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会 場 案 内
会

場

ウインクあいち(愛知県産業労働センター)
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 4 丁目 4-38
TEL：052-571-6131(受付 9:00〜20:00) FAX：052-571-6132
URL：http://www.winc-aichi.jp/
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センチュリー
豊田ビル
地下鉄東山線

地下通路：名駅地下街サンロードからミッドランドスクエア、マルケイ観光ビル
名古屋クロスコートタワーを経由(徒歩 8 分)

交 通 案 内
JR 名古屋駅

中部国際空港
中部国際空港

→

名鉄名古屋駅間の移動は下記の通りとなります
（運賃

870 円）

特急（一部特別車）

急行・準急

ミューチケット 360 円が
別途必要となります。

特別車ご乗車の際はミューチケット
360 円が別途必要となります。
（一般車
利用の際は乗車券のみで乗車可能です）

乗車券のみで利用可能です。

最速 29 分

最速 36 分

所要 60 分前後

特急（ミュースカイ
全車特別車）

名鉄名古屋駅

徒歩
5分

ウインクあいち
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徒歩

5分

会 場 見 取 り 図
5階

D 会場 (小ホール 1)
学術評議員会、市民公開講座、懇親会

D 会場
501

小ホール 2

小ホール 1

クローク

502

学術評議員会

EV ロビー

5階

市民公開講座・懇親会

小ホール 1

受付

11 階

ＡＢＣ会場 (1101～1103 中会議室)
A 会場 (1101 中会議室)：一般口演、開会式、閉会式
B 会場 (1102 中会議室)：一般口演
C 会場 (1103 中会議室)：一般口演
学会本部・来賓室 (1105 小会議室)
休憩室 (1106、1107 小会議室)
受付 (1108 小会議室)：総合受付、A〜C 会場座長・演者受付
クローク (1109 小会議室)

A 会場

B 会場

1101 中会議室

クローク
1109
小会議室

受付
1108
小会議室

1102 中会議室

休憩室
1107
小会議室

本部
来賓室

1106
小会議室

1105
小会議室

EV ロビー

C 会場

1103 中会議室

スタッフ控室
1104
中会議室

11 階

会議室

各階の移動について
エレベーターは、低層階用(1 階〜8 階)と高層階用(1 階・8 階〜11 階)がございま
す。お間違えのないよう、ご注意ください。
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お 知 ら せ と お 願 い
ご 参 加 の 皆 様 へ
1．会場となっている建物は全館禁煙です。喫煙場所は、5 階と 11 階の北側に、1 箇
所ずつございます。
2．総合受付、座長受付および演者受付は、ウインクあいち(愛知県産業労働センタ
ー)11 階(1108 小会議室)で午前 9 時より開始いたします。
3．学術評議員会受付は、ウインクあいち 5 階 D 会場(小ホール 1)の前で午前 11 時 50
分より開始いたします。
4．当日参加の方は総合受付で参加会費を添えて登録をお願いいたします。参加証お
よびプログラム・要旨集をお渡しいたします。
当日参加費

学術評議員

6,000 円 (昼食代含む)

一般会員

5,000 円

非会員

6,000 円

大学院生・研修医

2,000 円 (身分証をご提示ください。)

学部学生

無

懇親会費

料 (学生証をご提示ください。)

7,000 円
学部学生・大学院生

5,000 円

5．会場では参加証をお付けください。
6．記名台に準備するプラスチックホルダーに参加証を入れてご使用ください。
7．11 階受付に伝言板を用意します。会場内の呼び出し等にご利用ください。
8．会場内での写真およびビデオ撮影は固くお断りします。

発 表 さ れ る 方 へ
注意事項
※スライドの 1 枚目に利益相反(COI)開示に関するスライドを入れてください。COI
申告文例スライドは部会ホームページよりダウンロードしてください。
※学生優秀発表賞応募の学生の皆様は、当日、お手数ですが、発表受付にて学部学生・
大学院生であることを証明できる学生証を提示してください。
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発表準備のために
1．発表は全て液晶プロジェクターを用いた PowerPoint によるプレゼンテーション
です。
2．会場で使用するコンピュータの OS は Windows７のみ 、アプリケーションは
PowerPoint 2016 のみです。
3．Macintosh で作成されたデータを使用される場合には、発表前に必ず会場のコン
ピュータ（Windows 7）での動作確認をお願いいたします。
4．スライド作成時には、ページ設定 → スライドサイズ指定 → 35ｍｍスライドを
選択し、スライドの範囲の 9 割以内の範囲に作成してください。コンピュータ間
の移動時にずれの可能性が低くなります（全くずれないということではありませ
ん）。フォントは、日本語なら“MS 明朝”および“MS ゴシック”、英語なら“Times
New Roman”、“Arial”、および“Century”をご使用ください。文字化けの可能性
が低くなります（全く文字化けをしないというわけではありません）。
5．音声及び動画の利用はできません。
6．ファイル名を｢演題番号＋苗字（ローマ字）｣（例えば A-01-nagoya.pptx）とし、
発表用データファイルを入れた USB メモリーをご持参ください。ご持参頂いた USB
メモリーには発表用データファイル以外は入れないでください。
また、バックアップの用データファイルとして、他の USB メモリーや CD のご持参
をお薦めします。なお、当日は事務局で用意した USB へコピーし、その後、動作
確認をお願いいたします。
7．発表用データファイルは一度ハードディスクにコピーさせて頂きます。ファイル
は発表終了後、事務局側で責任を持って消去いたします。
8．コンピュータの持ち込みによる発表はできませんのでご了承ください。
9．口演の取り消し、演者の変更は、早急に事務局までご連絡ください。

発表当日
[会場に着いたら]
1．USB メモリーは 11 階(A〜C 会場)の演者受付にて受付けいたします。
2．各会場の演者受付のコンピュータにより、事前に動作確認をお願いいたします。
発表予定時間の１時間前までに受付をお済ませください。
3．午前 9 時より受付を開始致しますので、朝早い発表の方はなるべく早い時間に受
付にお越しください。
4．発表の 10 分前には次演者席でお待ちください。
5．口演の取り消し、演者の変更は、総合受付までご連絡ください。
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[発表方法]
1．口演時間は 9 分、討論時間は演者の交代を含めて 3 分です。
2．口演中は座長の指示に従ってください。
3．演台上のマウスを操作してプレゼンテーションを行ってください。
4．発表の経過時間は、プロジェクター近くに置く PC 画面にカウントアップ表示し
ます。講演終了 1 分前(8 分経過時)にベルが 1 回鳴り、終了時(9 分経過時)には
ベルが 2 回鳴ります。その後、討論の持ち時間オーバーになるとベルが 3 回鳴
ります。
5．口演時間の厳守をお願いいたします。

[学生優秀発表賞について]
1．学生優秀発表賞の結果は、閉会挨拶の際に、発表いたします。
2．表彰式は、懇親会にて行います。受賞者は必ず出席をお願いいたします(招待)。

座 長 ・ 審 査 員 の 先 生 へ
1．座長の先生は、ご担当されるセッションの開始 30 分前までに、11 階(A〜C 会場)
の座長受付にお立ち寄りください。選考セッションの座長の先生には学生優秀発
表賞の審査表をお渡しいたします。
2．ご担当されるセッションの開始 10 分前までに、当該会場内にお入りください。
3．セッションの進行は座長に一任致します。よろしくお願いいたします。
4．計時と照明等は進行補助が担当いたします。
5．学生優秀発表賞の審査用紙は、セッションが終わりましたら、速やかに座長受付
までご提出ください。

学 術 評 議 員 の 先 生 へ
1．学術評議員会は午後 12 時 20 分から、5 階 D 会場(小ホール 1)にて行います。
2．会場前の学術評議員会受付で必要書類をお受け取りください。
3．学術評議員会にご参加の先生には昼食をご用意いたしております。

6

食 事 ・ お 荷 物 の お 預 か り
1．食事はウインクあいち(B1)もしくは会場周辺(名古屋駅等)の飲食店をご利用くだ
さい。
2．午前 9 時より 11 階 1109 小会議室においてクロークをご利用頂けます。
3．11 階クロークは午後 5 時 20 分に終了いたします。
4．懇親会に参加される先生は、5 階 D 会場(小ホール 1)横のクロークにお荷物のご移
動をお願いいたします。
5．貴重品、傘およびパソコンはお預かりできません。各自で管理をお願いいたしま
す。

懇 親 会
1．学会終了後、午後 5 時 30 分より 5 階 D 会場(小ホール 1)にて懇親会を行います。
2．当日ご参加を希望される方は、11 階総合受付にて参加費 7,000 円(学部学生・大
学院生 5,000 円)を添えてお申し込みください。多数のご参加をお待ち申し上げ
ております。

薬 剤 師 研 修 セ ン タ ー 認 定 に つ い て
1．本会は、薬剤師研修センター認定の学術集会です。
2．希望される薬剤師の方に(財)日本薬剤師研修センター受講認定シールを配布いた
します。研修手帳をお持ちの上、11 階総合受付にお申し出ください。

市

民

公

開

講

座

しなやかで強い骨を守るために
〜骨粗しょう症によるねたきりを防ぐ〜
日時：2017 年 6 月 30 日(金)

午後 2 時 15 分〜午後 3 時 15 分

会場：5 階 D 会場(小ホール 1)
講師：教授

鈴木

敦詞

座長：教授

櫨

彰

(藤田保健衛生大学 医学部 内分泌・代謝内科学)
(愛知学院大学 薬学部 応用薬理学講座)
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進 行 ・ 座 長 一 覧 表
A会場

Ｂ会場

Ｃ会場

D会場

11階

11階

11階

５階

（1101中会議室）

（1102中会議室）

（1103中会議室）

（小ホール１）

9:00

開場(ABC会場)・参加受付（1108 小会議室）

9:55-10:00
10:00-10:12
10:12-10:24
10:24-10:36

開会挨拶 (A会場）
A-1~6

B-1~5

中

細

枢

C-1~5

胞

骨

10:36-10:48

座長：田熊

一敞

座長：村木 克彦

座長:大井 義明

10:48-11:00

前田

定秋

森

大浦

秀治

清

11:00-11:12

選考セッション

選考セッション

11:12-11:24

B-6~10

C-6~10

選考セッション

11:24-11:36

Ａ-7~10 中 枢 1

中

枢
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11:36-11:48

座長：金子 周司

座長：小澤 光一郎

11:48-12:00

山田 清文

小坂田 文隆

免疫関連細胞・器官
座長：大矢

進

田中 秀和

11:50

受付開始
(小ホール1前)

学術評議員会

12:20-13:20

13:45-13:57

選考セッション

選考セッション

選考セッション

13:57-14:09

Ａ-11~15

B-11~15

C-11~15

14:09-14:21
14:21-14:33

中

枢

2

座長：大澤 匡弘

14:33-14:45

兼松

隆

中

枢

５

座長：久米 利明
橋本

均

細

14:00

胞

開

場

14:15-15:15

座長：川畑 篤史
西田 基宏

市民公開講座
講師 鈴木 敦詞

14:50-15:02

選考セッション

選考セッション

選考セッション

15:02-15:14

Ａ-16~20

B-16~20

C-16~20

心・血管

その他

15:14-15:26
15:26-15:38
15:38-15:50

15:55-16:07
16:07-16:19
16:19-16:31

中

枢

3

座長：小山

豊

酒井 規雄

座長：金井 好克
喜多 紗斗美

Ｃ-21~26

細胞内器官・分子

心・血管

その他

16:43-16:55

山村 寿男

座長：一瀬 千穂
西山

成

16:55-17:07

座長：島田 康人
田中

茂
17:00

受付開始
(小ホール1前)

閉会挨拶 (C会場）
17:15

17:30-19:30

彰

福石 信之

Ｂ-21~25

座長：岸岡 史郎

櫨

健

A-21~25

16:31-16:43

17:07-17:12

座長：奈邉

座長

開

場

懇親会・表彰式
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10:00-11:12
座長： 田熊
前田

中枢
一敞（大阪大院・歯・薬理）
定秋（摂南大・薬・薬物治療）

10:00 A-1 神経障害性疼痛における帯状回皮質ミクログリアの役割
〇大澤 匡弘、宮本 啓補、粂 和彦
名古屋市大院薬・神経薬理

10:12 A-2 デキサメタゾンによる培養アストロサイトのエンドセリン ETA および ETB 受
容体の Down-regulation
1

2

2

2

2

○小山 豊 、浮田 彰乃 、阿部 華奈 、岩前 邦明 、田中 啓介 、小竹 優希
1

2

2

神戸薬大・薬理、 大阪大谷大・薬・薬理

10:24 A-3 非ステロイド性抗炎症薬 Flurbiprofen のセロトニントランスポーター (SERT)
に対する効果
〇酒井 規雄、平川 明樹、村川 青矢、浅野 昌也、秀 和泉、白藤 俊彦、田中 茂
広島大院・医歯薬保・神経薬理

10:36 A-4 肝臓における脳梗塞誘導性炎症性サイトカイン増加に対する orexin-A の関与
○原田 慎一、徳山 尚吾
神戸学院大・薬・臨床薬

10:48 A-5 オランザピンは海馬歯状回の神経脱落に伴う認知機能障害を抑制する
〇尾中 勇祐、和田 翔汰、米山 雅紀、山口 太郎、荻田 喜代一
摂南大・薬・薬理

11:00 A-6 自閉スペクトラム症患者に高頻度で de novo 変異が認められる遺伝子産物の機
能解析
1

1

○馬場 優志 、松村 憲佑 、中澤 敬信
橋本 均
1

1, 2

、永安 一樹

1, 3

1

2

、笠井 淳司 、田熊 一敞 、

1, 4, 5, 6
2

3

4

大阪大院・薬・神経薬理、 大阪大院・歯・薬理、 京都大院・薬・生体機能解析、 大阪大院・
5
6
小児・子どものこころセンター、 大阪大院・薬・附属創薬センター、 大阪大・データビリティ
フロンティア機構
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11:12-12:00
座長： 金子
山田

選考セッション

中枢１

周司（京都大院・薬・生体機能解析）
清文（名古屋大院・医・医療薬学・附病薬剤部）

11:12 A-7 末梢組織中のチオール型およびジスルフィド型 high mobility group box 1 によ
り誘起される痛覚増強へのマクロファージの関与
○中島 夏奈、堂本 莉紗、関口 富美子、坪田 真帆、川畑 篤史
近畿大・薬・病態薬理

11:24 A-8 脊髄後角における HMGB1 による疼痛誘発メカニズムの解明
〇宮内 一希、張 芳芳、中島 一恵、仲田 義啓、森岡 徳光
広島大院・医歯薬保・薬効解析

11:36 A-9 反復社会的敗北ストレスによる痛覚閾値の低下に対する帯状回皮質ノルアド
レナリン神経系の役割
1

2

2

2

1

1

2

○大森 翔太 、高岸 良典 、上岡 万莉 、辻 諒佑 、北尾 優花 、粂 和彦 、笠原 二郎 、
大澤 匡弘
1

1
2

名古屋市大・薬・神経薬理、 徳島大院・ヘルスバイオサイエンス・神経病態解析

11:48 A-10 マクロファージ由来 high mobility group box1 は bortezomib 誘起神経障害性疼
痛に関与する
1

1

1

1

1

2

○宮崎 貴也 、坪田 真帆 、冨田 詩織 、出口 智代 、関口 富美子 、西堀 正洋 、川畑 篤史
1

2

近畿大・薬・病態薬理、 岡山大院・医歯薬・薬理

10

1

13:45-14:45
座長： 大澤
兼松

選考セッション

中枢２

匡弘（名古屋市立大院・薬・神経薬理）
隆（広島大院・医歯薬保・細胞分子薬理）

13:45 A-11 ハロペリドールによるオキシトーシスとフェロトーシスの抑制
○山本 昇太郎、大橋 憲太郎、平田 洋子
岐阜大院・工・生命工

13:57 A-12 冬眠動物における硫化水素による体温制御機構
○吉岡 寛美、湯澤 桃圭、河村 理沙、神川 澪香、宮本 玲菜、門田 麻由子、渡邊 正知、田村 豊
福山大・薬・薬理

14:09 A-13 家族性アルツハイマー病モデルマウスにおける学習・記憶障害と GABA
transporter 2 タンパク発現解析
〇平嶋 一貴、衣斐 大祐、角谷 佳保里、間宮 隆吉、平松 正行
名城大・薬・薬品作用

14:21 A-14 学習・記憶障害モデルマウスにおけるベタイン飲水摂取の効果
〇角谷 佳保里、衣斐 大祐、平嶋 一貴、間宮 隆吉、平松 正行
名城大・薬・薬品作用

14:33 A-15 マウスの記憶・学習行動に熱ショックタンパク質発現誘導が与える役割の検
討
○田上 凌、宇高 裕太、橋川 成美、橋川 直也
岡山理大院・理・臨床

11

14:50-15:50
座長： 小山
酒井

選考セッション

中枢３

豊（神戸薬科大・薬理）
規雄（広島大院・医歯薬保・神経薬理）

14:50 A-16 6-OHDA 片側パーキンソン病モデルマウスにおける新規オキシインドール化
合物の神経保護作用
1

2

1

1

1

○伊藤 友紀 、鈴木 弘美 、古田 享史 、大橋 憲太郎 、平田 洋子 、澤田 誠
1

2

2

岐阜大院・自然科学技術・生命科学・化学、 名古屋大・環境医学・脳機能

15:02 A-17 6-OHDA 誘発ヘミパーキンソン病モデルマウスの痛覚過敏に対するパロキセ
チン慢性投与による改善効果
○成清 綾
1

1,2

1

1

2

、長谷部 茂 、中澤 敬信 、丹羽 均 、田熊 一敞
2

1,3

3

大阪大院・歯・薬理、 大阪大院・歯・麻酔、 大阪大院・小児発達

15:14 A-18 腸内細菌により産生される脂肪酸のミクログリア活性化に対する抑制作用
1

1

1

○池口 詩織 、泉 安彦 、赤池 昭紀 、久米 利明
1

1

京都大院・薬・薬品作用解析

15:26 A-19 末梢免疫活性が及ぼすマウス大脳皮質における免疫関連因子の発現誘導
1

1

1

1

1

2

3

○祖父江 顕 、伊藤 教道 、単 偉 、羽田 和弘 、中島 晶 、村上 由希 、毛利 彰宏 、
3

4

3

1

山本 康子 、鍋島 俊隆 、齋藤 邦明 、永井 拓 、山田 清文
1

1

2

名古屋大院・医・医療薬、 同志社大院・脳科学・神経発生分子、
3
4
藤田保健衛生大院・医療科学・ 病態制御解析、 先進診断システム探索＆藍野大

15:38 A-20 脳 卒 中 後 疼 痛 に お け る 脊 髄 の high mobility group box-1/nitiric oxide
synthetase シグナルの関与
1

1

2

2

○松浦 渉 、原田 慎一 、劉 克約 、西堀 正洋 、徳山 尚吾
1

2

神戸学院大・薬・臨床薬学、 岡山大院・医歯薬・薬理

12

1

15:55-16:55
座長： 岸岡
山村

細胞内器官・分子
史郎（和歌山県立医大・医・薬理）
寿男（名古屋市立大院・薬・細胞分子薬効解析）

15:55 A-21 Insulin potentiated leptin-induced anti-obesity signal through GRP78 in neurons
○ Mina Thon, Toru Hosoi, Koichiro Ozawa
Department of Pharmacotherapy, Graduate School of Biomedical and Health Sciences, Hiroshima
University

16:07 A-22 TASK1-TALK2 異種 2 量体形成によるチャネル特性の変化
○鈴木 良明、堤 香菜子、宮本 達也、山村 寿男、今泉 祐治
名古屋市大院・薬・細胞分子薬効解析

16:19 A-23 小胞体ストレス応答によるタンパク質メチル化とゴルジ体形態制御
1

2

3

1

1

1

2

○松﨑 伸介 、天野 元揮 、森 泰丈 、雑賀 史浩 、小林 大地 、木口 倫一 、高村 明孝 、
2

2

2

2

2

2

韓 薩日娜 、鹿田 星 、佐藤 大樹 、伊藤 麻衣 、三好 耕 、片山 泰一 、岸岡 史郎
1

2

1

3

和歌山県立医科大・薬理、 大阪大院・小児発達・分子生物遺伝、 国際医療福祉大・医・解剖

16:31 A-24 中枢神経系における Aplnr の翻訳後修飾が薬理学的な機能を変更する可能性
1

1

1

1

1

1

1

○山田 孝紀 、大塩 美知子 、海老澤 俊 、川嶋 秀和 、山下 卓哉 、平野 聖 、東 紘史 、
1

2

金城 俊彦 、前田 定秋 、倉本 展行
1

1

2

摂南大・薬・薬効薬理、 摂南大・薬・薬物治療

+
16:43 A-25 Proﬂavine による内向き整流性 K チャネル ROMK1 の阻害様式の解析

○稲野辺 厚、倉智 嘉久
大阪大院・医・分子・細胞薬理

13

10:00-11:00

細胞

座長： 村木 克彦（愛知学院大・薬・薬効解析）
森 秀治（就実大・薬）

10:00 B-1 βアレスチンを介する PACAP-PAC1 受容体シグナルの解析
1

〇新谷 勇介 、早田 敦子
1

1,2

1,2

、橋本 均
2

大阪大院・薬・神経薬理、 大阪大院・小児発達

10:12 B-2 大気中やたばこ煙中に含まれる 9,10-phenanthrenequinone は TRPA1 のシステ
イン残基 621 と 665 を介してチャネルを活性化する
○村木 克彦、安藤 優奈、鈴木 裕可、波多野 紀行、村木 由起子
愛知学院大・薬・薬効解析

10:24 B-3 HSP70 阻害剤の去勢抵抗性前立腺癌における抗腫瘍効果の検討
1

2

3

4

5

北 和晃 、○塩田 正之 、田中 昌子 、松永 慎司 、三浦 克之 、冨田 修平
1

4

2

大阪市大院・医・泌尿器、 大阪市大院・医・研究支援プラットホーム、
4
早大・先進理工・生命医科、 大阪市大院・医・分子病態薬理、
5
大阪市大院・医・薬効安全性

3

10:36 B-4 グルココルチコイドによる金属結合蛋白質 metallothionein-4 の誘導
1

2

3

3

今村 泰弘 、十川 千春 、宮崎 育子 、浅沼 幹人 、○十川 紀夫
1

2

1

3

松本歯大・歯科薬理、 岡山大院・医歯薬・歯科薬理 、 岡山大院・医歯薬・脳神経機構

10:48 B-5 AGEs による TNF 関連サイトカインの機能阻害メカニズムの解析
1)

1)

2)

2)

2)

3)

2)

○渡邊 政博 、豊村 隆男 、和氣 秀徳 、劉 克約 、勅使川原 匡 、高橋 英夫 、西堀 正洋 、
森 秀治
1)

1)
2)

3)

就実大・薬、 岡山大院・医歯薬、 近畿大・医

14

11:00-12:00

選考セッション

中枢４

座長： 小澤 光一郎（広島大院・医歯薬保・治療薬効）
小坂田 文隆（名古屋大院・創薬科学・細胞薬効解析）

11:00 B-6 ドーパミン産生 PC12 細胞における Protein Kinase R 阻害剤の小胞体ストレス
誘導性アポトーシス抑制機構の解明
〇柳生 和耶、大橋 憲太郎、平田 洋子
岐阜大院・自然科学技術・生命科学・化学

11:12 B-7 ベタイン飲水摂取による amyloid- β peptide (25-35) 誘発学習・記憶障害発現抑
制作用
〇近藤 早梨、野村 知弘、衣斐 大祐、間宮 隆吉、平松 正行
名城大・薬・薬品作用

11:24 B-8 c-Fos expression in the dorsol striatum and elevated repetitive and compulsive-like
behaviors in Disc1 Δ 2-3/ Δ 2-3 mice
1

1

1

2

2

○ Bolati Wulaer , Taku Nagai , Akira Sobue , Keisuke Kuroda , Kozo Kaibuchi ,
3

1

Toshitaka Nabeshima , Kiyofumi Yamada
1

Department of Neuropsychopharmacology and Hospital Pharmacy,
Department of Cell Pharmacology, Nagoya University Graduate School of Medicine
3
Advanced Diagnostic System Research Laboratory, Fujita Health University, Graduate School of
Health Science and Aino University
2

11:36 B-9 GPR40/FFAR1 欠損雌性マウスは情動・養育行動の異常を示す
1

1

1

1

3

2

3

○相澤 風花 、大垣 圭弘 、京谷 奈月 、中本 賀寿夫 、栗原 崇 、平澤 明 、宮田 篤朗 、
徳山 尚吾
1
3

1
2

神戸学院大・薬・臨床薬学
京都大院・薬・薬理ゲノミクス
鹿児島大院・医歯・生体情報薬理

11:48 B-10 ニューロンへの乳酸輸送を介した、神経障害時の痛覚過敏発現に対する脊髄
後角アストロサイトの関与
◯宮本 啓補、石倉 啓一郎、粂 和彦、大澤 匡弘
名古屋市大院・薬・神経薬理

15

13:45-14:45
座長： 久米
橋本

選考セッション

中枢５

利明（京都大院・薬・薬品作用解析）
均（大阪大院・薬・神経薬理）

13:45 B-11 マウス脊髄後根神経節細胞における HMGB1 誘起神経突起伸長とそれに対す
る遺伝子組み換えヒト可溶性 thrombomodulin の効果
1

1

1

〇中武 ゆい 、関口 富美子 、坪田 真帆 、辻田 隆一
1

1,2

2

、本田 剛一 、川畑 篤史

1

2

近畿大・薬・病態薬理、 旭化成ファーマ

13:57 B-12 TRPM2 を介したケモカイン CXCL2 産生が多発性硬化症の増悪に関与する
〇平瀬 僚、筒井 真人、永安 一樹、白川 久志、金子 周司
京都大院・薬・生体機能解析

14:09 B-13 コンドロイチン硫酸抗体 CS-56 を用いたウェスタンブロット法による コンド
ロイチン硫酸プロテオグリカンの評価
1

1

2

2

〇長瀬 春奈 、平田 洋子 、Herbert M Geller 、Yasuhiro Katagiri
1

2

岐阜大院・創薬医療情報・創薬、 NHLBI NIH

2+
14:21 B-14 松果体 Ca 活性化 Cl チャネルを構成する TMEM16A と TMEM16B のホモ・
ヘテロ複合体の電流特性

○萩原 由実子、山村 寿男、西村 歌織、鈴木 良明、今泉 祐治
名古屋市大院・薬・細胞分子薬効解析

14:33 B-15 神経活動依存性プロトカドヘリン Arcadlin の 2 つのスプライスバリアントの
発現を検討する
1

1

1

2

2

2

○井次 陸 、高屋 拓伸 、高坂 和芳 、杉浦 弘子 、安田 新 、山形 要人 、田中 秀和
1

2

立命大院・生命・薬理、 都医学研・シナプス可塑性

16

1

選考セッション

14:50-15:50
座長： 金井
喜多

心・血管

好克（大阪大院・医・生体システム薬理）
紗斗美（徳島文理大・薬・薬理）

14:50 B-16 高血糖誘発性心不全の改善メカニズムにおける TRPC6 チャネルの役割
○小田 紗矢香
西村 明幸

1,2

、冨田 拓郎

1,2

、石川 達也

3,5

1,2

、北島 直幸

1,3

、外山 喬士

4

1,3,4

5

、原田 英里 、島内 司

6,7

、熊谷 嘉人 、Lutz Birnbaumer 、西田 基宏

1

1,3

、

1,2,3,8

2

生理研・岡崎統合バイオサイエンスセンター・心循環シグナル、 総研大・生理科学、
4
5
九州大院・薬・創薬育薬研究、 筑波大・医学医療・環境生物、 味の素株式会社、
6
7
Laboratory of neuroscience, NIEHS, NIH、 Institute for Biomedical Research (BIOMED)、
8
JST さきがけ
3

15:02 B-17 血管平滑筋におけるカベオラと筋小胞体膜間のシグナル伝達 - 変換機構を効
2+
率化させる Ca マイクロドメイン基盤分子の解明
1

1

1

2

○佐伯 尚紀 、鈴木 良明 、山村 寿男 、竹島 浩 、今泉 祐治
1.

