
第27回 みかんの会
プログラム・抄録集

日時：2020年10月15日（木）
ZoomによるWeb開催

13:00〜13:05 開会の挨拶 染矢 俊幸 医学部長

13:05〜14:35 学生発表 前半 （グループＡ ・ Ｂ）

14:40〜16:25 学生発表 後半 （グループＣ ・ Ｄ）

16:35〜17:35 特別講演 松本 雅記 教授 （システム生化学分野）

「定量プロテオミクスを用いた生命のシステム的理解への挑戦」

17:35〜17:45 表彰

タイムテーブル



第27回 みかんの会 プログラム（前半①）

A-1 結核診断に有用な抗原の検討および発現時期の観察

井内 絵梨奈 修士1年 細菌学分野

13:05

A-2 2020年1-2月の日本におけるCOVID-19症例数と海外渡航客数の地理的な相関

我妻 奎太 修士2年 国際保健学分野

13:20

A-3 神経成長マーカー抗体を用いた神経組織透明化蛍光染色法の開発

深沢 洋介 修士2年 神経生化学分野

13:35

A-4 妊産婦におけるHospital Anxiety and Depression Scaleの因子構造と測定不変性：新潟

県内34産科医療機関による多施設共同研究

小川 真貴 博士1年 精神医学分野

13:50 

テトラサイクリン調節ドーパミンD1受容体発現を有する遺伝子改変マウスを用いた

ドーパミンによる嫌悪記憶形成への影響

齊藤 奈英 博士３年 動物資源開発研究分野

A-5 14:05 

学生発表（前半） 13：05〜14:35

Ｚｏｏｍトピック Ａ・Ｃグループ共通グループＡ

評価担当者
（〇印は座長）

◯ 平島 正則 教授 （薬理学分野）

杉山 清佳 准教授 （神経発達学分野）

グループA・Ｂ 同時開催
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開会の挨拶 13:00～13:05 染矢 俊幸 医学部長
Ｚｏｏｍトピック : Ａ・Ｃグループ共通

Ｂ・Ｄグループ共通

A-6 母体免疫活性化によって子供に引き起こされる認知行動障害は母体マウスの生育環

境に依存する

小林 雄太朗 博士4年 分子神経生物学分野

14:20



B-3 Mycobacterial DNA binding protein 1 (MDP1) regulates metabolism ensuring the 

survival of Mycobacterium tuberculosis var BCG

Shaban Amina Kaboso 博士1年 細菌学分野

13:35 

B-1 Dietary calcium and vitamin K are associated with osteoporotic fracture risk in 

middle-aged and elderly Japanese women, but not men: the Murakami Cohort Study

Platonova, Kseniia 博士2年 環境予防医学分野

13:05 

Lysocin E, a new drug against Tuberculosis and Non-tuberculosis mycobacterial 

diseases

Gebremichal Gebretsadik 博士2年 細菌学分野

B-4 13:50 

Existence of extracellular DNA in pathogenic mycobacteria and its role in 

mycobacterial physiology

Aleksandr Ilinov 博士4年 細菌学分野

B-5 14:05 

Association and dissociation between the mitochondrial Far complex and Atg32 

regulate mitophagy

Alexei Innokentev 博士4年 機能制御学分野

B-6 14:20

B-2 Synbindin in kidney glomerular podocytes and its role in pathogenesis of proteinuria

Veniamin Ivanov 博士3年 腎分子病態学分野

13:20

第27回 みかんの会 プログラム（前半②）

Ｚｏｏｍトピック Ｂ・Ｄグループ共通

評価担当者
（〇印は座長）

◯ 藤井 雅寛 教授 （ウイルス学分野）
中津 史 准教授 （神経生化学分野）

学生発表（前半） 13：05〜14:35 グループA・Ｂ 同時開催

グループＢ
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開会の挨拶 13:00～13:05 染矢 俊幸 医学部長
Ｚｏｏｍトピック : Ａ・Ｃグループ共通

