光緒新政期における辺境地域の鉄道政策研究
A Study on railway policy at the frontiers in the New Administration period of Guangxu
研究代表者 程 楽（文学研究科史学専攻後期課程 3 年）
指導 教授 千葉

正史

印

研究期間／2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
キーワード／①光緒新政 New Administration period of Guangxu
②モンゴル Mongolia
③京張鉄路 Jing-Zhang Railway
④袁世凱

Yuan ShiKai

平成 31 年度交付額／560,000 円
研究発表／学会および口頭発表
〔口頭発表〕
・
「清末における袁世凱と京張鉄道の建設について」
東洋大学院生研究発表会、2019 年 7 月 6 日、東洋大学白山校舎
・
「モンゴル地域における清末新政の実施と京張鉄路の建設」
東洋大学アジア文化研究所創立 60 周年記念・第 14 回年次集会、2020 年 1 月 25 日、東洋大学白山
校舎 8 号館 7 階 125 記念ホール
研究経過および成果の概要
1、研究方法
本研究では、主にⅠは档案史料（上奏文及び清末の政府機構において編集された史料）、Ⅱは現在編
集された史料集、を利用して研究を行う。以上の史料を利用しようとすれば、中国及び日本に所蔵され
ているものを調査する必要がある。
まず、档案史料の重要性を説明する。申請者の対象とする時代は清朝末期（1901～1911）であるので、
その当事者が残した一次史料である档案史料は申請者の研究に大きな意義（有用性）を有する。ただし
Ⅰの場合は、未公開の档案史料が多いため、入手しようとすれば、中国各地の档案館において所蔵する
档案の調査を行う必要がある。このような档案は、北京の第一歴史档案館、及び台北の故宮博物院・中
央研究院近代史研究所に所蔵されている。またⅡの場合は、近年中国における清末鉄道に関する史料集
が陸続と出版された。日本の東洋文庫・東京大学東洋文化研究所・国立国会図書館には、これら史料集
のごく一部分のみ所蔵している状況であり、より多くの史料を見るためには中国の図書館を利用する必
要がある。そのため、Ⅱを調査するため(例えば『中国近代鉄路史資料選輯』
、『商部会查路鉱奏摺』な
ど）
、北京の国家図書館に行くことが必須である。そこで、2019 年の夏季休暇期間を利用し、中国にお
いて史料調査をした。
また、日本において、申請者は主に東洋文庫・東京大学東洋文化研究所・国立国会図書館の蔵書を利
用した。日本国内の調査を行う際、主に史料についての閲覧・複写を行った。
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2、研究経過および成果の概要
本研究は、まず光緒新政期に清朝政府が藩部に向けて建設した京張鉄道の建設決定の経緯を突き止め
る。さらに清朝政府の京張鉄道建設と辺境地域の統合との関係を解明する。
まず、京張鉄道の建設決定の経緯について、従来の研究ではこの問題について殆どとり上げなかった。
申請者は夏季休暇期間を利用して、中国において入手した档案史料に基づき、その建設決定の経緯を明
らかにした。京張鉄道は最初の商辦計画（民営）から官辦（官営）になる建設決定の経緯を明らかにす
ることにより、これまでの中国における研究、清朝政府の売国説に一石を投じる（反証する）ことがで
きる。さらに商辦計画が清朝政府に取り下げられた理由は、商辦計画の資本と帝国主義国家（ロシア）
との関与があると考えられる。さらに言えば、中国における民族資本家は反帝国主義という評価に疑問
を投げかけるものである。
この研究成果は「京張鉄路の建設決定過程の考察―商辦建設計画から官辦建設の決定へ」という論文
に纏めている。2020 年度に発表の予定である。
また、京張鉄道の建設と清朝政府の辺境統治との関係を解明する。ただし、現在入手した史料では、
京張鉄道の建設とともに、同鉄道の終点である張家口の商業が盛んになったことを示すに止まり、一部
を解明しただけである。しかし当時の中国北方における国際情勢を見ると、清朝政府が京張鉄道を建設
した理由は、政治・軍事的な目的も考察する必要性がある。この課題については、いまだ十分に解明で
きていない。今後の課題として続けて研究を行う予定である。
3、今後の研究における課題または問題点
先述したように、京張鉄道の建設と清朝政府の辺境統治との関係を未だ十分に解明できていない。こ
の課題を解明しようとすれば、二つの問題を解決する必要がある。具体的には、第一は、清朝政府は京
張鉄道をなぜ建設したのか、その目的はどこにあったのかということである。現在の史料によると、主
に商業の繁栄を促進するためであった。しかし官辦になる理由は、ロシア資本の関与及び日露戦争時期
に清朝政府のロシアに対しての警戒、さらに後に張家口に駐在していた察哈爾都統の上奏文によると、
京張鉄道の建設はモンゴル地域の統合をするためということが新たに分かった。しかし、地方官僚であ
る察哈爾都統の意見は清朝政府の考えと一致するかどうか、史料の証明が必要である。
第二は、ロシアの動向である。この時期、清朝政府はロシアを極めて警戒していた。特に、京張鉄道
を立案・建設していた時期（1903～1909 年）にロシアは、中国北方に「侵入」を計った（実際に動い
た）か。並びにこのような「侵入」と京張鉄道との関連性はあったのか、という問題を突き止める必要
がある。
今後さらに史料調査に励み、新たな史料を発見したいと考えている。可能であれば、ロシアに所蔵す
る档案史料を利用して、この二つの問題の解明を目指す。
Summary
The title of this research is ‘A Study on railway policy at the frontiers in the New Administration
period of Guangxu’. This research mainly based on the historical archival documents that keep in
Japan and China. This research can be divided into two parts, first, the decision making process on
Jing-Zhang Railway; second, the relation between the construction of Jing-Zhang Railway and Qing
government’s rule at the frontiers.
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For the first part, based on the historical archival documents that author has collected at Beijing
during summer holiday, the process of constructing Jing-Zhang Railway from commercial
construction to government construction is clarified. By clarifying the decision making process on
Jing-Zhang Railway, 2 conclusions are made: ① questioning the negative evaluation towards Qing
government in the Chinese academic circle; ② questioning the anti-imperialism of national
capitalists. Especially, one of the reasons why Qing government replaced the commercial
construction on Jing-Zhang Railway by government construction is the capital source of the
national capitalists may come from imperialist countries such as Russia at that period.
For the second part, due to the limited historical archival documents, it is not possible to analyze
the relation between the construction of Jing-Zhang Railway and Qing government’s rules on
frontiers, and it is difficult to draw a conclusion that the Qing government had political or military
reasons when constructing the Jing-Zhang Railway at that period. Therefore, further study is
needed to solve this problem. However, through the collected historical archival documents, it is
clear that the construction of Jing-Zhang Railway plays a key role in flourishing the business
environment at Zhangjiakou.
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民団系のエスニック・チャーチの組織的変容―在日大韓基督教会を事例に―
Organizational Transformation of Ethic Church in Cooperation with
Mindan: A Case Study of the Korean Christian Church in Japan
研究代表者 荻 翔一（社会学研究科社会学専攻）印
指導教員

高橋 典史

印

研究期間／2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
キーワード／①在日大韓基督教会 The Korean Christian Church in Japan
②在日本大韓民国民団（民団） The Korean Residents Union in Japan (Mindan)
③在日本朝鮮人総連合会（総連） The General Association of Korean Residents
(Soren)
④在日コリアン
2019 年度交付額／

Zainichi Koreans (Korean residents in Japan)

560,000 円

研究発表／学会および口頭発表
・荻翔一、2020、「在日コリアン教会の歴史的展開に関する社会学的研究―エスニック・チ
ャーチの継承／変容に注目して―」
（博士論文）
・荻翔一、
「在日コリアン教会におけるコリアンの多様化と教会運営の模索―主日礼拝にお
ける日本語の導入・位置づけをめぐって―」（仮題）松本誠一編『東アジアの島嶼とコミ
ュニティ』
（仮題）
、岩田書院（2020 年中に公刊予定）
研究経過および成果の概要
１．研究方法
戦後の在日コリアン社会は南北の分断を背景に、在日本大韓民国民団（民団）と在日本朝鮮人総
連合会（総連）という二つの民族団体に分断されてきた。韓国政府を支持する民団と北朝鮮政府を
支持する総連は一時期、死傷者を出すほどの対立を経験してきた。
こうした在日コリアン社会の分断状況の中で、宗教（組織）がどのような立場にたっていたのか
という点に注目した先行研究はほとんどない。そこで本研究が注目するのが、在日コリアンが中心
となって設立したキリスト教会（在日コリアン教会）である。これまで筆者は、在日コリアン教会
の大半が所属する在日大韓基督教会を事例に、戦後、反共思想を強めつつ、各地の民団と協力・連
携することで個別教会の再建をスムースに進めてきたこと、それゆえ総連系の同胞との対立・断絶
に直面したことを明らかにした。簡潔に言えば、在日大韓基督教会は分断の枠組みをベースに民団
系同胞のエスニック・チャーチ（＝「民族教会」）として戦後、再建を果たしたのである。しかし
ながら、近年では朝鮮学校の無償化裁判を支援するなど、イデオロギーの垣根を越えた活動を展開
している。在日大韓基督教会は、なぜこうした活動をする組織へと転換していったのだろうか。
以上の問題関心から、本研究では、在日大韓基督教会を事例に、民団系同胞のエスニック・チャ
ーチから「脱皮」し、総連系同胞を含めた活動を展開するに至った要因を明らかにすることを目的
16

とした。
調査方法としては、主に文献調査を行った。具体的には、在日大韓基督教会発行の資料に加え、
各々の個別教会でも内部資料を収集・分析した。また補足的にこれまで社会活動を行ってきた在日
大韓基督教会所属の教会において、インタビュー調査も行った。
２．研究経過および成果の概要
以下では、①教団と②個別教会に分けて、その活動の概要を整理する。
①教団
当初、総連は全国組織を有しているマジョリティの団体であったのに対し、民団はわずかに数千
人のマイノリティ集団であった。そうした中で、在日大韓基督教会は、基本的に民団と軌を一にし
た活動を行ってきた。
その後、日韓の政府の間で日韓基本条約が調印され、国交が樹立されたり、民団が総連系同胞の
母国訪問団事業を開始（1975～1995 年）するなどし、総連系同胞の取り込みにある程度成功する
などし、民団優位の状況へと変化していった。
それに対して、在日大韓基督教会は 1960 年代末以降、教会再建がある程度落ち着くにつれて「キ
リストに従ってこの世へ」という宣教理念を掲げ、日本で差別的境遇にある在日コリアンの問題状
況の改善に注力するようになった。これは、他の民族団体と比しても先駆的だといえる。1970 年
代には日立製作所の就職差別事件の裁判の支援、1980 年代には指紋押捺撤廃運動への参与、そし
て近年は朝鮮学校の無償化裁判の支援などがその代表的な活動としてあげられる。
②個別教会
個別教会では前述した就職差別事件の裁判の支援や指紋押捺撤廃運動にも関わってきたが、それ
とは別個に、総連系の同胞にもアプローチできるような独自の社会活動を行ってきた。以下、各教
会の具体例を紹介する。
京都府京都市の A 教会（1919 年設立）は、総連系の同胞を含めた活動を行った先駆的な教会で
ある。同教会は 1950 年代頃から、イデオロギーの垣根を超えて、同胞の葬儀・結婚式等の場面で
教会の慶弔部（時には全教会員）がサポートに入るようになった。
愛知県名古屋市の B 教会（1928 年設立）は、1980 年代から高齢者介護を開始し、同地域の日本
人や在日コリアンが利用するようになった。大阪府大阪市生野区の C 教会（1921 年設立）では、
2000 年代から地域に住む高齢者に向けた生涯学習支援活動を行っており、総連系の同胞も一部、
参加しているという。
神奈川県川崎市の D 教会（1947 年設立）では、1969 年に保育園を開設、国籍・民族・宗教の区
別なく誰でも入園できるものとして、日本人や在日コリアンの児童が集うようになった。さらにそ
の後、社会福祉法人を立ち上げ、1980 年代に同地域に民族差別撤廃のための施設を開設するなど、
地域社会を拠点に活動を続けている。
以上を整理すると、在日大韓基督教会は 1960 年代末に、同胞全般への社会的な支援の必要性を根拠
づける宗教的理念を掲げたことを機に、その理念に立脚して、民団とは異なる路線で総連系同胞にもア
プローチできるような社会活動を展開するようになったといえる。
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加えて、所属する個別教会では、教団レベルではみられない各地域に根差した独自の活動を行ってい
るケースが複数みられた（そのなかには、教団の宗教的理念に先んじて行われてきたものもあった）。
個別教会は民団・総連という枠組みを超えた同胞全般が直面する各地域での課題に対処する中で、総連
系同胞も対象に含めた社会活動を開始するようになったと考えられる。
３．今後の研究における課題または問題点
1970 年代以降は、アメリカにおける黒人神学や韓国における民衆神学の形成など海外キリスト
教の進歩的な神学の台頭があげられる。キリスト教はトランスナショナルなネットワークを有して
いることから、在日大韓基督教会が掲げた宗教的理念が、どの程度、それらの神学の影響を受けて
いたのかについて今後検討する必要があると考える。
Summary
Zainichi Korean society—comprised of Korean residents in Japan—has been divided in
opinion between North Korea and South Korea following WWII. One example of this division is
the ethnic association (the Korean Residents Union in Japan, hereafter called Mindan) that
supports the South Korean government, and the other is the ethnic association (the General
Association of Korean Residents, hereafter called Soren) that supports the North Korean
government. This study aimed to elucidate the factors that Zainichi Korean churches, founded
by Mindan (members), initiated activities to involve Soren (members). The focus of the study is
the Korean Christian Church in Japan (KCCJ), which most of Zainichi Korean churches belong
to. This study mainly uses a literature survey for data collection.
Results of the research show that KCCJ set missions after 1980s toward reconciliation
between Mindan and Soren and contributions to unite North and South Korea in peace. In
recent years, the groups have been supporting trials that demand free education for South
Korean schools in Japan. This is because at the end of 1960s, the KCCJ created the religious
idea that signifies the need for social support for all Zainichi Koreans.
On the other hand, individual churches belonging to the KCCJ have also developed their
own social activities rooted in the local community—which can include Soren members. For
example, there is support for children who cannot enter a nursery school due to ethnic
discrimination and support for elderly people who have problems with social isolation and
literacy. Childcare and support for the elderly were common issues for all Zainichi Koreans
regardless of whether they were Mindan and Soren members. It seems that each church has
begun to work on Soren members as it addresses the local issues of Zainichi Koreans.
Future issues include the need to consider how the KCCJ's religious idea was created,
particularly from the perspective of which it is influenced by the progressive theology that had
formed at the time in the United States and South Korea.
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トレーニングによるセルフコントロール向上のメカニズムの検討
Detailed examination of the improvement of self-control by training
研究代表者 沓澤 岳（社会学研究科社会心理学専攻） 印
指導教員 尾崎 由佳 （社会学部） 印
研究期間／2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
キーワード／①自己統制 Self-control
②トレーニング Training
③抑制 Inhibition
④注意制御 Attention control
⑤汎化 Generalize
2019 年度交付額／700,000 円
研究発表／学会および口頭発表
1.

Gaku Kutsuzawa, Yuka Ozaki (2020). Self-control improvement is mediated by improving attention
control. 20th Annual Convention of Society for Personality and Social Psychology. February 29,
2020

研究経過および成果の概要
１． 研究方法
これまでのセルフコントロールのトレーニングに関する様々な先行研究では、ひとつの自動的な
反応の抑止を反復することにより，トレーニングをした課題だけではなく，幅広い汎用的なセルフ
コントロールを向上させられることがわかっている。しかし，トレーニングのどの部分がセルフコ
ントロールの向上に影響を及ぼしているかに関して不明瞭な点が多く、なぜトレーニングをするこ
とによりセルフコントロールが向上するのかという“メカニズム”の部分に関する問いに答えるこ
とができていない。そこで本研究では、考えられる要因の中でも特に，注意制御の向上がセルフコ
ントロールの向上にもたらす影響に関して焦点を当てた検討を行った。
本研究の全体の概要として参加者は、まず事前セッションに参加し、セルフコントロールの事前
測定に取り組む。その翌日からトレーニングを開始し、事前セッションから14日後にセルフコン
トロールの事後測定に取り組む。本研究で用いるトレーニング方法として，a)ストループ課題（不
一致試行のみ呈示），b)ストループ課題（一致試行のみ呈示），c)五分前行動，d)トレーニングな
し，の4種類を用いて研究を行った（bとdは統制条件）。トレーニング効果の測定として、2つの
場面におけるセルフコントロール指標を使用した。(1)ストップシグナル課題：衝動抑制の処理速
度を測定する認知課題。呈示刺激に対する衝動的な反応を、シグナル音が鳴った時にだけ抑制する
ことが求められる。 (2)生活習慣評定：学習行動や健康維持など、日常生活における規律的な振る
舞いを自己評定する。セルフコントロール向上のメカニズムを検証するための媒介変数の測定とし
て、注意制御の程度を測定するために、ヴィジュアルサーチ課題を用いた。実験条件においてヴィ
ジュアルサーチ課題の成績の向上とストップシグナル課題の成績の向上関連が見られた場合、セル
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フコントロールの向上が注意制御の向上によってもたらされていると解釈できる。本研究の予測と
して、実験条件は統制条件と比べ、セルフコントロール指標の改善度が大きいだろう。また、実験
条件において、トレーニングの実行回数→注意制御の向上→セルフコントロール指標の改善度とい
う媒介関係が示されるであろう。セルフコントロールの向上は生活習慣指標の改善と関連するだろ
うという予測のもと研究を行った。
2.

研究経過および成果の概要
実験参加者44名（男性13名, 女性30名, その他１名, 平均年齢19.55歳, SD=1.25）が実験に参加し，
2週間のトレーニング期間前後で測定に取り組んだ。その結果，実験条件（ストループ課題（不一
致）と五分前行動）においてのみ指標改善の傾向が見られた。この結果は，自動的な反応の抑制の
反復がセルフコントロールの向上をもたらす可能性を示唆するものである。注意制御に関しては，
トレーニング期間後の課題指標の向上が見られたが，条件ごとに指標の向上に有意な差は見られな
かった。次に注意制御の向上がトレーニングの効果に媒介しているのかを調べるために，ストップ
シグナル課題の指標との関連を調べたところ，ヴィジュアルサーチ課題の指標の一部と相関関係の
み見られたが，仮説で設定していたような媒介関係は見られなかった。生活習慣指標においては，
実験条件のみストップシグナル課題の改善度合いが，トレーニング期間後の睡眠時間の長さ，ジャ
ンクフードの摂取量の少なさと関連が見られた。この結果から，トレーニングの効果が日常生活の
行動に影響を与えていることを示唆し，セルフコントロールの向上が自律的な生活習慣をもたらす
可能性を示唆した。
今回の結果から，適切なトレーニング介入をこなうことでセルフコントロールが改善し，自
律的な日常生活を送る上での助けとなることを示唆する結果が得られた。しかし，トレーニン
グ効果と注意制御の向上の関連に関しては一部で確認されているものの，仮説で設定している
ような媒介関係は確認することができなかった。

3.

今後の研究における課題・展望
本研究における課題として，まずサンプルサイズの小ささが挙げられる。特に今回の研究では，
各条件に 10 名程度の参加者しか割り当てることができなかった。特にメカニズムなどを検証する
ような詳細な分析には大きいサンプルサイズが必要となるため，今回のサンプルサイズで結果を出
すことは非常に困難であることが想定される。よって，今後参加者を増やし同様の分析をすること
により，正確な効果検証を行う必要があるだろう。
今後の展望として，今回と同様の実験を継続的に行うことで，より詳細なメカニズムを検証する
ことが求められるだろう。また注意制御だけ焦点を当てるのではなく，他のセルフコントロールの
向上に影響を及ぼしていると考えられる要因（例：実行機能など）に関しても検討していくことが
求められるだろう。メカニズムに関する研究を継続的に行うことで，セルフコントロールに対する
理解が深まり，より有効なセルフコントロールの介入方法に関して提言することができるようにな
るだろう。

Summary
Self-control can be improved by training. Prior research proved that repeating inhibition of
automatic responses makes us improve our self-control and this training effect leads to a
general increase in self-control. This research doesn’t yet prove the mechanism of improving
self-control by training. However, this study investigated what kind of factors lead to the
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improvement of self-control. Furthermore, this study investigated if this effect is mediated by
improving attention control.
Forty four participants (13 males, 30 females and 1 other, age: M=19.55, SD=1.25) were
randomly assigned to one of the four conditions for a certain period (i.e., 13 days):a) stroop
tasks (incongruent trials only), b) stroop tasks (congruent trials only), c) acting five minutes
ahead of schedule and d) no-training. The self-control was measured by stop signal tasks. The
attention control was measured by visual search tasks. Both tasks and reporting their daily
habits were measured before and after the training period. This study considered four
hypotheses: 1) Self-control can be improved by repeated practice of inhibition of automatic
responses. 2) The no-training condition showed no such changes. 3) Improvement of self-control
is mediated by improving attention control. 4) Improving self-control is correlated with
improving daily habits.
Results showed only the experimental condition (stroop tasks (incongruent trials only) & acting
five minutes ahead of schedule) showed the tendency of improving performance on other tasks
relevant to self-control. The degree of improvement of self-control is correlated with healthy
behavior after the training term such as increasing sleeping time and decreasing junk food
consumption. The control condition (stroop tasks (congruent trials only) & no-training) showed
no such tendencies. The inclusion of repeated inhibition of automatic responses alone led to the
effectiveness of the training. However, this study didn’t confirm whether improvement of
self-control was mediated by improving attention control at this time. This tendency of
improvement can be emphasized by increasing sample size. The relevance between attention
control and self-control can also be investigated by amplifying sample size. Future prospects in
this study state that firstly, it needs to keep collecting more data to investigate our hypotheses.
Secondly, it needs to focus on not only attention control but other types of domains which
mediate the improving of self-control. If those types of domains could be researched, more
methods for effective training could result.
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ポジティブ感情調節に文化的価値観が及ぼす影響
Emotion Regulation of Self-Construal in Dampening Comparing
Korean and Japanese.
研究代表者 社会学研究科社会心理学専攻 陸英善 印
研究分担者 社会学研究科社会心理学専攻 陸英善
指導教員 安藤清志 印
研究期間／2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
Emotion Regulation
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②感情抑制
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研究経過および成果の概要
１． 研究方法
・実験参加者
日本人
東京都内にある私立大学に所属する心理学を専攻している大学生 234 名 (年齢; M = 20.97, SD
= 0.96)。
韓国人
韓国ソウル市内にある私立大学に所属する経済学、
経営学、英米語学を専攻している大学生 135
名(年齢; M = 21.99 , SD = 1.09)。
集団回答形式(一部個別回答形式)で実施した。
・使用した質問紙
(1) ポジティブ感情反応 (Responses to positive Affect :RPA)
ポジティブ感情反応尺度はポジティブ感情に反応するとき、使用する戦略を測定するため
Feldman,Joormann&Johnson(2008)が開発した尺度である。
(2) 総合独立的自己観 (Independent Self - Construal Scale：I SCS)
Singelis(1994)が開発した尺度を使用した。この尺度は、文化的自己観 (Self- Construal)を測
定する尺度であり、他人と区別される程度を示す独立の自己解釈尺度と自分と他人との関係性
の程度を示す相互依存自己解釈尺度で構成されている。
(3) 文化的自己概念 (Self - Construal Scale)
犬宮(2005)が、開発した尺度を使用した。この尺度は、Markus と Kitayama の自己の解釈
(Self-Construal)に基づいた新たな３つの自己の解釈(Self-Construal)した尺度である。社会の
文脈と自己と関系した認識から始まるのは、家庭での主体性-対象性-自律性自己観を提案して
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いる。
２．研究経過および成果の概要
本研究の仮説は、日本と韓国においてそれぞれこのなる文化的自己観をもっていて感情制御がそ
れによってまた異なる影響を与えることであり、分析中である。
３．今後の研究における課題または問題点
今後の課題としては、今回行うことができなかったポジティブ感情制御に着目し、ウェルビーイ
ングとの関係を確認する。その際、その関係に自己観がどのような影響を与えているのか確認する。
Summary
Summary
Since the 1970’s, there has been numerous research and many comparative studies that
studies countries with distinct cultures, emotion expressing, emotion suppression, and emotion
regulation. Although there are many researches which examined positive and negative emotion
of emotion expression and suppression, there has been very few studies which examined
positive emotion regulation in emotion regulation. According to Quoidbach, positive emotion
regulation strategy can be divided into 4 sections, suppression, distraction, fault finding, and
negative mental time travel (2010). This research will be examining how positive emotion
regulation strategy and self-construal correlates with each other. In this experiment, Japanese
(N = 234) and Korean (N = 135) were asked to participate in a survey which indicated their
levels of effect of positive emotion regulation strategy on self-construal style. In every culture,
there are individualists, collectivists, and a mixture of both individualists and collectivists. In
many comparative cultural studies, the differences in culture were easily explained through
differences in individualism and collectivism. In doing so, they could create and accomplish
many research in culture. So far, comparative studies of expression between different cultures
have been largely centered on Japan and the United States whereas only few compares Japan
and Korea which is further reduced when the study focuses on positive emotion regulation
strategy especially because both Japan and Korea are categorized as collectivist culture.
However, it is important to realize that there is limitation in defining people as either
individualist or collectivist, due to vast differences in their perceptions, opinions, and behaviors.
In general, Japanese people tend to suppress their emotions while Koreans are more open to
free expression. So, this research will confirm that even within collectivist cultures, there are
unique self-construal style which in turn changes positive emotion regulation strategies.
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他者に対する疑わしさへのアプローチ
―真偽性判断における処理プロセスに及ぼす影響―

The approach to the tendency of suspecting others:
the effect of suspicion on the process in veracity judgments
研究代表者 滝口 雄太（社会学研究科 社会心理学専攻）印
指導教員 桐生 正幸 印
研究期間／2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
キーワード／① 虚偽知覚 the perception of deception
② 猜疑心 suspicion
③ 欺瞞手がかり cues to deception
④ 欺瞞的信念

the belief about deception
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１）Takiguchi, Y. & Kiriu, M. (2019). The study of suspicion: The interaction of suspicion with
type of lie. Annual Conference of the European Association of Psychology and Law 2019
(2019．7.27．Santiago de Compostela, Spain).
２）滝口 雄太・桐生 正幸・入山 茂・蘇 雨青・高橋 綾子 （2019）．疑わしさと信頼の関係につ
いての検討―高齢者における信頼感と猜疑心がだまされやすさに及ぼす影響に着目して―．
日本心理学会第 83 回大会
３）滝口 雄太 （印刷中）
．日常生活における嘘の知覚に関する基礎研究 東洋大学大学院紀要第
56 集.
研究経過および成果の概要
１．研究方法
人が嘘を見抜くときの正確性はチャンスレベルをわずかに上回る程度と示されている（Bond &
DePaulo, 2006）
。この原因のひとつとして、嘘をついている人が表出する手がかりについて誤った
認識をしている可能性が挙げられている（Strömwall, Granhag, & Hartwig, 2004）
。世界規模で実
施された欺瞞手がかりに関する調査（The Global Deception Research Team, 2006）では、視線回
避が最も頻繁に報告されていた。しかしながら、この手がかりは欺瞞とは関係がないことが示され
てきている（DePaulo et al., 2003）
。多くの研究によって、特定の欺瞞手がかりが実際のもの以上
に嘘をつくことと関係していると信じられていることが明らかにされている。真偽判断課題におい
て、人は圧倒的に非言語的手がかりに着目しており、言語的手がかりは軽視されていることがある。
そのため、特定の言語的手がかりに注意を向けた場合、真偽判断の正確性が高まることが指摘され
ている（CBCA, Levine & McCornack, 2014）
。したがって、特別な教示がない状況における真偽
判断に対して、判断者の抱いている欺瞞的信念が重要な役割を果たしていると考えられる。以上を
踏まえ、本研究では、真偽判断における処理に対して影響を及ぼし得る欺瞞的信念について扱う。
しかし、調査時に「欺瞞」や「嘘」といった概念に相違があることが懸念されるため、メタ分析
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を実施した。論文検索サイトにて、
「欺瞞（deception）
」、
「虚偽（deceit）」、
「嘘（lie）」、
「虚偽検出
（lie detection）
」というキーワードを用いて文献を収集した。それらの文献から、欺瞞や嘘の定義
がどのように扱われているか、また、嘘や欺瞞の実験刺激がどのように操作されたものであるかを
調べた。続いて、大学生を対象にした調査を行い、嘘に関する教示を与えない状況における虚偽経
験について報告するよう求めた。加えて、世界規模の調査と同様に、他者が嘘をついていることが
わかる手がかりについて自由に記述するよう求めた。得られた回答に関して、独立した３名がコー
ディングを行い、メタ分析で得られた知見と比べられた。
２．研究経過および成果の概要
集まった研究を通して、欺瞞に関する定義は２つに大別されることが明らかになった。具体的に
は、①コミュニケーションを図ろうとする者の利益に結び付きやすい偽りのコミュニケーション
（Mitchell, 1986）
、②欺瞞の行為者が虚偽であるとみなしている信念や考えをほかの人に抱かせよ
うとする行為（Krauss, 1981）のいずれかに基づいていた。なお、Levine（2014）は、欺瞞と嘘
について、
「他者を誤った方向に導く行為が欺瞞であり、その下位概念である間違っているとわか
っている情報を陳述して他者を騙す行為が嘘である」としている。しかし、多くの文献において、
「欺瞞（deception）
」と「嘘（lie）
」は同義として扱われていた。実験刺激に関しては、実際の行
為や事物に関する隠蔽系と特定のトピックを回避して情報を与える誤情報系に分類されていた。こ
れは、判断者の行った真偽判断の結果と実験上の真偽性を比較させるために生まれた制約であり、
実験刺激として扱われる嘘は客観的真偽がほとんどを占めていた。そのため、嘘をつく動機が自発
的なものではなく、実験的に動機を担保することが課題となっていた。続いて、欺瞞手がかり（cues
to deception）の分析は、DePaulo et al.,（2003）のメタ分析を参照した手続きによって進められ
た。その結果、先行研究で提示された５つのカテゴリー（社交性の低さ／ネガティブで不快な印象
／緊張表出／奇妙な不完全さと変わった内容を含む話／ちぐはぐな話）に新たに３つのカテゴリー
（自己関連付け／生理的反応／話に含まれる詳細情報）が加えられた。特に、欺瞞的手がかりとし
て、相手の示す情報を自分の場合に置き換える手がかりは、相互作用に係る処理と考えられた。
これらの嘘の定義、欺瞞的手がかり自体を扱っている研究が日本ではみられないため、大学生に
対して自由記述による報告を求めて検討した。嘘の定義を探るために、報告された虚偽体験の内容
分析を行ったところ、事実と異なる行為を示すことが嘘であると認識している参加者がほとんどで
あった（66.7％）。誤った情報を伝えるという意図性に関する記述は、ほとんどみられなかった。
このことは、意図が直接的に観測できない点に起因していると思われる。その一方で、欺瞞手がか
りについては、先行研究（The Global Deception Research Team, 2006）と同じような報告結果で
あった。今回の研究で特徴的なことは、単一の手がかりの報告ではなく、複数の手がかりから得ら
れる全体的な印象について記述していること、また、客観的な証拠を用いることであった。各手が
かりに関する確信度の点から、非言語的情報より言語情報のほうが確信度が高く、言語情報に関す
る注意が真偽判断に与える影響が大きいと示唆された。
３．今後の研究における課題または問題点
本研究で扱った欺瞞手がかりは質的に検討されたものであった。そのため、参加者が抱いている
欺瞞的信念が、独立した手がかりによって構成されているのか、あるいは、組み合わさった手がか
りとして信念が形成されているのかは明らかではない。また、欺瞞的信念の程度が、実際の真偽判
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断で、手がかりへの注意の向け方に影響しているかを検討することが望まれる。
Summary
A meta-analysis by DePaulo et al. (2003) showed that 118 of the 158 examined cues did not
indicate any relationship with deception. However, people still report to heavily rely on
nonverbal cues when making credibility judgments. The Global Deception Team (2006)
reported that people generally believe liars’ stories are longer and more inconsistent than are
truth. Interestingly, these naïve beliefs partly overlapped with those of police officers,
prosecutors, and judges. If people hold more correct beliefs about cues to deception, the
accuracy in veracity judgments would improve. The method to examine beliefs about cues to
deception weren’t fully established, as people may differ in how they consider deception or lie.
Also, in Japan, there is few studies that revealed the cognition and definition of lie. Although
changing beliefs about cues to deception could have effects on decision-making in veracity
judgments, it is important to eliminate disagreements of conceptualizing lie within studies.
We started with accumulating relevant studies using the key words deception, lie, deceit, and
lie detection. Then, we found how the definition was used, how experimental materials
operating veracity was constituted, and what was reported as cues to deception from these
reviews. As deception was defined as behaviors to mislead others and lie was a subtype of
deception, in present study we used their terms interchangeably. We gained two categories
about definition of deception. The difference of both definition was “intentionality” and affected
experimental materials. Intentionality was leaded to identify that decision-making
participants gave could be compared with experimental veracity. Cues to deception were coded
in same way of DePaulo et al. (2003). As a result, in addition to categories that are given by
previous study, three categories were produced: self-related thought, physiological response,
and detail information. Self-related thought was the process involving in interactive
communication, and therefore, cognition that the receiver of statements hold had an influential
effect.
Our second investigation revealed that college students in Japan had almost same beliefs
about cues to deception as those in European. Gaze aversion was most frequently mentioned; it
was reported by about 67% of all participants. Moreover, unique aspect was that people
mentioned the syntagmatic impression (e.g., a relaxed atmosphere). In terms of confidence
when judging deception, the score of verbal cues was higher confidence than that of nonverbal
cues. This supported that the great attention to verbal cues had an effect on veracity judgments.
In future research, the examination that the performance in weak beliefs is compared with that
in more multiple beliefs will be prospective to do.

