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　第4回黒潮カンファレンスを、2019年11月15日（金）、琉球大学において開催させていただ
くことになりました。

　黒潮カンファレンスは、薬理学に関する学理および応用の研究についての知識の普及、なら
びに会員相互および内外の関連学会との連携協力を行うことにより、薬理学の進歩をはかり我
が国の学術文化の発展に寄与することを目的に、2016年に設立された学会です。黒潮カンファ
レンスでは、全国から研究者が一堂に会し、薬理学に関する最新の研究成果を発表・討論し活
発な情報交換を行っています。

　第1回目（2016年）の黒潮カンファレンスは千葉大学大学院医学研究院薬理学の安西尚彦教
授が実行委員長を務められ、第2回目（2017年）は高知大学医学部薬理学の齊藤源顕教授が、
第3回目（2018年）は島根大学医学部薬理学の和田孝一郎教授が実行委員長を務められました。
そして第4回目を私が担当させていただくことになりました。「未来を拓く新世代薬理学」を
メインテーマに、新世代の研究者による薬理学の近未来を、黒潮の源流の地 沖縄から展望し
たいと思います。

　基調講演では、「新規イオウ代謝経路」を発見された東北大学の赤池孝章教授に、「活性イ
オウ分子によるレドックスシグナルと代謝制御」についてご講演いただきます。特別講演1で
は、東京慈恵会医科大学の岡野ジェイムス洋尚教授に、「iPS 細胞技術とゲノム研究から見え
てきた神経変性疾患の病態」について、特別講演2では、琉球大学内分泌代謝・血液・膠原病
内科学の益崎裕章教授に、「肥満脳の分子病態解明と臨床応用：沖縄クライシスからの学びと
展望」についてご講演をいただきます。

　本学会の翌日、那覇市において日本薬理学会西南部会が開催されます（会長：山本秀幸琉球
大学教授）。折角の機会ですので、黒潮・西南ジョイントシンポジウムを企画しました。さら
に、YIA（8演題）、一般演題（47演題）、および2つの企業セミナーを予定しています。

　沖縄は日本唯一の亜熱帯気候で、学会を開催する11月の平均気温は22度と東京より10度も
高く温暖です。沖縄を訪れる観光客数は年々増え続けており、2017年の沖縄の入域観光客数
はハワイを超えました。2018年の観光客数は999万人で、そのうち30％は外国人客です。那
覇空港の国内線の利用者数は、羽田空港、新千歳空港、福岡空港に次いで全国第4位で、利用
客の増加に対応するため現在第2滑走路が建設中です（来年3月に完成予定です）。那覇空港を
始発とするモノレールも今年10月に琉球大学の約2 ㎞まで延伸されました。観光地の沖縄に
ネクタイは似合いませんので、学会にはノーネクタイのカジュアルな服装でお越し下さい。多
くの皆様のご参加をお待ちしています。

第4回黒潮カンファレンス
実行委員長　 筒井 正人 

琉球大学大学院医学研究科薬理学 教授

ご 挨 拶
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• 今年10月、モノレールが琉球大学の約2kmまで延伸されました。那覇市の交通渋滞は全国
ワーストですが、モノレールは定刻に平均8分間隔で運行していて便利です。会場へはモ
ノレールとタクシーの利用をおすすめします。

• タクシーは会場にはアクセスできません。タクシーの運転手に目的地を「琉球大学理学部
まで」と告げて下さい。理学部から大学会館まで100mほどです（会場マップ参照）。