B・Dグループ共通



第27回 みかんの会 プログラム（後半①）

C-4 表皮細胞におけるミトコンドリアとケラチンの相互作用の解明：単純型表皮水疱症の病

態における役割

安齋 理 博士3年 皮膚科学分野

15:25

C-3 肝細胞癌におけるHBx蛋白とYAPの関連性について

小田 知友美 博士3年 消化器内科学分野

15:10 

Corticospinal and musculospinal spreading of TDP-43 in mouse FTLD/ALS models

坪口 晋太朗 博士4年 神経内科学分野

C-5 15:40 

C-1 血管可視化メダカモデルを用いたNASH治療薬効果の検討

木村 淳史 博士3年 消化器内科学分野

14:40 

C-2 膵臓選択的ハイドロダイナミック遺伝子導入法による膵癌モデル動物の確立

柴田 理 博士3年 消化器内科学分野

14:55 

C-6 Comparative Study of High-dose-rate Brachytherapy Boost combined with External 

Beam Radiation Therapy versus External Beam Radiation Therapy alone for high-risk 

Prostate Cancer

押金 智哉 博士4年 放射線医学分野

15:55 

C-7 2型糖尿病(T2DM)を有する維持血液透析(HD)患者におけるWeekly-DPP-4阻害薬オ

マリグリプチン(O)の有用性の検討

吉澤 優太 博士4年 腎・膠原病内科学分野

16:10 

学生発表（後半） 14：40〜16：25

Ｚｏｏｍトピック Ａ・Ｃグループ共通グループＣ

評価担当者
（〇印は座長）

◯ 松本 壮吉 教授 （細菌学分野）
清水 逸平 准教授 （先進老化学講座）

グループＣ・Ｄ 同時開催
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特別講演 16:35～17:35 松本 雅記 教授 （システム生化学分野）
「定量プロテオミクスを用いた生命のシステム的理解への挑戦」

Ｚｏｏｍトピック : Ａ・Ｃグループ共通

表彰 17:35～17:45 優秀発表者の発表

Ｚｏｏｍトピック : Ａ・Ｃグループ共通



第27回 みかんの会 プログラム（後半②）

MC4R遺伝子及びMaid遺伝子両欠損マウスを用いた新規肥満モデルマウスの検討

森田 真一 博士3年 消化器内科学分野

D-6 15:55

ゲノム編集技術を用いた、結核菌分子の薬剤標的妥当性の検証

袴田 真理子 博士4年 細菌学分野,  呼吸器・感染症内科学分野

D-3 15:10 

喘息モデルにおけるアレルゲン特異的免疫療法の解析

齋藤 暁 博士4年 呼吸器・感染症内科学分野

D-2 14:55

D-7 脂肪性肝疾患における自律神経系ネットワークを介したセロトニンの関与

大脇 崇史 博士3年 消化器内科学分野

16:10

D-4 USP10はNrf2を活性化し、活性酸素種に依存した神経細胞死を抑制する。

山後 淳也 博士3年 ウイルス学分野

15:25 

うつ病の難治化とホルモンとの関連

有波 浩 博士3年 精神医学分野

D-5 15:40 

Low tube voltage computed tomography venography for patients with deep vein 

thrombosis of the lower extremities: a comparison with venous ultrasonography

佐藤 辰彦 博士4年 放射線医学分野

D-1 14:40 

学生発表（後半） 14：40〜16：25

Ｚｏｏｍトピック Ｂ・Ｄグループ共通グループＤ

評価担当者
（〇印は座長）

◯ 片貝 智哉 教授 （免疫・医動物学分野）
福住 好恭 准教授 （腎分子病態学分野）

グループＣ・Ｄ 同時開催
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特別講演 16:35～17:35 松本 雅記 教授 （システム生化学分野）
「定量プロテオミクスを用いた生命のシステム的理解への挑戦」

Ｚｏｏｍトピック : Ａ・Ｃグループ共通

表彰 17:35～17:45 優秀発表者の発表

Ｚｏｏｍトピック : Ａ・Ｃグループ共通



グループA

A-1 結核診断に有用な抗原の検討および発現時期の観察

井内 絵梨奈 修士1年 細菌学分野

結核診断に有用な抗原の検討のためCFP10、ESAT6、CFP10/ESAT6、Ag85b抗原について大
腸菌および結核菌から精製し、ヒト血清(健常および患者各20検体)を用いてELISAによる検出
程度の比較を行った。その結果、結核菌由来抗原において大腸菌由来抗原より高感度を示し
た。また、結核菌由来Ag85bでは他の抗原と比較して特異性が高く、患者において有意に高値
を示した。現在、Ag85bの結核菌感染から抗原発現時期について解析を進めている。