1

2.

名古屋市大院・薬・細胞分子薬効解析、 京都大院・薬・生体分子認識

15:14 B-18 低酸素培養下における HIF-1 α -Dynamin2-Kir2.1 シグナルは、脳血管内皮細胞
の細胞増殖亢進に寄与する
1

1

1

2

○山村 英斗 、鈴木 良明 、山村 寿男 、浅井 清文 、今泉 祐治
1

名古屋市大院・薬・細胞分子薬効解析

2

2

名古屋市大院・医・分子神経生物

15:26 B-19 大動脈粥状硬化症における熱ショックタンパク質発現誘導の影響
〇森田 裕奈、林 勝己、橋川 成美、橋川 直也
岡山理大院・理・臨床

15:38 B-20 Proteinase-activated receptor-1 阻害による腎保護
1

1

2

1

1

1

2

○Guan Yu 、 中 野 大 介 、Liu Wenhua 、Yifan Zhang 、Lei Li 、 人 見 浩 史 、 平 野 勝 也 、
西山 成
1

1
2

香川大・医・薬理、 香川大・医・自律機能生理

17

15:55-16:55
座長： 一瀬
西山

心・血管
千穂（藤田保衛大・医・薬理）
成（香川大・医・薬理）

15:55 B-21 セピアプテリン還元酵素遺伝子ノックアウトマウスの血圧変動の機序
1

1

1

1

2

1

○一瀬 ( 鷲見 ) 千穂 、菅沼 由唯 、狩野 泰輝 、井平 典子 、野村 裕子 、池本 和久 、
2

3

4

1

畑 忠善 、加藤 節子 、一瀬 宏 、近藤 一直
1

2

3

4

藤田保衛大・医・薬理、 藤田保衛大・医療・臨床検査、 明海大・歯、 東工大院・生命理工

16:07 B-22 虚血性網膜症マウスモデルにおける異常網膜血管新生に対する apelin 受容体
APJ アンタゴニストの抑制作用
○石丸 侑希、柴垣 郁弥、金沢 裕美、四斗邊 学、小西 寛子、藤井 雄也、山室 晶子、吉岡 靖啓、
前田 定秋
摂南大・薬・薬物治療

16:19 B-23 低酸素環境下における血管内皮細胞の増殖に対する HIF の関与
○池本 和久、菅沼 由唯、狩野 泰輝、一瀬 千穂、近藤 一直
藤田保健衛生大・医・薬理

16:31 B-24 間歇的低酸素暴露によるインターロイキン -6 の発現増加を介した上皮成長因
子の遺伝子発現
1

1

2

1

◯京谷 陽司 、趙 晶 、高沢 伸 、吉栖 正典
1

2

奈良医大・医・薬理、 奈良医大・医・生化

16:43 B-25 第 Xa 因子阻害剤は腎間質線維化を抑制する
1

1

1

2

○堀ノ内 裕也 、池田 康将 、石澤 有紀 、今西 正樹 、座間味 義人
石澤 啓介
1
4

2,3

5

、土屋 浩一郎 、玉置 俊晃

2,3

1

2

3

徳島大院・医歯薬・薬理、 徳島大・病院薬剤部、 徳島大院・医歯薬・臨床薬理、
5
徳島大学病院・臨床試験管理センター 、 徳島大院・医歯薬・医薬品機能生化
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4

、武智 研志 、

10:00-11:00
座長： 大井
大浦

骨
義明（愛知学院大・薬・応用薬理）
清（大阪歯科大・薬理）

10:00 C-1 骨芽細胞におけるオピオイド増殖因子受容体シグナルの生理的役割
○田中 健二郎、戸苅 彰史
愛知学院大・歯・薬理

10:12 C-2 破骨細胞分化誘導系に及ぼすヘリオキサンチン誘導体の影響に関する研究
○犬伏 正和、岩城 太、天野 均、大浦 清
大阪歯大・薬理

10:24 C-3 歯周病が進行している歯槽骨に対する、破骨細胞抑制剤 ( リベロマイシン A)
の局所投与の効果の検討
◯玉岡 佑将、宮澤 健、後藤 滋巳
愛知学院大・歯・歯科矯正
2+
+
10:36 C-4 マウス前骨芽細胞におけるビタミン D 受容体を介した Ca 活性化 K チャネ
ル KCa3.1 の活性制御

○鬼頭 宏彰、森広 晴香、川岸 怜子、榊原 侑香、大矢 進
京都薬大・薬理

10:48 C-5 矯正的歯の移動に及ぼす交感神経β受容体遮断薬の役割
1

1

2

○佐藤 琢麻 、宮澤 健 、戸苅 彰史 、後藤 滋巳
1

2

1

愛知学院大・歯・歯科矯正、 愛知学院大・歯・薬理
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11:00-12:00
座長： 大矢
田中

選考セッション

免疫関連細胞・器官

進（京都薬科大・薬理）
秀和（立命館大・生命科学・生命医科・薬理）

11:00 C-6 ビタミン D 欠乏による食物感作の促進と食物アレルギーの増悪に関する検討
1

○實安 健市 、松井 照明
1

1,3

、山下 弘高

1,2

、田中 宏幸

1,2

3

、伊藤 浩明 、稲垣 直樹

1,2

2

岐阜薬科大・薬理、 岐阜大院・連合創薬、
あいち小児保健医療総合センター アレルギー科

3

+
+
11:12 C-7 皮下免疫療法の効果発現における IL-10 Foxp3- CD4 T 細胞の関与の可能性

○森榮 勇貴、松田 将也、小瀬 弘尚、堤 達哉、土井 加菜、奈邉 健
摂南大・薬・薬効薬理

11:24 C-8 ABCA7 欠損肥満細胞における脱顆粒への影響
1

1

1

1

2

○浅井 遥 、深見 優衣 、美尾 優希 、藤井 理紗子 、堂前 純子 、福石 信之
1

金城学院大・薬・薬理

2

1

中部大・応用生物・管理栄養

11:36 C-9 熱ショックタンパク質発現誘導は鼻炎モデルマウスの鼻炎症状を緩和する
○山本 紗由美、宇高 裕太、橋川 成美、橋川 直也
岡山理大院・理・臨床

11:48 C-10 レンコンに含まれる花粉症発症抑制成分の単離
1

1

2

2

3

3

1

○湧川 朝治 、平松 美春 、永峰 賢一 、田辺 英矢 、篠原 啓子 、沢田 英司 、藤野 裕道 、
4

福井 裕行 、水口 博之
1
3

1
2

徳島大院・医歯薬・分子情報薬理、 ( 株 ) ニチレイバイオサイエンス、
4
徳島県立農業総合技術支援センター、 徳島大院・医歯薬・分子難病
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13:45-14:45

選考セッション 細胞

座長： 川畑 篤史（近畿大・薬・病態薬理）
西田 基宏（自然科学研究機構岡崎統合バイオサイエンスセンター
心循環シグナル）

+
13:45 C-11 破骨細胞形成のための微小環境を構成する CXCR4 CD45 細胞は、SDF-1、
CXCL7 および CX3CL1 シグナルを介して破骨細胞を巨大化する
1

2

2

1

1

○大塚 勇斗 、後藤 洋 、関谷 健夫 、朝霧 成挙 、岩城 壮一郎 、宮澤 健
3

浅井 清文 、青山 峰芳
1
3

2

2

後藤 滋巳 、

1
2

名古屋市大・薬・病態解析、 愛知学院大・歯・歯科矯正、
名古屋市大・医・分子神経生物

13:57 C-12 1,2- ナフトキノンによる酸化修飾を介した EGF シグナリングへの影響
〇中原 健吾、平岡 秀樹、浜田 恭平、高杉 展正、上原 孝
岡山大院・医歯薬・薬効解析

14:09 C-13 ヒト乳癌細胞増殖におけるクロライドチャネルの役割とクロライドチャネル
阻害による HER2 転写抑制
1

1

1

1

2

○藤本 万由 、井上 隆浩 、鬼頭 宏彰 、丹羽 里実 、村木 克彦 、大矢 進
1

1

2

京都薬大・薬理、 愛知学院大・薬・薬効解析

14:21 C-14 新生タンパク質成熟機構におけるポリサルファ―の役割
〇山地 賢一、奥田 将、高杉 展正、上原 孝
岡山大・薬・薬効解析

14:33 C-15 Protective effects of histidine-rich glycoprotein on barrier function of vascular
endothelial cells
1

1

1

1

1

2

○ Shangze Gao , Yuan Gao , Hidenori Wake , Keyue Liu , Kiyoshi Teshigawara , Shuji Mori ,
1

Masahiro Nishibori
1

Department of Pharmacology, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and
Pharmaceutical Sciences.
2
Department of Pharmacology, Shujitsu University.
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14:50-15:50
座長： 奈邉
福石

選考セッション

その他

健（摂南大・薬・薬効薬理）
信之（金城学院大・薬・薬理）

14:50 C-16 インドキシル硫酸蓄積はヘプシジン制御を介して鉄代謝恒常性破綻に関与す
る
〇濱野 裕章
座間味 義人
1
4

1,2

1

3

1

1

2

、池田 康将 、渡邉 大晃 、堀ノ内 裕也 、石澤 有紀 、今西 正樹 、

2,3

4

、武智 研志 、石澤 啓介

2,3

5

、土屋 浩一郎 、玉置 俊晃

2

1

3

徳島大・薬理、 徳島大・病院薬剤部、 徳島大・臨床薬剤、
5
徳島大学病院・臨床試験管理センター、 徳島大・医薬品機能生化

15:02 C-17 統合薬理学的アプローチによる抗悪性黒色腫化合物の探索
1

〇山田 英嗣 、西村 有平
1
2

1,2

、島田 康人

1,2

三重大院・医・統合薬理、
三重大・先端医科学研究支援センター バイオインフォマティクス部門

15:14 C-18 フコキサンチンのアトピー性皮膚炎の治療に関する研究
1

1

1

1

1

1

1

○夏目 知佳 、高西 美沙紀 、水野 佳奈 、島田 侑季 、仙田 圭祐 、田邉 甫樹 、青山 朋子 、
1

2

田中 公輔 、東 泰孝 、藤田 隆司
1

1

2

立命館大・薬・分子薬効毒性、 大阪府立大・獣医・薬理

15:26 C-19 脂漏性角化症に対するフコキサンチンの効果の検討
1

1

1

1

1

1

2

○高西 美沙紀 、夏目 知佳 、水野 佳奈 、島田 侑季 、青山 朋子 、田中 公輔 、野口 亜友美 、
2

2

2

宮本 國寛 、川瀬 直子 、野口 秀人 、藤田 隆司
1

1

2

立命館大・薬・分子薬効毒性、 ( 株 ) ロジック

15:38 C-20 ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤による CD4 陽性 T 細胞 カルシウム活性化カ
リウムチャネルの転写・活性抑制
1

1

1

1

1

1

1

〇松井 未来 、寺澤 杏子 、村岸 沙也加 、村瀬 実希 、鬼頭 宏彰 、丹羽 里実 、藤井 正徳 、
2

鈴木 孝禎 、大矢 進
1

1

2

京都薬大・薬理、 京都府医大・医薬品化学
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15:55-17:07
座長： 島田
田中

その他
康人（三重大院・医・薬理）
茂（広島大院・医歯薬保・神経薬理）

15:55 C-21 アセトアミノフェンによる肝障害に対する kamebakaurin および誘導体の防
御効果の検討
1

1

1

2

2

3

3

3

1

1

〇吉岡 弘毅 、青柳 裕 、福石 信之 、竹谷 孝一 、一柳 幸生 、桂 明玉 、金 永日 、李 諸文 、
1

野々垣 常正
1

2

3

金城学院大・薬、 東京薬大・薬、 吉林大・化

16:07 C-22 新規 2 型糖尿病モデルゼブラフィッシュの創成
1

2

1

○島田 康人 、臧 黎清 、西村 有平 、西村 訓弘
1

三重大院・医・統合薬理

2

2

三重大院・地域イノベーション

16:19 C-23 不可逆的聴力損失に対するクロロゲン酸の効果
○山口 太郎、三羽 尚子、米山 雅紀、尾中 勇祐、荻田 喜代一
摂南大・薬・薬理

16:31 C-24 恒常的 Gs 活性化型受容体 GPR3 の T 細胞における発現と機能
1

1

1

1

1

1

○田中 茂 、嶋田 直人 、平野 耕一 、亀岡 翼 、林 亜紀 、小栗 直人 、宮城 達博 、秀 和泉 、
1

2

白藤 俊彦 、柳瀬 雄輝 、酒井 規雄
1

1

2

広島大院・医歯薬保・神経薬理、 広島大院・医歯薬保・皮膚

16:43 C-25 Structure-activity relationship of novel inhibitors for cancer type amino acid
transporter LAT1
○ Pornparn Kongpracha, Shushi Nagamori, Pattama Wiriyasermkul, Yoko Tanaka, Kazuko Kaneda,
Suguru Okuda, Ryuichi Ohgaki, Yoshikatsu Kanai
Department of Bio-system Pharmacology, Graduate School of Medicine, Osaka University

16:55 C-26 寒冷刺激で見られる PRIP 遺伝子欠損マウスの UCP1 発現の亢進
大植 香菜
1

1,2

2

、入舩 正浩 、○兼松 隆

広島大院・医歯薬保・細胞分子薬理

1
2

23

広島大院・医歯薬保・歯科麻酔
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A-1
〇大澤

匡弘、宮本

名古屋市立大学

啓補、粂 和彦

大学院薬学研究科

神経薬理学分野

【目的】痛み刺激は、体性感覚の認知にかかわる脳領域のほかに、扁桃体や帯状回皮質、前頭前野、島皮質な
ど、情動にかかわる脳領域を活性化することが magnetic resonance imaging (MRI) などの検討から明らかに
されている。また、神経障害や炎症などにより痛みが長期的に持続している状態では、これら脳領域の神経伝
達が可塑的変化を示すことが明らかにされている。しかし、これらの神経伝達の変化が慢性的な痛みの発現
に、どのように寄与するかについての詳細は明らかにされていない。脊髄では、神経障害によりミクログリア
やアストロサイトの機能が変化し、神経伝達の可塑的変化が生じることが明らかにされている。そこで、本研
究では、帯状回皮質に注目しミクログリアの機能変化と神経障害による痛みの発現の関係について検討を行っ
た。【方法】実験にはddY系雄性マウスを用い、神経障害性疼痛には spared nerve injury (SNI) モデルを用
いた。痛み閾値はvon Frey テストに従い評価し、タンパク質発現はウェスタンブロットおよび免疫組織化学
的検討により解析した。ミクログリアの阻害薬であるミノサイクリンはSNI手術直前から投与を開始し、その
後1日1回投与した。【結果】神経障害により帯状回皮質におけるミクログリアのマーカータンパク質である
Iba-1およびアストロサイトのマーカータンパク質であるGFAPの発現が上昇した。このIba-1およびGFAPの発現
上昇は、ミノサイクリンの脳室内投与 (10 μg) により抑制された。また、神経障害により触刺激に対するア
ロディニアが認められたが、ミノサイクリンを脳室内および帯状回皮質内 (5 μg) へ処置すると有意に抑制
された。さらに、神経障害により帯状回皮質におけるグルタミン酸AMPA受容体GluA1サブユニットの831番目の
セリン残基のリン酸化が亢進し、ミノサイクリンにより抑制された。【考察】これらのことから神経障害によ
る痛みの出現に、帯状回皮質におけるミクログリアの活性化に起因するグルタミン酸AMPA受容体の機能亢進が
関与することが示唆された。

A-2
○小山
1

豊1、浮田彰乃2、阿部華奈2、岩前邦明2、田中啓介2、小竹優希2

神戸薬大・薬理、2大阪大谷大・薬・薬理

【目的】脳虚血や頭部損傷時に生じる脳浮腫に対し、デキサメタゾン (Dex) など糖質コルチコイドの投与
が、これを抑制する事が示されている。しかし、その脳浮腫抑制の機序は明確でない。我々はこれまでに、脳
損傷部位で増加するエンドセリン (ET) がアストロサイトのETB受容体を介して脳浮腫を惹起する事を示した
(
,7:e102009 (2014)、
,42:2356-2370 (2015) )。今回、Dexの脳浮腫抑制の機序につ
いて、アストロサイトのET受容体の関連を検討した。【方法】培養アストロサイトは生後0〜2日齢のWistar系
ラット大脳皮質より調製した。ET受容体およびMatrix Metalloproteinase (MMP) のmRNA量は定量的PCRで、タ
ンパク量はイムノブロット法あるいはELISAで測定した。Extracellular signal-regulated kinase (ERK) の
活性化は、リン酸化ERKタンパク量により評価した。【結果】ラット培養アストロサイトにおけるET受容体
mRNAコピー数の比較は、ETB受容体がETA受容体の約10倍多く発現している事を示した。Dex (300nM) による培
養アストロサイトの処置は、6-48時間でETAおよびETB受容体のmRNAを減少させた。この作用は用量依存的であ
り、30nM以上の濃度で有意となった。ETAおよびETB受容体タンパク量もDex処置で減少した。DexによるET受容
体の発現低下は、糖質コルチコイド受容体拮抗薬mifepristoneで抑制された。ET-1 (100nM) は、培養アスト
ロサイトのMMP3およびMMP9の発現量を増加させた。培養アストロサイトのDex前処置 (300nM、48時間) は、ET
-1によるMMP3およびMMP9 mRNAの増加を抑制した。ET-1によるERK活性化は、Dex前処置により減弱したが、PKC
活性化剤phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) によるERK活性化は影響されなかった。【考察】今回、Dex
はアストロサイトのET受容体発現を抑制する事が示された。DexによるアストロサイトET受容体のdownregulationは、Dexによる脳浮腫抑制の機序のひとつを説明するかもしれない。
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A-3
〇酒井規雄、平川明樹、村川青矢、浅野昌也、秀和泉、白藤俊彦、田中茂
広島大学

大学院医歯薬保健学研究院 神経薬理学

【背景と目的】セロトニントランスポーター (SERT) の機能は膜輸送によって調節される。以前の検討で、ケ
ミカルシャペロンの4-phenylbutyric acid (4-PBA) が、SERTの膜輸送を促進させてSERTの機能を調節するこ
とを明らかにした。本研究では、ケミカルシャペロン活性を持つと報告のある非ステロイド性抗炎症薬の
Flurbiprofen のSERTの機能に対する効果を調べた。
【方法】実験には、一過性に野生型SERT、あるいはフォールディング不全により小胞体 (ER) に停留するC末
端欠損SERT (SERTΔCT) を発現させたCOS-7細胞を用いた。SERTのセロトニン取り込み活性、タンパク発現、
糖鎖修飾に対するFlurbiprofenの効果を、蛍光基質とトリチウムセロトニンの取り込み測定、western
blotting法により検討した。
【結果と考察】Flurbiprofenの24時間処置は、WT SERTの取り込み活性と完全糖鎖修飾体を増加させた。この
ことから、 Flurbiprofenは、WT SERTの膜輸送を促進する効果を有すると考えられた。一方、Flurbiprofen
は、SERTΔCTの取り込み活性とタンパク発現を減少させた。また、SERTΔCTは、小胞体で凝集体を形成しERス
トレスを惹起するが、Flurbiprofen は、SERTΔCTタンパク凝集体を抑制した。このように、Flurbiprofenは
SERT機能に対し、ケミカルシャペロンの4-PBAと類似した作用を示し、その機序として、自身の持つケミカル
シャペロン活性が関与していることが示唆された。 Flurbiprofenは、 SERTが関連する精神神経疾患の病態の
理解やERストレスが起こす障害の改善に繋がる可能性がある。

A-4
○原田

慎一、徳山

神戸学院大学 薬学部

尚吾
臨床薬学研究室

【目的】我々はこれまでに、脳梗塞後に誘発される肝臓における糖代謝異常に対し、視床下部から産生される
神経ペプチドの一つである orexin-A (OXA) が、迷走神経の活性化を介してそれを抑制する知見を得た。肝臓
における糖代謝異常に対し、炎症性サイトカインの増加が関与し、これらは自律神経系によって調節されるこ
とが報告されている。そこで、本研究では、脳虚血後の糖代謝異常および肝臓における炎症性サイトカインの
増加に及ぼすorexin-Aの影響について検討した。
【方法】5 週齢の ddY 系雄性マウスを用い、局所脳虚血モデルは、2 時間の中大脳動脈閉塞法 (MCAO)、
vagotomy モデルは、肝臓枝迷走神経を切除することによって作成した。OXA (5 pmol/mouse) は、再灌流直後
に視床下部内局所投与した。血糖値変化として空腹時血糖値 (FBG) を測定し、各種タンパク質の発現変化は
western blot 法によって解析した。
【結果】OXA は、MCAO 1 日後の FBG の上昇および、MCAO 3 日後の梗塞巣形成ならびに行動異常の発現を有
意に抑制した。さらに、MCAO 1 日後の肝臓におけるtumor necrosis factor (TNF) -α ならびに
interleukin-1β の有意な発現上昇、insulin receptor substrate のチロシンリン酸化の抑制およびセリン
リン酸化の増加は、orexin-Aによって有意に抑制された。これらの作用は、vagotomy によって消失した。一
方、TNF-α 受容体に関しては、MCAOによる影響は認められなかった。
【考察】以上の結果から、orexin-Aは迷走神経を介して肝臓における脳虚血後の炎症性サイトカインの増加を
抑制する可能性が示唆された。
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A-5
〇尾中 勇祐、和田 翔汰、米山 雅紀、山口 太郎、荻田 喜代一
摂南大学・薬学部・薬理学研究室
【目的】成体動物の海馬は、認知機能の調節に関わる重要な領域であり、アルツハイマー病などの神経変性疾
患の患者では、海馬の機能異常と認知機能障害との関連が示唆されている。トリメチルスズ (TMT) は、マウ
スの海馬歯状回において選択的な神経細胞の脱落とともに、認知機能障害を引き起こすことが知られており、
海馬障害後の認知機能障害を解析するモデルとして有用である。TMTが引き起こす海馬の機能障害および認知
機能障害を改善する薬物を探索する目的で、本研究では統合失調症治療薬であるオランザピンを用いた検討を
行った。
【方法】8週齢のddY系雄性マウスに2.6 mg/kg TMTを腹腔内投与した。行動解析では、TMT投与30分後から1日1
回3日間、0.6 mg/kg オランザピンをマウスに投与し、最終投与30分後から新奇物体認識試験 (NORT) を行っ
た。免疫組織化学的解析では、TMT投与30分後から1日1回2日間、0.6 mg/kg オランザピンをマウスに投与し、
最終投与24時間後の脳サンプルを用いて、Fluoro-Jade B (FJB、神経障害マーカー) 染色およびIba1の免疫染
色を行った。
【結果・考察】TMTの投与4日後において認められた認知機能障害は、オランザピンの慢性投与により改善され
た。また、TMTの投与2日後において認められたFJB陽性細胞数の増加はオランザピンによって顕著に抑制され
た。さらに、オランザピンは、TMTによるIba1陽性細胞数の増加には影響を与えないものの、活性化状態の
Iba1陽性細胞数 (活性型ミクログリア) を減少させた。以上の結果から、オランザピンは、TMTが誘導するミ
クログリアの活性化や神経脱落の抑制を介して認知機能障害を抑制する作用をもつ可能性が示唆される。

