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植物切断組織の癒合を制御する
分子機構の解明 

研究の概要
　植物は様々な外環境の影響を絶
えず受ける中で、その発生や機能
を変化させ、環境に適応している。
茎が部分的に切断されると、切断
された組織は細胞分裂を再開して
失われた組織を分化させ、元の組
織同士を癒合させることで個体機
能が回復する。
　私たちは、モデル植物であるシ
ロイヌナズナの切断花茎の癒合に
必須な転写因子を同定し、これら
が植物ホルモンによって制御され
ていることを見出した。現在、こ
れらの生理学・分子生物学的解析
を進めると共に、顕微鏡を用いた
構造解析やレーザーマイクロダイ
セクション法を用いたホルモノー
ム解析、トランスクリプトーム解
析を行い、植物ホルモンと遺伝子
発現の時空間的変化についても解
析を行っている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本研究は、我々が確立したシロイヌナズナ切断組織を用いる独自の実験系に、レーザーマイクロダイセ
クションやイメージング質量分析計などの新たな解析技術と、微細構造観察・機器分析法を融合させ、高
度な時空間分解能で植物特有の組織再生メカニズムの全容解明を目指すものである。
本研究成果は、世界的にも重要な農業技術である接ぎ木への応用が期待できる。

知的財産・論文・学会発表など
・�朝比奈雅志（2018）植物の接ぎ木接着に関わる植物ホルモンの分子機構、アグリバイオ�vol2(11)、8-12.
・�Matsuoka�et�al. �(2018)�RAP2.6L�and�jasmonic�acid–responsive�genes�are�expressed�upon�Arabidopsis�hypocotyl�
grafting��but�are�not�needed�for�cell�proliferation�related�to�healing.�Plant�Mol�Biol.�96(6)�pp�531–54.

・�Matsuoka�et�al .� (2016)�Differential�cellular�control�by�cotyledon-derived�phytohormones� involved� in�graft�
reunion�of�Arabidopsis�hypocotyls.�Plant�Cell�Physiol.�57�(12):�2620-2631.　

・�Asahina�et�al .� (2011)�Spatially�selective�hormonal�control�of�RAP2.6L�and�ANAC071�transcription� factors�
involved�in�tissue�reunion�in�Arabidopsis.�PNAS.�108�(38)�16128-16132.　
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植物ホルモンなどの合成化学的研究
生体関連物質の NMR による構造研究

研究の概要
○ジャスモン酸やプロゲステロンなどの植物ホルモンやその誘導体の合成研究
　植物は病原菌や虫などの食害から身を守るためのストレス応答機構を持っています。ジャスモン酸はスト
レス応答にかかわる植物ホルモンの１つです。ジャスモン酸やその関連物質を化学合成し、植物に対する作
用を調べることにより、植物のストレス応答のメカニズムを解明する研究を行っています。また、植物にお
いてもプロゲステロンが重要な生理活性物質として働いていることが分かってきており、それらの誘導体の
合成研究も行っています。

○安定同位体標識化合物の合成
　植物ホルモンなどの生理活性物質が生
体内でどのように代謝されていくのかを
追跡したり、生体内の存在量を定量分析
するための質量分析計の内部標準などの
ために、2Hや 13C などの安定同位体を用
いて標識した化合物の合成を行っていま
す。

○生体関連物質の NMR による構造研究
　植物ホルモンの１つであるストリゴラ
クトンには、種々の植物から構造の異な
る化合物が見つかってきています。分析
センターに設置されている NMR には、
微量分析用のプローブがあり、極微量の
新規化合物の構造決定を行っています。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　有機合成化学の技術を生かして、農薬や植物の生長調節作用物質など、様々な化合物の作り出すことが
できます。プロゲステロンは元々動物の性ホルモンであり、その誘導体や安定同位体標識化合物は、動物
方面にも応用可能です。また、ＮＭＲを用いて種々の物質の構造や物性の解析などに貢献できると思います。

知的財産・論文・学会発表など
1. �X.�Xie,�N.�Mori,�K.�Yoneyama,�T.�Nomura,�K.�Uchida,�K.�Yoneyama,�K.�Akiyama,�Lotuslactone�a�non-
canonical�strigolactone�from�Lotus�japonicas.�Phytochemistry ,�157,�200-205(2019).

