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　巻 頭 言 ― 21世紀COEを成就して
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山形大学大学院医学系研究科長
山形大学医学部21世紀COE統括委員長

嘉山　孝正
Takamasa Kayama

地域特性を生かした分子疫学研究
Moleclar Epidemiological Study Utilizing the Regional Characteristics

　文部科学省が国立大学の法人化の眼目の一つとして、護送船団方式の科学研究費の配分を解

消し、競争的資金配分を介して国際的競争力を持った研究、教育拠点創成を企画した事物の一

つが本21世紀COEプログラムです。山形大学医学部の21世紀COEが、５年間の期限を多く

の成果をあげて終了致します。

　本プログラムの目的は、地域に根ざした地域特性を生かした分子疫学研究での成果をあげる

事でした。本プログラムでの成果は。本冊子に記載されています。

　本プログラムの研究成果は、地域との共同で山形大学医学部、附属病院および行政の協力の

御陰である事は間違いありません。また、日本の従来の大学での研究では困難であった、日本

学士院会員石坂公成先生の創設されたCOMEと一圓　剛先生のヒュービット社との共同がで

きた事は大きな進化と思います。その結果、本プログラムの目的の一つである薬品会社との共

同研究が始まりました。創薬への道が開かれた事を意味します。さらに、研究成果は地域のみ

ならず、海外また、国内の他の分子疫学研究との共同研究が実現できた事も大きな成果です。

　大学での研究を遂行していく中で最も求められている事は、若手研究者の育成です。その意

味で本プログラムは、充分にその目的を果たしました。本プログラムに携わった多くの若手研

究者は、医学部の教員の御陰で、立派な研究者が育成できた事です。彼らは、学内のみならず、

学外の研究所で活躍している研究者に育っております。

　本研究プログラムはこれで終了な訳ではなく、山形大学医学部としては、向後も地域に根ざ

した分子疫学研究、教育を推進しなければなりません。また、研究自体も疫学で最も大切な追

跡調査は向後も着実に継続するつもりです。地域に根ざした疫学の眼目だからです。それが、

本プログラムをご支援協力頂いた方々および国民への御礼に成ると思っております。そのため

には、本プログラムが採択された際の条件であります５年の期間終了後は山形大学全体が援助

する、ということを実現していくつもりです。



　拠点概要

　わが国の大学は世界のトップレベルの大学と伍して教育研究の水準を向上させ、世界をリードする創造的人

材を育成することが期待されています。そのために学長の強力なリーダーシップのもとで国際競争力のある大

学造りが叫ばれています。その一環として、文部科学省は世界的な教育研究拠点の形成を支援する「21世紀COE

プログラム」を推進してきました。私ども山形大学においても医学分野で平成15年度より「地域特性を生か

した分子疫学研究」プログラムを遂行してきましたが、19年度で本プログラムは終了する運びとなりました。

　本プログラムの特徴は、医学部・附属病院と地域における行政の共同参画による地域住民の健康増進に向け

た検診活動を基盤とした、地域密着型の研究であるということです。これにより私どもは精度の高い臨床デー

タ解析と先端のゲノム疫学研究の手法を融合させ、個別化医療時代の新しい健康科学を創成することを目指し

てきました。

　現代人の死因は大多数がいわゆる「生活習慣病」とよばれる一群の疾患です。生活習慣病には糖尿病、脳卒

中、高血圧、虚血性心疾患などがあり、消化器がん、肝臓病（脂肪肝など）も含まれます。山形大学医学部で

は、山形県舟形町で糖尿病検診を28年前より、川西町では17年前より肝臓検診を行っており、世界に類をみ

ない高精度の臨床データを蓄積しています。これらの地域は、住民の移動が少なく、かつ行政および医師会の

厚い支援により住民との緊密な信頼関係があり、長期にわたる疫学研究には最適の条件を有しています。この

ような地域特性をいかした臨床データベースと遺伝子多型（一塩基多型、SNP）解析を基盤として、生活習慣

病の分子疫学教育研究拠点を形成して成果を挙げています。

　平成16-18年度に、高畠町において町が行う40歳以上を対象とした基本検診に加えて、生活習慣病に関す

る特殊検診（「げんき健診」）を施行しました。この検診では書面での同意を得て30項目を超える生理機能検

査（呼吸機能など）およびバイオマーカー測定を行い、さらに希望者には糖負荷試験および腹部超音波検査を

施行して、最高水準の生活習慣病検診を実施しました。さらに、SNP解析のためにDNAサンプリングを行い

ますが、まずman-to-man方式で医師あるいは看護師による説明を行い、その後に書面で同意を得ています。

むろん、このような研究には自発的参加が必須条件であり、国の倫理指針に則り、個人情報の保護には万全を

尽くしています。平成16-18年度に3523人が特殊検診に同意（同意率74%）、3308人がDNAサンプリング

に同意（同意率69%）しましたが、いずれも高い同意率を得られたと評価しています（図１）。

図１．高畠検診における住民参加状況
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　現在までに生活習慣病における各病態と特殊検診データの総合的解析を行い、また3308人のDNAを用いて

370SNPの解析を終了しており、バイオインフォマティックスによる疾患感受性SNPの検出を行っています

（図２）。同時に、舟形コホートおよび川西コホートにおいても糖尿病、肝疾患の疾患感受性SNP検索を推進し

て成果を挙げています。さらに、一部の疾患では550K SNPを検索できるDNA chipによるgenome-wideな

解析を推し進めています。

図２．高畠検診における遺伝子解析進行状況

　また、分子疫学に関する国際共同研究を米国ユタ大学およびアイスランドdeCODE geneticsと行っており、

北米―欧州―アジアの三極での展開をはかっています（図３）。さらに、人材育成という観点から大学院生およ

び若手教員を派遣し、現地での研修と共同研究を推進する予定にしています。

　この５年間の具体的成果については各事業担当者の報告を一読いただきたい。

図３．国際共同研究
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1  研究拠点形成

１．はじめに

　山形大学に医学部が新設されたのは昭和48年であ

る。草創期には、医学部スタッフは医学部および附属

病院の教育・診療体制の立ち上げ・充実に専念したが、

それが一段落すると、県下の市町に赴き、地域住民を

対象に健康診断を実施した。そして今日までに、多く

の貴重な健診データを蓄積してきた。同時に、これら

のデータを市町の健康行政にも役立ててきた。最初に

健診がスタートしたのは舟形町であり、1979年（昭和

54年）のことである。それ以降現在まで、28年間の

長きに亘って糖尿病を中心とした住民健診を行ってき

た（図１）。その後、1990年（平成2年）より川西町

で肝臓病健診、1991年（平成3年）より白鷹町で閉

経後の婦人科健診、2000年（平成12年）より高畠町

で脳卒中予防健診、2001年（平成13年）より寒河江

市（市内の3地区）で脳卒中予防健診を開始した（図

１）。さらに2003年（平成15年）、21世紀COEプロ

グラムの採択を受け、高畠町に「疾患予防センター」

を設立し、ここを基点に2004年より高畠町で生活習慣

病全般の健診を大規模に行っている（図１）。

　本拠点の特色は、① 長年に亘る健診の歴史であり、

その結果、山形大学と地域住民との間に培われた信頼

関係、② 国内で最大規模のコホート、および ③ 健診

の精度が高いこと、つまり、一般検査項目に加えて、

特殊血液・生化学検査、糖負荷試験、頚部血管エコー検査、

腹部エコー検査、脳 MRI 、脳MRアンギオグラフィー、
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図１．山形大学の地域疫学コホートの拠点

1979年より舟形町で糖尿病健診がスタートし、それ以降、県内各地で健診活動がス
タートした。



24時間血圧モニター、呼吸機能検査、眼底検査などの

精度の高い検査を実施していることである（図２）。

　また、パーキンソン病については各市町の人口規模

では患者数が少ないので、全県レベルで患者調査を行

い、その結果、山形県内に1477名の患者が居住して

いることを確認した。これらの患者から一定の基準を

満たす患者を厳選し、地域の健常高齢者をコントロー

ルとして遺伝統計学的関連解析を行った（図３）。

　舟形町、高畠町、川西町、寒河江市で得られた健診

データは、単に医学研究に使用するだけでなく、医学

部から医師が地域に出向き、これらのデータを踏まえ

て地域住民の健康教育や健康指導に役立ててきた。そ

して、この健康教育活動を系統的に行う

ため、地域・大学発研究所「COMEセン

ター」が中心となり、山形大学医学部と

地域の自治体の協力のもと、2007年に

「すこやか教室」を立ち上げた。 これは、

これまで不定期に行われていた各市町で

の「住民のための健康教室」を、定期的・計

画的（年間10～15回）に実施するため

に組織したもので、これにより、種々の

疾患をテーマにして医学部の専門医が講

演・指導するシステムが構築された。

　尚、地域・大学発研究所「COMEセン

タ ー」の「COME」と は「Creation of 

Order-made Medicine and Education」

の頭文字から作った。

　「COMEセンター」は、石坂公成氏と

上記の地方自治体の長が発起人となり立ち上げた組織

であり、地域住民の健康増進や医学研究の推進などを

理念としている。私達はこれらの健診コホートを基盤

として、自発的に参加を表明した多数の住民からイン

フォームドコンセントを得た後、DNAのサンプリング

を行い、糖尿病をはじめとする生活習慣病、消化器疾

患、呼吸器疾患、心疾患、神経疾患などの発症・進展

に関与する遺伝子多型の解析に取り組んだ。その結果、

糖尿病、肝炎、パーキンソン病および慢性閉塞性肺疾

患の4疾患については疾患感受性遺伝子多型を明らか

にし、現在、特許を申請している。 
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図２．脳卒中予防健診での頚部血管エコー検査と脳MRI検査

高畠町と寒河江市の脳卒中予防健診では頚部血管エコー検査や脳MRI検査に加えて、
24時間血圧モニター、糖負荷試験など、精度の高い検査を行っている。

図３．山形県のパーキンソン病患者と地域の健常高齢者



1  研究拠点形成

　高畠町は山形市の南方約30 kmに位置する人口約

27,000人の町である（図１）。この町は江戸時代には

天領であり、隣接する上杉藩（現在の米沢市）とは住

民の気質にもかなりの違いがあったようだ。私達の高

畠町健診は、2000年、「脳卒中ボケ予防健診」として

始まった。この町の70歳の全住民350人を対象（第

１集団）に脳MRI、高次脳機能検査、神経学的診察、

血液・生化学検査等を行った（５ページの図２）。最初

の年の受診率は76.9％であり、まずまずの受診率で

あった。しかし、健診対象者（70歳）でありながら参

加しなかった住民の中には、「俺は、まだボケていない」

と言って、健診を拒否した方もいた。そこで、その翌

年からは「ボケ」の文字を削除し、「脳卒中予防健診」

と改めた。2002年からは、「第2集団」として60歳

の全住民を対象としたコホートを設定し、

脳MRI検査など「第1集団」と同様の健診

を行った。そして、現在、「第1集団」は

7年間に亘り追跡調査を行い、数々の重要

な新知見を得た。今後10年間に亘り、こ

の2つの集団（世代）の健康状態について

追跡調査を行う予定である。

　2003年、山形大学が申請した研究課題

「地域特性を生かした分子疫学研究」が21

世紀COEプログラムに採択された。この採

択を受け、本学医学部および附属病院の全

構成員による支援体制を得るため、学内外

に図２のような組織を構築した。本プログ

ラムの方針を決定する組織として「COE統

括委員会」を設置し、医学部長、附属病院長、拠点リー

ダー、拠点サブリーダーがその任に当たった。そして、

外部の識者から必要に応じて提言や助言をいただくた

めに、石坂公成氏（日本学士院会員）、坪井昭三氏（山

形大学元学長）、村松正明氏（東京医科歯科大学教授）に

「Advisory board」のメンバーになっていただいた。

一方、「分子生物学研究教育部門」は大学院教育を担当

し、「分子疫学研究教育部門」は実際の臨床疫学調査と

分子疫学研究を行った。特に、「健診ワーキンググルー

プ（WG）」は医学部の種々の職種の人達に加えて、町

の健康福祉課の人達も参加し、健診の具体的なプラン

を立て、検診現場ではリーダーとして活躍した。これ

ら「健診WG」の人達を中心に、1回の健診には多数

の医師、看護師、技師が参加し（図３）、これにより健

診活動はスムースに進行した。また、多数の人が整然

と間違いなく仕事をするためには、各担当部署の役割

をマニュアル化する必要がある。そこで、各部署ごと

のマニュアルを作成し、担当者に遵守するよう徹底し

た。このマニュアル作成も健診活動をスムースに進行

させるのに大きく貢献したと思われる。
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図１．山形県高畠町（高畠町町勢要覧より）

図２．山形大学の21世紀COE研究教育の組織

１－１　高畠町の生活習慣病予防健診（げんき健診）



　上述の高畠町の「脳卒中予防健診」は第一集団と第

二集団を設定し、予定通り進行しているが、それに加

えて2004年より、21世紀COEプログラムのメイン

の健診として「生活習慣病予防健診」（げんき健診）を

発足させた。この健診で最も心を砕いたのは「イン

フォームドコンセントの徹底」と「検体の匿名化」で

ある。

　インフォームドコンセントは2段階方式を採用した

（図４、５）。最初に、健診受診者を7～８人のグルー

プに分け、グループごとに医師が本研究の目的・内容・

意義などについて説明をした。その後に、看護師によ

るマンツーマンの説明が行われ、本研究に協力いただ

けるか否か受診者に尋ねた。そして、同意の意思を表

明した受診者には同意書に署名をしていただく、とい

う手順である。 
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図３．山形大学医学部附属病院から多数の医師、看護師、技師が健診に参加

図４．２段階方式のインフォームドコンセント



1  研究拠点形成
　受診者が同意するか否か迷っている時には、「今回の

健診では同意を頂かない」ことを鉄則としている。そ

のような受診者には1年間よく考えていただき、次回

（翌年）の健診受診時に、再び、医師および看護師によ

る同様の説明を受け、同意の意思の有無を表明してい

ただくようにしている。

　このようにして、2004年春から2007年11月まで

に4,347人の高畠町住民が本健診を受診し、3,520人

（81％）が特殊検査（通常の健診では行われていない

精度の高い検査：たとえば呼吸機能検査など）に同意

し、3,319人（76%）が遺伝子

検査に同意した（ただし、遺伝

子検査の同意者のうち12人の

採血はうまく行かず、最終的に

DNA検体が得られたのは3,307

人であった）。

　検体の匿名化については、二

重の匿名化システムを構築した

（図６）。健診受診者は健診会場

で、町の健康福祉課の担当者か

ら「受診番号」が付与される。

そして、本研究に文書で同意さ

れた受診者は、受診番号がラベ

ルされた「銀色の袋」（袋の中は

見えない）を受け取る。この中

には複数のスピッツ（採血管）

が入っており、これらのスピッ

ツにはコンピューターによりラ

ンダムに付与された「ID」がラ

ベルされている。採血時にス

ピッツは袋から取り出され、袋

はシュレッダーで破棄される。

これにより、二重の匿名化が成

立する。つまり、スピッツにラ

ベルされたIDから受診番号に

遡れるのは、「受診番号とIDの

対応表」を管理している個人情

報管理者だけであり、さらに、

受診番号から個人を特定できる

のは町の健康福祉課だけである。

したがって、それぞれ独立した

二重の関門が存在するため、ID

から個人を特定するのは、事実

上、不可能である。

　「特殊検査」に同意した受診者
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図５．健診現場でのインフォームドコンセントの風景

図６．二重の匿名化システム



には、呼吸機能検査、ヘリコバクター抗体、フィブリ

ンモノマー、アディポネクチン、ホモシステイン、糖

負荷試験、腹部エコー検査など、37項目の精度の高い

検査を行った（図７）。そして、これらのデータはデジ

タル化され、貴重な「臨床データベース」として高畠

疾患予防センターの金庫に保管されている。高畠疾患

予防センターは、公立高畠病院内の1室であるが、こ

の部屋の鍵は病院のマスターキーでは開かず、個人情

報管理者がその鍵を管理している。この部屋の中に「臨

床データベース」の入った金庫があるが、その金庫の

ロックは指紋照合であり、個人情報管理者（１人）と

補助者（１人）の２人の指紋でのみ、その金庫を開け

ることができる。

　このようにして構築した「臨床データベース」と

「SNPsデータベース」を用いて、現在、循環器、呼吸

器、腎臓、消化器、肝臓、神経、糖尿病、動脈硬化、

血液などの領域の病気・病態とSNPsとの関連を解析

している。個々の研究の詳細については、それぞれの

事業推進担当者の研究成果のページを参照されたい。 
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図７．健診現場での検査風景



1  研究拠点形成

　 診とは

　山形大学医学部第三内科は、1979年より、山形県舟

形町（図１左）と共同で35歳以上の全住民を対象と

した糖尿病検診を行っている。糖尿病の診断を確実に

行う為、1990年より受診者全員に糖負荷試験を行って

いる。本検診では、舟形町の３地区（図１中）を年に

１地区毎に順番に廻り、３年で全地区を終了、また、

各地区は５年毎に追跡調査している。1990年以降の検

診では、詳細な臨床データが完備しており、コホート

（図２）として追跡調査を進めている。
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山形大学大学院医学系研究科
分子疫学部門生命情報内科学

准教授　大門　　眞
Makoto Daimon

図２．舟形糖尿病検診の流れ。３年で全ての地区の検診を終了。
これを１つのコホートとして追跡調査している。　
現在、コホート４までを終了。　　　　　　　　　

図１．山形県舟形町の地図、及び、検診風景

１－２　舟形町糖尿病検診



　研究成果

　本検診の受診者を対象に、断面、及び、コホート研

究を行っている。1998年からは遺伝子解析も加えた。

これまでの主な成果は以下。

１．本邦における糖尿病の有病率の推定の魁となり、

厚生省の資料の一翼となった。

　また、本検診事業は社会的にも高く評価され、舟形

町は厚生労働大臣より表彰された（右下図）。

２．コホート研究を基に以下の報告をおこなった。

ａ．耐糖能障害（IGT）は大血管障害の危険因子で

あるが、空腹時過血糖はそうではないことを世界

に先駆けて報告し、食後過血糖の重要性を証明し

た（Tominaga M, et al. Diabetes Care 22：920-

924, 1999）。

ｂ．同様に、大血管障害の内訳をさらに解析し、日

本人ではIGTは特に脳血管障害の危険因子であ

ることを報告した（Oizumi T. et al. Metabolism, 

in Press；図４）。
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図３．糖尿病の有病率
（厚生労働省糖尿病調査研究班報告、1994）

図４．耐糖能別に見た大血管障害、脳卒中、及び、心血管障害の累積発症率。
上段は糖尿病、IGT，NGTに下段は糖尿病、IFG，NGTに分類。 



1  研究拠点形成
ｃ．近年、脂肪細胞から分泌される善球のアデイポ

サイトカインとして注目されているアデイポネク

チンに関しても種々の解析を行っている。特に、

血清アデイポネクチン低値者は、現在、正常耐糖

能であっても、将来の糖尿病発症の危険性が高い

事を、一般住民での解析で世界で始めて報告し、

低血清アデイポネクチンの重要性を広く喚起した

（Daimon M, et al. Diabetes Care 26：2015-2020, 

2003；図５）。

３．糖尿病の危険遺伝因子の解析。本研究では、糖尿

病の危険遺伝因子の解析を比較的早い時期から行っ

ており、これまでにβ３‐アドレナリン受容体を始め

とし（Oizumi T, et al, Diabetes Care 24：1579-1583, 

2001）多数の病因遺伝子多型を報告して来た。特に、

ABCA1（Daimon M, et al. BBRC 329：205-210, 2005），

Nephrin,（Daimon M, et al. Diabetes Care 29：1117-

1119， 2006） PIK3C2G （Daimon M, et al. BBRC, 

in press）は、新たな報告であり、今後の研究に影響

を与える重要な報告と思われる。また、TNF-αの

遺伝子多型に関しては病態と関連する機能解析も行

い、その意義を確かなものとした（図６）。 
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これからの展望

　コホート研究は長く追跡したデータを用いることにより、より精度の高いものとなる。今後も追跡調査を進め

る。また、遺伝子解析も加え、単なる遺伝子型による関連解析をを超えた、遺伝子環境因子相互関係を踏まえた

精度の高い解析を行って行く予定である。

図５．正常耐糖能からの糖尿病発症の
　多重ロジスチック解析分析

図６．TNF-αIVS1 G123A多型の機能解析

Ａ：ゲルシフトアッセイ…Ａアレルに特異的に結合する核内蛋白が存在する（レーン５，６）
Ｂ：Ａアレルへの特異的結合は転写因子YY-1の特異的塩基配列（プローブ、cYY-1）にて阻害されるが（レーン３）、変

異プローブでは阻害されない（レーン４）。また、YY-1抗体にてシフト　バンドのスパーシフトが認められた。
Ｃ：プロモーター　レポーター　アッセイ…1X（１個）、3X（３個順番に並べた）はレポーターベクターに挿入したプロ
モーター断片の数。Ａアレルの方がＧアレルより転写活性にあたえる影響が大きかった。



　寒河江市脳卒中予防健診とは

　山形大学医学部生命情報内科は2001年より、山形県

寒河江市（ 図1左） と共同で70-72歳の住民を対象

とした脳卒中予防健診を開始。対象者に脳MRI、頸部

血管エコー、糖負荷試験、24時間血圧測定などを行い、

危険因子等を検討した。本健診では寒河江市の8地区

（表1） を年に一度順番にめぐり、4年で全地区を終了。

その４ 年後に追跡調査を行っている（図2）。今後も

健診事業は継続され、詳細な臨床データを完備したコ

ホートとして追跡調査を進めている。 
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図１．山形県寒河江市の地図および健診風景

表１．脳卒中予防健診対象者数および受診者数

１－３　寒河江市脳卒中予防検診



1  研究拠点形成

 

煙検診から得られた臨床データについて

１．年齢と細動脈病変との関係について

　大脳白質病変は61歳の43.2%、70歳の85%におい

て認められ、大脳の細動脈病変には年齢が強く関係し

ているものと考えられた(図３）。

２．大脳細動脈病変と危険因子について

　ロジスティック解析では、年齢および高血圧症が大

脳細動脈病変（ラクナ梗塞および白質病変）の独立し

た危険因子であった（表２）。
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表２．細動脈病変と生活習慣病との関係（高畠健診受診者を一部含む）

図２．寒河江市脳卒中予防健診の流れ

図３．大脳白質病変のグレードおよび頻度
　　 年齢別の比較（高畠健診受診者を含む）



３．大脳細動脈病変と認知機能について（図４）

　細動脈病変が強くなるに従い、MMSEの値は低下し、

細動脈病変が将来の認知機能障害に関係しているもの

と考えられた。
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図４．大脳細動脈病変と認知機能（高畠健診受診者を一部含む）

煙研究成果について

　コホート研究をもとに以下の報告を行った。

１．Microalbuminuriaは統計学的に大脳細動脈病変

（ラクナ梗塞および白質病変）の独立した危険因子で

あることを明らかにした（Wada M, et al. J Neurol 
Sci., 2007)。
２．慢性炎症のマーカーである高感度CRPを測定し、

大脳細動脈病変および頸部血管動脈硬化性病変と

CRPとの関係を解析した結果、慢性炎症は頸部血管

動脈硬化性病変の存在と関係するものの、大脳細動

脈病変との関係は明かでなかった(Wada M, et al., 

J Neurol Sci., 2008)。
 

煙これからの展望

　詳細な臨床データを備え、かつ解析対象を長期間追

跡することでコホート研究はより精度の高いものとな

るものと考えられる。今後も追跡調査を進めるととも

に、遺伝子解析を加え、遺伝子環境因子相互関係を踏

まえた解析を行っていくことが必要と考えられる。



1  研究拠点形成

　現在、わが国におけるＣ型肝炎ウイルス（HCV）感

染者は200 人に上るとも 定されている。慢性肝疾

患の大多 はHCV持続感染に起因するものであり、肝

細胞がん患者の80％以上にHCV感染が認められる。

HCV感染者の 期発見と治療は急 であり、現在、国

を てのHCV感染対 事 が行われている。Ｃ型肝

炎は 急に す き重要な感染症と えるが、その

自然史については未解明の点が多い。また、ＨＣＶの

感染経過に影響する宿主 の遺伝要因については解明

されていない。

　HCV感染者の分布は世界的あるいは国内的に、地域

的な偏りがある。山形県においても、HCV感染者の地

域分布には偏りがあり、高感染地域が存在する。その

ような地域では、慢性肝臓病の予防のため、積極的な

医療介入が必要である。同時に、そのような地域にお

ける分子疫学研究は、Ｃ型肝炎の未解決の問題を明ら

かにするうえで極めて重要である。私達は、山形県川

西町において、1991年度より現在に至るまで、住民肝

臓病検診を継続して行い、Ｃ型肝炎をターゲットとし

たコホート設定とその追跡調査を行ってきた。住民検

診は、大学、自治体および住民が一体となり行われて

いる。住民検診の結果は、受診者へ通知され、HCV抗

体陽性者に対しては肝臓病に対する治療のアドバイス

が行われ、地域住民には講演会を通してＣ型肝炎に対

する啓蒙活動を継続して行ってきた。そして、本コホー

ト研究により、HCV感染の自然経過、社会生活と感染

リスク、HCV感染感受性に影響を与える個人の遺伝要

因、等、今まで不明であったHCV感染症の一端を解

明することができた。

Ⅰ　Ｃ型肝炎の自然経過に関する疫学研究

　川西コホート研究は、1991年度からの地域内におけ

るＨＣＶ感染実態調査に始まる。以来、7925名のHCV

抗体検査を行い、現在に至るまで15年以上にわたり、

435名のHCV持続感染者の経過を追跡調査している。

この長期間にわたる疫学研究の中で、HCV感染に係わ

る貴重な研究成果が得られた。本コホートにおける肝

がん発生率は、人年法で換算すると、1000人年あたり

5.1人の発生率であった。Cox比例ハザードモデルによ

る肝がん発生のリスク因子は、ALT値の高値、HCV

遺伝子型１型、男性、であることが明らかとなった。

　HCV感染は、急性期にウイルスが生体から排除され

ずに慢性化すると、慢性肝疾患を進行性に引き起こす。

一方で、慢性持続感染が成立した後の、HCVの生体か

らの自然排除の有無については不明であった。HCV持

続感染者のなかで、HCV RNAの自然消失の有無と頻

度を解明することは、HCV感染の自然史を理解するう

えで重要である。私達は、19991年から95年までの

5年間の検診で発見されたHCV持続感染者を、平均追

跡期間7.9±2.4年間にわたり追跡調査をおこなった結

果、HCV RNA陰性化例が16例（3.7%）に認められ

た。そして、人年法で算出されるウイルス消失率が

0.5%/year/personであること、ウイルス自然消失者に

はHCV 中和結合（NOB）抗体が産生されていること、

を示した。本研究により、従来より、自然治癒するこ

とがほとんどないと考えられていたHCV慢性感染者

においても、ウイルスが感染経過中に稀に自然消失す

る例があることが判明した。

　HCVには、有効な感染予防手段がない。現在におい

ても、散発的にＣ型肝炎の新規感染者が発生している。

Ｃ型肝炎感染の主たる原因として、血液汚染事故、ピ

アスや不衛生な針治療、覚せい剤などの薬物乱用、な

どがよく知られているが、ごく普通の日常生活におい

てＣ型肝炎の新規感染が起こりうるのか、については

不明であった。本研究において、検診開始から10年

を経過した時点で、HCV感染再調査をおこなったとこ
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ろ、10年間にHCVの新規感染は確認されなかった。ま

た、配偶者の調査においても、HCVの新規感染はみら

れなかった。以上から、一般の日常生活においては、

Ｃ型肝炎感染の危険性は極めて少ないことを示した。

Ⅱ　HCV感染感受性に係わる宿主遺伝要因の分子疫

学研究

　感染症において、病原体に対する宿主の免疫応答は

個人間で多様である。個人間における遺伝的要因が

HCV感染の成立とその後の免疫応答の差異に関わっ

ているが、HCV感染宿主における遺伝子多型性につい

てはほとんど解明されていない。HCVの感染後経過に

影響する宿主の遺伝要因を解明するために、HCV抗体

陽性者におけるHCV RNA陽性者（持続感染者）と

HCV RNA陰性者（既往感染者）の二群間にみられる

遺伝的多型性を、遺伝子SNP出現頻度の違いから明ら

かにした。本研究に際しては、238名のＨＣＶ感染者

の遺伝子サンプルが収集された。HCV持続感染者の抗

体陽性者における比率は79%、HCV既往感染者のそれ

は21%であり、約80％とされるHCV感染のキャリア

化率にほぼ一致した。また、両群の平均年齢が約66

歳でほぼ同一であることを考え併せると、両群の被験

者は過去のほぼ同一時期にHCVに感染したものと思

われる。本研究における被験者の臨床疫学データと遺

伝子サンプルは今後の研究の発展に大変貴重であると

思われる。このケースコントロールの設定により、

HCV感染感受性に係わる候補遺伝子とその多型性と

して10遺伝子12SNPが明らかとなった（図）。HCV

感染における遺伝子の役割から大別すると、①HCVの

感染標的細胞上におけるウイルス接着に関わる遺伝子

群、②ウイルスの細胞内増殖に関わる遺伝子群、③免

疫担当細胞に関わる遺伝子群、において、HCV感染感

受性に影響することが予想される遺伝的多型性が認め

られた。さらに、これら候補遺伝子群の二次解析によ

り、感染成立時の細胞表面におけるウイルス接着に影

響するNDST遺伝子、感染後のウイルス増殖の場とな

る脂質ラフト形成に関与する脂質合成系酵素遺伝子、

感染時のウイルス排除に係わる自然免疫に影響を与え

るTGF－β１遺伝子について、HCV感染における詳

細な遺伝子多型の特徴と機能的な重要性を示した。 
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HCV感染者におけるHCV感染感受性候補遺伝子とSNP

SNP ID

（IMS-JST）

odds ratio

（95% CI）
P valueGenetic

model

At-risk

allele
SNP

Gene

symbol

0754385.23 (1.35-20.27)0.0200dominantGA/GSULT2B1

0204662.31 (1.21-4.41)0.0150dominantTC/TAP1B1

0204702.30 (1.20-4.38)0.0150dominantTC/T

0560612.31 (1.15-4.55)0.0220recessiveAA/CIFNAR2

0108562.18 (1.15-4.14)0.0230dominantAA/GIFI27

0134164.14 (1.15-14.92)0.0350dominantTC/TIFI41

0557762.75 (1.40-5.40)0.0030dominantGA/GPRL

0063792.71 (1.22-6.02)0.0180dominantCC/TCD4

0136632.42 (1.23-4.75)0.0140dominantTG/TTGFB1

0136652.13 (1.06-4.30)0.0490dominantGG/T

0583923.83 (1.81-8.11)0.0006dominantGA/GLTBP2

0341392.04 (1.06-3.94)0.0490dominantGG/TTNFRSF1A
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　We have conducted a population-based cohort 

study of hepatitis C virus (HCV) infection in an 

HCV epidemic area of Japan since 1991. Our study 

revealed important findings concerning the natural 

course of HCV infection: the ocurrence rate of HCV-

related liver cancer and its risk factor, the incidence 

of spontaneous disappearance of HCV viremia, and 

no relationship of infection with daily life. To 

elucidate the host genetic factors involved in the 

outcome of HCV infection, we conducted an 

association study in which 238 individuals positive 

for anti-HCV antibody were genotyped for single 

nucleotide polymorphisms (SNPs) in the selected 

candidate genes. Allelic and genotypic analyses of 

SNPs were performed between the subjects with 

and without viremia. Twelve SNPs in 10 genes 

were listed as candidate genetic polymorphisms that 

are associated with susceptibility to infection, viral 

replication and immunity against HCV. 
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１．はじめに

　白鷹町は、山形県の南部中央に位置し、山形市から

約30 km、置賜の中核都市である米沢市から約35km

と医療整備の整った地区に近い。近年は国道の整備に

より圏域の拡大が図られている。白鷹町の公式ホーム

ページによると、人口16,331人（平成17年国勢調査

の人口と世帯数より）、 4,499世帯であり、高齢化率

（総人口に占める65歳以上の人口）は29.9％である。こ

れは平成17年度の全国平均20.1 %、さらには山形県平

均25.5%を超えており、白鷹町はきわめて高齢化の進

んでいる地域である。50歳以上の男女別人口は、男性

4,136人であるのに対し、女性は4,624人であり、若

干女性が多い。しかし、年齢別でみると、50歳代、60

歳代では大きな差がないが、70歳以上では、男性の

1,691人に対し、女性が2,427人と女性が男性の1.4

倍ほど多い。この数値から、白鷹町では非常に高齢女

性の割合が高いことがわかる。

２．閉経と動脈硬化症

　地域を限定した米国フラミンガム研究によると、心

血管系疾患による死亡率は、50歳までは男性が女性に

比して有意に高率であるのに対し、その後次第に差が

縮まり、70歳代では男女間でほとんど差がみられなく

なる。心血管系疾患は多くの場合、動脈硬化を基盤と

して発症し、近年の食生活の欧米化に伴う高脂血症の

増加は、動脈硬化発生の原因として深刻な問題となり

つつある。さらに女性の場合、閉経後に高脂血症の頻

度が増加することから、エストロゲンの低下は脂質代

謝に影響を与え、動脈硬化をおこす可能性が示唆され

る。事実、我々は、卵巣摘出により血流依存性血管拡

張反応が低下することや（Takahashi K, Kurachi H et 

al. Menopause 2007）、有経女性に比較して、閉経後女

性における年齢依存的な動脈壁硬化を促進する

（Takahashi K, Kurachi H et al. Gynecol Obstet 

Invest 2005）など、閉経が動脈硬化症に与える影響に

ついて報告してきた。

　メタボリックシンドロームは腹部肥満（女性ではウ

エスト周囲径：90 cm以上）を基盤に、脂質代謝異常、

高血圧、糖尿病が重積した状態であり、動脈硬化を促

進する可能性のある病態である。女性は40歳代から肥

満になる傾向があり、特にメタボリックシンドローム

の病因となる内臓脂肪は閉経後に増加する。

　健康保険法の改正により、平成20年４月から市町村

国保や健保組合など保険者に対し、「特定健診・保健指

導」が義務づけられた。40歳～74歳の人を対象に、

特にメタボリックシンドロームに着目して、腹囲測定

が健診項目として加えられ、保健指導が実施される。

閉経後は内臓脂肪が増加することから、中高年女性の

健康管理として、「特定健診・保健指導」には大いに期

待される。

１．白鷹町婦人科健診結果

　　―メタボリックシンドロームの診断項目に着目して―

　平成18年度の健診結果から、メタボリックシンド

ロームの診断項目につき、男女の比較で検討した。

１）血圧

　40歳未満の男性では高血圧とされる者の割合は、約

30%であるのに対し、女性では約10%である。男性の

場合、年齢とともに高血圧者の割合が増加するのに対

し、女性は40歳代から50歳代にかけて急増し、50

歳代には男性とほぼ同じになった。その後は男女間に

差がみられない。

２）トリグリセリド

　60歳未満の男性では30%以上が、高グリセリド血症

となっているのに対し、女性の高グリセリド血症の割

合が最も高いのは60歳代の17.9%であった。男性は

60歳代からトリグリセリド値が低下していくのに対

し、女性は60歳代まで漸増し、その後はほぼ横ばい
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1  研究拠点形成
である。

３）HDL-コレステロール

　HDL-コレステロールが異常低値をしめす男性の年

代別割合の変化は、トリグリセリドの動きとほぼ同じ

であり、60歳代から、むしろ、低HDL-コレステロー

ル血症と診断される率は低下していく傾向があった。

それに対し、女性のHDL-コレステロール値が異常低

値となる者の割合は、70歳代までは男性の1/5から1/2

であった。女性は60歳代までは低HDL-コレステロー

ルの者の割合はほぼ横ばいで経過するが、70歳代から

低下する者が増加し、80歳代では男性より悪化する割

合が多くなった。

４）血糖

　高血糖となる者の割合は男性、女性ともに60歳代ま

で年齢とともに高くなる傾向があり、60歳代以後はほ

ぼ横ばいであった。

５）総コレステロール

　総コレステロールはメタボリックシンドロームの診

断項目には入っていないが、男女間で比較検討した。

40歳代までは、高コレステロールの者の割合が男性に

比べて女性が少ない。しかし、50歳代以後は常に女性

のほうが同年代の男性に比べて、2倍ほど、コレステ

ロール値が異常をしめす者の割合が多かった。

 

４．考察―閉経後女性の健康増進に向けて―

　今回の健診から、メタボリックシンドロームの診断

各項目において、女性は50歳頃から悪化する傾向がみ

られた。50歳以後の女性は、ほぼ閉経後の状態であり、

閉経後女性の健康管理の重要性があらためて確認され

た。男性のトリグリセリドとHDL-コレステロールは

60歳以後改善傾向が見られた。この要因として、会社

を定年退職した男性が、日常生活に時間的余裕ができ

て運動習慣を身に付けた可能性がある。それに対して、

多くの女性は専業主婦である場合が考えられ、男性と

は異なりライフスタイルに大きな変化がおきないため、

トリグリセリドとHDL-コレステロールを改善する

きっかけがない可能性がある。脂質代謝以外の血圧や

血糖に関しては男女ともに年齢とともに悪化する傾向

があることから、これらに関しては加齢が大きな影響

を与えている可能性がある。

　閉経後女性では、メタボリックシンドロームの原因

である内臓脂肪が増加する。内臓脂肪はカロリー摂取

量や運動の有無に素早く反応し、いわゆる、“つきやす

いが、とれやすい”脂肪である。このことを特に閉経

後女性に理解してもらい、自身の健康管理に努めても

らいたいものである。来年度からは、「特定健診・保健

指導」が開始することから、女性の肥満についても解

析が可能となる。来年度以後は、白鷹町における閉経

後女性の肥満状態について、さらに解析を加えていき

たいと考えている。
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図　メタボリックシンドロームの各診断項目の有病率

青：男性　　　　　　　   
赤：女性　　　　　　　   
総検診者数：男性1,560人
　　　　　　女性1,869人

白鷹町町民におけるメタボリックシンドロームの各診断項目の有病率



2  研究概要

　山形大学21世紀COEプログラム「地域特性を生か

した分子疫学研究」は山形県在住の日本人集団を対象

として生活習慣病の発症に関与する遺伝的素因を明ら

かにしようとするものである。しかし、1つの日本人

集団で明らかになったことが、他の日本人集団、さら

には人種の壁を越えて人類共通のものであるか否かは

知ることができない。この問題を解決するために、私

達は高畠町の住民から得られた結果が舟形町の住民で

も成り立つか否かを検証するためのシステムを構築し、

さらに日本人以外の人種集団において検証するシステ

ムを構築した。国外の共同研究先として米国ユタ大学

を選んた。その理由は同大学が遺伝的QT延長症候群

の原因遺伝子特定など分子疫学研究では世界をリード

する立場にあり、かつ豊富なデータベースを有してい

るからである。

　以上の経緯により、山形大学21世紀COEプログラ
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ム側の山形大学医学部、地域・大学発研究所COMEセ

ンター（以下、COMEセンター）、ヒュービットジェ

ノミクス株式会社（以下、ヒュービット）とユタ大学

心血管遺伝学研究所との間に2007年1月1日に共同

研究契約が締結された（図1）。この共同研究の骨子は

以下の3点である。1）山形大学、COMEセンター及

びヒュービットは、ユタ大学に対して、山形大学と

ヒュービットが山形（日本）の住民を対象に実施した

山形大学21世紀COEプログラムによる結果（共同研

究の対象となる遺伝子と臨床パラメーターのみ）を開

示するとともに、その結果の遺伝的な妥当性の検証の

ための研究手法を検討する、2）ユタ大学は、山形大

学、COMEセンター及びヒュービットから開示された

分子疫学研究の統計解析結果について、ユタにて測定

された臨床パラメーターを用いて、遺伝的な妥当性の

検証研究を行う。3）ユタ大学は、当該研究の結果を、

山形大学、COMEセンター及びヒュービットに開示し、

全ての当事者間で総合的な検討を行う。同時に、各当

事者は、本共同研究のもとに、教職員、研究者及び教

育研究資料の交換を行うとするものである。

　ユタ大学との共同研究はスタートしたばかりである

が、既に幾つかの研究成果が得られている。山形の一

般住民を対象とした血清の脂質を規定する肝リパーゼ

遺伝子の多型とHDLコレステロールとの関係（J 

Hum Genet, in press）、飲酒習慣がない人を対象とし

たアルデヒド脱水素酵素2の遺伝子多型とHDLコレ

ステロールとの関係（論文投稿中）、GNB3多型と血糖

値との関係（論文投稿準備中）等についてユタ地域の

一般白人集団での検討がなされている（図2）。今後、

分子疫学研究の研修のため若手研究者をユタ大学に派

遣し、生活習慣病の遺伝的素因についての共同研究の

さらなる推進を図る予定である。 
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図2　研究の具体例



2  研究概要

１　目　的

　本研究は山形県舟形研究の眼科領域の研究課題につ

いて、国際的に標準化された方法を用いて解析を行うこ

と、それにより本研究が諸外国の疫学研究と比較可能性

の高い研究となることを目的としてシドニー大学、メル

ボルン大学（ともにオーストラリア）、ジョンスホプキン

ス大学（米国）の研究者と共同研究を行うものである。

　山形県舟形町では山形大学医学部と共同で定期的に

疫学研究を目的とした検診が行われてきたが2000

年－2002年の検診から眼科検診を導入した。眼科検診

で得られたデータの解析、特に眼底写真に基づいて病

変の有無、重症度の判定を行うにあたってシドニー大

学およびメルボルン大学の眼科疫学研究者と情報交換

を行った。当時、米国、オーストラリアを中心として

より再現性の高い判定方法、より定量性の高い判定方

法が開発され大規模な疫学研究に応用され国際的な標

準となっていた。そこで舟形町研究の眼科データの解

析にあたってそれらの国際的に標準化された病変の判

定方法、および統計解析方法について情報を交換し、

共同研究として研究を進めていくことを計画した。本

共同研究によって国際的に評価の高い研究となること

が期待される。

２　企画、研究方法

共同研究施設および共同研究者：

共同研究施設（共同研究者）はオーストラリア・メル

ボルン大学・Centre for Eye Research Australia (Tien 

Yin Wong教授［写真］)、アメリカ合衆国・ジョンスホ

プキンス大学・公衆衛生学部・疫学（James M. Tielsch

教授）およびオーストラリア・シドニー大学・Centre 

for Vision Research, Westmead Millennium Institute 

（Paul Mitchell教授、Jie Jin Wang准教授）である。

本研究の共同研究にあたっては個人情報について特定

不可能な状態に匿名化した原資料についてそれぞれの

研究施設で閲覧を行うことを倫理委員会において審査

を受け、承諾された。

眼底写真の判定：

眼底写真の判定については専門の判定施設で専門の判

定員によって行われるのが国際的に標準となっている。

そこで舟形町で2000年－2002年に行われた眼科検診

の結果の中から眼底写真について個人情報について特

定不可能な状態に匿名化したうえでシドニー大学の専

門の眼底写真判定施設（Fundus Grading Centre, 

Centre for Vision Research Australia）で判定を受けた。

この判定施設は国際的に評価の高い眼科疫学研究the 

Blue Mountains Eye Studyの判定を行った施設であ

る。このことでその後の研究解析においては舟形町研

究の結果とthe Blue Mountains Eye Studyの結果の

直接比較が可能となった。判定の内容は網膜細動脈硬

化所見、網膜血管径計測、網膜症、加齢黄斑変性、黄斑

上膜、その他の眼底病変である。それぞれの所見の判定

は専門の訓練を受けた判定員が眼底写真以外の情報を

マスクした上で行い、さらにその結果を上級判定員も

しくは網膜疾患の専門医が確認した。専門の判定員は

判定の再現性の確認のため、定期的に判定者間一致率、

判定者内一致率について試験を受けている。その結果

はデータベース化されその後の統計解析に用いられた。

統計解析：

眼底写真の判定結果、特に眼科疾患の有無、重症度の

データを解析するにあたって以下の点に主眼を置いて

共同研究機関と情報交換を行った。

（1）判定基準を国際的な標準とする。

（2）統計解析方法を他の疫学研究に合わせて行う。

（3）舟形町研究の結果と諸外国の疫学研究結果とを

比較する。

また、本研究では眼底写真の判定をBlue Mountains 

Eye Studyの 判 定 施 設 で 行 っ た こ と か らBlue 

Mountains Eye Studyの原資料を用いることにより年

齢で標準化し直接比較を行ってより詳細な比較を行っ
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た。その目的でシドニー大学からBlue Mountains 

Eye Studyの原資料の提供を受け解析を受けた。

３　実　績

　本研究の結果は以下の論文に報告した。

（1）Kawasaki R. et al. Cardiovascular risk factors 

and retinal microvascular signs in an adult Japanese 

population: the Funagata Study. Ophthalmology 

2006; 113:1378-1384.