A-6
○馬場 優志1、松村 憲佑1、中澤 敬信1, 2、永安 一樹1, 3、
笠井 淳司1、田熊 一敞2、 橋本 均1, 4, 5, 6
1

阪大・院薬・神経薬理、2阪大・院歯・薬理、3京大・院薬・生体機能解析、
阪大・院連合小児・子どものこころセンター、5阪大・院薬・附属創薬センター、
6
阪大・データビリティフロンティア機構
4

自閉スペクトラム症 (ASD) は脳発達の異常が原因の一つと考えられる神経発達障害である。ASDの病因や病態
の分子メカニズムは不明な点が多く、根本的な治療薬の開発は難航している。ASDはその発症に遺伝的な要因
が関与すると考えられているが、多くの孤発例も報告されている。近年、患者の両親にはなく、患者に生じる
突然変異もASD発症の原因として注目されており、ASD患者から多くの
変異が同定されている。
特に複数の家系から変異が同定される遺伝子については、その変異とASDとの関連性が強く示唆されるが、遺
伝子産物の神経系における機能は未知なものが多い。そこで本研究では、脳発達におけるASD関連遺伝子産物
の機能を解析した。
、
、
、
、
、
まず、複数の家系から変異が同定されているASD関連遺伝子 (
、
、
、
、
、
、
、
、
) の脳発達期における発現パターンを解
析した。その結果、多くの遺伝子が胎生期における神経細胞の発達期に高発現することが明らかになった。次
に、ASD関連遺伝子をノックダウンすることによって、脳発達、特に神経発達過程における機能を予備的に解
等のノックダウンにより、神経細胞の発達に異常が生じることが明らかになった。以上
析したところ、
より、神経発達の異常がASDに繋がる可能性を支持する結果を得た。本研究をさらに推進することによってASD
の分子病態解明のための重要な知見が得られることが期待される。
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A-7
○中島夏奈、堂本莉紗、関口富美子、坪田真帆、川畑篤史
近畿大・薬・病態薬理
High mobility group box 1 (HMGB1) は、3つのシステイン残基 (C23、C45、C106) を持つ核内タンパクで、還
元状態ではすべてのシステイン残基がチオール型であるall-thiol-HMGB1 (at-HMGB1) として存在するが、酸
化状態ではC23とC45がジスルフィド結合したdisulfide-HMGB1 (ds-HMGB1) に変換される。HMGB1は傷害時や炎症
時に細胞外へ放出されてdamage-associated molecular patterns (DAMPs) として機能することが知られてお
り、at-HMGB1はreceptor for advanced glycation end-products (RAGE)、ds-HMGB1は Toll-like receptor4
(TLR4) を活性化することで炎症シグナルを増悪させる。我々は、マウス足底内に投与したat-HMGB1とdsHMGB1が、それぞれRAGEとTLR4を介して痛覚を増強することを報告している。HMGB1は活性化マクロファージ
(Mφ) によって能動的に分泌されるが、細胞外のHMGB1がMφを活性化することも知られている。そこで、本研
究では、ds-HMGB1あるいはat-HMGB1によって誘起される機械的アロディニアにMφが関与するか否かを検討し
た。マウス後肢の侵害受容閾値をvon Frey法で測定し、at-HMGB1とds-HMGB1を足底内投与したところ、それぞ
れ100 および10 ng/pawで明らかな機械的アロディニアが認められた。MφからのHMGB1遊離を抑制するethyl
pyruvate、 Mφ/microglia活性化阻害薬のminocycline、Mφ枯渇薬のリポソーム化- clodronate は、 dsHMGB1誘起アロディニアをほぼ完全に、またat-HMGB1誘起アロディニアを部分的に抑制した。NF-kB阻害薬は、
at-HMGB1誘起アロディニアを強力に抑制し、またds-HMGB1誘起アロディニアを僅かに減弱させた。
以上より、末梢組織においてat-HMGB1およびds-HMGB1により誘起される痛覚増強にMφの活性化が関与するこ
とが明らかとなり、特にds-HMGB1の作用発現におけるMφの役割がより大きいことが示唆された。

A-8
〇宮内 一希、張 芳芳、中島 一恵、仲田 義啓、森岡 徳光
広島大院・医歯薬保・薬効解析
【目的】これまでに神経障害性疼痛モデルの脊髄後角においてhigh mobility group box-1 (HMGB1) が増加
し、疼痛閾値の低下に関与していることを明らかにしているが、詳細な疼痛誘発メカニズムは十分に解明され
ていない。そこで本研究ではrecombinant HMGB1 (rHMGB1) を投与したマウスを用いてHMGB1による疼痛誘発メ
カニズムの検討を行った。
【方法】 ddY 系雄性マウス (5週齢) の坐骨神経を絹糸で結紮し神経障害性疼痛モデル (Partial Sciatic
Nerve Ligation: PSNL) を作製した。rHMGB1、抗HMGB1中和抗体、各阻害薬はddY 系マウスの脊髄L4-L6 領域
のくも膜下腔内にマイクロシリンジを用いて投与した。機械的疼痛は von Frey filament により後肢足蹠を
刺激し、逃避閾値を測定することで評価した。
【結果】 PSNL 14 日後における機械的疼痛閾値の有意な低下は、抗 HMGB1 中和抗体の反復投与により有意に
抑制された。 rHMGB1 (10 - 500 ng) の投与により、機械的疼痛閾値の有意な低下が観察された。さらに
rHMGB1 (100 ng) による機械的疼痛閾値の低下は、toll like receptor 4 (TLR4) 拮抗薬 (TLR4-IN-C34)、
NMDA受容体拮抗薬 (MK-801) 及びカルシウムチャネル α2δ1 サブユニット拮抗薬 (gabapentin) の 前処置
によりそれぞれ有意に抑制された。加えて、アストロサイト阻害薬 (fluorocitrate、L-2-aminoadipic acid)
の前処置により、rHMGB1による疼痛閾値の低下は抑制された。
【考察】 以上の結果より、脊髄後角において HMGB1 はTLR4、グルタミン酸神経伝達の亢進及びアストロサイ
トの活性化を介して機械的疼痛閾値の低下を誘発していることが示唆された。
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A-9
○大森 翔太1、高岸 良典2、上岡
笠原 二郎2、大澤 匡弘1
1

万莉2、辻 諒佑2、北尾

優花1、 粂

和彦1、

名古屋市立大学 大学院薬学研究科 神経薬理学、
徳島大学 大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 神経病態解析学分野

2

【目的】現代社会では、慢性的なストレスに起因する疾患が問題となっている。その一つに、うつ病や不安障
害に頻繁にみられる心因性疼痛がある。この心因性疼痛のメカニズムの解明を目指し、反復社会的敗北ストレ
ス (chronic Social Defeat Stress;cSDS) モデルマウスを用いて痛覚閾値の変化と前帯状回皮質 (ACC) のノ
ルアドレナリン (NA) 神経の関与について検討した。
【方法】cSDSモデルマウスは、C57BL/6J雄性マウスをICR雄性マウスに10分間攻撃させ、その後から金網で仕
切り身体的接触のない状態で翌日まで隣接飼育を行う試行を繰り返して作製した。痛覚閾値はvon Frey test
により測定し、うつ様行動はsocial interaction testにより評価した。また、cSDSモデルマウスのNA量は高
速液体クロマトグラフィーにより測定した。
【結果】5日間及び10日間のcSDSにより機械刺激に対する痛覚閾値が低下した。一方、social interaction
testのスコアはcSDSを10日間負荷した群では低下したが、5日間負荷した群では変化が認められなかった。
cSDSを5日間負荷することで低下した機械痛覚閾値は、デュロキセチンの腹腔内投与 (30 mg/kg) やNAのACCへ
の微量注入 (0.06 μg) によって回復した。また、健常マウスのACCへNA神経毒であるDSP-4 (10 μg) やアド
レナリンα2遮断薬であるヨヒンビン (0.05 μg) を処置すると機械刺激に対する痛覚閾値が低下した。さら
に、cSDSマウスのACCにおいてはチロシンヒドロキシラーゼの減少ならびにNA量の減少がみられた。
【考察】反復的社会的敗北ストレスによる機械刺激に対する痛覚閾値の低下は、うつや不安様行動が認められ
るよりも早期に出現することが明らかになった。また、cSDSによる痛覚閾値の低下にはACCに投射するNA神経
系の機能低下が関与することが示唆された。

A-10
○宮崎貴也1、坪田真帆1、冨田詩織1、出口智代1、関口富美子1、西堀正洋2、
川畑篤史1
1

近畿大・薬・病態薬理、2岡山大・院・医歯薬学総合・薬理

核内タンパクhigh mobility group box1 (HMGB1) は壊死細胞から受動的に、活性化マクロファージ (Mφ)
などから能動的に細胞外へ放出され、TLR4、RAGEおよびCXCR4などの細胞膜上の標的分子を活性化し炎症反応
を促進する。我々は抗がん剤paclitaxelにより誘起される神経障害性疼痛にMφ由来HMGB1が関与することを明
らかにしている。一方、プロテアソーム阻害作用を有する抗がん剤bortezomib (BTZ) によっても神経障害性
疼痛が発症することが知られているが、そのメカニズムはあまりよく分かっていない。そこで本研究ではBTZ
誘起神経障害性疼痛にMφ由来HMGB1が関与するか否かを検討した。マウスにBTZ 0.4 mg/kgを1週間に3回、2週
間で計6回反復腹腔内投与し、von Frey法により機械的侵害受容閾値を測定したところ、投与開始5日後より閾
値が低下し、12日後にほぼ最低レベルに達した後、その状態が少なくとも21日後まで持続していた。このBTZ
誘起機械的アロディニアは、抗HMGB1中和抗体 (Ab)、 HMGB1の吸着・分解促進作用を有する遺伝子組み換えヒ
ト可溶性トロンボモジュリン (rhsTM)、 RAGE拮抗薬FPS-ZM1、あるいはCXCR4拮抗薬AMD3100をBTZ反復投与時
に毎回腹腔内前投与することで消失したが、TLR4拮抗薬TAK-242は無効であった。さらに、Ab、rhsTMおよび
FPS-ZM1は、神経障害性疼痛成立後に単回腹腔内投与することによってもアロディニアを抑制した。BTZ処置マ
ウスの脊髄後根神経節ではHMGB1タンパク量の減少およびRAGEタンパク量の増加が認められた。Mφ/ミクログ
リア活性化阻害薬 minocycline、MφからのHMGB1遊離を阻害するethyl pyruvate、またはMφ枯渇薬
liposomal clodronateはBTZによるアロディニアを強く抑制した。最後に、マウスMφ様RAW264.7細胞をBTZで
24時間刺激し、上清中HMGB1量を測定したところ、10-100 nMの用量で明らかなHMGB1遊離が認められた。以上
より、BTZ誘起神経障害性疼痛の発症にはMφ由来HMGB1によるRAGEおよびCXCR4活性化が関与する一方、疼痛の
維持にはRAGE活性化が重要な役割を演じている可能性が示唆された。
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A-11
○山本昇太郎、大橋憲太郎、平田洋子
岐阜大学大学院

工学研究科

生命工学専攻

ブチロフェノン系の抗精神病薬であるハロペリドールは、小胞体シャペロンのシグマ 1 受容体に対してア
ンタゴニストとして作用すること、脳虚血によって誘導される酸化ストレスから神経細胞を保護することなど
が報告されている。ハロペリドール、シグマ 1 受容体間における相互作用の神経保護作用との関連が示唆さ
れる一方、その制御機構の詳細は明らかとなっていない。本研究では、酸化ストレス誘導性の細胞死であるオ
キシトーシスとフェロトーシスに及ぼす、ハロペリドールの影響を解析した。高濃度のグルタミン酸はマウス
海馬神経細胞由来 HT22 細胞においてシスチン・グルタミン酸アンチポーターを阻害し、グルタチオンの枯渇
による細胞死、オキシトーシスを誘導する。ハロペリドールはグルタミン酸による細胞死を抑制し、シグマ 1
受容体のアンタゴニストである BD1047 または NE-100 による共処理はハロペリドールによる細胞死の抑制を
阻害した。また、エラスチンはシスチン・グルタミン酸アンチポーターを阻害し、細胞内グルタチオンの低下
による鉄依存的な細胞死、フェロトーシスを誘導する。エラスチンとハロペリドール、BD1047 または NE-100
で共処理した場合でも、ハロペリドールによる細胞死の抑制が阻害された。以上の結果から、ハロペリドール
は HT22 細胞において誘導されるオキシトーシスとフェロトーシスの双方を抑制し、シグマ 1 受容体に対し
てアゴニストとして作用することが示唆された。

A-12
○吉岡寛美、湯澤桃圭、河村理沙、神川澪香、宮本玲菜、門田麻由子、渡邊正知、
田村豊
福山大学

薬学部 薬理学研究室

: 以下ハムスター) の冬眠サイクルは、その体温変化か
【目的】シリアンハムスター (
ら導入期・維持期・覚醒期に分けることができる。我々はこれまでに、導入期はA1受容体を介したアデノシン
系によって、維持期はμ1受容体を介したオピオイド系によって、覚醒期は甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン
によって体温が調節されることを明らかにしてきた。しかし、冬眠開始を制御する分子機構や、3相の切り替
わり機構は未だに不明である。近年、ガス状生理活性物質の硫化水素が、脳内で産生されることやマウスの低
体温・低活動 (冬眠様状態) を誘導することが報告されている。そこで本研究では、ハムスターの冬眠時の体
温調節における硫化水素の役割を検討した。
【方法】体温測定実験には、非冬眠ハムスターを冬眠誘発環境 (環境温度 5℃) で3時間馴化させた後用い
た。体温測定にはデータロガーを用い、非拘束下で連続的に測定した。薬物は、ガイドカニューレを介して側
脳室内に5 μLの容量で投与した。硫化水素のドナーには、NaHSを用いた。
【結果及び考察】NaHSは、非冬眠ハムスターの体温を濃度依存的に低下させた。このNaHSによる体温低下は、
非競合的NMDA受容体アンタゴニスト (MK801) により抑制された。さらに、冬眠導入期や維持期における体温
制御機構との関連性を検討したところ、NaHSの体温低下作用は、アデノシンA1受容体アンタゴニスト8cyclopentyl-theophyllineでは抑制されず、オピオイドμ受容体アンタゴニストnaloxoneで抑制された。以上
の結果から、硫化水素による体温下降作用には、NMDA受容体の活性化を伴うオピオイド系の賦活化が関与して
おり、硫化水素は冬眠維持期の体温調節において重要な役割を担っていることが示唆された。
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A-13
〇平嶋 一貴,衣斐 大祐,角谷 佳保里,間宮 隆吉,平松 正行
名城大学薬学部・薬品作用学研究室
【目的】近年、わが国では超高齢社会の進展に伴い、老年期疾患の増加が問題となっている。特にアルツハイ
マー型認知症 (AD) の患者数は増加しているが、ADの病因および認知障害を引き起こす分子機構は十分に解明
されてない。本研究室ではAmyloid β (Aβ) の活性フラグメントをマウスに脳室内投与することで、学習・
記憶障害の発現と海馬におけるGABA transporter 2 (GAT2) の発現が変化することを報告している。そこで本
研究では、ADとなるリスクの高い家系で見つかったAβ前駆体、プレセニリン1およびタウタンパク質の変異型
遺伝子が導入されている3xTg-ADマウスを用いて、経時的に認知機能変化およびGAT2のタンパク発現変化を解
析した。
【方法】3xTg-ADマウスの短期記憶および物体認知記憶を調べる目的で各々、自発的交替行動試験および新奇
物体認知試験を3、6および9ヶ月齢時に行った。コントロールとしては、同月齢の野生型 (WT) マウスを用い
た。さらに、9ヶ月齢での行動試験終了後、マウスから脳サンプルを採取し、GAT2タンパク発現量をWestern
blot法により解析した。
【結果】3および6ヶ月齢では、WTおよび3xTg-ADマウスの間で認知機能の違いは認められなかったが、9ヶ月齢
時において3xTg-ADマウスは、WTマウスと比較して短期記憶および物体認知記憶の低下が認められた。9ヶ月齢
時のにおけるタンパク発現を解析したところ、WTマウスでは認められないAβタンパク質の発現が確認でき
た。さらに3xTg-ADマウスでは、WTマウスと比較して海馬のGAT2タンパク質発現量が有意に減少していた。
【考察】本研究において3xTg-ADマウスの学習・記憶障害は9ヶ月齢以降で出現することが確認された。9ヶ月
齢時の3xTg-ADマウスで認められたAβタンパク質発現とGAT2タンパク発現量低下が認知機能障害と関連した変
化かどうか、今後明らかにする必要がある。

A-14
〇角谷 佳保里、衣斐 大祐、平嶋 一貴、間宮 隆吉、平松 正行
名城大学薬学部

薬品作用学研究室

【目的】認知症患者の認知機能と血中ホモシステイン (Hcy) 量との間には正の相関があり、過剰なHcyは認知
機能を障害することが明らかにされている。また、ベタインはHcyをメチオニンに転換するアミノ酸である。
そこで本研究では学習・記憶障害モデルマウスの認知機能低下に対するベタインの作用および慢性処置に適し
たベタインの濃度について調べるため、まず、ベタインの異なる用量での検討を行った。さらに、アルツハイ
マー型認知症 (AD) モデル (3xTg-AD) マウスに対する、ベタイン飲水摂取の効果を解析するため、経時的に
認知機能の変化を解析した。
【方法】ADの原因物質であるアミロイドβ (Aβ) 活性フラグメント[Aβ (25-35) ]をマウス脳室内に投与す
ることで、認知機能が障害される。そこで、Aβ投与の4週間前から異なる濃度のベタインを6週齢のddY系雄性
マウスに慢性飲水摂取させ、Aβ (25-35) 投与後5～8日目に物体認知記憶を調べる目的で新奇物体認知試験を
行った。また、6および9ヶ月齢の3xTg-ADマウスにおいて、新奇物体認知試験と短期記憶を調べるために自発
的交替行動試験を経時的に行った。コントロール群としては、同月齢の野生型 (WT) マウスを用いた。
【結果】10 g/L濃度のベタイン飲水によりAβ (25-35) 投与マウスにおける物体認知記憶障害が有意に改善さ
れた。一方、80 g/Lのベタインを慢性飲水させたマウスでは、顕著に体重低下と肝細胞数の減少がみられた
が、10 g/Lではそのような変化が認められなかったことから、この濃度のベタインで慢性飲水の効果を確認し
た。また、3xTg-ADマウスの6ヶ月齢時では、WTとの間で認知機能の違いは認められなかったが、9ヶ月齢時で
は、WTと比較して物体認知記憶および短期記憶が有意に低下していた。
【考察】本研究において、3xTg-ADマウスの学習・記憶障害は9ヶ月齢以降で出現することが確認されたため、
本発表では、10 g/Lのベタイン飲水を6ヶ月齢の3xTg-ADマウスに3ヶ月間処置し、9ヶ月齢時における認知機能
変化も報告する予定である。
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A-15
○田上凌

宇高裕太

橋川成美

橋川直也

岡山理科大学院・理・臨床
【背景と目的】生物における学習・記憶機能は、食物摂取や危険回避など全ての動物において生命維持に直接
つながる重要な機能であり、下等生物から高等生物に至るまで類似した機構が数多く存在する。熱ショックタ
ンパク質 (Heat shock protein: HSP) とは、細胞が熱、紫外線、火傷などのストレスを受けることで発現す
るタンパク質群で、新生タンパク質のフォールディングや変性タンパク質の修復を行う分子シャペロンとして
働く。近年、HSPが脳内、海馬の神経系機能改善に効果を発揮し、中枢神経系の疾患と深く関連していること
が、報告されているが、HSPと記憶・学習行動の関係性はまだ明らかになっていない。本研究では、HSP発現誘
導剤であるGeranyl-geranyl acetone (GGA) を野生型マウスに自由飲水投与を行い、記憶・学習行動における
HSPの役割の検討を行った。
【方法】C57B6/J雄マウスにGGAを自由飲水投与し、一般行動の評価として、オープンフィールド試験、記憶・
学習行動の評価として、空間的記憶をモーリス水迷路試験により、運動・学習行動をローターロッド試験によ
り、恐怖記憶を受動回避試験により、短期記憶をY迷路試験により行った。また、GGA自由飲水投与による脳内
のHSP発現の確認はリアルタイムPCR法により行った。
【結果と考察】一般行動試験において、コントロール群とGGA 投与群で変化は見られず、GGA投与が一般行動
に与える影響はないと考えられる。記憶・学習行動試験においてはローターロッド試験、受動回避試験、Y迷
路試験では、コントロール群とGGA 投与群で変化は見られなかった。しかし、モーリス水迷路試験において、
GGA投与により空間的記憶能力の上昇が見られた。これらの結果より、GGA投与によるHSP発現誘導は、空間的
記憶を向上させる可能性が示唆された。

A-16
○伊藤友紀1、鈴木弘美2、古田享史1、大橋憲太郎1、平田洋子1、澤田誠2
1

岐阜大学大学院 自然科学技術研究科 生命科学・化学専攻、
名古屋大学環境医学研究所 脳機能分野

2

パーキンソン病やアルツハイマー病などの神経変性疾患では、その症状や病態は異なるものの、神経細胞死に
は酸化ストレスや小胞体ストレスなどが関与することが示唆されている。これらの疾患の根治的な治療法はほ
とんどなく、症状を緩和する薬剤による対症療法が主流となっている。脳には血液脳関門が存在するため、薬
剤の脳内移行が困難であることから、血液脳関門を容易に通過し神経保護作用をもつ薬剤を開発することが早
急に望まれる。我々は、新規オキシインドール化合物のGIF-2165X-G1がマウス海馬由来HT22細胞でグルタミン
酸誘導性の活性酸素種の蓄積を低下させ酸化ストレスを抑制することを見出した。また、質量分析の結果、マ
ウスにおいてGIF-2165X-G1が血液脳関門を通過し脳内へ移行する可能性を見出した。本研究では、GIF-2165Xにおける酸化ストレスに対する神経保護作用を6-hydroxydopamine (6-OHDA) 片側パーキンソン病
G1の
モデルマウスで検討した。GIF-2165X-G1をC57Bl/6マウスに腹腔内投与した後、右側線条体に6-OHDAを局所微
量投与してモデルマウスを作製した。傷害作製6日後、GIF-2165X-G1投与群において、アポモルフィン誘導性
旋回運動に改善が見られ、同モデルマウス脳組織を用いてチロシン水酸化酵素染色を行ったところ、注入側線
条体のドーパミン神経の脱落が抑制された。さらにLC-MSを用いた生化学的分析によりGIF-2165X-G1投与群の
における酸化ストレスに
線条体でドーパミン量の改善が見られた。以上の結果から、GIF-2165X-G1は
よるドーパミン神経の変性に対して保護効果が示された。
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A-17
○成清 綾1,2,長谷部茂1,中澤敬信1,丹羽 均2,田熊一敞1,3
1

大阪大院・歯・薬理,2大阪大院・歯・麻酔,3大阪大院・連合小児発達

【目的】 Parkinson病 (PD) は黒質−線条体ドパミン神経の変性に伴う運動機能障害を主症状とする神経変性
疾患であるが、半数近い患者において、主症状に加えて痛覚過敏が認められる。我々は最近、6-OHDA誘発ヘミ
PDモデルマウスにおいて、5-HT作動性下降性痛覚抑制経路の機能低下により痛覚過敏が発現することを示唆
し、パロキセチン (PXT) 慢性投与が痛覚過敏を改善することを見出した。本研究では、PXT慢性投与によるヘ
ミPDモデルマウスの痛覚過敏改善作用に関わる発現機序を追究した。
【方法】 8週齢C57BL/6J系雄性マウスを用いた。ペントバルビタール麻酔下で線条体 (ブレグマよりAP +0.5
mm, ML +1.7 mm, DV –3.0 mm) に6-OHDA (4 µg/2 µl) を注入した。術後2週間より、プランター試験、カプサ
イシン誘発疼痛試験およびvon Frey試験により痛覚感受性変化を解析した。各脳部位の神経活動はc-Fos発現
細胞数を指標に評価した。
【結果・考察】 6-OHDA誘発ヘミPDモデルマウスは、熱刺激、化学刺激、機械刺激のいずれに対しても痛覚過
敏を示した。6-OHDA注入マウスでは、中脳水道周囲灰白質 (PAG) および吻側延髄腹内側部 (RVM) においてカ
プサイシン足底投与により発現するc-Fos陽性細胞数が減少していた。このPAGおよびRVMでのc-Fos陽性細胞数
の減少は、痛覚過敏を改善するPXT慢性投与 (10 mg/kg, i.p., 2週間) により抑制された。PXT単回投与が効
果を示さなかった以前の知見を考え合わせると、以上の成績は、PXTが5-HT作動性下降性痛覚抑制経路の長期
的な機能回復によって痛覚過敏を改善することを示唆する。

