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ご挨拶

第 41 回日本基礎老化学会大会
および

第９回東京理科大学
TR センターシンポジウム

大会長　　樋上　賀一

　今大会で 41 回を迎える日本基礎老化学会は、組織学や生理学、生化学といった既存の学問領域に、分子生物学
や分子遺伝学といった新しい学問領域が加わり、研究手法が大きく変わりはじめる時期に発足しました。すなわ
ち、学会の歴史は近年の自然科学・生命科学そのものの変遷とともに発展してきた由緒ある学術集会です。隔年
開催となる日本老年学会を構成する他の６学会（日本老年医学会、日本老年社会科学会、日本老年歯科学会、日
本老年精神医学会、日本ケアマネージメント学会、日本老年看護学会）との合同開催に比べると単独開催の今回
は小さな規模になります。しかし、基礎老化研究の醍醐味をしっかりと味わえる機会です。

　私が基礎老化研究を始めた頃は、老化はプログラムされていると信ずる主として細胞を扱う研究者と、傷害の
蓄積による恒常性の破綻により生ずると信ずる主として動物を扱う研究者に二分されていました。しかしながら、
最近の分子生物学および分子遺伝学の進歩により、ほ乳類の老化や寿命制御のメカニズムが個体レベルで明らか
になりつつあり、二分されていた学説はともに正しいことが証明されています。そのため、『老化が引き金となっ
て発症する疾患（本邦では死因の第１位から４位を占める悪性新生物（がん）、心疾患、脳血管疾患、肺炎）』に
対する予防法や治療法の開発は、個々の疾患に対する予防法や治療法の開発のみならず、『細胞老化の制御』によっ
ても、『個体老化の制御』によっても可能と考えられます。それは、すなわち、近い将来、基礎老化研究の成果が
トランスレーショナルリサーチ（TR）に直結する時代になるということです。その一例として、老齢個体の中に
存在する老化細胞に細胞死を誘導させ、個体の生理機能や病態を改善しようとするセノリーティック薬物が登場
しています。

　一方、東京理科大学は８学部 33 学科で構成される本邦でも有数の理工系総合大学で、長年の多岐にわたる優
れた基礎研究により未来の医療に貢献しうる多くの貴重な創薬シーズが集積しています。しかし、医学部や附属
病院がないために、基礎研究の成果を臨床現場に充分に還元できていませんでした。総合研究院 TR センターは、
集積された創薬シーズを医療現場に還元すること、また、将来 TR を担う若手研究者、学生の育成を目的に、平
成 26 年度私立大学戦略的研究基盤形成支援事業により５年間の時限で設立されました。同センターの活動には、
薬学部のみならず基礎工学部や理学部など学内の多くの先生および学生が参加し、また筑波大学やがん研究セン
ターなど近隣の大学や研究所、また長崎大学や最近ではハワイ大学との連携により、多くの共同研究を推進して
まいりました。そして、今年度がその活動成果をまとめるべき５年目に当たります。

　このような時期に、『基礎老化研究からトランスレーショナルリサーチへ』という主題で、日本基礎老化学会年
会を東京理科大学総合研究院 TR センターシンポジウムとの合同で開催する機会を得たことは、極めて意義深い
ことと考えています。今回は招待講演者として米国から２名、本邦から１名の著名な先生を、また韓国から 10 名
の基礎老化研究者をお迎えしております。また、大学内の開催ということで、学生も多く参加する予定です。そ
のため、国際色の強い、また若さ溢れる活気のある学会になるのではないかと期待しております。本大会で得ら
れた研究成果により、世界中、特に本邦では喫緊に取り組むべき高齢者の増加に伴う諸問題の解決に向けた『健
康な長寿社会の実現』に、貢献して行きたいと考えております。
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第 41 回日本基礎老化学会大会および第９回東京理科大学 TR センター
シンポジウム開催概要

大会長：樋上　賀一　東京理科大学　総合研究院　トランスレーショナルリサーチ（TR）センター長
　　　　　　　　　　東京理科大学薬学部　生命創薬科学科　教授

テーマ：基礎老化研究からトランスレーショナルリサーチへ

会　期：2018 年 5 月 31 日（木）～ 6 月 2 日（土）3 日間

会　場：東京理科大学葛飾キャンパス　図書館ホール
　　　　〒 125-8585 東京都葛飾区新宿 6-3-1、TEL：03-5876-1717（代）

参加費：　 事前参加登録
（2018 年５月 11 日迄） 当日参加登録

会　員
一般 8,000 円 10,000 円

学生 4,000 円 5,000 円

非会員 10,000 円 12,000 円

一般演題： 今大会では基礎老化学会会員の皆様には全て口演で発表いただくことになっています。
 一方、一部の TR センターメンバーで基礎老化学会非会員の皆様にはポスターにて発表をお願いする

こととしました。
口　　演： ９つのセッションに分けて、一般 56 演題（うち若手枠発表 22 題）を採択しました。
ポスター：21 演題（うち韓国から６演題、若手枠発表 13 題）を採択しました。

日韓合同シンポジウム：
韓国側から４名、日本側から４名の先生に口演で発表いただきます。英語にてご発表いただきます。

招待講演：…Dr. Rafael de Cabo（National Institute on Aging）、DR. John M. Denu（University of Wisconsin）、
Dr. Yoichiro Iwakura（Tokyo University of Science）のご講演を予定していす。英語にてご発表い
ただきます

問 合 先：第 41 回日本基礎老化学会大会事務局
東京理科大学薬学部　分子病理・代謝学研究室内
〒 278-8510　千葉県野田市山崎 2641
TEL：04-7121-3676　FAX：04-7121-3676
Email：jsbg2018@rs.tus.ac.jp　HP：http://www.rs.tus.ac.jp/jsbg2018/index.html
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会場周辺案内図及び交通案内

※金町駅は常磐線の各駅停車のみ停車します。快速電車は止まりませんので、ご注意下さい。

キャンパスマップ
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参加者・発表者へのご案内

《参加受付》

図書館ホール前の大会事務局受付にて行います。
各日８時～ 17 時まで（３日目のみ 16 時まで）

事前参加登録済みの参加者

　　登録時に送信致しました「受付番号」を大会事務局受付にお伝えの上、登録氏名の印字された参加証をお受
け取り下さい。

当日参加登録される参加者

　　併設している大会事務局にて年会費の支払い状況をご確認の上、「概要」で記載いたしました該当区分の参加
費用を現金でお支払い下さい（クレジットカード決済は受け付けておりません）。支払い後、参加証をお渡し
致しますので、その場でご記入下さい。

参加証

　　参加証は配布するネックストラップに入れ、期間中は必ずご着用下さい。再発行は原則致しませんので、各
自で管理をお願いします。

《座長・講演発表者へのご案内》

招待講演、シンポジウムの座長、講師の先生方

　　本大会では日韓合同シンポジウム、３つの招待講演が開催されます。これらは質疑応答を含め発表は全て英
語で行われます。座長を含め、講師をお願いする先生方につきましては、別途ご案内させていただきます。

一般演題口頭発表の座長、発表の先生方

• 本大会では９セッションに分かれて 56 題の一般口頭発表が行われる予定です。発表は質疑応答含めて日本
語で行う予定ですが、英語による発表も可とさせて頂きます。参加者に海外からの先生も多数含まれること
から、発表スライド等の英文表記につきましては、可能な限りご協力くださいますようお願い致します。

• 座長の先生方は、各セッション開始の 10 分前までに「次座長席」にお越し下さい。各セッションの進行は
座長に一任致しますが、時間内での進行・終了にご協力下さい。

• 一般口頭発表は発表 11 分、質疑４分でお願い致します。予鈴を 10 分後に、終了鈴を 11 分後にお知らせ致
します。スケジュールの都合上、時間厳守でお願いします。ポインターはこちらで用意致しますので、スラ
イドの進行を含めて各自でお願い致します。

• 講演者は開始の 1 時間前に、講演会場横の「発表受付」へお越し下さい。発表データ（Power point ファイル等）
は原則 USB でご持参下さい。使用するコンピューターは Windows OS のみとさせていただきます。発表デー
タはその場で試写を行います。Macintosh 及び動画を含む発表をご希望の先生方は、恐れ入りますが休憩時
間中にご自身の PC で試写を行って下さい。また、セッション開始前より PC をお預かりすることになりま
すので、接続ケーブル並びに電源アダプターを必ずご持参下さい。

• お預かり致しました発表データは、セッション終了後に確実に消去致します。
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一般演題ポスター発表の先生方

• 本大会では、基礎老化学会非会員の一般演題を採択された先生方にポスター発表をお願いしております。下
記の要領で各自掲示をお願いします。
※ 発表ボードにスペース番号（例：（例：P-01 or PJK-01）を掲示致しますので、該当するスペースに「発表

タイトル、発表者、所属」を記載したポスターをスペース（横 95cm ×縦 185cm）に掲示して下さい。発
表者用リボンと掲示用の画鋲は、大会受付で配布致します。

• 掲示場所：図書館ホール前ロビー
• 掲示時間：５月 31 日（木）８時 30 分以降、遅くとも６月１日（金）12 時までに掲示を完了するようにご協

力をお願い致します。また、この時間までに掲示が完了した演題に限り、若手奨励賞の審査対象とさせてい
ただきます。

• 撤去時間：６月２日（土）18 時（時間厳守）
※撤去時間以降に残っているポスターについては、こちらで処分させて頂きます。

• 発表時間：６月２日 12：30 ～ 15：00 です。奇数番号の発表者 13：00 ～ 14：00 に、偶数番号の発表者は
14：00 ～ 15：00 にポスター前にいるようにしてください。

• ポスター発表は座長を設けておりません。発表者はそれぞれの発表時間内に参加者へ随時ご説明・質疑応答
をお願い致します。

• 参加者に海外からの先生も多数含まれることから、発表ポスターの演題名は英語、内容に関しても可能な限
り英語で作製いただきますようご協力ください。

《若手奨励賞》

　発表時 40 歳以下の発表者を若手奨励賞の対象とします（対象発表計 34 演題）。評価方法は、受付時に予めお渡
しする投票用紙に対象口演演題（口頭発表 19（一般）、３（日韓）、計 22 演題）から３演題、対象ポスター演題

（12 演題）から１演題、選出して頂き、大会３日目の 15 時までにポスター会場出入り口付近に設置された投票箱
に投票して頂きます。若手奨励賞を得票順に上位 3 名を選出し、結果を総会内で発表、表彰致します。

《理事会、評議員会、総会》　　　　　　　　　　　　　　

• 理 事 会：５月 31 日 17：00 ～ 18：30（葛飾キャンパス図書館ホール別室）
• 評議員会：６月 １ 日 12：45 ～ 13：15（葛飾キャンパス図書館ホール）
• 総 会：６月 ２ 日 16：35 ～ 17：35（葛飾キャンパス図書館ホール）

《懇親会》

• 基礎老化学会懇親会
日時：６月１日 19：00 ～ 20：30
場所：大村ホール（図書館ホールのロビーの一部です）
参加費：3500 円

• 合同懇親会
日時：６月２日 17：45 ～ 19：15
場所：大村ホール（図書館ホールのロビーの一部です）
参加費：無料
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第 41 回日本基礎老化学会大会

および第９回東京理科大学 TR センターシンポジウム

タイムテーブル

５/31（木）

9:00 〜 10:45 一般口演１　〜中枢神経①／ Central Nervous System ①〜

11:00 〜 12:30 一般口演２　〜代謝①／ Metabolism ①〜

12:30 〜 13:30 ランチタイム

13:30 〜 14:45 一般口演３　〜細胞傷害・酸化ストレス／ Cellular Damage and Oxidative Stress 〜

15:00 〜 16:45 一般口演４　〜個体老化と細胞老化／ Organismal Aging and Cellular Senescence 〜

17:00 〜 18:30 理事会

６/１（金）

9:00 〜 10:45 一般口演５　〜中枢神経②／ Central Nervous System ②〜

11:00 〜 12:30 一般口演６　〜代謝②／ Metabolism ②〜

12:30 〜 13:30 ランチタイム、評議員会

13:30 〜 14:45 一般口演７　〜運動器／ Bone, Joint and Skeletal Muscle 〜

15:00 〜 15:40 招待講演１／ Invited Lecture １（Dr. John M. Denu）

15:45 〜 17:05 日韓老化学会合同シンポジウム１／ Japan-Korea Joint Symposium １

17:20 〜 18:40 日韓老化学会合同シンポジウム２／ Japan-Korea Joint Symposium ２

19:00 〜 20:30 基礎老化学会懇親会／ Reception (The Society for Biomedical Gerontology)

６/２（土）

9:00 〜 10:30 一般口演８　〜炎症・免疫／ Inflammation and Immunity 〜

10:45 〜 12:30 一般口演９　〜トランスレーショナルリサーチ／ Translational Research 〜

12:30 〜 13:30 ランチタイム

12:30 〜 15:00 ポスターセッション／ Poster Session

15:05 〜 15:45 招待講演２／ Invited Lecture ２（Dr. Rafael de Cabo）

15:45 〜 16:25 招待講演３／ Invited Lecture ３（Dr. Yoichiro Iwakura）

16:35 〜 17:35 総会

17:45 〜 19:15 合同懇親会／ Joint Reception (All Paticipants)
糟屋郡粕屋町長者原西4‐11-8 
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第 41 回日本基礎老化学会大会
および

第９回東京理科大学 TR センターシンポジウム

〜基礎老化研究からトランスレーショナルリサーチへ〜

プログラム



－ 13 －

５月31日（木）

…９：00～ 10：45　一般口演　～中枢神経①／Central…Nervous…System①～…

座長：津田　玲生（国立長寿医療研究センター）　

　　　遠藤　昌吾（東京都健康長寿医療センター）

1．O-01

Cholinergic…regulation…of…olfactory…processing
○ Sae UCHIDA, Yoshie ITO, Fusako KAGITANI

Department of Autonomic Neuroscience, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology

2．O-02

Transcriptome…analysis…by…use…of…CAGE-seq…in…young…and…old…cultured…neurons
○ Kiyohito MURAI, Gen MATSUMOTO, Nozomu MORI

Department of Anatomy and Neurobiology, Nagasaki University School of Medicine

3．O-03/Y

A…neurophysiological…study…of…age-related…motor…impairment
○ Ritsuko INOUE1, Sakura NAKAUCHI1, Mayumi TAKAHASHI2, Masami MIURA1 

Research Team for Aging Neuroscience, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology (TMIG) 1, Research Team for 

Functional Biogerontology, TMIG2

4．O-04

Effects…of…short…fragments…derived…from…amylin…receptor…antagonist…AC253…on…hippocampal…

synaptic…plasticity
○ Ryoichi KIMURA1, Rania SOUDY2, Wen FU2, David WESTAWAY2, Jack JHAMANDAS2

Tokyo University of Science, Yamaguchi1, University of Alberta2

5．O-05

Phorbol…ester…inhibits…inclusion…formation…and…accelerates…neurite…growth…in…neuronal…cells

Yasuko TOKUNAGA, Masami MOMONAKA, Kaoru HAYASHIDA, ○ Naoki HAYASHIDA

Yamaguchi University School of Medicine

6．O-06/Y

The…effect…of…tocotrienols…on…short-…and…long-term…high-fat…diet-treated…mice
○ Yugo KATO1, Masashi SHIRAI1, Yoshinori AOKI2, Taisuke KOIKE2, Koji FUKUI1

Molecular Cell Biology Laboratory, Department of Bioscience and Engineering Shibaura Institute of Technology1, 

Mitsubishi-chemical Foods Corporation2

7．O-07

Analysis…of…neuronal…dysfunction…mechanism…common…to…dementia…and…age-related…deafness
○ Leo TSUDA, Ryunosuke MINAMI, Young-Mi LIM

Laboratory of Animal Models of Aging, National Center for Geriatrics and Gerontology

10：45～ 11：00　休憩

…11：00～ 12：30　一般口演　～代謝①／Metabolism①～…

座長：大澤　郁朗（東京都健康長寿医療センター研究所）

　　　小林　正樹（東京理科大学）　　　　　　　　　　

1．O-08/Y

Effect…of…trans-resveratrol…and…other…NAD+-regulating…compounds…on…the…human… IDH1gene…



－ 14 －

promoter…activity
○ Yuki NAKANO, Yuka IINUMA, Fumiaki UCHIUMI

Department of Gene Regulation, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tokyo University of Science

2．O-09/Y

Effect…of…Kampo…medicine…“Daisaikoto”…on…fat…accumulation… in…ovariectomized…mice…treated…

with…a…high-fat…diet
○ Naoto KIFUKU1, Junji AKAKI1, Tetsuya ARAI1, Hiroo YAMASAKI1

Central R&D Laboratory, Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.1

3．O-10

WDR6…knock…down…affects…LC3…expression… in…mammarian…cell:…possible… involvment… in…the…

autophagy…pathway
○ Yoshihisa OHATA1, ZI WANG1, Yukari WATANABE1, Shoko NISHIZONO2, Toshimitsu KOMATSU3, Isao 

SHIMOKAWA3, Takuya CHIBA1

Waseda University1, Sojo University2, Nagasaki University3

4．O-11

Localization…of…CREG1…in…brown…adipose…tissue…of…mice…under…distinct…thermal…conditions
○ Michihiro HASHIMOTO, Yuki ENDO, Tamaki TAKEUCHI, Hitoshi YAMASHITA

Chubu University

5．O-12

GADD34…suppresses…fatty…acid…synthesis…through…regulation…of…insulin…signaling
○ Naomi NISHIO1, Tadao HASEGAWA1, Ken-ich ISOBE2

Department of Bacteriology, Graduate School of Medical Sciences, Nagoya City University1. Department of Food 

Science and Nutrition, Faculty of Human Life and Environmental Sciences, Nagoya Woman’s University2

6．O-13

Influence…of…high…glucose…on…circadian…rhythm…in…human…and…mouse…endothelial…cells
○ Morihiko MAEDA1, Yoshimi NIWA2, Tsuyoshi HIROTA2, Toshio HAYASHI1

Graduate School of Medicine School of Health Sciences, Nagoya University1, Institute of Transformative Bio-

Molecules, Nagoya University2

12：30～ 13：30　ランチタイム

…13：30～ 14：45　一般口演　～細胞傷害・酸化ストレス／Cellular…Damage…and…Oxidative…Stress ～…

座長：高橋　良哉（東邦大学）　　

　　　福井　浩二（芝浦工業大学）

1．O-14

Activation…of…heat…shock…factor…in…the…liver…of…rats…during…aging

Keiko ODERA, ○ Ryoya TAKAHASHI

Department of Biochemistry, Faculty of Pharmaceutical Scieces, Toho University

2．O-15

Making…a…mammal…more…resistant…to…aging…damage
○ Petr GRUZ1, Masatomi SHIMIZU2, Ayako DAIZO3, Haruka TAKAHASHI3, Kei-ichi SUGIYAMA1, Masamitsu 

HONMA1

National Institute of Health Sciences1, Tokyo Healthcare University2, Seitoku University3



－ 15 －

3．O-16

Proteomic…alterations…in…the…human…aortic…media…with…aging:…Deposition…of…MFGE8,…elevation…

of…oxidative…damages,…and…imbalance…of…actin…and…actin-related…proteins
○ Yuri MIURA1, Hiroki TSUMOTO1, Machiko IWAMOTO1, Yuya YAMAGUCHI2, Yurie SOEJIMA2, Tosifusa TODA1, 

Tomio ARAI3, Akihiko HAMAMATSU3, Tamao ENDO1, Motoji SAWABE2

Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology1, Tokyo Medical and Dental University2, Tokyo Metropolitan Geriatric 

Hospital3

4．O-17

A…Txn1…missense…mutation…damages…multiple…organs
○ Iori OHMORI1, Tomoji MASHIMO2, Mamoru OUCHIDA3, Kyoko YAMASHITA4, Shinya TOYOKUNI4

Okayama University Graduate School of Education1, Osaka University2, Graduate School of Medicine Okayama 

University3, Nagoya University4

5．O-18/Y

Vancomycin-induced…nephrotoxicity…in…mice…during…aging
〇 Masaki TAKIGAWA1,2, Toshihiro ISHII3, Yoshiko MORI1,2 ,Akihito ISHIGAMI1

Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology1, Tokyo Metropolitan Geriatric Hospital2, Toho University3

14：45～ 15：00　休憩

…15：00～ 16：45　一般口演　～個体老化と細胞老化／Organismal…Aging…and…Cellular…Senescence ～…

座長：石神　昭人（東京都健康長寿医療センター研究所）

　　　定家　真人（東京理科大学）　　　　　　　　　　

1．O-19

Search…for…definitive…senescence…biomarkers…in…naturally-aged…mice
○ Noboru OGISO1, Kaori MUGURUMA1, Satomi TAKANO1, Kohei TOMITA2, Kazumichi YAMAGUCHI2, Naomi 

MATSUI3, Mitsuo MARUYAMA3

Laboratory of Experimental Animals, National Center for Geriatrics and Gerontology1, KAC Corporation2, Department 

of Mechanism of Aging, National Center for Geriatrics and Gerontology3

2．O-20

Telomere…dynamics…of…human…diploid…cell…strains…at…chromosome…level:…Lesson…from…iPS…cells…

(Second…report)
○ Naoshi ISHIKAWA, Masashi TOYODA, Toshiyuki ISHIWATA

Research Team for Geriatric Pathology, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology

3．O-21

A…zebrafish…model…for…studying…involvement…of…epigenetic…drift…in…aging
○ Norimasa IWANAMI1,2, Michael SCHORPP2, Thomas BOEHM2

National Center for Geriatrics and Gerontology1, Max Planck Instirute of Immunobiology and Epigenetics2

4．O-22/Y

Comprehensive…single-cell…transcriptome…analysis…of…aging-related…genes…in…rat…hepatocytes
〇 Yuta DOSHIDA1,3, Tomoko FUNAKOSHI1, Shinichi HASHIMOTO2, Sadahiro IWABUCHI2, Toshiro AIGAKI3, 

Akihito ISHIGAMI1

Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology1, Kanazawa University2, Tokyo Metropolitan University3
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5．O-23

Senescence-dependent…alveolar…factor…promotes…metastatic…lung…cancer…in…mice
〇 Kaori KOMODA1, Ryuta MIKAWA1 and Masataka SUGIMOTO1,2

National Center for Geriatrics and Gerontology1, Nagoya Univeristy2

6．O-24

Cell-based…screen…for…altered…nuclear…phenotypes…to… reveal… the…nuclear…events… regulating…

cellular…senescence
○ Mahito SADAIE

Department of Applied Biological Science, Faculty of Science and Technology, Tokyo University of Science

7．O-25

Cellular…senescence…and…renal…disease…-experiment…of…radiation…nephropathy…in…rats-
○Sae ARATANI1,2, Masako TAGAWA2, Shinya NAGASAKA2, Yukinao SAKAI1, Akira SHIMIZU2, Shuichi TSURUOKA1

Department of Nephrology, Graduate School of Medicine, Nippon Medical School1, Department of Analytic Human 

Pathology, Nippon Medical School2
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…６月１日（金）

…９：00～ 10：45　一般口演　～中枢神経②／Central…Nervous…System②～…

　座長：森　　　望（長崎大学）　　　　　　　　　　　　

　堀田　晴美（東京都健康長寿医療センター研究所）

1．O-26

Recovery…from…spatial…memory…deficits…and…increase…of…cerebral…glucose…uptake…in…cilostazol-

administered…aged…mice
○ Shuichi YANAI1, Tetsuro TAGO2, Jun TOYOHARA2, Tomoko ARASAKI1, Shogo ENDO1

Aging Neuroscience Research Team, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontolgy1, Research Team for Neuroimaging, 

Tokyo Metropolitan Institute of Gerontolgy2

2．O-27/Y

Analysis…of…learning…induced…insulin…signaling…in…the…hippocampal…synapses…of…diabetic…model…

mice
○ Hirobumi TADA1, Akinori TOKUNAGA1, Daisuke TANOKASHIRA1, Moe IMAI1, Mana KASHIWADA1, Tamiko 

SAJI1, Akiko TAGUCHI1

Department of Integrative Aging Neuroscience, National Center for Geriatrics and Gerontology1

3．O-28

Age-related…tau…pathology…in…cynomolgus…monkey…brain
○ Nobuyuki KIMURA1, Kentaro ENDO2, Hiromi KONDO2, Eijiro ADACHI2, Nobuhiro SHIMOZAWA3, Yasuhiro 

YASUTOMI3, Toshiki UCHIHARA2,4,5

National Center for Geriatrics and Gerontology1, Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science2, Tsukuba Primate 

Research Center, National Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition3, Tokyo Medical and Dental 

University4, Nitobe-Memorial Nakano General Hospital5

4．O-29

OPA1…mediates…age-associated…and…coenzyme…Q-responsive…regulation…of…complex…IV…activity…

in…brain…mitochondria
○ Mayumi TAKAHASHI1, Ikuroh OHSAWA1, Takuji SHIRASAWA2, Kazuhide TAKAHASHI1

Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology1, Shirasawa Anti-Aging Institute2

5．O-30

Reactive…oxygen…species…induce…neurite…degeneration…in…neuroblastoma…cells
○ Koji FUKUI1, Naoki YOSHIDA1, Yuta SAITO1, Saki NAKAMURA1

Shibaura Institute of Technol1

6．O-31

Insulin…resistance…induces…global…behavioral…abnormalities…in…Alzheimer’s…model…mice
○ Naotaka IZUO1, Nobuhiro WATANABE2, Yoshihiro NODA2, Harumi HOTTA2, Takahiko SHIMIZU1

Graduate School of Medicine, Chiba University1, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology2

7．O-32/Y

Age-related…changes… in… inhibitory…mechanisms… for…micturition…contraction…of… the…uninary…

bladder…originating…from…the…skin…in…rats
○ Nobuhiro WATANABE, Kaori IIMURA, Harue SUZUKI, Harumi HOTTA

Department of Autonomic Neuroscience, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology

10：45～ 11：00　休憩



－ 18 －

…11：00～ 12：30　一般口演　～代謝②／Metabolism②～…

座長：内海　文彰（東京理科大学）

　　　山下　　均（中部大学）　　

1．O-33/Y

Administration…of…H2-water…prevents…vascular…aging…at…arch…of…aorta…in…LDL…receptor-deficient…

mice
○ Masumi IKETANI1, Kanako SEKIMOTO1,2, Masaki KOMATSU1,2, Mayumi TAKAHASHI1, Hideo KAWAGUCHI2, 

Ritsuko KANEKO2, Ikuroh OHSAWA1

Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology1, Toyo University2 

2．O-34

Functional…analysis…of…E3…ubiquitin…ligase…Wwp1…in…mouse…white…adipose…tissue
○ Shunsuke HOSHINO1, Masaki KOBAYASHI1, Yoshikazu HIGAMI1,2

Faculty of Pharmaceutical Sciences1, Translational Reserch Center, Research Institute for Science and Technology2, 

Tokyo University of Science

3．O-35

Lipoproteins…comprise…at…least…10…different…classes…in…rats…conteining…unique…proteins…as…the…

primary…component
○ Tomokazu KONISHI1, Yoko TAKAHASHI2

Akita Pref. Univ.1, National Agriculture and Food Research Organization2

4．O-36/Y

Transcriptional…regulation…of…Fgf21…and…Pgc-1α…by…calorie…restriction
○ Seira UTA1, Namiki FUJI1, Masaki KOBAYASHI1,2, Yoshikazu HIGAMI1,2

Faculty of Pharmaceutical Science1, Translational Reserch Center2, Tokyo University of Sciences

5．O-37

The…role…of…Prefoldin…6…on…intestinal…homeostasis…in…Drosophila…melanogaster
○ Lucas TRINDADE and Kazutaka AKAGI

National Center for Geriatrics and Gerontology

6．O-38/Y

Dietary… restriction… improves… intestinal…cellular… fitness…to…enhance…gut…barrier… function…and…

lifespan…in…D.…melanogaster
○ Kazutaka AKAGI1, Kenneth A. WILSON2, Subhash D. KATEWA2, Mauricio ORTEGA2, Jesse SIMMONS2, Subir 

KAPURIA2, Amit SHARMA2, Heinrich JASPER2, Pankaj KAPAHI2

National Center for Geriatrics and Gerontology1, Buck Institute for Research on Aging2

12：30～ 13：30　ランチタイム、評議員会

…13：30～ 14：45　一般口演　～運動器／Bone,…Joint…and…Skeletal…Muscle ～…

座長：清水　孝彦（千葉大学）　　　　　　　　

　　　細山　　徹（国立長寿医療研究センター）

1．O-39

Effects…of…aging…and…caloric…restriction…in…WWP1…expression…in…skeletal…muscle
○ Kumi MIURA1, Masaki KOBAYASHI1,2, Yoshikazu HIGAMI1,2

Faculty of Pharmaceutical Sciences1, Translational Research Center, Research Institute for Science and technology2, 

Tokyo University of Science
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2．O-40/Y

The…reason…why…bone…resorption…of…periodontitis…prolong
○ Keiichi KANAYAMA, Hirotsugu MORINAGA, Toshiaki SHIBUTANI

Asahi University school of Dentistry

3．O-41/Y

Apple…procyanidins…promote…proteoglycan…biosynthesis…associated…with…PGC-1α-mediated…

mitochondrial…biogenesis…in…chondrocytes
○ Isao MASUDA1,2,3, Masato KOIKE1,4, Shohei NAKASHIMA2,3, Yu MIZUTANI2, Yusuke OZAWA1, Kenji 

WATANABE1, Hidetoshi NOJIRI4, Koichi SASHIHARA2, Koutaro YOKOTE1 & Takahiko SHIMIZU1

Chiba University Graduate School of Medicine1, Asahi Group Holdings, Ltd.2, Asahi Calpis Wellness Co., Ltd.3, 

Juntendo University Graduate School of Medicine4

4．O-42

ERK…plays…a…crucial…role…in…maintaining…muscle…stem/progenitor…cell…pool
○ Tohru HOSOYAMA, Naohiro HASHIMOTO

National Center for Geriatrics and Gerontology, Department of Regenerative Medicine