会場アクセス
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参加者へのご案内

【参加者の皆様へ】
・ノーネクタイのカジュアルな服装でお越しください。

・すべての参加者は、はじめに総合受付にお立ち寄りください。

・ 事前参加をされた方に、名札、参加証、領収書、プログラム要旨集をお渡しいたします。
招待の先生は、名札、参加証、プログラム要旨集をお渡しいたします。

・ 名札は会場内では常に見えるようにご着用願います。名札・参加証のない方のご入場は
固くお断りいたします。

・ 原則として会場内での呼び出しはいたしません。

・ 会場内での写真撮影およびビデオ撮影は固くお断りします。

・ 琉球大学は敷地内全面禁煙です。

・ お車でお越しの方は外来用の駐車場はございません。

　総  合  受  付：琉球大学大学会館（全保連ステーション） 3階

　受付開始時間：11月15日（金） 8時10分～

【クローク】
琉球大学大学会館2階でクロークの受付を行いますのでご利用ください。

受付時間：11月15日（金） 8時10分～18時30分

【昼食のご提供】
ランチョンセミナーにおいて昼食をご用意いたします。

【懇親会にご参加の皆様へ】
・ 会場の隣の生協1階の中央食堂で18時30分から20時まで懇親会を行います。

・ 当日参加も可能です。当日参加を希望される方は総合受付で懇親会費をお支払いください。

【送迎バス】
懇親会の後、ゆいレールてだこ浦添駅まで無料の送迎バスを手配しますのでご利用ください。

【理事会のご案内】
理事会は11月15日（金）8時30分から共通教育棟1号館1階会議室で行います。会議室は
建物に入ってすぐ右の部屋です。

【学会事務局】
第4回黒潮カンファレンス事務局 
事務担当　外間 光 
琉球大学大学院医学研究科薬理学講座内 
〒903-0215　沖縄県中頭郡西原町上原207番地 
TEL：098-895-1135　FAX：098-895-1411 
E-mail：pharmaco@w3.u-ryukyu.ac.jp
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発表者・座長へのご案内

【座長の先生へのご案内】
・ ご来場されましたら、総合受付にて座長受付をお願いいたします。ご来場の確認をさせ

ていただきます。総合受付は琉球大学大学会館（全保連ステーション）3階です。

・ 座長の先生は、担当セッション開始10分前までに次座長席へお越しください。

【  基調講演・特別講演・シンポジウム・共催セミナー・YIAで口演発表される  
先生方へのご案内】

・PC による PowerPoint での口演発表をお願いいたします。音声データは使用できません。

・ 発表の30分前までに PC 受付で受付をお願いいたします。PC 受付は琉球大学大学会館
3階です。

・ 会場では Windows 10の PC と PowerPoint 2016を準備いたします。PowerPoint ファイ
ルをお持ちいただく場合は、本 PC による発表に限ります。USB メモリでご持参くださ
い。CD-R など、他のメディアは対応できません。

・ 会場のプロジェクターは D-sub15ピンおよび HDMI に対応しています。ご自身の PC
または Macintosh の PC を使用される場合は、接続できるかご確認をお願いいたします。

・ 文字フォントは PowerPoint に設定されている標準的なフォントをご使用ください。

・ 動画ファイルを使用される方は、ご自身の PC をお持ち込みください。

【発表時間】
・ 基調講演：60分（紹介3分、講演50分、質疑7分）

・ 特別講演：40分（紹介3分、講演30分、質疑7分）

・ シンポジウム：23分（講演18分、質疑5分）

・ 共催セミナー：共催企業に一任

・ YIA：11分（発表8分、質疑3分）

【ポスター発表の先生方へのご案内】
・ ポスター貼付時間：11月15日（金）  8：30～ 9：00

・ ポスター発表時間：11月15日（金） 17：20～18：20

・ ポスター撤去時間：11月15日（金） 18：20～19：00

・ ポスター会場は琉球大学大学会館3階ホールです。

・ 自由討論形式の発表です。プレゼンテーションはございません。

・ 発表者用のリボンを準備いたします。

・ ポスター貼付用の画鋲は事務局で準備いたします。テープは使用できません。
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・ ポスターパネルのサイズは幅90 ㎝×高さ210 ㎝
で、四方に2 ㎝ほどのアルミの縁がありますの
で、ポスターが貼れるサイズは幅85 ㎝×高さ
204 ㎝です（右図参照）。本スペース内に収まる
ようにポスターをご準備ください。

・ ポスターパネル左上の演題番号は事務局で準備
します。

・ 撤去時間を過ぎても撤去されていないポスター
は事務局で処分いたします。

【若手研究者奨励賞（YIA）応募者へのご案内】
・ YIA セッションは口演発表で、発表時間は11

分（発表8分、質疑3分）です。

・ 選考の結果は、懇親会における YIA 授賞式で
発表します。YIA に応募された先生は、YIA
授賞式に必ずご出席ください。

【YIA審査員の先生方へのご案内】
・ YIA 審査員の先生方は、セッション開始5分前
（9時00分）までに会場にお越しください。

・ 採点用紙は係員が会場にてお配りし、セッショ
ン終了後に回収いたします。

演題
番号

画鋲のみ使用可

高さ
204cm

幅 85cm

15cm

15cm
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12：00
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16：00