A-18
○池口詩織1、泉安彦1、赤池昭紀1、久米利明1
1

京都大院・薬・薬品作用解析学

【目的】神経変性疾患をはじめとした脳疾患において、脳内炎症の抑制は重要な治療戦略の一つである。腸内
細菌により産生される脂肪酸は、消化管内において腸管バリア機能制御、腸管免疫制御機能、炎症抑制作用な
ど免疫に対して重要な働きをもつことが近年報告されている。しかし、脳内での作用については未だ明らかに
されていない。そこで、腸内細菌により産生される脂肪酸の脳内炎症への作用を検討する目的で、マウス由来
ミクログリア細胞株BV-2細胞を用いてLPSにより惹起される活性化に対する作用を検討した。【方法】BV-2細
胞は10%FCSを含むDMEM中で培養した。ミクログリア活性化の指標として、培地中に遊離されるNO量をGriess法
により測定した。タンパク質の発現量はWB法により検出した。受容体の発現はRT-PCRを用いて検出した。【結
果・考察】腸内細菌により産生される脂肪酸の中で10-Hydroxy-cis-12-octadecenoic acid (HYA) および10Oxo-trans-11-octadecenoic acid (KetoC) が抗炎症作用を有するため、これらの脂肪酸に着目しミクログリ
ア活性化に対する作用を検討した。HYAおよびKetoCはBV-2細胞において、LPS誘発NO産生を抑制した。LPS誘発
iNOS発現上昇に対する作用を検討したところ、HYAおよびKetoC処置によりその発現上昇が抑制された。両脂肪
酸が作用する受容体としてPPARが報告されており、HYAが作用する受容体としてGPR120が報告されている。そ
こでこれら受容体の拮抗薬存在下における脂肪酸のNO産生に対する作用について検討したが、脂肪酸によるNO
産生抑制作用への影響は見られなかった。次に、脂肪酸のLPS誘発iNOS発現上昇に対する抑制作用機序につい
て検討する目的で、NF-κBおよびMAPKの活性化に対する脂肪酸の作用を検討した。LPS誘発のNFκ-Βの核内移
行、IκBの発現減少に対して両脂肪酸ともに影響を与えなかった。また、LPS誘発のp38およびJNKのリン酸化
に対して影響を与えなかった。しかし、ERKのリン酸化、さらにその上流のMEKのリン酸化を抑制する傾向を示
した。以上の結果より、腸内細菌により産生される脂肪酸であるHYAおよびKetoCはGPR120やPPARを介さず、
ERK、MEKのリン酸化を抑制することでLPS誘発のNO産生を抑制することが示唆された。
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A-19
○祖父江 顕1、伊藤 教道1、単 偉1、羽田 和弘1、中島 晶1、村上 由希2、
毛利 彰宏3、山本 康子3、鍋島 俊隆4、齋藤 邦明3、永井 拓1、山田 清文1
1

名古屋大院・医・医療薬学、2同志社大院・脳科学・神経発生分子機能、藤田保健衛生大院・医
療科学・3病態制御解析学、4先進診断システム探索講座＆藍野大学
【背景】従来、中枢神経系は免疫学的特権部位とされてきたが、サイトカインや主要組織適合遺伝子複合体ク
ラスI (major histocompatibility complex class I; MHCI) などの発見によりその概念が変化してきてい
る。また、ウイルス感染時など全身性の炎症からうつ様症状などの精神疾患が誘発されることも報告され神経
と免疫の関係が注目されている。しかし、血液脳関門による脳内移行制御のもと末梢免疫活性と中枢での免疫
関連因子の発現変化についての相関は不明な点が多い。本研究では、末梢免疫活性による中枢神経系における
免疫関連因子の発現変化や神経免疫疾患において鍵となる因子の探索をする目的で末梢での免疫を活性化し、
中枢神経系での免疫関連因子のmRNA変化を解析した。
【方法・結果】実験には7-8週齢のC57BL/6J雄性マウスを用い、Toll-like receptor 3を介して自然免疫を活
性化する合成2本鎖 RNA アナログのpolyriboinosinic-polyribocytidilic acid (polyI:C) を3 mg/kgの用量
で腹腔内投与し、投与6および24時間後に前頭前皮質を摘出し各mRNAレベルを解析した。その結果、投与6時間
後にMHCIおよびInterferon-induced transmembrane protein 3 (IFITM3) のmRNAレベルの有意な上昇が認めら
れ、その上昇は24時間後まで持続した。さらに、IFN-βおよびTNF-αのmRNAレベルは、投与6時間後に一過性
の上昇を示した。また、IL-6については6および24時間後でmRNAレベルの上昇が確認された。ハイドロダイナ
ミクス法を用いて尾静脈からIFN-γ遺伝子を導入したマウスについても、MHCI mRNAレベルの有意な上昇が認
められた。
【結論】末梢免疫活性化によるIFNの発現上昇は、脳内のMHCI、IFITM3および炎症性サイトカインの上昇を介
して、sickness 症候群などの発現に関連することが示唆された。

A-20
○松浦
1)

渉1)、原田慎一1)、劉

神戸学院大薬・臨床薬学

2)

克約2)、西堀正洋2)、徳山尚吾1)

岡山大院医歯薬・薬理学

【背景】我々は、脳卒中後疼痛 (central post-stroke pain: CPSP) の発症機序に脊髄の high mobility
group box-1 (HMGB1) が関与する可能性を提唱してきた。HMGB1 はその受容体である receptor for advanced
end products や toll-like receptor を介して、神経障害性疼痛に関与する nitric oxide synthetase
(NOS) の調節に関わっていることから、本研究では、CPSP の発現における HMGB1/NOS シグナルの関与につい
て検討した。
【方法】5 週齢の ddY 系雄性マウスを用い、CPSPモデルは 30 分の両側総頸動脈閉塞法 (bilateral carotid
arteries occlusion: BCAO) によって作成した。BCAO 3 日後に、マウス後肢の機械的刺激に対する逃避行動
回数の変化をvon Frey test を用いて行った。BCAO 3 日後における NOS 活性を比色定量法を用いて測定し
た。さらに、BCAO 3 日後に抗 HMGB1 抗体 (2, 20 μg/mouse) および L-NAME (100, 300 μg/mouse: NOS 阻
害剤) を脊髄腔内投与し、疼痛評価を行った。
【結果】BCAO 3 日後において、機械的刺激に対して有意な逃避行動回数の増加が確認された。さらに、BCAO
3 日後における有意な逃避行動回数の増加は、抗 HMGB1 抗体 (20 μg/mouse) および L-NAME (300
μg/mouse) の脊髄腔内投与によって有意に抑制された。また、BCAO 3 日後の脊髄において、sham 群と比較
して NOS 活性の増加が確認され、それは抗 HMGB1 抗体 (20 μg/mouse) を投与することによって NOS 活性
の減少傾向が確認された。
【考察】CPSP の発症機序の一部に、脊髄における HMGB1/NOS シグナルの変動が関与している可能性が考えら
れた。
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A-21
○Mina Thon, Toru Hosoi, Koichiro Ozawa
Department of Pharmacotherapy, Graduate School of Biomedical and Health Sciences,
Hiroshima University
A lack of exercise and excess food intake in modern lifestyle is likely to contribute to
overweight and obesity. Obesity is a risk factor for mortal diseases including diabetes mellitus,
hypertension, cardiovascular, and other chronic diseases. Leptin has been considered as a
potential anti-obesity hormone due to its role in suppressing appetite and enhancing activity.
However, a major of obese subjects are in a state of leptin resistance, and its underlying
mechanisms are still being elucidated in details. Our group has reported the involvement of
endoplasmic reticulum (ER) stress in the pathophysiology of leptin resistance. In this context,
being able to alleviate ER stress is critical in ameliorating leptin resistance.
GRP78 is an important chaperone protein that is required to maintain ER capacity and protect
against ER stress by assisting in protein folding. In the present study, we examined the function
of GRP78 on leptin-induced phosphorylation of STAT3, a major anti-obesity signal of leptin.
Interestingly, knocking down GRP78 inhibited leptin-induce STAT3 activation, which was enhanced in
GRP78-overexpresing cells. Of note, insulin also regulates energy homeostasis in the central
nervous system (CNS) , and it was known to induce GRP78. Based on this, we evaluated whether
insulin can enhance leptin-induced STAT3 phosphorylation through induction of GRP78. A human
neuronal cell line, SH-SY5Y-ObRb was co-stimulated with insulin and leptin. As a result,
pretreatment with insulin enhanced leptin-induced STAT3 phosphorylation, which was ameliorated by
the knockdown of GRP78. Overall, our study suggests that GRP78 plays a key role in the activation
of leptin signaling.

A-22
○鈴木良明、堤香菜子、宮本達也、山村寿男、今泉祐治
名古屋市立大学

大学院薬学研究科

細胞分子薬効解析学分野

+

【目的】Two-pore-domain K (K2P) チャネルは、pHや温度、揮発性麻酔薬など多様な刺激によって活性を変化
させることで、静止膜電位の形成に寄与する。現在までに15種類のサブタイプが同定されており、同種2量体
形成によりチャネルポアを構成する。さらに、異なるサブタイプ間で異種2量体を形成することで、多様な機
能を獲得すると想定されるが、異種2量体に関する報告は極めて限られている。そこで我々は発現部位が重複
し、細胞外pHや揮発性麻酔薬ハロタンに対して異なる感受性を持つTASK1 (TWIK-Related Acid-Sensitive K+
channel) とTALK2 (TWIK-Related Alkaline pH-Activated K+ channel) に着目し、TASK1-TALK2新規異種2量
体のチャネル特性の変化とその生理的意義を解明することを目的とした。
【方法】蛍光タンパクを標識したヒトTASK1あるいはTALK2、またはTASK1-TALK2タンデム体を、ヒト胎児腎由
来 (HEK) 293細胞あるいはヒト膵島細胞株 (QGP-1) に一過性発現させて以下の実験を行った。 (1) 蛍光イ
メージング法による異種2量体形成能の解析。 (2) ホールセルパッチクランプ法による電流特性解析。
【結果及び考察】 (1) より、TASK1とTALK2がHEK293およびQGP-1細胞膜上で異種2量体を形成することを明
らかにした。また、FRET解析から、TASK1-TALK2間と各同種サブタイプ間の結合親和性に有意な差はなかっ
た。 (2) より、TASK1-TALK2タンデム体の細胞外pH感受性およびハロタン感受性は各チャネル同種2量体と異
なることが明らかとなった。TASK1及びTALK2は、発現が重複する脳や心臓、膵臓などにおいて異種2量体を形
成することで、細胞内外の環境変化に対するより精密な反応が可能になると考えられる。また、K2Pチャネルを
標的とした創薬を行う上で、異種2量体形成による薬物感受性の変化を考慮することが重要であると推測され
る。
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A-23
○松﨑伸介1,天野元揮2,森泰丈3,雑賀史浩1,小林大地1,木口倫一1,高村明孝2,韓薩日娜2,
鹿田星2,佐藤大樹2,伊藤麻衣2,三好耕2,片山泰一2,岸岡史郎1
1 和歌山県立医科大学薬理学講座 2 大阪大学大学院連合小児発達学研究科 分子生物遺伝学
3 国際医療福祉大学 医学部 解剖学講座
我々は神経変性疾患の発症過程における小胞体 (ER) ストレス応答の重要性について研究を進め、タンパク質
アルギニンメチル基転移酵素 (PRMT1) がERストレス応答の下流で変動することを見出した。一方、PRMT1が転
写因子と相互作用することでシャペロンタンパク質GRP78の転写誘導効率を上昇させると報告されている。し
かし、従来のPRMT1の作用であるタンパク質メチル化修飾のERストレス応答における意義は明らかとされてい
ない。そこで我々はPRMT1発現低下細胞を作成し観察を行った結果、ゴルジ体の形態異常が誘導されているこ
とを見出した。膜タンパク質・分泌の合成・成熟過程でERとゴルジ体がクロストークしていることから、
PRMT1が両者のクロストークに作用していることが予想された。そこで、ERストレス応答の下流でメチル化修
飾を受ける蛋白質群を質量分析によりER・ゴルジ体画分を網羅的に解析し、Scy1-like protein 1 (SCYL1) を
見出した。本発表では、ERストレス応答の下流でSCYL1がメチル化修飾を受けることを明らかにし、このSCYL1
のメチル化がcoat protein complex I (COPI) 小胞によるゴルジ体からERへの逆行性輸送を調節することでゴ
ルジ体の形態制御に関わる可能性について検討した結果を報告する。

A-24
○山田孝紀1、大塩美知子1、海老澤俊1、川嶋秀和1、山下卓哉1、平野
東 紘史1、金城俊彦1、前田定秋2、倉本展行1

聖1、

1

摂南大・薬・薬効薬理 2摂南大・薬・薬物治療

アペリン受容体 (Aplnr) は、Gタンパク質共役型受容体の一種であるが、翻訳後の修飾が受容体の機能に与え
る影響については解析が進んでいない。アミノ酸配列からAplnrには2つのN-グリコシル化サイトの存在が示唆
されている。本研究では、中枢神経系の神経細胞に発現するAplnrの機能について解析する目的で、HEK293細
胞に強制発現させたAplnr及びマウス中枢神経系から調製したAplnrについて、そのタンパク質の分子量の比較
を試みた。ウエスタンブロット法の結果、HEK293細胞に強制発現させたAplnrでは、既に報告されているAplnr
の分子量付近に二本のバンドを検出することができた。このうち、泳動度の遅いバンドは、試料をNグリコシ
ル化切断酵素と処理することで消失した。一方、Aplnrを強制発現させたHEK293細胞にapelinを曝露しても受
容体作動に伴う生化学変化は認められなかった。一方、マウスの脊髄を用いてAplnrの検出を試みたところ、
予想される分子量より約20kDa大きいところに複数バンドが検出された。これらのうち最も泳動が遅いバンド
が同様に、試料をNグリコシル化切断酵素と処理することで消失したが、強制発現させた分子量より依然大き
かった。また、脱small ubiquitin-related modifier (SUMO) 化酵素と処理しても変化は認められなかった。
以上の結果より、中枢神経系のAplnrは、SUMO以外のイソペプチド化等の翻訳後修飾を受けることで安定化す
ると共に、受容体としての機能を発揮する可能性が示唆される。
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A-25
○稲野辺厚、倉智嘉久
大阪大学大学院医学系研究科分子・細胞薬理学講座
ROMK1は腎尿細管のヘンレ係蹄の太い上行脚、集合管に発現し、管腔からのイオンの再吸収に機能する内向き
整流性K+ (Kir) チャネルである。このチャネル分子の機能消失型変異は低K+血症、腎不全を特徴とするII型
Bartter症候群を引き起こし、ROMK1のKOマウスも同様の症状を示す。そのため、ROMK1は利尿薬の新規作用点
と目され、欧米を中心にその阻害薬の探索が行なわれてきた。しかし、これまでに同定された阻害薬は全てポ
アブロッカーであり、その結合部位は中心洞と呼ばれる空間的制約の低い領域であった。同領域は4量体型、
疑似4量体型カチオンチャネルに共通する構造である。そのため、ROMK1阻害薬の分子特異性の向上には限界が
存在する。
最近我々は、Kirチャネル阻害薬のスクリーニングシステムを構築し、静菌薬proflavineがG蛋白質制御Kir
チャネルKir3.2を阻害することを見出した。この阻害様式は膜電位と細胞外K+濃度に依存するため、本薬物は
ポアブロッカーであると推定された。一方、proflavineはKir3.2と同様にROMK1も阻害したが、阻害作用の発
現と解除は俊敏で、可逆的であった。本薬物によるKir3.2の抑制は不可逆的で、進行は緩慢であったため、本
薬物はROMK1の中心洞以外の新規薬物結合部位を介して、阻害作用を発現していることが想定された。そこ
で、電気生理学的に両者の相互作用を解析した。まず、11種類の類似薬物のチャネル阻害作用を検討したとこ
ろ、proflavineを含む3種の薬物が同様の効果を有していた。また、13種のホモ、ヘテロKirチャネルの中で、
ROMK1が一番高い感受性を示した。さらに、薬物非感受性のチャネルとのキメラ解析から、細胞外領域が薬物
感受性を決定していること、作用には電位依存性が無く、阻害のHill係数が3を超えることが明らかとなっ
た。以上の知見から、proflavineによるROMK1の阻害様式は、新規の薬物結合部位であるチャネルの細胞外領
域への4分子の結合が基盤であることが判った。
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B-1
〇1新谷 勇介,

早田 敦子,

1,2

1

大阪大院・薬・神経薬理,

2

橋本 均

1,2

大阪大院・連合小児発達

【背景・目的】下垂体アデニル酸シクラーゼ活性化ポリペプチド (PACAP) は神経細胞の分化・生存維持など
に関与するポリペプチドである。行動薬理学や臨床疫学研究から、PACAP シグナルの変化が統合失調症などの
精神疾患に関連することが示唆されており、PACAP シグナルの分子メカニズムの解明は様々な精神疾患の発症
や治療機構の理解に重要と考えられる。これまで当研究室では、Gタンパク質共役受容体 (GPCR) であるⅠ型
PACAP 受容体 (PAC1R) の刺激により、Gタンパク質共役シグナルを介して PAC1R の細胞内への内在化が生じ
ることを見出してきた。一方で、GPCR はGタンパク質非依存的なシグナルであるβアレスチン (β–arr) によ
る調節を受けることが知られている。β–arrはGPCR の脱感作を促進し、足場タンパク質とても機能し、近
年、非定型抗精神病薬 Aripiprazole の薬理作用に β–arr2が関与するという興味深い知見が報告されてい
る。そこで、本研究では β–arrを介した PACAP-PAC1R シグナルの調節とそのメカニズムについて解析した。
【方法】PAC1R と β–arr1/2 との相互作用を、NanoΒiT タンパク質間相互作用アッセイ系を用いて化学発光
により検出した。各 β–arrをsiRNAを用いて発現抑制したのち、Halo-tagを融合したPAC1Rを発現させ、その
細胞内在化を可視化した。また、ERKのリン酸化はWestern blottingにより定量化した。P
【結果・考察】PAC1R とβ–arr1あるいは2 との相互作用は、PACAP刺激により増加し、両者の濃度依存性はほ
ぼ同様であった。PAC1Rと両β–arrとの相互作用は、PACAP刺激直後は細胞膜周辺で観察されたが、β–arr2と
の相互作用のみが細胞内在化する様子が認められた。また、PACAPによるPAC1Rの細胞内在化やERKのリン酸化
はβ–arr2のsiRNAにより低下したが、β–arr1のsiRNA による影響は認められなかった。これらの結果は、
PACAPシグナル系における β–arr1 および2 の役割の違いを示唆するものであり、PACAPの持つ多様な生理機
能の解明の一端となることが期待される。

B-2
○村木克彦、安藤優奈、鈴木裕可、波多野紀行、村木由起子
愛知学院大学 薬学部

薬効解析学

侵害受容器のTRPA1は様々な化学物質で活性化されることが知られている。本研究では、大気中やたばこ煙中
に含まれる9, 10-phenanthrenequinone (9,10-PQ) のTRPA1に対する作用を検討した。ヒトTRPA1を発現させた
HEK細胞に0.1-10 μMの9,10-PQを投与すると細胞内Ca濃度の上昇及びカチオン電流の活性化が観察された。こ
の9,10-PQによるTRPA1活性化効果はTRPA1活性化薬のallyl isothiocyanateやZnSO4と比較し、強力であった。
さらに9,10-PQと類似の構造をもつ1,10-phenanthroline-5,6-dione, phenanthrene, 1,10-phenanthrolineを
用いた解析により、TRPA1の活性化には9,10-PQ構造中のキノン構造が重要であることが明らかとなった。また
cell-freeのoutside-out patch やinside-out patch条件下でも9,10-PQ のTRPA1活性化効果が観察されたこと
から、TRPA1の活性化には細胞内因子は関与しないことが示唆された。TRPA1中のシステイン残基 (C) をセリ
ン残基 (S) に置換した6種類の変異型TRPA1 (C414S, C421S, C621S, C633S, C641S, C665S-muTRPA1) を作製
し、9,10-PQの効果を検討したところ、C621S-muTRPA1を発現させたHEK細胞で9,10-PQが無効となった。C665SmuTRPA1を発現させたHEK細胞でも、9,10-PQ誘発のチャネル活性化は有意に減弱したが、チャネル感受性を3
μMの細胞内Ca2+で増大させると、9,10-PQの効果が回復した。一方、C621S-muTRPA1は3 μMの細胞内Ca2+でチャ
ネル感受性を増大させても、9,10-PQの効果の回復は弱かった。細胞を9,10-PQで長期曝露するとKeap1を介し
たストレス応答反応が起こることが報告されている。本研究の結果より、9,10-PQの短期曝露がTRPA1の活性化
を引き起こし、気道系組織の生理機能を変化させる可能性があることが示唆された。
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B-3
北和晃1、○塩田正之2、田中昌子3、松永慎司4、三浦克之5、冨田修平4
1

大阪市大院・医・泌尿器、2大阪市大院・医・研究支援プラットホーム、
3
早大・先進理工・生命医科、4大阪市大院・医・分子病態薬理、5大阪市大院・医・薬効安全性
進行性前立腺癌に対して第一選択である抗ホルモン療法は約1～2年有効であるが、その後抵抗性となり去勢抵
抗性前立腺癌 (Castration Resistant Prostate Cancer : CRPC) の病態となる。前立腺癌の増殖や転移、さ
らにホルモン療法耐性においてアンドロゲン受容体 (AR) やそのスプライスバリアント (Androgen Receptorvarint7 : AR-V7) は重要な因子であり、それらの発現や下流シグナルの抑制がは有効な治療標的となる。分
子シャペロンであるHeat Shock Protein (HSP) は様々ながん種において発現が上昇し、がんの増殖、転移、
薬剤耐性などに関与している。そこでCRPCにおけるHSP70の機能の解析とHSP70阻害剤の治療有効性を検討し
た。2種類のHSP70阻害剤 (Quercetin、VER155008) を用いてin vitroでの評価を行った。HSP70阻害剤は用量
依存的に細胞増殖を抑制し、アネキシン陽性細胞を増加させた。また阻害剤の用量、あるいは時間に依存した
ARと AR-V7の発現低下を認めた。この際、ARおよびAR-V7で発現制御を受ける下流分子の発現も低下してい
た。一方、一過性の熱刺激によりHSP70の発現を誘導するとAR、AR-V7共に発現が上昇した。以上より、HSP70
はAR、AR-V7の発現制御に関与することが示唆された。したがって、CRPCにおいてHSP70阻害剤はARと AR-V7経
路を効率的に抑制し、有効な治療手段となりうることが示唆された。

B-4
今村泰弘1、十川千春2、宮崎育子3、浅沼幹人3、○十川紀夫1
1

松本歯科大学歯科薬理学講座 2岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科薬理学分野
3
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経機構学分野
Metallothionein (MT) は、多くの生理的、非生理的刺激で誘導され、微量元素の恒常性維持や重金属毒性
軽減、酸化ストレス防御などに関与すると考えられている低分子量の金属結合蛋白質である。MTには4つのア
イソフォームがあり、この内、MT-4は扁平上皮に特異的に発現することが報告されているが、その生理的意義
は未だ明らかになっていない。われわれは、MT-4の生理的機能を明らかにする一助として、今回、グルココル
チコイドによるMT-4誘導について検討し、若干の知見を得たので報告する。
ヒトMT-4プロモーター領域1.5Kbを精査したところ、2つのグルココルチコイド応答領域 (GRE) の存在が示
唆されたため、これらGREのグルココルチコイドに対する応答をレポーターアッセイにて検討した。上流GREと
下流GREを共に含むプロモーター領域1.5Kbでは、コルチコステロン (CORT) あるいはデキサメタゾン (DEX)
添加によりルシフェラーゼ活性は増加した。しかし、下流GREを含む0.8Kbフラグメントでは、CORTあるいは
DEXによるルシフェラーゼ活性の増加は認められず、同様に下流GREを含む1.1Kbフラグメントでも、CORTによ
るルシフェラーゼ活性の増加は認められなかった。さらに、上流GRE相当部を削除した改変1.5Kbフラグメント
によっても、CORTによるルシフェラーゼ活性の増加は認められなかった。一方、0.8Kbフラグメントにおける
CORT無添加のルシフェラーゼ活性は1.5Kbフラグメントと比べ増加したが、1.1Kbフラグメントでは同等であ
り、上流GRE相当部を削除した改変1.5Kbフラグメントでは、逆に1.5Kbフラグメントと比べ減少した。
以上の結果より,グルココルチコイド応答に上流GREが必要であること、および、今回削除した上流GRE相当
部に自発的なMT-4プロモーター活性が、0.8Kbと1.1Kbフラグメント間にサイレンサー領域の存在が示唆され
た。
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B-5
○渡邊 政博1)、豊村 隆男1)、和氣 秀徳2)、劉 克約2)、勅使川原 匡2)、
高橋 英夫3)、西堀 正洋2)、森 秀治1)
1)