5．O-43

Age-related…DNA…methylation…changes…are…accelerated…in…regenerated…tissues
○ Nobuyoshi SHIMODA1, Madoka IKEMOTO-UEZUMI2

National Center for Geriatrics and Gerontology1, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology2

14：45～ 15：00　休憩

…15：00～ 15：40　招待講演１／ Invited…Lecture…1…

Chairperson:…Yoshikazu…HIGAMI……(Tokyo University of Scicence)

Sirtuin…3-…and…diet-…mediated…regulation…of…mitochondrial…function…during…aging

Dr. John M. DENU

(University of Wisconsin)

15：40～ 15：45　休憩

…15：45～ 17：05　日韓合同シンポジウム１／ Japan-Korea…Joint…Symposium１…

Chairparsons:…Mitsuo…Maruyama (National Center for Geriatrics and Gerotology) 　　　　

Ki-Sun…Kwon…（Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology）   

1．OJK-01

Senescent…budding…yeast…cell

Cheol-Koo LEE

Division of Biotechnology, College of Life Sciences and Biotechnology, Korea University

2．OJK-02

Novel…effects…of…extrinsic…factors…on…skin…homeostasis
○ Dong Wook SHIN

Amorepacific R&D Center



－ 20 －

3．OJK-03/Y

Novel…mediators… for…caloric… restriction-associated…metabolic… remodeling… in…white…adipose…

tissue
○ Masaki KOBAYASHI1,2, Yoshikazu HIGAMI1,2

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tokyo University of Science1, Translational Research Center, Tokyo University of 

Science2

4．OJK-04/Y

Sexual…dimorphism…in…the…effect…of…NPY…deficiency…linked…to…fat…metabolism
○ Seongjoon PARK, Toshimitsu KOMATSU, Ryoichi MORI, Isao SHIMOKAWA

Department of Pathology, Graduate School of Biomedical Sciences, Nagasaki University

17：05～ 17：20　休憩

…17：20～ 18：40　日韓合同シンポジウム２／ Japan-Korea…Joint…Symposium…2…

Chairparsons:…Keiichi…HIGUCHI…(Shinshu University)

Cheol-Koo…LEE…（Korea University）　

1．OJK-05

The… role… of…miRNA… in… senescence-induced… arrest… of… proteoglycan… biosynthesis… and…

osteoarthritis…development

Jin-Hong KIM

Seoul National University, Department of Biological Sciences

2．OJK-06

Longevity… regulation…by… rna…quality…control… through…nonsense-mediated…mrna…decay… in…c.…
elegans
○ Seung-Jae V. LEE

Department of Life Sciences, Pohang University of Science and Technology

3．OJK-07/Y

APOE2…promotes…longevity;…a…clinical…and…preclinical…assessment
○ Mitsuru SHINOHARA1,2, John D. FRYER2, & Guojun BU2

National Center for Geriatrics and Gerontology1, & Mayo Clinic, Jacksonville, FL, USA2

4．OJK-08

Anti-inflammatory…effect…of…water-soluble…soy… isoflavones…on…murine…macrophage…cells…and…

murine…colitis…model
○ Sang-Eun KIM1, Mitsuo MARUYAMA1

Department of Mechanism of Aging, National Center for Geriatrics and Gerontology
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…６月２日（土）

…９：00～ 10：30　一般口演　～炎症・免疫／ Inflammation…and…Immunity ～…

座長：磯濱　洋一郎（東京理科大学）

　　　森　　亮一（長崎大学）　　　

1．O-44/Y

The…analysis…of…molecular…mechanisms…underlying… inflammatory… reactions… in…chronological…

skin…aging
○ Koichiro KAWAGUCHI1, Daijiro SUGIYAMA2, Mitsuo MARUYAMA1

Department of Mechanism of Aging, National Center for Geriatrics and Gerontology Research Institute1, Daiichi-

Sankyo Healthcare2

2．O-45

Role…of…C/EBPα-miR-223-Interleukin-6…secretion…pathway…at…Staphylococcus…aureus-infected…

wound…sites
○ Ryoichi MORI, Toshimitsu KOMATSU, Seongjoon PARK, Isao SHIMOKAWA

Department of Pathology, Nagasaki University School of Medicine

3．O-46

Contribution…of…Zizimin2/3… to… the…age-related…defect… in…B-1a…cells…as…a…source…of…anti-

pneumococcal…immunoglobulin…M
○ Akihiko SAKAMOTO1, Akinori TAKAOKA2, Mitsuo MARUYAMA1

National Center for Geriatrics and Gerontology1, Hokkaido University2

4．O-47/Y

Analysis…of…influenza…virus…replication…and…related…host…immune…response…in…aged…mice
○ Keiichi TANIGUCHI1, 2, Akihiko SATO1, Takao SHISHIDO1, Ryu YOSHIDA1, Keita MATSUNO2,3, Masatoshi 

OKAMATSU2, Yoshihiro SAKODA2,3

Shionogi & Co., Ltd.1, Hokkaido University2, Global Institution for Collaborative Research and Education3

5．O-48/Y

Goreisan…inhibits…vascular…endothelial…cell…migration…and…angiogenesis
〇 Kazuhito MURAKAMI1, Ichiro HORIE1, Yoichiro ISOHAMA1

Tokyo University of Science1

6．O-49/Y

Role…of…myeloid-derived…suppressor…cells… in…pathophysiology…and…effect…of…glucocorticoid… in…

asthmatic…mice
〇 Seira UNAGAMI1, Yuri KOZAKAI1, Ichiro HORIE1, Yoichiro ISOHAMA1

Tokyo University of Science1

10：30～ 10：45　休憩

…10：45～ 12：30　一般口演　～トランスレーショナルリサーチ／Translational…Research ～…

座長：土谷　智史（長崎大学）　　　　　　　　

　　　山越　貴水（国立長寿医療研究センター）

1．O-50/Y

Positive…response…of…the…human…TP53…gene…promoter…to…various…compounds…that…up-regulate…

NAD+/NADH…ratio…in…HeLa…S3…cells
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○ Daisuke SUDO, Maiko TANAKA, , Fumiaki UCHIUMI

Department of Gene Regulation, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tokyo University of Science

2．O-51

A…sialo-oligosaccharides…rich…mucin-like…molecule…is…specifically…detected…in…the…submandibular…

glands…of…aged…mice
○ Mayu IIDA1, Yu-ki MATSUNO2, Atsushi WATANABE1, Mitsuo MARUYAMA1, Akihiko KAMEYAMA2, ○ Kimi 

YAMAKOSHI1

1National Center for Geriatrics and Gerontology (NCGG), 2National Institute of Advanced Industrial Science and 

Technology (AIST)

3．O-52

Reconstruction…of… the…extracellular…matrix…and…alpha-gal…antigens… in…the… rat… lung…scaffold…

reseeded…using…human…vascular…and…adipogenic…stromal…cells
○ Yasumasa HASHIMOTO, Tomoshi TSUCHIYA, Ryouichiro DOI, Tomohiro OBATA, Naoto MATSUO, Go 

HATACHI, Keitaro MATSUMOTO, Takuro MIYAZAKI, Takeshi NAGAYASU

Department of Surgical Oncology, Nagasaki University Graduate School of Biomedical Sciences

4．O-53/Y

Effect…of…Kampo…medicine…“Bofutsushosan”…on…fat…accumulation…in…aged…mice…treated…with…a…

high-fat…diet
○ Junji AKAKI1, Tetsuya ARAI1, Hiroo YAMASAKI1, Kiyofumi NINOMIYA2, Toshio MORIKAWA2

Central R&D Laboratory, Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.1, Pharmaceutical Research and Technology Institute, 

Kindai University2

5．O-54

Oral…intake…of…sulforaphane…(broccoli…sprout)…on…androgen…in…middle…aged…male:…a…randomized,…

placebo-controlled,…pilot…trial

Mari SASAKI1, ○ Shohei SHINOZAKI1, Kentaro SHIMOKADO1

Department of Geriatrics and vascular medicine, Tokyo Medical and Dental University Graduate School of Medicine1

6．O-55

Sulfoquinovosyl-acylpropandiol…is…a…novel…radiosensitizer…in…a…malignant…mesothelioma…mouse…

model
○ Eiko INAMASU1, Tomoshi TSUCHIYA1, Katsuya MATUSDA2, Kengo SAKAGUCHI3, Fumio KAJIWARA3, Koichi 

TOMOSHIGE1, Ayako SATO1, Akiko FUKUDA1, Keitaro MATSUMOTO1, Takuro MIYAZAKI1, Go HATACHI1, 

Ryoichiro DOI1, Masahiro NAKASHIMA2, and Takeshi NAGAYASU1

Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, Nagasaki University Graduate School of Biomedical Science1, 

Department of Tumor and Diagnostic Pathology, Atomic Bomb Desease Institute, Nagasaki University2, Faculty of 

Scinence and Technology, Department of Applied Biological Science3

7．O-56

Ingestion…of…green…tea…with…lowered…caffeine…reduced…stress…and…improved…sleep…quality
○ Keiko UNNO1, Shigenori NODA1, Yohei KAWASAKI1, Hiroshi YAMADA1, Akio MORITA2, Kazuaki IGUCHI1, 

Yoriyuki NAKAMURA1

University of Shizuoka1, Shizuoka University2

12：30～ 13：30　ランチタイム
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…12：30～ 15：00　ポスターセッション／Poster…Session…

1．P-01/Y

Analysis…of…mitochondrial…activation…mechanism…in…adipocytes…by…caloric…restriction
○ Kanari TAKI1, Masaki KOBAYASHI1,2, Yoshikazu HIGAMI1,2

Faculty of Pharmaceutical Science1, Tronslational Reserch Center, Reserch Institute for Science and Technology2, Tokyo 

University of Science

2．P-02/Y

High…expression…of…GLO…I…gene…in…human…basal-like…breast…cancer…contributes…to…the…survival…

of…ALDH1…positive…CSCs
○ Shoma TAMORI1,4, Yuka NOZAKI1,4, Hitomi MOTOMURA1,4, Keiko SATO2,4, Tsugumichi SATO1,4, Kouji 

YAMAMOTO4,5, Ryo ABE3, Ryoko TAKASAWA1, Sei-ichi TANUMA1, Kazunori AKIMOTO1,4

Faculty of Pharmaceutical Sciences1, Faculty of Science and Technology2, Research Institute for Biochemical Sciences3, 

Translational Research Center, Research Institute for Science & Technology, Tokyo University of Science4, Osaka City 

University Graduate School of Medicine5

3．PJK-01

Expression…of…the…methionine…sulfoxide…reductase… lost…during…evolution…extends…Drosophila…

lifespan…in…a…methionine-dependent…manner
○ Byung Cheon Lee

College of Life Sciences and Biotechnology Korea University

4．P-03/Y

The…effect…of…decreasing…activity…of…cathepsin…L…on…adipocytes
〇 Misako SAKURAI1, Masaki KOBAYASHI1,2, Yoshikazu HIGAMI1,2

Faculty of Pharmaceutical Science1, Translational Research Center, Research Institute for Science and Technology2, 

Tokyo University of Science

5．P-04/Y

Combination…of…TNIIIA2…peptide…and…retinoid…decomposes…Myc…oncoproteins…based…on…β1…

integrin…activation
○ Manabu SASADA1,2, Kazuki OTSUKA1, Shunsuke SAKAI1, Takuya IYODA1,2, Yoichiro ISOHAMA1,2, Fumio 

FUKAI1,2

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tokyo University of Science1, Translational research center, Tokyo University of 

Science2

6．P-05/Y

Co-expression…of…PKCλ…and…GLOI…correlates…with…poor…clinical…outcome…in…breast…cancer
○ Hitomi MOTOMURA1,5, Shoma TAMORI1,5, Yuka NOZAKI1,5, Ryoko TAKASAWA1, Sei-ichi TANUMA1, Yohei 

MIYAGI4, Yoji NAGASHIMA3, Koji YAMAMOTO5,6, Keiko SATO2,5, Kazunori AKIMOTO1,5

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tokyo University of Science1, Faculty of Sciences and Technology, Tokyo 

University of Science2, Tokyo Women's Medical University Hospital3, Kanagawa Cancer Center, kanagawa, Japan4, 

Translational Research Center, Research Institute for Science & Technology, Tokyo University of Science5, Department 

of Clinical Epidemiology and Biostatistics, Osaka City University Graduate School of Medicine6

7．PJK-02

Myelin…basic…protein…citrullination,…a…hallmark…of…central…nervous…system…demyelination,… in…

prion…pathogenesis
○ Eun-Kyoung CHOI

Dept. of Biomedical Gerontology, Laboratory of Cellular Aging and　Neurodegeneration, Ilsong Institute of Life 
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Science, Hallym University

8．P-06/Y

Correlation…between…c-Met…and…ALDH1…contributes…to…the…survival…of…ALDH1…positive…CSCs…in…

breast…cancer
〇 Yuka NOZAKI1,4, Shoma TAMORI1,4, Keiko SATO2,4, Yasushi HARA3, Ryo ABE3, Ryoko TAKASAWA1, Atsushi 

YOSHIMORI5, Nariyoshi SHINOMIYA6, Sei-ichi TANUMA1 and Kazunori AKIMOTO1,4

Faculty of Pharmaceutical Sciences1, Faculty of Science and Technology2, Research Institute for Biochemical Sciences3, 

Translational Research Center, Research Institute for Science & Technology, Tokyo University of Science4, Institute for 

Theoretical Medicine, Inc.5, Department of Integrative Physiology and Bio-Nano Medicine, National Defense Medical 

College6

9．P-07/Y

Cytostatic…effect…of…caffeine…alone…or… in…combination…with…cisplatin…against…triple…negative…

breast…cancer…cell
○ Megumi SAITO, Yohei KAWANO, Moe NOHARA, Kanae UEHARA, Takao AOYAMA

Tokyo University of Science

10．P-08/Y

Taurine…is…an…amino…acid…with…the…ability…to…activate…autophagy…in…adipocytes
○ Masaki KOBAYASHI1,2, Hiroki KANEKO1, Yuhei MIZUNOE1,2, Maho YOSHIDA1, Masato IMAE3, Yoshikazu 

HIGAMI1,2

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tokyo University of Science1, Translational Research Center, Tokyo University of 

Science2 Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.3

11．PJK-03

Novel…PPAR…α/γ…dual…agonist…shows…neuroprotective…effects…against…Parkinson’s…disease…

model
○ Jaewon Lee

College of Pharmacy, Pusan National University

12．P-09/Y

Analysis…of…pharmacological…relationship…between…a…Japanese…Kampo…Kamikihito…on…oxytocin…

receptors
○ Yuki YOSHIDA1,2, Kanako MIYANO2, Yuji OMIYA3, Yoshikazu HIGAMI1, Yasuhito UEZONO2

Laboratory of Molecular Pathology and Metabolic Disease, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tokyo University 

of Science1, Division of Cancer Pathophysiology, National Cancer Center Research Institute2, Tsumura Research 

Laboratories, Tsumura and Co3

13．P-10/Y

Characterization…of…the…human…MCM4…gene…promoter…and…its…response…to…trans-resveratrol
○ Monami KUSAKA, Marie TANAKA, Fumiaki UCHIUMI

Department of Gene Regulation, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tokyo University of Science

14．PJK-04

MicroRNA…differentially…expressed…during…skeletal…muscle…aging
○ Ki-Sun Kwon

Aging Research Center, Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB)

15．P-11

Development…of…doxorubicin-loaded…liposome-modified…mesenchymal…stem…cells…for…cancer…therapy
○ Yukiya TAKAYAMA1, Kosuke KUSAMORI1, Hidemasa KATSUMI2, Toshiyasu SAKANE3, Akira YAMAMOTO2, 



－ 25 －

Makiya NISHIKAWA1

Tokyo University of Science1, Kyoto Pharmaceutical University2, Kobe Pharmaceutical University3

16．P-12
Influence…of…WWP1…on…antioxidant…function…in…obese…adipose…tissue
〇 Kazuhiro FURUYA1, Masaki KOBAYASHI1, Yosikazu HIGAMI1,2

Faculty of Pharmaceutical Sceiences1, Translational Reserch Center, Research Institute for Science and Technology2, 

Tokyo University of Science

17．PJK-05
Intestinal…microbes…shorten…host… lifespan… through… increased… intestinal…permeability… in…
Drosophila…melanogaster
○ Kyung-Jin Min

Dept of Biological Sciences, Inha University, Incheon, Korea

18．P-13/Y
Function…of…autoantibodies…against…aquaporin-5…detected… in…Sjögren’s…syndrome…patient’s…
sera
〇 Shinichi MUROI1, Hiromu HONMA1, Misae HATA1, Ichiro HORIE1, Yoichiro ISOHAMA1

Tokyo University of Science1

19．P-14/Y
The…mechanisms…of…lysosomal…dysfunction…in…white…adipose…tissue…of…short-term…high-fat…diet…
model
〇 Natsumi MIZUSHIMA1 , Masaki KOBAYASHI1,2 , Yoshikazu HIGAMI1,2

Faculty of Pharmaceutical Sciences1, Translational Research Center, Research Institute for Science and Technology2, 

Tokyo University of Science

20．P-15/Y
Interaction…between… IL-13…and… IL-17A… is… involved… in…steroid-resistant…mucus…production… in…
asthmatic…model…mice
〇 Hikaru UENO1, Wataru MACHIDA1, Ichiro HORIE1, Yoichiro ISOHAMA1

Tokyo University of Science1

21．PJK-06
Learning…is…reduced…in…aged…flies…without…sensory…defects
○ Joong-Jean PARK

Department of Physiology, College of Medicine, Korea University

…15：05～ 15：45　招待講演２／ Invited…Lecture…2…

Chairperson:…Isao…Shimokawa…(Nagasaki University)

Caloric…restriction…and…aging;…An…update…from…the…NIA

Rafael de CABO

National Institutes of Health

…15：45～ 16：25　招待講演３／ Invited…Lecture…3…

Chairperson:…Chiharu…NISHIYAMA…(Tokyo University of Science)

The…role…of…Dectin-1-IL-17F…axis…in…the…homeostasis…of…the…intestinal…immune…system

Yoichiro IWAKURA

Tokyo University of Science





第 41 回日本基礎老化学会大会
および

第９回東京理科大学 TR センターシンポジウム

発表抄録

The 41th Annual Meeting of
the Japan Society for Biomedical Gerontology

&
The 9th TR Center Symposium,

Tokyo University of Science
ABSTRACTS



Invited Lectures

Invited Lecture １: 

　John M. DENU (University of Wisconsin)
　　Chairperson: Yoshikazu HIGAMI (Tokyo University of Science)

Invited Lecture ２: 

　Rafael de CABO (National Institutes on Aging)
　　Chairperson: Isao SHIMOKAWA (Nagasaki University)

Invited Lecture ３: 

　Yoichiro IWAKURA (Tokyo University of Science)
　　Chairperson: Chiharu NISHIYAMA (Tokyo University of Science)

Invited Lectures



－ 30 －

Sirtuin 3- and diet- mediated regulation of mitochondrial 
function during aging 

John M. DENU

Rashpal S. Dhillon, Paul R. van Ginkel, Vivian Fu, Eric Armstrong, Tomas A. Prolla, and John M. Denu
Professor, Dept. of Biomolecular Chemistry, University of Wisconsin Medical School, Madison, WI

　Aging is a multifactorial process that results in the gradual loss of function of numerous cellular 
systems. Decline of mitochondrial function due to protein hyperacetylation has been implicated in 
senescence and numerous metabolic pathways. The NAD+-dependent mitochondrial deacetylase, 
sirtuin 3 (SIRT3) has a marked impact on mitochondrial acetylation status and may be responsible 
for attenuating oxidative stress. Caloric restriction (CR), which induces SIRT3 expression, has been 
linked to increased lifespan/healthspan. However, the impact of acetylation on mitochondrial function 
over the lifespan of an organism remains largely unknown. Here, we used a multi-tissue approach to 
investigate the role of SIRT3 in governing aging phenotypes by comparing mitochondrial function and 
structure in aging mice. Sirt3+/+ and Sirt3-/- C57BL/6 mice were fed a control or CR diet, and sampled 
at 5, 15, and 25 months of age. Gastrocnemius, brain, liver and heart were measured for respiratory 
capacity, complex enzyme kinetics, mitochondrial morphology, mtDNA content, mitochondrial acetyl-
proteomics, redox status, and protein expression of key SIRT3 targets and mitochondrial proteostasis 
pathways. Metabolomic profiling of the liver was used to assess the impact of electron transport 
impairments on substrate utilization and accumulation. Each tissue had markedly different respiratory 
responses to the treatment condition with age. Generally, complex I and II showed reduced capacity 
with the oldest mice, and conditions that included CR and SIRT3 revealed that oxygen flux through 
complex II was maintained in old age in most tissues, independent of alterations in SDHB protein 
expression. These results suggest that the deficiencies in oxidative phosphorylation may be driven by 
an impaired function at respiratory complexes caused by reduced protein content or complex specific 
activity. Overall, our findings suggest that SIRT3 in conjunction with CR increase measures of 
healthspan in age-related response of declining capacity in the mitochondrial respiratory chain.
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John M. DENU, PhD 

Professor, Dept. of Biomolecular Chemistry, University of WI Medical 
School, Madison, WI
Epigenetics Group Leader, Wisconsin Institute for Discovery
Associate Editor of The Journal of Biological Chemistry 
Affiliate Faculty of the Morgridge Institute for Research
UW Comprehensive Cancer Center Member
Co-Founder of Galilei BioSciences Inc
john.denu@wisc.edu

【Education & Professional carrier】
University of Wisconsin: B.S. (1988) Biochemistry
Texas A&M University: Ph.D. (1993) Biochemistry and Biophysics
University of Michigan: Post Doc (1993-1996) Biological Chemistry

【Research Interest】
　Our group investigates the molecular mechanisms and biological roles of reversible protein 
modification on gene expression and metabolism. The focus has been to understand the molecular 
basis of aging mechanisms, especially those that stem from mitochondrial metabolism and 
dysregulated epigenetic states. In 2000, we demonstrated that Sirtuin protein deacetylases use NAD+ 
as a co-substrate and produce the novel metabolite acetyl-ADP-ribose. We have determined the 
catalytic mechanisms for three major families of histone acetyltransferases (HAT) and continue to 
investigate how chromatin binding proteins and modifying enzymes ‘read’ histone modifications and 
regulate gene expression. In 2006, we provided the first evidence that mammalian metabolic enzymes 
are directly regulated by reversible acetylation. More recently, we have revealed that major metabolic 
pathways are controlled by lysine acetylation. These studies have uncovered novel regulatory 
mechanisms in global metabolism, which have provided new insights into age-related diseases and 
cancer metabolism. Our group has developed methods to quantify proteome-wide the acetylation 
stoichiometry at site-specific resolution (Baeza et al, JBC 2014), and a highly quantitative method to 
determine ~80 unique epigenetic states of chromatin from tissues and cells (Krautkramer et al Journal 
of Proteome Research 2015). A current major goal is to understand the link between metabolism and 
epigenetic mechanisms, especially as this link relates to the gut microbiome. We reported that diet-gut 
microbiota interactions mediate host epigenetic programming in a variety of host tissues (Krautkramer 
et al, Molecular Cell, 2016).
　We have reported the first atlas of the mammalian acetyl-proteome that is controlled by calorie 
restriction (CR) and the mitochondrial deacetylase SIRT3. We demonstrated that SIRT3 and CR 
trigger global reprogramming of mitochondrial metabolism. This work has provided a roadmap to 
researchers in the aging and metabolism fields. We have demonstrated that Sirt3 promotes the urea 
cycle and fatty acid oxidation during dietary restriction. These results provided direct evidence that 
SIRT3 upregulates oxidative metabolism during CR. In another key finding, we were first to reveal 
that glycolysis was up-regulated by protein acetylation and that glycolytic enzyme phosphoglycerate 
mutase-1 is regulated by Sirt1. Perhaps most importantly, we recently demonstrated the activation of 
the protein deacetylase SIRT6 by long-chain fatty acids and revealed that mammalian sirtuins are all 
capable of long-chain protein deacetylation. This report was the very first to identify that endogenous 
metabolites can act as allosteric activators of sirtuin enzymes, which has been a highly sought after 
question for more than a decade.
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Caloric restriction and aging; An update from the NIA

Rafael de CABO

Translational Gerontology Branch, National Institute on Aging, Baltimore, MD

　In most species tested, reduced caloric intake without malnutrition (CR) leads to lifespan extension, 
and delayed onset and progression of chronic diseases. However, the results from two previous 
major studies about the influence of CR on the lifespan of primates produced divergent outcomes, 
the reasons of which remain to great extent unexplained. Herein, we mimic in mice the two diet 
compositions and feeding paradigms used in the primate studies to examine their effects on health 
and survival. Here, male mice were fed either a purified or open source diet involving lifelong CR 
versus ad libitum (AL) feeding. Meal-fed (MF) controls based on dietary caloric content were used 
to ensure that differences in the caloric density of the two diets did not confound the results. Despite 
having the same caloric intake as AL animals, MF mice of both diets ate quickly, leading to lengthy 
periods of daily fasting. They displayed comparable weight gain but had lower metabolic risk as well 
as improved health and increased lifespan. These results demonstrate a role for fasting in extending 
health and survival independent of caloric intake and diet composition which has, until now, only 
been speculated. Thus, periods of daily fasting may be much more attainable by humans than lifelong 
diet modifications, caloric reductions, and weight loss and so this discovery might potentially have a 
tremendous impact on human health.
 



－ 33 －

Rafael de CABO

Senior Investigator, Experimental Gerontology Section. Translational 
Gerontology Branch, NIA, NIH, Baltimore, MD
Branch Chief, Translational Gerontology Branch, NIA, NIH, 
Baltimore, MD
Adjunct Professor of Medicine. Division of Geriatric Medicine and 
Gerontology, Johns Hopkins University
Associate researcher, IMDEA Food, Madrid, Spain
e-mail address: deCaboRa@grc.nia.nih.gov

【Education & Professional Carrier】
Sept 1988 – Sept 1993：BS- and MS-equivalent in Cellular and Molecular Biology (“Licenciado en 
Ciencias Biológicas”) Córdoba University, Córdoba, Spain
Aug 1994 –Mar 2000：Ph.D., Nutrition, Purdue University, West Lafayette, IN
Apr 2000 – Sept 2004：Postdoctoral Fellow, Intramural Research Training Award, Laboratory of 
Neurosciences, NIA, NIH, Baltimore, MD
Oct 2004 – Mar 2009：Tenure Track Investigator, Laboratory of Experimental Gerontology, NIA, 
NIH, Baltimore, MD

【Editorial Boards】
Aging Cell、AGE、Journal of Gerontology Biological Sciences（Editor in Chief）
BBA-Molecular Mechanisms of Disease、Aging Research Reviews、Longevity & Healthspan、
Impact Aging、Microbial Cell（Founding Editor）

【Selected Publication】
1. Martin-Montalvo A et al., Metformin improves healthspan and lifespan in mice. Nat. Commun. 4: 

2192, 2013 
2. Mercken EM et al, SIRT1 but not its increased expression is essential for lifespan extension in 

caloric restricted mice. Aging Cell. 13(1): 193-6, 2014 **** Selected Best Article in Aging Cell 
2013  

3. Jimenez-Gomez Y et al., Resveratrol improves adipose insulin signaling and reduces the 
inflammatory response in adipose tissue of rhesus monkeys on high-fat, high-sugar diet. Cell 
Metab. 18(4): 533-45, 2013.

4. Mitchell SJ et al., The SIRT1 activator SRT1720 extends lifespan and improves health of mice fed 
a standard diet. Cell Rep. 6(5): 836-43, 2014. 

5. Mercken EM et al., SRT2104 extends survival of male mice on a standard diet and preserves bone 
and muscle mass. Aging Cell. 13(5): 787-96, 2014.

6. Mattison JA et al., Resveratrol prevents high fat/sucrose diet-induced central arterial wall 
inflammation and stiffening in nonhuman primates. Cell Metab. 20(1): 183-90, 2014.

7. Mitchell SJ et al., Effects of Sex, Strain, and Energy Intake on Hallmarks of Aging in Mice. Cell 
Metab. 23(6): 1093-112, 2016.

8. Mitchell SJ et al., Nicotinamide Improves Aspects of Healthspan, but Not Lifespan, in Mice. Cell 
Metab. 27(3): 667-676, 2018.
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The role of Dectin-1-IL-17F axis in the homeostasis of the 
intestinal immune system

Yoichiro IWAKURA

Center for Animal Disease Models, Research Institute for Biomedical Sciences, Tokyo University of 
Science, Chiba, Japan

　Dectin-1 (gene symbol: Clec7a), a C-type lectin family member, is the receptor for 1, 3-β-glucans 
and plays an important role for the host defense against fungal infection by inducing ROS production 
and Th17 cell differentiation. Because various foods such as mushrooms and yeasts contain β-glucans 
and Dectin-1 is expressed in intestinal myeloid cells, we examined the effect of Dectin-1 deficiency 
on the intestinal immune system. We found that Clec7a–/– mice are resistant against Dextran Sodium 
Sulfate (DSS)-induced colitis, a disease model for ulcerative colitis, due to over expansion of Treg 
cells. Treg cell expansion was caused by L. murinus , whose population was expanded in Clec7a–/– 
mouse colon accompanied by a decrease of a group of antimicrobial proteins that can suppress L. 
murinus  growth. IL-17F, but not IL-17A, was induced in the downstream of Dectin-1, and induced 
a group of antimicrobial proteins. Interestingly, IL-17F also suppressed the growth of Clostridium 
cluster XIVa, which can induce Treg, in addition to L. murinus  by inducing antimicrobial proteins. 
Oral administration of laminarin, a Dectin-1 antagonist, or anti-IL-17F suppressed the development 
of DSS-colitis. The proportion of closely related lactobacillus species was decreased in inflammatory 
bowel disease patients. The present findings that short chain β-glucans as well as anti-IL-17F can 
suppress development of colitis by enhancing Treg cell differentiation through modification of 
microbiota in the intestine should be useful for the development of a novel therapeutics to treat and/or 
prevent inflammatory bowel diseases in humans.
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Yoichiro IWAKURA, D.Sc.
 
