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第564回北里医学会招待学術講演会

(H23.6.8)

シナプス形態の持つ生理的意義とシナプス可塑性

深澤　有吾　先生

(自然科学研究機構生理学研究所・助教)

　脳を構成する神経細胞はシナプスを介して互いに情

報を伝達し，生体の恒常性の維持や外部環境の理解や

記憶の形成，運動制御など，様々な生体機能を制御し

ています。しかし，シナプスと一言に行っても，脳の

各部位のシナプスはそれぞれ特徴的な形態をしている

ことが光学顕微鏡や電子顕微鏡レベルの観察で明らか

にされており，この様な固有のシナプス形態がどの様

にシナプスの機能と関連しているかについては，明ら

かにされてない点が多く残されています。我々は，単

一シナプスレベルでシナプスの形態や機能分子の発現

分布を明らかにする電子顕微鏡レベルの観察手法を発

展させ，これに電気生理学的手法や計算論的手法を組

み合わせて，シナプスを多角的に解析することで，シ

ナプス形態と機能の関係，更に，動物個体が学習する

際に起こるシナプスの変化を明らかにしようとしてき

ました。そこで，本セミナーではこれらの解析技術を

用いて明らかにした，シナプス形態の持つ意味と，運

動学習時に起きるシナプスの可塑的変化について明ら

かになってきたことについて，ご紹介したいと思いま

す。

第565回北里医学会招待学術講演会

(H23.6.17)

発生工学に貢献した129マウスにおける
繁殖生理学的な特性

横山　峯介　先生

(新潟大学脳研究所附属生命科学リソース研究

センター・動物資源開発研究分野・教授)

　129マウスは，ES細胞が最初に樹立された系統であ

り，現在でも数多くの遺伝子改変マウスがこのES細胞

を用いて作成されている。一方，このマウスは繁殖能

力の低さや産仔数の少なさから，コロニーの維持の難

しい系統でもあることが知られている。我々は，129

マウスの繁殖能力の低い原因を解明するためにいくつ

かの検討を行ってきた。今回は，129マウスの育成の

歴史を振り返りながら，これまでに得られた実験結果

を紹介したい。
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第567回北里医学会招待学術講演会

(H23.7.21)

Cardiac Remodeling and Prevention of Heart Failure

Georg Ertl　先生

(Professor and Chairman, Department of Internal Medicine I,

University Hospital Wuerzburg)

　心不全は心血管病の最終病態であるが，抜本的な打

開策が見出されていない。心リモデリングは心不全発

症の主要メカニズムであり，多くは代謝や構造から検

討が行われてきた。演者は，心リモデリングを「炎症

と治療」との画期的な観点からとらえた第一人者であ

る。臨床家の立場を貫いたtranslational researchを存分に

味わいたい。

第566回北里医学会招待学術講演会

(H23.7.19)

肝臓構成細胞から見出された哺乳類第4番目の
グロビン，サイトグロビン:
その発見の経緯とその後の展開

河田　則文　先生

(大阪市立大学大学院医学研究科・

肝胆膵病態内科学・教授)

　肝臓の星細胞活性化に関与する蛋白質のプロテオミ

クス解析により，新規蛋白質サイトグロビンを発見し

た経緯を話し，その後に明らかにされてきた蛋白質の

特徴，機能，発現細胞の局在などについて概説する。
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第569回北里医学会招待学術講演会

(H23.9.9)

ヒト化マウスを用いた新しい

EBウイルス関連疾患モデルの開発と応用

藤原　成悦　先生

国立成育医療研究センター研究所・

母児感染研究部・部長

　免疫不全マウスの一つNOGマウスにヒト造血幹細胞

を移植すると，EBウイルス (EBV) の主たる標的であ

るB細胞に加えて，T細胞，NK細胞，マクロファー

ジ，樹状細胞などヒト免疫系の主要コンポーネントが

再構築される。このヒト化マウスにEBVを感染させた

ところ，EBV陽性B細胞リンパ増殖性疾患が再現さ

れ，EBV特異的な液性及び細胞性免疫応答が誘導され

た。またヒト化していないNOGマウスに慢性活動性

EBV感染症及びEBV関連血球貪食性リンパ組織球症患

者の末梢血単核細胞を移植することにより，EBV感染

T或いはNK細胞の増殖などこれらの疾患に特有な病態

を再現することができた。これらのモデルマウスの開

発と応用について紹介したい。

第568回北里医学会招待学術講演会

(H23.7.22)