就実大・薬、2)岡山大院・医歯薬、3)近畿大・医

【背景と目的】近年、種々の炎症性疾患との関係が注目されている終末糖化産物 (AGEs) は、還元糖やその代
謝産物とアミノ基を有する生体分子から非酵素的に生成し、加齢や高血糖に伴い生体内に蓄積することが知ら
れている。これまでに我々は、AGEsの作用メカニズムを探索する過程で、TNFスーパーファミリーに属する分
子 (仮称:TNFLF) が、AGEsと相互作用する可能性を見出した。そこで、これらの分子の作用を培養細胞系にお
いて検討したところ、AGEsの共存によってTNFLFが誘導する炎症性サイトカインの産生が抑制されることが示
された。また、プルダウンアッセイによりAGEsとTNFLFが直接的に結合することが示された。これらの結果
は、AGEsがTNFLFに結合することによってTNFLFの機能阻害が生じる可能性を示唆している。そこで本研究にお
いて我々は、AGEsがTNFLFの機能を阻害するメカニズムの解明を目的として、TNFLFの変異体を用いた解析を
行った。
【方法】大腸菌発現系を用いてHisタグを付加した各種TNFLF変異体を作製した。これらの変異体はHisタグを
介してコバルトが固定化されたアフィニティービーズに結合させた。続いて、このビーズを用いてAGEsのプル
ダウンアッセイを行い、TNFLF変異体とAGEsとの相互作用を評価した。
【結果と考察】N末端にタグ配列を付加した全長TNFLF (153アミノ酸残基) のN末端側およびC末端側を段階的
に欠損させた変異体を作製し、プルダウンアッセイを行った。その結果、N末端側の欠損体はいずれもAGEsに
結合することが示された。一方で、C末端側から約60アミノ酸残基を欠損させた変異体はAGEsに結合するのに
対して、約80アミノ酸残基を欠損させた変異体 (ΔC14) はAGEsに結合しないことが示された。そこで、ΔC14
に特異的な欠損部位 (20アミノ酸残基) のみを欠損させた変異体を用いて解析を行ったところ、AGEsと結合す
ることが示された。これら結果から、TNFLFはC末端側の複数カ所の領域を介してAGEsに結合することが示唆さ
れた。

B-6
〇柳生和耶、大橋憲太郎、平田洋子
岐阜大学大学院 自然科学技術研究科 生命科学・化学専攻
インターフェロン誘発性二本鎖依存性プロテインキナーゼ (PKR) は、哺乳動物細胞で恒常的に発現している
セリン/スレオニンキナーゼで細胞死の制御に重要である。アルツハイマー病、パーキンソン病などの神経変
性疾患では、PKRのリン酸化が亢進することが報告されている。しかし、神経細胞死に関与すると考えられる
小胞体ストレスや酸化ストレスなどのストレス応答におけるPKRのリン酸化の役割についての詳細は明らかと
なっていない。本研究では、ドーパミン産生細胞のPC12を用いてPKR阻害剤のC16が小胞体ストレス誘導性アポ
トーシスのシグナル経路に及ぼす影響を検討した。PC12細胞は小胞体ストレス誘導剤のツニカマイシン、タプ
シガルギンによりDNAの断片化を伴うアポトーシスを起こし、C16はこれらのDNA断片化を抑制した。そこでC16
のアポトーシス制御機構における小胞体ストレス応答経路について解析した。その結果、C16はDNA断片化を抑
制する濃度では、3つの小胞体ストレス応答反応のうち、PERK-ATF4経路及びATF6経路には影響を与えず、IRE1
経路下流のJNKのリン酸化を抑制することが明らかとなった。C16によるPKR阻害は、小胞体ストレス応答の3つ
の経路のうち、IRE1/JNK経路を介して、アポトーシスを抑制することが示唆された。さらに、C16処理により
Erk1/2のリン酸化が亢進した。したがって、Erk1/2経路の活性化も小胞体ストレス誘導性アポトーシスの抑制
に関与すると考えられる。以上の結果より、C16はPKRが関与するストレスシグナル研究のツールとして、ま
た、神経変性疾患の治療薬のシーズとしても有用性の高い化合物であることが示唆された。
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B-7
〇近藤 早梨、野村 知弘、衣斐 大祐、間宮 隆吉、平松 正行
名城大学薬学部・薬品作用学研究室
【目的】当研究室では、マウスを用いた実験から、植物などに含まれるアミノ酸の一種のベタインの単回投与
が、amyloid-β peptide (25-35) [Aβ (25-35) ] 脳室内投与による学習・記憶障害の発現を減弱することを
報告してきた。また、Sirt1は転写因子などの脱アセチル化を介して、抗酸化・抗炎症作用を示すこと、培養
アストロサイトにおけるAβ処置によってSirt1タンパク発現が減少することが報告されている。そこで本研究
では、Aβ (25-35) 脳室内投与マウスにおけるベタインの慢性飲水摂取が、学習・記憶障害およびマウス海馬
のSirt1発現に与える影響について調べた。
【方法】Aβ (25-35) 脳室内投与の1日前に精製水に溶かしたベタイン10 g/Lの飲水を開始し、8日間自由摂取
させた。Aβ (25-35) 投与後5～8日目に物体認知記憶を調べる目的で、新奇物体認知試験を行い、さらに、
の発現量を調べる目的で、定量PCR法を行った。
発現の低下が認められた。ベタイ
【結果】Aβ (25-35) 脳室内投与により、物体認知記憶の障害および
の発現低下をそれぞれ有意に抑制した。
ン慢性飲水摂取は、物体認知記憶の障害および
【考察】ベタインの慢性飲水摂取は、Aβ (25-35) 脳室内投与により誘発される学習・記憶障害および
の発現低下を抑制する事が明らかとなった。今後は、ベタインによる学習・記憶障害改善作用とSirt1発現低
下の抑制作用との関係を明らかにしていく予定である。

B-8
○Bolati Wulaer1), Taku Nagai1), Akira Sobue1), Keisuke Kuroda2), Kozo Kaibuchi2),
Toshitaka Nabeshima3), Kiyofumi Yamada1)
1)Department of Neuropsychopharmacology and Hospital Pharmacy, 2)Department of Cell
Pharmacology, Nagoya University Graduate School of Medicine 3)Advanced Diagnostic
System Research Laboratory, Fujita Health University, Graduate School of Health
Science and Aino University
The disrupted-in-schizophrenia-1 (DISC1) is known as a risk gene for the development of mental
disorders. It is also involved in neurodevelopment, cognition, and memory. We have previously
generated mice lacking exons 2 and 3 of the Disc1 on a C57BL/6J genetic background (Disc1Δ2-3/Δ2
-3 mice).
In the present study, we investigated if Disc1Δ2-3/Δ2-3 mice had any impairment in visual
discrimination learning and memory, using a translatable touchscreen-based visual discrimination
task. To investigate the neuronal activation related to the visual discrimination task, we
conducted c-Fos immunohistochemistry. The total number of c-Fos immuno-positive cells was counted
in the dorsal striatum.
Disc1Δ2-3/Δ2-3 mice exhibited retarded performance in the visual discrimination task, which was
mainly due to high perseverative response compared to wild-type animals. The daily treatment of
clozapine ameliorated the impairment by normalizing the preservative behavior. Moreover, cFos expression was specifically increased in the dorsomedial, but not dorsolaterial striatum after
the first visual discrimination day in Disc1Δ2-3/Δ2-3 mice compared to the wild-type animals.
Taken together, these results show that enhanced repetitive and compulsive-like behaviors in
Disc1Δ2-3/Δ2-3 mice may lead to cognitive impairment. Daily treatment with clozapine could
ameliorate the impaired performance. Functional changes in Disc1Δ2-3/Δ2-3 mice in the
dorsomedial striatum might be responsible for the abnormal phenotype.
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B-9
○相澤風花1、大垣圭弘1、京谷奈月1、中本賀寿夫1、栗原崇3、平澤明2、 宮田篤朗3、
徳山尚吾1
1. 神戸学院大学・薬・臨床薬学 2. 京都大院・薬学研究院・ 薬理ゲノミクス分野
3. 鹿児島大医歯学総合・生体情報薬理学
【目的】脳内には多様な脂肪酸が存在し、中でもn-3 系脂肪酸は脳の機能維持に重要な役割を果たしている。
これまでに、食餌性に n-3 系脂肪酸の欠乏を誘発させた雌性マウスにおいて、出産後の養育行動が障害され
ることが報告されているが、その詳細な機序は明らかとなっていない。GPR40/FFAR1 は脳内に発現する G タ
ンパク質共役型受容体であり、n-3 系脂肪酸などを含む長鎖脂肪酸によって活性化される。本研究では、
GPR40/FFAR1 欠損 (GPR40KO) 雌性マウスを用いて、GPR40KO が情動・養育行動に及ぼす影響について検討し
た。
【方法】未交配および出産を経験したGPR40/FFAR1 野生型 (GPR40WT) および GPR40KO の雌性マウス (8-12 週
齢) を使用した。情動行動は、高架式十字迷路試験 (EPM) などを用いて評価した。出産後の GPR40WT および
GPR40KO における養育行動は、離乳までの期間における育児放棄・喰殺数をカウントした。レトリービング試
験では、3 匹の仔マウスを巣に戻す時間を測定した。
【結果】EPM において、GPR40KOは、GPR40WTと比較して open arm への滞在時間が有意に増加した。その他の情
動行動試験においても異常行動が観察された。出生後の仔マウスの生存率は GPR40KOは、GPR40WT と比較して、
出生後 1 日目以降から有意に低下した。GPR40KOは、GPR40WT と比較して、育児放棄および喰殺数が増加した。
レトリービング試験において、未交配のGPR40WT および GPR40KOはいずれも同程度のレトリービング行動を示
した。出産後の GPR40KOは出産後の GPR40WT と比較して、レトリービング開始時間が有意に遅延した。
【考察】雌性マウスにおいて脂肪酸―GPR40/FFAR1 を介したシグナルは、情動・養育行動の制御に重要な役割
を果たすことが示めされた。

B-10
◯宮本啓補、石倉啓一郎、粂和彦、大澤匡弘
名古屋市立大学大学院薬学研究科 神経薬理学分野
【目的】神経障害時に、脊髄後角のアストロサイトでは反応性アストロサイトと呼ばれる形態への変化が見ら
れ、痛覚過敏の維持期に関わることが知られている。また一般にアストロサイトは細胞内の解糖系により生じ
るL-乳酸をニューロンに輸送する経路であるアストロサイト-ニューロン乳酸シャトル (ANLS) を介して神経
伝達の維持に関わる。そこで本研究では、神経障害時の反応性アストロサイトにおいてANLSが亢進し、神経伝
達を増幅させることで疼痛維持期のみでなく発症期にも関与すると仮定し検証を行った。
【方法】アデノ随伴ウイルス (AAV) による感染を利用した実験には6-8週令のC57BL/6J系雄性マウスを、その
他の実験については6-8週令のddY系雄性マウスを用いた。痛覚閾値はvon Frey testにより測定し、脊髄にお
けるタンパク質発現については免疫組織化学的方法、およびウエスタンブロット法により評価した。
【結果および考察】アストロサイトのマーカータンパク質であるGFAPのプロモーター下にデザイナー薬物
clozapine N-oxide (CNO) により活性化するデザイナー受容体hM3DqをコードしたAAVを脊髄後角に感染させ、
脊髄後角アストロサイト選択的な活性化をCNO
処置により起こしたところ、機械痛覚閾値が低下し、L-乳酸の取り込みや放出を行うモノカルボン酸トランス
ポーター (MCT) 阻害薬であるα-cyano-4-hydroxycinnamate (4-CIN) により抑制された。また、L-乳酸の脊
髄くも膜下腔内投与により機械痛覚閾値が低下し、これはL-乳酸をピルビン酸に変換する酵素LDHの阻害薬
isosafrole、アデニル酸シクラーゼの阻害薬NB001、PKAの阻害薬KT5720、および4-CINにより抑制された。ま
た、L-乳酸の投与により痛覚伝達の亢進に関与するcAMP response element binding protein (CREB)、および
細胞骨格の脱重合を起こすコフィリンのリン酸化が亢進し、これらは4-CINにより抑制された。以上の結果よ
り、神経障害による痛みはANLSの亢進によるニューロンへのL-乳酸の過剰供給により生じることが示唆され
た。

43

B-11
〇中武ゆい1、関口富美子1、坪田真帆1、辻田隆一1,2、本田剛一2、川畑篤史1
1

近畿大・薬・病態薬理、2旭化成ファーマ

傷害時や炎症時に種々の細胞から放出されるdamage-associated molecular patterns (DAMPs) の1つである核
内タンパクhigh mobility group box1 (HMGB1) は、N末端側から23、45、106番目に3つのシステイン残基
(Cys) を有しており、全てのCysがチオール型であるall-thiol- HMGB1 (at-HMGB1) およびCys23とCys45がジ
スルフィド結合したdisulfide-HMGB1 (ds-HMGB1) は、それぞれreceptor for advanced glycation
endproduct (RAGE) およびToll-like receptor 4 (TLR4) を活性化し炎症反応や痛みを増強する。一方、血管
内皮細胞に発現するthrombomodulin (TM) はHMGB1を吸着し、thrombinによるHMGB1の分解を促進する。ラット
脊髄後根神経節 (DRG) 細胞においてHMGB1が神経突起伸長に関与するとの報告があることから、本研究では、
マウスDRG細胞におけるat-HMGB1とds-HMGB1の神経突起伸長効果を比較検討し、それに及ぼす遺伝子組換えヒ
ト可溶性TM (TMα) およびthrombinの影響を調べた。マウスから採取したDRG細胞を培養し、HMGB1による神経
突起伸長を観察した。その結果、ds-HMGB1は無効であったが、at-HMGB1は刺激24～72時間で神経突起伸長を有
意に促進した。このat-HMGB1の効果にDRG細胞の大きさによる違いはほとんど認められなかった。また、atHMGB1誘起神経突起伸長はRAGE阻害薬FPS-ZM1によって完全に阻止された。TMαは100 nMでat-HMGB1誘起神経突
起伸長を有意に抑制したが、1～10 nMでは有意な抑制効果を示さなかった。Thrombinは0.1～1 U/mlの単独刺
激ではat-HMGB1による神経突起伸長を抑制しなかったが、10 nMの TMα存在下では、1 U/mlで強力な抑制効果
を示した。以上より、マウスDRG由来神経細胞において、ds-HMGB1は効果を示さないが、at-HMGB1はRAGEを介
して神経突起伸長を促進すること、また、TMαは高濃度では単独で、低濃度ではthrombinとの協力作用によっ
てat-HMGB1を不活性化し神経突起伸長を抑制することが示唆された。

B-12
〇平瀬僚、筒井真人、永安一樹、白川久志、金子周司
京都大学大学院薬学研究科生体機能解析学分野
【背景】代表的な中枢性脱髄疾患であり、慢性的な炎症応答を伴う多発性硬化症 (multiple sclerosis; MS)
は、末梢リンパ球の中枢への浸潤を抑制する薬剤が一定の効果を発揮しているものの、感染症や徐脈などの重
篤な副作用が報告されていることから、新たな作用機序に基づく創薬が強く望まれている。TRPM2は活性酸素
感受性TRPチャネルであり、脳や免疫系細胞に広く分布する。これまでに当研究室では、マクロファージやミ
クログリアに発現するTRPM2がCXCL2やiNOS産生を媒介し、神経障害性疼痛などの炎症性疾患の病態に寄与する
ことを明らかにしてきた。そこで本研究では、MSにおけるTRPM2の病態生理学的役割を検討した。【方法】実
験にはC57BL/6系雌性の野生型およびTRPM2-KOマウス (7-9週齡) を用いた。MOG35-55ペプチドおよび免疫賦活
剤を含むエマルジョンをマウス背側部に皮下投与することにより、MS病態を模した実験的自己免疫性脳脊髄炎
(EAE) を惹起した。臨床スコアは病態の悪化に応じて7段階で評価し、摘出したL3-L5の脊髄を用いて定量的
RT-PCR、ELISA、組織学的評価を行った。【結果・考察】野生型EAEマウスにおける臨床スコアの上昇は、
TRPM2-KOマウスでは顕著に抑制された。TRPM2阻害作用を有するミコナゾールの発症後投与によってもEAE臨床
スコアの上昇は顕著に抑制された。免疫惹起21日目のEAEマウス脊髄におけるT細胞の浸潤や特徴的転写因子の
増大はTRPM2-KOにより影響を受けなかった。一方、病態早期である免疫惹起14日目のEAEマウス脊髄における
各種炎症性サイトカインやケモカインのうちCXCL2産生・遊離がTRPM2-KOにより特異的に減弱していた。ま
た、マクロファージ/ミクログリアの指標であるIba1免疫活性の上昇や、好中球と想定されるGr1陽性細胞の浸
潤がTRPM2-KOにより減弱していた。以上の結果より、TRPM2はEAE病態の悪化に関与し、その病態形成メカニズ
ムには、マクロファージ/ミクログリアに発現するTRPM2によるケモカインCXCL2の産生・遊離、および好中球
の局所浸潤が寄与すると考えられる。
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B-13
〇長瀬

春奈1、平田

洋子1、Herbert M Geller2、Yasuhiro Katagiri2

1

岐阜大学大学院 連合創薬医療情報研究科 創薬科学専攻、2NHLBI NIH

コンドロイチン硫酸やヘパラン硫酸のような硫酸化した直鎖状糖鎖は、プロテオグリカンとして細胞表面や細
胞外マトリックスに存在し、細胞の生物学的機能を調節している。直鎖状糖鎖の生物活性は、分子量、糖組成
や結合によって左右される。中でも硫酸基に由来する負電荷は、直鎖状糖鎖が持つ最も重要な特性である。細
胞内におけるシグナル伝達を調節するリン酸化に対して、硫酸化は細胞-細胞や細胞-細胞外マトリックスのよ
うな細胞外のシグナル伝達を調節し、神経軸索伸長やその再生にも関与している。
モノクローナル抗体であるCS-56は、コンドロイチン硫酸を評価するために1980年代からこれまで、主に免疫
組織化学染色を用いた研究に使用されて来た。CS-56がアイソタイプIgMの糖鎖に対する抗体であり、実験操作
が煩雑であることから、ウェスタンブロット法での再現性は低く、検出したバンドがコンドロイチン硫酸由来
であるか正しく評価され ていなかった。
本研究では、CS-56を使用したウェスタンブロット法を改良し、マウス脳組織溶解物の評価を可能とした。さ
らに、コンドロイチン硫酸分解酵素であるコンドロイチナーゼABCと糖鎖還元末端を認識する抗体である
MAB2030を利用し、検出したバンドのコンドロイチン硫酸特異性を示した。また、生体内で硫酸基のドナーと
して働く3'-ホスホアデノシン-5'-ホスホ硫酸の阻害剤である塩素酸ナトリウムによって硫酸修飾が阻害され
たラット副腎髄質由来PC12細胞のサンプルにおいても、塩素酸ナトリウムの濃度依存的なバンド強度の減少を
検出することに成功した。

B-14
○萩原由実子、山村寿男、西村歌織、鈴木良明、今泉祐治
名古屋市大・院薬・細胞分子薬効解析学
松果体はメラトニン分泌を介してサーカディアンリズムを調節する器官である。松果体細胞に発現している
数種類のイオンチャネルがメラトニン分泌制御に寄与していることが知られている。我々は、ラット松果体に
おいて、Ca2+活性化Cl- (ClCa) チャネル阻害薬がノルエピネフリン誘発性メラトニン分泌を抑制することを見
出した。また、ラット松果体細胞において、ClCaチャネルを構成するTMEM16AとTMEM16Bの機能発現を認めた。
さらに、それらの分子がホモ複合体だけでなく、ヘテロ複合体としても存在していることが示唆された。本研
究では、ラット松果体よりクローニングしたTMEM16AとTMEM16BをHEK293細胞に共発現させて、松果体ClCa電流
を再構築することを目指した。まず、TMEM16AまたはTMEM16BをHEK293細胞に単独発現させた。TMEM16Aチャネ
ルは、比較的高いCa2+感受性 (～0.3 μM)、脱分極刺激による緩やかな活性化 (τact=～250 ms) と脱活性化
(τdeact=～150 ms) を示した。一方、TMEM16Bチャネルは、低いCa2+感受性 (>1 μM)、脱分極刺激による速やか
な活性化 (τact=～20 ms) と脱活性化 (τdeact=～10 ms) を示した。しかし、それらの電流特性は、松果体ClCa
電流のもの (τact=～90 ms、τdeact=～85 ms) と異なっていた。次に、TMEM16AとTMEM16BをHEK293細胞に1:2で
共発現させたところ、そのClCa電流特性は、松果体ClCa電流のものと類似していた。さらに、TMEM16AとTMEM16B
のタンデム体を作製してHEK293細胞に発現させたところ、TMEM16AとTMEM16Bの中間的な特性を有するClCa電流
が観察された。以上より、ラット松果体細胞において、TMEM16AとTMEM16Bがホモ複合体に加えて、ヘテロ複合
体としてもClCaチャネルを構成している可能性が示唆された。ClCaチャネルを構成する分子の多様性が、メラト
ニン分泌を含む松果体機能の最適化に寄与している可能性が考えられる。
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B-15
○井次陸1、高屋拓伸1、高坂和芳1、杉浦弘子2、安田新2、山形要人2、田中秀和1
1

立命大院・生命・薬理、2都医学研・シナプス可塑性

神経活動依存的に脳海馬の神経細胞に誘導されるプロトカドヘリン Arcadlin (Acad/protocadherin-8) は、
遺伝子は哺乳類で
カドヘリンスーパーファミリーの一つであり、樹状突起スパイン密度を減少させる。
) と long variant (
) が存在するこ
高度に保存されており、その転写産物に short variant (
とも、多くの哺乳類で共通している。一方で、それらの発現比や機能的差異は明らかではない。我々は海馬で
神経活動が起きたとき、タンパク質および mRNA レベルで両バリアントの発現がどのように変動するかを調べ
mRNA の発現を検討するために、ICR マウス (6週齢、♂) に電気けい
た。脳海馬における神経活動時の
れん (electroconvulsive seizure、ECS) を誘発し、0.5 〜 4時間後に total RNA を抽出して逆転写後、各
バリアントの発現量を定量的 PCR により比較した。同様に ECS 誘発後、0.5 〜 8時間後に取り出した海馬か
mRNA が強く誘導され、
らタンパク質を抽出して western blot を行った。ECS 後2時間をピークに、
mRNA 誘導は弱かった。また刺激後4時間をピークにACAD-Sと推定されるタンパク質が強く誘導され、
ACAD-Lタンパク質は発現に変化がなかった。本実験により、ECSで誘発される神経活動によってmRNA およびタ
ンパク質で Acad-s が優位に誘導される可能性が示唆された。Acad-lについては発現に変化がなかったため、
は
に比べて
ECSに対する応答性は低いと考えられる。両バリアントの塩基配列を比較すると、
第1エキソンの5’末端側に 291 bp の挿入があるが、それ以外はすべて共通している。このことから、両バリ
アント間で mRNA の安定性や一方のバリアントへスプライシングが片寄っている可能性がある。また、先行研
mRNAは頭部にのみ発現するという報告があり、胚発生期でスプライスバリア
究で胎生10日マウスでは
ントの発現比が異なるかを検討している。

B-16
○小田 紗矢香1,2、冨田 拓郎1,2、北島 直幸1,3、外山 喬士1,3,4、原田 英里5、島内 司1,3、
西村 明幸1,2、石川 達也3,5、熊谷 嘉人4、Lutz Birnbaumer6,7、西田 基宏1,2,3,8
1

生理研・岡崎統合バイオサイエンスセンター・心循環シグナル、2総研大・生理科学、3九州大
院・薬・創薬育薬研究、4筑波大・医学医療・環境生物学、5味の素株式会社、6Laboratory of
neuroscience, NIEHS, NIH、7Institute for Biomedical Research (BIOMED)、8JSTさきがけ

高血糖に伴う心不全において、過剰な活性酸素 (ROS) の産生が主たる原因として知られている。我々は最
近、圧負荷による心線維化を引き起こす過剰なROS産生に、非選択的カチオンチャネルtransient receptor
potentional canonical (TRPC) 3とNADPH oxidase 2 (Nox2) の複合体形成によるNox2タンパク質の安定化が
重要な役割を果たすことを明らかにした。TRPC3と同じチャネルファミリーに属するTRPC6はTRPC3と類似した
構造・活性化機能を有し、TRPC3とヘテロテトラマー形成により機能的なチャネルを構成し得ることも報告さ
れている。しかしながら、TRPC6の心臓における酸化ストレス蓄積への関与は明らかにされていなかった。
我々は、TRPC6の欠損は、圧負荷による心線維化をTRPC3欠損と同様に有意に抑制するが、心機能の増悪化や酸
化ストレスを抑制しないことを見出した。一方、圧負荷後の心臓における炎症性サイトカインの発現が、
TRPC6欠損マウスにおいてはWTマウスおよびTRPC3欠損マウスよりも顕著に上昇していた。また、ストレプトゾ
トシン処置により1型糖尿病を発症したTRPC6欠損マウスはWTマウス、TRPC3欠損マウスと比較して心機能が増
悪し、尿中・心臓における酸化ストレスが有意に上昇していた。高血糖状態になったマウスの心臓では、
TRPC6のmRNA発現量は増加し、Nox2のタンパク発現量は減少していた。初代ラット心筋細胞においても、高グ
ルコース条件下 (25 mM) で培養した細胞においては、低グルコース条件下 (5.5 mM) で培養した細胞より
も、TRPC6のmRNA発現が上昇し、Nox2タンパク質発現が低下していた。さらに、TRPC6の発現低下は、高血糖条
件における酸化ストレスの上昇、炎症性マーカーmRNAの発現を上昇させることも見出した。以上の結果から、
高血糖時のTRPC6の発現上昇は、TRPC3-Nox2複合体形成を阻害しNox2の発現を抑制することで、高血糖誘発性
の心不全において心保護作用を有することが示唆された。
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B-17
○佐伯尚紀1、鈴木良明1、山村寿男1、竹島浩2、今泉祐治1
1.