A-2 2020年1-2月の日本におけるCOVID-19症例数と海外渡航客数の地理的な相関

我妻 奎太 修士2年 国際保健学分野

我々は、日本における初発例から約1ヶ月のCOVID-19症例の地理的な分布と海外からの渡
航客数との関連性を評価した。その結果、県ごとのCOVID‐19症例数と総渡航客数及び中国
人渡航客数は、それぞれSpearman’s ρ=0.57 (P<0.0001) およびSpearman’s ρ=0.65 
(P<0.0001) の強い正の相関を示した。さらに、ウイルス遺伝子解析の結果、2020年1-2月に日
本で検出されたSARS-CoV-2株は中国系統であった。これらの知見は、検疫を通過してしまっ
た輸入例による二次感染のリスクを示唆している。

A-3 神経成長マーカー抗体を用いた神経組織透明化蛍光染色法の開発

深沢 洋介 修士2年 神経生化学分野

神経系の組織透明化免疫染色は，十分には確立されていない。演者は，この手法の成否が
脂質除去(透明化処理)の程度，抗原性維持，膜透過処理のバランスによって成り立つものと
仮説を立てた。成熟脳に比べて，脂質の比較的少ないマウス胎仔脳を半割し，脂質除去の時
間，Freeze and thawなどを組み合わせ，当教室で樹立したGAP-43のリン酸化検出抗体(神経
成長マーカー)によって胎仔脳における神経成長の3次元観察に成功した。

第27回 みかんの会 抄録

・発表時間 13：05～14：35

・Ｚｏｏｍトピック Ａ・Ｃグループ共通

・評価担当者 ◯ 平島 正則 教授 （薬理学分野）
杉山 清佳 准教授 （神経発達学）
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A-5 テトラサイクリン調節ドーパミンD1受容体発現を有する遺伝子改変マウスを用いた

ドーパミンによる嫌悪記憶形成への影響

齊藤 奈英 博士3年 動物資源開発研究分野

ドーパミンD1受容体(D1R)を介する情報伝達は、運動機能制御だけでなく、報酬学習や嫌悪学
習にも寄与している可能性がある。本研究では、ドキシサイクリン投与によって可逆的にD1R
発現を抑制することができる遺伝子改変マウスを用いて、成熟期にD1Rを介する情報伝達を
抑制することによる嫌悪学習時の記憶の形成への影響と、神経活動の指標として最初期遺伝
子Arcの発現様式の変化を解析したので報告する。

第27回 みかんの会 抄録

A-4 妊産婦におけるHospital Anxiety and Depression Scaleの因子構造と測定不変

性：新潟県内34産科医療機関による多施設共同研究

小川 真貴 博士1年 精神医学分野

妊産婦におけるHospital Anxiety and Depression Scale（HADS）の因子構造と測定不変性を明
らかにするため、妊産婦936人を対象として周産期（妊娠初期、後期、産後）にHADSを実施し
た。466人の探索的因子分析では2因子モデルが同定された。この2因子モデルは、残る470人
の確認的因子分析でも良好な適合度が得られ、多母集団同時分析でも周産期の弱い測定不
変性が認められた。
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A-6 母体免疫活性化によって子供に引き起こされる認知行動障害は母体マウスの生

育環境に依存する

小林 雄太朗 博士4年 分子神経生物学分野

妊娠期間中の母体感染は生まれてくる子供に統合失調症などの精神疾患を発症するリスクを
増加させる。本研究では、ウイルス模倣薬であるポリI:Cを投与することで、妊娠マウスの免疫
を活性化させ、生まれてきた子供の音に対する驚愕反応を測定した。母体免疫の活性化によ
り、子供の驚愕反応は妊娠マウスの飼育業者毎に異なった。マウスの飼育業者毎に、ポリI:C
に対するマウスの免疫反応が異なっていることが示唆される。



Dietary calcium and vitamin K are associated with osteoporotic fracture risk in 

middle-aged and elderly Japanese women, but not men: the Murakami Cohort Study

Platonova, Kseniia 博士2年 環境予防医学分野

This study aimed to determine whether intakes of dietary calcium, vitamin D, and vitamin K 
predict incident osteoporotic fractures. We adopted a cohort-study design with a 5-year follow-
up. Subjects were 12,794 community-dwelling individuals aged 40-74 years. Dietary intakes of 
the nutrients were assessed with a validated food frequency questionnaire. All incident cases of 
major osteoporotic limb fractures, including those of the distal forearm, neck of humerus, neck 
or trochanter of femur, and lumbar or thoracic spine were collected. Lower intakes of dietary 
calcium and vitamin K were independent risk factors for osteoporotic fracture in women but not 
men.

