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ご挨拶

　日本薬理学会会員の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
　この度、第 146回日本薬理学会関東部会を 2022年 6月 18日（土）に開催させていただ
くことになりました。長引きましたコロナ禍も開催までには一定の収束を迎えていること
を願うばかりですが、参加される皆様を直前まで混乱させることが無いよう、完全オンラ
インでの開催を決定致しました。なお、オンライン開催のメリットを活かすため、第 141
回近畿部会（2022年 7月 1日開催）部会長、西山成先生にご協力いただき相互視聴可能
な共催が実現しました。関東部会への参加登録をしていただくと近畿部会の聴講が自動的
に可能になり、近畿部会の活発な発表や雰囲気をオンラインにて感じることが出来ます。
詳しくは下記の参加登録費の項目をご確認ください。
　今回は午前９時より開催予定で、午前中は薬理学および創薬の進化にフォーカスしたプ
ログラム構成になっております。東北大学薬学研究科医薬品開発研究センター、眞鍋史乃
先生によるご講演「新規モダリティ Antibody Drug Conjugateの可能性」と京都大学イノベー
ションキャピタル、八木信宏先生による「製薬会社との上手な付き合い方～対価算定編～」
の 2つの特別講演のほか、アステラス製薬の先生 4名による特別シンポジウム「進化する
創薬手法と薬理学」を予定しております。最新の治療薬、創薬プロセス、企業とのコラボ
レーションについて多くの知見を皆様と共有できることを願っております。
　学術評議員会を挟み午後のプログラムは副部会長を務めてくださる東邦大学薬学部の高
原章先生に主導いただき、最新のサイエンス発表の場となるよう企画を進めております。
一般演題に先立ち、近年関東部会にて教授に就任された先生方に、最新の研究成果をご
紹介いただきます。甚だ恐縮ながら「Lecture from the Rising Star」と命名いたしましたが、
今後の薬理学会を力強く牽引していく先生方とのネットワークづくりの一助になれば幸い
です。続く一般演題では優秀発表賞の選考を例年通り行うことに加え、受賞者の中から最
優秀発表賞 1名を選出し、12月第 96回年会で実施される特別企画に第 146回関東部会代
表演者として推薦いたします。ご指導されておられる先生方におかれましては、発表に向
けて若い研究者の背中を押していただくとともに、発表に対する積極的なご討論、フィー
ドバックをよろしくお願いいたします。
　本年は 3月福岡で開催される第 95回年会から 12月横浜での第 96回年会まで、第 146
回関東部会、第 141回近畿部会、第 73回北部会、第 75回西南部会、第 142回近畿部会と
各部会を聖火リレーのごとく繋ぎ学会員全体で盛り上げていく ”Pharmacology Year of Japan 
2022 (PYJ2022)” となっております。この記念すべき年に関東部会長を務めさせていただ
くことを大変光栄に思うと同時に身の引き締まる思いでいっぱいです。2022年 6月 18日、
多くの薬理学研究者の発表を拝聴し、討論できることを楽しみにしております。多数のご
参加と演題登録を心よりお待ちしております。

第 146回　日本薬理学会関東部会
         部会長　戸村　裕一
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参加者へのご案内

第 146回日本薬理学会関東部会は、インターネットを活用したオンライン学会として開催いた
します。

開催形式
　・口演：Zoomウェビナー
　・ポスター：バーチャルポスター会場（Web展示会場）でスライドのビデオファイル公開、  
　　Zoomブレイクアウトルームで質疑応答

参加者の視聴・討論
 　(1) 参加は JPSオンラインにログインして「会員へのお知らせ」より入室（参加）ください。
 　(2) 視聴中のマイクはミュートでお願いします。
 　(3) 質問は「手を挙げる」または「Q＆ A」でお願いします。
 　(4) 撮影、録画および録音は固くお断りいたします。

学術評議員会
　6月 18日（土）、11時 55分から Zoomウェビナーにて行います。
　JPSオンラインの「会員へのお知らせ」よりお入りください。

情報交換会
　新型コロナウイルス感染症の終息が見通せない状況下にあることを勘案して、情報交換会は
開催いたしません。

日本薬剤師研修センター認定
　本会は、（公財）日本薬剤師研修センターの認定学術集会です。
　本会の使用する「デジタル出席証明書」により聴講確認が取れた方には、【４単位】を付与さ
せていただきます。
単位を希望される方は、特別シンポジウム、特別講演 I、特別講演 II、教育講演 I～ IIIのいずれか、
一般口演を必ず受講してください。
　【「デジタル出席証明書」による申請方法】
　Web会場の入り口より、9時 15分までに入場時間の登録を行ってください。
　入場時間を登録された方は、各会場での講演終わりに Zoom チャットにて出席証明書 URLを
配信いたしますので、必ず退場時間の登録も行ってください。所定の時間を過ぎて申請された
場合や入退場の記録が確認できない場合は単位を付与できません。
※「デジタル出席証明書」により入退場時間を登録する際には、Zoomウェビナーに参加する
お名前と同じものをご入力ください。ご入力いただいたお名前が一致しない場合、単位を付与
できない可能性があります。
　認定受講単位の付与は、PECS（薬剤師研修・認定電子システム）にご登録済みの方に限ります。 

薬理学エデュケーターポイント
　本会では、薬理学エデュケーター認定制度の参加ポイントを発行します。講演・発表中の
Zoomチャット内に「薬理学エデュケーター認定」の URLを掲示します。掲示された申請 URL
をクリックして、「お名前」「E-mailアドレス（参加登録と同一のもの）」を入力ください。複数
回の申請があってもポイントの付与は 1つになります。
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第 141回近畿部会の視聴方法
　2022年 7月 2日開催の第 141回近畿部会の視聴される方は、JPSオンラインにログインして 
「会員へのお知らせ」より入室（参加）してご視聴ください。

発表者へのご案内

口演について
　(1) 発表ならびに討論は Zoomウェビナーで行います。
　(2) 発表 9分、質疑応答 3分です。
　(3) 発表スライドは本部会ホームページ内の「発表者・参加者・座長・審査員の皆様へ」をご
参照の上、作成してください。

ポスター発表について
　(1) バーチャルポスター会場でスライドビデオファイル公開、Zoomブレイクアウトルームで
説明とディスカッションを行います。
　(2) 11:55～ 13:50の時間、Zoomブレイクアウトルームで訪問者への説明およびディスカッショ
ンを行ってください。（Zoomブレイクアウトルームへの入室は参加者の方と同じです。）
　(3) 発表スライドは本部会ホームページ内の「発表者・参加者・座長・審査員の皆様へ」をご
参照の上、作成してください。

利益相反について
　日本薬理学会ホームページ内の「学術集会発表者の COI自己申告について」をご参照の上、
必要事項を記入した利益相反 (COI) の開示スライドを一枚目に入れてください。

優秀発表賞受賞者の方へ
　優秀発表賞受賞者のお名前は後日ホームページで公開します。

座長の先生へのお願い
マイクミュート、カメラオフで Zoomにご参加ください。開始時刻になりましたら、カメラを
オンに、発言時にはミュートを解除してください。演者の発表時間は発表 9分、質疑応答 3分
です。活発な討論と共に、円滑な進行へのご配慮をお願いいたします。

審査委員の先生へのお願い
　事前に送付した審査シートを審査が終わりましたら、速やかに下記メールアドレスにお送り
ください。
 第 146回日本薬理学会関東部会事務局
 E-mail: jps-146kanto@pharmacol.or.jp
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プログラム



特別シンポジウム「進化する創薬手法と薬理学」  
 A会場　09:05-10:25  

座長： 高原 章（東邦大学薬学部）
 

 高橋 禎介（大正製薬株式会社）
 

SS-1 最先端の構造解析技術とUltra-Large scale Virtual Screeningによる化合物探索

〇天野 靖士
アステラス製薬・開発研究・ディスカバリーインテリジェンス

SS-2 AI、 IT、 自動化機器を活用した化合物最適化プロセスのデジタルトランスフォー
メーション

〇森 健一
アステラス製薬・アドバンストインフォマティクス＆アナリティクス・デジタルリサーチソ
リューションズ

SS-3 創薬研究におけるMicrophysiological systemの活用

〇高間 香織
アステラス製薬・Discovery Intelligence・ Advanced Modeling & Assay

SS-4 薬理研究におけるQuantitative Systems Pharmacologyの有用性と活用事例

〇佐山 裕行
アステラス製薬・開発研究・非臨床バイオメディカルサイエンス
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特別講演 I「新規モダリティ Antibody Drug Conjugateの可能性」  

B会場　10:30-11:15
 

座長： 曽我 孝利（ユナイテッド・イミュニティ株式会社）
 

SP-1 新規モダリティ Antibody Drug Conjugateの可能性

〇眞鍋 史乃 1,2

1星薬科大・薬・機能分子創成化学研究室、2東北大・院薬・医薬品開発研究センター

特別講演 II「製薬企業との上手な付き合い方～対価算定編」  

B会場　11:20-11:50
 

座長： 増田 典之 （セルシュートセラピューティクス株式会社）
 

SP-2 製薬会社との上手な付き合い方 ～対価算定編～

〇八木 信宏 1,2

1京都大学イノベーションキャピタル株式会社・支援投資委員 投資第一部長、2京都大・産
官学連携本部・戦略統括部

特別講演
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教育講演 I「Nedd4ファミリー E3ユビキチンリガーゼによる神経細胞発達の制御機構」  

A会場　14:00-14:40
 

座長： 小泉　修一（山梨大学大学院医学工学総合研究部薬理 

EL-1 Nedd4ファミリー E3ユビキチンリガーゼによる神経細胞発達の制御機構

〇川辺 浩志
群馬大・院医・薬理学分野

教育講演 II「虚血改善におけるプロスタノイドの役割」  

B会場　14:00-14:40
 

座長： 藤田　朋恵（獨協医科大学薬理） 

EL-2 虚血改善におけるプロスタノイドの役割

〇天野 英樹 1、伊藤 義也 1、馬嶋 正隆 2

1北里大・院医療、2神奈川工科大学・健康医療科学部

教育講演 III「エピジェネティクス情報を用いた生活習慣病の病態解明と診断法開発」  

C会場　14:00-14:40
 

座長： 安西　尚彦（千葉大学大学院医学研究院薬理） 

EL-3 エピジェネティクス情報を用いた生活習慣病の病態解明と診断法開発

〇丸茂 丈史
国際医療福祉大・医・薬理学

教育講演
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14:50-16:08 一般演題（口頭発表）中枢神経 I　 

座長： 繁冨　英治（山梨大・医・山梨 GLIAセンター）
 

 葛巻　直子（星薬科大・薬・薬理）
 

O-A-1-1 X染色体連鎖型知的障害 ・ 自閉症の原因遺伝子産物 Interleukin-1 receptor 
accessory protein-like 1の立体構造に基づくエピトープタグ挿入位置の検討と機
能評価

〇中田 凌也 1、近江 ウィリアム葵 1、川瀨 詩織 2、齋藤 直人 3、深井 周也 4、植村 健 2,3

1信州大・院総合理工、2信州大・基盤研究支援センター・遺伝子実験支援部門、3信州大・
先鋭領域融合研究群バイオメディカル研究所、4京都大・院理・化学

O-A-1-2 マウス NMDA 誘発網膜神経傷害に対するフィブラート系脂質異常症治療薬の保
護効果

〇金森 俊樹、小嶋 美帆香、森田 茜、柏原 俊英、中原 努
北里大・薬・分子薬理学教室

O-A-1-3 ラメルテオンは記憶の獲得段階を促進する

〇百濟 美紅瑠 1、池谷 裕二 1,2、松本 信圭 1,2

1東京大・院薬・薬品作用学教室、2Beyond AI研究推進機構

O-A-1-4 腸管PUFA/GPR120シグナルと海馬神経炎症における腸脳相関の解明

〇岩佐 健介 1、山本 梓司 1、武井 義則 2、平沢 明 3、丸山 敬 1、吉川 圭介 1

1埼玉医科大・医、2東邦大・医・薬理学、3京都大・院薬・ゲノム創薬科学

O-A-1-5 ペリサイトにおけるLPA/LPAR1シグナルの役割

〇米津 好乃 1,2、田辺 章悟 1、三澤 日出巳 2、村松 里衣子 1

1国立精神・神経医療研究セ・神経研・神経薬理、2慶應義塾大・院薬・薬理学

O-A-1-6 δオピオイド受容体作動薬は下辺縁皮質グルタミン酸放出促進作用および海馬神
経保護作用を介してマウス抗うつ様効果を示す

〇吉岡 寿倫 1、山田 大輔 1、瀬木 (西田 ) 恵里 2、長瀬 博 3、斎藤 顕宜 1

1東京理科大・院薬・薬理、2東京理科大・先進工・生体機能制御、3筑波大・IIIS・創薬化学

A会場
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16:25-17:43 一般演題（口頭発表）中枢神経 II　 

座長： 大久保　洋平（順天堂大学・医学部・薬理）
 

 宮野　加奈子（東京慈恵会医科大・医・疼痛制御研究）
 

O-A-2-1 ヒスタミンH2受容体作用薬による血管修復因子の発現増加を介した頭部外傷後
のBlood-brain barrier破綻に対する抑制効果

〇道永 昌太郎 1、園田 清美 2、稲月 直樹 2、江嵜 愛永 2、粟根 宙生 2、清水 かほり 3、
小川 泰弘 1、菱沼 滋 1、水口 博之 2

1明治薬大・薬・薬効、2大阪大谷大・薬・薬理、3大阪大谷大・薬・生化

O-A-2-2 アストロサイトP2Y1受容体を介した双方向性情報伝達の増強によるニューロン過
興奮

〇鈴木 秀明 1,2、繁冨 英治 1,2、平山 幸歩 1、高橋 由香里 3、池中 一裕 4、田中 謙治 5、
加藤 総夫 3、尾藤 晴彦 6、小泉 修一 1,2

1山梨大・医・薬理学講座、2山梨大・院医・GLIAセンター、3慈恵医大・神経科学、4生理研・
分子神経生理、5慶應義塾大・医・精神神経、6東京大・院医・神経生化学

O-A-2-3 Deep Learningを用いたC57BLマウスのひっかき行動を自動判別する手法の開発

〇坂本 直観 1、小林 幸司 1,2、原口 大雅 1、宮崎 優介 1、村田 幸久 1,2

1東京大・農・放射線動物科学、2東京大・農・食と動物のシステム学

O-A-2-4 光遺伝学的手法を用いた島皮質における疼痛制御機構の解明

〇小林 理美 1,2、藤田 智史 2、小林 真之 1

1日本大・歯・薬理学講座、2日本大・歯・基礎自然科学分野（生物学）

O-A-2-5 側坐核 medial shell 内ドパミン受容体含有神経およびアセチルコリン作動性神経
細胞の活性変動による疼痛感受性の変化

〇岡本 悠 1、佐藤 大介 1、濱田 祐輔 1,2、成田 道子 2、吉田 小莉 1、田中 謙一 1、 
須田 雪明 1,2、葛巻 直子 1,2、成田 年 1,2

1星薬科大・薬・薬理学研究室、2国立がん研・がん患者病態生理研究分野

O-A-2-6 一過性断眠による視床下部内細胞の機能変容

〇田辺 真凜 1、濱田 祐輔 1,2、矢部 秀平 1、吉田 小莉 1、成田 道子 2、須田 雪明 1,2、
葛巻 直子 1,2、成田 年 1,2

1星薬科大・薬・薬理学研究室、2国立がん研・がん患者病態生理研究分野

A会場
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14:50-16:08 一般演題（口頭発表）心血管・内分泌器官 I　 

座長： 永澤　悦伸（東邦大・薬・薬物治療）
 

 柏原　俊英（北里大・薬・分子薬理）
 

O-B-1-1 Ⅰ群抗不整脈薬の陰性変力作用の比較

〇日色 啓仁、濵口 正悟、行方 衣由紀、田中 光
東邦大・院薬・薬物

O-B-1-2 インターロイキン-6/gp130経路による出生後心室筋細胞の分裂制御と心臓の機
能的発達におけるその役割

〇川岸 裕幸 1,2、中田 勉 3、冨田（沼賀） 拓郎 2、山田 充彦 2

1信州大・バイオメディカル研・生体医工学、2信州大・医・分子薬理、3信州大・基盤共通支援セ・
機器分析

O-B-1-3 新規p300結合タンパク質p300 binding protein1は心筋細胞肥大に必須であった

〇石間 彩花 1、砂川 陽一 1,2,3、松下 優作 1、海野 瑞紀 1、船本 雅文 1,2、清水 果奈 1,2、
清水 聡史 1、刀坂 泰史 1,2,3、浜辺 俊英 1、小見山 麻紀 2、長谷川 浩二 1,2、森本 達也 1,2,3

1静岡県立大・薬・分子病態学分野、2NHO京都医・臨床研究セ・展開医療、3静県総

O-B-1-4 A485はp300-HAT活性を阻害しPEによる心筋細胞肥大を抑制した

〇山本 みずほ 1、上原 涉 1、眞鍋 智弘 1、船本 雅文 1,2、砂川 陽一 1,2,3、刀坂 泰史 1,2,3、
浜辺 俊秀 1、清水 果奈 1,2、清水 聡史 1、小見山 麻紀 2、長谷川 浩二 1,2、森本 達也 1,2,3

1静岡県立大・薬・分子病態学分野、2京都医療センター・展開医療、3静県総

O-B-1-5 ラット腎動脈におけるプリノセプターリガンド誘発収縮反応はインドキシル硫酸急性
処置で減弱する

〇田口 夏芽、松本 貴之、小澤 恵介、長田 友恵、吉岡 円、工藤 美代、野上 あかね、
小笠原 悠、中村 圭吾、遠藤 彩香、田口 久美子、小林 恒雄
星薬科大・薬・機能形態学研究室

O-B-1-6 ラット頸動脈のATP及び UTP誘発弛緩反応に対するメチルグリオキサール急性
処置の影響

〇小笠原 悠、松本 貴之、工藤 美代、吉岡 円、長田 友恵、中村 圭吾、田口 夏芽、
遠藤 彩香、野上 あかね、田口 久美子、小林 恒雄
星薬科大・薬・機能形態学研究室

B会場
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16:25-17:43 一般演題（口頭発表）心血管・内分泌器官 II　 

座長： 松本　貴之（星薬科大・医薬品化学研究所機能形態）
 

 行方　衣由紀（東邦大・薬・薬物）
 

O-B-2-1 ラット膀胱機能に及ぼすウレタン麻酔とイソフルラン麻酔の違い

〇相澤 直樹、藤田 朋恵
獨協医科大・医

O-B-2-2 ウサギ催不整脈モデルの適用による吸入麻酔薬isofluraneおよびhalothaneが有
する催不整脈 ・ 抗不整脈作用特性の分析

〇秋葉 洋佑、川上 聡士、相本 恵美、永澤 悦伸、高原 章
東邦大・薬・薬物治療学

O-B-2-3 心房細動の停止に有効なイオンチャネル遮断特性 ： 発作性および持続性心房細
動モデル犬を用いたoseltamivirの薬効評価

〇神林 隆一 1、後藤 愛 1、中瀬古（泉） 寛子 1、武井 義則 1、松本 明郎 2、杉山 篤 1,2

1東邦大・医・薬理、2東邦大・医・加齢薬理

O-B-2-4 膵β細胞におけるジアシルグリセロールキナーゼζの局在と機能解析

〇渡邉 直也、金子 雪子、石川 智久
静岡県立大・院薬・薬理学講座

O-B-2-5 Evaluation of the anti-diabetic effect of apigenin on INS-1D pancreatic β-cell

〇 Ihim Stella、金子 雪子、山本 萌絵、石川 智久
静岡県立大・院薬・薬理学

O-B-2-6 マウスにおける血管内外のグルコース動態を可視化する蛍光プローブの開発

〇下野 ひな子 1、浅沼 大祐 1、瀧川 健司 2、並木 繁行 1、廣瀬 謙造 1

1東京大・医・細胞分子薬理学、2東京都健康長寿医療センター・老化脳神経科学研究チーム

B会場
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14:50-16:08 一般演題（口頭発表）免疫関連細胞・器官 I　 

座長： 吉江　幹浩（東京薬科大・薬・内分泌薬理）
 

 林　啓太朗（獨協医科大・医・薬理）
 

O-C-1-1 静脈麻酔薬投与による脾臓 CD8 陽性 T 細胞変容の解析

〇野上 結季乃 1、葛巻 直子 1,2、山下 健介 1、石橋 優治 1、眞壁 一志 1、須田 雪明 1,2、
森 友久 1、成田 年 1,2

1星薬科大・薬・薬理学研究室、2国立がん研・がん患者病態生理研究分野

O-C-1-2 骨格筋自然免疫応答に着目した敗血症性差機構の解析

〇岩鶴 果奈、山下 ほのか、竹下 舜也、坂本 多穗、黒川 洵子
静岡県立大・薬・生体情報

O-C-1-3 マウス骨髄由来マスト細胞におけるP2X4受容体とGi共役型受容体の共刺激によ
る炎症性サイトカイン産生亢進作用の解析

〇朝比奈 愛理、吉田 一貴、伊藤 政明、松岡 功
高崎健康福祉大・薬・薬効解析学研究室

O-C-1-4 抗生物質投与によるDysbiosisがアレルギー反応と腸管における生理活性脂質に
与える影響の検討

〇鈴木 圭菜、木田 美聖、村田 幸久
東京大・院農学生命科学・放射線動物科学研究室

O-C-1-5 急性肺障害におけるVEGFR1シグナルの防御的作用

〇長田 真由子 1、伊藤 義也 1、山下 敦 1、田邉 美奈 1、古江 明子 1、細野 加奈子 1、
畑中 公 1、澁谷 正史 2、馬嶋 正隆 3、天野 英樹 1

1北里大・院医・薬理、2上武大・医学生理学研、3神奈川工科大・健康医療・病態治療

O-C-1-6 RAMP1シグナルの急性肺障害に対する保護作用

〇山下 敦 1、伊藤 義也 1、長田 真由子 1、田邉 美奈 1、古江 明子 1、細野 加奈子 1、
畑中 公 1、辻川 和丈 2、馬嶋 正隆 3、天野 英樹 1

1北里大・院医療・分子薬理、2大阪大・院薬・細胞生理、3神奈川工科大・健康医療・病態
治療

C会場
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16:25-17:43 一般演題（口頭発表）免疫関連細胞・器官 II　 

座長： 村田　幸久（東京大・院・農学生命科学）
 

 武井　義則（東邦大・医・薬理）
 

O-C-2-1 子宮内膜細胞のalpha 1 antitrypsin発現低下はTLR3/4を介した炎症を増強する

〇里吉 彩華、草間 和哉、安曇 麻奈、吉江 幹浩、田村 和広
東京薬科大・薬・内分泌薬理学教室

O-C-2-2 トロンボキサンの子宮内膜症における役割解明

〇古江 明子 1,2、伊藤 義也 1、服部 響子 2、関口 和企 2、本田 雅子 2、山下 敦 1、 
長田 真由子 1、田邊 美奈 1、細野 加奈子 1、畑中 公 1、馬嶋 正隆 3、天野 英樹 1

1北里大・院医療・分子薬理、2北里大・医・産婦人科、3神奈川工科大・健康医療・病態治
療

O-C-2-3 アセトアミノフェン誘導肝障害時のマクロファージにおけるトロンボキサンA2受容体
の役割

〇田邉 美奈 1、伊藤 義也 1、長田 真由子 1、山下 敦 1、古江 明子 1、細野 加奈子 1、
畑中 公 1、馬嶋 正隆 2、天野 英樹 1

1北里大・院医療・分子薬理学、2神奈川工科大・健康医療・病態治療

O-C-2-4 好酸球性筋膜炎においてInterleukin-4は筋膜線維芽細胞の細胞増殖とCCR3 
ligands産生亢進を介して好酸球およびCCR3陽性Th2細胞の筋膜への遊走を促
進する

〇中島 瑞貴 1,2,3,4、細沼 雅弘 3,4,5,6、磯部 晃 3,4,7、磯部 順哉 8、山崎 喜貴 4,9、 
筒井 完明 10、石川 紘司 10、福勢 清香 11、稲垣 克記 10、吉村 清 3,5、笠間 毅 11、 
三邉 武彦 2、木内 祐二 4,6、内田 直樹 2、磯﨑 健男 11,12

1昭和大・医・５年、2昭和大・医・薬理学・臨床薬理学、3昭和大・臨床薬理研究所・臨床
免疫腫瘍学、4昭和大・薬理科学研究センター、5昭和大・医・内科学・腫瘍内科学、6昭和大・医・
薬理学・医科薬理学、7昭和大・医・２年、8昭和大・薬・病院薬剤学、9昭和大・薬・毒物学、
10昭和大・医・整形外科学、11昭和大・医・内科学・リウマチ膠原病内科学、12昭和大・薬・
臨床薬学・臨床病態学

O-C-2-5 関節リウマチにおいてHepatocyte growth factor(HGF)/ c-MET シグナル阻害は
CXCL16を介した血管新生を抑制する

〇磯部 晃 1,2,6、細沼 雅弘 2,4,5,6、中島 瑞貴 2,3,7、磯部 順哉 8、福勢 清香 9、坂井 信 6,10、
吉村 清 2,4、笠間 毅 9、木内 祐二 5,6、高見 正道 6,10、磯崎 健男 9,11

1昭和大・医・2年、2昭和大・臨床薬理研究所 臨床免疫腫瘍学部門、3昭和大・医・5年、4昭和大・
医・内科学講座 腫瘍内科学部門、5昭和大・薬理学講座 医科薬理学部門、6昭和大・薬理科
学研究センター、7昭和大・医・薬理学講座 臨床薬理学部門、8昭和大・薬・病院薬剤学講座、
9昭和大・医・内科学講座 リウマチ膠原病内科学部門、10昭和大・歯・歯科薬理学講座、11

昭和大・薬・臨床薬学講座 臨床病態学部門

C会場
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O-C-2-6 IL-33/ST2シグナルを抑制する分子の探索 ： IL-1RAcPとST2の細胞外領域とIgG
のFc領域を結合させた融合タンパク質 （IL-33trap-Fc） はIL-33シグナルを強く
抑制する

〇山本 里彩 1,2、安藤 智暁 1、貝谷 綾子 1、伊沢 久未 1、前原 明絵 1、北浦 次郎 1

1順天堂大・院医・アトピー疾患研究センター、2順天堂大・医・5年生
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一般演題（ポスター発表）

