は国際誌に報告され、多くの引用を得ている。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

系統分類と新種の記載は生物学の基盤であり、微生物関連の科学と医学ならびに産業との関連を考えると、
そのインフラに違いない。槇村研究室では他施設等のレファレンスに応じて共同研究または委託研究等とし
て医真菌の同定解析を行うと共に未記載種の新種命名・記載を行っている。
我々の新種記載が具体的にインパクトを与えた顕著な例の一つは、現在真菌初の汎世界流行（パンデミッ

ク）を生じ欧米で「日本発の恐怖の真菌」と呼ばれているカンジダ・アウリスである。分類と系統解析を始めとし
た博物学的アプローチは、その医学的・産業的業績を増し続けている。

医医真真菌菌のの系系統統解解析析とと新新種種のの探探索索
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キーワード：鉄栄養 、炎症、ヘプシジン、陸上長距離

陸上長距離選手におけるエネルギー出納・
鉄摂取量がヘプシジン分泌に与える影響

キキーーワワーードド：： 鉄鉄栄栄養養 炎炎症症 ヘヘププシシジジンン 陸陸上上長長距距離離キキーーワワーードド：： 鉄鉄栄栄養養 炎炎症症 ヘヘププシシジジンン 陸陸上上長長距距離離

研研究究のの概概要要

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

陸上長距離界では鉄剤の服用が日常的に行われており、中高生選手の間でも鉄の過剰摂取が問題となっ
ている。また、体重コントロールが必要な競技でもあるため、極度にエネルギー摂取量の制限をすることで心
身に支障をきたす選手が存在することも明らかとなっている。
本研究で「エネルギー摂取量が少ないと貧血のリスクが高まる点」「鉄の過剰摂取は逆に貧血を誘発する
点」を明らかにし、陸上長距離界の課題となっている低エネルギー摂取量や鉄過剰摂取の抑止力とし、健全
な心身を持つアスリートの育成に繋げていきたい。

陸陸上上長長距距離離選選手手ににおおけけるるエエネネルルギギーー出出納納・・
鉄鉄摂摂取取量量ががヘヘププシシジジンン分分泌泌にに与与ええるる影影響響

スポーツ医科学センター 助教

葛葛西西 真真弓弓
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2867/182 
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TEL： 042-690-5588 E-mail：mkasai0830@yahoo.co.jp

KASAI,Mayumi

八八王王子子キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
学会発表
・葛西真弓、虎石真弥、大村香織、亀本佳世子、中野孝行、松下 隆： 「大学生男子陸上長距離選手の強化練習期に
おける鉄摂取目標量の検討」 日本スポーツ栄養学会第 回大会、口頭発表（ ）
・葛西真弓、加藤基、笹原潤： 「 が正常でフェリチンが低下している の大学男子長距離走者に対し鉄剤投与を
行った 症例」 第 回日本臨床スポーツ医学会学術集会、一般ポスター発表（ ）

（写真）
医医学学

今まで貧血の原因と言うと「鉄不足」が一般的であった。しかし、近年炎症と貧血が関連している という新
たな観点が注目を集めている。
スポーツの世界で貧血は最も罹患率が高い内科疾患である。 毎日過酷なトレーニングを積むアスリートは
筋肉が傷付くことで全身に炎症を起こしやすいが、その炎症によって貧血を発症すると言われている。実は、
その要因となるのが「ヘプシジン」と呼ばれるホルモンである。
ヘプシジンは、肝臓から分泌されるホルモンで鉄の吸収を阻害することが知られている。ヘプシジ ンはエ
ネルギー摂取量不足、鉄の過剰摂取等でも分泌量が増えることが知られているが、国内におけるアスリート
を対象とした研究は限られている。
そこで、本研究では陸上長距離選手を対象としてエネルギー出納の正負とヘプシジン分泌量の違い、鉄
摂取量の違いによるヘプシジン分泌量の違いについて明らかにすることを目的とする。これらを解明するこ
とで、陸上長距離界の課題となっている低エネルギー摂取量や鉄過剰摂取の抑止力としていく。

エエネネルルギギーー
摂摂取取量量不不足足で
筋損傷増加

鉄鉄のの過過剰剰摂摂取取
でも分泌増加

スポーツ医科学センター　助教

葛西　真弓 KASAI, Mayumi

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2867/182 
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研究の概要
　今まで貧血の原因と言うと「鉄不足」が一般的であった。しかし、近年炎症と貧血が関連していると
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　スポーツの世界で貧血は最も罹患率が高い内科疾患である。毎日過酷なトレーニングを積むアスリー
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鉄摂取量の違いによるヘプ
シジン分泌量の違いについ
て明らかにすることを目的
とする。これらを解明するこ
とで、陸上長距離界の課題
となっている低エネルギー
摂取量や鉄過剰摂取の抑止
力としていく。 

