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わたくしたちの研究室では、発生工学を用いて作製した遺伝子改変マウスを使用し、疾患や発生の分子メカニズムを解明することを目的とし
て研究を行っています。楽しく真面目に実験することをモットーにしています。学生の半分が留学生なので、外国気分を味わえる研究室です。
興味のもたれた方は是非見学に来てください。

場所：生命科学動物資源センターA棟2F

連絡先：高橋　智（教授）　satoruta@md.tsukuba.ac.jp

NHKニュース

マクロファージにおける転写因子MafB, c-Mafに注目した研究を行っています

１　腫瘍増殖とマクロファージ
２　マクロファージによる体温調節
３　マクロファージによる死細胞貪食
４　骨融解症と破骨細胞
５　急性腎障害とマクロファージ
６　１００％ヒト化マウスの作製
７　動脈硬化病変部の生体イメージング

MafAグループでは、大Maf群転写因子を中心に多数の遺伝子改変マウ
スを用いて研究を行っています。上記３つのアプローチを通じて、インス
リン産生β細胞、糖代謝異常の詳細を明らかにし、将来的にヒト臨床へ
の応用可能な治験の蓄積を探索しています。
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宇宙環境における遺伝子発現の増減やDNAの化学的な変化、
次世代への影響を調べることで、宇宙環境に対する生物応答
変化の要因・機序を解明する。

微小重力人工重力

国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟で35日間飼育したマウスを利用して、骨格
筋萎縮のメカニズムを明らかにする。
トランスクリプトーム解析および細胞株を用いた解析により新規な筋萎縮関連候補分子
を探索して、遺伝子改変マウスを作製、解析することによりその機能を明らかにする。

宇宙空間で人工
重力をつくれる
飼育装置

微小重力飼育により
骨格筋は萎縮する

<最近の業績>
Shiba D, Sci Rep, 2017,7(1):10837
Shimbo M, Exp Anim, 2016, 65(2):p175
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糖タンパク質

糖鎖

(1) タモキシフェン誘導型全身性ノックアウトマウスによる表現型の網羅的解析（上図）
(2) 腎糸球体足細胞のバリアにおける糖鎖の役割→ノックアウトマウスでバリア機構が破綻
(3) 膵β細胞におけるインスリン分泌における糖鎖の役割→ノックアウトマウスでインスリン分泌異常
(4) ムチン型糖鎖以外の様々な糖鎖欠損マウスの表現型解析

細胞膜
<最近の業績>
マクロファージ貪食能異
常：Wakui H,2018 
BBRC,495(2):p2017
軟骨内骨化異常：Shimbo
M, PLosOne
2017,12(12):e0190333
血小板減少症：Kudo T, 
Blood,2013,122(9):p1649

オートファジーレセプターp62の分子機能
タンパク質分解やシグナル伝達調節など多彩な機能を持つ分子p62の
遺伝子改変マウスを用いた機能解析
非アルコール性脂肪性肝炎（NASH) 自然発症マウスの病態解析と治
療標的の探索
肝臓（クッパー細胞、星細胞）と腸管（腸内細菌叢、上皮細胞）の臓器連
関に着目したNASH 発症機序の解析
未知の酸化ストレス誘導性遺伝子の分子機能
酸化ストレスにより誘導される機能未知遺伝子改変マウスの作製とそ
の表現型解析

・Tran MTN. MafB is a critical regulator of complement component C1q. Nat Commun. 2017 
・Jung Y. Isl1β over-expression with key β cell transcription factors enhances glucose-responsive hepatic insulin production and secretion. Endocrinology. 
2017.
・Wakui H. Incomplete clearance of apoptotic cells by core 1-derived O-glycan-deficient resident peritoneal macrophages. Biochem Biophys Res Commun. 2017.
・Shimbo M. Postnatal lethality and chondrodysplasia in mice lacking both chondroitin sulfate N-acetylgalactosaminyltransferase-1 and -2. PLoS One. 2017 
・Katoh MC. MafB is critical for glucagon production and secretion in mouse pancreatic α-cells in vivo. Mol Cell Biol. 2018.
・Kuno A. Time-course transcriptome analysis of human cellular reprogramming from multiple cell types reveals the drastic change occurs between the mid 
phase and the late phase. BMC Genomics. 2018.

最近発表した学生が筆頭著者の論文

濱田理人�
・Kulathunga K. A Novel iRFP-incorporated in vivo murine atherosclerosis imaging system. Scientific reports. 2018�
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2018 ���HW%X�Chen�

2018 JPS Excellent Poster Presentation Award��S�

2018 &(D=��N� ET�HX����

2017 Best Poster Award, Student Presentation,

Global Science Week 2017 �a�

2017 &(D=��N� �\�?����ET�HX��7b5�

2017 ���HX�Yoon�

2017 ���HW%X�Yoon�

2016 &(��?9���� �H����X�Zheng�

2016 Best Speaker Award, Student Presentation,

Global Science Week 2016 �Rudy�

2016 &(D=��N� �\�?����ET�HX�
Sd�

2016 %C@IJN-8O

2015 Excellent Doctoral Research Award �Thao�

2015 Poster Award, Joint International Symposium on

TGF-b and Cancer �3@�

http://www.md.tsukuba.ac.jp/epatho/

mx�����Uu)qiojecGI�U�{�.Yrl!!
研究目的

Join us!! 
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がんとは、多細胞個体をつくっている細胞が、ゲノムDNAの異常によって自律的かつ過剰に増殖する
ようになり、さらに、本来その細胞が存在する場所を超え、浸潤・転移する性質を獲得したものです。
私たちは、がんが発生・進展する機序を分子レベルで明らかにし、新しいがんの診断・治療方法を確立
することを目的として研究しています。

トランスフォーミング増殖因子b (TGF-b)は、
多細胞個体の発生やホメオスタシスの維持な
どに関わっているサイトカインで、発がんに
も深く関与しています。
私たちは、 TGF-bの標的遺伝子や関連分子と
して独自に発見したTMEPAI、MafK、
GPNMB、TSC22D4/THG-1などがどのように
発がん関わっているのか、分子レベルで研究
しています。
同時に、従来の分子生物学的方法や発生工学
的方法だけではなく、３次元定量組織学的解
析手法や東京大学菅研究室で開発された特殊
環状ペプチドの作製法を用いたオリジナリ
ティーの高い研究が特徴です。
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研究内容



The FIT system utilizes the in vitro selected ribozyme
flexizyme to charge tRNA with an amino acid or an amino-
acid-like derivative of your choosing.

The production of macrocyclic peptides requires the
removal of canonical components, such as methionine, to
afford an incomplete translation system that can be
supplemented with the non-natural amino-acid-tRNA pair.
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PCR amplification of 
bound genetic material 
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binders

Removal of 
non-binders

References:
Tanaka, Y.; Hipolito, C. J.; Maturana, A. D.; Ito, 
K.; Kuroda, T.; Higuchi, T.; Hattori, M.; 
Nishizawa, T.; Kato, H.; Tsukazaki, T.; Ishitani, 
R.; Suga, H.; Nureki, O. Nature 2013, 496, 247-
251.
Hipolito, C. J.; Bashiruddin, N. K.; Suga, H. Curr. 
Opin. Struct. Biol. 2014, 26, 24-31.

Peter ten Dijke email: P.ten_Dijke@lumc.nl
Chris Hipolito         email: hipolito@md.tsukuba.ac.jp

Non-natural macrocyclic-peptide ligands, such as
PfMATE inhibitor MaL61 and the ABC transporter
inhibitor aCAP3, can be produced by using the
Flexible In vitro Translation (FIT) system and
identified by using the Random non-standard
Peptide Integrated Discovery (RaPID) system3

(vide infra). This class of mid-sized molecules
(~2kDa) has great potential in cancer therapeutic
and diagnostic applications.

The RaPID system combines the FIT system with mRNA display for the
facile identification of macrocyclic peptides with desired properties.
Starting with an mRNA library coding for over 1012 unique macrocyclic
peptides, one can use a puromycin moiety to covalently attach the
macrocyclic peptide to the specific mRNA that encodes it. A negative
selection is performed to remove any macrocyclic-peptide conjugates that
don’t bind to the target. The magnetic-bead-bound target of interest is then
introduced to the remaining library. The genetic material remaining on the
magnetic beads are PCR amplified for the next round of selection.

Macrocyclic peptides will be
selected against the BMP9 ligand
belonging to the TGF-β
superfamily and its associated
receptors. Post-selection chemical
engineering of any successfully
selected macrocyclic-peptide
ligands is surmised to produce
synthetic agonists and/or
antagonists of the BMP signaling
pathway.

ClAc-
Phe
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我々の研究室では、注意や記憶、推論、 

学習、意思決定などの心理現象を実現す 

る脳のメカニズムを解明することを目的と 

しています。そのため、ヒトに近い脳の構 

造を持つサルに様々な認知行動課題を 

おこなわせ、その際に脳がどうのように活 

動するのかを電気生理学的な手法を用いて調べています。また、

その活動を電気刺激や薬理学的手法、光遺伝学を用いて操作

することにより、脳の活動が行動制御に果たす役割を解析してい

ます。特に現在は、その機能異常が精神疾患とも深く関わるモノ

アミン神経群に着目し、前頭葉に伝達されるモノアミン信号が認

知機能に果たす役割について研究しています。 

 

認知行動神経科学 
 

  Laboratory of  
  Cognitive and Behavioral 
  Neuroscience 
 
  松本 正幸 （教授） 
 

    Masayuki Matsumoto 
    Professor 
    Email: mmatsumoto@md.tsukuba.ac.jp 
 
  山田 洋 （助教） 
 

    Hiroshi Yamada 
    Assistant Professor 

2. 光遺伝学による意思決定神経回路基盤に関する研究 

我々は日々様々な選択を迫られます。脳がこの“意思決定”をどの

ようにおこなっているのかは、神経科学だけではなく、心理学や哲学、

人工知能など、様々な学問分野に共通する大きなテーマです。我々

は、神経回路を流れるシグナルを光で操作する“光遺伝学”をサル

に適用することに世界で初めて成功しました。この手法をさらに発展

させ、意思決定の神経回路基盤を探る研究をおこなっています。 

1. ドーパミン神経系が伝達する神経シグナルに関する研究 

ドーパミンニューロンは動物が報酬を得たときに活性化し、意欲や学

習を調節する神経系として注目されています。しかし一方で、ドーパ

ミンニューロンが変性・消失すると、パーキンソン病で見られるように、

運動機能障害や認知機能障害など、報酬とは直接関係の無い様々

な症状が現れます。我々は、ドーパミンニューロンが報酬によって活

性化する一様な集団ではなく、その中には認知機能に関係した神経

シグナルを伝達するものも多く存在することを明らかにしました。現

在はさらに研究を進め、ドーパミンニューロンが他のどのような機能

に関係するシグナルを伝達しているのか、その全体像を探る実験を

おこなっています。 

【最近の主な研究成果】 
 

McCairn KW, Nagai Y, Hori Y, Ninomiya T, Kikuchi E, Lee JY, Suhara T, Iriki A, Minamimoto T, Takada M, Isoda M, Matsumoto M, 

     A Primary Role for Nucleus Accumbens and Related Limbic Network in Vocal Tics. Neuron 89, p300-307, 2016 
 

Inoue K, Takada M, Matsumoto M, Neuronal and behavioural modulations by pathway-selective optogenetic stimulation of the  

     primate oculomotor system. Nature communications  6, 8378, 2015 
 

Kawai T, Yamada H, Sato N, Takada M, Matsumoto M, Roles of the lateral habenula and anterior cingulate cortex in negative  

     outcome monitoring and behavioral adjustment in nonhuman primates. Neuron 88, p792-804, 2015 

Inoue et al. (2015) Nature communications 

Matsumoto, Takada (2013) Neuron 



分子細胞生物学グループ（入江研）

入江研では出芽酵母をモデル系として三種類のプロジェクトを展開しています

最近の論文発表:
1) Lien PT, Viet NTM, Mizuno T, Suda Y, Irie K. PLoS One. In press. 

Pop2 phosphorylation at S39 contributes to the glucose repression of stress response 
genes, HSP12 and HSP26. 

2) Viet NTM, Duy DL, Saito K, Irie K, Suda Y, Mizuno T, Irie K. Genes Cells. 2018. 
Regulation of LRG1 expression by RNA-binding protein Puf5 in the budding yeast cell 
wall integrity pathway. 

3) Mizuno T, Nakamura M, Irie K. Sci Rep. 2018. 
Induction of Ptp2 and Cmp2 protein phosphatases is crucial for the adaptive response to
ER stress in Saccharomyces cerevisiae. 

4) Suda Y, Tachikawa H, Inoue I, Kurita T, Saito C, Kurokawa K, Nakano A, Irie K.
FEMS Yeast Res. 2018.
Activation of Rab GTPase Sec4 by its GEF Sec2 is required for prospore membrane
formation during sporulation in yeast Saccharomyces cerevisiae. 