17：00

18：00

19：00

その他

2019年11月15日金　琉球大学
口演会場

大学会館  ３階  特別会議室
ポスター会場
大学会館 ３階ホール

 8：30～9：00
ポスター貼付

8：30～8：50　理　事　会

 9：00～9：05 開  会  挨  拶

9：00 

〜 
17：20
　
　
　
　
ポ
　
　
ス
　
　
タ
　
　
ー
　
　
閲
　
　
覧

 9：05～10：35

YIAセッション

座長：和田 孝一郎
　　　西村 有平　

10：40～11：50　黒潮・西南ジョイントシンポジウム 1

シンポジスト：茂木 正樹
　　　　　　　西　 昭徳
　　　　　　　有賀 　純
　　　　座長：山本 秀幸

11：50～12：30 特 別 講 演 1
演者：岡野 ジェイムス洋尚
座長：齊藤 源顕

12：40～13：30
ランチョンセミナー （共催：マルホ株式会社）

演者：宮城 拓也
座長：赤池 孝章

13：40～14：50　黒潮・西南ジョイントシンポジウム 2

シンポジスト：岩本 隆宏
　　　　　　　武谷 　立
　　　　　　　安西 尚彦
　　　　座長：西山 　成

14：50～15：30 特 別 講 演 2
演者：益崎 裕章
座長：今村 武史

15：30～16：30
基  調  講  演
演者：赤池 孝章
座長：筒井 正人

16：30～17：20
アフタヌーンセミナー （共催：株式会社ツムラ）

演者：礒濱 洋一郎
座長：岡野 ジェイムス洋尚

17：20～18：20

ポスター
発表

18：20～19：00
ポスター
撤去

18：30～20：00
懇　親　会

会場：生協１階　中央食堂
※会場の隣の建物

会場：共通教育棟１号館
　　　１階  会議室
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11月15日（金）
琉球大学大学会館（全保連ステーション） 3階 特別会議室

8：30～9：00 理 事 会 （共通教育棟1号館 1階 会議室）

9：00～9：05  開会挨拶  
実行委員長：筒井 正人（琉球大学大学院医学研究科 薬理学）

9：05～10：35 YIAセッション

座長：和田 孝一郎（島根大学 医学部 薬理学）            	
西村 有平（三重大学大学院医学系研究科 統合薬理学）

YIA-1 Hedgehog pathwayの阻害は椎間板変性と椎体骨棘形成を抑制する

福田 北斗	 産業医科大学 医学部 整形外科学

YIA-2 ゴナドトロピン放出ホルモン（GnRH）受容体刺激による 
Pyk2の活性化とその生理的意義

澳津 志帆	 琉球大学大学院 医学研究科 生化学講座

YIA-3 暗期に増加する EAAC1は脳虚血後のキレータブル亜鉛を介した 
海馬障害を軽減させる

新武 享朗	 高知大学 医学部 薬理学講座、日本学術振興会特別研究員

YIA-4 大動脈弁異所性石灰化の分子メカニズムの解明

坂上 倫久	 愛媛大学大学院 医学系研究科 心臓血管・呼吸器外科、 
愛媛大学 プロテオサイエンスセンター 細胞増殖・腫瘍制御部門

YIA-5 低酸素血症を伴う特発性肺線維症患者への nintedanib投与は 
肺高血圧症を悪化させる

田原 正浩	 産業医科大学 医学部 呼吸器内科学

YIA-6 Age-related changes of responses to hydrogen sul�de in the bladder of 
spontaneously hypertensive rats

Zou Suo	 高知大学 医学部 薬理学講座

YIA-7 Identi�cation of Emetine as a Novel Therapeutic Agent for Pulmonary 
Hypertension in Rats-Novel Effects of an Old Drug-

Siddique	Mohammad	Abdul  	Department of Cardiovascular Medicine, Tohoku University 
Graduate School of Medicine, Sendai, Japan