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　陸上長距離界では鉄剤の服用が日常的に行われており、中高生選手の間でも鉄の過剰摂取が問題と
なっている。また、体重コントロールが必要な競技でもあるため、極度にエネルギー摂取量の制限を
することで心身に支障をきたす選手が存在することも明らかとなっている。
　本研究で「エネルギー摂取量が少ないと貧血のリスクが高まる点」「鉄の過剰摂取は逆に貧血を誘
発する点」を明らかにし、陸上長距離界の課題となっている低エネルギー摂取量や鉄過剰摂取の抑止
力とし、健全な心身を持つアスリートの育成に繋げていきたい。

知的財産・論文・学会発表など
学会発表
・ 葛西真弓、虎石真弥、大村香織、亀本佳世子、中野孝行、松下 隆： 「大学生男子陸上長距離選手の

強化練習期における鉄摂取目標量の検討」 日本スポーツ栄養学会第 5 回大会、口頭発表（2018） 
・ 葛西真弓、加藤基、笹原潤： 「Hb が正常でフェリチンが低下している IDNA の大学男子長距離走

者に対し鉄剤投与を行った 1 症例」 第 27 回日本臨床スポーツ医学会学術集会、一般ポスター発表
（2016） 

キキーーワワーードド：： 鉄鉄栄栄養養 炎炎症症 ヘヘププシシジジンン 陸陸上上長長距距離離キキーーワワーードド：： 鉄鉄栄栄養養 炎炎症症 ヘヘププシシジジンン 陸陸上上長長距距離離

研研究究のの概概要要

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど
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陸陸上上長長距距離離選選手手ににおおけけるるエエネネルルギギーー出出納納・・
鉄鉄摂摂取取量量ががヘヘププシシジジンン分分泌泌にに与与ええるる影影響響

スポーツ医科学センター 助教

葛葛西西 真真弓弓
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2867/182 
連絡先：

TEL： 042-690-5588 E-mail：mkasai0830@yahoo.co.jp

KASAI,Mayumi

八八王王子子キキャャンンパパスス

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
学会発表
・葛西真弓、虎石真弥、大村香織、亀本佳世子、中野孝行、松下 隆： 「大学生男子陸上長距離選手の強化練習期に
おける鉄摂取目標量の検討」 日本スポーツ栄養学会第 回大会、口頭発表（ ）
・葛西真弓、加藤基、笹原潤： 「 が正常でフェリチンが低下している の大学男子長距離走者に対し鉄剤投与を
行った 症例」 第 回日本臨床スポーツ医学会学術集会、一般ポスター発表（ ）

（写真）
医医学学

今まで貧血の原因と言うと「鉄不足」が一般的であった。しかし、近年炎症と貧血が関連している という新
たな観点が注目を集めている。
スポーツの世界で貧血は最も罹患率が高い内科疾患である。 毎日過酷なトレーニングを積むアスリートは
筋肉が傷付くことで全身に炎症を起こしやすいが、その炎症によって貧血を発症すると言われている。実は、
その要因となるのが「ヘプシジン」と呼ばれるホルモンである。
ヘプシジンは、肝臓から分泌されるホルモンで鉄の吸収を阻害することが知られている。ヘプシジ ンはエ
ネルギー摂取量不足、鉄の過剰摂取等でも分泌量が増えることが知られているが、国内におけるアスリート
を対象とした研究は限られている。
そこで、本研究では陸上長距離選手を対象としてエネルギー出納の正負とヘプシジン分泌量の違い、鉄
摂取量の違いによるヘプシジン分泌量の違いについて明らかにすることを目的とする。これらを解明するこ
とで、陸上長距離界の課題となっている低エネルギー摂取量や鉄過剰摂取の抑止力としていく。

エエネネルルギギーー
摂摂取取量量不不足足で
筋損傷増加

鉄鉄のの過過剰剰摂摂取取
でも分泌増加

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を
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キーワード：インフルエンザ、マクロライド、Leucomycin A3、国際交流