B-1 

第27回 みかんの会 抄録

Synbindin in kidney glomerular podocytes and its role in pathogenesis of proteinuria

Veniamin Ivanov 博士3年 腎分子病態学分野

Synbindin (SBD) is one component of Transport protein particle (TRAPP) complexes and a 
physiological syndecan-2 ligand on dendritic spines. Synbindin downregulation in Puromycin-
aminonucleoside nephropathy (PAN), a mimic of human minimal change nephrotic syndrome was 
detected using subtraction assay with glomerular RNA. The expression of SBD is detected in 
glomerular lysate and in human cultured podocytes by western-blot. Dual-labeling 
immunofluorescence with glomerular and podocyte cell markers showed synbindin was 
restrictedly expressed at baso-lateral surface of podocyte in rat kidney section. The mRNA 
level of SBD is decreased to 16,3% (±5,8%) and 24,7% (±11,7%) in the slit diaphragm specific 
injury model induced by anti-nephrin nephropathy and PAN acute phase respectively and 
immunofluorescence staining is clearly altered. Human cultured podocytes treated with small 
interfering RNA for SBD shows altered F-actin staining pattern. It is plausible that synbindin
dysfunction participates in pathogenesis of podocyte injury with proteinuria.

B-2

Mycobacterial DNA binding protein 1 (MDP1) regulates metabolism ensuring the 

survival of Mycobacterium tuberculosis var BCG

Shaban Amina Kaboso 博士1年 細菌学分野

Regulation of gene expression associated with MDP1 is indispensable in the adaptation and 
survival of slow growing mycobacteria. However, the genome wide extent of this regulation in 
relation to mycobacterial survival is unknown. This study employed the CRISPR/dCas9 system 
to investigate the influence of MDP1 on the survival of Mycobacterium tuberculosis var BCG, 
with a special focus on the transcription profile. MDP1 was shown to be key in regulating vital 
metabolic genes, as well as tolerance to drugs and reactive oxygen species. These findings 
highlight vulnerable points in mycobacteria adaptation mechanisms that could serve as potential 
drug targets.

B-3 

グループB ・発表時間 13：05～14：35

・Ｚｏｏｍトピック B・Ｄグループ共通

・評価担当者 ◯ 藤井 雅寛 教授 （ウイルス学）
中津 史 准教授 （神経生化学）
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B-5 Existence of extracellular DNA in pathogenic mycobacteria and its role in 

mycobacterial physiology

Aleksandr Ilinov 博士4年 細菌学分野

Our flow cytometry analysis suggested the presence of extracellular DNA (eDNA) in some 
pathogenic strains of mycobacteria including Mycobacterium tuberculosis. The destruction of 
eDNA reduces of mycobacterial growth and enhanced susceptibility to antibiotics, suggesting 
their important role in mycobacterial survival and drug resistance.  Whole DNA comparison by 
NSG revealed eDNA are almost identical with genomic DNA, suggesting most of eDNA comes 
from dead bacteria.  However interestingly we also found specific region of the genome  is 
accumulated in eDNA of M. avium, indicating some genomic region are released in an active 
manner. Our data suggest existence of eDNA on mycobacteria and its importance in 
mycobacterial physiology.

第27回 みかんの会 抄録

B-4 Lysocin E, a new drug against Tuberculosis and Non-tuberculosis mycobacterial 

diseases

Gebremichal Gebretsadik 博士2年 細菌学分野

Mycobacterial diseases are an increasing problem in many countries of the world. There is an 
urgent need for the development of new anti-mycobacterial drugs with novel mode of action to 
cure mycobacterial diseases. The objective of this study is clarifying anti-mycobacterial 
activities of Lysocin E in vitro, and its mode of action. Lysocin E showed a good anti-
mycobacterial activity against replicating and nonreplicating mycobacteria in vitro, and against M. 
tuberculosis in macrophages. The drug binds to menaquinone and disrupted the membrane, and 
reduced oxygen consumption and ATP synthesis. These findings make it a potential candidate 
of an effective anti-mycobacterial drug.