2. �X.�Xie,�T.�Kisugi,�K.�Yoneyama,�T.�Nomura,�K.�Akiyama,�K.�Uchida,�T.�Yokota,�C.�S.�P.�McErlean,�K.�
Yoneyama,�Methyl�zealactone,�a�novel�germination�stimulant� fro�root�parasite�weeds�produced�by�
maize,�J.�Pestic.�Sci .,�42,�58-61(2017).

3. �伊藤優佑、内田健一、宮本皓司、湯本絵美、横田孝雄、山根久和、OPC 誘導体の化学合成と生理活性、
植物化学調節学会第 53回大会 (2018)

4. �内田健一、宮本皓司、湯本絵美、酒澤智子、横田孝雄、山根久和、OPDA および OPC 類の合成研究、
植物化学調節学会第 52回大会 (2017).
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イメージング質量分析法を用いた生体分子の可視化
：農産物の解析

研究の概要
　農産物中には、食品としての栄養性や機能性、美味しさ、および農産物の成長制御に関与する様々な生体
分子が含まれている。しかし、農産物中における、これらの生体分子の分布は十分に明らかになっていない。
　イメージング質量分析法は、組織切片上を二次元に質量分析し、検出された生体分子のイメージを構築す
ることで、生体分子を可視化する手法である。ノンプローブで、一度に複数の生体分子を可視化することが
可能である。また、組織切片上のタンデム質量分析などにより、生体分子を同定することも可能である。
　　そこで、本研究室では、様々な農産物を試料として、イメージング質量分析法を用いた栄養・機能性、
美味しさ、および成長制御に関与する生体分子の分布解析を行っている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　農産物中の栄養・機能性、美味しさ、および成長制御に関与する生体分子の分布情報は、品種改良など
による栄養・機能性に優れ、かつより美味しい高品質な農産物の創出に貢献できるものであると考えられ
る。また、現在、全国各地で様々な農産物がブランド化され、販売されている。これらブランド化農産物
中のどこに、どんな栄養・機能性および美味しさに関与する生体分子が含まれているかを消費者に示すこ
とができれば、その農産物の商品価値を消費者により分かりやすくアピールできるものと考えられる。

知的財産・論文・学会発表など
論文 1：�Enomoto�et�al.�Distribution�analysis�of�anthocyanins,�sugars,�and�organic�acids� in�strawberry�

fruits�using�matrix-assisted� laser�desorption/ionization-imaging�mass�spectrometry.�Journal�of�
Agricultural�and�Food�Chemistry,�66,�4958-4965,�2018.

論文 2：�EEnomoto�et�al.�Derivatization�for�detection�of�abscisic�acid�and�12-oxo-phytodienoic�acid�using�
matrix-assisted�laser�desorption/ionization-imaging�mass�spectrometry.�Rapid�Communications�in�
Mass�Spectrometry,�32,�1565-1572,�2018.
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食品のカビ毒（マイコトキシン）
汚染防除法の開発

研究の概要
　カビは、ヒトに対して毒性を示す物質（マイコトキシン）を食品中に蓄積します。食品中のマイコトキシンは、
調理で分解されず、摂食すると健康被害を引き起します。マイコトキシン汚染の恐ろしさは、知らない間に
摂取することにあります。現在、世界で供給される食品の 25％がマイコトキシン汚染被害により破棄されて
います。アフラトキシンは、強い発ガン性を持つ最も問題となるマイコトキシンであり、食品の流通により
50億人がアフラトキシンによる健康被害のリスクにさらされています。また、温暖化によりアフラトキシン
汚染地域が拡大しています。しかし、農作物のアフラトキシン汚染を防除する実用的な方法はなく、その開
発が強く求められています。本研究の目的は、食品のマイコトキシン汚染、特にアフラトキシン汚染問題を
解決できる汚染防除法を開発することによって、世界の食糧問題を解決することです。
　我々は、アフラトキシン生産を特異的に抑制す
る物質に注目しています。そのような物質は、カ
ビのアフラトキシン生産メカニズムの解明に役立
ち、またアフラトキシン汚染防除剤としての実用
化が期待できます。これまでに、得られた阻害物
質の作用機構を解明することで（図１）、カビが
アフラトキシン生産のために一次代謝系をリモデ
リングすることを見出しました。また、既存の農
薬や食品添加物が汚染防除剤として利用できるこ
とを実地試験で確認しました（図２）。今後は、
見出された新規代謝系の詳細な解明と、その代謝
系をターゲットとした新たな汚染防除法の開発と
実用化を目指して研究を行います。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　マイコトキシンによる食品の汚染は、世界共通の問題で、汚染防除法の確立は大きな社会貢献となりま
す。マイコトキシン汚染がなくなると、汚染食品の破棄による経済被害がなくなり、食糧供給量がアップ
します。安全な食品が平等に供給されて、人々に安心を与え、マイコトキシンによる健康被害がなくなり
ます。現在、世界の肝臓がんの三分の一はアフラトキシンが原因で発症していますが、その肝臓がんもな
くなります。日本国内でのアフラトキシン汚染はありませんが、現在数多く発生している、輸入農作物の
アフラトキシン汚染による食品衛生法違反もなくなります。