 

  
 

P-01 モルモット膀胱平滑筋の基礎張力及び自発性収縮活動に対する血小板活性化因
子 （PAF） の効果の検討

〇金子 瑞季、山田 奈々、劉 鴿、吉岡 健人、小原 圭将、田中 芳夫
東邦大・薬・薬理

P-02 ニカルジピンおよびニトログリセリンがアンジオテンシンⅡによる大腿動脈の血管
弾性低下に及ぼす影響

〇八尾 雅、相本 恵美、永澤 悦伸、高原 章
東邦大・薬・薬物治療学

P-03 昇圧薬が大動脈と大腿動脈の血管弾性に影響を与える要因の分析

〇谷戸 翼、相本 恵美、永澤 悦伸、髙原 章
東邦大・薬・薬物治療学

P-04 内側側頭葉てんかんにおけるマイクログリアのClec7aの役割の解明

〇川名 哲 1、池谷 裕二 1,2,3、小山 隆太 1,2

1東京大・薬・薬品作用学教室、2東京大・Beyond AI、3脳情報通信融合研究センター

P-05 オピオイドμ/δヘテロダイマーに対する新規モルヒナン誘導体の活性評価―副
作用及び鎮痛耐性の少ない新規鎮痛薬の開発を目指して―

〇吉田 遥香 1,2、山田 大航 1、稲垣 美紅 1,2、野中 美希 2、宮野 加奈子 2、平山 重人 1、
浦 明日香 1,2、相磯 沙耶花 1,2、室伏 美佳 1,2、藤井 秀明 1、上園 保仁 2

1北里大・薬・生命薬化学教室、2東京慈恵会医科大・医・疼痛制御研究講座

P-06 漢方薬人参養栄湯の構成生薬、 陳皮に含まれる食欲増進シグナルを担うオレキ
シン1受容体活性化成分の同定

〇相磯 沙耶花 1,2、福田 雅音 1,2、室伏 美佳 1,2、野中 美希 2、宮野 加奈子 2、浦 明日香 1,2、
吉田 遥香 1,2、藤井 秀明 1、上園 保仁 2

1北里大・薬・生命薬化、2東京慈恵医大・医・疼痛制御研

P-07 漢方薬 「加味帰脾湯」 によるTREK-1 K
+
チャネル阻害を介したオキシトシンニュー

ロン活性化の可能性

〇室伏 美佳 1,2、坂本 雅裕 2、吉田 有輝 2、野中 美希 2、宮野 加奈子 2、相磯 沙耶花 1,2、
浦 明日香 1,2、吉田 遥香 1,2、藤井 秀明 1、上園 保仁 2

1北里大・薬・生命薬化、2東京慈恵医大・医・疼痛制御研
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P-08 Duolink
®
近接ライゲーションアッセイを用いたμ/δORヘテロ二量体の可視化法

の確立 ：μ/δORヘテロ二量体制御による新規鎮痛薬開発を目指して

〇浦 明日香 1,2、宮野 加奈子 2、曽 友佳 1,2、平山 重人 1、唐木 文霞 1、野中 美希 2、
相磯 沙耶花 1,2、室伏 美佳 1,2、吉田 遥香 1,2、藤井 秀明 1、上園 保仁 2

1北里大・薬・生命薬化、2東京慈恵会医科大・医・疼痛制御研

P-09 YAPのノックダウンは幼若心筋細胞の解糖系代謝を低下させる

〇岡本 寧々 1、柏原 俊英 1、那須 公貴 1、佐渡島 純一 2、中原 努 1

1北里大・薬・分子薬理学、2ラトガースニュージャージー医科大・医・心血管研

P-10 イソフルラン麻酔モルモットにおけるヒドロキシクロロキンの心臓電気生理学的作
用　−キニジンとの作用比較−

〇吉葉 初希、永澤 悦伸、相本 恵美、高原 章
東邦大・薬・薬物治療学

P-11 イバブラジンの徐脈効果が心室再分極時間延長作用に与える影響に関する薬理
学的分析

〇北野 遥、永澤 悦伸、相本 恵美、高原 章
東邦大・薬・薬物治療学

P-12 非定型抗精神病薬ブロナンセリンとオランザピンが心室再分極相に与える影響−
イソフルラン麻酔モルモットを用いて−

〇伊東 紀香、篠崎 達郎、清水 美希、永澤 悦伸、相本 恵美、高原 章
東邦大・薬・薬物治療学

P-13 デキストラン硫酸ナトリウム誘発腸炎モデルマウスを用いた炎症性腸疾患におけ
る膜型プロスタグランジンE合成酵素-1の役割解析

〇日置 優花 1,2、関谷 広樹 1,2、久保 誠 3,4、牛首 文隆 5、北里 英朗 3,6、市川 尊文 2,3、
小島 史章 1,2,3

1北里大・医療衛生・薬理学、2北里大学大学院・医療系研究科・生体制御生化学、3北里大・
医療衛生学部附属・再生医療・細胞デザイン研究施設、4北里大学大学院・医療系研究科・
臨床免疫学、5旭川医科大・医・薬理学、6北里大学大学院・医療系研究科・環境微生物学

P-14 小腸、 大腸PDGFRα
+
細胞の生理機能解明

〇茶圓 貴志 1、黒澤 珠希 1、岸 和寿 1、梶 典幸 2、堀 正敏 1

1東京大・院農学生命科学・獣医薬理学研究室、2麻布大・獣医

P-15 LPA刺激によるTRPC3チャネルを介した乳がん幹細胞の増殖機構

〇平田 尚也 1、山田 茂 1、柳田 翔太 1,2、小野 敦 2、安彦 行人 1、西田 基宏 3,4、諫
田 泰成 1

1国衛研・薬理、2岡山大・院医歯薬・薬、3九州大・院薬・生理学、4生理研（生命創成探究セ）・
心循環シグナル
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P-16 軽症低ホスファターゼ症におけるビスホスホネート製剤の投与が硬組織に与える
影響

〇高橋 有希 1、平井 研吾 2、石束 叡 1、新谷 誠康 2、笠原 正貴 1

1東京歯科大・歯・薬理学講座、2東京歯科大・歯・小児歯科学講座

P-17 覚醒剤が体内時計に作用する過程をリアルタイムに可視化する

〇田中 杏実、高木 美沙、茂手木 ひなき、福島 汐里、野上 将大、浜田 和子、浜
田 俊幸
国際医療福祉大・薬・年齢軸生命機能解析学分野

P-18 時計遺伝子発現を利用した糖尿病の極めて初期段階をとらえる研究

〇高木 美沙、田中 杏実、茂手木 ひなき、福島 汐里、野上 将大、浜田 和子、浜
田 俊幸
国際医療福祉大・薬・年齢軸生命機能解析学分野

P-19 二卵性双生児男女由来iPS細胞を用いた創薬応用

〇若林 聖士 1、長田 千尋 1、齋藤 桜子 1、坂本 多穗 1、山口 賢彦 1、砂川 陽一 2、諫
田 泰成 3、森本 達也 2、黒川 洵子 1

1静岡県立大・薬・生体情報分子解析、2静岡県立大・薬・分子病態、3国衛研・薬理部

P-20 慢性容量負荷とisoproterenol慢性負荷が心機能に与える影響 ―動静脈瘻モデ
ルラットを用いた検討―

〇清水 彩音、相本 恵美、永澤 悦伸、高原 章
東邦大・薬・薬物治療学

P-21 アミオダロン静脈内投与による抗心房細動作用－心房細動モデルラットを用いた
検討－

〇渡邊 理生、相本 恵美、永澤 悦伸、高原 章
東邦大・薬・薬物治療学

P-22 内向き整流性KチャネルIK1阻害が摘出心房の電気生理学的特性に与える影響 –
IKACh阻害との比較–

〇廣畑 茂音、鈴木 稜平、相本 恵美、永澤 悦伸、高原 章
東邦大・薬・薬物治療学
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特別シンポジウム
抄　録





SS-1
最先端の構造解析技術とUltra-Large scale Virtual Screeningによる化合物探索

〇天野 靖士

アステラス製薬・開発研究・ディスカバリーインテリジェンス

基礎研究において重要な創薬標的分⼦が同定されたとしても、標的に作⽤して薬効を⽰す医薬品を開発
することは容易ではない。医薬品の創出には⻑い年⽉を必要とし、場合によっては期待するような結果
が得られずに研究や開発が頓挫してしまうことも多い。
これまで、低分⼦医薬品の開発研究は、ATPが基質となるプロテインキナーゼや、低分⼦がリガンドと
なるGPCRなど、低分⼦化合物が作⽤しやすいタンパク質を標的として⾏われ、多くの⾰新的医薬品が
⽣み出されてきた。こられのような、いわゆるドラッガブルな標的分⼦は近年⾒つかりにくくなってお
り、アンドラッガブルな標的分⼦の攻略が、創薬研究における喫緊の課題となっている。製薬会社やベ
ンチャー企業は、その課題に対処するため、低分⼦、抗体、核酸、細胞といった様々なモダリティによ
る医薬品の創出を試みている。
⼀⽅、医薬品となり得る性質をもつ低分⼦化合物の総数（＝ケミカルスペース）は10の60乗個といわ
れており、このケミカルスペースを効率良く探索できれば、アンドラッガブル標的に対して作⽤する化
合物を同定することも可能と考えらえる。その⽅法の⼀つである、Ultra Large-scale Virtual Screening
（ULVS）では、コンピューター上で1億個以上のバーチャル化合物を発⽣させ、標的タンパク質の⽴
体構造にぴったりとはまる化合物をドッキングシミュレーションにより⾒出していく。ヒットした化合
物だけを実際に合成し評価することで、HTSなど従来の⽅法よりもはるかに⼤きなケミカルスペース
を、短い期間で探索することが可能となる。
ULVSにおいて重要な情報は、シミュレーションに⽤いる標的タンパク質の⽴体構造である。その構造
は原⼦分解能であり、プロトタイプとなる化合物が結合している必要がある。化合物が同定されていな
い新規標的に対しては、X線結晶構造解析によるフラグメントスクリーニングが有効な⼿段の⼀つであ
り、近年の放射光ビームラインの⾼速化、⾃動化によりそれが実現している。また、クライオ電⼦顕微
鏡による単粒⼦構造解析法は、ここ数年重要なタンパク質の⽴体構造を原⼦分解能で次々と決定してお
り、ULVSを実⾏可能な標的分⼦は今後ますます増えていくと予想される。
本発表においては、各要素技術について紹介するとともに、弊社での活⽤事例についても紹介したい。

特別シンポジウム：進化する創薬手法と薬理学



SS-2
AI、IT、自動化機器を活用した化合物最適化プロセスの

デジタルトランスフォーメーション

〇森 健一

アステラス製薬・アドバンストインフォマティクス＆アナリティクス・デジタルリサーチソリューションズ

化合物の最適化は、化合物の設計（Design）から始まり、実際に合成（Make）し、評価（Test）し
て、その結果を解析（Analyze）するサイクルを回して、スクリーニング等で⾒出した化合物の特性を
医薬品候補として最適なものにしていくプロセスである。通常、最適化研究は多くのコストを要するプ
ロセスであるため、このDesign-Make-Test-Analyze サイクルの質と速度の向上は、創薬研究の⽣産性
向上にとって重要である。
我々は、このサイクルにAIと⾃動化機器を導⼊し、これらを統合的に運⽤することで、その⾼質化と
⾼速化に取り組んでいる。すなわち、AI を⽤いて設計した化合物を⾃動化機器で迅速に合成・評価
し、そこから得られたデータをAI に再学習させ、予測の質を上げ、次の化合物設計に活かす、といっ
たサイクルを繰り返すシステムを構築している。さらに、ユーザーフレンドリーなインターフェイスを
提供し、AI や⾃動化機器を研究者が使いこなせる環境も整えている。
本シンポジウムでは、これらの具体的な活⽤事例を紹介する。

特別シンポジウム：進化する創薬手法と薬理学



SS-3
創薬研究におけるMicrophysiological systemの活用

〇高間 香織

アステラス製薬・Discovery Intelligence・ Advanced Modeling & Assay

医薬品の研究開発において、臨床試験の成功確率向上は重要な課題と考えられている。特にPhase IIか
らPhase IIIへ移⾏する確率は近年でも25%前後とほぼ横ばいである[1]。Phase IIで開発中⽌となる要因
の7割以上は薬効および毒性に分類されている[1]。
Microphysiological system (MPS)は、近年の細胞培養技術や組織⼯学の進展に伴い、これまでの培養法
にはなかった三次元、共培養、灌流付与などを可能としたシステムである。細胞が⾼機能化することや
⻑期培養が可能になる事によって、従来の培養法よりもヒトの⽣体に近い反応を捉えられることが期待
されている。MPSの毒性・薬効評価への有⽤性の認知度は⾼まっており、製薬企業においても実際の
創薬に活⽤され始めている[2]。我々のグループでは、これまで、3D-バイオプリント肝臓モデルの評
価[3]や尿細管虚⾎再灌流モデルの開発[4]といった研究活動をおこなってきた。本発表では、検討事例
とともに、これまでの経験から得られた課題やMPSの創薬活⽤に当たっての考え⽅について紹介す
る。
【Funding】Astellas Pharma Inc.
【Reference】
1. Dowden H et al., Nat Rev Drug Discov. 2019; 18(7):495-496
2. Baran SW, et al. ALTEX. 2022;39(2); 297-314
3. Tetsuka K et al., Biol. Pharm. Bull. 2020;43(3):375-383
4. Vormann M et al., Kidney360. 2022; 3:217-231

特別シンポジウム：進化する創薬手法と薬理学



SS-4
薬理研究におけるQuantitative Systems Pharmacologyの有用性と活用事例

〇佐山 裕行

アステラス製薬・開発研究・非臨床バイオメディカルサイエンス

モデリング＆シミュレーション（M&S）とは世の中に存在する様々な現象を論理的かつ客観的な数理
モデルで記述することで定量的な理解を深めたり、構築したモデルを⽤いたシミュレーションによって
未知の条件下における現象を予測する⼿法である。M&Sは物理学、⽣物学、天⽂学、航空⼯学、気象
学などの様々な分野で⻑く汎⽤されており、医薬品業界においても薬物の暴露量と薬理効果の関係性を
統計学的に記述するPharmacokinetics-Pharmacodynamics（PK-PD）モデルが盛んに活⽤され、定量
的、効率的な医薬品開発に寄与してきた。しかしながらフェーズ2試験で⼗分な薬理効果が確認されず
に開発を中断するケースは依然として多く、従来のPK-PDモデリングのみでは医薬品開発の成功率が
劇的に改善されたとは⾔い難い状況にある。
そこで近年Quantitative Systems Pharmacology（QSP）という⽣体システムと薬物との相互作⽤を⽣理
学的に記述するモデリングの⼿法が医薬品開発成功率を改善する新しいアプローチとして注目を集めて
いる。従来の経験則に基づく統計学的なPK-PDモデルとは異なり、QSPは対象疾患の病態⽣理と薬物
の作⽤機序を実験データや論⽂情報に基づいて数理モデルとして記述することにより薬物介⼊によって
惹起される⽣体コンポーネントの変化をシミュレーションすることができる。そのためQSPは薬物作
⽤機序の定量的な理解やその理解に基づいた開発候補品選択、バイオマーカー測定や多剤併⽤戦略⽴案
のサポートなど様々な目的で使⽤することが可能である。特に薬理研究においては、仮想の実験動物や
患者集団をコンピューター上で発⽣させて薬理効果を予測するvirtual（pre-）clinical trialによって動物
実験計画を策定したり、非臨床データから想定患者における薬効を予測してGo/No-goの意思決定をサ
ポートするなど効果的に活⽤することができる。⼀⽅で、疾患や薬理効果に関する膨⼤な情報を必要と
するQSPはモデル構造が極めて複雑となり、その構築や効果的な活⽤にはバイオロジーについて深い
知識を持つ薬理研究者の協働が不可⽋である。
本シンポジウムでは、具体的な事例として癌免疫領域におけるQSPの活⽤事例を紹介し、QSPの医薬
品研究・開発、特に薬理研究における有⽤性を議論したい。

特別シンポジウム： 進化する創薬手法と薬理学



i

特別講演
抄　録





SP-1
新規モダリティAntibody Drug Conjugateの可能性

〇眞鍋 史乃1,2

1星薬科大・薬・機能分子創成化学研究室、2東北大・院薬・医薬品開発研究センター

抗体−薬物複合体 （Antibody drug conjugate：ADC）は、抗体医薬品の先鋭化・⾼機能化を担うもの
として、開発が盛んに⾏われており、その認可数も急速に増えている。放射性同位体を抗体に結合させ
たradioimmunotherapy 製剤や近⾚外線照射による光免疫療法もADCの⼀法であるともいえる。対象疾
患もがんのみならず、他疾患への基礎的検討についても報告されている。
ADCは、抗体に毒性の⾼い低分⼦化合物をリンカーを介して付加したものである。ADCは、分⼦量が
⼤きい化合物が、がん新⽣⾎管から漏れ出て滞留するEPR (enhanced permeability and retention) 効果
と、抗体の抗原への⾼い親和性を利⽤して、搭載薬物を目的部位に送達するドラッグ・デリバリー・シ
ステムの⼀法である。抗体に結合された低分⼦化合物が疾患部位で放出されることで、目的部位におい
て選択的に毒性を⽰し、therapeutic windowを拡⼤できることからプロドラッグとも捉えることもでき
る。ADCは、抗体のもつ細胞表⾯への⾼い親和性と、細胞内タンパク質をターゲットにできる低分⼦
化合物のそれぞれの特性を取り⼊れた剤形であるといえる。
有効なADC を作製するには、ADCに適した抗体の取得、ADCに適した搭載化合物の選択、ADCの安
定性、ADCの体内動態と搭載化合物の放出機構のマッチングの設計など様々な戦略が必要である。抗
体、および搭載薬物のそれぞれの機能が優れた特性を有していたとしても、単に抗体に搭載薬物を結合
するだけで有効なADCが作製できるわけではない。また、均⼀構造のADCの作製は、ADCの
therapeutic windowをさらに拡⼤し、加えて薬効や製造時の再現性が担保されるため、いくつかの⼿法
が報告されている。
本講演では、最先端の研究例を例⽰しながら、ADC開発の基礎について概説する。

特別講演I： 新規モダリティAntibody Drug Conjugateの可能性



SP-2
製薬会社との上手な付き合い方 ～対価算定編～

〇八木 信宏1,2

1京都大学イノベーションキャピタル株式会社・支援投資委員 投資第一部長、2京都大・産官学連携本部・戦略

統括部

本講演では、薬局のレジで消費者が⽀払う薬剤費を出発点に製薬会社の収益構造を読み解き、営利企
業における研究戦略や研究費⽀出の考え⽅について述べる。また、医薬品のライセンスにおける「値札
のつけ⽅」の代表例を紹介し、研究成果のフェアトレードについて論じる。
2022年現在、医療⽤医薬品として開発中のパイプラインは全世界で5,416件に及び、その数は10年前と
⽐較して約2.3倍に増加した。内訳を⾒ると、オーファンドラッグや挑戦的な新モダリティーの増加、
ベンチャー企業やアカデミアなど⽐較的⼩規模な組織が初期開発を担うケースの増加が目⽴つ。⼀⽅、
世界トップ10製薬会社による開発の寄与率（品目数ベースでのシェア）は年々低下し、その率は5％を
下回っている。また、⼤⼿製薬会社におけるベンチャー等からの導⼊品の⽐率も増加しており、⼩規模
な組織で開発されたパイプラインのうちごく⼀部が⼤⼿製薬会社に引き継がれ後期開発が⾏われている
ことが⾒て取れる。
これらパイプラインは、⼤学や公的研究機関を起源とするものも多い。研究には競争的研究資⾦や製薬
会社からの奨学寄附⾦、共同研究費などが充当され、アカデミアにとってその効率的な獲得は研究の⾃
由度と研究成果の質を左右すると⾔っても過⾔ではない。⼀⽅で、アカデミアが資⾦の出し⼿の意向に
過度に忖度してしまっては、⾃由かつスケールの⼤きい研究者個⼈の発想も良質な研究成果も失われて
しまうであろう。
研究成果やパイプラインの引き継ぎにおける商取引がオープンイノベーションの本質である。アカデミ
アを含む製薬業界のプレイヤーそれぞれが現代のアジャイル（臨機応変で機敏）な医薬品開発を担って
いる。アカデミアの研究者が⾃らの研究成果の⾦銭的価値の算定⽅法や⾼め⽅を理解し、売り⼿と買い
⼿が対等かつフェアな取引を⾏うことが科学と産業の発展の近道であると考えている。

特別講演II： ⼤学・ベンチャーと製薬企業の対話の活性化「製薬会社との上⼿な付き合い⽅ 対価算定編
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EL-1
Nedd4ファミリーE3ユビキチンリガーゼによる神経細胞発達の制御機構

〇川辺 浩志

群馬大・院医・薬理学分野

神経細胞は、神経細胞新⽣、神経細胞移動、神経突起分岐伸展、そしてシナプス形成の４つの時期を経
て発達する。各時期の神経細胞発達の異常が、⾃閉スペクトラム症に代表される発達障害や統合失調
症、またはてんかんなどの原因になると考えられている。
これら４つの発達時期は、それぞれの時期に発現する転写因⼦によって⼀群の遺伝⼦・タンパク質の発
現が活性化することによって緻密に制御されている。⼀⽅で、タンパク質発現の制御に重要であるタン
パク質分解がどのように神経細胞の発達に重要か⼗分に明らかになっていない。私どもはこれまでタン
パク質分解の制御に重要なユビキチン化の神経細胞発達における機能を研究してきた。ユビキチン化の
基質特異性はE3リガーゼによって決定される。約600種類のE3リガーゼ遺伝⼦が哺乳類のゲノムにコー
ドされているが、その中でもNedd4ファミリーに属する遺伝⼦とその相同遺伝⼦の機能に注目して私ど
もは研究を進めてきた。これらの遺伝⼦が神経細胞発達で別の時期に固有の基質をユビキチン化するこ
とで神経細胞発達の制御に重要な働きを⽰すことを、主に⽣化学的⼿法を駆使して明らかにしてきた。
2020年に群⾺⼤学に着任後、これらの仕事の延⻑として発達障害の原因遺伝⼦でE3リガーゼをコード
する遺伝⼦に注目して研究を展開してきた。この研究と並⾏して、3次元で⾼解像度が得られる超解像
3D-Stimulated Emission Depletion (STED)顕微鏡を駆使して個々のシナプスの形態を観察する研究を
展開しつつある。
本講演では、特異的ユビキチン化が脳神経回路の発達にどのように重要か、そしてその異常がどのよう
に発達障害につながるかについて、超解像3D-STED顕微鏡を取り⼊れて得られた最新の知⾒を説明し
たい。

教育講演1



EL-2
虚血改善におけるプロスタノイドの役割

〇天野 英樹1、伊藤 義也1、馬嶋 正隆2

1北里大・院医療、2神奈川工科大学・健康医療科学部

⾎管新⽣は既存の⾎管から新⽣⾎管が形成する⼀連の⽣体反応である。⽣理活性物質であるプロスタノ
イドは悪性腫瘍の進展、虚⾎性⼼疾患をはじめ様々な病態形成に係る。プロスタノイドはプロスタグラ
ンジン(PG)とトロンボキサン(TX)からなり、各々の特異的受容体に結合し作⽤を惹起する。我々はプ
ロスタノイド受容体⽋損マウスを⽤いて悪性腫瘍の増殖・浸潤・転移、創傷治癒及び虚⾎改善効果に対
するプロスタノイドの役割を明らかに報告してきた。今回の講演で現在進⾏中の知⾒を含めた虚⾎改善
効果におけるプロスタノイドの役割について説明したい。

教育講演2



EL-3
エピジェネティクス情報を用いた生活習慣病の病態解明と診断法開発

〇丸茂 丈史

国際医療福祉大・医・薬理学

エピジェネティクス機構は遺伝⼦のスイッチとして働き、遺伝⼦発現に関わる。エピゲノムは環境に
よって変化し、蓄積したエピジェネティクス異常はさまざまな疾患に関わることが明らかにされた。エ
ピジェネティクス情報を⽤いて、⽣活習慣病の新たな診断・治療法を検討している。
虚⾎性腎障害後には、BMP7などの腎保護因⼦が再誘導されて修復に関わることが知られておりエピ
ジェネティクスの関与を調べた。虚⾎からの回復過程で、ヒストン脱アセチル化酵素（HDAC）5が減
少してBMP7を誘導することが明らかになった。⼀側尿管結紮マウスの腎線維化モデルでは、HDAC阻
害薬が線維化・炎症反応を抑制し腎保護効果をもち、エピジェネティクス機構が治療標的になるうるこ
とが⽰された。

慢性の病態には、ヒストン修飾よりも安定なDNAメチル化の変化が関わると考えられる。飢餓状態
を経験した妊婦から⽣まれた⼦供が成⼈後に⾼⾎圧を発症しやすいことがDevelopmental Origin of
Heath and Disease（DOHaD）として知られる。妊娠中に低蛋⽩⾷を投与するモデルで、妊娠時の低
栄養がDNAメチル基転移酵素3a低下を介して胎児の⾎圧中枢にメチル化異常を⽣じ、⽣下後に⾼⾎圧
を発症させる機構が明らかになった。

糖尿病発症初期の⾎糖のコントロールは組織に記憶されてその後の合併症発症に関わる。このメモ
リー現象に⽩⾎球のDNAメチル化異常が関わることが最近⽰されたが、合併症対象臓器である腎臓で
の検討は不⼗分である。糖尿病モデルdb/dbマウスの検討で、腎臓近位尿細管ではアンジオテンシノー
ゲンに、糸球体では線維化に関わるTGFbetaにDNA脱メチル化が認められた。ヒト腎⽣検組織を⽤い
た検討でも、線維化遺伝⼦、酸化的ストレス因⼦に脱メチル化がみられる⼀⽅、腎保護因⼦にはDNA
メチル化の増加が⽣じていることが観察された。中でもeGFRと相関のあるメチル化異常に、病因に関
わるものが含まれると考えられ、現在検討を進めている。DNAメチル化異常成⽴過程は、治療標的と
して有望である。

