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

Physiological Chemistry (KANAHO Yasunori)
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、
「生殖」によって継代的に伝達されてい
で多様な生物現象が、種固有の一定の秩序・
めて成立するものである。生殖生化学グル
た生殖様式を明らかにすることを目指して、
を進めている。
能的成熟を担う分子群の解析：精巣で形成
を獲得する分子メカニズムを解明する。
汁分泌の制御機構の解明：乳腺で産生され
理作用の解析を切り口として、本能として
理解に繋げる。

precisely regulated mechanisms have
m line. In order to understand the mamfollowing two major subjects.
quisition of the fertilizing ability of sperm:
ecific stages of spermatogenesis and
functional sperm maturation especially

and milkstasis: analysis of novel funcgland in the regulation of lactation.

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 angiogenesis 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 molecular mechanisms in my laboratory.

Laboratory Animal Science (YAG

実験動物は医
発症メカニズ
イオリソース）
疾患モデル動
理に関する技術
具体的には、遺
解析し、疾患モ
伝子の探索を
ルス等の病原性
す。さらに、遺
発にも取り組んでいます。

連絡先 : 渋谷彰
ashibuya@!
md.tsukuba.ac.jp
Laboratory animals are essential a

ical sciences. We develop animal
evaluation of genetic engineered m
agenesis of the corpus callosum (
embryonic stem (ES) cell lines from
pathogenic mechanisms in viral in
virus and Norovirus infections, and
monitoring in laboratory mice and

研究室：健康科学
イノベーション棟
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正幸）

分子ウイルス学（永田 恭介）

分子遺伝疫学研究室（土
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knagata@md.tsukuba.ac.jp
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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。

複数の遺伝要因
疾患において、
ヒトゲノム解
自己免疫疾患で
関節リウマチや
ることにより、
献することを
グ熱の重症化
究に必要な遺
は、このような
視点を身につけて頂ければ幸いです

The research aim of this group is to understand the molecular mechanism of replication and pathogenicity of animal viruses such as influenza viruses, measles virus,
adenovirus, etc. The structure and function of virus-encoded factors and host cellderived factors involved in the above processes are being studied at the atomic, molecular, cellular, and body levels. Based on the obtained information, we are developing 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.

Human genome analysis provides
molecular pathways in complex di
netic and environmental factors pl
genome diversity associated with
lupus erythematosus, systemic sc
vasculitis. Identification of disease
sight into the pathogenesis of such
information eventually useful for dr
also interested in human genome
and Dengue fever, as well as deve
association study of complex dise

遺伝医学（有波 忠雄）

放射線生物学（坪井 康

Molecular Virology (NAGATA Kyosuke)

り出す分子メカニズムを明らかにする事を
います。脳機能は、胎児期につくられる神
いますが、どの様にして複雑な神経ネット
ついては未だ良く分かっていません。私た
神経軸索のガイダンス、特異的なシナプス
至るプロセスを制御する分子・遺伝子の機
主に遺伝子改変マウスを用いて、
分子生物学、
経解剖学、各種イメージング手法を駆使し、
を支える分子の機能を明らかにしようとし

cular mechanisms that regulate the neus. Our brain activities are totally based
rmed during development, but how they
grative approaches including molecular
velopmental biology, we have been informed in the developing brain and how
regulated. We are particularly interested
erentiation, cell migration, axon guid-

Medical Genetics (ARINAMI Tadao)
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