知的財産・論文・学会発表など
国際会議 （招待講演）Sakuda�S,�Key�molecules�in�primary�metabolism�for�mycotoxin�production,�2nd�Mycokey�
International�Conference,�Whuhan,�Sep.16-18,�2018,China.
論文　�Sakuda�S.�et�al.,Search�for�aflatoxin�and�trichothecene�production�inhibitors�and�analysis�of�their�modes�
of�action.�Biosci.�Biotech.�Biochem.,�80,�43-54,�2016.�Iimura�K.�et�al.,�The�mode�of�action�of�cyclo(L-Ala-L-Pro)�in�
inhibiting�aflatoxin�production�of�Aspergillus�flavus.�Toxins,�9,�2017.
特許出願　作田庄平　等（出願 2016）、アフラトキシン産生阻害剤及びアフラトキシン汚染防除方法、特許出
願 2016-66659

キーワード：マイコトキシン、アフラトキシン、カビ、食品、汚染

キーワード： マイコトキシン、アフラトキシン、カビ、食品、汚染キーワード： マイコトキシン、アフラトキシン、カビ、食品、汚染

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

食品のカビ毒（マイコトキシン）汚染防除法の開発

理工学部 バイオサイエンス学科 教授

作田 庄平
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3313/32 
連絡先：

TEL： 028-627-7213 E-mail： sakuda@nasu.bio.teikyo-u.ac.jp

SAKUDA, Shohei

宇都宮キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
バイオ

理工学部・バイオサイエンス学科　　教授

作田　庄平 SAKUDA, Shohei

URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3313/32 

バイオ

宇都宮キャンパス

キーワード： マイコトキシン、アフラトキシン、カビ、食品、汚染キーワード： マイコトキシン、アフラトキシン、カビ、食品、汚染

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

食品のカビ毒（マイコトキシン）汚染防除法の開発

理工学部 バイオサイエンス学科 教授

作田 庄平
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3313/32 
連絡先：

TEL： 028-627-7213 E-mail： sakuda@nasu.bio.teikyo-u.ac.jp

SAKUDA, Shohei

宇都宮キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
バイオ
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キーワード：植物への耐病性の賦与、植物免疫、二次代謝

イネにおける抗菌性二次代謝産物
ファイトアレキシンの生産制御機構の解明

研究の概要
　植物は病原菌の感染に対して様々な免疫反応を示す。植物の代表的な免疫反応として、抗菌性二次代謝産
物であるファイトアレキシンの生産があげられる。イネはモミラクトン、ファイトカサン、サクラネチンといった
さまざまなファイトアレキシンを生産することが知られている。
　我々は、病原菌の感染時におけるファイトアレキシンの生産を誘導するメカニズムを明らかにすることを目的
として、イネを用いて研究を行ってきた。現在までにさまざまな転写因子がファイトアレキシン生合成遺伝子
の転写を誘導または抑制し、ファイトアレキシンの生産をコントロールしていることが明らかになっている。
　また、これらの転写因子を過剰発現や機能強化することにより、ファイトアレキシンの生産を増大させるこ
とに成功した。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　殺菌剤などの農薬を用いる病害防除技術は耐性菌の出現などの問題が起きる場合があります。植物が本
来持っている免疫力を高める防除技術は耐性菌の出現が起きづらく、また農薬の使用を低減させることに
より環境低負荷型の農業を行うことを可能とします。これまでに植物の代表的な免疫反応である抗菌性物
質ファイトアレキシンの生産を制御するメカニズムを研究してきました。その成果から、ファイトアレキ
シンの生産を強化することに成功しています。現在は遺伝子組換え植物を用いていますが、突然変異育種
やゲノム編集といった技術と組み合わせることにより、将来的には遺伝子組換えに頼らずに病害抵抗性の
賦与が可能になると考えています。

知的財産・論文・学会発表など
Koji�Miyamoto�et�al.� “Identification�of� target�genes�of� the�bZIP� transcription� factor�OsTGAP1,�whose�
overexpression�causes�elicitor-induced�hyperaccumulation�of�diterpenoid�phytoalexins�in�rice�cells.”
PLoS�ONE.�2014;9(8):e105823.