体液中でも安定なDNAメチル化は診断への利⽤価値が注目されている。糖尿病患者の尿中DNAメチ
ル化解析が診断応⽤可能か検討した。従来の診断法に尿中DNAメチル化マーカーを加えることによ
り、腎機能が悪化している患者の識別能⼒は増加し、尿DNAメチル化診断法の可能性が⽰された。

教育講演3
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O-A-1-1
X染色体連鎖型知的障害・自閉症の原因遺伝子産物 Interleukin-1 receptor accessory

protein-like 1の立体構造に基づくエピトープタグ挿入位置の検討と機能評価

〇中田 凌也1、近江 ウィリアム葵1、川瀨 詩織2、齋藤 直人3、深井 周也4、植村 健2,3

1信州大・院総合理工、2信州大・基盤研究支援センター・遺伝子実験支援部門、3信州大・先鋭領域融合研究群

バイオメディカル研究所、4京都大・院理・化学

Interleukin-1 receptor accessory protein-like 1（IL1RAPL1）は非症候性のX染⾊体連鎖型知的障害、⾃
閉症のリスク遺伝⼦の⼀つである。シナプス後膜のIL1RAPL1は、シナプス前終末に局在する受容体型
チロシン脱リン酸化酵素PTPδと結合することで興奮性シナプス形成を制御している。これまでに遺伝
⼦ノックアウトマウスを⽤いた研究からIL1RAPL1の⽣理的役割が明らかにされてきた。その⼀⽅で、
IL1RAPL1には免疫組織染⾊に使⽤できる抗体が無いために脳内分布および神経細胞内での分⼦局在の
詳細については未だ明らかにされていない。そこで本研究では、IL1RAPL1の分⼦局在を明らかにする
目的で、IL1RAPL1分⼦へのエピトープタグの挿⼊を検討した。初めに、膜受容体に対して多くの実績
が報告されている細胞外N末端へのタグ挿⼊を検討した。シグナル配列の直後にHAタグを挿⼊した
IL1RAPL1をHEK293T細胞に発現させると、抗HA抗体を⽤いた免疫染⾊により細胞膜表⾯にシグナル
が検出された。しかしながら、PTPδの結合時には抗体によるHAタグの検出が出来なかった。我々
は、HAタグが検出できない原因はPTPδがIL1RAPL1の細胞外末端に被さるようにして複合体形成し
ているためであると考え、IL1RAPL1-PTPδ複合体の⽴体構造を基にタグ挿⼊位置を検討した。
IL1RAPL1の細胞外領域の３つの免疫グロブリン様ドメイン（Ig1~3）のヒンジ領域にHAタグを挿⼊し
たところ、Ig1とIg2のヒンジ領域にHAタグを挿⼊した場合にはPTPδとの複合体形成時においても抗
体によるHAタグ検出が可能であった。このIg1とIg2のヒンジ領域にHAタグを挿⼊したIL1RAPL1はタ
グを挿⼊していないIL1RAPL1と同程度の解離定数でPTPδと結合していた。さらに、これらを発現さ
せたHEK293T細胞と⼤脳⽪質初代培養神経細胞との共培養系を⽤いてシナプス誘導能を解析したとこ
ろ、シナプス前終末の分化誘導にも差は認められなかった。これらの結果は、Ig1とIg2のヒンジ領域へ
のHAタグ挿⼊はIL1RAPL1の分⼦機能を阻害しないことを⽰唆している。本研究成果は、IL1RAPL1
の分⼦局在を明らかにする上での重要なツールの開発に繋がると期待される。



O-A-1-2
マウス NMDA 誘発網膜神経傷害に対するフィブラート系脂質異常症治療薬

の保護効果

〇金森 俊樹、小嶋 美帆香、森田 茜、柏原 俊英、中原 努

北里大・薬・分子薬理学教室

【目的】緑内障及び糖尿病時の網膜神経変性において、グルタミン酸興奮毒性が⼀部関与していること
が⽰唆されている。実験動物の硝⼦体内に過剰量の -methyl-D-aspartic acid (NMDA) を投与する
と、速やかに網膜神経傷害が⽣じる。フィブラート系脂質異常症治療薬である fenofibrate の代謝活性
体 fenofibric acid 及び pemafibrate が網膜におけるグルタミン酸興奮毒性に対して抑制効果を⽰すこと
が報告されているが、詳細な機序は不明である。本研究では、マウス NMDA 誘発網膜神経傷害モデル
における fenofibric acid 及び pemafibrate の作⽤とその機序について検討を⾏った。
【⽅法】7〜8 週齢の ICR 雄性マウスを⽤いた。硝⼦体内に NMDA (10 nmol) と fenofibric acid (100
nmol)、pemafibrate (10 nmol) ⼜はそれらの溶媒である dimethyl sulfoxide (DMSO) との混合液を投与
した。また、NMDA (10 nmol) と fenofibric acid (100 nmol) の混合液に、ペルオキシソーム増殖因⼦
活性化受容体 α (PPARα) 拮抗薬である GW6471 (0.1 nmol)、MEK 阻害薬である U0126 (0.2 nmol)
⼜は DMSO を混合して投与する検討も⾏った。薬物投与 7 ⽇後に眼球を摘出し、網膜断⾯の薄切切⽚
を作製して Hematoxylin & Eosin (HE) 染⾊を⾏った後、視神経節細胞層に存在する細胞数及び内網状
層厚を測定した。
【結果】NMDA は視神経節細胞層に存在する細胞の数及び内網状層の厚みを減少させた。NMDA に
よる傷害は fenofibric acid ⼜は pemafibrate を同時に投与することにより抑制された。Fenofibric acid
の保護効果は PPARα 拮抗薬である GW6471 により消失し、MEK 阻害薬である U0126 により有意に
抑制された。
【考察】本実験成績は、マウス NMDA 誘発網膜神経傷害に対して、フィブラート系脂質異常症治療薬
は PPARα を活性化することにより保護効果を⽰すこと、そしてその保護効果の⼀部には MEK/ERK
経路の活性化が関与していることを⽰唆している。



O-A-1-3
ラメルテオンは記憶の獲得段階を促進する

〇百濟 美紅瑠1、池谷 裕二1,2、松本 信圭1,2

1東京大・院薬・薬品作用学教室、2Beyond AI研究推進機構

ラメルテオンはメラトニンMT1／MT2受容体作動薬で、睡眠覚醒サイクルを整える働きがあり、不眠
症の治療に⽤いられている。ラメルテオンは⽪質の脳波を変化させるという当研究室の研究結果から、
ラメルテオンが脳内の情報処理に関わっていることが⽰唆された。我々はラメルテオンが記憶、学習と
いった認知機能に影響を与えているという仮説を⽴て、記憶の獲得、固定、想起のいずれをラメルテオ
ンが変化させているのか調べた。ラメルテオンの記憶への影響を確認するために、⽣理⾷塩⽔あるいは
ラメルテオン（3.0mg/kg）をマウスに腹腔内に投与し、新奇物体認識試験を⾏った。新奇物体認識試
験ではDay 1（トレーニング）で同じ物体を⼆つオープンアリーナに置きマウスに⾃由探索させ、Day
2（テスト）では⽚⽅の物体を別の物体へ変え⾃由探索させた。獲得、固定、想起のどの段階がラメル
テオンに影響されるかを確かめるため、トレーニングの20分前（獲得群）、トレーニングの直後（固
定群）、テストの20分前（想起群）のいずれかのタイミングで投与した。オープンアリーナを四分割
し、テストのときのマウスの各エリア滞在時間を計測した。ラメルテオンを投与した獲得群のマウスの
成績はコントロールよりも有意に⾼かったが、固定群、想起群ではコントロールと⽐較して有意な差は
認められなかった。これらの結果からラメルテオンは記憶の獲得を促進することが⽰唆される。ラメル
テオンが認知機能を促進させた仕組みを明らかにするため、現在免疫組織学的、電気⽣理学的な研究を
⾏う予定である。



O-A-1-4
腸管PUFA/GPR120シグナルと海馬神経炎症における腸脳相関の解明

〇岩佐 健介1、山本 梓司1、武井 義則2、平沢 明3、丸山 敬1、吉川 圭介1

1埼玉医科大・医、2東邦大・医・薬理学、3京都大・院薬・ゲノム創薬科学

【目的】末梢脂質センサーであるGPR120は腸管に発現しており、⾷事中の多価不飽和脂肪酸
（PUFA）をリガンドとしてglucagon-like peptide (GLP) -1を分泌すること、さらにはGPR120機能不
全が肥満を引き起こすことが知られている。また⽣活習慣病が認知症のリスクを⾼めることが知られ、
GPR120の機能不全は認知症の引き⾦となる可能性が考えられる。本研究は、腸管GPR120と脳内海⾺
神経細胞の間に存在する腸脳相関の解明を目的とした。
【⽅法】腸管におけるPUFA/GPR120シグナルと脳内神経炎症との関係性を解明するために、GPR120
ノックアウト（KO）マウスの神経炎症、神経機能、記憶学習能を評価した。
【結果】GPR120KOマウス海⾺において、神経炎症（Prostaglandin(PG)D2産⽣増加、ミクログリア活
性化）、神経変性（神経新⽣の減少、海⾺体積の減少、記憶学習能の低下）が⾒られた。また
GPR120KOマウスの腹腔内へのリラグルチド（GLP-1アナログ） 持続的投与、インドメタシン含有飼
料によるPGD2産⽣阻害により、海⾺における神経炎症・神経変性が抑制された。
【考察】GPR120KOマウスの海⾺においてPGD2-ミクログリア誘発性神経炎症・神経変性が、無刺激
の状態でも常に起きていることが明らかとなった。またPGD2産⽣阻害、末梢GLP-1⽣理活性の増強に
より神経炎症・神経変性が抑制された。GPR120 mRNAは腸管組織において発現していたが、脳組織
においては検出されなかった。GPR120KOマウスのPGD2-ミクログリア神経炎症・神経変性は、腸管
のGPR120機能不全によって引き起こされていることを⽰している。GPR120KOマウスは、腸管におけ
るGLP-1分泌が低下し、GLP-1が脳内に到達する量が減少する。脳内GLP-1⽣理活性の低下により、
GPR120 KO海⾺ではミクログリア活性化を抑制することができない。その結果、活性酸素種（ROS）
が増加、神経新⽣の低下が起きると考えられる。⾷事中のPUFAが腸管GPR120受容体を刺激すること
により、腸管から分泌されたGLP-1が脳内に到達しミクログリアに作⽤することによって、PGD2-ミク
ログリア神経炎症を抑制し、海⾺のホメオスタシスに寄与していると考えられる。



O-A-1-5
ペリサイトにおけるLPA/LPAR1シグナルの役割

〇米津 好乃1,2、田辺 章悟1、三澤 日出巳2、村松 里衣子1

1国立精神・神経医療研究セ・神経研・神経薬理、2慶應義塾大・院薬・薬理学

リゾホスファチジン酸（Lysophosphatidic acid、LPA）は⾎中に豊富に存在する⽣理活性物質であ
り、少なくとも6種類のLPA受容体（LPAR, LPAR1-6)が存在する。LPAおよびその受容体による⽣理
機能として、⾎管新⽣や脈管形成など⾎管の対する作⽤が多く報告されている。⾎管機能の調節は⾎管
内⽪細胞の機能変化による直接的な影響を受けるが、⾎管内⽪細胞の機能はその周囲の細胞により制御
されることが知られる。脳では⾎管周囲のぺリサイトが⾎液脳関門の形成や維持に関わるなど、重要な
役割を担っている。また⾎管周囲細胞でもLPA受容体の発現が認められているものの、ぺリサイトに対
するLPAの作⽤に関しては不明な点が多い。そこで本研究では、LPAがぺリサイトに与える作⽤を検討
した。

まず、公開されているデータベースよりマウス脳ぺリサイトにおける遺伝⼦発現⽐率を検索し、
LPAR1,4,6がLPAR2,3,5より⾼く発現する様⼦を検出した。そこでタンパク質レベルでの発現を検討す
るため、3週齢のC57BL/6Jマウスより脳ぺリサイト培養を調整し、LPA1,4,6タンパク質が発現するこ
とを確認した。続いてLPA受容体の活性化によるぺリサイトへの作⽤を検討するため、ぺリサイトの増
殖および遊⾛への作⽤を評価した。観察した範囲内では、LPA添加により増殖細胞数に変化はなかっ
た。⼀⽅、Transwellにぺリサイトを播種し、LPA存在下で培養した後にTranswell下層に遊⾛する細胞
数を計測したところ、LPA添加により遊⾛するぺリサイトの数が増加した。また、LPAR1阻害剤であ
るAM095とLPAを共処置することでLPAによる遊⾛促進が妨げられた。さらに、このLPAR1を介した
LPAによる遊⾛促進効果は、ヒト脳由来の培養ペリサイトでも同様に観察された。

以上の結果より、LPAはLPAR1を介してペリサイトの遊⾛を促進させることが⽰唆された。LPAや
LPAR1のぺリサイトへの作⽤は、間接的に⾎管系の機能維持に寄与している可能性が考えられる。



O-A-1-6
δオピオイド受容体作動薬は下辺縁皮質グルタミン酸放出促進作用および

海馬神経保護作用を介してマウス抗うつ様効果を示す

〇吉岡 寿倫1、山田 大輔1、瀬木 (西田) 恵里2、長瀬 博3、斎藤 顕宜1

1東京理科大・院薬・薬理、2東京理科大・先進工・生体機能制御、3筑波大・IIIS・創薬化学

うつ病罹患者数は全世界で2億6000万⼈超と増加の⼀途を辿り、世界的な社会問題となりつつある
が、既存うつ病治療薬は様々な問題点を指摘されており、新規治療薬の開発が期待されている。我々は
その創薬標的としてδオピオイド受容体（DOP）に着目しており、DOP作動薬が即効性かつ安全性の
⾼い新規うつ病治療薬となる可能性を⽰唆してきた。しかし、その詳細な作⽤機序は未解明である。そ
こで本研究では、⾏動薬理学・⽣化学・免疫組織学・電気⽣理学的解析を⽤いて、DOP作動薬のマウ
スにおける抗うつ様作⽤機序の解明を試みた。

実験には雄性C57BL/6JマウスおよびICRマウス（6週齢）を⽤いた。まず、抗うつ薬の代表的なスク
リーニング系である強制⽔泳試験を⽤いて、単回投与時における選択的DOP作動薬KNT-127の作⽤機
序を検討した。その結果、KNT-127（10 mg/kg, s.c.）は内側前頭前野下辺縁⽪質のGABA作動性神経
系において、PI3K-Akt-mTOR-p70S6Kシグナル伝達経路を介してGABA放出を抑制し、その結果とし
てグルタミン酸放出を促進することにより抗うつ様作⽤を⽰すことが明らかとなった。次に、情動スト
レスの慢性曝露によって作製されることから妥当性の⾼いうつ病モデル動物と考えられている代理社会
的敗北ストレスモデルマウス（cVSDSマウス）を⽤いて、KNT-127の作⽤を評価した。その結果、ス
トレス負荷期間（10⽇間）中のKNT-127（3 mg/kg, s.c.）の反復投与により、cVSDSマウスで観察さ
れる社会性⾏動および海⾺⻭状回における新⽣神経細胞⽣存率の低下が抑制された。また、KNT-127
はcVSDSマウスで認められる⾎中コルチコステロン濃度の上昇を抑制した。以上より、KNT-127はマ
ウス内側前頭前野下辺縁⽪質でのグルタミン酸作動性神経系の賦活化に加えて、情動ストレス抵抗性に
伴う海⾺新⽣神経保護作⽤を介して抗うつ様作⽤を⽰す可能性が⽰唆された。

本結果は、新規うつ病治療薬の創薬標的としてのDOPの作⽤機序の全解明に繋がると同時に、DOP
作動薬の臨床応⽤へ向けた⼤きな⾜掛かりになると考えている。さらにこれらの作⽤機序は、数々提唱
されているうつ病の病態仮説を再検・統合した新たな病態仮説を提唱し得ると推察している。



O-A-2-1
ヒスタミンH2受容体作用薬による血管修復因子の発現増加を介した頭部外傷後の

Blood-brain barrier破綻に対する抑制効果

〇道永 昌太郎1、園田 清美2、稲月 直樹2、江嵜 愛永2、粟根 宙生2、清水 かほり3、小川 泰弘1、菱沼 滋1、

水口 博之2

1明治薬大・薬・薬効、2大阪大谷大・薬・薬理、3大阪大谷大・薬・生化

【目的】頭部外傷 (Traumatic brain injury: TBI) は事故や転倒などの際に頭部を強打することで惹起さ
れ、Blood-brain barrier (BBB)の破綻によって脳に致命的なダメージをもたらすが、有効な治療薬は確
⽴されていない。本研究では、TBIの病態に関わる因⼦としてヒスタミンとその受容体の⼀種であるH2

受容体に注目し、TBIマウスのBBB破綻に対するH2受容体作⽤薬の効果とその機序を確認した。
【⽅法】Fluid percussion装置による⽔圧によってマウス（雄性ddY, 6-7 週齢）にFluid percussion
injury (FPI) によるTBIを与えた。BBBの破綻は尾静脈投与したEvans blueの脳組織への漏出により評
価した。H2受容体の発現はウエスタンブロットと蛍光免疫組織染⾊により確認し、⾎管修復因⼦
(angiopoietin-1, sonic hedgehog)の発現はReal-time PCRにより確認した。H2受容体作⽤薬amthamine
およびdimaprit (2, 10, 50 mg/kg)はFPIの3時間後から3⽇後まで1⽇1回尾静脈投与した。また、脳組織
への直接作⽤を確認するためにamthamineおよびdimaprit (20, 100, 500 nmol/⽇)、H2受容体拮抗薬
ranitidine (20, 100, 500 nmol/⽇)を側脳室内投与した。
【結果・考察】FPI後の脳組織ではEvans blueの漏出が顕著にみられ、BBBの破綻が確認された。H2受
容体の発現はFPI後に増加し、脳⾎管内⽪細胞と活性型アストロサイトにおいて発現が観察された。
Amthamineおよびdimapritの尾静脈投与によりBBBの破綻は抑制され、側脳室内投与した場合でも抑制
された。Amthamineおよびdimapritを投与した脳組織では、⾎管修復因⼦の発現量が増加していた。
AmthamineとdimapritのBBB破綻に対する抑制作⽤と⾎管修復因⼦の増加作⽤はranitidineとの併⽤に
より阻害された。本研究結果より、H2受容体作⽤薬は⾎管修復因⼦を増加させることによってBBBの
破綻を抑制できることが⽰唆され、TBIに対する新規治療薬の候補となり得ることが期待される。



O-A-2-2
アストロサイトP2Y1受容体を介した双方向性情報伝達の増強によるニューロン過興奮

〇鈴木 秀明1,2、繁冨 英治1,2、平山 幸歩1、高橋 由香里3、池中 一裕4、田中 謙治5、加藤 総夫3、尾藤 晴彦6、

小泉 修一1,2

1山梨大・医・薬理学講座、2山梨大・院医・GLIAセンター、3慈恵医大・神経科学、4生理研・分子神経生理、5慶應

義塾大・医・精神神経、6東京大・院医・神経生化学

グリア細胞の⼀種であるアストロサイトは、病態時に「反応性アストロサイト」に変化し、特に
ニューロンやグリア細胞等との細胞間コミュニケーションに関わる分⼦を⼤きく変化させる。例えばグ
リア伝達物質として中⼼的な役割を果たすATPの受容体「P2Y1受容体」は、てんかん、アルツハイ
マー病等多くの疾患においてアストロサイトでの発現が⼤きく亢進する。この病態⽣理学的意義を理解
するために、アストロサイト特異的にP2Y1受容体を過剰発現（P2Y1OE）させたマウスを作成し、こ
れまでに薬剤誘発てんかんの閾値低下、海⾺異常スパイクの発⽣など、ニューロンの過興奮と関連する
可能性を報告してきた。本研究では、P2Y1OEがニューロン過興奮を惹起する細胞メカニズムの解明を
⾏った。研究は、海⾺急性スライス標本を⽤いたニューロンとアストロサイトのCa2+シグナル同時イ
メージングを中⼼に据え、グルタミン酸イメージング、RNA-seq、免疫組織化学法及びin situ
hybridizationにより補完した。１．アストロサイトP2Y1OEにより、①シャーファー側枝―CA1ニュー
ロン間で興奮性シナプス伝達が増強され（錐体ニューロン樹状突起の急速Ca2+応答）、②同部位アスト
ロサイトで非常に⼤きな遅発性Ca2+応答が⽣じ、③これらはP2Y1受容体拮抗薬MRS2179により阻害さ
れた。よって、アストロサイトP2Y1OEは、ニューロン−アストロサイト間の双⽅向性情報伝達を増強
することが明らかとなった。２．細胞外グルタミン酸イメージングにより、アストロサイトP2Y1OEが
シナプス由来のグルタミン酸放出を増強することがわかった。３．RNA-seq、免疫組織化学法等によ
り、グルタミン酸放出を増強するアストロサイト由来因⼦としてIGFBP2を同定した。以上、病態時に
おけるアストロサイトP2Y1受容体発現亢進の病態⽣理学的意義は、ニューロン−アストロサイト間の
双⽅向性情報伝達の増強を介するニューロン過興奮であること、このニューロン過興奮を引き起こす因
⼦はアストロサイト由来のIGFBP2であること、が明らかとなった。



O-A-2-3
Deep Learningを用いたC57BLマウスのひっかき行動を自動判別する手法の開発

〇坂本 直観1、小林 幸司1,2、原口 大雅1、宮崎 優介1、村田 幸久1,2

1東京大・農・放射線動物科学、2東京大・農・食と動物のシステム学

【背景・目的】
痒みの研究において、げっ⻭類のひっかき⾏動の評価は⽋かせないが、目視での観察は研究者への負担
が⼤きく、⾃動検出⼿法の開発が必要である。近年、与えられたデータの特徴点を⾃動的に抽出でき
る、Deep Learningと呼ばれる機械学習⼿法が⽣物学の分野に応⽤されてきている。本研究は、Deep
Learningを⽤いて、C57BLマウスのひっかき⾏動を⾃動検出できるシステムを開発することを目的と
した。
【⽅法・結果】
C57BLにセロトニンを投与することで、ひっかき⾏動を誘発し、その⾏動を上部に固定したビデオカ
メラを⽤いて撮影した。約10分間の動画を計21本⽤意し、各動画をフレーム単位で「ひっかき⾏動」
と「それ以外の⾏動」に分類した。21動画のうち12動画を⽤いて、⿊マウスのひっかき⾏動の特徴を
Deep Learningモデルに学習させた。つづいて、残りの9動画のうち4動画を⽤いて、マウスが「いつ、
ひっかき⾏動をしているのか」を、特徴を学習させたモデルに予測させた。⼀部の動画で、ひっかき⾏
動の誤判定が⾒受けられたため、それらを取り除くフィルターを定義し、精度の改善を試みた。最後に
学習済みモデルとフィルターを⽤いて、残る5動画の評価を⾏ったところ、ひっかき⾏動を精度よく認
識することができた。また、ひっかき回数、⼀回当たりの時間を、⼈の観察と同程度に予測できた。
【結論】
本研究によって、C57BLマウスのひっかき⾏動を⾃動評価するためのシステムが確⽴できた。



O-A-2-4
光遺伝学的手法を用いた島皮質における疼痛制御機構の解明

〇小林 理美1,2、藤田 智史2、小林 真之1

1日本大・歯・薬理学講座、2日本大・歯・基礎自然科学分野（生物学）

⼝腔顔⾯領域に侵害刺激を繰り返し⼊⼒すると、異常疼痛が惹起されると共に、島⽪質の局所神経回路
に可塑的変化が起こることが知られている。Parvalbumin陽性細胞（PV細胞）は、抑制性ニューロンの
中でも約半数を占めており、興奮性ニューロン（錐体細胞）との結合率が極めて⾼く、振幅の⼤きい抑
制性シナプス後電流（IPSC）を発⽣させて、錐体細胞を強⼒に抑制する。そこで本研究では、光遺伝
学的⼿法を⽤いてPV細胞を特異的に活性化し、興奮性細胞を抑制することにより疼痛制御が可能か否
かを検証した。実験には、channel rhodopsin-2（ChR2）ならびに⾚⾊蛍光タンパクを発現させるアデ
ノ随伴ウイルス（AAV5-EF1α-Flex-hChR2(H134R)-mCherry；AAV）をLE-Tg(Pvalb-cre)2Koba
(+/m)PVラット（PV-Creラット）に注⼊した動物を⽤いた。まず、島⽪質を含む急性脳スライス標本
を作製し、ホールセルパッチクランプ法にて記録した。その結果、⻘⾊光刺激によって島⽪質のPV細
胞では活動電位が発⽣し、錐体細胞ではIPSCが記録されたことから、同動物においてPV細胞特異的に
ChR2が発現していることが確認できた。次に、AAVを注⼊したPV-Creラットの島⽪質に光照射ファイ
バーを留置し、頭部に固定装置を装着した⾏動実験モデルラットを作製し、光刺激によって侵害刺激に
対する逃避⾏動に変化が⾒られるか検討した。侵害刺激は、⾏動測定⽤のアクリル円盤上でラットの頭
部を固定し、頬の表⾯に1500 msの⾚外線レーザー（0.35-0.46 J/mm2）を照射して⾏った。ラットが逃
避⾏動を⽰すとアクリル円盤が回転するため、その回転量から逃避⾏動を定量化した。その結果、無刺
激時（コントロール）と⽐較して、⾚外線レーザー刺激時には回転量が増加し、⾚外線レーザーと同時
に⻘⾊光刺激を⾏うと、⾚外線レーザー刺激時と⽐較して回転量が有意に減少した。このことから、⻘
⾊光刺激によりPV細胞が活性化されることで、錐体細胞への興奮性⼊⼒が減弱し、逃避⾏動が抑制さ
れたと考えられた。したがって、島⽪質の神経活動を光刺激によって制御することで疼痛を抑制するこ
とが可能であり、将来的には⼝腔顔⾯領域の難治性の異常疼痛の治療に応⽤できる可能性がある。