Director and Professor 
Center for Animal Disease Models,
Research Institute for Biomedical Sciences (RIBS),
Tokyo University of Science (TUS)
Yamasaki 2669, Noda, Chiba 278-0022, Japan
e-mail: iwakura@rs.tus.ac.jp
HP: http://www.rs.tus.ac.jp/iwakuralab/

【Education and Postdoctoral Training】
1976 D. Sc. Graduate School of Science, Kyoto University
1978-1980 Associate Researcher, Laboratory of Dr. Dorothea Bennett,
 Sloan-Kettering Institute for Cancer Research, New York, U. S.A.

【Professional Experience】
1974-1985 Research Associate, Department of Cellular Virology, 
 Institute for Virus Research, Kyoto University
1985-1992 Associate Professor, Department of Viral Infection, 
 Institute of Medical Science, University of Tokyo (IMSUT)
1992-1998  Professor, Director, Laboratory Animal Research Center, IMSUT
1998-2012    Professor, Director, Center for Experimental Medicine, IMSUT
2011-2017 Member of the Science Council of Japan
2012- Professor, RIBS, TUS
2013- Director, Center for Animal Disease Models, RIBS, TUS

【Honors and Awards】
1992  Rheumatism Prize from Ciba-Geigy Foundation for the Promotion of Science
2009  Award from the Japan College of Rheumatology 
2012  Ando-Tazima Prize from the Japanese Association for Laboratory Animal Science
2012-  Emeritus Professor, University of Tokyo
2014-2017 Highly Cited Researchers, Thomson Reuters
2015  The Hideyo Noguchi Memorial Award for Medical Sciences

【Publications (selected from 617 peer reviewed papers)】
1. Tang, C. et al.  Inhibition of Dectin-1 signaling ameliorates colitis by inducing Lactobacillus -

mediated regulatory T cell expansion in the intestine. Cell Host & Microbe, 18, 183-97 (2015).
2. Iwakura, Y. et al. Functional specialization of IL-17 family members. Immunity , 34, 149-162 

(2011).
3. Saijo, S. et al.  Dectin-2 recognition of α-mannans and induction of Th17 differentiation is essential 

for host defense against Candida albicans.  Immunity , 32, 681-691 (2010).
4. Fujikado, N. et al.  Dcir deficiency causes development of autoimmune diseases in mice due to 

excess expansion of dendritic cells.  Nature Med., 14, 176-180 (2008).
5. Saijo, S. et al.  Dectin-1 is required for host defense against Pneumocystis carinii  but not against 

Candida albicans.  Nature Immunol ., 8, 39-46 (2007).
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Japan-Korea
Joint Symposium 1

Chairpersons：
Ki-Sun KWON（Korea Research Institute of Bioscience and Bio-

technology）
Mitsuo MARUYAMA（National Center for Geriatrics and Geron-

tology）
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OJK-01

Senescent budding yeast cell

Cheol-Koo LEE

Division of Biotechnology, College of Life Sciences and Biotechnology, Korea University

　Budding yeast generate heterogeneous cell types. They can be separable into two distinctive cell 
types in a batch culture, low and high dense cells, by a density gradient centrifuge. Interestingly, both 
chronological lifespan (CLS) and replicative lifespan (RLS) of high dense cells are much longer than 
them of low dense cells. High dense cells have enriched mitochondria and low dense cells have much 
less mitochondria. Especially, low dense cells showed rho0 like phenotypes such as short CLS, small 
cell size, low ATP and MMP levels, and high ROS level. To characterize these two different cell types, 
we obtained and analyzed their transcriptome and metabolome. I will discuss the short-living low 
dense cells as senescent cells in population.
 

Joint Sym
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Cheol-Koo LEE, PhD

Division of Biotechnology, College of Life Sciences and 
Biotechnology, Korea University

Address: 318 West Building, College of Life Sciences & 
Biotechnology, Korea University, 145 Anam-ro, Seongbuk-gu, Seoul 
02841, Korea
E-mail address: cklee2005@korea.ac.kr

【Education】
1985 – 1989: BS, Genetic Engineering, University of Suwon, Korea
1991 – 1996: MS, Biochemistry, Seoul National University, Korea
1998 – 2003: PhD, Molecular & Environmental Toxicology Center, University of Wisconsin-
 Madison, USA
2003 – 2005: Postdoctoral Fellow, Department of Biology, University of North Carolina-Chapel 
 Hill, USA

【Selected publications】
Choi KM, Hong SJ, van Deursen JM, Kim S, Kim KH, Lee CK. Caloric Restriction and Rapamycin 
Differentially Alter Energy Metabolism in Yeast. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2017 Dec 
12;73(1):29-38.
Kim SS, Choi KM, Kim S, Park T, Cho IC, Lee JW, Lee CK. Whole-transcriptome analysis of 
mouse adipose tissue in response to short-term caloric restriction. Mol Genet Genomics. 2016 
Apr;291(2):831-47.
Choi KM, Kwon YY, Lee CK. Disruption of Snf3/Rgt2 glucose sensors decreases lifespan and caloric 
restriction effectiveness through Mth1/Std1 by adjusting mitochondrial efficiency in yeast. FEBS Lett. 
2015 Jan 30;589(3):349-57.
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OJK-02

Novel effects of extrinsic factors on skin homeostasis

Dong Wook SHIN

Amorepacific R&D Center

　The skin is the largest organ in human organism, which is continuously exposed to outer 
environment such as various pathogens, chemical agents, and solar radiation. These extrinsic factors 
causes significant changes in skin homeostasis by affecting specific molecular characteristics and 
biochemical processes. These changes have effects on various skin parameters such as wrinkle 
formation, skin elasticity, and even metabolic alteration. Although many research regarding harmful or 
beneficial effects by these extrinsic factors have been performed, their underlying specific mechanisms 
are not still remained to be elucidated.
　Here, I will present our studies on physiological phenomenon affected by environmental factors 
and their underlying novel mechanisms. These works will be helpful for providing some therapeutic 
resources to improve mammalian skin homeostasis
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OJK-03/Y

Novel mediators for caloric restriction-associated
metabolic remodeling in white adipose tissue

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tokyo University of Science1, Translational Research Center, 
Tokyo University of Science2 
○Masaki KOBAYASHI1,2, Yoshikazu HIGAMI1,2

　The beneficial actions of caloric restriction (CR) are well known to be involved in growth hormone/
IGF-1 signal, sirtuin, mitochondrial biogenesis and oxidative stress, but exact molecular mechanisms 
are still unclear. Previously, we found that CR upregulates the expression of sterol regulatory element 
binding protein-1c (Srebp-1c), a master transcriptional factor of fatty acid biosynthesis, and its 
regulatory genes, in a growth hormone/IGF-1 signal-independent manner in white adipose tissue 
(WAT). The various analysis using both Srebp-1c+/+ and-/- mice suggested that CR extends longevity, 
enhances fatty acid biosynthesis, activates mitochondria biogenesis via peroxisome proliferator-
activated receptor-γ coactivator α (Pgc-1α) and suppresses oxidative stress, in a Srebp-1c-dependent 
manner, particularly in WAT. 
  In addition, we demonstrated that mitochondrial intermediate peptidase (Mipep), which is 
upregulated by CR, was involved in CR-associated activation of Sirt3, mitochondrial sirtuin. Our 
findings raise the possibility that both Pgc-1α and Mipep can play a critical role for CR-associated 
metabolic remodeling in WAT. 

Keywords: caloric restriction, white adipose tissue, mitochondria
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OJK-04/Y

Sexual dimorphism in the effect of NPY deficiency linked to 
fat metabolism

○Seongjoon PARK, Toshimitsu KOMATSU, Ryoichi MORI, Isao SHIMOKAWA
Department of Pathology, Graduate School of Biomedical Sciences, Nagasaki University

　An orexigenic hormone, neuropeptide Y (NPY) plays a pivotal role in the peripheral regulation 
of fat metabolism. However, their underlying mechanism in the effect of the sex of mice was 
not intensively analyzed. In the present study, we examined the effect of NPY deficiency on fat 
metabolism in male and female mice. Body weight was slightly decreased, whereas white adipose 
tissue mass was significantly decreased concurrent with upregulation of thermogenic program in 
NPY-/- female mice compared with wild type mice, but it was not modified by NPY deficiency in 
male mice. We also observed that NPY deficiency recovered age-related modification of adiposity, 
thermogenic program, serum estradiol, and adipose ERβ expression levels in female mice. 
　Taken together these data reveal a novel intracellular mechanism of NPY in the regulation of fat 
metabolism and highlight sexual dimorphism of NPY as a promising target for drug development to 
reduce adiposity in postmenopausal women.
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OJK-05

The role of miRNA in senescence-induced arrest of 
proteoglycan biosynthesis and osteoarthritis development

Jin-Hong KIM

Seoul National University, Department of Biological Sciences

　Articular cartilage contains abundant sulfated proteoglycans (PGs) that are composed of 
glycosaminoglycan (GAG) chains bound to a core protein. The anionic nature of sulfated PG 
aggregates attracts water molecules into cartilage, conferring the unique load-bearing function 
to articular joints. A progressive loss of PG contents in cartilage, appearing with aging and post-
traumatic events, leads to the development of osteoarthritis, the most common form of arthropathies 
and a leading cause of disability worldwide. Senescence of chondrocytes is considered as one of 
the most crucial cellular events contributing to cartilage loss and OA development. In this study, we 
unravel the underlying molecular mechanisms as to how cellular senescence in chondrocytes impairs 
PG biosynthesis pathways in chondrocytes during OA progression and develop a therapeutic strategy 
to reconstruct cartilage matrix.
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OJK-06

Longevity regulation by rna quality control through nonsense-
mediated mrna decay in c. elegans

Seung-Jae V. LEE

Department of Life Sciences, Pohang University of Science and Technology

　Appropriate protein and DNA quality control is crucial for organismal longevity. However, the 
role of RNA quality control in aging remained unexplored. Here, we show that nonsense-mediated 
mRNA decay (NMD), which degrades abnormal transcripts, promotes longevity by enhancing RNA 
surveillance in C. elegans . We first found that the activity of NMD decreased during aging, implying 
age-dependent declines in RNA quality control. We then showed that smg-2/UPF1, a key NMD factor, 
was required for the longevity of various long-lived mutants, including daf-2/insulin/IGF-1 receptor 
mutants. We found that daf-2  mutants displayed enhanced NMD activity and reduced levels of 
potentially aberrant transcripts. Among various NMD target transcripts, an isoform of yars-2/tyrosyl 
tRNA synthetase was down-regulated in daf-2 mutants and this contributed to longevity. Further, we 
showed that NMD in the nervous system of the animals was particularly important for RNA quality 
control to promote longevity. Overall, our data suggest that NMD-mediated RNA quality control plays 
a crucial role in delaying aging and organismal longevity, similar to DNA repair system and protein 
homeostasis.
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OJK-07/Y

APOE2 promotes longevity; a clinical and preclinical 
assessment

○Mitsuru SHINOHARA1,2, John D. FRYER2, & Guojun BU2 
National Center for Geriatrics and Gerontology1, & Mayo Clinic, Jacksonville, FL, USA2

Objective: Although it is well established that ε2 allele of Apolipoprotein E (APOE2) is associated 
with longevity, its mechanism is scarcely addressed. The protective effects of APOE2 on Alzheimer’
s disease, especially through amyloid or tau accumulation, might confound its effects on longevity. 
Methods: We reviewed National Alzheimer’s Coordinating Center (NACC) clinical records consisting 
of more than 20,000 people, and also analyzed human apoE-targeted replacement (apoE-TR) mice in 
the absence of mutant APP or tau, which thus do not show Alzheimer’s pathology even at old age.
Results: Clinically, the APOE2  allele was associated with longer lifespan. This effect was also seen 
in subjects with little amyloid pathology or after adjustment for amyloid and tau pathology. In animal 
studies, apoE2-TR mice also exhibited longer lifespan. Moreover, old apoE2-TR mice kept activity 
measured by open field assay, and its active status was associated with longer lifespan. Lower risk 
of dropping activity in aged APOE2 carriers were also observed in NACC records, while dropping 
activity was associated with shorter lifespan. Of note, higher levels of apoE concentrations in 
brain, cerebrospinal fluid (CSF) and plasma of apoE2-TR mice were correlated with more activity. 
Moreover, lower levels of total cholesterol in the brain and higher levels of high-density lipoprotein 
cholesterol and triglyceride in the plasma of apoE2-TR mice were associated with apoE levels and 
more activity.
Interpretation: APOE2 is associated with preserved activity and longer lifespan independently of 
Alzheimer’s pathology. Higher levels of apoE and associated lipid metabolism in APOE2 carriers 
might contribute to its effects on longevity.
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OJK-08

Anti-inflammatory effect of water-soluble soy isoflavones on 
murine macrophage cells and murine colitis model.

○Sang-Eun KIM1, Mitsuo MARUYAMA
Department of Mechanism of Aging, National Center for Geriatrics and Gerontology

　Inflammatory Bowel Disease (IBD) is taken as one of age-related disease since the proportion of the 
elderly patients has increased in all the IBD patients. Recent study reported that therapeutic treatment 
should be differ between young and old patients, even clinical features are similar between them.
　In this report, we have tried to determine the effect of water-soluble soybean isoflavones 
(Soyaflavone HG) in which is extracted from soy hypocotyl and rich containing of malonyl glycosides 
form of daidzin, glycitin and genistin in vitro  and in vivo . First, we investigated effects of Soyaflavone 
HG on a murine macrophage cell line, Raw 264.7 cells in response to lipopolysaccharide (LPS). We 
have verified that LPS-induced Nitric Oxide and Prostaglandin E2 production via inducible nitric 
oxide (iNOS) and cyclooxygenase-2 were diminished by Soyaflavone HG. Next, we examined 
effect of Soyaflavone HG on proinflammatory cytokines in Raw 264.7 cells in response to LPS. The 
expression of pro-inflammatory cytokine and chemokine such as TNF-α, IL-1β, IL-6 and monocyte 
chemoattractant protein-1 were suppressed by Soyaflavone HG in Raw 264.7 cells. Then we also 
have demonstrated that Soyaflavone HG could suppress NF-kappa B (NF-κB) transcriptional activity 
through decreasing of NF-κB translocated to nucleus via inhibition of inhibitory kappa B (IκB) 
degradation and the phosphorylation of IκB kinase in response to LPS. Furthermore, we analyzed 
effect of Soyaflavone HG on dextran sulfate sodium（DSS）induced murine IBD model. A couple 
of weeks of Soyaflavone HG (0.5% or 1% Soyaflavone HG in drinking water) pre-treated mice 
group (C57/BL6N, male, 8-week-old) has shown recovery of body weight decreasing, colon length 
shortening, immune cells infiltration and apoptosis of epithelium by 2% of DSS treatment.
Keyword: Water soluble isoflavones, NO, iNOS, LPS, DSS, IBD
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O-01
Cholinergic regulation of olfactory processing

○ Sae UCHIDA, Yoshie ITO, Fusako KAGITANI
Department of Autonomic Neuroscience, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology

［目的］アルツハイマー病で顕著に脱落する前脳基底部コリン作動性神経は，
大脳新皮質・海馬・嗅球に投射し，それぞれ認知・記憶・嗅覚調節に関わる．
このコリン作動性入力の割合は嗅球で最も少ない．この事実から，我々はコ
リン作動性神経障害は，認知・記憶よりも嗅覚調節機能において早期に現れ
ると予想した．本研究では成熟ラットを用いて，嗅覚処理におけるコリン作
動性神経の関与を調べた．

［方法］麻酔下，人工呼吸下の成熟 Wistar 系ラットを用いた．嗅球の局所血
流をレーザードップラー法あるいはレーザースペックル法で連続測定し，嗅
覚刺激に対する血流応答を観察した．嗅覚刺激は鼻腔に 5％酢酸アミルの飽
和気体を 30 秒間流入させることにより行った．コリン作動性神経の関与を
調べるために，ニコチン性アセチルコリン受容体（nAChR）作動薬（nicotine, 
30 µg/kg）を 1 分間かけて静脈内投与することにより刺激した．

［結果］嗅覚刺激は嗅球血流を増加させた．嗅球血流は刺激開始後徐々
に増加し，刺激終了後最大 107％に達する有意な増加が 30 秒間持続し
た．nicotine 投与後，嗅覚刺激による嗅球血流増加反応は約 2 倍に増大し
た．nicotine で誘発される嗅球血流応答の増大は，α4β2 型 nAChR 遮断薬

（dihydro-β-erythroidine hydrobromide）の前投与により消失した．
［結論と考察］本研究結果から，嗅球での嗅覚処理過程におけるコリン作動
性神経の関与が明らかとなった．このコリン作動性伝達は，脳内 α4β2 型
nAChR を介することが示唆された．今後，嗅覚のコリン作動性調節の老化過
程を検討する予定である．
Keywords:  嗅球 , 前脳基底部コリン作動性神経 , 脳血流 , 嗅覚刺激

O-03/Y
A neurophysiological study of age-related motor impairment

○ Ritsuko INOUE1, Sakura NAKAUCHI1, Mayumi TAKAHASHI2, Masami MIURA1 
Research Team for Aging Neuroscience, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology 
(TMIG) 1, Research Team for Functional Biogerontology, TMIG2

　Age-related decline of motor function has latery attracted considerable attention. 
Takahashi et al (2016) found that mitochondrial oxygen consumption rate (OCR), 
coenzyme Q (CoQ) content, and motor activities were reduced in aged mice compared 
to those in young mice. However, it was unclear whether normal aging impairs 
electrophysiological activities of the motor cortex, and the age-related impairments 
can be restored by treatment with exogenous coenzyme Q10. In this study, we recorded 
field excitatory postsynaptic potentials (fEPSPs) from the motor cortex in brain slices 
of young and aged mice. The amplitude of fEPSPs recorded with a multi-electrode 
array (MEA) was significantly smaller in primary (M1) area of aged mice compared 
to young mice. Moreover, administration of water-soluble CoQ10 for 7 days to aged 
mice via drinking water restored the reduced fEPSPs of aged mice to young mice 
level. We further investigated the fEPSPs from M1 area of young and aged mice. 
Here, we report the results of acute administration of CoQ10 to brain slices of mice. 
Further studies are needed to clarify the relation between central nervous system and 
age-related motor impairment. These results may be helpful in developing therapy of 
age-related motor decline.

Keywords: Aging, Mitochondrial function, Motor cortex

O-02
Transcriptome analysis by use of CAGE-seq in young and old cultured 
neurons

○ Kiyohito MURAI, Gen MATSUMOTO, Nozomu MORI
Department of Anatomy and Neurobiology, Nagasaki University School of Medicine

　神経細胞の老化メカニズムの理解は神経細胞の保護による認知症などの加
齢関連神経疾患の予防や治療法開発を目指す上で重要である。しかし、神経
細胞老化を司る詳細な分子機構についてはいまだ未解明な部分が多い。我々
はマウス大脳皮質の初代神経細胞の長期培養方法を開発し、最大 5~6 か月の
神経細胞の維持に成功した。これら神経細胞の加齢に伴う遺伝子発現変化の
全容の理解のため、 Cap analysis of gene expression (CAGE) シーケンスによる長
期培養神経細胞のトランスクリプトーム解析を行った。培養 4 ヶ月の長期培
養老化神経細胞の遺伝子発現パターンを培養 1 ヶ月の幼若神経細胞のものと
比較したところ、2 倍以上発現量に変動のあった遺伝子群の総数 890 個のう
ち上昇したものが 587 個、減少したものが 303 個であった。これらに関しオ
ントロジー解析を行ったところ、4 ヶ月齢の神経細胞で発現上昇した遺伝子
のうち、老化神経で上昇が知られている ApoD を含む老化細胞の性質の一つ
でもある酸化ストレス応答に関連した遺伝子が濃縮されていた。一方、4 ヶ
月齢の神経細胞で発現減少した遺伝子においては、ヒストンやヌクレオソー
ム関連などの核内関連の遺伝子が濃縮されていた。また、4 ヶ月齢の神経細
胞で発現変動が見られたものに関して KEGG データベースによるパスウェイ
解析を行ったところ、長期培養神経細胞において発現上昇した遺伝子群の一
部とインシュリンシグナルとの関連が示唆された。これらを踏まえ長期培養
による神経細胞の加齢に伴う遺伝子発現変化に関して得られた知見を報告す
る。

O-04
Effects of short fragments derived from amylin receptor antagonist 
AC253 on hippocampal synaptic plasticity

○ Ryoichi KIMURA1, Rania SOUDY2, Wen FU2, David WESTAWAY2, Jack 
JHAMANDAS2

Tokyo University of Science, Yamaguchi1, University of Alberta2

　Alzheimer's disease (AD) is characterized by accumulation of amyloid-β peptide 
(Aβ) in the brain regions that subserve memory and cognition. We have previously 
demonstrated that effects of Aβ1-42 and human amylin on hippocampal long-term 
potentiation (LTP) are blocked by the amylin receptor antagonists, AC253. In this 
study, we examined the effects of several peptidergic fragments, that were formed of 
a part of AC253, on Aβ1-42 and human amylin-evoked depression of LTP. In mouse 
hippocampal brain slices, LTP was induced by 3-theta burst stimulation (TBS) 
protocols and depressed by Aβ1-42 (50 nM), human amylin (50 nM) or fragment #13 
(250 nM). Pre-application of fragment #5 (250 nM) and #14 (250 nM), but not #11 
(250 nM), blocked both Aβ- and human amylin-induced reduction of LTP without 
affecting baseline transmission or LTP on their own. We also examined the effects 
of these fragments on LTP in Aβ-over-expressing transgenic mice (TgCRND8). In 
contrast to wild-type age matched control mice, 6-12-month old TgCRND8 mice 
show blunted LTP. In TgCRND8 mice, basal depression of LTP is enhanced by 
application of R5 and R14 but not R11 fragments. Our data show that specific shorter 
sequence peptides derived from AC253, possess amylin receptor antagonist activity 
to reverse the effects of Aβ1-42 and human amylin on LTP, and furthermore increase 
LTP in TgCRND8 mice with increase brain amyloid burden. These peptidergic 
fragments modurated Amylin receptor signaling that linked to hipocampal CA1 LTP. 
Especially R5 and R14 both by virtue of their ability to block the amylin receptor may 
thus serve as potentially useful therapeutic agents in treatment of AD.
Keywards: Alzheimer's disease, Amylin, Hippocampal long-term potentiation
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O-05
Phorbol ester inhibits inclusion formation and accelerates neurite 
growth in neuronal cells

Yasuko TOKUNAGA, Masami MOMONAKA, Kaoru HAYASHIDA, ○ Naoki 
HAYASHIDA
Yamaguchi University School of Medicine

　多くの神経変性疾患には①神経細胞内にその疾患特有のタンパク質の凝集
が起こること、②神経細胞の変性（特に神経突起の変性および消失）や神経
細胞死が起こることが知られている。また、③認知症状が多くの神経変性疾
患で認められる、のも社会的な問題となるほど重要な特徴であるが、最も大
きな問題としては、④完治を可能にする薬剤が未だ 1 つも開発されていない
こと、が挙げられる。多くの疾患が神経変性疾患に分類されるが、驚くべき
ことに、どの疾患にも完治可能な薬剤の開発には成功していない。我々のグ
ループは、主に培養神経細胞を用いていくつかの物質のスクリーニングを行
い、複数の物質で非常に良好な結果を得、すでに 2 つの特許申請を行い、現
在 3 つめの準備を行っている。今回は、すでに特許申請を行った内容について、
発表を行いたい。
　ホルボールエステル (Phorbol Ester) 類のうち、Phorbol 12-myristate 13-acetate 
(PMA) をヒト神経細胞 SH-SY5Y の培地に投与したところ、顕著な神経突起
の伸展が認められた。続いて、培地にベータアミロイド (1-42) を添加したア
ルツハイマー病培養神経細胞モデル、SH-SY5Y に前頭側頭型認知症 (FTD) の
原因となる変異型タウタンパク質を発現させたモデルにおいても、PMA は
神経突起の伸展能の顕著な回復とさらなる伸展の亢進を誘導した。さらに、
FTD のモデルにおいては、細胞内に生じる変異型タウタンパク質の凝集体の
形成を抑制した。PMA を添加されたヒト神経細胞では、細胞のストレス防御
に働く熱ショック転写因子 HSF1 および HSF2、シャペロン分子の HSP70 の
転写が亢進していたのに加え、タンパク質レベルでもこれらの分子の発現レ
ベルは上昇していた。また、これらの効果の一部は、別のホルボールエステ
ルである Phorbol 12,13-dibutyrate (PDBu) でも認められた。
　これらの結果はホールボールエステル類、特に PMA が神経変性疾患の完
治の治療薬としての可能性を有していることを示唆している。

O-07
Analysis of neuronal dysfunction mechanism common to dementia 
and age-related deafness

○ Leo TSUDA, Ryunosuke MINAMI, Young-Mi LIM
Laboratory of Animal Models of Aging, National Center for Geriatrics and 
Gerontology

　4 人に 1 人が 65 歳以上である超高齢社会に入っている我が国において、認
知症や老人性難聴といった高齢者に特有な疾患の原因解明が求められてい
る。最近の研究では認知症の発症と難聴には密接な関係があることが報告さ
れていることから、神経細胞と内耳有毛細胞には共通した機能調節機構が存
在する可能性も予想されている。我々はこれまで、神経細胞と内耳有毛細胞
の共通性に着目して、アルツハイマー病（AD）の原因因子であるアミロイド
ß（Aß）を内耳有毛細胞で発現するトランスジェニックマウス（以下 Tg マウ
ス）を確立してきた。電気生理学的な解析の結果、Tg マウスでは生後 4 ヶ月
で超高音域刺激（>32kHz）に対する応答性が減少していることを突き止めて
いる。超高音域刺激応答は加齢に対して脆弱性を示すことが知られているこ
とから、Tg マウスの聴力低下メカニズム解明は、老人性難聴の発症メカニズ
ムにも関わる神経様細胞に共通した老化制御機構を解析する有用なツールに
なる可能性が期待されている。Tg マウスにおける発症メカニズムを探る目的
で、蝸牛内耳有毛細胞に関して組織化学的解析を行った。有毛細胞シナプス
マーカーである抗 CtBP2 抗体およびシナプス後細胞のマーカである抗 GluR2
抗体で 2 重染色を行った結果、Tg マウスでは生後 4 ヶ月における有毛細胞の
変性は認められず、シナプス形成に異常が観察されている。現在、Tg マウス
の発症とシナプス機能調節に関わる因子との関係を検討している。本学会で
は Tg マウスの発症メカニズム解析ばかりではなく、応用例として AD 治療
薬開発研究における利用法についても解説したい。

O-06/Y
The effect of tocotrienols on short- and long-term high-fat diet-treated 
mice

○ Yugo KATO1, Masashi SHIRAI1, Yoshinori AOKI2, Taisuke KOIKE2, Koji FUKUI1

Molecular Cell Biology Laboratory, Department of Bioscience and Engineering 
Shibaura institute of technology1, Mitsubishi-chemical foods corporation2

　トコトリエノール (T3s) がもつトコフェロールにはない独自の機能として、
がん細胞におけるアポトーシス誘因作用や神経保護作用が報告されている。
我々はこれまで、in vitro、in vivo の両面から脳神経保護作用に着目して、そ
のメカニズムの解明に取り組んできた。その結果、 T3s には強力な神経突起保
護作用があることが明らかになりつつある。前述以外の T3s が持つ独自の作
用の一つとして、近年、抗肥満効果の可能性が指摘されているが、両者の関
係には不明点が多い。
　一方で、肥満は先進国で増加しており、糖尿病や心疾患の発症リスクを高
める危険因子として知られている。加えて、肥満はアルツハイマー病 (AD)
の発症リスクを高めるという報告が最近多い。AD の発症には酸化ストレス
の関与が報告されている。そして、我々は、ビタミン E 欠乏による酸化スト
レス亢進マウスでの有意な認識機能の低下を報告している。さらに、それら
のマウスの脳内で有意に過酸化脂質が増加していたことから、脳の酸化が認
識機能の低下の一因であると考えた。これらのことから、肥満が脳の酸化を
加速し AD 発症につながっているのではないかと考えた。そこで、我々は過
去に若齢のマウスにおいて短期間高脂肪食と T3s を投与したところ、有意な
体重増加抑制効果を確認した。しかし、思うような脳酸化の亢進は確認でき
なかった。この理由として、投与期間の短さ、投与開始時の動物の月齢、が
考えられる為、本実験では、より月齢が進んだマウスに対して長期間高脂肪
食を摂取させた際の、脳酸化亢進の有無と、T3s 添加時の抑制効果について
検証した。
　飼育期間中、週に一度、体重と摂餌量を測定した。給餌終了後、行動試験
を行い、解剖し肝臓や血清、脳を摘出して T3s 量や抗酸化防御機構の変動等
を測定した。本発表では、短期と長期の高脂肪食＋ T3s 添加食による測定結
果の比較について発表する。

O-08/Y
Effect of trans-resveratrol and other NAD+-regulating compounds on 
the human IDH1gene promoter activity

○ Yuki NAKANO, Yuka IINUMA, Fumiaki UCHIUMI
Department of Gene Regulation, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tokyo 
University of Science