本論文では非糖尿病者における網膜細動脈硬化所見の

有病率と網膜血管径について報告するとともに、全身

所見とのかかわりについて報告した。高齢、高血圧は

網膜細動脈硬化所見および網膜細動脈狭細化と有意に

関連していた。一方で網膜症は高齢と血糖値と関連し

ており、非糖尿病者においても網膜症がみられ血糖値

と関連していることが明らかとなった。

（2）Kawasaki R. et al. Impaired glucose tolerance, 

but not impaired fasting glucose, is associated with 

retinopathy in Japanese population: the Funagata 

Study. [Letter] Diabetes, Obesity and Metabolism. 

Accepted.　

本論文では先の論文の結果を受け、糖尿病、糖尿病境

界型、糖代謝異常正常それぞれでの網膜症の有病率を

報告した。糖尿病患者においては23.0％に網膜症がみ

られ、糖代謝正常者、impaired fasting glucose（IFG）、

impaired glucose tolerance（IGT）においてもそれぞ

れ7.7%, 10.3% and 14.6%に網膜症が認められた。糖

尿病、糖尿病境界型では年齢、性別などで調整を行っ

たうえでも正常型に比べて有意に網膜症が多く認めら

れた。さらに糖尿病境界型をIGTとIFGとに分けて解

析すると、IGTでは有意に網膜症が多くみられるのに

対し、IFGでは正常型における網膜症の有病率と有意

な差は見られなかった。以上より、網膜症は糖尿病境

界型特にIGTにおいても有意に多く認められること

が明らかとなった。

（3）Kawasaki R. et al. The Metabolic Syndrome 

and Retinal Microvascular Signs in a Japanese 

Population: The Funagata Study. British Journal of 

Ophthalmology. 2008; 92: 161-166.

本論文では網膜細動脈硬化所見、網膜血管径、網膜症

がメタボリックシンドロームおよびその構成因子とど

のように関連しているかを報告した。メタボリックシ

ンドロームはInternational Diabetes Federationの定

義で診断した。メタボリックシンドロームの個々の構

成因子と網膜所見には以下のような関連が認められ

た：肥満とびまん性静脈拡張および網膜症、高血圧と

網膜細動脈の局所狭細化・動静脈交叉現象・血柱反射

亢進・びまん性狭細、高トリグリセリド血症と血柱反

射亢進。メタボリックシンドローム自体は網膜症（オッ

ズ比1.64, 95%信頼区間: 1.02-2.64）とびまん性静脈拡

張（+4.69μm 95%信頼区間: 1.20 - 8.19μm）に関連

していた。メタボリックシンドロームは網膜所見と関

連していることが明らかとなった。ただその際に、個々

のメタボリックシンドローム構成因子を複数有するこ

とによる相乗効果は認められなかった。

（4）Kawasaki R. et al. Prevalence and Risk Factors 

for Age-Related Macular Degeneration in an Adult 

Japanese Population: The Funagata Study. 

Ophthalmology. 2008 In press.

本論文では高齢者の失明原因として重要な加齢黄斑変

性の有病率とその危険因子について報告した。早期加

齢黄斑変性の有病率は男女とも3.5%で、晩期加齢黄斑

変性の有病率は男性で0.8%、女性で0.2%であった。

危険因子としては高齢（10歳あたりのオッズ比1.01, 

95%信頼区間1.00-1.17）と喫煙習慣（オッズ比5.0, 

95%信頼区間1.0-25.0）が有意に関連していた。本研

究での有病率をBlue Mountains Eye Study (BMES)

のもの年齢構成で標準化し直接比較したところ、早期

加齢黄斑変性は舟形町研究で4.1%、BMESで4.4%と

ほぼ同様であった。晩期加齢黄斑変性は女性では舟形

町研究で0.3%、BMESで1.7%と舟形町研究では低かっ

たが男性では舟形町研究で1.1%、BMESで1.2%とほ

ぼ同様であった。これは舟形町研究で男性の30％以上

が喫煙していることによると思われた。

（5）Kawasaki R. et al. Body mass index and vein 

occlusion. [letter] Ophthalmology. 2008 In press.

本論文では網膜静脈閉塞症の有病率とその危険因子に

ついて報告した。網膜中心静脈閉塞症の有病率は

0.06%、網膜中心静脈分子閉塞症は0.47%に認められ

た。危険因子としては網膜細動脈所見である網膜細動

脈口径不同（オッズ比 5.8, 95%信頼区間 1.3-25.7)、

網膜細動脈血中反射亢進（オッズ比 8.0, 95%信頼区

間 1.8-34.5)に加え低BMI（オッズ比 7.9, 95%信頼区

間 1.5-42)が有意に関連していた。

４　今後の展望

　現在、舟形町研究の2000年－2002年データをさら

に用いてその他の眼底疾患の有病率について（研究課

題：黄斑上膜の有病率と危険因子）、また遺伝子解析結

果と眼科所見（Angiotensin Converting Enzyme遺伝

子多型と網膜所見、β3-adrenergic receptor遺伝子多型

と網膜所見）との関連を中心に解析を進めている。

　また、2005年－2007年には5年後の舟形町研究の

追跡調査が行われた。今後は1）新たに導入した検診に

基づく眼科疾患の有病率（視力障害、屈折異常、角膜

所見、網膜疾患）、2）眼科疾患の5年発症率（網膜症、

加齢黄斑変性、黄斑上膜）およびその危険因子の解析、

3）全身疾患の5年発症率に関連する眼科所見（動脈

硬化所見と高血圧、肥満、糖尿病、脳卒中、虚血性心

疾患など）について明らかにすることを計画している。 
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2  研究概要

P28 消化器Common disease発症にかかわる遺伝素

因に関する研究―個の健康科学をめざして

 　Genetic Background of Common Diseases 

of the Digestive Organs: Toward Personalized 

Health Science

 河田　 純男　山形大学理事・副学長、消化器病

態制御内科学

P30 パーキンソン病、脳血管障害および糖尿病の分

子疫学研究

 　A molecular epidemiological study on 

Parkinson’ s disease, cerebrovascular diseases 

and diabetes mellitus.

 加藤 　丈夫　山形大学大学院生命環境医科学

専攻分子疫学部門生命情報内科学講座　教授

P32 糖尿病の分子疫学研究・教育

 　Population-based genetic analysis for 

determining type 2 diabetes susceptibility 

genes 

 大門　真　山形大学大学院生命環境医科学専攻

分子疫学部門生命情報内科学講座　准教授

P34 糖尿病の分子疫学研究・教育

 　Funagata Study

 富永　真琴　山形大学医学部器官統御学講座液

性病態診断医学分野　教授

P36 眼疾患の分子疫学的研究

 ―舟形町研究をもとに―

 　Population based genetic analysis of　

ocular diseagen the Funagata Study 

 山下　英俊　山形大学医学部情報構造統御学講

座視覚病態学分野　教授 

P38 慢性腎臓病の分子疫学研究

 　Molecular epidemiological research in 

chronic kidney disease

 今田　恒夫　山形大学医学部器官統御学講座循

環・呼吸・腎臓内科学分野　准教授

P40 脳卒中検診とデータベース作成

 　Cerebral stroke medical checkup and a 

database creation

 嘉山　孝正　山形大学大学院医学系研究科生命

環境医科学専攻臨床的機能再生部門神経機能再

生学講座　教授

P42 ウイルスおよび生活習慣に起因する肝炎に関す

る研究統合データベースの構築

 　Establishment of the integrated database 

system concerning the research of viral 

hepatitis and lifestyle-related steatohepatitis

 斎藤　貴史　山形大学医学部器官病態統御学講

座消化器病態制御内科学分野　准教授　

P44 歩行障害の病態に関する分子疫学的研究・教育

 　Molecular basis of gait disturbance: Genetic 

analysis of Charcot-Marie-Tooth disease in 

Japanese patients

 早坂　清　山形大学医学部発達生体防御学講座

小児医科学分野　教授

P46 虚血性心疾患、慢性閉塞性肺疾患の分子疫学

研究

 　Molecular epidemiology of coronary artery 

disease and chronic obstructive pulmonary 

disease

 久保田　功　 山形大学医学部器官病態統御学

講座循環・呼吸・腎臓内科学分野　教授
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P48 中高年女性の健康に関する分子疫学研究・教育

  Molecular Epidemiology for the 

Postmenopausal Women's Health

 倉智　博久　山形大学医学部発達生体防御学講

座女性医学分野　教授

P50 高畠町住民を対象とした生活習慣、食習慣、運

動習慣に関する疫学調査

 　An epidemiological survey of lifestyle, 

dietary habit and exercise habit in Takahata

 深尾　彰     山形大学大学院医学系研究科生命

環境医科学専攻社会環境予防医学部門公衆衛生

学講座　教授

P52 Cytochrome P450 2C19遺伝多型が健常人の人

格特徴に与える影響

 　Influence of cytochrome P450 2C19 

polymorphism on the personality traits

 大谷　浩一　山形大学医学部発達生体防御学講

座発達精神医学分野　教授

P54 生活習慣病としての循環器疾患の病態解明と治

療の基礎的研究・教育

 　Basic research on cellular mechanisms  and 

therapeutic basis of cardiovascular diseases

 石井　邦明　山形大学医学部器官機能統御学講

座循環薬理学分野　教授

P56 活性酸素のかかわる疾患に対する抗酸化・レ

ドックス系による防御機構

   Antioxidant/redox system as protective 

mechanism against diseases caused by 

reactive oxygen species

 藤井　順逸　山形大学大学院医学系研究科生命

環境医科学専攻分子疫学部門生体分子機能学講

座　教授 

P58 インターロイキン21による免疫制御機構の解

析

 　Analysis of Immunoregulation by 

Interleukin-21

 浅尾　裕信　山形大学医学部発達生体防御学講

座免疫学分野　教授　

P60 生体機能における脂質性二次メッセンジャー代

謝酵素の機能的役割の解析と地域特性を生かし

た分子疫学研究

 　FUNCTIONAL IMPLICATIONS OF THE 

DIACYLGLYCEROL KINASE FAMILY

 後藤　薫　山形大学医学部情報構造統御学講座

組織細胞生物学分野　教授

P62 疾患の分子細胞学的病態機序の解明

 　Critical role for mitochondrial oxidative 

phosphorylation in the activation of tumor 

suppressors Bax and Bak

 北中　千史　山形大学医学部器官機能統御学講

座腫瘍分子医科学分野　教授　

P64 「地域特性を生かした分子疫学研究」画像診断お

よび解析MRIを用いた脳病態の解明

 　Elucidation of mechanisms of cerebral 

diseases using MRI

 細矢　貴亮　山形大学医学部環境病態統御学講

座映像解析制御学分野　教授　

P66 遺伝子改変マウスを利用した病態モデルの確立

と生体内遺伝子発現解析

 　Establishment of disease models and 

analysis on in vivo gene expression using 

gene-manipulated mice

 中島　修　山形大学遺伝子実験施設　准教授
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2  研究概要

　21世紀COEプログラム「地域特性を生かした分子

疫学拠点」では、山形県において高畠コホート（生活

習慣病全般）、舟形コホート（糖尿病）および川西コホー

ト（肝疾患）を運営している。それぞれのコホートに

おいて消化器common disease発症にかかわる遺伝子

解析が進行中である。

　高畠コホートでは肝機能異常（ALT値上昇）が飲酒、

メタボリックシンドロームあるいはウイルス肝炎（B，

C型）いずれが最も係わっているかを検討したが、統

計学的には飲酒、ウイルス肝炎の寄与はなく、メタボ

リックシンドロームが関与していることが明らかに

なった。また、住民におけるアディポネクチンの男女

差、年齢分布を検討し、飲酒により男女ともにアディ

ポネクチンが軽度ではあるが減少することを確認した。

現在、アディポネクチンSNPとの関連を検討中である。

　膵がんと肥満および糖尿病との関連が注目されてい

るが、高畠コホートにおいて、希望者約500人に糖負

荷試験と腹部超音波検査を施行した。超音波検査にお

いて、約半数にいわゆるwhite pancreasを認め、脂肪

膵の存在が示唆された。とくに注目されるのは、white 

pancreas群で正常群に比較して、有意にBMIが大きく、

血清adiponectin値が低く、かつインスリン抵抗性の

指標である、HOMA-IR値が高く、white pancreas群

ではメタボリックシンドロームが多いことが明らかに

なった。

 

Genetic Background of Common Diseases of the 

Digestive Organs: Toward Personalized Health Science

　Common diseases of the digestive organs are now 

under genome-wide investigation on their 

pathogenesis and development. Our purpose is to 

establish personalized health science to control and 

prevent common diseases of the digestive organs 

including cancers and liver disease. We 

accumulated clinical data and SNP information to 

construct data-base for personalized medicine 

through population-based cohort studies in 

Yamagata Prefecture during these five years. Our 

final goal is to manage each person health based on 

his/her genetic background and further to research 

and develop drugs from our findings of genome-

wide SNP analysis in the cohorts by collaborations 

with investigators in other academic and industrial 

institutes.
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さらに、平成16年度から開始した高畠コホート（3308

人）において、胃がん、大腸がん、膵がんおよび肝細

胞がん発症を追跡中であり、解析に十分な症例が蓄積

された際に、それぞれのがんにおいてSNP解析データ

との照合を行い、発症にかかわる遺伝子の検索・同定

を行う。

　川西コホートでは、40歳以上の住民においてC型肝

炎ウイルス（HCV）抗体陽性が40％を超える地域が

あり、この地域で1040人の協力を得てSNP解析を

行っている。

　このうち、HCV抗体陽性でかつHCV RNA陽性であ

る持続感染群と抗体陽性であるがRNA陰性の既感染

群において、免疫関連遺伝子SNPを中心に比較検討し

た。このことにより、HCVに対する感染防御遺伝子候

補を検出できると考えている。現在までのところ、10

数個の候補遺伝子に絞り込み、機能解析を行っており、

感染防御機構の解明と創薬につながることを目指して

いる。 
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2  研究概要

　私達の研究チームでは、パーキンソン病、脳血管障

害および糖尿病の分子疫学研究を行なっている。パー

キンソン病は山形県の全域で、糖尿病は山形県舟形町

および高畠町住民を対象に、脳血管障害は舟形町、高

畠町および寒河江市の住民を対象に分子疫学研究を行

なってきた。これらの分子疫学研究の特徴は、①対象

住民の遺伝的多様性がきわめて小さいこと、②追跡調

査をほぼ完璧に実施可能なこと、③臨床データの精度

がきわめて高いこと、④コホート集団の規模が大きい

こと、⑤遺伝子解析の同意率が高いこと（80％以上）

等である。そして、この3疾患についていくつかの新

知見を見出し学術誌に報告した。このうちパーキンソ

ン病については、私達の研究成果を基盤にして「創薬

に向けて大手製薬企業と共同研究」を行っている。以

下にパーキンソン病の研究成果の現状を述べる（糖尿

病については32～33ページ、脳血管障害については

13～15ページを参照）。 

　Parkinson’ s disease (PD) is a common neurodegenerative 
disorder, characterized by selective degeneration of 
dopamine neurons in the substantia nigra. Although the 
pathogenesis of PD remains undetermined, 
phosphorylation of α-synuclein ( α S) and its oligomer 
formation seem to play a key role. However, the protein 
kinase(s) involved in the phosphorylation in the 
pathogenesis of PD has not been identified. Here we 
found that G protein-coupled receptor kinase 5 (GRK5) 
accumulated in Lewy bodies, and co-localized with α S 
in the pathological structures of the brains of PD. In co-
transfected cells, GRK5 phosphorylated Ser-129 of α S at 
the plasma membrane and induced translocation of 
phosphorylated α S to the perikaryal area. GRK5-
catalyzed phosphorylation also promoted the formation 
of soluble oligomers and aggregates of α S. Subsequent 
genetic association study revealed haplotypic association 
of the GRK5 gene with susceptibility of sPD. The alleles 
at two intronic SNPs on the at-risk haplotype increased 
transcriptional activity in vitro, suggesting an increase of 
GRK5 expression in PD. The results strongly suggest that 
phosphorylation of α S by GRK5 plays a crucial role in 
the pathogenesis of PD. The present study may provide 
an insight for novel therapeutic strategies for PD.
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煙パーキンソン病

　パーキンソン病(PD)の有病率は人口10万人当たり100～120人であり、神経変性疾患の中ではアルツハイ
マー病に次いで多い疾患である。今後、人口の高齢化に伴い、PDの有病率はさらに上昇するものと思われる。
PDの治療として、現在、薬物療法や定位脳手術等が行われているが、これらの治療法は全て対症療法である。
したがって、病気の進行を抑制することはできず、多くの患者は発症後10～15年で臥床状態に陥り、肺炎な
どの感染症を併発し死亡する。したがって、PDの根本的治療法の確立、つまり、黒質のドパミン神経細胞死の
分子病態を解明し、細胞死を抑制できる治療法の開発が切望されている。

PDは、病理学的には中脳黒質の「ドパミン神経細胞の脱落」と「Lewy小体の出現」を特徴としている。Lewy
小体は、PDの病変部位に出現する病的な細胞質内封入体である。このLewy小体の主成分は「リン酸化された
α-synuclein」であることが報告されている。In vitroでα-synuclein をリン酸化する酵素として、casein 
kinase１(CK1)、CK2、G protein-coupled receptor kinase 2 (GRK2)、GRK5が知られている。そこで私達は、
これらのキナーゼに対する抗体を用いてLewy小体を免疫染色したところ、抗GRK5抗体によりLewy小体は
強く免疫染色され、α-synucleinと共存した（図１）。 

図１．孤発性パーキンソン病患者の黒質ドパミン神経細胞に認められたLewy小体
Lewy小体の主成分はα-synuclein（赤）であり、そこにGRK5（緑）も共存していた（黄）。Bar=20μm
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この結果を分子疫学的に検討するため、私達は山形県内に在住の「PD患者286例」と「健常高齢者496例」を
対象に遺伝統計学的解析を行った。その結果、GRK5遺伝子のintron 1～2に存在する3つのSNPs m22-m23-
m24が構成するhaplotypeがG-A-C (m22-m23-m24)の時、PD発症のリスクは有意に高くなった（オッズ比 
1.91; p=0.0002）。さらに機能解析を行い、以下の結果を得た。
1）リスクhaplotype上に機能 SNP m24を発見し、m24 (C/T) のアレルがＣの時、CREB-1と強く結合し、
レポーター遺伝子（luciferase遺伝子）の転写を亢進した。
2）GRK5とα-synucleinを共発現した培養細胞およびヒト脳組織で、GRK5はα-synucleinと緩く結合して
いた。

3）GRK5はα-synuclein のSer-129をリン酸化した。
4）GRK5はα-synuclein の重合体形成やaggregationを促進した。
5）GRK5 cDNAとα-synuclein cDNAを導入した線虫（C. elegans）では、α-synucleinがリン酸化され、
神経細胞の機能が障害された。

以上の結果より、私達は孤発性PDの新しい病態メカニズムを提唱した。つまり、「GRK5遺伝子にat-risk 
haplotypeが存在するとGRK5の発現が亢進し、その結果、α‐synucleinのリン酸化が亢進し、α-synuclein 
の重合体形成やaggregationが促進され、やがては細胞死に至り孤発性PDが発症する」との仮説である。した
がって、GRK5によるα-synucleinのリン酸化を阻止できる安全な低分子物質を開発できれば、この病的代謝過
程の初期段階をブロックでき、ドパミン神経細胞死、つまり、病気の進行を抑制できる新たな治療薬の開発が可

能と考えられる（図２）。

図２．パーキンソン病の治療ターゲット
GRK5によるα-synucleinのリン酸化を阻害できる安全な低分子物質は、黒質ドパミン
神経細胞死を抑制し、パーキンソン病の進行を抑制できる可能性がある。



2  研究概要

　２型糖尿病の病因にはカロリー及び脂質の摂取過多、

肥満及び運動不足等の環境因子（生活習慣因子）の他

に遺伝因子も関与している。遺伝形式の研究から病因

遺伝因子は多岐にわたる（多因子遺伝）ことが分かっ

ている。私達は、この多岐にわたる遺伝因子の幾つか

を見つけることを目的として、2004年より、山形県高

畠町の住民検診に共同参画している。2005年度終了時

で、DNA解析同意者が2,930名おり、これらを対象に

関連解析を行っている。

　これまでに、ABCA1、Nephrin、及び、PIK3C2G

遺伝子と糖尿病との関連を、世界で始めて報告した。

また、TNF- α遺伝子と糖尿病との関連については、

種々の報告があり、結論が出されていないのが現状で

あるが、本遺伝子のこれまでに注目されてこなかった

多型が、実は機能性多型で、糖尿病と関連している事

を新たに認めた（図１、投稿中）。現在、他の数種類の

遺伝子で、関連解析、及び、その機能の解析を進めて

いる。なお、本研究にて、大学院生２人を指導。１人

は医科学修士取得後、研究分野に就職。他の１人は医

学博士過程大学院生で研究中。 

  Type 2 diabetes (DM) is a heterogeneous disorder 

of glucose metabolism characterized by both insulin 

resistance and pancreatic β -cell dysfunction. The 

familial clustering of DM and the close 

correspondence between genetic-admixture rates 

and disease prevalence in hybrid populations 

suggest a major role for genetic susceptibility in the 

pathogenesis of DM. Genome-wide studies by the 

use of microsatellite markers and sib-pair analyses 

identified DM-susceptible loci in various genomic 

regions from different populations. However, the 

susceptibilities of the loci seemed to be specific in 

the study population, and thus far, the calpain-10 

gene from the NIDDM1 locus is the only one that 

has been identified from these approaches. 

Therefore, we now take candidate-gene approaches 

using genes in DM-related pathways to identify 

polymorphisms that render increased risk of the 

disease. 

  Using a population-based sample of Takahata 

study of the COE projects of Yamagata University, 

so far, we have reported three novel genes (ABCA1, 

Nephrin, PIK3C2G) as genes susceptible for DM. 

Furthermore, we have found a novel functional 

polymorphism of the Tumor Necrosis Factor- α 

gene that is associated with diabetes. We now in the 

middle of promoting this project with several more 

candidate genes for extended analyses. We are also 

following the health condition of the participants to 

expand our project for cohort analysis. These 

findings appeared to lead to the clarification of the 

pathophysiology of DM. 
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図1：TNF- α IVS1 G123A多型の機能解析。
Ａ：ゲルシフトアッセイ. A アレルに特異的に結合する核内蛋白が存在する（レーン5,6）。
Ｂ：Ａ アレルへの特異的結合は転写因子YY-1の特異的塩基配列（プローブ、cYY-1）にて阻害されるが（レーン3）、変

異プローブでは阻害されない（レーン４）。また、YY-1抗体にてシフト バンドのスパーシフトが認められた。
Ｃ：プロモーター レポーター アッセイ. 1X（１個）、３X（３個順番に並べた）はレポーターベクターに挿入したプロモー
ター断片の数。A アレルの方がGアレルより転写活性にあたえる影響が大きかった。
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2  研究概要

(l）Funagata Study l

　ライフスタイルの変化に伴い糖尿病が増加している

が、Population－basedで糖尿病の有病率を正確に調

査した報告はあまりない。山形県舟形町では1990－

92年に、40歳以上の全住民を対象に75g OGTTを一

次検査とする糖尿病の有病率調査を行った。

  その結果、糖尿病は約10％で耐糖能障害（IGT）は

約15％であった。これをもとに推定した日本全国の糖

尿病患者数は約600万人と見積もられた。当時の患者

調査とあまりにかけ離れ、信憑性が疑われたこともあ

るが、その後に行われた厚生省の糖尿病実態調査で「糖

尿病が強く疑われる人」が690万人と推定され、

Funagata Studyの先見性が評価された。

(2）Funagata Study 2

　1990－92年の検診の受診者を対象にコホート集団

に設定し、正常耐糖能、耐糖能障害、糖尿病の3群に

分け、死亡診断書を閲覧し、耐糖能障害のレベルから、

心血管疾患（心疾患、脳卒中）が多いことを明らかに

した。

（3）Funagata Study 3

　1995－1997年の検診受診者のアデイポネクチンを

測定し、2000－2002年の検診で、アデイポネクチン

が低いことが糖尿病発症の危険因子であることを明ら

かにした。 

Funagata Study 1

　The study to determine the prevalence of diabetes 

mellitus was carried out as objects of all the 

residence aged 40 and more,  in Funagata, Japan,  

in 1990-1992. The results showed that the 

prevalence of  diabetes mellitus was about 10%,  

and that it of  impaired glucose  tolerance (IGT) was 

about  15%,  from this data,  the number of diabetes 

mellitus was estimated to be 6.0 million in whole 

Japan. This study pushed forward the National 

Survey of diabetes mellitus in Japan.

Funagata Study 2

　A cohort study,  consisted of the participants of 

the prevalence study in 1990-1992,  in Funagata, 

showed that the IGT has a risk for cardiovascular 

diseases, but not impaired fasting glucose (IFG).

Funagata Study 3

　The follow-up study of the participants of  1995-

1997 survey in Funagata demonstrated thst a risk 

factor to develop diabetes mellitus was low levels of 

adiponectin. 
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○舟形町眼科検診とは

　山形大学情報構造統御学視覚病態学分野では、2000年よ
り山形県舟形町と共同で35歳以上の全住民を対象とした
眼科検診を開始した。2005年からの検診では検診項目を大
幅に増やし、受診者全員に視力検査（裸眼および矯正視力）、

眼圧検査、他覚的屈折測定、角膜曲率半径測定、両眼の眼

底写真撮影を開始、2007年より角膜内皮測定検査を検診の
項目に加えた。本検診は3年間で舟形町全ての地区（舟形、
堀内、長沢）に対して検診を行っており、2000～2002年
1786名、2005～2007年1448名の受診を得られている。

○シドニー大学、メルボルン大学との共同研究

　山形大学情報構造統御学視覚病態学分野では、2000年の
舟形町眼科検診開始時より、シドニー大学Centre for 
Vision Researchと国際共同研究を行なっている。シドニー
大学は、眼科領域において世界的に有名な疫学研究である

Blue Mountains Eye Studyの主要な施設である。本検診で
撮影された眼底写真はBlue Mountains Eye Studyと同様
に、専門の判定員により国際的に標準化された方法によっ

て判定を受けている。現在はさらにメルボルン大学Centre 
for Eye Research Australiaとも眼科疫学研究の解析手法
の標準化などを中心に共同研究を行っている。

○研究概要

　本検診の受診者を対象に行った主な研究の概要を以下に

記載した。

１）糖尿病患者および非糖尿病患者における網膜症の有病率

　糖尿病患者に網膜症が見られることは広く知られている

が、眼底写真を用いた詳細な眼底検査を行うと非糖尿病患

者においても網膜症病変が認められることが報告されてい

る。そこで舟形町研究の対象者で糖尿病患者（n=165）、
糖代謝正常者（n=1012）、impaired fasting glucose (IFG)
（n=204）、impaired glucose tolerance(IGT)（n=267）それ
ぞれの網膜症の有病率を求めた。糖尿病患者においては

23.0％に網膜症がみられた。糖代謝正常者、IFG、IGTにお
いてもそれぞれ7.7%、10.3% and 14.6%に網膜症が認められ
た。年齢、性別、高血圧、喫煙習慣、body mass indexで調
整したうえで、IGTでは糖代謝正常者に比べて有意に網膜症
が多くみられた（オッズ比1.63, 95%信頼区間 1.07-2.49）。
　一方でIFGでは糖代謝正常者に比べて有意に網膜症が多
く見られることはなかった(オッズ比1.23, 95%信頼区間 
0.42-3.58)。これらの結果は細小血管障害である網膜症が
現在の糖尿病判定の基準値以下においても認められること、

また、負荷後2時間血糖値が空腹時血糖値よりも有意に網
膜症に関連していることを示していると考えられる。

1) Prevalence of retinopathy among diabetes and non-
diabetes.
　Recent studies have shown that retinopathy lesions 
are widely found in non-diabetic population based on 
standardized fundus photograph grading. We have 
examined prevalence of retinopathy by glucose 
metabolism status. The prevalence of retinopathy 
among persons with diabetes was 23.0%. The 
prevalence of retinopathy for normal glucose, impaired 
fasting glucose (IFG) and impaired glucose tolerance 
(IGT) was 7.7%, 10.3% and 14.6%, respectively. After 
adjusting for age, gender, hypertension, smoking status 
and body mass index, IGT was significantly associated 
with retinopathy (odds ratio (OR) 1.63, 95% confidence 
interval: 1.07-2.49), but IFG was not significantly 
associated (OR 1.23, 95%CI: 0.42-3.58). Our result 
supports a continuous effect of 2-hour post-load glucose 
among non-diabetic individuals, showing that 
microvascular damage may occur at levels below the 
current diabetes diagnostic criterion, and provide further 
support that 2-hour post-load glucose is a more useful 
predictor of diabetic microvascular complications than 
fasting glucose. 

2) The Metabolic Syndrome And Retinal Microvascular 
Signs
　The metabolic syndrome is associated with a high risk 
of cardiovascular disease. There is increasing evidence 
that metabolic abnormalities may also impact on the 
microvasculature such as retinal vasculature. We have 
reported that individual components of the metabolic 
syndrome are associated with retinal microvascular 
changes (Kawasaki et al. Ophthalmology 2006). In the 
current study, we examined the associations of the 
metabolic syndrome with retinal microvascular signs in 
the Funagata Study. The metabolic syndrome was 
diagnosed using definitions of the International Diabetes 
Federation. Various components of the metabolic 
syndrome were associated with retinal microvascular 
signs: larger waist circumference was associated with 
wider venular diameter and retinopathy lesions; higher 
blood pressure level was associated with focal arteriolar 
narrowing, arteriovenous nicking, enhanced arteriolar 
wall reflex and narrower arteriolar diameter; and higher 
triglyceride level was associated with enhanced 
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２）メタボリックシンドロームと網膜所見の関連

　メタボリックシンドロームは主に大血管の障害との関連

を元に定義されているが、最近の研究から細小血管障害と

の関連も明らかにされている。我々は過去にメタボリック

シンドロームの構成要素である高血圧や肥満などが網膜細

動脈硬化所見および網膜症と関連していることを報告した

（Kawasaki et al. Ophthalmology 2006）。そこで今回はメ
タボリックシンドロームを有することが網膜所見と関連す

るか、さらにその際に個々の構成要素間で相乗効果が見ら

れるか舟形町研究の対象者（n=1638）で検討した。メタボ
リックシンドロームはInternational Diabetes Federation
の定義で診断した。網膜症およびその他の網膜細動脈硬化

所見は眼底写真を元に判定した。メタボリックシンドロー

ムの個々の構成要素と網膜所見には、肥満とびまん性静脈

拡張および網膜症、高血圧と網膜細動脈の局所狭細化・動

静脈交叉現象・血柱反射亢進・びまん性狭細、高トリグリ

セリド血症と血柱反射亢進などの関連があった。メタボ

リックシンドローム自体は網膜症（オッズ比1.64, 95%信
頼区間: 1.02-2.64）とびまん性静脈拡張（+4.69μm, 95%信
頼区間: 1.20 - 8.19μm）に関連していた。これらの結果か
ら、メタボリックシンドロームは網膜所見と関連している

ものの、個々のメタボリックシンドローム構成要素による

相乗効果は認められなかった。

３）アンギオテンシン変換酵素遺伝子多型と早期加齢黄斑

症の関連

　加齢黄斑変性症は高齢者の視力障害の主な原因の一つで

あり、いまなお治療困難な疾患である。これまでに様々な

遺伝子が加齢黄斑変性と関連すると報告されているが、そ

のなかでアンギオテンシンI変換酵素遺伝子多型（ACE遺
伝子多型）のD alleleと萎縮型加齢黄斑変性との関連が報
告されている。一方、ACE遺伝子多型と早期加齢黄斑症の
関連についての報告はない。そこで、ACE遺伝子多型と早
期加齢黄斑症の関連について舟形町研究において検討を

行った。眼科検診とACE遺伝子多型解析に参加した697
名(ACE遺伝子多型D/D genotype : n=70、I/D genotype : 
n=322、I/I genotype : n=305)を対象に横断研究を行った。
早期加齢黄斑症の判定はCenter for Vision Research 
(University of Sydney)で Wisconsin Age-related 
Maculopathy Grading System変法で判定した。ACE遺伝
子多型D/D genotype、I/D genotypeおよびI/I genotypeそ
れぞれにおいて2.9%、1.9%および4.6%で早期加齢黄斑症
を認めたが、有意な関連は認めなかった（D alleleオッズ
比： 0.57、95％信頼区間 0.28、1.18）。これは年齢で調整
後（D alleleオッズ比： 0.55）、およびさらに年齢、性別、
喫煙習慣、高血圧、耐糖能異常および糖尿病、BMIでの調
整後も有意ではなかった（D alleleオッズ比：0.55、95％
信頼区間：0.27, 1.16）。山形県舟形町研究では早期加齢黄

斑症とACE遺伝子多型D alleleとの間には関連は認めら
れなかった。

○これからの展望

　2000～2002年と比較し、2005～2007年における検診
では、より充実した臨床データが得られた。今後もさらに

追跡調査を続けていき、より精度の高い解析を行っていく

予定である。

arteriolar wall reflex. Overall, persons with the 
metabolic syndrome were more likely to have 
retinopathy (OR 1.64, 95% CI: 1.02-2.64) and wider 
venular diameter 4.69μ m (95% CI: 1.20 to 8.19μ m) 
than persons without the metabolic syndrome. These 
data suggest that metabolic abnormalities are associated 
with microvascular changes; there was no synergistic 
effect beyond its individual components.

3) Early age-related maculopathy and Angiotensin I 
Converting Enzyme gene polymorphisms
　Age-related macular degeneration (AMD) is a major 
cause of blindness in elderly people. AMD is still a 
challenge, as there has been scarce evidence for its 
prevention. Angiotensin I Converting Enzyme（ACE）
gene Insertion(I) / Deletion(D) polymorphisms has been 
shown to be associated with dry/atrophic AMD; there 
have been no data showing association between those 
gene polymorphism and early age-related maculopathy 
(early ARM). Therefore, we examined the association 
between ACE gene I/D polymorphisms and early ARM 
using adult Japanese subjects in the Funagata Study. Of 
these study subjects, 697 participated both fundus 
examination and gene analysis to determine the ACE 
genotypes　(D/D genotype : n=70、I/D genotype : n=322、
I/I genotype : n=305 ).　Grading of early ARM lesions 
was performed at the Centre for Vision Research 
(University of Sydney) using a modification of the 
Wisconsin ARM Grading System. The prevalence of 
early ARM were 2.9% for D/D genotype, 1.9% for I/D 
genotype, 4.6% for I/I genotype; there was no significant 
association between D allele and early ARM (OR: 0.57, 
95% CI 0.28-1.18). The result did not change after adjusting 
age (OR 0.55), or further adjustment with gender, 
hypertension, glucose tolerance and diabetes, smoking 
and body mass index (OR 0.55, CI 0.27-1.16) In Japanese 
population, we could not observe the association 
between ACE polymorphism (D allele) and early ARM.
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【 】生活習慣病の や高齢化により、慢性腎臓病

（CKD）は増加の一 を り、その早期発見治療の重

要性が 目されている。CKDの最も初期段階であるア

ルブミン尿は に測定できることから、欧米では効

率的なCKDスクリーニング法として用いられるが、日

本では 及しておらず、その詳細は不明である。日本

人を含むアジア人と欧米人は生活習慣や遺伝的素因な

ど うことから、アルブミン尿の頻度や危険因子は日

本人と欧米人では異なる可能性がある。日本人におけ

るCKDの発症進行を予防するためには、日本人の生活

習慣や遺伝的素因を考 に入れた、アルブミン尿の効

果的な検出法、介入法について明らかにする必要がある。

【方法】対象は山形県高畠町40歳以上の一般住民の中

で、本研究について説明し同意を得た3115人。問診、一

般採血、尿検査、DNA抽出用採血を行った。国際腎

臓学会のアルブミン尿性別基準（KDIGO）に従い、ス

ポット尿のアルブミン・クレアチニン比（UACR）

20mg/g以上（男性）、30mg/g以上（女性）をアルブ

ミン尿陽性とした。

【結果】アルブミン尿の頻度：アルブミン尿は全対象者

の22.3％で認め、男女とも加齢とともにその頻度が増

加した。60歳以上、高血圧、糖尿病、肥満（BMI≧25）の

中でアルブミン尿陽性の割合は、それぞれ27.2％、

29.6％、38.8％、27.2％と高値であった。アルブミン尿

の危険因子：多変量解析では、年齢、高血圧、糖尿病、塩

分摂取量増加、高尿酸血症（女性のみ）、メタボリック症

候群、抗核抗体がアルブミン尿発現と有意に相関した。

また炎症性ケモカインCC chemokine ligand 5の遺伝

多型とUACR値は関連した。アルブミン尿の検出：高

血圧や糖尿病など高リスク群における尿試験紙法での

尿蛋白（±）の約70-80％がアルブミン尿の範囲であっ

た。このことから、より安価な尿試験紙を低コストの１

次スクリーニング法として使用できる可能性がある。

【まとめ】以上の結果より、CKDの初期段階であるア

ルブミン尿は一般住民に高頻度に存在し、その発現に

は様々な環境要因が関与している。今後は本集団の追

跡調査による予後解析や遺伝素因の検討を行い、一般

住民からCKD高リスク群を効率的に検出し治療する

方法の確立を目標としている。

Number of chronic kidney disease (CKD) is growing 

worldwide. Albuminuria, an earliest stage of CKD, 

is known to be an increased risk of progressive renal 

deterioration and a target for CKD screening. 

However, the prevalence of albuminuria in Japanese 

general population is less certain. Thus we 

examined the prevalence of albuminuria and its 

associated risk factors in Japan. Subjects of this 

cross-sectional study were asymptomatic 

individuals over 40-year-old in Takahata, Japan. 

Urine albumin-creatinine ratio (UACR) was 

calculated from a single spot urine specimen 

collected in the morning. A total of 3115 subjects 

(mean age, 63) were entered into the final analysis. 

Among them, the prevalence of albuminuria was 

22.3%. Age, hypertension, diabetes and metabolic 

syndrome were independently associated with 

albuminuria in men. In addition to the classical risk 

factors detected in men, estimated 24-hour urinary 

sodium excretion, uric acid and antinuclear 

antibody were also independently associated with 

albuminuria in women. Genotype analysis showed 

that haplotype of CC chemokine ligand 5 was 

associated with UACR levels. We also found that 

trace proteinuria could be a useful indicator of 

microalbuminuria in general population, especially 

high-risk subjects for renal and cardiovascular 

diseases. In conclusion, albuminuria is prevalent 

across all age groups and is associated with life-

style related risk factors in Japanese general 

population. To establish the effective measure for 

the detection of CKD at earliest stage using our 

follow-up and genetic data is our future plan. 
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2  研究概要

脳卒中は要介護者の最大の原因疾患で、高齢化が進む

に従って今後ますます増加するものと見込まれており、

早急に治療および予防法の開拓が求められている。

　山形県では山形県対脳卒中治療研究会（会長：嘉山

孝正）が全県的に年間約3,000例以上に上る急性期脳

卒中症例の登録を行ってきた。本事業の特徴として

（1）急性期脳卒中の入院する主幹病院の全て（22施設）

が参加し山形県全域を網羅しており登録率が高い、

（2）全例で頭部CT／MRIを施行し、脳卒中専門医が

診断しているため病型診断が正確である、ことが挙げ

られる。本研究は、一地域における脳卒中登録として

は最大規模で上述の如く質の高いデータであり、山形

県における脳卒中の実態を正確に反映している。その

登録結果の解析から、我々は山形県では従来最も多い

とされているラクナ梗塞ではなくアテローム血栓性脳

梗塞が全脳梗塞の42.1％を占める最大の病型であり

こと，高血圧の保有率が高いこと，等を明らかにして

きた。

　一方　我々はこれまでに山形県下の高畠町，寒河江

市において住民脳卒中検診を行って、高精度な脳卒中

の予防疫学的データ（75gOGTT、頚動脈エコー、脳

MRI、眼底検査，ect）の収集を行い、脳卒中のリスク

ファクターの遺伝子多型を解析してきた。しかしなが

ら、脳卒中におけるリスクファクターの疾患関連遺伝

子多型がどの程度発症に関与しているかに関しては未

だ解明されていない。本COEにおいては山形県におけ

る二大脳卒中研究事業てある山形県対脳卒中治療研究

会のデータと住民月脳卒中検診の予防疫学的デ一夕を

統合したデータベースの作成を行う。同時に分子疫学

的研究と合わせて脳卒中発症に関与する遺伝子多型の

発見及び疾患感受性遺伝子を同定し、より有効な脳卒

中予防法の確立することで脳卒中撲滅を目指す。

　In Yamagata Prefecture the acute cerebral stroke 

cases which go up about 3000 cases every year 

have been registered by the Yamagata society on 

treatment for cerebral stroke (YSTCS, president 

Takamasa Kayama). The feature of YSTCS is as 

follows: (1)participation of all center hospitals (22 

hospitals),  (2) examination of brain CT/MRI for all 

patients with diagnosis by cerebral stroke specialist. 

As cerebral stroke registration in one prefecture,  

this research is high quality and exhaustive. 

Therefore, it  is reflecting the actual condition of 

cerebral stroke in Yamagata Prefecture correctly.

　On the other hand, we have performed cerebral 

stroke medical checkup for the residents in 

Takahata and Sagae in Yamagata. We have 

collected the epidemiological data for prevention of 

cerebral stroke such as 75gOGTT, ultrasonography 

for carotid artery, brain MRI, ophtalmoscopic 

examination. Furthermore, we have analyzed SNPs 

for the risk factors of cerebral stroke. However, the 

correlation between these SNPs and onset of 

cerebral stroke has not revealed yet. Therefore we 

will integrate these two projects and create the new 

database in this COE. We hope to identify SNPs and 

disease susceptibility genes which correlate the 

onset of cerebral stroke, and to establish more 

effective way for prevention of cerebral stroke 

Finally, we aim for extermination of  cerebral stroke 

by these studies. 
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2  研究概要

　Ｃ型肝炎ウイルス(HCV)の感染者は、世界で約1億7千

万人とも推定され、地球規模でその対策が急務とされる感

染症である。感染症において、宿主側の感染防御に係わる

遺伝要因の解析は、病態解明とともに、新たな予後予測因

子や治療薬の開発に繋がることから重要である。HCV感染

宿主において、HCV感染防御に係わる遺伝要因については

未解明であった。私達は、1991年度より継続しているＣ型

肝炎の地域住民コホート研究（川西研究）を発展させ、住

民の協力を得て、臨床疫学データと遺伝子サンプルを採集

した。HCV抗体陽性の住民から採取された匿名化サンプル

を用いて、HCV持続感染者と既往感染者の二群間で、多数

の遺伝子一塩基多型（SNP）の解析を行い、HCV感染防御

に係わる候補遺伝子とそのSNPとして10遺伝子12SNPを

見出した。本研究により見出された遺伝子群およびその遺

伝子多型は、HCVのトランスレーショナルリサーチを行う

上で重要な基礎データとなっており、内外より多くの反響

を得ている。さらに、これら候補遺伝子群の二次解析によ

り、感染成立時の細胞表面におけるウイルス接着に影響す

るNDST遺伝子、感染後のウイルス増殖の場となる脂質ラ

フト形成に関与する脂質合成系酵素遺伝子、感染時の自然

免疫に影響を与えるTGF－β1遺伝子について、HCV感

染における詳細な遺伝子多型の特徴と機能的な重要性を示

した。私達はまた、HCV感染におけるウイルス側の解析と

して、好発がん性のウイルス株の同定を試み、HCV(1b型

)をHCV NS3領域のアミノ末端120残基の蛋白質二次構

造により分類することで、好発がん性のHCV株を同定した。

　最近の肥満人口の増加に伴い、複数の生活習慣病の発病

リスクを有するメタボリックシンドロームが一般成人の間

に増加し、大きな社会問題となっている。脂肪性肝炎は、

生活習慣に起因する重要な肝炎として位置付けられる。脂

肪性肝障害は、アルコール多飲や肥満により生ずるが、メ

タボリックシンドロームによる脂肪性肝炎は非アルコール

性脂肪性肝炎(NASH)として、肝硬変や肝がんなどの重い

肝臓病へ進行するため、特に重要な疾患と言える。わが国

の肝炎ウイルス感染のない一般成人において、肝機能検査

値異常とメタボリックシンドロームの関連性の有無を疫学

的に明らかにすることは重要である。

We have investigated genetic variations associated with 

susceptibility to HCV infection and identified 12 single 

nucleotide polymorphisms (SNPs) in 10 genes as 

candidate genetic polymorphisms that might influence 

the viral clearance. Further analyses on identifying 

bonafide genes associated with susceptibility to HCV 

revealed several important genetic variations in three 

genes that encode NDST, an enzyme related to lipid raft 

formation, and TGF-beta1. We have also identified the 

HCV genotype 1b strain that are highly associated with 

the risk of developing liver cancer on the basis of the 

secondary structure of an amino-terminal portion of the 

HCV NS3 protein.