O-A-2-5
側坐核 medial shell 内ドパミン受容体含有神経およびアセチルコリン作動性神経細胞

の活性変動による疼痛感受性の変化

〇岡本 悠1、佐藤 大介1、濱田 祐輔1,2、成田 道子2、吉田 小莉1、田中 謙一1、須田 雪明1,2、葛巻 直子1,2、

成田 年1,2

1星薬科大・薬・薬理学研究室、2国立がん研・がん患者病態生理研究分野

⼤脳基底核の⼀部である側坐核は、腹側被蓋野ドパミン神経の投射先の 1 つであり、情動⾏動や動機
付けにおいて重要な役割を司る脳領域として知られている。側坐核には、GABA 含有神経細胞である
ドパミン D1 受容体陽性中型有棘神経細胞 (D1-MSN) と D2 受容体陽性中型有棘神経細胞 (D2-
MSN) が存在し、当研究室の先⾏研究より、これらのドパミン受容体の刺激により鎮痛効果をもたら
すことが明らかになっている。⼀⽅、側坐核にはアセチルコリン作動性神経細胞が存在し、D1-
MSN と D2-MSN の神経活動の制御を担っていることも明らかにされているが、アセチルコリン作動
性神経細胞の疼痛制御機構の全貌については明らかになっていない。そこで本研究では、まず、アセチ
ルコリン作動性神経細胞が制御を担う側坐核内 D1-MSN 及び D2-MSN の神経障害性疼痛下における
活動変化について⽐較解析を⾏う目的で、D1-GFPL10a マウスと D2-GFPL10a マウスを⽤いて、
translating ribosome affinity purification (TRAP) 法に従い、側坐核 D1-MSN 及び D2-MSN 特異的な
遺伝⼦発現解析を⾏った。その結果、神経障害性疼痛下の D1-MSN と⽐較し、D2-MSN において活性
化神経マーカー遺伝⼦の発現変動は顕著であった。⼀⽅、D1-MSN には M1 受容体及び M4 受容体の
存在が確認されたのに対して D2-MSN には M1 受容体の発現のみが認められた。このような条件下、
光遺伝学的⼿法に従い、側坐核 medial shell 領域のアセチルコリン作動性神経細胞の活性抑制による神
経障害性疼痛へ影響について検討を⾏った。その結果、側坐核 medial shell 内アセチルコリン作動性神
経細胞の特異的抑制により、神経障害性疼痛下において低下した疼痛閾値の有意な回復が認められた。
以上、本研究より、側坐核 medial shell に存在するアセチルコリン作動性神経細胞の活性抑制は、主
に D2-MSN の過活動を抑制し、疼痛の発現を抑制する可能性が⽰唆された。



O-A-2-6
一過性断眠による視床下部内細胞の機能変容

〇田辺 真凜1、濱田 祐輔1,2、矢部 秀平1、吉田 小莉1、成田 道子2、須田 雪明1,2、葛巻 直子1,2、成田 年1,2

1星薬科大・薬・薬理学研究室、2国立がん研・がん患者病態生理研究分野

睡眠障害は、視床下部を中⼼とした睡眠覚醒中枢における細胞機能のバランスが崩壊することにより
⽣じ、情動障害や⽣活習慣病あるいは⾝体合併症など、様々な障害が誘導されることが知られている。
しかしながら、睡眠障害下における視床下部の細胞変容機構については未だ明らかとなっていない。そ
こで本研究では、睡眠障害による脳内のグリア細胞およびストレス応答性である視床下部室傍核内コル
チコトロピン放出ホルモン含有神経 (CRHPVN 神経)の変容機構について解明する目的で、睡眠制限モデ
ルを作製し、視床下部グリア細胞およびCRHPVN 神経における細胞機能に関わる遺伝⼦の発現解析を
⾏った。睡眠制限マウスは、回転バーを⽤いた⼩動物⽤断眠装置により、マウスの睡眠期である明期の
間、1 時間の断眠を 1 時間おきに実施し、計 3 ⽇間睡眠リズムを強制的に崩すことにより作製した。マ
ウスの睡眠パターンの解析は、マウスの頭部に脳波測定⽤電極を留置し、脳波および筋電図を 24 時間
測定した。CD11b 陽性ミクログリアの分取は magnetic-activated cell sorting (MACS) 法に従い⾏っ
た。CRHPVN 神経特異的な遺伝⼦発現解析は、CRH-GFPL10a レポーターマウスを作製し、translating
ribosome affinity purification (TRAP) 法に従い、視床下部室傍核を含む脳領域より免疫沈降により
mRNAを分取し、遺伝⼦発現解析を⾏った。はじめに、睡眠制限マウスの脳波解析を⾏ったところ、
睡眠制限前と⽐較して、覚醒時間の有意な増加ならびに non-REM 睡眠時間の有意な減少が認められ
た。このような条件下、神経炎症の有無を確認する目的で、視床下部ミクログリアにおける各種サイト
カインおよび細胞代謝変動関連遺伝⼦の発現変動について解析を⾏ったところ、断眠処置ではこれらの
遺伝⼦の発現変動は認められなかった。次に、CRHPVN 神経における神経機能の変化を確認する目的で
遺伝⼦発現解析を⾏ったところ、睡眠制限下のCRHPVN 神経において、時計遺伝⼦の発現変化は認めら
れなかったものの、細胞活動に伴う最初期遺伝⼦の発現増加が認められた。以上、本研究により、睡眠
障害下ではストレス応答に関わる CRHPVN 神経の活性化変容が引き起こされているが、神経炎症様症状
は誘導されていない可能性が⽰唆された。睡眠障害による CRHPVN 神経の活性化は、全⾝性ストレス症
状を誘導する可能性が考えられる。



O-B-1-1
Ⅰ群抗不整脈薬の陰性変力作用の比較

〇日色 啓仁、濵口 正悟、行方 衣由紀、田中 光

東邦大・院薬・薬物

【目的】Vaughan Williams分類第Ⅰ群の抗不整脈薬は、⼼筋の興奮時に流れるNa+電流成分(Peak INa)を
遮断することで、伝導を遅延させる。各種不整脈の治療に⽤いられ、Na+電流遮断作⽤を有する新たな
抗不整脈薬も開発されつつあるが、第Ⅰ群の抗不整脈薬の副作⽤として知られる催不整脈性や陰性変⼒
作⽤には注意が必要である。陰性変⼒作⽤に関しては、薬物間の差異を直接的に⽐較した情報は限られ
ている。そこで本研究では第Ⅰ群抗不整脈薬の摘出⼼室筋収縮⼒に対する影響を同⼀実験条件で⽐較
し、陰性変⼒作⽤の機序について検討した。
【⽅法】Hartley系雄性モルモットから右⼼室乳頭筋標本を作製し、閾値の1.5倍の電圧で定頻度電気刺
激を与え、Krebs-Henseleit栄養液またはHigh K+栄養液中で収縮⼒を測定した。
【結果】全ての第Ⅰ群抗不整脈薬が陰性変⼒作⽤を⽰したが、その強さは薬物毎に異なっていた。陰性
変⼒作⽤はaprindine, cibenzoline, propafenoneで強く、disopyramide, flecainideで中程度、mexiletine,
pilsicainideではわずかであった。この傾向は刺激頻度を2.0Hzに⾼めた条件下、あるいはNa+チャネル
が不活性化されるHigh K+溶液中で測定した場合もほぼ同様であった。薬物間での陰性変⼒作⽤の差異
は、過去に報告されているL型Ca2+チャネル遮断作⽤の強弱と相関した。
【考察・結論】第Ⅰ群抗不整脈薬の陰性変⼒作⽤に薬物間で差異が⽣じる原因として、L型Ca2+チャネ
ル遮断作⽤の強弱の影響が⼤きいことが判明した。既存のⅠ群抗不整脈薬からの薬剤選択や、新たな作
⽤様式を有するNa+チャネル遮断薬開発の際に、L型Ca2+チャネル遮断作⽤の強弱を考慮することの重
要性が⽰唆された。



O-B-1-2
インターロイキン-6/gp130経路による出生後心室筋細胞の分裂制御と心臓の

機能的発達におけるその役割

〇川岸 裕幸1,2、中田 勉3、冨田（沼賀） 拓郎2、山田 充彦2

1信州大・バイオメディカル研・生体医工学、2信州大・医・分子薬理、3信州大・基盤共通支援セ・機器分析

哺乳類の⼼室筋細胞は、出⽣時には未熟な状態にあり、肥⼤化や興奮収縮連関の発達、ミトコンドリア
の成熟化などの表現型変化が⽣じる。これらの変化はマウスでは離乳期までに完了し、その結果⼼室筋
細胞は強く収縮することが可能になる。さらに近年ではマウスの⼼室筋細胞は出⽣後も⼀定回数分裂す
ることが明らかになっている。しかしながら、これらの制御メカニズムや出⽣後の⼼臓の機能的発達に
おける役割はいまだ不明な点が多い。そこで我々は、細胞の⽣存や分裂に重要な細胞膜受容体gp130に
ついて着目し、⼼室筋細胞の表現型変化におけるその役割について研究を⾏った。出⽣後1⽇目から20
⽇目まで、gp130の機能を薬理学的に阻害すると、左⼼室の著しい収縮率の低下が誘導された。続い
て、出⽣後に⼼筋細胞特異的gp130遺伝⼦発現を阻害したマウスについて調べた結果、同様に左⼼室収
縮率が低下していた。これらの⼼臓を詳細に解析すると、左⼼室⼼筋層の菲薄化が確認され、⼼室筋細
胞の出⽣後分裂が有意に低下しており、三次元構築解析から左⼼室内の⼼筋細胞総数が減少しているこ
とが判明した。⼀⽅で、⼼筋細胞の収縮に重要なサルコメアタンパク質や、興奮収縮連関、ミトコンド
リアの形態については⼤きな差を認めなかった。Gp130のリガンドはインターロイキン-6(IL-6)ファミ
リーというサイトカイン群である。そこで、それらリガンドの⼼室筋細胞分裂における作⽤を培養細胞
系で検討した結果、IL-6がJAK-STAT3経路を介して最も強く分裂を誘導することが判明した。最後
に、IL-6中和抗体をマウスに投与したところ、gp130依存的な⼼室筋細胞の分裂がほぼ完全に抑制され
た。これらの結果から、IL-6/gp130/JAK-STAT3経路は、出⽣後の左⼼室⼼筋細胞の分裂を正に制御し
ており、これは出⽣後の⽣理的な⼼機能発達に重要であることが明らかとなった。



O-B-1-3
新規p300結合タンパク質p300 binding protein1は心筋細胞肥大に必須であった

〇石間 彩花1、砂川 陽一1,2,3、松下 優作1、海野 瑞紀1、船本 雅文1,2、清水 果奈1,2、清水 聡史1、刀坂 泰史1,2,3、

浜辺 俊英1、小見山 麻紀2、長谷川 浩二1,2、森本 達也1,2,3

1静岡県立大・薬・分子病態学分野、2NHO京都医・臨床研究セ・展開医療、3静県総

【目的】⼼不全は⽣命予後が極めて不良な疾患であり、その発症の過程において個々の⼼筋細胞が肥⼤
していることから、⼼筋細胞肥⼤を抑制することが、⼼不全の予防・治療に繋がると期待されている。
当研究室では、核内転写コアクチベーターであるp300のヒストンアセチル化酵素 (HAT) 活性が⼼筋細
胞肥⼤や⼼不全の進展に重要な役割を果たしていることから、p300-HAT 活性は新たな⼼不全の治療
標的となると考えられる。本研究では⼼不全発症に関与するp300結合タンパク質を同定し、
p300/GATA4経路との関連を調べ、⼼筋細胞肥⼤に対する役割を解明することを目的とした。
【⽅法・結果】⼼臓特異的FLAGタグ付p300過剰発現マウスの⼼臓からDignam法によりタンパク質を
抽出後、抗FLAG抗体アフィニティー担体にて免疫沈降により、p300結合タンパク質（p300binding
proteins : p300BPs）を精製し、LC-MS/MS解析にて195のp300BPsを同定した。その中の1つである新
規p300結合タンパク質1（p300 binding protein 1 : p300BP1）に着目した。Sf-9細胞にて作成されたリ
コンビナント全⻑p300及びp300BP1を⽤いたプルダウンアッセイの結果、p300BP1はp300と直接結合
していた。初代培養⼼筋細胞でp300BP1をsiRNA法によりノックダウン（KD）させ、フェニレフリン
（PE）にて刺激を⾏った。また、レンチウイルスによりp300BP1を過剰発現させた。48時間培養後、
α-actinin陽性⼼筋細胞⾯積測定並びに⼼肥⼤マーカーであるANF及びBNPのmRNA量の測定を⾏っ
た。その結果、p300BP1のKDによりPEによる⼼筋細胞⾯積やANFとBNPのmRNA量の増加は有意に
抑制された。p300BP1の過剰発現は、⼼筋細胞⾯積、ANFやBNPのmRNA量を有意に増加させた。最
後に、ANF-lucとBNP-luc、及びp300、GATA4、p300BP1をHEK293T細胞にトランスフェクション
し、レポーターアッセイによりプロモーター活性を測定したところ、p300/GATA4共発現により上昇
したANFやBNPのプロモーター活性はp300BP1によりさらに亢進した。
【結論】p300BP1はp300/GATA4経路を介して⼼筋細胞肥⼤反応を誘導していることが⽰唆された。
今後、p300BP1とp300との関連、⼼筋細胞肥⼤への作⽤を詳細に解析することで、⼼筋細胞肥⼤時の
転写調節機構の解明並びに核内シグナル経路を標的とした新規⼼不全治療薬の開発に繋がること期待さ
れる。



O-B-1-4
A485はp300-HAT活性を阻害しPEによる心筋細胞肥大を抑制した

〇山本 みずほ1、上原 涉1、眞鍋 智弘1、船本 雅文1,2、砂川 陽一1,2,3、刀坂 泰史1,2,3、浜辺 俊秀1、清水 果奈1,2、

清水 聡史1、小見山 麻紀2、長谷川 浩二1,2、森本 達也1,2,3

1静岡県立大・薬・分子病態学分野、2京都医療センター・展開医療、3静県総

【目的】虚⾎性⼼疾患や⾼⾎圧性⼼疾患をはじめとするあらゆる⼼疾患は、病的な⼼肥⼤を経て最終的
に⼼機能の低下した⼼不全へと⾄る。これまでに⼼筋細胞肥⼤反応には核内転写経路である
p300/GATA4経路が重要であることが明らかにされている。我々はヒストンアセチル化酵素 (HAT) 活
性を有するp300が活性化するとヒストンや転写因⼦GATA4のアセチル化が亢進し、⼼肥⼤反応遺伝⼦
の転写亢進や⼼筋細胞肥⼤を引き起こすことを⾒出している。さらに、天然抽出物のクルクミンは
p300-HAT阻害作⽤を持ち、フェニレフリン (PE) 誘導性の⼼筋細胞肥⼤や⾼⾎圧性⼼不全モデルラッ
トにおいて⼼不全の進展を抑制することを報告している。また、p300-HAT阻害剤であるC646やL002
がアンギオテンシンⅡ刺激による⼼リモデリングおよび⼼不全の発症を抑制したとの報告がある。以上
のことからp300-HAT活性は⼼不全治療の標的になると考えられる。A485はp300のアセチルCoA結合
部位を競合阻害する化合物である。A485のIC50はC646やL002に⽐べ低く、より低濃度で⼼筋細胞肥⼤
の進展を抑制すると期待できる。そこで、本研究ではp300-HAT阻害剤であるA485に着目し、⼼筋細
胞肥⼤に対する作⽤を検討した。
【⽅法・結果】A485が⼼筋細胞肥⼤を抑制するか検討するために、ラット初代培養⼼筋細胞に10〜
100 nMのA485で前処理し、30 nMのPEにて48時間刺激し、⼼筋細胞肥⼤を惹起した。⼼筋細胞に対
するα-actinin抗体で免疫染⾊し、細胞⾯積測定を⾏った結果、PE刺激による⼼筋細胞の肥⼤はA485
の30 nMにより有意に抑制された。qRT-PCR法の結果、A485は30 nMでPE刺激による肥⼤反応遺伝⼦
であるAtrial natriuretic factor (ANF)とBrain natriuretic peptide (BNP) のmRNAレベルの増加を有意に
抑制した。さらに、ウエスタンブロット（WB）法によりヒストンのアセチル化について検討したとこ
ろ、A485はPE刺激によって亢進したヒストンのテールドメインのH3K9のアセチル化を抑制した。
【結論】p300-HAT阻害剤であるA485は⼼筋細胞肥⼤を抑制することが⽰唆された。今後、A485を⼼
不全モデルマウスに投与し、検討を⾏うことでA485が新規⼼不全治療薬となることが期待される。



O-B-1-5
ラット腎動脈におけるプリノセプターリガンド誘発収縮反応はインドキシル硫酸

急性処置で減弱する

〇田口 夏芽、松本 貴之、小澤 恵介、長田 友恵、吉岡 円、工藤 美代、野上 あかね、小笠原 悠、中村 圭吾、

遠藤 彩香、田口 久美子、小林 恒雄

星薬科大・薬・機能形態学研究室

【目的】インドキシル硫酸は、尿毒症物質の⼀つで、種々の⽣理機能へ影響を及ぼす。⾎管機能におい
て、我々は、インドキシル硫酸の急性処置によりラット胸部⼤動脈や、上腸間膜動脈における内⽪依存
性弛緩反応を減弱させること、胸部⼤動脈におけるエンドセリン-1 (ET-1) の収縮を増⼤させることを
明らかとした。しかしながら、プリノセプターリガンド誘発収縮反応に対するインドキシル硫酸急性処
置の影響については不明であるため、今回、ラット腎動脈を⽤いて検討した。【⽅法】雄性 Wistar
ラットより、腎動脈を摘出し、インドキシル硫酸を 1 hr 処置した後、収縮反応について検討した。
【結果・考察】High K+、フェニレフリン (PE)、トロンボキサンアナログ (U46619) 誘発収縮は、対照
群とインドキシル硫酸 (1.0 mM) 処置群で変化が認められなかったが、ET-1 誘発収縮は、インドキシ
ル硫酸 (1.0 mM) 処置群で、ET-1 (10 nM) にて有意に増⼤した。⼀⽅、対照群と⽐較し、アデノシン
三リン酸 (ATP)、ウリジン三リン酸 (UTP)、ウリジンアデノシンテトラフォスフェート (Up4A) によ
る収縮反応は、インドキシル硫酸 (1.0 mM) 処置群にて減弱が認められた。Up4A (20 microM) による
収縮は、インドキシル硫酸 0.25 mM では影響なかったが、0.5 mM で減弱傾向、1.0 mM で有意な減弱
が認められた (vs. control)。また、UTP (100 microM) による収縮は、インドキシル硫酸 0.25 mM よ
り減弱が認められた (vs. control)。インドキシル硫酸による Up4A、UTP 誘発収縮反応の減弱は、
CH223191 (aryl hydrocarbon receptor antagonist) による影響は認められなかったが、ARL67156
(selective NTPDase inhibitor) により、これらの収縮反応のインドキシル硫酸による減弱は消失した。
以上のことから、腎動脈におけるインドキシル硫酸処置による⾎管収縮反応への影響は、リガンド特異
性があること、プリノセプターリガンドによる収縮反応を減弱させることが明らかとなった。その機序
として、インドキシル硫酸が AhR 非依存的に、NTPDase 活性を増⼤させることによりプリノセプ
ターリガンドによる反応を減弱させたことが⽰唆された。



O-B-1-6
ラット頸動脈のATP及び UTP誘発弛緩反応に対するメチルグリオキサール

急性処置の影響

〇小笠原 悠、松本 貴之、工藤 美代、吉岡 円、長田 友恵、中村 圭吾、田口 夏芽、遠藤 彩香、野上 あかね、

田口 久美子、小林 恒雄

星薬科大・薬・機能形態学研究室

【目的】 ⾼反応性の α-ジカルボニル化合物であるメチルグリオキサール (MGO) は、⽣体内におい
て、様々な⽣理機能へ影響を及ぼし、⾎管機能をも変化させうる可能性が指摘されている。我々は、
ラット頸動脈において、細胞外ヌクレオチドの⼀つである uridine diphosphate (UDP) が収縮反応引き
起こし、UDP誘発収縮反応が MGO の急性処置により増⼤することを明らかとしたが、頸動脈におけ
るヌクレオチド誘発弛緩反応に対する MGO の影響は不明であるため検討した。【⽅法】 雄性 Wistar
rat より頸動脈を摘出し、リング標本をオルガンバスへ懸垂した。Phenylephrine 収縮下における
acetylcholine (ACh)、sodium nitroprusside (SNP)、adenosine triphosphate (ATP)、uridine
triphosphate (UTP) の累積反応を検討した。ATP、UTP 誘発弛緩反応に関し、⼀酸化窒素合成酵素
(NOS) 阻害薬、非選択的シクロオキシゲナーゼ(COX) 阻害薬、P2Y2 受容体拮抗薬存在下について検
討した。また、抗酸化薬である Nアセチルシステイン(NAC) 前処置下による影響についても検討し
た。【結果 及び 考察】 頸動脈において、ACh 誘発弛緩反応、SNP 誘発弛緩反応は非処置群とMGO
(420 microM for 1h) 群との間で変化が認められなかった。⼀⽅、ATP 並びに UTP 誘発弛緩反応は、
MGO 群で非処置群と⽐較して減弱が認められた。ATP、UTP 誘発弛緩反応は、NOS 阻害下、P2Y2

受容体拮抗薬存在下、COX 阻害下において両群の差が消失した。また、MGO 処置前に NAC を処置
することで、ATP、UTP 誘発弛緩反応の増⼤が認められた。これらより、ラット頸動脈では、MGO
急性処置により ATP や、UTP といったヌクレオチドによる弛緩反応が減弱し、これらの弛緩反応の減
弱には、P2Y2 受容体シグナル、NO シグナルの減弱や⾎管収縮性プロスタノイドの増⼤、酸化ストレ
スが関与することが⽰唆された。



O-B-2-1
ラット膀胱機能に及ぼすウレタン麻酔とイソフルラン麻酔の違い

〇相澤 直樹、藤田 朋恵

獨協医科大・医

目的：ウレタン⿇酔は、他の⿇酔薬と⽐較して、膀胱機能が維持されることが知られているが、非医薬
品グレードで発がん性が疑われることから、⿇酔薬としての使⽤が推奨されておらず、今後、他の⿇酔
薬に変更する必要性がある。本研究では、ラット蓄尿および排尿機能におよぼすウレタン⿇酔とイソフ
ルラン吸⼊⿇酔の膀胱機能、膀胱神経活動への影響の違いを⽐較検討した。
⽅法：SD系雌性ラット（10週齢前後）を⽤い、以下を測定した。①⾎圧および膀胱内圧測定：⿇酔
後、頸動脈に⾎圧⽤カテーテル、膀胱頂部に膀胱カテーテルを留置した。膀胱内に持続的に⽣理⾷塩⽔
を注⼊し、膀胱内圧と排尿量を記録した。②膀胱伸展受容⼀次求⼼性神経活動測定：⿇酔後、膀胱頂部
に膀胱カテーテルを留置し、左の骨盤神経に刺激電極を置き、椎⼸切除後に両側性にL6後根神経を脊
髄に合流する部位で切断した。膀胱内⽣理⾷塩⽔注⼊と骨盤神経電気刺激に応答する神経活動を左L6
後根神経から単⼀レベルで導出、記録し、伝導速度によりAδ線維またはC線維に分類した。ウレタン
⿇酔では1.2 g/kgを腹腔内投与し、イソフルラン吸⼊⿇酔では、⿇酔導⼊時5%、⼿術時1.5-2%、測定
時1.1-1.3%を吸⼊した（room air）。
結果：①⾎圧および膀胱内圧測定：ウレタン⿇酔群（N=7）では、全例で規則的な排尿反射を認め
た。イソフルラン⿇酔群（N=8）では、2例が測定直後から、2例が測定途中から溢流性尿失禁とな
り、排尿反射が消失した。排尿反射が保たれていたラットを⽤いて解析すると、ウレタン⿇酔群と⽐較
して、基礎圧が有意に⾼値を⽰していた。他⽅、⾎圧は両群に違いはなかった。②膀胱伸展受容⼀次求
⼼性神経活動：ウレタン⿇酔群（N=12）に⽐べイソフルラン⿇酔群（N=13）では、AδおよびC線維
の両者の神経活動性は、有意に⾼値を⽰した。膀胱コンプライアンスは、イソフルラン群で⾼い傾向が
認められた。
結論：ウレタン⿇酔に⽐べイソフルラン⿇酔では、排尿反射が不安定で、排尿機能が低下し、蓄尿時の
膀胱伸展に伴う求⼼性神経活動は増⼤していた。この⽣理的意義および背景因⼦の検討が今後必要と考
えられた。ウレタン⿇酔とイソフルラン⿇酔のラット膀胱機能に対する作⽤に違いが⽰された。



O-B-2-2
ウサギ催不整脈モデルの適用による吸入麻酔薬isofluraneおよびhalothaneが有する

催不整脈・抗不整脈作用特性の分析

〇秋葉 洋佑、川上 聡士、相本 恵美、永澤 悦伸、高原 章

東邦大・薬・薬物治療学

【背景と目的】吸⼊⿇酔薬に催不整脈作⽤があることは臨床での経験則から認識されているものの、催
不整脈作⽤の強度や特性を実験的に⽰した情報は少ない。本研究では、その評価⽅法をウサギ催不整脈
モデルを⽤いて確⽴し、isofluraneとhalothaneが有する催不整脈作⽤特性の相違を電気⽣理学的⼿法に
より明確にすることを目的とした。
【⽅法】Isofluraneまたはhalothaneで⿇酔したNZWウサギの体表⾯⼼電図および右室単相性活動電位
（MAP）を記録し、完全房室ブロックを作製後より刺激間隔1000 msで右室を電気的に駆動した。実験
1ではI 遮断薬dofetilide（0.1, 1 µg/kg/min, iv）投与中に⼼室ペーシング時（刺激間隔300〜1000 ms）
のMAP持続時間（MAP90）と有効不応期（ERP）を測定した。実験2では刺激間隔1000 msで同⽤量の
dofetilideを投与し、不整脈の発⽣を観察した。
【結果】低⽤量のdofetilideはMAP90とERPをisoflurane群（I群、n＝6）とhalothane群（H群、n＝6）
で同程度延⻑させた。⾼⽤量のdofetilideはMAP90とERPをさらに延⻑させたが、ERP測定時のペーシ
ング不良事例や不整脈発⽣が散⾒され、延⻑作⽤の定量化は困難であった。ERP延⻑が刺激間隔を上回
ると判断されたペーシング不全を抗不整脈作⽤と判定し、ERP測定中におけるdofetilideの作⽤を分析
したところ、H群ではTdP出現を伴う催不整脈作⽤が多く観察されたが、I群では刺激間隔600〜1000
msで催不整脈作⽤が、刺激間隔300〜500 msで抗不整脈作⽤が認められた。実験2で、⾼⽤量の
dofetilideでH群にTdPが6例中2例に発⽣したが、I群では認められなかった。
【結論】吸⼊⿇酔薬が有する催不整脈作⽤特性をI 遮断薬の催不整脈作⽤を修飾する効果を基準に、電
気⽣理学的⼿法を⽤いて明確にする⼿法を確⽴した。Isofluraneとhalothaneはdofetilideによる催不整脈
作⽤を促進するが、isofluraneは⾼頻度刺激条件においてdofetilideの有効不応期延⻑作⽤を促進するこ
とを通じ、halothaneと対照的に頻脈性不整脈の発⽣を抑制する効果を有することが⽰された。