プログラム

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

その他

2019年11月15日金　琉球大学
口演会場

大学会館  ３階  特別会議室
ポスター会場
大学会館 ３階ホール

 8：30～9：00
ポスター貼付

8：30～8：50　理　事　会

 9：00～9：05 開  会  挨  拶

9：00 

〜 

17：20
　
　
　
　
ポ
　
　
ス
　
　
タ
　
　
ー
　
　
閲
　
　
覧

 9：05～10：35

YIAセッション

座長：和田 孝一郎
　　　西村 有平　

10：40～11：50　黒潮・西南ジョイントシンポジウム 1

シンポジスト：茂木 正樹
　　　　　　　西　 昭徳
　　　　　　　有賀 　純
　　　　座長：山本 秀幸

11：50～12：30 特 別 講 演 1
演者：岡野 ジェイムス洋尚
座長：齊藤 源顕

12：40～13：30
ランチョンセミナー （共催：マルホ株式会社）

演者：宮城 拓也
座長：赤池 孝章

13：40～14：50　黒潮・西南ジョイントシンポジウム 2

シンポジスト：岩本 隆宏
　　　　　　　武谷 　立
　　　　　　　安西 尚彦
　　　　座長：西山 　成

14：50～15：30 特 別 講 演 2
演者：益崎 裕章
座長：今村 武史

15：30～16：30
基  調  講  演
演者：赤池 孝章
座長：筒井 正人

16：30～17：20
アフタヌーンセミナー （共催：株式会社ツムラ）

演者：礒濱 洋一郎
座長：岡野 ジェイムス洋尚

17：20～18：20

ポスター
発表

18：20～19：00
ポスター
撤去

18：30～20：00
懇　親　会

会場：生協１階　中央食堂
※会場の隣の建物

会場：共通教育棟１号館
　　　１階  会議室
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YIA-8 Metabolically and immunologically bene�cial impact of extra virgin olive and 
�axseed oils on composition of gut microbiota in mice

Millman Jasmine	 琉球大学大学院 医学研究科 内分泌代謝・血液・膠原病内科講座（第二内科）

10：40～11：50 黒潮・西南ジョイントシンポジウム1
座長：山本 秀幸（琉球大学大学院医学研究科 生化学）

S1-1  生活習慣病とフレイル

茂木 正樹	 愛媛大学大学院医学系研究科 薬理学

S1-2  抗うつ薬（SSRI）作用発現における海馬歯状回ドパミン D1受容体の役割

西 昭徳	 久留米大学 医学部 薬理学講座

S1-3 「シナプス接着分子」とモノアミン制御の接点

有賀 純	 長崎大学医歯薬学総合研究科 医科薬理学

11：50～12：30 特別講演1
座長：齊藤 源顕（高知大学 医学部 薬理学）

iPS 細胞技術とゲノム研究から見えてきた神経変性疾患の病態

岡野 ジェイムス洋尚　東京慈恵会医科大学 再生医学研究部

12：40～13：30 ランチョンセミナー
座長：赤池 孝章（東北大学大学院医学系研究科 環境医学分野）

抗 IL-17抗体の real world

宮城 拓也　琉球大学大学院医学研究科 皮膚科学
共催：マルホ株式会社

13：40～14：50 黒潮・西南ジョイントシンポジウム2
座長：西山 成（香川大学 医学部 薬理学）

S2-1  Na＋ /Ca2＋交換輸送体の構造と機能： 
NCX1変異解析と CaCA結晶構造の整合性

岩本 隆宏	 福岡大学 医学部 薬理学
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S2-2  アクチン細胞骨格による心臓機能の調節機構

武谷 立 宮崎大学 医学部 薬理学分野

S2-3  トランスポーターを分子標的とした創薬

安西 尚彦 千葉大学大学院医学研究院 薬理学

14：50～15：30 特別講演2
座長：今村 武史（高知大学 医学部 薬理学）

肥満脳の分子病態解明と臨床応用： 
沖縄クライシスからの学びと展望

益崎 裕章　琉球大学 大学院医学研究科 内分泌代謝・血液・膠原病 内科学講座（第二内科）

15：30～16：30 基調講演
座長：筒井 正人（琉球大学大学院医学研究科 薬理学）

活性イオウ分子によるレドックスシグナルと代謝制御

赤池 孝章　東北大学大学院医学系研究科 環境医学分野

16：30～17：20 アフタヌーンセミナー
座長：岡野 ジェイムス洋尚（東京慈恵会医科大学 再生医学研究部）

薬理学からみた漢方薬の作用 ～アクアポリンを中心に～

磯濱 洋一郎　東京理科大学薬学部薬学科 応用薬理学
共催：株式会社ツムラ

17：20～18：20 ポスター発表 （大学会館 3階 ホール）

18：30～20：00 懇 親 会 （生協1階 中央食堂）
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11月15日（金）
琉球大学大学会館（全保連ステーション） 3階 ホール