Association and dissociation between the mitochondrial Far complex and Atg32 

regulate mitophagy

Alexei Innokentev 博士4年 機能制御学分野

Mitophagy is important for mitochondrial homeostasis. In yeast, the phosphorylation of the 
mitophagy receptor Atg32 by casein kinase 2 is essential for mitophagy. This phosphorylation is 
counteracted by the protein phosphatase Ppg1 and Far3-7-8-9-10-11 (Far complex). However, 
how the Far complex regulates mitophagy remains unclear. We found that Ppg1 and Far11 form 
a subcomplex, which is recruited to the core of the Far complex dependently on Ppg1 activity. 
Moreover, the Far complex preferentially interacts with phosphorylated Atg32, and this 
interaction is weakened by mitophagy induction. Thus, Ppg1-mediated Far complex formation 
and its dissociation from Atg32 are crucial for mitophagy regulation.

B-6 
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第27回 みかんの会 抄録

C-1 血管可視化メダカモデルを用いたNASH治療薬効果の検討

木村 淳史 博士3年 消化器内科学分野

非アルコール性脂肪肝炎(NASH)に対して糖尿病薬、脂質治療薬等の有用性が示唆されてい
るが、現在単剤、併用等の確立した治療法はない。血管を可視化できるFLI-GFPメダカNASH
モデルを用いてSGLT2阻害薬、PPARα作動薬、HMG-CoA阻害薬の脂肪化、線維化、血管径
狭小化への作用を検証した。本モデルにおいてHMG-CoA阻害薬の脂肪抑制効果、SGLT2阻
害薬の線維化抑制効果が明らかとなった。

膵臓選択的ハイドロダイナミック遺伝子導入法による膵癌モデル動物の確立

柴田 理 博士3年 消化器内科学分野

膵癌は最も予後不良の癌腫であるが有用な膵癌モデル動物は確立していない。我々はハイド
ロダイナミック遺伝子導入法を用いて、野生型ラットにKras野生型、Kras変異型、Nras、Myc 、
Yap等のヒト膵癌関連遺伝子を膵臓選択的に導入し、膵癌モデル動物の確立を目指した。
Kras変異型+Yapを導入した個体では最も効率的に発癌を認め、5週間で浸潤癌、播種巣を認
めた。今後発癌機序の解析により新規治療法、早期診断法の開発に寄与できると考えられた。

C-2 

肝細胞癌におけるHBx蛋白とYAPの関連性について

小田 知友美 博士3年 消化器内科学分野

B型肝炎ウイルス(HBV)関連肝癌にはウイルス蛋白のHBxが関与することが知られ、若年患者
に巨大腫瘤を形成することが多い。そこで、生物学的なサイズに関連するHippo経路のYes-
Associated Protein(YAP)の関与を検証している。これまでに、様々な肝臓の病態と、ヒト肝癌
のサンプルでの検証、ヒト肝癌由来細胞株を用いたYAPとHBx蛋白の肝発癌への関与を解析
したので報告する。

C-3 

グループC ・発表時間 14：40～16：25

・Ｚｏｏｍトピック Ａ・Ｃグループ共通

・評価担当者 ◯ 松本 壮吉 教授 （細菌学分野）

清水 逸平 准教授 （先進老化学講座）
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C-4 表皮細胞におけるミトコンドリアとケラチンの相互作用の解明：単純型表皮水疱症

の病態における役割

安齋 理 博士3年 皮膚科学分野

ケラチン5/14の遺伝子変異により生じる単純型表皮水疱症では、表皮細胞内のミトコンドリア
の分布異常が観察されている。また、近年ケラチンとミトコンドリアの相互作用が少しずつ明ら
かになってきているが、表皮細胞の恒常性維持に与える影響は不明な点が多い。我々は表皮
細胞内でケラチンとミトコンドリアの相互作用を明らかにし、変異型のケラチンがミトコンドリア
のダイナミクスや機能に影響を与えうるかどうかを検討した。

C-5 Corticospinal and musculospinal spreading of TDP-43 in mouse FTLD/ALS 

models

坪口 晋太朗 博士4年 神経内科学分野

Frontotemporal lobar degeneration (FTLD) and amyotrophic lateral sclerosis (ALS) are 
neurodegenerative diseases, characterized by TDP-43 inclusions. Although FTLD/ALS 
exhibit neuropathological progression, it remains unknown whether TDP-43 is transmitted 
through the neural circuit connections to expand the degenerative areas. Here, we 
established novel mouse FTLD/ALS models expressing mutant TDP-43 by adeno-associated 
virus (AAV), to investigate TDP-43 transmission. AAV injected into the motor cortex, spinal 
cord, or skeletal muscle induced clear cytoplasmic TDP-43 aggregations histologically. TDP-
43 was transmitted limitedly in several neural circuits at months after injections. It is under 
investigation to find biological conditions and mechanisms required for TDP-43 spreading.