O-B-2-3
心房細動の停止に有効なイオンチャネル遮断特性：発作性および持続性心房細動

モデル犬を用いたoseltamivirの薬効評価

〇神林 隆一1、後藤 愛1、中瀬古（泉） 寛子1、武井 義則1、松本 明郎2、杉山 篤1,2

1東邦大・医・薬理、2東邦大・医・加齢薬理

【背景・目的】⼼房細動（AF）はそれ⾃体が⼼房の電気的リモデリングを促進し、リガンド非依存性
のIK,ACh活性を増加すると報告されている。我々は、⼼房選択的K+電流IK,ACh, IKur, Ito阻害薬AVE0118が持
続性AFを停⽌したが、発作性AFを抑制しないことから、IK,AChがAFの持続に重要であることを⽰した。
Oseltamivirはモルモット単離⼼房筋の静⽌膜電位を脱分極⽅向へ変化し、活動電位持続時間を延⻑し
た。IK,ACh阻害作⽤が期待されるので、その電気⽣理学的作⽤および抗⼼房細動作⽤を評価した。
【⽅ 法】①パッチクランプ法を⽤いて、IK,ACh (n=3), IKur (n=3), IKr (n=6), INa (n=6)およびICaL (n=6)に
対するoseltamivirの作⽤を評価した。②慢性房室ブロック⽝の⼼房を6週間以上⾼頻度電気刺激し、持
続性AFを誘発した。この持続性AFモデル⽝に無⿇酔下で3 (n=6)または30 mg/kg (n=7)のoseltamivir
を静脈内投与し、AF停⽌効果を評価した。③イソフルラン⿇酔下の慢性房室ブロック⽝に3および30
mg/kgのoseltamivir (n=6)を静脈内投与し、電気⽣理学的指標および⼼房を10秒間⾼頻度電気刺激する
ことにより誘発される発作性AFの持続時間を評価した。
【結 果】①OseltamivirのIK,AChおよびIKrに対するIC50値はそれぞれ160および231 µMであった。1,000
µMのoseltamivirはINa, ICaLおよびIKurをそれぞれ22%, 19%および13%抑制した。②Oseltamivir 3 mg/kg
は1/6例（17%）、30 mg/kgは6/7例（86%）において持続性AFを停⽌した。③Oseltamivirは⽤量依存
的に、⼼房間伝導を遅延し、⼼房有効不応期を延⻑し、発作性AFの持続時間を短縮した。
【結 論】OseltamivirはIK,AChおよびIKrに加えINaを抑制することにより、⼼房間伝導を遅延し、⼼房有
効不応期を延⻑することで、持続性AFだけでなく発作性AFを効果的に抑制した。その抗⼼房細動効果
は既存のクラスⅠおよびⅢ群薬より強⼒であったことから、強⼒なIK,ACh阻害作⽤に加え、IKr, INa, ICaLも
抑制するマルチチャネル遮断薬がＡＦの停⽌に有効と考えられる。



O-B-2-4
膵β細胞におけるジアシルグリセロールキナーゼζの局在と機能解析

〇渡邉 直也、金子 雪子、石川 智久

静岡県立大・院薬・薬理学講座

【目的】1型糖尿病のみならず、インスリン抵抗性が先⾏して起こる２型糖尿病でも、進⾏すると膵β
細胞量が減少することが近年の研究から明らかになり、膵β細胞量の維持・増加は、糖尿病発症の予
防・治療における新たな標的として注目を集めている。我々はこれまでに、ジアシルグリセロールの代
謝酵素の⼀つであるジアシルグリセロールキナーゼδ（DGKδ）が膵β細胞の核に局在し、増殖抑制
分⼦として機能することを報告している。別のアイソフォームであるDGKζは、線維芽細胞などで核
に局在し、核内DAG量を調節することで細胞周期を抑制性に制御することや、ラット膵β細胞の核に
発現するとの報告があり、DGKζも核に発現し膵β細胞増殖を抑制性に制御する可能性が考えられ
る。しかしながら、膵β細胞におけるDGKζの機能については不明である。そこで、DGKζの膵β細
胞における局在および機能について明らかにすることを目的とした。
【⽅法】ラット膵β細胞株INS-1細胞を⽤い、DGKζの局在をWestern blottingおよび免疫染⾊法にて
解析した。また、DGKζノックダウンINS-1細胞を⽤い、インスリン分泌に対するDGKζの影響を
バッチインキュベーション法にて測定し、細胞周期に対する影響についてはフローサイトメトリー法に
て解析した。さらに、マウスより膵島を単離し、細胞分画を⾏い、Western blottingで検出すること
で、マウス膵β細胞におけるDGKζの局在について解析した。
【結果・考察】免疫染⾊法や細胞分画後のWestern blottingによる検討から、INS-1細胞において、
DGKζは主に細胞質に発現することが⽰された。さらに、INS-1細胞におけるDGKζの機能を検討す
るために、DGK ζノックダウンINS-1細胞を⽤い、インスリン分泌および細胞増殖の検討を⾏った結
果、インスリン分泌反応はDGKζノックダウンにより有意に増⼤した⼀⽅で、細胞周期に変化は認め
られなかった。以上の結果から、INS-1細胞においてDGKζは主に細胞質に局在し、細胞周期には影
響を及ぼさずインスリン分泌を抑制性に制御する分⼦であることが⽰唆された。⼀⽅で、マウス単離膵
島を⽤いた検討においてはDGKζが膵β細胞の核でも発現していることが確認された。本研究におい
て、膵β細胞におけるDGKζの局在については、膵β細胞株と⽣体内膵β細胞との間に乖離があるこ
とが明らかとなった。細胞株と⽣体内細胞との間の局在の違いがDGKζの膵β細胞における機能にも
違いをもたらしている可能性がある。



O-B-2-5
Evaluation of the anti-diabetic effect of apigenin on INS-1D pancreatic β-cell

〇Ihim Stella、金子 雪子、山本 萌絵、石川 智久

静岡県立大・院薬・薬理学

Endoplasmic reticulum stress (ER), which plays a key role in oxidative stress, is a common cause of β-
cell apoptosis and dysfunction in type 2 diabetes mellitus, involving decreased insulin secretory response
and a reduction in β-cell mass. Particular attention has been paid to improvement of type 2 diabetes
mellitus induced by the naturally-occurring polyphenol‒ known as flavonoids, due to their broad
biological activities. However, there is a dearth of information about the effect of the trihydroxyflavone
apigenin, on pancreatic β-cell functions.
In this study, we investigated the effect of apigenin on glucose-induced insulin secretion (GSIS) and β-
cell apoptosis, studying the mechanism underlying its anti-diabetic effects, using INS-ID β-cell line.
The results showed that apigenin dose-dependently stimulated GSIS at all doses (1,10, 30 & 100 μM),
with significant peak effect at 30 μM concentration. The downstream ER stress signaling proteins,
CHOP and Cleaved caspase-3, which were elevated by thapsigargin-induced apoptosis of INS-1 cells,
were significantly, concentration dependently and strongly attenuated by apigenin treatment at all doses,
with peak suppression at concentrations of 30 and 100 μM. These results were strongly correlated with
DNA fragmentation, indicative of apoptosis, as determined by DNA laddering.
Taken together, these results suggest that apigenin is an attractive candidate with remarkable and potent
insulinotropic and anti-apoptotic effects on β-cells, and that its anti-diabetic effect may be mediated by
increasing GSIS and preventing ER stress-mediated β-cell apoptosis mediated by CHOP and cleaved
caspase-3, hence promoting β-cells survival and function.



O-B-2-6
マウスにおける血管内外のグルコース動態を可視化する蛍光プローブの開発

〇下野 ひな子1、浅沼 大祐1、瀧川 健司2、並木 繁行1、廣瀬 謙造1

1東京大・医・細胞分子薬理学、2東京都健康長寿医療センター・老化脳神経科学研究チーム

グルコースは⽣体のエネルギー代謝における中⼼的な分⼦である。⾎管内のグルコースである⾎糖に加
えて、⾎管外の間質液グルコースは多くの細胞のグルコースの供給源として不可⽋であり、⾎管内外の
グルコース動態を理解することは⽣理的に重要である。腫瘍においてはその微⼩環境で間質液グルコー
スが減少して免疫細胞の働きが阻害されることが⽰唆されるが、適切な⼿法がなくグルコースの時空間
分布の詳細は不明である。我々は、⾎管内外のグルコース動態を明らかにするため、グルコースを可視
化する蛍光プローブの開発を⾏った。⼤腸菌のグルコース結合タンパク質mglBにシステイン変異を系
統的に導⼊し、マレイミド基を有する蛍光⾊素を標識した後、グルコースの添加により蛍光変化する標
識体を探索するハイスループットスクリーニングを⾏った。その結果、Oregon Green 488を標識した
G217C変異体（以下GlucOS）は、グルコースとの結合に伴って約120%の蛍光増⼤を⽰し、解離定数
は約1 mMであった。次に、⾎管内外の イメージング技術を確⽴するために、GlucOSにAlexa
Fluor 647を標識したレシオ型蛍光プローブGlucOS-AFを作製して、マウスの⽿介を対象にした
イメージングに応⽤した。静脈内に投与したGlucOS-AFは⾎中から約4分の半減期で速やかに消失し、
また、GlucOS-AFは⾎管外へ分布して滞留することが観察された。さらに、⾎管内においても持続的
なグルコースイメージングを可能とするため、アルブミン結合性の⼩分⼦ABを標識したGlucOSAB-AF
を作製して静脈内投与を⾏ったところ、プローブの⾎中滞留性の向上が認められた。GlucOS-AFおよ
びGlucOSAB-AFをマウスに投与して イメージングを⾏い、グルコースの静脈内投与に応じた蛍光
変化が⽣じることを確かめた。今後、実験系の精査を進め、腫瘍微⼩環境内におけるグルコース動態の
可視化を⾏う計画である。



O-C-1-1
静脈麻酔薬投与による脾臓 CD8 陽性 T 細胞変容の解析

〇野上 結季乃1、葛巻 直子1,2、山下 健介1、石橋 優治1、眞壁 一志1、須田 雪明1,2、森 友久1、成田 年1,2

1星薬科大・薬・薬理学研究室、2国立がん研・がん患者病態生理研究分野

⿇酔薬は中枢神経系に抑制的に働き、意識レベルの制御を⾏うことにより⼿術中の患者の全⾝管理を目
的として使⽤される。近年、⿇酔薬の使⽤に伴い⽣体の免疫系に対して抑制的に働くことが報告されて
おり、感染症ならびに悪性腫瘍の転移等に影響を及ぼすことが危惧されている。しかしながら、⿇酔薬
による末梢免疫抑制機構についてはほとんど明らかとなっていないのが現状である。そこで本研究で
は、種々の静脈⿇酔薬の投与による⼆次リンパ器官である脾臓における各種免疫細胞への影響について
検討を⾏った。まず、midazolam (30 mg/kg)、ketamine (30 mg/kg)、remifentanil (30 μg/kg) ならび
に propofol (25 mg/kg) を 1 ⽇おきに 3 回尾静脈内投与した際の脾臓内免疫細胞変容について検討を
⾏った。その結果、いずれの薬物投与によっても、 CD4 陽性 T 細胞あるいは CD8 陽性 T 細胞数に変
化は認められなかった。次に、ウイルス感染細胞や腫瘍細胞を攻撃する機能を有する CD8 陽性 T 細胞
に着目し、分取した CD8 陽性 T 細胞の免疫チェックポイント分⼦の遺伝⼦発現変動について解析を
⾏った。その結果、ketamine の投与によってのみ CD8 陽性 T 細胞における抑制性免疫チェックポイ
ント受容体の発現量の有意な増加が認められた。さらに、免疫細胞内において、免疫細胞の疲弊化に関
わる嫌気性の細胞代謝に関与する低酸素反応経路の関与について検討した。その結果、ketamine ある
いは remifentanil 投与によって低酸素反応経路の亢進に関わる分⼦の発現増加が認められた。以上よ
り、ketamine あるいは remifentanil の投与により、免疫細胞内の代謝変容に関わる分⼦の発現変動が
認められることが明らかとなった。また、ketamine の投与により、抑制性免疫チェックポイント分⼦
の発現増加を介した免疫細胞の疲弊化が惹起される可能性が⽰唆された。



O-C-1-2
骨格筋自然免疫応答に着目した敗血症性差機構の解析

〇岩鶴 果奈、山下 ほのか、竹下 舜也、坂本 多穗、黒川 洵子

静岡県立大・薬・生体情報

【目的】敗⾎症は感染症を起点とする制御不能な宿主反応による多臓器不全と定義される疾患である。
敗⾎症⽣存率は性差があり、臨床において⼥性は男性より⽣存率が⾼く、動物実験でも同様である。し
かしこの性差の分⼦機構は明らかにされていない。我々は以前、敗⾎症モデルマウスにて、骨格筋線維
が⾃然免疫応答を起こし、筋萎縮・筋⼒低下を呈すことを報告した(Ono, Sakamoto et al, 
2020)。近年、骨格筋特異的⾃然免疫応答⽋損マウスにて敗⾎症性差の消失が報告されていることから
(Laitano et al,  2021)、骨格筋が敗⾎症性差に関与する可能性がある。本研究では、性転換マウ
スに敗⾎症を発症させ、敗⾎症性差の分⼦機構の探索を⾏った。
【⽅法】性転換マウス(B6.Cg-Tg(Sry)2Ei Srydl1Rlb/ArnoJ)を野⽣型C57BL/6J雌と交配させ、性染⾊体
XXの雌雄と、性染⾊体XYの雌雄、計4種類の遺伝⼦型をもつマウス(Four Core Genotypes; FCGs)を誕
⽣させた。敗⾎症は盲腸結紮穿孔法(CLP)で発症させた。急性症状はCLP24時間後のマウス敗⾎症ス
コア(MSS)と前肢握⼒で定量化した。網羅的遺伝⼦発現解析にはRNA-seqを、定量解析にはqPCR法を
⽤いた。培養骨格筋細胞としてマウスC2C12骨格筋芽細胞由来筋管細胞をもちいた。
【結果】敗⾎症を発症させたFCGs4群において、MSSはXX雌群がやや軽度の傾向をしめしたが、有意
差は無かった。また、前肢握⼒も4群間で有意差はなかった。⼀⽅で、96時間⽣存率はXX雌群が他群と
⽐較して有意に⾼く、XX雄、XY雌、XY雄の3群間では有意差は無かった。次に敗⾎症発症FCGs4群の
骨格筋遺伝⼦発現を解析したところ、XX雌群にて の4遺伝⼦が特異的に⾼発
現することが⾒出された。これらのうち、 と は培養骨格筋細胞において17βエストラジオー
ル(100 pM)により発現増加を起こすことが⽰された。⼀⽅、テストステロン（100 nM)は効果がな
かった。
【考察】FCGs4群の⽐較において、敗⾎症⽣存率がXX雌でのみ他群よりも⾼かったことは、敗⾎症⽣
存において性染⾊体XXかつ⼥性ホルモンの存在が有利に働くことを意味する。XX雌でのみ⾼発現する
4つの遺伝⼦がこの現象の関連因⼦として⾒つかった。特に はCOVID-19⽣還者でも⾼レベルで発
現することが報告されており、敗⾎症からの⽣還に重要な可能性がある。現在、これら因⼦の機能解析
を実施中であり、敗⾎症性差および敗⾎症抵抗性との関連が⾒いだされれば新たな治療標的となる可能
性がある。



O-C-1-3
マウス骨髄由来マスト細胞におけるP2X4受容体とGi共役型受容体の共刺激による炎

症性サイトカイン産生亢進作用の解析

〇朝比奈 愛理、吉田 一貴、伊藤 政明、松岡 功

高崎健康福祉大・薬・薬効解析学研究室

【背景】 我々は、マウス骨髄由来マスト細胞（BMMC）において、ATPのイオンチャネル型P2X4受
容体とプロスタグランジン（PG）E2のGi共役型EP3受容体の共刺激が、BMMCの炎症性サイトカイン
産⽣を著しく亢進させること⾒出した。本研究では、BMMCで遺伝⼦発現が認められる他のGi蛋⽩共
役型受容体であるP2Y14およびアデノシンA3受容体とATPの共刺激で炎症性サイトカイン産⽣の亢進
が認められるかEP3受容体刺激効果と⽐較検討した。
【⽅法】 細胞内Ca2+濃度 （[Ca2+]i）はFura-2蛍光法で測定した。サイトカイン遺伝⼦発現の変化は
RT-PCR法で解析し、サイトカインの産⽣量はELISA法で測定した。細胞内シグナル伝達に関与するタ
ンパク質のリン酸化は、Western Blottingで評価した。
【結果および考察】BMMCをPGE2、UDP-glucose、アデノシンで刺激すると、[Ca2+]iの上昇が認め
られ、その反応は受容体とGiの共役を阻害する百⽇咳毒素の前処理で抑制された。この結果から、各
受容体は機能的にBMMC発現していると考えられた。これらのGi共役型受容体の刺激は、BMMCにお
けるIL-6の遺伝⼦発現および分泌への影響はわずかであったが、ATPと共刺激を⾏うと、PGE2による
応答が顕著に亢進したのに対し、UDP-glucose およびアデノシンの作⽤は弱かった。PGE2、UDP-
glucoseおよびアデノシンは刺激後2分で最⼤になるERKおよびAktのリン酸化を惹起したが、ATPはこ
の反応に⼤きな影響を⽰さなかった。⼀⽅、PGE2、UDP-glucoseおよびアデノシンによるNF-κBの
リン酸化に対して、ATPはPGE2との共刺激時のみNF-κBのリン酸化の亢進が認められた。この反応
は、百⽇咳毒素で抑制され、P2X4受容体⽋損マウスから作製したBMMCでは認めらなかった。以上の
結果から、P2X4受容体刺激作は、Giに共役したEP3, P2Y14およびA3受容体のうち、EP3受容体との共
刺激時に特異的にNF-κBのリン酸化を亢進させ、サイトカイン産⽣を増⼤させると考えられた。ま
た、EP3受容体シグナルはP2Y14およびA3受容体のシグナルと異なる可能性があり、その違いの解析は
マスト細胞のサイトカイン産⽣亢進機構の解明に重要と考えられた。



O-C-1-4
抗生物質投与によるDysbiosisがアレルギー反応と腸管における生理活性脂質に与え

る影響の検討

〇鈴木 圭菜、木田 美聖、村田 幸久

東京大・院農学生命科学・放射線動物科学研究室

【背景・目的】
近年、抗⽣物質の投与などによる腸内細菌叢の乱れ“Dysbiosis”がアレルギー性疾患の発症に関与する
可能性が⽰唆されているが、その機構は明らかになっていない。⽣理活性脂質は免疫細胞を含む様々な
細胞から産⽣され、アレルギー性疾患の発症にも関与する。本研究では、抗⽣物質の投与による
Dysbiosisが、マウスの腸管における⽣理活性脂質の代謝産⽣異常を引き起こし、アレルギー反応を引
き起こすと仮説だて、その検証を⾏った。
【⽅法・結果】
3種類の抗⽣物質を混合した溶液（Abx）をマウスに⾃由飲⽔にて与えた。このマウスに7⽇おきに3
回、卵⽩由来アルブミンであるオボアルブミンを腹腔内投与した。その結果、Abxを投与しなかったマ
ウスと⽐較して、Abxを投与したマウスでは抗原特異的IgE産⽣が有意に増加し、抗原刺激によるアレ
ルギー反応が悪化した。腸内細菌叢の解析をおこなったところ、Abx投与は腸内細菌叢の多様性を減少
させ、その組成を⼤幅に変化させた。次に、糞便中の⽣理活性脂質を、質量分析装置（LC-MS/MS）
により解析した結果、糞便中にて検出された35種類全ての脂質の検出量がAbx投与によって減少した。
特にアラキドン酸（AA）のシクロオキシゲナーゼ代謝物や、AAとドコサヘキサエン酸（DHA）とエ
イコサペンタエン酸（EPA）の5-リポキシゲナーゼ（5-LOX）代謝物、EPAとリノール酸（LA）のシ
トクロムP450代謝物などの減少が顕著であった。
【結論】
マウスモデルを⽤いて、抗⽣物質の投与によるDysbiosisが、抗原特異的IgE産⽣の増加とそれに伴う症
状悪化を引き起こすこと、これには、腸内細菌叢の⼤幅な変化と、腸管における⽣理活性脂質の産⽣と
代謝の減少が伴うことを明らかにした。



O-C-1-5
急性肺障害におけるVEGFR1シグナルの防御的作用

〇長田 真由子1、伊藤 義也1、山下 敦1、田邉 美奈1、古江 明子1、細野 加奈子1、畑中 公1、澁谷 正史2、

馬嶋 正隆3、天野 英樹1

1北里大・院医・薬理、2上武大・医学生理学研、3神奈川工科大・健康医療・病態治療

【目的】 ARDS（急性呼吸窮迫症候群）は、COVID-19等の感染症に起因する肺炎や敗⾎症などにおい
て肺⾎管透過性亢進により肺⽔腫をきたす重度の呼吸不全として注目されている。⾎管内⽪増殖因⼦
（VEGF）は⾎管新⽣だけでなく、⾎管透過性亢進にも関与する。VEGFの受容体には1型VEGF受容体
（VEGFR1）と2型VEGF受容体（VEGFR2）の2つがある。私たちはこれまでマクロファージに発現す
るVEGFR1シグナルが炎症や組織修復に関与することを報告してきた。そこで、本研究では肺傷害や肺
⾎管透過性に果たすVEGFR1の役割を明らかにすることを目的とした。
【⽅法】 雄性VEGFR1チロシンキナーゼノックアウトマウス（VEGFR1 TKKO）（以下TKKO）と野
⽣型マウス（WT）を⽤いた。⿇酔下にLPS（Lipopolysaccharide）5 mg/kgを気管内投与し、急性肺傷
害を誘導しARDSモデルとした。肺組織検体および気管⽀肺胞洗浄液（BALF）を採取し、組織学的、
遺伝⼦解析、蛋⽩質・サイトカイン測定、フローサイトメトリー解析などで肺傷害を⽐較検討した。
【結果】 LPS投与後の⽣存率はWTで100%であったが、TKKOでは72時間以後死亡が増加し、⽣存率
は60%であった。WTに⽐較してTKKOで炎症性細胞浸潤や出⾎がみられ、肺損傷スコア―はLPS投与
後48時間および72時間で⾼かった。BALF中のタンパク量はLPS投与後48時間ならびに72時間後でWT
よりもTKKOで増加した。BALF中の炎症性サイトカインであるIL-6はWTよりもTKKOで⾼値を⽰し
た。BALF中の炎症性細胞をフローサイトメトリーで解析すると、LPS投与前では肺胞マクロファージ
が占めており、かつVEGFR1を発現した。LPS投与72時間では肺胞マクロファージは両群ともに著明に
減少し、その代わり好中球が増加したが、好中球数はWTよりもTKKOで⾼値を⽰した。
【結論】 LPS誘導急性肺傷害によって作成したARDSモデルでは、マクロファージがVEGFR 1シグナ
ルを介して炎症性サイトカイン産⽣および好中球集積を抑制し、肺傷害を軽減することでARDSに対し
て防御的作⽤を⽰す可能性が⽰唆された。



O-C-1-6
RAMP1シグナルの急性肺障害に対する保護作用

〇山下 敦1、伊藤 義也1、長田 真由子1、田邉 美奈1、古江 明子1、細野 加奈子1、畑中 公1、辻川 和丈2、

馬嶋 正隆3、天野 英樹1

1北里大・院医療・分子薬理、2大阪大・院薬・細胞生理、3神奈川工科大・健康医療・病態治療

【目的】
ARDS(急性呼吸窮迫症候群)は、惹起されたサイトカインストームが肺胞上⽪障害や肺⾎管透過性を亢
進させ、重篤な呼吸機能障害をきたす疾患である。⼀⽅、カルシトニン遺伝⼦関連ぺプチド(CGRP)
は、炎症刺激などによって知覚神経終末から遊離される神経ペプチドである。CGRPは、CGRP受容体
サブセットである受容体活性調節蛋⽩１(RAMP1, receptor activity modifying protein 1)を介して、抗炎
症作⽤を⽰す。そこで、本研究では急性肺障害におけるRAMP1シグナルの関与を明らかにすることを
目的とした。
【⽅法】
9〜10週齢の雄性RAMP1⽋損マウス(RAMP1KO)および野⽣型マウス(WT)を⽤いた。⿇酔下に⼤腸菌
由来LPS(5 mg/kg)を気管内投与し、急性肺障害を誘導し、ARDSモデルを作成した。経時的に肺組織
および気管⽀洗浄液(BALF)を採取し、病理組織学的、qPCRによる遺伝⼦発現解析、蛋⽩質・サイト
カイン測定、フローサイトメトリー解析などで肺障害を評価した。
【結果】
LPS投与後WTの⽣存率は100%であったが、RAMP1KOでは48時間以後死亡例が出現し、168時間後の
⽣存率は60%であった。肺組織ではWTに⽐較してRAMP1KOで肺内炎症性細胞浸潤や出⾎がみられ
た。BALF中のタンパク量はLPS投与後6,24,48時間ならびに72時間後でWTよりもRAMP1KOで⾼値を
⽰した。肺組織中およびBALF中のIL-6とCCL2の発現がWTよりもRAMP1KOで増加した。肺組織に集
積する炎症性細胞をフローサイトメトリーで解析すると、LPS投与72時間では肺胞マクロファージは両
群ともにLPS投与前よりも減少した。また両群ともにLPS投与後24時間から好中球が著明に増加した
が、好中球数はWTよりもRAMP1KOで⾼値を⽰した。
【結論】
LPS誘導急性肺障害ではRAMP 1シグナルを介して炎症性サイトカイン産⽣や好中球集積を抑制し、肺
⾎管透過性亢進を軽減することでARDSに対して保護的作⽤を⽰す可能性が⽰唆された。