キーワード：植物への耐病性の賦与、植物免疫、二次代謝

ファイトアレキシンの生産制御機構の解明

キーワード： 植物への耐病性の賦与、植物免疫、二次代謝キーワード： 植物への耐病性の賦与、植物免疫、二次代謝

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

イネにおける抗菌性二次代謝産物ファイトアレキシンの
生産制御機構の解明

理工学部 バイオサイエンス学科 植物化学研究室 講師

宮本 皓司
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3314/32
連絡先：

TEL：028-627-7566 E-mail：miyamoto@nasu.bio.teikyo-u.ac.jp

MIYAMOTO, Koji

宇都宮キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
バイオ

イネの抗菌性二次代謝産物ファイトアレキシン

TGA WRKY

過剰発現
または
機能強化

転写因子

ファイトアレキシン生産の強化

病害抵抗性の増強？？

転写因子の過剰発現や機能強化による
ファイトアレキシン生産の強化

理工学部・バイオサイエンス学科　植物化学研究室　講師

宮本　皓司 MIYAMOTO, Koji

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3314/32

バイオ

宇都宮キャンパス

キーワード： 植物への耐病性の賦与、植物免疫、二次代謝キーワード： 植物への耐病性の賦与、植物免疫、二次代謝

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

イネにおける抗菌性二次代謝産物ファイトアレキシンの
生産制御機構の解明

理工学部 バイオサイエンス学科 植物化学研究室 講師

宮本 皓司
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3314/32
連絡先：

TEL：028-627-7566 E-mail：miyamoto@nasu.bio.teikyo-u.ac.jp

MIYAMOTO, Koji

宇都宮キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
バイオ

イネの抗菌性二次代謝産物ファイトアレキシン

TGA WRKY

過剰発現
または
機能強化

転写因子

ファイトアレキシン生産の強化

病害抵抗性の増強？？

転写因子の過剰発現や機能強化による
ファイトアレキシン生産の強化
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キーワード：ヒトスジシマカ、電子制御、サーベイランス、衛生害虫

衛生害虫のオートサンプリングマシンの開発と
サーベイランス

研究の概要
　蚊やハエなどの衛生害虫は、感染症を媒介することで知られており、全世界で年間約 70万人以上が蚊によっ
て亡くなっている。日本でも2014 年 8月に、代々木公園で発生したデング熱が急速に広まり、全国で160
人がデング熱に感染する事例が発生している。デングウイルスを媒介するヒトスジシマカの分布が温暖化に伴
い拡大しつつあり、全国で毎年、蚊のサーベイランスが行われている。しかし、調査にはヒト囮法が広く利用
されており、研究者が感染する危険性が伴う上、連続した調査が課せられるなど、負担が大きい。自動で時
間別にサンプリング可能な装置はほとんど開発されておらず、調査の無人化・自動化が強く要望されている。
　本研究では時間別に採集可能なオートサンプリングマシンを開発し、衛生害虫のサーベイランスの無人化・
自動化を実現している。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　開発したオートサンプリングマシンを用いて衛生害虫のサーベイランスを実践している。住宅地でのサ
ンプリング実験ではヒトスジシマカやイエカ類を誘引捕獲しており、河川敷ではユスリカ類やトビケラ類、
蛾が多く誘引捕獲することができている。
　国や地方自治体が全国で展開している衛生害虫のオートサンプリングを円滑に行えるように同マシンを
改良している。さらに、衛生害虫のサーベイランスにおける研究者の負担軽減を図りたい。

知的財産・論文・学会発表など
国際会議発表（最近の研究成果）
1．�Yuki�ARAI,�Shunta�ARAMAKI�and�Yuichi�HASUDA,�Some�Factors� influencing�the�drift�rates�of�mayfly�
larvae�in�the�artificial�stream,�International�Forum�Agriculture,�Biology,�and�Life�Science�2018,March�
180-190,2018.