　がん細胞では、解糖系に依存して ATP を産生する代謝異常、即ち「ワー
ルブルグ効果」とともにミトコンドリア異常の観察される例が多い。ミトコ
ンドリア内酵素反応における補酵素として NAD+ の重要性は良く知られてお
り、そしてこの分子が老化に伴って減少することもまた重要である。本研究
では、特にグリオーマや白血病で変異の検出される例の多い IDH1 遺伝子に
着目することとした。IDH1 は、IDH（イソクエン酸デヒドロゲナーゼ）をコー
ドする遺伝子の一つである。IDH1 タンパク質は、NADP+ 依存的なイソクエ
ン酸とα - ケトグルタル酸の相互変換反応を触媒する酵素で、細胞質に存在
しており、TCA 回路の進行にも影響を及ぼすと考えられる。この IDH1 遺伝
子の転写制御メカニズムの解析は、発がんプロセスを理解する上で大きな意
義があるとともに細胞老化調節メカニズム解明に貢献できるかもしれないと
我々は考えた。本研究では、まず HeLa S3 細胞を trans-resveratrol（Rsv）（20 
mM）、piceatannol（20 mM）、2-deoxy-D-glucose（8 mM）、TEMPOL（1 mM）、
olaparib（2.5 mM）、3-aminobenzamide（5 mM） で 24 時 間 処 理 し、 細 胞 内
NAD+/NADH 比を測定した。その結果、いずれの場合も NAD+/NADH 比の増
大することが確かめられた。さらに、 RT-PCR 法とウエスタンブロット法に
よって Rsv 処理後における IDH1 転写産物及び翻訳産物量の顕著な増大も示
された。現在、IDH1 遺伝子プロモーター領域 413-bp をクローニングし、欠
失及び点変異導入実験を行って活性調節エレメントの探索を進めており、結
果を併せて報告する。今回我々は、細胞内 NAD+ による IDH1 遺伝子発現制
御について示唆する基礎的データを示し、老化に伴ったがんの発症率の増大
を説明する分子メカニズムについて議論を広げる予定である。
Keywards: GGAA, IDH1, trans-resveratrol
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O-09/Y
Effect of Kampo medicine “Daisaikoto” on fat accumulation in 
ovariectomized mice treated with a high-fat diet

○ Naoto KIFUKU1, Junji AKAKI1, Tetsuya ARAI1, Hiroo YAMASAKI1

Central R&D Laboratory, Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.1

【目的】更年期を迎えた女性の体では、エストロゲンの低下に伴い、肥満症
に繋がる脂肪蓄積が起こりやすくなる。漢方薬“大柴胡湯”（以下 DSK）は、
肥満症と脂質代謝異常に対する方剤であり、抗肥満効果があることが報告さ
れている。そこで今回、 DSK の更年期に伴う肥満症改善効果の解明を目的と
して、高脂肪食で飼育した卵巣摘出マウスの脂肪蓄積に対する DSK の作用
について検討する事とした。

【方法】雌性 C57BL/6J マウスを用い、6 週齢時に卵巣摘出群と偽手術群を作
製し 2 週間回復の後に試験を開始した。試験は、卵巣摘出群に DSK を 3% 配
合した高脂肪食を投与する群（DSK 投与群）と高脂肪食のみを投与する群

（DSK 非投与群）、および偽手術群に高脂肪食のみを投与する群（sham 群）
の計 3 群とし、飼育期間中の体重推移を記録した。飼育 23 日目に腹部 CT 撮
影を行い、飼育 33 日目に開腹して採血するとともに、腹腔内脂肪組織を摘
出して重量を記録した。

【結果・考察】高脂肪食の摂取に伴う体重増加は、卵巣を摘出した DSK 非投
与群の方が sham 群よりも大きく、エストロゲンの低下によって脂肪が蓄積
しやすくなる病態が観察された。一方、DSK 投与群では体重増加は緩やかで
あり、sham 群と同程度までに抑制されており、内臓脂肪や皮下脂肪の蓄積も
有意に抑制さていた。我々はこれまでに、肥満傾向のある男女 24 名に対し
DSK の抗肥満効果を検証しており、体重、BMI、体脂肪量が服用 2 週間後か
ら、トリグリセリドが 4 週間後から有意に減少する成績を得ている。さらに
年齢・性別で層別解析をしたところ、41 歳以上（平均 45 歳）の女性の方が
30―40 歳（平均 38 歳）の女性よりもより高い効果を認めた。これらの結果
より、DSK は更年期に伴って蓄積する脂肪に対して効果的に作用し、肥満症
の改善に役立つものと考えられた。現在、各マウスの血液検査の解析を行っ
ており、その結果についても合わせて報告する。
Keywards: 肥満、大柴胡湯、更年期、卵巣摘出マウス

O-11
Localization of CREG1 in brown adipose tissue of mice under distinct 
thermal conditions

○Michihiro HASHIMOTO, Yuki ENDO, Tamaki TAKEUCHI, Hitoshi YAMASHITA
Chubu University

　医療が急速に発展した日本では、平均寿命の延長から高齢化が進行し、ま
た肥満を含めた生活習慣病罹患率の大幅な増加が社会問題となっている。そ
のような背景を受け、生活習慣病を予防・改善して健康寿命を伸ばすことへ
関心を抱く国民は増加し、生活習慣病の病態改善に関わる研究の推進が望ま
れている。最近の研究により、中性脂肪の燃焼により熱産生を行う褐色脂肪
細胞の分化誘導促進が肥満やメタボ予防・改善に効果的であることが明らか
とされたが、臨床で使用可能な褐色脂肪化促進因子の探索は遅れている。そ
のような状況の中、我々は褐色脂肪細胞の分化誘導に関連する因子として分
泌糖タンパク質である Cellular Repressor of E1A-stimulated genes 1 (CREG1) を
同定し、CREG1 が褐色脂肪細胞の分化誘導を促進することを in vitro 及び in 
vivo において明らかにしてきた（第 39, 40 回大会にて報告）。しかしながら、
多様な細胞が存在している褐色脂肪組織 (BAT) 内における CREG1 の局在や、
細胞種と CREG1 の発現レベルに関する知見等は得られていない。加えて、
哺乳類が熱産生を必要とする通常の生育温度環境下 (23℃ ) で飼育したマウス
の BAT と、熱産生を必要としない中立温度環境下 (30℃ ) で飼育したマウス
の BAT における CREG1 の発現変化や生理機能との関連についても全く理解
されていない。
　よって本研究では、23℃と 30℃環境下でそれぞれ飼育したマウスの BAT
における Creg1 やミトコンドリア脱共役タンパク質（Ucp1）などの褐色脂肪
化関連遺伝子の発現量について解析を行った。加えて、CREG1 の組織内局在
と褐色脂肪化との関連性ついて明らかにするため、これらの BAT について組
織学的な解析を実施した。BAT における CREG1 の動態について興味深い知
見が得られたので本学会にて報告する。
Keywards: CREG1、UCP1、褐色脂肪、環境温度

O-10
WDR6 knock down affects LC3 expression in mammarian cell: 
possible involvment in the autophagy pathway

○ Yoshihisa OHATA1, ZI WANG1, Yukari WATANABE1, Shoko NISHIZONO2, 
Toshimitsu KOMATSU3, Isao SHIMOKAWA3, Takuya CHIBA1

Waseda University1, Sojo University2, Nagasaki University3

　Insulin/IGF-I シグナルは、老化および老化関連疾患の発症に重要な役割を
担っている。我々は、Insulin/IGF-I シグナル関連分子と示唆される WDR6 を
同定し、この分子が視床下部で高発現している IRS-4 と結合して機能する可
能性をこれまでに報告した。また、WDR6 の KO マウスでは、mTORC1 経路
の下流に存在する S6K のリン酸化が抑制されている可能性が示唆された。そ
こで本研究では、WDR6 が mTOR 経路の下流にあたるオートファジー制御
に関与するかについて、WDR6 KO マウスおよび WDR6 をノックダウンした
HeLa 細胞を用いて解析を行った。まず、WDR6 KO マウスにおいてオートファ
ジー制御に変化が見られるか解析するため、p62 と LC3 のタンパク質発現解
析を行った。 その結果、WDR6 KO マウスでは野生型と比較して LC3-I, II と
もにその発現に上昇傾向が見られた。次に、HeLa 細胞に対して siRNA を用
いて WDR6 をノックダウンし、同様に p62 と LC3 タンパク質発現解析を行っ
た。その結果、WDR6 をノックダウンした HeLa 細胞においても、コントロー
ルと比較してLC3-I, IIの発現がともに上昇した。さらに、リソソーム阻害剤 (バ
フィロマイシン A1) を用いたフラックスアッセイを行うとともに、mTORC1
経路のリン酸化状態を解析した。その結果、バフィロマイシン A1 を添加し
た WDR6 ノックダウン HeLa 細胞において LC3-II の発現増加が見られたが、
コントロール細胞と比較してその増加率は低かった。また、生体と同様に
WDR6 ノックダウン HeLa 細胞においては、S6K の活性が低下することも示
唆された。以上より、WDR6 は mTORC1 活性とオートファジー制御に影響
を与えることが示唆された。興味深いことに、WDR6 の発現低下は mTORC1
の活性を抑制し、LC3 の発現を上昇させるが、必ずしもオートファジーの活
性化を引き起こさない可能性が示唆された。
Keywards: Insulin/IGF-I シグナル、WDR6、mTOR、オートファジー

O-12
GADD34 suppresses fatty acid synthesis through regulation of insulin 
signaling

○ Naomi NISHIO1, Tadao HASEGAWA1, Ken-ich ISOBE2

Department of Bacteriology, Graduate School of Medical Sciences, Nagoya City 
University1. Department of Food Science and Nutrition, Faculty of Human Life and 
Environmental Sciences, Nagoya Woman’s University2

　Recently we have reported that GADD34 –deficient (KO) mice develop obesity, 
which follows type II diabetes mellitus, fatty liver, liver cirrhosis and hepatocellular 
carcinoma (HCC) by aging. Fatty liver and related diseases are increased in the world. 
To understand the mechanism of fatty liver and related diseases are needed to prevent 
these world wide diseases. Here we analyzed the mechanism of fat accumulation and 
the development of fatty liver diseases in GADD34 KO mice by analysing the fatty 
acid metabolism and the insulin signaling.
　We used GADD34 KO mice with the C57BL/6 background and C57BL/6 as WT 
mice. After intervenous injection of insulin (5U/mice), liver was removed for in vivo 
experiments. For in vitro  experiments, hepatocytes were prepared from KO mice and 
WT mice of each age. They were stimulated with insulin (10μg/mL), and analyzed 
the insulin signaling and fatty acid synthetase by Western blotting.
　We found that the phosphorylation of acetyl-CoA carboxylase (ACC) by insulin 
stimulation was lower both in vitro  and in vivo  of young GADD34 KO livers than 
those of WT livers (pACC=WT> KO). These mean that fatty acid synthesis is 
higher in GADD34 KO than WT. Phosphorylation of AKT was increased by insulin 
stimulation in GADD34 KO (pAKT=WT<KO).  Phosphorylation of IR, which was 
upstream of pAKT increased in GADD34 KO (pIR=WT<KO). From these results, 
we consider that the mechanism of fatty liver and related diseases in aged GADD34 
KO mice is caused by the upregulation of insulin signalining and fatty acid synthesis 
in young GADD34 KO mice. We suggested that GADD34 suppresses the fatty acid 
synthesis and fat accumulation through regulation of insulin signaling.
Keywards: GADD34, fatty acid synthesis, insulin signaling
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O-13
Influence of high glucose on circadian rhythm in human and mouse 
endothelial cells

○ Morihiko MAEDA1, Yoshimi NIWA2, Tsuyoshi HIROTA2, Toshio HAYASHI1

Graduate School of Medicine School of Health Sciences, Nagoya University1, 
Institute of Transformative Bio-Molecules, Nagoya University2

【背景】糖尿病では、高血糖状態が内皮機能障害にはじまる血管障害をもた
らし、心筋梗塞等の動脈硬化性疾患などを引き起こす原因となる事が示唆さ
れている。我々は高グルコースが内皮細胞老化 ( テロメア長短縮をもたらす
replicative senescence) を引き起こし接着因子等の誘導を通じ、動脈硬化症の一
因となっていることや (Hayahi T. et al. PNAS 2006, 2014 等 )、血圧日内変動と
動脈硬化性疾患との関連 (Hayashi T et al. Int. Med. 1992) を報告している。概
日リズムと疾病との関連は、時計遺伝子と代謝機能調節との関連に帰趨する
可能性があるが不明点も多く、特に高グルコースによる血管内皮細胞の概日
リズムへの影響は明らかにされていない。今回、高グルコースが血管内皮細
胞の概日リズムに与える影響をヒトおよびマウスの血管内皮細胞にて検討し
た。

【方法および結果】時計遺伝子 Bmal1 および Per2 のプロモーターにルシフェ
ラーゼ遺伝子（Luc）を結合したレポーター遺伝子を HUVEC（臍帯静脈内皮
細胞）に導入し、遺伝子導入 3 日後にデキサメタゾンにて同調し、通常のグ
ルコース濃度 (5.5mM、NG) および高グルコース (22mM、HG) 条件にて発光
リズムを計測した。NG 比べ、HG 下において Bmal でおよび Per2 ともに周
期が有意に短くなる事が観察された。また、Per2 プロモーターに Luc を結合
した遺伝子導入したトランスジェニックマウスの大動脈血管内皮細胞を分離
し、発光リズムを計測した。その結果、NG の周期が 24.1 時間に対し HG で
は 23.0 時間とその周期が短くなり、振幅においても HG は NG の 1/5 程度に
減少する事が観察された。

【結論】以上の結果から、血管内皮細胞において高グルコース濃度が概日リ
ズムの周期だけでなくその振幅にも影響することが示唆された。

O-15
Making a mammal more resistant to aging damage

○ Petr GRUZ1, Masatomi SHIMIZU2, Ayako DAIZO3, Haruka TAKAHASHI3, Kei-
ichi SUGIYAMA1, Masamitsu HONMA1

National Institute of Health Sciences1, Tokyo Healthcare University2, Seitoku 
University3

　Accumulation of DNA damage due to failing repair with advancing age is one 
of the key molecular pathologies in aging.  Lipid peroxidation is a main source of 
endogenous damage in tissue DNA and is linked to chronic inflammatory processes 
underlying numerous degenerative diseases.  Polyunsaturated fatty acids (PUFAs) 
are the direct source of this damage.  Various PUFAs with different oxidizability are 
present as basic building blocks in biological membranes and serve as precursors for 
local signaling molecules which modulate the strength of immune response, growth 
and tissues maintenance.  The most unstable PUFAs of the n-3 and n-6 series cannot 
be manufactured by mammals and are obtained solely from dietary sources.  This 
offers means of manipulating their content in tissues simply by food choices.  Recent 
scientific literature suggests that longevity even within the same species correlates 
with lower content of the highly unsaturated n-3 PUFAs.
　We suggest that altering the PUFA species would improve resistance to various 
stressors, decrease lipid peroxidation and represents a safe alternative to counter-
balancing the dietary n-6 overload with n-3 PUFAs or NSAIDS to inhibit the 
arachidonic acid metabolism.  To analyze this experimentally, we have initiated 
feeding experiments in mice to substitute the n-3/n-6 PUFAs with the alternative least 
unsaturated n-9 PUFA (Mead acid) which can be manufactured by the body de novo 
and is found in some young healthy tissues.  In contrary to the popular believe, young 
mice consuming n-3/n-6 deficient diet for 3 months did not develop any essential 
fatty acid deficiency symptoms.  Despite of having high Mead acid content in tissues, 
the mice had healthy fur, did not suffer from obesity like their soybean oil fed peers 
and all organs appeared normal at the time of autopsy.
Keywords: lipid peroxide, PUFA, inflammation, obesity, Mead acid, Arachidonic acid

O-14
Activation of heat shock factor in the liver of rats during aging

Keiko ODERA, ○ Ryoya TAKAHASHI
Department of Biochemistry, Faculty of Pharmaceutical Scieces, Toho University

　Heat shock factor (HSF) is a transcriptional activator of heat shock protein (hsp) 
genes. Activated HSF by various stresses relocalizes to the nucleus and binds to 
heat shock element (HSE) in the 5’-flanking region of hsp genes, resulting in the 
transcriptional activation of hsp genes. We previously found that the HSF-HSE 
binding activity significantly increased in the liver of unstressed rats with age. In this 
study, we investigated how the age-related activation of HSF affect the expression of 
stress inducible Hsp (such as hsp25, hsp70) and constitutively expressed hsps (such 
as hsc70, grp78 and grp94) in the tissues of unstressed rats.
　【Materials and Methods】SPF Male F344 (MLS: 29 months) were used. The level 
of mRNA was detemined by a northern blot analysis and RT-PCR. The protein level 
of hsp was determined by an immunoblot analysis using a specific antibody. The 
HSF-HSE binding activity was conducted by a gel mobility sift assay.
　【Results and Discussion】The mRNA and protein levels of hsp25, hsp70, hsc70, 
grp78 and grp94 were compaired between young and old rats. No sinificant difference 
in the mRNA levels of all hsps we examined was observed between youn and old 
rats. There was no appreciable differences in the protein levels of Hsps except Hsp25 
between young and old rats. These results suggest that the increase in the protein 
level of Hsp25 in rat liver with age might be due to change(s) in translational or post-
translational rather than transcriptional regulations. Hsp25 is a member of small 
Hsps, which are involved in different cellular functions such as stress tolerance, 
protein folding, protein degradation, differentiation, cell cycle, development, anti-
apoptotic and anti-oxidant function. We are currently investigating the physiological 
significance of the age-related increase of Hsp25 in the rat liver.

O-16
Proteomic alterations in the human aortic media with aging: 
Deposition of MFGE8, elevation of oxidative damages, and imbalance 
of actin and actin-related proteins
○ Yuri Miura1, Hiroki Tsumoto1, Machiko Iwamoto1, Yuya Yamaguchi2, Yurie Soejima2, 
Tosifusa Toda1, Tomio Arai3, Akihiko Hamamatsu3, Tamao Endo1, Motoji Sawabe2

Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology1, Tokyo Medical and Dental University2, 
Tokyo Metropolitan Geriatric Hospital3

　動脈老化により引き起こされる加齢性中膜変性症は、粥状硬化症に比べて
研究が著しく遅れている。しかし、加齢により生理的に発生し、大動脈解離、
大動脈瘤、うっ血性心不全など重篤な症状を引き起こす場合もあることから、
その病態を解明することはきわめて重要である。そこで本研究では、ヒト大
動脈の老化について分子レベルで調べるため、若齢、中齢、高齢の大動脈組
織についてプロテオーム解析を行い、老化に伴う大動脈組織のタンパク質変
化から、動脈老化のメカニズムについて考察した。
　大動脈中膜サンプルは、東京都健康長寿医療センター及び東京都監察医務
院において病理診断の確定した若齢者（26-29 歳）、中齢者（52-66 歳）、高齢
者（82-100 歳）の健常な凍結組織を用いた。タンパク質抽出後、蛍光ディファ
レンシャル二次元電気泳動法 (2D-DIGE) と安定同位体標識法 (iTRAQ) の二通
りのプロテオーム解析を行った。2D-DIGE 法では、タンパク質を蛍光標識し
て二次元電気泳動を行い、発現変化するスポットを解析し、同定した。また、
iTRAQ 法では、タンパク質をトリプシン消化した後 iTRAQ で標識し、質量
分析装置 (LC-MALDI/MS) によりタンパク質の同定と比較解析を行った。こ
のように二通りのプロテオーム解析により、加齢に伴って変化するタンパク
質を同定した。さらに、ウェスタンブロットや免疫組織染色を行って変動タ
ンパク質を検証した。
　2D-DIGE 法と iTRAQ 法によるプロテオーム解析により、116 種類のタンパ
ク質が加齢に伴い変化することが明らかになった。その中で、血管アミロイ
ドのプリカーサータンパク質である lactadherin (MFGE8) が増加していたこと
から、アミロイドーシス、酸化ストレス、細胞外マトリクス、細胞骨格に関
連するタンパク質の変化について詳細に調べたところ、高齢老化組織ではア
ミロイドーシスや酸化ストレスが亢進していることが明らかになった。
Keywords: Aorta, 2D-DIGE, iTRAQ, MFGE8, amyloidosis
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O-17
A Txn1 missense mutation damages multiple organs

○ Iori OHMORI1, Tomoji MASHIMO2, Mamoru OUCHIDA3, Kyoko YAMASHITA4, 
Shinya TOYOKUNI4

Okayama University Graduate School of Education1, Osaka University2, Graduate 
School of Medicine Okayama University3, Nagoya University4

【目的】Txn1（チオレドキシン）は、細胞内外の酸化還元を調節し、様々な
生命現象に関与している。Txn1 遺伝子のミスセンス変異を有するラットの表
現型解析により、チオレドキシンの機能異常が個体としての全身臓器に及ぼ
す影響を明らかにする。

【方法】ENU-mutagenesis によって作製された Txn1 遺伝子ミスセンス変異ラッ
トを用いた。野生型と変異型 Txn1 の cDNA 発現ベクターを作製し、精製蛋
白の酵素活性を比較した。野生型と変異型ラットにおいて、生後 1 ヵ月から
2 ヵ月毎に生化学検査を行い、衰弱死亡前に全身の主たる臓器を摘出し、病
理学的変化を検討した。

【成績】チオレドキシン活性は、野生型に比しミスセンス変異型で、約 1/3 に
低下していた。Txn1 遺伝子変異ラットの平均寿命は、ホモ接合体で 112 日、
ヘテロ接合体で 349 日で野生型よりも顕著に短縮した。生化学検査では、尿
中アルブミンの増加、Bun 上昇、高コレステロール、高 P 血症等が認められ
た。死亡前の病理学的検討では、腎臓で硬化した糸球体が多くみられ、一部
は石灰化を伴い、半月体形成もみられた。間質では、尿細管萎縮・拡張、線
維化が認められた。心筋では、炎症細胞の浸潤と線維化、血管では中膜の変性、
石灰化、肺では気腫性変化を認めた。

【結論】網羅的な病理形態解析および経時的生化学検査により、チオレドキ
シンの機能が低下した Txn1 ミスセンス変異ラットでは、主に慢性腎臓病様
症状を示し、心血管病変や肺病変を伴うことが明らかになった。
Keywords: チオレドキシン ,　慢性腎臓病 ,　多臓器障害

O-19
Search for definitive senescence biomarkers in naturally-aged mice

○ Noboru OGISO1, Kaori MUGURUMA1, Satomi TAKANO1, Kohei TOMITA2, 
Kazumichi YAMAGUCHI2, Naomi MATSUI3, Mitsuo MARUYAMA3

Laboratory of Experimental Animals, National Center for Geriatrics and 
Gerontology1, KAC Corporation2, Department of Mechanism of Aging, National 
Center for Geriatrics and Gerontology3

【目的】国立長寿研では老化・老年病研究の材料となる正常自然老化動物 (AF 
動物 ) を育成している。これらの長期的に飼育された加齢動物を用いる場合、
遺伝要因はもとより環境要因（照明、飼料、飲水、管理方法等） による個体
への影響を加味する必要がある。これまでに我々は、老年病モデル動物とし
ての AF 動物を評価するために様々な検討を実施しており、個体レベルでの
有用な老化マーカーの探索を行っている。本発表ではこれまでに蓄積された
データについて報告する。

【方法】供試動物として 4 週齢の C57BL/6NCrSlc マウス ( 雄 90 匹、雌 30 匹 ) 
を 3 ヵ月ごとに導入し、生涯飼育することにより老齢化させた。検討項目と
して、生理学的 ( 体重、生存率、尿中コルチコステロン (CORT) 値 )、行動学
的 ( ロータロッド試験、前肢握力試験 )、形態学的 ( 剖検、MRI 撮像、組織学
的観察 ) 解析を行った。一部の個体については血液学的（血算、分画）解析
も合わせて実施した。

【結果および考察】体重は雄が 18-19 ヵ月齢、雌は 18-20 ヵ月齢にピークを示
した後、雄では 25 ヵ月齢前後で急減した。生存率は 21 ヵ月齢を境に雌雄と
もに緩やかに減少し、雌のほうが若干低い値を示した。CORT 値は、加齢と
ともに上昇傾向を示した。ロータロッド試験および握力試験では、雌雄とも
に 24 カ月齢以上の加齢個体が低い成績を示した。死亡個体を剖検した結果、
雌雄ともに脾臓のリンパ腫瘍が多く観察された。また、血液学的には 18 ヶ
月齢頃から白血球数やリンパ球数の減少傾向が認められた。以上の結果より
老齢雄における体重の減少、運動機能の低下、白血球数や分画の変動など個
体レベルでの老化マーカー候補となる加齢変化が複数認められた。今後はこ
れらの項目について詳細な解析を継続して行うとともに、新たな老化の指標
となるパラメータの探索 ( 糞便中 IgA 濃度等 ) を行う予定である。
Keywords: 自然老化マウス、老化マーカー、加齢変化

O-18/Y
Vancomycin-induced nephrotoxicity in mice during aging

〇 Masaki TAKIGAWA1,2, Toshihiro ISHII3, Yoshiko MORI1,2, Akihito ISHIGAMI1

Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology1, Tokyo Metropolitan Geriatric 
Hospital2, Toho University3

［目的］バンコマイシンは、グリコペプチド系抗生物質であり、メチシリン
耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA) 感染症の治療薬として使用される。近年、バン
コマイシンは、高用量、高トラフ値 ( 最低血中薬物濃度 ) で投与されること
が多く、血中の治療薬物モニタリング (TDM) が必要である。また、主要な代
謝経路が腎排泄であるため、腎障害の発症率が高い。特に、高齢者での腎障
害は、深刻な問題である。そのため、本研究では、様々な月齢のマウスを用
いて、加齢がバンコマイシンによる薬剤性腎障害発症のリスクファクターと
なるかを検討した。

［方法］1、3、6、12、24 か月齢 C57BL/6N マウスにバンコマイシンを 1 日 1
回 400 mg を 3 日間、及び 14 日間投与した。そして、その最終投与 24 時間後
に採血、腎臓を採取した。また、コントロール群として、何も投与しないマ
ウスを解剖し、採血、腎臓摘出した。採血により血漿クレアチニン (P-Cre) を
測定した。また、腎臓は、HE 染色、PAS 染色、AZAN 染色、及び ssDNA( ア
ポトーシス ) の免疫染色を行った。

［結果］24 か月齢マウスの P-Cre は、他の月齢のマウスに比べて有意に高値
であった。HE 染色、PAS 染色、AZAN 染色の組織染色像より、バンコマイ
シンを 3 日間、14 日間投与したマウスの腎臓では、尿細管の拡張、円柱の出
現、尿細管上皮細胞の脱落、組織の線維化が認められた。また、その程度は、
年齢が増すにつれ、進展した。また、バンコマイシンを 3 日間、14 日間投与
したマウスの腎臓では、抗 ssDNA 抗体を用いた免疫染色により、アポトーシ
ス陽性の尿細管上皮細胞が観察された。また、アポトーシス陽性細胞の割合
は、年齢が増すにつれ、増加した。

［考察］これらの結果より、加齢にともないバンコマイシンによる薬剤性腎
障害を起こしやすくなることがわかった。したがって、加齢は、バンコマイ
シンによる薬剤性腎障害発症のリスクファクターとなる。
Keywords: 加齢、バンコマイシン、薬剤性腎障害、近位尿細管、アポトーシス

O-20
Telomere dynamics of human diploid cell strains at chromosome level: 
Lesson from iPS cells (Second report)

○ Naoshi ISHIKAWA, Masashi TOYODA, Junko AIDA, Toshiyuki ISHIWATA

Research Team for Geriatric Pathology, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology

［背景］induced pluripotent stem cell（iPSC）ではリプログラミング過程におい
て、テロメアが伸長することが知られているが、その動態については不明の
点が多く残されている。私共は昨年の本学会で、metaphase Q-FISH 法により、
iPSC とその母細胞であるヒト正常線維芽細胞のテロメア定量を行い、iPSC
が線維芽細胞の培養初期相を解析するに有用であること等を報告した。今回、
核型解析の精度をさらに上げ、 “lifelong”テロメア動態と染色体異常の出現と
の関連について再検討して得られた、テロメア動態に関する新規のヴィジョ
ンを提案する。

［材料］MRC-5 株とこれから樹立された iPSC 株（国立成育医療研究センター）、
TIG-114, TIG-107, TIG-120 株とこれらから樹立された iPSC 株（京大 iPS 細胞
研究所）の分裂中期展開標本を作成し、Q-FISH 法によりテロメア蛍光光度を
染色体毎に測定した。また、染色体組換え、Telomere association（TAS）頻度
を解析した。

［結果・結論］１）テロメア長全体の平均値は iPSC 化に伴うリプログラム
により伸長し；① iPSC テロメア値は新生児値に相当すること、②細胞老化
期に高度の短縮を示すテロメアがリプログラム時に平均以上に伸長すること

（テロメア長補正機構を示唆）が認められた。２）大多数の細胞株で特徴的
染色体所見として； ①老化期に著明なテロメア短縮を示す（e.g. 9p, 16p, 22q, 
Yq）、②老化期に著明に長いテロメアを持つ（e.g. 4q, 14p, Xp, Yp）、③ iPSC
で著明に短いテロメアを持つ（e.g. 2p, 3q, Yq）、④ iPSC で著明に長いテロメ
アを持つ（e.g. 1p, 14p, 14q）、⑤ iPSC と老化期の差異が極めて小さい（ある
いは逆転）（e.g. 2p, 3p, 8q, 10q, Yp）、が認められた。３）染色体組換えや不分
離は培養中期に発現するが老化期には少なく、老化期に好発する TAS は成人
由来細胞では胎児由来細胞に比し少なかった。以上の結果から、テロメア長
は TERT 活性亢進のみならずトリミング活性により染色体毎に巧妙に調節さ
れることが示唆された。また、細胞の染色体不安定性発現の特異性や個性に
関する新規視点が与えられた。
Keywards: Telomere, Quantitative Fluorescence in situ Hybridization, iPS cell
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O-21
A zebrafish model for studying involvement of epigenetic drift in aging

○ Norimasa IWANAMI1,2, Michael SCHORPP2, Thomas BOEHM2

National Center for Geriatrics and Gerontology1, Max Planck Instirute of 
Immunobiology and Epigenetics2