O-C-2-1
子宮内膜細胞のalpha 1 antitrypsin発現低下はTLR3/4を介した炎症を増強する

〇里吉 彩華、草間 和哉、安曇 麻奈、吉江 幹浩、田村 和広

東京薬科大・薬・内分泌薬理学教室

【目的】⼦宮内膜症は、内膜組織が異所性に存在して機能する疾患であり、罹患率が⾼く、腹部疼痛や
不妊症を招く。病変部位では炎症反応や線維化が誘起されている。我々は以前に、⼦宮内膜症動物モデ
ルの病変において急性期タンパク質として知られているセリンプロテアーゼ阻害因⼦alpha 1
antitrypsin（A1AT）の発現が低下していることを報告した(Reprod. Sci.; 2015:22)。しかしながら、
A1ATの発現低下と⼦宮内膜症病態との関連性は不明である。そこで、ヒト⼦宮内膜間質細胞における
A1ATの役割について網羅的トランスクリプトーム解析により精査した。
【⽅法】ヒト初代培養⼦宮内膜間質細胞にsiRNAを導⼊しA1AT発現を抑制した。その後、全転写産物
をRNAシーケンスにて解析した。次に、この解析により有意に変化した因⼦をqPCRおよびウエスタン
ブロットにより検証した。
【結果】A1AT発現抑制により有意な発現変化がみられた因⼦群をパスウェイ解析およびGO解析にて
解析したところ、Toll様受容体3/4（TLR3/4）とその下流因⼦MYD88およびインターフェロン応答因
⼦群が有意に増加した。これらの因⼦の発現は、培養細胞のA1AT発現抑制により上昇することが
qPCRによっても確認された。また、MYD88やその下流因⼦IRAK1、IRAK4は、A1AT発現抑制により
活性化した。さらに、A1ATの関与を確かめるために、A1AT発現抑制細胞にTLR3または4阻害薬を処
置したところ、A1AT発現抑制により上昇したTLR下流因⼦と炎症誘導因⼦は、減少した。次にA1AT
発現抑制により産⽣されるインターロイキン (IL)-1βおよびインターフェロン(IFN)βが炎症を増悪さ
せるか否かを検証した。IL1βの処置はA1AT発現抑制によるIL-6などの炎症誘導因⼦の発現をさらに
増加させた。⼀⽅で、IFNβはTLR3/4の発現を増加させ、さらに炎症誘導因⼦の発現も増加させた。
【考察】⼦宮内膜間質細胞においてA1AT発現レベルの低下はTLR3/４/MYD88経路を介して炎症関連
因⼦を上昇させること、またIL-1βとIFNβはTLR3/4を介して炎症の増強を引き起こすことを⽰唆し
た。⼦宮内膜間質細胞A1AT発現の低下は、⼦宮内膜症の病巣でみられる炎症を、TLR3/4を介してさ
らに増強することが推察された。



O-C-2-2
トロンボキサンの子宮内膜症における役割解明

〇古江 明子1,2、伊藤 義也1、服部 響子2、関口 和企2、本田 雅子2、山下 敦1、長田 真由子1、田邊 美奈1、

細野 加奈子1、畑中 公1、馬嶋 正隆3、天野 英樹1

1北里大・院医療・分子薬理、2北里大・医・産婦人科、3神奈川工科大・健康医療・病態治療

【目的】
⼦宮内膜症は⽣殖年齢⼥性の5〜10％が罹患し不妊症、⽉経困難症などを合併する慢性疾患である。こ
れまでわたしたちは、⼦宮内膜症では内膜組織が異所性に発育・増殖する点に着目し、⾎管新⽣やリン
パ管新⽣が⼦宮内膜症発育に関与することを報告してきた。さらにシクロオキシゲナーゼ由来のプロス
タグランジンには内膜症病変内の⾎管新⽣を促進する作⽤があることを⾒いだした。⼀⽅で、シクロオ
キシゲナーゼの働きにより合成されるトロンボキサンA2(TxA2)の関与は不明である。そこで、TxA2受
容体(TP受容体)シグナルが⼦宮内膜症における⾎管およびリンパ管新⽣を制御するかを明らかにする
ことを本研究の目的とした。
【⽅法】
9週令C57BL/6マウス（野⽣型,WT)とTP受容体ノックアウトマウス(KO)を⽤いた。ドナー(WTまた
はKO)マウスの⼦宮内膜移植⽚を、あらかじめ卵巣摘出術を施⾏した宿主(WTまたはKO)の腹膜に移
植するマウス異所性⼦宮内膜症モデルを作成した(WT→WT,KO→KO)。移植後14⽇目に移植⽚を摘出
し、⼦宮内膜移植⽚⾯積、⾎管新⽣ならびにリンパ管新⽣およびその関連因⼦について、免疫染⾊や
PCRなどで⽐較検討した。
【結果】
移植後14⽇目の、移植⽚⾯積ならびに移植⽚内の⾎管密度・リンパ管密度はWT→WTに⽐べて
KO→KOで増加した。⾎管内⽪マーカー( )やリンパ管内⽪マーカー( )の発現
もKO→KOで増加した。さらに⾎管新⽣因⼦( )やリンパ管新⽣因⼦( )の発現も
KO→KOで増加した。⼆重免疫染⾊にてTPは移植⽚のマクロファージ(F4/80陽性細胞)に共発現した
が、⾎管内⽪ (CD31)やリンパ管内⽪ (LYVE-1)には共発現しなかった。移植⽚内のマクロファージ関
連マーカー発現を解析すると、M1マクロファージ関連遺伝⼦( )には差はなく、M2
マクロファージ関連遺伝⼦( )がKO→KOで増加した。
【結論】
異所性⼦宮内膜症モデルにおいて、TP受容体シグナルはM2マクロファージからの⾎管およびリンパ管
新⽣因⼦産⽣を抑制して⾎管・リンパ管新⽣を減少させることで、⼦宮内膜症進展に関与することが⽰
唆された。



O-C-2-3
アセトアミノフェン誘導肝障害時のマクロファージにおけるトロンボキサンA2受容体の役

割

〇田邉 美奈1、伊藤 義也1、長田 真由子1、山下 敦1、古江 明子1、細野 加奈子1、畑中 公1、馬嶋 正隆2、

天野 英樹1

1北里大・院医療・分子薬理学、2神奈川工科大・健康医療・病態治療

【目的】
アセトアミノフェン（Acetaminophen, APAP）を過剰に摂取すると重症急性肝障害を起こし、予後不
良となる。欧⽶では重症急性肝障害の原因の約半数がアセトアミノフェンの過剰投与による。APAP肝
障害にはマクロファージの関与が注目されているが、そのメカニズムは⼗分、理解されていない。トロ
ンボキサン(thromboxane A2,TxA2)には⾎⼩板凝集作⽤があり肝障害に寄与する可能性が⽰唆されてい
るが、マクロファージに作⽤したときの効果は未解明である。そこで本研究ではマクロファージにおけ
るTxA2受容体(thromboxane-prostanoid, TP)シグナルがAPAP肝障害に果たす役割を解明することを目
的とした。
【⽅法】
雄性マクロファージ特異的TP受容体⽋損マウス(TPΔmac)とコントロールマウス（Cont）を⽤いた。
APAP（300 mg/kg）を腹腔内単回投与し、経時的に肝障害を⾎液⽣化学、組織染⾊、qPCRなどで解
析した。
【結果】
Contにおける⾎清ALT値はAPAP投与6時間後にピークとなり、以後漸減した。TPΔmacでは、APAP投与
48時間後でもALT値は⾼値を⽰し、APAP肝障害は遷延した。肝壊死⾯積もCont で減少傾向を⽰した
がTPΔmacでは壊死が持続した。肝組織中の炎症性マクロファージ関連遺伝⼦を測定するとAPAP投与48
時間後において はContよりTPΔmacで増加した。抗炎症性マクロファージ関連遺伝⼦

などは両群に差はなかった。肝再⽣因⼦ はContに⽐較してTPΔmacで低値であった。
CD68による肝臓免疫染⾊ではContにおいて肝壊死部にマクロファージの集積がみられたが、TPΔmacで
はみられなかった。
【結論】
マクロファージにおけるTP受容体シグナルは炎症性マクロファージを抑制してアセトアミノフェン肝
障害を軽減する可能性が⽰唆された。



O-C-2-4
好酸球性筋膜炎においてInterleukin-4は筋膜線維芽細胞の細胞増殖とCCR3 ligands

産生亢進を介して好酸球およびCCR3陽性Th2細胞の筋膜への遊走を促進する

〇中島 瑞貴1,2,3,4、細沼 雅弘3,4,5,6、磯部 晃3,4,7、磯部 順哉8、山崎 喜貴4,9、筒井 完明10、石川 紘司10、

福勢 清香11、稲垣 克記10、吉村 清3,5、笠間 毅11、三邉 武彦2、木内 祐二4,6、内田 直樹2、磯﨑 健男11,12

1昭和大・医・５年、2昭和大・医・薬理学・臨床薬理学、3昭和大・臨床薬理研究所・臨床免疫腫瘍学、4昭和大・薬

理科学研究センター、5昭和大・医・内科学・腫瘍内科学、6昭和大・医・薬理学・医科薬理学、7昭和大・医・２年、8

昭和大・薬・病院薬剤学、9昭和大・薬・毒物学、10昭和大・医・整形外科学、11昭和大・医・内科学・リウマチ膠原

病内科学、12昭和大・薬・臨床薬学・臨床病態学

【目的】好酸球性筋膜炎（EF）は，四肢の筋膜に好酸球が中⼼の炎症細胞浸潤と筋膜線維芽細胞の増
殖を引き起こす稀な⾃⼰免疫性疾患であり，その病態形成メカニズムは不明である．そこで本研究で
は，筋膜線維芽細胞を中⼼としたサイトカインネットワークによる好酸球およびTh2細胞の筋膜への遊
⾛および活性化メカニズムを明らかにする．
【⽅法】IL-5抗体mepolizumab単剤で寛解導⼊したEF症例の末梢⾎T細胞分画および⾎清サイトカイン
の経時変化をFCMおよびELISAで検討した．また，EF症例の筋膜組織におけるCD4，CCR3，IL-4Rの
免疫染⾊を⾏った．その後，既報のEF由来筋膜線維芽細胞のsingle cell RNA sequence（scRNAseq）を
再解析し，病態形成に特徴的な細胞サブセットを検討した．そして２例のEF患者由来の筋膜線維芽細
胞をrecombinant IL-4で刺激し細胞増殖能ならびにIL-4R，CCR3 ligandsの遺伝⼦発現をqPCRで測定
した．さらに筋膜線維芽細胞を治療前EF患者⾎清，寛解後EF患者⾎清，健常者⾎清で刺激しマイクロ
アレイで発現変動遺伝⼦を検討した．
【結果】mepolizumab治療による臨床症状の改善に伴い，⾎清中IL-4，TNFαが低下し，末梢⾎の
CCR3+Th2細胞の割合とそのKi-67陽性細胞が減少した．EFの筋膜組織ではCCR3+CD4+T細胞の強い
浸潤と筋膜線維芽細胞のIL-4R，CCR3の発現を認めた．EF由来筋膜線維芽細胞のscRNAseqの再解析
では， ⾼発現のIL-4，TNFα応答性の⾼い線維芽細胞集団の存在が特定された．筋膜線
維芽細胞はIL-4刺激で細胞増殖能が亢進し， の遺伝⼦発現が増加し
た．また⾎清刺激による発現変動遺伝⼦の網羅的検索では，Th2活性化を誘導するOX40Lをコードす
る の遺伝⼦発現が，治療前EF患者⾎清の刺激で特徴的であった．また， 発現上昇は
TNFα刺激により再現された．
【結論】EFにおいて，好酸球およびTh2細胞の産⽣するIL-4が筋膜線維芽細胞の増殖とCCR3 ligands
産⽣を増強し，好酸球およびCCR3陽性Th2細胞の筋膜への遊⾛を促進する．さらに筋膜線維芽細胞は
TNFαで誘導されるOX40Lを介してTh2活性化を引き起こす．



O-C-2-5
関節リウマチにおいてHepatocyte growth factor(HGF)/ c-MET シグナル阻害は

CXCL16を介した血管新生を抑制する

〇磯部 晃1,2,6、細沼 雅弘2,4,5,6、中島 瑞貴2,3,7、磯部 順哉8、福勢 清香9、坂井 信6,10、吉村 清2,4、笠間 毅9、

木内 祐二5,6、高見 正道6,10、磯崎 健男9,11

1昭和大・医・2年、2昭和大・臨床薬理研究所 臨床免疫腫瘍学部門、3昭和大・医・5年、4昭和大・医・内科学講座

腫瘍内科学部門、5昭和大・薬理学講座 医科薬理学部門、6昭和大・薬理科学研究センター、7昭和大・医・薬理

学講座 臨床薬理学部門、8昭和大・薬・病院薬剤学講座、9昭和大・医・内科学講座 リウマチ膠原病内科学部

門、10昭和大・歯・歯科薬理学講座、11昭和大・薬・臨床薬学講座 臨床病態学部門

【背景】Hepatocyte growth factor(HGF)/c-METシグナルは抗がん剤ターゲットとして注目されてい
る。我々はこれまでに関節リウマチ (RA)の滑膜における単球遊⾛とHGF/Metシグナルに注目し、RA
患者の滑膜線維芽様細胞(RAFLS)および関節炎モデルマウスを⽤いて、HGFがRA滑膜で炎症刺激によ
り産⽣され、⾃⾝のケモカイン作⽤および滑膜のケモカイン産⽣の亢進を介した作⽤により、炎症部位
への単球遊⾛を活性化し、炎症性骨破壊を促進することを明らかにした。そこで本研究は、RAにおけ
る⾎管新⽣におけるHGF/Metシグナルの役割を明らかにすることを目的とした。【⽅法】DMARDs治
療抵抗性のRA患者の⾎清中HGF、CXCL16をELISAで測定した。RA滑膜組織における c-Metの発現を
免疫染⾊で評価した。既報のRA滑膜のsingle cell RNA sequence(scRNAseq)を再解析し、 発現線
維芽細胞の特徴を検討した。ヒト臍帯静脈内⽪細胞（HUVEC）をrhHGF刺激し の遺伝⼦発現お
よびCXCL16産⽣をqPCR、ELISAで測定した。さらにrhTNFα刺激下でc-METシグナル阻害剤
SU11274によるRA FLSからのCXCL16産⽣への影響をELISAで測定した。in vitroマトリゲルアッセイ
によりHUVEC管腔形成におけるrhHGFの作⽤を検討した。【結果】治療抵抗性RAの⾎清中HGFは、
CXCL16と有意な正の相関を⽰した。 c-MetはRA滑膜の⾎管内⽪細胞で発現を認めた。RA滑膜の
scRNAseqの再解析では、 ⾼発現のHG F応答性の⾼い線維芽細胞集団が存在していた。さらに

の遺伝⼦発現量は、 非発現細胞よりも 発現細胞で有意に⾼かった。HUVECの
rhHGF刺激は 遺伝⼦発現を亢進し、CXCL16産⽣を⽤量依存的に増加した。SU11274によるc-Met
シグナル阻害は、RAFLSによるTNF-α誘導性のCXCL16産⽣を⽤量依存的に抑制した。さらにマトリ
ゲルアッセイにおいてrhHGFはHUVECの管腔形成を1.8倍亢進した。【結論】RAにおいて、HGFは滑
膜の炎症によって滑膜線維芽細胞および⾎管内⽪細胞より産⽣され、⾃⾝の⾎管新⽣作⽤とCXCL16の
産⽣亢進を介して⾎管新⽣を促進する。



O-C-2-6
IL-33/ST2シグナルを抑制する分子の探索：IL-1RAcPとST2の細胞外領域とIgGのFc

領域を結合させた融合タンパク質（IL-33trap-Fc）はIL-33シグナルを強く抑制する

〇山本 里彩1,2、安藤 智暁1、貝谷 綾子1、伊沢 久未1、前原 明絵1、北浦 次郎1

1順天堂大・院医・アトピー疾患研究センター、2順天堂大・医・5年生

IL-1α、IL-1β、IL-33などのIL-1ファミリーサイトカインは炎症性疾患の病態形成に重要な働きをす
る。IL-1αやIL-1βはIL-1R1に結合し、IL1-R1と会合するIL-1RAcPを介してシグナルを伝達する。IL
-33はST2に結合し、ST2と会合するIL-1RAcPを介してシグナルを伝達する。他⽅、これらのシグナル
を抑制する内因性分⼦として、IL-1R1に結合するIL-1RaやIL-33に結合する可溶型ST2が存在する。IL
-1シグナルを抑制する⽣物学的製剤としてIL-1trap-Fc（リロナセプト）やIL-1Ra（アナキンラ）は臨
床応⽤されている。IL-1trap-FcはIL-1RAcPとIL-1R1の細胞外領域とIgGのFc領域の融合タンパク質で
あり、効率よくIL-1αやIL-1βを捕捉する。最近、IL-33trap もIL-33を効率よく捕捉すると報告され
た。これらを踏まえ、本研究の目的は、 IL-33シグナルを抑制する⽣物学的製剤を作製するための分⼦
基盤を築くことである。最初に、ST2/IL1-RAcPのレポーター細胞株（IL-33の刺激に反応してDsRed
を発現する）を作製した。次に、IL-1RAcPとST2の細胞外領域とIgGのFc領域を融合させたIL-33trap-
Fc及びST2の細胞外領域とIgGのFc領域を融合させたST2-Fcを作製した。ST2-Fcと⽐較してIL-33trap-
Fcは、IL-33によるレポーター細胞株の活性化を強く抑制した。マウス骨髄由来マスト細胞をIL-33で刺
激したときに産⽣されるIL-6量を指標にすると、IL-33trap-FcによるIL-33シグナルの抑制作⽤はST2-
Fcの数⼗倍以上であることが判明した。さらに、IL-33trap-Fcの前投与は、マウスの腹腔にIL-33を投
与したときの好酸球遊⾛を抑制した。同様に作製したヒトIL-33trap-FcもヒトIL-33シグナルを強く抑
制した。これらの結果は、IL-33trap-FcがIL-33シグナルの抑制に極めて有効であることを⽰唆した。
現在、ST2に結合してIL-33シグナルを阻害するIL-33Rアンタゴニストの作製も試みている。本研究結
果は、IL-33シグナルを抑制する新規の⽣物学的製剤の開発に寄与すると考えられる。
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P-01
モルモット膀胱平滑筋の基礎張力及び自発性収縮活動に対する血小板活性化因子

（PAF）の効果の検討

〇金子 瑞季、山田 奈々、劉 鴿、吉岡 健人、小原 圭将、田中 芳夫

東邦大・薬・薬理

【背景・目的】⾎⼩板活性化因⼦（PAF）は微量で強⼒かつ多彩な⽣理作⽤を⽰すリン脂質で、その産
⽣や機能発現に関わる調節機構の異常がアレルギー性疾患や炎症性疾患などの病態の誘因となる可能性
が⽰されている。PAFの作⽤は全⾝の様々な組織や細胞で報告されているが、平滑筋組織に焦点を絞る
と、⾎管では内⽪依存性の弛緩反応を誘発することが報告されている⼀⽅で、気管・気管⽀平滑筋、消
化管（胃底、回腸、結腸）平滑筋、妊娠⼦宮平滑筋では収縮を引き起こすことが報告されている。近
年、喫煙によりPAFが膀胱の微⼩⾎管内⽪細胞や上⽪細胞で蓄積することが報告され、下部尿路疾患の
発症との関連性が⽰唆されている。しかし、膀胱の収縮機能に対するPAFの影響はこれまでのところ検
討されていない。そこで、本研究では、モルモット摘出膀胱平滑筋組織を⽤いて、その収縮機能に対す
るPAFの影響を明らかにするとともに、膀胱組織におけるPAF受容体、PAF合成酵素、PAF分解酵素の
発現についても検討することにした。
【⽅法】１）モルモット摘出膀胱平滑筋標本の基礎張⼒と⾃発性収縮活動を等張性に記録した。PAFに
よる反応を記録する際は、神経伝達物質の影響を排除する目的でatropine、suramin、phentolamine、
propranolol、tetrodotoxin存在下で⾏った。２）RT-q-PCRにより、膀胱組織におけるPAF受容体、
PAF合成酵素、PAF分解酵素のmRNA量を測定した。
【結果】１）PAF（10−9‒10−6 M）は、モルモット膀胱平滑筋標本の基礎張⼒と⾃発性収縮活動の振幅
および頻度を濃度依存的かつ強⼒に増強した。２）PAF（10−6 M）による増強効果は、膀胱上⽪を除
去した標本においても認められた。３）PAF（10−6 M）による増強効果は、PAF受容体拮抗薬
（apafant、10−5 M）の前処置によって著明に抑制された。４）膀胱組織において、PAF受容体
（ ）、PAF合成酵素（ 、 )、PAF分解酵素（ 、 )のmRNAの発現が認
められた。
【考察】PAFは膀胱平滑筋の収縮機能を制御する新たな内因性⽣理活性物質となる可能性が⽰されると
ともに、その過剰発現や膀胱平滑筋の感受性亢進が過活動膀胱などの下部尿路疾患の誘因となる可能性
も⽰唆された。



P-02
ニカルジピンおよびニトログリセリンがアンジオテンシンⅡによる大腿動脈の血管弾性

低下に及ぼす影響

〇八尾 雅、相本 恵美、永澤 悦伸、高原 章

東邦大・薬・薬物治療学

【目的】アンジオテンシンⅡは細動脈への作⽤を通じて⾎圧上昇や臓器⾎流の調節に関わるが、⼤腿動
脈の⾎管弾性の制御にも関与することを当研究室の⿇酔ウサギを⽤いた最近の研究で明らかにした。ア
ンジオテンシンⅡが⾎管弾性を変化させる機序を考察するため、ニカルジピンおよびニトログリセリン
がアンジオテンシンⅡによる⼤腿動脈の⾎管弾性低下に及ぼす影響を検討した。
【⽅法】イソフルラン⿇酔下のNZWウサギを⽤い、⼼電図、⼼⾳図および⼤腿動脈⾎流を記録した。
右上腕動脈、右腓骨動脈、および左総腸骨動脈起始部の⾎圧を同時計測し、⼤動脈領域と⼤腿動脈領域
の区間毎の脈波伝播速度より⼤動脈分岐部を境界点とした⼤動脈領域と⼤腿動脈領域の区間毎の脈波伝
播速度より領域別のβ値（aortic βとfemoral β）を計測した。アンジオテンシンⅡ（300 ng/kg）を10
分間で静脈内投与してコントロールの⾎管反応を得た後に、ニトログリセリン（0.4, 0.8, 1.6
μg/kg/min）またはニカルジピン（0.1, 0.3, 1.0 μg/kg/min）の持続投与を開始し、5分後より再びア
ンジオテンシンⅡを静脈内投与して各指標の変化を観察した。
【結果】アンジオテンシンⅡによる⾎管反応はニカルジピンにより抑制され、その作⽤は下肢⾎管抵抗
上昇反応に対し低⽤量から、femoral β上昇反応に対し中⽤量から認められた。アンジオテンシンⅡに
よる下肢⾎管抵抗とfemoral βの上昇反応はニカルジピンの最⾼⽤量で完全に抑制された。⼀⽅、アン
ジオテンシンⅡによるこれら⾎管反応に対するニトログリセリンの作⽤は弱く、ニトログリセリンの中
⽤量は下肢⾎管抵抗上昇反応を24％、femoral β上昇反応を50％抑制したが、ニトログリセリンの⾼⽤
量で更なる抑制効果は認められなかった。
【考察】アンジオテンシンⅡによる⼤腿動脈の⾎管弾性低下には⾎管抵抗を反映する細動脈と同様に
Ca2+チャネルを介した経路による⾎管平滑筋収縮作⽤が関与することが確認された。また、NO/cGMP
系はアンジオテンシンⅡによる⼤腿動脈の⾎管弾性低下に対し、部分的に修飾することが⽰された。



P-03
昇圧薬が大動脈と大腿動脈の血管弾性に影響を与える要因の分析

〇谷戸 翼、相本 恵美、永澤 悦伸、髙原 章

東邦大・薬・薬物治療学

【目的】⾎管弾性は効率的な全⾝循環の維持に必要な⾎管機能として知られる。これまで当研究室では
⼤動脈領域と⼤腿動脈領域の区間毎の脈波伝播速度より算出された領域毎のβ値を⾎管弾性指標として
⽤い、angiotensin Ⅱが⼤腿動脈領域のβ値を上昇（⾎管弾性低下を反映）させる⼀⽅で、⼤動脈領域
のβ値を低下（⾎管弾性上昇を反映）させることを確認している。本研究では、昇圧薬が⼤動脈と⼤腿
動脈の⾎管弾性に影響を与える要因を分析した。
【⽅法】Isoflurane⿇酔下のNZWウサギを⽤い、⼼電図と⼼⾳図を記録した。右上腕動脈、右腓骨動
脈、および左総腸骨動脈起始部の⾎圧を同時計測し、⼤動脈分岐部を境界点とした⼤動脈領域と⼤腿動
脈領域のβ値（aortic βとfemoral β）を計測した。開胸下で⼤動脈起始部に超⾳波⾎流プローブを装
着し、⼤動脈⾎流量を測定した。Angiotensin Ⅱ（100, 300 ng/kg）またはdobutamine（30, 100
µg/kg）を10分間で静脈内投与し、投与開始30分後まで各指標の変化を観察した。
【結果】Angiotensin Ⅱは平均⾎圧と⼤動脈⾎流量を⽤量依存的に増加させた。この時、aortic βは⽤
量依存的に低下し、femoral βは⽤量依存的に増加した。Dobutamineは平均⾎圧と⼤動脈⾎流量を⽤
量依存的に増加させた。この時、aortic βは⽤量依存的に低下し、femoral βは⽤量依存的に増加し
た。これら昇圧薬によるaortic βとfemoral βの変化の程度は平均⾎圧および⼤動脈⾎流量の変化量に
相応して観察され、angiotensin Ⅱによるaortic βとfemoral βの変化量は⼤動脈⾎流量に⽐べて平均⾎
圧の変化に強い相関が認められ、dobutamineによるaortic βとfemoral βの変化量は平均⾎圧に⽐べて
⼤動脈⾎流量の変化に強く相関した。
【結論】⼤動脈と⼤腿動脈の⾎管弾性は⾎圧や⼤動脈⾎流量の急激な変動に応じて変化しており、昇圧
薬の薬理作⽤の違いにより⾎管弾性に影響を与える要因の寄与度が異なる可能性が⽰された。