26

カビ毒ニバレノールの簡易検出法を目指して
〜既知酵素と新規酵素の応用利用〜
Construction of a simple detection method for nivalenol-type mycotoxins
~Application of TRI enzymes and novel enzymes~
研究代表者 鈴木 将 （理工学研究科応用化学専攻） 印
指導教員

安藤 直子
印
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鈴木 将 1、貞松 和樹 1、岡田 彩希 1、小豆畑 隼 2、小泉 慶明 2、松井 宏介 3、木村 真
3、安藤

直子 1（1 東洋大院・理工、2 東洋大・理工、3 名大院・生命農）「異属トリコテ

セン生産菌を利用した新規トリコテセン類の創製」
、日本マイコトキシン学会 第 84 回
学術講演会、2019 年 8 月
研究経過および成果の概要

Fusarium 属等の糸状菌は、nivalenol 等のトリコテセン系カビ毒を生産し、食の安全を脅かしてい
る。しかし、その簡易な検出系が構築されていないため、nivalenol 系カビ毒は事実上放置されて
いる。そこで、本研究ではその簡易な検出系の構築を目指した。そのためには、nivalenol 系トリ
コテセンを、特異的な抗体が存在する 3,4,15-triacetylnivalenol に一括変換する系を構築すること
が必要となる。既存の酵素として、トリコテセン生合成酵素の TRI 酵素群の他、Fusarium 属菌以
外の持つ酵素の探索も試みた。これまで、3-O-acetylase, 15-O-acetylase の TRI101 と TRI3 につ
いては、組換え酵素により効率的な変換が可能になってきている。しかし、4-O-acetylase の TRI7
は非常に不安定であり、その実用のめどが立っていない。
１．研究方法
(1) トリコテセン生合成酵素 TRI7 の性状解析および保存法の構築

Fusarium graminearum JCM 9873 ΔTri5 tef FH Tri7 株を培養し、その菌糸摩砕物から TRI7 粗
酵素の抽出を行った。粗酵素の調製は本酵素の不安定さを考慮し、低温かつ短時間で操作を行った。
その後、C-4 位水酸化トリコテセンである 3,15-diacetylnivalenol を基質として用い、TRI7 の至適
pH、至適温度の測定を行った。その際、リン酸 buffer と Tris-HCl buffer を用い、その差を検証し
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た。さらに、EDTA や PMSF、BSA 等の存在下における活性の違いから、適切な buffer 組成の検
証を行った。
(2) Fusarium 属以外の菌体から TRI7 に替わる C-4 位アセチル化活性を持つ酵素の探索

Trichoderma brevicompactum NBRC 107663 株 は C-4 位がアセチル化している trichodermin を
生産することから 4-O-acetylase 活性を有すると推測した。まず、T. brevicompactum を培養して
生産物の解析を行った。さらに、in vivo assay における T. brevicompactum の 4-O-acetylase 活性
を検証するために、培養液中に C-4 位水酸化トリコテセンの trichodermol、3,15-diacetylnivalenol
を添加し、TLC で代謝物の解析を行った。さらに、菌糸摩砕物から抽出した粗酵素を用いて、in vitro
assay における代謝物の確認に試みた。
２．研究経過および成果の概要
(1) トリコテセン生合成酵素 TRI7 の性状解析および保存法の構築
TRI7 の至適 pH を解析したところ、pH 8.0 で最も強い活性を示した。さらに、至適温度を解析し
たところ 30℃で最も高い 4-O-acetylase 活性を示した。しかし、TRI7 の熱安定性は低く、30℃で
あっても長時間活性を保つことはできなかった。TRI7 は TRI101、TRI3 の至適 pH である pH 7.5
でも 4-O-acetylase 活性を十分発揮できることが確認できた。
また、5 mM EDTA、1 mM PMSF、0.2% BSA に調製した buffer を用いることで TRI7 の安定
性が高まり、長期保存にも有効であることが確認できた。
本研究では、まず、nivalenol を TRI101 と TRI3 を用いて 3,15-diacetylnivalenol に変換し、さ
らに TRI7 によって 3,4,15-triacetylnivalenol への変換を試みた。その結果、nivalenol の効率的な
変換に成功した。また、4-acetylnialenol は本研究室で発見された土壌微生物由来の粗酵素を用い、
いったん nivalenol に変換することで、TRI 酵素群を用い、3,4,15-triacetylnivalenol へ変換するこ
とができた。以上のことから、nivalenol 系トリコテセンの効率的変換系の構築に成功したと言え
よう。
(2) Fusarium 属以外の菌体から TRI7 に替わる C-4 位アセチル化活性を持つ酵素の探索
上記の実験系で、TRI7 においても一応は効率的に目的トリコテセンに変換することはできたが、
TRI7 の不安定さは実用化には向いていない。そこで、別の菌体からトリコテセン 4-O-acetylase
活性を持つ酵素を取得することが望ましいと考えた。ターゲットとして、C-4 位アセチル基を有す
る trichodermin を生産する T. brevicompactum を選んだ。この菌体を RF 培地、YES 培地で培養
し、生産物の TLC 解析を行ったところ、トリコテセンと思われるスポットが確認された。また、
LC-MS/MS 解析を行ったところ trichodermin H+付加体と同じ m/z の MS ピークが検出された。
しかし、アルカリ条件下で処理した際、脱アセチル化は起こらず、この物質が trichodermin であ
るかについては疑問が残った。
さらに、in vivo assay を行い、trichodermol と 3,15-diacetylnivalenol をこの菌体の培養液に
feeding してみたが、その C-4 位アセチル化体を得ることはできなかった。さらに、in vitro assay
も試みたが、trichodermol と 3,15-diacetylnivalenol の C-4 位水酸基はアセチル化されず、 T.

brevicompactum が 4-O-acetylase 活性を有することを断定できなかった。
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３．今後の研究における課題または問題点
TRI7 の長期保存についてはまだ実用化に至っていないため、その方法の確立を目指すことが課
題と言える。また、この酵素の基質特異性についてはまだ全く検証できていない。そこで FLAG タ
グを利用したアフィニティゲルを用い、高活性な TRI7 を単離精製し、基質特異性の解明をする必
要が考えられる。
また、本研究では T. brevicompactum 株から trichodermin の生産を断定できず、その確認が必
要であろう。さらに、in vivo, in vitro assay による C-4 位アセチル化酵素の確認を試みたが、活性
は見られず、その条件検討をさらに行っていくことが必要と思われる。これらのことが解明できた
際には、4-O-acetylase の抽出や性状解析を行い、nivalenol 系トリコテセンの一括変換に応用利用
ができるのか、検証していくことが必要であろう。もし、この菌体が使用できないのであれば、さ
らに近縁種から trichodermin 生産菌を探索し、それらの菌体から C-4 位アセチル化酵素の取得を
試みる必要があるかもしれない。活性が確認できれば、大腸菌などでリコンビナントタンパク質を
生産させる試みも行う価値があると思われる。
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Summary
Filamentous fungi such as Fusarium produce nivalenol-type mycotoxins in important crops
and threaten food safety. However, since a simple detection system for nivalenol has not been
constructed, nivalenol-type trichothecenes have been long neglected. Therefore, in this study, we
aimed to construct a simple detection system for these mycotoxins. For this purpose, we attempted
to construct a system that converts nivalenol-type trichothecenes into 3,4,15-triacetylnivalenol, as
the specific and sensitive antibodies for this trichothecene have been available. So far, recombinant
TRI101 and TRI3, which acetylate at C-3 and C-15 positions, could acetylate nivalenol to
3,15-diacetylnivalenol. However, TRI7, trichothecene 4-O-acetylase, is very unstable, and not
available for practical use. Thus, in addition to the well-known TRI enzymes (trichothecene
biosynthetic enzymes), we also tried to search for appropriate enzymes from trichothecene
producing non-fusaria.
In our study, TRI7 crude enzyme was extracted from the mycelia of the Fusarium

graminearum JCM 9873 ΔTri5 tef FH Tri7 strain. The optimal pH and optimal temperature
were measured, and the buffer condition to keep the activities of TRI7 was examined. We found
that the optimum pH was pH 8.0 and the optimum temperature was 30 °C. It was confirmed
that the reaction mixture of TRI101 (3-O-acetylase) and TRI3 (15-O-acetylase) could acetylate
nivalenol to 3,15-diacetylnivalenol and TRI7 also could acetylate 3,15-diacetylnivalenol to
3,4,15-triacetylnivalenol. We also found that TRI7 activity was well kept in the buffer
containing 5 mM EDTA, 1 mM PMSF and 0.2% BSA. We are currently trying to establish
long-term storage of TRI7. In addition, it is necessary to clarify the substrate specificity by
purifying highly active TRI7 using affinity gel with FLAG tag.

Trichoderma brevicompactum NBRC 107663 strain was originally known as a
trichodermin-producing strain. Since trichodermin has an acetyl group at C-4 position, this
strain was employed as a search for a TRI7 substitute enzyme in this study. First, T.

brevicompactum was cultured in RF medium and YES medium, and the products were
analyzed. We could find the spot which might be trichothecene on TLC, and we also could find
the MS peak which has the same m/z as trichodermin. Furthermore, C-4 position acetylation
was examined by in vivo assay and in vitro assay using trichodermol or 3,15-diacetylnivalenol
as a substrate. However, in neither in vivo nor in vitro assay, T. brevicompactum could
acetylate these 4-O-hydroxyl trichothecenes. We believe that we need to find a more
appropriate condition to confirm the activities of 4-O-acetylase from T. brevicompactum.
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腫瘍細胞血管外漏出アッセイマイクロ流体デバイスの開発
Development of microfluidic device to assay tumor cell extravasation
研究代表者 浅海 裕一郎（理工学研究科 応用化学専攻） 印
指導教員 佐々木 直樹 印
研究期間／2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
キーワード／①腫瘍細胞 Tumor cell
②血管外漏出 Extravasation
③マイクロ流体デバイス Microfluidic device
④転移 Metastasis
⑤ケモカイン Chemokine
2019 年度交付額／560,000 円
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・
“腫瘍細胞浸潤アッセイのための無細胞マイクロ血管モデルの開発”
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・
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浅海裕一郎、佐々木直樹
2019 年度 工業技術研究所 研究発表会、東洋大学川越キャンパス、2020 年 2 月予定
研究経過および成果の概要
１．研究方法
日本人の死亡原因第一位はがんであると報告されている。このがんによる死亡の約 90％が転移に
よるものだとされている。転移の重要な機構の一つに腫瘍細胞の血管外遊出がある。がんが転移す
る際には、腫瘍細胞が血流に乗って体内を循環した後、血管内皮や基底膜に浸潤することで血管外
に遊出し、血管周囲の間質に浸潤して転移巣を形成する。この時、細胞誘引物質であるケモカイン
が多く存在する臓器に転移しやすいことが知られている。従って、ケモカイン存在下で腫瘍細胞の
血管外遊出を評価し、さらにそれを抑制する物質を明らかにできれば、新たな転移抑制剤の開発に
つながる。しかしながら従来行われてきた In vivo での腫瘍細胞の血管外遊出評価では、ケモカイ
ンの濃度勾配を制御することができない。そこで腫瘍細胞の血管外遊出を評価する新規手法として
マイクロ流体デバイスが用いられてきた。マイクロ流体デバイスは、血管と同等のサイズ・流れを
有するマイクロ流路を分析場とし、ケモカイン濃度勾配が制御された環境で腫瘍細胞の血管外遊出
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を分析できる。しかし、一般的にはデバイスの作製に大掛かりな装置や煩雑なプロセスを要するた
め、がんを専門とする研究者が自在に扱える状況ではない。
本研究室では、民生用レーザー加工機を用いたマイクロ流体デバイスの簡易作製法を開発し、こ
のデバイスを疑似的な腫瘍組織の構築に応用してきた。そこで、私は腫瘍細胞の血管外遊出を評価
するデバイスを民生用レーザー加工機を用いて作製し、ケモカインが血管外遊出に与える影響を簡
便に分析することを着想した。本デバイスでは多孔膜を流路に対して垂直に組み込むため、細胞が
遊走する際の膜付近の様子を観察できる。まず、2 枚の多孔膜によって形成されるケモカイン濃度
勾配を腫瘍細胞が感知し、多孔膜を越える様子を観察することで、ケモカインの腫瘍細胞への影響
を評価する。さらに、多孔膜上に血管内皮細胞を播種し、その上に腫瘍細胞を播種することで、腫
瘍細胞の血管外遊出における血管内皮細胞の影響の評価を行う。
２．研究経過および成果の概要
レーザー加工機を用いてアクリル板を流路パターンに加工し、これを鋳型とした。これに未硬化
のポリジメチルシロキサン(PDMS)を流し込み、流路パターンを有する PDMS 基板、パターンを有
さない PDMS 基板を作製した。これらの基板をプラズマ接合し、カミソリを用いて切り込みを入
れ、そこに多孔膜(孔径 8 μm)を挟み込んで接合することでマイクロ流体デバイスを作製した。
まず、FBS(ウシ胎仔血清)を用いた腫瘍細胞の遊走試験を行った。腫瘍細胞の基底膜から抽出し
たマトリゲル(300 µg/mL)で全流路と多孔膜をコートした。FBS 非存在下で一晩培養し、飢餓状態
にしたヒト乳腺癌由来 MDA-MB-231 細胞を染色し懸濁液を調製したのちに、マトリゲルをコート
してある上流路に導入し、3 時間静置して多孔膜に接着させた。その後、上・中流路には FBS を含
まない培地を、下流路には FBS を含む培地をそれぞれ導入し、細胞を経時蛍光観察した。観察開
始時に上流路にいた MDA-MB-231 細胞は、24 時間後には多孔膜を越えて中流路へと遊走したこと
を観察できた。また、FBS 濃度勾配がない場合は細胞がランダムに遊走したのに対し、FBS 濃度
勾配下では MDA-MB-231 細胞は下方向に方向性をもって遊走し、本研究の原理を実証した。
次に、ケモカインの一種である CXCL12 と遊走阻害剤である AMD3100 を用いた腫瘍細胞の遊
走試験を行った。全流路と多孔膜をマトリゲル(300 µg/mL)でコートした。上流路の多孔膜に
MDA-MB-231 細胞を接着させたのち、上流路に 1%BSA(ウシ血清アルブミン)を含む培地、中流路
に培地、下流路に CXCL12 (0.1 µg/mL)を含む培地を導入することにより、MDA-MB-231 細胞の
遊走を観察した。また、AMD3100 (25 µg/mL)を含む培地で 30 分培養した MDA-MB-231 細胞を
用いて上記と同様の実験を行うことで遊走阻害剤の効果を評価した。観察開始時に上流路にいた
MDA-MB-231 細胞は、24 時間後には多孔膜を越えて中流路へと遊走したことを観察できた。観察
開始時に上流路の特定の領域にある細胞数と各時間の中流路に遊走した細胞数から規格化した遊
走数を算出した結果、MDA-MB-231 細胞の CXCL12 への遊走が示された。さらに AMD3100 を含
む培地で培養した細胞を用いた場合、CXCL12 が無い場合と同様の遊走数になった。これより、遊
走抑制剤による遊走抑制を実証できた。
血管内皮細胞存在下での腫瘍細胞の遊走試験ではまず、全流路と多孔膜を、マトリゲル (300
µg/mL)でコートした。HUVEC (ヒト臍帯静脈内皮細胞)を上流路の多孔膜に接着させ、その上に
MDA-MB-231 細胞を播種した。上流路には 1%BSA を含む培地、中流路に培地、下流路に CXCL12
(0.1 µg/mL)を含む培地を導入することにより、腫瘍細胞の血管外遊出に血管内皮細胞が与える影響
を評価した。一定時間ごとの規格化した腫瘍細胞遊走増加率を算出した結果、MDA-MB-231 細胞
が HUVEC 層を越えるためには 10 時間以上時間を要すると示された。これより腫瘍細胞の血管外
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遊出における血管内皮細胞の影響を経時的に評価することができたといえる。
以上のように本デバイスを用いることで、腫瘍細胞の血管外遊出におけるケモカインや阻害剤、
血管内皮細胞の影響を評価することができた。
３．今後の研究における課題または問題点
本研究ではケモカインや血管内皮細胞に着目した評価を行ってきたが、今後は血流や血小板、白
血球などの腫瘍細胞の血管外遊出に影響があるとされる因子を考慮する必要があると考える。血管
外遊出機構の解明や転移抑制剤の開発に必要な要素を慎重に考えながら研究を進めていきたい。
Summary
It is reported that the leading cause of death of Japanese is cancer, and 90% of the death is
as a result of tumor cell metastasis. Extravasation is one of the key step in tumor cell
metastasis, but there are no antimetastatic drugs targeting extravasation. Tumor cells
circulating in blood flow adhere to vascular walls, extravasate, invade interstitium, and
proliferate to form metastatic tumors. Tumor cells are considered to extravasate at specific
organs expressing chemokines, so evaluation of tumor cell extravasation in the presence of
chemokines will clarify the mechanism of metastasis and help the development of
antimetastatic drugs. However, we cannot regulate chemokine concentration gradient in vivo.
Recently, microfluidic devices have been used to assay tumor cell extravasation. They have
blood vessel-like micrometer-scale channels, and we can evaluate tumor cell extravasation
under regulated chemokine concentration gradient with small sample/reagent consumption in
real-time. Although microfluidic devices have been widely employed to study extravasation,
they require photolithography, which is not a popular technique for cell biologists.
In this study, we fabricated a microfluidic device without photolithography to assay tumor
cell extravasation. Our group has reported a technique to fabricate microfluidic device by a
cost-effective consumer laser cutter, so we applied the technique to the present study. This
device has three channels separated by porous membranes, and can maintain chemokine
concentration gradient for 24 hours. We conducted a proof-of-concept experiment using tumor
cells (MDA-MB-231) and fetal bovine serum (FBS). Directional tumor cell migration toward
FBS was observed. In addition, we conducted extravasation experiments using chemokine
(CXCL12) and migration inhibitor (AMD3100). The number of migrated cells increased in the
presence of CXCL12. Furthermore, by the pretreatment of tumor cells with AMD3100, the
number of migrated cells decreased to control level, so inhibition of tumor cell migration by
AMD3100 was demonstrated. Finally, we studied transendothelial migration of tumor cells
through a monolayer of human umbilical vein endothelial cells (HUVEC). Tumor cells were
seeded on a HUVEC monolayer, incubated for 3 h, and a solution of CXCL12 was introduced
into another channel. The number of migrated cells increased after 10~12 hours of the
introduction. On the other hand, the number increased just after the introduction in the
absence of HUVEC monolayer. These results suggest that it takes about at least several hours
for tumor cells to break the endothelial cell-cell junction. These achievement and findings will
lead to clarification of metastasis mechanism and help the development of antimetastatic
drugs.
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研究経過および成果の概要
１．研究方法
668 種類の市販塩サンプルを分離源とし, 基質としてセルロースの誘導体であり, セルラーゼ活性測
定に常用される CMC（カルボキシメチルセルロース）を添加した塩濃度 20%の 6 種類の寒天培地を用
いて耐/好塩性セルラーゼを生産する微生物の分離を行った. 寒天培地によりコンゴーレッド染色を用
いてハローの確認を行い, 液体培養後の上清を粗酵素として, DNS 法と合成基質法を用いてセルラーゼ
活性を測定した. より高い活性を示した株を候補株として, それぞれの粗酵素の反応至適 NaCl 濃度,
至適反応 pH, 至適反応温度を測定した. また, これらの候補株の 16S rRNA 遺伝子塩基配列から近縁種
を推定した. 高活性かつ新規性が高い菌株を候補株として, 各種新属同定試験を行った. 同定試験
は”Proposed Minimal Standards for Description of New Taxa in the Order Halobacteriales”(Oren et

al. , 1997)に従い遺伝子型, 化学的分類同定を行うとともに, RNA polymerase subunit B’(rpoB’)遺伝子
解析と各種分解能試験を行った.
２．研究経過および成果の概要
668 種類の市販塩サンプルから 6 種の寒天培地を用いて, セルラーゼ生産菌を 64 株分離した. コンゴ
ーレッド染色によるハロー確認を行い, 候補株を決定し, 活性測定を行った. それらの中で活性の高か
った 6 株の生産する粗酵素について至適反応条件を解析した.
獲得した菌株由来のセルラーゼ
（EG 活性＋CBH 活性）は NaCl 濃度 20～30％,pH 7.0～8.0, 50～70℃
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付近に最大活性を示した. 既知の好塩性古細菌由来の好塩性セルラーゼに比べて, 至適反応 NaCl 濃度
が高く飽和に近い NaCl 濃度でも活性を有していた. また, 至適反応温度は既知のセルラーゼと比べて
高く, 比較的広い反応温度領域であった.
16S rRNA 遺伝子塩基配列に基づく系統解析の結果, 『Sel Rose de I' Himalaya ヒマラヤ・ピンク
塩』から分離した 434sel4 株, 434sel6 株, 434sel7 株が, Halosiccatus 属に近い新属である可能性がある
ことが分かった. また, 133Gen1 株は Halosimplex pelagicum R2T rrnB, 434Sel2 株は Halobacterium

salinarum JCM 8978T, 545Glo5 株は Halosimplex carlsbadense と最も相同性が高かった. これら 6 株
と相同性が高かった既知種のセルラーゼ生産能の有無に関するデータが無いため , 133Gen1 株,
434Sel2 株, 434Sel4 株, 434Sel6 株, 434Sel7 株, 545Glo5 株が生産するセルラーゼは新規性が高いと示
唆された. また, これらの株は高度好塩菌の系統樹の中で比較的近縁の属種であることから, これらの
近縁種がセルラーゼ遺伝子を持っている可能性が高いと考えられる.
新属であることが考えられる 434Sel4 株, 434Sel6 株, 434Sel7 株に関して, 新属同定試験を行った結
果, RNA polymerase subunit B’(rpoB’)遺伝子解析により好塩菌の新属に分類されることが示唆された.
さらに嫌気培養条件下において硝酸カリウム, DNSO を添加した際に増殖の確認が出来たことから, 嫌
気培養時でも硝酸・DMSO を電子受容体として利用できることが示された. 複合炭素源の利用試験の結
果, 酵母菌の菌体自体を化学的に分解抽出した成分で, 主成分としてアミノ酸や核酸関連物質, ミネラ
ル, ビタミン類を含む Yeast extract と, 炭水化物とビタミンが豊富に含まれた麦芽エキスである, Malt
extract で非常に増殖率が良くなることが分かった. 単一炭素源の利用試験の結果, セロビオースを好
み, 分離培地の成分でもあるグリセリンとピルビン酸も高い感受性を示した. 各種分解能試験の結果,
セルラーゼの他に, アミラーゼ, ヘミセルロースの一部のマンナナーゼの生産能も有していた.
また, これらの菌株の最適培養条件は, NaCl 濃度 21％, pH 6.5～7.0, 増殖至適温度 45℃, 増殖限界温
度 55℃, Mg は培養に必須ではないが, 6 g/L の添加が増殖に最も適した濃度であった.
本研究を行った結果, 多くの好塩性セルラーゼ生産菌の獲得に成功した. その中で, セルラーゼ生産
能を有する新規好塩性古細菌の分離に成功した. また, 飽和に近い NaCl 濃度においても活性を有して
いることから, 極度に水分活性の低い条件下においても機能することができ, 産業分野への応用が期待
できる酵素の取得に成功したと考えられる.
３．今後の研究における課題または問題点
本研究では, 多くの好塩性セルラーゼ生産菌の分離に成功し, 粗酵素, 菌株において各種性状の
確認試験を行った. 今後研究を進めるにあたり獲得したセルラーゼの特性をより明らかにするため,
現在発見されているセルラーゼ生産菌と本研究の獲得候補株のセルラーゼ遺伝子を比較すること
が必要である. また, 獲得セルラーゼの特性を明らかにした後, その有用性を検討する必要がある.
16S rRNA 遺伝子塩基配列に基づく系統解析の結果, 今回獲得したセルラーゼ生産菌は非常に近
い系統関係にあるため, 近縁種にセルラーゼ生産能を有している菌株が多いと推測される. 実際に,
545Glo5 株の近縁種と推定された Halosimplex carlsbadense はセルラーゼ生産能を有していた.
よって, 近縁種の既知株についてもセルラーゼ生産能の報告はないが, 一度セルラーゼ生産能の有
無を確認する必要があると考える.
セルロースは β-グルコース分子（100～10,000 個）が, β-1,4-グリコシド結合により直鎖状に重合
した高分子多糖類であり, 直鎖間に生じた水素結合により集合した微細繊維構造を持つため, 非常
に強固な結合を有しているものである. 本研究のセルラーゼ活性の確認は, CMC と 4-ニトロフェニ
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ル β-D-セロビオシド（pNPC）を用いて活性測定を行ったが, これらは実際のセルロースと比べる
と短鎖であったり, グルコピラノースモノマーのヒドロキシ基の一部を置換しているものであるた
め, 構造が簡便化されたものである. よって, 今後の研究ではより自然界に存在するセルロースに
近い基質を用いてセルロース分解の確認をする必要がある.
Summary

Cellulose is the largest biological resource on the earth. Cellulose-degrading enzymes are used
in many industrial fields such as medical digestive enzymes, bioethanol, and cellulose
treatment of wastewater. It is known that halophilic enzymes can be catalytically active in
organic solvents and high temperature environments. Haloarchaea are adapted to a life in
multiple extreme conditions, and some of them are capable of growth on cellulosic waste as
carbon and energy source by producing cellulase. However, halophilic cellulases produced by
haloarchaea are rarely reported. Therefore, in this study, we aimed to search for novel
haloarchaeal cellulase capable of maintaining enzyme activity even under high salt
concentration,

high

temperature

and

in

organic

solvent

environments.

Sixty-four

cellulase-producing strains were isolated from 668 kinds of commercial salt samples. The 16S
rRNA gene sequences analysis of strains 434Sel4, 434Sel6 and 434Sel7 were classified as a
new genus of haloarchaea. Optimal cellulase activities from these haloarchaeal isolates were
found at 60-70°C, pH 7.0-8.0 and 30% NaCl. Furthermore, high activity and stability over
broad ranges of temperature (40–70°C), pH (6.0–8.0) and NaCl concentration (15–30%) were
observed, showing thermostable and halostable properties of the haloarchaeal cellulases.
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喫煙が活性酸素及び脳血管内皮機能に及ぼす影響
Effects of smoking on reactive oxygen species and cerebrovascular
endothelial function
研究代表者 鈴木 一也（理工学研究科生体医工学専攻） 印
指導教員 指導教員 小河 繁彦 印
研究期間／2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
キーワード／①活性酸素 reactive oxygen species
②血流依存性血管拡張反応 flow-mediated dilation
③血管内皮機能 endothelial function
④喫煙 smoking
⑤せん断応力 shear rate
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560,000 円

研究発表／学会および口頭発表
Habitual cigarette smoking attenuates shear-mediated dilation in the brachial
artery but not in the carotid artery in young adults
（ 著 者 ） Kazuya Suzuki

Takuro Washio

Shingo Tsukamoto

Kazunori Kato

Erika Iwamoto Shigehiko Ogoh (Physiological Reports, 2020 年 1 月 25 日採択)
Effect of cigarette smoking on hypercapnia induced shear-mediated dilation in the
internal carotid artery
（著者）Kazuya Suzuki, Takuro Washio, Shingo Tsukamoto, Kazunori Kato, Erika
Iwamoto, Shigehiko Ogoh
Experrimental Biology 2019 April
研究経過および成果の概要
1. 研究方法
習慣的な喫煙は、脳血管疾患発症のリスクを高めることが明らかである。その要因として、喫煙によ
る脳循環調節機能の変容が考えられるが、その発症メカニズムを示す十分な知見が得られているとは言
えない。
循環動態の恒常性を保つための調節機能の 1 つに血管内皮機能がある。実際、血管内皮機能の機能低
下が起こると、内皮細胞から放出される一酸化窒素（NO）産生が減少し、その結果血管拡張反応が減
少し、必要な循環応答が阻害される。加齢などに伴う血管内皮機能の低下は、心血管および脳血管疾患
を発症するリスクの増大にも関連していることが報告されている。この血管内皮機能を評価する非侵襲
的方法として、血流依存性血管拡張反応（FMD）が広く使用されている。FMD は、末梢血管（上腕動
脈）をカフによって阻血を行いその後の血流増加による血管拡張を超音波ドップラーにて測定する手法
である。喫煙者では、この末梢血管 FMD は非喫煙者と比較して低値を示すことが報告されており、習
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慣的な喫煙が末梢血管内皮機能を低下させることが示されている。
一方、脳血管内皮機能を測定する方法は侵襲的な方法しかなく、関連論文も少ない。近年、Carter ら
によって高濃度炭酸ガスを用いて内頸動脈（ICA）のせん断応力（SR）の増加による脳血管 FMD の手
法が確立され、脳血管内皮機能を評価する非侵襲的な新しい指標を示した。喫煙による末梢血管 FMD
の低下が、心血管疾患発症の増加に寄与することが示唆されている。一方、喫煙による脳血管疾患発症
リスクの増加は、末梢血管と同様に、脳の血管内皮機能の変容が関連しているかもしれない。そこで本
研究では、喫煙により脳血管内皮機能が低下するとの仮説を立て、この新たな手法を用いてこの仮説を
確かめるための実験を行った。
2. 研究経過および成果の概要
被験者は本大学に所属する大学生 20 名(非喫煙者：年齢 21±1 身長 173±4 cm 体重 65±13 kg、喫煙
者：年齢 21±1 身長 171±8 cm 体重 63±12 kg)を対象に実験を行った。
安静時の HR、MAP および PETCO2 において両群間において統計的有意差は観察されなかった（P >
0.05）
。喫煙者の末梢血管 FMD は、非喫煙者よりも有意に低値を示した（5.07±1.79％ vs 7.92±3.01％;
P = 0.019, 図 1）
。一方、喫煙者の脳血管 FMD は非喫煙者との差異は認められなかった（5.46±2.32％
vs 4.57±2.70％, P = 0.442, 図 1）
。
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図1. 非喫煙者と喫煙者の末梢血管FMD（上腕動脈、左図）と脳血
管FMD（内頸動脈、右図）＊P = 0.019 vs 非喫煙者
3. 今後の研究における課題または問題点
本研究では習慣的な喫煙の脳血管内皮機能に及ぼす影響を検証した。先行研究と同様、喫煙者の末梢
血管 FMD は、非喫煙者と比較して低値を示した。しかしながら、我々の仮説とは対照的に、喫煙者の
脳血管 FMD は非喫煙者と比較して差異は認められなかった。これらの結果から、喫煙による脳血管内
皮機能への影響は、末梢血管内皮機能のそれと異なり、末梢血管と比較して、脳血管の酸化ストレスに
対する保護が大きいことが考えられる。つまりこの酸化ストレスに対する違いが、喫煙に対する脳循環
と末梢循環内皮機能の差異に影響しているかもしれない。しかしながら、脳と末梢循環内皮機能の異な
る応答の生理学的メカニズムは不明であり、さらなる調査が必要である。
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Summary
In the present study, we hypothesized that habitual cigarette smoking attenuates endothelial
function in the cerebral circulation as well as that of the peripheral circulation in young adults.
To test this hypothesis, we measured cerebrovascular and peripheral flow-mediated dilation
(FMD) in young smokers and nonsmokers in the present study. Ten healthy nonsmokers and 10
smokers participated in the study.
We measured blood velocity and diameter in the brachial artery and internal carotid artery
(ICA) using Doppler ultrasound. We identified shear-mediated dilation in the brachial artery
and ICA by the percentage change in peak diameter during hyperemia stimulation (reactive
hyperemia and hypercapnia). We measured the baseline diameter and the shear rate area
under the curve from the onset of hyperemia to peak dilation in the brachial artery and ICA,
finding the measurements of the smokers and those of the nonsmokers did not differ (p > .05).
In contrast to brachial FMD (5.07 ± 1.79% vs. 7.92 ± 3.01%; smokers vs. nonsmokers, p = .019),
FMD in the ICA was not attenuated in the smokers compared with that of the nonsmokers
(5.46 ± 2.32% vs. 4.57 ± 2.70%; p = .442). These findings indicate that in young healthy smokers,
cerebral endothelial function was preserved, and the response of cerebral endothelial function
to smoking was different from that of peripheral vasculature.

39

UV-LED を活用した新規消毒方法の開発
Development of Indicator Bacteria disinfection method
Using UV-LED
研究代表者 塩原 拓実（理工学研究科 都市環境デザイン専攻）
指導教員 山崎 宏史 印
研究期間／2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
キーワード／①浄化槽

Johkasou

②UV-LED

Ultra Violet- Lighting Emitting Diode

③消毒

Disinfection

④衛生指標生物 Indicator Bacteria
⑤BOD
2019 年度交付額／

Biochemical Oxygen Demand
621,000 円

研究発表／学会および口頭発表（※〇は口頭発表者）
① 〇塩原拓実，蛯江美孝，柿木明紘，山崎宏史：浄化槽への UV-LED 適用による消毒効果の検討，
第 54 回日本水環境学会年会，岩手大学，発表予定日：2020 年 3 月 17 日

研究経過および成果の概要
１．研究方法
浄化槽は人口規模が小さい地域において設置が適している，分散型生活排水処理施設である．こ
の浄化槽は家庭からの生活排水を原位置にて処理し，最終処理工程の消毒槽にて，塩素消毒を行う
ことで衛生学的に安全な水として公共用水域に放流している．しかし，現在の浄化槽消毒には固形
塩素剤が用いられているため，その溶解量は水温の変化による影響を受け易く，消毒効果が不安定
となることが指摘されている．また，塩素消毒により生成されるトリハロメタン等消毒副生成物に
よる放流先への環境負荷の増加が懸念されている．申請者らは，過去に一般家庭に設置されている
浄化槽を対象に年間を通じた大腸菌群数の残存数を調査した結果，消毒槽において大腸菌群は高い
除去効果を示したものの，排水の基準となっている大腸菌群数 3,000 cfu/mL 以下を安定して達成
することはできず，依然として消毒の必要性が確認された 1）．
紫外線（UV）による消毒は化学剤を添加しないため，放流先への環境負荷を増加させないこと
が可能である利点を有している。しかし，UV ランプを用いた紫外線消毒は，設備が過大となるた
め，小型浄化槽に適用された例はない．しかし，近年，消毒効果が高い UV-C 波長（200－280 nm）
に限定して照射することが可能な小型，低電圧の UV-LED 素子が開発された．そこで本研究では、
この UV-LED の開発を踏まえ，浄化槽の消毒に開発された UV-LED を適用し，その消毒効果を明
らかにすることを目的とした．また、この消毒効果を把握するために、指標となる衛生指標生物と
して、従来、日本における衛生指標生物とされている大腸菌群の他、現在、環境省で検討中の大腸
菌、欧州で指標とされている腸球菌も対象とし、その消毒効果の多様性を把握することとした。
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J = T×I×WF×100
J ：推定紫外線照射量

13cm

………式（1）
(J/m2）

T ：照射時間 (s)

I ：UV-LED素子光出力（μW/cm2）

Φ7cm

2cm

WF ：水の吸光による補正係数（-）

項目

30cm
標準

撹拌子

120

順方向電流（mA）

600

ピーク波長（nm）

270-280

光出力（mW）

50

消費電力（W）

5.1

………式（2）

WF =

半値角（°）

A280：280nm時の吸光度 (-)
ℓ：水深(cm)

図-1 UV-LED 実験装置の概要及び推定紫外線照射量算出方法
実験は一般家庭に設置されている浄化槽の処理水を対象とした．浄化槽から採取した処理水を実
験室に持ち帰り，直ちに JISK0102 に準拠した水質分析および UV-LED の波長である 280 nm の
吸光度を測定し，UV-LED 照射実験を行った．図-1 は本研究で用いた UV-LED 実験装置の概要及
び推定紫外線照射量算出方法である．浄化槽処理水の消毒効果に寄与する推定紫外線照射量 J
（J/m2）を式（1）により求めた．この式（1）中，光の吸光による補正係数 WF（-）は Lambelt-beer
の法則に従い，式（2）より求めた 2)．また，式（1）中の I×WF（μW/cm2）を紫外線強度とした．
この際，消毒効果を確認するための衛生指標生物として大腸菌群はデソキシコール寒天培地法，
大腸菌は特定酵素基質培地法，腸球菌は m - エンテロコッカス寒天培地法をそれぞれ用いて分析を
行った．
２．研究経過および成果の概要
（1）研究経過
表-1 は本研究助成期間中の研究経過の概要を示している．まず初めに、研究課題の整理を実施した
後，実験を開始した．5 月以降、本格的に UV-LED 消毒装置を用いて UV-LED 消毒効果検証実験
を開始した．8 月には得たデータを取りまとめ，
「第 56 回土木学会環境フォーラム」に要旨を提出
し 12 月にその発表を実施し，また，9 月に他大学との合同ゼミ 10 月には「第 33 回浄化槽技術研