17：20～18：20 ポスター発表

P-01 Myosin-dependent actin stabilization as revealed by single-molecule 
speckle（SiMS）analysis of actin turnover

山城 佐和子	 京都大学 医学研究科 神経・細胞薬理学教室、 
京都大学大学院生命科学研究科 分子動態生理学分野

P-02 ヒト iPS細胞技術を用いた新たな in vitro神経毒性評価法の開発

諫田 泰成	 国立医薬品食品衛生研究所 薬理部

P-03 A new approach for atopic dermatitis treatment by fucoxanthin

Tomoko	Aoyama  Molecular Toxicology Lab., Ritsumeikan University

P-04 SCN9A遺伝子異常による肢端紅痛症患者に対するラコサミドの 
有効性と安全性の評価

山口 さやか	 琉球大学 大学院医学研究科 皮膚科学講座

P-05 ゼブラフィッシュを用いた新規神経発達関連遺伝子 c3orf70の機能解析

白水 崇	 三重大学 大学院医学系研究科 統合薬理学

P-06 Changes of urethral smooth muscle and external urethral sphincter  
function associated with age in rats

大城 琢磨	 琉球大学医学部 システム生理学講座

P-07 自然発症高血圧ラットにおける膀胱機能障害に対する 
α1受容体遮断薬シロドシンおよび PDE5阻害薬タダラフィルの治療効果

清水 翔吾	 高知大学 医学部 薬理学講座

P-08 前立腺肥大・前立腺委縮における加齢及び高血圧の影響

鎌田 栞穂	 高知大学 医学部 薬理学講座、高知大学医学部 先端医療学コース

P-09 前立腺過形成に対する PDE5阻害薬タダラフィルの治療効果

片岡 環	 高知大学 医学部 薬理学講座

P-10 ラット排尿反射抑制に関与する脳内ニコチン受容体サブタイプの薬理学的解析

清水 陽平	 高知大学 医学部 薬理学講座

一般演題 プログラム
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P-11 脳内一酸化窒素による頻尿誘発の脳内機序の薬理学的解析

尾野 秀彬	 高知大学 医学部 薬理学講座、高知大学 医学部 先端医療学推進センター

P-12 亜鉛誘導性増悪化M1ミクログリアによるアストロサイトの食作用への 
作用の解析

東 洋一郎	 高知大学 医学部 薬理学講座

P-13 個性別ラットの左右海馬におけるグルタミン酸受容体サブタイの発現量差の検討

及川 弘崇	 鈴鹿医療科学大学 薬学部 薬学科 薬理・動態学研究分野

P-14 エゾウコギエキス含有成分投与における高架上での行動並びに BDNF及び 
グルタミン酸受容体発現への影響

宮崎 翔平	 鈴鹿医療科学大学大学院 薬学研究科 分子予防薬理学研究室

P-15 Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide Neurons in the 
Ventromedial Hypothalamus Increased Appetite Through the Change of 
Neuropeptides Expression in the Arcuate Nucleus of Mice

Thanh	Trungl	Nguyen   Department of Pharmacology, Graduate School of Medical and 
Dental Science, Kagoshima University, 
Department of Pharmacology, Toxicology, Internal Medicine and 
Diagnostics, Faculty of Veterinary Medicine, Vietnam National 
University