　There has been a rapid worldwide increase in obesity, 

with the associated risk of development of metabolic 

syndrome. Up to now, there has been no comprehensive 

study of liver disease in association with lifestyle, 

including metabolic factors or alcohol consumption, in a 

large population sample. We have found in the Takahata 

population study that an elevated serum alanine 

aminotransferase (ALT) is strongly associated with 

metabolic syndrome-related features such as obesity and 

insulin resistance, and that alcohol intake is negatively 

correlated with serum adiponectin levels. We believe 

that these data update our understanding of the current 

status of lifestyle-related liver diseases in the Japanese 

population. Genetic variations associated with the 

occurrence and clinical phenotype of such lifestyle-

related liver diseases are now under investigation. 
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　しかし、今まで、一般成人における肝機能異常のリスク

因子を解明する目的で、多くの代謝因子や飲酒、あるいは

メタボリックシンドロームと深く係わるアディポサイトカ

イン、等の肝機能異常への関与について、わが国の一般成

人を対象とした大規模研究は見当たらなかった。私達は、

40歳以上の約三千名の一般住民の協力を得て（高畠研究）、

生活習慣に起因する肝臓病に関する臨床疫学データベース

を構築し、遺伝子サンプルの収集を行った。わが国の成人

においては、血清トランスアミナーゼの上昇に関連する独

立したリスク因子は、飲酒ではなく、肥満やインスリン抵

抗性といったメタボリックシンドロームに関連する因子で

あることが判明した（図）。また、飲酒がアディポネクチン

値に負の影響を及ぼすことを初めて明らかにした。今後、

肝機能異常者の更なる追跡調査を行い、脂肪性肝障害の病

態と遺伝要因の関係の一端を解明したいと考えている。 
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2  研究概要

［目的］高齢者では歩行困難や障害が認められても、加齢
による神経・筋の衰えの当然の結果として理解されるこ
とが多く、詳細な病態は不明である。しかし、高齢者に
おいても、健康な人では自立した日常生活が保たれ、活
動性は維持される。多くの疾病は遺伝的素因に環境因子
が作用し発症するが、加齢は、ある意味で環境因子とし
て作用すると考えられる。潜在する遺伝的負荷が加齢に
より顕在化し、発症に至る疾病も多く存在すると考えら
れる。
　Charcot-Marie-Tooth (CMT)病は有病者が2500人に1
人と、最も頻度の高い遺伝性ニューロパチーである。私
達はCMT病の病態を解明するために、多数の症例を解析
してきた。しかし、欧米人と異なり、病因遺伝子が不明
な症例が約半数を占めている。日本人のCMT病の遺伝的
背景を明らかにするために、既知および候補遺伝子の変
異についてSSCP法、DGGD法、最近ではDHPLC法を
用いたスクリーニングを確立し、検索を継続してきたの
で結果を報告する。
［方法］対象は、1996年から2007年までに、国内医療機
関から遺伝子検索依頼があった症例のうち、臨床的に髄
鞘型CMT病と考えられ、17q11.2領域の重複を認めな
かった161例と軸索型CMT病（distal HMNおよび分類
不能例を含む）と考えられる91例である。髄鞘型CMT
病では、PMP22, MPZ, GJB1, LITAF, EGR2, GDAP1, 
MTMR2, PRXの変異についてスクリーニングを行った。
また、軸索型CMT病ではPMP22, MPZ, GJB1, MFN2, 
HSP27, HSP22, NEFLの変異についてスクリーニング
を行った。
［結果］髄鞘型CMT病においては、MPZ変異を19 例に、
GJB1変異を20例、 PMP22変異を8例に、EGR2変異
を１例に、PRX変異を4例に認めた。軸索型CMT病に
ついては、MPZ変異を3例に、GJB1変異を2例に、MFN2
変異を10例に認めた。また、HSP27の変異を2例の
distal HMNに認めた。髄鞘型CMT病109名、軸索型CMT
病74名には、遺伝子変異が検出出来なかった。
［考察］当科でこれまで検索した髄鞘型CMT病の結果は、
日本人では17q11.2領域の重複例が少なく、42%で病因
が不明である。一方、軸索型CMT病では、MFN2が約
10％をしめ、多くは病因が不明である。軸索型における
最も頻度の高いMFN2において、これまで検出された変
異は全て特定のエクソンに位置している。これらの領域
は重要な部位をコードする領域であり、今後スクリーニ
ングに際して、これらのエクソンに限定することが可能
かもしれない。
［結論］日本人におけるCMT病では、病因遺伝子が特定
されない症例が多く、スクリーニング法の改善を図ると
ともに、量的変化を含めた既知および候補遺伝子の検索
が必要である。 

[Backgrounds]  Charcot-Marie-Tooth disease (CMT) is 
one of the most common hereditary neuropathy, of 
which prevalence is estimated at 1/2500.  There are at 
least 25 disease-causing genes.  To identify the 
pathogenesis of Japanese CMT patients, we have 
screened a variety of gene mutations in Japanese CMT 
patients using SSCP, DGGE or DHPLC.  We present the 
results of our study.
[Subjects and Methods]  We have screened 252 
Japanese CMT patients since 1996 through 2007.  
Based on clinical characteristics and 
electrophysiological examinations, the patients 
carrying no 17p11.2 duplication were divided into 2 
subgroups: demyelinating CMT (n=161) and axonal 
CMT (n=91, including distal HMN and unclassified 
cases).  The patients with demyelinating CMT were 
evaluated for PMP22, MPZ, GJB1 and LITAF, and the 
ones with axonal CMT were studied about MPZ, GJB1, 
MFN2, HSP27, HSP22 and NEFL by SSCP, DGGE or 
DHPLC.
[Results]  We found MPZ mutations in 19 cases, GJB1 
mutation in 20 cases, and PMP22 mutations in 8 cases 
and EGR2 mutation in one case, PRX mutations in 4 
cases with demyelinating CMT.  Several polymorphic 
changes were also detected in LITAF.  In axonal CMT, 
we detected MPZ mutations in 3 cases, GJB1 mutation 
in 2 cases, and MFN2 mutations in 10 cases.  We found 
HSP27 mutations in 2 distal HMN patients, who were 
classified into axonal CMT.  We also found several 
polymorphic changes in HSP22 and NEFL. 
[Discussion]  Based on our findings, 17p11.2 
duplication was less frequently detected in Japanese 
demyelinating CMT patients compared to that in 
Caucasian.  We could not identify disease-causing 
mutations in 42% of Japanese demyelinating CMT.  As 
for the patients with axonal CMT, we identified MFN2 
mutations in about 10% of Japanese patients.  Nearly 
all MFN2 mutations detected in the patients were 
located within the specific exons encoding a functional 
domain, suggesting that we should target on those 
sequences in the screening of this gene.
[Conclusion] Disease-causing genes have not been 
fully (nearly half of the patients) identified in Japanese 
CMT patients.  It is required to introduce the screening 
methods for evaluating the gene dosage in addition to 
detect the nucleotide changes and to screen other 
candidate genes. 
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2  研究概要

　慢性閉塞性肺疾患（COPD）は長期間の喫煙や粉塵暴露

によって発症し、慢性の咳嗽・喀痰と労作性の呼吸困難

を主訴とする疾患であり、今後さらに患者数が増大する

ことが確実視されている。COPDには「やせる人」と「や

せない人」の２つの病型があり、「やせ」は呼吸機能とは

独立した予後規定因子であることがよく知られていたが、

「やせ」の原因は不明であった。われわれは、「やせ」が、

脂肪酸代謝に関連するフォスフォリパーゼＡ２遺伝子の

一カ所のSNPに関連していることを発見した（文献８)。

このSNPではＣがＴとなると、生成されるアミノ酸はグ

リシンからセリンへと変わり、このタイプを有する症例

には「やせ」が多かった。下図は、Ｔの有無別に患者を

２群に分けて、BMI別の人数を示したものであるが、BMI

が20以下の「やせ」の症例の殆どがＴを有することが分

かる。一方、下気道の易感染性がCOPDの予後と密接な

関連を有することも知られていたが、急性増悪に関与す

る遺伝的背景は不明であった。われわれはCOPD患者に

おいて下気道の易感染性を規定する原因遺伝子を明らか

にした（文献６）。CCL1という免疫細胞の遊走に関与す

る遺伝子上の一つのSNPによって、肺炎に罹り易さが大

きく異なり、前向き研究によって予後（死亡率）にも決

定的な影響を及ぼしていた。今後は、これらの知見を

COPDの新たな治療法の開発に繋げたいと考えている。

　また一般住民において、心不全の血中マーカーであ

るBNPを規定するSNP（文献３）や呼吸機能に影響

を及ぼすSNPを同定し（文献１）、また心疾患の診断

に用いられるH-FABP 値は年齢、体格指数、腎機能、

心電図スコアの影響を受けることを示した（文献２）。 

　In chronic obstructive pulmonary disease (COPD), 

it is well known that patients who progressively 

lose body weight or frequently contract respiratory 

infection have a poor prognosis.  However, genetic 

background related to those phenotypes remained 

unknown.  We demonstrated in this research that 1) 

the body weight loss is associated with a SNP of 

secretory phospholipase A2-IID gene and 2) 

frequency of acute exacerbation and death due to 

pneumonia is largely determined by a SNP in the 

CCL1 gene, encoding a chemotactic factor for 

immune cells.  

　In a Japanese general population, we identified a 

SNP which is associated with respiratory function, 

or a SNP which determined plasma levels of BNP, 

an established blood marker of heart failure. 
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2  研究概要

　疫学的な研究成績によりからも、閉経後女性には、

症、動脈硬化、高コレステロール血症、 タ

リック症 が 増することが明らかとされている。

最近、日本人女性の 寿命は86歳を超えたが、閉

経年齢は400年以上にわたってかわらず50歳のまま

なので、多くの女性は35年以上にわたる めて長い閉

経後の生活を ることとなる。さらに、50歳以上の日

本人女性の人 は2,800 人に達しようとしていると

定され、今後もさらなる増加が確実である。したがっ

て、閉経後女性の ルス アは、医療経済的にも、

的にも重要な である。

　私たちは、下図に示すように、① 卵巣摘出によって

エストロゲンが減少すると、わずか1週間で血管の内皮

機能を反映するFlow Mediated Vasodilatation (FMD)

が有意に低下すること、② 術後1週間後から、血管に

おいてはエストロゲン作用を発揮するラロキシフェン

を投与すると、FMDの値はほぼ術前のレベルまで回復

すること、を明らかとした。この成績は、エストロゲンが

血管の内皮からの一酸化窒素(NO)の産生分泌に重要

な働きをしていることを示唆する。最近の大規模臨床

試験の結果では、ホルモン補充療法（HRT）は心血管系

疾患を予防しないと報告されたが、閉経後のエストロ

ゲンの減少が心血管系疾患の増加をもたらすことは確

実である。したがって、今後は閉経以後に治療を開始す

る医療から、閉経以前から疾病の予防を意識した生活

習慣の改善や指導を行うことが重要であると思われる。

　このように、閉経は女性にとって多くの疾病発症の

重要なリスク因子と考えられている。女性一人ひとり

の閉経後の疾病の発症しやすさを知ることができれば、

個々の生活習慣に沿った指導が可能であり、また医療

経済効率もよいものと考えられる。

　私たちは健診に参加していただいている住民を対象

として、閉経以後の疾病の有無とその状態、およびヒ

トゲノム上に見いだされる遺伝子における一塩基変異

多型(Single Nucleotide Polymorphism (SNP))との関

連を解析することを目的として研究を続けている。

本研究により、閉経というリスクに関わる疾患感受性

と、その個体差に関わる疾患関連遺伝子を見いだし、

臨床応用への発展に貢献したいと考えている。

　It is well known that dyslipidemia, osteoporosis 

and cardiovascular diseases increase in 

postmenopausal women. Several observational 

studies have reported that estrogen improves lipid 

metabolism, increases bone mineral density and is 

anti-atherosclerotic.

  We have recently reported that ovariectomy 

significantly reduced the flow mediated 

vasodilatation (FMD) which is a sensitive parameter 

for the production and release of nitric oxide (NO) 

from the endothelial cells, within a week of the 

operation, and that  raloxifene, which exhibits an 

estrogen agonistic effect in the vascular tissues, 

improved the impairment in FMD by the 

ovariectomy (Takahashi K et al. Menopause 

2007;14:656-661). The results suggest a beneficial 

effects of estrogen on the vasculature.

  However, the Women’s Health Initiative (WHI) 

clinical trials of HRT demonstrated no overall 

benefit of HRT for the cardiovascular disease 

prevention in postmenopausal women. Since 

preventive medicine is more important in the 

women's life, we are going to explore the 

association between single nucleotide 

polymorphisms and diseases which remarkably 

increase in postmenopausal women.  
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2  研究概要

2005年5月、高畠町の40歳以上住民15,310名に対

して生活習慣、食習慣、運動習慣に関する調査を行っ

た。質問票は、生活習慣に関しては独自に開発したも

の、食習慣、運動習慣については、栄養成分や運動量

が定量化できるJapan Arteriosclerosis Longitudinal 

Study(JALS)で開発されたものを用いた。13,196名

（82％）から回答があったが、解析に同意した8,797

名のデータについて解析を進めている。

　一部の解析結果を表に示す。男性を喫煙習慣（現在

喫煙、過去喫煙、非喫煙）で分けて、主な摂取栄養素

を比較したものである。これによると、喫煙者は、非

喫煙者に比較して脂肪、炭水化物、βカロテン、ビタ

ミンＣの摂取が有意に低く、アルコールの摂取が有意

に高かった。

　これらのデータと、基本健康診査のデータ、山形大

学が実施した特殊検診データを有機的に組み合わせさ

らに検討を進める予定である。 

We carried out the survey of lifestyle, dietary habit 

and exercise habit on 15,310 residents of Takahata 

in May, 2005. For dietary habit and exercise habit, 

we used the questionnaires developed in Japan 

Arteriosclerosis Longitudinal Study (JALS), by 

which quantities of nutrients and exercise can be 

estimated. 13,196 residents responded, and data of 

8,797 residents who gave consent are now 

analyzing.

　One of the preliminary results is showed below. 

Several nutrients are compared by smoking status 

(present smoker, ex-smokers, non-smokers) among 

male subjects. It is revealed that intake of fat, 

carbohydrate, βcarotene and vitamin C for smokers 

are significantly lower than those for non-smokers, 

and alcohol intake for smokers is significantly 

higher.

　Including data of the annual health examination 

and the special medical examinations conducted as 

a part of this COE program, we are carrying forward 

this comprehensive epidemiological study.  
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Table  Estimated quantities of nutrients by smoking status

non-smokers

n=434

ex-smokers

n=1189

smokers

n=1184
nutrients

2314±332366±212348±21energy (kcal)

 12.9±0.1 12.6±0.1 12.6±0.1protein (%E)

 21.4±0.3 20.6±0.2* 20.2±0.2*fat (%E)

 59.0±0.4 57.8±0.2* 57.2±0.2*carbohydrate (%E)

 18.0±1.5 25.4±0.9* 28.6±0.9*alcohol (g)

1405±411325±261253±26*βcarotene ( μ g/1000kcal)

  45±1  42±1  40±1*vitamin C (mg/1000kcal)

*: p<0.05



2  研究概要

　人格の形成には、遺伝的要因が強く関与すると報告

されている。遺伝的に規定された活性を示す

Cytochrome P450 (CYP) 2C19は、多くの薬剤に加え、

性ホルモン、セロトニンなどの脳機能に関与する種々

の物質の代謝を司ることが報告されている。そのため、

CYP2C19遺伝多型は人格特徴に影響を与える可能性

が示唆される。そこで、本研究では健常日本人におい

て、CYP2C19遺伝多型と人格特徴との関係を検討した。

対象は487人の健常日本人（男性244例、女性243

例）であった。人格特徴は日本語版Temperament and 

Character Inventory (TCI)にて評価し、CYP2C19代謝

欠損遺伝子(*2,*3）はPCR-RFLP法にて同定した。女

性において、代謝欠損者は代謝正常者と比較し、報酬

依存、協調性、自己超越性の項目の点数が低値であっ

た（Table 1, Fig. 1）。一方、男性においては、TCIの

7項目全てにおいて、代謝正常者と代謝欠損者の間に

有意差は認められなかった（Table 1）。以上より、本

研究において、CYP2C19遺伝多型は健常日本人女性の

人格特徴に影響を与えることが示された。 

　It has been suggested that personality traits are 

heritable.  The polymorphic cytochrome P450 

(CYP) 2C19 metabolizes sex hormones and 5-

hydroxytryptamine, which are involved in multiple 

brain functions.  In the present study, the 

relationship between the CYP2C19 polymorphism 

and personality traits was examined in 487 

Japanese healthy volunteers.  Personality traits 

were assessed by the Temperament and Character 

Inventory (TCI), and the two mutated alleles 

causing absent CYP2C19 activity were identified by 

a PCR-RFLP method.  In females, the scores of 

reward dependence (p=0.026), cooperativeness 

(p=0.001), and self-transcendence (p=0.049) were 

significantly lower in poor metabolizers (PMs) than 

in extensive metabolizers (EMs) (Fig.1, Table 1).  In 

males, none of the seven TCI dimensions was 

significantly different between EMs and PMs (Table 

1).  The present study thus suggests that the 

CYP2C19 polymorphism affects personality traits of 

Japanese females. 
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 Fig.1  CYP2C19が女性の報酬依存、協調性、自己超越性に与える影響

 Table 1.  CYP2C19活性がICIの７項目に与える影響



2  研究概要

　虚血性心疾患（狭心症・心筋梗塞）は生活習慣病と

考えられているが、重度の虚血性心疾患では心臓のポ

ンプ機能が低下し心不全が生じたり、興奮性の異常に

よって致死的不整脈が生じたりする。慢性うっ血性心

不全が発症する過程においては、全身的に活性化され

る神経・液性因子による代償機構が心不全の病態の進

行に重要な役割を演じていることが知られている。こ

れらの代償機構として、特に交感神経系、レニン・ア

ンジオテンシン系、エンドセリン系の重要性が認識さ

れており、これまでの大規模臨床試験によって、β受

容体遮断薬やアンジオテンシン受容体拮抗薬の投与が

心保護作用を示し心不全患者の寿命を延長することが

明らかにされている。しかしながら、これらの調節系

が心不全の病態にどのように関与しているのかについ

て、その詳細は依然として不明であり、ことにエンド

セリンの関与については相反する研究結果が報告され

ている。

　本研究では、心室筋の収縮機能調節および心筋遅延

整流性K電流IKsの修飾におけるエンドセリン系と交

感神経系のクロストークについて検討を行い、以下の

結果を得た。１）イヌ心室筋においてET-1は単独で

は弱い一過性陰性変力作用を惹起するのみであったが、

軽度のβ受容体刺激下では陽性変力作用を惹起し、高

度のβ受容体刺激下においては顕著な陰性変力作用を

惹起した。２）これらのET-1による効果は異なった

シグナル伝達系を介していた。３）ヒトETA受容体と

KCNE1を用いた再構成系においてET-1は低濃度で

IKsを増大し、高濃度では二相性にIKsを修飾した（一過

性の増大に引き続く持続的な減少）。４）β受容体刺激

下においてはET-1によるIKsの減少作用がより強く現

れ、また逆に高濃度のET-1存在下ではβ受容体刺激

によるIKsの増大が抑制された。

　これらの結果は、生活習慣病から進行し得る心不全の

発症機構解明において、個々のシグナル伝達系だけで

はなく、シグナル伝達系間のクロストークについても

より詳細な検討を加える必要があることを示している。 

　Ischemic heart diseases, one of lifestyle-related 

diseases, possibly lead to heart failure and 

ventricular arrhythmia that may be fatal. It is 

known that the compensatory modulation induced 

by activation of neuro-humoral factors, especially 

sympathetic system, renin-angiotensin system 

(RAS) and endothelin system, plays an important 

role during the course of congestive heart failure 

(CHF). In fact, large-scale clinical trials have proved 

that the inhibitors of RAS and  β -adrenoceptor ( β AR) 

blockers improve the prognosis of CHF patients. 

However, the details of regulatory role of these 

endogenous factors in the development of CHF 

have not yet been elucidated. In the present study, 

we investigated the crosstalk of sympathetic system 

and endothelin system in the regulation of cardiac 

contractility and in the modulation of the slowly 

activating delayed rectifier potassium current (IKs), 

and obtained the following results. 1) ET-1 elicited 

only a small transient negative inotropic effect 

(NIE), but it induced a prominent positive inotropic 

effect (PIE) and a pronounced sustained NIE, 

depending on the degree of  β AR activation in dog 

ventricular myocardium. 2) Different signaling 

processes are involved in these complicated 

inotropic effects induced by the crosstalk between 

sympathetic and endothelin system. 3) A low 

concentration of ET-1 increased IKs, and high 

concentrations of ET-1 modulated IKs biphasically (a 

transient increase followed by a sustained decrease) 

in oocytes co-expressing human KCNE1 and ETA 

receptor (ETAR). 4) Suppression of IKs by ETAR 

activation was greater in the presence of  β AR 

activation than in its absence. Increase of IKs  by  β AR 

activation was diminished in the presence of high 

concentrations of ET-1. These results imply that not 

only each regulatory system but also their crosstalk 

should be investigated to fully elucidate the 

pathogenesis of heart failure. 

54

山形大学医学部器官機能統御学講座
循環薬理学分野

教授　石井　邦明
Kuniaki Ishii

E-mail: kuishii@med.id.yamagata-u.ac.jp

生活習慣病としての循環器疾患の病態解明と治療の基礎的研究・教育
Basic research on cellular mechanisms  and therapeutic basis of cardiovascular diseases

Profile  
昭和56年 東北大学医学部卒業
昭和61年 東北大学医学部助手
平成 8年 山形大学医学部助教授
平成17年 同　医学部教授
 

研究概要研究概要 Research SummaryResearch Summary



55

研 究 組 織：山形大学医学部器官病態統御学講座循環薬理学分野

研究代表者：石井　邦明（教授）kuishii@med.id.yamagata-u.ac.jp
　　　　　大倉　正道（講師）mohkura@med.id.yamagata-u.ac.jp
　　　　　西丸　和秀（助教）nishimar@med.id.yamagata-u.ac.jp

1) Chu L, Takahashi R, Norota I, Miyamoto T, Takeishi Y, Ishii K, Kubota I, Endoh M. Signal transduction and Ca2+signaling in 
contractile regulation induced by crosstalk between endothelin-1 and norepinephrin in dog ventricular myocardium. Circ Res  
(2003) 92, 1024-1032.
2) Ishii K, Nagai M, Takahashi M, Endoh M. Dissociation of E-4031 from the HERG channel caused by mutations of an amino acid 
results in greater block at high stimulation frequency. Cardiovasc Res (2003) 57, 651-659.

3) Yomogida S, Maruya J, Norota I, Ishii K, Endoh M: Differential inhibition by TAK-044 of the inotropic effects of  endothelin-1 
and endothelin-3. Eur J Pharmacol (2004) 492, 217-224.
4) Chu L, Norota I, Yomogida S, Ishii K, Endoh M: Differential inotropic effects of endothlin-1, angiotensin II, and phenylephrine 
induced by crosstalk with cAMP-mediated signaling process in dog ventricular myocardium. J Pharmacol Sci (2004) 96, 199-207.

5) Lin C, Nagai M, Ishigaki D, Hayasaka K, Endoh M, Ishii K. Crosstalk between β 1-adrenoceptor and ETA receptor in modulation 
of the slow component of delayed rectifier K+ currents. Naunyn-Schmiedeberg’ s Arch Pharmacol (2005) 371, 133-140.
6) Plane F, Johnson R, Kerr PM, Wiehler W, Thorneloe K, Ishii K, Chen T, Cole WC: Heteromultimeric Kv channels contribute to 
myogenic control of arterial diameter. Circ Res (2005) 96, 216-224.

7) Endoh, M, Hori, M: Acute heart failure: inotropic agents and their clinical uses. Expert Opin Pharmacother (2006) 7(16):2179-
2202.
8) Nishimaru K, Miura, Y, Endoh, M: Mechanisms of endothelin-1-induced decrease in contractility in adult mouse ventricular 
myocytes. Br J Pharmacol (2007) 152, 456-463.

Major PublicationsMajor Publications

図　交感神経系とエンドセリン系のクロストーク
　　β受容体活性化の程度によってET-1による変力作用が全く異なる。
　　β受容体、ETA受容体の活性化の有無によってお互いのIKS修飾機構が影響を受ける。



2  研究概要

　酸素分子が一電子還元を受けて生じるスーパーオキシド

からは、ラジカル連鎖反応により様々な活性分子種が生じ

る。生体では、各種抗酸化・レドックス系が、活性酸素の

毒性から身を護る防御系として働いている。本研究では主

に、活性酸素種の中で、光老化反応について関与が指摘さ

れながらも、解明の遅れている一重項酸素による細胞傷害

の機構を調べ、また、抗酸化酵素として老化防止や酸化ス

トレスからの防御の上で中心的な役割を担うSuperoxide 
Dismutase 1 (SOD1)の欠損マウスの新たな表現型の検出
とその機構について解析を進めた。さらに新規抗酸化酵素

の遺伝子改変マウスを作製し、表現型解析を進めている。

　得られた結果は以下の通りである。まず、アポトーシス

を引き起こすと考えられていた一重項酸素が、アポトーシ

スの実行にかかわる分子種を酸化的に不活性化することで、

むしろアポトーシスの進行を抑制する事を明らかにした。

しかしこのアポトーシス抑制により、本来除去される傷害

細胞が貪食されずに残るため、炎症反応を激化させる要因

となっていると考えられる。

　SOD1の変異が家族性筋萎縮性側索硬化症(FALS)の原
因となることが知られているが、SOD1欠損マウスは症状
を示さない。しかしながら詳細な解析から、赤血球の寿命

が６割程度に短縮しており、それは酸化の亢進が原因であ

ることをつきとめた。その結果、著しい貧血を呈する上に、

加齢に伴い赤血球に対する自己抗体が生成し、自己免疫様

の症状を呈することを明らかにした。酸化ストレスと自己

免疫との関連を明らかにするために、赤血球特異的にヒト

SOD1を発現するトランスジェニックマウスを作製し、
SOD1欠損マウスと交配することで、全身性にSOD1を欠
き、赤血球にのみヒトSOD1を発現する遺伝子改変マウス
を作製した。その結果、赤血球の酸化ストレスの軽減・寿

命の正常化・貧血の改善に加えて、抗赤血球抗体の産生も

抑制された。以上の結果は、自己免疫性疾患への酸化スト

レスの関与を示し、抗酸化剤はその予防に有効である可能

性を示唆している。

　また、数年前から手がけて来たチオレドキシン依存性ペ

ルオキシダーゼ活性を有する酵素ペルオキシレドキシン４

のノックアウトマウス作製に成功した。このマウスは当初

の予想通り精子形成細胞に傷害が見られることから、配偶

子形成を保護していると考えられ、精子形成異常症などの

遺伝子疾患との関連が示唆された。

　One electron reduction of molecular oxygen produces 
superoxide anion that initiates the radical chain 
reaction.  Living organisms have various antioxidative 
systems to protect against toxicity of reactive oxygen 
species (ROS).  Singlet oxygen is not radical but 
involved in photoaging of skin.  We found that singlet 
oxygen makes apoptosis abortive by inhibiting the 
caspase pathway.  This results in deterioration of 
oxidative injury of skin by singlet oxygen.  Superoxide 
dismutase (SOD) plays a role in inflammation and aging 
by scavenging superoxide anion.  Although familial 
amyotrophic lateral sclerosis (FALS) is caused by 
mutation in SOD1, relatively mild phenotype is known 
for SOD1-deficient mice.  Our data imply that a high 
level of oxidative stress in erythrocytes increases the 
production of autoantibodies against erythrocytes that 
are oxidized and destroyed.  We tried to demonstrate 
that the elevated ROS in RBC is a cause for the 
autoantibody production.  We first generated transgenic 
mice that express human SOD1 (hSOD1) under the 
regulation of the GATA-1 promoter and, hence, have 
hSOD1 protein only in RBC.  Then we bred the 
transgene onto SOD1-/- background.  Levels of ROS, 
half-life of RBC, and RBC content in SOD1-/-;hSOD1tg/+ 
mice carrying human SOD1 protein only in RBC were 
about equivalent to those of wild-type mice.  Levels of 
IgG bound to RBC in the SOD1-/-;hSOD1tg/+ mice were 
also suppressed to that of wild-type mice. Increase in 
levels of antibodies against major lipid peroxidation 
products, 4-hydroxynonenal and acrolein, was found.  
We conclude that oxidation-medicated autoantibody 
production is rather common mechanism for 
autoimmune diseases.  
　We also generated a knockout mouse that lacks 
peroxiredoxin 4 (Prx4), a new antioxidative enzyme 
with thioredoxin-dependent peroxidase activity. Testes 
of Prx4 knockout mice show elevated apoptosis in 
spermatogenic cells, which is consistent with our 
hypothesis regarding Prx4 in spermatogenesis.  Our 
results suggest causal connection between Prx4 
mutation and inheritable diseases with defect in 
spermatogenesis. 
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図　酸化ストレスにより赤血球膜の脂質が過酸化され、4-
hydroxynonenal (HNE)やacrolein (ACR)といった酸化産物が
生じる。こうした酸化産物は生体にとっては異物と認識さ
れるため、それに対する抗体が生じる。過酸化脂質をもつ
老化赤血球に抗体が結合することで、 破壊を促進する。こ
の反応が繰返されることで抗体の産生が増幅され、臨界濃
度を超えた時に自己免疫性溶血性貧血をもたらす可能性が
ある。 

Oxidative stress induces lipid peroxidation of erythrocyte 
membrane and generates oxidation products, such as 4-
hydroxynonenal (HNE) and acrolein (ACR).  Antibodies bind 
erythrocytes carrying lipid peroxidation products accelerate 
destruction of them.  Repetition of this cycle can amplify the 
antibodies and, ultimately, cause autoimmune hemolytic 
anemia.
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2  研究概要

　免疫系は感染症やアレルギー、自己免疫などの免疫疾患

のみならず、様々な疾患の病態に深く関わっている。サイ

トカインはその免疫応答を調節する極めて重要な液性因子

である。近年新たなサイトカインが次々と発見され、その

機能が明らかにされている。

　2000年に発見されたインターロイキン(IL)-21は、IL-2、
IL-4、IL-7、IL-9、IL-15と共に、共通受容体γ鎖（γc）
を共有するサイトカインであり、B細胞やT細胞など多く
の免疫担当細胞に対して多彩な機能を有することが知られ

ている。IL-21はB細胞に対して最終分化を促すと同時に
IgE産生を抑える機能を持ち、アレルギー性疾患との関連
が注目されている。また近年、関節リウマチや炎症性腸炎

など多くの炎症性疾患を引き起こすと考えられるIL-17産
生性のTH17細胞分化にIL-21が重要な役割を担っている
ことが明らかになってきた。しかし、これらはマウスを用

いた研究が多く、ヒトの免疫機構とは明らかに異なる。

　今回、未解明なヒトIL-21の産生細胞や機能を解明する
ことを目的に研究を行い、以下の点を明らかにしてきた。

１）リコンビナントヒトIL-21を作成し、マウスに免疫す
ることにより抗ヒトIL-21単クロン抗体（4BG1）を作成し
た。この抗体を用いてヒトIL-21産生細胞を解析したとこ
ろ、活性化CD4+セントラルメモリーT細胞（TCM）とエフェ
クターメモリーT細胞（TEM）に発現し、CD4+ナイーブT
細胞やCD8+T細胞からは産生されないことが判明した。他
のエフェクターサイトカインとの共発現解析により、IL-21
はIFN-γ産生TH1細胞やIL-17産生TH17細胞から産生さ
れ、IL-4産生TH2細胞からは産生されなかった。この結果
は、ヒトIL-21がTH1細胞やTH17細胞の機能発現に関わ
ることを示唆した。

２）リンパ球はウイルス感染などにより生体内で減少する

と、恒常性を保つためにホメオスタティックな抗原刺激非

依存性の増殖反応を起こす。この反応は免疫記憶の維持に

も重要であると考えられており、この機能を調節している

のがγcサイトカインファミリーであるIL-7とIL-15であ
る。我々はIL-21もこの機能を持つのではないかと考え解
析した。IL-21単独ではこれを誘導しなかったが、IL-7や
IL-15の存在下で誘導されるCD4+記憶T細胞の増殖を強
く促進し、さらにIL-7やIL-15に対して反応性の乏しい
CD4+ナイーブT細胞の増殖も促進した。この増殖促進機
能に関わる情報伝達経路を解析した結果、MAPキナーゼ系、
PI3キナーゼ系の経路の他、IL-21の主な情報伝達分子と考
えられるSTAT3を介してCD4+T細胞、特にナイーブ
CD4+T細胞のホメオスタシスを制御している可能性を示
した。

  IL-21 regulates many functions of T cells, B cells, NK 

cells, and dendritic cells. Although activated CD4+ T 

cells produce IL-21, data identifying the specific CD4+ T 

cell subsets that produce IL-21 are conflicting.

  To identify the IL-21-secreting cell populations in 

human, we established a hybridoma cell line producing 

an anti-hIL-21 monoclonal antibody (mAb). Intracellular 

hIL-21 staining experiments showed that hIL-21 was 

mainly expressed in activated-CD4+ central memory T 

(TCM) cells and in activated-CD4+ effector memory T 

(TEM) cells, but not in activated-CD4+ naive T cells. 

Moreover, IL-21 was produced upon activation by some 

IFN- γ -producing TH1-polarized cells and some IL-17-

producing TH17-polarized cells, but not by IL-4-

producing TH2-polarized cells. These results suggest that 

specific CD4+ T cell populations produce IL-21 and the 

produced IL-21 may regulate the effector and memory T 

cell functions.

  In the functional analysis, we found that IL-21 

significantly enhanced the cytokine-driven proliferation 

of not only CD4+ memory T cell subsets but also naive 

T cells synergistically with IL-7 and IL-15 without T 

cell activation stimuli. Furthermore we showed that IL-

21-activated STAT3 had an indispensable role in the 

cytokine-driven CD4+ T cell proliferation. 
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３）IL-21にはRNAスプライスの異なるアイソフォームが
存在することを発見した。ヒトIL-21アイソフォームは細
胞外に分泌されず、細胞内に留まっている点でこれまでに

報告されているIL-21と異なる。しかし、このアイソフォー
ムは細胞内で情報伝達が可能であることを見出している。

この結果はIL-21アイソフォーム産生TH1やTH17細胞が、
周囲の細胞に影響することなく、自律的に機能出来ること

を示唆している。

　今後TH1やTH17細胞が引き起こす各種免疫疾患でのIL-
21やIL-21アイソフォームの機能解析を進め、免疫疾患の
発症要因の特定や治療法の開発につなげて行きたいと考え

ている。 

　Next, we identified a novel isoform of IL-21, IL-21iso 
in human and mouse. IL-21iso might be an alternative 
splicing variant form and the C-terminal region of 
predicted IL-21iso amino acid sequences were different 
from original IL-21. However the secretion efficiency of 
hIL-21iso is much lower than that of hIL-21, our data 
suggest that IL-21iso can induce signaling even in the 
cells.
  Studies are now in progress to determine the function 
of IL-21 and IL-21iso in many immunological diseases 
caused by TH1 and TH17 cells. Ultimately we hope our 
research lead to the development of a new treatment on 
the cytokine signaling. 
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【図】
樹状細胞（DC）により活性化されたTH1細胞やTH17細胞の一部はそれぞれIFN-γやIL-17と共にIL-21やIL-21アイソフォー
ムを産生する機能細胞となる。



2  研究概要

　生体膜は、種々の蛋白分子を含有する脂質二重層から構

成されており、細胞内外あるいは細胞内の各コンパートメ

ントを境界するバリアーとして働くのみならず、情報の変

換部位としても重要な役割を果している。近年、細胞膜脂

質の主要構成成分であるリン脂質が、情報伝達系に深く関

与していることが明らかになってきた。我々は、この生体

膜の微量成分であるイノシトールリン脂質の分解産物であ

る脂質性二次伝達物質ジアシルグリセロール(DG)のリン

酸化酵素DGキナーゼ(DGK)に注目し研究を行っている。

とりわけ、外界ならびに個体内の情報を収集・統合し、生

命維持および環境適応を担当する生体情報中枢が脳である。

この情報中枢の基本単位をなすものが神経細胞であり、遺

伝子の転写・翻訳や蛋白質の機能発現を介して神経情報伝

達機構が制御される。我々はこれまで、ラットから５種の

DGKアイソザイム(α, -β, -γ, -ζ, -ι)を単離し、

その分子多様性を明らかにしてきた。

　我々は近年、DGKアイソザイムの蛋白レベルでの解析を

進めており、遺伝子導入細胞および特異抗体を用いた形態

学的解析を中心として各アイソザイムの神経系における機

能解析を行っている。その結果、これらアイソザイムは各々

細胞レベルにおいても特徴的な細胞内局在を示すことが明

らかとなってきた。

　１）神経細胞におけるDGKβの役割：培養神経細胞へ

のDGK遺伝子導入実験により、DGKアイソザイムのうち、

DGKβ（ベータ）が海馬ニューロン樹状突起の棘突起に局

在することが明らかとなった。脳内においてDGKβの

mRNAが主要なドーパミン投射領域である線条体に発現

することからドーパミン受容の情報伝達機構との関連が示

唆される。さらに、イタリアの研究グループとの共同研究

により、ヒトDGKβが躁鬱（そううつ）病において発現

変化を示す遺伝子の一つである可能性も報告されている。

我々は近年、DGKβの微細局在について電子顕微鏡的解析

を行っており、このアイソザイムがシナプス後部に局在し、

棘突起形成を促進させることを明らかにした。

　２）細胞周期におけるDGKζの機能的役割：DGKζ

（ゼータ）は核移行シグナルを有し、種々の生体細胞内にお

いて核内に斑点状構造物として認められる。我々は、核内

におけるDGKζの機能的役割を追求する目的で、NIH3T3

培養細胞および生体内の増殖系細胞である精巣の生殖細胞

において、細胞周期各ステージでの細胞内局在を免疫細胞/

組織化学的に解析した。

　Extracellular signals, such as growth factors and 

neurotransmitters, trigger cascades of molecular changes 

at the plasma membrane, and many of them evoke a 

transient increase in levels of cellular diacylglycerol 

(DG) through hydrolysis of phosphatidyl inositol 4, 5-

bisphosphate by phospholipase C (PLC).  This rapid rise 

in cellular DG serves as an allosteric activator of protein 

kinase C (PKC), which mediates many cellular responses 

through phosphorylation of target proteins.

　Diacylglycerol kinase (DGK), which catalyzes 

phosphorylation of DG to phosphatidic acid (PA), is 

thought to be a key enzyme in the regulation of DG 

levels and, as a result, to be responsible for attenuating 

the activation of PKC.  Furthermore, PA, the product of 

DGK, is also implicated as a lipid second messenger, 

which has been reported to regulate a growing list of 

signaling proteins.  Thus, DGK is thought to be one of 

the key enzymes closely involved in the lipid-mediated 

cellular signaling events.

　We and others have shown that DGK consists of a 

family of the isozymes.  In mammals, there are nine 

DGK isozymes so far cloned, and they contain 

conserved regions including a catalytic domain and a 

series of motifs that mediate molecular interactions in 

signalling machinery.  Subsequent analyses have 

revealed that the DGK family shows remarkable 

heterogeneity in terms of enzymatic activity, tissue 

distribution, and mRNA expression.  Furthermore, it is 

becoming clear that different isozymes show differential 

subcellular localization, suggesting that individual 

members of this family are targeted to distinct 

compartments including plasma membrane, internal 

membranes, cytoskeleton, and even the nuclear matrix.  

Given the importance of DGK activity in regulating the 

DG and PA signals, it is highly plausible that the DG 

and PA signals generated at various subcellular sites are 

controlled by unique isozymes with little redundancy. 
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その結果、DGKζは培養細胞および生体内の増殖細胞において、細胞周期間期では分散クロマチン領域に一致する局在を

示すが、分裂期クロマチンの凝集化に伴ってクロマチン領域から解離することが明らかになった。また生殖細胞において

は、濃縮したヘテロクロマチンの形成とともにDGKζの発現が消失することを見出した。これらのデータは、DGKζの

細胞内/核内局在および発現調節がクロマチンの活動状態と密接に関連する可能性を示唆すると考えられる。



2  研究概要

　細胞は通常ミトコンドリアで酸素を利用しながらブドウ

糖を代謝し、エネルギー(ATP)を産生する。一方、酸素が

ない状態でも細胞はブドウ糖からエネルギーを取り出す

（＝嫌気的解糖）ことが可能であるが、その効率は酸素を利

用した場合（＝酸素呼吸）と比べ約20分の1となる。今

から約80年前、ノーベル生理学・医学賞を受賞したワー

ルブルグ博士は、がん細胞が酸素を利用できる状態でも酸

素を使わないでエネルギー産生を行う性質をもっているこ

と（図２）を発見し、このがん細胞に特徴的なエネルギー

代謝（＝ワールブルグ効果）ががんの発生に重要であると

する説を唱えた。「ワールブルグ効果」は、現在がん検診で

非常に注目されているPET検査の原理となっている重要

ながんの特徴であるが、なぜ増殖に多量のエネルギーを必

要とするがん細胞があえて効率の悪いエネルギー産生を行

うのかは謎とされてきた。

　これに対して私達は、細胞に自殺をひきおこす際に鍵と

なるBax、Bakという二つの分子に着目し、エネルギー産

生に酸素を使う状態と使わない状態でこれらの分子の働き

を調べた。Bax, Bakはミトコンドリアの膜に存在し、普段

は不活性状態にあるが（図１）、細胞内に「自殺シグナル」（図

２、紫色の折れ線矢印）が生じると活性化してミトコンド

リアに「穴」を開け、ミトコンドリアに隔離されていた

「毒」を細胞内にまきちらして細胞の自殺を引き起こす（図

２）。ところが、実験の結果、エネルギー産生に酸素を使わ

ない状態では両方の分子の働きが抑えられ、細胞の自殺も

おきなくなることが明らかになった（図３）。

　正常な細胞ではがんの発生を未然に防ぐため、細胞内に

がんを引きおこすような種々の「異常」が生じると自殺の

スイッチが入ることが知られている（図２）。一方、多くの

「異常」を細胞内に抱えながら生きているがん細胞にとって

は、細胞自殺を回避することが何にもまして重要なことと

なる。これに対して、Bax, Bakは細胞が自殺するかしない

かを最終決定するマスタースイッチとして働いていること

から、この２つのマスタースイッチをオフにできれば、がん

細胞が自殺を回避するうえで非常に有利になる。従って、が

ん細胞が酸素を利用せず一見無駄なエネルギー産生してい

るのは、自殺のマスタースイッチをオフにしつつ必要なエ

ネルギーを確保するという非常に理にかなったサバイバル

戦略であることが私達の研究から理解できるようになった。

Background: Activation of Bax and Bak, which act to 
permeabilize the mitochondrial membrane, is an 
essential step in the cell death response and therefore 
plays an important role in tumorigenesis. However, the 
mechanisms that regulate their activation are poorly 
understood.
Methods: Bax and Bak activation (conformational change 
and dimerization) were monitored in several cell death 
models. These included Rat-1 fibroblasts and human 
cancer cells subjected to endoplasmic reticulum stress, 
DNA damage, or tumor necrosis factor (TNF) α 
treatment. Pharmacological inhibitors of reactive 
oxygen species production, electron transport in the 
respiratory chain, oxidative phosphorylation, and 
appropriate controls were used to identify potential 
modes by which Bax and Bak activation and the cell 
death response are controlled. The oligomerization state 
of Bax and Bak was determined by crosslinking and 
subsequent immunoblot analysis; Bax conformational 
change was analyzed by immunoprecipitation and 
immunoblotting with an antibody specific for the active 
conformation. Cell death was evaluated by dye 
exclusion.
Results: In both fibroblasts and human cancer cells 
subjected to cell death stimuli, inhibition of oxidative 
phosphorylation by use of antimycin A or oligomycin 
prevented endoplasmic reticulum stress-, DNA damage-, 
and TNF α -induced Bax and Bak activation and cell 
death (UV-induced Rat-1 cell death at 15 hours: control, 
mean = 33.6%, 95% confidence interval [CI] = 18.8% to 
48.4%; antimycin A, mean = 10.0.%, 95%CI = 0% to 
21.7%; oligomycin, mean = 13.1%, 95%CI = 5.7% to 
20.5%; tunicamycin-induced MCF-7 cell death at 9 
hours: control, mean = 29.2%, 95%CI = 21.6% to 36.8%; 
antimycin A, 15.3%, 95%CI = 0.8% to 29.8%; oligomycin, 
mean = 11.5%, 95%CI = 3.9% to 19.1%; TNF α -induced 
MCF-7 cell death at 6 hours: control, mean = 24.0%, 
95%CI = 12.6% to 35.4%, antimycin A, mean = 8.9%, 
95%CI = 3.9% to 13.9%, oligomycin, mean = 13.3%, 
95%CI = 10.4% to 16.2%). Increasing and decreasing 
glycolytic ATP production, by adding glucose and 2-
deoxy-D-glucose to the cell growth medium, 
respectively, did not reverse and recapitulate the effect 
of compromised oxidative phosphorylation on Bax and 
Bak activation.
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また、放射線や化学療法によるがん細胞の殺傷効果は、多

くの場合細胞自殺の誘導に依存している。従ってワールブ

ルグ効果によりBax, Bakが働かなくなった状態ではがん
細胞は治療に抵抗性になっていると考えられ、逆にがん細

胞の代謝状態を「酸素を利用しない」状態から「酸素を利

用する」状態へとシフトすることができれば、治療抵抗性

の難治がんも治療反応性のがんに変えられる可能性が見え

てきた。今後はこのような新たなコンセプトに基づき、新

規がん治療法の開発を目指したいと考えている。 

 Conclusion: Oxidative phosphorylation is commonly 
required for the activation of Bax and Bak and cell death 
triggered by disparate death stimuli. The reliance of 
tumor cells on glycolysis in preference to oxidative 
phosphorylation even under normoxic conditions 
(Warburg effect) may therefore be a potential means by 
which these cells evade programmed cell death 
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2  研究概要

　CTやMRIといった画像診断機器の発達に伴い、脳

の病態は臨床的に極めて容易に把握できるようになっ

てきた。同時に、脳の病態解明も飛躍的に進歩してい

る。　我々は、MRIで脳の微細構造を3次元的に描出す

る技術や脳の白質線維の走行を解析する技術を開発し、

脳神経や脳血管、脳の深部構造の微細な変化を画像的

に捉えることに成功した。

  「地域特性を生かした分子疫学研究」においては、

検診における画像評価を担当しており、すでにいくつ

かの成果が公表されている 1)5)。また、椎骨脳底動脈解

離のスクリーニング法としてbasiparallel anatomical 

scanning (BPAS) を開発した 3)。本法は、従来観察で

きなかった脳動脈の外観を簡便に表示する方法で、椎

骨脳底動脈解離のスクリーニングだけでなく、確定診

断法としても期待されている。現在、臨床的評価につ

いての成果を国内外の学会で公表中である。本法は、

厚生労働省の班研究（循環器病研究委託費12指－1

「若年世代の脳卒中の診断、治療、予防戦略に関する全

国多施設共同研究」主任研究者　峰松一夫）に画像診

断法として採択され、臨床的有用性を検証中である。 

　Cerebral disease can be easily diagnosed with 

development of diagnostic imaging apparatus, such 

as CT and MRI. Simultaneously, mechanisms of 

cerebral diseases are elucidated. We developed MRI 

technology describing cerebral structure precisely in 

three dimensions and the technology of analyzing a 

run of cerebral white matter pathway, and 

succeeded in catching precise abnormality of cranial 

nerves, vessel structures, and deep structures of 

brain. 