表-1 研究経過の概要
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究集会」にて共同研究者である（公社）岩手県浄化槽検査協会とのディスカッションを実施するこ
とで外部の有識者の方からの意見を頂いた．これらの意見を基に，データ集計方法の見直しや実験
方法を見直し，11 月に UV-LED 消毒効果検証実験を行い，得たデータを基に「第 54 回 日本水環
境学会年会」へ要旨を提出し，3 月に発表予定である．
（2）成果の概要
（1）UV-LED 照射による各衛生指標生物の除去効果
図-2 は推定紫外線照射量 J に対する各衛生指標生物の除去率を示している．この図より推定紫外線
照射量と 3 種の衛生指標生物除去率にはそれぞれ正の相関があり，推定紫外線照射量が増加するに従い，
除去率が増加することが確認された．しかし，同程度の推定紫外線照射量では，本研究で対象とした 3
つの衛生指標生物の除去効果に差があることが確認され，同じ推定紫外線照射量に関して，除去効果が
高い順番として大腸菌群＞大腸菌＞腸球菌となった．これは申請者らが過去に実施した浄化槽における
塩素消毒に対する 3 種の衛生指標生物除去効果を検討した結果と同様の結果となった 1）．この原因とし
て、大腸菌群，大腸菌はグラム陰性菌，腸球菌はグラム陽性菌にそれぞれ分類されており、グラム陽性
菌の特徴として，細胞の形態を維持する細胞壁が厚いことが挙げられている。これらの特徴により、腸
球菌の除去効果が低下したと考えられた．
（2）浄化槽消毒への UV-LED 適用の検討
紫外線照射による消毒を阻害する因子として処理水中に含まれる汚濁成分や濁度成分などが挙げら
れる．また，推定紫外線照射量は式（1）
，
（2）で定義したように 280 nm 時における吸光度にも依存し
ている．そこで，浄化槽槽内水の BOD 濃度と 280 nm 時の吸光度との関係性について検討を行った．そ
の結果を図-3 に示す．この図から BOD 濃度と 280 nm の吸光度には正の相関があり，BOD 濃度が高い程，
280 nm における吸光度が高いことが明らかとなった．これは BOD を構成する因子の 1 つであるタンパク
質やアミノ酸等の溶存性有機物が 280 nm 付近に吸光があることおよび濁度成分の影響が原因であると
考えられた．すなわち，浄化槽処理水中の BOD 濃度が低いと，WF が向上し，推定紫外線照射量 J が大き
くなることから，浄化槽処理水質が良好である場合、紫外線による消毒効果が向上すると考えられた．
そのため，紫外線による消毒効果を高めるためには，UV-LED 消毒より前の各処理工程にて，BOD 濃度を
十分に低減する必要があると考えられた．
３．今後の研究における課題または問題点
「2.研究経過および成果の概要 （2）成果の概要」にて示したように固形塩素剤と UV-LED による
消毒は同様の消毒効果となることを確認した。そのため、3 種の衛生指標生物を含む多種多様な生物叢
を対象として上記と同様の消毒効果を得ることができるか検討することで UV-LED、塩素消毒の汎用性
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を評価することができると考えた。
また、本研究は、建築基準法により、実現場における浄化槽の構造を変更することが出来ないため、
実験室内で UV-LED 消毒効果を検証してきた。実現場における UV-LED を適用する検討を行うことが
できなかったことから。実現場の浄化槽において UV-LED を適用し、上述した消毒効果を安定的に得
ることが出来るか、また、実現場に設置する際の適用条件について、詳細な検討を行う必要がある。
参考文献
1）山崎宏史，中村颯馬，塩原拓実，蛯江美孝：浄化槽の処理工程における衛生指標生物の挙動解
析：土木学会論文集 G（環境）
，Vol.74，Ⅲ_407-Ⅲ_413，2018 年 12 月 17 日
2）James R. Bolton，Karl G. Linden, M.ASCE ：Standardization of Methods for Fluence (UV Dose)
Determination in Bench-Scale UV Experiments，Journal of Environmental Engineering，Vol
129 Issue 3 - March 2003
Summary
Johkasou is a decentralized domestic wastewater treatment facility which is suitable for areas
with small population. This Johkasou can treats domestic wastewater the spot and disinfects it
with chlorine in the final disinfection tank to ensure that the draining water quality meets the
sanitary safe standard, then discharge into public water bodies. It has been pointed out that the
disinfection effect is unstable, because of the solubility of solid chlorine is easily affected by water
temperature. Therefore, we focused on UV-LED as a new disinfection method, and aimed to clarify
the disinfection effect on indicator bacteria such as coliform, E.Coli, and enterococci. Furthermore,
carried on analysis with UV-LED disinfection effect and drainage water quality in order to applies
it to Johkasou with UV-LED disinfection analysis.
As a result, it was confirmed that the sanitary index organism removal rate increased with the
UV irradiation dose increased, but it was confirmed that the indicator bacteria had different
disinfection effects for the same estimated UV irradiation dose. That is because the coliforms,
Escherichia coli is gram-negative bacteria, but enterococci is gram-positive bacteria. The feature of
Gram-positive bacteria is which the cell wall can maintains the cell morphology is thick, and this is
considered to be the main factor that resulted in the decreased effect of removing enterococci.
In addition, pollutants contained in treated water are also one of the factors that inhibit
disinfection by ultraviolet irradiation. Therefore, the relationship between the BOD concentration
of the treated water in Johkasou and the absorbance at Abs 280 nm was measured. As the result,
there was a positive correlation between the BOD concentration and the absorbance at 280 nm, and
it was found that the higher the BOD concentration, the higher the absorbance at 280 nm. It was
thought that the disinfection effect was improved. Therefore, in order to enhance the disinfection
effect by ultraviolet rays, it was necessary to ensure the removal rate of BOD concentration in each
processing step before UV-LED disinfection
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粗石魚道の粗度形状やその配置方法の違いによる
流れの変化と魚の行動特性について
Flow in a stream-type fishway
with different roughness arrangement and fish behavior
研究代表者 船越 智瑛 （理工学研究科都市環境デザイン専攻） 印
指導教員 青木 宗之 印
研究期間／2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
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１） 〇船越智瑛，青木宗之，加藤汐里，渡邉智子，中田佳志：1/10 勾配の水路式魚道における
粗石配列の組み合わせとウグイの遊泳行動について，土木学会第 74 回年次学術講演会，
2019.9
２） 〇船越智瑛，青木宗之，佐藤大誠，末吉祥太：粗石魚道の粗度配置の違いとウグイの遊泳
行動，応用生態工学会第 23 回全国大会，2019.9
３） 〇佐藤大誠，末吉祥太，船越智瑛，青木宗之：1/10 勾配の水路式魚道に設置した粗度群配
置の違いとウグイの遊泳行動について，第 47 回土木学会関東支部技術研究発表会, II-30,
2020
研究経過および成果の概要
１．研究方法
河川には，堰やダムなどの魚類や甲殻類の縦断的な移動を遮る河川横断構造物がある．そこで，
魚類や甲殻類の縦断的な移動の連続性を保つために魚道が設置される 1)．魚道の種類は大きく分け

て，プールタイプ，ストリームタイプ，オペレーションタイプの 3 種類に分類される．そのな
かでも，ストリームタイプの水路式魚道は粗度配置を工夫することにより魚道内に多様な流れを
形成し，多種多様な水生生物の移動を助けることが可能である．水路式魚道の縦断的な勾配は，

一般的に 1/20 が推奨されている 2)．しかし，施工箇所が十分に確保できず，縦断勾配を 1/20
より急勾配にせざるを得ない状況もある．現地の水路式魚道にも，縦断勾配が 1/10 程度の魚
道が設置されていたことを確認した．縦断勾配が，1/20 より急勾配であると，魚道内の水深が確
保できず流速が魚類の遊泳能力を上回り遡上を困難にする可能性がある．また，先行研究では 1/10
勾配の水路式魚道に千鳥配列および整列配列を配置し実験を行った結果，ウグイの遡上率は 3.3％
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程度であった．そこで，本研究では魚類の遡上が困難である急勾配の水路式魚道において魚類が遡
上できる粗度配置の提案を目的として，実魚を用いた挙動実験および水理実験を行った．
実験には，幅 60(cm)の水路に縦断勾配 1/10，魚道延長 500(cm)の水路式魚道を設置した．粗度
には，高さ 15(cm)，直径 4.8(cm)の円柱を用いた．また，魚類の休息場が形成されることを期待し
て粗度をくの字型に 5 本をまとめた粗度群を用いた．なお，粗度と粗度の間は通水するようにした．
粗度配置には，粗度群の凸部を上流に向けたケースおよび下流に向けたケースとし，粗度群を平行
および交互に配置した．
実魚を用いた挙動実験では，体長

=7.2～10.4(cm)（平均体長

=8.6(cm)）のウグイを用いた．

魚道下流で魚を水温や流況に慣らせた後に，魚の遊泳行動を 30 分間撮影した．実験終了後に，各
ケースにおけるウグイの魚道内における存在位置を 0.1(s)毎を解析した．また，魚種や大きさの違
いを標準化するため，体長倍速度を用いる．なお，長時間の遊泳が可能である遊泳速度は 2～4
瞬発的に発揮することができる遊泳速度は 10

，

程度と言われている．

水理実験では，流速および水深の計測を行った．流速の計測は，2 次元電磁流速計を使用した．x
方向の流速 u，y 方向の流速 v を計測し，x 方向および y 方向の時間平均流速 , を単純平均して算
出した．水深の計測には，ポイントゲージを使用した．
２．研究経過および成果の概要
ウグイの遡上率は，先行研究である千鳥配列や整列配列を用いたケースに比べて本研究の粗度群
を用いたケースでは，3～8 倍程度に向上した．これは，各ケースにおいて粗度群の下流にウグイが
留まれる箇所（4

(cm/s)以下）が形成されたことにより，ウグイの遡上率が向上したと考えられ

る．特に，粗度群の凸部を下流に向けたケースが 8 倍程度向上した．ウグイは各ケースともに魚道
中央および側壁の 6~14

（cm/s)程度の流速を遡上した．ここで，粗度群周辺の流れの向きに着目

した．粗度群の凸部を上流に向けたケースでは，ウグイが粗度群の下流から側壁や魚道中央に移動
しなければ流れを感知できなかった．それに対し，粗度群の凸部を下流に向けたケースでは，ウグ
イが粗度群の下流に留まっても流れを感知することができ，再度遡上しやすかったため、ウグイの
遡上率が向上したと考えられる．また，ウグイが留まった粗度群下流での流速 v の時間変化に着目
する．粗度群の凸部を上流に向けたケースは，流速 v の時間変化が見られなかった．しかし，粗度
群の凸部を下流に向けたケースでは，流速 v の時間変化が見られた．この流速 v が，ウグイが粗度
群で留まった後に再度遡上するきっかけになった可能性がある．ウグイの遡上率が高かった粗度群
の凸部を下流に向けて粗度群を平行および交互に設置したケースでのウグイの遡上距離および遡
上時間に着目すると，粗度群を平行に設置したケースに比べて粗度群を交互に設置したケースが遡
上距離は 0.5 倍程度，遡上時間は 0.7 倍程度でウグイは遡上した．これは，設置間隔の広いケース
が設置間隔の狭いケースに比べてウグイが粗度群の下流で留まる回数が少なくなったためである
と考えられる．
３．今後の研究における課題または問題点
本研究の結果より，魚類の遡上が困難とされている急勾配の水路式魚道において粗度群を用いて，
魚類が留まることができる箇所を作り出すことにより魚類の遡上率を向上させることができる可
能性のある粗度配置を見出すことができた．しかし，ウグイの遡上率は 3 割程度あり，遡上に要す
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る距離や時間も先行研究である千鳥配列に比べて長いため，魚道内に存在する時間が長くなると魚
食性鳥類から魚類が食べられてしまう食害のリスクが大きくなることが考えられる．これらのこと
から，更なる魚道機能の向上が必要であると考えられる．今後の展望としては，急勾配の水路式魚
道において粗度群を用いることでウグイの遡上率を向上できるため，粗度群の設置した間隔や粗度
に用いる形状を変化させることで，ウグイの遡上率や遡上距離，遡上時間を向上することが可能に
なるのではないかと考えられる．

参考文献
１） 中村俊六：魚道のはなし，pp.2-89，山海堂，2002.
２） 国土交通省 水管理・国土保全局，魚がのぼりやすい川づくりの手引き，2005, p52
Summary
The fishways are three types: pool-and-weir-fishway type, stream-type, and operation type. In
this study, focus on a stream-type fishway. Because stream-type fishway can form various
streams in the fishway and a variously of aquatic habitat can move. In generally, the
recommended longitudinal slope is less than 1/20 with the stream-type fishway. However, there
is also a fishway with a longitudinal slope approximately 1/10 at the field. In the previous study,
experiments were carried out using a stream-type fishway with a longitudinal slope of 1/10. As
a result, the run-up ratio of fish was approximately 3.3%. In addition, the arrangements of
roughness were zigzag and aligned. The purpose of this study is to suggest the arrangements of
roughness which fish can run up in a stream-type fishway with steep slope. Therefore,
experiments were carried out to observe the movements of real fish and the hydraulic
experiment.
The group of roughness installed using more than one roughness, because it is to form the
resting area for fish. The roughness group installed at the experimental fishway with changed
arrangement and direction. There are four experimental cases. The real fish used for the
experiment was Tribolodon hakonensis with average length

= 8.6 (cm).

As the results, the run-up ratio of the fish improved approximately 3 to 8 times in this study
compared to the case of the previous study. Because the fish was able to stay the downstream of the
roughness group in each case. The flow velocity of their area was less than 4

(cm/s), but the time

change of flow velocity v was remarkable. Fish might run up triggered by the flow v again. When
interval of the roughness group was large, the run-up distance and time of the fish became
shortened.

Because, the number of times that fish stayed decreased in the downstream of

roughness group.
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旅行情報ビッグデータを活用した訪日外国人の旅行実態把握に関する研究
A study on grasping the travel situation of foreign visitors to Japan using
travel information big data
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研究経過および成果の概要
1.研究方法
GPS データの分析システムの構築：データを類型化する方法の中では、自然言語処理方法で、教
師データなしの機械学習の 1 つであるトピックモデル（Latent Dirichlet Allocation Model - LDA）
が使われている。１つの文書での形態素（言語において、それ以上分解したら意味をなさなくなる
ところまで分割された最小単位）の出現の組み合わせから、尤度に基づき類似した１つの文書を非
排他的かつ明示された導出過程に基づきセグメント（トピックの割り当て）するものである。1 つ
の文書は必ずしも単一のトピックに帰属するとは限らない点を考慮しながら、トピック別に形態素
と出現頻度とのペアの集合をモデル化する方法である。さて、文書データを分析する際のトピック
モデルの生成過程を紹介する。
文書データを分析する際のトピックモデルの生成過程
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1.For トピック k＝1,・・・,K
（a）形態素分布を生成

～Dirichlet（ ）

2.For 文書 d＝1,・・・,D
（a）トピック分布を生成

～ Dirichlet（ ）

（b）For 形態素 n＝1,・・・,
i.トピック生成

～Categorical(

ii. 形態素を生成

)

～ Categorical(

)

この中で、
：トピックkの形態素分布
：文書dのトピック分布
：文書dに含まれる形態素数
：文書dのn番目のトピック
：文書dのn番目の形態素
：文書 d の n 番目のトピックの分布
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まず、生成するトピック数を設定し、BOW（bag-of-words）の中の単語がハイパーパラメータ を持
つディリクレ分布に従ってトピックごとに単語分布

を生成する。つぎ、ハイパーパラメータ を持つ

ディリクレ分布に従って文書 d ごとのトピック分布

を生成させる。そして、文書ごとのトピック分布

を持つカテゴリ分布に従い、トピック

を生成させ、トピック

を持つカテゴリ分布に従い、単語

を生成する。
トピック分布

と形態素分布集合 が与えられた際の１つの文書

の生起確率は、(1)式で示される。

なお、トピックモデルを生成する際に、ステップ1およびステップ2はハイパーパラメータα、βを持つ
ディリクレ分布に従って生成したが、ディリクレ分布は多項分布の「共役事前分布（conjugate prior）」
であり、過学習を避けるために事前分布としてディリクレ分布を設定すること、データ数に対してパラ
メータが多い場合や比率が小さいセルが多い場合に偏った結果が導かれる危惧があることを避けるた
めである。
ディリクレ分布は、

（V：全文書の中で現れる形態素の種類数）をパラメー

タとして、

と定義される。
ところが、トピックモデルは、結果とするトピックの間の関係が考慮せず、分析データが増える
につれ、トピックの数が多くなり、考察することは難しいデメリットがある。そこで、問題を改善
するため、有向非巡回グラフ（Directed acyclic graph - DAG）構造に基づいて構築された各トピ
ックの間の関係を考慮する相関トピックモデル（Pachinko Allocation model - PAM）を提出する。
LDA モデル及び PAM モデルは自然言語処理によく使われているが、GPS データに活用すること
もできると考えられている。本研究では、獲得した GPS データ（購入したデータ）を用い、PAM
モデルを活用・利用し、更なる客観的な分析を行う。

図１ 有向非巡回グラフに基づく 4 階層 PAM の構造
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図１は有向非巡回グラフに基づく 4 階層 PAM の構造である。頂点は根ノード（root node）と呼
ばれ、本研究において、全てのデータを代表する。上から２階目と３階目は内部ノード（interior
node）と呼ばれ、２階目はスーパートピック（super topic）で、３階目はサブピック（sub topic）
である。スーパートピックは、枝を通じて複数のサブトピックと繋ぎ、関係性を表す。サブピック
は、スーパートピックから生成された下位トピックである。最後の階層は、葉ノード（leaf node）
と呼ばれ、本研究に全ての形態素から組み合わせる。有向非巡回グラフ（DAG）構造の特性により、
トピック間の関係を考慮できるようになる。
相関トピックモデルの生成過程は以下となる：
1.For トピック ｋ＝1,・・・,K
(a)単語分布を生成

～Dirichlet( )

2.For 文書 ｄ＝1,・・・,D
(a)スーパートピック分布を生成

～ Dirichlet(

)

(b)For s = 1,・・・,S
i.サブトピック生成

)

～Dirichlet(

(a)For 単語ｎ＝1,・・・,
i.スーパートピック生成
ii.サブトピックを生成
ii.単語を生成

～Categorical(
～ Categorical(

～ Categorical(

パラーメータ

)
)

)

が与えられたもとで文書 wd の確率は：

２.研究経過および成果の概要
現段階では、購入したデータを用いる分析を行う PAM モデルを構築している。
トピック数は分析者が任意に設定した中で、モデルの説明力にもとづいて決定するのが一般的で
ある。これを判断するために、分岐数または選択肢数を表し、確率の逆数で定義されているパープ
レキシティ（perplexity）を用いる。パープレキシティが小さいほど高い精度で予測できるモデル
であることを示す。
Perplexity を算出する公式：

トピックモデルの尤度：
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精度が最も高いスーパートピックとサブトピックの数を求めるため、現在では、PAM モデルの
パープレキシティ実験を行う段階である。
３. 今後の研究における課題または問題点
今後、パープレキシティ実験から、精度が最も高いスーパートピックとサブトピックの数を設定
し、PAM モデルの分析を行い、結果に対する考察を行う予定である。
Summary
Construction of GPS data analysis system: One of the methods of categorizing data is a natural
language processing method, a topic model (Latent Dirichlet Allocation Model-LDA), which is
one of machine learning without supervised data. A non-exclusive and explicit derivation of one
similar document based on likelihood from a combination of occurrences of morphemes (the
smallest unit in the language that would be meaningless if further decomposed) in one
document Segments (topics are assigned) based on the process. This is a method of modeling a
set of pairs of morphemes and frequency of occurrence for each topic, considering that one
document does not necessarily belong to a single topic.
However, the topic model has a disadvantage that it is difficult to consider as the number of
topics increases as analysis data increases, without considering the relationship between the
resulting topics. Then, in order to improve the problem, a correlated topic model (Pachinko
Allocation model-PAM) which considers the relation between each topic constructed based on a
directed acyclic graph (DAG) structure is submitted. The LDA model and the PAM model are
often used for natural language processing, but are considered to be applicable to GPS data. In
this study, we use the acquired GPS data (purchased data) and utilize and use the PAM model
to perform further objective analysis.

Figure 1. Structure of Four-Level PAM based on directed acyclic graph
Figure 1 shows a Four-Level PAM structure based on a directed acyclic graph. The vertices are
called root nodes and represent all data in this study. The second and third floors from the top
are called interior nodes (interior nodes), the second floor is a super topic, and the third floor is
a sub topic. A supertopic is connected to a plurality of subtopics through a branch, and
represents a relationship. Subpics are subtopics generated from supertopics. The last hierarchy
is called a leaf node and combines all morphemes in this study. The properties of a directed
acyclic graph (DAG) structure allow for the relationship between topics to be considered.
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At this stage, building a PAM model that performs analysis using the purchased data.
Generally, the number of topics is determined arbitrarily by an analyst and based on the
explanatory power of the model. To determine this, perplexity, which represents the number of
branches or the number of options and is defined by the reciprocal of the probability, is used.
This shows that the smaller the perplexity, the more accurate the model can be predicted. At
present, we are conducting a PAM model perplexity experiment to find the number of
supertopics and subtopics with the highest accuracy.
In the future, we will set the number of supertopics and subtopics with the highest accuracy
from perplexity experiments, analyze the PAM model, and discuss the results.
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発展途上国における硝化処理プロセスの構築と菌叢解析
Construction of nitrification tank for developing countries and
microbial community analysis
研究代表者 牧野 陽介 （生命科学研究科 生命科学専攻）
指導教員 三浦 健

印

印

研究期間／2019 年 4 月 6 日～2020 年 2 月 14 日
キーワード／①硝化 nitrification
②メタ 16S 解析 16S rRNA gene amplicon sequencing analysis
③アンモニア酸化細菌 ammonia-oxidizing bacteria
④亜硝酸酸化細菌 nitrite-oxidizing bacteria
⑤PVA 担体 polyvinyl alcohol carriers
2019 年度交付額／695,000 円
研究発表／学会および口頭発表
・極限環境生物学会 2019 年度年会（京都）
、低温硝化槽からの難培養微生物アンモニア
酸化細菌の単離、ポスター発表 2019 年 11 月
・2019 年度 東洋大学･工業技術研究所研究発表会、東南アジア向け浄水処理における担
体利用型硝化槽の構築および菌叢解析、ポスター発表 2020 年 2 月
・日本農芸化学会 2020 年度大会（福岡）、PVA スポンジ担体投入型硝化槽の構築および
菌叢構造解析、口頭発表 2020 年 3 月（予定）
研究経過および成果の概要
1．研究方法
近年、東南アジアなどでは人口増加や経済の急成長に伴い水使用量が増加しているが、飲料水源の河
川は高濃度のアンモニア態窒素（NH4-N）で汚染され深刻な問題となっている。そこで、発展途上国の
ような地域に適用が可能な硝化処理プロセスにおける菌叢構造の解明を目指し、担体投入型硝化処理プ
ロセスの構築および菌叢構造解析を行った。はじめに、2 系列（系列 A、B）の 1 槽式硝化反応槽を立
ち上げ、種菌として系列 A に河川水、系列 B に土壌を接種した。また、各系列の反応槽に PVA スポン
ジ担体（8 mm 角）を 10％（v/v）充填した。供試原水は NH4-N 濃度 10 mg/L に調製し、装置上部よ
り流入させ装置の側面から処理水を排出させた。定期的に供試原水および処理水を採水し、水質分析を
行った。分析項目は NH4-N、亜硝酸態窒素（NO2-N）および硝酸態窒素（NO3-N）とした。次いで、
多段階により連続的に処理する構造とした多段式硝化反応槽での硝化特性を検討した。多段式反応槽の
1 槽目に 1 槽式硝化反応槽で馴養した PVA 担体、他の槽に新たな PVA 担体をそれぞれ 10％（v/v）充
填した。多段式反応槽の 1 槽目より供試原水を流入させ、運転方法および水質分析は 1 槽式硝化反応槽
の運転時と同様に行った。
さらに、硝化反応槽内の担体について菌叢構造解析を行った。PVA 担体より DNA 抽出を行い、メタ
16S 解析（V3-V4 領域）は口腔常在微生物叢解析センターに委託し行った。MiSeq による（301bp×2）

53

ペアエンドによる次世代シーケンス解析を実施し、得られた塩基配列データは Qiime 1.9.1 を用いて解
析を行った。
2．研究経過および成果の概要
2-1. 担体投入型硝化槽における硝化特性の評価
1 槽式硝化反応槽において運転開始直後は系列 A および B ともに亜硝酸型硝化が見られたが、運転開
始 15～30 日目に硝酸の増加が見られ硝酸型硝化に移行した。滞留時間 1 時間において最小 NH4-N 0.38
～0.44 mg/L の処理水が得られ、最大硝化速度は 0.239～0.247 kg-N/m3 を得た。また、多段式硝化反応
槽の 1 槽目における滞留時間 1 時間の処理水は平均 NH4-N 1.15～1.51 mg/L（除去率：51～97％）が
得られ、最大硝化速度は 0.235～0.242 kg-N/m3 を得た。以上の結果より、1 槽式硝化反応槽と多段式硝
化反応槽の 1 槽目では、同等の硝化処理能力が得られたことが分かった。多段式硝化反応槽において更
に他の槽で連続的に処理を行うことでアンモニア濃度の減少が見られ、最終処理水質は平均 NH4-N
0.17～0.19 mg/L が得られた。
2-2. 菌叢構造解析
1 槽式硝化反応槽の馴養前後におけるメタ 16S 解析の結果、馴養前の種菌（河川水・土壌）において
は各種菌で検出された菌種の多様性や優占種が異なっており、硝化菌は 0.5～2.7％検出された。連続運
転による馴養後の担体では、検出された菌種が単純化した。硝化菌は 40～70％程度検出され、硝化菌
の割合が馴養前と比較して大幅に増加し、馴養・集積培養に成功した。また、一般的にアンモニア酸化
細菌より亜硝酸酸化細菌の方が増殖速度が高いことが知られており、本硝化反応槽においても硝化菌の
中アンモニア酸化細菌と比較して亜硝酸酸化細菌の方が高い存在比率で検出された。さらに、系列 A お
よび B でそれぞれ異なる種のアンモニア酸化細菌が検出された。このことから、各硝化反応槽において
異なる種のアンモニア酸化細菌が硝化に寄与している可能性が示唆された。
多段式硝化反応槽におけるメタ 16S 解析の結果、1 槽目において硝化菌が 27～49％、他の槽では 14
～26％検出された。1 槽目と他の槽で担体投入後の馴養期間が異なるため硝化菌の検出比率に差が見ら
れ、長期間運転することで硝化菌の検出比率が増加していく可能性が考えられた。その中でも、処理水
流出部に向かうにつれ各反応槽のアンモニア酸化細菌の検出比率が低下する傾向が見られた。一方で、
亜硝酸酸化細菌については他の槽内での検出比率に顕著な差は見られなかった。このことから、アンモ
ニア酸化細菌はアンモニアの酸化によってエネルギーを獲得し生育するため、反応槽内のアンモニア濃
度の減少に伴い、低濃度のアンモニア濃度で優占するアンモニア感受性菌（AL 菌）が減少したことが
考えられた。
3．今後の研究における課題または問題点
東南アジアなどの河川水は有機物濃度も高いことが報告されており、有機物は硝化菌の生育に影響を
及ぼすことが知られている。本研究では、有機物を含んでおらず更なる発展途上国的な要素を反映し、
継続した処理を行う必要があると考えられる。また、有機物含有供試原水によって従属栄養細菌の増加
が予測され、微生物間の競合による硝化菌の存在量の維持が問題点として考えられる。さらに、有機物
による処理能力が低下した際、微生物間のコミュニケーションや共存細菌に着目した処理能力の改善策
の確立が必要になることが課題である。また、構築した硝化リアクターから硝化菌を単離できれば新た
な発見・知見が得られることが期待される。
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Summary
In recent years, the water consumption has increased in Southeast Asia and other regions due
to population growth and rapid economic growth. However, rivers serving as drinking water
sources are contaminated with high concentrations of ammonia nitrogen, which has become a
serious problem. Therefore to elucidate the microflora in the nitrification process applicable to
regions such as developing countries, the construction of a nitrification tank for Southeast Asia
and the analysis of microbial communities were performed. Two systems of single-tank
nitrification reactors have been set up, and river water and soil were added to the inoculum,
respectively. 10% (v / v) of PVA sponge carrier (8 mm square) was charged into the reaction tank
of each system. Furthermore, the nitrification characteristics of the multi-stage nitrification
reactor were studied.
Immediately after the start of operation, the two systems of single-tank nitrification reactors
shifted from nitrite-type nitrification to nitrate-type nitrification. At a retention time of 1 hour,
treated water with a minimum NH4-N concentration of 0.38 to 0.44 mg / L was obtained, and a
maximum nitrification rate of 0.239 to 0.247 kg-N / m3. The treated water with a retention time
of 1 hour in the first tank of the multi-stage nitrification reactors have an average NH4-N
concentration of 1.15 to 1.51 mg / L, and the maximum nitrification rate is 0.235 to 0.242 kg- N
/ m3 was obtained. The final treated water was obtained by continuously treating the average
NH4-N concentration 0.17-0.19 mg / L in another tank of the multi-stage nitrification reactor.
As a result of meta-16S analysis in single-tank nitrification reactors, 0.5-2.7% of nitrifying
bacteria were detected in the inoculum before acclimation. Nitrifying bacteria were detected in
about 40-70% of the carrier after acclimation by continuous treatment. Different species of
ammonia-oxidizing bacteria were detected in each system. This result was suggested that
different types of ammonia-oxidizing bacteria may contribute to nitrification in each reactor. As
a result of meta-16S analysis in the multi-stage nitrification reaction tank, nitrifying bacteria
were detected in the first tank at 27-49% and in other tanks 14-26%.
In future work, we plan to reflect the further elements of developing countries and continue to
process. The increase in heterotrophic bacteria is predicted by the organic matter-containing
raw water, and it is considered that maintaining the abundance of nitrifying bacteria by
competition between microbs is a problem.
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放射線抵抗性細菌デイノコッカス・ラジオデュランスのDNA修復機構
の正確性に関する比較ゲノム解析
Comparative genomic analysis on the accuracy of the DNA repair
mechanism of the radiation-resistant bacterium Deinococcus radiodurans
研究代表者 三善 英彦 (生命科学研究科 生命科学専攻) 印
指導教員 鳴海 一成 印
研究期間／2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
キーワード／①放射線抵抗性細菌 Radioresistant bacterium
②突然変異 Mutation
③DNA 修復機構の正確性 Accuracy of DNA repair mechanism
④比較ゲノム解析 Comparative genomic analysis
2019 年度交付額／571,000 円
研究発表／学会および口頭発表
三善 英彦ら「放射線抵抗性細菌デイノコッカス・ラジオデュランスの DNA 修復機構の
正確性に関する比較ゲノム解析」2020 年 3 月 日本農芸化学会 2020 年度 福岡大会

研究経過および成果の概要
１．研究方法
放射線抵抗性細菌の放射線耐性は、放射線照射で生じた DNA 損傷を効率的かつ正確に修復する
能力に優れていることに起因すると考えられている。しかし、放射線抵抗性細菌の DNA 修復機構
の正確性については、これまでに十分な研究がされていない。そこで本研究は、ゲノム全体を俯瞰
した視点によって、放射線に誘発される突然変異の特徴を解析し、放射線抵抗性細菌が有する極め
て効率的な DNA 修復機構の全容を解明することを目的とした。
まず、相同組換え修復に係わる RecA や末端結合修復に関与する PprA タンパク質が欠損した変
異株を用いて、放射線照射後に蓄積された突然変異を野生株と比較することで、正確な DNA 修復
機構への寄与についても検証するため、抗生物質耐性遺伝子を含む DNA 断片を recA 及び pprA 遺
伝子領域と挿げ替えることで、RecA 及び PprA 欠損株を作製した。
次に、ラジオデュランスの野生株、RecA 欠損株及び PprA 欠損株に対してガンマ線照射を行い、
コロニー形成法を用いた生存率を指標に生物影響を測定した。各菌株が同様の生物影響下において、
ゲノム上に蓄積された突然変異を比較するために、生存率が 1％となるガンマ線線量を算出した。
さらに、ガンマ線照射によって蓄積された突然変異の種類や頻度といった特徴を明らかにするた
め、比較ゲノム解析を行った。各菌株の非照射及び 1％生存率のガンマ線照射の各菌体からゲノム
DNA を抽出・精製し、DNA 断片化ライブラリーの調製を行った。DNA 断片化ライブラリーを用
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いて、次世代シークエンサーNextSeq 500 による全ゲノム DNA 塩基配列情報を取得した。取得し
た塩基配列は、FastQC ソフトウェアを用いて、リードのクオリティをチェックすると共に、
Trimmomatic ソフトウェアを用いて、アダプタ配列やクオリティの悪い塩基のトリミング処理を
行った。トリミング後、ゲノム情報が公開されているラジオデュランスの DNA 塩基配列を参照配
列として、BWA、SAMtools 及び Picard Tools ソフトウェアを用いて、マッピングを行った。次に、
マッピングしたゲノム DNA 塩基配列情報から、GATK、Pindel 及び BreakDancer ソフトウェア
を用いて、ガンマ線により誘発された変異（塩基置換、欠失変異、付加変異、逆位及び転座）を検
出し、ラジオデュランスの DNA 修復機構の正確性を検証すると共に、DNA 修復タンパク質 RecA
及び PprA の DNA 修復機構への寄与についても検討した。
２．研究経過および成果の概要
ガンマ線が同様の生物効果をもたらす条件下で生存・増殖した菌体を対象として、ゲノム上に蓄
積された突然変異を比較するために、生存率が 1％となるガンマ線線量を生存曲線から算出した。
その結果、
野生株、
PprA 欠損株及び RecA 欠損株の生存率が 1％となる線量は、それぞれ 12.4 kGy、
4.5 kGy 及び 320 Gy であることを明らかにした。
生存率の異なるガンマ線照射によって蓄積された突然変異の種類や頻度といった特徴を明らかに
するため、野生株、PprA 欠損株及び RecA 欠損株の各生存菌体について、非照射及び 1％生存率を
指標に、それぞれ 9 及び 15 種ずつ選抜し、次世代シーケンサーによる DNA 塩基配列を取得した。
1 株当たりの平均として、非照射時の野生株は、塩基置換が 0.78 個、付加変異が 0.33 個であった。
1％生存率の野生株は、塩基置換が 1.53 個、付加変異が 0.13 個であった。ガンマ線照射によって、
塩基置換が約 2 倍程度に増加しているが、顕著な突然変異の蓄積は見られていないことから、ラジ
オデュランスの DNA 修復機構は、高い正確性を有していると考えられた。
一方、DNA 修復に関わるタンパク質の欠損によって、多くの突然変異の蓄積が見られるのでは
ないかと推察していたが、非常に興味深いことに、非照射時において、PprA 欠損株及び RecA 欠
損株のいずれにおいても、突然変異を検出することはできなかった。さらに、1％生存率の PprA
欠損株及び RecA 欠損株においては、1 株当たりの平均として、塩基置換がそれぞれ 0.53 及び 0.47
個、付加変異が 0.07 及び 0 個であり、ガンマ線照射によって僅かではあるが突然変異の蓄積がみ
られた。欠損株において、変異の蓄積が見られなかったことから、ラジオデュランスは DNA 修復
の高い正確性を有しているが、ゲノム DNA 上に生じる変異蓄積をあまり許容できず、修復しきれ
ない菌体は修復過程の早期に淘汰されるのではないかと考えられた。また、野生株、PprA 欠損株
及び RecA 欠損株において、いずれも欠失変異、逆位及び転座は全く検出されなかった。
３．今後の研究における課題または問題点
今回検出された変異は、高い DNA 修復機構の正確性もあり、非常に僅かであり、統計的な有意
性を評価するには至らない。さらに、ラジオデュランスにおける変異蓄積の許容性についても明確
な知見が得られていない。生存率の異なるガンマ線照射によって蓄積された突然変異の種類や頻度
といった特徴をより詳細に明らかにするためには、異なる生存率や解析する菌体数をさらに増やす
必要があると考えられる。一方、以前の研究にて、抗生物質耐性獲得を指標とした突然変異解析で
は、ガンマ線照射によって 100 倍以上の変異誘発効果が示されていることから、選択圧をかけた状
態での変異蓄積を比較することで、効率的に変異を検出できると期待される。
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Summary

Deinococcus radiodurans exhibits extraordinary resistance to ionizing radiation. This
resistance has been attributed to its highly proficient DNA repair capacity. However, the
accuracy of DNA repair mechanism in D. radiodurans is poorly understood. In this study, we
investigated the gamma-mutagenized mutations in the wild-type, pprA-deletion mutant and

recA-deletion mutant strains by comparative genome analysis. Firstly, we generated pprAdeletion mutant and recA-deletion strains and determined 1% surviving dose of gamma-rays
for each strain. As a result, the 1% surviving dose for wild-type, pprA-deletion mutant and

recA-deletion mutant strains were 12.4 kGy, 4.5 kGy and 320 Gy, respectively. Next, in an effort
to gain insights into the characteristic of the gamma-mutagenized mutations, the comparative
genome analysis was performed between non-irradiated and 1% survived cells for wild-type,

pprA-deletion mutant and recA-deletion mutant strains. The single base substitution (SBS)
and insertion (INS) mutations in non-irradiated wild-type strain were 0.78 and 0.33 per strain.
By gamma irradiation, the SBS and INS mutations in the wild-type strain were increased to
1.53 and 0.13 per strain, respectively. These results indicated that the DNA repair mechanism
of D. radiodurans was highly accurate. While, any mutations did not detect in non-irradiated

pprA-deletion mutant and recA-deletion mutant strains. In 1% survived pprA-deletion mutant
and recA-deletion mutant strains, the SBS and INS mutations were 0.53 and 0.47, 0.07 and 0
per strain, respectively. These mutations were lower than those of the wild-type strain,
indicating that the capability of mutation accumulation of genomic DNA in D. radiodurans
might be low. In a previous study, gamma-irradiated strains were exposed to rifampicin, and
mutants resistant to rifampicin were selected. As a result, nearly 100 times as many mutants
as those without irradiation were identified. From this, it is considered that more mutants can
be produced by applying further selective pressure after gamma irradiation. In the future, we
will continue to detect the accumulation of mutations by applying further selective pressure
with antibiotics after irradiating the cells with gamma rays. No significant difference was
observed in the amount of mutation accumulation between the wild strain, the recA-deletion
mutant strain, and the pprA-deletion mutant strain. This suggests that the tolerance of
mutation accumulation in D. radiodurans is low. Due to the low tolerance of D. radiodurans for
accumulation of mutations, cells containing a small amount of mutation may be quickly
eliminated and the mutant may not be detected. This suggests that the settings in this
experiment may not be suitable to detect mutation accumulation in D. radiodurans. In the
future, it may be necessary to reconfirm the experimental system, such as the dose of gamma
irradiation.
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運動依存的な骨格筋由来エクソソームの動的変化及びその生理的意義
Exercise-dependent modification and physiological roles
of exosomes derived from skeletal muscle
研究代表者 宮下 千穂（生命科学研究科 生命科学専攻） 印
指導教員 根建 拓
研究期間／2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
キーワード／① エクソソーム Exosomes
② 細胞外小胞 Extracellular vesicles
③ 骨格筋 Skeletal muscle
④ 骨格筋分化 Skeletal muscle differentiation
2019 年度交付額／630,000 円
研究発表／学会および口頭発表
・宮下千穂, 郡司美里, 石内友里, 根建拓: 骨格筋における暑熱依存的なエクソソーム
放出の生理的意義
第 42 回日本分子生物学会年会、博多、2019 年 12 月 4 日
研究経過および成果の概要
１．研究方法
我々の研究室では運動依存的に骨格筋が行う情報伝達を明らかにしてきたが、本研究では新たな
情報伝達物質としてエクソソームに着目した。これまでに培養筋細胞である C2C12 細胞に電気刺
激を付与し収縮させる Electrical pulse stimulation を用いて収縮依存的に骨格筋から放出される
エクソソームの解析を行い、放出動態及び内包 miRNA に変動が生じる可能性を明らかにした。本
研究では収縮刺激依存的な変動をより詳細に調査し、その生理的意義の検討を行った。更に運動の
副次的な作用として骨格筋において熱産生が生じることに着目し、熱刺激依存的なエクソソーム放
出を明らかにした。
まず、収縮刺激と同様に、暑熱刺激による骨格筋エクソソームの動態変化を明らかにするために、
C2C12 細胞を 42℃で 24 時間処理した後に培養上清からエクソソームを精製し、Dynamic light
scattering を用いて暑熱刺激依存的な骨格筋エクソソーム放出量の解析を行った。次に、収縮及び暑