P-16 痛みによる負情動行動形成における PACAP情報伝達系の関与

橋口 浩平	 鹿児島大学 医歯学総合研究科 生体情報薬理学分野、 
鹿児島大学 医歯学総合研究科 歯科麻酔全身管理学分野

P-17 視床下部由来の培養神経細胞におけるチロシンキナーゼ Pyk2の活性化機構

間 妃向子	 琉球大学大学院医学研究科 生化学講座

P-18 軟らかい細胞外環境はマクロファージの炎症性分化を抑制する

岡本 貴行	 島根大学 医学部 薬理学講座

P-19 ラットの胎生期および新生児期におけるマスト細胞の発生

田中 徹也	 島根大学 医学部 薬理学講座

P-20 ヒト有害事象自発報告データベースを利用した治療薬のクラスタリング

西村 有平	 三重大学 医学部 統合薬理学

P-21 肥満ラットにおける心房細動の検討

澤野 達哉	 鳥取大学 医学部 病態解析学講座 薬理学・薬物療法学分野
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P-22 新規病因蛋白セレノプロテイン Pによる肺高血圧症促進機構の解明と 
治療ターゲット、バイオマーカーとしての応用

菊地 順裕	 東北大学 大学院医学系研究科 循環器内科学

P-23 低酸素誘発肺高血圧発症における血管平滑筋 NCX1を介した 
Ca2+シグナル異常の関与

田頭 秀章	 福岡大学 医学部 薬理学

P-24 組織特異的 TRPM7DN変異体高発現マウスの特性解析

喜多 知	 福岡大学 医学部 薬理学

P-25 The Association of Peroxiredoxin 4 with the Initiation and Progression of 
Hepatocellular Carcinoma

郭 シン	 金沢医科大学 医学部 臨床病理学講座

P-26 がん治療における choline transporter-like protein 1（CTL1）を標的とした 
新規化合物の抗腫瘍効果

平井 花歩	 東京医科大学 医学総合研究所

P-27 抗がん剤誘発神経障害性疼痛に関連する細胞内シグナル分子の解析

根本 隆行	 福岡大学 医学部 薬理学、宮崎大学 医学部 機能制御学講座 薬理学分野

P-28 新規の抗 HIV治療薬の尿細管細胞への障害性と有機酸トランスポーターとの 
相互作用

安西 尚彦	 千葉大学大学院 医学研究院 薬理学

P-29 抗血小板薬・シロスタゾールがモノアミントランスポーター機能に及ぼす影響

伊藤 英明	 産業医科大学 リハビリテーション医学講座、産業医科大学 薬理学講座

P-30 腎性貧血モデルマウスにおける PHD阻害薬modulistatの効果

中野 大介	 香川大学 医学部 薬理学講座

P-31 島根県の住民における口腔内高病原性の保菌状況 
（年齢および性別での差異についての検討）

臼田 春樹	 島根大学 医学部 薬理学講座

P-32 1980年に沖縄県の都市河川より分離されたVibrio cholerae O1の 
病原性に関する検討

山城 哲	 琉球大学大学院医学研究科 細菌学講座
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P-33 Environmental DNA（eDNA）analysis of pathogenic Leptospira and 
associated organisms in leptospirosis-endemic Okinawa areas

佐藤 行人	 琉球大学 戦略的研究プロジェクトセンター

P-34 シリマリン類のMIN6細胞におけるインスリン分泌に及ぼす影響

豊平 由美子	 産業医科大学 医学部 薬理学講座

P-35 銅キレート剤のクプリゾンは高脂肪食による肥満に伴う体脂肪増加と 
耐糖能異常を抑制する

市原 克則	 鳥取大学 医学部 薬理学・薬物療法学分野

P-36 フルボ酸は、弱い脱共役剤である

藤田 隆司	 立命館大学 薬学部 分子薬効毒性学研究室

P-37 イヤリング型非侵襲血糖値センサーを目指した皮膚表層近傍における 
微弱な反射光検出が可能な高感度中赤外分光法

川嶋 なつみ	 香川大学 創造工学部

P-38 ファインセラミックスを応用した赤外帯域レーザー励起材料の製造基礎 
‒技術に関する研究

深野 陽介	 琉球大学 工学部 電気電子工学科

P-39 改良型‒ビーズミル粉砕機を用いた複合‒石英材料の粉砕処理に関する研究

桃原 司	 琉球大学 工学部 電気電子工学科

P-40 カーボンナノチューブ（CNT）型‒可飽和吸収体の作製法と 
光パルス圧縮効果に関する研究

宮城 加津也	 琉球大学 工学部 工学科 電子情報通信コース

P-41 Determination of higenamine in 5 Kampo medicine preparations using  
liquid chromatography-tandem mass spectrometry