　In "Moleclar Epidemiological Study utilizing the 

Regional Characteristics," we have studied 

radiological evaluation in a medical checkup, some 

of their results1)5) were already published. Also, we 

have developed a basiparallel anatomical scanning3) 

(BPAS) as a screening method for vertebrobasilar 

artery dissection. This is a simple method of 

displaying the surface appearance of the intracranial 

vertebral and basilar artery, which has not been 

able to be observed by screening MRI. Now, it is 

expected not only as a screening method for 

vertebrobasilar artery dissection but as a confirmed-

diagnosis method. Now, our results about clinical 

evaluation have been under official announcement 

at some societies in and outside the country. 

Moreover, BPAS has been adopted as a diagnostic 

method by group research of the Ministry of Health, 

Labour and Welfare (chief researcher: Minematsu K), 

and clinical usefulness is under verification. 
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Basiparallel anatomic scanning (BPAS)で、右椎骨動脈遠位端、脳底動脈近位部に拡張を認める（矢印）。
MR angiography (MRA)で、同部は拡張と狭窄を示し、拡張部には濃淡の二重信号が認められる。椎骨脳
底動脈解離の所見である。

1) Nagasawa H, Wada M, Arawaka S, Kawanami T, Kurita K, Daimon M, Adachi M, Hosoya T, Emi M, Muramats M, Kato T: A 
polymorphism of the aldehyde dehydrogenase 2 gene is a risk factor foe multiple lacunar infarcts in Japanese men; Takahata 
study. European J of Neurology 14;428-434 (2007) 
2) Adachi M, Kawanami T, Ohshima H, Hosoya T: Characteristic signal changes in the pontine base on T2-and multishot 
diffusion-weighted images in spinocerebellar ataxia type 1. Neuroradiology 48(1): 8-13 (2006)

3) Nagahata M, Abe Y, Ono S, Hosoya T, Uno S: Surface appearance of the vertebrobasilar artery revealed an basiparallel 
anatomic scanning (BPAS) - MR imaging: its role for brain MR examination. AJNR Am J Neuroraiol 26, 2508-2513 (2005)
4) Komatani A, Sugai Y, Hosoya T: Development of “super rapid dynamic SPECT,” and analysis of retention process of 99mTc-
ECD in ischemic lesions: Comparative study with 133Xe SPECT. Annals of Nuclear Medicine 18(6),489-494 (2004)
5) Kameda W, Kawanami T, Kurita K, Daimon M, Kayama T, Hosoya T, Kato T: Lateral and medial medullary infarction, a 
comparative analysis of 214 patients. Stroke 35,694-699 (2004)
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2  研究概要

　我々は，山形大学医学部の研究者と連携して，分子疫

学解析の成果に基づき，候補遺伝子の疾患への関与を

検証するため，トランスジェニックマウス等を作製し，

その表現型の解明を行ってきた。以下に，我々が中心

に行ってきたプロジェクトの成果について報告する。

１　環状鉄芽球形成モデルの確立

　環状鉄芽球とは，ミトコンドリアに鉄が異常蓄積し

た病的な赤芽球であり，X染色体連鎖型鉄芽球貧血

(XLSA)などの患者骨髄中に認められる。XLSA原因遺

伝子であるALAS2遺伝子破壊マウ

スにおいて環状鉄芽球が認められな

かったことから，トランスジェニッ

クマウスを用いた部分レスキュー法

により，XLSA患者と同様にALAS2

の部分欠損状態にすることで，遺伝

子改変マウスを用いて，初めて，環

状鉄芽球形成モデルを確立した（図

１）。

２　ポルフィリン症モデルの確立

　ヘム生合成系初発酵素である5-アミノレブリン酸

合成酵素（ALAS2）およびヘム分解酵素であるヘムオ

キシゲナーゼ-1（HO-1）の全身性過剰発現トランス

ジェニックマウスの解析から，これらのマウスが，そ

れぞれ，多様性ポルフィリン症，および晩発性皮膚ポ

ルフィリン症を発症することを明らかにした。これま

で，ヘム生合成系酵素の欠損症として報告されてきた

ポルフィリン症が，新しいタイプの分子基盤で発症す

る可能性を示唆した。また，HO-1トランスジェニッ

クマウスでは，ポルフィリン症発症が肝臓への鉄過剰

が主な原因であることを示し，HO-1の生理機能の新

たな側面を見出した。

　For the clarification of involvements in 
pathogenesis of several genes, we had generated 
several transgenic mice and analyzed their 
phenotypes, collaborating with researchers in 
Yamagata University School of Medicine. 
In this COE project, our group had established 
several disease models and investigated in vivo 
gene expressions by means of gene-manipulated 
mice. 

１Establishment of a Model for Ring Sideroblast 
Formation 
　Ring sideroblasts are pathological erythroblasts 
with iron-overloaded mitochondria, and one of 
clinical hallmarks in X-linked sideroblastic anemia 
(XLSA), caused by ALAS2 deficiency. No ring 
sideroblast were found in ALAS2 knockout mice. 
Then, to give rise to partial deficiency of ALAS2 in 
mice like most XLSA patients, we performed a 
partial complementation by ALAS2-transgenic mice 
and found ring sideroblast formation in partially 
rescued ALAS2 knockout mice.

２　Porphyria models generated by in vivo 
overexpression of heme biosynthetic or catabolic 
enzyme gene
　We generated lines of transgenic mice ubiquitously 
overexpressing ALAS2, the first hemebiosynthetic 
enzyme, or HO-1, heme degrading enzyme and 
clarified that the ALAS2- and HO-1-transgenic mice 
were affected by variegate porphyria or porphyria 
cutanea tarda, respectively. Because porphyrias are 
known as heme metabolic derangements resulting 
from deficiency of any heme biosynthetic enzyme 
except 5-aminolevulinic acid synthase (ALAS), this 
study provides a new insight into the molecular 
mechanisms underlying porphyria manifestation. In 
addition, we also discovered a new aspect of HO-1 
physiological function since the HO-1-transgenic 
mice showed hepatic iron overload.
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形成された環
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３　ヘム生合成・分解酵素遺伝子の生体内発現制御解析

　非組織特異型ALAS(ALAS1)およびHO-1の各遺伝

子座へ蛍光タンパク質を相同組換により挿入した遺伝

子破壊マウスをそれぞれ作製し，ヘテロ接合体におい

て各遺伝子の生体内での発現制御下で蛍光タンパク質

が発現するマウスを確立し，ALAS1・HO-1の組織特

異的な発現を解析した。これらの解析から，ALAS1

は気管支上皮（図２）や脈絡叢など，これまで報告さ

れていない組織での発現が明らかとなった。一方，ス

トレスにより誘導されるHO-1発現は，無刺激下で，

主に組織球マクロファージ系等に認められ，ストレス

負荷により，その発現が増強される傾向が認められた。

また，本解析からALAS1遺伝子破壊マウスが胎齢8.5

日までに胎生致死し，発生初期に必須であることを世

界に先駆けて明らかにした。 

３　Analyses on in vivo expression of heme 

biosynthetic and catabolic enzymes

　We established the fluorescent protein knock-in 

(knockout) mice of ALAS1 gene and HO-1 gene by 

homologous recombination to enable the fluorescent 

protein to express in vivo under the intrinsic control 

of each gene. By means of heterozygous mice of the 

knock-in allele we discovered several novel tissues 

expressing ALAS1, for example, braonchial 

columnar epithelium and choroid plexi, and that HO-

1 was expressing mainly in histiocytes/macrophage 

without stimuli and such basal expressions of HO-1 

was enhanced by the stimuli. Furthermore, we first 

showed dispensability of ALAS1 for early 

development of mice because ALAS-1-null mice 

died by embryonic day 8.5.
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図２　気管支上皮細胞でのALAS1の発現



3  若手研究者の活動

【講演要旨】

【背景】

　心臓型脂肪酸結合蛋白質 (Heart-type fatty acid-binding protein; H-FABP)は、心筋細胞に特異的に存在する

低分子可溶性蛋白質であり、心筋細胞が傷害を受けることによって血中に流出するため、現在、心筋梗塞などの

心筋に傷害を来たし得る疾患において臨床応用されている。我々は、以前、慢性心不全患者において入院時に血

液検査を施行したところ、心不全の重症度に伴い血清H-FABP値が上昇し、血清H-FABP値が高値を示す症例

では予後が不良であることを認めた。今回は、入院時と退院時のH-FABP値を比較し、より詳細に心不全患者

のリスク層別化が可能かどうかを検討した。

［方法］

　連続した113例の慢性心不全患者において、入退院時に血清

H-FABP値を含めた血液検査や心臓超音波検査を施行し、心イ

ベントについて、予後を追跡調査した。血清H-FABP値のカッ

トオフ値は、以前の検討で作製したROC曲線より求めた値(4.3 

ng/ml)を使用した。

［結果］

　経過観察中に33例の患者で心イベントを認めた。内訳は、心臓死した症例が12例で、心不全増悪による再

入院した症例が21例だった。又、入退院時の血清H-FABP値の結果から、3つのグループに分類することがで

きた。グループ 1は、入退院時ともに、H-FABP値が低値であった群 (41例)、グループ 2は、入院時に高値を

示したが退院時には低下していた群 (21例)、グループ 3は、入退院時ともに高値を示した群 (51例) である。

心臓の容量負荷のマーカーである血漿BNP値は、全ての症例において、心不全の症状の改善とともに退院時に

は有意に低下していた。グループ 3では、より高齢者が多く、入院時のNew York Heart Association (NYHA) 

機能分類が重症であり、左室拡張末期径が大きく、左室収縮率が低いという結果だった。又、グループ 3では、

心臓死、心不全増悪による再入院率が高率であった。Kaplan-Meier法を用いて心イベント発症率について検討

した結果では、グループ 3は、グループ 1とグループ 2に比較して有意に心イベント発症率が高かった。

［考察］

　入退院時の血清H-FABP値の測定により、心不全患者を3つのグループに分類できることがわかった。そし

て、現在の一般的な心不全の治療により、心機能、血漿BNP値、心不全の症状の改善した症例においても、血

清H-FABP値が持続的に高い症例においては、心不全の予後が不良であることがわかった。以上のことから、

入退院時における連続した血清H-FABP値の測定は、慢性心不全患者の治療効果の判定や管理において重要な

情報を与え、新たなmonitoring toolと成り得る事が示唆された。 
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【講演要旨】

　FUNCTIONAL ANALYSIS OF THE SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM IN SECRETORY 

PHOSPHOLIPASE A2-IID

Akira IGARASHI,1 Yoko SHIBATA,1 Noriaki TAKABATAKE,1 Shuichi ABE,1 Sumito INOUE,1 Yoshikane 

TOKAIRIN,1 Tomomi ISHIKAWA,1 Keiko YAMAUCHI,1 Daisuke OSAKA,1 Yoko YAMAGUCHI,2 Takashi 

ONO,2 Jun ISHIZAKI,2 Kohji HANASAKI,2 Isao KUBOTA,1

1

Department of Cardiology, Pulmonology, and Nephrology, Yamagata University School of Medicine,　 Yamagata, Japan 
and 2The Shionogi Research Laboratories, Shionogi and Co, Ltd., Osaka, Japan 

Introduction  We previously demonstrated the relationship between single nucleotide polymorphism (NCBI 

SNP reference: rs584367) in secretory phospholipase A2-IID (PLA2G2D) gene and the body weights in 

COPD patients. Its T-allele misssense-mutates the 80th amino acid of PLA2G2D protein, glycine (C-allele) 

into serine. Carriages of its T-allele results in significant body weight loss compared with those of C-allele. 

However, it is still unknown why patients with COPD who carrying this T-allele lose body weight. 

Secretory phospholipase A2 (sPLA2) is known to be not only the enzyme which metabolize the 

phospholipid, but also modulate the inflammatory response in many cells. In this study, we evaluated 

whether this allelic change of PLA2G2D gene results in the difference of cytokine inducibility.

Materials and Methods  Human pulmonary epithelial cells (A549 cells) were transfected with plasmid 

contracts containing the human PLA2G2D wild type (C-allele, PLA2G2D-glycine) or mutated (T-allele, 

PLA2G2D-serine), and transfected cells were selected by neomycin to generate stable cell lines. These stable 

cell lines (A549-PLA2G2D-glycine cells and A549-PLA2G2D-serine cells) were analyzed for cytokines 

mRNA levels by real-time PCR. 

Results   IL-8 and IL-6 mRNA levels significantly increased in A549-PLA2G2D-serine cells compared to 

those in A549 cells and A549-PLA2G2D-glycine cells. 

Conclusion  PLA2G2D-serine enhances the expression of  cytokines, such as IL-8 and IL-6, compared to 

PLA2G2D-glycine. These enhanced expression of cytokines may be associated with body weight loss in 

COPD patients 
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3  若手研究者の活動

【講演要旨】

A Single Nucleotide Polymorphism in CCL1 Gene Predicts Acute Exacerbations in Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease

N. Takabatake, M.D., Y. Shibata, M.D., S. Abe, M.D., I. Kubota, M.D., Yamagata, Japan 

Rationale: Acute exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease (AECOPD) are a major cause of 

morbidity and mortality in COPD. The marked heterogeneity in the host defense mechanisms may be 

attributed to the single nucleotide polymorphisms (SNPs) in the inflammatory chemokines that show 

enhanced expressions in the airway of AECOPD. Methods: We investigated four SNPs in CCL11, CCL1, and 

CCL5 genes with relation to the frequency and severity of AECOPD in the retrospective and prospective 

study of a cohort of 276 male patients with COPD. Results: In the retrospective study for two years, one SNP 

(NCBI SNP reference: rs2282691) in the predicted enhancer region of CCL1 gene, encoding a chemotactic 

factor for a series of leukocytes, was significantly associated with the frequency of AECOPD in a dominant 

model {Fishers exact test [odds ratio (OR) (95% confidence interval): 2.70 (1.36 - 5.36), P=0.004], logistic 

regression [OR: 3.06 (1.46 - 6.41), P=0.003], and Kruskal-Wallis test (P=0.003)}. In the prospective study for 

30 months, the A allele was a significant risk allele for the severity of AECOPD with gene dosage effect 

[Kaplan-Meier method with log-rank test; AA vs. TT; log-rank 

statistic: 7.67, P=0.006. Cox proportional hazards regression method; OR: 5.93 (1.28 - 27.48), P=0.023]. The 

electromobility shift assay showed C/EBP, a key transcriptional factor in response to pulmonary infections, 

binds to the T allele, but not to the A allele. Conclusions: Variants in CCL1 gene are associated with 

susceptibility to AECOPD through their potential implication in the host defense mechanisms against 

AECOPD 
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【講演要旨】

A Novel Polymorphism in Secretory Phospholipase A 2-IID Is Associated with Body Weight Loss in Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease

N. Takabatake, M.D., Y. Shibata, M.D., S. Abe, M.D., I. Kubota, M.D., Yamagata, Japan 

Rationale: Chronic and systemic inflammation, a potential cause of body weight (BW) loss in patients with 

chronic obstructive pulmonary disease (COPD), may be associated with the proinflammatory properties of 

secretory phospholipases A2 (sPLA2s), especially the group II subfamily sPLA2s. We tested our hypothesis 

that the individual susceptibility to BW loss in COPD patients is attributed to the genetic variances of this 

sPLA2 gene region. Methods:A total of 12 single nucleotide polymorphisms (SNPs) encompassing the sPLA2 

gene region were determined in 276 male COPD patients. Results:We first analyzed our patients whose body 

mass index (BMI) was at the bottom 100 (BMI,17.131.29 kgm2) and at the top 100 (23.831.98) in relation to 

SNPs. Both the Fishers exact test [odds ratio (OR),2.36; 95% confidence interval (CI),1.344.18; p=0.004] and 

logistic regression analysis (OR,2.10; 95% CI,1.133.90; p=0.019) showed statistical significance between one 

SNP (National Center for Biotechnology Information SNP reference: rs584367) and the reduction of BMI in 

the recessive model in COPD patients. Using all the patients, a significant difference between the values of 

BMI (log transformed) of the mutant group (CT+TT) and that of the nonmutant group (CC) of this SNP 

(mean[SE],1.293[0.005] vs.1.317[0.006]; p=0.003) was found after adjustment for age, smoking habit, and 

lung function (analysis of covariance). This SNP caused a change in amino acids in sPLA2-IID protein 

(Gly80Ser). Conclusions:These results suggest that sPLA2-IID may be one of the susceptibility genes that 

contribute to BW loss in patients with COPD.
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3  若手研究者の活動

【講演要旨】

Relationship among blood pressure, salt intake, renal injury and plasma renin activity in Japanese general 

population: The Takahata Study

日本人一般住民における血圧、塩分摂取、腎障害および血漿レニン活性の関連について：高畠研究

　レニン－アンジオテンシン－アルドステロン系（RAAS）は、血圧および電解質代謝の調節を通して腎障害の

進展に重要な役割を果たしている。特に腎障害進展におけるアンジオテンシンⅡの役割については動物実験での

裏付けがあり、アルドステロンについてもその関与を示唆する報告があるが、RAASの律速段階であるレニン

については、現在まで直接に腎障害を惹起し得たとの報告はない。この研究では、一般住民の横断研究のデータ

を用いて血圧、塩分摂取、腎障害と血漿レニン活性の関係を検討することで、レニンの腎障害進展に関する役割

を明らかにすることを目的とした。

　今回の研究の被験者は、山形県高畠町の40歳以上の住民について同意を得て実施した特殊検診の受検者から

選抜した。RAASへの薬剤による修飾を出来る限り除くため、既に高血圧症に対して投薬がなされているケー

スは除外した。レニンはイムノラジオアッセイで測定した血漿レニン活性（PRA）で評価した。尿アルブミン－

クレアチニン比（UACR）と24時間尿ナトリウム排泄量予測値（e24hUNa）は早朝に採取した1回スポット尿

より計算した。分析対象となった被験者総数は2056例で、男性934例、女性1122例、平均年齢60歳であっ

た。PRAの中央値（ng/ml/hr）は、それぞれ男性1.1、女性0.7で、PRAが正常上限（2.0 ng/ml/hr）を上回っ

たのは、男性193例（20.7%）、女性139例（12.4%）であった。血圧、e24hUNa、UACR等について、それぞ

れ低値になるほどPRAが高値になる傾向が示唆された（ANOVA法）。MDRD法によるGFR推算値はPRA値

と有意な関連を認めなかった。これらの因子について多重ロジスティック回帰分析を行ってその独立性を検討

したところ、血圧低値とe24hUNa低値がPRA高値（＞2.0 ng/ml/hr）となるための独立した関連因子である

ことが示された。また塩分摂取とPRAの関係では、e24hUNa高値（≧250 

mEq/day）例でPRA値の抑制が顕著であった他、過去の報告に比して本研

究の母集団は全般にPRA値が抑制されており、当該地域の住民は、過剰な

塩分摂取によってRAASが抑制されていることが考えられた。

　今回の横断研究によって、日本人一般住民におけるPRAは主に血圧と塩

分摂取量の影響を受けており、腎障害には直接関与しない事が示唆された。 
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【講演要旨】

Hyperprolactinemia associated with chronic hepatitis C and induction of prolactin mRNA in human 

peripheral blood mononuclear cells stimulated by hepatitis C virus

背景と目的：C型肝炎ウイルス (Hepatitis C virus; HCV) 感染では、感染者の70-80％に高率に持続感染が成立

する。近年、感染症における免疫反応との係わりにおいてProlactin (PRL) が免疫機構の機能維持に関わってい

る点で注目されているが、HCV感染におけるPRLの発現動態は不明である。私達はHCV感染者の血清PRL値

を住民検診およびC型慢性肝炎患者で検討した。また、末梢血単核球細胞 (PBMC) におけるPRL mRNA定量

法を確立し、C型慢性肝炎患者のPBMCにおけるPRL mRNA発現レベル、およびヒトPBMCのin vitro HCV

粒子によるPRL mRNAの発現増強を検討した。

方法と対象：HCV感染者が多い山形県Ｒ町の20歳以上の住民297名の血清PRL値を測定した。当院に通院中

のC型慢性肝炎患者 (男性) 31例について血清PRL値を測定し、Interferon (IFN) 治療前後での血清PRL値を

検討した。また患者PBMCにおけるPRL mRNAの発現を検討した。in vitro  HCV感染系から分離したHCV

粒子をヒトPBMCへ感染させPRL mRNAの発現を検討した。血清PRL値はELISA法、PRL mRNAはreal-time 

PCR法で測定した。

成績：１．住民検診における検討。血清PRL値はHCV抗体陽性者では陰性者に比し有意に高かった (10.3 ± 

9.7 vs. 8.4 ± 8.7 : p < 0.01)。性差別の検討で、男性の血清PRL値はHCV抗体陽性者では陰性者に比し有意に

高値であった (10.3 ± 8.5 vs. 5.6 ± 2.8 : p<0.001）が、女性では差は見られなかった。HCV抗体陽性者 (男性

) における高PRL値症の頻度は健常者に比し有意差に高かった (26.5% vs. 7.7% : p <0.05)。２．C型慢性肝炎患

者における検討。血清PRL値は患者では健常者に比し有意に高かった (12.0 ± 9.0 vs. 6.3 ± 3.6 : p<0.01)。C

型慢性肝炎患者(男性)における高PRL血症の頻度は健常者に比し有意に高かった (29.0% vs. 8.8%: p <0.05)。

IFN療法前後での検討では、血清PRL値はHCV完治者で治療後に有意に低下した (12.3 ± 11.9 vs. 7.2 ± 6.1: 

p<0.05) が、治療無効者では変化はなかった。C型慢性肝炎患者のPBMCにおけるPRL mRNA発現の検討では、

C型慢性肝炎患者では健常者に比し有意な発現増加が見られた (7.7 ± 6.1 vs.0.35 ± 0.36:ｐ<0.001）。in vitro 

HCV粒子添加後にヒトPBMCにおけるPRL mRNAの発現量は増加した。

結語：PRLは、遺伝子レベルでHCV感染PBMCにおける発現増強があり、血清蛋白レベルでHCV感染者にお

いて高値であることが確認さ

れた。PRLのHCV感染への関

与が示唆された。本研究は、

21世紀COEプログラム研究

より助成を受けた。
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3  若手研究者の活動

【講演要旨】

Expression of Notch signaling markers in bone marrow cells that differentiate into a liver cell limeage

【目的】

　近年、障害肝において、骨髄細胞から肝細胞への分化が報告されているが、その過程については不明な点が多

い。我々はCCl 4、肝切除による肝障害と2AAF、肝切除による肝障害モデルラットを作成し、GFPラットより

採取した骨髄細胞を肝障害モデルラットの脾臓内へ移植し、移植骨髄細胞の動態、性質を検討したので報告する。

【方法】

　骨髄細胞はオスGFPラット(8W)の大腿骨より採取した。移植骨髄細胞は、磁気抗体(CD4、CD8、CD161、

CD45RA、OX43)を用いたマグネットビーズ法によるNegative selectionにより得た。移植細胞は、肝障害モデ

ルラットの脾臓内へ5.0×105個をシリンジにて注射した。CCl 4モデルでは移植２週前からCCl 4を0.8ml/kg

週２回投与し、移植時1/3肝切除施行、移植後も投与を続け２週間後に犠死とした。2-AAFモデルでは移植5

日前より2-AAFを30mg/kg毎日投与、移植時2/3肝切除を行い1、2、4週後に犠死とした。摘出した脾臓お

よび肝臓を4%パラホルムアルデヒド固定しGFP、CK19、Notch-1、Jagged-1の発現について免疫組織学的に

検討した。

【成績】

　両モデルとも脾臓内にはGFP陽性細胞は確認できなかった。2AAFモデルでは1、2、4週いずれにおいても

肝臓内にGFP陽性細胞は確認できなかったが、CCl 4モデルでは門脈域周辺に小型のGFP陽性細胞が確認でき

た。同細胞はCK19、Notch-1、Jagged-1も陽性であった。

【結論】

　１、骨髄細胞の肝臓内への生着と分化は、高度の肝障害下においておこるものと考えられた。２、骨髄細胞が

肝細胞へと分化する過程において、Notch-1、Jagged-1などのNotchシグナルの関与が示唆された。本研究の

一部は21世紀COEプログラム研究助成をうけて行なわれた。
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【講演要旨】

　「Biological contribution of G-protein-coupled receptor kinases to phoshorylation of alpha-synuclein at 

Ser129 in pathogenesis of sporadic Parkinson's disease」という演題をポスターセクションで発表いたしました。

　発表内容は、パーキンソン病の病態に関する基礎研究です。パーキンソン病の脳内に蓄積される異常封入体で

あるレビー小体は、α- シヌクレイン（α S）が凝集したものです。レビー小体を構成するαSは、その大部分

が 129番目のSer残基でリン酸化されています。α S Ser129のリン酸化がα Sの異常凝集を増強させ、パーキ

ンソン病の発症または悪化（進行速度）を促進すると考えられています。現在、α Sのリン酸化の病的意義につ

いて研究が進んでおります。しかし、α S Ser129のリン酸化を司るキナーゼ（リン酸化酵素）についての知見

は、乏しいのが現状です。私達は、G- タンパク質共役型受容体キナーゼ（GRK）ファミリーに着目し、培養細

胞SH-SY5Yにおいて内因性レベルでGRK5とGRK6がα S Ser129リン酸化反応に寄与していることを発見し、

発表しました。

　発表では発表時間を越えて多くの質問を受けました。そのいくつかを列挙すると、（1）他の候補キナーゼであ

るカゼインキナーゼ1及び2のα S Ser129リン酸化の寄与について、（2）リン酸化α Sは保護的または神経毒性の

どちらに作用するのか、（3）GRKがどのようにパーキンソン病の発症に関与しているのか、などについて尋ねら

れました。多くの海外の研究者達との議論を通じて、彼らの疑問、見解について、その一端に触れた感じがしま

した。

　関連する研究として、リン酸化部位をつぶしたα S変異体をラット脳に過剰発現させた報告がありました。こ

の変異体がよりドパミン神経毒性を発揮していることが示されていました。実験内容の詳細は明らかではなく、

今後私たちも、リン酸化α Sの病的意義の有無について早急に取り組まねばならないと思いました。

　初めて大きな国際学会に参加して、パーキンソン病の基礎研究はラット等のin vivoでの実験が大部分を占めて
いることが分かり、世界の潮流を実感出来ました。研究成果を臨床応用するためにはin vivoの研究が必須です
ので、今後、私たちもin vivoで解析を進めていかねばならないと痛感しました。
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3  若手研究者の活動

Best Poster Awardを受賞

【講演要旨】

Fibroblast growth factor 2 produced by bone marrow cells is involved in the differentiation of hepatic 

epithelial stem cells into hepatocyte lineage in virto 

目的：肝再生療法として骨髄細胞移植の有用性が示唆されているが、肝内での移植骨髄細胞と肝幹細胞間の相互

作用は不明である。本研究の目的は骨髄細胞共培養下におけるhepatic stem-like cells (HSLCs)の増殖能および

肝細胞への分化誘導について検討することである。方法：骨髄細胞はSDラットの大腿骨より採取したものを、

肝幹細胞は肝上皮幹細胞株であるHepatic stem-like cells(HSLCs）を使用した。(1) pore size 0.4μ mの半透膜

で分離された培養皿を用い、骨髄細胞とHSLCsの共培養を行った。HSLCsの増殖能はWST-1 assayにて測定

し、肝特異遺伝子をreverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR)にて検討した。(2)骨髄細胞の

HSLCs共培養下での遺伝子発現動態を、非共培養の骨髄細胞を対照として、DNA マイクロアレイで解析した。

(3) (2)の骨髄細胞の変動する遺伝子の一つであったfibroblast growth factor 2（FGF2）をHSLCsに添加し、肝

特異的遺伝子の発現や増殖能を検討した。結果：(1)骨髄細胞共培養下のHSLCsにおいてAlbumin、Tryptophan-

2,3-dioxygenase mRNAの発現が認められた。骨髄細胞共培養下のHSLCsは、非共培養下のHSLCsに比し、

有意な増殖能の増加を示した。 (2)DNA マイクロアレイにてHSLCs共培養下の骨髄細胞では、非共培養の骨髄

細胞に比しFGF2が7.50倍の遺伝子発現増加を示した。(3)HSLCsをFGF2 (0、10、20ng/ml)で培養したとこ

ろ、3群において有意な増殖能の差は認められなかった。FGF2濃度10、20ng/mlでAlbuminおよびtyrosine 

aminotransferaseのmRNA発現が認められた。結論：骨髄細胞はHSLCsを増殖させ、肝様細胞へ分化誘導す

ることが示唆された。FGF2は、骨髄細胞からHSLCsへの作用因子の一つと考えられ、HSLCsを分化誘導する

ことが明らかとなった。本研究の一部は、21世紀COEプログラム研究より助成を受けた。
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口演者　芳賀　弘明
（山形大学医学部附属病院第二内科）

学　会　The 6th JSH Single Topic Conference
 （第6回肝臓病シングルトピックカンファレンス）
 Appi, Japan、Hotel Appi Grand　2007年9月28日

３－1　国際学会発表　Vol.9



【講演要旨】

 　“Contribution of endogenous GRKs to phosphorylation of α-synuclein at Ser129 in cultured cells”という

演題をポスターセッションで発表。

　山形県におけるパーキンソン病（PD）の有病率は10万人あたり76.6人であることから示されるように1）、

PDは神経変性疾患の中では頻度の高い疾患であります。PDは中脳ドパミン細胞の脱落とレビー小体の形成を特

徴とします。レビー小体の主要構成成分はα- シヌクレイン（α S）です。孤発性PD（sPD）のレビー小体を構

成するα Sは、そのほとんどが129番目のセリン（Ser129）がリン酸化されていることがわかっています。α S 

Ser129のリン酸化は、ショウジョウバエを用いた研究からドパミン神経細胞死を促進させると考えられていま

す。α Sリン酸化のメカニズムを明らかにすることは、PDの治療標的としての可能性を検討する上で重要と考

えられます。

   これまでの報告では、α Sをリン酸化するキナーゼとして、カゼインキナーゼ、Gタンパク質共役型受容体キ

ナーゼ（GRK）ファミリーが候補として挙げられています。当講座では、培養細胞において過剰発現したGRK5

がα SのSer129をリン酸化すること、GRK5によるリン酸化はα Sの可溶性重合体形成を促進させることを示

し、GRK5がα Sのリン酸化を介してsPDの病態に関与する可能性を報告しました2）。今回の報告では、GRK5

に加え、GRK2、GRK6にも焦点をあて、内因性レベルで各キナーゼのα Sリン酸化反応への寄与を培養細胞に

おいて検討しました。具体的には、内因性GRKsのヒト胎児腎細胞・神経細胞における発現、神経細胞におい

てGRKドミナントネガティブ変異体を用いた実験、ヒト胎児腎細胞においてsiRNAによるGRKsのノックダ

ウン実験を行い、培養細胞においてα SのSer129リン酸化反応に内因性GRK6が寄与していることを発表しま

した。培養細胞によって、GRKsの寄与に違いがある可能性があり、今後、神経系細胞でのGRKsの寄与につい

て、培養細胞、初代培養、GRK5ノックアウトマウスを用いて、さらに検討しなくてはいけないと考えています。

　今回の学会では、PD以外にもアルツハイマー病、びまん性レビー小体病、前頭側頭型認知症の基礎的研究が

数多く発表されました。家族性前頭側頭型認知症の原因遺伝子を明らかにしたMayo ClinicのProf.Mike Hutton

の講演や、昨年、前頭側頭型認知症の脳に蓄積する未知の封入体の構成成分（TDP-43）を明らかにした

Pennsylvania大学のDr.Neumannの講演および日本人研究者の活躍など、最新の研究成果やトピックに触れる

ことができました。これらの発表は、脳に異常な封入体が蓄積する神経変性疾患としてPDの研究にも非常に参

考になるものでした。また、多くの若い医師が基礎的分野でも活躍していることに強い刺激を受けました。

1) Kimura et al. Neuroepidemiology 21, 292-296, 2002
2) Arawaka et al. J. Neuroscience 26, 9227-9238, 2006
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口演者　佐藤　裕康
（山形大学大学院医学系研究科医学専攻　生命情報内科専攻）

学　会　2007年国際老年精神医学会（第26回日本認知症学会との合同開催）
 大阪　2007年10月14日から18日

３－1　国際学会発表　Vol.10



3  若手研究者の活動

　COE21プログラム「地域特性を生かした分子疫学研究」では、本学医学系研究科医学専攻及び同生命環境医

科学専攻後期課程に在籍する学生を対象に、優れた人材の意欲と創造力を最大限に発揮し、若手研究者が早期に

独立して自分の研究に専念できるよう研究費の助成を行っている。 また、これらの人材をリサーチアシスタン

トとして採用して経済的に支援し、研究に没頭できる環境を提供している。

　COE21主催の国際シンポジウムの開催するにあたり、これらの若手研究者の研究成果を発表する場を提供す

るため、ポスターセッション及び英語での口演をプログラムに入れた。この成果の概要を掲載した。

　　　　実施期日　平成19年９月７日（金）

　　　　開催場所　山形テルサ
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３－２　ポスターセッション・発表



P80 山形大学大学院医学系研究科生命環境医科学専攻後期課程

  医療情報学（平成19年3月修了）  　　志梅

P81 山形大学大学院医学系研究科医学専攻

  循環・呼吸・腎臓内科学 新関　武史

P82 山形大学大学院医学系研究科医学専攻

  神経機能再生外科学、腫瘍分子医科学 佐藤　　篤

P83 山形大学大学院医学系研究科医学専攻

  消化器病態制御内科学（平成19年3月修了） 石井　里佳

P84 山形大学大学院医学系研究科生命環境医科学専攻後期課程

  生体分子機能学 小沼　邦重

P85 山形大学医学部消化器病態制御内科学講座 奥本　和夫

P86 山形大学大学院医学系研究科生命環境医科学専攻

  生命情報内科学 原　　　進

P87 山形大学大学院医学系研究科医学専攻

  循環・呼吸・腎臓内科学 五十嵐　朗

P88 山形大学大学院医学系研究科医学専攻

  循環・呼吸・腎臓内科学（平成19年3月修了） 東海林佳兼

P89 山形大学大学院医学系研究科生命環境医科学専攻

  生命情報内科学講座（平成19年3月修了） 坂本　雅弘

P90 山形大学医学部発達生体防御学講座小児医科学 小田切徹州

P91 山形大学大学院医学系研究科医学専攻

  循環薬理学 岡崎　　雅

P92 山形大学大学院医学系研究科

  公衆衛生学講座 邵　　　力

P93 山形大学大学院医学系研究科医学専攻

  女性医学 尹　　麗梅

P94 山形大学大学院医学系研究科医学専攻

  運動機能再建・回復学 成田　　淳

P95 山形大学大学院医学系研究科医学専攻

  消化器・一般外科学 潘　　　雷

P96 山形大学大学院医学系研究科生命環境医科学専攻

  遺伝子実験医科学 周　　凌雲

P97 山形大学大学院医学系研究科医学専攻

  小児医科学分野 阿部　暁子

P98 山形大学大学院医学系研究科医学専攻

  免疫学、小児医科学 小野田正志

P99 山形大学大学院医学系研究科医学専攻

  運動機能再建・回復学 山川　淳一

P100 山形大学大学院医学系研究科生命環境医科学専攻

  遺伝子実験医科学 清水　和弘

P101 山形大学医学部消化器病態制御内科学講座 大武さや香 
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3  若手研究者の活動

Objective　The metabolic syndrome is associated 
with increased risk of chronic kidney disease, 
cardiovascular disease and mortality. However, the 
association between microalbuminuria and the 
metabolic syndrome has not been reported in 
general population in Japan before. Therefore, we 
undertook the population-based study to examine 
the association between microalbuminuria and the 
metabolic syndrome in Takahata, Japan.
Methods　Subjects of this cross-sectional study 
were individuals aged from 40 to 87 years old. The 
metabolic syndrome was defined according to the 
criteria of the Adult Treatment Panel III. 
Microalbuminuria was defined as a urine albumin-
creatinine ratio of 30 to 300 mg/g.
Results　A total of 2,321 subjects (mean age 64 
years old) were entered into the final analysis. 
Among them, the prevalence of the metabolic 
syndrome, microalbuminuria was 16.5%, 13.7%, 
respectively. There was a significant positive 
correlation between the number of components of 
the metabolic syndrome and the corresponding 
prevalence of microalbuminuria (p<0.001). In 
subjects with the metabolic syndrome compared 
with those without the metabolic syndrome, age- 
and gender-adjusted odds ratio of microalbuminuria 
was 1.99 (95% CI, 1.49-2.66). Multiple logistic 
regression analysis revealed that high glucose, high 
blood pressure and obesity were independently 
associated with microalbuminuria.
Conclusions　Our study revealed a strong 
relationship between microalbuminuria and the 
metabolic syndrome in general population in Japan. 
More comprehensive and intensive management of 
the metabolic syndrome at its early stage is 
important to prevent the progression of renal injury 
and cardiovascular complications.

【背景・目的】微量アルブミンは腎・心血管疾患の危険因子

であることが報告されている。また、メタボリックシンド

ローム（MS）は慢性腎疾患、心血管疾患の増加、死亡率増
加の危険因子であることも報告されている。しかし、日本

の一般住民において、微量アルブミンの発現頻度や危険因

子、また、MSが微量アルブミン尿へ与える影響について
は不明な点が多い。今回、我々は、高畠町の一般住民にお

ける微量アルブミン尿発現とMSの関連について検討した。
【方法】対象者は特殊検診を受けた40歳から87歳までの
山形県高畠町の住民。飲酒・喫煙などのアンケート調査、

身体測定、血液検査、血圧測定、検尿などが行われた。微

量アルブミン尿はスポット尿から測定し、尿中Cr濃度で補
正した尿中アルブミン・クレアチニン比（UACR）で評価
した。UACRは30から300mg/gが微量アルブミン尿、
300mg/g以上はマクロアルブミン尿と定義した。MSの診
断基準は米国コレステロール教育プログラム（NCEP）の
ATPⅢ基準を用いた。【結果】最終分析対象者は2321人(
平均年齢64歳、男性1034人、女性1287人)。微量アル
ブミン尿とMSの頻度はそれぞれ13.7%、16.5%であった。
MSの5つの構成因子のうち、男女とも血圧高値が最も高頻
度であった。構成因子を一つ持っている人が最も多く、そ

の中では、血圧高値が最多であった。MS群が非MS群と
比較すると微量アルブミン陽性者がそれぞれ20.8％、
12.2％であった。男女ともMS因子増加と微量アルブミン
尿の頻度は有意な相関があった。多変量ロジスティック解

析により、男女とも高血糖、血圧高値が微量アルブミン尿

の有意な独立危険因子となった。MS群における年齢で補
正した微量アルブミン尿出現の非MS群に対するオッズ比
は男性では、1.92 (95% CI, 1.29-2.84)、女性では、 2.03 
(95% CI, 1.34-3.09)であった。【結論】一般住民においてMS
は高頻度に存在し、微量アルブミン尿と強く相関していた。

腎疾患、心血管合併症の予防のために、MSの早期介入が
必要である。 
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氏　名　 　　志梅　Hao Zhimei
（山形大学大学院医学系研究科生命環境医科学専攻後期課程医療情報学（平成19年３月修了））

研究テーマ　一般住民における微量アルブミン尿発現とメタボリックシンドロームの関連性
について

［ポスター発表及び口演］

The Association between Microalbuminuria and Metabolic Syndrome in General Population in Japan
Zhimei Hao1, Tsuneo Konta1, Satoshi Takasaki1, Hiroshi Abiko1, Mizue Ishikawa1, Toshiyuki Takahashi1, Ami Ikeda1,
Kazunobu Ichikawa1, Takeo Kato2, Sumio Kawata3, Isao Kubota1.
Department of Cardiology, Pulmonology, and Nephrology1, Department of Neurology, Hematology, Metabolism, Endocrinology 
and Diabetes2, Department of Gastroenterology3, Yamagata University School of Medicine, Yamagata, Japan



Background: For the assessment of precise reference 
values, it is important to know influence of 
biological variations. Although it has been reported 
that heart-type fatty acid-binding protein (H-FABP) 
is a new marker for myocardial cell injury and brain 
natriuretic peptide (BNP) is increased in advanced 
heart failure patients and provides prognositic 
information, the impact of age, sex, and other 
physiologic characteristics on these markers are 
unknown. In this study we examined physiological 
variations of these markers in a large general 
population.
Methods and Results: We measured H-FABP and 
BNP levels in 2099 subjects received annural 
healthy check. Plasma BNP levels were higher in 
women compared to men as previous studies. Serum 
H-FABP levels were higher in men compared to 
women. H-FABP and BNP levels increased with 
aging significantly. Multiple logistic regression 
analysis showed that increased H-FABP and BNP 
levels were influenced by various factors.
Conclusion: Our study indicates that H-FABP and 
BNP levels were affected by physiologic 
characteristics in a large group of volunteers.  These 
effects should be taken into account in determining 
appropriate reference values and will aid in the 
precise identification of elevated H-FABP and BNP 
levels in clinical practice. Elevated H-FABP levels 
with aging, hypertension, and ECG abnormality 
subjects may represent subclinical cardiac injury 
and have important clinical implications.

　ヒト心臓型脂肪酸結合蛋白（H-FABP）は心筋傷害

のマーカーとして、脳性利尿ペプチド（BNP）は心臓

の容量負荷のマーカーとして、現在、臨床の場におい

て利用されているが、それらの正常値や性別、年齢な

どによる影響についてははっきりとは知られていない。

今回、我々は健診を受けた健常者2099人において血中

のH-FABP、BNPの値を測定した。血漿BNP値は、

過去の報告と同様に女性において高値を示したが、血

清H-FABP値は、男性において高値を示した。また、

H-FABP、BNPともに加齢に伴い有意な増加傾向を示

した。ロジスティック回帰分析の結果、H-FABPが高

い症例においては、高齢者、血圧が高い症例、心電図

異常を呈する症例が多かった。今後は、臨床の場にお

いてもこれらの影響を考慮しながら利用していく必要

性が示唆された。
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氏　名　新関　武史    Takeshi Niizeki
（山形大学大学院医学系研究科医学専攻循環・呼吸・腎臓内科学）

研究テーマ　心不全の分子機序の検討

［ポスター発表及び口演］

The circulating levels of heart-type fatty acid-binding protein (H-FABP) and brain natriuretic peptide (BNP) 
in Japanese general population: Effects of age, sex, and other physiologic characteristics
Takeshi Niizeki, Yasuchika Takeishi, Noriaki Takabatake, Naoki Nozaki, Osamu Hirono, Tetsu Watanabe, Joji Nitobe,
Takehiko Miyashita, Yo Koyama, Satoshi Suzuki, Tatsuro Kitahara, Tsuneo Konta, and Isao Kubota.
Department of Cardiology, Pulmonology, and Nephrology, Yamagata University School of Medicine, Yamagata, Japan



3  若手研究者の活動

Background: Accumulating evidence now indicates 
that non-apoptotic, caspase-independent 

mechanisms play a critical role in oncogene- as well 

as anticancer treatment-induced cellular suicide. We 

have found that the ras oncogene induces non-
apoptotic programmed cell death in glioma and 

neuroblastoma cells, but the molecular mechanism 

involved therein remains undefined.