熱刺激依存的なエクソソーム内包 miRNA 変動の解析を行うために、エクソソームから RNA を抽
出し、Reverse transcriptional-qPCR (RT-qPCR)によるエクソソーム内包 miRNA 量の測定を行っ
た。また、骨格筋細胞におけるエクソソームの収縮及び暑熱刺激依存的な変動が血中エクソソーム
プロファイルへ影響を与え得るかを、マウス走行実験、暑熱負荷実験を用い、血中エクソソームに
内包される miRNA 発現の測定を行った。さらに、骨格筋エクソソームの収縮及び暑熱刺激依存的
な生理作用の変化を明らかにするために、収縮及び暑熱依存的に放出された骨格筋エクソソームを
C2C12 筋芽細胞に添加、24 時間後に RNA の抽出を行い、qPCR を用いて細胞増殖マーカー、細
胞死マーカー、筋分化関連マーカーの遺伝子発現解析を行った。最後に、収縮及び暑熱刺激依存的
な内包 miRNA 変動の生理的意義を解明するために、C2C12 筋芽細胞を用いて miRNA の機能阻害
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印

実験を行った。
２．研究経過および成果の概要
これまでに収縮刺激依存的に骨格筋の放出量は変動しない事が明らかになっていたが、暑熱刺激依存
的な骨格筋エクソソームの放出動態を解析したところ、骨格筋エクソソームは暑熱刺激依存的に放出量
が上昇する事が明らかになった。次に、エクソソーム内包 miRNA の収縮及び暑熱刺激依存的な変動を
解 析 し た と こ ろ 、 収 縮 刺 激 依 存 的 に miR-27b-5p, miR-125a-5p, miR-128-2-5p, miR190a-5p,
miR-222-3p の発現量が減少し、暑熱刺激依存的にエクソソーム内 miR-222-3p の発現量が上昇する事
が明らかになった。また、動物を用いた走行実験及び暑熱負荷実験により、血中エクソソーム内
miR-222-3p 発現量を測定したが、顕著な変化が得られなかった。このことから、骨格筋から刺激依存
的に直接放出されるエクソソームは骨格筋近傍の細胞や組織にパラクライン、オートクライン様に作用
する事が明らかになった。次に、収縮及び暑熱刺激依存的なエクソソーム変動の生理的意義を検討した
ところ、収縮刺激依存的に放出されたエクソソームは C2C12 筋芽細胞の筋分化関連遺伝子発現を抑制
し、暑熱刺激依存的に放出されたエクソソームは C2C12 筋芽細胞の筋分化関連遺伝子発現を促進する
事が分かった。運動依存的な筋分化制御については未だに明らかになっていない点が多いが、本研究に
よって明らかになった骨格筋エクソソームによる筋分化制御は、その一部である可能性がある。
最後に、エクソソーム添加によって C2C12 筋芽細胞に生じた生理変化が、miR-222-3p と関連してい
るかを明らかにした。C2C12 筋芽細胞内の miR-222-3p を機能阻害したところ、収縮依存的に放出され
るエクソソームによって引き起こされた筋分化関連遺伝子発現の抑制と同様の遺伝子発現変動が一部
生じた。このことからエクソソーム添加による生理変化の少なくとも一部に miR-222-3p が関与してい
る可能性が示唆された。すでに miR-222-3p が骨格筋分化を制御することは知られていたが、本研究に
よって収縮及び暑熱依存的に放出される骨格筋エクソソームに miR-222-3p が内包されており、筋芽細
胞に伝達されることが初めて示された。
本研究では、収縮あるいは暑熱刺激依存的に分泌される骨格筋エクソソームの解析にはじめて成功し、
骨格筋エクソソームが筋芽細胞に与える影響の一端を明らかにした。現在、骨格筋はマイオカインを分
泌する内分泌器官として認識されているが、本研究によって、骨格筋エクソソーム分泌を介した細胞間
コミュニケーションもまた重要であることが示された。
３．今後の研究における課題または問題点
本研究では骨格筋における運動依存的なエクソソーム放出について、培養筋細胞を用いて収縮刺
激及び熱刺激依存的なエクソソーム放出を調査した。しかし、生体における運動は骨格筋の収縮と
熱産生が同時に起こるため、本研究で得られた収縮刺激と暑熱刺激依存的なエクソソーム変動が運
動を完全に模倣しているとは言えない。そのため、収縮と暑熱刺激が同時に負荷された際の骨格筋
エクソソームを解析する必要がある。また、本研究では骨格筋エクソソームの生理作用を骨格筋の
筋芽細胞で検討したが、骨格筋の筋管細胞や骨格筋近傍の組織で検討を行い、骨格筋エクソソーム
の運動依存的な生理作用をより詳細に明らかにする必要があると考えられる。本研究ではエクソソ
ーム内包 miRNA に着目したが、エクソソームには miRNA 以外にもタンパク質や脂質などが含ま
れており、miRNA と同様に運動依存的にそれらも変動している可能性があるため調査を行う必要
がある。
これらを明らかにする事で、運動依存的な骨格筋による情報伝達におけるエクソソームの役割を
明らかにする事ができ、内分泌器官としての骨格筋機能の解明に大きく寄与できると考えられる。
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Summary
Recently, skeletal muscle has been recognized as an endocrine organ which secretes proteins and
peptides, defined as myokines. Furthermore, because the secretions of several myokines are dramatically changed
during exercise, the myokines appear to transduce “exercise-signals” from skeletal muscle to the other tissues and
organs. On the other hand, whether the other secreted factors like “exosomes” are also involved in this process has
not been well understood. We focused on the skeletal muscle-derived exosomes, which contain proteins and small
nucleic acids, and transfer these molecules by fusing with the other cells.
Generally, exercise is known to induce skeletal muscle thermogenesis. In this study, we therefore
focused on whether skeletal muscle cell contraction and heat stimulus alter the quality and quantity of exosomes.
We initially utilized mouse C2C12 myotubes that were cultured with or without electrical pulse stimulation (EPS)
(20V, 1Hz, 2 ms) or heat stress for 24 hours (42℃). The cell culture supernatants were then collected and purified
exosomes by using the sequential ultracentrifugation method. The amounts of exosome release, which were
evaluated by dynamic light schattering (DLS), were changed by heat stimulus, but not by EPS. We also analyzed
exosomal miRNA expressions and found exosomal miR-27b-5p, miR-125a-5p, miR-128-2-5p, miR190a-5p,
miR-222-3p were reduced by cell contraction, whereas exosomal miR-222-3p was induced by heat stimulus. In
addition, we performed animal experiments to confirm whether these changes are also observed in exosomes in
mouse serum. Male mice were received running training and heat stress, and then exosomes in serum were
purified. Because all miRNAs we tested were not altered by exercise, we presume that the exosomes released
from skeletal muscles perhaps act in an autocrine and/or paracrine manner. We next analyzed the role of the
exosomes released from myotubes. Since we could confirm that the myotube-derived exosomes have a potential
to fuse with C2C12 myoblasts, we tested whether the exosome treatment alter any gene expressions in C2C12
myoblasts. Exosomes derived from contractile skeletal muscle significantly decreased the gene expression of
MyoD and Myostatin, which suggested the contractile myotube-derived exosomes have a potential to attenuate
C2C12 cell differentiation. On the other hand, exosomes derived from heated skeletal muscle induced the gene
expression of myogenin and MEF2C, which indicated that these may have positive roles on C2C12 cell
differentiation.
Overall, our result suggested that the exercise modified exosome release from skeletal muscle that may
control skeletal muscle cell differentiation.
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Graptopetalum paraguayense の植物体再生における植物ホルモンの影響
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、第 37 回日本植物細胞分子生物学会、京都、口頭発表、
2019.9.7
・田巻太志、下村講一郎、梅原三貴久、
「Graptopetalum paraguayense の植物体再生
におけるオーキシンとサイトカイニンの影響」、植物化学調節学会第 54 回大会、鳥取、
ポスター発表、2019.11.17
研究経過および成果の概要
１．研究方法
葉身約 3 cm のグラパラリーフ（Graptopetalum paraguayense E. Walther）の葉を 4℃に一定
期間置いた後、植物インキュベーター（温度 25℃、湿度 50％、光強度約 100 μmol m-2 s-1、光周期
明期 16 時間/暗期 8 時間）に移動した。18 日間 4℃の条件下に置き、期間ごとの内生 ABA の
LC-MS/MS を用いた定量分析と植物インキュベーターに移動した後の 18 日間植物体再生への影響
を観察した。
葉身約 3 cm の G. paraguayense の葉の脱離面に、0、0.1、1、10 μM オーキシン（NAA、IAA、
PAA、2,4-D）もしくはサイトカイニン（KIN、BAP、TDZ）水溶液並びに 0、1、10、100 μM の
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オーキシンの極性輸送・作用・生合成阻害剤とサイトカイニンの作用阻害剤水溶液をそれぞれ処理
し、植物インキュベーター（温度明期 26℃/暗期 24℃、湿度明期 40％/暗期 50％、光強度約 70 μmol
m-2 s-1、光周期明期 12 時間/暗期 12 時間）に置き、植物体の再生を 12 日間経時的に観察した。
葉身約 3 cm の G. paraguayense の葉を、葉の脱離面から葉先にかけて 8 区分（Ⅰ–Ⅷ）に切り
分けた。各区分のオーキシンとサイトカイニンの内生量を葉が脱離してから植物体が再生するま
での 12 日間、LC-MS/MS を用いて経時的に定量分析した。
２．研究経過および成果の概要
脱離直後の葉の ABA 量は約 1.3 ng/g FW（新鮮重量）で、葉に含まれる ABA 量は、脱離後 1 日
目には約 0.3 ng/g FW まで減少し、
シュートの形成が観察される 6 日目まで ABA 量は少なかった。
そして、植物体が再生した 9 日目には、ABA 量は約 3.0 ng/g FW まで増加した。4℃の環境下に置
いた葉からは植物体再生が観察されず、4℃の環境下に 9 日間置くと葉の ABA 量は約 4.4 ng/g FW
に増加した。4℃の環境下に 18 日間置いた後、25℃の環境下に移すと、9 日目以降に根の再生が観
察されたが、シュートの再生はほとんど観察されなかった。葉の脱離面にある幹細胞は、強い低温
ストレスを一度受けるとシュートの再生が困難になると考えられる。以上の結果から、グラパラリ
ーフの植物体再生の抑制には 4℃の環境下に置き、ABA の合成を誘導することが有効と考えられる。
無処理区では、6 日目以降にシュートの再生（約 40％）が観察され、10 日目以降に根の再生（約
30％）が観察された。その後、12 日目にはどちらも再生率は 100％になった。オーキシンの NAA、
IAA、PAA を処理した際には、植物体再生における影響は認められなかったが、10 μM 2,4-D を処
理すると再生する植物体の形態形成に異常が認められ、植物体の再生率はシュートでは約 70％、根
では約 90％減少した。サイトカイニンの KIN を処理しても、植物体再生における影響は認められ
なかった。しかし、10 μM BAP 処理でシュートの肥大が観察され、1 μM TDZ を処理した際には
植物体の再生率はシュート、根共に約 90％減少した。オーキシン極性輸送阻害剤の TIBA と NPA
を処理すると、再生する植物体の形態形成に異常が認められ、濃度依存的に植物体の再生率が減少
した。オーキシン作用阻害剤の auxinole と 4-Cl-PEO-IAA を処理すると、100 µM auxinole、10、
100 µM 4-Cl-PEO-IAA 処理区では根の再生率が 10 日目に減少し、再生の遅延がみられたが、植物
体の形態に異常は認められなかった。一方、オーキシン生合成阻害剤とサイトカイニン作用阻害剤
を処理した場合では、植物体再生における影響はほとんど認められなかった。次に、葉の IAA とサ
イトカイニン量を LC-MS/MS を用いて定量分析した。葉を脱離面から葉先にかけて 8 区分に分け、
区分ごとの IAA 量の定量を行った。脱離後の葉において、IAA 量は 2 日目から 4 日目にかけて、
3.7 pg/mg FW から 4.9 pg/mg FW へと増加したが、4 日目以降は IAA 量の変化は認められず、再
生との相関は認められなかった。各区分の IAA 量の変動を調べると、脱離直後では葉の脱離面（Ⅰ）
と葉先（Ⅷ）に局在していたが、脱離 1 日目にはその局在が無くなった。その後、シュートと根の
再生が観察されはじめた 6 日目と 10 日目に IAA の分布が変化し、葉の脱離面側からⅢ区分目付近
で IAA 量が最も高くなった。サイトカイニン量は再生期間を通じて極めて微量であった。以上の結
果から、G. paraguayense の植物体再生には、オーキシンの輸送と葉の脱離面側における局在が重
要と考えられる。
３．今後の研究における課題または問題点

G. paraguayense の植物体再生には、オーキシンの輸送と葉の脱離面側における局在が重要であ
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ることは明らかになったが、植物ホルモンの代謝経路の変化や遺伝子発現の変動などの分子メカニ
ズムはまだ明らかになっていない。G. paraguayense においても RNA-seq を用いた遺伝子の発現
解析を行うことで、植物体再生のメカニズムの解明を進め、植物の再生における器官形成の理解を
深める新たな知見をもたらすことができる。
Summary

Graptopetalum paraguayense E. Walther (G. paraguayense) is an edible succulent plant, native
to Mexico. When leaves of G. paraguayense are detached from the mother plant, asexual
reproduction occurs on the leaf base without phytohormone treatment. Asexual reproduction
during storage and transportation causes a concern that commercial value of G. paraguayense
is reduced. ABA treatment significantly suppressed the asexual reproduction of G.

paraguayense. In this study, asexual reproduction was not observed and ABA levels highly
accumulated in leaves at 4℃. Therefore, storage at 4℃ is effective in suppressing asexual
reproduction of G. paraguayense. Next, I evaluated effects of other phytohormones, auxin and
cytokinin, in asexual reproduction of G. paraguayense. Phytohormones and the inhibitors were
applied at the separation site of leaves every 2 days. When NAA, IAA and PAA were treated, no
effect was observed. On the other hand, 10 μM 2,4-D treatment suppressed the asexual
reproduction and induced abnormal shoot and root formation. When kinetin was treated, no
effect was observed. On the other hand, 10 μM BAP treatment induced shoot enlargement. In
addition, TDZ treatment strongly suppressed the asexual reproduction. IAA transport
inhibitors TIBA and NPA also strongly suppressed the asexual reproduction. Although other
inhibitors were treated, no effect was observed. Furthermore, I analyzed changes of
endogenous auxin and cytokinin levels during the asexual reproduction by using LC-MS/MS.
IAA levels gradually increased after leaf detachment to the fourth day, but IAA levels did not
change after the fourth day. These results indicate that there is no correlation between asexual
reproduction and change of IAA levels. Leaves of G. paraguayense were cut into eight regions
(I-VIII). IAA was localized at apical (VIII) and basal (I) region of leaves after leaf detachment.
IAA was accumulated at region III in shoot and root formation. Cytokinin levels were entirely
low through the asexual reproduction. In conclusion, auxin transport and the localization in the
leaves play important roles in asexual reproduction of G. paraguayense leaves.
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心臓形態形成における転写因子 Sall の機能解析
Functional analysis of Transcription factor Sall
during the cardiac morphogenesis
研究代表者 片野 亘（生命科学研究科生命科学専攻） 印
指導教員 小柴 和子 印
研究期間／2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
キーワード／①心臓 heart
②発生 development
③先天性心疾患 congenital heart disease
④SALL1 SALL1
⑤SALL4 SALL4
2019 年度交付額／630,000 円
研究発表／学会および口頭発表
・ 片野 亘, 森 俊太, 多鹿 友喜, 竹内 純, 小柴 和子「転写因子 Sall1/4 は Myocd 及
び Isl1 の発現を制御しながら心臓形態形成に寄与する」日本動物学会関東支部 第 72
回大会, 神奈川, 2020 年 3 月
・ 片野 亘, 森 俊太, 多鹿 友喜, 竹内 純, 小柴 和子「転写因子 Sall は心筋の増殖維
持及び二次心臓領域の形成に重要である」第 42 回日本分子生物学学会, 福岡, 2019 年
12 月
・ 片野 亘, 森 俊太, 多鹿 友喜, 竹内 純, 小柴 和子「心臓発生過程における転写因子
Salls の役割」第 18 回日本心臓血管発生研究会, 広島, 2019 年 10 月
・ 片野 亘, 森 俊太, 多鹿 友喜, 竹内 純, 小柴 和子「心臓形態形成における転写因子
Sall の機能解析」日本動物学会第 70 回大阪大会, 大阪, 2019 年 9 月
・ Wataru Katano, Shunta Mori, Jun K Takeuchi, Kazuko Koshiba-Takeuchi
“Transcription factors Sall1/4 are essential for cardiac morphogenesis” Society for
Developmental Biology 78th Annual Meeting, BOSTON, USA, July 2019
研究経過および成果の概要
１．研究方法
心臓発生には心臓で発現する主要な転写因子の作用が重要であり、それらをコードする遺伝子の
変異は先天性心疾患の発症につながる。本研究では、Townes-Brocks 症候群の原因因子である
SALL1 と Okihiro 症候群の原因因子である SALL4 に着目して、SALL1/4 の心臓形態形成におけ
る詳細な役割について解明することを目的とした。
心臓特異的 Sall 機能阻害マウスは、心臓特異的に遺伝子組換え酵素 Cre を発現する Nkx2.5Cre/+
マウスと Cre 依存的に S4-R2（ΔSall4）を発現する CAG-CAT-ΔSall4 マウスを掛け合わせること
で作出した。
ΔSall4 は C 末端側の機能ドメインを欠失した短い不完全な Sall4 タンパク質であり、
正常な Sall1 及び Sall4 タンパク質に対してドミナントネガティブに作用する。Sall 機能阻害マウ
スに生じた心臓形態の異常及びその分子メカニズムについて詳細に解析するために、ヘマトキシリ
ン・エオシン染色、心臓の 3D イメージの作製、in situ hybridization、免疫染色、qRT-PCR を行
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った。さらに Sall の下流で働く遺伝子を同定するために RNA-sequence を実施した。
２．研究経過および成果の概要
胎生 10.5-12.5 日目（E10.5-12.5）の Sall 機能阻害マウスの心臓形態を詳細に解析した結果、心
室中隔欠損、心房中隔欠損、右心室と流出路の低形成、心室壁の菲薄化、大動脈形成及びその血管
分岐の異常が認められた。さらに Ki67（細胞増殖マーカー）または Cleaved Caspase-3（アポト
ーシスマーカー）と心筋の核に発現する Nkx2.5 の共免疫染色を行ったところ、心筋細胞の増殖抑
制とアポトーシスの亢進が起こっていることがわかった。異常の認められた部位のうち、右心室と
流出路は二次心臓領域に由来することから、Sall は二次心臓領域の形成・維持に重要な役割を果た
すのではないかと考えた。そこで二次心臓領域に特異的に発現する Islet1（Isl1）の発現を免疫染
色で調べた結果、E9.5 の Sall 機能阻害マウスでは流出路及び臓側中胚葉領域において Isl1 の発現
量が著しく低下していた。また、右心房に存在する洞房結節は Isl1 を発現する心臓前駆細胞に由来
することから、洞房結節形成への影響について調べた。洞房結節マーカーの HCN4 の発現を in situ
hybridization で調べたところ、E13.5 の Sall 機能阻害マウスでは HCN4 のシグナルが弱まり、3D
イメージから HCN4 の発現領域が拡大する傾向がみられた。これらの結果から、洞房結節の形成
に異常が引き起こされていることが示唆された。さらに Isl1 陽性細胞の増殖・維持に与える影響を
免疫染色で調べたところ、Sall 機能阻害マウスでは二次心臓領域の細胞増殖が抑制されていること
がわかった。
次に Sall の下流遺伝子を同定するために、E10.5 の Sall 機能阻害マウスの流出路を含む心室から
total RNA を抽出し、RNA-sequence を実施した。Gene Ontology 解析を行った結果、Sall 機能阻
害マウスでは細胞周期やサルコメア形成に関連する遺伝子群の発現が抑制されていた。さらに Sall
の下流で発現変動する転写因子に着目して解析を行ったところ、心筋細胞の増殖・維持に重要な転
写因子である Myocd の発現量が著しく減少していることが明らかになった。そして JASPAR を用
いた Myocd のエンハンサー領域の解析により、Myocd の上流配列に Sall4 の結合配列が存在する
こと、その近傍に Sall4 と協調的に働く Tbx5 の結合配列が存在することがわかった。
本研究によって、転写因子 Sall が心臓の多くの領域で重要な役割を担うことが明らかになった。
Sall4 は一次心臓領域に由来する左心室に強く発現することから、Sall4 は主に一次心臓領域で機能
し、Myocd の発現を上流で制御することで心筋細胞の増殖・維持に寄与している可能性が示唆され
た。一方、Sall1 は二次心臓領域に発現が認められ、Isl1 の発現を制御しながら二次心臓領域の細
胞増殖を促進し、右心室、流出路、洞房結節の形成に寄与していることが示唆された。Myocd や
Isl1 は心臓発生において重要な転写因子であるが、それらの発現制御機構は未だ不明な点が多い。
本研究では新たに Sall1/4 がこれらの遺伝子の上流で機能することで正常な心臓発生に寄与してい
る可能性が見出された。
３．今後の研究における課題または問題点
本研究では、Sall4 の標的候補因子として Myocd を見出したが、Sall4 の Myocd に対する詳細な
転写制御機構について明らかにするにはクロマチン免疫沈降や Luciferase assay を行う必要があ
る。また今回の研究で用いた心臓特異的 Sall 機能阻害マウスは胎生致死となり成体には至らず、発
生後期から成体における機能については調べることができなかった。Sall4 は発生後期においてそ
の発現が高くなることから、胎児型の幼若心筋から成体の成熟心筋への心筋分化成熟、代謝におい
て重要な役割を担っている可能性が考えられる。そこで、今後は発生後期や成体で Sall の機能を阻
害したマウスを作出し、心筋分化成熟及び代謝における Sall の役割について解明していきたい。
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Summary
The heart is one of the vital organs and is functionalized for blood circulation from the
early development of mammals. Many cardiac-specific transcription factor genes contribute to
the heart development, and mutations in these genes cause congenital heart diseases. In mouse
heart development, two Zn-finger transcription factors are expressed; Sall1 is expressed in the
second heart field (SHF) and Sall4 is strongly expressed in the left ventricle derived from the
first heart field (FHF). The mutations in these genes cause Townes-Brocks syndrome and
Okihiro syndrome respectively, and both syndromes are accompanied with cardiac
malformations such as the ventricular septum defect. Previous studies have reported that Sall1
and Sall4 can substitute the functions of each other, however, detail functions of Sall1/4 during
heart development are poorly understood. In this study, we generated the mice in which the
functions of Sall1/4 are inhibited specifically in the heart by the forced-expression of truncated
form of Sall4 (ΔSall4). The ΔSall4-overexpression (OE) mice exhibited heart malformations
including ventricular and atrial septum defects, the hypoplasia of right ventricle and outflow
tract (OFT), aorta and sinoatrital node malformations, and thinner ventricular wall. The
proliferation of cardiomyocytes (CMs) was suppressed and the increase of apoptosis occurred in
ΔSall4-OE mice. Since the SHF derived structures were severely affected in ∆Sall4-OE mice,
we examined the expression of Isl1. In ΔSall4-OE mice, the expression of Isl1 was significantly
decreased in the OFT and splanchnic mesoderm. The luciferase analysis indicated that ΔSall4
repressed the transcriptional activity of Sall1 to the Isl1 enhancer. To know the downstream
genes of Sall1/4 in heart development, we performed the RNA-seq. The Gene Ontology analysis
showed that cell cycle and sarcomere organization genes were downregulated in ∆Sall4-OE
mice. Interestingly, the expression of Myocd was significantly decreased in ΔSall4-OE mice, and
we found a binding sequence of Sall4 in the Myocd enhancer region. Our findings suggest that
Sall4 plays important roles for CMs proliferation and maintenance through the regulation of

Myocd expression in FHF, and Sall1 is essential for SHF development through the regulation of
Isl1 expression.
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高濃度セシウム耐性菌ミクロバクテリウム sp. TS-1 株のセシウム耐性機構の
解明
Clarification of cesium tolerant mechanisms
of Microbacterium sp. TS-1
研究代表者 是恒 貴宏（生命科学研究科生命科学専攻） 印
指導教員 伊藤 政博 印
研究期間／2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
キーワード／①Microbacterium sp. TS-1
②Cs+耐性 Cs+ tolerance
③次世代シークエンス Next generation sequencing
④Cs+/H+ アンチポーター Cs+/H+ antiporter
⑤細胞内 Mg2+ Intracellular Mg2+
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研究発表／学会および口頭発表
・日本農芸化学会 関東支部会 2019 大会
2019 年 9 月
・第 18 回 微生物研究会
2019 年 9 月
・第 20 回 極限環境生物学会
2019 年 11 月
研究経過および成果の概要
１．研究方法
当 研 究 室 で は 、 2013 年 に ハ エ ト リ グ モ を 擦 潰 し た サ ン プ ル か ら 好 ア ル カ リ 性 細 菌

Microbacterium sp. TS-1 株 (TS-1 株) を単離し、そのゲノム配列を報告した。この菌の生育至適
pH は 9.0 であり、大腸菌などが生育阻害を示す 0.4 M CsCl を含む培地で良好な生育を示し、1.2 M
CsCl を含む培地でも生育する。そこで本研究では、TS-1 株の Cs+耐性機構を明らかにすることを
目的とした。
この研究目的を解明するため、化学変異処理により Cs+感受性になった変異株を分離し、そこか
ら復帰変異株を取得することで、これらの株の変異箇所を次世代シークエンス解析で明らかにして、
Cs+耐性に関与する遺伝子群の同定を試みた。そして、同定された遺伝子産物の機能解析をするこ
とで、TS-1 株の Cs+耐性機構を解明することを目的とした。
TS-1 株の Cs+感受性変異株の取得及び、Cs+耐性関連遺伝子の同定
TS-1 株から Cs＋感受性変異株を取得するため、対数増殖期の TS-1 株の培養液にエチルメタンス
ルホン酸を添加して化学変異処理を行い、固形天然培地に播種した後、形成されたコロニーを、固
形天然培地と CsCl を含む固形天然培地にレプリカプレート法を行った。両プレートでの生育を比
較することで、約 4 万の株から Cs＋感受性変異株を 4 株取得した。また同時に、Cs＋感受性変異株
から復帰変異株を取得し、これらについて次世代シークエンサーによる全ゲノム配列を解読した。
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得られた全ゲノム配列から、Cs+感受性変異株及び復帰変異株と野生株の遺伝子変異箇所を比較し、
Cs+耐性に関与すると推定される遺伝子候補を選抜した。Cs＋耐性に関わる候補遺伝子産物として
MTS1-00475 と MTS1-03028 を同定した。
Cs+耐性関連遺伝子候補 MTS1-00475 の機能解析
選抜した Cs+耐性関連遺伝子候補産物 MTS1-00475 を大腸菌に発現させ、酵素学的機能解析を行
うことで、Cs+耐性に関連しているか検討した。TS-1 株のゲノムは、高 GC 含量であるため、選抜
した候補遺伝子産物は大腸菌内で十分な発現をしないことが予測された。そこで候補遺伝子領域に
ついて、大腸菌のコドン使用頻度に最適化した人工合成遺伝子を作製し、発現用ベクターへクロー
ニングした。構築したプラスミドを主要な Na+/H+アンチポーターを欠損させた大腸菌 KNabc 株に
形質転換し、形質転換体から細胞破砕機を用いて反転膜小胞を調製した。調製した反転膜は、蛍光
pH 指示薬と蛍光分光光度計を用いた蛍光消光法 (Goldberg et al, PNAS, 1987) で Cs+/H+アンチ
ポート活性を測定した。
Cs+耐性関連遺伝子候補 MTS1-03028 の機能解析
選抜した Cs+耐性関連遺伝子産物 MTS1-03028 が細胞内への Mg2+輸送酵素と相同性があった。
これより細胞内への Mg2+の取り込みが Cs＋耐性に関与するかを調べるために、CsCl を含む Mg 濃
度を制限した合成培地に MgCl2 を加え MTS1-03028 変異株の Cs+耐性の変化を検討した。また、
大腸菌に TS-1 株由来の MTS1-03028 遺伝子を発現させた株を用いて MTS1-03028 が大腸菌の Cs+
耐性の向上に寄与するかを調べた。TS-1 株のゲノムは、高 GC 含量であるため、MTS1-03028 遺
伝子を大腸菌のコドン使用頻度に最適化した人工合成遺伝子を作製し、発現用ベクターへクローニ
ングした。構築したプラスミドを大腸菌 DH5α 株に形質転換し、形質転換体の Cs+耐性生育試験を
行った。
２．研究経過および成果の概要
Cs+耐性関連遺伝子候補 MTS1-00475 の機能解析
MTS1-00475 を発現させた大腸菌の反転膜小胞の Cs+/H+アンチポート活性を蛍光消光法により
測定した結果、MTS1-00475 は Cs+/H+アンチポート活性を示した。これまで Cs+/H+アンチポータ
ーの報告例はなく、MTS1-00475 は生物から初めて同定された Cs+/H+アンチポーターとなった。
また Cs+に対する pH 8.0 での Km 値は 250 mM であった。
Cs+耐性関連遺伝子候補 MTS1-03028 の機能解析
MgCl2 を添加したときの MTS1-03028 変異株の Cs+耐性を測定した結果、野生株と同程度まで
Cs+耐性が回復した。このことから、TS-1 株において、Mg2+が Cs+耐性に重要な働きをしているこ
とが明らかになった。また、MTS1-03028 を大腸菌で発現させることで、CsCl による生育上限濃
度が 100 mM から 200 mM へと向上した。
TS-1 株の Cs+耐性機構の解明
大腸菌に MTS1-00475 を発現させた場合、Mg2+を添加しない場合、Cs+耐性は向上しなかった。
これは Cs+/H+アンチポーターである MTS1-00475 の Cs+への基質親和性が低く、大腸菌が Cs+対
しての生育阻害を受けない 100 mM 程度の濃度では MTS1-00475 が機能しないためだと考えられ
た。そこで、MTS1-00475 と MTS1-03028 を両発現させた大腸菌の Cs+ 耐性を観察すると、
MTS1-03028 を単独で発現させるよりも Cs+耐性の向上が見られた。これにより、MTS1-00475 に
より大腸菌の Cs+耐性の相補が確認できた。以上のことから、TS-1 株の Cs+耐性機構についてまと
めると、TS-1 株は 100-200 mM 程度の Cs+に曝された場合には細胞内 Mg2+濃度を高めることで
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Cs+耐性を獲得し、それ以上の濃度の Cs+に曝された場合は、MTS1-00475 によって細胞内に流入
した高濃度の Cs+を排出して常に細胞内の Cs+濃度を低くすることで高濃度 Cs+耐性を獲得してい
ることが示唆された。
３．今後の研究における課題または問題点
今後の研究における課題点としては、細胞内 Mg2+濃度の上昇に伴う、Cs+耐性が向上する要因の
解明が挙げられる。
２．研究経過および成果の概要において、大腸菌及び TS-1 株は、細胞内の Mg2+濃度が上昇する
ことで、Cs+耐性が向上することが明らかになった。Mg2+は細胞内において最も豊富に存在する 2
価の陽イオンであり、酵素活性、リボソーム、生体膜やゲノムの安定化など、多様な生理的役割を
担っているが、微生物の Cs+耐性を向上させる報告はされていない。そこで、Mg2+による Cs+耐性
向上仮説を立てた。細胞内に Cs+が存在していると、70S リボソーム形成に Cs+が阻害的に働き、
50S リボソームと 30S リボソームの結合が不安定になる。これによりタンパク質合成が十分に行
われなくなることで、生育に阻害が生じる。Mg2+を添加すると、Mg2+は 70S リボソーム形成を安
定化させるため、Cs+による 70S リボソーム形成の阻害の影響が小さくなり、50S リボソームと
30S リボソームの結合が安定する。その結果、Cs+耐性の向上が引き起こされる。以上が Mg2+によ
る Cs+耐性向上についての仮説である。この仮説は菌株を Cs+を含まない培地と含む培地で生育さ
せた時の 70S リボソームの形成量を測定することで、検討する予定である。
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Summary
Cesium (Cs) is an alkaline metal. In general, Cs+ has similar chemical properties to K+.
Therefore, Cs+ can mistakenly be taken up the microbial cell through the K+ transport system.
When Cs+ accumulates in the cell, it occurred efflux of K+. The lack of K+ in the bacterial cell
has an adverse effect on growth because K+ plays an important role in protein synthesis,
nucleic acid synthesis, and ribosome stabilization.
Alkaliphilic Microbacterium sp. TS-1 (TS-1), was isolated from the jumping spider in 2013. This
bacterium showed growth up to 1.2 M CsCl. Here, I considered that TS-1 had a unique
tolerance mechanism against high concentrations of CsCl. Isolation of Cs+ sensitive mutants
from TS-1 was carried out by chemical mutagen with ethyl methanesulfonate, and Cs +
sensitive mutants were successively isolated. At the same time, Cs+ tolerant revertant mutants
from each Cs+ sensitive mutant were successively isolated.
The whole genome sequencing of these mutants was carried out by next generation sequencing
and the results were compared with the genome of the wild type. Two candidate genes
associated with Cs+ tolerance were identified from the results of genome comparison of Cs+
sensitive mutants, their revertant mutants, and the wild type. The first candidate gene which
encodes a hypothetical membrane protein was MTS1_00475 and the second candidate gene
which encodes a magnesium transporter was MTS1_03028. Then, I constructed synthetic gene
for MTS1_00475 that was optimized codon usage of Escherichia coli. Next, I transformed this
plasmid DNA into E. coli. The transformant showed Cs+/H+ antiport activity. From this result,
MTS1-00475 was identified as Cs+/H+ antiporter. Cs+/H+ antiporter has never been reported
before and this is the first report in the world. Since MTS1-03028 was magnesium transporter,
the Cs+ tolerance of the MTS1-03028 mutant was measured by adding MgCl2. As a result, the
Cs+ tolerance of mutant was restored to the same level as that of the wild type. This revealed
that intracellular Mg2+ is important for Cs+ tolerance in the TS-1 strain. To summarize the Cs+
tolerance mechanisms of TS-1 strain, when the TS-1 strain was exposed to Cs+ of about 100-200
mM won the Cs+ tolerance by increasing the intracellular Mg2+ concentrations. When exposed
to Cs+ at a higher concentrations, Cs+ uptake into the cells is effluxed by MTS1-00475, and the
Cs+ concentrations in the cells are maintained at a low level, thereby obtaining high
concentrations of Cs+ tolerance.
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研究経過および成果の概要
１．研究方法
葉かび病菌とすすかび病菌はトマトの重要病害であり、防除するために主に 4 種類の殺菌剤が使
用されている。本研究で使用する菌株が実際に各種殺菌剤に対して耐性を示すかを調べるために薬
剤感受性試験を行った。PDA 培地を用いて、胞子液をシャーレ全体に塗布し 3 週間培養を行った
ものを前培養とした。前培養したシャーレに滅菌水を垂らし刷毛でかきとり胞子液とし薬剤感受性
試験に用いた。薬剤入り培地は PDA 培地に薬剤が 0.1mg/L、0.4mg/L、1.6mg/L、6.1mg/L、25mg/L
の 5 濃度になるように作製し、薬剤無添加 PDA 培地と薬剤入り PDA 培地に胞子液をペッスルを用
いて画線接種を行い、10 日後に観察を行った。薬剤感受性試験の評価は目視にて 4 段階で評価を
行い、その結果をもとに各種殺菌剤の耐性変異の同定を行った。
耐性変異の同定においてはゲノムを抽出し、PCR を行い目的遺伝子の増幅を行った後にシークエ
ンス解析を行うことにより同定した。ゲノム抽出に使用する菌体は PDA 培地にセルロースフィル
ターをしいたものに胞子液を塗布し、
培養を行った。約 3 週間培養を行い胞子が十分に生育したら、
スパーテルを用いて胞子をかきとり菌体とした。回収した菌体を Sodium phosphate buffer、MT
buffer とガラスビーズ（0.5mm）に混合し、ビーズビーダー（30sec、 speed5.5）に破砕した。破
砕には FastPrep®-24(MPbio)を使用した。破砕した菌体を FastDNA SPIN Kit for Soil(Qiagen 社
製)を用いてゲノム抽出を行った。PCR は KAPAtaqTMExtra を使用した。シークエンス解析は PCR
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にて増幅した PCR 産物を QIAquick(Qiagen 社製)にて精製を行った。この精製した PCR 産物をユ
ーロフィンジェノミクス株式会社に委託しシークエンス解析を行った。
耐性変異を同定することが出来たものはパイロシークエンス法もしくはリアルタイム PCR 法にて
遺伝子診断系の構築を行った。
パイロシークエンス解析は、PyroMark q96(Qiagen 社製)を用いて行った。パイロシークエンス法
はルシフェラーゼ発光を用いたショートシークエンサーで添加した塩基（ヌクレオチド）が導入さ
れるか否かで塩基配列を決定する方法である。複数の変異を同時に検出でき、発光量に定量性があ
ることから混合 DNA から耐性株と感受性株の比率を概算できる可能性がある。また、96 サンプル
を約 30 分でシークエンス解析を行うこともできることから遺伝子診断に適していると考えた。
リアルタイム PCR 法においては、LightCycler®480(Roche 社製)を使用して行った。本研究室で
行ったリアルタイム PCR の検出法はインターカレーター法であり、この方法はサイバーグリーン
が二本鎖 DNA に結合することで蛍光を発する。PCR 反応によって合成された二本鎖 DNA にサイ
バーグリンが結合し、蛍光を発する。この蛍光強度を検出することにより、増幅産物の生成量をみ
ることが可能である。この手法を用いて、AS-PCR 法の診断系を構築した。点変異をプライマーの
3’の末端にくるように設計し、点変異の有無で判別する診断系を構築した。
２．研究経過および成果の概要
本研究では、葉かび病菌とすすかび病菌の防除に使用されている主要な 4 種の殺菌剤
（Benzimidazole 剤（Benz 剤）
、QoI 剤、Azole 剤、SDHI 剤）に対する耐性変異の同定と遺伝子
診断系の構築を目的とした。
葉かび病菌は岐阜県農業技術センターより分譲頂いた 27 株、すすかび病菌はサカタのタネより
分譲頂いた 3 株を使用した。
まず初めに 4 種の殺菌剤の感受性試験を行ったところ、葉かび病菌は、Benz 剤耐性株は 21 株、
QoI 剤耐性株は 5 株、SDHI 剤耐性株 5 株、Azole 剤耐性 14 株存在した。すすかび病菌は Benz 剤
耐性株 3 株、QoI 剤耐性株 1 株、SDHI 剤耐性株 3 株、Azole 剤耐性は 0 株であった。これらの耐
性株を用いて各種殺菌剤の耐性変異の同定と遺伝子診断系の構築を行った。
Benz 剤は細胞分裂阻害剤であり、葉かび病菌は海外菌株においてβ-tubulin 遺伝子の E198A と
F200Y 耐性変異の報告があった。しかし岐阜分離株は耐性変異が異なり、E198K であることがわ
かった。このことから地域により異なる耐性菌が出現しているため、3 変異を同時検出可能な診断
系の構築をした。これにより、Benz 剤の E198A/K, F200Y の耐性変異の検出が可能となった。ま
たすすかび病菌の Benz 剤耐性株の同定を行ったところ、E198A 変異であることがわかったため、
パイロシークエンス法の診断系を構築した。
2 つ目に QoI 剤はミトコンドリア電子伝達系複合体Ⅲの阻害剤であり、葉かび病菌は岐阜分離株
においてチトクローム b 遺伝子の F129L 変異であることが知られている。そこで、この変異を診
断するパイロシークエンス法の診断系を構築した。すすかび病菌においても F129L 変異であるこ
とがわかり、この診断系も完成させた。
3 つ目にエルゴステロール合成阻害剤 Azole 剤においては耐性変異の報告がなく、葉かび病菌の
耐性変異の探索を行ったが、耐性変異は見つからなかった。すすかび病菌に関しては耐性株を所有
していなかったため、耐性変異の探索は行わなかった。
最後にミトコンドリア電子伝達系複合体Ⅱの阻害剤の耐性変異についてです。一般的に SdhB 遺
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伝子に耐性変異が存在しており、P225F、N230I、H272Y 変異が知られている。しかし、葉かび病
菌とすすかび病菌は SdhB 遺伝子に SDHI 剤耐性変異は存在しないことがわっかた。SDHI 剤の作
用点は sdhB、sdhC、sdhD の中間に位置する。そのため、葉かび病菌においては sdhC 遺伝子、
sdhD 遺伝子のシークエンス解析を行なった。葉かび病菌は SdhC 遺伝子において、2 つの点変異
を発見した。SDHI 剤であるボスカリドにおいて高度耐性を示す株は N85K、中等度耐性を示す株
は T78I の変異を所持していた。この両変異は圃場分離株において初めて発見された耐性変異であ
る。また、これらの変異が本当に耐性変異であるのかを確認するためにリアルタイム PCR を用い
て診断系も構築を行い、今後はこの診断系を用いて葉かび病菌の SDHI 剤の耐性変異の診断を行っ
ていく。
本研究により、すすかび病菌の Benz 剤と QoI 剤の耐性変異の同定と遺伝子診断系の構築に成功し
た。また葉かび病菌においては Benz 剤と SDHI 剤の耐性変異の同定と Benz 剤、QoI 剤、SDHI
時の遺伝子診断系の構築が出来た。
３．今後の研究における課題または問題点
葉かび病菌、すすかび病菌ともに Azole 剤の耐性変異同定に至っていないため、探索を続けてい
きたいと考えている。
葉かび病菌に関しては cyp51 遺伝子の点変異とプロモーターの変異ではないことがわかっている
ため、ABC トランスポーター遺伝子の過剰発現であることが示唆されるが、ABC トランスポータ
ーは数が多いことから、今まで行ってきた方法での耐性変異の探索は難しいと考えられる。そのた
め、全ゲノムシークエンスを行う等をすることで耐性変異の探索を行う必要がある。また、すすか
び病菌に関しては Azole 剤の耐性菌株を保有していないため、耐性菌を入手出来次第、耐性変異の
同定を行っていきたい。
また、構築した診断系が実際に圃場の耐性菌分布のモニタリングが可能であるかを判断する必要
がある。まず、人工的に耐性菌と感受性菌を混合し、試験を行うことで耐性菌比率の概算が可能で
あるかを検討したい。そして、圃場からサンプルを採取し、どの殺菌剤に対する耐性菌がどの程度
存在するのかのモニタリングが可能であるのか実際に行っていきたいと考えている。
Summary
Tomato is a major vegetable grown worldwide. Passalora fulvum and Pseudocercospora