5) Kimura Y, Irie K, Mizuno T. Sci Rep. 2017.
Expression control of the AMPK regulatory subunit and its functional significance in yeast 
ER stress response. 

出芽酵母の胞子形成

小胞融合の仕組み

ふたつの主要なmRNA分解機構

遺伝子発現の転写後制御（入江）

6) Duy DL, Suda Y, Irie K. PLoS One. 2017. Sci Rep. 2016.
Cytoplasmic Deadenylase Ccr4 is Required for Translational Repression of LRG1 mRNA
in the Stationary Phase. 

7) Ito Y, Kitagawa T, Yamanishi M, Katahira S, Izawa S, Irie K, Furutani-Seiki M, Matsuyama
T.  Enhancement of protein production via the strong DIT1 terminator and two RNA-
binding proteins in Saccharomyces cerevisiae. 

8) Lien PT, Izumikawa K, Muroi K, Irie K, Suda Y, Irie K. PLoS One. 2016.
Analysis of the Physiological Activities of Scd6 through Its Interaction with Hmt1. 

9) Li X, Ohmori T, Irie K, Kimura Y, Suda Y, Mizuno T, Irie K. mSphere. 2016.
Different Regulations of ROM2 and LRG1 Expression by Ccr4, Pop2, and Dhh1 in
the Saccharomyces cerevisiae Cell Wall Integrity Pathway. 

10) Mizuno T, Masuda Y, Irie K. PLoS Genet. 2015.
The Saccharomyces cerevisiae AMPK, Snf1, Negatively Regulates the Hog1 MAPK 
Pathway in ER Stress Response. 

How can we make
yeast cells tell us
about human?

酵母は生命科学の様々な研究領域で、真核生物のモデル系として利用されています。酵母とヒトの共通性を外見から見いだすのは難しいですが、生命
現象の基本的な分子機構は驚くほど保存されています。酵母を研究することにより、真核細胞の基本的な性質について知ることができます。医学部なのに
酵母研究？というと、日本では少し違和感があるかもしれませんが、アメリカやヨーロッパでは、大学だけでなく癌研究所小児病院などにも酵母の研究者が
います。2016年にノーベル医学・生理学賞を受賞した大隅良典先生（東京工業大学）は、酵母を実験材料にして、オートファジーの分子機構を解明しました。
酵母を用いた実験系は、論理的思考をしながら研究をすすめるのにとてもよい系です。ノックアウトを作る〜その表現系を解析する、というような遺伝学的
解析が短い時間で可能です。短期間で多くの実験データを得て、その結果をもとに考えて、また次の実験をする、というふうに実験をすすめることができま
す。実験は、教員がマンツーマンで丁寧に指導します。酵母研究を通じて、サイエンスのおもしろさ、論理的な思考能力、正確な実験手技を是非身につけて
ほしいと思います。

The endoplasmic reticulum (ER)

Protein synthesis and folding

Ca2+ store
Lipid biosynthesis

Accumulation of
aberrant proteins

Development of secretory cells

Altered metabolism

Genetic mutation

Pathogenesis

Chemical insult

ER stress

Transcriptional activation
--chaperones
--the secretory pathway
--ER-associated degradation

Global translational attenuation

ER stress response

Gal83

私たちが明らかにした小胞体ストレス応答シグナルネットワーク

ER stress

Snf1
Ssk1

Hog1

Ptp2

Mpk1

Rlm1

Ire1

Hac1

GAL83

ER stress response

UPR

ER stress

SSK1
Hog1

PTP2

ER stress response

ER stress response

Snf1

ER stress

Scientific Reports, 2017 Scientific Reports, 2018

PLoS Genetics, 2015

AMPK MAPK

MAPK

AMPK

小胞体ストレス応答を制御するシグナル伝達機構（水野） 小胞融合による新規生体膜形成（須田）



遺伝子制御学研究室教   授：久武 幸司
准教授：福田　綾
准教授：西村　健

場所 : 健康医科学イノベーション棟402-3, 405, 406
連絡先：kojihisa@md.tsukuba.ac.jp

研究テーマ
● メインテーマ：　遺伝子発現の制御機構
● 研究対象：　　　転写因子、クロマチン、脂肪細胞分化、 iPS 細胞誘導
転写、クロマチン、脂肪細胞分化、 iPS細胞誘導の研究に興味があり、

熱意と元気のある人を歓迎します !
人工多能性幹細胞（iPS 細胞）は、体細胞にOct4, Sox2, Klf4, c-mycの
遺伝子を導入して誘導される多能性幹細胞であり、再生医療等の様々な
分野への応用が期待されます。しかし、iPS 細胞が誘導されるメカニズムは
まだ不明な部分が多く、これらの詳細が明らかになると、より効率の良い
iPS 細胞誘導が可能になります。当研究室では、我々独自の効率の良い iPS
細胞誘導方法を利用して、iPS細胞誘導の各ステップに働く転写因子や、その
転写因子を中心とした遺伝子発現調節機構を明らかにすることによって、
体細胞がどのように初期化されるのかを解明します。また、その知見を元に
より安全な iPS 細胞を効率良く誘導する方法の確立を目指します。さらに、
iPS 細胞誘導系をモデルとして、様々な生命現象における転写因子を中心と
した遺伝子発現調節機構について、エピジェネティクス制御等を含めて解析を
進めています。

脂肪細胞には白色脂肪細胞と褐色脂肪細胞があり、前者はエネルギーを貯蔵し、
後者は脂肪を燃焼して熱を発する機能を持っています。近年、成人においても
脂肪細胞は生成、消滅を繰り返していることが明らかとなっており、肥満やそれ
に伴うメタボリック症候群の予防、治療には既に存在する脂肪細胞内の脂肪量を
減少させるだけでなく、脂肪細胞の数や質（白色か褐色か）を変化させることが
有効かつ安全な治療につながると考えられています。このためには、脂肪細胞が
どの様に分化・発生してくるかを明らかにする必要があります。しかし脂肪前駆
細胞が間葉系の幹細胞からどのようにして分化するかは依然として不明な点が多
く、今後の重要な研究課題となっています。当研究室では、ES細胞が間葉系幹
細胞を経て脂肪前駆細胞に分化する過程で、どの様な転写因子が関与するかを
明らかにします。また、褐色脂肪組織を蛍光シグナルによって可視化できる
マウスを作製し（右図）、様々な外的要因が褐色脂肪組織の量や体内エネルギー
代謝に与える影響を調べています。

最近の研究成果
1. Nishimura K, Aizawa S, Nugroho FL, Shiomitsu E, Tran YT, Bui PL, Borisova E, Sakuragi Y, Takada H, Kurisaki A, Hayashi Y, Fukuda A, Nakanishi M, Hisatake K: 
    A Role for KLF4 in Promoting the Metabolic Shift via TCL1 during Induced Pluripotent Stem Cell Generation. Stem Cell Reports. 2017 Mar 14;8(3):787-801.
2. Hayashi Y, Hsiao EC, Sami S, Lancero M, Schlieve CR, Nguyen T, Yano K, Nagahashi A, Ikeya M, Matsumoto Y, Nishimura K, Fukuda A, Hisatake K, Tomoda K, Asaka I, 
    Toguchida J, Conklin BR, Yamanaka S: BMP-SMAD-ID promotes reprogramming to pluripotency by inhibiting p16/INK4A-dependent senescence. Proc Natl Acad Sci USA.
    2016 Nov 15;113(46):13057-13062
3. Nakadai T, Fukuda A, Shimada M, Nishimura K, Hisatake K: The RNA binding complexes NF45-NF90 and NF45-NF110 associate dynamically with the c-fos gene and 
    function as transcriptional coactivators.  J Biol Chem. 2015 Oct 30;290(44):26832-45
4. Nishimura K, Kato T, Chen C, Oinam L, Shiomitsu E, Ayakawa D, Ohtaka M, Fukuda A, Nakanishi M, Hisatake K: Manipulation of KLF4 expression generates iPSCs paused 
    at successive stages of reprogramming.  Stem Cell Reports. Nov 11;3(5):915-29. (2014)
5. Fukuda A, Shimada M, Nakadai T, Nishimura K, Hisatake K: Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein R Cooperates with Mediator to Facilitate Transcription Reinitiation 
    on the c-Fos Gene.  PLoS ONE 8(8): e72496. doi:10.1371/journal.pone.0072496 (2013)
6. Nishimura K, Sano M, Ohtaka M, Furuta B, Umemura Y, Nakajima Y, Ikehara Y, Kobayashi T, Segawa H, Takayasu S, Sato H, Motomura K, Uchida E, Kanayasu-Toyoda T, 
    Asashima M, Nakauchi H, Yamaguchi T, Nakanishi M: Development of defective and persistent Sendai virus vector: a unique gene delivery/expression system ideal for cell 
    reprogramming. J. Biol. Chem. 286, 4760-4771 (2011)
7. Fukuda A, Nakadai T, Shimada M, Hisatake K: Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R enhances transcription from the naturally configured c-fos promoter in vitro. 
    J. Biol. Chem. 284, 23472-23480 (2009).

-/- +/-Ucp1-iRFP720

Ucp1イメージングマウスに
おける褐色脂肪組織からの
蛍光の検出





分子神経生物学グループ（桝研究室）
http://www.md.tsukuba.ac.jp/duo/molneurobiol/

神経回路網をつくるしくみ
　私たちは、神経ネットワークがどのようにして
形成されるのか、高度な情報処理機能がどのよう
にして獲得されるのかを、マウスとゼブラフィッ
シュを使って研究しています。

　神経細胞の分化、移動、軸索誘導、シナプス形成、
シナプス機能を制御する遺伝子や分子の働きを調
べています。実験手法としては、分子生物学（遺
伝子発現解析、ゲノム解析）、生化学（蛋白、糖鎖
の解析）、発生工学（遺伝子改変マウス）、形態学（免
疫染色、in situ ハイブリダイゼーション、三次元
再構成、脳の透明化、軸索トレーシング）、電気穿
孔法による胎児脳への遺伝子導入などを用います。
　対象としている分子は、ヘパラン硫酸糖鎖の修
飾を介して軸索ガイダンスを制御する脱硫酸化酵
素、Wnt シグナルを活性化する Ccd1 、運動ニュー
ロンの走行を決定する遺伝子などです。
　

本気で実験をしたい人
　自分で新しいことを見つけたい人、教科書の勉
強だけでは物足りない人を歓迎します。実験の本
当の醍醐味が分かるようになるには少し時間がか
かるかもしれませんが、本気で実験に取り組みた
いと考えている人を待ってます。

脳に興味のある人
　脳はまだまだ分からないことが沢山あります。
それだけ研究することが多いと言えます。神経細
胞の形態、働き、遺伝子を調べて、脳の謎に挑戦
してみませんか。

遺伝子や分子に興味のある人
　遺伝子や分子の基本的な解析方法を指導します。
特に、ヘパラン硫酸糖鎖の解析など、他で学べな
い手法も経験できます。

画像が好きな人
　脳標本はとても綺麗です。蛍光顕微鏡、レーザー
顕微鏡、実体顕微鏡などを使って、神経回路の構
築や分子の挙動を調べます。これまで在籍した大
学院生の論文の多くが、雑誌の表紙に採用されて
います。あなたも、雑誌の表紙になるような研究
をしてみませんか。

興味のある人は、見学も随時歓迎します。
桝正幸（mmasu@md.tsukuba.ac.jp）まで連絡ください。

卒業生の進路
製薬系企業、食品系企業、大学（筑波大学、東京
大学、順天堂大学）、病院、研究所（国立精神神
経センター、国立障害者リハビリテーションセン
ター、ドイツMax Planck 研究所）など

ます
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医学物理学（榮 武二）
Medical Physics (SAKAE Takeji)
tsakae@md.tsukuba.ac.jp
http://www.pmrc.tsukuba.ac.jp/

医学物理学とは、医療が適切に行われるように、臨床医学の物理的・
技術的問題を分析し、新たな技術開発に取り組む学問です。当グル
ープは、臨床医学に役立つ基礎研究を行っています。また、筑波大
学では陽子線治療施設（陽子線医学利用研究センター）を有しており、
治療を安全に遂行するための装置の整備なども行っています。テー
マの一部を紹介します（詳細はHP参照）。テーマ：放射線治療の高
精度化および安全性向上のための研究、加速器を使った新しい放射
線治療技術の開発、新たな放射線測定技術に関する研究、放射線治
療の新たな品質管理に関する研究、体内の線量分布を正確に評価す
るための技術開発　など。

Medical physics is the scholarship of analyzing the physical and technical problems 
in a clinical medicine, and develops new various technologies for useful to medicine. 
Our group is performing basic research which is useful for clinical medicine. More-
over, University of Tsukuba has an proton therapy institution (Proton Medical Research 
Center : PMRC), and we are also performing the quality control for carrying out 
radiotherapy safely. Several themes are introduced. Theme : Research to improve the 
safety and high-precision in radiotherapy, Development of new radiotherapy tech-
niques using accelerator, Research on the new technology of a radiation measure-
ment (dosimetry), New technique for quality control in radiotherapy, Development of a 
new calculation method to estimate the patient dose distribution.