Methods: Cell death was induced by transient co-
transfection of active Ras- and GFP-expressing 

vectors, and was assessed on the basis of 

morphology of GFP-positive cells. Ras and JNK 

protein expression levels were determined by 

immunoblotting with specific antibodies for each. 

Activation of JNK was monitored by immunoblot 

analysis using an antibody that specifically 

recognizes JNK phosphorylated at Thr183/Tyr185. 

Blockade of JNK activity was achieved by the use 

of SP600125.

Results: Increase of phosphorylated JNK was 
detected in the course of Ras-induced non-apoptotic 

cell death. Dose-dependence analysis showed that 

increased expression of Ras (via transfection of 

increasing amounts of Ras expression vector) is 

associated with increased JNK activity, yet an 

inactive Ras mutant failed to activate JNK as well 

as cell death itself. Time-course analysis 

demonstrated that JNK activation followed Ras 

expression and preceded cell death. SP600125 

inhibited Ras-induced cell death in a range of 

concentration where it efficiently inhibited JNK 

activity.

Conclusions: The results indicate that i) Ras 
activates JNK during cell death induction, 

depending on its ability to transduce intracellular 

signals, and that ii) JNK likely plays an essential 

role in Ras-induced cell death. The data together 

suggest that JNK is involved in the death signal 

transduction of Ras-mediated non-apoptotic 

programmed cell death.

　我々はこれまでにRasの異常活性化がnon-

apoptoticプログラム細胞死を誘導すること、またその

ような細胞死が神経芽腫の自然退縮に関与している可

能性を示してきた。このことはRas依存的non-

apoptotic細胞死が生体内において異常活性化Rasを

もつがん細胞の排除に関わっていることを示唆するも

のである。そこで現在我々はこのようなRas依存的

non-apoptoticプログラム細胞死のin vitroモデル実験

系を用いてその制御機構の解析をすすめている。その

なかで今回はnon-apoptotic細胞死への関与が示唆さ

れているJNKに着目して検討を試みた。その結果、以

下の諸点を明らかにした。１）Rasにより神経芽腫細

胞に細胞死が誘導される過程でJNKが活性化される。

２）JNKの活性化をJNKの特異的阻害剤である

SP600125を用いて抑制したところ、Rasによる神経芽

腫細胞死の誘導も抑制された。これらの１）、２）の結

果はJNKがRasからの細胞死シグナル伝達に関与し

ている可能性を示唆している。
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氏　名　佐藤　　篤　Atsushi Asto
（山形大学大学院医学系研究科医学専攻神経機能再生外科学、腫瘍分子医科学）

研究テーマ　non-apoptoticプログラム細胞死の制御に関わる分子機構の解明

［ポスター発表及び口演］

Role for c-Jun N-Terminal Kinase (JNK) in Ras-Mediated Non-Apoptotic Programmed Cell Death
Wataru Mouri1, Atsushi Sato1, 2, Ken Tachibana2, Kaori Sakurada1, Takamasa Kayama1, Chifumi Kitanaka2

Departments of 1Neurosurgery and 2Molecular Cancer Science, Yamagata University School of Medicine, Yamagata, Japan



Background: Prolactin (PRL) is a pituitary hormone associated 
with lactation and reproduction. It is also known as an 
immunoregulatory hormone secreted from lymphocytes, and 
noted to have influence on cell immunity in infectious disease. 
PRL stimulates the production of IFN-γ and increase the 
effect of IL-2 in lymphocytes. Elevation of serum PRL levels 
have been reported in patients with HIV or in those with some 
infectious diseases, and hyperprolactinemia has been 
demonstrated in 20% of HIV-infected men. Thus PRL 
influences cell immunity in infectious diseases, however, PRL 
induction in relation to HCV infection has not been elucidated. 
Methods: We examined serum PRL levels and frequency of 
hyperprolactinemia in both 232 subjects of our HCV cohort 
study and 31 male patients of the hospital, who were 
chronically infected with HCV. Serum PRL levels in healthy 
individuals without HCV infection were used as controls. 
Furthermore, serum PRL levels were compared in 20 male 
patients before and after anti-viral therapy using interferon. We 
measured expression of PRL mRNA level in PBMCs in 12 male 
patients and 6 healthy controls, and also investigated PRL 
mRNA of PBMCs collected from 5 healthy men that stimulated 
by HCV produced by Huh7.5 cells in vitro. The levels of serum 
PRL and PRL mRNA in PBMCs were measured by 
chemiluminescence immunoassay and real-time PCR, 
respectively. Results: Serum PRL levels were significantly 
higher in the HCV-infected subjects than in the controls (p< 
0.01). They were significantly higher in HCV-infected male 
subjects than in the controls (p< 0.001), however, the 
difference was not significant between HCV-infected female 
subjects and controls. Frequency of hyperprolactinemia was 
significantly higher in HCV-infected male subjects than in the 
controls (p< 0.05). Serum PRL levels were significantly higher 
in male patients as than in the controls (p<0.01) Frequency of 
hyperprolactinenia was significantly higher in male patients 
than in the controls (p< 0.05). Serum PRL levels decreased 
significantly after anti-viral therapy using interferon in 10 
patients with sustained 
virological response to therapy 
(p<0.05), but no changes were 
found in 10 patients without 
response to therapy. The levels of 
PRL mRNA in PBMCs derived 
from HCV-infected patients were 
significantly higher with 12 male 
patients than that of the controls 
(p<0.001), and the enhancement 
of PRL mRNA expression was 
found after HCV stimulation in 
PBMCs of all five healthy men in 
vitro. Conclusion: These findings 
suggest that HCV infection 
induces the expression of PRL.
 

背景と目的：C型肝炎ウイルス（Hepatitis C virus; HCV）
感染では、感染者の70-80％に持続感染が成立する。近年、
感染症における免疫反応との係わりにおいてProlactin
（PRL）が注目されているが、HCV感染におけるPRLの発
現動態は不明である。

方法と対象：山形県Ｒ町の20歳以上の住民297名の血清
PRL値を測定した。C型慢性肝炎患者（男性） 31例について
も血清PRL値を測定し、さらにInterferon（IFN）治療前後で
の血清PRL値を検討した。患者PBMCにおけるPRL 
mRNAの発現を検討した。in vitro  HCV感染系から分離し
たHCV粒子をヒトPBMCへ感染させPRL mRNAの発現
を検討した。血清PRL値はELISA法、PRL mRNAはreal-
time PCR法で測定した。
成績：１．住民検診における検討では、血清PRL値はHCV
抗体陽性者では陰性者に比し有意に高かった。性差別の検

討で、男性の血清PRL値はHCV抗体陽性者では陰性者に
比し有意に高値であった。HCV抗体陽性者（男性）におけ
る高PRL値症の頻度は健常者に比し有意差に高かった。２．
C型慢性肝炎患者における検討では、血清PRL値は患者で
は健常者に比し有意に高かった。C型慢性肝炎患者（男性）
における高PRL血症の頻度は健常者に比し有意に高かっ
た。IFN療法前後での検討では、血清PRL値は著効例では
治療後に有意に低下したが、無効例では変化はなかった。

C型慢性肝炎患者のPBMCにおけるPRL mRNA発現の検
討では、C型慢性肝炎患者では健常者に比し有意な発現増
加が見られた。in vitro HCV粒子添加後にヒトPBMCにお
けるPRL mRNAの発現量は増加した。
結語：PRLは、遺伝子レベルでHCV感染PBMCにおける
発現増強があり、血清蛋白レベルでHCV感染者において高
値であることが確認された。PRLのHCV感染への関与が示
唆された。 
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3  若手研究者の活動

　Strategies to identify the molecules that regulate tumor 
metastasis are mostly exhaustive methods utilizing genomics and 
proteomics. Other approach is to analogize the molecules which 
are suspected to be closely associated with metastasis, especially 
those recognized in the process of normal embryonic 
development, or extravasation of inflammatory cells. Similarities 
have been pointed out between metastasis of tumor cells and 
infiltration of inflammatory cells. We therefore speculated that by 
analyzing the principal nature of transendothelial migration of 
inflammatory cells we might be able to find a clue to identifying 
novel molecules that control tumor metastasis. GPI-80, an 80 kDa 
human glycosylphosphatidyl-inositol-anchored glycoprotein, was 
originally identified and cloned at Yamagata University (J 
Immunol 162: 4277-4284, 1999). This molecule affects neutrophil 
adherence and transendothelial migration; however, its precise 
function is yet unclear. We examined therefore how metastatic 
properties are modified when GPI-80 expression is enforced in 
tumors. GPI-80 cDNA was subcloned into pcDNA3.1 expression 
vector, and transfected into cells of a highly tumorigenic and 
metastatic mouse fibrosarcoma, QRsP-11. GPI-80-transfected cells 
inhibited metastatic ability as compared to vector-transfected 
cells or parental cells when those cell lines were individually 
injected into syngeneic C57BL/6 mouse intravenously. We 
analyzed the possible mechanism responsible for the suppression 
by using several in vitro models which mimic each step of in 
vivo tumor metastasis. GPI-80 prevented aggregation in the 
spheroid culture system, which is a floating circulation to provide 
cells with the condition for their survival and aggregation. 
Moreover, invasion and motility of tumor cells were also 
downregulated following GPI-80 expression. On the other hand, 
the tumor cells' sensitivity to natural killer (NK) cells, i.e., the 
main immune component to kill the tumor cells in the 
circulation, attachment to vascular endothelium and growth, in 
either subcutaneous site of syngeneic hosts or in vitro culture 
system, were not changed. To date, 15 genes have been 
identified to have metastasis-regulating functions. From our 
results, GPI-80 will be one of the molecules possibly to have an 
anti-metastatic function.

　これまでに癌転移制御遺伝子は、いずれも臨床あるいは実験的転移性

癌細胞と、これの対照としての原発腫瘍由来で非転移性の癌細胞との間

に見いだされる遺伝子・タンパク質発現の違いを指標として同定されて

きた。その一方で、転移性癌細胞に共通する特徴である運動能あるいは

浸潤能の亢進に関わる分子を、胎生発生期に見られる嚢胚陥入に関わる

分子や、炎症細胞の炎症局所への浸出時に関わる分子等の解析から類推

する手段もとられるようになってきた。炎症細胞の浸出は、血中に存在

する癌細胞が遠隔臓器転移を形成する際に必須な過程である血管内皮

への接着、血管内皮細胞の乖離と経内皮運動および血管外への遊走等と

その多くが共通した過程をとる。そこで本研究は、転移過程を制御する

分子を同定することを目的として、好中球の炎症局所への浸出過程を制

御することが推察されているglycosylphosphatidyl inositol-80 （GPI-
80）に焦点を当てて解析を行った。GPI-80は、分子量80 kDaの
glycosylphosphatidyl inositol-アンカータンパク質であり、山形大学で
初めて同定された(J Immunol 162: 4277-4284, 1999)。この分子は、ヒ
ト好中球に発現し、血管内皮への接着および血管外浸出に関わることが

報告されている。しかし、GPI-80による接着・運動能は、経内皮運動
時に一過性の亢進を示すものの直ちに抑制されることからも、その機能

はまだ十分に明らかにされていない。そこでGPI-80遺伝子を癌細胞に
強制発現させ、転移形成に関わるどのような過程を制御するのかを検討

した。pcDNA3.1発現ベクターにヒトGPI-80遺伝子を組み込み、これ
をC57BL/6マウス由来で、高腫瘍原性・高転移性の線維肉腫細胞（QRsP-
11）に遺伝子導入した。GPI-80遺伝子導入株を尾静脈内移植したとこ
ろ、親癌細胞およびベクター導入株に比べ転移能が著しく抑制された。

しかしながら、皮下移植した際の増殖能や、通常の平面培養条件下にお

ける増殖能には差を認めなかった。そこでこの癌転移の抑制機構を血管

内播種後に想定される複数の段階について検討した。その結果、GPI-80
遺伝子導入による転移能の抑制は、基質との接着を阻害した場合に観察

されるスフェロイド凝集性増殖能の喪失、細胞運動能および浸潤能の低

下によるものと推定された。しかし、抗腫瘍エフェクター細胞（NK細
胞）に対する感受性や、血管内皮に対する接着能に起因するものではな

いことを明らかにした。癌転移制御遺伝子の多くは、シグナル伝達やイ

ンテグリン等の細胞接着・情報伝達等に関わり、現在までにわずか15
分子の報告がなされているのみである。本研究よりGPI-80分子は、新
規の癌転移制御遺伝子となりうる可能性が示唆された。 
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Background and Aim. Hematopoietic growth factors 
including stem cell factor (SCF), thrombopoietin 

(TPO) and granulocyte colony stimulating factor (G-

CSF) have a potential role in inducing bone marrow 

hematopoietic stem cells to move into the 

circulation, and the association of these factors with 

liver regeneration have gotten a lot of attention 

recently. The aim of this study was to determine the 

serum levels of such factors in patients with acute 

liver injury. 

Methods. The subjects included 25 patients with 
acute hepatitis (AH) who had a favorable prognosis, 

and 26 patients with fulminant hepatitis (FH), of 

whom 11 were alive and 15 had died. Sixty-six 

healthy subjects matched for age and sex served as 

controls. Serum samples were collected before 

treatment, and the levels of SCF, TPO and G-CSF 

were measured using enzyme-linked 

immunosorbant assays. 

Results. The levels of SCF and TPO were 
significantly lower in FH patients than in AH 

patients and the controls, and were also 

significantly lower in the 

FH patients who died, 

compared to the surviving 

patients. The G-CSF level 

did not differ among them. 

Conclusions. These results 
suggest that the low serum 

levels of SCF and TPO may 

be linked to poor prognosis 

in patients with severe liver 

injury.

　骨髄幹細胞を抹消へ動員する因子として、Stem Cell 

Facto (SCF)、Thrombopoietin (TPO)、Granulocyte 

colony stimulating factor (G-CSF) などが知られてい

る。今回の研究では急性肝障害（急性肝炎、劇症肝炎）

時のこれらの血清濃度を測定し、検討した。SCF、TPO

においては、急性肝炎に比し、劇症肝炎、特に死亡例

で有意に血清濃度の低下を認めた。G-CSFにおいては

有意差はなかった。これらの因子の低下が予後を悪化

させる可能性があると考えられた。
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3  若手研究者の活動

　α-synuclein ( α S) is a major component of 

intracytoplasmic fibrillary aggregates called Lewy 

bodies (LBs), the neuropathological hallmark of 

Parkinson's disease. α S deposited in LBs is 

phosphorylated at Ser129 and is truncated at the C-

terminus. Abnormal oligomerization and 

aggregation of α S, which are enhanced by 

phosphorylation of Ser129 and C-terminal 

truncation, is considered to play a key role in the 

pathogenesis of PD. However, the process of 

oligomerization and aggregation of α S is not fully 

understood. Exposure of α S to polyunsaturated 

fatty acids (PUFAs) has been known to trigger the 

formation of soluble oligomers of α S. Here, we 

demonstrate that α S binds to PUFAs through the N-

terminal region (residues 2-60) of α S. In HEK293 

cells, α S mutants lacking the N-terminal region 

fails to form soluble oligomers in response to PUFA 

treatment. PUFA-induced α S oligomerization is 

accelerated by C-terminal truncation or 

phosphorylation of Ser129, however, the N-terminal 

region of α S is essential for PUFA-induced 

oligomerization of truncated or phosphorylated α S. 

The binding of PUFA to α S may have a crucial 

role in oligomerization of α S.

背景：パーキンソン病は、神経病理学的に中脳黒質の
ドパミン神経細胞の変性・消失に加え、レビー小体
（LB）と呼ばれる細胞内凝集体の出現によって特徴づ
けられる。LBの主要構成成分は、α -synuclein ( α S) 
である。LBを構成するα Sの大部分が129番目のセリ
ン残基（Ser129）でリン酸化され、また一部のα S は
C末端で切断されていることが明らかになっている。
α SのSer129のリン酸化、C末端の切断は、α Sの異
常重合体の形成、それに引き続く凝集体の形成を促進
し、神経細胞死に影響を及ぼすと推察されている。ま
た、不飽和脂肪酸はα Sの可溶性重合体の形成を促進
する外的要因のひとつとして知られている。しかし、
これらα S自体の翻訳後修飾と外的要因のα S異常重
合・凝集化における相互作用は不明である。
目的・方法：本研究では、α SをN末端から連続的に
アミノ酸配列を欠失させた変異体のセットを作製し、
in vitro（無細胞系）および培養細胞を用いて、脂肪酸
結合領域の同定、脂肪酸により惹起される可溶性α S
重合体の形成におけるα Sの脂肪酸結合領域の役割、
さらに脂肪酸により惹起される可溶性α S重合体の形
成におけるα SのC末端切断及びα S S129のリン酸化
の役割について解析した。
結果：in vitro脂肪酸結合分析より、α Sはアミノ酸配
列2-60の領域で脂肪酸と結合することを見出した。
HEK293細胞において、脂肪酸の添加により惹起され
る可溶性α S重合体の形成は、α Sの脂肪酸結合領域の
欠失によって抑制された。α SのC末端欠失及び
Ser129リン酸化は、脂肪酸によるα S可溶性重合体の
形成を促進するが、α SのN末端脂肪酸結合領域の欠
失によって、その重合体形成は抑制された。
考察：α SはN末端領域を介して不飽和脂肪酸と結合
し、α S可溶性重合体の形成を開始することが示され
た。さらに、α SのC末端欠失及びSer129リン酸化
といった翻訳後修飾は、不飽和脂肪酸によって惹起さ
れるα S可溶性重合体の形成の促進因子と考えられた。
α Sと不飽和脂肪酸の結合は、パーキンソン病の病態
において重要な役割を担っている可能性がある。 
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Introduction  We previously demonstrated the relationship 
between single nucleotide polymorphism (NCBI SNP 
reference: rs584367) in secretory phospholipase A2-IID 
(PLA2G2D) gene and the body weights in COPD 
patients.1 Its T-allele misssense-mutates the 80th amino 
acid of PLA2G2D protein, glycine (C-allele) into serine. 
Carriages of its T-allele results in significant body weight 
loss compared with those of C-allele. However, it is still 
unknown why patients with COPD who carrying this T-
allele lose body weight. Secretory phospholipase A2 
(sPLA2) is known to be not only the enzyme which 
metabolize the phospholipid, but also modulate the 
inflammatory response in many cells. In this study, we 
evaluated whether this allelic change of PLA2G2D gene 
results in the difference of sPLA2 activity.
Materials and Methods  Human pulmonary epithelial cells 
(A549 cells) were transfected with plasmid contracts 
containing the human PLA2G2D wild type (C-allele, 
PLA2G2D-glycine) or mutated (T-allele, PLA2G2D-
serine), and transfected cells were selected by neomycin 
to generate stable cell lines. We measured sPLA2 activity 
in the supernatants of these stable cell lines (A549-
PLA2G2D-glycine cells and A549-PLA2G2D-serine cells).
Results   sPLA2 activities of A549-PLA2G2D-serine cells 
did not differ from those of A549-PLA2G2D-glycine cells. 
Conclusion  This result suggests that severity of body 
weight loss in COPD patient is not attributed to difference 
of the activity of PLA2G2D. 
References
1.Takabatake N, Sata M, Shibata Y, Muramatu M, Kubota 
I. A novel polymorphism in secretory phospholipase A2-
IID is associated with body weight loss in Chonic 
Obstractive Pulmonary Disease. Am. J. Respir. Crit. Care 
Med. 2005; 172: 1097-1104. 
Key words：COPD, SNP, PLA2G2D

背景　COPD患者の原因不明の体重減少は独立した予

後規定因子である。われわれは以前、PLA2G2D遺伝子
多型とCOPD患者の体重減少との関連について検討し、

その遺伝子内の一塩基多型（NCBI SNP reference: 

rs584367）とCOPD患者のBMI値の低下との間に統

計的有意性を示した。すなわちPLA2G2Dの第80番目
のアミノ酸がグリシンからセリンに置換された群では

体重減少が著明であることを報告した。分泌型ホスホ

リパーゼA2はホスホリピッドを分解する作用だけで

なく、様々な細胞において炎症反応を調節する働きが

ある。本研究ではこのPLA2G2D遺伝子内の一塩基多型
がPLA2G2Dのホスホリパーゼ活性に変化をもたらす

かについて検討した。

方法　ヒト肺上皮細胞株A549に2種類のPLA2G2D
（グリシン型、セリン型）の遺伝子を導入し、それぞれ

のプラスミドベクターにて安定発現細胞株を確立した。

グリシン型、セリン型の各細胞株の上清中の酵素活性

の測定をおこなった。

結果　グリシン型とセリン型のPLA2G2Dのホスホリ
パーゼ活性には有意差がなかった。

考察　COPD患者の体重減少はPLA2G2Dのホスホリ
パーゼ活性の違いによるものではないと考えられた。 
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3  若手研究者の活動

Background and objective: Pulmonary emphysema is 
associated with frequent respiratory infections but little is 
known about the reasons for this susceptibility to 
bacterial infection. We previously demonstrated an 
impaired inflammatory response to Streptococcus 
pneumoniae in an experimental emphysema mouse model 
at 24 h, or longer following bacterial inoculation. Toll-like 
receptors (TLRs) have been recognized as regulators in 
the inflammatory response. We examined the expression 
of TLRs on alveolar macrophages in experimental 
emphysema mice and evaluated the immediate 
inflammatory response of the emphysematous lung to 
streptococcal infection.
Methods: Elastase was administered once into mice 
trachea to induce pulmonary emphysema. Three weeks 
later, expression of TLR-2 and -4 in the BAL cells was 
examined by immunostaining. Following the intra-
tracheal inoculation of Streptococcus pneumoniae, pro-
inflammatory cytokine concentrations were measured in 
the BAL fluids of the control and emphysema mice.
Results: The expression of TLR-2 and -4 was significantly 
elevated in the alveolar macrophages of emphysema mice. 
Six hours after infection, neutrophils in the BAL fluid of 
emphysema mice were significantly increased, and the 
levels of tumour necrosis factor-a, interleukin-1 b and 
interleukin-6 were significantly elevated, compared with 
the control mice. At 3 h post-inoculation, macrophage 
inflammatory protein-2 levels were significantly elevated.
Conclusions: The immediate inflammatory response in the 
emphysematous lung is significantly enhanced in 
response to streptococcal infection. This may be partly 
attributed to the increased expression of TLRs in the 
alveolar macrophages of emphysema mice.
Key words: COPD, Toll-like receptor, alveolar 
macrophage, pro-inflammatory cytokine

【背景】肺気腫は細菌感染症から、急性増悪を来たしやすく、
健常者に比し、気道局所の免疫能の異常が指摘されている。
また、肺炎球菌は依然、市中肺炎の起因菌の第１位であり、
高齢者では大葉性肺炎など、致命的な感染症となる。今後、
肺気腫に罹患した高齢者の増加が予想されており、その病
態生理を解明することは、医学的にも、社会的にも重要な
ことと位置づけられる。
【目的】近年、細菌感染初期の免疫反応にToll-like 
receptor(TLR) が関与すると言われている。特に、TLR-2
はグラム陽性菌の表面抗原であるpeptidoglycanや
lipoteichoic acidを認識するといわれ、TLR-4はグラム陰
性菌のlipopolysaccharideを認識するといわれている。そ
のため、この2つのレセプターに着目し、肺気腫での肺炎
球菌感染前後における免疫反応を検討する。
【動物と方法】8週齢ICRマウスに、全身麻酔下にブタ膵エ
ラスターゼ6単位を気管内投与し、3週間後に肺組織にて肺
気腫の形成を組織学的に確認した。さらに、気管肺胞洗浄
(BAL)を行い、BAL細胞でのTLRの発現を免疫染色とRT-
PCR法にて比較検討した。また、肺気腫マウスとコント
ロールマウスに肺炎球菌を経気道的に投与し、菌感染6時
間後のBAL液中白血球細胞分画とサイトカイン濃度を比
較検討した。
【結果】BAL細胞において、TLR-2陽性細胞が肺気腫群で
は、41.2 ± 13.4%であったのに対し、正常肺群では、1.0 
± 1.1%であった（P<0.001 v.s control）。また、TLR-4陽
性細胞が肺気腫群では、48.8 ± 10.7%であったのに対し、
正常肺群では、0.5 ± 0.6%であった（P<0.001 v.s control）。
肺組織中においても、肺気腫群でTLR-2、及び-4陽性細胞
を認めたが、正常肺群では認めなかった。mRNAのレベル
においても肺気腫群でTLR-2、-4のmRNAが強発現してい
た（TLR-2 P=0.013 v.s control、TLR-4 P=0.038 v.s 
control）。肺炎球菌感染6時間後のサイトカイン濃度は、IL-
6、TNF-alpha、IL-1betaが、肺気腫群で有意に上昇して
いたが、12時間後、24時間後ではその差はなくなってい
た。BAL細胞分画でも、肺気腫群で、著明な好中球の集積
を認めた。
【結論】マウス肺気腫モデルでは、肺胞マクロファージにお
いてTLR-2、-4が有意に強発現しており、肺炎球菌感染初
期において炎症は増強していることが示された。 
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[Objective] Alpha-Synuclein ( α S) is a major 
component of Lewy bodies (LBs), the 
neuropathological hallmark of sporadic Parkinson's 
disease (sPD). Most of α S deposited in LBs has been 
reported to be phosphorylated at Ser129. 
Furthermore, phosphorylation of α S at Ser129 has 
been shown to enhance the toxicity of α S to 
dopaminergic neurons in a Drosophila model of PD. 
These findings implicate that phosphorylation of  α S 
at Ser129 plays a key role in the pathogenesis of 
sPD. Previous report has demonstrated that G 
protein-coupled receptor kinases (GRK) 2 and GRK5 
phosphorylate α S at Ser129 using the cells 
overexpressing GRK2 and GRK5. Here, we 
investigated the contribution of endogenous GRKs 
to phosphorylation of  α S at Ser129 in cultured cells. 
[Method] We analyzed the level of α S 
phosphorylated at Ser129 in SH-SY5Y cells 
expressing wild-type or dominant negative mutant 
of GRK2, GRK5 or GRK6. Also, we examined it in 
HEK293 cells transfected with small interfering 
RNA (siRNA) selectively targeting the isoform of 
GRKs. [Result] In HEK293 cells and SH-SY5Y cells, 
endogenous GRK2, GRK5 and GRK6 were 
detectable. Overexpression of GRK2, GRK5 and 
GRK6 promoted the level of α S phosphorylated at 
Ser129. In SH-SY5Y cells, overexpression of 
dominant negative mutant GRK6 significantly 
reduced phosphorylation of α S at Ser129. In 
HEK293 cells transfected with GRK6-siRNA, the 
knockdown of endogenous GRK6 significantly 
attenuated phosphorylation of α S at Ser129.
[Discussion] We demonstrated that GRK6 was the 
novel kinase to 
phosphorylate  α S at Ser129 
in the cultured cells. 
Phosphorylation of α S by 
GRK6 may be one of the 
therapeutic targets in sPD. 
Further study is needed to 
determine the contribution 
of endogenous GRKs to 
phosphorylation of α S in 
other cell lines and primary 
cultured neurons, which 
would provide an insight 
for selecting an effective 
therapeutic target for sPD.
 

背景：パーキンソン病 (PD) は、中脳黒質ドパミン神経細胞の選択
的な変性を特徴とする神経変性疾患であるが、神経細胞死のメカニ
ズムは解明されていない。α- シヌクレイン ( α S) は、孤発性PD 
(sPD) を病理的に特徴づけるレビー小体 (LB) の主要構成成分であ
り、LBに沈着した大部分のα Sにおいて、129番目のSer残基がリ
ン酸化されている。近年の研究より、リン酸化α Sは非リン酸化α
 Sより凝集し易いこと、α Sトランスジェニックショウジョウバエに
おいてα S Ser129のリン酸化がドパミン神経細胞死を促進させる
ことが示されている。Ser129のリン酸化が、α Sの重合及び細胞毒
性の発揮に重要と考えられている。α S Ser129のリン酸化を担うキ
ナーゼ候補として、これまでにカゼインキナーゼ (CK) 1、CK2 及
びGタンパク質共役型受容体キナーゼ (GRK) 2、GRK5がある。し
かし、これら候補キナーゼが細胞内でどの程度α S Ser129のリン酸
化反応に寄与しているのか不明である。
目的・方法：GRKファミリーのうち、種々の細胞に発現が確認されて
いるGRK2、GRK5、GRK6に焦点をあて、内因性レベルでα S Ser129
のリン酸化反応に寄与する分子を同定するため、培養細胞において
ドミナントネガティブ変異体及びRNA干渉法を用いて検討した。
結果：HEK293細胞及びSH-SY5Y細胞におけるGRKファミリー
の発現はGRK2、GRK6、GRK5の順に多かった。野生型GRK2、
GRK5に加え、GRK6の過剰発現によってもリン酸化α S量の増加を
認めた。これらの結果を基礎にα S安定発現SH-SY5Y細胞株に
GRKドミナントネガティブ変異体を過剰発現させたところ、GRK6
変異体が有意にリン酸化α Sの産生を抑制した。GRK2、GRK5の
変異体は抑制効果を示さなかった。次にα S安定発現HEK293細胞
株において、RNA干渉法を用いて検討した。内因性GRK2及び
GRK5の発現を抑制させた場合、α S Ser129のリン酸化反応は抑制
されなかったが、内因性GRK6の発現を抑制させた場合、α S 
Ser129のリン酸化反応は有意に抑制された。
考察：培養細胞においてGRKファミリーの中で、GRK6がα S 
Ser129のリン酸化反応を担うキナーゼのひとつであることを示し
た。しかし、GRK6と同じサブファミリーに属するGRK5について
は、今回用いた培養細胞においてその発現が極めて少量であること
から、α Sのリン酸化反応への寄与を過小評価している可能性があ
る。今後、初代培養神経細胞において各キナーゼの寄与を明確にす
ることは、sPDの治療標的としてのα Sリン酸化阻害剤の開発に重
要な知見を与えると考えられる。 
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3  若手研究者の活動

Background:  Sudden infant death syndrome (SIDS) is 
defined as the sudden unexpected death of an infant <1 
year of age, with onset of the fatal episode apparently 
occurring during sleep, which remains unexplained after a 
thorough investigation.  Its incidence is estimated as 0.3-
1.0/1000 live births in the United States and 0.3-0.5/1000 
in Japan where SIDS is the third leading cause of infant 
death.  Since the first suggestion in 1976 that prolonged 
QT interval in electrocardiogram (ECG) may relate to 
SIDS, the relationship between ventricular arrhythmias 
including long QT syndrome (LQTS) and SIDS has been 
increasingly reported.  However, few studies have 
reported the association of the mutation of major LQTS 
causing-genes with Japanese SIDS victims.  
Materials and Methods:  We performed a comprehensive 
molecular analysis of the 3 genes (KCNQ1, KCHH2, 
SCN5A), major LQTS causing genes, in total 42 Japanese 
SIDS victims.  Mutations of all exons of the 3 genes were 
screened by denaturing high-performance liquid 
chromatography (DHPLC) and were confirmed by 
sequence determination.  To distinguish between 
pathogenic mutations and benign variants, currents of the 
channels associated with the 3 genes were recorded using 
heterologous expression systems.
Results:  Four of 42 SIDS victims (9.5%) were found to 
possess mutations in LQTS associated genes.  One case 
had the K598R mutation in KCNQ1, two cases had the 
F532C or F1705S mutations in SCN5A, and one case had 
the T895M mutation in KCNH2 and the G1084S mutation 
in SCN5A.  When expressed heterologously, SCN5A-
F1705S and KCNH2-T895M mutant channels exhibited 
profound gating abnormalities that could lead to 
significant changes in QT intervals.
Conclusions:  This study represents one of the most 
comprehensive molecular 
studies probe into the causal 
association between SIDS and 
cardiac channelopathy with 
detailed functional assessment. 
 Arrhythmia seems to be one 
of the most possible causes of 
SIDS because few diseases or 
symptoms can plunge an 
infant into sudden death.  Our 
study provides further 
reconfirmation of possibility 
that SIDS can in part be 
explained by arrhythmic 
diseases. 

　乳幼児突然死症候群(SIDS)の遺伝的素因について
はQT延長症候群関連遺伝子の異常が注目され報告も
なされているが、多くは症例報告もしくは一遺伝子を
解析したもので、より網羅的な研究結果の蓄積が求め
られている。
　今回、日本人のSIDS42症例を対象とし、QT延長
症候群の主要原因遺伝子(KCNQ1, KCNH2, SCN5A)に
ついて解析し、4症例(約10%)に5つの遺伝子異常を
検出した。
　カエルの卵細胞や哺乳動物細胞に発現させて行った
変異イオンチャネルの機能解析では、SCN5A -F1705S
およびKCNH2 -T895M の変異イオンチャネルにおい
て正常イオンチャネルと有意に異なる電気生理学的特
性を示した。他の3つの変異イオンチャネルでは正常
対照との著しい差は認められなかった。しかしながら、
これら3つの遺伝子変異は150人の正常対照に検出さ
れなかったこと、変異部位のDNA塩基配列が異なる
種でも比較的保存性が高いことからも、突然死の原因
である可能性は十分にあると考えられた。そのうち、
KCNQ1 -K598Rはスプライス部位の近傍に生じたミ
スセンス変異であり、この変異がスプライス異常を生
じる可能性がある。また、SCN5A -F532Cは成人の不
整脈症例での報告があり、この変異がSIDSの原因にも
なり得ると考えられた。
　うつぶせ寝を避けるキャンペーンにより、犠牲者は
減少してきており、環境因子の関与による症例は減少
していくものと考えられる。一方、遺伝的素因による
犠牲者の相対的割合は増加していくことが予測される。
遺伝的素因が明らかにされれば、乳幼児突然死の予防
に役立てられるだけでなく、リスクをもつ家族の生命
を守ることにもなり、その社会的影響は大きいと考え
る。多因子の関与が疑われる本症候群の病態解明には
多角的なアプローチから得られる知見の蓄積が必要で
ある。 
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Background: Long QT syndrome (LQTS) is a 
heritable disorder that predisposes affected 
individuals to sudden death from cardiac 
arrhythmias. Type1 LQTS is caused by loss-of-
function mutations in KCNQ1 that encodes the pore-
forming subunit of the slow component of the 
delayed rectifier K ＋ current (IKs). It is well known 
that IKs is susceptible to modulation by diverse 
receptor stimuli. We have previously reported that 
ETA receptor activation modulated the IKs in a 
biphasic manner in which protein kinase C (PKC) 
was probably involved. Modulation of IKs critically 
affects cardiac excitability. 
Materials and methods: We have investigated the 
molecular mechanisms of modulation of the IKs by 
angiotensin II type1 receptor (AT1R) activation.    
KCNQ1/KCNE1 (the accessory subunit of the IKs 
channel) or KCNQ1 alone was co-expressed with 
mouse AT1R in Xenopus oocytes and whole-cell 
currents were measured using a two-
microelectorode voltage clamp method. We have 
focused on the five PKC sites located in the C-
terminal of KCNQ1. Serine or threonine residues of 
the PKC sites were replaced with alanine, and in 
addition the C-terminal deletion mutant (del) that 
lacks all the five PKC sites was generated by 
introducing a stop codon just before threonine at 
391.
Results: Activation of AT1R by angiotensin II 
modulated wild type KCNQ1/KCNE1 and KCNQ1 
currents in a biphasic manner: a transient increase 
followed by a gradual decrease. The del/KCNE1 
currents, however, showed a monophasic increase 
without a decreasing phase. In contrast, the KCNQ1-
T513A/KCNE1 currents, one of the C-terminal point 
mutants, showed a monophasic decrease without an 
increasing phase. Interestingly, the depressed 
currents were not recoverd by washout of 
angiotensin II.
Conclusions: The present results suggest that the 
five PKC sites in the KCNQ1 C-terminal region are 
probably involved in the biphasic modulation by 
AT1R activation.　Role of each PKC site in the 
biphasic modulation seems to be complicated and 
its elucidation requires further investigation. 
Irreversible decrease of the currents suggests that 
internalization of the channel molecules might 
occur upon AT1R activation.

［背景］ QT延長症候群は時に致死性の不整脈を引き起

こすが、その1型はKCNQ1のloss-of-functionが原因

である。KCNQ1とKCNE1の複合体で緩徐活性型遅延

整流K ＋ (IKs) チャネルは構成され、各種受容体刺激に

より修飾される。［方法］ KCNQ1のC末端の点変異

体およびC末端を欠失させた変異体 (del) を作製した。

Xenopus oocytesにKCNQ1（単独又はKCNE1と共

に）とAT1受容体を共発現させ、2電極膜電位固定法

を用いて全細胞電流を測定した。［結果・考察］ Ang 

II (10-6 M) 投与により、野生型のKCNQ1/KCNE1及び

KCNQ1電流は一過性増大とそれに引き続く減少の二

相性変化を示した。それに対し、del/KCNE1電流は増

大するのみで減少を示さなかった。T513A/KCNE1電

流は減少するのみであった。これらの結果から、AT1

受容体刺激によるKCNQ1/KCNE1電流の修飾に、

KCNQ1のC末端とそこに存在するPKCリン酸化部位

の関与が示唆された。
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3  若手研究者の活動

Background/Aims:　Genetic association studies for 
disease susceptibility genes depend largely on the 
selection of single-nucleotide polymorphisms (SNPs) 
within candidate genes. The recent completion of the 
HapMap project, a genome-wide survey of genetic 
variation with about a million SNPs typed in four 
populations, provides an invaluable resource that enable 
us to optimize the SNP selection process for association 
studies. Using tag SNP selected from HapMap  data, here, 
we carried out a haplotype-based association study to 
examine the contribution of common genetic variations 
in IKBKA and IKBKB ( NF- κ B inhibitor kinase alpha and 
beta; the crucial mediators of inflammation) to 
progression of live fibrosis in chronic hepatitis C. 
Methods: 1) Based upon the common SNPs 
((MAF>/=0.05) and linkage disequilibrium (LD) 
information derived from the HapMap, we selected 5 and 
3 tag SNPs from IKBKA, and  IKBKB, respectively, by 
Haploview (ver3.2) for genotyping; 2) By using Melting 
Curve Analysis method and Roche LightCycle 2.0 
system, SNPs were genotyped in 217 chronic hepatitis C 
patients, including 80 patients with liver cancer; 3) 
Association between common variations in 
IKBKA/IKBKA and platelet count (Plt) was tested by 
both genotype- and haplotype-based approaches. Results: 
We succeeded in genotyping a total of 8 tag SNPs　that 
efficiently capture common variation within 32 kb- block 
of IKBKA and 25 kb-block of IKBKB. For each of genes 
tested, 5 haplotypes were found in population studied. All 
SNPs were in Hardy-Weinberg equilibrium, but no 
significant association was observed between any single 
tag SNP or haplotype and decreased Plt. Conclusions: Our 
data suggest that it is unlikely that polymorphisms within 
the IKBKA and IKBKB genes are involved in the 
progression of live fibrosis in chronic hepatitis C. The 
information hereby generated, however, imply that 
melting curve analysis is a simple and accurate method 
for SNP genotyping, and haplotype-based association 
analysis is a practicable method for investigating 
common complex diseases, such as cancer and obesity.

【背景】国際ハプロタイプマップ（HapMap）プロジェ
クトにおいて、四人種における100万ヶ所以上の一塩
基変異多型（single-nucleotide polymorphism ; SNPs）
データが確立された。このデータの主要な使用目的と
して、相関解析におけるtagging SNP (tagSNPs) の抽
出がある。近年C型慢性肝炎での肝線維化の進展には
炎症反応が大きく関与することが明らかとなってきた。
我々は炎症を引き起こすNF- κ Bシグナル伝達経路で
重要な役割を担うIKBKAおよびIKBKB遺伝子に着目
し、HapMap databaseにおいてこれら遺伝子のtagSNPs
を探索した。また、近年開発されたLight Cyclerを用
いたMelting Curve Analysis法は、tagSNPsを簡便か
つ高速にタイピング可能であり、同法を用いて上記遺
伝子のHaplotypeと慢性C型肝炎患者における肝線維
化との関連について検討した。【方法】 1）HapMap 
databaseを利用し、IKBKAおよびIKBKB遺伝子の
HaplotypeをHaploview (ver3.2)で分析した。その
Haplotypeに基づき、IKBKA遺伝子の5ヶ所、IKBKB
遺伝子3ヵ所のtagSNPを決定した。2）2003年から
2006年の間に、山形大学附属病院内科を受診した
HCV抗体陽性患者217名（肝癌80名、非肝癌137
名）を対象とした。対象者にはインフォームドコンセ
ントを実施し、問診にて飲酒・喫煙歴などの生活習慣、
および手術歴・輸血歴などの既往歴を確認した後、採
血を行った。血液データについては肝生検等の精査を
施行した確定診断時のものを採用した。3）遺伝子多
型は末梢血中の白血球より抽出したDNAを用い、
IKBKAおよびIKBKB遺伝子のtagSNPsについて
Light CyclerによるMelting Curve Analysis法で調べ
た。4）得られた結果(Genotype、Allele、Haplotype)
と臨床病態との関連を検討した。
【結果】 1）全てのtagSNPsはLight Cyclerによる
Melting Curve Analysisにて検出可能であった。
2)IKBKAでは32kbでIKBKBでは25kbの連鎖不平衡
ブロックが存在し、Haplotype解析の結果、IKBKA・
IKBKBそれぞれ5つのHaplotypeが存在した。3)各
SNP、Haplotypeと血小板数、AST値、ALT値でそ
の頻度を検討したが、いずれも関連を認めなかった。
【結論と考察】今回のHaplotype相関解析では、
HapMapデータベースを利用して遺伝子のHaplotype
と疾患との関連を解析することが出来たが、結果とし
てはIKBKAおよびIKBKBの一般的な遺伝多様性が
HCV肝線維化進展には実質的な影響を与えていない
と考えられた。今後はシグナル伝達のさらに上流域に
位置する他の遺伝子についても同様の検討をする必要
があると考えられる。 
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　Vascular endothelial growth factor (VEGF)-

induced endothelial cell (EC) migration is an 

important component of tumor angiogenesis.  Rho 

and Rho-associated kinase (ROCK) are key 

regulators of focal adhesion, stress fiber formation, 

and thus cell motility.  Inhibitors of this pathway 

have been shown to inhibit EC motility and 

angiogenesis.  In this study, we investigated the 

antiangiogenic effect of fasudil, one of the ROCK 

inhibitors.  Fasudil inhibited VEGF-induced EC 

migration, viability and tube formation in vitro in 
human umbilical vein endothelial cells.  VEGF-

induced EC migration was reduced by fasudil 

associated with loss of stress fiber formation, focal 

adhesion assembly and with the suppression of 

tyrosine phosphorylation of focal adhesion proteins.  

Furthermore, fasudil inhibited VEGF-induced 

phosphorylation of myosin light chain, which is one 

of the main substrates of ROCK.  Therefore, the 

effect of fasudil was suggested to be ROCK-

dependent.  Fasudil not only inhibited VEGF-

induced cell proliferation but also reversed the 

protective effect of VEGF on apoptosis, which 

resulted in the decrease of cell viability.  Moreover, 

fasudil inhibited VEGF-induced angiogenesis in a 

directed in vivo angiogenesis assay.  These data are 
the first demonstration that fasudil has 

antiangiogenic properties.  Therefore, fasudil might 

be useful for the treatment of angiogenesis-related 

diseases, especially cancer.

