開会のご挨拶

……………………………………………………………………………………

13 : 00 〜13 : 05

東京大学大学院 薬学系研究科 衛生化学教室 教授

新井 洋由

一般演題 ■ 第Ⅰセッション …………………………………………… 13 : 05 〜13 : 55
座長：東京医科歯科大学 難治疾患研究所 分子代謝医学分野 教授 小川 佳宏

I-1

桑葉は白色脂肪組織における炎症性アディポサイトカイン
産生を制御し、酸化ストレスを抑制する
す ぎ も と

ま さ ゆ き

杉本 正志
京都大学大学院 医学研究科 臨床創成医学

我々は肥満マウスに桑葉を投与し、2型糖尿病治療薬ピオグリタゾン（Pio）の効果と比較
検討を行った。桑葉とPioを併用するとPioによる体重と内臓脂肪量の増加が抑制された。
また、桑葉は単独でも血糖、血中中性脂肪値を低下させ、白色脂肪組織における炎症性ア
ディポサイトカインの発現、Mφの浸潤、酸化ストレスを抑制した。従って桑葉はPioの
副作用を抑制するとともにその作用を増強する、新規メタボリックシンドローム治療薬と
なりうる可能性がある。

I-2

脂質代謝異常・炎症が惹起されるメカニズムにおける各組織
のアディポネクチン受容体（AdipoR）の役割と生理的意義
い わ ぶ

ま さ と

○岩部 真人／山内 敏正／岩部 美紀／船田 雅昭／
山口 麻美子／羽田 裕亮／脇 裕典／窪田 直人／植木 浩二郎／門脇 孝
東京大学大学院 医学系研究科 糖尿病・代謝内科

アディポネクチン受容体欠損マウスの解析により、AdipoR1の欠損でAMPK経路が、R2
の欠損でPPARα経路などが障害され、脂質代謝異常・炎症などが惹起され、耐糖能障害が
引き起こされることを明らかにしてきた（Nat Med. 13:332, 2007.）
。脂質代謝異常・
炎症が惹起されるメカニズムにおいて、AdipoRの生理的意義を解明するために、組織特異
的AdipoR欠損マウスを作製し、その解析を試みた。

一般演題 ■ 第Ⅱセッション …………………………………………… 13 : 55 〜14 : 45
座長：東京大学大学院 医学系研究科 糖尿病・代謝内科 教授 門脇 孝

II-1

PRMT1によるFOXO1のアルギニンメチル化は
Akt 依存的なリン酸化を阻害する
だ い と く

ひ ろ あ き

大徳 浩照
筑波大学 先端学際領域研究センター

フォークヘッド転写因子 FOXO1は糖新生や酸化ストレス応答などに関与し、その活性は
インスリン-Aktシグナル依存的なリン酸化による核外移行-ユビキチン化-分解経路によって
抑制される。また核内においても、酸化ストレス依存的なCBPによるアセチル化やSIRT1
による脱アセチル化を受けるなど多様な翻訳後修飾制御機構が知られている。今回我々は
PRMT1が FOXO1の Akt 認識配列（RxRxxS/T）に存在するアルギニンをメチル化し、
Akt によるリン酸化を阻害する機構を見いだした。この修飾コードがその他の Akt 基質に
も適用されうるか現在検討中である。

II-2

生体内組織イメージング手法によるメタボリックシンドロー
ムに伴う脂肪組織リモデリングと機能異常の解明
に し む ら

さとし

西村 智
東京大学 循環器内科

メタボリックシンドロームの病態形成には、慢性炎症に伴う脂肪組織リモデリングと脂肪
組織機能異常が重要である。我々は新たに開発した生体内分子イメージング手法を用いて、
肥満に伴い脂肪細胞分化・血管新生が生ずる事（2007 Diabetes）
、肥満脂肪組織局所に
おいて血管内皮・マクロファージ・血小板の相互の活性化とそれに伴う形質転換が内臓肥
満に伴う慢性炎症を増幅し、リモデリングと機能異常を引き起こしている事（2008 JCI）
を明らかにした。

休憩 ………………………………………………………………………………………………………… 14 : 45 〜14 : 55

一般演題 ■ 第Ⅲセッション …………………………………………… 14 : 55 〜15 : 45
座長：筑波大学大学院 生命環境科学研究科・ゲノム情報生物学研究室 教授 深水 昭吉

III-1

転写調節因子SREBPの翻訳後修飾による活性制御機構
い の う え

じゅん

○井上 順／有戸 光美／佐藤 隆一郎
東京大学大学院・農学生命科学研究科

SREBPは種々の翻訳後修飾を受けることが知られている。我々は、SREBPの転写活性化
能がSUMO化修飾により低下すること、さらにその低下がHDAC3複合体のSUMO化依存
的な結合を介していることを明らかにした。また、SREBPのSUMO化はGrowth factor
刺激によるSREBPリン酸化により抑制された。これらの結果より、Growth factor 刺激
による脂質合成・取り込み上昇は、この機構を介して行われると考えられる。

III-2

急性肺傷害の炎症におけるSARSレセプターACE2 の役割
く

ば

け い じ

○久場 敬司1／今井 由美子2,3／Josef Penninger2／木村 彰方1
1）

東京医科歯科大学 難治疾患研究所 分子病態分野 MTTプログラム、
IMBA- Institute of Molecular Biotechnology, Vienna, Austria
3）
秋田大学医学部 病理病態医学講座 感染制御学分野 Global COEプログラム
2）