分子遺伝疫学研究室（土屋 尚之）
Molecular and Genetic Epidemiology (TSUCHIYA Naoyuki)
tsuchiya@md.tsukuba.ac.jp
http://www.md.tsukuba.ac.jp/community-med/publicmd/GE/CCP004.html

複数の遺伝要因と環境要因が複雑に発症や病態にからみあう多因子
疾患において、疾患に本質的に関与する分子経路を解明するうえで、
ヒトゲノム解析は有力なアプローチです。　当研究室では、全身性
自己免疫疾患である全身性エリテマトーデス(SLE)、全身性強皮症、
関節リウマチやANCA関連血管炎に関連するゲノム多様性を解明す
ることにより、病因の本質にせまり、創薬や個別化医療の実現に貢
献することを目的に研究を進めています。　また、マラリア、デン
グ熱の重症化と関連するゲノム多様性の解明や、多因子疾患関連研
究に必要な遺伝統計学的手法の研究も進めています。　学生さんに
は、このような研究に参加し、ヒトゲノム多様性から疾患を考える

視点を身につけて頂ければ幸いです。
Human genome analysis provides a powerful approach to identify causally involved 
molecular pathways in complex diseases, where highly complicated network of ge-
netic and environmental factors plays a role.    Our laboratory is interested in human 
genome diversity associated with systemic autoimmune diseases such as systemic 
lupus erythematosus, systemic sclerosis, rheumatoid arthritis and ANCA-associated 
vasculitis. Identification of disease-associated polymorphisms will provide us with in-
sight into the pathogenesis of such intractable complex diseases, as well as valuable 
information eventually useful for drug discovery and personalized medicine.    We are 
also interested in human genome diversity associated with clinical course of malaria 
and Dengue fever, as well as development of statistical genetics approaches in the 
association study of complex diseases. 

再生幹細胞生物学（大根田 修）
Regenerative Medicine and Stem Cell Biology (OHNEDA Osamu)
oohneda@md.tsukuba.ac.jp
http://www.md.tsukuba.ac.jp/stemcell/

われわれのグループでは、がん・難治性疾患に対する細胞治療の研
究開発を大きな研究目標に設定し、以下の研究を行っている．１）
多能性を有する胎生幹細胞を用いた効率の良い分化誘導法の研究開
発、２）様々なヒト組織由来幹細胞から細胞治療に有用な機能性細
胞を単離・同定する研究、３）癌細胞の特性を探るとともに癌に対
する幹細胞治療法開発を行う研究、４）幹細胞の分化・増殖に関連
性の深い低酸素ストレス応答の分子機構を解明する研究、の4つに
焦点を当て研究を進めている．ヒト幹細胞の性質を分子細胞レベル
で解析し、加えて遺伝子改変マウスおよび動物疾患モデルを作製し、
in vivoでの幹細胞機能解析を行っている．

Our research group is focusing on to develop useful therapy for cancers and 
intractable diseases using human stem cells.  We isolate human stem cells and 
study their functional mechanisms in vitro and by using animal model of human 
diseases and gene knockout or knockdown mice. 
Especially we are studying the following 4 themes: 1) to analyze the 
differentiation mechanism of human embryonic stem cells, 2) to isolate and 
study functional human tissue stem cells, 3) to isolate and characterize primary 
cancer cells to develop useful stem cell therapy, and 4) to study how hypoxic 
stress effects on stem cell proliferation and differentiation.

実験動物学（八神 健一）
Laboratory Animal Science (YAGAMI Ken-ichi)
kenyagam@md.tsukuba.ac.jp
http://www.md.tsukuba.ac.jp/basic-med/yagami/index.html

実験動物は医学・生命科学領域で広く利用され、ヒト疾患の病態や
発症メカニズムの解明、治療法等の開発に必須な生物遺伝資源（バ
イオリソース）です。私たちは、生命科学動物資源センターにおいて、
疾患モデル動物の開発、疾患原因遺伝子の探索、実験動物の品質管
理に関する技術開発を進めています。
具体的には、遺伝子改変マウスやミュータントマウスの病態特性を
解析し、疾患モデル動物の開発や生活習慣病や脳梁欠損症の関連遺
伝子の探索を進めています。また、実験動物に感染するパルボウイ
ルス等の病原性発現機構の解明や診断技術の開発研究を行っていま
す。さらに、遺伝子改変や再生医療研究に有用なマウス幹細胞の開

発にも取り組んでいます。
Laboratory animals are essential and important bio-resources to investigate bio-med-
ical sciences. We develop animal models for human diseases with generation and 
evaluation of genetic engineered mice, genetic mapping of metabolic syndrome or 
agenesis of the corpus callosum (ACC) candidate genes and development of mouse 
embryonic stem (ES) cell lines from inbred mice and rats and .  We also investigate 
pathogenic mechanisms in viral infection of laboratory animals, especially in parvo-
virus and Norovirus infections, and develop diagnostic techniques for microbiologic 
monitoring in laboratory mice and rats.

遺伝医学（有波 忠雄）
Medical Genetics (ARINAMI Tadao)
tarinami@md.tsukuba.ac.jp
http://www.md.tsukuba.ac.jp/basic-med/m-genetics/

ゲノム解析より疾患にアプローチしている。また、個別化医療や遺
伝診療に資するゲノム情報解析もあわせて行なっている。疾患ゲノ
ム解析では統合失調症を中心とした精神疾患と気管支喘息、花粉症
を中心としたアレルギー疾患を対象としている。これらの疾患はこ
れまでは少数の遺伝子変異では明快な結果が得られなかったが、今
後、次世代シークエンサーによる解析から膨大なゲノム情報が得ら
れるのでそれを用いて患者にとって有意義な情報を提供することを
目指している。ヒトでの解析が中心であり、スタートであるが、疾
患の理解や個別化医療の治療法の探索に細胞や動物を用いての研究
も実施している。

Genome research aimed at understanding molecular genetics and pathophysiol-
ogy of psychiatric disorders including schizophrenia and allergic diseases includ-
ing bronchial asthma and pollinosis.  To address these, genome-wide association 
studies, exome and whole genome sequencing, transcriptome and protemics studies 
are employed. Our research is mainly based on data in human, however, in vitro and 
animal studies are also carried out to explore the mechanisms of genotype-phenotype 
relations and better treatment and personalized medicine.

免疫制御医学（渋谷 彰）
Immunology (SHIBUYA Akira)
ashibuya@md.tsukuba.ac.jp
http://immunologylab-tsukuba.org/

高等動物であるヒトは病原微生物に対する生体防御機構としてきわ
めて精緻に統合された免疫システムを築き上げてきました。 しかし、
インフルエンザや結核などを例にとるまでもなく、感染症は現代に
いたってもなお人類にとっての最大の脅威です。一方で、免疫シス
テムの異常は自己免疫病、アレルギーといったきわめて今日的な難
治疾患の本質的病因ともなっています。また癌や移植臓器拒絶など
も免疫システムに直接関わっている課題です。これらの病態や疾患
の克服をめざした人為的免疫制御法の開発は、免疫システムの基本
原理を明らかにしていくことから始まります。
 本研究室ではアレルギー、自己免疫病、がん、感染症などの難治性

疾患の発症メカニズムに関与する新しい免疫受容体分子を世界に先駆けて発見してきまし
た。これらの革新的な知見をもとに、難治性疾患に対する分子標的療法の基盤開発に挑戦
します。
The immune system is crucial to human survival. In the absence of a working immune 
system, even minor infections can take hold and prove fatal. We are under constant 
threat of infectious diseases that are hard to cure. The immune system is also involved 
in the pathogenesis of autoimmune diseases, allergy, cancer, and transplantation. It is 
therefore important to understand and regulate the immune system.
In our laboratory, we identified for the first time over the world several novel immu-
noreceptors, which are involved in the development of allergy, cancer, infectious 
diseases or autoimmune diseases. Our goal is to develop therapies targeting novel 
molecules that we identified for these intractable diseases.

分子神経生物学グループ（桝 正幸）
Molecular Neurobiology (MASU Masayuki)
mmasu@md.tsukuba.ac.jp
http://www.md.tsukuba.ac.jp/duo/molneurobiol/

私たちは、神経回路を作り出す分子メカニズムを明らかにする事を
目的として研究を行っています。脳機能は、胎児期につくられる神
経回路の上に成り立っていますが、どの様にして複雑な神経ネット
ワークが形成されるかについては未だ良く分かっていません。私た
ちは、神経細胞の分化、神経軸索のガイダンス、特異的なシナプス
形成から神経機能獲得に至るプロセスを制御する分子・遺伝子の機
能解析を進めています。主に遺伝子改変マウスを用いて、分子生物学、
生化学、神経発生学、神経解剖学、各種イメージング手法を駆使し、
神経系の成り立ちと働きを支える分子の機能を明らかにしようとし
ています。

Our main research focus is to study the molecular mechanisms that regulate the neu-
ral circuit formation and higher brain functions. Our brain activities are totally based 
on the complex neuronal networks that are formed during development, but how they 
are formed remains unknown. Using the integrative approaches including molecular 
biology, biochemistry, neuroanatomy, and developmental biology, we have been in-
vestigating how the complex brain network is formed in the developing brain and how 
the mature brain functions are acquired and regulated. We are particularly interested 
in the molecules that play a role in neural differentiation, cell migration, axon guid-
ance, and synaptogenesis. 

生理化学（金保 安則）
Physiological Chemistry (KANAHO Yasunori)
ykanaho@md.tsukuba.ac.jp
http://www.md.tsukuba.ac.jp/basic-med/biochem/kanaholab/index.html

当研究室では、細胞膜のリン脂質を代謝する酵素とそれを活性化す
る低分子量G蛋白質のArf6が制御するシグナル伝達機構の生理機能
と病態との関連について、分子レベル、細胞レベル、個体レベルで
解析を進めている。最近我々は、遺伝子改変マウスを作製してそれ
を解析することにより、Arf6は腫瘍血管新生を促進して、腫瘍の増
大を促進することを見いだした。このことは、Arf6を介するシグナ
ル伝達系を阻害する化合物は新規の抗がん剤となりうることを示唆
している。また、リン脂質代謝酵素のホスホリパーゼDは、腫瘍の
抑制に重要な役割を果たしていることも明らかにしている。現在は、
その詳細なメカニズムを解析中である。

We have been investigating physiological and pathological functions of cellular 
signaling mediated by lipid-metabolizing enzymes and their activity-regulating small 
GTPase Arf6 at molecular, cellular and whole animal levels. We have recently found 
that deletion of Arf6 from vascular endothelial cells inhibited the tumor angiogenesis 
and tumor growth, demonstrating that Arf6 plays an important role in tumor angiogen-
esis and thereby in tumor growth, suggesting that Arf6 is a potential target to develop 
an anti-cancer drug. We also found that the lipid-metabolizing enzyme phospholipase 
D plays a crucial role in suppression of tumor growth. Now we are analyzing its mo-
lecular mechanisms in my laboratory.

我々の研究の目的は、ウイルスの複製と病原性発現の分子メカニズム
を明らかにし、得られた情報を基盤に新たなウイルス疾患の制御方法
を開発することです。研究を、原子、分子、細胞、個体の各レベルで
すすめ、これらの過程に関わるウイルス由来因子と宿主細胞由来因子
を同定し、それらの機能と機能構造を明らかにします。実際、インフ
ルエンザウイルスのRNAポリメラーゼの構造を決定し、複製機構の解
明に役立てるとともに、その構造をもとに新たな抗インフルエンザウ
イルス薬の開発もすすめています。一方、宿主因子については、その
本来の生理機能を解明することも重要です。その一環として、また再
生医学の基礎として、ウイルス研究から見つけたクロマチン構造変換

に関わる因子を中心に、遺伝子発現のリプログラミング研究を進めています。
The research aim of this group is to understand the molecular mechanism of replica-
tion and pathogenicity of animal viruses such as influenza viruses, measles virus, 
adenovirus, etc.  The structure and function of virus-encoded factors and host cell-
derived factors involved in the above processes are being studied at the atomic, mo-
lecular, cellular, and body levels.  Based on the obtained information, we are develop-
ing novel strategies for the control of virus diseases.  In addition, we are particularly 
interested in clarifying the physiological function of host factors as well as their roles 
in infection.  On this line, as a basis of regenerative medicine, we are studying the 
molecular mechanism of genetic re-programming, since factors identified in our virus 
research have been found to be involved in this process.