　加齢に伴うエピジェネティクス変動はエピジェネティックドリフトと呼ば
れ、古くから老化および高齢者に特有の疾患との関連が注目されてきたが、
その因果関係を問うためのモデル系が未だに存在しない。
　我々はエピジェネティックドリフトの老化への関与を明らかにするために ,
加齢に伴いゲノムの明瞭な低メチル化を示すゼブラフィッシュをモデルとし
て用いている。今回、DNA メチル化状態の維持に関わる Dnmt1 に機能低下
型変異を持つゼブラフィッシュを作製したところ、ゲノムの低メチル化と共
に、成長遅延および短命という、早老症とも見なせる表現型を示した。ただ
しこの変異体ではリンパ球分化に特異的な異常を示すため、早老症様の表現
系はリンパ球分化異常の二次的な表現型である可能性もある。この点を明ら
かにするため、我々は独自に開発した腎臓の造血幹細胞移植技術を用い、リ
ンパ球分化異常を回避した dnmt1 変異体を作製する計画を立てている。
Keywords: エピジェネティクス、リンパ球分化、再生

O-23
Senescence-dependent alveolar factor promotes metastatic lung 
cancer in mice

〇 Kaori KOMODA1, Ryuta MIKAWA1 and Masataka SUGIMOTO1,2

National Center for Geriatrics and Gerontology1, Nagoya Univeristy2

Cellular senescence halts the proliferation of cells at risk for malignant transformation 
and acts as potent anti-tumor mechanism in mammals. On the other hand, it has 
become evident that senescent cells promote tumor progression through their cell non-
autonomous functions, namely SASP (senescence-associated secretory phenotype).
We previously established a transgenic mouse (ARF-DTR mouse) in which senescent 
cells can be eliminated using toxin receptor-mediated cell knockout system. In the 
ARF-DTR mice, senescent cells were successfully eliminated from lung tissue, which 
restored the pulmonary function in aged animals. In the present study, we show 
that cellular senescence in lung tissue facilitates the metastatic lung cancer in mice. 
Intravenous injection of B16-F10 mouse melanoma cells resulted in the metastasis 
of these cells to the lung, which was significantly suppressed in mice of which 
senescent cells was pre-eliminated from lung tissue, suggesting that senescent cells 
promote tumor metastasis in a cell non-autonomous fashion in lung. We screened 
the senesence-dependent alveolar factor (SAF) using antibody arrays and found 
one candidate of which expression level associatedd with the cellular senescence in 
lung tissue. This factoar, which we named SAF-1, promoted the metastatic activity 
of B16-F10 cells in vitro . The SAF-1 induces the expression of MMPs (matrorix 
metalloproteninases) in these cells, which may contribute to the senescence-dependent 
tumor metastasis. Together, these data highlight a novel imechanistic insight into how 
cellular senescence promotes tumor progression through SASP.
Keywords: Senescence, SASP, Metastasis

O-22/Y
Comprehensive single-cell transcriptome analysis of aging-related 
genes in rat hepatocytes

〇 Yuta DOSHIDA1,3, Tomoko FUNAKOSHI1, Shinichi HASHIMOTO2, Sadahiro 
IWABUCHI2, Toshiro AIGAKI3, Akihito ISHIGAMI1

Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology1, Kanazawa University2, Tokyo 
Metropolitan University3

【目的】老化とは、性成熟期以降の加齢にともなう生理機能の低下である。そ
のため、老齢動物の組織には、若齢動物の組織には存在しない、本来の機能
が低下した老化細胞の存在が予想される。しかし、老齢動物の組織に存在す
る老化細胞は、いまだ同定されていない。老化の本質的なメカニズムを理解
するためには、老化の指標となる遺伝子群やタンパク質群を同定し、老化細
胞を特定する必要がある。そこで、本研究では、包括的 1 細胞遺伝子発現解
析を用いて、老化の指標となる老化関連遺伝子群を探索した。

【方法】若齢（6 か月齢）と老齢（27 か月齢）の雄性 Fischer 344 ラットから
コラゲナーゼ潅流法により、肝臓の実質細胞を単離、精製した。そして、包
括的 1 細胞遺伝子発現解析により、老化関連遺伝子を探索した。また、候補
遺伝子の加齢変化を検証するため、若齢（6 か月齢）と老齢（32 ～ 34 か月齢）
の雄性 C57BL/6N マウスの肝臓を用いて、リアルタイム qPCR により、遺伝
子発現解析を行った。

【結果】包括的 1 細胞遺伝子発現解析により、老齢ラットの肝実質細胞で遺
伝子発現が亢進している 3 種類（L-1、L-2、L-3）の老化関連遺伝子を見出した。
次に、これら 3 種類の老化関連遺伝子の発現量をリアルタイム qPCR 解析に
より、老若マウス肝臓で比較した。その結果、若齢マウスに比べて老齢マウ
スでの遺伝子発現量は、L-1 では 3.9 倍、L-2 では 2.5 倍、そして L-3 では 2.2
倍であった。

【考察】L-1 は、炎症の抑制、L-2 は、エンドソーム / リソソームの機能発現
やその維持、L-3 は、がん遺伝子の活性阻害に関与することが今までに報告
されている。これらの老化関連遺伝子群は、老化細胞を特定する有用な老化
の指標となる可能性がある。
Keywords: 包括的 1 細胞発現解析、老化細胞、肝実質細胞

O-24
Cell-based screen for altered nuclear phenotypes to reveal the 
nuclear events regulating cellular senescence

○ Mahito SADAIE
Department of Applied Biological Science, Faculty of Science and Technology, Tokyo 
University of Science

Cellular senescence is a state of irreversible cell cycle arrest induced by various 
cytotoxic stressors mostly accompanied by DNA damage induction. Increasing 
evidence shows that cellular senescence cause decline in the function of tissues, 
which is associated with aging of individuals. It is also believed that cellular 
senescence contributes to tumor suppression by inducing stable cell cycle arrest. 
Therefore, the search for factors that induce cellular senescence can contribute 
to understanding molecular mechanisms of senescence/aging or to development 
of therapeutic strategies for cancer. We established a simple cell-based screen for 
senescence-inducing agents by looking for any changes in nuclear appearance 
associated with cellular senescence. In the screening, we focused on two phenotypic 
changes; an enlargement in nuclear size and a formation of nuclear foci, which are 
often associated with senescence and can be easily visualized by DNA staining. 
Multiple hit compounds were found to be an inhibitor of Aurora kinase B (AURKB), 
and they indeed induced cellular senescence accompanied by accumulation of 
tetraploidy in cells. The stressor which triggers senescence remains elusive, but we 
found that this type of senescence was not associated with accumulation of γ-H2AX, 
suggesting the lack of DNA damage before senescence induction. We also found 
some hit compounds that induced appearance of nuclear foci, which displayed 
features of senescence-associated heterochromatic foci (SAHF). SAHFs are formed 
through a spatial repositioning of heterochromatin, and we have found that the SAHF 
formation is promoted by a decrease in nuclear level of lamin B1 (LMNB1). Our 
present attempts include an identification of target molecules, which may regulate 
spatial redistribution of chromatin during cellular senescence.
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O-25
Cellular Senescence and Renal Disease -Experiment of Radiation 
Nephropathy in Rats-

○ Sae ARATANI1,2, Masako TAGAWA2, Shinya NAGASAKA2, Yukinao SAKAI1, 
Akira SHIMIZU2, Shuichi TSURUOKA1

Department of Nephrology, Graduate School of Medicine, Nippon Medical School1, 
Department of Analytic Human Pathology, Nippon Medical School2

【背景】腎臓は老化とともに機能が低下する。一方，細胞老化による変化は必
ずしも時間経過のみで規定されておらず，過度のストレス環境が老化を早め
ると考えられている。我々は，腎臓において早期老化が機能・形態的にどの
ように影響するかに着目し，ストレス因子として放射線を用いたモデルラッ
トを作成し検証を行った。

【方法】① DA- ラット，雄，7-8 週齢の片側の腎臓に高用量放射線 18Gy を照射，
反対側は遮蔽版にて保護した。照射群のうち，放射線照射した側の腎臓を照
射あり側の腎臓とし，遮蔽した腎臓を照射なし側の腎臓とした。また放射線
を照射しないラットを正常群とした。蛋白尿，腎機能，照射ありと照射なし
の腎病理組織像を 3，5，6，9 カ月まで継時的に観察した。②ラットの培養
内皮細胞へ放射線 20Gy を照射し，形態像と機能的な変化を照射後 30 日まで
継時的に観察した。

【結果】①蛋白尿は，照射群で正常群と比較して，照射 7 カ月目以降上昇傾
向が認められた。細胞老化マーカーである SA-βgal や p21 が照射あり側の腎
臓では 3 カ月目から陽性であった。腎病理像は，照射あり側の腎臓で 9 カ月
目にはびまん性に血栓性微小血管症（TMA）や虚脱糸球体の病理像を認めた。
また電子顕微鏡において虚脱糸球体では内皮細胞の脱落が認められた。②培
養細胞では，DNA Damage Response のマーカーであるγ H2AX 染色が照射
後 1 時間以内に認められた。細胞老化マーカーの SA-βgal や p21 が照射 7 日
目ころから陽性となり，その後も陽性頻度を増して認められた。また照射 15
日目から IL6，TNFα，ICAM，VCAM の mRNA が上昇傾向であった。

【考察・結語】高用量の放射線照射により腎臓に早期老化現象が認められた。
照射あり側の腎で認められた TMA や虚脱糸球体は，内皮細胞障害を示唆す
る所見であり，放射線による早期老化で内皮細胞に強い障害から脱落したり，
最終的な形態像を呈する可能性が考えられた。
Keywords: 細胞老化，慢性腎臓病，腎病理，放射線，内皮細胞障害

O-27/Y
Analysis of learning induced insulin signaling in the hippocampal 
synapses of diabetic model mice

○ Hirobumi TADA1, Akinori TOKUNAGA1, Daisuke TANOKASHIRA1, Moe IMAI1, 
Mana KASHIWADA1, Tamiko SAJI1, Akiko TAGUCHI1

Department of Integrative Aging Neuroscience, National Center for Geriatrics and 
Gerontology1

　Learning dependent synaptic plasticity in the hippocampus is required for cognitive 
functions. Synaptic dysfunction is a distinctive neuronal alternation in the early 
stages of dementia and there is a correlation between the severity of the synaptic 
dysfunction and the progression of clinical symptoms. Epidemiological studies have 
shown that Diabetes Mellitus (DM) is a risk factor for dementia, and the progression 
of cognitive impairment is accelerated by DM. Alteration in neural insulin signaling 
may be associated with pathogenesis of DM-related cognitive impairment. However, 
the mechanism of the interaction between neural insulin signaling and synaptic 
dysfunction is largely unknown.
　Our recent works show that activated hippocampal cytoplasmic insulin signaling 
correlates with cognitive impairment in the physiological type 2 diabetes model 
(DIO: Diet Induced Obesity) mice. Here, we found that insulin signaling components 
are localized not only in cytoplasm but also in the postsynaptic density (PSD), 
and synaptic insulin signaling is upregulated in the hippocampus of DIO mice. 
Furthermore, we found that learning induced synaptic insulin signaling activation was 
disrupted in the hippocampus of DIO mice.
　Thus, these results suggested that excessive activation of synaptic insulin signaling 
facilitates DM-related cognitive impairment correlated with inhibition of hippocampal 
synaptic plasticity.
Keywords: Diabetes, Cognitive impairment, synpatic plasticity, insulin signaling

O-26
Recovery from spatial memory deficits and increase of cerebral 
glucose uptake in cilostazol-administered aged mice

○ Shuichi YANAI1, Tetsuro TAGO2, Jun TOYOHARA2, Tomoko ARASAKI1, Shogo 
ENDO1

Aging Neuroscience Research Team, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontolgy1, 
Research Team for Neuroimaging, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontolgy2

　cAMP 系は、動物の記憶・学習を含む様々な生理機能に重要な役割を果たす。
cAMP はホスホジエステラーゼ（phosphodiesterase, PDE）によって分解され、
その生理機能が終結する。それゆえ、PDE 阻害剤は細胞活動によって上昇し
た cAMP 濃度を維持することで、cAMP 系の生理機能を増強すると考えられ
る。最近我々は、PDE3 の選択的阻害剤であるシロスタゾールを長期投与（10 ヶ
月間）することにより、老齢マウスの空間記憶が維持されることを報告した。
本研究では記憶障害が認められる老齢マウスを用い、シロスタゾールが既に
低下した空間記憶を改善するかどうかを検討した。さらに、中枢神経系にお
ける神経活動の指標として、小動物イメージング装置を用い、シロスタゾー
ルが脳内グルコースの取り込みに及ぼす効果を検討した。
　 記 憶 障 害 を 呈 す る 22 ヶ 月 齢 の C57BL/6J マ ウ ス を 行 動 解 析 群 と
18F-fluorodeoxyglucose (18F-FDG) positron emission tomography (PET) 群に配分した
後、混餌によりシロスタゾール（0, 0.3, 1.5%）を 1 ヶ月間自由摂食で与えた。
マウスが 23 ヶ月齢に達した時、一般行動を含む行動解析と脳内グルコースの
計測を行った。行動解析群では、1.5%シロスタゾール投与群の空間記憶課題（物
体探索課題及びモリス水迷路課題）の成績は他の 2 群と比較して有意に改善
していた。ホームケージ内活動性及びオープンフィールドを用いた一般行動
解析からは、シロスタゾールは活動性や不安様行動に影響を及ぼさないこと
が示された。18F-FDG PET 群では、1.5% シロスタゾール投与群の脳内グルコー
ス取り込みは統制群と比較して有意に高いことが示された。以上の結果から、
シロスタゾールは行動学的な副作用をもたらすことなく老化に伴って低下し
た空間記憶を改善すること、また中枢神経系における神経活動を活性化する
ことが示唆された。
Keywords: シロスタゾール；記憶・学習；18F-FDG PET

O-28
Age-Related Tau Pathology in Cynomolgus Monkey brain

○ Nobuyuki KIMURA1, Kentaro ENDO2, Hiromi KONDO2, Eijiro ADACHI2, 
Nobuhiro SHIMOZAWA3, Yasuhiro YASUTOMI3, Toshiki UCHIHARA2,4,5

National Center for Geriatrics and Gerontology1, Tokyo Metropolitan Institute 
of Medical Science2, Tsukuba Primate Research Center, National Institutes of 
Biomedical Innovation, Health and Nutrition3, Tokyo Medical and Dental University4, 
Nitobe-Memorial Nakano General Hospital5

　Alzheimer’s disease (AD) is a progressive neurological disorder that is 
histopathologically characterized by the formation of senile plaques (SPs) 
and neurofibrillary tangles (NFTs). SP is the extracellular deposition of 
aggregated β-amyloid protein (Aβ), and NFT is the intracellular accumulation of 
hyperphosphorylated Tau. In cynomolgus monkey brains, both SPs and NFT-like Tau 
pathology are spontaneously observed with advance of age. In the present study, we 
examined histopathological and biochemical analyses of cynomolgus monkey brains 
in more detail, especially on Tau pathology.
　In aged cynomolgus monkey brains over 32-year-old, we found selective deposition 
of 4-repeat tau as pretangles in neurons, and as coiled body-like structures in 
oligodendroglias and astrocytes. These Tau pathologies are preferentially distributed 
in the basal ganglia and neocortex rather than hippocampus, and mainly composed 
of ~35kDa 4-repeat Tau fragments. These findings suggest that Tau pathology in 
cynomolgus monkey brains resembles progressive supranuclear palsy (PSP) rather 
than AD. Next, we carried out westernblot analyses to investigate age-related 
changes of Tau. In cynomolgus monkey brains, Tau1 antibody-immunoreactive 
bands significantly dropped over 19-year-old, and Tau phosphorylation levels were 
apparently increased. In cynomolgus monkey brains, SPs are frequently observed 
around 25-year-old. Hence, Tau phosphorylation could be induced by aging without 
prominent Aβ pathology in cynomolgus monkey brain.
Keywords: Cynomolgus Monkey, Tau, progressive supranuclear palsy
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O-29
OPA1 mediates age-associated and coenzyme Q-responsive 
regulation of complex IV activity in brain mitochondria

○ Mayumi TAKAHASHI1, Ikuroh OHSAWA1, Takuji SHIRASAWA2, Kazuhide 
TAKAHASHI1

Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology1, Shirasawa Anti-Aging Institute2

　マウス脳ミトコンドリア (Mt) の酸素消費速度およびコエンザイム Q(CoQ)
量は加齢に伴い減少する。これらの加齢変化は老齢マウスに対する外来性
CoQ の飲水投与により完全に回復するが、そのメカニズムは明らかでない。
そこで本研究では脳 Mt の機能調節に関与しているとされる各呼吸鎖複合体
の発現レベル、複数の呼吸鎖複合体から構成される超複合体の組成、および
Mt におけるダイナミン関連 GTPase のひとつ OPA1 の関与について検討した。
呼吸鎖複合体 I, II, III および IV の発現レベルや複合体 I+III+IV, I+III あるいは
III+IV から成る超複合体の組成に若齢と老齢のマウスで有意な違いはないが、
複合体 IV のチトクローム c 酸化酵素活性が老齢マウスでは若齢マウスに比
べ有意に低下していることを見出した。さらに OPA1（95 kDa アイソフォーム）
が複合体 III および IV に結合すること、また老齢マウスでは複合体 IV への
結合量が若齢マウスに比べ有意に低下していることを見出した。一方、老齢
マウスにおける複合体 IV の活性低下および OPA1 の複合体 IV への結合量減
少は CoQ の飲水投与により完全に回復した。また老齢マウスから単離した
Mt を CoQ と共に保温しても複合体 IV の酵素活性や OPA1 との結合が回復し
たが、GTPase 阻害剤によりこの効果は完全に阻害された。これらの結果は脳
Mt における加齢に伴う複合体 IV の活性低下および CoQ に依存した複合体
IV の活性回復に OPA1 が関与している事を示唆している。
Keywords: 脳、ミトコンドリア、呼吸鎖複合体、CoQ,  OPA1

O-31
Insulin resistance induces global behavioral abnormalities in 
Alzheimer’s model mice

○ Naotaka IZUO1, Nobuhiro WATANABE2, Yoshihiro NODA2, Harumi HOTTA2, 
Takahiko SHIMIZU1

Graduate School of Medicine, Chiba University1, Tokyo Metropolitan Institute of 
Gerontology2

【背景】アルツハイマー病 (AD) は、記憶学習障害などの認知症状に加え、不
安や抑うつなどの精神症状を伴って進行する神経変性疾患である。老人斑の
蓄積を病理学的特徴とし、その主要構成成分である amyloid b (Ab) を AD 発
症の原因タンパク質と考えるアミロイド仮説は広く支持されている。近年の
疫学調査により、2 型糖尿病が AD の発症リスクを高めることが知られてき
た。そこで本研究では、2 型糖尿病の病態因子の一つインスリン抵抗性に着
目し、インスリン抵抗性 AD モデルマウスを作製し、その表現型を解析した。

【方法】インスリン抵抗性モデルには、全身性インスリン受容体変異 (P1195L) 
のノックインマウス (mIR-KI) を使用した。mIR-KI は正常な空腹時血糖を示
す一方、耐糖能異常および血漿インスリン高値を示す、インスリン抵抗性の
みを切り出した表現型を示すことが報告されている。この mIR-KI と Ab を過
剰産生する AD モデルマウスを掛け合わせることでインスリン抵抗性 AD モ
デル (mIR-AD) を作製した。これらのマウスにおいて、3 カ月齢で代謝パラ
メーターを評価し、単独 AD モデルマウスが行動異常を示さない 4 カ月齢に
おいて行動試験および解剖を実施した。【結果】mIR-AD は、正常な空腹時血
糖を示したのに対し、耐糖能異常および血漿インスリン高値を示すことを確
認した。行動試験においては、mIR-AD は、単独 AD モデルマウスに比べて、
高架式十字迷路試験におけるオープンアーム滞在時間の延長、 Y 字迷路試験
における自発交替行動の減少、強制水泳試験における無動時間の延長といっ
た広範な行動異常を示した。一方、病理解析においては、mIR-AD は、単独
AD モデルマウスと比較して老人斑の増加は認めなかった。【考察】全身性の
インスリン抵抗性は、老人斑の増加を伴わずに、AD モデルに認知機能低下、
不安感受性の低下、抑うつ症状を誘導することが示唆される。

O-30
React ive oxygen species induce neur i te  degenerat ion in 
neuroblastoma cells

○ Koji FUKUI1, Naoki YOSHIDA1, Yuta SAITO1, Saki NAKAMURA1

Shibaura Institute of Technol1

　我々は老化のフリーラジカル説に基づき，酸化傷害が脳老化に与える影
響について検討している．Neuroblastoma cell line である N1E-115 もしくは
Neuro2a 細胞を培養して神経突起を伸長させ，過酸化水素を添加したところ，
細胞死が起こらない低濃度の添加時に神経突起変性が生じることを確認し
た．また，この変性は抗酸化物質であるビタミン E の添加により有意に抑制
された．次に突起変性のメカニズムを明らかにする目的で，水溶性のラジカ
ル開始剤を添加したところ，同様に神経突起に変性が生じたことから，膜酸
化を含む酸化傷害が突起変性の一因として考えられた．膜酸化時には，膜上
にある受容体なども変性や機能不全を生じている可能性があり，その結果と
して，Ca2+ ホメオスタシスの崩壊が考えられたため，カルシウムイオノファ
を用いて Ca2+ が突起変性へ与える影響について検討した．イオノマイシン
の投与は濃度依存的に細胞死や突起変性を誘引した．更に蛍光指示薬により
Ca2+ の過剰流入を確認した．その後，ミトコンドリアでの活性酸素生成を経
て，酸化亢進，突起変性が起きていることも明らかとした．更に，微小管の
安定性の崩壊やそれに伴うオートファジーの変化も確認していることから，
過酸化水素添加による培養神経細胞での神経突起変性誘因のメカニズムの一
つには，膜酸化を介した Ca2+ 流入が引き金となっている可能性が明らかと
なった．神経突起障害はアルツハイマー病などの神経退行性疾患時にも確認
されているため，今後はより詳細なメカニズムの解明に取り組みたい．
Keywords: 活性酸素，神経突起，カルシウム

O-32/Y
Age-related changes in inhibitory mechanisms for micturition 
contraction of the uninary bladder originating from the skin in rats

○ Nobuhiro WATANABE, Kaori IIMURA, Harue SUZUKI, Harumi HOTTA
Department of Autonomic Neuroscience, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology

【背景と目的】頻尿や尿失禁の原因となる過活動膀胱の罹患率は、加齢ととも
に増加する。しかし、なぜ高齢者で過活動膀胱が増えるのか、その原因は明
らかにされていない。我々はこれまでに、会陰部皮膚への軽微な機械刺激が
麻酔下ラットの膀胱の排尿収縮を抑制すること、その機序として、皮膚神経
の求心性入力が排尿反射における情報伝達を弱めることを報告してきた。こ
のような抑制機構の機能低下は、過活動膀胱の病因に関与する可能性が考え
られる。そこで本研究では、膀胱の排尿収縮を抑制する皮膚求心性神経の働
きが加齢により影響を受けるか調べた。[ 方法 ] 実験には、若齢（4-5 ヶ月齢）、
成熟（6-9 ヶ月齢）および老齢（27-30 ヶ月齢）の 3 つの異なる月齢群の雄ラッ
トを用いた。ウレタン麻酔下で膀胱に生理食塩水を注入し、律動的な排尿収
縮を誘発した。会陰部皮膚の求心性神経を、電気刺激（0.5ms, 0.2-10V, 0.1-10Hz）
または皮膚への軽微な機械刺激（エラストマーローラーを使用）で 1 分間活
性化した。

【結果】皮膚神経が電気刺激で活性化された場合には、膀胱の収縮は 3 群で
同じように抑えられた。Aβ 線維を興奮させる刺激強度（0.2V）では排尿収縮
の抑制が長い潜時で生じ、Aδ および C 線維も興奮させる刺激強度（それぞ
れ 1.0V および 10V）では排尿反射の抑制が短い潜時で生じた。これとは対照
的に、ローラーで皮膚を刺激した場合には、老齢群では排尿収縮を抑える効
果が弱く、抑制の潜時は加齢と共に延長した。さらに、ローラー刺激中の皮
膚求心性神経の応答を調べたところ、老齢群では特定のタイプの皮膚神経の
応答が著しく低下していた。ローラー刺激中の神経の応答頻度について、Aβ
線維では若齢群と老齢群で差はなかったが、Aδ および C 線維では老齢群で
低かった。[ 結論 ] 以上の結果は、排尿収縮に対する会陰部皮膚神経からの求
心性入力による抑制性機能は老齢ラットにおいても維持されているが、皮膚
への機械刺激による応答が一部の神経で低下することにより、皮膚への軽微
な機械刺激による抑制作用が減弱することを示唆する。本研究の結果は、こ
れまで不明であった高齢者の過活動膀胱の病因解明に新たな手がかりを与え
るものと期待される。
Keywords: 膀胱、排尿反射、皮膚、求心性神経、老化、ラット
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O-33/Y
Administration of H2-water prevents vascular aging at arch of aorta in 
LDL receptor-deficient mice

○ Masumi IKETANI1, Kanako SEKIMOTO1,2, Masaki KOMATSU1,2, Mayumi 
TAKAHASHI1, Hideo KAWAGUCHI2, Ritsuko KANEKO2, Ikuroh OHSAWA1

1Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology, 2 Toyo University

　動脈硬化症は心血管障害や脳梗塞など重篤な疾患へつながる老年疾患であ
り、対策が急がれる。その主たる原因は血管壁のアテローム形成であり、酸
化した低密度リポタンパク質 (LDL) の血管内皮細胞への蓄積によって誘起さ
れる。アテローム性動脈硬化症モデルとして LDL の受容体を欠損させた Ldlr
ノックアウトマウスが存在する。近年、アテローム性動脈硬化症の発症と進
行には老化細胞が関与しており、その細胞の除去によって炎症性サイトカ
インの産生などが抑制され病態が改善するいうことが、Ldlr ノックアウトマ
ウスに高脂肪食を摂食させた研究によって明らかとなった。高濃度 H2 含有
水（水素水）には抗酸化・抗炎症作用があることが知られており、様々な疾
病の症状改善に寄与することが知られている。また、同じく動脈硬化症モデ
ルである ApoE ノックアウトマウスにおいても水素水の飲用によりアテロー
ム形成が抑制されることが報告されているが、その作用機序は未解明であっ
た。水素水が老化細胞蓄積を抑制する可能性を考え、Ldlr ノックアウトマウ
スに高脂肪食と同時に水素水を 13 週間与え続けた後に、採血を行い、アテ
ロームが形成される大動脈弓を摘出し、免疫組織化学染色、定量的 PCR 法な
どにより解析を行った。高脂肪食を摂食したマウスにおいては血中総コレス
テロールの上昇や大動脈弓における炎症性サイトカイン Tnfα や老化促進因子
p16INK4a などの遺伝子発現の上昇が見られたが、水素水を飲用していた群にお
いて全て抑制された。これらの結果から水素水を飲用することによって高脂
血症由来の血管老化進行が抑制されることが示唆された。
Keywords: 水素水 , 大動脈弓 , アテローム , 動脈硬化 , LDL, 老化細胞

O-35
Lipoproteins comprise at least 10 different classes in rats conteining 
unique proteins as the primary component

○ Tomokazu KONISHI1, Yoko TAKAHASHI2

Akita Pref. Univ.1, National Agriculture and Food Research Organization2

　Although lipoproteins are conventionally separated into a few classes using density 
gradient centrifugation, there may be a much higher number of physical classes that 
differ in origin or phase. Comprehensive knowledge of the classes of lipoproteins is 
rather limited, which hinders both the study of their functions and the identification of 
the primary causes of related diseases.
　This study aims to determine the number of classes of lipoproteins that can be 
practically distinguishable and identify the differences between them. We separated 
rat serum samples by gel filtration. The elution was continuously monitored for 
triglyceride (TG), cholesterol, and protein, and fractionated for further SDS–PAGE 
and immunological detection of apoprotein A-I (ApoA1) and apoprotein B (ApoB). 
The elution patterns were analyzed using a parsimonious method, i.e., the estimation 
of the least number of classes. Ten classes were recognized that contained different 
amounts of TG and cholesterol, as well as a unique protein content. Each of the 
classes contained much more protein than that observed previously, especially 
in low-density lipoproteins (LDL) classes. In particular, two major antiproteases 
formed complexes with specific classes of LDL; because these classes exclusively 
carry cholesterol and antiproteases, they may lead to the progression of atheroma by 
supplying materials that enlarge fatty streaks and protecting thrombi from enzymatic 
digestion.
　The separated classes may have specific biological functions. The attribution of 
protein species to certain classes will help understand the functions. A distinction 
among lipoprotein classes may provide important information in the field of vascular 
pathology.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0192955

O-34
Functional analysis of E3 ubiquitin ligase Wwp1 in mouse white 
adipose tissue

○ Shunsuke HOSHINO1, Masaki KOBAYASHI1, Yoshikazu HIGAMI1,2

Faculty of Pharmaceutical Sciences1, Translational Reserch Center, Research Institute 
for Science and Technology2, Tokyo University of Science

【目的】我々は、これまで代謝制御に関わる p53 のユビキチン化に着目し、肥
満症マウスの白色脂肪組織（WAT）特異的かつ p53 依存的に発現が増加する
E3 ユビキチンリガーゼとして Wwp1（WW domain containing E3 ubiquitin protein 
ligase 1）を見出した。また、8 週間高脂肪食（HFD）を摂餌させた Wwp1 ノッ
クアウト（KO）マウスの解析で、Wwp1 が精巣周囲脂肪（eWAT）特異的に機
能する可能性を見出しているが、詳細は未だ明らかではない。そこで、脂肪
前駆細胞 3T3-L1 及び 18 週間 HFD 摂餌させた Wwp1 KO マウスを用いて解析
した。

【方法】Retro virus vector を用いて脂肪前駆細胞 3T3-L1 の Wwp1 過剰発現（Wwp1 
OE）及びノックダウン（Wwp1 KD）細胞株を作製し、解析した。また、5 週
齢の全身性 Wwp1 KO 及び野生型マウスに、18 週間通常食（ND）及び HFD
を摂餌させ、安楽死後、WAT を採取し、生化学的解析を行った。