2．�Yuki�ARAI,�Karla�Zaragora�ZAMORA,�Yuki�TAKAGI,�and�Yuichi�HASUDA,�The�Practice�and�Achievement�
of�Creativity�Education�though�Problem-Solving�Classes,�Annual�Conference�on�Engineering�and�Applied�
Science�2018,November,2018�.

キーワード：ヒトスジシマカ、電子制御、サーベイランス、衛生害虫

キーワード：ヒトスジシマカ，電子制御，サーベイランス，衛生害虫キーワード：ヒトスジシマカ，電子制御，サーベイランス，衛生害虫

研究の概要

衛生害虫の日周期発生変動

炭酸ガス誘引型サンプリングマシン

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

衛生害虫のオートサンプリングマシンの
開発とサーベイランス

理工学部 情報電子工学科 教授

蓮田 裕一
ＵＲＬ：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2665/155
連絡先：

TEL：028-627-7160 E-mail：hasuda@ics.teikyo-u.ac.jp

HASUDA, Yuichi

宇都宮キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

Yuki ARAI, Shunta ARAMAKI and Yuichi HASUDA, Some Factors influencing the drift rates of mayfly larvae in the artificial 
stream, International Forum Agriculture, Biology, and Life Science 2018,March 180-190,2018.

2. Yuki ARAI, Karla Zaragora ZAMORA, Yuki TAKAGI, and Yuichi HASUDA, The Practice and Achievement of Creativity 
Education though Problem-Solving Classes, Annual Conference on Engineering and Applied Science 2018,November,2018 .

（写真）
バイオ

理工学部・情報電子工学科　教授

蓮田　裕一 HASUDA, Yuichi

ＵＲＬ：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2665/155

バイオ

宇都宮キャンパス

キーワード：ヒトスジシマカ，電子制御，サーベイランス，衛生害虫キーワード：ヒトスジシマカ，電子制御，サーベイランス，衛生害虫

研究の概要

衛生害虫の日周期発生変動

炭酸ガス誘引型サンプリングマシン

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

衛生害虫のオートサンプリングマシンの
開発とサーベイランス

理工学部 情報電子工学科 教授

蓮田 裕一
ＵＲＬ：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2665/155
連絡先：

TEL：028-627-7160 E-mail：hasuda@ics.teikyo-u.ac.jp

HASUDA, Yuichi

宇都宮キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

Yuki ARAI, Shunta ARAMAKI and Yuichi HASUDA, Some Factors influencing the drift rates of mayfly larvae in the artificial 
stream, International Forum Agriculture, Biology, and Life Science 2018,March 180-190,2018.

2. Yuki ARAI, Karla Zaragora ZAMORA, Yuki TAKAGI, and Yuichi HASUDA, The Practice and Achievement of Creativity 
Education though Problem-Solving Classes, Annual Conference on Engineering and Applied Science 2018,November,2018 .

（写真）
バイオ
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キーワード：質量分析、MALDI-TOF MS、タンパク質

タンパク質の MALDI-TOF MS における
高感度改良法の開発

研究の概要
　MALDI（Matrix�Assisted�Laser�Desorption�/�Ionization）法によるタンパク質の質量分析技術は、田中耕一
博士（2002 年ノーベル化学賞受賞）が基礎を築いて以来、今日医学分野では日常的に使用されている必要不
可欠な技術の１つである。最近では顕微鏡と
質量分析とを一体化したイメージング質量分
析機が開発されており、各種疾患で特異的に
発現する生体物質であるバイオマーカーの更
なる探索が可能になり、各種疾患の早期診断
が期待されている。しかしながら、この様に
質量分析技術が飛躍的に発展してきた現在で
も、全ての生体物質が検出可能というわけで
はなかった。
　本研究では、タンパク質の質量分析法に
おける更なる改良法の確立を目指しており、
タンパク質のMALDI-TOF�MS の更なる原理
の解明と並行して、全てのタンパク質で応
用できる測定法の開発を目標としている。
Oshikane�et�al.�（2018）では、従来法では検
出できなかったタンパク質種が、直接積層法
によって検出可能になったことを報告した
（図１、図２）。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　MALDI-TOF�MS を用いた生体分子の分析技術は、特にバイオマーカー探索など臨床検査医学、予防医学
領域において今後加速度的に進化していくものと考えられる。本研究は、これら生体分子の分析技術の基
礎となる研究であり、本研究の更なる促進によって分析化学領域だけではなく、臨床検査医学および予防
医学領域の発展に寄与し、我々の健康的な生活を支援したいと考えている。

