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09:30 11:00

講演会場

9月10日（土）
講演会場：Zoomウェビナー

ポスター会場：Zoomブレイクアウトルーム

ポスター会場

17:３0 閉会式

11:10 12:00

12:05 12:55

ポスター討論

13:00 14:30

14:40 15:30

15:40 17:３0

09:25 09:30
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9:30-11:00 シンポジウム１　脳内ヒスタミン up to date　 

座長： 吉川　雄朗（東北大学大学院医学系研究科機能薬理学）
 

 
  

S1-1 脳内ヒスタミン濃度と脳機能との関連について

〇吉川 雄朗
東北大学大学院医学系研究科　機能薬理学分野

S1-2 ナルコレプシーとヒスタミン

〇本多 真
公益財団法人東京都医学総合研究所　精神行動医学研究分野　睡眠プロジェクト

S1-3 ヒスタミンH3レセプターのPETイメージング

〇木村 泰之 1,2、山田 真希子 2、島崎 聡立 3、西野 いずみ 3、張 明栄 2、樋口 真人 2、
須原 哲也 2

1国立長寿医療研究センター、2量子科学技術研究開発機構、3大正製薬株式会社

S1-4 記憶 ・ 学習を調節するヒスタミン神経の活動

〇野村 洋
名古屋市立大学大学院医学研究科

11:10-12:00 教育講演　認知症克服へ向けた薬剤開発の現状と展望　 

座長： 吉川　雄朗（東北大学大学院医学系研究科機能薬理学）
 

  
 

EL-1 認知症克服へ向けた薬剤開発の現状と展望

〇岡村 信行
東北医科薬科大学医学部薬理学教室
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13:00-14:30 シンポジウム２　高齢者の漢方治療　 

座長： 古川　勝敏（東北医科薬科大学医学部地域医療学）
 

  
 

S2-1 高齢者がん患者に対する漢方薬の位置付け〜特に附子の運用に関して〜

〇櫻井 文明
わかば往診クリニック

S2-2 漢方薬の認知症の中核症状並びに周辺症状への効果

〇古川 勝敏
東北医科薬科大学医学部地域医療学

S2-3 認知症に有効な和漢薬 ： Diosgeninによる軸索修復作用と臨床研究への展開

〇東田 千尋、楊 熙蒙、稲田 祐奈
富山大学　和漢医薬学総合研究所　神経機能学領域

S2-4 高齢者の漢方治療

〇高山 真 1,2

1東北大学大学院医学系研究科　漢方・統合医療学共同研究講座、2東北大学病院　総合地域
医療教育支援部

14:40-15:30 特別講演　スフィンゴ糖脂質を介した応用薬理　 

座長： 古川　勝敏（東北医科薬科大学医学部地域医療学）
 

  
 

SP-1 スフィンゴ糖脂質を介した応用薬理

〇井ノ口 仁一
東北医科薬科大学　分子生体膜研究所　機能病態分子学教室
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15:40-17:30 シンポジウム３　高齢者における循環器疾患に対する応用薬理　 

座長： 住友　和弘（東北医科薬科大学若林病院 総合診療科）
 

  
 

S3-1 慢性心不全患者における脳由来成長因子(BDNF)と脳灰白質量との関連 -慢性
心不全における脳の構造 ・ 機能に関する縦断研究(B-HeFT2)-

〇鈴木 秀明 1、松本 泰治 2、大田 英揮 3、杉村 宏一郎 4、後岡 広太郎 1、高橋 潤 1、
宮田 敏 5、古川 勝敏 6、福本 義弘 7、瀧 靖之 8、下川 宏明 9、安田 聡 1

1東北大学病院 循環器内科、2福岡県社会保険医療協会 田川病院 循環器内科、3東北大学病院 
放射線診断科、4国際医療福祉大学成田病院 循環器内科、5帝京大学大学院 公衆衛生学研究
科、6東北医科薬科大学病院 総合診療科、7久留米大学医学部 心臓・血管内科、8東北大学加
齢医学研究所 機能画像医学研究分野、9国際医療福祉大学大学院

S3-2 高齢重症大動脈弁狭窄症患者に対する経カテーテル大動脈弁置換術後の脳血
流変化と認知機能改善

〇松本 泰治 1、土屋 聡　2、 鈴木 秀明　3、冨田  尚希 4、下川 宏明 5

1社会保険田川病院　循環器内科、2いわき市医療センター　循環器内科、3東北大学　循環
器内科、4東北大学　加齢老年病科、5国際医療福祉大学大学院　

S3-3 miR-150はlong noncoding RNA MIATによる不適応の心リモデリングを抑制して心
保護に寄与する

〇青沼 達也、小林 祐也、中川 直樹
旭川医科大学　内科学講座  循環・呼吸・神経病態内科学分野

S3-4 モノテルペン類の降圧メカニズムの検証

〇住友 和弘 1、佐藤 孔亮 2、阿久津 弘明 2、中村 正雄 2、長谷部 直之 2、古川 勝敏 3

1東北医科薬科大学若林病院　総合診療科、2旭川医科大学　内科学講座　循環呼吸神経病態
内科学分野、3東北医科薬科大学　地域医療学・総合診療科

S3-5 高齢者における循環器疾患に対する応用薬理

〇大原 貴裕、勝田 義久、大泉 智哉、益子 茂人、石木 愛子、大山 千佳、菅野 厚博、
植田 寿里、藤川 祐子、宮澤 イザベル、住友 和弘、古川 勝敏
東北医科薬科大学　地域医療学
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12:05-12:55 　一般演題（ポスター発表）  