マクロライド系薬剤による
抗インフルエンザウイルス活性機序の解析

アジア国際感染症制御研究所（ADC）／医療教育共通研究センター　講師

菅又　龍一 SUGAMATA, Ryuichi

URL：https://www.teikyo-u.ac.jp/affiliate/laboratory/adc_labo/researcher.html 

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　インフルエンザ A ウイルスによる感染が引き起こ
す肺炎の重症化は死亡率が高い。ウイルス増殖を抑え
つつ、肺炎の劇症化を抑制しうる薬剤を探索してい
たところ、本来は抗菌薬として使用されるマクロラ
イド系薬のいくつかが抗ウイルス活性作用を示した。
そのなかでもジョサマイシン Josamycin（Leucomycin 
A3）は、マウスモデルを用いた実験系にて、ウイルス
の増殖を抑制しつつ、肺炎レベルを軽減することで、
感染マウスの生存率を飛躍的に高める効果をもつこ
とを発見した。
　マクロライドがもつ抗菌作用とは独立した抗ウイ
ルス作用機序を追究するため、現在はジョサマイシン
と、さらに強力な抗ウイルス活性をもつことを明ら
かにしたジョサマイシン誘導体が、宿主細胞に感染
したインフルエンザ A ウイルスの活性を、どのステッ
プで、どのようにして抑制しているのかなど、その
詳細なメカニズムを研究している。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　インフルエンザウイルスなど病原性 RNA ウイルスに対して効果を示すマクロライド独自の薬理作用が
新しく注目される。知名度、安全性、信頼性が高いマクロライド系薬をベースとして、全く新しいタイプ
のインフルエンザ治療薬や抗ウイルス薬へのリポジショニングが期待できる。また、マクロライドが本来
もつ抗菌作用は、ウイルス性肺炎に次ぐ細菌性二次感染を抑制し、致死率を低下させられるものと期待さ
れる。インフルエンザ重症肺炎による死亡リスクを減らすため、検疫所などの国際的理知のある施設、会
合場所に常時配置することで、防疫的な役割を期待できる。

知的財産・論文・学会発表など
劇症型炎症の予防 / または治療剤 特許 5733601 号　
新たなインフルエンザウイルス（A/HINIpdm 09）治療薬　特願 2019-100691
FET 型センサを用いたインフルエンザウイルス RNA の検出方法 特願 2011-189768 特開 2013-050426 
Sugamata R et al. Leukomycin A3 (LM-A3), A 16-membered macrolide antibiotics, inhibits influenza A virus 
infection and disease progression. J. Antibiot. 67: 213-222, 2014. [ 査読あり］
Tran DH, Sugamata et al.  Azithromycin, a 15-membered macrolide antibiotic, inhibits influenza A(H1N1)pdm09 
virus infection by interfering with virus internalization process. J. Antibiot. 72: 759-768, 2019 〔査読あり〕

コントロール
ジョサマイシン
エリスロマイシン900
クラリスロマイシン

キキーーワワーードド：： パパンンデデミミッッククイインンフフルルエエンンザザ、、ママククロロラライイドド、、 、、国国際際交交流流キキーーワワーードド：： パパンンデデミミッッククイインンフフルルエエンンザザ、、ママククロロラライイドド、、 、、国国際際交交流流
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実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

インフルエンザ ウイルスに対するマクロライド独自の薬理作用が新しく注目され、抗菌薬としての知名度、安
全性、信頼性が高いマクロライド系薬をベースとすることで、全く新しいタイプのインフルエンザ治療薬のリポ
ジショニングとその実用化が期待できる。
現在ヒトの気道に感染しやすい型へと変異が進んでいるトリインフルエンザウイルスは、近い将来にパンデ
ミックを起こすものと予想されている。インフルエンザ重症・劇症肺炎による死亡リスクを確実に減らすため、検
疫所などの国際的理知のある施設、会合場所に常時配置することで、防疫的な役割を期待できる。

ママククロロラライイドド系系薬薬にによよるる
抗抗イインンフフルルエエンンザザウウイイルルスス活活性性機機序序のの解解析析

アジア国際感染症制御研究所（ADC）／医療教育共通研究センター 講師

菅菅又又 龍龍一一
URL：https://www.teikyo-u.ac.jp/affiliate/laboratory/adc_labo/researcher.html 
連絡先： アジア国際感染症制御研究所 大学棟2号館B1F
TEL：03-3964-8420 E-mail：ryuichi.sugamata@med.teikyo-u.ac.jp

SUGAMATA, Ryuichi

板板橋橋キキャャンンパパスス

（写真）
医医学学

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
劇症型炎症の予防／または治療剤特特許許 号号
ＦＥＴ型センサを用いたインフルエンザウイルスＲＮＡの検出方法特願 特特開開

査読あり］

［査読なし］

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

K a p l a n - M e i e r ,  L o g - l a n k  t e s t

累
積
生
存
率
（％
）

マクロライドを1日1回注射

感染後の日数

n=22
n=17
n=14
n=16

p < 0.0001

p = 0.011

n.s.

の生存効果

ママウウススをを用用いいたた感感染染実実験験（（in vivo））

ヒヒトト細細胞胞をを用用いいたた感感染染実実験験（（in vitro））

Josamycin
(Leucomycin A3) - 1 0

0

5 . 0  1 0
7

1 . 0  1 0
8

1 . 5  1 0
8

2 . 0  1 0
8

2 . 5  1 0
8

1  M . O . I - i n f e c t i o n

0        2 . 0      5 . 0       2 0        5 0       1 0 0

n =  6

M e d i a n ,  Q . D .P
la

qu
e 

fo
rm

in
g 

un
it

ジョサマイシンの濃度（mM）

IC50=20 mM 感染細胞の培養液に
ジョサマイシンを投与

研研究究のの概概要要

感染細胞から出芽する
娘ウイルスの量が減少

コントロール
ジョサマイシン
エリスロマイシン900
クラリスロマイシン

キキーーワワーードド：： パパンンデデミミッッククイインンフフルルエエンンザザ、、ママククロロラライイドド、、 、、国国際際交交流流キキーーワワーードド：： パパンンデデミミッッククイインンフフルルエエンンザザ、、ママククロロラライイドド、、 、、国国際際交交流流