fuligena are important diseases of tomato. P. fulvum and P. fuligena are transmitted from the
leaves. Recently, serious damage has been reported in Japan. Various fungicides are used for
control, but resistant fungi have appeared in each fungicide, which is problematic.
In this study, we aimed to identify mutations resistant to the four major fungicides used for
control (Benzimidazole (Benz), QoI, Azole, and SDHI) and to establish a gene diagnosis system.

P. fulvum used 27 isolations obtained from Gifu Prefectural Agricultural Technology Center,
and P. fuligena used 3 isolations obtained from Sakata seeds.
First, Benz is a cell division inhibitor, and P. fulvum have been reported to be resistant to
E198A and F200Y mutations of β-tubulin gene in foreign strains. However, Gifu isolates
differed in resistance mutations and were found to be E198K. As a result, it was found that
different resistant strains of P. fulvum appeared in different regions. Therefore, a diagnostic
74

system for pyrosequencing assay capable of detecting three mutations was constructed. It was
found that the P. fuligena -resistant strain of Benz was E198A, and a diagnostic system for
pyrosequencing assay was constructed.
Second, the QoI is an inhibitor of mitochondrial electron transport complex Ⅲ, and it is
known that the fungus of leaf mold is F129L mutation of the cytb gene in Gifu isolates.
Therefore, a diagnostic system for pyrosequencing assay to diagnose this mutation was
constructed. The F129L mutation was also found in P. fuligena, and this diagnostic system was
completed.
Thirdly, Azole is the ergosterol synthesis inhibitor, and a search was made for a resistance
mutation of P. fulvum, but no resistance mutation was found. No search for resistant mutations
was performed for P. fuligena, because no resistant strain was owned.
Finally, it is about the resistance mutation of the inhibitor of mitochondrial electron transport
system complex II. Generally, resistance mutations exist in the SdhB gene, and P225F, N230I,
and H272Y mutations are known. However, it was found that P. fulvum and P. fuligena do not
have an SDHI resistant mutation in the SdhB gene. Leaf mold fungus found two mutations in
the SdhC gene. SDHI of Boscalid highly resistant strain had a mutation of N85K and the
mideam resistant strain had a mutation of T78I. These two mutations are the first resistant
mutations found in field isolates. P. fulvum diagnostic system was also constructed using
real-time PCR.
In this study, we succeeded in identifying the resistance mutations of Benz and QoI of P.

fuligena and constructed pyrosequencing assay. And, we were able to identify the resistance
mutations of Benz and SDHI of P. fulvum and to establish pyrosequencing assay and real-time
PCR for Benz, QoI, and SDHI. In the future, we would like to conduct field monitoring using
this diagnostic system.
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１．研究方法
HT22 細胞を 150 cm2 dish に 6.0×105 cells/dish になるように播種し 48 時間前培養した。48 時
間培養したのちに DMEM 培地を用いて洗浄をした後、FBS を 100,000 g, 4℃,16 時間遠心するこ
とによって作製した Exosome-free 培地 (10% Exosome-free FBS)にて 48 時間培養し、培養上清を
回収した。回収した上清を低速・中速遠心やフィルトレーションによって不純物を除去した後、
100,000 g, 4℃, 1 時間の超遠心によって Exosome の精製を行った。その後、沈殿している Exosome
を PBS (-)に懸濁させ実験に用いた。酸化ストレスの有無による Exosome 放出量の評価は DLS に
て行い、各種分子生物学的手法を用いて放出量調節メカニズムを解析した。Exosome 内包タンパク
質は、二次元電気泳動、MALDI/TOFMS および Western Blotting により解析した。
２．研究経過および成果の概要
昨年度までに、酸化ストレス負荷によって HT22 細胞由来 Exosome にどのような変化が生じる
のかを調査したところ、Exosome の放出量は有意な増加を示すことが分かっていた。この酸化スト
レス依存的な Exosome 放出量増加メカニズムを明らかにするため、近年、Exosome 放出量を制御
することが報告された Progranulin (PGRN)の発現を解析した結果、PGRN 発現量は Exosome 放
出量と相関して増加することが明らかとなった。一方、外因性 PGRN 添加は Exosome 放出量に影
響を与えなかったため、細胞内 PGRN 量の増加が Exosome 放出量増加に関与していることが考え
られた。PGRN をノックアウトした神経前駆細胞 (NPCs; neural progenitor cells)で発現が減少す
る Arl4D は、膜関連細胞内輸送の機能を持つことが知られている。そこで、内在性 PGRN が Arl4D
を制御することによって Exosome 放出を制御しているのではないかと仮説を立て、まず Arl4D 発
現が酸化ストレスに応答して変化するか調べた。その結果、Arl4D は H2O2 濃度依存的に遺伝子発
現量およびタンパク質発現量が有意に増加することを確認した。次に、内在性 PGRN が Arl4D 発
現を制御することを直接的に証明するために、siRNA によるノックダウン (KD)実験を行った。ま
ず、
マウス PGRN 遺伝子をターゲットとする siRNA を設計し、
Arl4D 発現量が変化するか Western
Blotting による解析を行った。その結果、PGRN 遺伝子をターゲットとする siRNA 処理を行うこ
とで、Arl4D の発現量が有意に減少することが明らかとなった。すなわち、HT22 細胞において酸
化ストレスに応答して増加した細胞内 PGRN が Arl4D 発現を制御し、一連の機構によって
Exosome 放出が増加している可能性が考えられた。
また、昨年度までに分かっていた酸化ストレス負荷による Exosome のタンパク質プロファイル
変化を解析した。酸化ストレスを負荷したあるいは負荷していない HT22 細胞から Exosome を精
製し 、二次元 電気泳動によ るプロテ オーム解析 を 行い、変 化のあったタ ンパク質 につい て
MALDI/TOFMS によって分析した。その結果、酸化ストレス負荷によって変化した Exosome 含有
タンパク質は Gag_p30 であることを同定できた。この Gag_p30 は内在性レトロウイルス (MuVL)
に由来するものであり、進化的に保持することとなったプロウイルスの存在が Exosome の機能制
御に関与している可能性が示唆された。一般的に Gag タンパク質は核酸と結合し、その安定性を制
御することが知られている。よって、Gag_p30 の発現量変動は Exosome 含有 RNA に影響するの
ではないかと考えられた。そこで、酸化ストレスを負荷したあるいは負荷していない HT22 細胞か
ら精製した Exosome 懸濁液から RNA 抽出を行い、バイオアナライザーにてキャピラリー電気泳動
を行った。その結果、酸化ストレスを負荷した HT22 細胞に由来する Exosome 群は RNA 量は約
75%にまで減少することが分かった。以上の結果より、酸化ストレスにより Exosome 内 Gag タン
パク質の減少が生じ、同時に RNA 不安定化が生じていることが示唆された。
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以上より、本研究では HT22 細胞を用いた酸化ストレスに応答した Exosome の動態変化を解析
し、Exosome 放出量の増加および Exosome 含有タンパク質プロファイルの変動を明らかとした。
さらに酸化ストレスによる Exosome 放出量増加は細胞内 PGRN-Arl4D 系によって制御されている
可能性を示すとともに、酸化ストレスによって Exosome 含有量が減少するタンパク質として
Gag_p30 を新規同定、これが内包 RNA の不安定化に寄与する可能性を示した。すなわち、神経細
胞において酸化ストレスが発生すると、 (1)Exosome 放出量増加による情報交換の活発化および(2)
送達される RNA が短鎖主体となることが考えられる。以上、本研究は、神経変性疾患の発症およ
び進行と深く関連していることが示唆されている Exosome について、新しい酸化ストレス依存的
な動態変化を明らかにした。
３．今後の研究における課題または問題点
脳神経系以外の細胞においても同現象が観察されるか確認し、ストレス依存的な EVs 放出量増
加および短鎖 RNA 交換の活発化が普遍的なものであるか確認する必要がある。
Summary
It has been well established that neuronal cells secret several proteins in response to oxidative
stressors. For example, we recently identified that the secretions of progranulin (PGRN) was increased by
hydrogen peroxide (H2O2) treatment in HT22 cells. On the other hand, whether the other secreted factors,
such as nucleic acids, lipids, and extracellular vesicles, are also involved in this process has not been well
understood. Among these factors, we focused on exosome, which contain proteins and small nucleic acids,
and transfer these molecules by fusing with the other cells. Exosome seem to play important roles in causing
pathological changes that are typically observed in some neurological diseases which are induced by
oxidative stress. In this study, therefore, we investigated whether and how the quantity and quality of EVs are
modified by oxidative stress in HT22 cells.
Initially, we purified exosome from HT22 cell culture supernatant by the sequential
ultracentrifugation method, which were confirmed by electron microscopic analysis, dynamic light scattering
(DLS) analysis, and the expression of specific exosome marker proteins assessed by western blotting. We
then analyzed the effects of H2O2 on the secretion of exosome. Briefly, HT22 cells are cultured with or
without different concentration of H2O2 for 48 hours and the exosome were purified from the collected
supernatant, followed by DLS analysis. The amounts of exosome release were significantly increased by
oxidative stress without affecting the size distribution of exosome. The induction of PGRN gene expression
by oxidative stress was tightly correlated with this enhancement of exosome release, which is consistent with
recent reports; however, exogenous PGRN treatment did not affect the exosome release, which suggested the
“intracellular” PGRN induction by oxidative stress may control the secretion of exosome. Moreover, we
comparatively analyzed the protein profiles in exosome with or without H2O2 treatment, and found that the
amounts of five proteins in exosome were significantly reduced by oxidative stress. By utilizing
MALDI/TOFMS analysis, we identified one of these proteins was Gag_p30. Given that RNA-binding
domain of Gag protein is known to contribute stabilizing RNA in many viruses, the reduced Gag_p30 in EVs
may contribute to the destabilization of RNA.
In conclusion, we found that oxidative stress clearly affects the quantity and quality of exosome
released from HT22 murine hippocampal cells. We speculate that this modification may alter the
exosome-dependent cell-cell communications in central nervous system.
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骨格筋分泌因子による皮膚機能制御解明
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研究代表者 石内 友里（生命科学研究科 生命科学専攻） 印
指導教員 根建 拓
研究期間／2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
キーワード／①骨格筋 Skeletal muscle
②マイオカイン Myokines
③皮膚 Skin
④真皮線維芽細胞 Dermal fibroblasts
⑤コラーゲン Collagen
2019 年度交付額／630,000 円
研究発表／学会および口頭発表
・石内-佐藤 友里、根建 拓 : 運動依存的なマイオカイン発現変化による皮膚機能制御
の解明、第 42 回 日本分子生物学会年会、2019 年 12 月
研究経過および成果の概要
１．研究方法
近年、骨格筋は多くのタンパク質やペプチドなどを分泌し、肝臓や脂肪組織など骨格筋以外の臓
器や組織にも運動の効果を伝達していることから、内分泌器官であることが示されてきた。骨格筋
より分泌されるタンパク質やペプチドは総称してマイオカインと呼ばれているが、運動によるマイ
オカイン発現分泌変化の全体像やそれぞれのマイオカインの生理的意義の詳細などは不明な点が
多く残っている。我々の研究室では、これまでにマウス由来の骨格筋細胞である C2C12 筋管細胞に
電気パルス刺激 (Electrical pulse stimulation; EPS)を負荷して筋管を収縮させる C2C12-EPS 系を用い
て C-X-C motif chemokine ligand 10 (CXCL10)及び C-C motif chemokine ligand 5 (CCL5)を新規の運動
により発現分泌が抑制されるマイオカイン (運動抑制性マイオカイン)として同定した。特に
CXCL10 については運動により CXCL10 が減少することで、血管新生を促進する可能性を示した。
さらに、近年、運動は肝臓や脂肪組織、血管のみならず皮膚機能の制御にも効果を及ぼすことが示
されてきたが、マイオカインが関与しているかなど、その詳細については不明である。そこで、本
研究においては新規に同定した運動抑制性マイオカインが運動依存的な皮膚機能制御に関与して
いるかを調査することを目的とした。まず、マウス由来の初代培養真皮線維芽細胞に C2C12 筋管細
胞由来培養上清を添加し 24 時間培養した後に細胞を回収、RNA を抽出し、qPCR によりコラーゲ
ン遺伝子 (Col1a1)、増殖マーカー遺伝子 (Ki67, PCNA)、細胞死マーカー遺伝子 (Bak, Bad, Bcl-2)、
老化マーカー遺伝子 (p16, p21)の発現量を解析した。また、コラーゲンに関しては分泌量の変化に
ついても調査した。さらに、これらの変化に CXCL10 及び CCL5 が関与しているかを検討するため
に、真皮線維芽細胞における各マイオカインの受容体の有無を確認したのち、それぞれのアンタゴ
ニストを添加し、コラーゲン分泌量がどのように変化するかについても検討を行った。
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印

２．研究経過および成果の概要
まず、EPS を負荷した、あるいは負荷していない C2C12 筋管細胞の培養上清 (それぞれ EPS-CM,
Ctrl-CM とする)を添加して上記の各遺伝子の発現量を調査した。その結果、Col1a1 及び細胞死マー
カー遺伝子のうち、細胞死を抑制する遺伝子である Bcl-2 の遺伝子発現が EPS-CM の添加により有
意に上昇した。一方で、増殖、細胞死、老化の各マーカー遺伝子の発現に顕著な変化は見られなか
った。また、EPS-CM の添加により、真皮線維芽細胞からのコラーゲン分泌も上昇する傾向にある
ことがわかった。そこで、次に本研究室において新規に同定した運動抑制性マイオカインがこれら
の変化に関与しているかを調査することとした。まず、真皮線維芽細胞において CXCL10 及び CCL5
の受容体が発現しているか確認を行った。その結果、CXCL10 の受容体である CXCR3 及び CCL5
の受容体である CCR1、 CCR3、CCR5 のうち CCR1 が発現していることが確認できた。そこで、
真皮線維芽細胞に CXCR3 のアンタゴニストである NBI74330、CCR1 のアンタゴニストである
UCB35625 を添加し、コラーゲン分泌量を測定した。その結果、NBI74330 の濃度依存的にコラーゲ
ン分泌量は上昇する傾向にあり、30 ng/ml の NBI74330 添加によって、有意にコラーゲン分泌量が
上昇することが明らかとなった。一方、UCB35625 の添加によるコラーゲン分泌量の変化は見られ
なかった。これらの結果より、EPS-CM の添加によるコラーゲン量の上昇には CXCR3 を介したシ
グナル伝達経路が関与していることが示唆され、運動依存的なコラーゲン量の制御メカニズムの一
端を明らかにした。
３．今後の研究における課題または問題点
本研究においては、運動による皮膚機能制御のうち、特にコラーゲン量の制御に着目して研究を
実施し、CXCR3 を介したシグナル伝達経路が関与していることを見出した。しかし、CXCR3 のリ
ガンドとしては CXCL10 以外にも CXCL9 や CXCL11 が知られており、実際に CXCL10 が EPS-CM
添加によるコラーゲン量の上昇に関与しているかどうかについては十分に検討できていない。そこ
で、今後は EPS-CM に EPS により減少した CXCL10 を recombinant CXCL10 により補償的に添加す
ることで、CXCL10 濃度のみを Ctrl-CM と同一にして真皮線維芽細胞に添加することにより、コラ
ーゲン分泌量の上昇が見られなくなるかについて検証する必要がある。本実験により recombinant
CXCL10 の添加によってコラーゲン分泌量の上昇が打ち消されることが証明されれば、EPS-CM に
よるコラーゲン量の上昇は CXCL10-CXCR3 シグナル伝達経路を介していることを明らかにするこ
とができる。さらに、現在、真皮線維芽細胞に EPS-CM 及び Ctrl-CM を添加した際の各遺伝子発現
の変化についてトランスクリプトーム解析を実施している。得られたデータを Gene Ontology 解析
に供した結果、EPS-CM の添加により、酸化ストレスの抑制に関連する遺伝子が上昇していること
や炎症に関連する遺伝子が減少していることが明らかになった。これらの遺伝子については既にい
くつかのターゲット遺伝子を見出している。そこで、今後はこれらコラーゲン制御以外の機能につ
いても調査を行う予定である。以上の研究により、皮膚機能の制御における骨格筋分泌因子の役割
を明らかにすることができると考える。

Summary
It has been well documented that effects of exercise are not only observed in skeletal muscle, but also in
adipose tissue and liver, immune system, etc. Some of these indirect effects of exercise are mediated by
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secretory factors from skeletal muscle, termed as myokines. We recently identified C-X-C motif chemokine
ligand 10 (CXCL10) and C-C motif chemokine ligand 5 (CCL5) as “exercise-reduced myokines”. In
particular, we found that the CXCL10 reduction by exercise potentially engaged with promoting
angiogenesis. Many scientists provided evidence that exercise regulates skin function, however, the
involvement of myokines in this process has not been investigated. In this study, we therefore attempted to
elucidate whether the exercise-dependent myokines has any roles on the regulation of skin function.
We initially used mouse primary dermal fibroblasts to investigate the effects of myokines. Mouse
primary dermal fibroblasts were isolated from 2-week old mouse dorsal skin. The isolated fibroblasts were
then stimulated by the cell culture medium obtained from differentiated C2C12 myotubes treated with or
without electrical pulse stimulation (EPS) (EPS-CM or Ctrl-CM, respectively). Dermal fibroblasts were
continuously cultured in the presence of Ctrl-CM or EPS-CM for 24 h, then several gene expressions
(collagen gene (Col1a1), cell proliferation marker gene (Ki67, PCNA), cell death marker gene (Bak, Bad,
Bcl-2), aging-related gene (p16, p21)) were analyzed by real-time PCR. By this screening assay, we
identified that Col1a1 and Bcl-2 gene expression were significantly increased by EPS-CM. Moreover,
Collagens secreted from dermal fibroblasts was also increased by EPS-CM.
Next, we investigated which myokines are responsible for this EPS-CM-dependent collagen
induction. We first analyzed which types of myokine receptors were expressed in mouse dermal fibroblasts.
Particularly, we focused on CXCR3 (receptor of CXCL10) and CCR1, CCR3, CCR5 (receptors of CCL5)
because we have already identified the concentration of CXCL10 and CCL5 are reduced in EPS-CM. Among
these receptors, we confirmed that CXCR3 and CCR1 were expressed in fibroblasts. In order to test whether
these receptors are involved in Col1a1 induction by EPS-CM, fibroblasts were treated with an antagonist for
CXCR3 or CCR1 (NBI74330, UCB35625, respectively) with Ctrl-CM, which mimicked CXCL10 or CCL5
reduction in EPS-CM, for 24 h. Administration of NBI74330 in Ctrl-CM significantly increased collagen
secretion, whereas UCB35625 did not have any effects. These results suggested the involvement of
CXCL10-CXCR3 signaling pathway on EPS-CM increased collagen secretion.
In conclusion, our results suggest that the exercise-dependent reduction of CXCL10 may control
the secretion of collagens in dermal fibroblasts. To confirm this conclusion, we plan to analyze the effects of
recombinant CXCL10 on collagen synthesis. In addition, we are performing transcriptome analysis to
investigate if EPS-CM promotes the other biological changes of fibroblasts, and getting preliminary results
that EPS-CM regulates genes that are related to oxidative stress and inflammation. Future studies will reveal
the importance of exercise-dependent secreted factors, myokines, on the regulation of skin functions.
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研究経過および成果の概要
１． 研究方法
葉の角度は、受光量や耕作面積に影響を及ぼすため、重要な農業形質である。近年、植物ホルモ
ンのストリゴラクトン（SL）が葉の角度に影響を及ぼすことが示唆されたが、詳しいメカニズムは
不明のままであった。イネにおいて、SL 産生量は窒素、リン、硫黄欠乏条件で増加し、分げつの
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抑制、葉の老化促進や種子収量などに影響を及ぼす。葉の角度は、窒素、またリン欠乏に応答して
減少することから、栄養欠乏に応答した葉の角度の減少は SL によって制御される可能性が示唆さ
れた。そこで、植物の葉節部であるラミナジョイント（LJ）の角度について画像解析ソフト ImageJ
を用いて測定した。また、SL 関連遺伝子発現解析を qRT-PCR を用いて行った。SL の定量分析は、
LC-MS/MS を用いて行った。
２． 研究経過および成果の概要
イネ野生型と SL 欠損変異体の第 2、3、4 葉の LJ 角度を測定した結果、SL 欠損変異体の LJ 角
度は、野生型の 2 倍以上大きくなっていた。水耕栽培のみでなく、土耕栽培のイネでも同様であっ
た。さらに、合成 SL の GR24 20 μM を LJ に処理した結果、野生型と SL 生合成欠損変異体での
み LJ 角度が減少し、
SL 情報伝達欠損変異体では角度の変化が見られなかった。これらの結果から、
SL には葉の角度の増加を抑制することが分かった。次に、イネを窒素、リン、硫黄、カリウム、
マグネシウム、カルシウム、鉄欠乏の条件で栽培して、第 2 葉の LJ 角度を測定した結果、窒素、
リン、硫黄欠乏で LJ 角度が減少した。SL 変異体の葉の角度は、催芽後 8 日目から増加するため、
栄養欠乏に応答した LJ 角度の制御も催芽後 8 日目前後で起こると考えられた。そこで、催芽後 7、
8、9 日目における SL 関連遺伝子発現解析を行った結果、SL 生合成遺伝子の発現量の亢進が認め
られた。特に、リン欠乏条件下では SL 情報伝達遺伝子の発現量の亢進も認められた。これらの条
件における SL を定量した結果、根の SL 産生量の増加が確認された。しかしながら、LJ における
SL は検出限界以下であった。次に、イネ品種間での LJ 角度の差異を調査するため、シオカリ、日
本晴、農林 8 号、カサラスの第 2 葉の LJ 角度を測定した結果、シオカリのみ LJ 角度が小さく、
他 3 品種はシオカリの 2 倍程度の LJ 角度であった。そこで、日本晴から単離された SL 突然変異
体の d17-2、d10-2 と農林 8 号から単離された SL 突然変異体の d53 の LJ 角度を測定した結果、
これらの変異体では野生型と SL 変異体間で LJ 角度の差は認められなかった。また、日本晴と d17-2
における栄養欠乏応答性を調査した結果、窒素、リン欠乏でのみ日本晴の LJ 角度の減少と SL 産
生量の増加が認められ、硫黄欠乏条件では変化がなかった。一方、d17-2 の葉の角度はどの栄養条
件でも変化がなかった。
これらの結果より、SL で制御される LJ 角度はイネ品種によって差があり、
硫黄欠乏に応答するものとしないものがある。
３． 今後の研究における課題または問題点
上述の結果より、栄養欠乏に応答した葉の角度の減少は SL によって制御されることが証明され
た。しかし、LJ における内生 SL が検出されなかった。SL は大きく 2 タイプに大別でき、環構造
を 4 つもつ canonical-type と環構造を 2 つもつ non-canonical-type がある。本実験で調査対象と
したのは canonical-type のみであったので、まだ non-canonical-type の SL を分析していない。現
在、non-canonical-type の SL を分析するためのメソッド構築を行っている。栄養欠乏で葉の角度
が減少する理由として、光阻害の軽減が考えられる。つまり、栄養欠乏条件ではクロロシスという
葉緑体の減少が生じる。葉緑体は光合成を行う細胞小器官であり、クロロシスによって光合成効率
は低下する。光合成で消費しきれない光エネルギーはストレスとして認識され、細胞内で活性酸素
による酸化ストレスを生じる。そこで、SL によって葉の角度を小さいままにすることで、酸化ス
トレスを防ぐと考えられる。今後、強光条件における葉の角度の測定や酸化ストレスマーカーの分
析を行うことで、この仮説を検証していく。また、葉の角度はイネ品種によって異なることが明ら
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かになった。イネ栽培種の葉の角度を測定すると、シオカリのように葉の角度が小さい品種もある
ことが分かった。このイネ品種による葉の角度の違いは系統解析のみでは説明しきれなかった。そ
こで、遺伝的に葉の角度が決定されるというより、葉の角度を制御する因子（植物ホルモンや 2 次
メッセンジャーなど）が品種間で異なる可能性がある。栄養欠乏への応答性もイネ品種によって異
なっており、硫黄欠乏における葉の角度の変化の有無で大別できる。よって、硫黄欠乏における適
応メカニズムの差異が表現型に表れていると考えられる。
Summary
Strigolactones (SLs) are a class of plant hormones that are synthesized from β-carotene through
sequential reactions catalyzed by DWARF (D) 27, D17, D10, and OsMORE AXILLARY GROWTH
(MAX) 1 in rice (Oryza sativa L.). In rice, endogenous SL levels increase in response to deficiency of
nitrogen, phosphate, or sulfate (−N, −P, or −S). Rice SL mutants show increased lamina joint (LJ)
angle as well as dwarfism, delayed leaf senescence, and enhanced shoot branching. The LJ angle is
an important trait that determines plant architecture. To evaluate effects of endogenous SLs on LJ
angle in rice, we measured LJ angle and analyzed expression of SL-biosynthesis genes under
macronutrient deficiencies. In the “Shiokari” background, LJ angle was significantly larger in SL
mutants than in the wild-type (WT). In WT and SL-biosynthesis mutants, direct treatment with the
SL synthetic analog GR24 decreased the LJ angle. In WT, deficiency of N, P, or S, but not of K, Ca,
Mg, or Fe, decreased LJ angle. In SL mutants, the deficiency of N, P, or S had no such effect. Next, I
analyzed SL-related gene expression in the LJ of WT under N, P, or S, defieicncies. I found that
expression of SL-biosynthesis genes increased 2 or 3 days after the onset of deficiency. Particularly,
expression levels of both the SL-biosynthesis and signaling genes strongly increased under −P. Rice
cultivars “Nipponbare”, “Norin 8”, and “Kasalath” had larger LJ angle than “Shiokari”,
interestingly with no significant differences between WT and SL mutants. In “Nipponbare”,
endogenous SL levels increased and the LJ angle was decreased under −N and −P. These results
indicate that SL levels increased in response to nutrient deficiencies, and that elevated endogenous
SLs might negatively regulate leaf angle in rice. Under nutrient deficiencies, rice grows slowly and
has fewer tillers, lower chlorophyll content, and lower yield. Reduction of leaf chlorophyll content
leads to production of reactive oxygen species, which attack cell components. High-intensity light
causes photoinhibition of photosynthesis. Therefore, plants might decrease LJ angle to avoid
photoinhibition via SL signals produced under −N, −P, or −S. Previously we suggested that plants
use SL signaling to utilize limited nutrients efficiently and also adapt to poor nutrition because SLs
are produced under −N and/or −P. Here, we propose that SLs are important for photosynthetic
efficiency and suppression of photoinhibition.
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雄性ホルモンによって雌ティラピアで「脳の性転換」が誘導される時、
JAK-STAT細胞内シグナル伝達経路が働いているか？
Is the JAK-STAT signaling pathway involved in
11-ketotestosterone-induced sex-reversal of the brain?
研究代表者 安次富 萌 （生命科学研究科 生命科学専攻） 印
指導教員 金子 律子
研究期間／2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
キーワード／① 11-ketotestosterone
② JAK-STAT シグナル経路
③ ティラピア
④ 脳の性転換
⑤ 細胞増殖
2019 年度交付額／540,000 円
研究発表／学会および口頭発表
・11-KT 投与により雌ティラピア脳終神経節付近で見られた JAK-STAT シグナル経路
関連遺伝子発現の変化
安次富萌、沖田圭介、Tseng Young-Che*、Chen Ruo-Dong*、Hwang Pung-Pung*、
大谷-金子律子
（日本動物学会第 90 回大阪大会 2019 口頭発表）
・雄性ホルモン投与によって雌ティラピア脳終神経節付近で見られた JAK-STAT シグ
ナル経路関連遺伝子の発現変化
安次富萌、沖田圭介、曾庸哲、陳若冬、黄鵬鵬、大谷-金子律子
（第 42 回 日本分子生物学会年会 ポスター発表）
・雄性ホルモン投与によって成熟雌ティラピア終神経節内で発現変化する遺伝子群とそ
れらの機能について
（2019 年度 3 月修了生命科学研究科修士論文発表会 口頭発表）
研究経過および成果の概要
1．研究方法
まずトランスクリプトーム解析により、成熟雌ティラピアに 11-ketotestosterone (11-KT) を投
与することによって、JAK-STAT シグナル伝達経路に属する分子の発現が増加することを明らかに
した (実験 1) 。その後、JAK-STAT シグナル伝達経路がどのような現象を制御するのか、脳スラ
イ ス 培 養 下 で JAK 阻 害 剤 を 添 加 す る 方 法 を 用 い て 調 べ た 。 本 研 究 で 用 い た
5-Ethynyl-2'-deoxyuridine (EdU) は DNA 合成時にチミンの代わりに取り込まれるため、培養後
に EdU 陽性の細胞核 (EdU 陽性細胞) を標識することにより、新たに増殖した細胞を追跡するこ
とができる。まずは実験 2 として EdU 陽性細胞数が 11-KT によって増加するかを調べた。次に実
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印