名古屋市大・院薬・細胞分子薬効解析学

2.

京都大・院薬・生体分子認識学

平滑筋細胞では、リアノジン受容体 (RyR) を介した筋小胞体 (SR) からの自発Ca2+放出 (Ca2+スパーク) が、
近傍の細胞膜 (PM) 上に発現するBKCaチャネルを活性化させ、自発一過性外向き電流 (STOCs) を惹起する。こ
の電流は、膜電位を過分極させて筋緊張を抑制的に制御する。我々は、脂質ラフトの一種のカベオラが、この
機構を効率化する中心的構造として機能する可能性を報告してきた。本研究ではさらに、カベオラとSRを結び
付ける因子として、平滑筋での機能が未解明な構造タンパク質・ジャンクトフィリン (JP、筋発現型;JP2) に
着目した。JP2は横紋筋では横行小管とSR膜間を架橋する。一方、横行小管が存在しない平滑筋では、JP2はカ
ベオラとSR膜間を架橋すると仮定し、平滑筋におけるJP2機能の解明を目指した。これまで、JP2とcav1 (カベ
オラ構成因子、カベオリン1) の物理的な相互作用を報告した。そこで本研究では、カベオラとSR間の機能的
な相互作用におけるJP2の役割を解析した。
まず、JP2をノックダウンしたマウス血管平滑筋細胞 (mVSMCs) を使用し、二重免疫染色したcav1とRyRの局在
を全反射蛍光顕微鏡によって分子群レベルで解析したところ、共局在率が対照群と比較して有意に減少した。
生細胞を用いたCa2+イメージングおよびパッチクランプ法では、Ca2+スパークやBKCaチャネル自体の活性に減少
は見られなかったが、一方でSTOCsの電流量は有意に減少した。また、カベオラ構造が欠損したcav1ノックア
ウトマウス由来のmVSMCsでは、JP2とBKCaチャネルの共局在率、及び分子集積効率が、野生型由来と比較して有
意に減少していた。
以上より、血管平滑筋においてJP2はカベオラとSRを結び付け、SRからのCa2+シグナルをPM上で電気的シグナル
に効率良く変換するCa2+マイクロドメインの形成に重要な役割を果たすことが示された。

B-18
○山村 英斗1、鈴木良明1、山村寿男1、浅井清文2、今泉祐治2
1

名古屋市大・院薬・細胞分子薬効解析学 2名古屋市大・院医・分子神経生物学分野

【背景】血液脳関門は脳血管内皮細胞 (BECs) から構成され、循環血液中から脳への物質の移行を制限するこ
とで、脳の恒常性維持に重要な役割を果たしている。低酸素ストレスによるBECsの異常な細胞増殖亢進が、血
液脳関門を崩壊させ、低酸素脳症の悪化に関与することが報告されているが、その詳細な分子機構は不明であ
る。当研究室では、低酸素ストレスがBECsにおけるKir2.1チャネルmRNA発現量を変化させることなく、タンパ
ク質発現を上昇させていること、そして、このKir2.1発現上昇がストア作動性Ca2+流入の増大を介し、BECsの
細胞増殖亢進に寄与することを見出した (Yamamura H et al., BBRC, 2016)。本研究では、低酸素培養下BECs
の細胞増殖亢進に重要なKir2.1チャネルのタンパク質発現上昇機構の解明を目的とした。
【方法】ウシ脳血管内皮細胞株t-BBEC117細胞を、低酸素条件下 (4～5% O2) で72時間培養した。定量的PCR/
ウエスタンブロッティング法とホールセルパッチクランプ法により、HIF-1α、Dynamin2、Kir2.1の発現及び
活性変化を解析した。
【結果・考察】Kir2.1などの膜タンパク質の細胞内局在を制御する分子であるDynamin2の発現を調べたとこ
ろ、低酸素培養によりmRNA及びタンパク質発現が上昇した。Dynamin阻害薬は、低酸素ストレス誘発性の
Kir2.1電流密度及び細胞膜発現上昇を有意に抑制した。そして、Bimolecular Fluorescence Complementation
法により、117細胞においてDynamin2とKir2.1は分子間相互作用することが明らかになった。また、低酸素培
養によるHIF-1αタンパク質の発現低下がDynamin2の発現上昇に寄与していた。低酸素培養によるHIF-1α、
Dynamin2を介したKir2.1活性増大がBECsの細胞増殖の異常亢進を生じさせることから、この機構が低酸素脳症
における血液脳関門破綻メカニズムの一端を担う可能性が示唆された。
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B-19
〇森田裕奈

林勝己

橋川成美

橋川直也

岡山理大学院・理・臨床
【背景と目的】分子シャペロンはタンパク質の立体構造の形成や、変性タンパク質の修復などに関与し、その
一種である熱ショックタンパク質 (HSP) は、熱や紫外線などの様々なストレスによって発現量が増加して、
変性タンパク質の修復・保護を行っている。本研究は、HSP発現と大動脈粥状硬化症の進行の関係を明らかに
するために、動脈硬化症自然発症マウスであるApoE欠損マウスにHSP発現誘導剤として知られているGeranylgeranyl acetone (GGA) の投与を行い、大動脈粥状硬化症進行にHSPがどのような影響を与えるのか解析を
行った。
【方法】大動脈硬化症を発症前 (5週齡) から5週間 HSP発現誘導を行った群と、大動脈硬化を発症後 (10週
齡) から5週間 HSP発現誘導を行った群の2群の解析を行った。HSP発現誘導の方法はGGA (800 mg/kg/day) を
与える方法と、41℃30分の温浴を週に2回行う方法の2通りで行った。それぞれ大動脈を摘出後、oil red O染
色を行い大動脈硬化の進行を評価した。また、大動脈硬化を発症後 (10週齡) にHSP発現誘導剤であるGGAを与
え、24時間後にHSPおよび炎症性サイトカインであるIL-6、接着因子であるIcam、Vcamなどの発現解析をリア
ルタイムPCR法によって行った。
【結果・考察】ApoE欠損マウスにおいて、大動脈硬化症発症前にHSP発現誘導を行うと大動脈硬化の進行が抑
制された。しかし、大動脈硬化発症後のHSP発現誘導は大動脈硬化を著しく進行させた。また、大動脈硬化発
症後 (10週齢) のHSP発現誘導は炎症性サイトカインや接着因子を有意に増加させた。以上のことから、大動
脈硬化症においてHSPは、発現誘導する時期によって全く異なる影響を与えること可能性が示唆され、大動脈
硬化発症後においてHSPは、大動脈での炎症を促進させ、動脈硬化を悪化させていると示唆される。

B-20
○Guan Yu1、中野大介1、Liu Wenhua2、Yifan Zhang1、Lei Li1、人見浩史1、
平野勝也2、西山 成1
1

香川大学医学部薬理学・2同自律機能生理学

【目的】本研究はProteinase-activated receptor-1 (PAR1) の腎障害進展における役割と、阻害薬の腎保護
効果について検討した。
【方法】雄性Balb Cマウスにdoxorubicin (15 mg/kg, i.v.) を投与したネフローゼモデルに対し、溶媒
(n=5) あるいはPAR1拮抗薬Q94 (5 mg/kg/day, s.c., n=5) を2週間投与し、各種腎障害パラメーターを検討し
た。糸球体組織はレーザーキャプチャー法にて採取した。また、培養マウス不死化ポドサイトにおいてfura-2
を使用して細胞内カルシウム濃度を測定し、caspase-9にてアポトーシスの評価を行った。
【成績】糸球体組織中のPAR1遺伝子発現量は尿中アルブミン排泄と正の相関を示した。Q94の投与は、尿中ア
ルブミン排泄量の増加、ならびに血漿クレアチニン値の増加は有意に抑制した。また、同時にdoxorubicinの
投与による糸球体組織中のポドシン・ネフリンの遺伝子発現量の減少を抑制した。さらに、Q94はdoxorubicin
によって生じる糸球体ポドサイト障害 (デスミン陽性部位) と糸球体硬化病変 (PAS陽性面積増加) を有意に
抑制した。このようなQ94の作用は、腎組織中4-HNE陽性部位の減少を伴っていた。培養ポドサイトにはPAR1が
有意に遺伝子レベルで発現しており、トロンビン投与 (1 U/mL) による細胞内カルシウム濃度の上昇、ならび
にdoxorubicin投与 (0.5 μmol/L) によるcaspase-9活性の上昇を認めたが、いずれもQ94により抑制された。
【結論】以上の結果より、PAR-1と腎障害の関連が示唆され、Q94によるPAR1の阻害は腎障害進展、特に糸球体
障害の進展を抑制することが示された。
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B-21
○一瀬(鷲見)千穂1、菅沼由唯1、狩野泰輝1、井平典子1、野村裕子2、 池本和久1、
畑 忠善2、加藤節子3、一瀬 宏4、近藤一直1
1

藤田保衛大・医・薬理、 2藤田保衛大・医療・臨床検査、 3明海大・歯、
4
東工大・院・生命理工
[目的]
(6R) -L-erythro-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin (BH4) はモノアミンおよび一酸化窒素 (NO) 合成
酵素 (NOS) に必須のコファクターであり、セピアプテリン還元酵素 (SPR) はBH4生合成の最終段階を触媒す
る。Spr-/-マウスは変動の大きい高血圧と徐脈を示した。その機序を明らかにする。
[方法] Spr-/-マウス (OYC32) はLexicon Pharmaceuticals Incで作製された。マウス血圧はTail-Cuff法で測
定した。血管弛緩反応は、マウス胸部大動脈リング標本をオーガンバス中でPhenylephrin (Phe) によって前
収縮させ、Acetylcholine (ACh)、およびNOS阻害薬存在下でSodium Nitroprussideを累積投与しておこなっ
た。ペントバルビタール麻酔下に心電図を記録し、heart rate variability (HRV) を測定した。17時間絶食
時の血糖値はHK-G6PDH法で測定した。絶食時および給餌1時間後の血圧を測定し、変化を比較した。
[結果] Spr-/-マウス大動脈リング標本はPheで野生型マウスに比べて強い張力を生じたが、高濃度K+添加時の
張力で補正するとその差は有意ではなかった。AChに対する内皮依存性弛緩反応は減弱していた。HRVの解析で
は交感神経系入力の増大を示すLF/HF、LF/TFが高値であった。Spr-/-マウスは17時間絶食時、著明な低血糖を
示した。Spr-/-マウスの血圧は、給餌後絶食時に比べて低下する傾向があった。
[考察] Spr-/-マウス血管の収縮性の増大はα受容体の機能亢進とは異なる機序と考えられた。交感神経系と
副交感神経系のImbalance、NO産生障害により血管の弛緩性が低下していることが高血圧の原因であろうと推
測される。給餌により血糖値が変化すること、あるいは消化管への刺激は血圧を変動させる一因となる可能性
がある。

B-22
○石丸 侑希、柴垣 郁弥、金沢 裕美、四斗邊 学、小西 寛子、藤井 雄也、
山室 晶子、吉岡 靖啓、前田 定秋
摂南大学

薬学部 薬物治療学

【目的】増殖性糖尿病網膜症などの虚血性網膜症では、網膜において脆弱な異常血管が新生し、これらの破綻
が原因で失明に至る。現在、この異常な血管新生の抑制を目的として、血管内皮増殖因子 (VEGF) の阻害療法
が用いられているが、本治療法は、効果的な治療効果を示す一方で、正常血管に障害を与えることが知られて
いる。これらの背景より、異常血管新生を特異的に抑制する治療薬の開発が強く求められている。これまでに
我々は、虚血性網膜症マウスモデルを用いた研究において、異常血管新生に伴い網膜のapelin発現が著明に上
昇することや、apelin受容体APJが網膜血管内皮細胞に高発現していることを明らかにした。そこで今回、虚
血性網膜症で生じる異常網膜血管新生に対するAPJアンタゴニストML221の効果について検討した。
【方法】虚血性網膜症マウスモデルには、Oxygen-Induced Retinopathy (OIR) モデルを用いた。網膜血管内
皮細胞は、イソレクチンB4染色により検出した。ML221 (10 mg/kg) およびVEGFR2阻害剤SU1498 (9 mg/kg)
は、OIRモデルの生後12日齢 (P12) からP16まで1日1回腹腔内投与し、P17における網膜血管像を解析した。
【結果および考察】OIRマウスモデルのP17の網膜では、異常血管新生および無血管領域が広くみられた。OIR
モデルへのML221の投与は、異常血管新生を抑制し、さらに無血管領域を減少させた。一方、SU1498の投与
は、異常血管新生を抑制したが、無血管領域の大きさには影響を与えなかった。以上の結果より、APJアンタ
ゴニストは、VEGFR2阻害剤と比較して、虚血性網膜症で生じる異常血管新生を特異的に抑制できることが示さ
れ、APJアンタゴニストが虚血性網膜症に対する新たな治療薬となる可能性が示唆された。
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B-23
○池本和久、菅沼由唯、狩野泰輝、一瀬千穂、近藤一直
藤田保健衛生大学・医・薬理
【目的】近年、生体内における低酸素環境と疾患の関わりが注目されている。我々はこれまでにhypoxia (3%
O2) が血管内皮細胞の増殖に及ぼす影響を検討してきており、hypoxiaによる細胞増殖促進効果は観察される
までに一定の時間を必要とすることや、 一度生じた促進効果が再酸素化しても一定時間持続することを明ら
かにしてきた。今回、低酸素応答に関与する主要な転写因子であるHIF (hypoxia-inducible factor) に着目
し、その細胞増殖への関与について検討した。
【方法】ヒト臍帯静脈内皮細胞 (human umbilical vein endothelial cell, HUVEC) は本学の疫学・臨床研究
倫理審査委員会で承認された方法に則って臍帯からコラゲナーゼ法により採取したものを使用した。Hypoxia
環境は、培養器内部の酸素濃度を窒素ガスにより3%に低下させた条件を用いた。HUVECを低血清培地 (1%FBS)
で24時間培養した後、hypoxia下での培養を行って通常酸素環境下 (normoxia) で培養した細胞と比較した。
HIFの阻害薬であるchrysin、あるいはHIF分解を阻害することでHIFの作用を強めることが報告されている
quersetinの添加は、前培養後の本培養開始と同時に行った。細胞数は、培養終了後にエタノール固定と
Hoechst 33342による核染色を行い、細胞核の数を直接計数する方法 (直接計数法) により行った。HIFの発現
解析はウエスタンブロット法にて行った。
【結果】chrysin (10 μM) およびquercetin (10 μM) は、両者ともhypoxia環境下で72時間培養したHUVECの
増殖を抑制した。この抑制はnormoxia環境下でも同様に観察された。現在、ウエスタンブロットによるHIF発
現解析を検討中である。

B-24
◯京谷陽司1、趙晶1、高沢伸2、吉栖正典1
1

奈良医大・医・薬理学、2奈良医大・医・生化学

【背景】閉塞性睡眠時無呼吸 (obstructive sleep apnea; OSA) は、睡眠時における血中酸素分圧の低下と飽
和を繰り返す間歇的低酸素症 (intermittent hypoxia; IH) を特徴とし、アテローム性動脈硬化の危険因子で
あることが知られている。我々は、以前IHが上皮成長因子 (epidermal growth factor; EGF) ファミリーとそ
の受容体であるerbB2受容体の増加を介して培養ラット大動脈血管平滑筋細胞の増殖を促進させることを報告
した。しかしながら、IHによるEGFファミリー誘導メカニズムは不明である。近年、我々は膵臓のß細胞におい
てIHがinterleukin (IL) -6 mRNAを誘導することを報告している。そこで本研究では、ヒト冠動脈血管平滑筋
細胞を用いてIHによるIL-6の発現およびEGFファミリーであるepiregulin (EREG) の発現へのIL-6の影響を検
討した。【方法】細胞の各暴露条件は、normoxia (21%O2、5%CO2)、sustained hypoxia (1%O2、5%CO2) 又はIH
(10 min normoxiaと5 min sustained hypoxiaを繰り返す) とした。各mRNAの発現定量および発現抑制は、そ
れぞれquantitative RT-PCRおよびsiRNAにて行った。IL-6刺激による検討は、normoxiaにて行った。細胞培養
液中のIL-6の定量にはELISA法にて行った。【結果】IH暴露群 (72サイクル; 24時間) ではEREG mRNAの発現が
normoxia群のそれと比較して有意に増加したが、sustained hypoxia群では増加しなかった。また、IL-6 mRNA
の発現量はIH暴露のサイクル数依存的に増大した (3～72サイクル; 1～24時間)。細胞培養液中におけるIL-6
は、IH暴露 (18～72サイクル) により50 ng/mL以上まで増加した。100 ng/mL IL-6にて細胞を刺激するとEREG
mRNAの増加を認めた。IL-6またはIL-6受容体に対するsiRNAによりIHによるEREG mRNAの発現誘導が有意に抑制
された。【結語】IHがIL-6を誘導することで、血管平滑筋細胞の増殖において重要な役割を担うEREGの発現を
引き起こすことが示唆された。OSA患者におけるアテローム性動脈硬化の進展には、IL-6によるEREGの発現増
加が重要な役割を担っている可能性が考えられる。
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B-25
○堀ノ内 裕也1、池田 康将1、石澤 有紀1、今西 正樹2、座間味
武智 研志4、石澤 啓介2,3、土屋 浩一郎5、玉置 俊晃1

義人2,3、

1

徳島大学大学院医歯薬学研究部薬理学分野 2徳島大学病院薬剤部
3
徳島大学大学院医歯薬学研究部臨床薬理学分野 4徳島大学病院臨床試験管理センター
5
徳島大学大学院医歯薬学研究部医薬品機能生化学分野

【背景】近年、凝固カスケードにおいて重要な役割を果たす第Xa因子 (Factor Xa:FXa) が炎症に関与するこ
と並びにFXa阻害剤が糖尿病性腎症や動脈硬化などにおいて保護効果を示すことが報告された。慢性腎臓病
(Chronic Kidney Disease:CKD) における腎機能低下にはマクロファージ浸潤による炎症反応を介した腎間質
線維化が深く関わっているが、腎間質線維化におけるFXaの関与並びにFXa阻害剤の効果は明らかにされていな
い。
【目的】本研究では、片側尿管結紮 (Unilateral Ureteral Obstruction:UUO) 誘導腎間質線維化モデルマウ
スを用いて、腎間質線維化におけるFXa阻害剤エドキサバンの効果を検討した。
【方法】C57BL/6Jマウスをsham群、UUO群、UUO+エドキサバン群の3群に割り付け、UUO作製1週間後に腎臓を評
価した。エドキサバンは、1日1回経口投与した。
【結果】UUO作製1週間後、FX、FXa受容体であるprotease-activated receptor (PAR) -1、PAR-2の発現がsham
群と比較してUUO群で有意に増加していた。エドキサバン投与は、UUO群で上昇したTGF-β、collagen I、III
ならびにfibronectinの発現を抑制した。加えて、エドキサバン投与はUUO群で上昇したIL-1βやTNF-αなどの
炎症性サイトカインの発現を抑制した。免疫組織化学染色において、UUO群における腎間質線維化とマクロ
ファージ浸潤をエドキサバン投与が抑制することを確認した。
【結論】以上の結果から、FXa阻害剤エドキサバンが抗炎症作用を介してCKDにおける腎間質線維化を抑制する
可能性が示唆された。
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C-1
○田中 健二郎、戸苅 彰史
愛知学院大学歯学部薬理学講座
【背景と目的】骨形成を担う骨芽細胞には種々の受容体が発現していることが知られ、その生理的機能の解明
が進められている。今回、我々はオピオイド受容体に着目し研究を行ったところ、骨芽細胞では通常のオピオ
イド受容体 (μ-、κ-、δ-受容体) に比し、オピオイド増殖因子受容体 (OGFR) が強く発現していることを
見出した。OGFRは、通常のオピオイド受容体とは構造や機能も異なり、核周囲に局在している受容体である。
OGFRは多くのがん細胞で発現が確認されており、細胞増殖に関与することが報告されている。現在までに、が
ん細胞での研究は進展しているものの、骨芽細胞等における生理的役割についてはほとんど知られていない。
本研究では、骨芽細胞におけるOGFRシグナルの生理的役割を細胞実験および動物実験で検討した。【方法】細
胞実験では、骨芽細胞様細胞株MC3T3-E1細胞を、OGFRの作動薬であるメチオニン・エンケファリン (Met5) や
遮断薬であるナルトレキソン (NTX) で処理した際の細胞増殖活性をWST法で、細胞増殖関連遺伝子の発現変動
をリアルタイムPCR法で解析した。動物実験では7週齢ICR雄性マウスに、NTX (0.1 mg/kg、1 mg/kg) を28日間
腹腔内投与し、対照群には生理食塩水を投与した。投与終了後、摘出した大腿骨のµCT解析と脛骨の骨形態計
測解析を行った。【結果】MC3T3-E1細胞をMet5で処理すると、p21遺伝子発現の増加と細胞増殖活性の低下が
みられた。一方、NTX処理では細胞増殖が促進する傾向にあった。また、マウスにNTXを28日間投与したとこ
ろ、NTX投与群 (0.1 mg/kg) では対照群と比較してBV/TV (骨量/組織量) 値の有意な増加を認めた。さらに、
骨形態計測解析の結果、NTX投与群ではOb.S/BS (骨芽細胞数/骨表面積) 値の有意な増大がみられた。【考
察】以上の結果より、OGFRシグナルの遮断は骨芽細胞増殖の促進を介して骨量の増加に寄与する可能性が示唆
された。

C-2
○犬伏正和、岩城

太、天野

均、大浦

清

大阪歯科大学 薬理学講座
【目的】ヘリオキサンチン誘導体は、MC3T3細胞のALP活性を亢進するスクリーニングにより見出された低分子
化合物である。BMP様作用を持ち骨芽細胞分化・骨形成亢進に関与することが報告されている。本研究は、ヘ
での破骨細胞分化過程における影響を明らかにする目的で行った。
リオキサンチン誘導体の
【方法と結果】ddY系マウスの大腿骨、脛骨から調整した造血幹細胞に、培養開始時よりヘリオキサンチン誘
導体を2または5μM添加したものと,非添加の対照群とに分け37℃ 5%CO2, 95% air気相下にて培養した。CSF—1
とRANKLを共添加し6日間培養後、破骨細胞を同定した。ヘリオキサンチン誘導体添加群においてTRAP陽性多核
細胞及び Fアクチンリングを有する細胞の大きさ、数ともに濃度依存的に減少した。また、培養上清中のNO濃
度が濃度依存的かつ時間依存的に上昇した。NOのシグナル伝達経路を阻害するグアニル酸シクラーゼ作用阻害
剤のODQ[1H‐[1,2,4]oxadiazolo-[4,3‐a]quinoxalin-1-one]を添加したところ、破骨細胞分化抑制が解除さ
れた。ヘリオキサンチン誘導体による破骨細胞分化阻害にNOが関与している可能性が示唆された。
での破骨細胞の分化過程を抑制する効果があることがわか
【結論】ヘリオキサンチン誘導体には、
り、骨形成を促進し、骨吸収を抑制する理想的な骨粗鬆症治療薬につながる可能性が示唆された。
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C-3
◯玉岡佑将、宮澤健、後藤滋巳
愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座
【目的】特異的破骨細胞抑制剤であるリベロマイシンA (RMA) はビスフォスフォネートと同様に歯周病の進行
抑制剤として注目されている。今回我々は、マウスに歯周病を誘発させ、この破骨細胞の活性を抑制するRMA
を用いて、口腔内への直接局所投与によってその効果を検討することとした。
【資料及び方法】生後8週齢の雄性マウスを用い、麻酔下にて、上顎左側第一臼歯、第二臼歯間に0.1mm径の矯
正用結紮線を結紮し、実験的歯周病モデルマウスを作成した。結紮後、1日に2回の割合でRMA0.1ml (1.0
mg/kg) を8週間、実験的歯周病モデルマウスに局所注射した。屠殺後、骨形態的、組織学的変化について検討
した。
なお、controlとして生理食塩水を投与する群を用いた。
【結果】マイクロCT画像を用いて歯槽骨残存率を計測したところ、RMA群の方がcontrol群よりも歯槽骨残存率
は有意に高いことが確認された。一方、組織学的所見においてはRMA群では破骨細胞数や、アタッチメントロ
スの抑制が有意に認められた。
【考察】RMAの局所投与は歯槽骨の破骨細胞の活性を抑制し、歯周病進行時における歯槽骨吸収を防止する効
果があることが示唆された。