分子ウイルス学（永田 恭介）
Molecular Virology (NAGATA Kyosuke)
knagata@md.tsukuba.ac.jp
http://www.md.tsukuba.ac.jp/basic-med/infectionbiology/virology/

生殖生化学（岡村 直道）
Reproductive Biochemistry (OKAMURA Naomichi)
naooka@md.tsukuba.ac.jp
http://www.md.tsukuba.ac.jp/basic-med/biochem/reproductive_biochem/index.html

種に特徴的な遺伝形質は、「生殖」によって継代的に伝達されてい
る。生殖は、非常に複雑で多様な生物現象が、種固有の一定の秩序・
様式に従って進行して初めて成立するものである。生殖生化学グル
ープは哺乳動物に共通した生殖様式を明らかにすることを目指して、
次の二つを柱として研究を進めている。
（１）精子形成と精子の機能的成熟を担う分子群の解析：精巣で形成
された未熟精子が受精能を獲得する分子メカニズムを解明する。
（２）乳腺の形態形成と乳汁分泌の制御機構の解明：乳腺で産生され
るモノアミンの新たな生理作用の解析を切り口として、本能として
の子育てのメカニズムの理解に繋げる。

In the reproductive processes of mammals, precisely regulated mechanisms have 
been evolved for the maintenance of the germ line. In order to understand the mam-
malian reproductive system, we focus on the following two major subjects.
1) Molecular mechanisms involved in the acquisition of the fertilizing ability of sperm: 
identification of proteins expressed at the specific stages of spermatogenesis and 
analysis of signal transduction underlying the functional sperm maturation especially 
in “capacitation”.
2) Molecular mechanisms of mammogenesis and milkstasis: analysis of novel func-
tions of monoamines produced in mammary gland in the regulation of lactation.

遺伝情報学（漆原秀子）
Genome Informatics (URUSHIHARA Hideko)
hideko@biol.tsukuba.ac.jp
http://nenkin.gene.tsukuba.ac.jp/

真核微生物の細胞性粘菌を材料とし、ゲノム解析と遺伝子操作を基
本としたアプローチで発生分化に関する研究を進めています。細
胞性粘菌の標準株Dictyostelium discoideumはモデル生物として
Legionella菌など病原菌の感染や創薬などの研究にも利用されてい
ます。具体的な研究テーマは以下の通りです。
・多細胞体制構築原理の解明に向けた比較ゲノム解析（細胞分化す
る標準的な種と細胞分化しない種のゲノム比較を行っています）
・有性生殖における細胞間相互作用に関する研究（哺乳類や植物の
受精と類似した分子が働いており、有性生殖のプロトタイプと位置
付けられています）

・走化性シグナル伝達機構の解析（白血球の炎症部への移動のモデルになります）
We use cellular slime molds as research materials to study the basic mechanisms of 
development and cell differentiation. The standard strain of Dictyostelium discoideum 
is widely used as a model organism. It is also used for studies on infection mecha-
nism of pathogenic bacteria, drug discovery etc.. 
Our research projects include the followings:
Comparative genomics of the slime mold species with or without cell differentiation 
ability. (Genome sequencing and analyses are being done)
Studies on the molecular mechanisms sexual cell interactions (Used as a prototype 
for sexual reproduction system)
Analysis of signaling pathways during chemotaxis (A model system for leukocyte 
movement to the inflammation site)

放射線生物学（坪井 康次）
Radiobiology (TSUBOI Koji)
tsuboi-k@md.tsukuba.ac.jp
http://www.md.tsukuba.ac.jp/basic-med/radiation/

放射線生物学研究グループでは、本学の特徴を生かして、がんに対
する放射線治療、特に陽子線治療の安全性と有効性をより向上する
ための生物学的基礎研究を行なっています。陽子線やX線が様々な
組織や細胞に及ぼす生物学的影響やそのメカニズムを解明し、広く
臨床へも波及効果のある研究を展開することを目指しており、①X
線と陽子線照射によるDNA損傷と修復メカニズムの研究、②放射線
とがん微小環境における腫瘍免疫反応の研究、③X線マイクロビー
ムの治療効果の研究、④放射線防護の研究、を主たる研究テーマと
しています。

The radiation biology research group is actively doing biological research on radio-
therapy of malignant tumors, especially aimed at improving the safety and efficacy of 
proton beam radiotherapy. The following are the main research interests of our group; 
proton beam induced DNA damage and repair, radiation induced tumor immunologi-
cal reactions, biological effects of x-ray micro beams and radiation protection.   
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ゲノム解析の歴史

１９８０

Sourthern
Blotting

PCR

１９９０
Genotyping/
day/person

•10                         1000 10,000,000 ？

２０００

SNP Array

> 100 yen？ 10-100 yen <0.1 yen ？yen

Genotyping cost per samples

２０１０

Whole genome
Sequencing

筑波大学医学医療系・遺伝医学

私たちの研究室では主にゲノム解析から喘息、花粉症、アトピー性皮膚炎などの疾患発症に関連
する遺伝子の探索をおこなっています。また、最新の次世代シークエンサー技術を使用して様々な
病気の疾患感受性遺伝子の同定も行っており、HLAを含めた病気と関係する変異の機能解析にも
力を入れております。

Journal

2000 日本人喘息家系の連鎖解析 Genomics

2002 日本人花粉症家系の連鎖解析 Genes Immunol

2003 白人喘息の連鎖解析 Nat Genet

2005 日本人喘息家系の5番染色体連鎖領域の疾患感受性遺伝子の
同定

Am J Respir Crit Care 

Med

2007 日本人アトピー性皮膚炎家系の連鎖解析 BMC Dermatol

2009 日本人アトピー性皮膚炎家系の15番染色体連鎖領域の疾患感
受性遺伝子の同定

J Dermatol Sci

2011 小児喘息全ゲノム関連解析によるアジア人疾患感受性遺伝子同
定

PLoS Genet

現在 喘息の国際共同研究に参加 (TAGC)

25000 cases, 97000 controls and 2000 trios

75GWAS の統合

現在まで行ったアレルギーゲノム研究

次世代シークエンサー ワークフロー

気管支ぜんそくの全ゲノム解析
サンプル

赤・・・喘息
青・・コントロール

・・・100
・・・10

小児喘息の全ゲノム関連解析によりHLA-DPと喘息との関連を同定
Noguchi E et al., PLoS Genetics, 2011

遺伝子タイピング技術
は急速に進歩し、現在
は全ゲノムシークエンス
も可能になっています。

次世代シークエンサーによる解析

z アトピー感受性マウスの候補遺伝子の同定
（Kanemaru et al., 免疫学研究室の共同研究）、

z 原因不明の発達遅滞の原因遺伝子の同定
（Song et al., Clin Case Rep, 2015）

z トランスジェニックマウスのトランスジーン挿入
部位の同定（Iriguchi et al, 2015, Blood）

z メタゲノム解析

卒業生の進路

附属病院検査技師(博士卒)

天津医科大学博士課程（修士卒、中国からの留学生）
大手食品メーカー（修士卒）
科学捜査研究所（修士卒）
科学捜査研究所（学士卒）
国立大学遺伝カウンセリングコース進学（学士卒）
等、企業やアカデミックで活躍しております。

遺伝医学の卒業生のうち2名がRikejo(講談社）に登場し
ています！

ナルコレプシー (睡眠障害）

HLA-DRB1*1501-DQB1*0602

１型糖尿病

DRB1*0401-DQB1*0302 / DRB1*0301-DQB1*0201 (ヨーロッパ系）

DRB1*0405-DQB1*0401; DRB1*0901-DQB1*0303 (東アジア系）,

Shiina, et al. 2009

Chr6p.21

重症薬疹

A*31:01, 
B*02:06

HLA遺伝子領域
さまざまな免疫系疾患の感受性（かかりやすさ）に強く関連する領域です

自己・非自己のペプチド

HLAタンパク質

スギ花粉症

喘息

HLA-DP

どのような仕組みで疾患に
かかりやすくなるのか？

メカニズムの解明をすすめ
ています



Laboratory Animal Science
実験動物学研究室実験動物学研究室

Laboratory Animal Science
Key Word: 遺伝子改変動物・ゲノム編集・初期胚発生・生殖細胞

受精卵や幹細胞を巧みに操り、基盤的に有用な遺伝子改変マウスを作出したい方や、
初期胚発生や生殖細胞の成熟・維持に興味のある方の参加をお待ちしております。

実験動物を用いた in vivo 研究は、生体での複雑な生命現象を理解するために欠かす
ことができません。なかでも発生工学技術を駆使して作出される遺伝子改変動物は、
特定の遺伝子の機能を生体レベルで詳細に解析できるツールとして、医学・生命科学
研究の発展に計り知れない貢献を果たしています。
実験動物学研究室では、高度な受精卵操作技術と最新のゲノム編集技術を組合わせ、
医学・生命科学研究の基盤となる遺伝子改変動物の開発とその解析を行っています。

現在は以下の研究を実施中です。

①　内胚葉・中胚葉・外胚葉の全てを Live Imaging 可能なMIERUマウスの開発。

②   生体内タンパク質間相互作用を網羅的に解析する技術の開発 

      ～ 概日リズム制御やうつ病に関連するタンパク質間ネットワークの同定 ～

③   原腸胚形成におけるシグナル分子の機能解析。

④　未受精卵の維持機構と精母細胞の成熟機構の解析。

⑤　進化と種の保存に必須である生殖隔離現象を規定する遺伝子の探索。



再生幹細胞生物学研究室 
（大根田研究室） 

基礎から臨床へ 臨床から基礎へ  

私たちは臨床との共同研究により患者さんの検体から細胞を単離し、細胞自身の機能や単離した細胞 
が実際に細胞治療に応用できるか等を中心に解析を行い、これらの成果が臨床応用への橋渡しとなる 
よう、常に意識しながら研究を行っています。 

プロジェクト１ 

ES細胞・組織幹細胞 

プロジェクト２ 

Cancer Initiating Cells・腫瘍血管 

当研究室はES細胞と組織幹細胞である血管内皮細胞
（EPC）や間葉系幹細胞（MSC）を用いて研究を行ってい
ます。①これらの細胞の生体内での役割を正しく理解し、
②自己再生能力を最大限引き出せるような環境を整え
て細胞治療の質を高め、患者さんへと還元することを目
的とし、以下のプロジェクトを進めています。 

～「量より質」の幹細胞治療を目指して～ ～癌細胞とその微小環境を正確に捉える～ 
癌細胞は不均一な集団であり、その集団の中には抗癌剤
などの治療に抵抗性を持ち、予後不良に関わるCancer 
Initiating Cellsが存在するという新しい概念が生みだされ、
注目を集めています。当研究室では、患者さんから様々
な癌細胞を樹立し、より生体内を反映した解析を行ってい
ます。また、腫瘍の悪性化に重要な、癌細胞を取り巻く腫
瘍血管（微小環境）の解析も行っています。 

2. マウス創傷治癒モデル  

PBS 

ex. 血管内皮前駆細胞（EPC） 

1. 細胞形態 

「細胞治療」と「癌の悪性化機構」は一見、全く別のもの
に見えますが、これらは「微小環境における低酸素状
態」という点で共通しています。私たちは低酸素応答に
重要なHIF (hypoxia inducible factor)に注目し、遺伝子改
変マウスを用いて研究を行っています。 

～私たちの体は低酸素に応答する！～ 

マウス皮下腫瘍モデル  

腫瘍+MSC 

野生型マウス HIF-2aノックダウン 

マウス 

腫瘍血管の違い 

プロジェクト３ 

低酸素応答転写因子：HIF 

http://www.md.tsukuba.ac.jp/basicmed/remed/stemcell/index.html 

浮遊培養法 
（SFEB法） 

ex. 乳癌初代培養細胞 

腫瘍血管 

ES細胞 

表皮 

ニューロン 

BMP4 

BMP4 

× 

Alde+ Alde- 

1. 細胞形態 3. 転移能 2. 腫瘍形成能 

Ｏ２濃度↓ 
栄養分↓ 

低酸素 

興味を持った方はポスター前に集合！ 
ぜひ見学に来て、私たちの研究の面白さを知って下さい！ 

腫瘍のみ 

治った! 

小さく
なった! 

ボロボロ! 