験 3 として 11-KT が誘導する EdU 陽性細胞数の増加に JAK-STAT シグナル経路が関与している
か、JAK 阻害剤を添加する方法で調べた。具体的な実験方法は以下の通りである。
成熟した雌ティラピア (Oreochromis mossambicus) の脳を麻酔下で取り出してアガロースで
包埋し、終神経節部分を含む 200 µm の脳スライスを作製した。脳スライスを左右で二等分し、実
験 2 では 11-KT を添加した培地 (11-KT 群) と溶媒のみ添加した培地 (Control 群) 、実験 3 では
11-KT と JAK 阻害剤を添加した培地 (11-KT+JAK 阻害剤添加群)と JAK 阻害剤の溶媒と 11-KT を
添加した培地 (11-KT 群) でそれぞれ 24 時間培養した。このとき、すべての培地に EdU を添加し
た。培養後、EdU 陽性細胞と Hu 陽性細胞、細胞核を染色し、共焦点レーザー顕微鏡で観察・EdU
陽性細胞数の計測を行った。
2．研究経過および成果の概要
・実験 1 11-KT 投与により発現が増加した遺伝子群の解析 (トランスクリプトーム解析)
トランスクリプトーム解析により、11-KT 投与により、JAK-STAT シグナル経路の構成要素であ
る多くの分子の遺伝子発現が増加することを明らかにした。
・実験 2 11-KT 添加による脳スライス内での EdU 陽性細胞の増加
Control 群と比較して 11-KT 群では脳終神経節付近で EdU 陽性細胞数が有意に増加していた。
この結果は 11-KT 添加によって新たに細胞増殖が起こったことを示す結果であり、これまでの当研
究室の実験結果とも一致する。
・実験 3 JAK-STAT シグナル経路が細胞増殖に関係する可能性
実験 2 で明らかにした 11-KT 添加による EdU 陽性細胞数の増加に、JAK-STAT シグナル経路が
関与しているか、JAK 阻害剤を添加する方法で調べた。その結果、11-KT+JAK 阻害剤添加群の
EdU 陽性細胞数は 11-KT 群と比較して減少する傾向が見られ、その数は実験 2 の Control 群と同
程度まで減少していた。実験 3 ではサンプル数が少なく、有意な差があるかは現時点では明らかと
なっていない。
3．今後の研究における課題または問題点
本研究では JAK-STAT シグナル経路がどの現象を制御しているのかを明らかにするため、実験
を行ってきた。実験 2 では 11-KT 添加によって脳スライス内での増殖細胞が増加することを明らか
にし、実験 3 ではこの 11-KT が誘導する増殖細胞の増加に JAK-STAT シグナル経路が関与してい
る可能性は示唆された。しかし実験 3 ではサンプル数が不足しているため、今後サンプル数を増や
して有意な差があるかを調べ、11-KT が誘導する増殖細胞の増加に JAK-STAT シグナル経路が関
与しているかを検討する必要がある。
また JAK-STAT シグナル経路が神経新生に関与しているか調べるため、EdU と同時に幼若ニュ
ーロンマーカーである Hu を染色および観察を行った。しかし、11-KT 群と Control 群の両群で
Hu 陽性細胞の数が計測できないほど多く存在したため、両群間で Hu 陽性細胞数を比較すること
が困難であった。本研究では JAK-STAT シグナル経路が神経新生に関与しているかを調べること
はできなかったが、引き続き検討するべき課題であると考えている。
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Summary
The neuroplastic mechanisms in the fish brain that underlie sex reversal remain unknown.
Tilapia show sexual dimorphism with males having a greater number of GnRH3 neurons than
females. Treatment with androgens such as 11-ketotestosterone (KT), but not 17β-estradiol,
increases the number of GnRH3 neurons in mature females to a level similar to that observed
in mature males. In our previous study, we revealed that 11-KT, a non-aromatizable androgen,
induced the cellular proliferation in the brain near the terminal nerve (TN) which is known to
control male sexual behavior. In addition, 11-KT was shown to induce adult neurogenesis,
generation of newly-proliferated GnRH3 neurons, and increased expression of cell cycle-related
genes in the brain region near TN. These findings suggest that tilapia could serve as a good
animal model to elucidate the effects of androgen on adult neurogenesis and the mechanisms
for sex reversal in the fish brain.
In this study, I investigated whether the JAK-STAT signaling pathway is involved in
the cellular proliferation occurring during the sex reversal of the brain induced by 11-KT. At
first, transcriptome analysis was performed and it showed that gene expressions of many
molecules belonging to the JAK-STAT pathway were increased in this region after 11-KT
treatment to females. Those genes are as follows; Fgf1, Ifnar1B, Ifnar2, Stat1, Irf9, Eif2ak2,

Mx, and Sox2. Furthermore, the 11-KT-induced increase in gene expressions of Ifnar2, Stat1,
Irf9, Eif2ak2, Mx, and Sox2 were validated using RT-qPCR. However, the function of the
JAK-STAT pathway remained still unclear.
Then, I tried to examine whether the JAK-STAT pathway play a role in 11-KT-induced
cellar proliferation at TN region. For the study, I need to establish the adequate bioassay
system. I cut organotypic brain slices (200 m thickness) at TN level of the female brain and
cultivated them in the medium containing with EdU, a tracer for newly synthesized DNA.
Simultaneously, the medium was also added either with 11-KT (11-KT-treated group) or with
solvent used to solve 11-KT (Control group). Then, after 3 days, the slices were fixed and
EdU-positive cells were counted with laser microscope. It was shown that 11-KT increased
EdU-positive cells in the slices, compared to control groups. I thus succeeded in finding good
bioassay system to examine cellular proliferation in the tilapia brain. Next, I studied the effect
of JAK inhibitor on 11-KT-induced proliferation. For the study, I cultivated the brain slices in
the medium containing EdU and the followings; 11-KT & a JAK inhibitor or 11-KT & solvent
used to solve the JAK inhibitor. The JAK inhibitor used in the present study suppressed the
11-KT-induced increase in the number of EdU-positive cells. Threfore, the important role of the
JAK-STAT pathway was indicated in the 11-KT-induced cellular proliferation at TN level of the
brain.
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利根川水系におけるチャネルキャットフィッシュの分布と採餌特性
The distribution and feeding habits of Channel Catfish in Tone River
研究代表者 伊藤 翔太郎 （生命科学研究科生命科学専攻） 印
指導教員

根建 拓

印

研究期間／2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
Tone River Systems

キーワード／①利根川水系
②チャネルキャットフィッシュ

Channel Catfish

③分布

Distributions

④採餌特性

Feeding Habits

2019 年度交付額／

560 千円

研究発表／学会および口頭発表
霞ヶ浦流域研究 2020（2020 年 3 月 8 日予定）
研究経過および成果の概要
１．研究方法
分布は、関東地方を広く流れる利根川水系の本流と、その支流や茨城県の霞ヶ浦・北浦を加えた利根
川水系全域を範囲としてチャネルキャットフィッシュの発見・捕獲情報の収集と整理によって明らかに
した。学術論文や駆除報告書の捕獲記録の収集、漁協や釣具店への聞き取り調査、Web 上における釣り
人のブログや SNS での釣果報告検索によって情報を収集した。食性は、胃内容物分析に加え、本種お
よび餌生物の筋肉片を用いた安定同位体比分析を行うことで明らかにした。行動特性は、利根川の河口
より約 49 km 上流に位置する捕獲・放流地点から利根川河口堰までの約 30 km の区間を調査対象区と
して、超音波テレメトリー追跡調査を行うことで明らかにした。食性解析に用いた検体と同様の場所お
よび方法で本種を捕獲し、10 個体に超音波発信機を装着した後、再度放流した。その後、漁船を用いて
調査対象区内において 500m から 1km 毎に設定した調査点に受信機を降ろし、受信機の受信エリア内
を通過した個体の超音波信号を記録した。
２．研究経過および成果の概要
学術論文、駆除報告書の捕獲記録、漁協や釣具店への聞き取り調査、釣り人のブログや SNS での釣
果報告の Web 上での検索を行った結果、本種は 1980 年代の早期に霞ヶ浦、江戸川、多々良沼の三か所
において自然水域で初めて生息が確認されて以降、利根川水系の上流・下流方向およびその支流へと同
心円状に分布が広がっていることが確認された。2020 年 1 月現在、利根川本流においては群馬県前橋
市や太田市、支流では、渡良瀬川や鬼怒川の中流域等、利根川水系の上流域まで分布を広げていること
が明らかとなった。
チャネルキャットフィッシュの胃内容物からは、淡水魚の他、スズキやボラ、クロダイといった海域
と淡水域の両方を行き来する性質を持つ魚種も出現した。また、甲殻類や大型魚類の断片、陸生昆虫、
植物片、小型哺乳類、投棄ゴミなども確認され、本種が持つ食性幅の非常に広いことが明らかとなった。
安定同位体比分析により、本種の栄養段階（TL）を推定したところ TL=2.7-5.3 となり、利根川本流に
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おいて本種が最上位捕食者であること、胃内容物分析と同様に非常に多岐にわたる生物を餌として利用
していることが裏付けられた。また、δ13C の値は、本種の体長が大きくなるほど有意に高くなっており、
汽水域に生息する生物特有の値（-24‰以上）を示したことから、大型個体が広く索餌回遊を行い、河
口域での採餌を行っていたことを強く示唆した。安定同位体比分析から推定された本種の体成長に応じ
た食性変化は、胃内容物分析と同様の傾向を示した。
超音波テレメトリーを用いて、チャネルキャットフィッシュの追跡調査を行ったところ、10 個体中 6
個体から信号を受信した。この内の 4 個体からは、捕獲・放流地点付近で連続的な信号の受信記録が得
られた。これらの個体は捕獲・放流地点付近を主な活動範囲とし、回遊行動を行っていたと考えられる。
一方で、
残りの 2 個体は放流後 1 か月以内に放流地点付近において信号を受信することが出来なくなり、
以降一度も確認されることは無かった。また、放流以降一度も信号を受信出来ていないものも 4 個体に
存在した。これらは調査区間の外に生息域を移動させたものと考えられた。放流個体は体長 42.0-53.0
cm と大型の個体であり、安定同位体比分析の結果と併せて考えると、捕獲・放流地点から 30km 下流
の利根川河口堰よりも、さらに下流まで回遊を行っている可能性も考えられた。
３．今後の研究における課題または問題点
これまで、利根川水系においては、本種による在来生態系へ攪乱や漁業被害を軽減するため、2000
年頃から膨大な労力と経費が投入され本種の駆除事業が行われているが、顕著な個体数の低下には
至っていない。こうした背景には、利根川水系が広大である上、本種の行動圏や基礎生態に関する
研究が不足しており、駆除事業の効果的な実施が行えていなかったことに原因がある。本研究にお
ける本種の分布・行動圏情報や、食性・利用環境に関する基礎情報や共同研究によって得た繁殖生
態に関する基礎情報は、今後の効果的な駆除事業計画を策定する上での活用が期待される。さらに、
チャネルキャットフィッシュと共に特定外来生物に指定されているオオクチバスやコクチバスに
おいては、その繁殖抑制が重要とされており、産卵床を発見し、選択的にこれを破壊するとともに、
産卵場所を守る繁殖個体を集中的に駆除することで重要であることが報告されている。原産国にお
いてチャネルキャットフィッシュは、浅場の岩礁帯に産卵床を作り、オスが卵と仔魚を保護する性
質があるため、利根川水系においても同様の産卵床が形成されるものと予測されているが、特に本
種の分布の中心である利根川水系中流・下流域の透明度は低く、目視での観察が困難であることか
ら、未だ産卵床の発見には至っておらず、日本国内での本種の産卵床の観察例は未だ 1 例もない。
そこで、今後の研究として、環境 DNA と超音波テレメトリーシステムを用いた産卵場所および
産卵床の特定を今後行うべき調査として提案したい。本研究においては、本種の行動圏の広さを個
体の行動追跡により検証することは残念ながらできなかったが、超音波テレメトリーシステムの有
用性と実施方法の改善点を見出すことが出来た。この改善点に従い、特に 5 月から 6 月の本種を個
体毎に追跡しその移動履歴から本種が多く集まる水域を特定することで産卵場所を詳細に絞り込
むことが出来ると期待される。さらに、産卵期において水圏で産卵を行う生物では、性細胞由来の
DNA が、産卵場所周辺で急激に高まるという性質を利用することで、近年急速に生態学の分野に
おいて利用が進んでいる環境 DNA を用いて産卵が特に盛んに行われている場所が特定できると期
待される。こうした調査を計画的に継続・実施し、本種の対策に寄与する基礎情報を収集し、これ
を関係省庁や自治体に提供して効果的な駆除事業計画を策定していくことで、本論文とそれに続く
一連の研究は、利根川水系の水産学、保全生態学の分野において優れた研究成果創出する他、地域
社会への貢献度の高い社会実装研究となることが期待される。
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Summary
Channel Catfish Ictalurus punctatus is an invasive alien species from North America, and
might damage native ecosystem rivers and lakes in Japan. Channel catfish was introduced into
Japan on 1971 for aquaculture, and the population and distribution rapidly expand to all over
Japan in these decades. Channel catfish distributed widely in the Tone River system with a
range of over 200 km along the main river. They have been expanding their range both
upstream and downstream in the main river, as well as into some tributaries such as Watarase
River, Kinu River and Naka River.
To ascertain the feeding habits of Channel Catfish, the stomach contents of 439 samples
(9.8-58.3 cm in standard length, SL) though out at Tone River, Kozaki-town, Chiba Prefecture,
from September 2017 to December 2019 were analyzed. Overall food items included small
fishes, benthic and epibenthic crustaceans, fragments (flesh, scales, ovary and bones) of large
fish, terrestrial plants, aquatic and terrestrial insects, small mammal and discarded garbage.
As the Channel Catfish SL grow big, the stomach contents become big. And, we analyzed
carbon and nitrogen stable isotope analysis using muscle of the Channel Catfish and prey
fishes. The δ13C and δ15N values of Channel Catfish were -29.0～-22.3‰ and 12.1～18.9‰,
respectively. δ13C were higher in large class catfish, this shows dietary shift from freshwater
living diet to brackish water living diet. Three different types of ecosystems (freshwater,
brackish water and seawater ecosystems) may exist at the same area in Tone River result from
isotopic values in catfish and diet.
In addition, for better understanding of the behavioral activity of catfish, we tracked channel
catfish 10 individuals using acoustic telemetry in Tone River from August 2019 to January
2020. 6 individuals were caught signals in the range of 30 km from catch/release point (49 km
point from river mouth). Four tagged fish were not able to confirm signals, about these
individuals, were suggested that the possibility the long-distance excursion expect the
investigation area.
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房室管形成における Pitx2 の新規機能の解明
Elucidation of novel function of Pitx2 for atrioventricular canal formation
研究代表者 川村 颯（生命科学研究科 生命科学専攻） 印
指導教員

小柴 和子 印

研究期間／2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
キーワード／①発生 development
②Pitx2 Pitx2
③形態 morphology
④心臓 heart
⑤房室管 atrioventricular canal
2019 年度交付額／560000 円
研究発表／学会および口頭発表
・
“Restricted expression of Pitx2 is involved in cardiac development”
Hayata Kawamura, Wataru Katano, Ohashi Masayuki, Taiju Mogi, Mio kusanagi,
Shoji Kawakami, Yuki Tajika, Kazuko Koshiba-Takeuchi
Society for Developmental Biology 78th Annual Meeting（2019 年 7 月 26 〜30 日）
・
“Pitx2 異所性発現マウスの心臓形態異常の解析”
川村 颯、片野 亘、大橋 正幸、茂木 大樹、草薙 未英、川上 翔士、多鹿 友喜、小柴 和
子

日本動物学会 第 90 回 大阪大会 （2019 年 9 月 12〜14 日）

・
“Pitx2 異所性発現マウス胚における房室管形成の異常”
川村 颯、片野 亘、大橋 正幸、茂木 大樹、草薙 未英、多鹿 友喜、小柴 和子
第 42 回日本分子生物学会年会 （2019 年 12 月 3 日〜6 日）
研究経過および成果の概要
心臓は生命維持に重要な器官であり、胚発生において最初に形成される器官の一つである。心臓の発
生過程では様々なシグナル因子や転写因子のはたらきにより、心房心室の境界に血液の逆流を防ぐ房室
弁が形成され、さらに心房心室を左右に隔てる心房心室中隔が形成される。Tbx5 は二心房二心室の心
臓を有する動物において左心室に極性をもって発現する転写因子であり、その発現極性を乱すと心室中
隔が形成されないことから、Tbx5 の極性をもった発現が心室中隔の形成に重要であること、また、脊
椎動物の進化における心室中隔の獲得に関与している可能性が示唆されている。このように極性をもっ
て心臓に発現する因子はいくつか報告されているが、極性をもった因子の発現様式の重要性に着目した
研究はほとんど行われていない。
Pitx2 は初期胚において体軸の左右非対称性の決定に重要な役割をもつホメオボックス転写因子であ
り、心臓では左心房に強い極性をもって発現する。Pitx2 が欠損すると心房中隔の欠損などの心臓形態
の異常が引き起こされることは報告されているが、極性をもった発現の重要性については不明である。
そこで Cre-loxP システムを用いて、右心房を含む心臓全体に Pitx2 を発現するマウス（CAGCAT-Pitx2;
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Nkx2.5Cre/＋：P2; NC）を作出し、Pitx2 の発現様式の変化が心臓形態に与える影響について調べた。
P2; NC 胚の心臓では EGFP の蛍光と心臓形態の異常が確認された。そのうち個体サイズに変化の認め
られないものを mild 胚、個体サイズが小さくなっている胚を severe 胚とした。3D イメージによる解
析から、P2; NC 胚の心臓は未発達であり、WT 胚の心臓が折れ曲がっているのに対し管状であること
が分かった。WT 胚では心房と心室の境界にあたる房室管領域に明瞭な窪みが観察されたが、mild 胚で
は窪みが浅くなり、severe 胚では房室管領域の窪みは全く確認できなかった。

１．研究方法
形態学的解析及び遺伝子発現解析： P2; NC 胚でどのような異常が生じているか調べるために、切片
を作製し、ヘマトキシリン・エオシン（H&E）染色及びアルシアンブルー染色を行い、WT 胚と P2; NC

胚の心臓内部構造を比較した。また、Mlc2v、Mlc2a、Nppa、Cx40、Tbx2、Tbx3、Tbx20 をプローブ
に用いて in situ hybridization を行い、発現様式の比較解析を行った。
２．研究経過および成果の概要
H＆E 染色による心臓の内部構造の形態観察から、mild 胚では心室中隔欠損、心房中隔欠損及び心室
壁の菲薄化が確認され、severe 胚ではこれらの異常に加えて心内膜床の形成不全が認められた。心内膜
床は上皮間葉転換により心ゼリー層に細胞外マトリクスが蓄積し、心内膜が内側に進展することで形成
される。細胞外マトリクスの蓄積をアルシアンブルー染色により調べたところ、P2; NC 胚の心内膜床
領域では心内膜の内側への進展が減少しており、上皮間葉転換により生じる間葉細胞の数が減少してい
た。
これらの結果から、Pitx2 が異所的に発現することにより房室管に重篤な異常がもたらされることが
明らかになった。房室管での異常がどのような要因によって引き起こされるかを調べるために、マーカ
ー遺伝子の発現解析を行った。P2; NC 胚では心室筋マーカーである Mlc2v の発現が房室管領域にまで
広がっており、本来房室管領域に発現しない Nppa、Cx40 の発現が房室管においても認められた。一方
で、房室管に発現し、房室管の形成に関与する Tbx2、Tbx3 の発現は減少していた。Tbx2 を含む多く
の房室管形成に関わる遺伝子は Tbx20 によって発現制御されていることが知られているが、P2; NC 胚
において Tbx20 の発現に変化は確認できなかった。これらのことから、Pitx2 は Tbx20 より下流、も
しくは独立して作用し、過剰量の Pitx2 は Tbx2 や Tbx3 の発現を抑え、房室管形成を抑制することに
より心室領域を拡大させていることが示唆された。
３．今後の研究における課題または問題点
本研究の結果から、Pitx2 が Tbx20 よりも下流、もしくは独立して働き、Tbx2、Tbx3 の発現を制御
することで房室管形成に関与することが考えられたが、この仮説を検証するためには Tbx2、Tbx3 の上
流で働く Tbx20 に対しては Tbx2、Tbx3 よりも早い段階での解析が必要である。本研究において Tbx20
の発現解析は Tbx2、Tbx3 の発現解析よりも遅い発生段階である胎生 10.5 日目（E10.5）でしか調べて
いない。そのため、Tbx20 の発現を E9.5 もしくはより早い発生段階で調べていく必要がある。
本研究においては Bmp2 や Snail1、Snail2 などの他の房室管形成に重要な遺伝子について調べること
ができなかったが、現在、P2; NC 胚の心臓について、遺伝子の発現変動を網羅的に解析することので
きる RNA-Sequencing を行っている。今後の展望としては RNA-Sequencing により著しい変化が確認
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された遺伝子について詳細に解析を進め、Pitx2 の下流で房室管形成に関わる遺伝子の発現がどのよう
に変化するのか明らかにしていきたい。さらに、変化が確認された遺伝子については Pitx2 の結合配列
が存在しないかデータベースを検索し、結合配列が認められた遺伝子について、DNA と転写因子の直
接的な相互作用を調べることのできる ChIP アッセイ、プロモーターの転写活性を調べることのできる
Luciferase アッセイを行い、房室管形成に関わる遺伝子の発現制御機構に Pitx2 がどのように関与する
のか解明したい。
Summary
The heart is developed as the first functional organ in mouse embryogenesis. The ventricular and
atrial septa and atrioventricular valves are important internal structures for heart function, and
the several transcriptional factors are involved in the formation of these structures. The previous
experiments have revealed that the left ventricular restricted expression of Tbx5, a T-box type
transcription factor gene, is critical for the ventricular septum formation in mouse heart
development. Other than Tbx5, there are some transcription factors which show the restricted
expression patterns in the heart, however, the importance of such restricted expressions is still
unclear.
Pitx2, a homeobox transcription factor, is implicated in the left-right asymmetric organogenesis.
In heart, Pitx2 shows the restricted expression in the left atrium in mammals. To examine a role of
the restricted expression of Pitx2 in the heart development, we generated mice in which Pitx2 was
misexpressed entirely in the heart by crossing CAGCAT-Pitx2 mice and Nkx2.5-Cre mice.

CAGCAT-Pitx2; Nkx2.5-Cre (P2; NC) mice showed two types of phenotypic severity. In both types,
the hearts were abnormal, but the body size was distinctly different. The severer mutants were very
small and died around embryonic day 11 (E11). We examined the inside structures of mutant hearts,
and found that the atrial and ventricular septa formation was disturbed at E10.5. The comparative
analysis by using 3D imaging indicated that the Pitx2-misexpression caused a severe defect in the
atrioventricular canal (AVC) formation. In the AVC, the endocardial cushion was formed in the
normal heart, but in the severer mutant it was not observed. In development of endocardial cushion,
the accumulation of extracellular matrix (ECM) occurs and then epithelial-mesenchymal
transformation (EMT) is induced. We examined the accumulation dosage of ECM by alcian blue
staining and counted the number of mesenchymal cells in AVC, and found that the accumulation of
ECM was not changed but EMT was repressed in the P2; NC hearts. We examined the expressions
of Tbx2, Tbx3 and Tbx20, which are important for AVC formation. The expressions of Tbx2 and

Tbx3 were decreased in the AVC in the P2; NC mice, but the expression of Tbx20 was not changed.
From these results, we hypothesized that Pitx2 would function at the downstream of Tbx20 or
independently from Tbx20, and be involved in atrioventricular canal formation repressing the
expressions of Tbx2 and Tbx3.
This study reveals the Pitx2-restricted expression is important for the cardiac septum formation
and the endocardial cushion formation in mouse heart development.
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ラグビー選手における ISAK 法を用いた体格の評価とフィジカル
フィットネスの関連性についての研究
A study on the relationship between anthropometric characteristic and
physical fitness of rugby players
研究代表者 中島 徹哉（ライフデザイン学研究科健康スポーツ学専攻）

印

指導教員 岩本 紗由美 印
研究期間／2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
キーワード／①ラグビー Rugby
②身体計測 Kinanthropometry
③体格 Physique
④身体組成 Body composition
⑤体力 Physical fitness
2019 年度交付額／ 528000 円
研究発表／学会および口頭発表
○口頭発表
Tetsuya Nakajima, Masaharu Kagawa, Kazuko Ishikawa-Takata, Chihiro Ota, Yuki Hoshino,
Sayumi Iwamoto, THE CORRELATION BETWEEN SKINFOLD THICKNESS AND
PHYSICAL FITNESS IN JAPANESE COLLEGE RUGBY PLAYERS, The Australian Strength
and Conditioning Association 2019 ASCA INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED
STRENGTH & CONDITIONING, 19th November 2019, Mariott Resort & Spa, Gold Coast,
Australia
研究経過および成果の概要
１．研究方法
ラグビーはコンタクトプレーが多いことが特徴であり、コンタクトプレーの成功率が試合の勝敗
に影響を及ぼすことから、体格・身体組成がパフォーマンスに影響する要因として重要とされてい
る。このことから、これまでにラグビー選手を対象に体格・身体組成の報告が数多くされている。
しかしながら、それらの報告は水中体重秤量法や二重エネルギーX 線吸収法（DXA 法）といった
高価な測定機器を使用し、研究所などの決められた環境で測定をする方法であることからスポーツ
現場で活用できるのは限られた環境のみとなる。さらに、スポーツ現場で計測が簡便に行える方法
に生体電気インピーダンス法があるが、この方法は体水分量の影響を受けやすく、各機器の計算式
も明確でないことから、測定の妥当性が疑問視されている。ISAK 法（International Society for
Advanced of Kinanthropometry）での身体計測は、スポーツ現場で簡便に行うことができ、妥当
性も担保されている方法である。しかしながら、本邦でラグビー選手を対象に身体計測法を用いて
体格・身体組成の報告しているものは数が少ない。さらに身体計測法から得られた体格・身体組成
とフィジカルフィットネスの関連性について検討しているものも見られない。そこで、本研究では
ISAK 法の身体計測を用い、大学ラグビー選手のポジションごとの体格・身体組成を明らかにする
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こと、ポジションごとの体格・身体組成とフィジカルフィットネスの関連性を明らかにすることを
目的とした。
対象者は、関東大学対抗戦 A グループに所属する大学ラグビー選手 39 名（フォワード: 20 名, バ
ックス : 19 名）とした。計測は、プレシーズン（7 月）に行った。身体計測は、ISAK の計測基準
に則り、身長、体重、皮下脂肪厚 8 項目（上腕二頭筋部、上腕三頭筋部、肩甲骨下部、腸骨稜部、
上前腸骨棘部、腹部前部、大腿前部、下腿内側部）を測定した。測定値から体格指数である Body mass
index、全身の皮下脂肪厚の評価である皮下脂肪厚 8 項目総和、除脂肪体重の指標である Lean mass
index を算出した。フィジカルフィットネスの測定は、スピードの評価として 10m スプリント、間
欠的持久力の測定として Yo-Yo Intermittent Recovery Test level.1(Yo-YoIR1)を測定した。統計解
析として、フォワードとバックスの比較は Student の対応のない t 検定を用いた。体格・身体組成
とフィジカルフィットネスの関連性については、Pearson の積率相関係数を用いた。有意水準は 5%
未満とした。
２．研究経過および成果の概要
体格の比較として、フォワードはバックスよりも有意に身長が高く、体重が重く、Body mass
index の値が大きかった(p<0.05)。身体組成の比較として、フォワードはバックスよりも腹部の皮
下脂肪厚（腸骨稜部、上前腸骨棘部、腹部前部）
、皮下脂肪厚 8 項目総和、Lean mass index の値
が有意に大きかった（p<0.05）
。フィジカルフィットネスの比較として、バックスはフォワードと
比較して有意にスピードが速く、間欠的持久力が高かった（p>0.05）
。
体格・身体組成とフィジカルフィットネスの関連性では、フォワード、バックスともに腹部の皮
下脂肪厚（腸骨稜部、上前腸骨棘部、腹部前部）
、皮下脂肪厚 8 項目総和と Yo-YoIR1 に有意な負の
相関関係がみとめられた。さらにバックスのみに下腿内側部の皮下脂肪厚と 10m スプリントに有
意な正の相関がみとめられた。
ラグビーは、ポジションごとに求められる役割が異なることから、ポジションごとに有する体
格・身体組成も異なる。フォワードは、コンタクトプレーがバックスよりも多く、スクラムやライ
ンアウトなどのセットプレーに関わることが大きな特徴である。コンタクトプレーを有利に運ぶた
めには、より大きな身長や体重を含む体格を有することが必要である。本研究のフォワードは、そ
れらを反映した体格を有している結果となった。一方で、バックスは相手をかわし、ボールを運ぶ
プレーが求められるための機動力を有することが必要であるため、フォワードよりも少ない脂肪量、
速いスピードと間欠的持久力が求められる。本研究のバックスはそれらを反映した体格を有してい
ることが明らかとなった。
体格・身体組成とフィジカルフィットネスの関連性については、フォワードとバックスともに腹
部の皮下脂肪厚と皮下脂肪厚 8 項目総和が間欠的持久力に影響を及ぼす可能性が示唆された。さら
にバックスのみ下腿の皮下脂肪厚がスピードに影響を及ぼす可能性が示唆された。
３．今後の研究における課題または問題点
今後の課題として、競技レベルの違いやさらに細かいポジションで比較をすることにより競技レ
ベルの高い選手の特性やポジション特性を明らかにすることができる可能性がある。さらに体格・
身体組成とフィジカルフィットネスにおいては、経時的に変化を追っていき、変化の関連性を明ら
かにすることでフィジカルフィットネスに影響を及ぼす可能性のある身体部位を明らかにするこ
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とが可能であると考えられる。

Summary
<Purpose> The purpose of this study was to clarify differences in anthropometric characteristics
and physical fitness between positions of university rugby players and to determine whether
anthropometric characteristics were related to physical fitness (sprint and endurance performance)
in rugby union players.
<Method> A total of 39 Japanese college rugby union players (FWs: 20, BKs: 19) underwent
anthropometry, including stature, body mass and eight skinfolds (triceps, biceps, subscapular, iliac
crest, supraspinale, abdominal, front thigh and medial calf) using the ISAK protocol. As a measure
of physical fitness, particularly of sprint and endurance performances, 10 m sprint and Yo-Yo
Intermittent Recovery Test 1 (Yo-YoIR1) were conducted. Student’s t-test was used to compare
anthropometric and physical fitness variables. The Pearson’s conduct product moment correlation
coefficient between physical fitness and anthropometric characteristics were examined for each
position. All statistical analyses were conducted using IBM SPSS Statics (version 24) with a p-value
below 0.05.
<Result> Significant (P<0.05) differences in measured anthropometric and physical fitness
variables were observed stature, body mass, body mass index, skinfolds of trunk region, sum of 8
skinfolds, lean mass index, 10m sprint and Yo-YoIR1. In the both posions, Yo-YoIR1 was negatively
correlated with skinfolds of trunk region and sum of 8 skinfolds. In BKs, 10 m sprint was strongly
correlated with medial calf skinfold.
<Discussion>
The results of this study revealed the difference in anthropometric and physical fitness variables
between FWs and BKs. The results indicated that medial calf skinfold may be useful predictor of
short sprint performance in BKs whereas skinfolds of the trunk region may be a useful predictor of
endurance performance in FWs and BKs.
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長期入院精神障害者の地域移行支援における相談支援専門員の「かかわり」
The Developing Process and Structure of “Kakawari” or Personal Relationships between Care
Managers for People with Disabilities and Long-term Inpatients in Mental Hospitals
研究代表者 國重 智宏（福祉社会デザイン研究科ヒューマンデザイン専攻博士後期課程） 印
指導教員

吉浦 輪

印

研究期間／2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
キーワード／①かかわり／personal relationships
②地域移行支援（退院支援）／discharge support
③長期入院精神障害者／long-term inpatients in mental hospitals
④相談支援専門員／care managers for people with disabilities
2019 年度交付額／560 千円
研究発表／学会および口頭発表
⚫

「長期入院精神障害者の地域移行支援における相談支援専門員の『かかわり』」日本精神障害
者リハビリテーション学会第 27 回大阪大会，2019 年 11 月

⚫

「長期入院精神障害者の地域移行支援における相談支援専門員の『かかわり』に関するアンケート
調査報告」第 18 回やどかり研究所報告交流集会，2020 年 3 月予定

研究経過および成果の概要
Ⅰ．研究方法
長期入院精神障害者（以下，長期入院者）の地域移行支援を担う一般相談支援事業者（以下，事
業者）のうち，A 地域に所在する 253 事業者に勤務する相談支援専門員を対象に，郵送法による長
期入院者との「かかわり」に関する質問紙調査を実施した．１カ所 3 通の調査票を送付し，84 事
業者 163 名から回答があり，回収率は 22％，有効回答数は 152 名となっている．
Ⅱ．研究経過および成果の概要
１．因子分析の結果
（１）因子の抽出
最尤法による Promax 回転を用いて因子分析を行い，以下の４因子を抽出した．
第一因子は，17 項目で構成されており，健康に関する相談や人間関係に関する相談などの生活上
の困難に関する「相談を受ける」ことについての内容の項目が高い負荷量を示していた．そこで「相
談を受ける」因子と命名した．
第二因子は，12 項目で構成されており，長期入院者に同行して，彼らと何かを一緒にすることに
関する内容の項目が高い負荷量を示していた．そこで「一緒に行う」因子と命名した．
第三因子は，８項目で構成されており，相談支援専門員が長期入院者の思いを「聴く」ことに関
する項目が高い負荷量を示していた，そこで「本音を聴く」因子と命名した．
第四因子は，４項目で構成されており，支援契約の範疇を超えてつながる関係に関する内容の項
目が高い負荷量を示していた．そこで「つながり続ける」因子と命名した．
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（２）下位尺度間の関連
４つの下位尺度の内的整合性を検討するため，クロンバックのα係数の算出を行った．第一因子
でα＝.94，第二因子でα＝.92，第三因子でα＝.88，第四因子でα＝.78

の値が得られ，高い内

的一貫性が示された．四つの下位尺度は互いに有意な正の相関を示した．
２．共分散構造分析の結果
因子分析で抽出された４因子を潜在変数として変数間の影響を見ると共に，４つの潜在変数と観
測変数である「担当した長期入院者が退院に至った経験の有無（以下，退院あり）」への影響を考
察し，地域移行支援における相談支援専門員と長期入院者との「かかわり」モデルを検討した．
「一緒に行う」から「本音を聴く」
，
「一緒に行う」から「つながり続ける」
，
「本音を聴く」から
「相談を受ける」
，
「一緒に行う」から「退院あり」は 0.1%水準で，
「相談を受ける」から「本音を
聴く」は 0.5％水準で有意であった．
適合度指数は，χ²＝45.022，自由度 40，有意確率＝.270 となっている．GFI＝.941，AGFI=.903
は，共に.90 以上あり，RMSEA=.031 は.05 を下回っているため，信頼性のある適合的なモデルと
判断できる．
第一に「一緒に行う」から「本音を聴く」は 0.804 という高い係数であり，
「一緒に行う」が「本
音を聴く」に強い影響を与えていた．
第二に「本音を聴く」から「相談を受ける」への係数も 0.812 という高い係数を示しており，
「本
音を聴く」が「相談を受ける」に強い影響を与えていた．また，「相談を受ける」から「本音を聴
く」への係数も-0.625 であり，有意な影響を与えていた．長期入院者からの「相談を受ける」相談
支援専門員は，長期入院者から「本音を聴く」ことができていないという結果になった．
第三に「一緒に行う」から「つながり続ける」への係数は，0.386 であり，弱い影響があった．
「相談を受ける」や「本音を聴く」が「つながり続ける」に影響を与えなかったことと比較すると，
「一緒に行う」は「つながり続ける」ことに影響を与えている．
最後に「退院あり」に影響を与えた潜在変数は「一緒に行う」であり，「一緒に行う」から「退
院あり」へ係数は，0.593 であった．
「一緒に行う」ことが長期入院者の退院において，重要な役割
を担っていることが示唆された．
Ⅲ．今後の研究における課題または問題点
本研究では，長期入院者の地域移行支援における相談支援専門員の「かかわり」のプロセス，
「か
かわり」を構成している主要な要因と要因同士の関係性，そして退院というアウトカムに影響を与
える「かかわり」の要因について明らかにすることができた．この「かかわり」モデルは，相談支
援専門員と長期入院者の関係形成において一定の枠組みを示すものと考える．
しかし，このモデルを実践で活用しようとすれば，地域移行支援の利用申請の必要性や原則６か
月という利用期間など制度の枠組みによる制約を受けることになる．より有効な実践モデルを構築
するためには，相談支援専門員が同行を中心とした「かかわり」を形成することを可能にする環境
の在り方も併せて検討していくことが必要である．
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図 1 地域移行支援における相談支援専門員の「かかわり」モデル

Summary
This study explored the developing process and structure of kakawari, or personal
relationships between care managers for people with disabilities and long-term inpatients in
mental hospitals.
The author sent a questionnaire survey to 253 social support centers for people with
disabilities in area A. 22% of completed surveys were returned and four factors were extracted
using an exploratory factor analysis. Structural equation modeling was used to assess the
relationships between the four factors of kakawari（personal relationships). Results revealed
that “doing together” had an effect on “listening to the real intention” and “continuing to
connect even after support ends.” “Listening to the real intention” had an effect on “obtaining a
consultation.” Conversely, “obtaining a consultation” had a negative effect on “listening to the
real intention.” Also, the only factor that significantly affected “client experience of discharge
from mental hospital” was “doing together.”
The ﬁtness of the model of kakawari （personal relationship）was statistically signiﬁcant: GFI
＝ 0.941, AGFI ＝ 0.903, RMSEA ＝ 0.031.
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研究経過および成果の概要
1. Self-assembly of fullerenes and iron chloride in supercritical toluene
1-1. Experimental

I prepared pure C60 toluene solution and pure FeCl2 ethanol solution with a concentration
of 1.001 mg/mL and 0.478 mg/mL, respectively. They were mixed in the ratio of 1:1 (mL) and a
mixture of the C60 solution and pure ethanol was also prepared as a control in the same way.
Black deposition was observed in both of the samples. These samples were put in a pressure
resistant container, heated to 300 ℃, which was in a supercritical state of the mixture of
toluene and ethanol, and kept the temperature at 300 °C for 1 h. After cooling down to room
temperature, I observed the obtained samples and samples without heating by scanning
electron microscopy (SEM).
1-2. Results
As a result, brownish deposits were observed in all of the samples and surprisingly it was
found that the deposition of the sample with FeCl2 was attracted by a magnet after having put
it under the supercritical conditions. In addition, SEM images of each sample shown in Fig. 1
indicate that sphere-shaped nano crystals of 400 nm diameter, which are supposed to be
composed of C60, were synthesised in the sample with FeCl2 after the supercritical experiment.
On the other hand, no such similar magnetic particles were observed in the sample without
FeCl2 and without the supercritical treatment. Therefore, it is considered that the
magnetisation and synthesis of particles were attributed to the presence of FeCl2.
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(a)

(b)

20.0 µm
(c)

5.00 µm
(d)

5.00 µm

10.0 µm

Fig. 1. SEM images of the samples with FeCl2 (a) before and (b) after the supercritical experiment, and
without FeCl2 (c) before and (d) after the supercritical experiment. The component of octahedron crystals
commonly observed in these images is considered to be C60.