システムアプローチによる

運動器発生メカニズムの解明

浅原　弘嗣　先生

(東京医科歯科大学医学部

システム発生・再生医学分野・教授)

　我々は，システミックな運動器形成と疾患の解析と

理解を試みている。まず，転写因子・転写コファク

ターを網羅した，ホールマウントインサイチュハイブ

リダイゼーション (WISH) データベース，EMBRYSを

構築し，筋分化に伴って発現する転写因子群を同定，

ノックアウトマウスおよびshRNAを用いたin vitroでの

解析により転写因子Rp58が筋分化に必須の抑制因子で

あることを証明した。さらに，遺伝子導入ハイスルー

プットスクリーニングを用い，MyoDが直接Rp58を制

御することを同定した。さらに，Rp58のターゲット遺

伝子の一つが筋分化抑制にはたらくId遺伝子であるこ

と を 同 定 ， 新 し い 筋 分 化 制 御 パ ス ウ エ イ

(MyoD>Rp58>Ids) を示した (Developmental Cell，

2009)。さらに，このシステム研究を腱，軟骨にも広げ

ることで，Mkxが腱の発生に重要であることを示した

他，軟骨においては，miR140が軟骨特異的な発現を示

すことをWISHで示し，その上流および下流シグナル

を同定した。変形性関節症におけるmiR140の発現が減

少していることと (Arthritis Rheum，2009)，ノックア

ウトマウスの解析から，miR140は軟骨の発生と維持の

両面で重要な機能を持つことが明らかとなった。
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第570回北里医学会招待学術講演会

(H23.9.26)

シナプス可塑性発現の分子基盤，

シナプス後部構造，の生化学的解析

鈴木　龍雄　先生

(信州大学大学院医学系研究科加齢適応医科学系

独立専攻　分子細胞学部門神経可塑性学分野・教授)

　シナプス後肥厚部 (Postsynaptic density: PSD) では数

百から千種の分子がシナプス可塑性の発現に関わって

いると考えられている。脳の高次機能の発現メカニズ

ムを知る上で，シナプス後部におけるシグナル伝達系

の制御，そこでのタンパク質のダイナミクスを明らか

にすることは非常に重要である。特に，シナプス可塑

性generatorとも言うべきPSDの機能と構造の研究は必

須である。本セミナーでは，シナプス後部構造の関す

るレビューとあわせ，演者らが行ってきたPSDに関連

する研究を紹介する。

第571回北里医学会招待学術講演会

(H23.10.3)

ゼブラフィッシュの運動発達と

グリシン作動性シナプスの形成

平田　晋三　先生

(国立遺伝学研究所新分野創造センター

運動神経回路研究室・准教授)