インフルエンザAウイルスによる感染が引き起こす
肺炎の重症化は死亡率が高い。ウイルス増殖を抑え

つつ、肺炎の劇症化を抑制しうる薬剤を探索してい

たところ、本来は抗菌薬として使用されるマクロライド

系薬のいくつかが抗ウイルス活性作用を示した。その

なかでもジョサマイシン Josamycin（Leucomycin A3）

は、マウスモデルを用いた実験系にて、ウイルスの増

殖を抑制しつつ、肺炎レベルを軽減することで、感染

マウスの生存率を飛躍的に高める効果をもつことを

発見した。

マクロライドがもつ抗菌作用とは独立した抗ウイルス

作用機序を追究するため、現在はジョサマイシンが

宿主細胞に感染したインフルエンザAウイルスの活性
を、どのステップで、どのようにして抑制しているのか

など、その詳細なメカニズムを研究している。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

インフルエンザ ウイルスに対するマクロライド独自の薬理作用が新しく注目され、抗菌薬としての知名度、安
全性、信頼性が高いマクロライド系薬をベースとすることで、全く新しいタイプのインフルエンザ治療薬のリポ
ジショニングとその実用化が期待できる。
現在ヒトの気道に感染しやすい型へと変異が進んでいるトリインフルエンザウイルスは、近い将来にパンデ
ミックを起こすものと予想されている。インフルエンザ重症・劇症肺炎による死亡リスクを確実に減らすため、検
疫所などの国際的理知のある施設、会合場所に常時配置することで、防疫的な役割を期待できる。

ママククロロラライイドド系系薬薬にによよるる
抗抗イインンフフルルエエンンザザウウイイルルスス活活性性機機序序のの解解析析

アジア国際感染症制御研究所（ADC）／医療教育共通研究センター 講師

菅菅又又 龍龍一一
URL：https://www.teikyo-u.ac.jp/affiliate/laboratory/adc_labo/researcher.html 
連絡先： アジア国際感染症制御研究所 大学棟2号館B1F
TEL：03-3964-8420 E-mail：ryuichi.sugamata@med.teikyo-u.ac.jp

SUGAMATA, Ryuichi

板板橋橋キキャャンンパパスス

（写真）
医医学学

知知的的財財産産・・論論文文・・学学会会発発表表ななどど
劇症型炎症の予防／または治療剤特特許許 号号
ＦＥＴ型センサを用いたインフルエンザウイルスＲＮＡの検出方法特願 特特開開

査読あり］

［査読なし］

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

K a p l a n - M e i e r ,  L o g - l a n k  t e s t

累
積
生
存
率
（％
）

マクロライドを1日1回注射

感染後の日数

n=22
n=17
n=14
n=16

p < 0.0001

p = 0.011

n.s.

の生存効果

ママウウススをを用用いいたた感感染染実実験験（（in vivo））

ヒヒトト細細胞胞をを用用いいたた感感染染実実験験（（in vitro））

Josamycin
(Leucomycin A3) - 1 0

0

5 . 0  1 0
7

1 . 0  1 0
8

1 . 5  1 0
8

2 . 0  1 0
8

2 . 5  1 0
8

1  M . O . I - i n f e c t i o n

0        2 . 0      5 . 0       2 0        5 0       1 0 0

n =  6

M e d i a n ,  Q . D .P
la

qu
e 

fo
rm

in
g 

un
it

ジョサマイシンの濃度（mM）

IC50=20 mM 感染細胞の培養液に
ジョサマイシンを投与

研研究究のの概概要要

感染細胞から出芽する
娘ウイルスの量が減少

SDGs 目標 3：すべての人に健康と福祉を



帝京大学・帝京大学短期大学　研究シーズ集 2021

医 

学

─ 78 ─

キーワード：ラクトペルオキシダーゼ、呼吸器感染症

RNA ウイルス感染における
ラクトペルオキシダーゼの作用

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　私は以前、LPO 及び HOSCN が気管支喘息の病態形成に関与していること、並びに、LPO の阻害剤 ( メ
チマゾール ) が気管支喘息の治療に有効であることを報告し、特許を取得した。現在おこなっている
研究により LPO の阻害剤が ARDS の治療に有効であることが示されれば、ARDS の治療薬の開発は重
要課題のひとつであるため、産業界へ大きなインパクトを与え得る。

知的財産・論文・学会発表など
特許： 気管支喘息の予防又は治療薬及びそのスクリーニング方法 ( 特許第 6143363 号、佐賀大学 )
論文： Hypothiocyanous Acid Suppresses PolyI:C-Induced Antiviral Responses by Modulating IRF3 

Phosphorylation in Human Airway Epithelial Cells. Nguyen TT, Suzuki S et al Tohoku J Exp 
Med. 2018 Jun;245(2):131-140. doi: 10.1620/tjem.245.131.