2. Numerical investigation of the hydrogen desorption process of carbon nanobelts
2-1. Numerical
In order to investigate the hydrogen desorption process of carbon nanobelts (C48H24 [1]), I
carried out the optimisation by “Ab Initio Modelling Program (AIMPRO) [2-4]”, which was
started by the University of Exeter, using the local density approximation (LDA) [5] as the first
modelling. Firstly, the optimisations started from the pristine structure of a single nanobelt at
a neutral state. For the next step, I carried out the optimisation using the same method for 1
hydrogen-loss structures constructed considering the molecular symmetry, i.e., I focused on two
structures. After 2 H-loss optimisations many structural isomers were obtained, thus I took one
optimal structure in each isomer group to construct a new structure with another hydrogen
removal. In this way, I continued this optimisation sequence to reveal the hydrogen removal
process for 1 to 8 H-loss structures.
In addition, I carried out optimisations for several structures of nanobelt dimers
(C48H24-C48H24) without any H-loss, such as (a) two nanobelts are aligned along z-axis
penetrating both rings, (b) one nanobelt is rotated at an angle of 90° to the other nanobelt, and
(c) one nanobelt of (a) is slightly shifted horizontally on the other one.
2-2. Results
Interestingly it was found that there are two possible routes in the hydrogen removal
process in a single nanobelt, and one of the two routes may be selected depending on what the
first removed hydrogen is; “exterior H” or “interior H” in the 1 H-loss structures. In both cases,
the optimal structure, which showed a very low total energy in comparison to the other isomers,
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corresponded to the one with an even number of H-loss. However, such obvious optimal
structures did not appear in the groups of isomers with an odd number of H-loss and all of the
isomers gathered at a high total energy, which was almost the same as the unstable ones with
an even number of H-loss. In other words, one hydrogen can be easily removed from the
structures with an odd number of H-loss and the structures with an even number of H-loss
become stable.
In order to understand the energy difference between an odd and even number of H-loss, I
measured the bond lengths between carbon atoms of several exterior H-loss structures as
shown in Fig. 2. The bond length of 1 H-loss (0.132 nm) was similar to the one of pristine (0.135
nm). However, after losing two hydrogen atoms the length became shorter (0.123 nm) with a
nearly triple bond. In the case of interior H-loss structures, a similar phenomenon appeared but
a carbon square was formed instead. Generally, carbon square structures are very unstable,
however, in the present case carbon square is supposed to be preferable to dangling bonds.
Therefore, the strong preference of an even number of H-loss can be attributed to this
additional bond formation.
As for the dimers, the results of the optimisation indicated that the dimer structure (c) is
most stable, followed by (b), pristine one and (a), noting that there are no such big energy
differences among them in both of neutral and charge +1 states. However, in a charge +1 state,
binding energies of all of the structures increased greatly in comparison to the neutral ones. It
is supposed that this is due to the delocalisation effects of the added electron on the whole two
rings.
Summary
In summary, I synthesised magnetic nanoparticles using C60 and FeCl2 in supercritical
fluid and carried out numerical analysis on the hydrogen desorption process of carbon
nanobelts.

In the former case, I will be characterising and analysing the crystal structures and
magnetic properties of the products by X-ray diffractometry (XRD) and superconducting
quantum interference device (SQUID), and carrying out additional experiments without
FeCl2 under a subcritical region in order to investigate the effect of the supercritical
conditions on the synthesis of magnetic nanoparticles using C 60 and FeCl 2. I will also be
analysing soluble components in toluene by high performance liquid chromatography
(HPLC), followed by mass spectrometry (MS), to investigate the chemical surface
modification of fullerenes.
In the latter case, I will be carrying out more detailed calculations of spin-polarised
molecules with a charge of +1 using the generalised gradient approximation method in order to
support the experimental data of mass spectrometry and applying it to the understanding of
the bottom-up formation process of endohedral fullerenes.
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0.135 nm

0.132 nm

0.123 nm

Fig. 2. Bond lengths between carbon atoms in the case of the “exterior H-loss” structures.
Pristine nanobelt (left), 1 H-loss structure (centre) and 2 H-loss structure (right).
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研究経過および成果の概要
１．研究方法
Research Methodology:
•

Synthesis of Curcumin-BioPerine loaded PLGA Nanoparticles
Curcumin-BioPerine loaded PLGA nanoparticles (NPs) were synthesized by the single
emulsion-solvent evaporation method. We synthesized two different formulations of the dual
drug-loaded PLGA NPs with the curcumin: BioPerine: PLGA ratio as 1:1:10 and 1:0.2:10
respectively

•

Characterization of Nanoparticles
The size and structural morphology of curcumin-BioPerine PLGA NPs was characterized
using scanning electron microscopy (SEM) (Hitachi SU-6600) and transmission electron
microscopy (TEM) (JEOL’s JEM-2100 FS). For SEM analysis 5-10 μL of water-dispersed
nanoparticles were dropped onto clean silicon (Si) substrate and vacuum dried. For TEM
imaging, a drop of the sample was deposited on a previously hydrophilized copper (Cu) grid
and air-dried at room temperature and viewed under TEM. For AFM analysis, 10 μL of NPs
solution was dropped onto Si substrate and vacuum dried.

•

In vitro drug release studies
For the drug release study, 10 mg of the dual-drug nanoparticles were dispersed in 10 ml of
phosphate buffer saline (PBS) pH 7.4 and divided into 10 Eppendorf tubes each with a
concentration of 500 μg/ml. All tubes were kept at 37 oC in a shaking incubator of 130 rpm
for 5 days. At pre-determined time intervals, the tubes were taken out and centrifuged at a
speed of 15,000 rpm for 30 minutes

•

Cell Culture
The human monocytic cell line (THP-1) were cultured in RPMI-1640 medium supplemented
with 10% Fetal Bovine Serum, penicillin (5000 U/ml) /streptomycin (5000 g/ml), 2mM
GlutaMAX at 370 C in a humidified atmosphere containing 5% CO2 until it reaches 80-90%
confluency. The cells were subcultured every 2 to 3 days

•

THP-1 cell differentiation and foam cell formation
Three days before cell experiments, THP-1 cell suspension was subjected to centrifugation
at 1000 rpm for 7 minutes and the cell pellet was resuspended in medium containing 200
nM PMA. The cell suspension was then seeded into desired multi-well plates and left for
incubation at 37 0C for three days. The cells attach to the bottom of the culture plates and
differentiate into macrophage-like morphology. On day three, PMA containing medium was
replaced with serum-free fresh RPMI-1640 medium followed by 24 hours resting period.
Following the differentiation period, the adherent macrophages were treated with 4 g/ml
Ox-LDL for 4 hours to allow the formation of foam cells to carry out the further cell-based
experiments.

•

In vitro cell viability studies
The biocompatibility and the cytotoxicity of curcumin PLGA NPs, BioPerine PLGA NPs,
and curcumin-BioPerine PLGA NPs on the THP-1 cells were evaluated by Alamar blue
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fluorometric assay
•

Cholesterol Quantitation Assay
The concentration of cholesterol present in the foam cells was determined by cholesterol
quantitation assay

•

Inhibition on foam cell formation by confocal microscopy
To check the inhibitory effect of the dual drug NPs in the formation of foam cells, THP-1
cells were seeded in confocal dishes (4*104 cells) and differentiated into macrophages as
described above. We chose 250 μg/ml concentration for both the ratios to perform this study
as the relative cholesterol content was reduced at this particular concentration and did not
observe any cytotoxicity towards the THP-1 monocyte-derived macrophages at this
concentration too

•

Western Blot Analysis
The protein expression of NF- and TNF- was analyzed by western blot analysis. The
differentiated THP-1 cells (2.5105 cells) were pre-treated with curcumin-BioPerine PLGA
NPs both ratios (250 μg/ml) for 24-72-hours study periods and incubated with Ox-LDL.

•

Quantitative real-time PCR (qRT-PCR)
In this study, we analyzed the relative mRNA expression levels of the genes NF-B,
CCL2/MCP-1, CD-36, STAT 3 and SCAR-B1, which are implicated to play functional roles in
the disease’s progression. Differentiated THP-1 cells (5105 cells/well) were pre-treated with
both formulations of curcumin-BioPerine PLGA NPs (1:1:10 and 1:0.2:10) at two
concentrations of 100 μg/ml and 250 μg/ml and incubated for 72-hours. Next, the cells were
incubated with Ox-LDL for 4-hours. The cells were then harvested to isolate the total RNA
by RNeasy Micro kit and converted into cDNA using Superscript-III reverse transcriptase

•

Cellular Uptake of Dil-AcLDL by Flow cytometry.
THP-1 cells were seeded on a 12 well plate at a density of (1*106cells/well) and differentiated
into macrophages by PMA treatment as described earlier. The cells were first pretreated
with curcumin PLGA NPs, both ratios of curcumin-BioPerine PLGA NPs (1:1:10 and
1:0.2:10) at a concentration of 250 μg/ml for 24-48 study period under same culture
conditions. At the end of each incubation period, the cells were treated with 4 μg/mL
Dil-AcLDL for 4 hours followed by washing with PBS (thrice). The cells were harvested
followed by centrifugation at 1000 rpm for 7 minutes. Cell fixation was done by treating the
cells with 500 μL of 4 % paraformaldehyde for 20 minutes and washed with PBS. The cells
were resuspended in FACS staining buffer and subjected to flow cytometry analysis
immediately.

２．研究経過および成果の概要
Characterization of Curcumin-BioPerine PLGA NPs: The bioavailability and the absorption
efficiency of curcumin was improved by synthesizing as a PLGA nanoformulation
incorporating curcumin and BioPerine by the widely-adopted technique of solvent evaporation
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technique. The size, shape, and surface morphology of both the dual drug NPs (1:0.2:10 and
1:1:10) revealed the spherical shape and smooth surface as demonstrated from the SEM
(Figure 1 A-B) and TEM images as shown in Figure 1 (C-D). The spherical nanoparticles were
monodispersed in nature as evident from the SEM images while the TEM image showed the
size of the dual drug NPs in the range of 143 nm-150 nm.

Figure 1: Electron microscopy studies. (A& B) SEM image of curcumin-BioPerine PLGA
NPs 1:0.2:10 and 1:1:10 (At scale 5.00 m). (C & D) TEM images of curcumin-BioPerine
PLGA NPs 1:0.2:10 and 1:1:10 respectively (At scale 50 nm).

Figure 2: (A& B) 3D AFM images of Curcumin-BioPerine PLGA 1:0.2:10 and 1:1:10 (C & D)
Size distribution of Curcumin-BioPerine PLGA NPs 1:0.2:10 and 1:1:10 respectively.
We have analyzed the chemical bonding patterns in the dual drug NPs by FTIR analysis that
revealed the characteristic peaks of the PLGA polymer at 1745 cm-1(C=O carbonyl stretching),
1083-1165 cm-1 (C-O stretching).We observed peaks at 3508-3524 cm-1 (OH stretching) that can
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be assigned to curcumin and BioPerine at 1580 cm-1, 1638 cm-1 (C=C, aromatic stretching
vibration, benzene ring). The FTIR spectra of curcumin-BioPerine PLGA NPs as shown in
Figure 3 did not reveal any major loss or significant shift of the functional peaks concluding no
major drug-polymer interaction.

Figure 3: FTIR analysis of free Curcumin, free BioPerine, VOID PLGA NPs, BioPerine
PLGA NPs, Curcumin-BioPerine PLGA NPs.
The surface chemistry analysis of nanoparticles gives out the information regarding the
elemental composition of the NPs along with the presence of any unwanted contamination while
preparation of the NPs. The XPS wide scan analysis of the void PLGA NPs and raw curcumin
showed the presence of carbon 1s (284.6 eV) and oxygen 1s (532 eV) in the spectra as shown in
Figure 4. BioPerine also showed the carbon and oxygen peaks in addition to the presence of
nitrogen 1s peak at 398 eV due to the presence of a nitrogen atom in its structure.

108

Figure 4: XPS Spectra of free Curcumin, free BioPerine, void PLGA NPs, Curcumin-BioPerine
PLGA NPs 1:0.2:10 and 1:1:10. The nitrogen (N 1s) peaks present in free BioPerine is shown in
the inlet box. (Si2p and Si2s peaks have arisen from the SiO2 substrate).
The nature of the drugs encapsulated inside the PLGA NPs whether it’s in a crystalline state or
amorphous state could be studied by XRD analysis. The raw drugs curcumin and BioPerine as
evident from Figure 5 demonstrated a crystalline state whereas when synthesized into dual
drug NPs (curcumin-BioPerine PLGA NPs) the characteristic peaks of the drugs were observed
to be absent. This phenomenon of losing the crystallinity of the drugs is a plausible explanation
of the intermolecular interaction occurring within the PLGA matrix that leads to the formation
of an amorphous state
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Figure 5:

XRD Spectra of free BioPerine, free curcumin, void PLGA NPs,

Curcumin-BioPerine PLGA NPs.

In vitro drug release studies: We found that in 1:1:10 dual drug NPs showed a faster and
gradual increased release of BioPerine from 7.2 % to 15.33 % throughout the study period of
5 days. While curcumin was observed to have a comparatively slower release profile of only
3-5 % as shown in Figure 6 (A). The 1:0.2:10 dual drug NPs release profile somewhat showed
a faster and sustained release profile of curcumin (8.59 % -12.08 %) in comparison to
BioPerine throughout the study period as shown in Figure 6 (B).

Figure 6: (A& B) In vitro drug release studies of Curcumin and BioPerine from
Curcumin-BioPerine PLGA NPs at PH 7.4 PBS buffer, 37 0 C for a period of 5 days.

In vitro Cell Viability Studies: We carried out cell viability studies to study the cytotoxicity of
the single and dual-drug NPs against the THP-1 monocytic cell line. As observed in the cell
viability studies Figure 7 (A-B) both the ratios (1:0.2:10 and 1:1:10) of dual drug NPs did not
elicit any major cytotoxicity towards the THP-1 monocyte-derived macrophages suggesting
the biocompatible nature of the dual drug NPs. We also observed that the THP-1
monocyte-derived macrophages when treated with curcumin PLGA NPs displayed some
percentage of inhibitory activity at concentrations 200 g/ml and 250 g/ml after 48-72 hours
as shown in Figure 7 (C). The BioPerine PLGA NPs, however, did not elicit any cytotoxicity
towards the THP-1 monocyte-derived macrophages at all concentrations and time as shown
in Figure 7 (D).
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Figure 7: (A)% Relative cell viability of THP-1 cells when treated with Curcumin-BioPerine
PLGA NPs 1:0.2:10 for 24-72 hours study period. (B) % Relative cell viability of THP-1 Cells
when treated with Curcumin-BioPerine PLGA NPs 1:1:10 for 24-72 hours study period.
(C) % Relative cell viability of THP-1 Cells when treated with Curcumin-PLGA NPs for
24-72 hours study period. (D) % Relative cell viability of THP-1 Cells when treated with
BioPerine-PLGA NPs for 24-72 hours study period.

Cholesterol Quantitation Assay: The relative cholesterol content in the THP-1 derived
macrophage foam cells when treated with 1:1:10 and 1:0.2:10 dual drug NPs demonstrated a
gradual reduction at all concentrations and time where 1:0.2:10 ratio of the dual drug NPs
displayed comparatively decreased relative cholesterol content at 250 g/ml.
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Figure 8. Relative Cholesterol Concentration of THP-1 monocyte-derived macrophage foam
cells treated with Curcumin PLGA NPs, Curcumin-BioPerine PLGA NPs (1:1:10 and
1:0.2:10) for 24 hours (A), 48 hours (B) ,and 72 hours (C) study period.
Inhibition on foam cell formation by confocal microscopy: We managed to inhibit the foam cell
formation by the dual-drug NPs by two strategies. In the first strategy, the THP-1
monocyte-derived macrophages were subjected to Dil-AcLDL treatment to form foam cells
and then administered with both the ratios (1:1:10 and 1:0.2:10) of curcumin-BioPerine
PLGA NPs at a concentration of 250 µg/ml for 24 hours to check the inhibition on foam cell
formation. As shown in Figure 9 (A-D) control cells displayed foam cells formation and from
Figure 9 (E-L), we observed that there was no reduction in the foam cell formation by both
the ratios of NPs. While in the second strategy we initially treated the THP-1
monocyte-derived macrophages with both the ratios (1:1:10 and 1:0.2:10) of dual drug NPs at
250 µg/ml for 24 hours, followed by the administration of Dil-AcLDL for 4-hours to form foam
cells. In this approach we observed that there was a marked reduction in the formation of
foam cells within 24 hours in both the ratios as shown in Figure 10 (E-H) and Figure 11 (E-H)
which could be due to the downregulation of the scavenger receptors involved in the uptake of
Dil-AcLDL. Since the second strategy showed promising results in the inhibition of foam cell
formation within 24-hours of dual drug NPs (1:1:10 and 1:0.2:10) treatment we speculated a
further decrease within 48-72 hours of the NPs treatment and observed that the foam cell
formation was further reduced as evident from the decreased fluorescence intensity of
Dil-AcLDL in Figure 10 (I-P) and Figure 11 (I-P). We thus postulate that the administration
of curcumin-BioPerine PLGA NPs as a very good preventive measure that can provide better
protection against the development of atherosclerotic plaques.
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Figure 9: Confocal laser scanning microscopy. Dil-AcLDL staining on THP-1 cells to check
the inhibition of foam cell formation. THP-1 cells incubated with Dil-AcLDL followed by
the treatment with curcumin-BioPerine PLGA NPs for 24-hours. The top panel shows the
control THP-1 cells showing foam cell formation (At scale 20 m) (A-D). The second panel
shows

the

THP-1

monocyte-derived

macrophage

foam

cells

treated

with

curcumin-BioPerine PLGA NPs 1:1:10 (At scale 10 m) (E-H). The third panel shows the
THP-1 monocyte-derived macrophage foam cells treated with curcumin-BioPerine PLGA
NPs 1: 0.2:10 (At scale 10 m) (I-L).
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Figure 10: Confocal laser scanning microscopy. Dil-AcLDL staining on THP-1 cells to check
the inhibition of foam cell formation. THP-1 cells pretreated with Curcumin-BioPerine
PLGA NPs (1:0.2:10) for 24-72 hours, followed by incubation with Dil-AcLDL for 4 hours.
The top panel shows the control THP-1 cells (At scale 20 m) (A-D). The second panel
showing the inhibition of foam cell formation upon treated with Curcumin-BioPerine PLGA
NPs 1:0.2:10 for 24 hours (At scale 10 m) (E-H). The third panel shows the THP-1 cells
treated with Curcumin-BioPerine PLGA NPs 1:0.2:10 for 48 hours (At scale 10 m) (I-L).
The fourth panel shows the THP-1 cells treated with Curcumin-BioPerine PLGA NPs
1:0.2:10 for 72 hours (At scale 10 m) (M-P). The third and fourth panel shows complete
inhibition of foam cell formation upon treated with Curcumin-BioPerine PLGA NPs
1:0.2:10 for 48and 72 hours (At scale 10 m).

Figure 11. Confocal laser scanning microscopy. Dil-AcLDL staining on THP-1 cells to check
the inhibition of foam cell formation. THP-1 cells pretreated with Curcumin-BioPerine
PLGA NPs (1:1:10) for 24-72 hours, followed by incubation with Dil-AcLDL for 4 hours. The
top panel shows the control THP-1 cells (At scale 20 m) (A-D). The second panel shows the
THP-1 cells treated with Curcumin-BioPerine PLGA NPs 1:1:10 for 24 hours (At scale 10
m) (E-H). The third panel shows the THP-1 cells treated with Curcumin-BioPerine PLGA
NPs 1:1:10 for 48 hours (At scale 10 m) (I-L). The fourth panel shows the THP-1 cells
treated with Curcumin-BioPerine PLGA NPs 1:1:10 for 72 hours (At scale 10 m) (M-P).
The third and fourth panel shows complete inhibition of foam cell formation upon treated
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with Curcumin-BioPerine PLGA NPs 1:1:10 for 48and 72 hours (At scale 10 m).
Western Blotting :We aimed to check whether the inhibitory activity of the curcumin
against NF-kB remains intact when incorporated alongside with a bio enhancer BioPerine
inside PLGA NPs. The western blot revealed that NF-kB activity was significantly
downregulated by both the ratios of curcumin-BioPerine PLGA NPs within 24-72 hours
study period as shown in Figure 12. The findings also decipher the possibility that upon
NF-kB downregulation its downstream inflammatory pathways or cytokines linked to
atherosclerotic plaque progression might be hindered. We observed that the TNF-
expression was affected mostly by the dual drug NPs compared to the curcumin PLGA NPs.
However, we did not notice any subsequent differences in the protein expression of TNF-
induced by both the ratios of the NPs.

Figure 12: Western Blotting Analysis of NF- kB p65 and TNF- after treatment with
curcumin-BioPerine PLGA NPs (1:1:10, 1:0.2:10) and curcumin PLGA NPs for 24-72 hours
followed by treatment with OxLDL for 4 hours. Both ratios of curcumin-BioPerine PLGA
NPs treatment demonstrated reduction in NF- kB p65 and TNF- protein expression at all
time points in the THP-1 monocyte-derived macrophage foam cells compared to curcumin
PLGA NPs treatment. -actin was used for normalization of protein loading.
Gene Expression : In this study, we decided to analyze the relative mRNA expression levels
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of the genes NF-kB, CCL2/MCP-1, CD-36, STAT 3 and SCAR-B1, which are implicated to
play functional roles in the disease’s progression. Downregulation of these genes would
substantially contribute to favor a reduction in the foam cells formation in the arterial wall
that might lead to reduced plaque buildup. Since from our findings we have found out that
both the ratios of curcumin-BioPerine PLGA NPs at 250 µg/ml at 72 hours showed
promising results, we sought to check whether the dual drug NPs would elicit
downregulating effects on the target genes at that concentration and time. We also decided
to include a mid-concentration (100 µg/ml) of the curcumin-BioPerine PLGA NPs for both
the ratios only for this experiment to do a comparative analysis. THP-1 monocyte-derived
macrophage was pretreated with 100 µg/ml and 250 µg/ml of 1:1:10 and 1:0.2:10 ratio of
curcumin-BioPerine PLGA NPs for 72 hours. As shown in Figure 13 (A) both dual drug NPs
were successful in downregulating the NF- B gene expression at a concentration of 250
µg/ml compared to the 100 µg/ml concentration of dual drug NPs and curcumin PLGA NPs
which would prove to be beneficial in regulating atherosclerosis by reducing foam cells
formation, vascular inflammation, plaque disruption. CCL-2/MCP-1 one of the key
chemokines promotes the migration and macrophage infiltration to initiate foam cell and its
downregulation mediated by the dual drug NPs prevent such steps to block the initiation of
disease (Figure 13 B). The relative gene expression data highlights the successful
downregulation of CD-36 by both the ratios of dual drug NPs at 250 µg/ml comparatively
better than 100 µg/ml as shown in Figure 13 (C). The established findings of curcumin
inhibiting these genes implicated in atherosclerosis are discussed extensively in the past 47,
40. The dual drug NPs were also shown to be successful in regulating STAT-3 expression
which is involved in the production of cytokines, dysregulated expression of adhesion
molecules and growth factors promoting the atherosclerosis progression as shown in Figure
13 (D). Since atherosclerotic plaque often face the issue of hypercholesterolemia due to
increased cholesterol esters accumulation in the macrophages, its removal by SCAR-B1 will
facilitate the reduction in foam cells. Curcumin is known to remove excess cholesterol by
upregulating SCAR-B1 and is positively supported by the dual drug NPs. 1:1:10 ratio
showed comparatively enhanced upregulation of SCAR-B1 at 250 µg/ml than 1:0.2:10 ratio
at the same concentration Figure 13 (E). In this experiment we found that both the ratios of
curcumin-BioPerine PLGA (250 µg/ml) at 72 hours demonstrated consistent results in the
gene expression analysis but at 100 µg/ml for both the ratios, we also observed some
discrepancies in certain gene expression profiles. This phenomenon could be due to the low
amount of the drugs encapsulated inside the PLGA NPs which might have affected their
drug release to achieve a therapeutic concentration to induce effective downregulation and
upregulation of the targeted genes. Curcumin PLGA NPs as observed in the figure Figure 13
(A-E) also displayed similar results with inconsistencies in regulating the target genes at
the mentioned concentrations. From these findings we speculate that to achieve a sustained
therapeutic efficacy against atherosclerosis plaque formation mediated by macrophages by
the administration of curcumin-BioPerine PLGA NPs at 250 µg/ml at any of the ratios would
116

be beneficial in the long term as a preventive measure.

Figure 13: Relative mRNA expression after treatment with curcumin-BioPerine PLGA NPs
(1:1:10, 1:0.2:10) and curcumin PLGA NPs for 72 hours followed by treatment with OxLDL
for 4 hours. Both ratios of curcumin-BioPerine PLGA NPs demonstrate downregulation of
NF-B (A), CCL2/MCP-1 (B), CD-36 (C), STAT 3 (D) at 250 g/ml compared to 100 g/ml.
The upregulation of SCAR-B1(E) at 250 g/ml for 1:1:10 dual drug NPs was comparatively
enhanced than 1:0.2:10 ratio of dual drug NPs at the same concentration. All the data was
normalized to GAPDH mRNA expression using the ΔΔCt method.

Cellular Uptake of Dil-AcLDL by Flow cytometry: Flow cytometry analysis revealed that
during 24-48 hours treatment with the dual drug NPs, both 1:1:10 and 1:0.2:10 ratios
displayed similar reduction in the Dil-AcLDL uptake as shown in Figure 14 (A-B).

Figure 14: Cellular uptake of Dil-AcLDL by THP-1 monocyte-derived macrophage treated
with curcumin-BioPerine PLGA NPs (1:1:10 and 1:0.2:10) and curcumin PLGA NPs for 24
hours (A) 48 hours (B) followed by incubation with Dil-AcLDL for 4 hours by flow cytometry
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analysis.
Summary:
Prevention of plaque growth in atherosclerosis has not yet received individual attention in
the area of modern cardiovascular medicine. In this study towards the prevention of plaque
growth, a promising phytonutrients-based nanomedicine curcumin-BioPerine PLGA NPs
demonstrated the anti-atherosclerotic activity by reducing foam cell formation in THP-1
monocyte-derived macrophages in an in-vitro setting. We found that curcumin-BioPerine
PLGA NPs (1:1:10 and 1:0.2:10) at a concentration of 250 g/ml for 72-hours implicated
reduction in LDL uptake by THP-1 monocyte-derived macrophage, decreased total
cholesterol level and production of inflammatory cytokines along with the downregulation of
genes involved in the disease progression. Thus, the findings of the study posit that the
administration of curcumin via the nano-drug delivery system as a great measure for
prevention of atherosclerotic plaques by improving its bio-absorption efficacy additionally by
incorporating a bio enhancer such as BioPerine in the NPs. This novel nanomedicine
envisions a promising role of its own as a preventive and protective strategy to tackle
alarming cardiovascular diseases despite its onset at any age.
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研究経過および成果の概要
１．研究背景／研究方法
強力な抗酸化作用を持つビタミン E は「機能性食素材」として早くから注目されており，中でも同族
体の１つである δ-トコトリエノール（δ-T3）は抗酸化作用だけでなく多様な生理作用を持つことから，
様々な疾病の治療及び予防素材としての可能性が期待されている。δ-T3 の抗がん作用に関する研究はそ
の代表例であり，これまで数多くの研究と議論が行われてきた。（私が所属する分子病態栄養学研究室
においても δ-T3 の機能性に着目した研究は広く行われており，昨年，私たちの研究グループがこれま
で検証してきた δ-T3（アナトー由来トコトリエノール）の骨質改善作用（骨疾患の予防を目的として）
に関する研究の成果の一部が Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 誌（日本農芸化学会）にオ
ンライン掲載された（Biosci Biotechnol Biochem. 84(3) 526-535, 2020）
。雑誌掲載は 2020 年 3 月号を
予定。
）
一方，現在のがん治療に目を向けると，既存の抗がん剤による治療では「がん」という疾病は治療で
きたとしても，それに伴いがん患者の寿命を縮めてしまうことが懸念され，抗がん剤の副作用のリスク
を未だに解決できていない。また，腫瘍組織の深部には低酸素領域が存在し，そこで生存する腫瘍細胞
の低酸素環境適応機構（低酸素適応因子：HIFs の働き）が低酸素環境下での生存を可能にすると同時
に，抗がん剤耐性の獲得と関係していることも報告されており，抗がん剤治療が根本的ながん治療にな
り得ていない。従って，低酸素領域の腫瘍細胞にも有効に抗がん作用を発揮し，かつ副作用の少ない抗
がん剤の代替素材あるいは補助剤となる新規治療素材の確立が期待されている。δ-T3 はその候補の 1
つである。さらに近年のがん研究では，発祥頻度の低い「希少がん」を対象とした研究の重要性が再認
識されており，希少がんの発症メカニズムの解明や有効な治療法，予防法を確立することはがん研究全
般に広く貢献するだろうとされている。
このことから，我々は低酸素環境下で生育する希少がんを対象とした機能性食素材の抗がん作用及び
その作用機序の解明ががんの治療及び予防戦略における副作用リスクの少ない新規抗がん素材の開発
に寄与すると考え，本研究では希少がんの 1 つである悪性胸膜中皮腫（MPM）を対象とし，低酸素領
域で生存する MPM 細胞を標的として，δ-T3 の抗中皮腫作用（機能）及びその作用点を分子細胞生物学
的手法で評価することで δ-T3 の新規治療素材としての可能性を検証すると同時に，MPM 細胞株におけ
る低酸素環境生存シグナルの解明を目指した。
検証にはヒト MPM 細胞株 H2452 を使用し，通常酸素環境下（Nor）及びアネロパック・ケンキ
®︎（三菱ガス化学）を用いた低酸素環境再現モデル（Hyp）で培養した。また，δ-T3