Comparative Study of High-dose-rate Brachytherapy Boost combined with 

External Beam Radiation Therapy versus External Beam Radiation Therapy alone 

for high-risk Prostate Cancer

押金 智哉 博士4年 放射線医学分野

We aimed to compare the outcomes of high-dose-rate brachytherapy (HDR-BT) boost and 
external beam radiotherapy (EBRT) alone for prostate cancer. This was a retrospective and 
observational study. Consecutive patients who underwent initial radical treatment by HDR-
BT boost or EBRT alone from June 2009 to May 2016 were included. A total of 238 patients 
underwent HDR-BT boost, and 153 underwent EBRT alone. In the NCCN high-risk, HDR-BT 
boost had a significantly higher biochemical-free survival rate at 5 years (98.9% vs 90.7%, p = 
0.04). Urethral strictures were more common in the HDR-BT. We will continuously observe 
and determine the longer-term results.

C-6 

第27回 みかんの会 抄録

2型糖尿病(T2DM)を有する維持血液透析(HD)患者におけるWeekly-DPP-4阻害

薬オマリグリプチン(O)の有用性の検討

吉澤 優太 博士4年 腎・膠原病内科学分野

方法：T2DM合併HD患者(30名)にて、Once-daily-DPP-4阻害薬リナグリプチン(L)を3か月以上
内服後、O変更群(O群)と継続群(L群)にランダムに分け、24週後に比較し検討した。
結果：O群はL群に比しΔHbA1cの非劣性が示され、さらに有意に低下していた(p=0.027)。
ΔGAにおいても低下傾向が認められた。O群に明らかな低血糖は認めなかった。
結論：T2DM合併HD患者でOは血糖管理に有用な可能性がある。

C-7 

─10─



第27回 みかんの会 抄録

D-1 Low tube voltage computed tomography venography for patients with deep vein 

thrombosis of the lower extremities: a comparison with venous ultrasonography

佐藤 辰彦 博士4年 放射線医学分野

超音波検査(US)は深部静脈血栓症の標準検査である一方、CT静脈造影(CTV）は有用である。
低管電圧CTVに逐次近似再構成法(IR)を用いることでコントラストを高め、放射線被曝を減ら
すことが期待できる。当院で2015年12月から2017年4月の間、IRを用いた低管電圧CTVで検査
した55患者を、放射線診断専門医2人が後方視的に評価した。 下肢静脈を10セグメントに分
割し、USと比較して528セグメントを分析した。感度-特異度は、膝上90.0%-94.1%、膝下71.6%-
87.1%であった。
Ultrasonography (US) has been gold standard for diagnostic imaging of deep vein thrombosis 
(DVT); while computed tomography venography (CTV) is useful. Low tube voltage CTV can 
be expected to increase imaging contrast and decrease radiation exposure by using iterative 
reconstruction (IR). Two experienced radiologists retrospectively evaluated 55 patients who 
underwent low tube voltage CTV with IR between December 2015 and April 2017 at our 
institute. The lower extremity veins were divided into 10 segments and we analyzed the 528 
overall segments (22 segments excluded) between CTV and US. The sensitivity-specificity 
were 90.0%-94.1% above the knee and 71.6%-87.1% below the knee.