C-4
○鬼頭宏彰、森広晴香、川岸怜子、榊原侑香、大矢 進
京都薬大

薬理

骨組織は、骨形成と骨吸収の動的なバランスにより恒常性が維持されている。ビタミンDは小腸上皮細胞から
のCa2+吸収を促進することにより骨量の維持に寄与しているが、マウス骨芽細胞へのビタミンD刺激は細胞増殖
抑制作用を示すことが明らかとされている。中コンダクタンスCa2+活性化K+チャネル (KCa3.1) は、細胞内Ca2
+

濃度の上昇により活性化するK+チャネルであり、ストア作動性Ca2+流入 (SOCE) を介した細胞内Ca2+シグナル
を制御することで細胞増殖に関与すると考えられる。本研究では、ビタミンD刺激によるマウス前骨芽細胞の
細胞増殖抑制における細胞内Ca2+シグナル変動とそれに対するKCa3.1の役割を明らかにすることを目的とした。
マウス前骨芽細胞MC3T3-E1におけるKCa3.1の生理機能を検討するために、SOCEを介したCa2+流入に対するKCa3.1
阻害の影響を検討したところ、KCa3.1阻害薬TRAM-34 (1 μM) 投与によりSOCEを介したCa2+流入が有意に抑制さ
れた。また、MC3T3-E1の細胞増殖能に対するTRAM-34の効果を検討したところ、培養後72時間においてTRAM-34
(1, 10 μM) 投与により有意に細胞生存能が低下した。次に、ビタミンD刺激によるマウス前骨芽細胞への影
響を検討した。活性型ビタミンD3 (Calcitriol) 処置によるKCa3.1発現変化を検討したところ、Calcitriol
(10, 100 nM) 48時間処置によって有意にKCa3.1 mRNA発現が低下した。Calcitriol処置によるKCa3.1活性変化を
評価するためにDCEBIO (KCa3.1活性化薬) 誘発性Ca2+濃度上昇を測定したところ、対照群と比較してCalcitriol
処置群の前骨芽細胞において有意にKCa3.1活性が低下していた。以上の結果より、ビタミンD刺激によるマウス
前骨芽細胞の細胞増殖抑制作用には、KCa3.1発現・活性の低下が少なくとも一部関与しており、Ca2+シグナルの
抑制を介して細胞増殖が抑制されることが示唆された。
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C-5
○佐藤
1

琢麻1、宮澤

健1、戸苅彰史2、後藤滋巳1

愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座、2愛知学院大学歯学部薬理学講座

【目的】近年、交感神経系の骨代謝に及ぼす効果が注目されており、骨リモデリングは交感神経系により制御
されることが知られている。今回我々は、交感神経系の活動亢進が知られている高血圧自然発症ラット (SHR)
を用いた歯の移動実験を行い、交感神経系が歯の移動時の歯槽骨代謝に及ぼす影響を調べた。
【方法と結果】SHRに非選択的β受容体遮断薬 (プロプラノロール)、選択的β1受容体遮断薬 (アテノロー
ル)、選択的β2受容体遮断薬 (ブトキサミン) を6週間経口投与し、SHRコントロール群およびWistar Kyoto
rat (対照ラット) 群には生理食塩水を経口投与した。投薬開始2週間後から、上顎門歯と臼歯の間にクローズ
ドコイルスプリングを装着し、4週間牽引を行った。その後、上顎臼歯の移動距離の計測、骨構造解析、組織
学的解析を行った。歯を移動させたSHRコントロール群では歯槽骨密度の減少が認められ、歯の移動距離が増
加していた。また、プロプラノロール投与群、アテノロール投与群、ブトキサミン投与群では、歯槽骨密度が
回復し、歯の移動距離が減少していた。さらに、組織学的解析より、ATN投与群では骨細胞からのスクレロス
チンが減少した結果、骨形成が増加しており、BUT投与群では骨吸収が減少していた。
【結論】交感神経の活動が亢進しているSHRの歯の移動実験において、β受容体の遮断により、歯槽骨密度が
改善され、その結果、歯の移動距離が抑制されることが示唆された。

C-6
○實安健市1、松井照明1,3、山下弘高1,2、田中宏幸1,2、伊藤浩明3、稲垣直樹1,2
1

岐阜薬科大学・薬理、2岐阜大学・院・連合創薬、
3
あいち小児保健医療総合センター アレルギー科

【目的】秋冬出生や日光曝露量の不足は、食物アレルギー (FA) の増悪因子として報告されている。その原因
として日光照射を介した経皮的なビタミンDの合成不足が推察されるが、ビタミンD欠乏状態とFAとの関連は明
らかではない。そこで本研究ではマウスFAモデルを用いて、ビタミンD欠乏が感作や症状を増悪させるか検討
した。
【方法】雌性BALB/cマウスをビタミンD欠乏飼料で飼育し、ビタミンD欠乏状態とした。ビタミンDが欠乏した
状態で、卵白アルブミン (ovalbumin: OVA) とアジュバントである水酸化アルミニウムゲルの混合物を腹腔内
投与することで感作した。その後、OVAを経口投与することでFA症状を誘導した。FAは経時的に採取した血漿
中のOVA特異的IgE値、IgG1値、および、OVAの経口投与により誘導される下痢症状によって評価し、ビタミンD
が充足している通常飼料で飼育したマウスと比較検討した。
【結果】通常飼料群に比しビタミンD欠乏群では、OVA特異的IgE値、IgG1値、OVA経口投与により誘導されたア
レルギー性の下痢スコアならびに下痢症状の頻度において、いずれも高値を示した。
【結論】ビタミンD欠乏状態は食物抗原に対する感作を促進し、FAを悪化させる可能性が示唆された。

55

C-7
○森榮勇貴、松田将也、小瀬弘尚、堤

達哉、土井加菜、奈邉

健

摂南大学・薬・薬効薬理
【背景】免疫療法は、抗原を長期間反復投与する治療法であり、アレルギー疾患を根治できる可能性が示唆さ
れている。免疫療法の効果発現機序には、制御性T (Treg) 細胞の誘導が関与していると考えられている。
Treg細胞には、様々なサブセットが報告されており、核内転写因子Foxp3の発現の有無によって大きく2つに分
類できる。しかし、免疫療法の効果発現に関与するサブセットは明らかでない。本検討では、マウスのアレル
ギー性気道炎症モデルにおいて、皮下免疫療法により肺内にFoxp3+ Treg (CD4+ CD25+ Foxp3+ T) 細胞ならびに
Foxp3- Treg (CD4+ IL-10+ Foxp3- T) 細胞が増加するか否か検討を行った。
【方法】BALB/cマウスに抗原 (卵白アルブミン、OVA) +Al (OH) 3を腹腔内投与することにより感作後、OVA溶
液を4回気管内投与することにより反応惹起を行った。免疫療法は、反応惹起前にOVA溶液 (1 mg/mouse) を3
回皮下に投与することにより行った。最終反応惹起後に気管支肺胞洗浄液 (BALF) を採取し、サイトカイン濃
度をELISA法により測定した。さらに、左肺を摘出しperiodic acid-Schiff (PAS) 染色を行い、気管支上皮の
肥厚ならびに粘液貯留の程度を解析した。また、最終惹起前に摘出した左肺を酵素処理し、得られた細胞を
OVAによりin vitro刺激してIL-10産生細胞をflow cytometryによって検出するとともに、各種表面抗原を解析
した。
【結果】皮下免疫療法により、肺へのアレルギー性の好酸球浸潤、BALF中のIL-5およびIL-13の増加、ならび
に気管支上皮における粘液貯留がいずれも有意に抑制され、気管支の肥厚は抑制される傾向が認められた。肺
組織におけるTreg細胞数に関しては、皮下免疫療法により、Foxp3- Treg細胞数の有意な増加が認められた
が、Foxp3+ Treg細胞数はほとんど影響を受けなかった。
【考察】皮下免疫療法の効果発現にFoxp3- Treg細胞が関与する可能性が示唆された。

C-8
○浅井遥1、深見優衣1、美尾優希1、藤井理紗子1、堂前純子2、福石信之1
1: 金城学院大学 薬学部 薬理学教室 2: 中部大学 応用生物学部 管理栄養
【目的】
以前の我々の検討により、脂質運搬との関連が示唆されるABCA7タンパク質をノックアウトしたマウスから
得た肥満細胞 (A7KO) は、分化の程度には違いは見られないが、抗原抗体反応による脱顆粒率が低下すること
が明らかとなっている。今回、C57BL/6マウスより得た肥満細胞 (WT) とA7KOにおける脱顆粒時の細胞内伝達
メカニズムの相違を観察し、脱顆粒率低下の機序について検討を行った。
【方法】
脱顆粒における細胞内伝達経路としては、主に2つの経路が知られている。そこで、各々の経路におけるタ
ンパク質の一つであるSyk及びGab2のリン酸化をwestern blot法を用いて検討した。一方、ABCA7はコレステ
ロールトランスポーターとしての機能が推定されることから、各肥満細胞におけるコレステロール含量を、定
法を用いて測定した。
【結果および考察】
抗原抗体反応惹起後のWTでは、SykおよびGab2のリン酸化が見られた。ところが、A7KOでは、Sykのリン酸化
は見られたもののGab2のリン酸化はほとんど認められなかった。従って、A7KOにおける脱顆粒率の低下は、
Gab2のリン酸化抑制と関連があるものと考えられた。一方、コレステロール含量はWTとA7KOでは違いが認めら
れず、A7KOでの抗原抗体反応による脱顆粒率の低下は、コレステロール含量とは関連がないものと考えられ
た。ABCA7は、コレステロールトランスポーターとしての機能が推定されているだけでなく、マクロファージ
やT細胞の増殖に関わるシグナルに関与するなど、他の機能に関する報告も見られる事から、A7KOにおける
Gab2リン酸化の抑制には、コレステロールトランスポーター以外の機能も関与している可能性があると考えら
れた。
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C-9
○山本紗由美、宇高裕太、橋川成美、橋川直也
岡山理科大学院・理・臨床
[背景・目的]アレルギーとは、免疫反応が過剰に反応するために見られる生体の有害反応のことである。鼻炎
はアレルギーの一つで、日本国民の約40%がアレルギー性鼻炎であると言われており、主な症状としては、く
しゃみ・水性鼻汁・鼻閉の3主徴が現れる。今回注目した熱ショックタンパク質 (HSP) は、熱や紫外線などの
ストレスで発現誘導され、変性したタンパク質を修復する分子シャペロンの一つである。しかし、HSPと鼻炎
の関係性は明らかになっていない。今回は、マウスに抗原性の強い卵白アルブミンを投与することで鼻炎モデ
ルマウスを作製し、同時にHSPを発現誘導することによって、鼻炎におけるHSPの役割について検討した。ま
た、鼻炎モデルマウス作製後にHSP発現誘導することによる影響についても解析を行った。
[方法]BALB/cCrSlc 5週齢雌マウスにOVAとアジュバンドを混合して1、8、15日目に腹腔内投与し、3週間OVAを
朝、夜の2回左右の鼻に鼻腔内投与を行った。その後、行動試験を行い、脾臓のmRNA量 (HSP、サイトカイ
ン)、total IgE量、OVA-IgE量、くしゃみ回数、鼻こすり回数の測定を行った。また、鼻炎モデルマウス作製
と同時にGGAを投与する同時投与群と、鼻炎モデルマウス作製後にGGA投与する鼻炎モデルマウス作製後投与群
に分けて実験を行った。
[結果・考察]同時投与群では、GGA投与をすることにより、脾臓のHSP25, 72の有意な増加が見られた。また、
アレルギーで増加するIL-4, 5の減少傾向が見られ、total-IgE量およびOVA-IgE量においても、GGA投与により
有意な減少が見られた。くしゃみ回数、鼻こすり回数においても、有意な減少が見られたことから、GGA投与
によって鼻炎症状が緩和されたと考えられた。さらに、鼻炎モデルマウス作製後投与群でも同時投与群と同様
にGGA投与における鼻炎症状の緩和が見られたことから、GGAは抗アレルギー効果を持つと示唆された。

C-10
○湧川朝治1、平松美春1、永峰賢一2、田辺英矢2、篠原啓子3、沢田英司3、
藤野裕道1、 福井裕行4、水口博之1
徳島大学大学院医歯薬学研究部1分子情報薬理学分野、4分子難病学分野、
2
(株)ニチレイバイオサイエンス、3徳島県立農業総合技術支援センター
ヒスタミンH1受容体 (H1R) 遺伝子は花粉症の疾患感受性遺伝子であり、抗ヒスタミン薬によるH1R遺伝子発現
シグナルの抑制により症状が改善される。しかし、抗ヒスタミン薬の効果が部分的であることから抗ヒスタミ
ン薬により抑制されない花粉症発症に関与するシグナル経路の存在が予想され、我々はそれがNFATシグナルを
介したIL-9遺伝子発現シグナルであることを明らかにしてきた。一方、我々は、抗アレルギー効果の伝承のあ
るレンコン節部の抽出物がH1R遺伝子発現は抑制しないが、IL-9遺伝子発現を抑制することを見出した。そこ
で、本研究では、レンコン由来IL-9遺伝子発現抑制化合物の単離を試みた。レンコンの各部において、RBL
-2H3細胞におけるイオノマイシン刺激に伴うIL-9遺伝子発現亢進抑制効果を検討したところ、節部に強い抑制
活性が認められた。レンコン節部の水抽出物よりIL-9遺伝子発現抑制活性を指標に有効成分を単離した。有効
成分は、RBL-2H3細胞におけるIL-9遺伝子発現を抑制した。また、アレルギー性鼻炎モデルラットにおいても
抗ヒスタミン薬との併用により、抗ヒスタミン薬単独投与の場合と比較して顕著に鼻炎症状を改善し、また、
抗ヒスタミン薬で抑制できない鼻粘膜IL-9遺伝子発現を強く抑制した。以上の結果から、レンコン由来有効成
分と抗ヒスタミン薬による花粉症発症シグナルの抑制が花粉症症状改善に有効であることが明らかとなった。

57

C-11
○ 大塚勇斗1 後藤洋2
浅井清文3 青山峰芳1
1

名古屋市立大学
3
名古屋市立大学

関谷健夫2

朝霧成挙1

岩城壮一郎1

宮澤健2 後藤滋巳2

薬学部 病態解析学講座 2愛知学院大学 歯学部 歯科矯正学講座
医学部 分子神経生物学講座

骨形成に関与する骨芽細胞と骨破壊に関与する破骨細胞の骨リモデリングのバランスは重要であり、このバラ
ンスが破骨細胞優位に傾くと骨粗しょう症をはじめとする骨破壊疾患の原因となる。骨芽細胞は間葉系細胞か
ら分化するのに対し、破骨細胞は骨髄球系細胞から分化することが報告されている。破骨細胞の分化には、骨
芽細胞で発現するRANKLから破骨前駆細胞で発現するRANKへのRANKL/RANKシグナルが重要であるが、その他の
破骨細胞分化を誘導する微小環境に関わる細胞集団の存在はいまだはっきりしていない。そこで、フローサイ
トメーターを用いて破骨細胞形成に重要な微小環境を構成する細胞を同定し、破骨前駆細胞との相互作用の検
討を行った。その結果、ケモカインSDF-1の受容体であるCXCR4を発現する間葉系細胞CXCR4+CD45-細胞に注目
し、マウスの骨髄細胞からCXCR4+CD45-細胞を除いた細胞群をRANKLおよびM-CSF存在下で培養したところ、破骨
細胞の巨大化が抑制されることを明らかにした。さらに、遺伝子発現解析を行ったところCXCR4+CD45-細胞は、
RANKおよびRANKLの発現が低くRANKL/RANK経路には直接的に関与しない細胞集団であることが確認された。さ
らにCXCR4+CD45-細胞は、SDF-1、CXCL7、CX3CL1といった重要なケモカインの発現が高いことが判明した。そこ
で、各種ケモカインに対する中和抗体添加実験を行ったところ、SDF-1、CXCL7、CX3CL1中和抗体をそれぞれ加
えると破骨細胞形成が抑制されることが確認された。これらの結果からCXCR4+CD45-細胞は、SDF-1、CXCL7、
CX3CL1を発現し、これらの受容体をもつ細胞に作用し、適切な破骨細胞形成のための微小環境を構成する役割
を果たしていることが推測された。すなわち、CXCR4+CD45-細胞の機能をコントロールすることは、骨粗しょう
症をはじめとする骨恒常性の維持を喪失した疾患に対する治療法の開発に貢献できる可能性を示唆した。

C-12
〇中原 健吾,平岡 秀樹,浜田 恭平,高杉 展正,上原 孝
岡山大学

大学院医歯薬学総合研究科 薬効解析学

近年、環境汚染物質による健康被害は世界中で深刻な問題となっている。環境汚染物質の一つであり、大気中
の光化学オキシダントやタバコ中に豊富に含まれるナフタレン代謝物である1,2-ナフトキノン (1,2-NQ) は、
一酸化窒素やメチル水銀と同様に親電子性を有している。親電子性物質は、タンパク質中のシステインチオー
ル基に共有結合することでその機能を変化させ、様々な生理応答を引き起こすことが知られている。本研究で
は、1,2-NQによる細胞内シグナル伝達系、とくに細胞増殖や抗アポトーシスに関わるPI3K-Akt経路に着目し、
以下の検討を行った。
ヒト肺胞上皮腺癌由来A549細胞に1,2-NQを処理したところ、濃度依存的なAktのリン酸化が認められた。こ
のリン酸化はPI3K阻害薬wortmanninやPDK1阻害薬OSU-0312 / BW-795の前処理によって抑制されたことから、
1,2-NQの作用点はこれらキナーゼのさらに上流にあることが示唆された。次に、受容体チロシンキナーゼであ
るEGFR、IGF-1R、IRの活性化について特異的リン酸化抗体を用いて検討した。その結果、1,2-NQ処理によって
EGFRでのみリン酸化が認められた。また、この1,2-NQによるEGFRのリン酸化は特異的EGFRチロシンキナーゼ阻
害薬であるtyrphostinA25によって抑制された。さらに、EGFRアンタゴニストであるcetuximabの前処理によっ
ても、1,2-NQによるEGFRのリン酸化が著明に抑制されたことから、1,2-NQはEGFRを介してPI3K-Akt経路を活性
化することが示唆された。つぎに、1,2-NQの抗細胞死効果について検討した。A549細胞を無血清下で培養する
と核の凝縮を伴うアポトーシスが観察される。1,2-NQの前処理は血清除去によって惹起される細胞死を濃度依
存的に回復させることがわかった。この効果はwortmanninで阻害されたことから、PI3K-Akt経路が関与してい
ることが示唆された。
以上より、1,2-NQはEGFRとそれに続くPI3K/PDK1を介したAkt経路の活性化を誘導することが明らかになっ
た。
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C-13
○藤本万由1,井上隆浩1,鬼頭宏彰1,丹羽里実1,村木克彦2,大矢 進1
1

京都薬大・薬理、2愛知学院大・薬・薬効解析

容量依存性 (CLC) 及びカルシウム活性化 (ANO) クロライドチャネルは、細胞容量調節を介した細胞増殖の制
御や静止膜電位の維持に重要な役割を果たしている。また最近では細胞内シグナル情報伝達機構への関与が報
告されており、クロライドチャネルは転写調節因子と機能することが明らかとなった。本研究では、ヒト上皮
細胞増殖因子受容体HER2陽性乳癌細胞株であるYMB-1とMDA-MB-453を用いてクロライドチャネル阻害 (CLC-3及
びANO1) による細胞増殖能とHER転写への影響について検討した。遺伝子発現解析にはリアルタイムPCR法、タ
ンパク発現解析にはWestern blot法、イオンチャネル機能解析にはパッチクランプ法を用いた。はじめに、
YMB-1細胞とMDA-MB-453細胞における上皮成長因子EGF-1とHER2阻害剤trastuzumabの細胞増殖能に対する作用
を検討したところ、YMB-1細胞とMDA-MB-453細胞はともに上皮成長因子EGF-1により細胞増殖能が促進される
が、YMB-1細胞はtrastuzumabに対して抵抗性を示した。次に、クロライド阻害剤やANO1及びCLC-3 siRNAの細
胞増殖能に対する作用を検討したところ、YMB-1細胞ではANO1阻害剤T16inh-A01処置及びANO1 siRNAによる
ANO1阻害により細胞増殖が有意に抑制され、CLC-3阻害では細胞増殖は抑制されなかった。一方、MDA-MB-453
細胞ではCLC-3阻害により細胞増殖が有意に抑制され、ANO1阻害では細胞増殖は抑制されなかった。カルシウ
ム活性化クロライド電流は、YMB-1細胞でのみ観察された。以上の結果より、HER2陽性乳癌細胞において、ク
ロライドチャネル阻害によるHER2転写抑制を介して細胞増殖能を抑制することが示唆された。HER2分子標的治
療薬に対する抵抗性を獲得した乳癌患者において、クロライドチャネル阻害薬が有用である可能性がある。
HER2転写調節に関与するシグナル伝達分子については現在検討中である。

C-14
〇山地

賢一、奥田

将、高杉

展正、上原

孝

岡山大学薬学部薬効解析学
硫化水素 (H2S) は内因性ガス状シグナル分子として、受容体、酵素、転写因子をはじめとする多くのタンパ
ク質を標的とし、多様な生理機能に影響を与えると考えられてきた。しかし、近年H2Sシグナルの真の活性分
子はL-システインのチオール基に過剰に硫黄が結合したシステインパースルフィド (Cys-SSH) などの活性硫
黄種 (Reactive Sulfur Species : RSS) であることが明らかとなりつつある。RSSは強力な還元作用を有し、
レドックスシグナル調節機能を持つことが示唆されているが、その生理的意義については未解明な部分が多く
残されている。
本研究では、小胞体内分子シャペロンであるジスルフィド結合形成に関わるタンパク質ジスルフィドイソメ
ラーゼ (PDI) に着目し、RSSがPDIに与える影響について解析を進めた。まず初めに、PDIのポリサルファー化
修飾の有無について、改変ビオチンスイッチ法により検出を試みた。PDIは定常状態において一部が既にポリ
サルファー化を受けていることがわかった。変異体を用いた解析から、この修飾はC末端活性中心のシステイ
ン残基で起こっていることが分かった。
次に、ポリサルファー化による酵素活性への影響についてリコンビナントPDIを用いて検討した。その結果、
還元型PDIをポリサルファードナーでインキュベートしたところPDIの酵素活性の回復が濃度依存的に認められ
た。このときPDI活性はポリサルファードナー硫黄原子の数に応じて回復した。さらに、内因性ポリサル
ファードナーであるN-アセチルシステイン-S2 (NAC-S2) でインキュベートしたところ、より低濃度で酵素活
性が回復することが分かった。
以上より、RSSがPDI活性中心システイン残基の酸化修飾 (スルフヒドリル化) を介して酵素活性を正に調節し
ている可能性が示唆された。
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C-15
○Shangze Gao1), Yuan Gao1), Hidenori Wake1), Keyue Liu1),
Kiyoshi Teshigawara1), Shuji Mori2), Masahiro Nishibori1)
1.

Department of Pharmacology, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry
and Pharmaceutical Sciences. 2. Department of Pharmacology, Shujitsu University.

Sepsis has been a leading cause of death worldwide. The barrier dysfunction of vascular
endothelial cells (VECs) is one of the key processes of the systemic inflammation in septic
pathogenesis. Our laboratory has proved that supplementary treatment with plasma protein
histidine-rich glycoprotein (HRG) can improve the survival rate of septic mice, maintain the
quiescence of neutrophils and prevent the dysregulated adhesion of neutrophils to VECs.
Rearrangement of cytoskeleton and cell-cell adhesion and cell-matrix adhesion all participate in
the regulation of endothelial cell morphology, migration ability and the permeability control.
Therefore, in the present study, we focus on the effects of HRG on the barrier dysfunction of VECs
and cytoskeleton rearrangement, cell-cell adhesion and cell-matrix adhesion of VECs after
stimulation with LPS/TNF-α.
Our results show that HRG can effectively reduce the VEC monolayer permeability induced by TNFαusing FITC-labeled dextran transwell assay. Pretreatment with HRG also can maintain the
monolayer integrity of VECs through inhibiting the cytoskeleton rearrangement and stress fiber
formation. HRG prevented the lost of intercellular adhesion protein VE-cadherin and β-catenin at
the cell border after stimulated with LPS/TNF-α. Moreover, HRG inhibits the cell detachment and
cleavage of cell-matrix junction focal adhesion kinase (FAK) after LPS/TNF-α stimulation.
Taken together, these results suggest that HRG may play a protective role on vascular barrier
integrity through the maintenance of cell morphology and cellular interactions, which result in
the relief of the uncontrolled inflammatory conditions.