国際学会： Untoward effects of hypothiocyanite on airway epithelial cells. Shoichi Suzuki et al. The 10th 
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研研究究のの概概要要

気道管腔側の上皮細胞の表面は で覆われ、この液体にはラクトペルオキシダーゼ
とチオシアネートイオン が含まれている。病原微生物が気道に侵入すると上皮細胞等から過酸化水素

が産生されて、 による次の酵素反応が生じる。
→→ ⇄⇄

この反応で生成される ヒポチオシアン酸 は、病原微生物を攻撃して宿主を守る働きをもつ。しかし、こ
れが過剰に生成されたり、生成されるタイミングを間違えると感染症の病態を悪化させてしまうと考えられている。
最近、我々は二本鎖 ウイルスの で誘導される抗ウイルス応答 型インターフェロンの産生
や感染細胞のアポトーシス誘導）が、 で顕著に抑制されることを見いだした。さらなる解析により

は、先に述べた抗ウイルス応答に必須な転写「 」の活性化を抑制することを明らかにした。これら
の事実から、 が ウイルス感染症の増悪因子として働くことが示唆された。我々は、特にインフルエ
ンザウイルス感染により引き起こされる急性呼吸窮迫症候群 に着目し、この病態形成における
の作用について解析を進めている。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

私は以前、 及び が気管支喘息の病態形成に関与していること、並びに、 の阻害剤 メチマ
ゾール が気管支喘息の治療に有効であることを報告し、特許を取得した。現在おこなっている研究により

の阻害剤が の治療に有効であることが示されれば、 の治療薬の開発は重要課題のひとつで
あるため、産業界へ大きなインパクトを与え得る。
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キーワード：老化、水晶体、タンパク質、D - アミノ酸

タンパク質中のアスパラギン酸残基の
異性化に関する研究

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
・ アスパラギン酸残基の異性化を加齢指標（バイオマーカー）として利用する抗加齢研究
・ 異性化の進行抑制を研究することで加齢性疾患発症を遅延させ、QOL（quality of life) の向上およ

び医療費削減ができる

知的財産・論文・学会発表など
論文（査読あり、研究成果）：
1.  D-Amino acids in protein: The mirror of life as a molecular index of aging. Fujii N, Takata T, Fujii N, 

Aki K, Sakaue H. Biochim Biophys Acta Proteins Proteom. 2018 Jul;1866(7):840-847
2.  A rapid, comprehensive liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)-based survey of the 

Asp isomers in crystallins from human cataract lenses. Fujii N, Sakaue H, Sasaki H, Fujii N. J Biol 
Chem. 2012 Nov 16;287(47):39992-40002
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研研究究のの概概要要

加齢性白内障の水晶体の構成タンパク質には通常のアスパラギン酸
残基（ α 以外に３つの異性体（ β α β ）が存在し
ている。これらの異性体は生理条件下で可逆的に生成し、加齢性黄斑
変性症やアルツハイマー病に関係するタンパク質に存在していることか
ら、加齢性疾患の原因の一つと考えられている。これまでタンパク質中
の 残基の異性体を分析する方法は手間がかかっていたが、

を用いることで少量のサンプルで短時間かつ簡便な分析方法を
確立した。現在はこの分析方法を用いて様々な組織に 残基の異性
化が起きているかを調べている。また、異性化 残基の形成と疾患と
の繋がりを解明している。

実実学学へへののつつななががりり・・産産業業界界へへののアアピピーールルポポイインントトななどど

• アスパラギン酸残基の異性化を加齢指標（バイオマーカー）として利用する抗加齢研究
• 異性化の進行抑制を研究することで加齢性疾患発症を遅延させ、 （ の向上および医療
費削減ができる

タタンンパパクク質質中中ののアアススパパララギギンン酸酸残残基基のの
異異性性化化にに関関すするる研研究究

板橋キャンパス 中央RI教育・研究施設 講師

藤藤井井 智智彦彦
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論文（査読あり，研究成果）：

学会発表（最新の研究成果）：
• 加齢性白内障の水晶体における細胞骨格タンパク質中の 残基の異性化 藤井智彦、岸本成史、藤井
紀子 第 回日本白内障学会総会、第 回水晶体研究会 年 月 ～ 日

（写真）
医医学学

タンパク質中に存在するアスパラギン酸残基の構造

を用いた異性体分析
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研究の概要
　加齢性白内障の水晶体の構成タンパク質には通常のアスパラギン酸残基（Lα－ Asp) 以外に３つの異性
体（Lβ－，Dα－，Dβ－ Asp）が存在している。これらの異性体は生理条件下で可逆的に生成し、加齢性
黄斑変性症やアルツハイマー病に関係するタンパク質に存在していることから、加齢性疾患の原因の一
つと考えられている。これまでタンパク質中の Asp 残基の異性体
を分析する方法は手間がかかっていたが、LC-MS/MS を用いるこ
とで少量のサンプルで短時間かつ簡便な分析方法を確立した。現
在はこの分析方法を用いて様々な組織に Asp 残基の異性化が起き
ているかを調べている。また、異性化 Asp 残基の形成と疾患との
繋がりを解明している。
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• 異性化の進行抑制を研究することで加齢性疾患発症を遅延させ、 （ の向上および医療
費削減ができる