¾ ヒトゲノム解析は、多数の分子や細胞が複雑な
ネットワークを形成する難治疾患の本質的病因を解明
し、分子標的を見出す上で、有力なアプローチです。
¾ 当研究室は、ヒトゲノム解析に基づき、全身性エ
リテマトーデス(SLE)、抗好中球細胞質抗体(ANCA)
関連血管炎(AAV)、全身性強皮症(SSc)、関節リウマ
チ(RA)など、難治性自己免疫疾患である膠原病の病
因解明やprecision medicineへの貢献を目指していま
す。
¾ 臨床試料のゲノム解析（シークエンス、SNPタイ
ピング、HLAタイピング、遺伝統計解析、インフォマ
ティクス）から、細胞、モデルマウスを用いた機能解
析まで、多彩なアプローチの研究を行っています。

¾ゲノムワイド関連解析、シークエンス解析、SNP解析
に基づく自己免疫疾患（膠原病、リウマチなど）発症
関連遺伝子の解明
¾間質性肺疾患など膠原病の重症病態、薬剤有害事象と
関連するバイオマーカーの探索
¾免疫疾患最大の遺伝因子であるHLA遺伝子群をコード
するMHC領域の遺伝学的および機能的解析
¾実験的解析、インフォマティクス解析による疾患関連
遺伝子の分子機構の解明

ゲノム医療はすでに臨床現場に導入されています。
ヒトゲノム解析の考え方は、分子生物学とは異なる
側面を多々有し、今後の医学・医療のあらゆる分野
において必須です。自ら研究に参加し、新しい知見
を見出しつつ、ヒトゲノムの考え方を修得していた
だければ幸いです。

疾患 HLA-
DRB1

患者群
陽性率

(%)

健常群
陽性率

(%)

オッズ
比

論文

関節リウマチ *04:05 49.9 23.1 3.31 Oka  et al.,
2014*13:02 7.2 15.8 0.42

全身性エリテ
マトーデス

*15:01 25.6 13.7 2.17 Furukawa  et 
al. 2014*13:02 8.1 16.1 0.46

MPO-ANCA
陽性血管炎

*09:01 39.8 28.0 1.70 Kawasaki et 
al. 2016*13:02 7.4 17.1 0.39

全身性強皮症 *13:02 6.9 13.8 0.46 Furukawa  et
al. 2016*14:06 0.2 3.9 0.05

【自己免疫疾患のHLA解析】
ヒト主要組織適合性抗原であるHLAには顕著な遺伝

的多様性が存在します。当研究室では、日本人におけ
る自己免疫疾患のHLA遺伝子を解析しています。最近
の主な成果には、以下があります。
¾DRB1*13:02が複数のリウマチ・膠原病の疾患抵抗
性に関連
¾DRB1*09:01がMPO-ANCA陽性血管炎の疾患感受性
に関連

¾構成：教員 3、研究員 2、大学院生4（博士3、修
士1）、医学類生1、医療科学類生2
¾学生指導：博士課程はもちろん、修士課程・学類
学生も、貢献度に応じて、積極的に論文の筆頭著
者、学会発表（国外、国内）の筆頭演者として、
多数の研究成果を発表しています。
¾学生受賞：
博士課程：医学優秀論文賞(2010）
修士課程：研究科長賞(2010)、優秀論文賞
(2015)、優秀発表賞(2018)
医療科学類：学長表彰、校友会賞、日本リウマチ
学会ベーシックリサーチカンファレンス優秀演
題賞(2018)

¾研究室で学べること：ヒトゲノムシークエンス、
遺伝統計解析、疾患関連遺伝子の実験的機能解析、
インフォマティクス解析、リウマチ・膠原病・臨
床免疫学に関する知識

これらの現象の分子機構の解明をめざし、HLA領
域の次世代シークエンス解析や分子機能の解析を
進めています。

医学系学系棟332,372, 374

研究室の目標、特徴

最近の研究成果から

研究室情報

研究内容

【膠原病における間質性肺疾患合併関連遺伝子】
¾間質性肺疾患(ILD)は各種膠原病に合併し、予後
に重大な影響を与える重要な病態です。

¾当研究室は国際共同研究
により、関節リウマチに
おけるILDの合併と
MUC5B遺伝子バリアン
トとの関連を見出しまし
た(Juge et al., N Engl J 
Med 2018)

¾また、ANCA関連血管炎
(AAV)におけるILDと
MUC5Bとの関連も見出
しました(Namba et al., 
Ann Rheum Dis 2019)。

Molecular  and Genetic Epidemiology Laboratory
分子遺伝疫学研究室

ヒトゲノム解析により難治性免疫疾患の解明を目指す





Infection results from the interaction of pathogens with host cells. Our laboratory
studies the pathogen adaptive mechanisms to better understand the infection process.

Contact Kazuya Morikawa: morikawa.kazuya.ga@u.tsukuba.ac.jp
Masatoshi Miyakoshi: mmiyakoshi@md.tsukuba.ac.jp

��
	��
	��������

Adaptation mechanisms of pathogenic bacteria

Competence 
development

Stochastic gene expression
SigH

expression 
detected 
2267 
genes

no expression
130 genes

in MGE
87

43

Bet-hedging strategy?

Others

Phospholipid dynamics

• Staphylococcus aureus:

Phenotypic change

Nucleoid dynamics 

MrgA

• Salmonella and E. coli: Regulatory RNAs encoded in the 3’ end of bacterial mRNAs

mailto:morikawa.kazuya.ga@u.tsukuba.ac.jp
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３．妊娠高血圧の新生仔：
短寿命とサイズの回復に挑む

妊娠高血圧症は全妊婦の約１割が発症し、重篤の場合には母子と
もに死に至る危険な病気ですが、現在も有効な治療法はありませ
ん。私たちは「妊娠高血圧症モデルマウス」を開発しました。こ
のマウスからの新生仔は小さく短寿命ですがその仕組みは不明で
す。妊娠高血圧マウスの母体・新生仔の解析を通して健全な妊
娠・出産に向けた少子化時代の医療に貢献したいと考えています。

分子生物学グループ（深水研究室）
１. 寿命の仕組み：メチル化反応から紐解く

DNA ProteinRNA
Lys ArgCpG

His

rRNA

tRNA

mRNA

ncRNA

-CH3 -CH3 -CH3 

Mol. Cell (2008) Cell Metab. (2011)

PNAS (2011) J. Cell Sci. (2016)

Science Adv. (2015)

２. 寿命調節：分子メカニズムを解き明かす
私たちはストレス耐性や寿命の延長に寄与する転写因子FOXO1に
ついて、ヒト培養細胞やモデル生物「線虫」を用いた研究を行っ
ています。また栄養や代謝が寿命調節と密接に関わることから、
その分子メカニズムの解明に向け、遺伝学や生化学的手法を駆使
した研究に取り組んでいます。

転写因子FOXO1の多重修飾制御

栄養シグナルと寿命・老化のメカニズム

Nature Commun. (2018)

iScience (2018)
Mol. Cell Biol. 

(2016, 2017) Nature Neurosci.
(2017)

J. Biol. Chem.
(2016, 2019)

妊娠
高血圧

正常
妊娠

子宮内
発育遅延
(サイズ減少)
・

短寿命

新生仔 血圧降下薬

ホルモン受容体の
阻害剤

改善せず

サイズ改善
７割が生存

新生仔の
短寿命と
サイズ
回復の
メカニズ
ム解明へ

妊娠高血圧症モデルマウス

妊娠高血圧マウス

生命の基本原理であるセントラルドグマは、DNA、RNA、タンパク質から構成されますが、このいずれにも
メチル基 (-CH3) という最も小さな修飾基が付加され、その性質や機能が複雑に調節されていることが知られ
ています。私たちはLC-MS/MSなどの最先端の分析機器を駆使して、生命現象を“メチル化反応”という視点
から紐解きたいと考えています。

深
水
研
QR

深水研HP: http://akif2.tara.tsukuba.ac.jp/



⾎管マトリクス⽣物学

柳沢プロジェクト
H. Yanagisawa project

http://saggymouse.tara.tsukuba.ac.jp

私たちの体を構成する細胞は、 細胞外環境（細胞外マトリクス、マ
トリクス分解酵素、機械的応⼒や低酸素）に応答して、細胞⾻格や
機能を変化させ、新たな転写を誘導して恒常性を保ちます。⾎管系
を中⼼に、細胞と細胞外環境との相互作⽤から⽣命現象を捉えます。
⽼化マトリクスによる幹細胞の機能変化や、マトリクス⽋損疾患の
病態などを研究しています。 連絡先: hkyanagisawa@tara.tsukuba.ac.jp (柳沢）

Cytosol

ER

Golgi

Lysosome

Mitochondria

Nucleus

Plasma 
membrane

Cell is surrounded by 
extracellular matrix (ECM)

CTRL Fbln5KO SMKO
CTRL SMKO

Morphological analysis
Characterize the pathological change(s) in mouse and human aortic aneurysms 

Huang et al. Sci, Transl Med, 2013, Yamashiro et al. Sci. Signal., 2015

Live imaging & Nano technology
Collaboration with Dr. Miyamoto (Tsukuba University) 

DNA origami
(tension adjustable module)

Matrix mechanotrasduction Project

Static Stretch

Blood vessels are constantly exposed to the mechanical stress caused by cyclic pumping of the heart. The
extracellular matrix (ECM) is fundamental to cellular and tissue structural integrity and mechanical cues
that influence diverse biological functions. However, how vascular cells (ECs, SMCs, and fibroblasts) sense
the stress and convert to biochemical signals and how ECM modulates these processes are largely
unknown. We generate mouse models of cardiovascular diseases such as aortic aneurysms and age-related
stiff vessels and try to elucidate the molecular mechanism of mechanotransduction by using cutting-edge
techniques in genetic engineering and cellular & molecular biology. We intensively collaborate with
laboratories of bioengineering, label-free imaging, and biomaterials.

Elucidating the molecular mechanism of mechanotransduction in the blood vessels and its application to vascular diseases 

Our questions??
Ø How does the alteration of ECM affect integrity of the aortic wall?
Ø What is molecular signature(s) underlying aortic aneurysm formation and/or rupture?
Ø How do cells sense the mechanical stress and convert to biochemical signals?
Ø How can we control cell behavior and develop therapeutic techniques for vascular diseases?
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Shear stress
(Cross section of aorta)

Endothelial cells
(ECs)

Smooth muscle cells
(SMCs)

Elastic lamina (EL)

Fibroblasts

XOR-AND gate (half-adder)

A B C D
0 0 0 0
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 1

Input Output

Gene circuit for single cell half-adder

Auslander et al. Nature. 2012.

Thrombospondin-1 (Thbs1) 
Thbs1 is a potential therapeutic target for thoracic aortic aneurysms

Yamashiro et al. Circ. Res., 2018

CTRL SMKO SMKO;Thbs1-/-

Secretome analysis by Nano LC-ESI-MS/MS

uniaxial cyclic stretch machine

Conditioned medium 

Cells

RNA-seq, Imaging analysis

Collaboration with Dr. Ohtsuki (Kumamoto University)

Specimen cell

AFM cantilever

LaserPhotodetector

Stiffness mapSurface topography

Collaboration with Dr. Nagayama (Ibaraki University)

Measuring mechanical properties of a 
cell by atomic force microscope (AFM)

Collaboration with Dr.Hiramatsu (University of Tsukuba)

WT Fbln5 KO SMKO

Label-free Raman Imaging Project

Collaboration with Dr. Katja (Eberhard-Karls-Universität Tübingen Germany), Dr. Ando (Waseda University), Dr. Kano (University of Tsukuba)

Aims of this project:  
1) To apply label-free Raman imaging to examine mouse aortic tissues
2) To identify molecular signatures of the aortas with defective ECM and to compare with 

wild-type aortas by Raman microspectroscopy
We also utilize statistical methods to analyze the data such as VCA (vector component 
analysis), PCA (principle component analysis), and MCR-ALS (multivariate curve resolution 
alternating least square).

VCA for label-free Raman imaging

PCA comparing WT, Fbln5 KO, and SMKO 

Aims of this project:  
1) To elucidate the molecular mechanism of mechanotransduction in the vessel wall, we analyze secreted 

protein profiles, RNA expression, intracellular signaling and cellular mechanical properties in response to 
mechanical stretch. 

2) To establish a therapeutic strategy for vascular diseases caused by abnormal mechanotransduction, we 
find a way to alter cellular mechanics and control cell behavior by using nanotechnology.

mailto:hkyanagisawa@tara.tsukuba.ac.jp


国際統合睡眠医科学研究機構（IIIS） 柳沢・船戸研究室

• ランダムに突然変異を生じたマウスの睡眠を調べ、睡眠異常マウスの家系を
樹立し、その原因遺伝子変異を同定することによって、SIK3とNALCNという
新規の睡眠制御分子を見出しました。

• 同定された分子の解析を含め睡眠制御の全容解明を目指し、日夜実験に取
り組んでいます。研究室では、遺伝学や脳波計測だけでなく、行動学、生化
学、生理学、薬理学などの幅広いアプローチで睡眠を巡るミステリーに挑ん
でいます。

• 基礎研究から臨床へ応用できる研究にも力を注いでおり、疾患モデルマウス
の作製やオレキシン受容体に作用する低分子量アゴニストの開発も進行し
ています。

さらに詳しい情報は→

研究概要

睡眠異常スクリーニングにより発見した眠気を制御するキナーゼ
SIK3とレム睡眠を制御するイオンチャネルNALCN

研究室見学は随時受け付けています



Viral vector technology
Genetically modified viral vectors allow visualization, 
tracing and manipulation of specific neural circuits. Our lab 
pursues the production and brain delivery of viral vectors.