知的財産・論文・学会発表など
○　Oshikane�H.�et�al.�Analytical�Biochemistry�(2018)�546:1-4
○　Oshikane�H.�et�al.�(2018)�Science�Trends
★　関連特許２件申請準備中
※　本研究は、2018 年度�材料科学技術振興財団（MST）研究助成事業による研究支援を受けています

キーワード：質量分析、MALDI-TOF MS、タンパク質

を用いた生体分子の分析技術は、特にバイオマーカー探索など臨床検査医学、予防医学
領域において今後加速度的に進化していくものと考えられる。本研究は、これら生体分子の分析技術の基礎
となる研究であり、本研究の更なる促進によって分析化学領域だけではなく、臨床検査医学および予防医学
領域の発展に寄与し、我々の健康的な生活を支援したいと考えている。

MALDI-TOF MS

URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2466/36

E-mail hiroyuki.oshikane@med.teikyo-u.ac.jp

OSHIKANE, Hiroyuki

○
○
★ 関連特許２件申請準備中
※ 本研究は、 年度 材料科学技術振興財団（ ）研究助成事業による研究支援を受けています

（
）法によるタンパク質の質量分析

技術は、田中耕一博士（ 年ノーベル化
学賞受賞）が基礎を築いて以来、今日医学
分野では日常的に使用されている必要不可
欠な技術の１つである。最近では顕微鏡と
質量分析とを一体化したイメージング質量
分析機が開発されており、各種疾患で特異
的に発現する生体物質であるバイオマー
カーの更なる探索が可能になり、各種疾患
の早期診断が期待されている。しかしながら、
この様に質量分析技術が飛躍的に発展して
きた現在でも、全ての生体物質が検出可能
というわけではなかった。
本研究では、タンパク質の質量分析法に
おける更なる改良法の確立を目指しており、
タンパク質の の更なる原理
の解明と並行して、全てのタンパク質で応用
できる測定法の開発を目標としている。

では、従来法では検
出できなかったタンパク質種が、直接積層
法によって検出可能になったことを報告した
（図１、図２）。

(ii) (i) MALDI-TOF MS

(i) (ii)

医療技術学部・臨床検査学科　講師

押鐘　浩之 OSHIKANE, Hiroyuki

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2466/36 

バイオ

板橋キャンパス
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キーワード：膜タンパク質、計算構造化学、膜作動性ペプチド

脂質膜とタンパク質の分子動力学
シミュレーション解析

研究の概要
　脂質膜とタンパク質の相互作用は多様な医生物学的現象において重要な役割を果たしている。これまで脂
質膜とタンパク質の相互作用の問題に計算化学手法を応用してきた。生物物理学や電気生理実験データとの
比較により、分子生理学現象を原子レベルのダイナミクスの言葉で議論することが可能となる。

・�成長因子やホルモン受容体の活性化の機序において二量体形成は重要である。単純なアミノ酸配列をもつ
膜貫通ヘリックスペプチドの二量体化に関する自由エネルギー計算を実施した。脂質膜がコレステロール
含有の脂質ラフトドメイン様の二分子層膜の場合に、ペプチドの二量体が安定になることを示した（図１）。

・�細胞膜電位応答性にホスファターゼ活性が変化する VSP について、電気生理実験と計算シミュレーショ
ンを併用し解析している（大阪大学との共同）。
VSP のホスファターゼドメイン（PD）
が膜に対して可動性を有
すること、C2 ドメイ
ンが安定に膜に結合
し、PD の蝶番の動き
を可能とすることが示
唆された（図２）。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　タンパク質分子の構造を扱う研究において、構造機能連関につきヒントを与えることができる。分子生
理学的現象のメカニズムを原子レベルで解明することによって、疾患の成因を詳細に理解することができ
る。アミノ酸置換などの改変によって機能の変化を予測できるので有用分子の創出を助ける。また、標的
となる分子や複合体が比較的小さい場合には、創薬の過程を効率化できる。また、科学計算そのものが受
託研究という形でビジネスになりうる。
【学術誌の創刊】2017 に筆者が創刊した Annals�Biomedical�Res�誌（出版社�eSciRes）を含む２誌の
Editor-in-Chief を務めております。投稿をお待ちしております。