 

　VEGF (vascular endothelial growth factor)により

誘導される血管新生は腫瘍の増殖や転移に深く関わっ

ている。今回、血管拡張剤として使用されているRho 

キナーゼ阻害剤であるfasudilが、VEGFにより誘導さ

れる血管新生を抑制するか否かを検討した。

　その結果、１）VEGF に誘導されたヒト臍帯静脈内

皮 細 胞（HUVEC）のmigration、tube formationは

fasudilにより抑制された。２）VEGFにより誘導され

るactin fiberの形成、および接着斑蛋白質である

paxillin、FAKのリン酸化はfasudilにより抑制された。

３）Fasudilは、VEGFによる増殖促進およびアポトー

シス抑制効果をキャンセルした。４）VEGFに誘導さ

れる in vivoでの血管新生はfasudilにより抑制された。

以上の結果から、fasudilはVEGFにより誘導される血

管内皮細胞遊走や増殖を抑制し、さらにアポトーシス

も誘導することで血管新生を抑制することが示唆され

た。
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3  若手研究者の活動

[Purpose] The basic fibroblast growth factor (bFGF) have 
been proven to be effective for meniscal tissue regeneration.　
But the lives of bFGF are too short to sustain biological 
activity. To solve this problem, we paid attention to the 
controlled release system using gelatin hydrogel as the drug 
delivery system for growth factors.
　The purpose of this study was to investigate the influence 
that bFGF and gelatin hydrogel give meniscal repair in organ 
culture.
[Methods] 15 Japanese White rabbits, weighing between 2.7 
and 3.2 kg, were used. The lateral menisci were removed 
from both knee joints aseptically. 4mm longitudinal tear was 
made in the anterior portion of the inner two-thirds avascular 
zone. BFGF solution (2 μ g) was added by drops onto the 
gelatin hydrogel sheet and impregnated. The sheet was 
inserted into the tear and the menisci were fixed with one 5-0 
nylon suture (bFGF group). On the other hand, we 
impregnated distilled water of the same amount and sutured 
them (control group).
　Organ culture was performed for 7, 14 days. The specimens 
were embedded in paraffin and cut into 4μ m in thickness, 
along sagittal plane and stained with hematoxylin and eosin.
　The cell number was measured at the six points around the 
tear (cells/10000 μ m2). The gap of the meniscal tear was 
evaluated by four-point grade (Kobayashi et al.). The 
reparative reaction on the meniscal surface was evaluated by 
three-point grade. PCNA immunostaining was performed, and 
a positive rate was examined. In addition, the cell number of 
the menisci before culture was measured.
　The operation and the evaluation were performed in a 
blinded manner whether the specimen was the bFGF group 
or the control group.
[Results] The cell number before culture was 14.4. After 
seven days culture, cell number was 12.6 in the bFGF group, 
and 11.1 in the control group. There was no significant 
difference between two groups. The rate of the PCNA positive 
cells was 55.1% in the bFGF group, and 40.4% in the control 
group. There was a significant difference (p<0.05).
　After 14 days culture, cell number was 13.4 in the bFGF 
group, and 11.3 in the control group, there was a significant 
difference between two groups (p<0.05). The rate of the 
PCNA positive cells was 44.2% in the bFGF group, and 34.2% 

in the control group. There was a significant difference 
(p<0.05). About the gap of the meniscal tear, the score of the 
bFGF group was 0.5, while that of the control group was 0.3. 
There was no significant difference. But about the reparative 
reaction on the meniscal surface, the score was 1.2 in the 
bFGF group, and 0.3 in the control group, the difference 
between the two groups was significant (p<0.05).
[Discussion] The rate of the PCNA positive cells was 
significantly higher in the bFGF group. In the 14 days 
culture, the cell number was higher in the bFGF group. But 
the cell number after culture did not increase as compared to 
before culture. It was suggest that the bFGF with gelatin 
hydrogel sheets promoted proliferation of a meniscal cells, 
and that restrained the decrease of the meniscal cells.
　On the other hand, the gap of the meniscal tear was not 
closed in both groups and the repair was not enough. But in 
the bFGF group, the reparative reaction in meniscus surface 
was better than the control group. These results suggest that 
the bFGF with gelatin hydrogel sheets can promote meniscal 
repair.

【目的】半月板の治癒促進を目的に成長因子を用いる報告がある
が、成長因子は一般に水溶性で、すぐ分散し十分な効果が得ら
れない。私たちはゼラチンハイドロゲル(GH)を用いて成長因子
を徐放化するシステムに注目し、塩基性線維芽細胞増殖因子
(bFGF)及びGHが、半月板修復に与える影響を調べる目的で器
官培養での実験を行った。
【方法】日本白色家兎15 羽の両膝外側半月板を摘出し、無血行
野に長さ4mmの縦断裂を作成した。bFGF群では、シート状の
GHにbFGF 2 μ gを含浸させ、断裂部に挿入後5-0ナイロン糸
で縫合した。対照群では、同量の蒸留水を含浸させた。7、14
日間の器官培養後、HE染色で、断裂部周囲の10000 μ m2あた
りの細胞数を計測した。修復反応の評価は、間隙が閉鎖したも
のが3点満点としてスコア化した。さらに断裂部表層に関して、
単層細胞が架橋したものを2点満点として評価した。また、
PCNA、TUNEL染色を行った。培養前の半月板も細胞数を計測
した。手術及び評価はbFGF群、対照群を盲検下に行った。
【結果】培養前の細胞数は14.4個だった。培養器間7日で、bFGF
群の細胞数は12.6個、対照群は11.1個で有意差はなかった。
PCNA細胞陽性率は、それぞれ55.1％、40.4％、TUNEL陽性
細胞率は70.3％、89.2％でいずれも有意差があった。培養期間
14日で、細胞数はそれぞれ13.4個、11.3個で有意差を認め、

修復反応のスコアは、間隙では0.5点、
0.3点で有意差はなかったが、表層部
は1.2点、0.5点で有意差があった。
PCNA細胞陽性率はそれぞれ44.2％、
34.2％、TUNEL陽性細胞率は67.7％、
91.3％で有意差を認めた。
【考察】今回の器官培養系において、
bFGF含浸ゼラチンハイドロゲル
シートは、半月板細胞の増殖を促進し
ており、DNAの断片化を抑制したと
考えられた。また、間隙は閉鎖せず修
復反応は十分ではなかったが、半月板
表層部においては修復を促進したと
思われた。 
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Background information. It is well known that 

there are two kinds of mechanism response for 

initiation of protein translation in eukaryotic cells. 

One is cap-dependent and another is cap-

independent. Although cap-dependent is 

predomination mechanism of protein synthesis 

during cellular proliferation, the mechanism transit 

to be cap-independent while viral infection, 

apoptosis and special cell cycle. Some research 

group verified that it was C-terminal of eIF4G act as 

scaffold to link eIF4A and eIF3 and facilitate the 

40S ribosome accessing to IRES site of viral mRNA 

or cellular mRNA while viral infection, apoptosis. 

But no evidence showed that eIF4G exerts the same 

function while some cellular protein synthesis by 

IRES-dependent mechanism during special phase of 

cell cycle such as c-Myc during G2/M. Other eIF4G 

homologues did not exert this function yet. The 

question raised is which protein response for 

substitution of eIF4G to support IRES-dependent 

mechanism during special cell cycle such as c-Myc 

during G2/M. We detected transcription pattern of 

MGSAD023 (Mouse Gene Similar to AD023, 

Genbank accession AK150749), which encoded 

amino acids with 58.3% similarity and 41.2% 

identity to eIF4G and matched to middle domain of 

eIF4G well. 

Results. The results of in situ hybridization revealed 
that its transcription pattern was similar with c-Myc 

in seminiferous tubule. The mRNA of both 

MGSAD023 and c-Myc concentrated on the 

seminiferous tubular basement membrane to where 

spermatogonia A and B type located. 

Conclusion. This study is the first demonstration 

that MGSAD023, one of eIF4G homologues, 

expresses with significant level on spermatogonia. 

These results hint a presumption that MGSAD023 

might participate in synthesis of c-Myc or other 

proteins involved crossing G2/M phase. 

　eIF4Gは蛋白質合成の過程に重要な因子である。し

かし、精祖細胞ではeIF4Gの機能が十分できない。今

回はeIF4GのhomologueであるMGSAD023 (Mouse 

Gene Similar to AD023)の転写パターンを調べた。In 
situ hybridization法を行ったところ、MGSAD023は精
祖細胞AとBタイプに高いmRNA発現が初めでわ

かった。MGSAD023は細胞周期のG2/M期に関わる蛋

白質の合成に関係可能性あることが示唆された。 
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3  若手研究者の活動

　Heme oxygenase-1 (HO-1) catalyzes the rate-
limiting step in the oxidative degradation of heme 
to iron, CO and biliverdin. We unexpectedly found 
porphyrin accumulation in teeth of the transgenic 
mice ubiquitously overexpressing mouse HO-1 (HO-
1-Tg mice). As far as we know, the relationship 
between HO-1 and porphyrias, which causes 
abnormal porphyrin accumulation, have not been 
reported. Porphyrias are metabolic disorders 
associated with partial deficiency of enzymes in the 
heme biosynthetic pathway. Such porphyrin 
accumulation was found only among more than 10-
month old males of HO-1-Tg mice, but not among 
young or Tg female mice. The accumulated 
porphyrin profiles of HO-1-Tg mice were compatible 
with those of human porphyria cutanea tarda (PCT), 
which is caused by deficiency of uroporphyrinogen 
decarboxylase (UROD). In fact, an age-dependent 
reduction of liver UROD activities was observed 
among male HO-1-Tg mice, while we found no age-
dependent change of HO activities in liver of HO-1-
Tg mice. But liver HO activities in male HO-1-Tg 
mice were about 4 times as high as in the female 
HO-1-Tg mice, indicating that HO overexpression to 
some extent is necessary for the porphyrin 
accumulation. In concurrence with UROD 
deficiencies, gradual iron overload in liver of male 
HO-1-Tg mice was exhibited like in some PCT 
patients. We discovered an age-independent and sex-
dependent up-regulation of liver ALAS activity 
among HO-1-Tg mice probably due to reduction of 
cellular free heme concentration caused by HO-1 
overexpression, leading to the enhanced 
mitochondrial localization of ALAS proteins.
　In this study, we provided the first evidence that 
in vivo HO-1 overexpression could cause PCT-like 
disorder and liver iron overload, which might be 
attributed to the released iron from heme 
degradation by exogenous HO-1.

　ヘムオキシゲナーゼ-1（HO-1）はヘムを分解して、

鉄・一酸化炭素・ビリベルジンを生成するヘム分解酵

素である。HO-1を全身性過剰発現させたトランス

ジェニックマウス（HO-1-Tgマウス）において、ヒト

ポルフィリン症様のポルフィリン異常蓄積を観察した

ことから、本研究では、HO-1-Tgマウスでの病態を明

らかにし、HO-1過剰発現とポルフィリン異常蓄積と

の繋がりを分子生物学的に理解することにより、HO-1

の生理機能の一端の解明を目指した。

　確立したHO-1-Tgマウスの加齢したオスにおいて

のみ、前歯へのポルフィリン蓄積が認められた（図1）。

HO-1-Tg個体の尿・便中のポルフィリン解析等から、

ヒト晩発性皮膚ポルフィリン症（PCT）の病態と極め

て類似しており、加齢が進むにつれ、PCTに特徴的な

ポルフィリンの異常蓄積が増加していくことが明らか

となった（図2）。ヒトPCTの原因遺伝子であるウロ

ポルフィリノーゲン脱炭酸酵素（UROD）の肝臓にお

ける酵素活性は、HO-1-Tgオスでのポルフィリンの蓄

積と同調して、低下が認められる一方、肝臓における

鉄沈着が加齢依存的に観察された（図3）。

　野生型マウスに対する鉄投与がPCTを引き起こす

ことがすでに報告されていることから、HO-1-Tgマウ

スにおけるポルフィリンの異常蓄積は、HO-1過剰発

現によりヘム分解反応産物である鉄が肝臓内に過剰に

遊離されることより、UROD活性が阻害され、引き起

こされた可能性が高い。これまでのHO-1研究がその

生体防御機能に着目してきたのに対し、本研究は、HO-

1が発現強度に依存して、毒性を発揮する可能性を初

めて明らかにし、ポルフィリン症発症に関与しうるこ

とを示唆した。 
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[Backgrounds]  Charcot-Marie-Tooth disease (CMT) is 
one of the most common hereditary neuropathy, of 
which prevalence is estimated at 1/2500.  There are at 
least 25 disease-causing genes.  To identify the 
pathogenesis of Japanese CMT patients, we have 
screened a variety of gene mutations in Japanese CMT 
patients using SSCP, DGGE or DHPLC. We present the 
results of our study. 
[Subjects and Methods]  We have screened 252 
Japanese CMT patients since 1996 through 2007.  Based 
on clinical characteristics and electrophysiological 
examinations, the patients carrying no 17p11.2 
duplication were divided into 2 subgroups: 
demyelinating CMT (n=161) and axonal CMT (n=91, 
including distal HMN and unclassified cases).  The 
patients with demyelinating CMT were evaluated for 
PMP22, MPZ, GJB1 and LITAF, and the ones with axonal 
CMT were studied about MPZ, GJB1, MFN2, HSP27, 
HSP22 and NEFL by SSCP, DGGE or DHPLC.
[Results]  We found MPZ mutations in 19 cases, GJB1 
mutation in 20 cases, and PMP22 mutations in 8 cases 
and EGR2 mutation in one case, PRX mutations in 4 
cases with demyelinating CMT.  Several polymorphic 
changes were also detected in LITAF.  In axonal CMT, 
we detected MPZ mutations in 3 cases, GJB1 mutation in 
2 cases, and MFN2 mutations in 10 cases.  We found 
HSP27 mutations in 2 distal HMN patients, who were 
classified into axonal CMT.  We also found several 
polymorphic changes in HSP22 and NEFL.
[Discussion]  Based on our findings, 17p11.2 duplication 
was less frequently detected in Japanese demyelinating 
CMT patients compared to that in Caucasian.  We could 
not identify disease-causing mutations in 42% of 
Japanese demyelinating CMT.  As for the patients with 
axonal CMT, we identified MFN2 mutations in about 
10% of Japanese patients.  Nearly all MFN2 mutations 
detected in the patients were located within the specific 
exons encoding a functional 
domain, suggesting that we should 
target on those sequences in the 
screening of this gene.
[Conclusion] Disease-causing 
genes have not been fully (nearly 
half of the patients) identified in 
Japanese CMT patients.  It is 
required to introduce the screening 
methods for evaluating the gene 
dosage in addition to detect the 
nucleotide changes and to 
screen other candidate genes.

［目的］Charcot-Marie-Tooth (CMT)病は有病者が2500人
に1人と、最も頻度の高い遺伝性ニューロパチーである。私
達はCMT病の病態を解明するために、多数の症例を解析し
てきた。しかし、欧米人と異なり、病因遺伝子が不明な症例
が約半数を占めている。日本人のCMT病の遺伝的背景を明
らかにするために、既知および候補遺伝子の変異について

SSCP法, DGGD法、最近ではDHPLC法を用いたスクリー
ニングを確立し、検索を継続してきたので結果を報告する。
［方法］対象は、1996年から2007年までに、当科に遺伝
子検索依頼があった症例のうち、臨床的に髄鞘型CMT病と
考えられ、17q11.2領域の重複を認めなかった161例と軸
索型CMT病（distal HMNおよび分類不能例を含む）と考
えられる91例である。髄鞘型CMT病では、PMP22, MPZ, 
GJB1, LITAF, EGR2, GDAP1, MTMR2, PRXの変異について
スクリーニングを行った。また、軸索型CMT病では
PMP22, MPZ, GJB1, MFN2, HSP27, HSP22, NEFLの変異に
ついてスクリーニングを行った。
［結果］髄鞘型CMT病においては、MPZ変異を19 例に、
GJB1変異を20例、PMP22変異を8例に、EGR2変異を１
例に、PRX変異を4例に認めた。軸索型CMT病について
は、MPZ変異を3例に、GJB1変異を2例に、MFN2変異
を10例に認めた。また、HSP27の変異を2例のdistal HMN
に認めた。髄鞘型CMT病109名、軸索型CMT病74名に
は、遺伝子変異が検出出来なかった。
［考察］当科でこれまで検索した髄鞘型CMT病の結果は、日
本人では17q11.2領域の重複例が少なく、42%で病因が不
明である。一方、軸索型CMT病では、MFN2が約10％を
しめ、多くは病因が不明である。軸索型における最も頻度
の高いMFN2において、これまで検出された変異は全て特
定のエクソンに位置している。これらの領域は重要な部位
をコードする領域であり、今後スクリーニングに際して、
これらのエクソンに限定することが可能かもしれない。
［結論］日本人におけるCMT病では、病因遺伝子が特定さ
れない症例が多く、スクリーニング法の改善を計るととも
に、量的変化を含めた既知および候補遺伝子の検索が必要
である。 
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氏　名　阿部　暁子　Akiko Abe
（山形大学大学院医学系研究科医学専攻小児医科学分野）

研究テーマ　Charcot-Marie-Tooth病の病態について

［ポスター発表及び口演］

Molecular analysis of Charcot-Marie-Tooth disease in Japanese patients
Akiko Abe, Kazuki Kijima, Chikahiko Numakura, Tohru Ikegami, Kiyoshi Hayasaka
Department of Pediatrics, Yamagata University Faculty of Medicine



3  若手研究者の活動

　Interleukin 21 (IL-21) is a member of the common 
cytokine-receptor  γ -chain ( γ c)-dependent cytokines 
and regulates the functions of T cells, B cells, 
natural killer (NK) cells and dendritic cells (DC). IL-
21 is produced by activated CD4+ T cells. But it is 
unclear that from which CD4+ T cell subsets human 
IL-21 (hIL-21) can be produced and acts. In the 
previous reports, CD4+ T cell subsets, which express 
IL-21 message, were confused between human and 
mice. On the other hand, some reports show that the 
homeostasis of CD4+ T cells are still unknown 
whereas the CD8+ T cell homeostasis are maintained 
by IL-7 and IL-15. In this report, we demonstrated 
the hIL-21 expression in CD4+ T cells subsets by 
flow cytometry and the functional role of IL-21 in 
CD4+ T cell homeostasis.
　Human peripheral CD4+ T cells from healthy 
donors were isolated and hIL-21 expression in CD4+ 
T cells was examined by intracellular cytokine 
staining with our newly established anti-human IL-
21 monoclonal antibody. hIL-21 was expressed in 
activated memory CD4+ T cells but not in naive 
CD4+ T cells as. Moreover, when the CD4+ memory 
T cell subsets were examined, hIL-21 was mainly 
expressed in activated CD4+CD45RO+CD45RA-CCR7+ 
central memory T cells (TCM). CD4+ T cells express 
many kinds of cytokines depending on their 
functions. We found IL-21-expressing cells co-
expressed IFN- γ , IL-17 or IL-2, but not IL-4. 
Furthermore, when CD4+ naive cells were cultured 
in TH1 or TH2 skewing condition, only TH1 cells, not 
TH2 cells, could express hIL-21.
　Next, we assessed the function and the 
requirement of IL-21 for homeostatic proliferation of 
CD4+ T cells. CD4+ naive T cells, TCM and effector 
memory T cells (TEM) were isolated by FACSaria 
and labeled with CFSE. These labeled cells were 
cultured with various combinations of exogenous IL-
7, IL-15 and IL-21 for several days and then cell 
proliferation was analyzed by flow cytometry. We 
confirmed that IL-21 alone didn't affect each cell 
proliferation directly. But when cells were cultured 
in combination with IL-15 or with IL-7 plus IL-15, 
IL-21 could strongly upregulate the proliferation of 
not only CD4+ TEM and TCM, but also CD4+ naive T 
cells. To confirm the regulation of CD4+ T cell 

homeostasis by IL-21 systematically, the further 
experiments are now in progress. Taken together, 
hIL-21 is produced in IFN- γ  or IL-17 producing 
CD4+ memory T cell subsets and uniquely regulate 
cytokine driven proliferation in CD4+ T cells. It is 
meaningful to extend the study about the 
involvements with related diseases such as 
autoimmunity and cancer.

　インターロイキン(IL)-21は、IL-2、IL-4、IL-7、IL-
9、IL-15と共に、サイトカイン共通受容体γ鎖を共有
するサイトカインである。既報から、その働きは多岐
にわたり、腫瘍性疾患、自己免疫疾患、アレルギー性
疾患の制御に深く関与することがわかってきた。しか
し、ヒトIL-21産生細胞に関しては不明な点が多い。
本研究では、ヒトIL-21を産生する細胞を詳細に同定
し、さらに特に末梢CD4+T細胞のホメオスタシスにお
けるIL-21の機能を体系的に明らかにすることを目的
とした。
　ヒトIL-21を検出するために、抗ヒトIL-21単クロ
ン抗体を世界で初めて作成した。ヒト末梢血単核球を
健常ドナーから採取し、ヒトIL-21の発現を作成した
抗体を用いて細胞レベルで詳細に検討したところ、ヒ
トIL-21は活性化したCD4+T細胞、特にセントラルメ
モリーT細胞(TCM)、エフェクターメモリーT細胞(TEM)
から産生されることを明らかにした。さらに他のエ
フェクターサイトカインとの共発現パターンの検討か
ら、IFN- γ  産生TH1細胞、IL-17産生TH17細胞がIL-
21を産生することを突き止めた。次に、IL-21と末梢
CD4+T細胞のホメオスタシスの制御を検討したとこ
ろ、IL-21は同じ γ c依存性サイトカインであるIL-7、
IL-15  が 誘 導 す る  CD4+TCM、TEMのhomeostatic 
proliferationを相乗的に促進するのみならず、IL-7、IL-
15に対して反応性の乏しいCD4+ナイーブT細胞の増
殖をも誘導した。さらにこれらの制御機構には、IL-21
が活性化するSTAT3が重要な役割を担っていること
を示した。これ
らの研究成果は、
今後ヒト腫瘍性
疾患の制御、自
己免疫疾患の発
症、制御の解明
に大きく寄与す
ると考えられ
る。 
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氏　名　小野田正志　Tadashi Onoda
（山形大学大学院医学系研究科医学専攻免疫学、小児医科学）

研究テーマ　ヒトインターロイキン21の発現とCD4+T細胞ホメオスタシスの制御機構の研究

［ポスター発表及び口演］

Expression of human IL-21 and regulation of CD4+ T cell homeostasis
Tadashi Onoda1,2, Mizanur Rahman1, Hidetoshi Nara1, Farha Matin Juliana1, Jun Li1, Akemi Araki1, Kiyoshi Hayasaka2 and 
Hironobu Asao1
1Department of Immunology, Yamagata University Faculty of Medicine, Yamagata, Japan; 2Department of Pediatrics, Yamagata 
University Faculty of Medicine, Yamagata, Japan



　Bone marrow derived mesenchymal stem cells 
(MSC) have been shown to be progenitor that have 
the potential to differentiate into osteoblasts, 
chondrocytes, myocytes, adipocytes, fibroblasts and 
neuronal cells. Clinical application to transplant 
MSC which multiplied it by cell culture for a bone 
regeneration is performed. However, adequate bone 
regeneration was not obtained by MSC independent 
transplant.Bone morphogenetic proteins (BMP) are 
known to drive differentiation of MSC along the 
osteogenic lineage.It has been well established that 
BMP-2 can induce orthotopic and ectopic bone 
formation.
　Our previous studies showed that in MSC 
transplantation, addition of a bone morphogenetic 
factor to assume BMP-2 a representative for effective 
bone formation .Furthermore, MSC which 
introduced BMP-2 gene by a recombinant 
adenovirus showed high quality bone formation in 
rats femoral segment defect model.
　Platelet-rich plasma (PRP), a platelet concentrate 
made of autogenous blood, has been used in recent 
years to improve bone defect healing.
　PRP includes growth factors such as platelet 
derived growth factor (PDGF), transforming growth 
factor beta (TGF-b), vascular endothelial growth 
factor  (VEGF), insulin-like growth factor (IGF). it is 
thought that these growth factors promote wound 
healing, a bone regeneration.
PRP provides an assortment of growth factors, but it 
is still unknown how PRP is effective for a bone 
regeneration.
　The aim of the present study was to evaluate the 
formation of new bone in the presence of PRP and 
to compare it to human-recombinant BMP or BMP-2 
transfected adenovirus-mediated MSC.

　骨髄間葉系幹細胞（MSC）は骨芽細胞、軟骨細胞、

筋細胞、脂肪細胞、線維芽細胞と神経細胞に分化可能

である。

　以前の我々の研究では、組み換えアデノウイルスベ

クターによりBMP2遺伝子を導入した骨髄間葉系幹細

胞移植、ヒト組み換えBMP2蛋白添加した骨髄間葉系

幹細胞移植において良好な骨形成を得ている。

　多血小板血漿（PRP）は自己血より遠心分離を用い

て簡便に作製することが出き、自己血由来のため感染

症、免疫反応の心配がなく、安全性が高い。

　成長因子（PDGF、TGF-b、VEGF、IGF）を含み、

近年、骨欠損部の治癒促進に用いた報告がある。

　PRPを添加した間葉系幹細胞移植において良好な

骨形成を得ることができた。
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氏　名　山川　淳一　Junichi Yamakawa
（山形大学大学院医学系研究科医学専攻運動機能再建・回復学）

研究テーマ　ラット骨髄由来間葉系幹細胞の骨形成能に関する研究

［ポスター発表及び口演］

Bone regeneration using mesenchymal stem cell in rat.
Junichi Yamakawa
Department of Orthopaedic Surgery, Yamagata University School of Medicine, Iida-Nish 2-2-2, Yamagata City 990-9585, Japan.



3  若手研究者の活動

　Heme Oxygenase-1 (HO-1) is induced by various 
exogenous stimuli such as chemicals, heavy metals, 
oxidative stress, hemoglobin and inflammatory 
cytokines and is known as one of pan-stress-
inducible factors. By means of heme oxygenase (HO-
1) gene-targeted mice, whose HO-1 gene locus is 
inserted DsRed (a red fluorescence protein) gene, we 
developed a tissue-specific stress-monitoring animal. 
In the stress-monitoring mouse (ho-1-DsRed (ho-
1Dsred/+) mouse) we can simply detect tissue-specific 
expressions of HO-1 as DsRed expressions 
synchronized with HO-1 transcriptions. 
　First, we investigated non-induced tissue-specific 
HO-1 expression under normal breeding condition. 
In ho-1-DsRed mice, on the whole, most of basal 
remarkable DsRed expressions were found in a 
fraction of resident tissue macrophages or 
histiocytes of liver, spleen, lung, intestine, heart, 
skin, pancreas, ovary and uterus. Unexpectedly the 
eyeball was discovered to be one of the most HO-1 
expressing tissues such as spleen. We histologically 
confirmed that lens fiber cells in the eyeball 
prominently expressed DsRed in layers and retina 
also showed the red fluorescence. 
　Next, we investigated tissue-specific stress 
responses to administration of endocrine-disrupting 
chemicals (Bisphenol A and Nonylphenol) or known 
potent HO-1 inducers (acetaminophen and cadmium 
chloride) to observe that the basal HO-1 expressions 
of resident tissue macrophages and histiocytes 
augmented by all the tested chemicals. And there 
were some discrepancies between acetaminophen- 
and cadmium-induced HO-1 expression in liver and 
uterus: in the liver of ho-1-DsRed mice, 
acetaminophen induced DsRed expression first in 
hepatocytes around the hepatic portal vein and then 
extended the induction over the whole hepatocytes 
and elevated the DsRed expression of Kupffer cells, 
while cadmium rapidly increased DsRed expression 
of Kupffer cells. In the uterus, acetaminophen 
promoted the DsRed expression selectively in 
epithelium of the endometrium, whereas cadmium 

elevated in macrophages within the endometrium.
　Our analyses suggested that most of chemically 
HO-1 inductions were found in basally HO-1-
expressing tissues, and that there were 
histologically differential HO-1 inductions among 
chemical inducers.

　Heme Oxygenase-1（HO-1）は重金属・解熱剤や鎮
痛剤など化学的、また、病的状態など様々なストレス

により発現の誘導が見られる。本研究では、HO-1の
汎ストレス応答因子としての性質に着目し、組織特異

的なストレス応答の指標としてHO-1発現を簡便に検
出可能な系を確立するため、ho-1プロモーターにより
発現が制御されるように、レポーターDsRed遺伝子を
HO-1遺伝子座に挿入したKnock-inマウス〔ho-1DsRed
マウス（ho-1DsRed/+）〕を作製し、このマウスを用いて各
組織における様々なストレス負荷条件でのDsRed発
現を指標として、組織特異的なストレス応答の解析を

試みた。その結果、非ストレス負荷条件下でのDsRed
発現は肝臓・脾臓・肺・腸・心臓・皮膚（耳）・膵臓・

卵巣・子宮の組織のマクロファージや組織球の一部で

見られた。薬物によるストレス負荷条件下では、HO-
1の強い誘導剤として知られているカドミウムとアセ
トアミノフェンの投与下では、肝臓において、カドミ

ウムにより、Kupffer細胞においてDsRed蛍光発現が
迅速に誘導された後、肝実質細胞を含む肝全体に広が

るのに対して、アセトアミノフェンでは最初門脈周辺

の肝実質細胞でDsRed発現が増加した後、全体の肝実
質細胞とKupffer細胞の両方でDsRed蛍光が増加して
いた。本研究の結果から、非ストレス負荷条件下での

HO-1発現の多くは、マクロファージまたは組織球で
認められること、さらに、誘導剤の違いによるHO-1
の組織特異的誘導が存在すること明らかとなった。 
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氏　名　清水　和弘　Kazuhiro  Shimizu
（山形大学大学院医学系研究科生命環境医科学専攻遺伝子実験医科学）

研究テーマ　蛍光蛋白質ノックインマウスを用いたHeme Oxygenase-1の組織　　　　　　
特異的発現解析

［ポスター発表及び口演］

Tissue-Specific Expression of Heme Oxygenase-1 Analyzed with Fluorescence Protein Knock-in Mouse
Kazuhiro Shimizu1, Xu Gao1,2, Tomohiro Hosoya1,3, Tadashi Yoshida4, Masayuki Yamamoto5, Osamu Nakajima1

(1Res. Lab. Mol. Genet., Yamagata Univ., 2Sch. Med., Harbin Univ., 3Sch. Med., Hirosaki Univ., 4Sch. Med., Yamagata Univ., 5Sch. 
Med., Tohoku Univ.)



Background: It is in the spotlight that colorectal 
carcinogenesis is related to abdominal obesity and 

related metabolic abnormalities. We previously 

reported that visceral fat accumulation and 

decreased plasma adiponectin concentration were 

strongly associated with increasing risk of colorectal 

adenoma. Then, to clarify relationship between 

colorectal cancer as well as adenoma and metabolic 

abnormality including adiponectin, we investigated 

factors related to metabolic abnormality in the 

patients suffering from adenoma, early cancer, or 

advanced cancer. 

Patients and Methods: We entries 129 patients 
(adenoma; 64, early cancer; 39, and advanced 

cancer; 26). Then we determined plasma 

adiponectin, other adipocytokines, serum lipids, 

HOMA-IR, body mass index, blood pressure, and 

plasma glucose. The data were classified in three 

groups (high, middle, and low) and were analyzed 

by logistic regression model.

Results: There was a statistically significant inverse 
association between plasma adiponectin level and 

risk of colorectal adenoma (low vs. high; OR 6.34, 

95% confidence interval (CI) 1.05-38.11, P<0.05). A 

stronger association was revealed in early cancer 

(low vs. high; OR 8.03, 95%CI 1.01-65.04, P<0.05), 

but a significant difference was not recognized in 

advanced cancer. One of the reasons of 

unexpected results in advanced cases seems to 

be that patients with advanced cancer were 

sometimes accompanied with nutritional 

abnormality. In addition, we observed 

significant relationship between HDL-

cholesterol and risk of colorectal adenoma (low 

vs. high; OR 6.13, 95%CI 1.09-34.36, P<0.05), 

early cancer (OR 15.13, 95%CI 1.23-186.3, 

P<0.05), and advanced cancer (OR 23.16, 

95%CI 1.8-297.69, P<0.05), respectively. High level 

of triglyceride brought risk for adenoma (OR 6.67), 

and mean blood pressure also showed risk for early 

cancer (OR 4.40).  As factors of metabolic 

syndrome, risk of colorectal adenoma and cancer 

increased.

Conclusions: Based on these results, we could 
demonstrate that low plasma adiponectin 

concentration and low HDL-cholesterol strongly 

associated with colorectal cancer as well as 

adenoma. This study is offering a new insight to 

understanding colorectal carcinogenesis related 

metabolic syndrome. 

　腹部肥満およびインスリン抵抗性は大腸の発癌に関

与する可能性が示唆されている。そこで、内臓脂肪蓄

積(VFA)、インスリン抵抗性、さらには脂肪細胞より

分泌されるアディポサイトカインに着目し、大腸腺腫

の発生に関与する報告をすでに行っている。今回さら

に種々のアディポサイトカインおよびインスリン抵抗

性の指標が腺腫、早期癌、進行癌の各段階でどのよう

に関与しているかを検討した。メタボリックシンド

ローム関連因子では、特にHDL-choおよびアディポネ

クチンとの関連性が認められ、腺腫に比較して早期癌

ではよりリスクが上昇しており、低アディポネクチン

血症および低HDL-cho血症が発癌のリスクにも強く

関与している可能性が示唆された。
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氏　名　大武さや香　Sayaka Otake
（山形大学医学部消化器病態制御内科学講座）

研究テーマ　アディポサイトカイン、インスリン抵抗性と大腸腫瘍に関する検討

［ポスター発表及び口演］

Association of Metabolic Abnormality Including Adiponectin with Colorectal Carcinogenesis 
Sayaka OTAKE, Hiroaki TAKEDA*, Shoichi NISHISE, Shoichiro FUJISHMA, Tomohiko ORII, Tadahisa FUKUI, 
Takeshi SATO, and Sumio KAWATA
Department of Gastroenterology, Faculty of Medicine, Yamagata University

*Division of Endoscopy, Yamagata University Hospital



4  社会貢献

山形大学の21世紀COEプログラム「地域特性を生かした分子疫学研究」の主要課題のひとつは、地域疫学コ

ホート研究を通して構築された「臨床データベース」と「遺伝子多型（SNPs）データベース」を活用し、疾患

感受性遺伝子を発見し、当該遺伝子・蛋白質の機能解析から病態メカニズムを解明し、さらに創薬に結びつける

ことである（図１の朱色の矢印）。

一方、図１の緑色の矢印で示すように、これらの健診で得られた貴重な臨床データに加え、住民の生活習慣や生

活環境の調査・評価も行ってきた。そして、これらのデータに基づき「予防に重点を置いた地域医療システム」

の構築に取り組んできた。最も有効な予防策は、「敵を知る（病気について、よく知る）」こと、つまり、「教育」

である。そこで、医学部から医師が地域に出向き、これらの健診データや調査結果を踏まえて、地域住民を対象

に講演や個別指導を行ってきた。この地域健康教育活動を系統的に行うため、地域・大学発研究所「COME

センター」が中心となり、山形大学医学部と地域の自治体の協力のもと、2007年にバーチャルスクール「すこ

やか教室」を立ち上げた。これは、これまで不定期に行われていた各市町での「住民のための健康教室」を、定

期的・計画的（年間10～15回）に実施するために組織したもので、これにより、種々の疾患をテーマにして

医学部の専門医が講演・指導するシステムが構築された。尚、地域・大学発研究所「COMEセンター」の「COME」

とは「Creation of Order-made Medicine and Education」の頭文字から作った。「COMEセンター」は、石坂公

成氏と上記の地方自治体の長が発起人となり立ち上げた組織であり、地域住民の健康増進や医学研究の推進など

を理念としている。 
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拠点サブリーダー   

加藤　丈夫　Takeo Kato
（生命情報内科学）

図１．21世紀COEプログラム「地域特性を生かした分子疫学研究」の研究の流れ（朱色の矢印）。健診で
明らかとなった地域住民の疾病構造や生活習慣データに基づき、予防に重点を置いた地域医療システムの構
築に取り組んでいる。その方策のひとつとして、バーチャルスクール「すこやか教室」を立ち上げた。



図２に示すように、「COMEセンター」が地域の自治体と相談し講演のテーマを決め、そのテーマの専門医（山

形大学医学部）に依頼し、地域の会場で講演を行う。日程調整と講師への謝礼は「COMEセンター」が担当し、

会場の準備と講師の交通は自治体が担当することになっている。講師の多くは山形弁を自由に操り、和気あいあ

いとした雰囲気の中で講演は進行し、たくさんの質問がなされる（図３）。 
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図２．バーチャルスクール「すこやか教室」はCOMEセンター、山形大学医学部および地域の自治体の協力
で運営されている。

図３．バーチャルスクール「すこやか教室」の風景
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地域住民に対する健康支援事業一覧

平成15年度　高畠町健康教室・シンポジウム

担　　当内　　容場　　所日　　時

久保田　功　教授

今田　恒夫　助手

腎臓病について二井宿地区公民館平成15年11月6日 （木）

河田　純男　教授

牧野　直彦　助手

肝臓病について和田地区公民館平成15年11月7日 （金）

大門　　眞　助教授生活習慣病と遺伝について生涯学習館　平成15年11月11日 （火）

齋藤　貴史　講師肝臓病について屋代地区公民館平成15年11月12日 （水）

加藤　丈夫　教授脳卒中についてげんき館平成15年11月18日 （火）

竹石　恭知　助教授

今田　恒夫　助手

心筋梗塞について亀岡地区公民館平成15年11月20日 （木）

今田　恒夫　助手メタボリック症候群をご存知で

すか

げんき館平成16年2月16日 （月）

山形大学

第一内科

　　久保田　功　教授

　　佐田　　誠　講師

第二内科

　　河田　純男　教授

　　齋藤　貴史　講師

第三内科

　　加藤　丈夫　教授

　　大門　　眞　助教授

高畠町

　　渡部　　章　町長

公立高畠病院

　　奈良　紀紘　病院長

健康なまちづくりシンポジウム高畠町文化ホール

「まほら」

平成15年11月23日 （日）

平成16年度　高畠町住民への健診結果報告・健康教室

担　　当内　　容場　　所日　　時

河田　純男　教授

齋藤　貴史　講師

消化器病について和田地区公民館

屋代地区公民館

平成17年2月27日 （日）
9:00～11:00
13:00～15:00

加藤　丈夫　教授

大門　　眞　助教授

脳卒中と糖尿病二井宿地区公民館

げんき館

平成17年3月6日 （日）
9:00～11:00
13:00～15:00

久保田　功　教授

今田　恒夫　助手

心臓病と腎臓病生涯学習館

亀岡地区公民館

平成17年3月13日 （日）
9:00～11:00
13:00～15:00

今田　恒夫　助手糖尿病合併症についてげんき館平成17年3月16日 （水）
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平成17年度　高畠町民への健診結果報告・健康教室

担　　当内　　容場　　所日　　時

柴田　陽光　助手たばこと肺の病気高畠町健康管理施設

げんき館

平成18年3月19日 （日）

齋藤　貴史　講師生活習慣とおなかの健康

～高畠町げんき健診より～

大門　　眞　助教授糖尿病検診のすすめ

平成18年度　高畠町民への健診結果報告・健康教室

担　　当内　　容場　　所日　　時

今田　恒夫　講師高畠町における塩分摂取状況、

高血圧、腎臓病について

高畠町健康管理施設

げんき館

平成19年3月4日 （日）

齋藤　貴史　助教授げんき健診でわかった肥満の弊

害　－肝臓病について－

栗田　啓司　講師脳梗塞とその予防

平成19年度　地域住民への健康教室

担　　当内　　容場　　所日　　時

准教授

武田　弘明　

「メタボリック症候群」高畠町げんき館平成19年11月15日 （木）

講師

川並　　透

「脳梗塞と予防について」平成19年12月11日 （火）

教授

深尾　　彰

（代理　矢口　友里）

「高畠町民の健康状態」

（平成17年度「げんき調査」の
結果を受けて）

平成20年3月７日（金）

講師

今田　恒夫

「尿酸が高い、腎機能異常があ

る」といわれたら

舟形町健康管理セン

ター

平成19年10月13日 （土）

助教

廣野　　摂

健診/検診で心臓所見のあった
人対象

平成19年10月21日 （日）

助教

渡邉　　哲

「動脈硬化の予防について」寒河江市ハートフル

センター

平成19年11月21日 （水）

医員

神部　裕美

「糖尿病」平成20年2月21日 （木）

講師

川並　　透

「物忘れ診療の最前線」平成20年3月21日 （金）

助教

大泉　俊英

「高血糖・糖尿病の予防のコツ」川西町

生きがい交流館

平成19年11月20日 （火）

講師

斉藤　孝治

「メタボリック・シンドローム予

防のコツ」

平成20年3月６日（木）



4  社会貢献

【講演要旨】

　平成16年度特殊検診（げんき検診）への参加者　

2401人のうち、検査結果が全てそろっている

2321人分（男性1034人、女性1287人、平均年

齢64歳）の結果をまとめました。男性で頻度が

高かったのは、高血圧（50％）、喫煙（60％）、飲

酒（70％）、糖尿病（10％）で、女性で頻度が高

かったのは高コレステロール血症で約40％でし

た。血圧は男女とも年齢とともに徐々にあがって

いましたが、男性では40歳代ですでに平均が

130/80mmHgとやや高めでした。尿検査から1日

の塩分量を計算してみると、男性は12g～14g/日、

女性では11～12g/日の塩分をとっており、減塩目標の10g/日よりもまだまだ多い状況でした。高血圧の人の

目標値である6g/日の倍の塩分を平均して摂取していることになります。中には1日20g以上とっている人も

いました。最近、話題になっている病気としてメタボリックシンドロームがあります。これは内臓脂肪肥満とい

くつかの生活習慣病が合併している状態で、それぞれの異常はそれ程ひどくないのに、積み重なると、心筋梗塞

や脳卒中など重い病気を引き起こしやすくなります。内臓脂肪肥満はウエスト径で判定し、男性は85cm以上、

女性は90cm以上で陽性です。内臓脂肪肥満に加え、血清脂質異常（中性脂肪値≧150mg/dLかHDLコレステ

ロール値 ＜40mg/dLのいずれか）、血圧高値（収縮期血圧130mmHg以上、拡張期血圧85mmHg以上のいず

れか）、高血糖（空腹時血糖値110mg/dL以上）の３項目のうち２項目以上陽性なら、メタボリックシンドロー

ムに該当します。高畠町では40歳以上では

16.7％（6人に1人）の割合でした。メタボリッ

クシンドロームは早めに対処すれば、もとに戻れ

ます。健康的な生活に戻るために点検すべきとこ

ろは過食、運動不足、生活習慣です。例えば、体

重やウエストは最近増えていないか、運動は十分

しているかなどです。自分の生活を見直して、楽

しみながら健康になりましょう。 
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【開催期日】　平成16年2月16日 （月）

【開催場所】　高畠町　げんき館

【講演題目】　「メタボリック症候群をご存知ですか」

【講 演 者】　山形大学医学部器官病態統御学講座

　　　　　　循環・呼吸・腎臓内科学分野（内科学第一）　今田　恒夫

健康教室　Vol.1



【講演要旨】

　日本人の生活スタイルや食習慣の変化から、糖

尿病や糖尿病予備群の方はどんどん増えており、

合わせて1600万人程度になるといわれています。

また、日本人ではそれほど肥満がなくても、糖尿

病になりやすい傾向があります。糖尿病にはイン

スリン分泌が不足する1型糖尿病とインスリン分

泌はあるもの抵抗性による2型糖尿病があり、一

般住民ではそのほとんどが2型糖尿病です。糖尿

病の発症には、遺伝素因と生活習慣（過食、偏食、

運動不測、ストレス、肥満）が関係します。糖尿

病になりやすい人は、血縁に糖尿病、脳卒中、心

疾患患者がいる、20代前半より体重が増えている、砂糖や脂肪分が好き、アルコールが好き、ストレス多い、

運動不足の人です。しかし、初期には自覚症状がなく、自分が糖尿病であることを気づかない場合も少なくあり

ません。定期健診で自分の状態をチェックする必要があります。糖尿病診断はブドウ糖負荷試験（2時間値≧

200mg/dl）または血糖検査（随時血糖≧200mg/dlまたは空腹時血糖≧126mg/dl）で行います。糖尿病は血糖

の怖さは、全身の血管が障害されることです。頻度の高い合併症として、視力の障害（網膜症、白内障）、神経

の障害(手足のしびれ、神経痛)、腎臓の障害（蛋白尿、むくみ、腎不全）、動脈硬化（狭心症・心筋梗塞、脳卒

中、下肢壊疽）があります。治療は、まず食事療法と運動療法が基本です。体重を徐々に適正値にもっていきま

す。そのときに注意する点としては、①食事は1日3回ほぼ均等に、②食べ過ぎやまとめ食いはさける、③砂

糖など糖分のとりすぎに注意する、④楽しんでで

きる運動を続ける、⑤ストレスをためない、⑥薬

は主治医の指示通りにきちんと服用する、⑦治療

を生活の一部として気負わずに根気よくなどが

あげられます。血糖がちょっと高めのうちに、生

活習慣の見直しを始めましょう。

病気になってから治すよりも、ならないようにす

ることの方が大切です。 
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【開催期日】　平成17年3月16日 （水）