タタンンパパクク質質中中ののアアススパパララギギンン酸酸残残基基のの
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論文（査読あり，研究成果）：
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キーワード：EDC、ePRO、Viedoc、データマネジメント

臨床研究データ収集・管理支援

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　各診療科、臨床研究のニーズに合わせて、データ収集・管理システムを構築している。Viedoc を用いた
疾患レジストリや、医師主導臨床治験、患者アンケート調査、割付等の対応が可能である。
　Viedoc 以外の EDC システム、あるいはそのほかの臨床研究データ抽出、入力方法についても検討して
いる。コラボレーションを希望される企業があれば、是非ご連絡いただきたい。

臨床研究センター　准教授

宇野　希世子 UNO, Kiyoko

URL：https://www.teikyo-u.ac.jp/affiliate/laboratory/tarc

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　臨床研究におけるデータ収集、記録、集計、管理の方法は、常に進化している。その中において、帝京大
学は臨床研究環境整備の一環として、スウェーデンに本社をおくヴィードック・ジャパン株式会社 （Viedoc 
Japan K.K.） との間に Viedoc システム利用に関する包括ライセンス契約を締結した。本学研究者は臨床研究
センター （TARC） を通じて、同システムの利用が可能である。これまで TARC では、各診療科からの依頼を
受け、下記記載の疾患レジストリ構築や、割付、患者アンケート調査の作成等を Viedoc を用いて行っている。
・（整形外科）脆弱性骨折患者に対する至適包括的管理の基盤確立のための臨床コホート研究
・（呼吸器外科）転移性肺腫瘍に対する部分切除例の再発様式に関する多施設共同研究
・（帝京ちば小児科） 若年性バセドウ病の MMI 単独治療、MMI+ 無機ヨウ素併用治療の有効性と安全性に関す

る多施設共同観察研究
・（整形外科）TARGET: 外傷センターレジストリ研究
・（消化器内科）自己免疫性肝炎と原発性胆汁性胆管炎に対する症例対象研究

　Viedoc は、ICH-GCP 等の研究に求められる規制要件を満たしており、全ての情報は暗号化されて送信される。
データは随時バックアップがとられ、監査証跡や time stamp が自動で取られる仕様になっており、治験にも
対応可能である。ランダム割付機能を用いることで、患者の割付もできる。また、「自己免疫性肝炎と原発
性胆汁性胆管炎に対する症例対象研究」 で用いた Viedoc Me （右下図） は ePRO（Electronic Patient Reported 
Outcomes）用のアプリケーションであり、今後も様々な臨床研究において活用ができると考えている。

　一方で、臨床研究ごとに EDC に入力するのではなく、研究間でデータを共有できる仕組み作りも大阪大学
等で始まっており、積極的に情報収集をしながら、新たなデータマネジメントのオプションも検討していき
たいと考えている。

SDGs 目標 17：パートナーシップで目標を達成しよう

帝京大学・帝京大学短期大学 研究シーズ集 2021

写真
臨床研究センター 准教授

UNO, Kiyoko
URL：https://www.teikyo-u.ac.jp/affiliate/laboratory/tarc

医学
板橋

キャンパス

臨床研究データ収集・管理支援

キーワード：EDC、ePRO、Viedoc、データマネジメント

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
各診療科、臨床研究のニーズに合わせて、データ収集・管理システムを構築している。Viedocを用い
た疾患レジストリや、医師主導臨床治験、患者アンケート調査、割付等の対応が可能である。
Viedoc以外のEDCシステム、あるいはそのほかの臨床研究データ抽出、入力方法についても検討し
ている。コラボレーションを希望される企業があれば、是非ご連絡いただきたい。

宇野 希世子

臨床研究におけるデータ収集、記録、集計、管理の方法は、常に進化している。その中において、
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送信される。データは随時バックアップがとられ、監査証跡やtime stampが自動で取られる仕様に
なっており、治験にも対応可能である。ランダム割付機能を用いることで、患者の割付もできる。また、
「自己免疫性肝炎と原発性胆汁性胆管炎に対する症例対象研究」で用いたViedoc Me（右下図）は
ePRO(Electronic Patient Reported Outcomes）用のアプリケーションであり、今後も様々な臨床研究
において活用ができると考えている。

一方で、臨床研究ごとにEDCに入力するのではなく、研究間でデータを共有できる仕組み作りも
大阪大学等で始まっており、積極的に情報収集をしながら、新たなデータマネジメントのオプション
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実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　臨床研究に関するコンサルテーションや臨床試験業務を行うことで、より多くの臨床研究を、より高い
科学レベルで、より効率的に行うことを目指している。また、臨床研究の成功には研究者の目的意識と、
それを共有するチームとの息の合ったコラボレーションが必須であり、支援体制強化を図り、チーム力を
高めることが、臨床研究の成功に結び付くと考える。
　国際研究、企業のニーズにも応じられる臨床研究のデザイン、体制構築ができるように、体制強化を進
めている。