知的財産・論文・学会発表など
1. �M�Nishizawa�and�K�Nishizawa,�"Sequence-nonspecific�stabilization�of�transmembrane�helical�peptide�
dimer�in�lipid�raft-like�bilayers�in�atomistic�simulations.�II.�Acyl�chain�order-associated�changes�in�lipid-
peptide�contacts�concordant�with�potential�energy�profiles”�Ann�Biomed�Res��2018�1:�106

2. �M�Nishizawa�and�K�Nishizawa� � "Force-field�dependency�of�Leu-rich�helical�peptides�dimerization�
energy�in� lipid�bilayers.� I.�United-atom�simulations�show�discrepancy�from�experiments�and�all-atom�
simulations”��Ann�Biomed�Res��2018,�1:�112��

3. �Kawanabe�et�al�"The�hydrophobic�nature�of�a�novel�membrane�interface�regulates�the�enzyme�activity�in�
voltage�sensing�phosphatase”���eLife��e41653
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研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

脂質膜とタンパク質の分子動力学
シミュレーション解析

医療技術学部 臨床検査学科 教授

西澤 和久
URL： http://gen.g.dgdg.jp
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キーワード：人工関節、人工軟骨、蛋白質、低摩擦化、低摩耗化、長寿命化

人工関節の長寿命化に関する研究

研究の概要
　現在臨床応用されている人工関節の一般的な組み合わせは、超高分子量ポリエチレンと耐食性金属または
セラミクスとなっている。この材料の組み合わせでは、十数年程度で超高分子量ポリエチレンの摩耗が発生し、
人工関節が寿命を迎える。本研究では、人工関節の長寿命化を目指し、これまでの人工関節に用いられてい
る超高分子量ポリエチレンよりも生体関節に近い特性を持つハイドロゲルを人工軟骨として応用した人工関
節の開発を行っている。
　人工軟骨を人工関節に応用するためには、摩擦が低いことはもちろんのこと、摩耗を防ぐ必要がある。これま
での人工関節では境界潤滑が主体である潤滑モードを、人工軟骨を導入することで流体潤滑主体へ移行させるこ
とにより低摩擦低摩耗を実現する。臨床条件では流体潤滑が発揮できないことも充分に予想されるため、境界
潤滑においても摩擦摩耗を抑える必要がある。そのため生体関節液に含まれる、ヒアルロン酸、蛋白質、脂質を
協調的に人工軟骨材料表面に吸着させることで、低摩擦低摩耗を効果的に発現させるために、生体関節液成分
による低摩擦低摩耗メカニズムの解明と実材料上でこれらの機能を発現させる。このような蛋白質の吸着膜によ
る摩擦摩耗低減のメカニズムと、臨床材料上での潤滑効果の発現のための必要条件について検討を行っている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　人工軟骨を有する人工関節だけでなく、現在臨床応用されている人工関節においても生体関節液の吸着
が発生する。人工関節に吸着した成分を強調的に作用させることで低摩擦低摩耗の実現が可能となり、人
工関節の更なる長寿命化へ貢献できると考えられる。
　生体関節液が摩擦摩耗に大きく影響することは、患者の生体関節液が健康であることが重要である。こ
れからの超高齢化社会におけるQOL 向上の一環として、生体関節液による関節健康診断を提唱し、健康
寿命の増加、健康増進について考えていきたい。

知的財産・論文・学会発表など
特許：�ハイブリッドゲル、及びハイブリッドゲルの製造方法，公開日　2015.4，特願 2013-180560 号，

特開 2015-63126�(P2015-63126A)
論文：�Nakashima,�K.,�Sawae,�Y.,�Murakami,�T.,�Mischlar,�S,�Behavior�of�Adsorbed�Albumin�film�on�CoCrMo�

Alloy�under�In-situ�observation,�Tribology�Online,10,�2,�pp.�183-189,�2015

キーワード：人工関節、人工軟骨、蛋白質、低摩擦化、低摩耗化、長寿命化
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人工関節の長寿命化に関する研究
福岡医療技術学部 医療技術学科 准教授

中嶋 和弘
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3101/196 
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キーワード：発生生物学、遺伝性疾患、分子マーカー探索