　ゼブラフィッシュは小型の淡水性熱帯魚で，モデル

脊椎動物としてこれまで主に発生学研究に用いられて

きたが，近年は神経科学研究のモデルとしても注目さ

れている。発生が速く，運動・行動も早く見られるこ

とから，運動・行動の遺伝学的解析が行われ，神経回

路や運動器の形成に関する研究が進んでいる。われわ

れはゼブラフィッシュでグリシン受容体の変異体を得

て，グリシン作動性シナプスの形成と機能の研究を

行っている。

シナプスは活動に依存して構造的・機能的に変化する

ことが知られている。シナプス伝達によるシナプスの

変化は LTP や LTD に代表されるグルタミン酸作動性

シナプスなどの興奮性シナプスに限られたことではな

く，GABA やグリシンを伝達物質として用いる抑制性

シナプスにおいても報告されている。例えば，ラット

の脊髄ニューロンを分散培養してグリシン作動性シナ

プスを in vitro で形成させる実験から，シナプス形成

には受容体の活性化，すなわちグリシン作動性入力が

必要であることが報告されている。しかし，シナプス

の活動依存的形成と言えるこの現象が in vivo でも起

こるのかは不明で，その分子メカニズムも解明されて

いない。われわれはゼブラフィッシュを用いてグリシ

ン作動性シナプスの活動依存的形成が in vivo で起こ

ることを見いだし，その分子基盤解明を目指してい

る。
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第572回北里医学会招待学術講演会

(H23.9.28)

東日本大震災における災害医療

─宮城県基幹災害拠点病院と

県庁災害対策本部の対応─

山田　康雄　先生

(国立病院機構 仙台医療センター・

救命救急センター長)

　東日本大震災における当院 (宮城県の基幹災害拠点病

院) の活動，DMATの展開と，県庁災害対策本部の医療

調整について述べさせて頂く。震災発生後，当院は3月

11日から3月16日までの6日間，トリアージポストを基

点とするトリアージ体制を敷き，705名の傷病者 (うち

入院209名) を受け入れた。また県の基幹災害拠点病院

であることからDMATの参集拠点・活動拠点本部に指

定され，病院支援・SCU展開・搬送支援・現場活動・

避難所救護などのDMAT展開の基地となった。当院か

らは，陸上自衛隊霞目基地に設置されたSCUに統括

チームを派遣し，傷病者の航空搬送に携わった。一

方，宮城県庁災害対策本部には災害医療コーディネー

ターと統括DMATが参入し，通信基盤が著しく障害さ

れている中，医療機関情報収集・患者搬送調整・物資

要請応需などの調整を行った。亜急性期に入ると，当

院は国立病院機構医療救護班の展開基地として機能し

た。県庁の災害医療コーディネーターは，調整業務と

並行して各地へ視察に赴き，津波激甚被災地と県庁間

の情報伝達に努めた。以上，被災県の中央部の視点で

今回の災害医療を紹介させて頂く。今後の災害医療の

検討材料となれば幸いである。

第574回北里医学会招待学術講演会

(H23.10.18)

臓器移植と児童虐待

市川光太郎　先生

(北九州市立八幡病院院長・小児救急センター長)

　改正移植法の実施から1年余を経過したが，成人移植

症例の増加に比し，小児はミドルティーンの1例のみで

ある。その理由は色々と考えられるが，1つに虐待症例

の除去，あるいは虐待歴の否定の必要がある点と思わ

れる。いずれにせよ，現場では小児からの臓器移植の

実施が色んな負担を強いられるとの予測があることに

は違いない。

　そもそも，何故虐待症例からの臓器移植が不可なの

かという点から考察するとともに，小児臓器移植医療

における児童虐待の除去という観点がどのような影響

を与えるのかを考察する。さらに，虐待症例の除去に

おいて，戸籍上の父子関係ではない継父による虐待，

虐待した片親の失踪，両親以外の肉親による虐待など

の場合はどのように対応すべきか，法的に明確な根拠

が記載されていない症例も多々経験される。これらの

種々の問題・課題点を解決して，将来的には成熟した

小児法的脳死下臓移植医療が行えるようにしていくべ

きである。
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第576回北里医学会招待学術講演会

(H23.11.7)

Novel functions of the serum &
glucocorticoid inducible kinase

Florian Lang　先生

(Department of Physiology, Eberhard-Karls-University of

Tubingen, Professer)

　Serum & glucocorticoid inducible kinase-1 (SGK1) は，

細胞ストレスの他，糖質・電解質コルチコイドを含む

さまざまなホルモンに応答し発現量が増加する。一

方，SGK1は，腎尿細管に発現するイオンチャネル，

輸送体の活性を調節するので，尿細管輸送や血圧調節

に貢献する。SGK1の新しい機能調節，メタボリック

症候群などへの関与も明らかにしたい。

第575回北里医学会招待学術講演会

(H23.10.19)