Virus production in cultured cells

Virus delivery to the mouse brain 
by stereotaxic injection

Scientific Interests 研究内容
• Understanding the control of sleep and wake by motivation モチベーションによる睡眠覚醒制御の理解
• Sleep circuits as potential therapeutic targets for insomnia 不眠症治療薬開発に向けた睡眠回路解析
• Link between REM sleep loss and the desire for junk food レム睡眠不足とジャンクフードへの欲求の関係
• Sleep function and mechanisms using short-sleeping mice 短眠マウスから探る睡眠の機能とメカニズム

WPI-IIIS Lazarus/Oishi Lab
Analysis of sleep function and control mechanisms
ララザザルルスス・・大大石石研研 睡睡眠眠のの機機能能とと制制御御機機構構のの統統合合的的解解析析

Electroencephalogram (EEG) is monitored 
by screws implanted over the brain. 
Electromyogram (EMG) is monitored by 
wires placed into the neck muscles. 

Sleep recording in mice

IR video-camera

EEG/EMG 
amplifier

Central hole for
infusion tubing
or optical fiber

Locomotor sensor

Slip ring

Water
supply

Free-moving
mouseRemote control of neurons

Sleep analysis

Endomicroscope

Wakefulness (W)Rapid eye 
movement (REM)

Optobiology

Slow-wave
sleep (SWS)

In-vivo brain imaging

Air-conditioned, soundproof 
sleep monitoring chambers

Molecular design example of Caged-A2A PAM. The 
caging group is released by light irradiation, and the 

active drug is released.

Light   Dark

New method to produce REM sleep loss in mice 

Function of REM sleep
Human sleep profile

Tokyo sleep time

REM sleep loss

Mutant C. elegans ivermectin (IVM)-gated chloride channel

IVM-gated Cl channel prevents the firing of action 
potentials by cell membrane hyperpolarization.

IVM

L-glutamate

McEown K., et al., eLife, 2016

Molecular design example of Caged-A2A PAM. The 
caging group is released by light irradiation, and the 

active drug is released.
WPI-IIIS Lazarus/Oishi Lab

Cell pellet

Freeze/thaw x3

Benzonase treatment

Cell lysate

Molecular design example of Caged-A2A PAM. The caging 
group is released by light irradiation, and the active drug 

is released.

Sleep gating by motivation

Optogenetic stimulation of NAc neurons induces sleep

Oishi Y., et al., 
Nat Commun, 2017

NAc neurons as potential therapeutic target for insomnia

Genetic modulation of nucleus accumbens (NAc) neurons

A2AR

pAWPRE

WPREChR2- or 
DREADD-mCherry

loxP lox2272

FLEX 
systemClozapine N-oxide (CNO)

• ChR2: Blue light opens a pore in the ChR2 protein resulting in the flow of ions down their 
electrochemical gradient.

• DREADD (designer receptors exclusively activated by designer drugs): Mutant muscarinic human 
M3Gq or M4Gi protein-coupled receptors that are responsive to CNO but not acetylcholine.

Blue light
Adeno-associated virus (AAV)

Short-sleeping mouse
短短眠眠ママウウススのの発発見見・・解解析析

Takata Y., et al., 
J Neurosci, 2018

睡眠
DTA: Diphtheria 
toxin fragment A

レレムム睡睡眠眠のの機機能能モモチチベベーーシショョンンにによよるる睡睡眠眠制制御御

Sleep function? Sleep mechanism?

ママウウススのの睡睡眠眠測測定定ウウイイルルススベベククタターー

EF1𝛂𝛂 or 
hSyn

EF1𝛂𝛂 or 
hSyn pA

cAMP

Allosteric 
Modulator

N

NN

N

NH2

O

OH

HO

OH

Adenosine

A2AR

CHO: Chinese hamster ovary cells

In the absence of free cAMP In the presence of free cAMP 

A2AR bioassay

Source: PerkinElmer Korkutata M., et al., Neuropharmacology, 2019



世界トップレベル研究拠点プログラム・国際統合睡眠医科学研究機構（WPI-IIIS）

林研究室（脳機能発達学）

・2018 日本学術振興会特別研究員（DC2）に採択
・2017 日本学術振興会特別研究員（DC1）に採択
・2017 日本神経科学学会にて研究成果を記者会見で発表
・2017 国際学会Tsukuba Global Science Week 2017 にて

Outstanding Speaker Awardを受賞
・2016 日本分子生物学会にて若手優秀発表賞を受賞

大学院生は熟練したスタッフや先輩の指導を受けながら、一人一人が独立した研究テーマに取り
組んでいます。大学院生自身の独創的なアイディアや鋭い観察が元となり、大きな研究成果へと
発展したケースも多くあります。また、海外からの留学生も多く、私たちが目指すグローバルに
活躍できる人材の育成に 適な環境です。

大学院生の 近の活躍の例

ご興味のある方は、林悠までお気軽にご連絡ください！
お問い合わせ先：hayashi.yu.fp@u.tsukuba.ac.jp / 睡眠医科学研究棟 2階 203

プロジェクト１：なぜ夢を見るのか？マウスを用いたレム睡眠の役割の解明

研究室の様子

睡眠の役割は、生物学上の大きな謎です。私たちは、睡眠にどのような有用な作用があるかを
解明し、全く新しい神経疾患の治療法の開発へとつなげることを目指しています。そのために、
マウスと線虫を用いた 新の神経科学・分子生物学的アプローチをとっています。

プロジェクト２：動物種普遍的な睡眠の意義は？線虫を用いた睡眠の役割の解明

レム睡眠は「夢をみる睡眠」です。レム睡眠は謎だらけの現象ですが、次の点から注目しています。
・ヒトを含む一部の脊椎動物にしかみられないことから、高次な脳機能に関わる可能性がある。
・若いときほど多いことから、脳の発達や老化や関連する疾患・障害に関わる可能性がある。

覚醒
レム睡眠

ノンレム睡眠
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レム睡眠は加齢とともに減少幼少期：豊富なレム
睡眠が脳発達に関与？

高齢期：レム睡眠の減少が
脳の老化に関与？

レム睡眠を増やすこと
で発達障害を改善？

レム睡眠を増やすこと
で認知症を改善？

睡眠の役割を分子レベルで明らかにするために、線虫を用いて研究しています。
私たちはこのシンプルな動物の睡眠が、哺乳類の睡眠と進化的に保存されたもの
であることの証拠を得ることに成功しました。現在、あまり寝ないことを苦に
感じないいわゆる「short-sleeper」の原因遺伝子の線虫での解明を目指しています。

私たちのレム睡眠遮断マウスは、一昨年科学誌 Scienceに掲載されました!
この独自のマウスで、君のアイディアでレム睡眠の脳発達や疾患における
役割を解明しよう！

そこで私たちは、レム睡眠の役割を解明するために、
世界に先駆けて、レム睡眠の切り替えを司る細胞を発見し、
レム睡眠を増加または遮断できるマウスを開発しました。

研究室見学をご希望の方はポスターにお越し下さい



長瀬・沓村研究室（創薬化学）
国際統合睡眠医科学研究機構 （WPI-IIIS)

当研究室は、創薬を見据えた研究室です。一重に創薬と言っても、病気の本質が分からなけ
れば、薬の創製は出来ません。「何を到達目標とし、何を知るために、何をすべきか」。脳科学
を題材として、みんなで様々な事を議論をしてみませんか。分からない事だらけと心配になるあ
なた、当研究室はそんなあなたを歓迎します。

ヒトが長期間不快な感覚刺激やストレスにさらされる時、脳が正常に機能し難くなることは、ごく
自然に理解出来る事である。しかしながら、その正常ではない脳機能が、一体「どこで、どのよう
に、どうやって起こり得るのか」、全貌は未だミステリーである。当研究室では、ストレスや慢性的
な痛み、痒みを題材とし、これらによって引き起こされる睡眠や情動、感覚障害がどの様に起こり
得るのかを脳の神経回路と可塑性をキーワードに研究を展開する。そこで得られた知見が、病
気の本質を解明する一歩に繋がると共に、新たな創薬研究のシーズとして社会還元と貢献に繋
がることを期待している。

連絡先：沓村 憲樹 教授 E-mail: kutsumura.noriki.gn@u.Tsukuba.ac.jp HP: http://nagase.wpi-iiis.tsukuba.ac.jp/

“睡眠・情動機能障害の病態に迫る神経科学研究
と創薬シーズの探索を目指して”

～ストレスや持続的な感覚刺激は、脳に何をもたらすのか～

連動性
解析

連動性
解析

C. 情動・感覚 (動物行動学)
・オプトジェネティクス ・薬理遺伝学

B. 睡眠 (脳波解析)

連
動

mailto:kutsumura.noriki.gn@u.Tsukuba.ac.jp
http://nagase.wpi-iiis.tsukuba.ac.jp/
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睡眠欲

生存欲求
怖いとなぜ体温が下がるの？

オーガズムとは？

Z Z Z ...

眠気とは？

• 組織化学的手法
• In vivo イメージング
• 脳波測定
脳内表現の可視化 脳内表現の操作

• オプトジェネティクス
• ケモジェネティクス

���
国際統合睡眠医科学研究機構
櫻井勝康
sakurai.katsuyasu.gm@u.tsukuba.ac.jp
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Kumar et al., Neuron, in revision
Purple et al, Sci Rep, 2017
Fujinaka et al., Mol Brain, 2016
Arruda-Calvalho et al, J. Neurosci, 2014
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感染生物学・分子ウイルス学研究室 
(医学学群棟4A322室　TEL: 029-853-3942　HP: 筑波大・感染生物学で検索) 

主な研究テーマ 

研究・実験の好きな人 
待ってます! 

 
永田恭介特別研究室 

knagata@md.tsukuba.ac.jp 

奥脇　暢　（クロマチン） 
mokuwaki@md.tsukuba.ac.jp 
齋藤 祥子　（発がん機構） 
ssaito@md.tsukuba.ac.jp 
加藤　広介　（クロマチン） 
kkato@md.tsukuba.ac.jp 
川口 敦史　（ウイルス） 
ats-kawaguchi@md.tsukuba.ac.jp 

２)発がん機構の解明と制御 

白血病で見られる変異型の核膜孔遺伝
子SET-Nup214を発現させたマウス
(Tgマウス）の解析 

1.クロマチン構造変換因子TAFの機能解析 

2.核小体形成機構の解析 

3.精子クロマチンの凝縮・脱凝縮機構の解明�

TAF-Iによる核内クロマチン構造の大規模変換 

TAF-I KOマウスの
胚性致死表現型 

核小体3層構造によるリボソーム生合成の制御�

マウス精子 脱凝縮したマウス精子核 

アデノウイルスゲノム制御因子TAFが
精子核クロマチンの制御にかかわる
可能性について検討しています。�

間期 分裂期 

細胞周期依存的
な核小体の崩壊
と再形成 

ウイルス抽出液 細胞抽出液 

宿主因子 

鋳型鎖 
ウイルス 
ポリメラーゼ 

合成鎖�

week 
核� 核膜孔 

核外輸送 

核内輸送 

細胞質 

(x104/µL)�

Control 

Tgマウス 

RNAやタンパク質の核―細胞質間の移動（下 
図）は輸送因子や核膜孔によって厳密にコン 
トロールされており、輸送の破綻は様々な疾 
患を引き起こすと考えられています。私達の 
研究室では、核内外輸送に関わっている核膜 
孔タンパク質とがん化の関係について研究を 
進めています。 

当研究室では、ウイルス感染による病原性発現の分子機構の解明を目指し、ウイルス増殖
機構と宿主の生体防御機構について研究を進めています。並行して、ウイルス研究から派
生した研究として、クロマチン構造制御機構や細胞のがん化機構の解析も行っています。 

１)ウイルス増殖機構の解明 

ウイルスは感染した宿主細胞の中でのみ増殖する感染体であり、ウイルスの細胞表
層への結合から子孫ウイルス粒子の放出にいたるまでの過程では、数多くの宿主細
胞の生理機能と宿主細胞由来の遺伝子産物（以下、宿主因子）がウイルスによって
ハイジャックされています。一方、宿主細胞は生体防御系を含む、生理機能の緊急
応答を発動し、生命プロセスを維持しようとします。従って、ウイルスによる宿主
因子の強奪と感染に応答した生理機能との競合によって、ウイルスの種特異性や病
原性は規定されています。私達の研究室では、このようなウイルス増殖に必要な宿
主因子を試験管内再構成系や、酵母を用いたスクリーニング系などを用いて同定し
その機能解析を行っています。また、得られた成果をもとに、抗ウイルス薬の探索
も展開しています。 

３)クロマチン・核構造制御機構の解明 

私たちはこれまでに、アデノウイルスクロマチン構造変換因子TAF-I, II, IIIを同定し、
アデノウイルスの増殖機構を解析するとともに、同定した宿主因子の機能解析を進め
てきました。アデノウイルスやヘルペスウイルスの感染・増殖の分子機構に関する研
究に加え、これらの宿主因子が関わる発生•分化•老化など高次生命現象の制御機構の
解明を目指しています。 

Tgマウスでは血球分化の抑制が起こり、上の
図のように赤血球数の減少が見られました。
分化抑制のメカニズムを分子レベルで明らか
にしたいと考えています。 



Living cells are under constant attack by various environmental 
and cellular agents that induce breakage of both DNA and RNA. If 
not repaired, this type of genomic damage can lead to changes in 
gene expression, mutation, or even cell death. While elaborate 
DNA repair pathways are understood in reasonable detail, our 
knowledge of how damage to RNA molecules is recognized and 
repaired remains very limited. One of the few facts that have been 
established is that RNA ligase - an enzyme that recognizes breaks 
in an RNA chain and joins the two ends together - is a key 
component of this repair process. 