  
 

P-01 扁桃体中心核ニューロテンシン神経細胞の睡眠覚醒サイクルにおける役割の検
討

〇中村 正帆 1、長沼 史登 1、田中 聖人 1、井上 まり絵 1、直野 留美 2、吉川 雄朗 3、
岡村 信行 1

1東北医科薬科大学医学部薬理学教室、2東北医科薬科大学医学部組織解剖学教室、3東北大
学大学院医学系研究科機能薬理学分野

P-02 ３D細胞培養による細胞表現型の違いを指標にした異常細胞識別の検討

〇佐藤 光利 1、草川 森士 2、佐藤 陽治 2、松坂 恭成 3、植沢 芳広 3

1明治薬科大学・薬・医薬品安全性学、2国立医薬品食品衛生研究所・再生・細胞医療製品部、
3明治薬科大学・薬・医療分子解析学

P-03 神経炎症モデルラットにおけるグリア線維性酸性タンパク質イメージング手法の開
発

〇盛戸 貴裕 1,2、原田 龍一 2、岩田 錬 3、岡村 信行 4、谷内 一彦 2,3

1東北大学大学院 医学系研究科 サイクロトロン核医学分野、2東北大学大学院 医学系研究科 
機能薬理学分野、3東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター、4東北医科薬科
大学医学部 薬理学教室

P-04 神経変性疾患における [
18

F]SMBT-1のα-Synuclein代替バイオマーカーとしての
検討

〇横山 裕香 1,2、原田 龍一 3、清水 悠暉 1,2、石川 洋一 2、岩田 錬 2、工藤 幸司 4、 
谷内 一彦 5、岡村 信行 6、古本 祥三 1,2

1東北大学大学院　薬学研究科　分子動態解析学講座　分子動態解析学分野、2東北大学サイ
クロトロン・ラジオアイソトープセンター　核薬学研究部、3東北大学大学院　医学系研究
科　生体機能学講座　機能薬理学分野、4東北大学加齢医学研究所認知症医療薬開発研究部
門、5東北大学大学院　医学系研究科、6東北医科薬科大学　医学部　薬理学

P-05 フェルラ酸誘導体のαシヌクレイン凝集 ・ 抑制効果の検討

〇原田 龍一 1、陳 梦格 1、工藤 幸司 2、谷内 一彦 1、岡村 信行 3

1東北大学大学院医学系研究科機能薬理学分野、2東北大学加齢医学研究所、3東北医科薬科
大学医学部薬理学

P-06 ホヤ由来プラズマローゲンの神経突起伸展作用および記憶障害改善効果

〇中島 晶 1,2、鎌田 真綺 2、川田 巳致 2、酒井 渉 1、大川原 正喜 3、黒野 昌洋 3、 
又平 芳春 3、大泉 康 2

1弘前大学農学生命科学部、2東北福祉大学感性福祉研究センター、3三生医薬株式会社
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P-07 バーンズ迷路試験におけるスコポラミン誘発記憶障害に対する島田市産抹茶の効
果

〇大瀧 菜月 1、古川 恵 2、青木 亮憲 2、行谷 真波 1、鈴木 魁 1、澁谷 彰祐 1、 
東方 優大 1、渡邉 泰雄 3、出雲 信夫 1,4

1横浜薬大薬物治療学研、2横浜薬大薬学教育セ、3横浜薬大総合健康メディカルセ、4横浜薬
大総合健康メディカル研究セ

P-08 ラクトフェリンはPC12細胞のTrkA受容体を介して神経突起伸長を促進する

〇水上 乃愛 1、長嶋 大地 2,3、古川 恵 3、東方 優大 4、日塔 武彰 4、速水 耕介 1,2、 
出雲 信夫 2,4

1横浜薬大機能性物質学研、2横浜薬大総合健康メディカル研セ、3横浜薬大薬学教育セ、4横
浜薬大薬物治療学研

P-09 ノビレチン含有ポンカン果皮粉末とエゴマ油の長期摂取は健常高齢者の認知機能
を改善する ： 二重盲検ランダム化比較試験による検証

〇松崎 健太郎 1、橋本 道男 1、丸山 浩司 2、住吉 愛里 1、若槻 晴美 1、
Shahdat Hossain1、加藤 節司 3、大野 美穂 3、田邊 洋子 1、黒田 陽子 4、嘉島 康二 2、
大泉 康 5、紫藤 治 1