P-04
内側側頭葉てんかんにおけるマイクログリアのClec7aの役割の解明

〇川名 哲1、池谷 裕二1,2,3、小山 隆太1,2

1東京大・薬・薬品作用学教室、2東京大・Beyond AI、3脳情報通信融合研究センター

マイクログリアは脳内免疫細胞とも呼ばれ、脳内の異物の貪⾷や、サイトカイン放出等を
⾏い脳内の恒常性を維持する。このような特性からマイクログリアは脳疾患と深く関わっ
ている。例えば、マイクログリアは脳疾患において細胞の形をアメボイド状に変化させ、
増殖し、炎症性サイトカインを放出する。そして、近年のゲノミクスの発達により様々な
CNSの疾患においてこのようなマイクログリアが共通する遺伝⼦発現を⽰すことが分かり
、疾患関連マイクログリア(DAM)と名付けられた。
DAMで典型的に発現が上昇する因⼦の⼀つとして、主にミエロイド系の細胞に発現する膜
受容体のClec7a(Dectin-1)が知られている。しかしマイクログリアに発現するClec7aが脳
疾患においてどのような役割を果たしているのかについての知⾒はほとんどない。
内側側頭葉てんかんは海⾺を発作焦点とするてんかんで、てんかん患者の約3割を占める
主要なてんかんであるが、患者の約3割は既存の抗てんかん薬による治療が有効ではない
。
内側側頭葉てんかんのモデルとしてカイニン酸モデルが良く⽤いられる。このモデルでは
海⾺のCA3野およびCA1野における過剰興奮による神経細胞死に続き、マイクログリアの
DAM様の変化が起こるが、カイニン酸モデルにおいてClec7aの発現を調べた知⾒はまだな
い。
そこで本研究では内側側頭葉てんかんモデルマウスを⽤いて、内側側頭葉てんかんにおい
てもClec7aの発現が亢進するのか、またマイクログリアに発現するClec7aがどのような役
割を果たしているのかを調べた。
カイニン酸を投与してから1週間後のマウスの海⾺において、顕著な神経細胞死の⽣じた海
⾺のCA3野およびCA1野でマイクログリアにおけるClec7aの発現が亢進していた。また海
⾺のスライスカルチャーにカイニン酸を投与したところ、細胞増殖マーカーであるKi67陽
性のマイクログリアは、Ki67陰性のマイクログリアと⽐べてClec7aの発現量が⾼かった。
そこでClec7aがマイクログリアの増殖に寄与しているのではないかと考え、Clec7aの作動
薬であるCurdlanをマイクログリアの培養系に投与すると、マイクログリアで細胞増殖を
促進するERKの活性化が起こった。以上のことから、内側側頭葉てんかんモデルにおいて
神経細胞死に応答してマイクログリアに発現するClec7aが、マイクログリアの増殖に寄与
している可能性が⽰唆された。



P-05
オピオイドμ/δヘテロダイマーに対する新規モルヒナン誘導体の活性評価

―副作用及び鎮痛耐性の少ない新規鎮痛薬の開発を目指して―

〇吉田 遥香1,2、山田 大航1、稲垣 美紅1,2、野中 美希2、宮野 加奈子2、平山 重人1、浦 明日香1,2、

相磯 沙耶花1,2、室伏 美佳1,2、藤井 秀明1、上園 保仁2

1北里大・薬・生命薬化学教室、2東京慈恵会医科大・医・疼痛制御研究講座

【目的】オピオイド受容体（OR）はμ（μOR）, δ（δOR）, κ（κOR）の3つのサブタイプが存在
し、医療⽤⿇薬として使⽤されるオピオイド製剤は主にμORを介して鎮痛効果を発揮する。オピオイ
ド製剤は、⻑期使⽤により副作⽤の発現や鎮痛耐性を形成することから、副作⽤が少なくかつ鎮痛作⽤
が強⼒な新規鎮痛薬の開発が期待されている。近年、μ/δヘテロダイマーのアゴニストであるML335
がモルヒネと同等の鎮痛効果を⽰し、かつ鎮痛耐性を形成しにくいことが報告された。本研究室では、
これまでML335のμ/δヘテロダイマーへの活性を上回り、かつμORへの活性をほぼ⽰さないモルヒ
ナン誘導体SYK-663を⾒出した。そこで本研究では、SYK-663の誘導体を合成し、μ/δヘテロダイ
マーのみに特異的な活性を⽰す化合物の探索をcAMP活性を指標として評価した。
【⽅法】Human Embryonic Kidney 293（HEK293）細胞にμ, δ, μ/δを安定発現させた細胞を⽤い、
cAMPと特異的に結合することにより蛍光強度が減衰する蛍光バイオセンサーcADDis cAMP sensor
BacMam assayにより、SYK-663誘導体であるSYK-1269、1270、1271、1272、1273の５化合物の
cAMP活性を評価した。
【結果】SYK-1269、1270、1271、1272、1273はSYK-663と同様にμORに対する活性はほぼ⽰さな
かった。δORへの親和性及び活性はSYK-663と⽐して低下していた。⼀⽅μ/δヘテロダイマーに対す
る活性は、ML335,SYK-663と⽐してほとんど活性を⽰さなかった。SYK-1272、1273については、10
-8M〜10-5Mの濃度での活性が低下することが明らかとなった。
【考察】以上の結果から、SYK-663誘導体5種は、SYK-663に⽐べμ/δヘテロダイマーへの親和性が低
いことが明らかとなった。SYK-1269、1270、1271はSYK-663の構造に⽐し、かさ⾼い置換基が17位窒
素の近くにあることで受容体結合が妨げられ、μ/δヘテロダイマーへの親和性がSYK-663より低くな
ると考えられた。またSYK-1272、1273については、17位窒素に付加される2-プロピニル、2-プロぺニ
ル構造が⾼濃度での活性低下に寄与している可能性が⽰唆された。



P-06
漢方薬人参養栄湯の構成生薬、陳皮に含まれる

食欲増進シグナルを担うオレキシン1受容体活性化成分の同定

〇相磯 沙耶花1,2、福田 雅音1,2、室伏 美佳1,2、野中 美希2、宮野 加奈子2、浦 明日香1,2、吉田 遥香1,2、

藤井 秀明1、上園 保仁2

1北里大・薬・生命薬化、2東京慈恵医大・医・疼痛制御研

【目的】⼈参養栄湯は12種類の⽣薬から構成される漢⽅製剤で、⾷欲不振、病後の体⼒低下、疲労倦
怠感などに効果があり、特にがん患者のQuality of Life (QOL) の向上に⽤いられている。当研究室で
はこれまで、⼈参養栄湯が⾷欲中枢において⾷欲増進に関与するオレキシン1受容体（OX1R）を活性
化し、さらに12種類の構成⽣薬のうち、陳⽪がOX1Rの活性増強に寄与することを明らかにした。そこ
で本研究では、陳⽪に含まれる精油成分に着目し、OX1Rに対する活性化成分の同定を目的に研究を試
みた。
【⽅法】OX1Rを安定発現させた Human Embryonic Kidney 293 細胞を作製し、OX1Rのシグナル変化
を電気抵抗値として測定できるCellKeyTMシステムにより精油成分の解析を⾏った。実験には陳⽪に含
まれるフラボノイド成分、精油成分のうち、精油成分の主成分であるリモネン、リナロール、テルピネ
オールの3種類を⽤いた。また、活性が認められた成分については、OX1Rの阻害剤を⽤いてOX1Rに特
異的な活性を⽰すか否かの検討を⾏った。精油成分は⽔に不溶であるためDMSOとcremophorの2種類
の溶媒にそれぞれ溶解し、実験に使⽤した。
【結果】リモネン、リナロールおよびテルピネオールをOX1R発現細胞に投与したところ、DMSO溶媒
では⾼濃度リモネン、リナロールで有意な活性を⽰した。また、cremophor溶媒では⾼濃度リモネンの
みvehicleに⽐べ有意な活性化作⽤が認められた。またどちらの溶媒でも認められたリモネンのOX1R活
性化作⽤は、OX1R特異的阻害剤SB-674042により有意に抑制された。
【考察】本研究より陳⽪に含まれるリモネンは⾼濃度(10-4M)で有意なOX1R活性化作⽤を⽰し、また
その活性はOX1R特異的阻害剤によって有意に抑制されたため、リモネンはOX1Rへの直接活性化作⽤
を有すると考えられた。漢⽅薬の作⽤は各⽣薬の相互作⽤および⽣薬に含まれる成分同⼠の相乗効果な
どにより得られることが知られているため、現在陳⽪に含まれるフラボノイド成分と精油成分の組み合
わせによるOX1Rへの作⽤についての評価を⾏っている。



P-07
漢方薬「加味帰脾湯」によるTREK-1 K+チャネル阻害を介したオキシトシンニューロン

活性化の可能性

〇室伏 美佳1,2、坂本 雅裕2、吉田 有輝2、野中 美希2、宮野 加奈子2、相磯 沙耶花1,2、浦 明日香1,2、

吉田 遥香1,2、藤井 秀明1、上園 保仁2

1北里大・薬・生命薬化、2東京慈恵医大・医・疼痛制御研

【背景・目的】加味帰脾湯は14種類の⽣薬で構成され、神経症・精神不安・不眠症・貧⾎の改善に効
果がある漢⽅薬である。近年、加味帰脾湯の精神不安や神経症の症状改善作⽤は、オキシトシンニュー
ロンを介している可能性が報告されている。オキシトシン神経の興奮性を制御するイオンチャネルのひ
とつに、KCNK2(TREK-1) K+チャネルがあり、このチャネルはうつ病との関係性も指摘されている。
これまでの当講座の研究で、加味帰脾湯はTREK-1活性を濃度依存的に阻害し、6つの構成⽣薬、柴
胡、酸棗仁、当帰、⽣姜、茯苓および⻯眼⾁に抑制作⽤が認められている。そのうち酸棗仁、茯苓、⻯
眼⾁の構成成分には、16種類のうち11種類の成分に抑制作⽤が認められた。そこで本研究では、TREK
-1阻害作⽤が認められた残り3つの構成⽣薬、柴胡・当帰・⽣姜の構成成分について解析を⾏った。
【⽅法】TREK-1を安定発現させたHEK293細胞を⽤いて、FluxORTM Potassium Ion Channel Assayによ
り、TREK-1を透過するK+イオンに対する加味帰脾湯構成成分の作⽤を評価した。タリウムと結合する
蛍光⾊素を細胞内に導⼊し、K+チャネルアゴニストであるML335を⽤いてK+チャネルを開⼝させ、細
胞内に流⼊したタリウムと結合する蛍光⾊素の蛍光強度を測定することによりK+チャネルの活性を評
価した。
【結果】⽣姜構成成分10種類のうち9種類(9/10)、当帰構成成分10種類のうち6種類(6/10)、柴胡構成
成分6種類のうち3種類(3/6)、合計18種類(18/26)に阻害作⽤が認められた。
【考察】加味帰脾湯はTREK-1 K+チャネルの阻害作⽤を有し、さらに構成⽣薬においてもその作⽤が認
められた。加えて構成成分42種類中29種類に阻害作⽤があることを⾒出した。以上の結果より、加味
帰脾湯を構成する⽣薬14種類のうち6種類、その構成成分42種類のうち29種類がTREK-1活性を阻害す
ることがわかった。オキシトシンニューロンに発現しているTREK-1チャネル活性の抑制はオキシトシ
ンニューロンを活性化する可能性が考えられる。以上より、加味帰脾湯による精神症状の改善には少な
くともTREK-1活性阻害によるオキシトシンニューロンの活性化が関与していることが考えられた。



P-08
Duolink®近接ライゲーションアッセイを用いたμ/δORヘテロ二量体の可視化法の確立

：μ/δORヘテロ二量体制御による新規鎮痛薬開発を目指して

〇浦 明日香1,2、宮野 加奈子2、曽 友佳1,2、平山 重人1、唐木 文霞1、野中 美希2、相磯 沙耶花1,2、室伏 美佳1,2、

吉田 遥香1,2、藤井 秀明1、上園 保仁2

1北里大・薬・生命薬化、2東京慈恵会医科大・医・疼痛制御研

【背景・目的】オピオイド受容体（OR）はμ、δ、κの3種類があり、オピオイド製剤は主にμORを
介して鎮痛作⽤を発揮する。近年μとδで構成されるヘテロ⼆量体が脊髄や脳に発現し、その選択的ア
ゴニストは鎮痛耐性が少ないことが報告された。私たちは、μ/δヘテロ⼆量体の詳細な機能を明らか
にするため、μ/δORを共発現するHEK293細胞を⽤いて、細胞膜上でのμ/δヘテロ⼆量体を可視化
できるDuolink®近接ライゲーションアッセイシステムにより、ORアゴニストによるμ/δヘテロ⼆量体
の細胞膜上の発現変化の観察を⾏った。
【⽅法】HaloタグおよびT7タグをそれぞれ付加したHalo-μORおよびT7-δORを共発現させた
HEK293細胞を⽤い、Duolink®近接ライゲーションアッセイ法により、細胞膜上でのμ/δ⼆量体形成
を観察した。同アッセイは、オリゴヌクレオチドプローブ付加⼆次抗体を2種類⽤いて⾏う免疫染⾊
で、付加体が40 nm以内に近接化している時のみ蛍光標識されたDNAが増幅される。蛍光観察のため
anti-Haloタグおよびanti-T7タグの⼀次抗体を⽤い、次いでオリゴヌクレオチドプローブ付加2次抗体を
⽤いて解析を⾏なった。
【結果・考察】Anti-Halo、anti-T7の1次抗体を⽤いて、Duolink®近接ライゲーションアッセイを⾏っ
たところ、Halo-μ/ T7-δ共発現細胞のみで緑⾊蛍光が細胞膜上に観察され、Halo-μOR並びにT7-
δOR単独発現細胞では蛍光は観察されなかった。さらに、Halo-μ/ T7-δ共発現細胞にμORアゴニス
トDAMGO (10μM)、δORアゴニストSNC80 (10μM)およびμ/δORアゴニストML335 (10μM)を
37℃,75分間処置したところ、vehicle処置と⽐較し、全てのアゴニスト刺激で細胞膜上の緑⾊蛍光が減
弱した。以上より、アゴニストにより活性化されたヘテロ⼆量体が細胞膜上で減少したと考えられた。
以上、各種ORアゴニスト刺激で細胞膜上でのμ/δ⼆量体発現変化が観察されたことから、同アッセ
イはアゴニストやアンタゴニストによる細胞膜上の⼆量体の動態変化を解析できるツールとなることが
考えられた。



P-09
YAPのノックダウンは幼若心筋細胞の解糖系代謝を低下させる

〇岡本 寧々1、柏原 俊英1、那須 公貴1、佐渡島 純一2、中原 努1

1北里大・薬・分子薬理学、2ラトガースニュージャージー医科大・医・心血管研

（目的）幼若⼼筋は成熟⼼筋と⽐較してエネルギー産⽣を⼤きく解糖系に依存している。解糖系は、嫌
気的条件下でATPを産⽣するだけでなく、好気的条件下においても酸化的リン酸化によりATPを産⽣
したり、副側経路を介して中間代謝産物を様々な⽣合成経路に提供することで、細胞の成⻑や⽣存に重
要な役割を果たしている。Yes-associated protein 1(YAP)は、細胞の増殖、⽣存、エネルギー代謝等を
制御する転写共役因⼦である。幼若⼼筋細胞は成熟⼼筋細胞に⽐べYAPの発現が多いことが知られてい
るが、幼若⼼筋細胞の解糖系におけるYAPの役割は⼗分に調べられていない。そこで、本研究では新⽣
仔ラット⼼室筋細胞（NRVM）を⽤いて、YAPのノックダウンが幼若⼼筋細胞の解糖系に与える影響
を検討した。
（⽅法）初代培養NRVMにControl shRNA（Ad-shControl）⼜はYap shRNA（Ad-shYap）発現アデノ
ウィルスベクターを感染させ、無⾎清培地で5⽇間培養した後、各解析を⾏った。解糖系は細胞外酸性
加速度を測定し、評価した。解糖系関連遺伝⼦のmRNA量とタンパク質量は、それぞれ定量PCR法と
Western Blot法で測定した。
（結果）NRVMにおけるYAPのノックダウンは、基礎解糖能、解糖能、解糖予備能をいずれも有意に
減少した。YAPのノックダウンが解糖系及び解糖系副側経路の遺伝⼦発現に与える影響を検討した結
果、解糖系遺伝⼦のmRNA量では、Glut4、Hk2、Pfk1、Pkm1が有意に増加し、Pgk1、Pgam1、
Eno1、Pkm2が有意に低下した。解糖系遺伝⼦のタンパク質量では、Pfk1のみが有意に増加し、
Pgk1、Pgam1、Eno1が有意に低下していた。解糖系副側経路遺伝⼦のmRNA量では、グリセロリン脂
質合成経路の責任酵素であるGpdのみが有意に増加したが、タンパク質量では差があるものは認められ
なかった。
（結論）本研究より、NRVMにおけるYAPのノックダウンは、解糖系の主要酵素であるPgk1、
Pgam1、Eno1の発現を抑制し、解糖系代謝を低下させることが⽰唆された。このことから、幼若⼼筋
細胞においてYAPはPgk1、Pgam1、Eno1の発現を調節し解糖系を維持しているものと考えられる。



P-10
イソフルラン麻酔モルモットにおけるヒドロキシクロロキンの心臓電気生理学的作用

−キニジンとの作用比較−

〇吉葉 初希、永澤 悦伸、相本 恵美、高原 章

東邦大・薬・薬物治療学

【背景・目的】ヒドロキシクロロキンはマラリア感染症や全⾝性エリテマトーデス等の膠原病に対する
治療薬であり、最近ではヒドロキシクロロキンによるCOVID-19治療中にブルガダ症候群が顕在化した
との報告がなされている。ヒドロキシクロロキンと同様にキノリン誘導体であるIa群抗不整脈薬キニジ
ンとヒドロキシクロロキンの⼼臓電気⽣理学的作⽤の相違点を明らかにすることを目的に、イソフルラ
ン⿇酔モルモットの⼼臓内伝導および⼼筋再分極に対する作⽤を⽐較検討した。
【⽅法】Hartley系モルモットをイソフルランで⿇酔し、体表⾯⼼電図および頸動脈圧を測定した。右
外頸静脈から右⼼室に単相性活動電位（MAP）記録/電気刺激兼⽤電極カテーテルを挿⼊し、右⼼室の
MAP波形を洞調律および電気刺激下（刺激⻑300と250 ms）で記録した。ヒドロキシクロロキンまた
はキニジン（1、5および10 mg/kg）をそれぞれ10分間かけて静脈内に持続投与し、⼼電図指標ならび
にMAP持続時間（MAP90）の変化を経時的に観察した。
【結果】ヒドロキシクロロキンは、臨床⽤量相当の5 mg/kgから⼼拍数低下とQT間隔およびMAP90の
延⻑作⽤を⽰した。また、ヒドロキシクロロキンはその2倍である10 mg/kgの投与により、QRS幅、
PQ間隔を延⻑させた。⼀⽅、キニジンは、1 mg/kgから洞調律のMAP90を延⻑させ、5 mg/kgから⼼拍
数低下およびPQ間隔延⻑ならびにQT間隔とMAP90の延⻑を⽰し、10 mg/kgでQRS幅を延⻑させた。
【考察・結論】ヒドロキシクロロキンはキニジンと同様に⼼臓内伝導抑制作⽤および⼼筋再分極遅延作
⽤を有することが⽰された。ヒドロキシクロロキンの⼼筋再分極遅延作⽤は⼼臓内伝導抑制作⽤に⽐べ
て低⽤量から出現し、その延⻑作⽤はキニジンに⽐べて弱かった。⼀⽅、⼼臓内伝導抑制作⽤はヒドロ
キシクロロキンとキニジンでは同程度の強度で出現することから、ヒドロキシクロロキンの臨床⽤量付
近で出現するNa+チャネル抑制作⽤やCa2+チャネル抑制作⽤がブルガダ症候群の誘発に関与する可能性
が考えられた。



P-11
イバブラジンの徐脈効果が心室再分極時間延長作用に与える影響に関する薬理学的

分析

〇北野 遥、永澤 悦伸、相本 恵美、高原 章

東邦大・薬・薬物治療学

【目的】イバブラジンは過分極活性化環状ヌクレオチド依存性チャネルの抑制により⼼拍数低下作⽤を
有する慢性⼼不全治療薬であり、本薬による治療中にQT間隔延⻑や多型性⼼室頻拍の発⽣が報告され
ている薬物である。この有害事象にイバブラジン⾃⾝による徐脈作⽤が関連する可能性が考えられる
が、この関連性の詳細を検討した報告は知られていない。本研究ではイバブラジンの⼼臓電気薬理学的
作⽤を、hERG K+チャネルに対する作⽤強度がイバブラジンと同等であり徐脈作⽤がない抗ヒスタミ
ン薬ジフェンヒドラミンおよびhERG K+チャネル抑制作⽤がなくイバブラジンと同様に徐脈作⽤を有
するβ遮断薬ランジオロールを⽤いて⽐較検討した。
【⽅法】Hartley系モルモットをイソフルランで⿇酔し、体表⾯⼼電図および動脈圧を測定した。右外
頸静脈から右⼼室に単相性活動電位（MAP）記録/電気刺激兼⽤電極カテーテルを挿⼊し、右⼼室の
MAP波形を洞調律および電気的刺激によるペーシング下（300と250 ms）で記録した。イバブラジン
およびジフェンヒドラミンの評価では3⽤量（0.01、0.1および1 mg/kg）をそれぞれ10分間かけて静脈
内投与した。ランジオロールの評価では3⽤量（0.03、0.3および3 mg/kg/min）を静脈内持続投与し
た。⼼電図指標ならびに90％MAP回復時間（MAP90）の変化を経時的に観察した。
【結果】イバブラジンは0.1 mg/kgから、ジフェンヒドラミンは1 mg/kgで有意な⼼拍数低下、QT間隔
延⻑および洞調律ならびにペーシング下でのMAP90の延⻑を認めた。イバブラジンとジフェンヒドラミ
ンによるMAP90延⻑の程度を0.1 mg/kg同⼠で⽐較すると、洞調律下ではイバブラジンの効果が⼤き
かったが、ペーシング下では両薬物の作⽤は同程度であった。⼀⽅、イバブラジン 0.1 mg/kg投与時と
同程度の⼼拍数低下を⽰すランジオロールの3 mg/kg/minは洞調律下でMAP90を延⻑させ、その程度は
イバブラジンとジフェンヒドラミンが⽰すMAP90延⻑作⽤の差分に相当した。
【結論】イバブラジンの⼼室再分極遅延作⽤は主作⽤である徐脈作⽤により増強されるという関係性に
あり、0.1 mg/kgで観察されたその効果は相加的であることが薬理学的に⽰された。



P-12
非定型抗精神病薬ブロナンセリンとオランザピンが心室再分極相に与える影響

−イソフルラン麻酔モルモットを用いて−

〇伊東 紀香、篠崎 達郎、清水 美希、永澤 悦伸、相本 恵美、高原 章

東邦大・薬・薬物治療学

【目的】ブロナンセリンとオランザピンは、ピペラジン骨格を共通構造として有する非定型抗精神病薬
である。急速活性型遅延整流カリウム電流（IKr）に対するIC50は、モルモット単離⼼筋細胞を⽤いた

での検討でそれぞれ0.2および0.3 µMであり、 QT間隔延⻑の有害事象が複数報告されている。非
定型抗精神病薬は動物種により で⼼拍数増加作⽤を⽰す事例が報告されているため、本研究は反
射性頻脈が⽣じにくいイソフルラン⿇酔モルモットを⽤いて、ブロナンセリンとオランザピンの⼼室再
分極相に与える影響を検討した。⽐較薬として、両薬物と同様にピペラジン骨格を有し、IKrに対する
IC50が同程度であり、イソフルラン⿇酔モルモットで⼼室再分極相遅延作⽤が報告されているヒドロキ
シジンを⽤いた。
【⽅法】Hartley系モルモットをイソフルランで⿇酔し、体表⾯⼼電図および頸動脈圧を継続的に測定
した。右外頸静脈から右⼼室に単相性活動電位（MAP）記録/電気刺激兼⽤電極カテーテルを挿⼊し、
右⼼室のMAP波形を洞調律および電気刺激下（300と250 ms）で記録した。ブロナンセリン、オランザ
ピンの3⽤量（0.01、0.1および1.0 mg/kg）、ヒドロキシジンの2⽤量（0.1、1.0 mg/kg）をそれぞれ10
分間かけて静脈内に持続投与し、QT間隔ならびに90％MAP持続時間（MAP90）の変化を経時的に観察
した。
【結果】ブロナンセリン、オランザピン、ヒドロキシジンは、いずれも1.0 mg/kgでQT間隔と洞調律下
および電気刺激下（300 ms）のMAP90を延⻑させた。洞調律下のMAP90の最⼤変化量は、3薬物でそれ
ぞれ+14.1 ms、+10.4 ms、+17.5 msでほぼ同等であった。
【考察・結論】イソフルラン⿇酔モルモットで、1.0 mg/kgのブロナンセリンとオランザピンは、ヒド
ロキシジンと同程度の再分極相遅延作⽤を有することが⽰された。ただし、ブロナンセリンとオランザ
ピンの薬効相当量は0.1 mg/kgであり、ヒドロキシジンの薬効相当量の10分の1であることを考慮する
と、ブロナンセリンとオランザピンはヒドロキシジンに⽐べ、常⽤量での使⽤では⼼室再分極遅延作⽤
が出現する可能性は低いと考えられる。