Gene Expression in Protozoan Parasites

分子寄生虫学 
Laboratory of  Molecular Parasitology &  
RNA Modification and Repair 
Department of Infection Biology 

Lab Members:  Anna Ignatochkina,  Yancheng Liu, Truong Tat Dang, Milyadi 
Sugijanto, Moe Goto and Kiong Ho

本研究室では、マラリア、アフリア睡眠病などを引き起こす寄生虫の遺伝子
発現メカニズムを研究してます。特に転写中に起きるmRNAキャッピングは
寄生虫とヒトとでは異なってるため、これを標的とした新薬の開発を目指し、
RNA Modification ・Processing がどのように遺伝子発現をコントロー
ルしているか検討しています。

We are studying Trypanosoma brucei, caustic agent for African 
sleeping sickness, as a model system to understand mRNA 
processing in protozoan parasites. In particular, we are interested 
in the mechanism of mRNA cap formation, the earliest pre-mRNA 
modification event required for mRNA stability and efficient 
translation. The mRNAs of kinetoplastid protozoa contain the 
unique hypermodified "cap 4" structure, which is derived from 
the standard m7GpppN cap by co-transcriptional methylation of 
seven sites within the first four nucleosides of the spliced leader 
RNA.  

RNAを繋げる重要な酵素、RNAライゲーズの構造を明らかにし、RNAラ
イゲーズがどのように損傷を受けたRNAを認識し修復するメカニズムを調
べています。遺伝学的にはライゲーズが細胞の中でどのようなRNAを修復
さしているかを検討しています。

RNA Modification and Repair

nCE-PTP

cCE-PTP

Aim	of	this	project	is	to	define	the	role	of	RNA	ligase	thereby	elucidate	the	
mechanism	of	RNA	repair	events.		

•Define	how	RNA	ligases	recognize	breaks	in	RNA	molecules.	
•Determine	what	are	the	structural	features	of	RNA	that	account	for	
nucleic	acid	recognition	by	the	ligase.	
•Identify	and	characterize	the	physiological	targets	of	RNA	ligases.		

Chemical	Biology	and	Pharmacology	
(�����:	
-	High	Throughput	Inhibitor	Screening

Genome	Wide	Analysis	
(
������������	
-	Next	Generation	RNA	Sequencing	

Structural	Biology		
(	����):	
-	Protein	Crystallization	
-	X-ray	Structure	Determination

Nucleic	Acid	Biochemistry		
(�����):	
-	Tandem	Affinity	Protein	Purification	
-	Enzyme	Kinetics

Molecular	Parasitology�
����������:	�
-	Parasite	Culture	
-	Reverse	Genetics	using	RNAi	
interference

Aim	of	this	project	is	to	elucidate	how	gene	expression	are	regulated	by	
mRNA	capping	and	recapping	.	

•Identify	and	characterize	the	physiological	targets	for	recapping.			
•How	capping	and	recapping	is	regulated	during	parasite	develpment.	
•Determine	the	structural	mRNA	Recapping	Enzyme.

Recent	Publica@ons:	

• Yoshinari	S,	Liu	Y,	Gollnick	PG	and	Ho	CK.	(2017)	Cleavage	of	3’-terminal	adenosine	by	archaeal	ATP-dependent	RNA	ligase.	Scien&fic	Reports	7:11662.	
• 	Gu	H,	Yoshinari	S,	Ghosh	R,	Murakami	KS,	Ignatochkina	AV,	Gollnick	P	and	Ho	CK.	(2016)	Structural	and	Muta[onal	Analysis	of	Archaeal	ATP-dependent	
RNA	ligase	Iden[fies	Amino	Acid	Required	for	RNA	Binding	and	Catalysis.	Nucleic	Acid	Res.	44:	2337	-	2347.	
• 	Smith	P,	Ho	CK,	Takagi	Y,	Djaballah	H,	and	Shuman	S.	(2016)	Nanomolar	Inhibitors	of	Trypanosoma	brucei	RNA	Triphosphatase.	mBIO	7:	e000058-16	
• 	Ignatochkina	AV,	Takagi	Y,	Liu	Y,	Nagata	K,	and	Ho	CK.	(2015)	The	Messenger	RNA	Decapping	and	Recapping	Pathway	in	Trypanosoma.	Proc.	Natl.	Acad.	Sci.	
USA

Kiong Ho



フロンティア医科学専攻発生遺伝学研究室
（生命環境科学研究科 生物科学専攻／ヒューマンバイオロジー学位プログラム／

ヒューマニクス学位プログラム 兼担）

研究代表者：丹羽 隆介 niwa.ryusuke.fw@u.tsukuba.ac.jp

多臓器間の相互作用による
幹細胞・栄養代謝・発生タイミングの

調節メカニズムの研究
動物の恒常性（ホメオスタシス）

や変容（トランジスタシス）は、個
体内外の環境の変化に適切に対応し
て巧妙に調節されています。こうし
たプロセスは、神経やホルモンを介
して、個体の様々な臓器の間の情報
交信によって制御されていることが
近年解明されてきています。
我々は、ショウジョウバエを主材

料に、こうした多臓器間の相互作用
を研究しています。現在は、生殖幹
細胞の増殖、栄養摂取に伴う生体応
答、そして発生タイミングの調節と
の関連に特に関心を持っています。
ラボ構成員：計15名（2019年6月現在）
教授１名・秘書１名・技術補佐員 1名・
博士後期課程大学院生４名・
博士前期課程大学院生４名・学類生 ５名

詳しい情報はウェブページをご覧ください。
https://sites.google.com/view/niwa-lab-tsukuba

個体内外の
環境の変化

発生
栄養代謝
幹細胞

内分泌系

末梢の臓器

中枢神経系

ショウジョウバエ３齢幼虫の組織染色
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生存ダイナミクス研究センター（TARA）
生理遺伝学プロジェクト
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神経生理学グループ
'HSDUWPHQW� RI� 1HXURSK\VLRORJ\

連絡先

小金澤禎史
（email: t-kogane@md.tsukuba.ac.jp、tel: 029-853-3499）

概要

脳による血液循環および呼吸運動の微細なコントロールは生体の恒常性維持にとって重要な役割を果たしています。それゆえ、これ
らのシステムが正常に働かない場合には、重大な疾患をもたらすことになります。しかしながらその実態については、未だに多くが
不明なままです。当研究室では、そのブラックボックスを明らかにするために、げっ歯類の in vivo 標本および in situ 標本（経血管灌
流標本）を用いて、主に電気生理学的手法を用いた循環調節中枢および呼吸中枢の詳細な解析を行っています。
現在、特に、①循環調節中枢の化学受容性についての解析、②呼吸－循環連関についての解析、③それらの
破綻によってもたらされる疾患の解析を行っています。

脳による血液循環調節メカニズム 脳による呼吸調節メカニズム

脳による血液循環の微細なコントロールは生体の恒常性維持に
とって重要な役割を果たしています。それゆえ、このシステム
が正常に働かない場合には、重大な循環系疾患をもたらすこと
になります。しかしながら、その実態については、未だに多く
のブラックボックスが存在しています。当研究室では、そのブ
ラックボックスを明らかにするために、ラットまたはマウスの
in vivo 標本および in situ 標本（経血管灌流標本）を用いて、
主に電気生理学的手法を用いた循環調節中枢の詳細な解析を
行っています。現在、特に、循環調節中枢ニューロンの化学受
容性についての解析およびその破綻と循環系疾患の関連性の解
析を行っています。

呼吸運動の精密な制御は生体の恒常性維持にとって重要な役割
を果たしています。当研究室では、ラットまたはマウスの in 
vivo 標本および in situ 標本（経血管灌流標本）を用いて、主
に電気生理学的手法を用いた呼吸中枢の詳細な解析を行ってい
ます。現在、特に、呼吸中枢による循環中枢への制御機構（呼
吸‐循環連関）についての解析およびその破綻によりもたらさ
れる疾患の解析を行っています。

'U�� .RJDQH]DZD

脳による循環・呼吸調節機構の解明

ます。

%XEEOH� WUDS

(&*

SHULVWDOWLF� SXPS
ZDUPHU

SHUIXVLRQ
SUHVVXUH

���2����&2�

SHUIXVDWH

In situ arterially perfused preparation



	

環境微生物学（ウイルス学）研究室 
(医学学系棟4G270室　TEL: 029-853-3472　HP: 筑波大・環境微生物学で検索)  

 
　

2）ウイルス様中空粒子を用いたワクチンの開発 

　 　 

1）組換えウイルスを用いた研究 

3）E型肝炎ウイルスの研究 

主な研究テーマ 

4）最近の仕事 
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SpyCatcher-SpyTag
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エネルギー代謝の制御機構とその破綻の分子機序を解明し、
生活習慣病の病態解明と新規治療法の開発を目指した研究を展開しています。

代謝シグナルが投射されるゲノム領域の
同定と転写環境調節機構の解明

転写因子SREBP-1の新規制御機構 腸肝における栄養代謝調節

代謝産物を認識するセンサー分子による
新規エネルギー代謝制御システム

脂肪酸組成制御による生活習慣病治療
Programmable Biocomputing Devices

細胞内代謝情報に基づいて細胞機能を
自在にコントロールする手法の開発

内分泌代謝・糖尿病内科学
HP:  http://www.u-tsukuba-endocrinology.jp/

連絡先：島野 仁（教授） hshimano@md.tsukuba.ac.jp
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COOH

NH2

G protein

Extracellular

Intracellular

Membrane

N-terminal

3rd loop

2nd loop

1st loop

ACh

臨床免疫学研究室
（膠原病リウマチアレルギー内科学）

上記以外にも進行中のプロジェクトが多数あります。興味のある方、さらに詳しく知りたい方は是非見学にいらして下さい。

関節リウマチ

関節リウマチ（rheumatoid arthritis; RA）は、多関節炎を主症
状とし、進行性に骨の破壊が進行する疾患です。サイトカインやT
細胞を標的とした生物学的製剤に加えて、近年細胞内のシグナ
ル伝達分子を標的とした低分子化合物が治療に用いられるよう
になり、劇的な効果をもたらしています。しかしながら、これらの薬
剤が無効である群も存在し、より根本の病因解明とそれに基づく
治療戦略の確立が求められています。

【RA患者における新規疾患関連分子と病因に関わるT細胞分画の発見】

シェーグレン症候群・IgG4関連疾患
シェーグレン症候群（Sjögren’s syndrome; SS）とIgG4関連疾
患（IgG4-related disease; IgG4-RD）は、ともに唾液腺炎、涙
腺炎を呈しますが、自己抗体のプロファイル、ステロイドへの治
療反応性は異なり、似て非なる疾患と考えられています。これら2
疾患を対比しながら解析することにより、疾患特異的な病因病態
の解明および新規治療標的の開発が期待されます。

全身性エリテマトーデス

全身性エリテマトーデス（systemic lupus erythematosus; 
SLE）は、全身の諸臓器に自己免疫性炎症を来す膠原病の代表
的疾患です。近年生物学的製剤や、新規免疫抑制薬が用いられ
るようになりましたが、治療抵抗例や再燃例も存在し、アンメット
ニーズが残されています。

健康医科学イノベーション棟6階
TEL: 029-853-2395

教室員の主な受賞歴（2017-2020年）

・当研究室では、関節リウマチ、シェーグレン症候群、IgG4関連疾患、全
身性エリテマトーデスなどの自己免疫疾患の病因・病態の解明と新規治
療戦略の開発を目指した研究を行っています。
・当研究室は臨床医学域に属しているため、患者さんの貴重な血液や病
変組織を用いた様々な解析を行うことができます。また患者さんの検体
で得られた知見をモデル動物で検証し、新規疾患関連分子や治療標的
の同定に繋げることができます。さらにモデル動物での知見が本当にヒ
ト疾患に当てはまるかどうかを再検証することも可能です。
・まとめると、我々の研究はベッドサイド（患者さん、臨床）とベンチ（モデ
ル動物、基礎研究）の双方向性のトランスレーショナル・リサーチです。