【結果・考察】Wwp1 OE 株及び KD 株を用いたプロテオーム解析より、多数
のミトコンドリア関連因子の発現量が Wwp1 と逆相関、抗酸化関連因子の発
現量が相関する結果が得られた。また、Wwp1 の標的候補として、マイトファ
ジー関連タンパク質の 1 つである VDAC1 が同定された。そこで、in vivo に
おいてミトコンドリア関連タンパク質の発現量を解析したところ、HFD 摂餌
群の WAT で Wwp1 KO に伴い VDAC1 が増加した。また、p53, p21 のタンパ
ク質発現量も、HFD 摂餌群の WAT で Wwp1 KO に伴い増加した。さらに、代
表的なアディポカインである Adiponectin, Leptin の mRNA 発現量は、HFD 摂
餌群の内臓脂肪で有意に減少し、さらに eWAT 特異的に Wwp1 KO で更なる減
少を示した。以上より、肥満症により Wwp1 は酸化ストレス応答性に p53 を
介して誘導され、ROS を抑制することで、特に eWAT の恒常性維持に寄与す
ると考えられる。 
Keywords: Obesity, Wwp1, Mitochondria

O-36/Y
Transcriptional regulation of Fgf21 and Pgc-1α by calorie restriction

○ Seira UTA1, Namiki FUJI1, Masaki KOBAYASHI1,2, Yoshikazu HIGAMI1,2

Faculty of Pharmaceutical Science1, Translational Reserch Center2, Tokyo University 
of Sciences

【背景・目的】カロリー制限（caloric restriction：CR）による抗老化・寿命延
伸効果のメカニズムは未だ不明な点も多い。我々は、この CR のメカニズム
として Srebp-1c（sterol regulatory element-binding protein-1c）誘導性 Pgc-1 α

（peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha）発現増加
を介した白色脂肪組織（WAT：white adipose tissue）の代謝リモデリングが
重要であることを見出した (Fujii et al., 2017)。さらに Fgf21（fibroblast growth 
factor21）も CR により WAT において Srebp-1c 誘導性に発現が増加すること
を確認した。Fgf21 トランスジェニックマウスの寿命が延伸することが報告
されている。そこで、CR による WAT の代謝リモデリングのさらなる詳細な
メカニズム解明を目的に、Srebp-1c、Pgc-1α、Fgf21 の発現制御機構に着目し、
解析を行った。

【方法・結果】雄性 Wistar ラットを 8 週齢から自由摂食群と摂食量をその
70％に制限した CR 群に分け飼育して、24 週齢で安楽死させ、WAT、肝臓
および血漿を採取した。血漿 FGF21 レベルおよび肝臓の Fgf21 mRNA 発現
は、CR による増加は見られなかった。一方、WAT では CR により Fgf21 お
よび Pgc-1α 発現が増加した。そこで、Fgf21 過剰発現（OE）3T3-L1 脂肪細
胞、Pgc-1α OE 3T3-L1 細胞及び Pgc-1α KO MEFs を作製し、遺伝子およびタ
ンパク質発現を解析した。Fgf21 の OE により Pgc-1α は発現が上昇した。一方、
Pgc-1α の OE により Fgf21 の発現が減少し、Pgc-1α KO MEFs では Fgf21 の発
現が上昇した。

【考察】長寿関連因子として報告されている血漿 FGF21 は肝臓由来と考えら
れたが、CR により増加しなかった。一方、Pgc-1α と Fgf21 発現は相互に影
響しあっているが、WAT では、CR により Srebp-1c 制御下で Fgf21 はオート
クライン、パラクライン的に Pgc-1α 発現を正に制御している可能性が示唆さ
れた。
Keywords：カロリー制限、 白色脂肪組織、Srebp-1c、Pgc-1α、Fgf21
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O-37
The role of Prefoldin 6 on intestinal homeostasis in Drosophila 
melanogaster

○ Lucas TRINDADE and Kazutaka AKAGI
National Center for Geriatrics and Gerontology

　Disruption of intestinal homeostasis leading to higher gut permeability has been 
associated with aging and various human diseases. In Drosophila , we have found that 
age-associated gut dysfunction is abrogated by dietary restriction (DR), which is a 
robust environmental intervention that increases lifespan in various organisms. Aging 
is also associated with loss of proteostasis. However, the importance of proteostasis 
on intestinal homeostasis and the contribution of nutrients remain poorly understood. 
Nascent protein chains can often form aggregates unless monitored and correctly 
folded by molecular chaperone proteins. One such protein that is actively involved 
in protein folding is a cochaperone called Prefoldin. We found that knockdown of a 
subunit of Prefoldin (Pfdn6) in the gut of Drosophila  decreases lifespan and abolishes 
the beneficial effect of DR. Furthermore, we found that knockdown of Pfdn6 in the 
gut drastically increase gut permeability, which explains the short lifespan of these 
flies. In order to understand how Pfdn6 regulates intestinal homeostasis and lifespan, 
we are analysing several physiological functions and the molecular mechanisms. We 
hope to shed light on the relationship between intestinal homeostasis and proteostasis, 
and its link with diseases and longevity.
Keywords: Prefoldin, dietary restriction, intestinal homeostasis, lifespan.

O-39
Effects of aging and caloric restriction in WWP1 expression in skeletal 
muscle

○ Kumi MIURA1, Masaki KOBAYASHI1,2, Yoshikazu HIGAMI1,2

Faculty of Pharmaceutical Sciences1, Translational Research Center, Research 
Institute for Science and technology2, Tokyo University of Science

【背景、目的】骨格筋は体重の約 40％を占めるミトコンドリアに富んだエネ
ルギー代謝が盛んな最大の臓器である。サルコペニアとは全身の筋肉量が
減少する病態で、その多くが加齢性サルコペニアである。近年、サルコペニ
アに代表される骨格筋委縮では WWP1（WW domain containing E3 ubiquitin 
protein ligase 1）の発現が低下することが報告されている。本研究では、サル
コペニア病態の解明を目的に、WWP1 がサルコペニア病態に及ぼす影響、さ
らに長期カロリー制限（CR）が WWP1 発現やサルコペニア病態に及ぼす影
響を解析した。

【方法と結果】3 ヶ月齢から♂ Wistar 系ラットを自由摂食（AL）群と CR 群
の 2 群に分けて飼育し、9、24、29 ヶ月齢で屠殺後、ヒラメ筋（SOL:soleus 
muscles）を採取し解析を行った。筋重量や筋線維数、筋線維断面積は 24 ヶ
月齢まで有意な変化は見られなかったが、29 ヶ月齢で有意に減少し、また、
線維化や脂肪細胞浸潤も増加した。しかし、CR によってこれら加齢変化は
抑制された。また、WWP1 の mRNA 発現量も 29 ヶ月齢において有意に低下
したが CR によってその減少が抑制された。

【考察と今後の展望】以上から、24 から 29 ヶ月齢において、加齢による組
織の著しい損傷と筋肉量の減少、WWP1 の発現量が低下することが明らかと
なった。さらに筋肉量および WWP1 発現量の減少は、ともに CR によって抑
制されたことから、加齢における筋肉量と WWP1 の発現量は相関すること
が示唆された。現在、WWP1 をノックダウンした筋芽細胞株 C2C12（KD 株）
や WWP1 KO マウスを用いて、骨格筋における WWP1 の役割について解析
中である。
Keywords: aging, WWP1, muscle

O-38/Y
Dietary restriction improves intestinal cellular fitness to enhance gut 
barrier function and lifespan in D. melanogaster

○ Kazutaka AKAGI1, Kenneth A. WILSON2, Subhash D. KATEWA2, Mauricio 
ORTEGA2, Jesse SIMMONS2, Subir KAPURIA2, Amit SHARMA2, Heinrich 
JASPER2, Pankaj KAPAHI2

National Center for Geriatrics and Gerontology1, Buck Institute for Research on 
Aging2

　Loss of gut integrity is linked to various human diseases including inflammatory 
bowel disease. However, the mechanisms which lead to loss of barrier function 
remain poorly understood. Using D. melanogaster , we demonstrate that dietary 
restriction (DR) slows the age-related decline in intestinal integrity by enhancing 
enterocyte cellular fitness through up-regulation of dMyc in the intestinal epithelium. 
Reduction of dMyc in enterocytes induces cell death through JNK signaling leading 
to increased gut permeability and reduced lifespan upon DR. Genetic mosaic and 
epistasis analyses suggest that cell competition, whereby neighboring cells eliminate 
unfit cells by apoptosis, mediates cell death in enterocytes with reduced levels of 
dMyc. Reducing enterocyte apoptosis partially rescued the increased gut permeability 
and shortened lifespan upon loss of dMyc. We propose that dMycacts as a barometer 
of enterocyte cell fitness impacting intestinal homeostasis in response to changes in 
diet and age.

Keywords: Dietary restriction, Gut permeability, Cell competition, Drosophila 
melanogaster

O-40/Y
The reason why bone resorption of periodontitis prolong

○ Keiichi KANAYAMA, Hirotsugu MORINAGA, Toshiaki SHIBUTANI
Asahi University school of Dentistry

　Ligaturing tooth with suture or gavage periodontal pathogenic bacteria is 
often performed experimental periodontitis mouse. Alveolar bone resorption 
due to inflammation is the main symptom of chronic periodontitis. Conventional 
periodontitis models have room for improvement as chronic inflammation in the 
method of inducing bone resorption and observation period. In this study, alveolar 
bone resorption was induced by a little mechanical stress. Chronicity of periodontitis 
in young and old age mouse was compared.
　LPS from Porphyromonas gingivalis  was injected 12 times (twice per week) on the 
palatal gingiva of eight or twenty-four weeks old C57BL / 6J mouse. LPS injection by 
micro-syringe (33 G) and dose was 20 μg per one shot. Peripheral blood was collected 
at one week and four weeks after the final injection, femur, spleen and maxilla were 
also collected. Micro-CT scanning and histological slides were prepared.
　LPS injection by micro syringe did not show after strong external force such as 
laceration on gingiva. As a result of micro-CT, LPS injection with a micro-syringe 
caused alveolar bone resorption in both young and old mice. Bone resorption by LPS 
was larger in old mice than in young mice.
　In old mice, prolonged bone resorption even four weeks after LPS injection was 
shown. It was shown that the factor of aging may be involved in chronicity bone 
resorption.
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O-41/Y
Apple procyanidins promote proteoglycan biosynthesis associated 
with PGC-1a-mediated mitochondrial biogenesis in chondrocytes

○ Isao MASUDA1,2,3, Masato KOIKE1,4, Shohei NAKASHIMA2,3, Yu MIZUTANI2, 
Yusuke OZAWA1, Kenji WATANABE1, Hidetoshi NOJIRI4, Koichi SASHIHARA2, 
Koutaro YOKOTE1 & Takahiko SHIMIZU1

Chiba University Graduate School of Medicine1, Asahi Group Holdings, Ltd.2, Asahi 
Calpis Wellness Co., Ltd.3, Juntendo University Graduate School of Medicine4

　変形性関節症 (Osteoarthritis：OA) は軟骨変性を特徴とする運動器疾患であ
る。加齢や過度の運動により発症する膝 OA は人々の QOL を著しく低下さ
せるが、未だに詳しいメカニズムが解明されておらず、外科的処置を除き、
医薬品や食品の介入が遅れている。一方近年の研究により、OA の発症・増
悪は、軟骨細胞のミトコンドリア機能低下と相関することが明らかになりつ
つあり、これらをターゲットとした OA への介入が期待されている。りんご
から抽出されたポリフェノールには、細胞や動物試験から、ミトコンドリア
機能を調節する作用が示唆されている。そこで本研究では、軟骨細胞のミト
コンドリア機能におけるりんごポリフェノールの作用、また活性成分の同定、
さらにはミトコンドリア機能の低下により誘導される OA マウスの膝関節軟
骨変性に対する保護効果を検証した。りんごポリフェノールを添加した軟骨
細胞では、ミトコンドリア脱水素酵素の活性ならびにミトコンドリア DNA
コピー数の有意な増加、またミトコンドリア膜電位の有意な改善が認められ
た。同時に PGC-1a の発現上昇も認めたことから、りんごポリフェノールに
は PGC-1a を介したミトコンドリア新生作用があることが示唆された。また、
遺伝的にミトコンドリア機能を低下させた軟骨細胞でも同様の活性を示し
た。さらに、りんごポリフェノールは軟骨細胞のプロテオグリカン産生を促
進したが、その活性は、主要成分であるプロシアニジンによるものであるこ
とが明らかとなった。最後に、りんごから抽出・精製して得たプロシアニジ
ン画分を、軟骨細胞のミトコンドリア機能不全により軟骨変性を呈するマウ
スに経口摂取させたところ、膝関節の軟骨変性が組織学上有意に抑制された。
りんごプロシアニジンは、軟骨細胞のミトコンドリア新生能ならびにプロテ
オグリカン産生能を有する、新しい食品素材 として期待される。

O-43
Age-related DNA methylation changes are accelerated in regenerated 
tissues

○ Nobuyoshi SHIMODA1, Madoka IKEMOTO-UEZUMI2

National Center for Geriatrics and Gerontology1, Tokyo Metropolitan Institute of 
Gerontology2

　再生により体の中に新たに生じた組織は、元の組織から若返っているのだ
ろうか？我々はこれまでにゼブラフィッシュの体細胞において加齢依存的な 
DNA メチル化の低下が、遺伝子の CpG アイランドショアという領域に生じ
ることを報告したが、最近マウスでも CpG アイランドショアにおける DNA 
メチル化の加齢変動が生じることを見いだした。したがって CpG アイランド
ショアの DNA メチル化レベルはこれらの動物で加齢のよいマーカーとして
利用できる。そこで、ゼブラフィッシュの鰭やマウスの骨格筋に損傷を与え、
再生により異時的に生じた組織の DNA メチル化レベルをいくつかの遺伝子
座において測定した。その結果、意外なことに、どちらの生物においても、
再生した組織では DNA メチル化の加齢変化が進行していることが明らかに
なった。つまり少なくとも DNA メチル化から見れば、再生した組織は体の
中で異所的に老化しているということになる。またこの結果は、正常な個体
活動の間に生じる細胞のターンオーバーが DNA メチル化の加齢変化の原因
であることを示唆する。

O-42
ERK plays a crucial role in maintaining muscle stem/progenitor cell 
pool

○ Tohru HOSOYAMA, Naohiro HASHIMOTO
National Center for Geriatrics and Gerontology, Department of Regenerative 
Medicine

　成体骨格筋の恒常性維持に重要な役割を果たす骨格筋幹細胞は、加齢に伴
い量的変化が生じ、結果としてサルコペニアへとつながる可能性が指摘され
ている。しかしながら、成体骨格筋における骨格筋幹細胞の量的制御機構（幹
細胞プールの維持）の詳細は不明であり、サルコペニアの発症メカニズムを
明らかにする上での重要な課題のひとつである。本研究では、サルコペニア
発症機序の解明に向けた基盤研究として古典的 MAPK である ERK と骨格筋
幹・前駆細胞（SMPC）に焦点をあて、幹細胞プールの維持における ERK の
役割を明らかにすることを目的とした。
　これまでに我々は、ヒト多能性幹細胞から高効率に SMPC を分化誘導でき、
SMPC の未分化状態を短期間ながら保ち得る方法（EZ スフィア法）を確立し
報告してきた（Hosoyama et al ., 2014; Hosoyama et al ., 2017）。本研究では、EZ
スフィア法を利用し、ヒト iPS 細胞由来 SMPC に対する ERK およびその関連
因子の活性化阻害の影響について検討した。その結果、一週間の ERK リン酸
化阻害剤処理により Pax7 陽性の SMPC が減少し、一方で MyoD 陽性の筋芽
細胞が増加した。この SMPC の減少は、SHP2 リン酸化阻害剤を用いた同様の
検討においても認められた。一方、FGFR リン酸化阻害剤処理では、SMPC 数
に変化は生じずに細胞死が誘導された。これらの結果は、FGFR 非依存的な
ERK 経路が骨格筋幹細胞プールの維持に関与することを示唆している。今後、
骨格筋幹細胞における ERK 経路の制御機構および加齢との関連性が明らかと
なれば、サルコペニアの発症機序の解明と予防法・治療法へとつながると期
待される。
Keywords: muscle stem/progenitor cells, ERK, induced pluripotent stem cells, stem cell 
pool, sarcopenia.

O-44/Y
The analysis of molecular mechanisms underlying inflammatory 
reactions in chronological skin aging

○ Koichiro KAWAGUCHI1, Daijiro SUGIYAMA2, Mitsuo MARUYAMA1

Department of Mechanism of Aging, National Center for Geriatrics and Gerontology 
Research Institute1, Daiichi-Sankyo Healthcare2

　皮膚の老化研究においては、紫外線による老化（光老化：photoaging）に加え、
他の臓器、組織でみられる自然加齢による老化についても考慮する必要があ
る。すなわち光老化に関する研究は進んでいる一方で、自然加齢による皮膚
の変化（自然老化：chronological aging）についての研究はあまり知られてい
ない。
　近年、細胞老化を起こした細胞では、炎症性サイトカインやマトリックス
メタロプロテアーゼ等の生理活性因子を分泌する SASP（Senescence-associated 
secretory phenotype）という現象が近年報告され、炎症反応を誘導するだけで
なく、個体老化との関連でも大変注目されている。しかしながら、慢性炎症
と皮膚における老化を結びつける詳細な分子機序に関してはまだ不明な点が
多く残っている。そこで、本研究では、皮膚における SASP 因子を介した慢
性炎症と自然老化との関連を分子レベルで明らかにすることを目的とした。
若齢（6 ～ 8 週齢）及び老齢（24 ～ 25 ヶ月齢）C57/BL6N 雌マウスの皮膚を
用いて解析したところ、老齢マウス皮膚ではコラーゲン量の減少による真皮
層の菲薄化が観察されるとともに、ILs、TNF α等の SASP 因子の発現量が
顕著に上昇していた。さらに、老齢マウス皮膚では成熟肥満細胞数が顕著に
上昇しており、自然老化したマウスの皮膚においても炎症反応がみられるこ
とがわかった。また、SASP の原因を明らかにするため、皮膚組織における
ROS(Reactive Oxygen Species）の産生量を調べたところ、老齢マウス皮膚組
織では ROS 産生量が上昇していた。さらに、老齢マウス皮膚組織における
ROS 産生量の上昇には、加齢に伴ってミトコンドリア DNA の欠失が蓄積す
ることによる、ミトコンドリア機能の低下が関与している可能性が示唆され
た。現在、自然加齢マウスの皮膚における炎症発生のより詳細なメカニズム
の解析を進めている。
Keywords: chronological skin aging, chronic inflammation, SASP, ROS
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O-45
Role of C/EBPα-miR-223-Interleukin-6 secretion pathway at 
Staphylococcus aureus-infected wound sites

○ Ryoichi MORI, Toshimitsu KOMATSU, Seongjoon PARK, Isao SHIMOKAWA
Department of Pathology, Nagasaki University School of Medicine

　The elderly and diabetic patients readily become infected at skin wound sites 
because their wounds exhibit delayed healing. Staphylococcus  aureus is an indigenous 
bacteria on the skin that can infect wound sites and lead to delayed healing, and 
has led to the emergence of methicillin-resistant S. aureus.  Therefore, development 
of a therapeutic approach is required. MicroRNAs are key regulators of the wound 
inflammatory response, acting by translational processing of target mRNAs. We 
recently demonstrated that miR-223 knockout (KO) mice exhibit a prolonged acute 
inflammatory response at aseptic wound sites, which was associated with neutrophil 
expression of interleukin-6, a miR-223  target gene, and increased neutrophilic 
hyperoxidative bursts. We also demonstrated that miR-223  expression is regulated 
by C/EBPα in human neutrophils after exposure to S. aureus  peptides. Intriguingly, 
S. aureus-infected miR-223  KO mice displayed markedly more rapid skin wound 
healing than infected wild-type (WT) mice. Moreover, cell transplantation therapy 
using miR-223 KO-derived neutrophils or miR-223 antisense oligodeoxynucleotide 
knockdown in wounds both markedly improved the healing of infected WT wounds. 
This study demonstrated a key role for miR-223 in regulating the bactericidal capacity 
of neutrophils at wound sites. Additionally, because we demonstrated that miR-223 
is upregulated in inflamed human skin samples, this suggests that targeting miR-223 
might be of therapeutic benefit for enhancing infected-wound healing in the clinic.
Keywords: miR-223 , inflammation, skin wound healing, S. aureus

O-47/Y
Analysis of influenza virus replication and related host immune 
response in aged mice

○ Keiichi TANIGUCHI1, 2, Akihiko SATO1, Takao SHISHIDO1, Ryu YOSHIDA1, 
Keita MATSUNO2, 3, Masatoshi OKAMATSU2, Yoshihiro SAKODA2, 3

Shionogi & Co., Ltd.1, Hokkaido University2, Global Institution for Collaborative 
Research and Education3

【目的】高齢者はインフルエンザによる重症化リスクが高く、老化による免
疫能の低下に伴うウイルス排除の遅延が予後を悪くする要因である。しかし、
老化とウイルス感染初期の宿主応答との関連は不明である。そこで本研究で
は、マウスの肺におけるインフルエンザウイルスの増殖性及び関連する宿主
応答を高齢 / 若齢マウスを用いて比較した。

【方法】高齢 (40 ～ 45 週齢 ) 及び若齢 (5 週齢 ) の雌マウスに、A/Puerto 
Rico/8/34 (H1N1, 以下 PR8) を 10 pfu/mouse で経鼻接種後、経時的に肺及び
気管支肺胞洗浄液 (BALF) を回収した。解析指標には、肺内ウイルス量、肺
ホモジネート中のサイトカイン産生量及び遺伝子発現量、BALF 中の免疫
細胞数、肺の免疫染色像を用いた。また、マウスの肺より分離した肺胞上
皮細胞を 37℃で 72 時間培養後、PR8 を moi=10 で感染させ、その培養上
清を経時的に回収した。解析指標には、72 時間培養した肺胞上皮細胞の
Bromodeoxyuridine (BrdU) の取り込み量及び培養上清中のウイルス量を用い
た。

【結果】高齢マウスの肺内ウイルス量及びサイトカイン産生量は、感染 1, 3
日後に若齢マウスよりも少なかった。その後、高齢マウスの肺ではウイルス
の検出期間が長引き、サイトカイン産生のピークも遅れて認められた。また、
上皮 / 単球系の細胞から産生されるサイトカインに関連する遺伝子の発現量
についても同様の推移を示す傾向が認められた。感染 1 日後の BALF 中にお
ける単球 / 顆粒球系の細胞数が高齢マウスでは少なかった。高齢マウス由来
肺胞上皮細胞の BrdU 取り込み量が若齢マウス由来細胞より少なく、上清中
に放出されるウイルス量も高齢マウス由来細胞で少なかった。なお、マウス
の肺に存在する肺胞上皮細胞の数は、週齢によらず同程度であった。

【結論】加齢に伴う肺胞上皮細胞の増殖性の減衰が、感染初期のウイルスの
増殖量を低下させ、ウイルスの排除に関わる免疫応答の惹起を遅延させるこ
とが示唆された。
Keywords: 高齢マウス、肺組織、増殖効率、免疫応答

O-46
Contribution of Zizimin2/3 to the age-related defect in B-1a cells as a 
source of anti-pneumococcal immunoglobulin M

○ Akihiko SAKAMOTO1, Akinori TAKAOKA2, Mitsuo MARUYAMA1

National Center for Geriatrics and Gerontology1, Hokkaido University2

　Community-acquired pneumonia is one of the life-threatening diseases for the 
elderly, which is primarily caused by infection with Streptococcus pneumoniae. 
Although such infection can be avoided by the corresponding immunoglobulin M 
(IgM), the impact of aging on anti-pneumococcal IgM has not been fully understood. 
We here demonstrate that the guanine nucleotide exchange factors Zizimin2 and 
Zizimin3 (Ziz2/3) may be responsible for the age-related defect in peritoneal B-1a 
cells as a source of anti-pneumococcal IgM. B-1a cells from C57BL/6 mice older than 
18 months were most influenced among peritoneal B-cell subsets, as demonstrated 
by defective production of anti-pneumococcal IgM. Such defective IgM production 
seemed to be explained by the down-regulation of Ziz2/3 in B-1a cells expressing 
anti-pneumococcal IgM, as demonstrated by Ziz2/3 double knockout mice. Defective 
production of anti-pneumococcal IgM in aged mice was rescued by adoptive transfer 
of B-1a cells from wild-type but not Ziz2/3 double knockout mice. Production of 
anti-pneumococcal IgM remained defective even after immunization of Ziz2/3 double 
knockout mice with pneumococcal polysaccharide. These results collectively indicate 
that Ziz2/3 may be responsible for the age-related defect in peritoneal B-1a cells as a 
source of anti-pneumococcal IgM. 
Keywords: anti-pneumococcal immunoglobulin M, infection, peritoneal B-1a cell
 

O-48/Y
Goreisan inhibits vascular endothelial cell migration and angiogenesis

〇 Kazuhito MURAKAMI1, Ichiro HORIE1, Yoichiro ISOHAMA1

Tokyo University of Science1

【目的】五苓散は，利尿作用や抗浮腫作用等の水分代謝調節作用をもつ代表的
な漢方方剤である．近年では，本方剤が慢性硬膜下血腫の再発を著明に抑制
するという臨床報告がなされている．一方，慢性硬膜下血腫の患者では，未
熟な血管の新生とその破壊が再発および増悪に関わることが知られている．
そこで本研究では，五苓散が血管新生を阻害するのではないかとの仮説のも
と，in vitro および in vivo の両実験系にてこれを検証した．

【方法】In vitro の実験では，ヒト血管内皮細胞株 HUVEC 細胞を用い，本細
胞の遊走能を Scratch assay 法にて調べるとともに，各種タンパク質の発現は，
western blot 法にて検出した．また，in vivo の実験ではマウスの皮下に移植し
たマトリゲル中に新生された血管の形成を調べた．

【結果・考察】HUVEC 細胞の遊走は、血管内皮増殖因子 (VEGF) によって著
明に亢進したが，五苓散はこれを濃度 (0.01-0.1 mg/ml) 依存的に抑制し，0.1 
mg/ml ではコントロールの約 50% であった．また，五苓散は ERK のリン酸
化を抑制したため，本方剤による遊走抑制作用には ERK すなわち VEGF 受
容体下流シグナルの抑制が一部関わる推定された．一方，興味深いことに，
五苓散は無刺激下の基礎遊走能も濃度依存的に抑制した．五苓散が内皮細胞
の遊走促進因子である水チャネル aquaporin-1 (AQP1) の発現を著明に抑制し
たことや， AQP1 を欠損させた細胞では，本方剤による基礎遊走能の抑制が消
失したため，本作用には AQP1 の発現抑制が関わると考えられた．さらに in 
vivo の実験系でも，マトリゲル中に VEGF を混入し移植したマウスではゲル
中に管腔構造を呈する血管内皮細胞が著明に検出されたが，五苓散を経口投
与（3 g/kg/day）すると，この血管新生はほとんど認められなかった．
これらの成績より，五苓散は少なくとも ERK 活性化阻害と AQP1 発現抑制
の両経路を介して内皮細胞の遊走を抑制すると考えられた．本成績は，五苓
散が慢性硬膜下血腫の再発防止効果をもつことの合理性を示す重要なデータ
である．
Keywords: Goreisan, Aquaporin-1(AQP1), Chronic subdural hematoma (CSDH)



－ 67 －

O-49/Y
Role of myeloid-derived suppressor cells in pathophysiology and 
effect of glucocorticoid in asthmatic mice

〇 Seira UNAGAMI1, Yuri KOZAKAI1, Ichiro HORIE1, Yoichiro ISOHAMA1

Tokyo University of Science1

【目的】骨髄由来免疫抑制細胞 (MDSC) は，CD11b および Gr-1 両陽性と定義
される骨髄由来の未成熟な細胞集団であり，特に担がん状態で分化誘導され
るため，がん細胞の免疫回避に重要な役割をしていると考えられている．ま
た MDSC は，その強力な免疫抑制能から，様々な炎症性疾患の病態形成や抗
炎症薬などの薬物の効果にも大きな影響を与えると推定されるが，このよう
な視点からの研究は余りなされていない．そこで本研究では，代表的な炎症
性疾患である気管支喘息のモデルマウスを用いて，その病態形成とステロイ
ド薬の効果に対する MDSC の役割を調べた．

【方法】雌性 BALB/c マウス (6 週齢 ) に ovalbumin (OVA) を腹腔内投与して感
作し，その後，OVA を吸入させることで気管支喘息モデルを作製した．ま
た，MDSC 阻害薬として抗 Gr-1 抗体 (1 mg/kg, i.v.) を，ステロイド薬として
は dexamethasone (DEX: 10 mg/kg, i.p.) を投与した．

【結果・考察】OVA モデルマウスでは，OVA 吸入の 6 日目から著明な気管支
肺胞洗浄液 (BALF) 中の好酸球の増加すなわち気道炎症が生じたが，これに
先行して，肺組織の MDSC 数は 2 日目で一過性に増加した．この MDSC を
抗 Gr-1 抗体で阻害すると，BALF 中の炎症細胞数およびタンパク質量は有意
に増加するとともに，粘液産生や気道過敏症の亢進が生じ，気管支喘息病態
が著明に増悪した．一方，本マウスに，MDSC を投与すると，逆に炎症病態
は緩和し，喘息病態形成において，MDSC が防御的な役割をもつことが明ら
かとなった．興味深いことに，in vitro の MDSC 分化培養系において，DEX
は MDSC の分化を著明に促進した．また in vivo の実験でも，OVA マウスに
DEX を投与すると，炎症病態は抑制されたが，抗 Gr-1 抗体はこの抗炎症作
用を著明に減弱させた．本研究の成績は，MDSC が気管支喘息病態形成に防
御性の因子として深く関わるとともに，ステロイド薬の抗炎症作用に少なく
とも一部関わると考えられた．
Keywords: 骨髄由来免疫抑制細胞 (MDSC)，気管支喘息，ステロイド薬

O-51
A sialo-oligosaccharides rich mucin-like molecule is specifically 
detected in the submandibular glands of aged mice