P-13
デキストラン硫酸ナトリウム誘発腸炎モデルマウスを用いた炎症性腸疾患における膜

型プロスタグランジンE合成酵素-1の役割解析

〇日置 優花1,2、関谷 広樹1,2、久保 誠3,4、牛首 文隆5、北里 英朗3,6、市川 尊文2,3、小島 史章1,2,3

1北里大・医療衛生・薬理学、2北里大学大学院・医療系研究科・生体制御生化学、3北里大・医療衛生学部附

属・再生医療・細胞デザイン研究施設、4北里大学大学院・医療系研究科・臨床免疫学、5旭川医科大・医・薬理

学、6北里大学大学院・医療系研究科・環境微生物学

【目的】炎症性腸疾患（IBD）は下痢・⾎便や体重減少といった症状を呈する難治性の慢性炎症疾患で
あり、その病態の背景には免疫系の異常が密接に関わると考えられている。本疾患の病態形成機序の詳
細は未だ不明であるが、これまでにIBD患者の腸管組織においてプロスタグランジン（PG）E2の⽣合
成系の最終酵素である膜型PGE合成酵素−1（mPGES-1）が⾼発現することが報告されている。そこ
で本研究ではIBD病態におけるmPGES-1の役割を解明することを目的とし、特にT細胞免疫系に着目
した解析を⾏った。
【⽅法】実験動物にはC57BL/6系統のmPGES-1⽋損マウスおよび対照となる野⽣型マウスを⽤いた。
mPGES-1⽋損マウスならびに野⽣型マウスにデキストラン硫酸ナトリウム⽔溶液を7⽇間⾃由飲⽔させ
てIBD様腸炎モデルを作成した。腸炎病態は、下痢・軟便、体重減少といった腸炎症状をスコア化する
ことで評価した。また、⼤腸の組織学的解析を⾏い、⼤腸におけるmPGES-1の発現およびその局在を
解析した。さらに、⼤腸粘膜固有層単核細胞（LPMC）におけるTh17/Th1細胞の解析に加えて、CD4
抗体の投与によって⼀時的にCD4陽性のヘルパーＴ（Th）細胞の⼤部分を枯渇したマウスを⽤いて腸
炎病態の評価を⾏った。
【結果】腸炎誘発後の野⽣型マウスの⼤腸ではmPGES-1を⾼発現に認め、その発現は粘膜上⽪細胞な
らびに⼀部の炎症性細胞に局在していた。また、腸炎誘発後のmPGES-1⽋損マウスでは野⽣型マウス
に⽐べて、体重減少や下痢・⾎便症状をはじめとする腸炎症状の増悪を認め、これらを総合的に評価し
た総病態スコアは⾼値を⽰した。⼤腸を組織学的に解析した結果、mPGES-1⽋損マウスでは野⽣型マ
ウスに⽐べて、重度の粘膜障害と筋層の肥厚、病変部位への炎症性細胞の浸潤を認めた。更に、
mPGES-1⽋損マウスの⼤腸ではIBDの増悪因⼦であるIL-17やIFNγの発現が亢進していた。LPMC中
のIL-17およびIFNγを産⽣するTh17/Th1細胞を解析したところ、野⽣型マウスに⽐べてmPGES-1⽋
損マウスでTh17/Th1細胞の増加を認めた。そこで、抗CD4抗体を⽤いてTh細胞の⼤部分を枯渇した
mPGES-1⽋損マウスを作成して検討を加えたところ、Th17/Th1関連サイトカイン発現の減弱を伴っ
て腸炎病態は有意に抑制された。
【結語】mPGES-1/PGE2系は、腸炎病態で亢進を認めるTh17/Th1腸管免疫系を抑制的に制御するこ
とで、腸炎病態に対して保護的に働くことが⽰唆された。



P-14
小腸、大腸PDGFRα+細胞の生理機能解明

〇茶圓 貴志1、黒澤 珠希1、岸 和寿1、梶 典幸2、堀 正敏1

1東京大・院農学生命科学・獣医薬理学研究室、2麻布大・獣医

PDGFRαは間質細胞のマーカーであり、PDGFRα+細胞は組織の線維化や脂肪細胞の起源になるだけ
でなく、組織の維持に必要な細胞であることが分かっている。近年の研究により、PDGFRα+細胞は、
各起源臓器に特異的な性質を持つことが明らかになっている。⼤腸筋層のPDGFRα+細胞は平滑筋やカ
ハール介在細胞と電気的合胞体を形成することが知られているが、⼩腸のPDGFRα+細胞の機能はよく
分かっていない。今回、⼤腸と⼩腸のPDGFRα+細胞を⽐較したところ、細胞形態やPDGFRαの発現
強度が異なることが分かった。また、遺伝⼦発現⾯でも⼤腸のPDGFRα+細胞ではコラーゲン関連遺伝
⼦の発現が多いのに対し、⼩腸のPDGFRα+細胞ではKcn遺伝⼦などのチャネル／トランスポーター遺
伝⼦の発現が多いことがわかった。これらの結果から、⼤腸と⼩腸のPDGFRα+細胞は形態的にも機能
的にも異なる可能性が⽰唆される。



P-15
LPA刺激によるTRPC3チャネルを介した乳がん幹細胞の増殖機構

〇平田 尚也1、山田 茂1、柳田 翔太1,2、小野 敦2、安彦 行人1、西田 基宏3,4、諫田 泰成1

1国衛研・薬理、2岡山大・院医歯薬・薬、3九州大・院薬・生理学、4生理研（生命創成探究セ）・心循環シグナル

トリプルネガティブ型乳がん（TNBC）はエストロゲン受容体、プロゲステロン受容体およびHER2受
容体が陰性であり、早期に再発・転移する予後の悪い乳がんである。TNBCは癌幹細胞を多く含むこと
から、TNBC幹細胞の増殖機構を解明することにより新たな治療薬の標的分⼦が明らかになることが期
待される。
我々はこれまでに、乳がん幹細胞の機能的マーカーであるアルデヒド脱⽔素酵素（ALDH）の酵素活
性を指標にしたアッセイ系を⽤いて、リゾホスファチジン酸（LPA）刺激により、Gタンパク質共役型
受容体であるLPAR3を介して細胞内カルシウムが増加し、 ALDH陽性細胞の増殖が誘導されることを
報告した。そこで本研究ではカルシウムイオンチャネルによる増殖機構を検討し、さらに公的データ
ベースを⽤いた臨床的意義の検討を⾏った。
我々は、ALDH陽性細胞とALDH陰性細胞の遺伝⼦発現を⽐較したところ、TRPCファミリーの中で
TRPC3がALDH陽性細胞で発現が亢進していることを⾒出した。LPAによる細胞内カルシウムの増加
およびALDH陽性細胞の増殖は、TRPC3選択的阻害剤Pyr3によって阻害された。TRPC3のノックダウ
ンによっても同様の結果が得られた。これらの結果から、LPAによるTNBC幹細胞の増殖にTRPC3が
関与していることが⽰唆された。
次に、公的な臨床データベースを⽤いて、LPAR3とTRPC3と乳がんの予後を検討した。TNBC患者に
おいて、正常組織よりもがん組織においてLPAR3およびTRPC3の発現が亢進していることを⾒出し
た。さらに、TNBC患者の予後をKaplan-Meier Plotterで解析したところ、LPAR3およびTRPC3が⾼発
現の患者は予後不良であった。
以上の結果から、LPAはLPAR3の下流でTRPC3を活性化し、細胞内カルシウムの増加を介して TNBC
幹細胞の増殖を誘導することが⽰唆された。さらに、LPAR3およびTRPC3の発現はTNBC患者の臨床
情報と相関していることが⽰唆された。



P-16
軽症低ホスファターゼ症におけるビスホスホネート製剤の投与が硬組織に与える影響

〇高橋 有希1、平井 研吾2、石束 叡1、新谷 誠康2、笠原 正貴1

1東京歯科大・歯・薬理学講座、2東京歯科大・歯・小児歯科学講座

低ホスファターゼ症（HPP）は、組織非特異的アルカリホスファターゼ遺伝⼦の変異により、呼吸困
難、痙攣発作、成⻑障害、硬組織の⽯灰化不全、乳⻭の早期脱落を主徴とする遺伝性疾患である。
HPPの診断は、胎児エコーでの⻑管骨の低形成や彎曲、もしくは乳⻭の早期脱落を認めて初めてHPP
が疑われ、種々の検査を経て確定診断に⾄る。そのため、４歳以上の⼩児型HPPや成⼈型HPPはHPP
であるにも関わらず、HPPとの診断がつかずに骨粗鬆症と診断されることがある。その結果、骨粗鬆症
の治療薬として幅広く使⽤されているビスホスホネート（BP）製剤の投薬が⾏われる可能性があり、
HPPにBP製剤の投薬を⾏った結果、非定型⼤腿骨骨折を⽣じた事例もある。そこで本研究では、軽症
HPPモデルマウスである +/-を対象に、BP製剤投与が⼤腿骨に与える影響の解析を目的とした。
４週齢（⼩児型HPPを想定）と13週齢（成⼈型HPPを想定）の +/-マウスに、ゾレドロン酸（Zol）
を1 mg/kg（vol:200 µL）隔週、計５回の⽪下投与を⾏った。その１週間後に⼤腿骨のサンプリングを
⾏い、マイクロCT解析および組織学的解析としてHE染⾊を⾏った。コントロールとして、同⽇齢の

+/+マウスを⽤いた（DNA組み換え実験承認番号：DNA2101、動物実験承認番号：210706）。
+/-マウスは同⽇齢の +/+マウスと⽐較して、⽯灰化が遅い傾向にあった。Zolを投与すると、⼤

腿骨の骨形成がその時点で停⽌し、成⻑板軟骨および⼤腿骨頭に変性軟骨の異常増殖が確認された。
今回の結果から、①軽症HPP患者は同年齢の健常者と⽐較して、⽯灰化が遅れる傾向にあり、骨の成
⻑が停⽌する時期がズレること、②BP製剤を投与してしまうと変性軟骨が異常増殖を起こし、その結
果、⼤腿骨頭壊死などを起こすリスクが⾼くなる可能性があることがわかった。したがって、軽症
HPP患者と通常の骨粗鬆症患者との鑑別診断が重要であり、HPP患者に対し、BP製剤の投与を避ける
べきという⽇本⼩児内分泌学会のHPP診療ガイドラインは概ね妥当であることがわかった。



P-17
覚醒剤が体内時計に作用する過程をリアルタイムに可視化する

〇田中 杏実、高木 美沙、茂手木 ひなき、福島 汐里、野上 将大、浜田 和子、浜田 俊幸

国際医療福祉大・薬・年齢軸生命機能解析学分野

【目的】概⽇リズムの主振動体である体内時計中枢視交差上核（SCN）を経て、我々の体は外部の24
時間の明暗（LD）サイクルと同期しており、各組織に発現する時計遺伝⼦のリズムが外界環境に同調
して発現している。外部のLDサイクルへの時計遺伝⼦発現の脱同調による時計遺伝⼦発現の障害は、
様々な疾患の危険因⼦となる。LD条件下で⻑期間⽣体内での時計遺伝⼦発現リズムを測定すること
は、⽣体リズムの乱れに起因する疾患の病原性機序の解明に貢献できると考えられる。しかし現状、
LD条件下において⻑期間連続的に個体レベルで時計遺伝⼦発現リズムを測定することは困難であっ
た。本研究において、我々はLD条件下で⽣体深部の時計遺伝⼦発現リズムを測定するシステムを開発
した。本システムをもちいて、覚せい剤methamphetamine（MAP）がSCNで⽣体リズムをLD環境に
同調する機構を破綻させ睡眠⾏動リズム周期を⼤きく延⻑させた時、末梢組織である肝臓の 遺伝
⼦発現リズムがどのように変化していくかとらえられるか検討した。
【⽅法】時計遺伝⼦ ( )プロモーターにホタルluciferase ( )遺伝⼦を連結した Tgマ
ウスの肝臓に組織密着型センサー(TCS)を設置し、LD条件で⾃由⾏動させて 遺伝⼦発現リズムを
リアルタイムに測定した。LD条件はUltraviolet (UV) 光をもちいて⾏動リズムを同調させた。 遺
伝⼦発現量は光ファイバーを介して光電⼦増倍管でフォトンカウンティングすることにより測定した。
MAP慢性投与により誘発される⾏動リズム周期の延⻑と肝臓の 遺伝⼦発現リズム周期の関係は、
⾏動リズム周期と遺伝⼦発現リズムを同時に計測することで検討した。
【結果・考察】本研究において、我々はLD条件下で末梢組織の遺伝⼦発現を測定することに成功し
た。さらに、MAPの慢性投与によってLDサイクルから⾏動リズムが脱同調する過程において肝臓
遺伝⼦発現の経時的変化を測定することに成功した。将来、本システムをもちいて脳組織と末梢組織の
時計遺伝⼦発現リズムをLD条件下で測定することで、⽣体リズムのLDサイクル脱同調によって誘発さ
れる疾患（睡眠障害、糖尿病、乳癌）の発症機序の解明に貢献することができると考えられる。



P-18
時計遺伝子発現を利用した糖尿病の極めて初期段階をとらえる研究

〇高木 美沙、田中 杏実、茂手木 ひなき、福島 汐里、野上 将大、浜田 和子、浜田 俊幸

国際医療福祉大・薬・年齢軸生命機能解析学分野

【目的】糖尿病は疾患初期段階では体調異常が発⾒されず世界中で患者数が多い原因になっている。体
内時計機構はインスリン分泌に影響し、糖尿病を誘発する危険因⼦の⼀つに⽣体リズムの乱れがある。
⽣体リズムの乱れを検出することで糖尿病の初期段階をとらえることが期待される。⽣体リズムの乱れ
を計測するには⻑期間の全⾝の遺伝⼦発現を定量するシステムが必要である。今回、⽣体リズムの乱れ
を⾼感度に検出し糖尿病の極めて初期段階を⽑をもちいて簡易的にとらえることを試みた。【⽅法】時
計遺伝⼦ に ( )を連結した マウスをもちいて 遺伝⼦発現リズムを計測し、
⽣体リズムの乱れを可視化するシステムを独⾃に開発した。糖尿病モデルマウスを作製し、本システム
を⽤いて糖尿病が重篤化する過程の体⽑とひげの 遺伝⼦発現を計測した。【結果】糖尿病誘発薬で
あるSTZ投与により糖尿病モデルマウスを作製し、⽣体リズムの乱れから糖尿病発症および重篤化まで
の 遺伝⼦発現を⾃由⾏動マウスの⼤脳⽪質、嗅球、肝臓、⽪膚部位からリアルタイムに計測する
ことに成功した。STZの投与により⾎中グルコース濃度が上昇し糖尿病を誘発する。⾎糖値の上昇にと
もないマウスの外⾒は変化し糖尿病の重篤化にともない背を丸める姿勢をとり⽑並みも悪くなることが
観察された。遺伝⼦発現リズムに関してはSTZ投与後、1⽇以内に急激な 遺伝⼦発現上昇が惹起さ
れた。その後、 遺伝⼦の⾼発現が継続し、発現リズムが消失した。 遺伝⼦の急激な⼀過的発
現増加は、糖尿病を発症していない⾎糖値が⾼くない時期に検出された。すなわち、急激な 発現上
昇の後、⾏動リズムの消失および⾎糖値の上昇が誘発され、糖尿病を誘発したと考えられる。さらに

遺伝⼦発現の異常な増加をより簡易的に⽑1本から検出することに成功した。体⽑では糖尿病発症
前に、ひげでは発症後に 遺伝⼦発現上昇を検出できた。【考察】⾎糖グルコースが上昇し、糖尿病
になるまでの過程をリアルタイムに解析したことで、糖尿病の極めて初期段階を⽑でとらえることがで
きたと考えている。



P-19
二卵性双生児男女由来iPS細胞を用いた創薬応用

〇若林 聖士1、長田 千尋1、齋藤 桜子1、坂本 多穗1、山口 賢彦1、砂川 陽一2、諫田 泰成3、森本 達也2、

黒川 洵子1

1静岡県立大・薬・生体情報分子解析、2静岡県立大・薬・分子病態、3国衛研・薬理部

循環器系疾患など⽣殖器関連疾患以外にも発症性差があり、薬物の作⽤・副作⽤に性差がみられること
が臨床的に⽰され、薬物治療・創薬において性別が考慮すべき個⼈差として注目を浴びている。性ホル
モンの違いに起因する動脈硬化進展やQT延⻑毒性の性差だけでなく、最近は、X染⾊体上遺伝⼦が関
与するがんや膠原病の発症性差が報告されるなど、性差形成に関連する分⼦機構は複雑さを増し、メカ
ニズムは理解されていない。そこで、我々は、臨床でみられる病態や薬物反応における性差の分⼦機構
を解析することを目的とし、ヒトiPS細胞を⽤いた 実験系を構築することを発案した。ヒトiPS
細胞はドナーの背景・樹⽴⽅法・実験者等の違いにより、結果が⼤きくばらつくという課題を抱える。
この問題を解決するために、遺伝的背景が近く同年齢の⼆卵性男⼥双⽣児からiPS細胞株を同時に樹⽴
したので、本発表にて進捗を報告する。
【⽅法と結果】20代アジア⼈の⼆卵性男⼥双⽣児より以下の⽅法によりiPS細胞を樹⽴した。各被験者
から採⾎し、A・Bと記号をふりランダム化した。⾎液から調整した活性化T細胞にセンダイウイルスベ
クターを⽤いて⼭中4因⼦（OCT3/4, SOX2, KLF4, c-MYC）を導⼊して、iPS候補細胞株（検体A：13
株、検体B：19株）のクローンを作出した。iPS細胞株の多分化能については、NANOG, OCT3/4の発
現量をRT-qPCRで検証した後、免疫染⾊で確認した。RT-qPCRによる質的検証により、NANOGおよ
びOCT３/４のいずれも陽性を⽰した株は検体Aより３株、検体Bより９株であった。さらに、三胚葉
分化能をRT-qPCRにより株ごとに検証し、A３株、B３株を分化誘導の対象として選別した。なお、採
⾎前の問診と臨床検査の結果、被験者はともに健常であり、男⼥共通の基準値である検査項目について
は類似の値を⽰し、⼼電図QTC間隔や⾚⾎球数などでは性別ごとの基準値を反映する値を⽰した。
【今後の展開】選択した株を⽤いて、未分化状態および⼼筋分化誘導後での遺伝⼦発現における性差解
析、分化⼼筋細胞の機能における性差解析を実施することにより、性染⾊体由来の性差を含む統合的な
理解を目指す。



P-20
慢性容量負荷とisoproterenol慢性負荷が心機能に与える影響

―動静脈瘻モデルラットを用いた検討―

〇清水 彩音、相本 恵美、永澤 悦伸、高原 章

東邦大・薬・薬物治療学

【目的】動静脈瘻（Aorto-venocaval shunt; AVS）形成術は⼼不全を惹起する実験⼿法のひとつであ
り、容量負荷の増⼤により術後１週間から⼼肥⼤・拡⼤を誘発するが、⼼機能低下に⾄るには約4か⽉
を要することが知られている。本研究では、慢性容量負荷とisoproterenolによる慢性的なβ受容体刺激
の組合せが⼼機能に与える影響を、動静脈瘻モデルラットを⽤いて検討した。
【⽅法】Wistarラット（n=20）を実験に⽤い、AVS形成術とisoproterenol（ISO; 25 µg/h）投与の有無
により、ラットを4群（Sham群、Sham+ISO群、AVS群、AVS+ISO群）に分けた。⿇酔下で開腹し、
腹部⼤動脈−下⼤静脈間にAVSを作製後、isoproterenolを充填した浸透圧ポンプを腹腔内に留置して閉
腹した。術後25-28⽇の時点でラットを⿇酔し、⼼臓超⾳波検査による⼼機能評価と解剖学的評価を
⾏った。
【結果】Isoproterenolを負荷した動物群では⼼拍数に増⼤傾向が認められた。AVS群の左室収縮・拡張
末期容積（左室⻑軸断層像）はSham群に⽐べ有意に増⼤し、AVS＋ISO群ではAVS群に⽐べ約30％減
少した。AVS群の⼼拍出量はSham群に⽐べ有意に増⼤し、AVS＋ISO群ではAVS群に⽐べ約25％減少し
た。AVS+ISO群の左室駆出率はSham群およびAVS群と同程度であった。AVS群の⼼房収縮期流⼊⾎流
速波形（A波）はSham群に⽐べ増⼤傾向が認められ、AVS+ISO群ではより顕著で有意な増⼤が観察さ
れた。拡張能の指標である左室流⼊速波形（E波）とA波の⽐（E/A）はAVS群とSham群で同程度で
あったが、AVS+ISO群では有意な減少が⾒られた。Sham+ISO群の各指標はいずれもSham群と同程度
の値であった。
【結語】AVSによる慢性容量負荷とisoproterenol負荷の組み合わせにより、4週間で左室拡張機能が低
下することを⾒出した。左室駆出率が維持されていたことから、AVS+ISO群のラット⼼臓では左室駆
出率が保持された⼼不全（HFpEF）に類似した病態⽣理学的変化が⽣じていると考えられた。



P-21
アミオダロン静脈内投与による抗心房細動作用

－心房細動モデルラットを用いた検討－

〇渡邊 理生、相本 恵美、永澤 悦伸、高原 章

東邦大・薬・薬物治療学

【背景】アミオダロン静注薬の本邦における保険適⽤は⼼室性不整脈に対する治療に限られ、⼼房細動
には認められていない。アミオダロン静注薬の抗⼼房細動作⽤特性を明らかにするため、我々がこれま
でに動静脈瘻（aorto-venocaval shunt: AVS）術を⽤いることで構築した⼼房細動持続時間が異なる２
つの動物モデルを⽤い、アミオダロン静脈内投与による抗⼼房細動作⽤を⽐較検討した。
【⽅法】Wistarラットを⿇酔下で開腹し、腹部⼤動脈−下⼤静脈間にAVSを作製し、浸透圧ポンプを腹
腔内に留置して閉腹した。アルドステロンを充填した浸透圧ポンプの有無によりラットを2群 （AVS
群：n=6、AVS+Aldo群：n=3）に分けた。術後25-28⽇の時点でラットを⿇酔し、⼼房中隔に留置した
電極カテーテルにより電気⽣理学的評価を⾏い、アミオダロン（10, 20 mg/kg）静脈内投与の効果を検
討した。
【結果】AVS+Aldo群では、バーストペーシング誘発⼼房細動の持続時間はAVS群に⽐べて約16倍⻑
く、P波幅、PR間隔およびQT間隔の有意な延⻑と⼼房有効不応期（AERP）の有意な短縮を伴ってい
た。AVS群に投与した⾼⽤量のアミオダロンはP波幅、QRS幅、PR間隔、QT間隔およびAERPを有意
に延⻑させ、その変化量はそれぞれ+5 ms, +3 ms, +7 ms, +14 msおよび +44 ms であった。⼀⽅で、
AVS+Aldo群における同⽤量のアミオダロンによる各指標の変化量はそれぞれ+1 ms, ±0 ms, −2 ms,
+21 msおよび+37 ms であり、QT間隔のみが有意に延⻑した。バーストペーシング誘発⼼房細動の発
⽣率と持続時間は両群においてアミオダロンの⽤量依存的に減少し、AVS群およびAVS＋Aldo群におけ
る⾼⽤量での⼼房細動持続時間の短縮率はそれぞれ69％と94％であった。
【結論】アミオダロンの静脈内投与は、両群において抗⼼房細動作⽤を⽰した。特にAVS+Aldoラット
でアミオダロンが⼼臓内伝導に関連する⼼電図指標に影響を与えることなく抗⼼房細動作⽤を発揮した
ことは、⼼房細動に対するアミオダロン静注薬の作⽤特性として安全性の観点から興味深い知⾒であ
る。



P-22
内向き整流性KチャネルIK1阻害が摘出心房の電気生理学的特性に与える影響

–IKACh阻害との比較–

〇廣畑 茂音、鈴木 稜平、相本 恵美、永澤 悦伸、高原 章

東邦大・薬・薬物治療学

【目的】内向き整流性K+チャネルは⼼房筋細胞の静⽌膜電位維持や活動電位再分極相形成に寄与す
る。IKAChは⼼房選択的抗不整脈のターゲットとして近年までに注目され、その阻害薬の薬理作⽤に関
する研究が多く⾏われてきたが、IK1阻害薬の作⽤に関する情報は少ない。本研究では、近年開発され
た選択的IK1遮断薬ペンタミジンアナログ6 （PA-6）が⼼房の電気⽣理学的特性に与える影響を⼼房拡
⼤を有する動静脈瘻（aorto-venocaval shunt : AVS）ラットを⽤いて検討し、その効果を選択的IKACh阻
害薬tertiapinと⽐較した。
【⽅法】Wistarラットを⿇酔下で開腹して腹部⼤動脈と下⼤静脈間でAVSを作製し、4週間後に摘出し
た⼼房を⽤いて伝導速度と有効不応期を測定した。PA-6の作⽤は200 nMを添加して30分毎に120分後
まで、tertiapinの作⽤は1, 10, 30, 100 nMの各濃度を添加した後に評価し、それぞれの作⽤をShamラッ
ト⼼房における効果と⽐較した。
【結果】PA-6はAVS群（n=7）で⼼房内伝導速度の低下傾向と有効不応期の有意な延⻑作⽤を⽰し、こ
れらの作⽤はSham群（n=6）の⼼房では認めなかった。TertiapinはAVS群（n=5）で有意な⼼房内伝
導速度低下作⽤と有効不応期延⻑作⽤を⽰し、その効果はSham群（n=6）でも認められたが、その程
度はいずれもAVS群の⽅が⼤きかった。AVS群の⼼房内伝導抑制作⽤の程度は、IK1に対し100％阻害を
⽰す200 nMのPA-6で‒16%、IKAChに対し100%阻害を⽰す100 nMのtertiapinで‒43%であり、⼀⽅、有
効不応期延⻑作⽤の程度はそれぞれ+13%および+101%であった。伝導速度と有効不応期の積として算
出される興奮波⻑はPA-6によりほとんど影響を受けなかったが、tertiapinでは延⻑傾向を⽰した。
【結論】IK1阻害薬はAVS群で伝導速度低下と有効不応期延⻑作⽤を⽰し、催不整脈効果と抗不整脈効
果の双⽅を呈する可能性が⽰された。⼼房筋の静⽌膜電位はAVS群でやや浅いことが確認されているこ
とから、Sham群とAVS群の⼼房におけるIK1阻害薬の効⼒の違いには静⽌膜電位維持⼒や再分極予備能
の低下が寄与することが推定され、この作⽤特性は内向き整流性K+チャネル阻害薬に共通したものと
考えられた。
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