としては δ-T3

高含有の天然素材であり既にサプリメントとしても利用されているアナトー由来 Tocotrienol-rich
fraction（TRF）を使用し，細胞生存活性評価（WST-8 法）
，タンパク発現解析（Western blot 法）
により検証を行った。
２．研究経過および成果の概要
昨年度までの検証において，アナトー由来 TRF（20-40μg/mL）は両培養条件下の H2452 に対し
て強い生存活性抑制作用を示すことが明らかになったことから，本年度は TRF の生存活性抑制作
用の作用点を明らかにするため，持続的な低酸素環境において惹起され，またアポトーシス（細胞
死）の誘導にも関与している小胞体（ER）ストレスや，低酸素適応因子である HIFs に着目して検
証を行った。まず，TRF の作用と ER ストレスの関係性を検証した結果，Nor 環境では，TRF 培
養群（TRF(+)）は TRF 無添加群（TRF(-)）と比較して ER ストレスマーカーの１つである Bip タ
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ンパク及び ER ストレス誘導性アポトーシスマーカーである CHOP タンパクの高発現が確認され
た。この結果から，TRF は ER ストレスを過剰に惹起することで Nor 培養条件下の H2452 に対し
て細胞死を誘導することが推測された。
一方，Hyp で培養した H2452（Hyp＋TRF(-)）においては，Nor 培養群と比較して Bip，CHOP
の高発現が確認できたことから，Hyp という環境が H2452 において ER ストレスを誘発している
ことが明らかになった。その一方で，Hyp＋TRF(+)群は Bip 及び CHOP のタンパク発現が抑制さ
れていることが確認された。Nor の H2452 に対して強力に ER ストレスを誘発した TRF が Hyp
では誘発しなかった（抑制した）ことから，Hyp では低酸素適応機構の中心を担う HIFs の働きに
より ER ストレスが緩和されている（これにより Hyp での生存を可能にしている）と推測し，Hyp
における HIFs 発現および TRF による HIFs 発現への影響を検証した。その結果，TRF は HIFs
発現を抑制することが明らかになった。また，Hyp＋TRF(-)群においては Nor 培養群よりも HIFs
発現が増加していたことから，本検証で用いた低酸素環境再現モデルにおいて H2452 は低酸素を
認識し適応していることも明らかになった。これらの結果から，TRF は HIFs 発現を抑制すること
によって H2452 の低酸素適応を破綻させることが容易に推測できたが，HIFs 発現の増加が確認さ
れた Hyp＋TRF(-)群では ER ストレスも増大しており，一方で Hyp＋TRF(+)群では HIFs 発現も
ER ストレスマーカーも抑制されていたため，HIFs の働きによって ER ストレスが緩和されている
可能性は少ないことが示唆された。
３．今後の研究における課題または問題点
本年度の検証においては，①H2452 の低酸素応答機構，②H2452 に対する TRF の作用点，これら
の一部を明らかにすることができた。①に関しては，Hyp における HIFs タンパクの発現誘導，
Hyp における ER ストレスの惹起といった低酸素環境で特徴的に見られる現象を確認することがで
き，現象論的な仮説は実証された。しかしながら，HIFs 発現と ER ストレスの直接的な関係性は
見えず，議論の余地が残る。一方，②の TRF の作用点に関しては，興味深いことに Nor の H2452
に対する作用点と Hyp における作用点が異なる可能性が見えてきており，TRF の作用が細胞外／
細胞内酸素濃度に影響を受ける可能性が示唆された。特に Hyp での検証においては，HIFs 発現を
抑制するといった事実はありながら TRF の殺細胞作用の直接的な作用点までは明らかにできてお
らず，ER ストレスに限定せず，p53 や Bax/Bak，Bcl2/BclxL，Caspase 9，Caspase 3 といった
一般的なアポトーシス経路や HIFs のアポトーシス阻害／促進作用といった二面性も含め，H2452
（MPM 細胞株）におけるアポトーシスや HIFs の役割をより検証していくことが必要であると考
える。また，今年度検証に至らなかった Hyp におけるオートファジーの役割も併せて検証してい
くことで，直接的な関係性が見られなかった HIFs と ER ストレスの両者を繋ぐことができるので
はないかと考える。
Summary
Objectives: Malignant mesothelioma (MM) is an aggressive cancer with no effective treatment
options. Endoplasmic reticulum (ER) stresses are frequently induced in tumor cells under hypoxic
conditions, but tumor cells’ survival under these stress conditions with hypoxia adaptation. It has
been reported that tocotrienols (T3s) exhibit cytotoxic effect against various tumor cells. However,
the mechanisms of these effects in T3s targeting hypoxia-induced ER stresses remain unclear. Here,
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we have investigated effects of tocotrienol-rich fraction from annatto (TRF) on MM cells’ survival
especially under hypoxia.
Methods: Human MM cell lines, H2452 were cultured in medium containing up to 40 μg/ml TRF
under hypoxia. After 24 hour of treatment, cell viabilities were evaluated by a WST-8 assay. Further,
after the cells were treated with TRF, we evaluated the relationship between cytotoxic effect of TRF
and hypoxia-induced ER stresses or hypoxia inducible factors (HIFs), levels of proteins associated
with ER stress and hypoxia adaptation were analyzed by western blotting. Hypoxic condition (< 1%
O2) was controlled by using an anaerobic jar.
Results: TRF from annatto effectively inhibited cell growth at concentration 10-40 μg/ml under both
conditions, normoxia and hypoxia. In the TRF treatment group under normoxia, Bip (an ER stress
sensor) and CHOP (an ER stress-induced apoptosis marker) were up-regulated when compared
with non-treated control group. In the hypoxia culture groups, TRF decreased HIFs protein
expression, which were up-regulated by hypoxia. However, ER stress was not induced by TRF under
same hypoxia condition.
Conclusion: Our findings suggested that TRF caused cell death via inducing ER stresses under
normoxia. In the hypoxia conditions, TRF also induced cell death. This cell death could cause
by inhibiting HIFs activation. However, TRF does not induce ER stresses under hypoxia,
therefore, we necessary to investigate the relationship between HIFs protein function and
hypoxia induced ER stresses.
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Federation of European Nutrition Societies (FENS)15-18,October, 2019 in Dublin,
Ireland.
・
「ビタミン E および B2 の併用摂取はヒト血中ホモシステイン濃度を低下させる」芹
澤奈保, 山崎倫生,太田昌子, 矢野友啓. ビタミン E 研究会 1 月 10-11 日.松山, 愛媛
研究経過および成果の概要
１. 研究方法
骨質の劣化にはコラーゲンの分子間架橋異常が関係しており、この架橋に異常をもたらす因
子に血中ホモシステイン（Hcy）濃度の上昇や、酸化ストレスがある。メチオニン代謝にビタ
ミン B2（V.B2）は補酵素として関与している。ビタミン E（V.E）は、メチオニン代謝に関わ
る葉酸代謝のテトラヒドロ葉酸（THF）が酸化されやすいという報告があることから、血中
Hcy 濃度低下の目的で V.B2 および V.E を負荷した。ビタミン B2（60mg/d）およびビタミン E
（30mg/d）の負荷を単独（単独摂取）および併用（併用摂取）で実施し、各ビタミンの血中
Hcy 濃度への影響を併用摂取時と単独摂取時との比較から明らかにし、血中 Hcy 濃度上昇の予
防を検討した。本研究はヘルシンキ宣言に則り「東洋大学における人を対象とする医学系研究
に関する倫理運営委員会」の承認を得た後に実施した（承認番号；TU2018-16）
。被験者は、
本実験の説明を受け文書で実験参加に同意した年齢 19～21 歳の健康な女子大学生 16 名である。
ビタミンの負荷試験期間はプラセボ、ポスト、ウオッシュアウト期を含めた 12 週間で、ビタ
ミンの負荷量は、先行研究および日本人の食事摂取基準（2015 年版）の耐用上限量等を考慮
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した。各ビタミン負荷期間の前後に早朝空腹時採血をおこない、分析項目は血漿 Hcy、血清
V.E（HPLC 法）
、葉酸（ELISA 法）血清 V.B2、V.B6、V.B12（（株）LSI メディエンス）とし
た。得られたデータは、統計学的検討にて比較検討した（IBM SPSS Statistics version24）
。
２. 研究経過および成果の概要
ビタミン併用摂取（V.B2+V.E）の場合に血漿 Hcy 濃度はコントロール、およびビタミン単
独摂取と比較し有意に低下した（Control v.s. VB2+E; p<0.001, V.E v.s VB2+.E; p<0.001）
。
V.B2 および E の併用摂取は血中 Hcy 濃度を低下させることが明らかとなった。血中 V.B2 濃度
は V.B2（単独）および V.B2+V.E（併用）を負荷した場合に有意に上昇した（pre v.s. post; p<
0.001, 0.001）
。一方、V.E 負荷時には有意に低下した（pre v.s. post; p< 0.05）。血中 V.E 濃度
は V.E（単独）および V.B2+V.E（併用）を負荷した場合に有意に上昇した（pre v.s. post; p< 0.01,
0.01）
。一方、V.B2 負荷時には有意に低下した（pre v.s. post; p< 0.001）。血中 V.B6, V.B12 濃
度はいずれも有意な差は認められず、血中葉酸濃度は V.B2+V.E（併用）を負荷した場合にの
み、有意に増加した。
３. 今後の研究における課題または問題点
本研究で、
ビタミン B2 と抗酸化能を有するビタミン E を同時に被験者に負荷 (併用摂取) す
ることで、血中 Hcy 濃度は効率よく低下するという仮説のもと、実験を実施し有用性のある結
果が得られた。メチレンテトラヒドロ葉酸還元酵素（MTHFR）の補因子である V.B2 は、メ
チオニン代謝における MTHFR に有効に作用したと考えた。血中 Hcy 濃度上昇は酸化ストレ
スによる一酸化窒素の不活性化が一要因であることから、V.E は酸化窒素に効果的に作用し、
また THF の抗酸化にも作用したと考えた。したがって、本研究結果を踏まえて V.E および V.B2
摂取は Hcy と関連する骨折予防に有効である可能性が示唆された。ビタミン摂取による血中
Hcy 濃度の変化の解明は、骨質の維持・改善だけでなく骨粗鬆症による疲労骨折リスクの減少
に大きく貢献できると考えている。しかしながら、本研究結果だけでは、上記の機序を明らか
にすることはできない。今後は血中 Hcy 濃度上昇予防の一つの手段を見出し、さらには一塩基
多型保有者への適切なビタミン摂取を促す栄養マネジメントの必要性を明らかにする。また、
血中の分析項目を Hcy のみならず骨代謝マーカーやペントシジンなどにも注目し検討を重ね
ることで、骨質劣化を要因とする骨粗鬆症や骨折の予防を具体的に明らかにしていきたい。こ
れらを明らかにすることで、各ライフステージ、特に高齢者の骨粗鬆症の予防にもつながると
確信している。さらに血中 Hcy 濃度の上昇は心血管障害、認知症とのリスクにもなることが明
らかになっていることから、それら疾病の予防へと応用できると考えられる。
Summary
In recent years, it has been established that bone fracture risk and fatigue fracture of
osteoporosis are affected not only by bone density but also by deterioration of bone quality.
It is revealed that relationships that related to elevated blood homocysteine (Hcy) levels
and oxidative stress as factors that cause abnormalities in this crosslinking. The Hcy is a
thiol-containing amino acid and has a pro-oxidative activity. It is clear that high Hcy
concentrations in blood causes abnormalities in collagen crosslinking of bone. It has been
124

showed that high Hcy concentration in blood is linked to arteriosclerosis, thrombosis,
dementia and fractures. For the purpose of lowering blood Hcy concentration, there are few
reports regarding the relationship between vitamins having antioxidant capacity,
riboflavin (vitamin B2) as a coenzyme in Hcy metabolism and blood Hcy concentration. The
purpose of this study was to show that intake of vitamin B2 (V.B2) and vitamin E (V.E)
reduce blood Hcy levels. This study was approved at Toyo University (TU2018-16). 16
healthy female (19 to 21 years old) took each vitamin or combination intake (V.B2 + V.E) for
2 weeks, respectively. The fasting blood samples were collected and analyzed. We measured
blood vitamin E (high-performance liquid chromatography; HPLC), vitamin B2, vitamin
B12, pyridoxal levels (committed to LSI Medience Corporation) and folic acid (ELISA).
Measurements of vitamin E and folic acid were performed at Toyo University. The results
of this study showed that combination intake (V.B2 + V.E) significantly reduces blood Hcy
concentration. We thought that V.B2, a cofactor of methylenetetrahydrofolate reductase
(MTHFR), effectively acted on MTHFR in methionine metabolism. One factor in the
increase in blood Hcy concentration is inactivation of nitric oxide by oxidative stress.
Increasing of Hcy is an inactivation of nitric oxide by oxidative stress. In addition, we
considered that V.E reduces on the oxidative stress. We considered V.E effectively acted
on nitric oxide, and also effected on the antioxidation of THF. Therefore, the results of this
study suggested that V.E and V.B2 intake could be effective in preventing fractures
associated with Hcy. However, we are required to find the mechanisms that both vitamins
lower blood homocysteine in further studies.
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MTHFR C677T 一塩基多型による抗がん剤感受性の違いに基づいた
ビタミン E 誘導体の新規抗中皮腫効果の検討
Examination of novel anti-mesothelioma effect of vitamin E derivative
based on difference of anticancer drug sensitivity by MTHFR C677T SNP
研究代表者 伏木 桃花（食環境科学研究科食環境科学専攻） 印
指導教員 矢野 友啓 印
研究期間／2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
キーワード／①がん治療 Cancer Therapu
②悪性中皮腫
③T3E

Malignant mesothelioma

6-O-carboxypropyl-α-tocotrienol

④小胞体ストレス ER stress
⑤アポトーシス apoptosis
2019 年度交付額／630,000 円
研究発表／学会および口頭発表
・伏木 桃花、矢野 友啓、T3E は悪性中皮腫細胞の化学療法抵抗性を克服するために有効か？ 第
78 回日本癌学会学術総会、2019.09.26-28 京都
・伏木 桃花、河野 翔、中野渡 真奈、矢野 友啓、タンパク関連メカニズムに焦点をあてたビタミ
ン E 誘導体 T3E の抗中皮腫作用の検討 第 31 回ビタミン E 研究会、2020.01.10-11 愛媛
研究経過および成果の概要
１．研究方法
これまで、DNA 合成に関与する葉酸の代謝に影響を与えることが報告されている一塩基多型
（SNP）のうち、MTHFR C677T SNP に着目し、悪性中皮腫細胞における薬剤感受性の違いを検
討してきた。その結果、SNP をもつ細胞株において抗がん剤抵抗性を示すことが示唆された。抗が
ん剤は副作用の問題から、近年では安全性の高い抗がん成分が注目されている。そこで、多くのが
ん細胞においてその効果をもたらすビタミン E に着目し、当研究室では生体不安定さを克服した
α-T3 コハク酸エーテル誘導体（T3E）を合成した。また、先行研究より T3E は複数のがん細胞で
抗がん効果を示すことが明らかとなってきた。本研究では薬剤抵抗性をもつがん細胞に対しても、
T3E が有用な抗がん成分となり得るか、薬剤抵抗性獲得の一因である細胞内ストレス応答に着目し、
そのメカニズムを検討した。
近年、薬剤の抵抗性や、腫瘍の進行、転移などにおいて、微小環境におけるストレス応答（ユビ
キチン・プロテアソームシステム、オートファジー）亢進の関与が報告されている。これらの経路
は、相互に作用しがん細胞の生存に影響を与えている。しかし、その詳しいメカニズムの理解は十
分にされていない。一方で、これらの経路が破綻することで、過度な不良タンパク質が蓄積し、小
胞体（ER）ストレスを介してアポトーシスを伴った細胞死が誘導される。つまり、がん細胞特異
的に細胞内ストレス応答の破綻を介した ER ストレスを誘導することで、より強力な細胞死誘導を
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引き起こすと仮説を立てた。また、T3E のこれらストレス応答の破綻を標的とした抗がん効果を明
らかにすることを目指し、研究を遂行した。
1) 不良タンパク分解機構阻害を介した抗中皮腫効果の可能性
抗がん剤(Cisplatin; Cis, Pemetrexed; Pem)、オートファジー阻害剤(Chloroquine; CQ)、プロテアソ
ーム阻害剤(Botrtezomib; Bor)処理に対する細胞生存活性への影響を WST-8 法で、ER ストレス(Bip,
CHOP)とアポトーシス(cleaved-Caspase 3)のタンパク質発現をウエスタンブロッティング法で評価し
た。
2) 悪性中皮腫細胞に対する T3E の効果の検討
T3E の細胞毒性およびアポトーシス阻害剤(zVAD-FMK; zVAD)処理後の T3E の細胞生存活性を
WST-8 法で評価した。ER ストレス、オートファジーフラックス阻害剤としての利用可能性評価
(LC3B2/1, p62, p-6RSP)、ユビキチン化タンパク質の蓄積レベル(Ubiquitin; Ub)をウエスタンブロ
ッティング法で評価した。T3E 処理によるプロテアソーム分解への影響を、発光法によりキモトリ
プシン様活性測定により評価した。T3E の後期のオートファジー阻害における作用点として、T3E
処理後の SNARE タンパク質（STX-17, SNAP29）の発現をウエスタンブロッティング法で評価し
た。
２．研究経過および成果の概要
1) 不良タンパク分解機構阻害を介した抗中皮腫効果の可能性
抗がん剤を処理した場合、Cis は濃度・時間依存的な細胞生存活性に影響を及ぼさず、Pem は濃
度依存的な生存活性の低下を引き起こさなかった。併用処理した場合でも相乗効果は認められなか
った。特に、H2452 では Pem の効果は小さく、同じがん種であっても抗がん剤に抵抗性をもつ細
胞株が存在することが示された。しかし、不良タンパク分解機構を阻害することで、H28、H2452
の両細胞株において Bor もしくは CQ との併用処理により CHOP、cleaved-caspase 3 の発現が上
昇し、ER ストレスを介したアポトーシスを誘発することが示された。さらに、両細胞株において
Pem の感受性が増加した。よって、不良タンパク分解機構の阻害は、ER ストレスを介した抗中皮
腫効果をもたらす治療標的となることが示唆された。
2) 悪性中皮腫細胞に対する T3E の効果の検討
T3E 24 時間処理後、両細胞株ともに細胞生存活性を有意に低下させた。また、T3E 処理による
細胞生存活性の低下は、H2452 細胞株において zVAD 処理下で有意な上昇を示したことから、T3E
は悪性中皮腫細胞株に対してアポトーシスを特異的に引き起こしていることが示唆された。さらに、
Bip、CHOP、LC3B 2/1 の発現が上昇したことから、ER ストレスとオートファゴソームの蓄積を
誘導したことを確認した。そこで、T3E の不良タンパク分解機構阻害に与える影響を検討したとこ
ろ、両細胞株ともに、オートファジーフラックスの後期阻害様効果をもたらすことが示唆された。
さらに、T3E はキモトリプシン様活性を低下させる傾向がみられ、それに伴って Ub 化タンパク質
を蓄積させることが示された。よって、T3E は細胞内ストレス応答（オートファジーおよびプロテ
アソーム活性）の破綻を介して ER ストレスによる抗中皮腫効果を発揮することが示唆された。
さらに、T3E の細胞内ストレス応答の破綻における作用点として、オートファゴソームとリソソ
ームの融合に関与する SNARE タンパク質
（STX-17, SNAP29）
の活性を抑制することを見出した。
以上の結果より、T3E は細胞内ストレス応答の制御を標的とする抗中皮腫成分となることが期待
できる。
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３．今後の研究における課題または問題点
本年度に実験できなかったが電子顕微鏡による細胞形態を観察することで、T3E の反応性を可視
化して検討すること。
Summary
【 Background 】 In recent years, it has been reported that stress response (ubiquitin /
proteasome system, autophagy) in a microenvironment is involved in drug resistance, tumor
progression, metastasis, and the like. On the other hand, the breakdown of these pathways
leads to the accumulation of excessively defective proteins, and the induction of cell death with
apoptosis via endoplasmic reticulum (ER) stress. Therefore, we hypothesized that inducing ER
stress through disruption of intracellular stress response specifically in cancer cells would lead
to stronger induction of cell death. In recent years, highly safe anticancer components have
attracted attention. One of them is vitamin E. Tocotrienol (T3), a vitamin E homolog, has been
shown to have strong anticancer activity and is considered as a promising anticancer
component for various cancers. However, it is unstable in vivo due to its antioxidant effect, and
cannot maintain the anticancer effect level. Therefore, we have synthesized the world's first
α-T3 succinic ether derivative (T3E), which blocks the antioxidant active site of T3. In our
laboratory, T3E has been confirmed to have a remarkable anticancer effect on some cancer cells.
However, no study has been conducted on the anticancer effect targeting the control of the
stress response.
【Aim】 Our aim is to evaluate the novel anti-mesothelioma effects of T3E targeting the
regulation of intracellular stress responses.
【Method】 We used cell lines derived from human malignant pleural mesothelioma (H28,
H2452). We evaluated cell viability using WST-8 assay, the mRNA level through RT-Real time
PCR, the protein level using Western blotting, and the chymotrypsin activity using luminescent
method.
【Result】When the anticancer drug was treated, it was shown that a cell line (H2452) resistant
to the anticancer drug was present. However, by inhibiting the poor proteolytic mechanism
increased the expression of CHOP and cleaved-caspase 3 in cell lines, and induced apoptosis
through ER stress. In addition, Pemetrexed sensitivity was increased in cell lines. Therefore, it
was suggested that the inhibition of the poor proteolytic mechanism could be a therapeutic
target that provides an anti-mesothelioma effect via ER stress. T3E significantly reduced cell
survival activity by inducing apoptosis. Furthermore, since the expression of Bip, CHOP, and
LC3B 2/1 increased, it was confirmed that ER stress and accumulation of autophagosome were
induced. Therefore, when the effect of T3E on the inhibition of the poor proteolytic mechanism
was examined, it was suggested that both cell lines exert a late inhibitory effect on the
autophagy flux. In addition, T3E tended to decrease chymotrypsin-like activity, and was shown
to accumulate Ubylated proteins accordingly.
【Conclusion】 T3E can be expected to be an anti-mesothelioma component targeting the
control of intracellular stress response.
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バイオジェニックスを利用した骨質改善の検討
Examination of bone-quality improvement using biogenics
研究代表者

藤本 直樹 （食環境科学研究科 食環境科学専攻） 印

指導教員

矢野 友啓

印

研究期間／2019 年 4 月 1 日～2020 年 2 月 14 日
キーワード／①骨質 Bone-quality
②LOX

Lysyl oxidase

③バイオジェニックス Biogenics
④トル様受容体 Toll-like receptor
⑤BMP-1

bone morphogenetic protein-1

2019 年度交付額／ 630,000 円
研究発表／学会および口頭発表
特許の都合上、本年度は未発表だった。
来年度は本研究のデータを、2020 年 10 月に神戸にて開催される日本骨代謝学会にて発表予定で
ある。
研究経過および成果の概要
１．研究方法
骨質において重要な酵素である LOX をはじめとして、Type Ⅰ collagen (Col1a1)、Osteocalcin
等の骨質や骨形成に関与するマ－カ－遺伝子の発現上昇因子として、免疫応答により産出されるサ
イトカインが知られている。先行研究では、in vivo において腸管を中心とした免疫応答を利用し、
サイトカイン産出による骨密度増加や骨損失を抑制したことが報告されており、このような腸管免
疫と骨との関係を示した報告は近年増加傾向にある。しかし、そのメカニズムは不明瞭であり、特
に腸管免疫と骨質および LOX に焦点を当てた in vitro の研究はほとんどないのが現状である。
そこで本研究では in vitro において、バイオジェニックス素材であり、安全性が確認されている
機能性食品素材“L”を用いて、腸管上皮様細胞への影響とそれを介した骨芽細胞への影響および
その作用メカニズムを解析し、
“L”の骨芽細胞に対する有効性を検討した。
①“L”による腸管上皮様細胞への影響
がん細胞と正常細胞では外部刺激に対するサイトカイン応答が異なるため、Caco-2（ヒト結腸幹
由来細胞株）を SB（Sodium Butyrate）にて腸管上皮様細胞に分化させた分化型 Caco-2 を使用し
た。分化型 Caco-2 の“L”に対するサイトカイン応答を検討した。SB 1 処理後 48 h 培養した分
化型 Caco-2 を“L” 100 µg/mL 添加培地にて 24, 48, 72, 96 h 培養後において、骨形成遺伝子発
現を促進させることが報告されている TGF-β1, BMP-1, IL-11, LIF mRNA 発現量を RT-real time
PCR にて解析した。
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②骨芽細胞に対する腸管上皮様細胞を介した“L”の影響
SB 1 mM 処理後 48 h 培養した Caco-2（分化型 Caco-2）を 100 µg/mL “L”添加培地で 96 h
培養後、その培養上清を用いて骨芽細胞を培養し、“L”の影響を検討した。骨芽細胞の処理群は
Normal Medium；NM、Caco-2 Supernatant with “L”
；L (＋)、without “L”
；L(－)とし、培
養上清添加後 1, 3, 7, 14, 21 日間培養した。骨質に関与する LOX および、骨芽細胞分化マ－カ－で
ある Osteocalcin や col1a1、Runx2 の mRNA 発現は RT-real time PCR にて、LOX activity は
Fluorimetric Lysyl Oxidase Assay Kit にて評価した。
③腸管上皮様細胞を介した“L”の LOX 活性メカニズムの解析
腸管上皮様細胞におけるサイトカイン産出メカニズムを明らかにするため、分化型 Caco-2 に対
し“L”処理を行った際に、TLR(Toll-like receptor) 1/2 阻害剤である Cu-CPT22 を 1 µM を添加し、
144 h 培養した。続いて、Cu-CPT22 及び“L”を含んだ Caco-2 培養上清を MG63 に処理し、24, 72
h 培養後の LOX mRNA 発現量を RT-real time PCR にて解析した。
また、腸管上皮様細胞から産出される LOX 活性化因子を明らかにするため、分化型 Caco-2 に対
し“L”処理後、144 h 培養した。LOX 活性化因子として報告されている TGF-β1 receptor, BMP-1
阻害剤（5 µM SB-431542, 1 µM UK383367）を培養上清に加え、MG63 に処理した。処理後 24, 72
h の MG63 における LOX mRNA 発現量を RT-real time PCR、
LOX activity を Fluorimetric Lysyl
Oxidase Assay Kit にて評価した。
以上の結果により、
“L”が腸管上皮様細胞を介して骨芽細胞における LOX の活性化を促進させ
るメカニズムを明らかにすることで、腸管免疫を利用した骨質を標的とする新規骨粗鬆症予防法を
構築するための 1 つの科学的根拠にする。
２．研究経過および成果の概要
①の研究経過および成果の概要
SB 5, 10 mM にて細胞傷害性を示したため、SB 0, 0.5, 1 mM 添加培地により 96, 120, 144 h 培
養し、SB の分化への影響を評価した。その結果、ALP activity は濃度および時間依存的に上昇し
た一方、HSI mRNA 発現は濃度および時間依存的な減少を示した。また、細胞の形質においても
SB 濃度依存的に細胞が扁平状に変化する様子が観察された。これらの結果より、SB 1 mM 144 h
培養条件にて Caco-2 の分化誘導されることが示唆された。
また、1 mM SB にて分化誘導後、100 µg/mL“L”処理することで、骨芽細胞において骨形成を
促進させることが報告されている TGF-β1 や BMP-1、IL-11、LIF の mRNA 発現量は“L”処理
後 24 h から 72 h の間において有意に上昇したことが確認された。
②の研究経過および成果の概要
MG63 細胞における LOX mRNA 発現量は、先行研究に一致して Caco-2 培養上清処理後の初期
には LOXｍRNA 発現量が上昇し、その後は培養日数依存的に減少した。また、L 処理群は各処理
時間において有意に高い発現量を示した。LOX activity は、mRNA 発現量と同じように上清処理
後の初期には発現量が上昇し、その後は日数依存的に減少傾向を示した。また、各処理時間におい
て L(+)は顕著に高い LOX activity を示した。Col1a1 mRNA 発現量は、いずれの処理においても
Day1 をピ－クに日数依存的な減少を示した。Runx2 mRNA 発現量は、全体的に一貫したデ－タは
得られなかった。Osteocalcin mRNA 発現量は培養後期に発現量上昇を示したものの、各処理時間
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において比較すると L(+)では低い発現量を示した。これらの結果より、分化型 Caco-2 細胞に“L”
を添加することで MG63 細胞において、LOX の mRNA 発現および活性が促進されることが示唆さ
れた。
③の研究経過および成果の概要
分化型 Caco-2 培養上清で 72 h 処理した L(+)群において、TLR1/2 を阻害することで LOX mRNA
発現量が減少傾向を示した。したがって、
“L”は分化型 Caco-2 に発現する TLR1/2 を介して MG63
細胞の LOX mRNA を上昇させる可能性が示唆された。
分化型 Caco-2 培養上清処理 72 h 後の L(+)において、
BMP-1 阻害剤を処理することにより、
LOX
mRNA 発現量が有意な減少を示した。一方、TGF-β1 receptor 阻害剤を処理することによる LOX
mRNA 発現量への影響は見られなかった。これらの結果より、“L”は分化型 Caco-2 細胞由来の
BMP-1 の産出により MG63 細胞の LOX mRNA 発現量および LOX 活性を増加させることが示唆
された。
３．今後の研究における課題または問題点
本研究の結果から、in vitro における腸管上皮様細胞を介することで、“L”が骨芽細胞において
LOX を活性化させる可能性が示唆された。しかしながら、生体内における腸管免疫は多様な細胞
が相互に関わりながら、様々な応答を示す。したがって、T 細胞やマクロファージなどの他の免疫
細胞を介した影響を検討する必要がある。また、今後はマウスモデルを用いた骨強度への影響や血
中成分分析などの更なる研究データの蓄積が必要となる。
Summary
Background: Cytokines are known as factors involved with col1a1 and osteocalcin that are
bone-quality and formation marker genes. LOX (Lysyl oxidase) play a key role in bone quality
and is regulated by cytokines. Previously reports showed that increased bone mineral density
and decreased bone-loss using intestinal immune system in vivo. Reports that show the
interaction intestinal immune system and bone are increasing. However, the mechanism
remains unclear. Previously reports that focused on the interaction in vitro are few. In this
study, we used functional food material “L” that is biogenics material in vitro.
Aim: Our aim is to reveal the effects of “L” in intestinal epithelial-like cells, and effects of
osteoblasts via it.
Method: We used MG63 cells that human osteosarcoma cell lines and Caco-2 cells that human
colonic adenocarcinoma cell line. Caco-2 cells were differentiated by SB (Sodium Butyrate) before
"L" treatment. Differentiation of Caco-2 cells were assayed by ALP (alkaline phosphatase) activity
and HSI (Human Sucrase-Isomaltase) mRNA expression. MG63 cells were treated by medium of
Caco-2 cells cultured by "L" (expressed as L(－/＋)) for 96 h. We assayed mRNA expression level by
using qRT-PCR, LOX activity by using Fluorimetric Lysyl Oxidase Assay Kit.
Results: SB increased ALP activity and decreased HSI mRNA expression level dose and time
dependent. According to these differentiation markers change, SB made phenotype of Caco-2 cells
flat. In differentiated Caco-2 cells, "L" increased mRNA expressions level of TGF-β1, BMP-1, LIF
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and IL-11 these are reported as bone formation inducer cytokines. Although, in MG63 cells, L(＋)
increased LOX mRNA expression and activity levels compared with L(－) and normal culture,
decreased col1a1, osteocalcin and Runx2 that transcription factor of osteoblast differentiation. In
differentiated Caco-2 cells, inhibition of TLR1/2 by Cu-CPT22 decreased LOX mRNA expression in
L(＋) compared with L(－). In MG63 cells, inhibition of BMP-1 by UK383367 decreased LOX mRNA
expression and activity levels, in contrast with inhibition of TGF-β1 receptor by SB431542 did not
affect to these levels.
Conclusion: Caco-2 cells were differentiated by 1 mM SB along with change of differentiation
marker and phenotype. "L" that is functional food material increased mRNA expression levels
of bone formation inducer cytokines in differentiated Caco-2 cells. We indicated that "L" may
depend on TLR1/2 that expressed in differentiated Caco-2 cells for increased LOX mRNA
expression. Moreover, we suggested BMP-1 that derived from the Caco-2 cells treated "L"
promote LOX mRNA expression and activity in MG63 cells. Therefore, in MG63 cells, LOX
activity was promoted by BMP-1 probably secreted via TLR1/2 in the Caco-2 cells treated "L".
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研究経過および成果の概要
1．研究方法
研究 1．横断データを使用した高齢者における食品摂取の多様性と食欲、および睡眠の質の関連の
検討
対象者：70 歳以上の地域在住高齢者 5341 名
研究デザイン：横断研究
調査項目：自記式質問票（年齢、性別、BMI、居住状況、喫煙習慣、飲酒習慣、教育年数、運動習
慣、精神健康度（Geriatric Depression Scale-Short Version-Japanese, GDS）、睡眠効率（実際の
睡眠時間/床上時間×100）
、睡眠薬使用の有無、Mini-metal state examination、食品摂取の多様性
得点（Dietary variety score, DVS）
、食欲状態（the Council on Nutrition Appetite Questionnaire,
CNAQ）
。
）睡眠効率は 75%未満を睡眠の質が悪い、以上を睡眠の質が良いと評価した。
解析方法：食品摂取の多様性得点、食欲状態の得点をそれぞれ、男女合わせて 3 分位で群分けし、
DVS は 0-2 点を T1 群、3-5 点を T2 群、T3 点を Highest 群とし、CNAQ は 28 点以下を T1 群、
29-31 点を T2 群、32 点以上を T3 群とした。DVS3 群によって基本特性を比較し、睡眠の質の良
否を従属変数、食品摂取の多様性得点と食欲状態をそれぞれ独立変数として投入し、ロジスティッ
ク回帰分析を行った。解析は単変量解析と多変量解析を行った。多変量解析では年齢、性別、BMI、
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飲酒習慣、喫煙習慣、運動習慣、居住状況、GDS、睡眠中間時刻を調整変数として投入した。オッ
ズ比の傾向性の確認では DVS と CNAQ を連続変数として投入した。
研究 2．縦断データを使用した高齢者における食品摂取の多様性および睡眠の質の関連の検討
対象者：70 歳以上の地域在住高齢者 1326 名
研究デザイン：縦断研究（2016 年、2018 年に取得したデータ）
調査項目：自記式質問票（2016 年と 2018 年の食品摂取の多様性得点、睡眠効率（実際の睡眠時間
/床上時間×100）
、睡眠薬使用の有無、Mini-metal state examination）
解析方法：2016 年と 2018 年に取得した食品摂取の多様性得点、睡眠効率の連続変数を使用し、ク
ロスラグモデルを使用して、2016 年のデータが 2018 年のデータを予測するか否かを検討した。
解析は全体、性別による層別解析を行った。クロスラグモデルは、2 変数以上の縦断データがある
場合の多変数の自己回帰モデルである。
2．研究経過および成果の概要
今年度検討した内容は研究 1 で横断データを使用した高齢者における食品摂取の多様性と食欲、お
よび睡眠の質の関連、研究 2 で縦断データを使用した高齢者における食品摂取の多様性および睡眠
の質の関連である。現在は認知機能と睡眠の質に対する食品摂取の多様性の関連を介入研究で検討
している。
研究 1 のロジスティック回帰分析の結果であるが、睡眠効率と DVS の結果では、調整変数を投
入した T1 群に対する T2 群と T3 群のオッズ比（信頼区間）は、0.83 (0.54–1.29)、0.50 (0.28–0.90)
であり、有意な傾向性が明らかとなった（p for trend=0.023）。睡眠効率と CNAQ の結果では、調
整変数を投入した T1 群に対する T2 群と T3 群のオッズ比（信頼区間）は、0.73 (0.47–1.14)、0.54
(0.30–0.96)であり、有意な傾向性が明らかとなった（p for trend=0.031）
。地域在住高齢者におい
て、食品摂取の多様性および食欲が睡眠の質と関連することが横断研究で明らかとなった。
研究 2 のクロスラグモデルの結果では、
全体の解析では、
2016 年の睡眠効率と 2018 年の DVS の
標準化偏回帰係数と 95%信頼区間は、β = 0.016; 95% CI－0.013 to 0.019 であり有意な関連が無か
ったが、2016 年の DVS と 2018 年の睡眠効率では、β = 0.100; 95% CI 0.105 to 0.889 であり、有
意な関連があった。男性のみの解析では、2016 年の睡眠効率と 2018 年の DVS の標準化偏回帰係
数と 95%信頼区間は、β = 0.009; 95 % CI－0.023 to 0.027 であり有意な関連が無かったが、2016
年の DVS と 2018 年の睡眠効率では、β = 0.137; 95% CI 0.054 to 1.210 であり、有意な関連があ
った。女性のみの解析では、2016 年の睡眠効率と 2018 年の DVS の標準化偏回帰係数と 95%信頼
区間は、β = 0.011; 95% CI －0.018 to 0.022 であり有意な関連が無く、2016 年の DVS と 2018 年
の睡眠効率では、β = 0.089; 95% CI－0.064 to 1.006 であり、有意な関連がなかった。地域在住高
齢者の男性において、食品摂取の多様性が 2 年後の睡眠効率の値を有意に予測することが示唆され
た。従って、研究 1 と 2 から地域在住高齢者では多様な食品摂取は良い睡眠効率に影響を及ぼす可
能性が考えられる。
3．今後の研究における課題または問題点
今後の課題は、食品摂取の多様性得点と睡眠の質の関連に認知機能がどのように関わるのかを検討
することである。1 つ目は認知機能に対する食品摂取の多様性と睡眠の質の複合効果を横断研究、
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縦断研究で明らかにすること、2 つ目は、現在検討中であるが、認知機能と睡眠の質に対する食品
摂取の多様性を目的とした栄養教育の介入効果を明らかにすることである。
Summary
This study aimed to elucidated the association between dietary variety and sleep quality in
Japanese older adults, using cross-sectional data and longitudinal data. We evaluated the
Dietary Variety Score (DVS), the Council on Nutrition Appetite Questionnaire (CNAQ) score,
and sleep efficiency for an elderly Japanese population in study 1. This cross-sectional study
was conducted between October and December 2016 in a population of older Japanese adults
aged ≥70 years. Data were collected in two steps: a mailed interview survey and an on-site
survey. A total of 5341 participants completed the mailed questionnaire. The survey collected
information on dietary variety, appetite, and sleep quality were assessed using a Dietary
Variety Score (DVS), Council on Nutrition Appetite Questionnaire (CNAQ) score, and sleep
efficiency, respectively. We defined the individuals with a sleep efficiency less than 75% as
having poor sleep quality. In the fully adjusted model, the odds ratios (OR) for low sleep
efficiency in the middle and highest group categories of the DVS were 0.83 (95% confidence
interval [CI], 0.54–1.29) and 0.50 (95% CI, 0.28–0.90), respectively, in reference to the lowest
group category (p for trend = 0.023). The OR for low sleep efficiency in the middle and highest
group categories of the CNAQ score were 0.73 (95% CI, 0.47–1.14) and 0.54 (95% CI, 0.30–0.96),
respectively, in reference to the lowest group category (p for trend = 0.031). In the study 2 that
we aimed to elucidated the association between dietary variety and sleep quality in Japanese
older adults, using a cross-lagged panel design. This cohort study was conducted among same
participants of study1, between 2016 and 2018. A dietary variety score and sleep efficiency
were applied to all participants and used to assess dietary habits and sleep quality, respectively.
The cross-lagged association between sleep efficiency in 2016 and DVS in 2018 in all subjects
was not significant (β = 0.016; 95 % CI －0.013 to 0.019), but, there was an association
between DVS in 2016 and sleep efficiency in 2018 (β = 0.100; 95 % CI 0.105 to 0.889). In men,
the cross-lagged association between sleep efficiency in 2016 and DVS in 2018 was not
significant (β = 0.009; 95 % CI －0.023 to 0.027), but there was association between DVS in
2016 and sleep efficiency in 2018 (β = 0.137; 95 % CI 0.054 to 1.210). In women, the
cross-lagged association between sleep efficiency in 2016 and DVS in 2018 was not significant
(β = 0.011; 95 % CI －0.018 to 0.022), and, there was no association between DVS in 2016 and
sleep efficiency in 2018 (β = 0.089; 95 % CI －0.064 to 1.006). It may be suggested that the
DVS affected sleep efficiency from these studies. It was suggested that the DVS might affected
sleep efficiency from these studies.
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