Tayag Jose	Carlos	琉球大学大学院医学研科 薬物治療学講座

P-42 ドリル開孔術後のマウス大腿骨皮質骨の骨修復はメスがオスよりも良好である

福田 北斗	 産業医科大学 医学部 整形外科学

P-43 糞便移植は2/3腎摘一酸化窒素合成酵素系欠損マウスの心筋梗塞の 
発症を抑制する

平良 雄司	 琉球大学 大学院 医学研究科 薬理学
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P-44 沖縄特産 “琉れん草 ”の抗肥満活性評価

森本 晴子	 沖縄工業高等専門学校 生物資源工学科

P-45 DNAメチル化解析結果を用いた計算機科学による膵癌予後予測

横山 勢也	 鹿児島大学大学院 医歯学域医学系 腫瘍学講座 病理学分野

P-46 繊毛運動における一酸化窒素の役割の検討

加藤 香織	 産業医科大学 医学部 呼吸器内科学

P-47 一酸化窒素合成酵素完全欠損マウスを用いた肺気腫における病態解明

加藤 香織	 産業医科大学 医学部 呼吸器内科学
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基 調 講 演
11月15日（金） 15：30～16：30

座長：筒井 正人（琉球大学大学院医学研究科 薬理学）

活性イオウ分子による 
レドックスシグナルと代謝制御

赤池 孝章
東北大学大学院医学系研究科 環境医学分野
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基 調 講 演

学　歴

1984年 熊本大学医学部 卒業

1991年  熊本大学大学院医学研究科 
博士課程 修了

1991年  熊本大学医学部 助手

1992年  同 講師

1993年  トーマスジェファーソン医科
大学 客員教授

1994年  熊本大学医学部 助教授

2001年  アラバマ大学バーミングハム
校 客員教授

2003年～2006 
   年文部科学省研究振興局学術

調査官

2005年  熊本大学大学院生命科学研究
部 教授

2007年～2012年 
   新学術領域研究『活性酸素シ

グナル』領域代表

2011年  熊本大学医学科長・ 
副医学部長

2013年より現職

2019年  東北大学大学院医学系研究科
副研究科長（研究担当）

　近年、システインパースルフィド（CysSSH）をはじめとする活性イ
オウ分子種が生体内で大量に合成され、強力な抗酸化活性やレドック
スシグナル制御機能を発揮していることが明らかとなった（Ida, T., et 
al., PNAS, 2014）。さらに我々は、タンパク質翻訳酵素の一つである
システイン tRNA 合成酵素（cysteinyl-tRNA synthetase, CARS）が、
新しい CysSSH 生成酵素（cysteine persulfide synthase, CPERS）で
あることを証明した（Akaike, T., et al., Nat. Commun., 2017）。すな
わち、CARS/CPERS は、翻訳時に、システインから CysSSH を合
成し、これを tRNA に取込むことで、タンパク質をポリスルフィド
化している（protein polysulfidation）。真核細胞においては、細胞質
に存在する CARS1とミトコンドリアに局在する CARS2があり、
CARS1/CPERS1がつくる CysSSH は 翻訳時にタンパク質に取り込
まれる。また、CARS2/CPERS2由来のイオウ代謝物は、ミトコン
ドリアの電子伝達系において、プロトン・電子を授受し膜電位を形成
することで、イオウ依存型エネルギー代謝であるイオウ呼吸を司る。
一方、CARS2/CPERS2変異マウスを作成して CysSSH の生理機能
を解析したところ、活性イオウ分子種が、その抗炎症作用とともに、
T 細胞分化を強く抑制することで顕著な免疫制御機能を発揮している
ことが分かった。さらに最近、CARS/CPERS から供給されるパース
ルフィドが、タンパク質チオール基にイオウ分子を補填することで、
タンパク質のチオール基を保護したり、タンパク質の可塑性や品質を
管理維持することも明らかになった（Sci. Adv., Dóka, E., Ida, T., et 
al. 2019, in press）。すなわち、活性イオウ分子はタンパク質ポリス
ルフィド化を介して、レドックスシグナル、酸化ストレスや ER スト
レス応答を制御している。本講演では、これまでの生命科学研究にお
いて全く未知の領域であった新規イオウ代謝経路の発見と、それを契
機に急速に進展しつつあるイオウ生物学の世界の大きな潮流について
紹介する。
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