【開催場所】　高畠町　げんき館

【講演題目】　「糖尿病合併症について」

【講 演 者】　山形大学医学部器官病態統御学講座

　　　　　　循環・呼吸・腎臓内科学分野（内科学第一）　今田　恒夫

健康教室　Vol.2



4  社会貢献

【講演要旨】

健康診断で心電図検査を行う重要な目的の一つは心筋梗塞の早期発見にあります。

　急性心筋梗塞は、我が国における死因の第2 位、突然死の原因の第１位を占める重篤な疾患です。心臓を栄

養する冠動脈の慢性的な動脈硬化巣がある日突然破綻し、血管壁から飛び出た血栓が内腔を閉塞することにより

発症します。血管が閉塞した直後より心筋は壊死しはじめ、時間とともに壊死巣(梗塞巣)は広がっていきます。

我々は15年間にわたり、山形県急性心筋梗塞発症登録評価研究事業という疫学研究を通じて、山形県における

心筋梗塞発症者の特徴について調査してきました。

　山形県における急性心筋梗塞の発症率は35-40/10万人年で、年々増加しています。平均年齢は男性が65歳、

女性が75歳で、男性の方が約10歳 若年で発症します。約60%の症例が高血圧症を合併しています。喫煙率は

50%程度ですが、喫煙者の95%は男性です。糖尿病や高コレステロール血症の合併率は25%程度ですが、罹病

者の多くは50歳以下の症例です。欧米型の食生活に暴露されてきた若年者が好発年齢に近づきつつあることが、

心筋梗塞の発症者数の増加に関連していると考えられています。交感神経が活性化し血管が収縮し易い冬場(12-

2月)の午前中(6-11時)、仕事をしている方であれば月曜日、自宅で安静にしている方であれば入浴直前やト

イレ中、口論中等に発症者数が多いことが統計学的に明らかになっています。急性期(発症1ヶ月以内) の死亡

率は約16％です。３大死因は心不全、心破裂と不整脈です。心破裂による死亡は高齢(80歳台)で肥満体系の

女性に多いという臨床的特徴があり、このような方は特に注意が必要です。一方、発症3時間以内に冠動脈拡

張術をうけた症例と、うけることが出来なかった症例とでは、明らかに死亡率が異なります(7% vs. 25%)。症状

としては典型的な胸痛以外にも、背部痛や胃部不快感、左肩や喉の重苦感等で発症される方も多く、これらの症

状が長時間持続する場合には一刻も早く地域の基幹病院へ救急搬送をうける必要があります。

　健康診断でみられる心電図所見として重要なものにST低下、陰性T波、異常Q波や心室性期外収縮等があ

げられます。いずれの所見も、慢性的な冠動脈硬化や心筋壊死(即ち急性心筋梗塞の一歩手前の状態)を反映し

ている可能性があります。これらの所見がみられた場合には循環器外来を受診し、運動負荷心電図や心エコー図、

24時間心電図やＣＴ検査といった精密検査を受ける必要があります。

急性心筋梗塞は極めて予後不良な疾患である一方、生活習慣の改善や健康診断により予防可能な疾患です。万が

一、発症した場合にも、速やかな救急搬送と血管拡張術により被害を最小限に食い止めることが出来ます。幅広

く住民の方々とこのような知識を共有しあい、心筋梗塞を撲滅していきたいと考えています。 
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【開催期日】　平成19年10月6日 （土）

【開催場所】　舟形町　舟形健康管理センター

【講演題目】　「心電図異常があると言われたら」

【講 演 者】　山形大学医学部器官病態統御学講座

　　　　　　循環・呼吸・腎臓内科学分野（内科学第一）　廣野　摂

健康教室　Vol.3



【講演要旨】

　尿酸は、細胞の核に含まれるプリン体が肝臓で

分解されてできる老廃物で、一部は食事からも摂

取されています。そして主に腎臓から体の外に排

泄されます。体の中では毎日一定量の尿酸が作ら

れたり摂取されたりし、それと同じ量の尿酸が主

に腎臓から体の外へ排泄されます。こうして 体の

中の尿酸量は一定に保たれています。ところが、

腎臓からの尿酸排泄量が低下したり、尿酸の産生

量や摂取量が増えたりすると、体の中の尿酸量が

増大して高尿酸血症になってきます。高尿酸血症

とは血清尿酸値が 7.0mg/dLを超えた状態をいい、

その数値が8.0mg/dLを超える状態が続くと様々な病気を引き起こしやすくなります。しかし、困ったことに、

高尿酸血症は通常は自覚症状がまったくないために、放置されることが少なくありません。尿酸は水に溶けにく

く、高尿酸血症を放置すると関節などに尿酸塩の結晶がたまり、激しい痛みを伴う関節炎で知られる痛風発作を

起こします。それ以外に、皮下に痛風結節というしこりを作ったり、腎臓や尿路に尿酸結晶がたまり、尿路結石

症を生じやすくなるほか、長期にわたると腎不全などの腎臓病を起こします。血清尿酸値が7.0mg/dLを超えた

ら、生活習慣を見直し、尿路管理（水分摂取と尿のアルカリ化）を始める必要があります。さらに血清尿酸値 

8.0mg/dL を超えたら、薬物療法が必要かもしれません。尿路結石症がある、または血清尿酸値が9.0mg/dLを

超えたら、より積極的に薬物療法を始めましょう。まずは食事や運動など生活習慣を改善が第一ですが、それで

も血清尿酸値が十分下がらない場合は、痛風発作

や尿路結石を防ぐために薬物治療が必要です。薬

物療法では、6.0mg/dL以下が目標にお薬の量を

調節します。高尿酸血症といわれたら、たとえ無

症状でも放置してはいけません。将来の合併症を

予防するために、食事や運動などの生活習慣を見

直し、できるだけ早く正常範囲にしましょう。 
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【開催期日】　平成19年10月13日 （土）

【開催場所】　舟形町　舟形健康管理センター

【講演題目】　「尿酸が高い、腎機能異常がある」といわれたら

【講 演 者】　山形大学医学部器官病態統御学講座

　　　　　　循環・呼吸・腎臓内科学分野（内科学第一）　今田　恒夫

健康教室　Vol.4



4  社会貢献

【講演要旨】

　メタボリック症候群（以下メタボ）の何が怖いか、それは心筋梗塞や脳梗塞になることです。メタボとは何

か？そして克服するにはどうするのか？をお話します。

　診断基準は4項目（腹囲、高血圧、脂質以上、高血糖）です。中でも腹囲が最も重要で、男性85cm、女性

90cm以上はだめとされています。単なる体重増加以上に腹囲の増加に大きな意味があります。皮下脂肪が太っ

ているけどスポーツ万能な方（皮下脂肪型）は問題が少ないのですが、一見太っていないように見えてもお腹周

りは太く、内蔵脂肪をたっぷりため込んだ方（内臓脂肪型）こそ危険なメタボです。もう少し説明すると、内臓

脂肪とは腸の周りについた脂肪で、適正な内臓脂肪量の時は体の新陳代謝を活発にする善玉ホルモンを十分量

作っています。それで体も調子がいいのですが、内臓脂肪量が増加してくると脂肪細胞が大きく膨らんでその善

玉ホルモンが作れなくなります。さらには体を悪くする悪玉ホルモンを大量に作りだし、その結果新陳代謝の効

率が悪くなり、高血圧、脂質異常、高血糖を引き起こし、さらには動脈が硬く細く（動脈硬化）なり、ついには

心筋梗塞、脳梗塞で倒れることになります。でもご安心ください。一旦膨らんだ内臓脂肪細胞も腹囲を減らせば、

もとへ戻って善玉ホルモンをまた作ってくれます。

　次に、高血圧、脂質異常、高血糖について少々説明します。この3項目もそれぞれ立派な病気です。しかし

注目すべきは、高血圧といっても130以上と極く軽症でアウトです。血糖も通常は100程度ですが110とわず

かの増加で1項目です。さらに脂質異常同様です。それぞれはごく軽度の異常でも、項目が重なると強烈に動

脈硬化を後押しします。実際に心筋梗塞の危険性は陽性項目の無い方に比べへは3項目以上ある人ではその危険

性が31倍にも高くなります。これが知らぬ間に忍び寄るメタボの恐怖です。

　メタボリック症候群からの脱却は、体を効果的に動かしてカロリーを消費し、余計なカロリーを食べないとい

う基本方針を守るしかありません。幸い内臓脂肪は減らしやすいことが分かっています。厚生労働省は一日300

カロリー（散歩にして約1万歩）を運動の目安として推奨しています。内臓脂肪1kgは約7000カロリーにあた

りますので、これを燃やすだけでも2ヵ月近くかかります。調理に関するのアドバイスとしては20カロリーの

茄子をてんぷらにすると200カロリーにもなり

ますし、たかが菓子パン1個でも500カロリー

以上であったりします。

　追加のお話ですが、私どもの研究では、“メタ

ボの方々は大腸ガンにもなりやすい”ということ

が分かりました。メタボならないこと、あるいは

メタボから脱却することで、脳梗塞や心筋梗塞の

危険性を回避し、さらには大腸癌も予防すること

ができます。メタボを知った今日から、健康のた

めにライフスタイルを見直してみましょう。 
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【開催期日】　平成19年11月15日 （木）

【開催場所】　高畠町　げんき館

【講演題目】　「メタボリック症候群」

【講 演 者】　山形大学医学部附属病院

　　　　　　光学医療診療部　武田　弘明

健康教室　Vol.5



【講演要旨】

　糖尿病とは：糖尿病に関する国連決議の採択により世界糖尿病デーが設けられ、初年度の今年11月14日、

糖尿病の啓発・啓蒙の催しの一つとしてブルーライトによるライトアップ行事が世界各地で行われました。世界

的関心事となる糖尿病とはどんな病気なのでしょうか。糖尿病は尿に糖が出る病気と表現されることが多いので

すが、病期の本体は膵臓から出るインスリンの働きが足りなくて血糖が高くなる病気のことです。厚生労働省の

発表によれば、糖尿病が強く疑われるひとと糖尿病の可能性を否定できないひとは平成9年度で合計1370万人

から平成14年には1620万人と増加しています。第三内科が行っている舟形町糖尿病検診の結果でも有病率は

増加傾向であり、年齢別有病率ではむしろ厚生労働省発表値よりも多いぐらいです。近年は40歳以上の3人に

一人は糖代謝異常があるともいわれ、決して他人事ではありません。ご近所の方々や、家族の中で考えてみなけ

ればいけない身近な病気です。

糖尿病が怖いワケ：糖尿病は血糖

が高くなる病気ですが、少々高い

ぐらいでは何ともありません。で

すから、つい受診機会を逃してし

まい放っておかれることがありま

す。血糖値が高いまま放っておき

ますと、気づかないうちに病気が進んでしまい、怖い合併症を起こしてしまいます。よくいわれる三大合併症の他

に、血管の動脈硬化変化がもとでおこる心血管系疾患をまねき、生活の質を下げ、他疾患と比べ最近では医療費の

増加率もダントツです。舟形町研究では、糖尿病の方の心血管系疾患発症が多いのはもちろんですが、境界型と

される方々も正常型のひとに比べ心血管系疾患発症は多いという結果でした。境界型とされるひとも糖尿病予備

軍と安易に構えず、動脈硬化ははじまっていると捉えていただき、糖代謝の改善に心がけるべきだと思われます。

糖尿病にならないためには：糖尿病になる原因は、遺伝素因つまり体質のようなものと、環境因子すなわち生活

習慣によるものと考えられています。親から受け継いだ体質は変えようがありませんが、生活習慣は変えること

が出来ます。食べ過ぎや運動不足はインスリンの働きを悪くさせ、血糖値をあげてしまいます。Diabetes 

prevention program(DPP)研究(USA)にみられるように生活習慣を強力に改善した人たちの糖尿病発症は低く

抑えられることがわかりました。私たちも食事療法や運動療法を行って、5%とは申しません、せめて3%の体

重減少を検討してみては如何で

しょうか。もうすぐ特定検診もは

じまります。ウエスト周囲径を

1cmでも減らす努力をしていた

だき、「メタボリックシンドロー

ム」と最新流行疾患に罹らないよ

うにしましょう。 
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【開催期日】　平成19年11月20日 （火）

【開催場所】 川西町　生きがい交流館

【講演題目】　「糖尿病と予防のコツ」

【講 演 者】　山形大学大学院医学系研究科生命情報内科学講座（内科学第三）大泉　俊英

健康教室　Vol.6



4  社会貢献

【講演要旨】

　動脈硬化性疾患である心筋梗塞や脳梗塞は年々増加しており、両者を合わせると悪性新生物による死亡率に近

い値となります。動脈硬化の原因として高血圧、脂質異常症、糖尿病が挙げられますが、これらは生活習慣の改

善により予防することが可能です。改善したい5大生活習慣としては、「過食・塩分過多」、「運動不足」、「喫煙」、

「飲酒」、「ストレス」などです。生活習慣病は、生まれつき持った体質つまり遺伝素因に、上記生活習慣が加わ

り発症します。それゆえ生活習慣を改善することで動脈硬化の進展を抑制できると考えられます。食生活の欧米

化に伴い、日本人のコレステロール値は増加の一途を辿り、女性では既に米国女性の平均を上回る勢いです。コ

レステロールには動脈硬化を促進するLDLコレステロール（悪玉）と動脈硬化を予防するHDLコレステロー

ル（善玉）があり、LDLコレステロールは140 mg/dL以上、HDLコレステロールは、40 mg/dL 未満を脂質異

常症と呼びます。近年、高トリグリセリド血症（150 mg/dL以上）も動脈硬化を促進させることが注目されて

います。高トリグリセリド血症は、肥満や高血糖、高血圧、低HDLコレステロール血症と密接に関連し、内臓

肥満にこれらを合併する場合、メタボリック症候群と呼ばれます。メタボリック症候群は、動脈硬化性疾患を著

しく増加させるといわれています。

　治療の基本は、食事療法と運動療法、禁煙といった生活習慣の是正です。効果が不十分な場合は薬物療法を追

加します。薬物療法を開始しても生活習慣の是正は継続する必要があります。食事療法のポイントは、カロリー

を適正にとることと、脂質のとり過ぎに注意することです。アルコールや甘いものは、血糖やトリグリセリドを

上昇させるので、控えめにする必要があります。コレステロールの排泄を促すためにも食物繊維の摂取は重要で

す。一方運動療法は動脈硬化の危険因子を全般的に改善するとされています。やや息が弾む程度の軽い運動を

30-60分程度、週3回以上行うことが望ましいとされています。

生活習慣病を発症してから薬物療法に頼るのではなく、積極的に検診を受診し、病気を未然に防ぎ、健康な生活

を送りましょう。
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【開催期日】　平成19年11月21日 （水）

【開催場所】　 寒河江市　総合福祉保健センター

【講演題目】　「動脈硬化の予防について」

【講 演 者】　山形大学医学部器官病態統御学講座

　　　　　　循環・呼吸・腎臓内科学分野（内科学第一）　渡邉　哲

健康教室　Vol.7
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5  情報発信

　第1回　21世紀COE国際シンポジウム  

International Symposium on Multifactorial Diseases:　Genetic Factors and 
Pathogenesis

2005年10月15日 （土）
山形テルサ

Special lecture 1
Cellular Binding of Hepatitis C Virus is 
Mediated by Highly Sulfated Heparan Sulfate

Heidi Barth1, Eva Schnober1, Bettina Gissler1, Robert 
J. Linhardt2, Erik Depla3, Francois-Loic Cosset4, 
Hubert E. Blum1 and Thomas F. Baumert1

 1Dept. of Medicine II, University of Freiburg, Freiburg, Germany; 2Dept. of Biology and Chemical and 
Biological Engineering, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, USA; 3Innogenetics NV, 
Gent, Belgium; 4Ecole Normale Sup rieure, Lyon, France
Hepatitis C Virus (HCV) is a major cause of chronic hepatitis world-wide. Although a detailed analysis 
of its genomic organization has led to the identification of various genetic elements, knowledge of 
receptor-mediated viral attachment and entry is still limited. Glycosaminoglycan (GAG) chains on cell 
surface proteoglycans provide initial docking sites for the binding of viruses to target cells. Using 
recombinant envelope glycoproteins, virus-like particles (VLPs) and retroviral pseudoparticles (HCVpp) 
as ligands for cellular binding, we demonstrate that cell surface heparan sulfate proteoglycans (HSPG) 
play an important role in mediating HCV envelope-target cell interaction. Heparin and liver-derived 
highly sulfated heparan sulfate but not other soluble glycosaminoglycans (GAGs) inhibited binding and 
entry of envelope proteins, VLPs and HCVpp to human hepatocytes and hepatoma cell lines in a dose-
dependent manner. Degradation of cell surface heparan sulfate by pretreatment with heparinases 
resulted in a marked reduction of viral envelope protein binding. Surface plasmon resonance analysis 
demonstrated a high affinity interaction of envelope glycoproteins with heparin, a structural homologue 
of highly sulfated heparan sulfate. Deletion of E2 hypervariable region-1 (HVR-1) reduced E2-heparin 
interaction suggesting that positively charged residues in the N-terminal E2 region play an important 
role in mediating envelope-HSPG binding. Cellular binding of recombinant envelope glycoproteins was 
strongly inhibited by fully sulfated heparin, de-2-O- and de-6-O-sulfated heparin but not de-N-sulfated 
heparin indicating that N-sulfation of cell surface HS plays a crucial role in HCV envelope-target cell 
interaction. Using HS oligosaccharides in inhibition of E1/E2 binding studies, we demonstrate that a 
saccharide decamer represents the minimal oligosaccharide required for envelope-HS interaction. Using 
an heparin-specific ELISA we demonstrate that envelope-HS interaction is markedly inhibited by anti-
viral antibodies present in HCV infected individuals. In conclusion, our data indicate that highly 
sulfated HS represents an important cell surface molecule mediating tissue-specific attachment of the 
viral envelope to hepatocytes. Envelope-HS interaction is mediated by epitopes of both E1 and E2 
envelope glycoproteins and a specific HS configuration that includes N-sulfate and a minimum of ten 
saccharide subunits.

５－１　国際シンポジウム



5  情報発信
Special lecture 2
Neuropathology of Parkinson's diseaseD. W. 
Dickson, MD

Department of Pathology (Neuropathology), Mayo Clinic, 
Jacksonville, FL 32224 USA

It is important to distinguish clinical syndromes from neuropathologic processes in discussing Parkinson's 
disease (PD) and Lewy body disease (LBD). The former is a clinical term for an extrapyramidal movement 
disorder characterized by bradykinesia, rigidity and tremor, while the latter is a pathologic process 
characterized by intraneuronal inclusions, i.e. Lewy bodies (LBs), composed of a-synuclein. Autopsy studies 
have shown that LBD is the most common substrate for PD, but other disorders (progressive supranuclear 
palsy and multiple system atrophy) can resemble PD. At present, there are no specific markers that permit a 
clinical diagnosis of LBD. Moreover, the pathologist is untenable grounds when he tries to predict the 
clinical presentation of LBD. No clear boundaries or specific lesions differentiate cases presenting with PD 
from other syndromes, such as late-onset psychosis, progressive dementia, focal dystonia and REM behavior 
disorder. Synuclein immunostaining, the best method for detecting LBs, reveals a range of lesions in a 
number of anatomical regions in LBD, and a staging scheme for PD has recently been proposed by Braak, 
but it is not yet validated. Not only LB, but also Lewy neurites (LNs) and even glial inclusions are positive 
for synuclein. Some cases have numerous and widespread cortical LBs and LNs so-called diffuse LBD, while 
other have LBs limited to brainstem and diencephalon. The former usually presents with cognitive and the 
latter with motor impairments. Recent studies have identified a form of LBD in advanced Alzheimer's disease 
with LBs limited to the amygdala, but not brainstem nuclei. Cases with an intermediate distribution of LBs, 
so-called transitional LBD, complete the disease spectrum; their clinical phenotype is varied. Familial PD 
cases have pathology that recapitulates various forms of sporadic LBD holding promise that molecular 
determinants for different forms of LBD will be found, which will lead to biomarkers for PD.

Special lecture 3
Molecular Genetic Approaches Toward 
Understanding of the Molecular Basis of 
Neurodegenerative diseases.

Shoji Tsuji 
Department of Neurology, The University of Tokyo 
Graduate School of Medicine

Given completion of human genome project, we are in the new era to explore molecular basis of 
neurodegenerative diseases. To elucidate molecular basis of sporadic neurodegenerative diseases, we have 
undertaken two strategies with one strategy based on a large-scale resequencing of disease-related genes 
and the other based on genome-wide scans integrating sporadic and rare familial cases. With an increasing 
number of causative genes for hereditary neurodegenerative diseases identified, we assume these genes are 
involved not only in the pathogenesis of diseases with Mendelian inheritance (single gene diseases) but also 
in various processes of sporadic diseases.  With this background, large-scale resequencing of these genes 
focusing not only on hereditary diseases but also on sporadic diseases may provide new insights into the 
molecular basis of sporadic diseases. To establish a high-throughput large-scale resequencing system, we 
have designed microarrays for resequencing of the disease-related genes. This system proved to be accurate 
in mutation detection and is capable of analyzing many genes simultaneously. This high-throughput system 
should be useful for exploring molecular basis of neurodegenerative diseases. Secondly, availability of 
technologies for high-throughput analyses of an enormous number of polymorphisms in human genome has 
made genome-wide association studies on sporadic neurodegenerative diseases possible. To accomplish this, 
not only collection of a large scale of genomic DNAs from patients and controls, but also collection of 
detailed clinical information will be indispensable. Furthermore, identification of multiplex families such as 
sibling cases will further strengthen the power of genome scans. With this background, we have established 
a consortium focusing on multiple system atrophy (Japan Multiple System Atrophy Research Consortium, 
JAMSAC). Furthermore, based on the nation-wide survey, we have identified families with multiple MSA 
cases. Non-parametric linkage analysis on the multiplex families and genome-wide association studies on 
sporadic MSA cases are in progress. 
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Lecture 1
Overview: What is going on in Yamagata COE 21 
program?

Sumio Kawata, M.D. COE 21 Program Leader, 
Department of Gastroenterology,Faculty of Medicine, 
Yamagata University, Yamagata, Japan

Conquering life style-related diseases is a worldwide social issue to promote public health and welfare. Life 
style-related diseases are multi-factorial: environmental and genetic factors. The COE 21 program in 
Yamagata University is now running several cohorts on life style-related, multi-factorial diseases in 
Yamagata Prefecture. Our purpose in this program is to establish personalized health science to control and 
prevent the life style-related, multi-factorial diseases.
  We have carried out mass survey on the multi-factorial diseases in Takahata Town since 2004. Center for 
Disease Control and Prevention (CDC) at Takahata is functioning to manage the mass survey. The COE 21 
program at Takahata consists of investigating disease-related biomarkers and genetic polymorphism, and 
taking survey on life style, in addition to highly sophisticated clinical examinations. 
  The main diseases investigated in this program are diabetes mellitus and its complications including 
nephropathy and microangiopathy, obesity, ischemic heart disease, chronic obstructive pulmonary disease, 
Parkinson's disease, postmenopausal disturbances, and digestive organ diseases. 
  In the field of digestive organ diseases, the program is aimed at preventing gastric cancer, hepatocellucar 
carcinoma, colorectal cancer, and pancreas cancer. Investigations on predictable biomarkers of the cancers 
and genetic background based on SNPs analysis are starting in the COE21 program. Establishing a newly 
categorized high-risk group of each cancer based on algorithm of the biomarkers and at-risk SNPs warrants 
an interventional study for cancer molecular prevention.      
  Our final goal is to create innovative health science for individuals, based on their genetic background, and 
further to research and develop drugs from our findings of genome-wide SNPs analysis in the cohorts with 
collaborations in other academic and industrial institutes.    

Lecture 2
A novel polymorphism in secretory phospholipase 
A2  IID is associated with body weight loss in 
chronic obstructive pulmonary disease

Makoto Sata, M.D. 
Department of Cardiology, Pulmonology, and Nephrology, 
Course of Internal Medicine and Therapeutics, Yamagata 
University School of Medicine, Yamagata, Japan

Rationale: Chronic and systemic inflammation, a potential cause of body weight loss in patients with chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD), may be associated with the pro-inflammatory properties of secretory 
phospholipases A2 (sPLA2s), especially the group II subfamily sPLA2s. Objectives: We tested our hypothesis 
that the individual susceptibility to body weight loss in patients with COPD is attributed to the genetic 
variances of this sPLA2s gene region. Methods: A total of twelve SNPs encompassing the sPLA2s gene 
region were determined in 276 male patients with COPD. Measurements and Main Results: We first analyzed 
our patients whose BMI are the bottom one hundred [BMI (kg/m2); 17.13   1.29], and are the top one hundred 
(23.83   1.98) in relation to SNPs.  Both of Fisher's exact test [odds ratio (95% CI): 2.36 (1.34   4.18), p = 
0.004] and logistic regression analysis [2.10 (1.13   3.90), p = 0.019] showed statistical significance between 
one SNP (NCBI SNP reference: rs584367) and the reduction of BMI in the recessive model in patients with 
COPD.  Using the whole patients, a significant difference between the values of BMI (log transformed) of 
mutant group (CT + TT) and that of non-mutant group (CC) of this SNP [mean (SE): 1.293 (0.005) vs. 1.317 
(0.006), p = 0.003] was found after adjustment with age, smoking habit, and pulmonary function (ANCOVA). 
 Importantly, this SNP causes amino acids change in sPLA2-IID protein (Gly80Ser). Conclusions: These results 
suggest that sPLA2-IID may be one of the susceptibility genes that contribute to body weight loss in patients 
with COPD.

115



5  情報発信
Lecture 3
Large scale search of SNPs for type 2 DM 
susceptibility genes in a Japanese population
1Makoto Daimon, M.D., 2,3Masaaki Muramatsu, M.D. and 
1Takeo Kato, M.D.
1Third Department of Internal Medicine, 
Yamagata University School of Medicine, Yamagata,
 2HuBit Genomix, Inc, Tokyo, and 3Department of Molecular Epidemiology, Medical Research Institute, 
Tokyo Medical and Dental University, Tokyo, Japan

   The etiology of Type 2 diabetes (DM) is polygenic. We investigated here genes and polymorphisms that 
associate with DM in the Japanese population. Single-nucleotide polymorphisms (SNPs) of 398 derived from 
120 candidate genes were examined for association with DM in a population-based case-control study. The 
study group consisted of 148 cases and 227 controls recruited from Funagata, Japan. No evident 
subpopulation structure was detected for the tested population. The association tests were conducted with 
standard allele positivity tables (chi-square tests) between SNP genotype frequency and case-control status. 
The independent association of the SNPs from serum triglyceride levels and body mass index was examined 
by multiple logistic regression analysis. P<0.01 was accepted as statistically significant. Six genes (Met proto-
oncogene, ATP-binding cassette transporter A1, fatty acid binding protein 2, LDL receptor defect C 
complementing, aldolase B and sulfonylurea receptor) were shown to be associated with DM. 
   We then further examined the association of the ATP-binding cassette transporter 1 (ABCA1) gene with 
DM in details by examining genetic polymorphisms of the ABCA1 gene including its linkage disequilibrium 
(LD) and haplotype analyses using a Japanese population. A sample set (DM:72, IGT:75, NGT:227) was 
genotyped with 34 SNPs distributed from the promoter region to the last exon of the ABCA1 gene. LD 
between SNPs was assessed in pair-wise manner. Among 13 LD blocks constructed, an LD block at the 5'-
region showed a significant difference in the haplotype distribution between the study groups (NGT vs. 
IGT+DM: overall p=0.0180; NGT vs. DM: 0.0001). The Fisher's exact probability test (NGT vs. DM) showed a 
significant association of the haplotype 2 of the LD block (p=0.0001), with an odds ratio (OR) of 2.53 
(95%CI:1.62-4.12). Diplotype analysis also showed a significant association of the diplotypes with the 
haplotype 2 (OR:2.59, 95%CI:1.48-4.54, p=0.0013).
   In conclusion, we showed here a significant association of several genes with DM in a Japanese 
population. The ABCA1 gene is one of such genes and its association with DM was further strengthened by 
haplotype analyses.

Lecture 4
Genetic Variations Associated with Susceptibility 
to Hepatitis C Virus Infection and Viral Factors 
Predicting the Relative Risk of Developing Liver 
Cancer
1Takafumi Saito, M.D.,  
2,3Masa-aki Muramatsu, M.D.,  
4Hak Hotta, M.D., 1Sumio Kawata, M.D.
1Department of Gastroenterology, 
Yamagata University Faculty of Medicine, 
2Hubit Genomix, Inc., 3Medical Research Institute, Tokyo Medical and Dental University, 4Division of 
Microbiology, Kobe University Graduate School of Medicine

  Hepatitis C virus (HCV) is an important human pathogen that causes acute and chronic liver diseases 
worldwide. There are an estimated 170 million HCV carriers, rendering it a major public health problem. 
Most patients with HCV infection fail to clear the virus and develop chronic hepatitis with a risk of 
progression to cirrhosis or liver cancer. However, a small proportion of them are known to show resolution 
of the infection in a self-limiting manner. Genetic susceptibility to HCV infection in each individual is likely 
to account for this difference, but genetic factors involved remain unknown. To elucidate the host genetic 
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factors involved in the outcome of HCV infection, we conducted a population-based association study in 
which 238 individuals positive for anti-HCV antibody were genotyped for single nucleotide polymorphisms 
(SNPs) in the selected candidate genes. Those were seronegative for HBs antigen and had no history of anti-
viral therapy. Allelic and genotypic analyses of SNPs were performed between the subjects with and 
without viremia. Twelve SNPs in 10 genes were listed as candidate genetic polymorphisms that might 
influence the viremia status. These may reflect the host genetic variations in HCV-infected individuals that 
are associated with susceptibility to infection, viral replication and immunity against HCV. It is important to 
define the function of these genes to validate their importance with regard to HCV infection.
It is the urgent problem to clarify not only host genetic factors but viral factors influencing a risk of 
developing liver cancer in considering both therapy and cancer prevention to HCV-infected patients. 
Recently we have identified the HCV genotype 1b strains that are highly associated with liver cancer on the 
basis of the secondary structure of an amino-terminal portion of the HCV nonstructural (NS) 3 protein. In 
this symposium, the relationship between risk of developing liver cancer and secondary structure of HCV 
NS3 protein amino-terminus among patients chronically infected with HCV will be discussed.

Lecture 5
Molecular epidemiology and functional study on 
Parkinson's disease.

Takeo Kato, M.D.  
Department of Neurology, Hematology,  
Metabolism, Endocrinology, and  
Diabetology, Yamagata University,  
Yamagata, Japan

Sporadic Parkinson's disease (sPD) is a common neurodegenerative disorder, characterized by degeneration 
of dopaminergic neurons in the substantia nigra. sPD is considered as a multifactorial disease, in which both 
genetic and environmental factors may be involved. The genetical role in the pathogenesis of sPD is 
indicated by familial clustering of sPD patients and a twin study using PET scans. 
  Here we report the results of a haplotype-based association study for sPD. We selected a total of 5544 SNPs 
from 1232 candidate genes; using the data set of a total of 782 case-control samples (286 cases and 496 
controls), we found genetic association of the Gene X with sPD at a haplotype level. We also found two 
functional SNPs, m22.1 and m24, within the region of the haplotype. Electrophoretic mobility shift assay 
showed a difference in binding of YY1 and CREB-1 to the SNPs m22.1 and m24, respectively. Luciferase 
reporter assay demonstrated that both of the at-risk alleles of these SNPs increased transcriptional activity. 
By confocal microscopy, the Gene X product (protein X) was co-localized with a-synuclein in Lewy bodies of 
dopaminergic neurons of the substantia nigra in sPD patients. Since the accumulation of soluble oligomers of 
a-synuclein has been reported in the sPD brains, we co-transfected a-synuclein and protein X cDNAs into 
cultured cells, and found that the protein X phosphorylated a-synuclein at Ser-129 and promoted the 
formation of soluble oligomers of a-synuclein in the presence of linolenic acid. Furthermore, double-
transfection of the protein X and a-synuclein cDNAs in C. elegans induced age-dependent behavioral 
abnormality. The present study suggests that the protein X plays a crucial role in the pathogenesis of sPD.
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　第2回　21世紀COE国際シンポジウム 

International Symposium in Yamagata 2007
Molecular Epidemiological Study utilizing the Regional Characteristics

2007年9月7日 （金）
山形テルサ

Lecture 1
Molecular Epidemiolgical Study of Clinical 
Parameters in Large Japanese Regional 
Populations

Mitsuru Emi  
(Faculty of Medicine, Yamagata University, Japan)

To investigate factors predisposing to variation of several clinical parameters related to human common 
disease, we carried out a large-scale systematic study I which we investigated 68 clinical parameters and 
measured 370 SNP (Single Nucleotide Polymorphisms) distributed on 208 genes from each of the individuals 
in an initial regional population consisting of 2970 adult volunteers, after obtaining informed consent that 
was approved by IRB. Total of 1,098,900 SNP typing were carried out in this population. Several intriguing 
association observed in the initial population was then subjected to validation in a second regional 
population consisting of 1631 adult volunteers.
We here report examples of various novel significant associations between each specific clinical parameter 
and each genetic locus. On those examples, multiple SNPs spanning the gene of interest were then 
genotyped to examine which portion of the gene would display significant association with the respective 
clinical parameters and to examine whether mapping of associated variation onto the specific region of the 
gene may reflect linkage disequilibrium of the locus.   
Among multiple intriguing associations between specific clinical parameters and genetic loci, we found that 
some genes, such as ALDH2, MTHFR, exert pleiotropic effects to multiple clinical parameters. We also found 
several examples in which multiple genetic loci influence single clinical parameter, such as GFR, HDLc. We 
also identified examples of non-functioning SNPs (nSNPs) of certain genes that influence variations of some 
specific clinical parameters.  
We will discuss various intriguing genetic phenomena that could only be detected in this　sort of large scale 
study design with regard to linkage disequilibrium,  ethnic difference, and gene-environment interaction.
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Lecture 2
Neuronal Replacement Therapy after Brain 
Ischemia

Nobutaka Kawahara 
(Department of Neurosurgery,  
Graduate School of Medicine,University of Tokyo)

In addition to continuous neurogenesis in the confined regions of the adult mammalian brain, recent 
findings have provided evidence that neurons can also be generated after brain insults in other regions 
where neurogenesis does not normally occur. In these studies, BrdU has been employed as a gold standard 
for labeling newly-generated neurons. To address this issue after stroke, we developed a global ischemia 
model in adult rats with severe and consistent neuronal injury, and investigated neuronal regeneration from 
neural progenitors following growth factor treatment. In the hippocampal CA1 region, ~ 40% neurons were 
regenerated by the treatment. Similarly in the dorsolateral striatum, ~15% neurons appeared to be 
regenerated. These neurons were labeled by BrdU and appeared to derive from neural progenitors residing 
in the adjacent regions. They extended long axons and were integrated in the local circuitry. 
Electrophysiological studies showed evidence of recovery of neuronal activities with gradual maturation. 
Finally, behavioural studies confirmed improved function in memory and motor performance, respectively. 
These data imply that neuronal replacement therapy may become a new therapeutic modality after stroke.

Lecture 3 
Genetic Studies at deCODE genetics

Thorgeir E. Thorgeirsson 
deCODE genetics, Iceland

deCODE is a biopharmaceutical company applying its discoveries in human genetics to develop drugs and 
diagnostics for common diseases. Our population-based approach and resources developed over the last 
decade, have enabled us to isolate key risk-conferring genes for a variety of conditions. Initially, our 
approach was family-based, such that genealogical studies were performed to establish the genetic 
component and identify families for the positional cloning effort comprised of linkage analysis followed by 
fine-mapping of linked regions. Currently, genome-wide association studies play a dominating role in the 
hunt for susceptibility genes. I will give an overview of ongoing studies and provide specific examples from 
a variety of deCODE's projects, including studies of CNS disorders such as Parkinson's disease, addiction, 
and Restless Legs Syndrome.
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Lecture 5
The Metabolic Syndrome And Retinal 
Microvascular Signs In a Japanese Population: 
The Funagata Study

Ryo Kawasaki 
Department of Ophthalmology and Visual science, 
Yamagata University Faculty of Medicine, Yamagata

Background/aims: To determine the relationship of metabolic syndrome and its components with 
retinopathy and other microvascular signs in a Japanese population.
Methods: The Funagata study recruited 1,961 (53.3 % of eligible) Japanese aged 35 or older. The metabolic 
syndrome was diagnosed primarily using definitions of the International Diabetes Federation. Retinopathy 
and other microvascular signs were assessed from digital retinal photographs. Retinal arteriolar and venular 
diameters were measured using a computer-assisted program.  
Results: Data were available for analysis in 1,786 persons for retinopathy and focal microvascular signs and 
921 persons for retinal vessel diameters. Various components of the metabolic syndrome were associated 
with retinal microvascular signs: larger waist circumference and higher glucose level were associated with 
wider venular diameter and retinopathy lesions; elevated blood pressure level was associated with focal 
arteriolar narrowing, arteriovenous nicking, enhanced arteriolar wall reflex and narrower arteriolar diameter; 
and higher triglyceride level was associated with enhanced arteriolar wall reflex. Overall, persons with the 
metabolic syndrome were more likely to have retinopathy (odds ratio 1.51, 95% CI: 1.05-2.18) and wider 
venular diameter 4.69μm (95% CI: 1.20 - 8.19μm) than persons without the metabolic syndrome.
Conclusion: We report associations of metabolic syndrome and its components with retinopathy and other 
microvascular changes in Japanese adults. These data suggest that metabolic abnormalities are associated 
with early microvascular changes in the retina.

Lecture 6
Current Status of Lifestyle-related Liver Disease in 
the Japanese Population: Verification from the 
Takahata Study

Takafumi Saito 
Department of Gastroenterolgy, Yamagata University, 
Japan

There has been a rapid worldwide increase in obesity, with the associated risk of development of metabolic 
syndrome. Up to now, there has been no comprehensive study of liver disease in association with lifestyle, 
including metabolic factors or alcohol consumption, in a large population sample. 
An elevated serum alanine aminotransferase (ALT) level is a sign of possible underlying liver disease. In this 
study, we investigated serum ALT levels and factors associated with ALT elevation. We found that 
approximately 10% of the current Japanese population have ALT elevation, and that this is strongly 
associated with metabolic syndrome-related features such as obesity and insulin resistance.
Alcoholic liver injury is known to be one of lifestyle-related liver diseases. Although moderate intake of 
alcohol increases the level of HDL-cholesterol, and thus may decrease the risk of lifestyle-related diseases, 
the relationship of alcohol consumption to the level of serum adiponectin, which is closely associated with 
insulin sensitivity, has not been elucidated in Japanese subjects. Furthermore, in Asian people, catalytic 
degradation of alcohol depends on an individual's aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2) genotype, defined by 
a nucleotide substitution at 1510 G/A, but the frequency of this genotype in a large Japanese sample has not 
been validated. Our study revealed that alcohol intake is negatively correlated with serum adiponectin 
levels, and accurately determined the frequency of this genotype in the Japanese population. 
Taken together, my talk in this symposium consists of three timely topics we have newly addressed in the 
Takahata population study: (1) impact of metabolic syndrome on elevated ALT levels, (2) influence of 
alcohol consumption on serum adiponectin levels, and (3) frequency of the Asian-specific ALDH2 genotype 
that represents catalytic deficiency of the enzyme. We believe that these data update our understanding of 
the current status of lifestyle-related liver disease in the Japanese population.
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Lecture 7
The role of G-protein-coupled receptor kinase 5 in 
pathogenesis of sporadic Parkinson’s disease.

Takeo Kato 
Department of Neurology, Hematology,  
Metabolism, Endocrinology and Diabetes, Yamagata 
University, Japan

Sporadic Parkinson's disease (sPD) is a common neurodegenerative disorder, characterized by selective 
degeneration of dopaminergic neurons in the substantia nigra. Although the pathogenesis of the disease 
remains undetermined, phosphorylation of a-synuclein and its oligomer formation seem to play a key role. 
However, the protein kinase(s) involved in the phosphorylation in the pathogenesis of sPD has not been 
identified. Here we found that G-protein-coupled receptor kinase 5 (GRK5) accumulated in Lewy bodies, and 
co-localized with a-synuclein in the pathological structures of the brains of sPD. In co-transfected cells, 
GRK5 phosphorylated Ser-129 of a-synuclein at the plasma membrane and induced translocation of 
phosphorylated a-synuclein to the perikaryal area. GRK5-catalyzed phosphorylation also promoted the 
formation of soluble oligomers and aggregates of a-synuclein. Subsequent genetic association study revealed 
haplotypic association of the GRK5 gene with susceptibility of sPD. The alleles at two intronic SNPs on the 
at-risk haplotype increased transcriptional activity in vitro, suggesting an increase of GRK5 expression in 
sPD. The results strongly suggest that phosphorylation of a-synuclein by GRK5 plays a crucial role in the 
pathogenesis of sPD.  

Lecture 8
Cardiovascular disease and genetic 
polymorphisms: How far have we advanced ?

J. Brent Muhlestein 
University of Utah School of Medicine, LDS Hospital,  
Salt Lake City, Utah

Cardiovascular disease is the leading cause of morbidity and mortality in the developed world.  Traditional 
risk factors explain only half of excess individual coronary risk.  It has long been known that family history 
plays a large role in the attribution of cardiovascular risk, but until recently, we have not been able to 
expand that understanding much further.  However, now, major advances in our understanding of the 
genetics of heart disease are providing us with the opportunity to specifically define inherited cardiovascular 
risk.  This greater understanding of the way genetics influences heart disease may contribute to the care of 
patients in three specific ways.
First, it may provide better cardiovascular risk prediction and stratification for our patients.  Second, it may 
provide new and better clinical treatment options. Third, it may provide valuable pharmaco-genomic input 
to our patients.  By this, we mean that genetic screening of our patients may assist in the determination, of 
which patients will be helped most by a medicine and also which patients may be hurt most by a certain 
medication.
The study of cardiovascular genetics has been ongoing for the past 15 years.  During that time, a number of 
genetics research technologies evolved to assist in our study.  These include candidate gene analysis, 
linkage analysis, evaluation of affected families, and, most recently, genome-wide scanning.  However, 
although some breakthroughs have been made in our effort to understand the genetics of heart disease, the 
complexity of cardiovascular genetics has thus far prevented the development of any generally applicable 
genetic tests.
Because cardiovascular disease is polygenic, multiple genetic and other risk factor interactions make it 
difficult to elucidate all of the specific interrelationships.  However, although a fuller understanding of the 
vast complexities associated with the genetics of heart disease has led us to respect the difficulty of the task, 
it has also lead to a variety of innovative approaches to its study including the determination of appropriate 
combinations of genes (as a form of "genetic burden") and a variety of genome-wide scanning techniques for 
both pooled and individual patients.
This greater understanding has led us to understand that large numbers of patients must be evaluated and 
replication studies must be performed in other large populations, as well, before we can be assured of our 

121



5  情報発信
results. 
In summary, although one presently is not available, hope exists that soon a cardiovascular genetics panel 
will be developed that will be clinically useful in the management of cardiovascular patients.  Additionally, 
the use of pharmaco-genomics to more appropriately select patients for specific medication therapies is very 
nearly available.  This lecture will provide specific examples to illustrate the principles described above.

Lecture 9
Genetic variants for thrombosis in Japanese

Toshiyuki Miyata 
National Cardiovascular Center Research Institute,  
Suita, Japan

It is well known that thrombosis has an ethnicity difference. This could in part ascribe to the genetic 
polymorphisms. Therefore, the genetic study for thrombosis has to be performed considering the ethnic 
differences. The final goal of our genetic and its related research is to find out the genetic polymorphisms 
that confer the increased or decreased risks for thrombosis. As evident, myocardial infarction and stroke are 
multifactorial diseases and contribution of genetic factors for these common diseases are relatively low. 
Association-positive genetic variants have been so far reported worldwide, but most of the risk factors 
detected accounted for a small fraction of the total genetic risk. Deep vein thrombosis is also a multifactorial 
disease, but etiology of this disease is rather simple and the deficiency of proteins C, S and antithrombin are 
well known genetic risk factors, although they are rare. Factor V Leiden mutation, an established genetic 
risk factor for thrombosis that confers the prolonged survival of activated factor V in plasma, is a low 
frequency variation found in Caucasian population but not in Asian population. 
We are struggling to identify the genetic risk factors for thrombosis in Japanese. Firstly, to collect the 
intermediate phenotype for thrombosis, we measured plasma levels of more than ten coagulation and anti-
coagulation factors and platelet aggregation abilities induced by two agonists in the general population to 
evaluate the contribution of the genetic variants in the candidate genes. Genetic variants associated with the 
levels of the intermediate phenotypes would be strong candidates for disease association. Next, we took a 
case-control study design for seeking the genetic risks for thrombosis, and found that protein S K196E 
mutation is a risk factor for deep vein thrombosis in Japanese. The allele frequency of the mutant E allele is 
0.009 and the heterozygous carriers showed about 18% lower plasma protein S activity than individuals 
with wild-type carriers. 
  The candidate gene approach will be complementary with the genome-wide association analysis currently 
appeared worldwide to finally identify the genetic variants for thrombosis.

Lecture 10
Phosphatidylcholine has an important role in the 
pathogenesis of steatohepatitis.