脊椎動物未分化細胞からの器官形成の
仕組みとその応用

研究の概要
　受精卵から成体が発生するまでの過程では、それぞれの組織・器官に特異的な遺伝子の発現が制御され、
多様な種類の細胞へと分化する。現在までに、マウスの胚性未分化細胞（ES 細胞）や、両生類のツメガエル
の初期胚にある動物極側未分化細胞塊（アニマルキャップ）に、アクチビンやレチノイン酸などの物質を添
加して培養することで、人工的に膵臓、心臓、眼など、多様な組織を誘導する実験系を確立した。我々は、
これら人工的に作り出した組織・臓器（オルガノイド）を用いて、遺伝子の発現変動を調べることで、未分
化状態の細胞がそれぞれの組織へと分化していく過程を解析する。また、各組織形成に関わる新規遺伝子の
探索を行い、臓器不全を起す遺伝性疾患との関連性や、疾患特異的な生体分子（バイオマーカー）の同定、
及びその機能解析を試みる。�

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　アクチビンやレチノイン酸は、マウス ES 細胞や、ヒトの人工多能性幹細胞（iPS 細胞）などから、膵臓や腎
臓を誘導する過程においても重要な因子である。こういった実験系で作り出されたオルガノイドを用いて、疾
患の原因となる遺伝子の探索が可能となり、その機能解析から疾患に対する創薬探索が可能になりつつある。
　またアクチビのンシグナルは、脳の記憶や膠原病などにも深く関与していることから、我々の研究によって、
神経障害や自己免疫疾患に対する治療法開発への展開が期待出来る。

知的財産・論文・学会発表など
論文（査読あり、最新の研究成果）：
1.�Miyazono,�K.� � et�al.�Hydrophobic�patches�on�SMAD2�and�SMAD3�determine�selective�binding� to�
cofactors.�Sci.�Signal.�(2018).�

2.�Session,�A.�M.�et�al.�Genome�evolution�in�the�allotetraploid�frog�Xenopus�laevis.�Nature�(2016).�
3.�Kuwabara,�T.�et�al.�Wnt-mediated�activation�of�NeuroD1�and�retro-elements�during�adult�neurogenesis.�
Nat.�Neurosci.�(2009).�� など

キーワード：発生生物学、遺伝性疾患、分子マーカー探索
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キーワード：発生生物学、遺伝子制御ネットワーク、TGF- βシグナル

脊椎動物の初期発生における
TGF- βシグナル伝達制御機構の解明

研究の概要
　受精卵から成体が発生するまでの過程では、
それぞれの組織・器官に特異的な遺伝子の発現
が制御され、多様な種類の細胞へと分化する。
こういった過程の中で、TGF-βシグナル経路は、
細胞増殖、組織分化、パターニングなどに関わり、
重要な役割を担う。TGF-βが細胞膜上の受容体
に結合すると、そのシグナル情報が細胞内因子
の Smad 蛋白質に伝達され、最終的に下流の標
的遺伝子の発現が制御される。
　本研究では、胚操作が容易で、古くから発生
生物学のモデル動物として有用されてきた両生
類（アフリカツメガエルとネッタイツメガエル）
の初期胚を用いて、Smad 蛋白質と結合する因子
の探索や、その翻訳後修飾について解析を行う。
本研究によって、TGF-βシグナル経路の新たな
分子制御機構や、標的遺伝子の発現ネットワー
クの解明が期待される。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　TGF-βシグナルは、細胞の増殖・分化を制御する重要なサイトカインの一つで、シグナル伝達に関与す
る分子の機能不全は、�様々な疾患を引き起こす。例えば、TGF-βシグナルが恒常的に活性化されると、強
皮症や膠原病などが引き起こされる。また、細胞のガン化や進展にも重要な役割を担うことから、�TGF-β
シグナル伝達の緻密な制御が、生体の恒常性の維持に必要であると考えられる。本研究は、TGF-βシグナ
ルを制御する新たな因子の同定と、その活性制御機構の解明に焦点を当てたものであり、これら疾患に対
する新たな治療法・創薬開発の糸口に繋がる。

知的財産・論文・学会発表など
（論文、査読あり） 
Satou�Y.,�Minami�K.,�Hosono�E.,�Okada�H.,�Yasuoka�Y.,� Shibano�T.,�Tanaka�T.� and�Taira�M.� (2018).�
Phosphorylation�states�change�Otx2�activity�for�cell�proliferation�and�patterning�in�the�Xenopus�embryo.�
Development�145�(5),�dev159640.

（学会発表）
第 41回日本分子生物学会年会（2018 年 11 月 28 日～ 30日）
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