喘息モデルにおけるアレルゲン特異的免疫療法の解析

齋藤 暁 博士4年 呼吸器・感染症内科学分野

アレルゲン特異的免疫療法（以下AIT）のメカニズムは未だ不明点が多い。我々は、喘息マウ
スモデルを用いて、舌下免疫療法(以下SLIT)によるAITのメカニズムの解析を行った。コント
ロール群と比較して、SLIT群では、気道過敏性やアレルギー性気道炎症などで特徴付けられ
る喘息所見の改善を示し、肺の制御性T細胞の増加を認めた。

D-2 

ゲノム編集技術を用いた、結核菌分子の薬剤標的妥当性の検証

袴田 真理子 博士4年 細菌学分野,  呼吸器・感染症内科学分野

Mycobacterial DNA-binding protein 1(MDP1)は、抗酸菌に特徴的なDNA結合性蛋白質で、結
核菌に必須であると推定されている。我々は、CRISPR-dCas9ゲノム編集技術によるMDP1ノッ
クダウン結核菌を用い、細胞内や生体内における菌の生存率や既存抗結核薬との相乗効果
を確認した。RNA sequenceの結果からMDP1は結核菌の細胞壁を構成する脂質やペプチドグ
リカンに重要な役割を果たし、新規の薬剤標的となり得ることが示唆された。

D-3 

グループD ・発表時間 14：40～16：25

・Ｚｏｏｍトピック B・Ｄグループ共通

・評価担当者 〇片貝 智哉 （免疫・医動物学分野）

福住 好恭 （腎分子病態学分野）
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D-4 USP10はNrf2を活性化し、活性酸素種に依存した神経細胞死を抑制する。

山後 淳也 博士3年 ウイルス学分野

パーキンソン病は黒質のドーパミン作動性神経の細胞死を特徴とする。神経細胞株をドーパミ
ンで刺激すると、活性酸素依存性のアポトーシスが誘導された。このアポトーシスは、USP10
蛋白質の発現を低下させると、増強された。Nrf2は抗酸化遺伝子群の転写活性化因子である。
USP10の発現の減少は、Nrf2による抗酸化遺伝子の発現誘導を抑制した。これらの結果は、
USP10がNrf2を活性化し、ドーパミンが誘発する神経細胞死を抑制することを示唆した。

D-5 うつ病の難治化とホルモンとの関連

有波 浩 博士3年 精神医学分野

本研究では、近年うつ病との関連が注目されてきているホルモンに着目し、未解明であるうつ
病の難治化に関わるバイオマーカーの探索を行った。その結果、治療抵抗性のうつ病患者は、
血清insulin-like growth factor-1（IGF-1）値が健常群、寛解群より有意に高く、ベースラインの
血清IGF-1値が高いほうが、抑うつ症状の改善が得られにくいことが示された。

MC4R遺伝子及びMaid遺伝子両欠損マウスを用いた新規肥満モデルマウスの検

討

森田 真一 博士3年 消化器内科学分野

食欲に関与するMC4R遺伝子と，炎症や細胞増殖に関与するMaid遺伝子の両欠損マウスを作
成し，その表現型の解析を行った．通常食投与下のMC4R欠損と両遺伝子欠損の雌マウスの
平均最終体重は36.8±7.8g，58.0±6.1gで，両遺伝子欠損はMC4R単独欠損に比し有意に過
体重であった(P=0.005)．そのメカニズムの解明が必要ではあるが，両遺伝子欠損マウスはヒト
肥満モデルマウスとして有用であると考えられた．

D-6 

第27回 みかんの会 抄録

脂肪性肝疾患における自律神経系ネットワークを介したセロトニンの関与

大脇 崇史 博士3年 消化器内科学分野

我々はこれまでに、急性肝障害時に肝臓より起始する自律神経経路を介した小腸セロトニン
が、肝再生に寄与することを明らかにした。そこで本研究では、脂肪性肝疾患の病態に、この
自律神経経路が関与するかを検証した。複数の脂肪肝モデルマウスを対象として、小腸や脳
におけるセロトニン産生、肝臓の組織学的変化、及びセロトニン受容体発現、また、肝細胞内
の脂質代謝経路に関わる遺伝子発現について解析を行ったので、報告する。

D-7 
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第27回 みかんの会事務局
機能制御学分野

＜注意事項＞

• ZoomトピックはＡ・Ｃグループ共通とＢ・Ｄグループ共通の2つ用意します。
• 開会の挨拶は、どちらからでも視聴できます。
• 特別講演、表彰はＡＣグループ共通にておこないます。
• Ｗｅｂサイトには早めにアクセスしていただき、スムーズな運営にご協力い

ただきますよう、よろしくお願いたします。
• 学生の皆さんは、同じグループの発表者を評価します。グループ全員の

発表が終わりましたら、ZoomチャットにあるＵＲＬから入力してください。