Toshiji Saibara 
Department of Gastroenterology and Hepatology,  
Kochi Medical School

  Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most common form of chronic liver disease in the world. It 
can be histologically characterized by a simple steatosis having a benign longterm prognosis or it can evolve 
in non-alcoholic steatohepatitis (NASH) that can progress to cirrhosis. Although the relationship between 
insulin resistance, oxidative stress, inflammatory mediators and NAFLD has been described, the real 
mechanism that induces the progression to NASH are yet unknown. In addition, there is a highly variable 
susceptibility to develop simple steatosis or NASH which depend on variable environmental factors and by 
genetic differences. The genetic variability is mainly determined by polymorphisms in genes that play a role 
in NASH pathogenesis, such as genes of lipid metabolism, insulin signalling pathway, oxidative stress and 
inflammation. Although, it is very difficult to dissect genetic factors from other NASH-associate risk factors 
(i.e. diet, enviroment, etc.), actually, several studies are focused on this issue and polymorphisms of 
interesting genes have been found.
Phosphatidylcholine is an essential component of plasma membrane and a few weeks' choline deficient diet 
in human frequently results in myolysis possibly due to phosphatidylcholine deficiency, because choline is 
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an essential nutrient and 70% of phosphatidylcholine is derived from choline. Phosphatidylcholine 
deficiency induced by a choline deficient diet also results in the development of hepatic steatosis in human 
and rats since de novo synthesized phosphatidylcholine is needed for efficient secretion of very low density 
lipoprotein (VLDL) from hepatocytes. Interestingly, nonalcoholic rats fed with a methionine and choline 
deficient (MCD) diet develop typical pathological changes of steatohepatitis in the liver, and are used as the 
classical model of alcoholic hepatitis. How does a methionine deficient diet trigger steatohepatitis in rats 
with hepatic steatosis induced by choline deficiency? It is well-known that nonalcoholic steatohepatitis 
(NASH) is tightly related to obesity and serum level of choline is rather elevated in NASH patients. Do these 
obese persons develop phosphatidylcholine deficiency?  We think that new information about genetic 
variability should be combined with knowledge on lifestyle effects and molecular aspects of NASH 
development in order to discovery more efficient therapeutic strategies and agents.

Lecture 11
Genetic variations associated with diabetic 
nephropathy and type 2 diabetes in a Japanese 
population

Shiro Maeda 
Laboratory for Diabetic Nephropathy,  
SNP Research Center, RIKEN, Japan

Objectives: Genetic susceptibility plays an important role in the pathogenesis of diabetic nephropathy and 
type 2 diabetes. To identify the genetic polymorphisms associated with diabetic nephropathy and type 2 
diabetes, we performed a large-scale association study using single nucleotide polymorphisms (SNPs) as 
genetic markers. We also analyzed polymorphisms within the genes encoding for the renin-angiotensin 
system (RAS) that were considered as candidate genes for diabetic nephropathy susceptibility and the 
TCF7L2 as a candidate for type 2 diabetes, in a large cohort of a Japanese population. Methods and Results: 
A large-scale association study has been performed using more than 100,000 SNP loci selected randomly 
from Japanese SNP database (http://snp.ims.u-tokyo.ac.jp), and identified SLC12A3 and ELMO1 as the new 
candidates for diabetic nephropathy and TFAP2B as a novel susceptibility gene for type 2 diabetes; this 
observation was based on the significant association between the polymorphisms within the genes and the 
corresponding diseases (Landmark SNPs, rs2289116 in SLC12A3 at 16q13; p = 0.00005, rs741301 in ELMO1 
at 7p14; p = 0.000008, rs2076308 in TFAP2B at 6p12; p = 0.000067). Further, we discovered that the genes 
encoding the angiotensin converting enzyme, angiotensinogen, and angiotensin II type 1 receptor have a 
significant combinational effect on conferring susceptibility to diabetic nephropathy (final empirical p = 
0.00005). In addition, TCF7L2 which has been reported as a convincing susceptibility gene for type 2 
diabetes in Caucasian populations was also shown to be associated with type 2 diabetes in a Japanese 
population (rs12255372; p = 0.0024, rs7903146; p = 0.05), although the frequency of the risk allele in our 
population was much less than that in Caucasian populations. Conclusion: These genes could be considered 
as strong susceptibility genes for diabetic nephropathy and type 2 diabetes in the Japanese, although the 
new candidates that have been identified by a large-scale screening need to be examined in greater detail 
by several replication studies.
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　21COEゲノム疫学合同シンポジウム 

　山形大学21世紀COEプログラムは、山形大学医学部と地域における行政の共同参画による地域住民の健康

増進に向けた検診活動を基盤とした、地域型の研究である。しかも精度の高い臨床データ解析と先端のゲノム疫

学研究の手法を融合させ、個別化医療時代の新しい健康科学を創生することを目指している。

　山形大学医学部では、山形県舟形町で糖尿病検診を27年前より、川西町で16年前より肝臓検診を行ってい

る。平成15年に21世紀COEプログラムに採択され、平成16年より、高畠町が行う40歳以上を対象とした

基本検診に加えて、基本検診参加者を対象として生活習慣病に関する「げんき健診」（特殊検診）を開始してい

る。この検診では書面での同意に加えて30項目を超える生化学的検査、生理検査（呼吸機能など）を施行し、

高水準の生活習慣病の検診を行っている。平成17年から希望者にOGTTと腹部超音波検査を追加している。

　さらに、一塩基多型（SNP）解析を行うためにDNAサンプリングを行っているが、その前に受診者には10

人程度の小グループでの説明とその後の医師あるいは看護師による個別の説明を十分に受けていただき、その後

に書面による同意を得ている。現在までに、舟形町、川西町を併せて6千例以上のDNAサンプルを得ている。

　本研究教育拠点の特徴は、1）対象住民の遺伝的多様性が極めて小さいこと、2）追跡調査を完壁に実施可能

なこと、3）医療情報の精度が極めて高いこと、4）コホート集団の規模が大きいこと、5）遺伝子解析の同意率

が高いことである。

　現在、生活習慣病等（糖尿病、脳卒中、肥満、脂肪肝、COPD、パーキンソン病など）について、精度の高い

「臨床データベース」とゲノムワイドの「SNPデータベース」を構築するとともに、国外の研究機関との共同研

究を推進している。本シンポジウムではこれらの概略と一部の成果について発表する。 
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５－２　合同シンポジウム

主　催　九州大学

日　時　平成19年2月15日 （木）

場　所　九州大学医系キャンパス 
　　　　コラボ・ステーションⅠ

山形大学口演　１

山形大学21世紀COEプログラム「地域特性を生かした分子疫学研究」
山形県における大規模コホートに 基づく生活習慣病研究

山形大学医学部器官病態統御学講座
消化器病態制御内科学分野

　教　授   河田　純男



1．糖尿病

　私どもの研究チームでは、1979年より25年間に亘り山形県舟形町の40歳以上の全住民を対象に糖尿病検診

を行なってきた。本糖尿病検診の特徴の一つは、同意の得られた全対象者に75g経口糖負荷試験を行なってい

ることである。これにより、住民は「正常型」、「境界型」、「糖尿病型」のいずれかに診断される。このデータを

基盤に、種々の臨床データ、生活歴、血液・生化学データ、頚部血管エコー、脳MRI、眼底検査、遺伝子解析

を行い、種々の新知見を報告してきた。そして、遺伝子解析に関しては、2型糖尿病に関与する複数の一塩基多

型（SNP）を発見し、現在、その機能解析に着手した。

2．パーキンソン病

　パーキンソン病（PD）はアルツハイマー病に次いで多い神経変性疾患であり、人口の高齢化に伴い有病率は

さらに上昇すると思われる。現在のPDの治療法は全て対症療法であり病気の進行を抑制できず、多くの患者は

発症後10～15年で臥床状態に陥り死亡する。したがって、PDの根本的治療法の確立、つまり、黒質の神経細

胞死を抑制できる治療法の開発が切望されている。

　PDには孤発性PDと家族性PDがある。家族性PDはPD全体の5－10％を占め、単一遺伝子病と考えられ

ている。一方、大部分（90－95％）を占める孤発性PDは多因子疾患と推定されている（PDと言えば、通常、

孤発性を指す）。

　私どもは、2001年に山形県内のPD患者の実態調査を実施し、県内に少なくとも1477人の患者がいること

を明らかにした。遺伝子解析に文書で同意の得られた317例のうち、発症年齢50歳以上で家族歴のない286人

を孤発性PD患者群とした。一方、山形県在住の健常高齢者496例を健常対照例として用いた。In vitro でα-
synucleinをリン酸化することが知られているcasein kinase 1（CKl）、CK2、G protein-coupled receptor kinase2

（GRK2）、GRK5を候補遺伝子として、TaqMan法によりSNPs解析し、症例・対照間で関連解析を行なった。

その結果、GRK5のhaplotypeがPDと有意に関連したので、さらに機能解析を行い以下の結果を得た。

　1）リスクhaplotype上に機能SNPを発見し、レポーター遺伝子の転写を巧亢進。

　2）GRK5はPDの黒質神経細胞内の封入体に局在。

　3）GRK5はα-synucleinと緩く結合し、α-synucleinのSer-129をリン酸化。

　4）GRK5はα-synucleinの重合体形成やaggregationを促進。

　5）GRK5cDNAとα-synucleinDNAを導入した線虫（C．elegans）ではα-synuclein

がリン酸化され、ドパミン神経細胞の機能障害が出現。

以上の結果より、GRK5によるα-synucleinのリン酸化はドパミン神経細胞死を惹起

する方向に作用していると推測される。この過程を阻害する低分子物質を開発できれば、ドパミン神経細胞死、

つまり、病気の進行を抑制できる新たな治療薬の開発が可能と考えられる。 
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山形大学口演　２

糖尿病とパーキンソン病の分子疫学研究

山形大学大学院医学系研究科
生命環境医科学専攻分子疫学部門
生命情報内科学講座
　教　授　加藤　丈夫
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　山形大学21世紀COEプログラム 
　　　－分子疫学拠点合同シンポジウム－ 

九州大学の21世紀COEプログラム「大規模コホートに基づく生活習慣病研究教育」では、先駆的な「久山町

コホート研究」をモデルに、統一的な基礎調査にもとづく大規模コホートの構築作業を進めている。具体的には、

福岡市東区在住の50～74歳の住民を対象とした福岡コホート、住民検診受診者を対象にした沖縄県石垣市の

石垣コホート、長崎県壱岐の壱岐コホート、福岡県粕屋町と星野村のそれぞれ粕屋コホートと星野村コホートな

らびに自衛官の健康診断受診者を対象とした自衛官コホートを統合するものである。福岡コホートは予防医学分

野と老年医学分野が担当し、住民検診受診者を対象としたコホートは感染環境医学分野（総合診療部）が、自衛

官コホートは予防医学分野がそれぞれ担当している。統合した九州大学COEコホート（仮称）は個別コホート

の生活習慣調査電子化データならびにDNA、血清および血漿の血液試料の一部をCOE中央ラボで一括管理して

いる。

　福岡市東区住民を対象とした福岡コホート研究の基礎調査は他のコホート研究の原型であるので、福岡コホー

ト研究の基礎調査について詳しく紹介する。概ね校区単位で調査を実施しているが、はじめに住民基本台帳から

対象者の氏名、性別、生年月日および住所を転記し、調査協力の依頼状を郵送した。研究内容と参加条件につい

て文書と口頭で説明をおこない、文書での同意を受けた後で調査を実施した。調査内容は、生活習慣調査、2回

の血圧測定、身体計測（身長、体重、腹囲、臀囲）および採血である。高感度CRPとHbA1Cを一律に測定し、

一般生化学８項目（福岡市ミニドック検査項目）については過去一年の検査値があれば、それを活用した。遺伝

子解析の同意を受けることができる場合にのみEDTA-K採血管で６mlの採血を追加した。調査時間短縮のため

に、生活習慣調査票を事前に郵送し、調査当日には記入漏れや矛盾した回答の確認をおこなった。説明に要する

時間は30分弱、調査時間は10～20分であった。調査場所は公民館や町内会集会所であったが、大学研究室で

も調査をおこなった。平成16年2月～平成19年4月の期間に12,948名の研究参加が得られた。遺伝子解析の

同意は98%である。平成19年度からの追跡調査を検討中である。 
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　日　時　平成19年9月8日 （土）

　場　所  山形テルサ

　主　催   山形大学 
　　　　　九州大学 
　　　　　自治医科大学

口演　１

福岡コホート研究の基礎調査

古野　純典（九州大・予防医学分野）



 

　ヒト疾患の大部分は、複数の遺伝要因と環境要因の多段階にわたる相互作用によって発症する多因子疾患であ

り、その遺伝要因を解明して、個々のゲノム情報に基づく新しい診療法、予防法を開発するためには、多検体を

対象とした全ゲノムにわたる大規模ゲノム多型解析が必須である。ヒトゲノム一次構造の全容が解明され、多型

解析技術が急速に進歩している今日、情報と手法のほとんどが手中にあり、遺伝学解析の結果得られるマーカー

遺伝子座から疾患関連遺伝子を効率的に同定する好機と言える。

　我々は、ミレニアムプロジェクト以前より、多因子疾患の遺伝背景を解明する目的で、自己免疫性甲状腺炎や

胃がんの罹患同胞対収集を開始し、それらを用いた連鎖解析によって、自己免疫性甲状腺炎においては8番染

色体に、胃がんにおいては、21番染色体に疾患と連鎖する染色体領域を見出した。さらに、それぞれの連鎖領

域について、疾患集団を用いた相関解析を行い、疾患関連遺伝子として、ZFAT遺伝子およびSTCH遺伝子を

同定した。また、21COEプロジェクトの一研究として、2型糖尿病の罹患同胞対連鎖解析を実施し、日本人に

おいて有力な連鎖領域を11番染色体に見出し、当該領域に位置する遺伝子群の網羅的な相関解析を進めている。

　一方、多因子疾患における個々の遺伝要因の寄与率の低さが少しずつ明らかにされ、罹患同胞対収集の困難さ

や検出力の限界、さらに、数十万SNPを同時に解析することが可能な実験手法の確立などを背景として、比較的

検出力の高い症例・対照研究をゲノムワイドに分布するSNPを用いて行う研究方法が疾患関連遺伝子探索の主

流となった。本COEにおいても、いくつかの疾患について、これまでの連鎖解析結果を補完すべく、30－50万

SNPチップを用いたゲノムワイド相関解析を進めており、日本人に特有の疾患リスク多型の同定を目指している。

本シンポジウムでは、これまでの自己免疫性甲状腺炎や胃がんでの成果、および現在進めているSNPチップで

の中間的な成果と今後の展望について発表したい。

　

 

　自治医科大学は、我が国の地域医療を担う人材の育成と実践的研究（JMSコホート研究）、ならびに先端医科

学研究（遺伝子治療を含むゲノム医療／再生医療の開発）の推進に力を入れているが、自治医科大学21世紀COE

プログラムは、この二本柱の連携により、生活習慣病などの遺伝的背景や地域集積性のゲノム解析（学内での疾

患関連候補遺伝子の探索と検証実験、及び全国に広がる卒業生の協力を得て行う疫学的研究）を行い、各疾患の

地域特性（遺伝要因と環境要因）の明確化を図り、さらにその予防対策・新規治療法の確立を目指すものである。

　具体的には、自治医科大学地域医療学センターと結ぶ地域拠点を全国に100カ所（離島、山間部を含む）設

定し、5万人（最終目標）のDNAサンプルを収集する計画であるが、地域住民に対しては説明会などを催し、

インフォームドコンセントの取得にも充分配慮する。このような家系情報と臨床データを包含した大規模地域ゲ

ノムバンク（全国をカバー）の構築は、生活習慣病関連候補遺伝子の意義を明らかにする検証実験のベースとな

るものであるが、将来的にも貴重な財産となる。また、地域の卒業生を中心とする若手研究者の支援と育成、な

らびに地域住民へのフィードバックを目的に、地域拠点ネットワークの整備を進めている。

一方、生活習慣病などに対する先端医科学研究の推進プロジェクトでは、自治医科大学分子病態治療研究セン

ターがその中核となる。ゲノム解析により新規疾患関連候補遺伝子を探索すると共に、先端治療法の開発に向け

口演　2

ゲノムワイドな多因子疾患発症関連遺伝子同定戦略

山本　　健 （九州大学生体防御医学研究所）

口演　3

先端医科学の地域医療への展開

小澤　敬也（自治医大21世紀COE拠点リーダー）
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て、遺伝子治療の基盤研究と応用研究、霊長類ES細胞や体性幹細胞を利用した再生医療の開発研究を行う。大

型動物を用いた前臨床研究にも力を入れ、生活習慣病などの慢性疾患に対する新規治療法の本格的実用化に繋が

る研究を推進している。

　このように、本拠点は、先端医科学の導入により、21世紀に相応しい新しい地域医療モデルを提案し、それ

を実現していくことを目的としている。高齢化の進む日本にとって、自治医科大学の特徴を最大限に活かした本

プログラムは重要かつ必要性の高いものであると考えている。

　今回の合同シンポジウムでは、自治医科大学のプログラムの概要と進捗状況を簡単に紹介したい。

 

　自治医科大学は自治医科大学21世紀COEプログラム研究において、日本全国地域の医療機関とネットワー

クを形成し、2つの研究を展開している。1つは大規模地域ゲノムバンク推進事業で、症例対照研究により、生

活習慣病に与える疾患感受性遺伝子と生活習慣の相互影響を検討する。もう1つが心血管プロジェクトJapan-

Home Blood Pressure (J-HOP) 研究である。本研究は、日本高血圧学会の公認をうけ、第一線の医療機関に通院

中の心血管ハイリスク患者5000名を対象に、我々が新規に開発を進める解析プログラムを搭載した家庭血圧計

を用いて、メタボリックシンドロームと家庭血圧の日本人の心血管予後の推定能を検討する全国規模の追跡研究

である。現在、登録開始から約2年で、95施設・97名の医師により、約3000名の登録が終了した。

  　心血管プロジェクトでは新規家庭血圧計プログラムの開発も行っており、JHOP研究で使用している家庭血

圧計には、そのプログラムを組み入れ、早朝と就寝時の血圧を分けてデータを保存し、1機会に自動的に3回の

血圧測定を行う。さらに、本家庭血圧計は、我々がこれまで実施してきた自治医大ABPM研究Wave 1の研究

の成績に基づき定義した「早朝高血圧」分類や2年間にわたるデータの経時変化を表示できる機能をもつ。さ

らに、JHOP研究の登録基準にある睡眠時無呼吸症候群を対象として、無呼吸発作時の夜間血圧の変動を特異的

に検出する夜間低酸素血症トリガー血圧計の開発とその臨床応用を進めている。今後、これらの研究の延長にお

いて、さらにゲノム情報を加え、より有効な個別診療に役立つ遺伝・環境情報を明らかにし、わが国のメタボ

リックシンドロームの心血管リスク管理のガイドライン作成をめざしたプログラム研究へ発展させ、社会貢献し

てゆきたいと考えている。

　合同シンポジウムでは、我々が実施している自治医科大学21世紀プログラム心血管プロジェクトの最新成績

を発表し、熱い意見交換をお願いしたい。

　

 

　COPDは主に喫煙によって肺胞壁の破壊が進行し気流閉塞を生じ呼吸機能が悪化する疾患である。その臨床病

態において呼吸機能が悪化していくことがその予後に係わることは言うまでもないが、著明な体重減少を生じ、

気道感染を頻回に繰り返し全身状態が悪化していくCOPD患者がいることも事実である。

　これまでCOPDの病因としての喫煙感受性遺伝子は様々な報告がなされているが、その予後にかかわる体重減

口演　4

変遷する日本人の心血管疾患への対策に向けた
エビデンス作りへロードマップ
－自治医科大学21世紀COE心血管プロジェクト－

苅尾　七臣（自治医科大学 内科学講座循環器内科部門）

口演　5

COPD臨床病態の多様性と遺伝子多型

柴田　陽光 (山形大学 循環・呼吸・腎臓内科学分野)
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少、急性増悪の頻度を規定する遺伝子に関する報告はない。そこで我々は、COPDの体重減少とsecretory 

phospholipase 2 (sPLA2)、およびCOPDの急性増悪とChemokine (C-C motif) ligand (CCL)遺伝子の一塩基多

型（SNP）との関連を分子疫学的に調査した。山形県内の医療施設に通院中のCOPD患者の内、文書による同

意の得られた276名から、末梢血採取を行い白血球からＤＮＡを採取した。患者BMIに対して統計解析を行っ

たところ、BMI低値の患者群では有意にPLA2G2DのSNP（rs 584367）T-alleleを保有しており、BMI高値群

ではC-alleleを保有していた。さらにT-alleleを保有群ではA-allele保有群に比し有意に体重が少ないことも判

明した。次に感染による急性増悪の頻度に対して統計解析を行ったところ、急性増悪を繰り返す患者では有意に

CCL1のSNP（rs 2282691）のT-alleleを保有しており、無増悪群ではA-alleleを保有していた。さらにT-allele

を保有している患者は気道感染による死亡率が高いことも判明した。以上のように２つのCOPDの臨床病態を規

定する遺伝子を分子疫学的手法により特定することができた。

 

【背景】脳MRIで認められる大脳白質病変(white matter lesion: WML)およびラクナ梗塞(lacunar infarction: LI)
は、いずれも加齢と高血圧症が強く関係しているものと考えられる。両病変とも脳の細動脈の障害が原因で生じ

るものと考えらており、認知機能の低下、あるいは将来の脳卒中発症と関係することでも共通している。現在ま

でMRIを用いた疫学研究が行われており、最近では高感度CRP測定などによる炎症と細動脈病変との関係を示

唆する報告も成されてきた。一方、CRPには人種差が存在し、日本人の地域住民においてこの関係が存在する

かは不明と考えられる。山形県内に在住の地域住民を対象とし、脳MRIを用いた細動脈病変の疫学的研究を行

い、炎症と細動脈病変との関係を検討した。

【対象】山形県寒河江市および高畠町に在住の地域住民のうち脳MRIによる検診事業に参加した731名を対象
とした。

【方法】検診事業参加者に対しa) 既往歴・飲酒・喫煙などの問診b)血圧測定c) 血液生化学検査 d) 糖負荷試験 
e) 心電図 f) 脳MRI g) 頸部血管超音波検査 h) 簡易知能検査(Mini-mental state examination; MMSE) i) 高感度

CRPおよびthrombomodulin測定を行った。脳MRIで認められるWMLについてはFazekasらの方法に従い分

類し、またLIについてはT1強調画像で低信号、T2強調画像で高信号を呈し、サイズが3～15mmのものと

定義した。脳MRIで皮質病変が明らかとなったものは解析の対象から除外した。

【結果】高感度CRPは中央値が0.45mg/Lであり、欧米人と比較し著しく低値であった。細動脈病変には年齢お
よび高血圧症が強く関係していたが、高脂血症あるいは糖尿病などの関与は明らかではなかった。また、細動脈

病変の程度とCRPおよびthrombomodulinは関係していたものの、ロジスティック解析および重回帰分析にお

いてCRPは細動脈病変の独立した危険因子とはならなかった。

【考察】地域住民を対象とした、脳の細動脈病変とCRPとの関係を検討した研究は、Rotterdam scan studyお
よびAustrian stroke prevention studyの２つのコホート研究があげられるが、その結果は異なるものとなって

いる。今回の研究の結果は横断研究であり、CRPと細動脈病変の進展についての関係は明らかにすることはで

きないが、少なくともRotterdam scan studyを支持する結果は得られなかった。この背景として、日本人のCRP

が欧米人と比較し著しく低値を示していることから、細動脈病変に対し、炎症の影響が少ないなどの可能性が考

えられた。

【結語】地域住民を対象とした、脳の細動脈病変についての検討から、細動脈病変には年齢と高血圧症が強く関
係しており、欧米人に認められるような細動脈病変への炎症の関与は少ないものと考えられた。 

口演　6

地域住民を対象とした大脳細動脈病変についての
疫学研究

和田　　学 （山形大学医学部生命情報内科学分野）
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　血清膵型アミラーゼは、慢性膵炎や膵癌など膵実質が萎縮・荒廃する状態で低値を示す。しかし、血清アミ

ラーゼ値に影響を与える遺伝子多型については明らかにされていない。

　山形大学COEプログラム「地域特性を生かした分子疫学研究」に参加した一般住民を対象にSNPタイピン

グのスクリーニングを施行したところ、血清膵型アミラーゼと相関を持つ候補SNPとしてアルデヒド脱水素酵

素ALDH2 (aldehyde dehydrogenase 2)のrs671が検出された（ｐ＜0.000165）。次いでrs671周辺に存在が確

認されている9個のSNPを検索したところ、rs671のみが有意差を示すSNPであった。 rs671におけるmajor 

alleleはグアニン、minor alleleはアデニンであり、解析対象となった2970人中2967人のタイピングが得られ、

GG1977人、GA898人、AA92人という構成であった。

　各遺伝子型と血清膵型アミラーゼ値を比較したところ、GG型では有意に膵型アミラーゼの低値を示した。

　また、飲酒群と非飲酒群に分類し、膵型アミラーゼを検索したところ、飲酒群において有意に低値を示した。

次いで、各遺伝子型とアルコール摂取量を検討したところ、GG型のアルコール摂取量はGA型に比して有意に

多く、AA型においてはアルコール摂取者を認めなかった。

　飲酒群において膵型アミラーゼ値を比較したところGG型がGA型に比して有意に低値を示した（p=0.031）。

非飲酒群においては膵型アミラーゼ値と遺伝子型には相関が認められなかった。

　以上の結果より、膵型アミラーゼ値と相関するALDH2のSNP (rs671)は、飲酒習慣や飲酒量を規定する因子

であり、アルコール摂取を介して間接的に膵実質障害に影響することが推測された。

　自治医科大学にける合同シンポジウム（2006年11月15日） 

主　催　自治医科大学

日　時　平成18年11月15日

講　演　地域特性を生かした分子疫学研究

　　　　　　　　加藤　丈夫（山形大学医学部生命情報内科学分野） 

口演　7

血清膵型アミラーゼ値とALDH2遺伝子のSNP解析

牧野　直彦 （山形大学　消化器病態制御内科）
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　山形大学「21世紀COEプログラム」公開講座　成果発表会 

　　　　平成16年7月5日 
　　　　山形大学医学部大講義室

講演1 
　第1内科におけるCOE高畠町特殊検診プログラムの現状と展望 
　　　今田　恒夫（山形大学医学部循環・呼吸・腎臓内科学分野）

講演2 
　C型肝炎ウイルスに対する感染感受性遺伝子の探索 
　　　斉藤　貴史（山形大学医学部消化器内科学分野）

講演3 
　多数の候補遺伝子を用いた2型糖尿病の病因遺伝子解析 
　　　大門　　真（山形大学医学部生命情報内科学分野）

講演4 
　孤発性パーキンソン病のリスク遺伝子 
　　　加藤　丈夫（山形大学医学部生命情報内科学分野）

　山形大学「21世紀COEプログラム」公開講演会 

　平成16年10月9日 
　山形大学医学部大講義室

講演1 
　当科におけるCOE研究の現況 
　　　今田　恒夫（山形大学医学部循環・呼吸・腎臓内科学分野）

講演2 
　C型肝炎ウイルスに対する感染感受性遺伝子の探索 
　　　斉藤　貴史（山形大学医学部消化器内科学分野）

講演3 
多数の候補遺伝子を用いた2型糖尿病の病因遺伝子解析 
　　　大門　　真（山形大学医学部生命情報内科学分野）

講演4 
　孤発性パーキンソン病のリスク遺伝子 
　　　加藤　丈夫（山形大学医学部生命情報内科学分野）

特別講演1 
　遺伝子の個性を生かした医療と創薬に向けて 
　　　村松　正明（東京医科歯科大学難治疾患研究所）

特別講演2 
　心血管系の病態形成における転写因子KLF5の意義 
　　　永井　良三（東京大学医学部附属病院長） 
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５－３　公開講座・講演会



5  情報発信
　21世紀COEプログラム山形大学医学部公開講演会 

平成18年4月11日 
山形大学医学部大講義室

一般演題 
　１　SOD1欠損マウスの解析から明らかになった活性酵素に起因する疾患 
　　　藤井　順逸（山形大学大学院医学系研究科生命環境医科学専攻分子疫学 
　　　　　　　　部門生体分子機能学講座）

　２　舟形スタディをレファレンスとし糖尿病実態調査のHbA1cデータを活 
　　用した全国７地区別糖尿病有病率およびわが国のメタボリックシンドロー 
　　ム有病率の推計 
　　　富永　真琴（山形大学医学部器官病態統御学講座液性病態診断医学分野）

　３　日本人の網膜血管径に影響を与える全身因子：舟形研究 
　　　川崎　　良（山形大学医学部情報構造統御学講座業視覚病態学分野）

　４　山形県における脳卒中撲滅に向けた取り組み 
　　　近藤　　礼（山形大学大学院医学系研究科生命環境医科学専攻臨床的機 
　　　　　　　　能再生部門神経機能再生学講座・山形県対脳卒中治療研究会）

特別講演 
　DNAマーカーによるゲノム研究：高脂血症･骨粗鬆症･ファーマコジェノミックスへの取組み 
　　江見　　充（ヒュービットジェノミクス株式会社研究所　医学研究顧問）
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6  これまでのあゆみ
 

133

会　議

合同会議：高畠町とのワーキンググループ（WG）

第1回 平成15年 8 月 25 日 （月）

第2回  9 月 8 日 （月）

第3回  9 月 29 日 （月）

第4回  10  月 27 日 （月）

第5回  12 月 15 日 （月）



6  これまでのあゆみ
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第6回 平成16年 3 月 8 日 （月）

第7回  4 月 12 日 （月）

第8回  4 月 20 日 （火）

第9回  5 月 18 日 （火）

第10回  6 月 1 日 （火）

第11回  6 月 15 日 （火）

第12回  6 月 29 日 （火）

第13回  11 月 22 日 （月）

第14回  12 月 6 日 （火）
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第15回 平成17年 2 月 14 日 （月）

第16回  4 月 4 日 （月）

第17回  4 月 22 日 （金）

第18回  5 月 2 日 （月）

第19回  5 月 30 日 （月）

第20回  10 月 3 日 （月）

第21回  12 月 26 日 （月）

第22回 平成18年 1 月 16 日 （月）

第23回  3 月 13 日 （月）

第24回  4 月 25 日 （火）

第25回  5 月 30 日 （火）

第26回  9 月 21 日 （木）

第27回  1 月 14 日 （火）

第28回 平成19年 1 月 16 日 （火）

第29回  3 月 19 日 （月）

第7回 平成17年 2 月 2 日 （水）

第8回  6 月 20 日 （月）

第9回  7 月 25 日 （月）

第10回 平成18年 1 月 10 日 （火）

第11回  6 月 26 日 （月）

第1回 平成16年 1 月 8 日 （木）

第2回  1 月 10 日 （土）

第3回  2 月 4 日 （水）

第4回  2 月 20 日 （金）

第5回  4 月 5 日 （月）

第6回  4 月 13 日 （火）

大学内会議



6  これまでのあゆみ

平成15年度

平成16年健診事前説明会

　高畠町の各地区で、平成16年度のげんき健診の説明および生活習慣病予防についての講演を実施した。
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高畠町民への検診・研究案内

平成15年11月6日　　二井宿地区公民館：

久保田功教授、今田恒夫助手

　＊腎臓病について

平成15年11月7日　　和田地区公民館：

河田純男教授、牧野直彦助手

　＊肝臓病について

平成15年11月11日　　生涯学習館：

大門眞助教授

　＊生活習慣病と遺伝について
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平成15年11月12日　　屋代地区公民館：

斉藤貴史講師、牧野直彦助手

　＊肝臓病について

平成15年11月18日　　げんき館：

加藤丈夫教授

　＊脳卒中について

平成15年11月20日　　亀岡地区公民館 ：

竹石恭知助教授、今田恒夫助手

　＊心筋梗塞について



6  これまでのあゆみ

平成15年11月23日

高畠町文化ホール「まほら」
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健康なまちづくりシンポジウム

「げんき健診」案内の郵送 

　高畠町住民基本健診票の郵送時に、同意説明文書・特殊

検診内容を説明したパンフレット（「高畠げんき健診」の

お知らせ）を同封した。 



平成16年度

平成16年健診結果報告会

　高畠町の各地区で、平成16年度のげんき健診の結果報告および、健診結果に基づいた生活習慣病の予防方法

について、講演、個別健康相談を実施した。

医師会への来年度の事業説明 

 

139

平成17年2月27日

 9時～11時　 和田地区公民館

13時～15時　屋代地区公民館

講演：消化器病について

　河田純男教授、高橋達也助教授

　斉藤貴史講師

平成17年3月 6日

 9 時～11時　 二井宿地区公民館

13時～15時　げんき館

　講演：脳卒中・糖尿病について

　加藤丈夫教授、深尾彰教授、大門真助教授 

平成17年3月13日 

 9時～11時　 生涯学習館

13時～15時　亀岡地区公民館

　講演：高血圧・腎臓病について 

　久保田功教授、高橋達也助教授、今田恒夫助手

　高畠町が近隣医師に対して実施する平成17年度

の事業説明会に参加し、本年度の成果報告および来

年度の事業内容説明を行った。



6  これまでのあゆみ
平成17年度

平成17年健診結果報告会

平成18年3月19日  13時30分～15時　げんき館

　高畠町の各地区で、平成17年度のげんき健診の結果報告および、健診結果に基づいた生活習慣病の予防方法

について、講演、個別健康相談を実施した。

医師会への来年度の事業説明
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講演：

たばこと肺の病気について　

　　　　柴田　陽光　助手

糖尿病検診のすすめ

　　　　大門　　真　助教授

平成18年3月19日

　17年度の成果報告および18年度の事業内容説明を行った。

生活習慣とおなかの健康

　～高畠町げんき健診より～」

　　　　齋藤　貴史　講師



平成18年度

平成18年健診結果報告会

平成19年3月４日（日）  13時30分～15時　げんき館

　高畠町の各地区で、平成18年度のげんき健診の結果報告および、健診結果に基づいた生活習慣病の予防方法

について講演会を実施した。

 

141

講演：

高畠町における塩分摂取状況、高血圧、腎臓病について

　　　今田　恒夫　講師

げんき健診でわかった肥満の弊害―肝臓病について

　　　齋藤　貴史　助教授

脳梗塞とその予防

　　　　　栗田　啓司　講師

講演の合間に、高畠町保健師の指導で健康体操を実施中



6  これまでのあゆみ

看護師・薬剤師・検査技師向け説明会

山形大学医学部大講義室　2004年2月9日
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事業概要説明・教育

山形大学医学部長　嘉山　孝正 COE拠点リーダー　河田　純男

COE拠点サブリーダー　加藤　丈夫



インフォームドコンセント担当者説明会

医師向  山形大学医学部大講義室　　2004年3月17日

インフォームドコンセント担当者説明会

看護師向  山形大学医学部大講義室　　2004年3月24日
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6  これまでのあゆみ
マニュアル作成・講習会の実施

平成16～18年度
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全体説明担当者講習会

　各医局に教育担当者を任命し、全体説明マニュア

ルを元に全体説明に参加する医師に対し、計９回（約

45名）の講習会を行った。

IC部門担当者講習会

看護師・薬剤師・検査技師向け説明会

　健診日前の月・水・金曜日に、各医局の医師が、

ICマニュアル・ビデオ・実際に使用する物品を用い

てIC参加者に対し、計23回（約200名）の講習会

を行った。

技術専門職員によりマニュアルビデオ作成

同意取得の講習会



個人情報補助者講習会

高畠町保健推進員の皆様への説明会

高畠町げんき館　　2004年4月27日
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　個人情報補助者は、誓約書をもって研究責任者と

機密保持契約を結び、個人情報管理者が匿名セット

作成にあたって計４回（８名）の講習会を行った。

分子疫学部門　生命情報内科学講座

助教授　大門　　眞



6  これまでのあゆみ
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検診の実施

受　　　付

医 師 説 明

問　　　診

心　電　図

検診の流れ説明

看護師説明

検診の流れ説明

尿　検　査
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呼吸機能検査

レントゲン

検診会場

6月20日　和田公民館

眼 底 検 査

血 液 検 査

検診終了後の反省会

6月26日　屋代公民館



6  これまでのあゆみ
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6月27日　和田公民館

7月10日　糠の目（生涯学習館）

8月1日　糠の目（生涯学習館）

8月30日　糠の目（生涯学習館）

7月4日　屋代公民館

8月28日　亀岡公民館

8月28日　亀岡公民館

9月12日　高畠（げんき館）
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平成16年度

会 場
現場責任

医 師 日
曜月　日

和 田加 藤日６月２０日１回

屋 代久 保 田土６月２６日２回

和 田河 田日６月２７日３回

屋 代牧 野日７月４日４回

糠 野 目佐 田土７月１０日５回

和 田竹 石月７月１２日６回

屋 代大 門火７月１３日７回

糠 野 目斉 藤土７月３１日８回

糠 野 目栗 田日８月１日９回

和 田栗 田火８月３日１０回

二 井 宿牧 野土８月２１日１１回

亀 岡今 田土８月２８日１２回

亀 岡大 門日８月２９日１３回

糠 野 目今 田月８月３０日１４回

げんき館斉 藤土９月１１日１５回

げんき館栗 田土９月１８日１６回

げんき館牧 野日１０月３日１７回

糠 野 目佐 田金１０月８日１８回

げんき館大 門日１０月１７日１９回

げんき館竹 石月１１月１日２０回

げんき館河 田水１１月１０日２１回

げんき健診

平成17年度

会 場
現場責任

医 師 日
曜月　日

和 田牧 野土６月１１日１回

和 田栗 田土６月２５日２回

和 田今 田土７月９日３回

屋 代大 門火７月１２日４回

屋 代斉 藤水７月１３日５回

屋 代佐 田火７月２６日６回

二 井 宿加 藤金７月２９日７回

糠 野 目斉 藤日８月７日８回

糠 野 目今 田土８月２７日９回

糠 野 目大 門土９月３日１０回

糠 野 目河 田日９月４日１１回

亀 岡竹 石月９月１２日１２回

亀 岡栗 田火９月１３日１３回

げんき館牧 野土９月１７日１４回

げんき館佐 田土１０月１日１５回

げんき館大 門日１０月２日１６回

げんき館牧 野日１０月１６日１７回

げんき館竹 石水１０月１９日１８回

げんき館栗 田木１０月２７日１９回

げんき館牧 野月１０月３１日２０回



6  これまでのあゆみ
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平成18年度

会 場
現場責任

医 師 日
曜月　日

和 田今 田水６月７日１回

和 田牧 野土６月１０日２回

和 田栗 田土６月２４日３回

亀 岡今 田金７月７日４回

亀 岡柴 田土７月８日５回

亀 岡今 田日７月９日６回

屋 代栗 田日７月２３日７回

和 田牧 野月７月２４日８回

二 井 宿栗 田土７月２９日９回

二 井 宿齋 藤日７月３０日１０回

屋 代栗 田月８月２１日１１回

屋 代竹 石火８月２２日１２回

屋 代牧 野土９月９日１３回

高 畠大 門金９月２２日１４回

高 畠齋 藤日９月２４日１５回

高 畠柴 田日１０月１日１６回

高 畠牧 野日１０月１５日１７回

高 畠竹 石月１０月２３日１８回

高 畠大 門火１０月２４日１９回

高 畠齋 藤木１０月２６日２０回

糠 野 目大 門土１０月２８日２１回

糠 野 目大 門日１０月２９日２２日

糠 野 目柴 田火１０月３１日２３日

糠 野 目牧 野水１１月１日２４日

糠 野 目齋 藤木１１月２日２５日

看護師説明中

健診チーム



「21世紀COEプログラム」採択記念講演
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公開講座・シンポジウム

山形県庁大講堂
平成15年10月６日

山形県健康福祉部

　佐藤　洋樹 部長
山形大学医学部　　 

　嘉山　孝正 学部長

山形大学医学部　拠点サブリーダー

加藤　丈夫 教授
山形大学医学部　拠点リーダー

河田　純男 教授



6  これまでのあゆみ
健康なまちづくりシンポジウム

高畠町文化ホール「まほら」　　　　

2003年11月23日（日）午前10時　

　　講　話 ……………………………………………………………… 司会　高畠病院副院長　大本英次郎 先生　
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高畠町　渡部　　章 町長 山形大学医学部　嘉山　孝正 学部長

山形大学医学部器官病態統御学講座
循環・呼吸・腎臓内科学分野

教授　久保田　功

山形大学大学院医学系研究科
生命環境医科学専攻

分子疫学部門　生命情報内科学講座

教授　加藤　丈夫

山形大学医学部器官病態統御学講座
循環・呼吸・腎臓内科学分野

講師　佐田　　誠

山形大学医学部器官病態統御学講座
消化器病態制御内科学分野

助教授　齋藤　貴史

山形大学大学院医学系研究科
生命環境医科学専攻

分子疫学部門　生命情報内科学講座

助教授　大門　　眞

町民の健康を守る健診 COEとは

糖尿病健診

肺がん健診

肝炎健診



　　ディスカッション ……………………………………………………………………………………………… 

司会　【高畠病院副院長】　大　本　英次郎

　　　【第一内科教授】　久保田　　　功

　　　【第一内科講師】　佐　田　　　誠

　　　【第二内科講師】　齋　藤　貴　史

　　　【第三内科教授】　加　藤　丈　夫

　　　【第三内科助教授】　大　門　　　眞

　　　【高　畠　町　長】　渡　部　　　章

　　　【高畠病院院長】　奈　良　紀　紘

　　　【住　民　代　表】　佐々木　秀　子

 

153



6  これまでのあゆみ
21世紀COEプログラム公開講座

平成16年７月５日　山形大学医学部大講義室

 

154

嘉山　孝正 医学部長の開会挨拶

拠点リーダー

　河田　純男 教授　挨拶



21世紀COEプログラム公開講演会

平成16年10月９日　山形大学医学部大講義室
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嘉山　孝正 医学部長の開会挨拶 会　　　場



6  これまでのあゆみ
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特別講演Ⅰ：座長　河田　純男 教授

　　　　　　講師　東京医科歯科大学難治疾患研究所　村松　正明 教授

特別講演Ⅱ：座長　久保田　功 教授

　　　　　　講師　東京大学医学部附属病院長　永井　良三 教授

質問中の永井良三教授 閉会挨拶を行う山下英俊医学部附属病院長
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平成17年10月15日　山形テルサ

 

157

来　　　賓

日本学士院会員　石坂　公成 先生

主催者挨拶
山形大学医学部　嘉山　孝正 学部長
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山形大学　河田　純男 先生 山形大学　加藤　丈夫 先生

東京大学　辻　　省次 先生 座　　　長

早坂　　清 教授・北中　千史 教授

Dr. Thomas F. Baumert(Dept. of  Medicine Ⅱ,
University of Freiburg, Germany)

座　　　長

深尾　　彰 教授・倉智　博久 教授

座　　　長

久保田　功 教授・藤井　順逸 教授
Dr. D.W.Dickson(Department of Pathology),

Mayo Clinifc
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山形大学　齋藤　貴史 先生 山形大学　大門　　眞 先生

山形大学　佐田　　誠 先生 閉会挨拶　山形大学　山下　英俊 附属病院長

元山形大学長　坪井　昭三 先生

　　　Dr. D.W.Dickson　　Dr. Thomas F. Baumert
河田教授　　　　　　　　　　　　　　　　　浅尾教授
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21世紀COEプログラム公開講演会

平成18年４月11日　山形大学医学部大講義室

21世紀COE国際シンポジウム

開　　催　平成19年９月６日～

日　　時　平成19年９月７日　

開催場所　山形テルサ　　  　　
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Welcome party : September 6.2007
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医学科学生による演奏

Dr. Joseph Brent Muhlesteinと久保田功教授

嘉山孝正学部長

Dr. Thorgeir E.Thorgeirsson
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東京大学　川原　信隆 先生Session1 chairpersons

北中　千史 教授・大谷　浩一 教授

ヒュービットジェノミクス㈱

江見　　充 先生
Session1 chairpersons

倉智　博久 教授・深尾　　彰 教授
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Dr. Thorgeir E.Thorgeirsson

メルボルン大学に留学中の

川崎　　良 先生
山形大学　齋藤　貴史 先生 山形大学　加藤　丈夫 先生

Dr. Joseph Brent Muhlestein

　　　　　　Session1 chairpersons

　　　　　　　浅尾　裕信 教授・竹石　恭知 准教授

Session1 chairpersons

石井　邦明 教授・久保田　功 教授



6  これまでのあゆみ
 

164

理化学研究所　前田　士郎 先生

　　　国立循環器病センター

　　　　宮田　敏行 先生

高知大学　西原　利治 先生

　　　　　　　　　Session1 chairpersons

　　　　　　　　　　細矢貴亜亮 教授・河田　純男 教授

　　　　　　　　　Session1 chairpersons

　　　　　　　　　　後藤　　薫 教授・大門　　眞 准教授



Poster Session

大学院生及び若手研究者の英語による口演
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Ａ会場
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Ｃ会場

Ｂ会場



分子疫学拠点合合同シンポジウム
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セッション２　講演者

　自治医科大学　小澤　敬也 先生

セッション１　座長

　山形大学　河田　純男 先生

セッション３　講演者

　九州大学　古野　純典 先生

セッション１　講演者

　九州大学　山本　　健 先生
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セッション２　講演者

　自治医科大学　苅尾　七臣 先生
セッション３　講演者

　山形大学　柴田　陽光 先生

セッション３　講演者

　山形大学　和田　　学 先生
セッション３　講演者

　山形大学　牧野　直彦 先生
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