(Naito Y et al. Ann Rheum Dis, 2006)
(Nakamura Y et al. Ann Rheum Dis, 2008)

(Tsuboi H et al. Clin Exp Immunol, 2010)
(Tsuboi H et al. Mod Rheumatol, 2012)

(Iizuka M et al. J Autoimmunity, 2010)
(Iizuka M et al. Mod Rheumatol, 2013)
(Iizuka M et al. Mod Rheumatol, 2014)

(Asashima H et al. Arthritis Rheum, 2015)
(Tahara M et al. Clin Exp Immunol, 2017)

(Kudo H et al. Mod Rheumatol, 2019)

C57BL/6由来脾臓細胞移入 M3R KO由来脾臓細胞移入

M3R誘導性唾液腺炎

T細胞特異的RORγt
トランスジェニックマウス
が自然発症する唾液腺炎
(Iizuka M et al. J Immunol, 2015)

(Ono Y et al. Oral Dis, 2019)

(Iizuka M et al. Stem Cell Rep, 2017)

【2017年】
・日本リウマチ学会学会賞（松本）、奨励賞（坪井）
・EAGOR Young Investigator Award（川口、三木）
【2018年】
・人間総合科学研究科医学系専攻優秀論文賞（高橋）
・14th ISSS Travel Award（小野、高橋）
・日本臨床リウマチ学会学会誌優秀論文賞（坪井）
・日本シェーグレン症候群学会奨励賞（高橋）

Th1
T-bet

Th2
GATA-3

Th17
RORgt

Treg
Foxp3

IL-4

TGF-b+IL-6

TGF-b

IL-12
IFN-g

IL-4

IL-17

IL-10

Tnaive

APC
MHC

TCR

Th細胞の分化制御と転写因子

(Kondo Y et al. Arthritis Res Ther, 2015)
(Yokosawa M et al. Clin Exp Immunol, 2017)

(Kondo Y et al. Arthritis Rheum, 2017)
(Kaneko S et al. Mod Rheumatol, 2018)

教室員の構成
客員教授：1名 准教授：3名 講師：3名/病院講師：2名
助教：4名/病院助教：1名 医員：8名
大学院生 博士課程：6名/修士課程：2名 秘書：2名

RA患者単球における
TNFAIP9の高発現

RA患者血清中における
シトルリン化ITIH4の増加
（western blotting）

RA患者の末梢血中で、
自己抗体の「質」を制御する
T細胞サブセット（Tfh17細胞）
を検出（フローサイトメトリー）

(Takai C et al. Clin Exp Immunol, 2015)
(Kawaguchi H et al. Arthritis Res Ther, 2018)

(Ebe H et al. Clin Exp Immunol, 2018)
(Kawaguchi H et al. Mod Rheumatol, 2019)

(Kurata I et al. Ann Rheum Dis, 2019)

GPI誘導関節炎における
関節腫脹

野生型 TIARP欠損

【モデルマウスを用いた新規疾患関連分子とT細胞の病態機能解析】

TIARP（TNFAIP9のマウス
ホモログ）欠損マウスでは、
血清移入関節炎が増悪

GPI誘導関節炎
で増加するTfh細胞
（鼠経リンパ節の
多重蛍光免疫染色）

(Iwanami K et al. Arthritis Rheum, 2008)
(Matsumoto I et al. Arthritis Res Ther, 2008)

(Inoue A et al. Arthritis Rheum, 2012)
(Tanaka Y et al. Clin Exp Immunol, 2014)

(Inoue A et al. Sci Rep, 2018)

【RA、モデルマウスの病態形成における転写因子によるT細胞分化制御】

骨

骨

Th17

IL-10

制御性T細胞
（Treg）

naïve
CD4+ T細胞

抗原呈示
細胞

Chemotaxis
via CCR6-CCL20 axis

autoimmune
arthritis

joint

CCR6

CCR6

RORgt
Foxp3

CD25

RORgt

IL-6
TGF-b

Th1

T-bet

RORgt

T-bet

IFNg

IL-17

IL-12

IL-6 ?

Foxp3

Tr17

転写因子T-bet、RORgtは、CD4+T細胞の分化および機能を制御し、
関節炎の発症に関与

【2019年】
・日本内科学会奨励賞（川口）
・JCR ICW Excellent Abstract Award（藏田）
・フロンティア医科学専攻優秀発表賞（工藤）
・Tadamitsu Kishimoto International Travel Award
（古山、小野、安部）
【2020年】
・人間総合科学研究科医学系専攻最優秀論文賞（藏田）
・JCR ICW Excellent Abstract Award（安部）

【SS患者におけるM3Rに対する自己免疫応答と新規モデルマウスの開発】

PHANo 
stim. M3R

Figure 1

M3R reactive Th17 positive
pSS8 

HLA DRB1 09:01/15:01

M3R reactive Th17 negative
pSS2

HLA DRB1 04:03/15:02

PHAM3RNo 
stim.

APLAR

Figure1: Representative photomicrographs of IL-17 ELISpot assay. 
Significantly increased spots compared with non-stimulation were detected 
after incubating with selected M3R peptides mixture in M3R reactive Th17 
cells positive patient (pSS8: lower row), whereas no spots were detected in 
those negative pSS patient (pSS2: upper row). PHA; positive control

SS患者の末梢血中で抗M3R抗体、
M3R反応性Th1、Th17細胞を検出

CD4
B220
DAPI

【IgG4-RDとSSの遺伝子発現比較】

HC
（N=3）

SS
（N=5）

IgG4-RD
（N=5） IgG4-RDの遺伝子発現は、

SS、HCと異なっていた
→IgG4-RDで発現増加した
分子としてCCL18を同定

DNA microarray

(Tsuboi H et al. Arthritis Res Ther, 2012)
(Tsuboi H et al. Arthritis Rheum, 2014)

(Takahashi H et al. Clin Exp Immunol, 2017)
(Tsuboi H et al. Mod Rheumatol, 2019)
(Tsuboi H et al. Mod Rheumatol, 2020)

LATY136F ノックインマウス

Control-Ig Anti-CCL8 Ab

抗CCL8（CCL18のマウス
ホモログ）中和抗体は、LAT
マウスの唾液腺炎を改善

【SS患者由来T-iPS細胞を応用した疾患制御】

【IgG4-RD疾患類似マウス】
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【SLEモデルマウスを用いた病原性T細胞の解析】

Toll like receptor 7（TLR7）アゴ
ニスト（imiquimod）により誘導さ
れるSLEモデルマウスにおいて、
近年SLE患者末梢血で同定さ
れた新規T細胞サブセットであ
るTh10に類似したT細胞を検出

M3R反応性
Th1細胞株

T-iPS細胞 CD34+
造血幹細胞

T-iPS-
樹状細胞（DC）

SS患者
末梢血単核球

M3R刺激後
M3R反応性
Th1細胞 Cloneを樹立

iPS細胞を樹立

iPS細胞コロニー

T-iPS-Sacを形成

CD34+細胞

T-iPS-Sac

100 μm

50 μm100μm

100μm

iPS-DCへ分化

SS患者由来T-iPS細胞から
の樹状細胞の分化誘導

分泌に重要な役割を果たすM3ムスカリ
ン作働性アセチルコリン受容体（M3R）



皆さんをお待ちしています！連絡先：石川 e-ishikawa@md.tsukuba.ac.jp

https://neurosurgery-tsukuba.com
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研究テーマ一覧

１） 薬物代謝酵素や輸送タンパク等の遺伝子多型解析および薬物相互作用に関する研究

z腎移植患者における免疫抑制薬投与法の薬物代謝酵素遺伝子多型解析による個別適正化
z抗不整脈薬の効果におよぼすCYP2D6 遺伝子多型および心筋Naチャネル関連遺伝子変異の影響
zチロシンキナーゼ阻害薬の薬物相互作用および副作用に関する研究

２） その他

z薬物速度論に基づく漢方薬の副作用、相互作用解析
z母集団薬物動態解析や生理学的薬物速度論解析による血中薬物濃度の予測

テーマ① 免疫抑制薬タクロリムスの血中濃度に関する薬理遺伝学的解析

タクロリムスの血中濃度は、薬物代謝酵素CYP3A5の遺伝子変異により上昇する。（図１）

テーマ② 抑肝散製剤投与による偽アルドステロン症の発症要因に関する研究

抑肝散製剤投与による偽アルドステロン症の発症には、低アルブミン血症がリスク因子となる。（図２）

筑波大学大学院人間総合科学研究科フロンティア医科学専攻（修士課程）

連絡先：
本間 真人 masatoh あっとま-く md.tsukuba.ac.jp
土岐 浩介 k-doki あっとま-く md.tsukuba.ac.jp

臨床薬剤学研究グループ
薬物の効果や副作用には薬物の体内動態（体液・組織中濃度）が関与しています。
薬物の効果や副作用を理解するために，
1）薬物体内動態解析法，2）薬物動態を制御する特殊製剤，3）薬物動態に影響する
代謝酵素や輸送蛋白の基礎知識と研究方法について学びます。

テーマ②（図２）テーマ①（図１）

ヒトが同じ「薬」を、同じ量、飲むと・・・。実際には

副作用

効かない・・・

治った！！

効果の違いの原因は、血中薬物濃度の個人差 0
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研究グループ員

教授 ： 本間 真人

講師 ： 土岐 浩介

病院講師： 鈴木 嘉治

博士課程： 4年 1名
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1年 1名

Aさん

Bさん

Cさん
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薬物代謝能の個人差

薬
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A B C

個人差の原因の探索（研究テーマ）

・薬物代謝酵素の遺伝子多型
・薬物相互作用（薬の飲み合わせ）
・加齢
・性差

血中薬物濃度の個人差

遺伝子
配列

mRNA

タンパク

CYP3A5*3遺伝子多型の判定

1 2 3 4 5

intronic SNP（A→G）
creates alternative splice site

early stop codon

truncated, inactive CYP3A5
（代謝能が無い酵素）

・・・

1 2 3 4 53B ・・・

*1 carrier *3/*3

タ
ク
ロ
リ
ム
ス
代
謝
能
（
L/
hr
/k
g）

薬物の代謝能が低い

健常被験者における検討

P < 0.05

CYP3A5遺伝子多型：
→代謝能低下
→血中薬物濃度上昇

抑肝散製剤投与による偽アルドステロン症のリスク因子
• 抑肝散加陳皮半夏ではなく抑肝散を投与
• 低カリウム血症誘発薬剤の併用
• 低アルブミン血症
• 減量せずに投与する

抑肝散製剤投与による偽アルドステロン症の発症メカニズム

アルドステロン コルチゾール

ミネラルコルチコイド受容体

コルチゾン
抑肝散製剤 *由来の
グリチルレチン酸

偽アルドステロン症

（高血圧・低カリウム血症）

11β-HSD

* 抑肝散製剤；漢方薬の抑肝散及び抑肝散加陳皮半夏



筑波大学大学院人間総合科学研究科フロンティア医科学専攻
橋渡し研究プログラム

橋渡し・臨床研究学 橋本研究室

どんなことをしている研究室ですか？

“臨床研究/橋渡し研究”と“それらを支援する研究”をしています。
臨床研究とはヒトを対象とした研究であり、新しい予防・治療法の開
発や、エビデンスに基づいた医療の実践のために不可欠です。医師や
CRC、モニター、データマネージャー、生物統計家など多くの人が関
わり、期間や予算の制限もあるため、円滑に進めるためには様々な知
識や手法が必要です。私たちは臨床研究を実践するとともに、最適な
研究マネジメント法を研究しています。

1. 国民の健康増進に寄与する研究
• 機能性表示食品の開発に向けた臨床研究、作用機序の解明
• 腸内細菌叢の分析

2. 先端技術を用いた医療技術・医療機器の開発
• IoTによる医療の効率化の検討
• 先端技術を応用した医療機器の開発

具体的にどのような研究をするのですか？

修了後はどんな進路がありますか？

倫理的かつ科学的で質の高い臨床研究を推進できる人材は、日本にはまだまだ不
足しています。当講座はつくば臨床医学研究開発機構（T-CReDO）の中核とし
て、臨床研究を支援する人材の育成にも取り組んでいます。このような人材に対
する社会のニーズは大きく、製薬・食品メーカーやCROの開発職、医薬品・医
療機器の承認審査、病院の治験管理室、国や地方自治体の保健行政職など、専門
的な知識・技術を生かす場は多いと考えられます。

連絡先：橋本幸一
koichi.hashimoto@md.tsukuba.ac.jp
029-853-7945

Hashimoto