C-16
〇濱野裕章1,2)、池田康将1)、渡邉大晃3)、堀ノ内裕也1)、石澤有紀1)、今西正樹2)、
座間味義人2,3)、武智研志4)、石澤啓介2,3)、土屋浩一郎5)、玉置俊晃1)
1)

徳島大学薬理学分野、2)徳島大学病院薬剤部、3)徳島大学臨床薬剤学分野、
徳島大学病院臨床試験管理センター、5)徳島大学医薬品機能生化学分野

4)

【目的】ヘプシジンは肝臓由来鉄制御ホルモンであり、慢性腎臓病 (CKD) において、その血中濃度は増加し
ていることが報告されており、生体内鉄代謝への関与が示唆される。また、CKD進行に伴う尿毒素蓄積による
酸化ストレスや炎症の増加は、様々な臓器障害の原因となるが、生体内鉄代謝との関連は不明である。本研究
では、CKDにおける尿毒素蓄積がヘプシジン制御に関与するか、生体内鉄代謝を含めて検討した。
解析とアデニン誘導性CKDマウスモデルを用いた
解析を
【方法】培養肝細胞HepG2を用いた
解析では、尿毒素物質インドキシル硫酸 (IS) で刺激を行いヘプシジン発現変化とその機序
行った。
について検討した。加えて、CKDマウスにおけるヘプシジンおよび生体内鉄代謝が変化するか、加えて、尿毒
素吸着薬AST-120の鉄代謝変化への効果を調べた。
【結果】HepG2へのIS刺激は濃度依存性にヘプシジン発現を増加させ、培養上清ヘのヘプシジン分泌も増加さ
せた。また、ISの受容体である芳香族炭化水素受容体 (AhR) の阻害または抗酸化薬によってIS刺激によるヘ
プシジン発現増加は抑制された。CKDマウスでは、肝臓ヘプシジン発現ならびに血中ヘプシジン濃度は増加し
ていた。鉄排出輸送体フェロポルチン発現は十二指腸において減少し、脾臓において増加を認めた。また、脾
臓の鉄蓄積が増加、血中フェリチンは増加、血清鉄は減少していた。AST-120投与によって、これらの変化は
改善した。さらに腎不全マウスでみられた貧血も軽度回復した。
【結論】尿毒素蓄積はAhRおよび酸化ストレスを介してヘプシジン産生を増加させ、CKDの生体内鉄代謝恒常性
の破綻に関与すること、また、尿毒素除去はヘプシジン増加による鉄利用障害を是正することで貧血改善に寄
与することが示唆された。
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C-17
〇山田英嗣1、西村有平1,2、島田康人1,2
1

三重大学大学院医学系研究科統合薬理学分野
三重大学先端医科学研究支援センター バイオインフォマティクス部門

2

悪性黒色腫 (メラノーマ) は神経堤由来の色素産生細胞であるメラノサイトが、BRAFやRASの変異により形質
転換することで発症する悪性腫瘍である。悪性黒色腫は最も予後の悪いがんの1つであり、2015年現在、世界
, Br J Dermatol. 2017: in
では年間35万1880人が罹患、5万9782人が死亡している (Karimkhani C
press)。悪性黒色腫に対する新規治療薬として免疫チェックポイント阻害薬のニボルマブやイピリムマブ、変
異型BRAF阻害剤のベムラフェニブが近年上市されたが、これら新薬の2年生存率は30%程度であり、生命予後は
ほとんど改善できていない。
我々の研究グループではゼブラフィッシュを用いた化合物スクリーニングを実施している。今回、新たな抗
悪性黒色腫化合物の探索を目的として、受精後48時間のゼブラフィッシュの下大静脈にゼブラフィッシュ悪性
黒色腫を移植する同種移植ゼブラフィッシュのモデルを構築した。このモデルを用いて2320化合物をスクリー
)、ヒト悪性
ニングしたところ、6化合物に抑制効果を認めた。これらの化合物に対し、細胞培養系 (
) を用いて検討し、増殖抑制・転移抑制、そしてそれらの作
黒色腫移植ゼブラフィッシュ・マウス (
用メカニズムなど、一部ヒトへの外挿性の可能性を示唆する結果が得られたので報告する。

C-18
○夏目 知佳1、高西 美沙紀1、水野 佳奈1、島田 侑季1、仙田 圭祐1、
田邉 甫樹1、青山 朋子1、田中 公輔1、東 泰孝2、藤田 隆司1
1

立命館大学 薬学部 分子薬効毒性学、2大阪府立大学 獣医学部 薬理

フコキサンチン (FX) はキサントフィルの1つで、我々の研究室ではβカロテンでは観察されない皮膚バリア
を強くする効果を有することを明らかにしてきた。また、FXはアトピー様の皮膚炎の発症を抑制し、そのメカ
ニズムは、肥満細胞の成熟を抑制することで抗アレルギー作用を発揮される可能性についてin vitro系で示唆
してきた。今回、in vivoでFXがGATA-1、GATA-2を特異的に制御する知見を得たので報告する。
アトピー皮膚炎モデルマウスであるNC/Ngaマウスを3群にわけ、アトピー性皮膚炎発症前に5週齢からFX群、
tacrolimus (FK) 群、対照 (Vaseline) 群を一日一回外用塗布した。2週間掻痒時間や耳介圧、経皮水分蒸散
量 (TEWL)、皮膚症状の測定を行った。また、qPCRによる遺伝子解析と組織学的解析を行った。トルイジンブ
ルー染色の組織学的解析において、FX群では肥満細胞の減少がみられた。qPCR解析によると、アトピー性皮膚
炎発症が認められたコントロール群と比較した時、FK群、FX群ではGATA-1の発現量が減少し、GATA-2の発現量
が増加するのがわかった。加えて、掻痒時間や経皮水分蒸散量がFX群において有意に減少した。FXはin vivo
でGATA-1転写因子を抑制し、肥満細胞の形成に抑制的に働くことがわかり、この効果はFKと他のカロテノイド
にはないGATA制御効果を有しており、かゆみを抑える効能があることが示唆された。NC/Ngaアトピー性皮膚炎
モデルマウスを用いた検討から、FXはFKと同等以上の効能であった。
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C-19
○高西 美沙紀1、夏目 知佳1、水野 佳奈1、島田 侑季1、青山 朋子1、田中 公輔1、
野口 亜友美2、宮本 國寛2、川瀬 直子2、野口 秀人2、藤田 隆司1
1

立命館大学薬学部分子薬効毒性学研究室、2(株)ロジック

脂漏性角化症は加齢とともに生ずる褐色から黒褐色の扁平隆起性の小腫瘤である。早ければ20歳代、主に40歳
代以降に顔面、頭部及び体幹などに発症し、80歳代以上ではほぼ全員にみられる。日常生活上不便を来す場合
や美容上の問題がある場合には治療の対象となり、現在では特に美容上の問題から治療を希望する人が増えて
いる。従来は液体窒素や炭酸ガスレーザーなどを用いた外科的治療が用いられている。また、ケラチノサイト
または線維芽細胞の増殖抑制作用を示す物質を治療に用いることが提唱されているが、これらの薬剤には既に
形成されたイボを解消する効果はないため、その効果はイボの発生・進展を阻害するといった限定的なもので
あると考えられている。我々はこれまでにキサントフィル類の1つであるフコキサンチン (以下FX) は皮膚バ
リア形成促進効果を有することを報告した。FX含有製剤でモニター試験を行ったところ、脂漏性角化症の改善
がみられたため、脂漏性角化症の予防または改善作用メカニズムについて調べた。
皮膚線維芽細胞の細胞増殖に対するフコキサンチンの効果を調べたところ、濃度依存的に抑制効果が観察され
た。3T3-L1細胞を脂肪細胞分化培地で培養しフコキサンチンの分化に及ぼす影響を調べたところ、濃度依存的
に抑制効果が観察された。脂漏性角化症の発症メカニズムには不明な点が多いが、推定されるフコキサンチン
の作用機序として、皮膚線維芽細胞の細胞増殖抑制作用、脂肪細胞の新陳代謝亢進が考えられた。これらの作
用機序により、FX含有製剤は非侵襲性に脂漏性角化症を治癒できたと考えた。

C-20
〇松井 未来1、寺澤 杏子1、村岸 沙也加1、村瀬 実希1、鬼頭 宏彰1、丹羽 里実1、
藤井 正徳1、鈴木 孝禎2、大矢 進1
1

京都薬大・薬理

2

京都府医大・医薬品化学

炎症性腸疾患 (IBD: inflammatory bowel disease) は、下痢および血便が長期的に持続する原因不明の難病
である。ヒストン脱アセチル化酵素 (HDAC: histone deacetylase) 阻害剤は抗がん剤として使用されている
が、IBDモデルをはじめ炎症性疾患モデルにおける病態を改善することが近年報告されており、IBDの新規治療
薬として期待されている。我々は、IBDモデルマウスにおけるCD4陽性T細胞KCa3.1転写・活性亢進がIBDの病態
進行に関与し、KCa3.1阻害薬がIBD病態を改善することを最近報告した。また、ヒト乳がん細胞株YMB-1におい
て、HDAC阻害によりKCa3.1転写・活性が顕著に抑制されることを報告した。本研究では、CD4陽性T細胞KCa3.1転
写・活性制御に対するHDAC 阻害剤の影響について検討した。C57BL/6J (6-7週齢、雄性) にデキストラン硫酸
ナトリウムを7日間自由飲水させ、急性IBDモデルを作製した。IBDモデルマウス脾臓由来CD4陽性T細胞をコン
カナバリンA刺激下HDAC阻害剤で24時間処置した際のKCa3.1転写・活性をリアルタイムPCR解析および膜電位感
受性蛍光試薬を用いた膜電位イメージング解析により検討した。リアルタイムPCR解析の結果、CD4陽性T細胞
においてHDACサブタイプのうちHDAC1、HDAC2、およびHDAC3が高発現しており、IBDモデルにおいていずれの発
現も有意に亢進していた。KCa3.1転写・活性に対する非選択的HDAC阻害剤vorinostat (1 μM) 24時間処置の効
果を検討したところ、CD4陽性T細胞におけるKCa3.1転写・活性が有意に抑制された。以上の結果から、IBDモデ
ルマウスCD4陽性T細胞においてHDACがKCa3.1転写制御に重要な役割を果たしており、KCa3.1活性の下流シグナル
(細胞内カルシウムシグナル、サイトカイン産生等) の調節に関与していることが示唆された。
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C-21
〇吉岡弘毅1、青柳 裕1、福石信之1、竹谷孝一2、一柳幸生2、桂 明玉3 、 金 永日3 、
李 諸文3、野々垣常正1
1

金城学院大・薬、2東京薬大・薬、3吉林大学化

【目的】シソ科狗日草 (Rabdosia excisa) は、古くから民間薬として感冒発熱、乳腺炎、関節痛、打撲傷抗
炎症薬として利用されてきた。また、同植物からは、ent-カウレン型ジテルペンが比較的容易かつ大量に単離
出来ることが明らかとなっている。このうち、kamebakaurin (KA) は抗炎症作用を示すことが報告されている
が、in vitroでの報告が多く、in vivoでの報告はほとんどない。アセトアミノフェン (APAP) は比較的安全
性の高い、解熱鎮痛剤であるが、大量に服用した際は劇症肝炎ならびに炎症を引き起こすことが問題となって
いる。そこで本研究では、KAやその誘導体の抗炎症作用がAPAPによる肝障害に対して、防御作用が認められる
か否かマウスを用いたin vivoにて検討を行った。
【方法】実験には7週齢のC57BL/6Jマウスを用いた。 (1) APAPを投与する1週間前からKAを100 mg/kgの用量で
経口投与した。その後、16時間の絶食を行い、APAPを400 mg/kgの用量で腹腔内投与し、24時間後に安楽死を
させ、血漿中のALTおよびAST、肝臓中の酸化ストレスマーカー (GSH、MDA)、および炎症性サイトカインの測
定を行った。また、さらにKAの抗酸化力、CYP誘導能を測定した。 (2) KAおよびKA誘導体を50 mg/kgの用量で
1週間経口投与を行い、16時間後の絶食の後にAPAPを450 mg/kgの用量で腹腔内投与した。その16時間後に、安
楽死をさせ、同様の検討を行った。
【結果および考察】 (1) APAP投与によって、ALT、AST、酸化ストレスマーカーおよび炎症性サイトカインの
上昇が認められた。それに対して、KAの前投与を行うと、これらの改善が確認された。また、KAは、抗酸化作
用は確認されたが、CYP1A2およびCYP2E1には有意な変動は認められなかった。 (2) KAおよびKA誘導体を前投
与すると、APAPと比較して、各パラメーターの抑制または抑制傾向が認められた。また、KA誘導体では防御作
用がより増加することが明らかとなった。以上の結果より、KAおよび誘導体はin vivoにおいても、抗炎症作
用を示し、さらに抗酸化作用も有することが示唆された。

C-22
○島田康人1、臧黎清2、西村有平1、西村訓弘2
1

三重大学大学院医学系研究科統合薬理学分野 2三重大学大学院地域イノベーション研究学科

ゼブラフィッシュはそのゲノムがヒトと高度に類似しており、遺伝子操作のしやすさ・多産・生体イメージン
グへの適合・動物愛護管理法との調和・ケミカルスクリーニングの最適性などの点から、創薬のあらゆるプロ
セスに活用されている。我々の研究グループでは、2010年に食餌性肥満ゼブラフィッシュを発表して以降、本
モデルを用いて天然物由来抗肥満成分の発見および治療メカニズムの解明、新規内臓脂肪蓄積・脂肪肝発症メ
カニズムなど数多く発表してきた。今回はこれまでの研究成果を概覧しつつ、新たな研究展開として2型糖尿
病 (Type 2 Diabetes Mellitus; T2DM) の構築に成功したので報告する。
T2DMゼブラフィッシュは、空腹時血糖の上昇に加え、グルコース負荷試験における耐糖能の低下、既存の血
糖降下薬への応答性を示した。ランゲルハンス島のサイズおよびインスリン分泌量の増加を認め、インスリン
抵抗性発症の可能性が強く示唆された。膵臓・肝臓における網羅的遺伝子発現解析の結果、インスリン分泌や
STAT3シグナルなどヒト臨床と類似のパスウェイ変化が確認できた (Sci Rep. 2016, in press)。
以上の結果より、T2DMゼブラフィッシュは糖尿病およびその周辺領域におけるヒト疾患モデル動物としての
展開が可能となった。
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C-23
○山口太郎、三羽尚子、米山雅紀、尾中勇祐、荻田喜代一
摂南大学・薬学部・薬理学研究室
【目的】感音難聴は、高齢者に最も高頻度に発症する身体障害の一つとされており、大部分が内耳蝸牛障害に
由来する。原因不明の突発性難聴やメニエール病を除くと、環境騒音による内耳障害の蓄積による進行性の聴
力悪化であり、自覚する頃には補聴器や人工内耳治療に頼らざるを得ない状況となることが少なくない。この
現状を打開するためには感音難聴に対する予防薬の開発が強く望まれている。本研究では、騒音反復曝露によ
る感音難聴モデル動物を用いて、不可逆的な聴力損失に対するクロロゲン酸の効果について検討した。【方
法】5-6週齢BALB/cCr雌性マウスに、騒音刺激 (8 kHz、90 dB) を1日1回、1時間曝露し、この曝露を5日間反
復した。クロロゲン酸 (10 mg/kg) は、初回騒音曝露の3日前より最終騒音曝露日まで1日1回、経口投与し
た。聴力は、聴性脳幹反応を用いて測定した。初回騒音曝露1日後に蝸牛を摘出し、固定後、Myosin7a (有毛
細胞のマーカー)、CtBP2 (プレシナプスのマーカー) およびGluA2 (ポストシナプスのマーカー) の免疫染色
により内有毛細胞-らせん神経節細胞間シナプス数を解析した。【結果】騒音反復曝露は、曝露回数に依存し
て周波数12・20 kHzの聴力が悪化させた。この聴力の悪化は、最終曝露後にも自然回復しなかった。クロロゲ
ン酸 (10 mg/kg) 投与は、騒音反復曝露による聴力の悪化を有意に軽減させた。また、騒音曝露1日後では、
内有毛細胞-らせん神経節細胞間シナプス数が曝露前と比較して有意に減少したが、クロロゲン酸投与は騒音
曝露誘発性のシナプス数の減少をほぼ完全に抑制した。【考察】クロロゲン酸投与は、騒音曝露による不可逆
的な聴力損失に対する聴力保護に有用であることが示唆される。また、本条件下で作製した騒音反復曝露によ
る聴力低下メカニズムに、内有毛細胞-らせん神経節細胞間シナプスの減少が少なくとも一部は関与すること
が推察される。

C-24
○田中 茂1、嶋田直人1、平野耕一1、亀岡 翼1、林 亜紀1、 小栗直人1、宮城達博1、
秀 和泉1、白藤俊彦1、柳瀬雄輝2、酒井規雄1
1

広島大院・医歯薬保・神経薬理、2 広島大院・医歯薬保・皮膚科

【背景と目的】GPR3は中枢神経系に豊富に発現する受容体であり、リガンド非依存的にGsを活性化させ、細胞
内cAMPを一定レベルに維持する機能を有する。我々はこれまでに、神経細胞におけるGPR3発現が、神経突起伸
張、生存、分化に深く関与することを報告してきた。しかしながら、GPR3の中枢神経系以外の発現や機能に関
する報告は少ない。最近、我々は、T細胞でもGPR3が発現する事を新たに発見した。本研究では、T細胞刺激に
よるGPR3発現変化を検討すると共に、T細胞におけるGPR3発現がIL-2 産生に与える影響を検討した。【方法】
Jurkat細胞 (ヒト急性T細胞性白血病由来細胞株)、マウス脾臓由来CD4陽性T細胞を、PMAとイオノマイシン存
在下で刺激し、GPR3、IL-2 mRNA発現をReal-time RT-PCR法により検討した。【結果】Jurkat細胞をPMA
(0.1nM～100nM) で刺激すると、濃度依存的なGPR3 mRNA発現誘導を観察した。この、GPR3 mRNA発現は細胞刺
激後3時間まで増加し、以後漸減した。また、T細胞刺激に伴うGPR3発現誘導をGPR3 siRNA導入により抑制する
と、IL-2 mRNA発現誘導の増加傾向を観察した。さらに、GPR3ノックアウトマウス脾臓由来CD4陽性T細胞刺激
においても、同様のIL-2 mRNA発現増加傾向を観察した。【結論】T細胞刺激に伴うGPR3発現増加は、IL-2サイ
トカイン産生に対し抑制的に作用する可能性が示唆され、GPR3は中枢神経系のみならずT細胞が関与する免疫
系においても重要な役割を果たすことが示唆された。
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C-25
○Pornparn Kongpracha, Shushi Nagamori, Pattama Wiriyasermkul, Yoko Tanaka,
Kazuko Kaneda, Suguru Okuda, Ryuichi Ohgaki, Yoshikatsu Kanai
Department of Bio-system Pharmacology, Graduate School of Medicine, Osaka University,
2-2 Yamadaoka, Suita, Osaka 565-0871, Japan
L-type amino acid transporter 1 (LAT1) is a cancer-type amino acid transporter upregulated in
various types of cancers. LAT1 is responsible for cellular uptake of large neutral amino acids
including leucine that activates mechanistic target of rapamycin complex 1 (mTORC1) , regulating
growth and proliferation of cancer cells. Therefore, the compounds that specifically inhibit LAT1
are expected to suppress tumor growth. In this study, we developed a novel series of LAT1
inhibitors, SKN101–105, based on the structure of triiodothyronine (T3) , a known blocker of LAT1.
The compounds consist of core structure of 2-amino-3- [3,5-dichloro-4- (naphthalene -1-methoxy) phenyl]-propanoic acid and different modifications on the naphthalene. Among them, the compounds
including SKN103 with a modified phenyl group at C-7 position of naphthalene inhibited LAT1mediated leucine transport, whereas SKN102 with a phenyl group at C-6 position did not. This
indicates that the position of substituents on the naphthalene contributes to the inhibition
properties. Among the compounds, we studied SKN103 more in detail. SKN103 inhibited LAT1 in a
competitive manner with Ki value of 2.10±0.12 µM. SKN103 was a non-transportable blocker of LAT1.
Furthermore, we showed that SKN103 suppressed mTOR activity and inhibited cancer cell growth. The
growth suppression was enhanced by the combination with cisplatin. Our study on this novel series
of LAT1 inhibitors provides a new insight into the structures required for the competitive
inhibitors of LAT1.

C-26
大植香菜1,2、入舩正浩2、○兼松隆1
1

広島大学大学院医歯薬保健学研究科細胞分子薬理学
広島大学大学院医歯薬保健学研究科歯科麻酔学

2

我々は、Ins (1,4,5) P3結合性分子であるphospholipase C-related catalytically inactive protein
(PRIP) を見出し、PRIP遺伝子欠損 (
-KO) マウスを作製してこの分子の生理機能の解明研究を行ってき
-KOマウスが白色脂肪細胞における脂肪分解亢進と褐色脂肪細胞における非ふ
た。これまでに、我々は、
-KOマウスに寒冷刺激を与えて、個
るえ熱産生の亢進を示すことを細胞レベルで明らかにした。そこで、
体レベルでもエネルギー代謝の亢進が起きているかを明らかにすることを目的に実験を行った。
個体における脂肪代謝が変動しているかを調べるために、血液中のトリグリセリド濃度を測定した。野生型
-KOマウスで総トリグリセリド濃度は高く、VLDLやLDL分画でのトリグリセリド量が高値を
マウスに比べて
-KOマウスは血糖値の異
示すことが分かった。しかしながら、20週齢まで通常摂餌したマウスにおいて、
常や耐糖能異常を示さなかった。次に寒冷環境下 (4 °C) で1週間飼育して解析を行った。寒冷環境下におい
-KOマウスの自由摂餌量は同程度であったが、直腸温は
-KOマウスで有意に高かっ
て、野生型マウスと
た。この結果に一致して、褐色脂肪組織におけるuncoupling protein1 (UCP1) のタンパク質発現の亢進が見
られ、また白色脂肪組織においてもUCP1が誘導されその発現量も亢進していた。
-KOマウスでは野生型マウスに比べて個体レベルのエネル
今回、寒冷環境下で飼育する実験を行い、
ギー代謝の亢進が起きていることが明らかとなった。またPRIP遺伝子を欠損させることで褐色脂肪細胞の非ふ
るえ熱産生亢進のみならず白色脂肪組織におけるベージュ細胞の誘導も亢進することが明らかとなった。本実
験からPRIPが生体のエネルギー代謝に関わる新しい調節分子であることが分かった。
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口腔カンジダ症
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B5判／72頁／カラー ■ 定価（本体 3,600円＋税） ISBN978-4-263-42220-5

現代歯科薬理学
加藤有三・篠田 壽 監修
大谷啓一・鈴木邦明・戸苅彰史

第5 版

編

歯科薬理学テキストの決定版！

この分野の新しい知見や臨床での薬物応用に関する最新情報を網羅．
■

B5判／448頁／2色 ■ 定価（本体 9,000円＋税） ISBN978-4-263-45656-9
〒 113-8612 東京都文京区本駒込 1-7-10 TEL03-5395-7630 FAX03-5395-7633

http://www.ishiyaku.co.jp/
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講 義 室 マ ル チ メ ディア シス テ ム ／ 遠 隔 講 義 シス テム ／ パ ソコ ン 教 室 ／ 語 学
演 習 シス テ ム（ C A L L ）／ 電 子 黒 板 シス テ ム ／ タブ レ ット P C ／ テレ ビ 会 議 シ
ス テム ／ 会 議・講 義 シス テム ／ 同 時 通 訳 シス テム ／ 大 型 マ ル チ ディス プ レ イ
／ 映 像 配 信 シス テ ム ／ 監 視 カ メ ラ シス テ ム ／ ハ イ ビ ジョン 機 器 ／ デ ジ タ ル
映 像 機 器 ／ 映 像 スクリ ー ン ／ ホ ー ル 音 響 シス テ ム ／ 非 営 放 送 シス テム ／ 施
設 内 放 送 シス テム ／ プ ロ オ ー ディオ 機 器 ／ 印 刷 機・オフィス ワ ー ク 機 器 ／ 映
像・デ ジタ ル コ ン テ ン ツ ／ 映 像 ソフト 企 画 制 作 ／ 映 像 音 響 機 器 レ ンタ ル

本 社：名 古 屋 市 中 区 丸 の 内 ３ 丁 目 １ ８ − ２ ８ 〒460-0002
営 業 所：東 京・静 岡・浜 松・豊 橋・岡 崎・豊 田・岐 阜・三 重

TEL（ 052）971-3011

薬ゼミならではの豊富なカリキュラムで

国家試験合格に必要な力を身につけます。

チーム医療の一員として、患者さん中心の医療を

薬学ゼミナールを卒業後に薬剤師となられたみな

目指す薬剤師のみなさまに生涯学習をお届けしま

さまに向けて、相互の連携・親睦、及び相互の研修・

す。医療現場で求められている薬剤師、地域の方々

向上を図れる情報交換の場です。

に必要とされる薬剤師のみなさまに、基礎から最

会員のみなさまの円滑な活動のために、真心を込

新の臨床現場に役立つ講座をご用意しております。

めた運営を進めてまいります。