知的財産・論文・学会発表など
論文化した支援臨床研究
　J Aoki, K Kozuma et al.: Effect of combination of non-slip element balloon and drug-coating balloon for 
in-stent restenosis lesions (ELEGANT study) Journal of Cardiology 74(5), 436-442 2019.
　浅原哲子、宇野希世子、金子徹治、宇野健司、盛田幸司、石川敏夫、山陰一、北岡有喜、澤智博、塚本
和久、寺本民生：COVID19 流行期における糖尿病患者血糖コントロールに関する実態調査－電子カルテ
データベース研究、第 94 回日本内分泌学会学術集会シンポジウム 2021.

研究の概要
　2015 年 4 月より施行された 「人を対象とする医学研究に関する倫理指針」、2018 年 4 月より施行
された 「臨床研究法」 の下で、臨床研究の実施にはさらなる科学性と倫理性が求められている。下図
に示すように、研究の段階に応じた様々な対応が必要になっており、臨床研究の運営にはチーム体制
で臨むことが重要になってきた。帝京大学臨床研究センター （TARC） は、ARO（Academic Research 
Organization） として、研究の目的に沿った研究体制の提案、支援をしている。関連法規に遵守した研究
計画書の作成支援、手続き支援、統計解析、記録保管等に加え、EDC （Electronic Data Capture） を用い
たランダム割付、疾患レジストリの構築業務も可能であり、帝京大学の臨床研究、特定臨床研究をさら
に活発化させるための支援体制強化を図っている。

キーワード：ARO、臨床研究支援、研究体制構築

臨床研究支援体制の強化
臨床研究センター　准教授

宇野　希世子 UNO, Kiyoko

URL：https://www.teikyo-u.ac.jp/affiliate/laboratory/tarc

医学

板橋キャンパス

SDGs 目標 17：パートナーシップで目標を達成しよう

帝京大学・帝京大学短期大学 研究シーズ集 2021

写真
臨床研究センター 准教授

UNO, Kiyoko
URL：https://www.teikyo-u.ac.jp/affiliate/laboratory/tarc

医学

板橋
キャンパス

臨床研究支援体制の強化

キーワード：ARO、臨床研究支援、研究体制構築

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
臨床研究に関するコンサルテーションや臨床試験業務を行うことで、より多くの臨床研究を、より高い科
学レベルで、より効率的に行うことを目指している。また、臨床研究の成功には研究者の目的意識と、
それを共有するチームとの息の合ったコラボレーションが必須であり、支援体制強化を図り、チーム力
を高めることが、臨床研究の成功に結び付くと考える。
国際研究、企業のニーズにも応じられる臨床研究のデザイン、体制構築ができるように、体制強化を進
めている。

知的財産・論文・学術発表など
論文化した支援臨床研究
J Aoki, K Kozuma et al.: Effect of combination of non-slip element balloon and drug-coating balloon 
for in-stent restenosis lesions (ELEGANT study) Journal of Cardiology 74(5), 436-442 2019.
浅原哲子、宇野希世子、金子徹治、宇野健司、盛田幸司、石川敏夫、山陰一、北岡有喜、澤智博、塚
本和久、寺本民生：COVID19流行期における糖尿病患者血糖コントロールに関する実態調査-電子カ
ルテデータベース研究、第94回日本内分泌学会学術集会シンポジウム 2021.
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宇野 希世子

2015年4月より施行された「人を対象とする医学研究に関する倫理指針」、2018年4月より施行された
「臨床研究法」の下で、臨床研究の実施にはさらなる科学性と倫理性が求められている。下図に示
すように、研究の段階に応じた様々な対応が必要になっており、臨床研究の運営にはチーム体制
で臨むことが重要になってきた。帝京大学臨床研究センター(TARC)は、ARO(Academic Research 
Organization)として、研究の目的に沿った研究体制の提案、支援をしている。関連法規に遵守した
研究計画書の作成支援、手続き支援、統計解析、記録保管等に加え、EDC (Electronic Data 
Capture) を用いたランダム割付、疾患レジストリの構築業務も可能であり、帝京大学の臨床研究、特
定臨床研究をさらに活発化させるための支援体制強化を図っている。

単施設・少数例の臨床研究 多施設・大規模の臨床研究

研究者のモラル

Translational Research、治験

研究データの信頼性の積極的保証 - Monitoring -

産学連携と社会的信頼

Informed Consent

Conflict of Interestの開示

倫理審査委員会 / IRB

研究データの信頼性の積極的保証 - 監査 -

研究データの信頼性の積極的保証 - Audit Trail データの追跡可能性 -

研究の科学性の積極的保証 – 研究デザインの専門家によるレビュー -

研究結果の正当な評価 - 統計解析 -

関連法規の遵守（倫理指針、臨床研究法等）関連法規の遵守（倫理指針、臨床研究法等）
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実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　各臨床研究の目標 （承認申請、ガイドライン改訂、トップジャーナル投稿等） によって、求められ
る臨床研究の品質は異なる。研究者が求めるニーズに合わせて、品質管理、目標達成支援を行う体制
構築が本研究の目標である。臨床研究の PDCA サイクルが、帝京大学の文化として根付くことにより、
より高品質の臨床研究計画、実施が可能になると考える。