○ Mayu IIDA1, Yu-ki MATSUNO2, Atsushi WATANABE1, Mitsuo MARUYAMA1, 
Akihiko KAMEYAMA2, ○ Kimi YAMAKOSHI1

1National Center for Geriatrics and Gerontology (NCGG), 2National Institute of 
Advanced Industrial Science and Technology (AIST)

　Aging is one of the causes of xerostomia characterized by increased saliva 
viscosity in the elderly.  Because oral dryness in the elderly not only causes various 
oral disorders but also affects the whole body as well by increasing the risk of 
aspiration pneumonia of fatal infectious diseases in elderly people, the influence of 
oral dryness on healthy elderly quality of life is serious.  Mucins, the main component 
of saliva viscosity, are heavily glycosylated macro glycoproteins that are produced 
in the salivary glands and secreted into the oral cavity.  Therefore, aging-associated 
change in mucins production in the salivary glands is considered to be a key to the 
onset of oral dryness.  However, because mucins is large molecular size and consists 
of glycans having remarkable heterogeneity, the molecular scientific study of mucins 
has been remarkably behind and it is difficult to accurately investigate the change in 
mucins produced in the salivary glands during aging.  Using the supported molecular 
matrix electrophoresis (SMME), we uncovered that secreted sialomucin or secreted 
sialylated mucin-like molecule not found in the submandibular glands (SMGs), 
which are one of the salivary glands, of the young wild-type (WT) mice is detected 
with aging.  Furthermore, we found that the increase of the sialo-oligosaccharides 
in aging-associated molecule may be caused by the increased expression of the 
sialyltransferase genes.  These findings will advance our understanding of the 
molecular mechanisms underlying aging-associated decline of SMG function and 
associated xerostomia, which is particulary problematic among the elderly.
Keywords: aging; xerostomia; submandibular gland; mucins; glycan; sialic acids

O-50/Y
Positive response of the human TP53 gene promoter to various 
compounds that up-regulate NAD+/NADH ratio in HeLa S3 cells

○ Daisuke SUDO, Maiko TANAKA, Fumiaki UCHIUMI
Department of Gene Regulation, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tokyo 
University of Science

　TP53 は、がん抑制転写因子 p53 をコードする遺伝子である。HeLa S3 細胞
では、種々の生物で寿命延長効果の示される天然の化合物 trans-resveratrol（Rsv）
処理後にTP53 遺伝子発現が誘導されること、そしてこの応答性が 5’- 上流領
域に存在する重複 GGAA 配列とその近傍に存在する E2F 結合エレメントによ
るものであることが既に明らかとなっている。重複 GGAA 配列は、代表的な
DNA 修復関連遺伝子発現調節領域に存在する。もしかすると Rsv の抗老化作
用には、DNA 修復機能の転写レベルでの改善が関与する可能性がある。Rsv
は種々の細胞内シグナルに影響するが、本研究では特に「ミトコンドリア電
子伝達系複合体 I の NAD+ 合成促進作用」がTP53 遺伝子発現誘導に関係する
という仮説を立て、2- デオキシ -D- グルコース、ピセアタンノール（PIC）、
TEMPOL、そして 3- アミノベンズアミド（3AB）やオラパリブ等の PARP 阻
害剤で処理し、8 時間後に回収した細胞抽出液を用いて NAD+/NADH アッセ
イを行った。その結果、いずれの薬物を用いた場合でも NAD+/NADH 比の増
大が確かめられた。特にこの値の増大は、PIC 処理細胞において顕著であった。
それら薬物に対する TP53 遺伝子プロモーターの応答をトランスフェクション
とルシフェラーゼ（Luc）アッセイにより測定評価した結果、3AB と PIC に対
する正の応答は特に顕著であった。以上、Rsv 以外でも DNA 修復機能を転写
レベルで改善する薬物には抗老化作用を期待できるかもしれない。
　現在、HeLa S3 細胞を以上の薬物で処理し、種々の DNA 修復関連遺伝子プ
ロモーターの応答を解析している。また、 TP53 遺伝子プロモーター領域に欠
失・点変異を導入し、それぞれの薬物に応答するエレメントについて検討す
るとともにリアルタイム RT-PCR 法による転写産物量とウエスタンブロット法
による p53 タンパク質の定量による解析も同時に進めており、結果を併せて
報告する。
Keywords: GGAA, TP53, transcription

O-52
Reconstruction of the extracellular matrix and alpha-gal antigens in 
the rat lung scaffold reseeded using human vascular and adipogenic 
stromal cells
○ Yasumasa HASHIMOTO, Tomoshi TSUCHIYA, Ryouichiro DOI, Tomohiro 
OBATA, Naoto MATSUO, Go HATACHI, Keitaro MATSUMOTO, Takuro 
MIYAZAKI, Takeshi NAGAYASU
Department of Surgical Oncology, Nagasaki University Graduate School of 
Biomedical Sciences

　Regenerated organs are expected to solve the problem of donor-organ shortage in 
transplantation medicine. One approach in lung regeneration is to decellularize the 
organ and reseed it with selected cells. The advantage of the procedure consists in 
reduced immunogenicity because all cells can be theoretically replaced by autologous 
cells. However, little is known regarding extracellular matrix (ECM) damage during 
the decellularization process and ECM reconstruction during the organ regeneration 
process. We aimed to evaluate ECM damage and reconstruction in the decellularized 
and recellularized rat lung, including the removal of alpha-gal xenoantigens. Rat 
lungs were perfused with sodium dodecyl sulfate and Triton X-100 via the pulmonary 
artery, after which the decellularized scaffold was reseeded with rat or human 
endothelial cells and adipose mesenchymal stem cells (ASCs). The ECM and the 
alpha-gal antigen were evaluated using immunohistochemistry, western blotting, and a 
glycosaminoglycan assay. Alcian blue staining revealed that proteoglycan production 
increased following the addition of ASCs to the rat lung recellularized with rat lung 
microvessel endothelial cells. Moreover, glycosaminoglycan levels decreased in 
the decellularized lung and increased in the recellularized lung, especially in the 
ASC-treated group. The expression of the alpha-gal protein was undetectable in the 
decellularized lung tissue, while the signal for the alpha-gal protein disappeared after 
recellularization with human cells. In conclusion, the characteristics of the regenerated 
ECM might depend on the species and the type of cells used for recellularization. 
Therefore, the elimination of the alpha-gal antigen will require a long time in culture 
when using human cells.
Keywords: Decellularization, Extracellular matrix, Alpha-gal antigen, Lung 
regeneration, Tissue engineering
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O-53
Effect of Kampo medicine “Bofutsushosan” on fat accumulation in 
aged mice treated with a high-fat diet

○ Junji AKAKI1, Tetsuya ARAI1, Hiroo YAMASAKI1, Kiyofumi NINOMIYA2, 
Toshio MORIKAWA2

Central R&D Laboratory, Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.1, Pharmaceutical 
Research and Technology Institute, Kindai University2

【目的】加齢に伴う身体変化のひとつとして、中年期以降の脂肪蓄積が挙げら
れる。特に腹部腸管膜周囲に脂肪が過剰に蓄積した状態である内臓脂肪型肥
満は、糖尿病、脂質異常症、高血圧などの生活習慣病を引き起こす要因でも
あり、その予防や改善が求められる。漢方薬“防風通聖散”（以下 BTS）は
主に肥満症の改善を目的に利用され、医療用医薬品のみならず一般用医薬品
としても広く用いられているが、これまで加齢との関係を調べた報告は少な
い。今回、BTS の肥満症改善効果の解明を目的として、高脂肪食で飼育した
若齢および加齢マウスの脂肪蓄積に対する BTS の作用について検討する事と
した。

【方法】雄性 C57BL/6J マウス（若齢：9 週齢，加齢：43―63 週齢）に BTS を
2% 配合した高脂肪食を 28 日間与え、それぞれ高脂肪食のみを与えたコント
ロール群と体重推移を比較した。飼育 24 日目に腹部 CT 撮影にて内臓脂肪面
積を記録した。飼育 28 日目に開腹して採血するとともに、腹腔内脂肪組織
を摘出して重量を記録した。

【結果・考察】高脂肪食の摂取に伴う体重増加は、若齢マウスよりも加齢マウ
スで大きく、加齢によって脂肪が蓄積しやすくなる病態が観察された。一方、
BTS 投与群では若齢および加齢ともに体重増加が有意に抑制され、内臓脂肪
や皮下脂肪の蓄積についても有意に抑制された。血液検査の結果、若齢に対
し加齢マウスで AST および ALT の上昇を認め、脂肪肝様の病態が観察され
たが、BTS 投与群では改善が認められた。我々はこれまでに、BMI 25 以上も
しくは腹囲が男性で 85 cm 以上、女性で 90 cm 以上の 23 名に対して BTS を
投与した結果、体重、BMI および腹囲は服用 2 週間後から、内臓脂肪は服用
4 週間後から有意に減少する成績を得ている。この結果について年齢・性別
で層別解析したところ、30―40 歳よりも 41 歳以上の中年男性でより顕著な
効果を認めた。これらの結果より、BTS は加齢に伴って蓄積する脂肪に対し
て効果的に作用し、肥満症やメタボリックシンドロームの改善に役立つもの
と考えられた。
Keywords: 肥満、防風通聖散、加齢マウス
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Sulfoquinovosyl-acylpropandiol is a novel radiosensitizer in a 
malignant mesothelioma mouse model
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Akiko FUKUDA1, Keitaro MATSUMOTO1, Takuro MIYAZAKI1, Go HATACHI1, 
Ryoichiro DOI1, Masahiro NAKASHIMA2, and Takeshi NAGAYASU1

Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, Nagasaki University Graduate 
School of Biomedical Science1, Department of Tumor and Diagnostic Pathology, 
Atomic Bomb Desease Institute, Nagasaki University2, Faculty of Scinence and 
Technology, Department of Applied Biological Science3

　Malignant pleural mesothelioma (MPM) is a high-grade malignant disease caused 
by asbestos exposure. Although the number of the disease will predictively increase 
in the future, effective standard therapy has not been established. Sulfoquinovosyl-
acylpropandiol (SQAP) has been reported as a novel radiosensitizer, which has 
anticancer effect on human lung cancer or prostate cancer cell lines in animal 
models. In this study, we analyzed the radiosensitizing effect of SQAP on malignant 
pleural mesothelioma and verify the possibility for clinical application. A human 
malignant pleural mesothelioma cell lines (MSTO-211H and MESO-4) were seeded 
subcutaneously in immunodeficient mice and 2 mg / kg of SQAP was intravenously 
administrated in combination with gamma irradiation of 8 Gy / body. Among the 
four models including control, irradiation, SQAP, and combination of SQAP and 
irradiation groups, the tumor growth inhibitory effect was compared. The survival 
period was also observed in a intrathoracic model. Immunostaining of the harvested 
tumors in the subcutaneous model showed Ki-67 positive cell rate was 36.7% in 
combination of SQAP and irradiation group and 69.2 % in radiation only group 
(p<0.05). TUNEL assay showed that TUNEL positive cells were 64.9/HPF in 
combination treatment group and 19.6/HPF in radiation only group (p<0.05)). In 
conclusion, SQAP might have radiosensitizing effect even in malignant mesothelioma 
model.
Keywords: malignant pleural mesothelioma, radiosensitizer, Sulfoquinovosyl-
acylpropandiol, Ki-67, TUNEL
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Oral intake of sulforaphane (broccoli sprout) on androgen in middle 
aged male: a randomized, placebo-controlled, pilot trial

Mari SASAKI1, ○ Shohei SHINOZAKI1, Kentaro SHIMOKADO1

Department of Geriatrics and vascular medicine, Tokyo Medical and Dental 
University Graduate School of Medicine1

Introduction: Dihydrotestosterone (DHT) is known for the main cause of 
androgenetic alopecia. We previously reported that sulforaphane, a chemical 
substance extracted from broccoli, promotes hair regeneration of ob/ob mice through 
lowering the level of plasma DHT. The objective, we the current study was to assess 
whether sulforaphane could decrease plasma DHT.
Methods: We conducted a randomized, double blind trial to evaluate the effect of 
sulforaphane on human subjects by oral intake of sulforaphane-rich broccoli sprout 
compared with alfalfa (control plant). 87 healthy male subjects between the ages of 
30 and 65 years were divided into two groups; alfalfa or broccoli sprout daily intake 
for one month. Before and after the intervention, we took blood sample and measured 
plasma testosterone (T), free T and DHT.
Results: We enrolled 66 male: 32 in the broccoli sprout group and 34 in the alfalfa 
sprout group. Baseline characteristic and androgens levels were similar for both 
group. In the broccoli sprout intake group, there was no significant difference in 
androgen (T, free T, DHT) level between pre- and post-intervention. We observed that 
free T and DHT levels were slightly but significantly increased in among the group 
which daily intake of alfalfa sprout. However, neither free T nor DHT ratio between 
pre- and post-intervention was not significant diffence in the the both groups.
Conclusions: In this pilot trial we showed that plasma androgen levels could 
be increase in male with oral alfalfa intake. The further research is needed to 
reveal whether oral sulforaphane (broccoli sprout) intake can result in improved 
androgenetic alopecia.
Keywords: androgenetic alopecia, dihydrotestosterone, testosterone, sulforaphane, 
broccoli, alfalfa
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Ingestion of green tea with lowered caffeine reduced stress and 
improved sleep quality

○ Keiko UNNO1, Shigenori NODA1, Yohei KAWASAKI1, Hiroshi YAMADA1, Akio 
MORITA2, Kazuaki IGUCHI1, Yoriyuki NAKAMURA1

University of Shizuoka1, Shizuoka University2

【目的】ストレスの蓄積は老化を促進する重要な要因である。緑茶に含まれ
る主要なアミノ酸であるテアニンは優れたストレス緩和作用を示すが、一方
でカフェインは睡眠を妨げ、テアニンの作用を妨害することが見出されてい
る。そこで本研究では中高齢者を対象とし、緑茶中のカフェイン量のみを低
下させた「低カフェイン緑茶 (LCGT)」について、ストレスならびに睡眠へ
の影響を検討した。

【方法】文書同意が得られた中高齢者 20 名（平均年齢 51.3 ± 6.7 歳）を対象
とし、二重盲検クロスオーバー試験を行った。ストレスの状態は唾液中のα
- アミラーゼ活性 (sAA) の変化を調べることにより評価した。睡眠の状態は
携帯型脳波計を用いて測定した。通常の煎茶 (SGT) を対照として使用し、参
加者たちは常温の水で溶出した LCGT あるいは SGT を 1 日 300ml 以上摂取
した。本研究は、静岡県立大学研究倫理審査委員会の承認を得て行われた。

【結果】常温の水で溶出した LCGT は SGT に比べ、カフェイン量が 1/3 ～ 1/4
程度に低下していた。一方、テアニン等のアミノ酸は 1.3 倍程度に増加して
いた。カテキンのレベルはほとんど変化しなかった。ストレスマーカーであ
る sAA 活性のレベルは、LCGT 摂取時は SGT 摂取時に比べ有意に低下して
いた。また、より多くの LCGT を摂取した被験者ほど、睡眠の質が高かった。
更に蓄積疲労に対する自己診断チェックでは、LCGT を摂取していた被験者
の方が低かった。これらのことから LCGT 摂取がストレスを軽減し、睡眠の
質を改善できることが示された。これまでに高齢者（80-90 代）においても
LCGT 摂取により同様の効果が認められており、カフェインを低下させた緑
茶の摂取は、ストレス軽減や睡眠の改善を通して老化を予防する優れた方策
であると考えられた。
Keywords: Green tea, Theanine, Stress, Sleep
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Expression of the methionine sulfoxide reductase lost during 
evolution extends Drosophila lifespan in a methionine-

dependent manner

Byung Cheon LEE

College of Life Sciences and Biotechnology Korea University

Accumulation of oxidized amino acids, including methionine, have been implicated in aging. The 
ability to reduce a product of methionine oxidation, methionine-R-sulfoxide (Met-R-SO), is conserved 
throughout evolution, but this function, conferred by the enzyme fRMsr, was lost during evolution 
in metazoa. We examined whether restoration of the fRMsr function in fruit flies can alleviate the 
consequence of methionine oxidation. Ectopic expression of yeast fRMsr supported the ability of 
Drosophila  to catalyze free Met-R -SO reduction, without affecting fecundity, food consumption, and 
response to starvation. fRMsr expression also increased resistance against oxidative stress. Moreover, 
it extended lifespan of flies and did it in a methionine-dependent manner. Thus, expression of an 
oxidoreductase lost during evolution can alleviate the consequence of oxidative stress, and restoration 
of this function can increase lifespan in an animal model. More broadly, our study exposes a potential 
of combined genetic/nutritional strategies in lifespan control.
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Myelin basic protein citrullination, a hallmark of central 
nervous system demyelination, in prion pathogenesis

Eun-Kyoung CHOI

Dept. of Biomedical Gerontology, Laboratory of Cellular Aging and Neurodegeneration, Ilsong 
Institute of Life Science, Hallym University

Citrullination (or deimination; the conversion of arginine to citrulline) is mediated by high calcium 
concentration-dependent activation of peptidylarginine deiminase (PAD) enzymes. Myelin basic 
protein (MBP) is an arginine- and lysine-rich protein that accounts for 30-35% of the total myelin 
protein. MBP citrullination by PAD causes an important change in myelin structure, which destabilizes 
myelin. MBP citrullination has been well characterized in the demyelinating disease multiple sclerosis 
(MS), however, the degree of MBP citrullination in vivo is still unclear. Here, we investigated whether 
citrullinated MBP (citMBP) reflects demyelination status and progressive neurological deficits in 
prion diseases. For the first time, we developed mouse monoclonal anti-citMBP IgG1 (clones 1B8, 
1H1, and 3C6) and IgM (clone 3G5) antibodies that recognize human citMBP at its R25, R122, and 
R130 residues and at its C-terminal region (or the corresponding sites in mouse MBP), respectively. 
Using a biochemical, immunohistochemical, and immunogold-silver staining for electron microscopy 
techniques, we found up-regulated PAD2 expression in association with high levels of citMBP in the 
brains of CJD patients and scrapie-infected mice. Among several brain regions, citMBP commonly 
accumulated in the medulla, and three CJD cases exhibited high levels of citMBP in the midbrain and 
the thalamus suggesting predominant citMBP in the white matter regions in CJD patients. In addition, 
accumulated citMBP was localized in myelin structure, which was predominantly observed in 
disorganized multilayered myelin of infected brains. These data suggest that accumulation of citMBP 
may reflect demyelinating neuropathology and contribute to abnormal neuronal activity in prion 
diseases (HI16C1085 & HI16C0965).
Key words: Myelin basic protein, Citrullination, Peptidylarginine deiminase, Demyelination, 
Neurodegeneration
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Novel PPAR α/γ dual agonist shows neuroprotective effects 
against Parkinson’s disease model

Jaewon LEE

College of Pharmacy, Pusan National University, Busan 46241, Republic of Korea

Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) are nuclear receptors and are considered 
promising therapeutic targets in several neurodegenerative diseases. A number of PPAR agonists have 
been shown to have neuroprotective properties in the presence of oxidative stress, neuroinflammatory 
response, and apoptosis in age-related neurodegenerative diseases including Parkinson’s disease 
(PD). MHY908 is a novel PPAR α/γ dual agonist, which has been shown to suppress inflammatory 
response and attenuate insulin resistance in aged rats and metabolic disease model. Here, we evaluated 
the neuroprotective effects of MHY908 in a 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP)-
induced mouse model of PD. Pretreatment with MHY908 attenuated MPTP-induced dopaminergic 
neuronal loss and motor deficit. MPTP-induced glial activations were mitigated by MHY908 in the 
nigrostriatal pathway, and MHY908 effectively blocked 1-methyl-4-phenylpyridinium (MPP+)-induced 
cell death and ROS production in SH-SY5Y cells. Further study revealed MHY908 inhibited MPP+-
induced astroglial activation by suppressing NF-κB signaling in primary astrocytes. Taken together, 
the present study suggests that PPAR α/γ dual agonists be considered potentially useful therapeutic 
candidates for PD and other neurodegenerative diseases associated with neuroinflammation.
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MicroRNA differentially expressed during skeletal muscle 
aging

Ki-Sun KWON

Aging Research Center
Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB)

Skeletal muscle exhibits a degenerative age-associated decline in mass and function termed 
sarcopenia. Age-associated degeneration of skeletal muscle is a major cause of morbidity, mortality, 
and overall declines of quality of life in the elderly. Numerous studies have demonstrated that miRNAs 
have crucial roles in regulation of skeletal muscle homeostasis including muscle differentiation, 
regeneration, and metabolism. Recently, several researches revealed that miRNAs were also involved 
in muscle aging processes and could rejuvenate aged muscle tissues. Given the fact that miRNA could 
regulate age-associated muscle degeneration, miRNA based therapies might be a valuable intervention 
to slow down muscle aging. In addition, miRNAs might be excellent biomarkers to make a diagnosis 
of sarcopenia. Here we propose miRNAs that governs the degeneration of aged skeletal muscle.
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Intestinal microbes shorten host lifespan through increased 
intestinal permeability in Drosophila melanogaster

Kyung-Jin MIN

Dept of Biological Sciences, Inha University, Incheon, Korea

Intestinal microbes that live in a symbiotic relationship with their host are well known to affect host 
fitness such as metabolism, obesity, and inflammation. However, the effects of intestinal microbes on 
host lifespan are not well characterized. In this study, we investigated the effects and mechanisms of 
intestinal microbes on host lifespan using the Drosophila melanogaster  as a powerful model animal 
to study host-microbes interaction. We generated axenic flies by dechorionation of eggs with sodium 
hypochlorite, and measured its lifespan. The lifespan of flies was increased under axenic condition, 
and it was decreased by the oral ingestion of the extracts of guts from female flies, indicating that 
the microbes existing in the gut of flies affect host lifespan. To investigate which commensal bacteria 
affect the host lifespan, adult flies was subjected to oral ingestion with the single species of microbes 
such as Lactobacillus brevis , Acetobacter persici , Lactobacillus plantarum and Acetobater malorum 
which are dominated in the guts of young or old flies. We hypothesized dysbiosis of the intestinal 
microbiota leads to systemic influences on aging files with increased intestinal permeability. The 
incidence of intestinal dysfunction was increased by aging and intestinal dysfunction increased the 
permeability of microbes in the gut of flies. In addition, we interestingly observed that L. plantarum, 
Sphingomonas yunnanensis , L. brevis , and Acetobacter indonesiensis  were founded in the hemolymph 
of flies with intestinal barrier dysfunction. Taken together, our findings suggest the possibility that 
intestinal microbes decrease the host lifespan with increased intestinal permeability by aging.
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Learning is reduced in aged flies without sensory defects 

Joong-Jean PARK

Department of Physiology, College of Medicine, Korea University
73 Inchon-ro, Seongbuk-gu, Seoul 02841, Republic of Korea

Human age-related memory impairment (AMI) shows a significant reduction in both learning and 
memory with aging. That is, the learning, quantified as cognitive performance, declines from early 
to late adulthood. Recent Drosophila studies reported that aging decreases the short-term memory 
(Yamazaki et al., 2007) and the long-term memory (Tonoki et al., 2015), but not the learning ability. 
Using the aversive olfactory learning and memory paradigm, however, we found that learning ability 
declines rapidly as they grow older in fruit flies. Significant reduction in learning was detected in the 
wild type flies (w1118) from 30 days after eclosion. Maximum lifespan was about 90 days and median 
lifespan was 75 days under our culture conditions. Thus, 30-day is considered as an early middle 
age in w1118. In the flies of 30 days old, sleep amount, locomotor activity and mortality rate were 
not different from those in young flies of 10 days old. These 30-day old flies showed normal sensing 
abilities including geotaxis response, avoidance behaviors to odor and electric shock. When these 30-
day old flies were exposed to a range of different odor concentrations, electric shock intensities and 
numbers of training, they exhibited still significantly reduced learning, compared to the young flies. 
Thus, our results confirm that fruit flies also show reduced learning in early middle age, as human.
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P-01/Y
A novel mitochondria activation mechanism in adipocytes by caloric 
restriction

○ Kanari TAKI1, Masaki KOBAYASHI1,2, Yoshikazu HIGAMI1,2

Faculty of Pharmaceutical Science1, Tronslational Reserch Center, Reserch Institute 
for Science and Technology2, Tokyo University of Science

【背景・目的】
Caloric restriction（CR）は、平均および最大寿命を延伸し、老化に伴う生理
的・病理的変化を抑制する。我々は CR の有益な効果には白色脂肪組織（WAT）
において脂肪酸合成関連転写因子 Srebp-1c 依存的な mitochondria の活性化が
重要であることを見出した（Aging Cell, 2017）。本研究では、その際に明らか
となった SIRT3 タンパク質切断機構の発見を端緒として、CR によるミトコ
ンドリア活性化機構において mitochondrial signal peptidase (MtSPase) が重要な
役割を担っていることを明らかにする。

【方法】
Mice, Rat を ad libirum 群 (AL 群 ) と摂食量を 70% 程度に制限した CR 群に分
け、mice, rat を 34 ～ 40 週齢で安楽死させ、白色脂肪組織を採取し解析した。
ま た、 脂 肪 前 駆 細 胞 3T3-L1 の Mipep（mitochondrial intermediate peptidase）
knockdown（KD）細胞株を作製し解析した。

【結果・考察】
CR マウスの WAT の解析を行ったところ、CR によって Sirt3  mRNA 発現量に
変化はないものの、活性化体である SIRT3 （Sirtuin3）の切断体が増加した。
SIRT3 のプロセシングを担うと報告されている MPP (Mitochondrial processing 
peptidase) の発現量は CR により変化しなかった。そのため DNA マイクロア
レイによりラット WAT の MtSPases を網羅的に解析したところ、CR により
発現が亢進するものとして Mipep を同定した。さらに、CR マウスの WAT
と CR ラットの WAT における MIPEP のタンパク質・mRNA 発現量の増加も
確認した。MIPEP は MPP に一度切断されたタンパク質のみを基質とし、二
度目のプロセシングを担うことが報告されている。このことから Mipep が
SIRT3 の 2 段階目のプロセシングにより活性化を担う可能性が示唆された。
そこで、MipepKD 株を作製して検討したところ、SIRT3 の切断体と同時に複
数のミトコンドリアタンパク質の発現が減少した。加えて、SIRT3 により脱
アセチル化されると報告されている MnSOD のアセチル化レベルも減少した。
以上より、Mipep は CR のミトコンドリア機能亢進に寄与しており、CR 模倣
薬のターゲット分子となることが期待される（FEBS Lett, 2017）。

P-03/Y
The effect of decreasing activity of cathepsin L on adipocytes

〇 Misako SAKURAI1, Masaki KOBAYASHI1,2, Yoshikazu HIGAMI1,2

Faculty of Pharmaceutical Science1, Translational Research Center, Research 
Institute for Science and Technology2, Tokyo University of Science

【背景・目的】オートファジーとは、自己のタンパク質やオルガネラを分解す
ることで細胞の恒常性を維持する機構である。我々は肥満症マウスの脂肪組
織において、オートファジー分解に重要なリソソーム機能に異常が生ずるこ
と、その結果としてオートファゴソームが蓄積することを明らかにした。こ
のリソソーム機能異常はリソソームプロテアーゼであるカテプシン L（CTSL）
活性の低下、それに伴うカテプシン B（CTSB）の代償的な活性亢進などに起
因する可能性を見出した。（Mizunoe et al., 2018） そこで本研究では、CTSL が
肥満症病態形成に及ぼす影響を明らかにするために、これら CTS 異常が脂肪
細胞機能に与える影響を解析した。

【方法・結果・考察】レンチウイルスベクターを用いて、分化成熟後の 3T3-
L1 脂肪細胞において CTSL をノックダウン（KD）し、オートファジー、ミ
トコンドリア関連タンパク質とアディポカインの発現量を解析した。その結
果、オートファゴソーム形成マーカー LC3- Ⅱとオートファジー選択的分解
マーカー SQSTM1 のタンパク質発現量が共に増加した。またミトコンドリ
ア膜タンパク質の蓄積と adiponectin の発現量の低下も確認した。以上より、
CTSL の KD がオートファジーフラックスの低下、ミトコンドリアの蓄積、
サイトカイン産生バランスに影響を及ぼすことが明らかとなった。上記に加
えて CTSL 活性低下に伴う代償的な CTSB の活性亢進のメカニズムについて、
リソソームタンパク質の転写制御に関わる TFEB に着目し現在解析を行って
いる。
Keywords: 肥満、脂肪細胞、リソソーム

P-02/Y
High expression of GLO I gene in human basal-like breast cancer 
contributes to the survival of ALDH1 positive CSCs

○ Shoma TAMORI1,4, Yuka NOZAKI1,4, Hitomi MOTOMURA1,4, Keiko SATO2,4, 
Tsugumichi SATO1,4, Kouji YAMAMOTO4,5, Ryo ABE3, Ryoko TAKASAWA1, Sei-
ichi TANUMA1, Kazunori AKIMOTO1,4

Faculty of Pharmaceutical Sciences1, Faculty of Science and Technology2, Research 
Institute for Biochemical Sciences3, Translational Research Center, Research Institute 
for Science & Technology, Tokyo University of Science4, Osaka City University 
Graduate School of Medicine5

　Cancer stem cells (CSCs) have been linked to cancer initiation, progression and 
chemotherapy resistance. Therefore, the identification of novel therapeutic target 
that are effective in CSCs is needed. Glyoxalase I (GLO I) is a ubiquitous enzyme 
that involved in the detoxification of methylglyoxal (MG), a cytotoxic byproduct 
of glycolysis that induces apoptosis. In this study, we showed that GLO I gene 
expression correlated with Neoplasm histologic grade (Chi-squared test, p=0.0023). 
In addition, GLO I expression was elevated in human basal-like breast cancer. 
Approximately 90% of basal-like types was included in Grade 3. Interestingly, the 
grade 3 tumors were enriched with CSC markers including ALDH1. Furthermore, 
ALDH1high cells concentrating CSCs derived from human basal-like breast cancer cell 
lines, MDA-MB 157 and MDA-MB 468, had higher GLO I activity. On exposure 
to GLO I inhibitor TLSC702, a significant suppression in cell viability and tumor-
sphere formation was observed in ALDH1high cells. GLO I siRNA knockdown also 
suppressed viability of ALDH1high cells. Furthermore, both TLSC702 and GLO I 
siRNA induced apoptosis in ALDH1high cells. These results imply that GLO I is 
essential and a novel molecular target for ALDH1 positive breast CSCs.
Keywords: Glyoxalase I, Breast Cancer, Cancer stem cells