声門閉鎖不全疾患に対する声帯内注入術

田村　悦代　先生

(東海大学医学部耳鼻咽喉科／頭頸部外科・教授)

　声門閉鎖不全疾患に対して自家脂肪注入術を用いた

音声機能改善治療の第一人者である田村先生から声門

閉鎖改善手術の最先端の情報についてご講演を頂く。
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第577回北里医学会招待学術講演会

(H23.11.11)

オートタキシン-LPAシグナリングによる血管形成制御

青木　淳賢　先生

(東北大大学院薬学研究科医療薬科学専攻

機能解析薬学講座　分子細胞生化学・教授)

　リゾホスファチジン酸 (LPA) とスフィンゴシン1リ

ン酸 (S1P) は，ともに血液中に存在し，類似の構造を

持つリゾリン脂質メディエーターである。これまで，

産生酵素や受容体ノックアウト (KO) マウスを用いた

解析から，S1Pは内皮細胞や平滑筋細胞に作用し，血

管強度の維持に重要な役割を持つことが示されてい

る。一方，LPAの産生酵素オートタキシン (ATX) のKO

マウスも血管形成不全を示し，胎生10.5日で胚致死で

ある。しかし，LPA現在同定されている6つのLPA受容

体ATXは分泌性の酵素であり，血漿などの体液中に存

在し，リゾホスファチジルコリン (LPC) を基質とし

LPAを恒常的に産生することが知られている。しか

し，細胞外で恒常的に産生されるLPAのレベルがどの

ように調整されるか現在までほとんど分かっていな

い。

　本発表では，血管形成におけるオートタキシン-

LPA-シグナリングの意義について，マウス個体とゼブ

ラフィッシュ個体を用いた我々の最新の結果を紹介し

たい。

第578回北里医学会招待学術講演会

(H23.11.14)

Maternal nutrient restriction increases fetal
hypothalamic multidrug resistance-1 P-glycoprotein

expression and increases brain vulnerability to
plasma cortisol

Thomas J McDonald　先生

(The Center for Pregnancy and Newborn Research,

Department of Obstetrics and Gynecology, University of

Texas, Health Science Center, Associate Professor)

　Thomas J. McDonald博士は胎児生理学，特に胎児中

枢神経系の生理学の分野で世界の第一人者の一人で

す。博士はこれまで胎仔視床下部におけるCRHの発現

が羊における陣痛発来に中心的役割を果たすことを明

らかにするなど画期的な業績を上げてきました。今回

来日されたのを機会に，妊娠中の母体低栄養が胎児の

中枢神経系の発達に与える影響に関する最新の研究成

果について講演して頂けることになりました。周産期

領域，神経生理学領域に関心のある皆様のご来場をお

待ちしています。
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第579回北里医学会招待学術講演会

(H23.11.29)

唾液腺腫瘍の病理診断

森永正二郎　先生

(北里研究所病院病理診断科・部長)

　唾液腺腫瘍の病理診断は難しいという声が，熟練し

た一般病理医からもよく聞かれる。頻度がまれな上

に，組織分類がわかりにくく，しかも既存の分類に当

てはまらない実例がしばしば経験されることがその原

因と考えられる。一方，一般病理医からのコンサル

テーション症例を分析してみると，専門病理医には高

い再現性を持って診断できる症例と，専門病理医間で

も意見の分かれる症例とに分けられる。したがって，

少なくとも前者の内容を知ることは，病理診断の精度

向上に有用と考えられる。本講演では，正常唾液腺と

腫瘍の組織構築から見た腫瘍の組織発生，免疫組織化

学的マーカーの応用，コンサルテーション症例に多い

組織型の診断のポイントと鑑別診断，新たな疾患概念

について解説する。さらに，筆者が行っている唾液腺

腫瘍の病理診断の標準化に向けた試みについて紹介す

る。