知的財産・論文・学会発表など
－ 「臨床研究学公開講座」LMS 配信 2020 年 11 月～

医学

板橋キャンパス

研究の概要
　臨床研究の品質管理の一環として、研究倫理委員会で承認を受けた臨床研究が、実際に倫理指針を遵
守し、研究計画書に則った研究の運営や結果の報告を行えているか、施設を抽出しての書面と実地調査
を AMED が開始している。帝京大学においては、現時点で AMED による調査は行われておらず、倫理指
針の遵守ができているか、については、研究者主体に倫理委員会への報告を行っているのみである。さ
らに我々が注目している点は、倫理委員会承認後、主要評価項目を変更せざるを得ない臨床研究や論文
公表に至らない臨床研究が存在するということであり、臨床研究の運営や研究目的の達成には課題が多
いと考えている。
　臨床研究は、” 国民の健康保持増進、患者の回復と生活の質の向上 “ を目標として行われる研究であ
り、臨床研究にはその目標に沿ったデータの品質管理および結果の公表が求められる。研究者にとって
も、論文公表によって研究結果が認められ、その成果を臨床現場へと還元できることは非常に重要である。
臨床研究品質管理と論文公表という目標達成
のための支援を帝京大学臨床研究センター 

（TARC） では、検討、実施している。
　我々はまず、研究実施力を身につけるため
の教育として、2020 年 11 月に全教職員を
対象としたウェブでの臨床研究公開講座を開
講した。さらに、右図の臨床研究における
PDCA サイクルに示す品質管理（CHECK） か
ら修正 （ACT） への支援を行い、臨床研究の
品質向上に繋げてきたいと考えている。現在
進行中の臨床研究が倫理指針に則って運営で
きているか、研究の運営にあたってどのよう
な支援を必要としているか、特に論文公表に
あたって支援を必要としていないか、調査を
行い、今後支援を行う予定である。

キーワード：臨床研究品質管理、臨床研究結果の公表、PDCA サイクル

臨床研究の目標達成に関する研究
臨床研究センター　准教授

宇野　希世子 UNO, Kiyoko

URL：https://www.teikyo-u.ac.jp/affiliate/laboratory/tarc
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SDGs 目標 12：つくる責任、つかう責任
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臨床研究の目標達成に関する研究
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研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
各臨床研究の目標（承認申請、ガイドライン改訂、トップジャーナル投稿等）によって、求められる臨
床研究の品質は異なる。研究者が求めるニーズに合わせて、品質管理、目標達成支援を行う体制構
築が本研究の目標である。臨床研究のPDCAサイクルが、帝京大学の文化として根付くことにより、よ
り高品質の臨床研究計画、実施が可能になると考える。

知的財産・論文・学術発表など
- 「臨床研究学公開講座」LMS配信 2020年11月～

SDGs目標12：つくる責任、つかう責任

宇野 希世子

臨床研究の品質管理の一環として、研究倫理委員会で承認を受けた臨床研究が、実際に倫理
指針を遵守し、研究計画書に則った研究の運営や結果の報告を行えているか、施設を抽出しての
書面と実地調査をAMEDが開始している。帝京大学においては、現時点でAMEDによる調査は行わ
れておらず、倫理指針の遵守ができているか、については、研究者主体に倫理委員会への報告を
行っているのみである。さらに我々が注目している点は、倫理委員会承認後、主要評価項目を変更
せざるを得ない臨床研究や論文公表に至らない臨床研究が存在するということであり、臨床研究の
運営や研究目的の達成には課題が多いと考えている。

臨床研究は、”国民の健康保持増進、患者の回復と生活の質の向上“を目標として行われる研究
であり、臨床研究にはその目標に沿ったデータの品質管理および結果の公表が求められる。研究
者にとっても、論文公表によって研究結果が認められ、その成果を臨床現場へと還元できることは
非常に重要である。臨床研究品質管理と論文公表という目標達成のための支援を帝京大学臨床研
究センター(TARC)では、検討、実施している。
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品質向上支援品質向上支援我々はまず、研究実施力を身につける
ための教育として、 2020年11月に全教職
員を対象としたウェブでの臨床研究公開
講座を開講した。さらに、右図の臨床研究
におけるPDCAサイクルに示す品質管理
(CHECK)から修正(ACT)への支援を行い、
臨床研究の品質向上に繋げてきたいと考
えている。現在進行中の臨床研究が倫理
指針に則って運営できているか、研究の
運営にあたってどのような支援を必要とし
ているか、特に論文公表にあたって支援
を必要としていないか、調査を行い、今後
支援を行う予定である。