2003年に世界的な大流行を引き起こしたSARS（Severe acute respiratory syndrome、重
症急性呼吸器症候群）は、致死性の急性肺傷害（ARDS, acute respiratory distress syndrome）
をきたす感染性呼吸器系疾患である。SARSコロナウイルスが病原体として同定されたが、
興味深いことにアンジオテンシン変換酵素2（ACE2）が、SARSウイルスのレセプターで
あることが報告され、私達はACE2欠損マウスを用いた解析から、ACE2が in vivo のSARS
レセプターであることを証明した。レニン−アンジオテンシン系は、心血管系機能の制御の
みならずさまざまな疾患においても重要な役割を担うことが知られているが、ACE2がレニ
ン−アンジオテンシン系を負に調節することにより、ARDS急性期における炎症細胞浸潤、
血管透過性を抑制し、肺保護作用を発揮することを明らかにした。さらにSARS感染にお
いて、SARSウイルスはACE2の発現を抑制することにより、レニン−アンジオテンシン系
を活性化させ、急性肺傷害の増悪化を促すことを見出した。近年、高病原性鳥インフルエン
ザが問題となっているが、ACE2による炎症抑制、血管透過性の抑制、肺保護作用が、これ
らの新興感染症における急性肺傷害/ARDSの治療薬のひとつとなることが期待される。

一般演題 ■ 第Ⅳセッション …………………………………………… 15 : 45 〜16 : 35
座長：東京大学大学院 医学系研究科 生化学分子生物学 教授 清水 孝雄

IV-1

Klothoと循環性FGFによる
新しい生体の恒常性制御機構の解析
く ろ す

ひろし

黒須 洋
東京女子医科大学 衛生学公衆衛生学（一）

我々は、老化様の表現系を示すKlothoマウスの原因遺伝子である klotho 遺伝子産物がFGF
受容体と複合体を形成し、循環性FGFの一つであるFGF23に特異性を与える共受容体とし
て機能することを明らかにした。さらに、Klothoとアミノ酸レベルにおいて約40％の相
同性を示すβKlothoが、やはりFGF 受容体との複合体を形成することで、FGF19 ならび
FGF21に特異性を与える共受容体として機能することを見い出した。Klothoファミリーを
介した循環性 FGFによる生体の恒常性維持機構の研究は始まったばかりであり、生体にお
けるその応答システムを明らかにしていくことは、代謝異常疾患の新たな予防・治療の指
針を示す可能性を秘めていると考えられる。

IV-2

マクロファージにおける中性コレステロールエステラーゼの解析
― 新規同定酵素MCEHの生理的役割
せ き や

もとひろ

○関谷 元博1／大須賀 淳一1／五十嵐 正樹1／岡崎 啓明1／石橋 俊2／門脇 孝1
1）

東京大学医学部附属病院 糖尿病代謝内科
2）
自治医科大学 代謝内分泌

ホルモン感受性リパーゼ（HSL）は、泡沫化したマクロファージ（Mφ）のコレステロール
エステルを水解する中性コレステロールエステラーゼ（NCEH）の候補とされていたが、
HSL欠損マウスのMφにはNCEH活性が残存していた。我々は新規エステラーゼ（MCEH）
を同定し、欠損マウスを作成した。MCEHは MφのNCEH 活性を約50％説明し、apoE 欠
損背景ではMCEH欠損は動脈硬化病変を約2倍に増大させた。また、MCEHとHSL は両者
で Mφの NCEH 活性の90％を担うことも明らかとなった。

休憩 コーヒーブレイク

………………………………………………………………

16 : 35 〜16 : 50

特別講演

……………………………………………………………………………

16 : 50 〜17 : 50

座長：東京大学大学院 薬学系研究科 衛生化学教室 教授 新井 洋由

細胞内代謝回転におけるオートファジーの役割
大隅 良典
基礎生物学研究所 分子細胞生物学研究部門
総合研究大学院大学 生命科学研究科 教授
細胞生物学の進歩は、個々のタンパク質が細胞内の特定の場所に輸送され機能する様を明らかにして
きた。また近年、タンパク質は決まった寿命をもっており、従来受動的であると考えられてきた分解が、
細胞機能にとって合成に劣らず重要であることが明らかとなってきた。細胞内のタンパク質の分解は、
大きく2 つの経路、即ち個々の分解基質を厳密に識別するユビキチン/プロテアソーム系と、基本的に
非選択的で大量の分解に与るリソソーム/液胞系とによって役割分担がなされている。
リソソーム系の分解の本質は分解過程を膜内に隔離することにあり、そのために基質を膜内にアクセ
スする膜動態を伴うプロセスが必須となる。その主要な経路であるマクロオートファジーではオートフ
ァゴソームと呼ばれる新規の膜形成が最も重要なステップとなる。リソソームが発見され、電子顕微鏡
観察によってオートファジーが見出されて既に50年ほどが経過しているが、その分子機構に関しては
長らく進歩が見られなかった。我々は酵母の液胞における分解が基本的に高等動植物で知られていたオ
ートファジーと同一の膜現象からなることを発見した。さらに酵母の利点を生かして遺伝学的なアプロ
ーチにより、オートファジーに必至な遺伝子群を効率よく得ることに成功した。現在までに18個の ATG
遺伝子が酵母のオートファゴソーム形成に必須であることが明らかになっている。それらはタンパク質
キナーゼ、PI3 キナーゼ、2 つのユビキチン様タンパク質による、タンパク質と脂質結合反応などから
なっている。これらはそのほとんどが高等動植物にも保存されており、遺伝子の同定は様々な生物にお
けるオートファジーの研究を爆発的に進展させ，オートファジーが様々な生命の高次機能に関わること
が次々に明らかになりつつある。しかしオートファジーに伴う膜動態の分子機構は依然として沢山の謎
が残されている。Atgタンパク質の機能解析の現状を紹介し、オートファジーによるオルガネラ分解、
細胞内クリアランスなど生理的役割に関する今後の課題について議論を進める。
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