P-04/Y
Combination of TNIIIA2 peptide and retinoid decomposes Myc 
oncoproteins based on β1 integrin activation

○ Manabu SASADA1,2, Kazuki OTSUKA1, Shunsuke SAKAI1, Takuya IYODA1,2, 
Yoichiro ISOHAMA1,2, Fumio FUKAI1,2

Faculty of Pharmaceutical Science1, Tokyo University of Science1, Translational 
Research Center, Tokyo University of Science2

　代表的な小児がんである神経芽腫において、がん原遺伝子 MYCN の増幅
が認められる患者は非常に予後が悪いことが知られている。また、進行性
神経芽腫の治療に対して殺細胞性薬物による大量化学療法等を用いられる
が、成長後に晩期障害のリスクがある。殺細胞性に基づかない治療法として、
retinoid による分化誘導療法に期待が高いが、MYCN 転写産物 N-Myc の強力
な分化阻害作用により奏効率が低い。当研究室で見出したペプチド TNIIIA2
はβ 1 インテグリンを持続的かつ強力に活性化する。先行研究において、
TNIIIA2 と ATRA の併用処理は、神経芽腫細胞株 IMR-32 の神経細胞分化を
著しく促進した。
　本研究では、IMR-32 に対する TNIIIA2-ATRA 併用処理が β1 インテグリン
活性化に基づいて N-Myc プロテアソーム分解を促進し、この N-Myc 分解に
基づいてがん悪性形質を低下させた。加えて、IMR-32 細胞を皮下移植し作製
した移植担がんモデルマウスにおいて、TNIIIA2-ATRA 併用投与は腫瘍組織
中の N-Myc タンパクレベル低下作用および腫瘍抑制効果が認められた。
　また、N-Myc と同じ Myc ファミリータンパクに属し、多様ながん細胞の悪
性形質を規定する c-myc の一次配列は高い相同性を持ち、プロテアソーム分
解に関わるユビキチン化部位は高度に保存されている。そこで、肝がん細胞
株 JHH-7 に対して TNIIIA2-retinoid 併用処理により、c-myc に対してもプロテ
アソーム分解を促進し、悪性形質を低下させることを明らかとした。
　また、N-Myc と同じ Myc ファミリータンパクに属し、多様ながん細胞の悪
性形質を規定する c-myc の一次配列は高い相同性を持ち、プロテアソーム分
解に関わるユビキチン化部位は高度に保存されている。そこで、肝がん細胞
株 JHH-7 に対して TNIIIA2-retinoid 併用処理により、c-myc に対してもプロテ
アソーム分解を促進し、悪性形質を低下させることを明らかとした。
Keywords: Myc family protein, β1 integrin, retinoid
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P-05/Y
Co-expression of PKCλ and GLOI correlates with poor clinical 
outcome in breast cancer

○ Hitomi MOTOMURA1,5,  Shoma TAMORI1,5,  Yuka NOZAKI1,5,  Ryoko 
TAKASAWA1, Sei-ichi TANUMA1, Yohei MIYAGI4, Yoji NAGASHIMA3, Koji 
YAMAMOTO5,6, Keiko SATO2,5, Kazunori AKIMOTO1,5

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tokyo University of Science1, Faculty of 
Sciences and Technology, Tokyo University of Science2, Tokyo Women's Medical 
University Hospital3, Kanagawa Cancer Center4, Translational Research Center, 
Research Institute for Science & Technology, Tokyo University of Science5, 
Department of Clinical Epidemiology and Biostatistics, Osaka City University 
Graduate School of Medicine6

　Metabolic reprogramming such as increased glycolysis well-known as the Warburg 
effect. Cancer cells are reported to up-regulate the glycolytic enzymes in order to 
achieve the Warburg effect. One such up-regulated glycolytic enzyme is Glyoxalase I 
(GLOI), which catalyzes the conversion reaction of toxic methylglyoxal (MG) to non-
toxic S-D-lactoylglutathione. PKCλ/ι is overexpressed in several epithelial cancers 
and is involved in the cancerous progression. However, the relationship between 
the enhanced glycolysis and PKCλ in breast cancer still remains to be unclear. 
In this study, we showed that the overexpression of PKCλ correlates with GLOI 
expression in human breast cancer by immunohistochemistry (χ2-test, P <0.01), and 
correlation of PKCλ with GLOI at gene expression level in human breast cancers 
(χ2-test, P<0.01). Furthermore, we showed the co-expression of PKCλ-GLOI was 
poor prognosis in late tumor stage lesions. In addition, the treatment of ATM, PKCλ 
inhibitor, and TLSC702, GLOI inhibitor into human breast cancer cell line, MDA-
MB 157, cooperatively suppressed for cell viability and tumor formation. These 
results suggest that PKCλ and GLOI cooperatively play important role in cancerous 
progression and contribute to poor prognosis in human breast cancer.
Keywords: PKCλ; GLOI; breast cancer

P-07/Y
Cytostatic effect of caffeine alone or in combination with cisplatin 
against triple negative breast cancer cell

○ Megumi SAITO, Yohei KAWANO, Moe NOHARA, Kanae UEHARA, Takao 
AOYAMA
Tokyo University of Science

【背景・目的】乳がんは、女性で最も罹患率の高いがんであり、5 つのサブタ
イプの中で、エストロゲン受容体、プロゲステロン受容体および HER2 がす
べて陰性であるトリプルネガティブ乳がん（TNBC）は治療標的が存在せず、
治療に難渋することが多い。我々はこれまでにカフェイン（CAF）が、シス
プラチン（CDDP）による DNA 損傷を修復する目的で活性化する ATM と、
アポトーシスに対して抑制的に働く Akt を活性化する PI3K の両者を同時に
阻害することで、肝細胞がん特異的に CDDP により誘発されたアポトーシス
をさらに誘導することを明らかにしている。そこで本研究では TNBC におい
て CDDP と CAF の併用が有用であるかを TNBC 細胞株を用いて検討するこ
とを目的とした。

【 方 法 】TNBC 細 胞 株 で あ る MDA–MB–231 と HCC–1395 を CAF お よ び
CDDP 単独または両剤の併用で 72 hr 曝露し、コロニーアッセイおよび
WST–8 を用いた細胞増殖能解析と PI 染色による細胞周期解析を行った。
CAF の曝露濃度は 0.2–0.8 mM、CDDP 濃度は 72 hr 曝露時の各細胞株の IC50
値に設定した。

【結果・考察】両細胞株ともに、CAF 単独曝露により濃度依存的な細胞生存
率低下を示し、特に MDA–MB–231 で顕著であった。細胞周期解析では両細
胞株において G0/ G1 期に細胞が集積する傾向がみられ、CAF により細胞周
期の進行が遅れて、細胞増殖が抑制されたと考えられる。CDDP と CAF の
併用では、CAF および CDDP 単独（CDDP 72 hr 曝露による IC50 値 MDA–
MB–231：6.60 µg/mL、HCC–1395：2.58 µg/mL）と比較して細胞生存率が大
きく低下し、増殖抑制効果は CAF 濃度依存的に増大した。以上のことから、
TNBC 細胞株においても CDDP に CAF を併用することの有用性が示された。
今後、TNBC モデルマウスを用いた in vivo 実験で有効性の検討をする予定で
ある。
Keywords: Triple negative breast cancer, Cisplatin, Caffeine

P-06/Y
Correlation between c-Met and ALDH1 contributes to the survival of 
ALDH1 positive CSCs in breast cancer

〇 Yuka NOZAKI1,4, Shoma TAMORI1,4, Keiko SATO2,4, Yasushi HARA3, Ryo ABE3, 
Ryoko TAKASAWA1, Atsushi YOSHIMORI5, Nariyoshi SHINOMIYA6, Sei-ichi 
TANUMA1 and Kazunori AKIMOTO1,4

Faculty of Pharmaceutical Sciences1, Faculty of Science and Technology2, Research 
Institute for Biochemical Sciences3, Translational Research Center, Research Institute 
for Science & Technology, Tokyo University of Science4, Institute for Theoretical 
Medicine, Inc.5, Department of Integrative Physiology and Bio-Nano Medicine, 
National Defense Medical College6

c-Met is a receptor-type tyrosine kinase, which is involved in a wide range of cellular 
responses such as proliferation, motility, migration and invasion. It has been reported 
to be overexpressed in various cancers. However, the role of c-Met in breast cancer 
stem cells (CSCs) still remains unclear. We herein, show that c-Met expression is 
significantly elevated in Basal-like type of breast cancer in comparison with other 
subtypes. High expression of c-Met strongly correlated with the expression of two 
CSC markers, ALDH1A3 and CD133 in breast cancers. In addition, breast cancers 
at tumor stage III-IV expressing both c-Methigh and ALDH1A3high had poor 
prognosis. Furthermore, treatment with c-Met inhibitors (Crizotinib, Foretinib, PHA-
665752 and Tivantinib) in MDA-MB157 cells with high c-Met protein expression 
resulted in significant suppression in cell viability, contrary to MDA-MB468 cells 
with low c-Met protein expression. These c-Met inhibitors also suppressed cell 
viability and tumor-sphere formation of ALDH1high breast cancer cells with high 
c-Met expression. These results suggest that c-Met in ALDH1 positive CSCs seems 
to play an important role in breast cancer repopulation. Therefore, we conclude that 
c-Met is a potential therapeutic target in ALDH1 positive breast CSCs.
Keywords: ALDH1, Breast Cancer, CSC, c-Met

P-08/Y
Taurine is an amino acid with the ability to activate autophagy in 
adipocytes

○Masaki KOBAYASHI1,2, Hiroki KANEKO1, Yuhei MIZUNOE1,2, Maho YOSHIDA1, 
Masato IMAE3, Yoshikazu HIGAMI1,2

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tokyo University of Science1, Translational 
Research Center, Tokyo University of Science2 Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.3

　オートファジーは自己のタンパク質やオルガネラを分解することで細胞の
恒常性を維持する機構であり、①基質の隔離膜への取り込み（オートファゴ
ソーム形成）②リソソームとの融合（オートリソソーム形成）③リソソーム
内酵素による基質の分解、という一連の過程により成る。近年我々は、肥満
マウスの白色脂肪組織において、リソソーム機能異常に伴うオートファジー
の低下が生じていることを明らかにしている（Mizunoe Y et al., 2017）。
　タウリンは内因的な合成、もしくは食事等を介した外因的な摂取により生
体内に存在する含硫アミノ酸である。タウリンは肥満に伴うインスリン抵抗
性や慢性炎症を改善することが報告されているが、その詳細な機構は明らか
ではない。我々はこの機構の一つとして脂肪細胞におけるオートファジーへ
のタウリンの作用に着目した。
　脂肪細胞にタウリンを処理したところ、オートファゴソームが増加した。
この増加は、リソソーム阻害剤である Bafilomycin A1 処理下でも同様に観察
されたことから、オートファゴソーム形成の亢進を反映したものであると考
えられる。また、タウリンはオートファゴソーム分解も誘導した。これらの
結果は、タウリンが脂肪細胞におけるオートファジーを亢進することを示唆
している。
　タウリンの上記作用の機能分子として、我々は TFEB (transcriptional factor 
EB) に着目した。TFEB はリソソーム関連因子を初めとする多くのオートファ
ジー関連因子の発現に関わる転写因子である。興味深いことに、タウリンは
脂肪細胞において TFEB の核内移行を促進した。さらにタウリンは、この核
内移行を負に制御するシグナル因子として知られる ERK1/2 の活性化を抑制
した。
　以上の結果より、我々はタウリンが ERK1/2 の活性化を抑制することで、
TFEB の核内移行を促進し、オートファジーを亢進し得ると結論づけた。こ
の作用により、タウリンは肥満時の脂肪細胞において障害されるオートファ
ジーを改善し、その恒常性の維持に寄与すると考えられる。
Keywords: タウリン、脂肪細胞、オートファジー
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Analysis of pharmacological relationship between a Japanese Kampo 
Kamikihito on oxytocin receptors

○ Yuki YOSHIDA1,2, Kanako MIYANO2, Yuji OMIYA3, Yoshikazu HIGAMI1, 
Yasuhito UEZONO2

Laboratory of Molecular Pathology and Metabolic Disease, Faculty of Pharmaceutical 
Sciences, Tokyo University of Science1, Division of Cancer Pathophysiology, 
National Cancer Center Research Institute2, Tsumura Research Laboratories, Tsumura 
and Co3

【目的】我が国における 65 歳以上の高齢者は総人口の約 27% にのぼり、高齢
が主たる病因と考えられる患者数も増加している。その疾患の中でも精神疾
患や不眠などは、高齢者の生活の質 (QOL) を著しく低下させる。これらの治
療薬として、西洋薬とは作用機序が異なる漢方薬を処方する例も増えてきて
いる。しかしその科学エビデンスは乏しいことが多い。今回私たちは、精神
不安や不眠症の高齢者および患者に処方される加味帰脾湯（KKT）（14 種の
生薬により構成）に着目した。その作用機序のひとつに抗不安、催眠作用な
どの中枢作用があり、KKT とその作用が一部共通するオキシトシン (OT) シ
グナルとの連関が考えられてきている。実際 KKT は OT の分泌を促進すると
いう報告もあり、両者の連関が示唆されているもののその詳細は不明である。
そこで本研究では、OT の受容体である OT 受容体 (OTR) を介するシグナル
伝達に着目し、KKT の OTR に対する作用について解析を行った。

【方法】ヒト OTR 安定発現 HEK293 細胞を用いて、KKT 前処置による OTR
の活性変化を、電気抵抗の変化を測定することでアッセイできる CellKeyTM
システムを用い評価した。また、OTR 刺激後の Gq タンパク質を介する細胞
内 Ca2+ 濃度変化を測定する Ca2+ イメージング法も用い評価を行った。

【結果】KKT (10-100 μg/mL) は、それ自身では OTR を活性化せず、また
CellKeyを用いたOTによるOTR活性化に対しても影響を与えなかった。一方、
Ca2+ イメージングアッセイにより、KKT は、OTR 活性化による Ca2+ 上昇を
濃度依存的に増強することを見出した。

【考察】KKT は、OT による OTR 活性化を介した細胞内 Ca2+ 上昇を増強させ
ている可能性が示唆された。現在、細胞内 Ca2+ 上昇を増強させる KKT の構
成生薬についても解析を行なっているところである。
Keywords: オキシトシン , 漢方薬

P-11
Development of Doxorubicin-loaded Liposome-modified Mesenchymal 
Stem Cells for Cancer Therapy

○ Yukiya TAKAYAMA1, Kosuke KUSAMORI1, Hidemasa KATSUMI2, Toshiyasu 
SAKANE3, Akira YAMAMOTO2, Makiya NISHIKAWA1

Tokyo University of Science1, Kyoto Pharmaceutical University2, Kobe 
Pharmaceutical University3

　間葉系幹細胞（MSC）は、腫瘍組織から分泌されるケモカイン等に誘導さ
れて腫瘍組織へと集積する性質を有することから、がん標的治療法への応用
が期待されている。しかしながら、MSC のがん細胞増殖抑制能は低いことか
ら、MSC を利用したがん治療の実現には MSC に対して強力な抗がん活性を
付与する必要がある。我々はこれまでに、アビジン－ビオチン複合体（ABC）
法が MSC の細胞特性に影響せず、細胞表面に対して化合物を安定に修飾可
能な方法であることを明らかにしてきた。そこで本研究では、MSC に対す
る抗がん剤の毒性回避および搭載量増大を目的に、ABC 法を利用することで
MSC への抗がん剤ドキソルビシン封入リポソーム（DOX-Lip）の修飾を試み
た。さらに、培養細胞および担癌マウスを用いて DOX-Lip 修飾 MSC の抗腫
瘍効果を評価した。はじめに、ビオチン化 DOX-Lip を添加したアビジン化
マウス間葉系幹細胞株 C3H10T1/2 細胞を共焦点レーザー顕微鏡で観察したと
ころ、細胞表面に DOX 由来の蛍光が観察された。このとき、DOX-Lip 修飾
C3H10T1/2 細胞に搭載された DOX 量は、1 細胞当たり約 20 pg であった。ま
た、DOX-Lip 修飾は C3H10T1/2 の増殖性および遊走性にほとんど影響を及ぼ
さなかった。共培養したルシフェラーゼ発現マウス結腸癌細胞株 colon26/luc
細胞の増殖を指標にがん細胞増殖抑制効果を評価したところ、DOX-Lip 修飾
C3H10T1/2 細胞は未修飾 C3H10T1/2 細胞と比較して、有意に高い抑制効果を
示した。さらに、colon26 細胞を皮下投与することで作製した担癌マウスの腫
瘍内に DOX-Lip 修飾 C3H10T1/2 細胞を投与したところ、未修飾 C3H10T1/2
細胞投与群と比較して、腫瘍増殖は有意に抑制された。以上のことから、
DOX-Lip 修飾 MSC はがん治療に有用である可能性が示された。
Keywords: Mesencymal stem cells, Cell surface modifcation, Cancer therapy

P-10/Y
Characterization of the human MCM4  gene promoter and its response 
to trans-resveratrol

○ Monami KUSAKA, Marie TANAKA, Fumiaki UCHIUMI
Department of Gene Regulation, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tokyo 
University of Science

　trans-resveratrol  (Rsv) は、ブドウの果皮や赤ワイン等に含まれる天然の化合
物で、種々の生物に対する寿命延長効果がある。これまでの研究から、細胞
増殖停止やアポトーシス誘導を司る腫瘍抑制因子 p53 と DNA 複製・修復に
関与する DNA ヘリカーゼ HELB をコードするそれぞれ TP53 と HELB 遺伝
子の発現が、Rsv に応答して増大することが明らかとなった。本研究では、
HELB と共に DNA 複製フォークに存在し、DNA 複製開始に必須とされる
MCM ヘリカーゼ複合体に含まれる因子の一つをコードする MCM4 遺伝子に
着目した。今回我々は、ヒト MCM4 遺伝子 5’- 上流領域 309-bp を持つルシフェ
ラーゼ（Luc） レポータープラスミドを HeLa S3 細胞にトランスフェクショ
ンし、Luc アッセイにより Rsv 応答性を確認した。さらに定量的 RT-PCR 法、
そしてウエスタンブロット法により MCM4 遺伝子転写産物及びタンパク質共
に Rsv 処理後に量的に増大することも示された。また欠失・点突然変異導入
実験によりヒト MCM4 遺伝子 5’- 上流 (-44)~(+13) 領域に Rsv 応答性のあるこ
とが判明し、GGAA と GC-box 両エレメントによる協調的プロモーター活性
制御メカニズムが示唆された。そこで今回この Rsv 応答性エレメントを DIG
標識し、HeLa S3 細胞核抽出液を用いて EMSA 解析を行ったところ、転写抑
制因子 CtBP1 及び Sp1 の結合が示唆された。この CtBP1 の結合は、Rsv 処理
後細胞において減少する。従って、Rsv 処理によって CtBP1 の解離または分
解が誘導され、MCM4 遺伝子の転写が促進されるメカニズムが示唆される。
現在、ウエスタンブロット法と ChIP アッセイにより、Rsv 処理細胞抽出液中
の CtBP1 タンパク質の量的変動と Rsv 応答性エレメント結合について解析を
進めており、それらの結果を併せて報告する。
Keywords: GGAA, MCM4, transcription

P-12
Influence of WWP1 on antioxidant function in obese adipose tissue

〇 Kazuhiro FURUYA1, Masaki KOBAYASHI1, Yosikazu HIGAMI1,2

Faculty of Pharmaceutical Sceiences1, Translational Reserch Center, Research 
Institute for Science and Technology2, Tokyo University of Science

【背景・目的】生活習慣病及びその主因である肥満症の患者は世界的に増加
しており、肥満症および肥満関連疾患の予防目的とした研究が求められてい
る。我々は、代謝制御に関わる p53 のユビキチン化に着目し、p53 と関連す
る E3 ユビキチンリガーゼの肥満による発現変化を網羅的に解析した。その
結果、p53 依存的かつ脂肪組織選択的に肥満により発現量が増加する E3 ユビ
キチンリガーゼとしてWW domain containing E3 ubiquitn protein ligse 1（WWP1）
を同定した。しかしながら、WWP1 の脂肪細胞の機能は、詳細に解析されて
いない。そこで本研究では肥満症脂肪組織における WWP1 の機能解明を目的
に、WWP1 が脂肪細胞、脂肪組織に及ぼす影響について解析した。

【方法】レトロウイルスベクターを用いて前駆脂肪細胞 3T3-L1/WWP1 過剰発
現（WWP1 OE）及びノックダウン（WWP1 KD）細胞株を作製した。また、
作成した 5 週齢の野生型（Wd）及び全身性 WWP1 ノックアウト（KO）マウ
スに 8 週間高脂肪食を摂餌させ安楽死後、脂肪組織を採取し、解析に用いた。

【結果・考察】WWP1 OE 株及び WWP1 KD 株を用いたプロテオーム解析にお
いて、WWP1 はいくつかの抗酸化関連タンパク質発現量と相関を示した。こ
の結果を受けて、脂肪細胞及び脂肪組織において WWP1 が ROS 産生に及ぼ
す影響を解析した。まず、WWP1 OE 株及び WWP1 KD 株に飽和脂肪酸処理
をした条件下で ROS 量を測定すると、WWP1 OE 株で減少、WWP1 KD 株で
増加した。次に、肥満症マウスの脂肪組織において、酸化ストレスの指標で
ある還元型 / 酸化型グルタチオン比（GSH/GSSG）を測定した結果、WWP1 
KO 群では Wd 群に比べ GSH/GSSG 比が低下していた。
以上の結果から、WWP1 は肥満症により p53 活性化に伴って誘導され、酸化
ストレスに対して防御的に機能し、脂肪細胞、脂肪組織の恒常性に寄与して
いるものと考えられる。
Keywords: obesity, Wwp1, Oxidative stress
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P-13/Y
Function of autoantibodies against aquaporin-5 detected in Sjögren’s 
syndrome patient’s sera

〇 Shinichi MUROI1, Hiromu HONMA1, Misae HATA1, Ichiro HORIE1, Yoichiro 
ISOHAMA1

Tokyo University of Science1

　【目的】Sjögren’s 症候群 (SjS) は，外分泌腺機能異常による乾燥症状（ド
ライアイおよびドライマウス）を特徴とする自己免疫疾患である．本疾患で
は，診断の指標となる自己抗体は存在するものの，乾燥病態の直接的な原因
となる自己抗体は未だ同定されず，病態形成の詳細なメカニズムは不明であ
る．一方，水チャネルの一種である aquaporin-5 (AQP5) は，唾液腺，涙腺お
よび気管支腺など外分泌腺および肺胞上皮細胞に選択的に発現し，その欠損
マウスでは SjS 様の乾燥症状を呈する．また，一部の SjS 患者の涙腺組織で
は，AQP5 の局在異常も報告され，AQP5 が SjS 病態に深く関わることが示唆
されている．そこで本研究では，SjS 患者が AQP5 に対する自己抗体をもち，
これが SjS の病態形成に関わるのではないかという仮説をもとに，SjS 患者
血清（筑波大学附属病院より供与）中の抗 AQP5 自己抗体の有無を調べると
ともに，AQP5 機能に対する患者由来の自己抗体の作用を調べた．
　【結果・考察】遺伝子導入により AQP5 を安定発現させた HEK293 細胞を
SjS 患者血清 (60 検体 ) を用いて免疫染色すると，そのうち 46 検体が AQP5
発現細胞に選択的な免疫反応性を示した．また，同様の結果は患者血清から
精製した IgG 分画 (SjS-IgG) でも認められ，約 7 割の SjS 患者が抗 AQP5 自
己抗体を保有すると考えられた．次に，これら SjS 患者の抗 AQP5 抗体の
AQP5 の機能に対する作用を調べるために，AQP5 発現細胞の細胞膜水透過性
を測定したが，一部の SjS-IgG は，代表的な水チャネル阻害薬である HgCl2
に匹敵する著明な水透過性抑制効果を示した．また，AQP5 の細胞内局在に
ついても調べたが， この SjS-IgG は細胞膜表面の AQP5 を細胞内へとその局
在を変化させた．
　これらの結果から，多くの SjS 患者は AQP5 に対する自己抗体を保有し，
その自己抗体が AQP5 の機能阻害または局在的変化を誘導することで，SjS
特有の乾燥症状を引き起こす可能性が考えられた．
Keywords: Aquaporin, Sjögren’s syndrome, Autoantibodies

P-15/Y
Interaction between IL-13 and IL-17A is involved in steroid-resistant 
mucus production in asthmatic model mice

〇 Hikaru UENO1, Wataru MACHIDA1, Ichiro HORIE1, Yoichiro ISOHAMA1

Tokyo University of Science1

　【目的】気管支喘息は，慢性の気道炎症を主徴とする代表的な呼吸器疾患
である．本疾患の第一選択薬である吸入ステロイドは，その強力な抗炎症作
用により喘息死の減少に貢献してきた．しかし，ステロイドで炎症を制御で
きている患者でも粘液の過剰産生や気道過敏性の亢進が改善できない患者は
少なからず存在し，本疾患でのステロイド抵抗性は重篤化および難治性化と
密接な関係にある．そこで本研究では，気管支喘息のステロイド抵抗性の特
徴とその機序を解明するため，チリダニ抽出物 (HDM) 抗原で誘導したヒト
と類似の病態を呈する喘息罹患マウスを作製し，本マウスでのステロイド応
答性を評価した．
　【方法】雄性 BALB/c マウス (6 週齢 ) の気管内に HDM (20 µg) を複数回
注入与することで気管支喘息病態を惹起した．また，ステロイド薬として
dexamethasone (DEX: 1 mg/kg, i.p.) を投与した．炎症の指標として気管支肺胞
洗浄液 (BALF) 中の好酸球数を調べるとともに，肺組織中の粘液主成分であ
るムチン MUC5AC の mRNA 発現についても併せて検討した．
　【結果】HDM の気管内注入により，BALF 中の好酸球数と肺組織中の
MUC5AC mRNA 量は 14 日目から増加しはじめ，24 日目で最大であった．興
味深いことに，DEX 投与群では，好酸球数の増加はほぼ完全に抑制された
が，MUC5AC の発現は 14 日以降に増加し，31 日目では DEX 非投与群と同
程度となった．本マウス肺中での種々のサイトカイン mRNA を調べると，31
日目の DEX 投与群では IL-13 および IL-17A が DEX 非投与群と同程度の高
値を示した．そこで，IL-13 と IL-17A を同時にマウス気道内に直接注入する
と，HDM モデルと同様のステロイド抵抗性の粘液産生が認められた．さらに，
IL-17A 欠損マウスを用いて作製した HDM 喘息モデルに生じた MUC5AC の
発現亢進は，DEX によって著明に抑制されたことから，気管支喘息の病態時
に増加する IL-13 と IL-17A の相互作用がステロイド抵抗性の気道粘液の産生
に重要であると考えられた．
Keywords: asthma, steroid-resistance, MUC5AC, IL-13, IL-17A

P-14/Y
The mechanisms of lysosomal dysfunction in white adipose tissue of 
short-term high-fat diet model

〇 Natsumi MIZUSHIMA1 , Masaki KOBAYASHI1,2 , Yoshikazu HIGAMI1,2

Faculty of Pharmaceutical Sciences1, Translational Research Center, Research 
Institute for Science and Technology2, Tokyo University of Science

　【背景・目的】我々は、高脂肪食（HFD）摂餌マウスの WAT（白色脂肪組織）
においてリソソーム内加水分解酵素カテプシン L（CTSL）の活性低下、およ
びこれに付随するオートファジー能の低下、慢性炎症や細胞老化が惹起され
ることを明らかとしてきた (Mizunoe Y. et al., 2017) 。そこで我々は、肥満時
の WAT における CTSL 活性の低下が肥満誘導のどの時点で生じているのか、
さらに CTSL 活性の制御因子として報告のあるマウス CD74 の splicing variant
の一つである p41 に着目し、p41 が CTSL 活性低下と関連するか否かを解明
することを目的として解析を行った。
　【方法】短期肥満モデルとして、マウスに 1、2、4 週間 HFD を摂餌させ、
20 週齢で WAT を摘出し、一部の WAT を成熟脂肪細胞が含まれる Adipocyte 
Enriched Fraction（AEF）とその他の細胞が含まれる Stromal Vascular Fraction

（SVF）に分画した。さらに、マウス脂肪前駆細胞 3T3L1 の p41 過剰発現細
胞株（p41 OE）を作製した。

【結果】CTSL の酵素活性は、通常食群と比べて HFD 摂餌 1 週目から低下し
たが、オートファジー関連タンパク質量は変化しなかった。p41 およびもう
一方の CD74 の variant である p31 の mRNA、タンパク質発現量は共に HFD
摂餌 1 週目から増加し、両因子の mRNA 発現増加は AEF、SVF 両画分にお
いて生じていた。p41 OE に関しては、脂肪細胞への分化後には CTSL 活性が
上昇し、分化前では CTSL 活性が低下した。
　【考察】肥満誘導初期には、脂肪組織において p41 発現と CTSL の活性低下
に相関が見られたのに対し、3T3-L1 成熟脂肪細胞では p41 が CTSL を正に制
御していたことから、肥満誘導初期では脂肪細胞以外の細胞における p41 誘
導の影響が WAT 全体の形質として現れていると考えられる。以上より、短
期肥満時には WAT で誘導される p41 が CTSL 活性に影響し、その後の WAT
内のオートファジー低下や慢性炎症等の肥満病態をもたらすことが示唆され
た。
Keywords: 肥満、脂肪細胞、リソソーム
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