1島根大学 医学部 環境生理学、2株式会社 三協ホールディングス、3社会医療法人社団仁寿会 
加藤病院、4島根大学 医学部 内科学第三、5東北大学 ビジネスインキュベータ

P-10 好中球/リンパ球比 （NLR） が日本人悪性黒色腫患者のイピリムマブ投与回数に
及ぼす影響

〇松村 由佳 1、川原田 祐貴 1、松尾 モモ 1,2、横田 憲二 3、溝口 博之 1、秋山 真志 3、
山田 清文 1

1名古屋大学医学部附属病院薬剤部、2藤田医科大学病院薬剤部、3名古屋大学大学院医学系
研究科

P-11 mRNAワクチン接種に続発した半月体形成性糸球体腎炎の一例

〇益子 茂人 1、住友 和弘 1、石木 愛子 1、植田 寿里 1、大山 千佳 1、菅野 厚博 1、 
宮澤 イザベル 1、大原 貴裕 1、濃沼 信夫 1、松本 啓而 2、遠藤 明里 2、伊藤 大樹 2、
森 建文 2、古川 勝敏 1

1東北医科薬科大学病院総合診療科、2東北医科薬科大学病院腎臓内分泌内科

P-12 NSAIDs貼付薬 ・ 塗布薬の常用による呼吸器症状遷延が示唆された慢性心不全
合併NSAIDs過敏喘息を有する急性肺炎の１例

〇菅野 厚博、勝田 義久、益子 茂人、大山 千佳、大原 貴裕、古川 勝敏
東北医科薬科大学地域医療学
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SP-1

⾃然免疫受容体Toll-like receptor 4（TLR4）やCaspase4/11（Casp4/11）を介した炎症反応は、多様
な急性及び慢性炎症性疾患の強⼒な増悪因⼦となる。 これらのリポ多糖受容体は、LPSに加えて炎
症時に核から細胞外に放出されるDAMPsであるHMGB1をはじめとする⽣体内の様々な炎症トリ
ガー因⼦(アラーミン)によって2量体化/オリゴマー化が促進されて活性化することが知られている
が、その制御機構の全貌は明らかではない。

シアル酸を有するスフィンゴ糖脂質をガングリオシドと呼び、GM3はヒト⾎液中の主要なガング
リオシドである。我々は、極⻑鎖ガングリオシドGM3（アシル鎖⻑ C22, C24など）は単球・マクロ
ファージ上のTLR4のLPSやHMGB1による活性化を強く促進し、反対に⻑鎖GM3（C16, C18など）
は抑制することから、TLR4の活性化を正負両⽅向に制御する“内因性リガンド”であることを報告し
た[Kanoh, Inokuchi et al., EMBO J 2020, PMID: 32378734]。メタボリックシンドロームや慢性炎症
病態におけるヒト⾎清およびマウス脂肪組織では、炎症抑制性の⻑鎖GM3は減少し、反対に、炎症
促進性の極⻑鎖GM3の発現が増加することから、GM3分⼦種バランスは⽣体恒常性の維持に関与す
ることが⽰唆される。

最近我々は、極⻑鎖GM3は、細胞内のリポ多糖受容体であるCasp4/11を介した炎症性細胞死（パ
イロトーシス）を⼤きく亢進させ、反対に、⻑鎖GM3は、それらの応答を強く抑制することを⾒出
した。TLR4活性化によって産⽣されるサイトカインのうち、TNF-αを含む多くのサイトカインは
分泌シグナルをもち、刺激後、すみやかに放出されるが、IL-1αなどの⼀部のサイトカインは分泌シ
グナルをもたず、TLR４活性化に加えて、Casp4/11およびGsdmDを介した細胞膜ポア形成によって
放出される。極⻑鎖GM3によるIL-1α放出の促進は、これらの因⼦を経由しており、加えて、タン
パク質性DAMPs(アラーミン)であるGalectin-3存在下でその応答がさらに促進されることを⾒出して
いる。

敗⾎症モデルを⽤いて⻑鎖GM3分⼦種の抗炎症効果を検証したところ、LPS投与によって敗⾎症
ショックを誘導したマウスの腹腔内に⻑鎖GM3（GM3C16）を投与すると、TNFαおよびIL-1αの
⾎中濃度が有意に低下した。TLR4とCasp4/11を同時に制御可能な抗炎症薬は知られていない。

今後、GM3分⼦種の発現バランスが⾃然免疫受容体を介して⽣体恒常性を制御する新機構と、そ
の破綻による疾患発症機序が解明され、GM3の広範な医薬応⽤性が世界に先駆けて提⽰されるもの
と期待される。

〇井ノ口 仁一

東北医科薬科大学 分子生体膜研究所 機能病態分子学教室

特別講演
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EL-1

認知症の最⼤の原因疾患であるアルツハイマー病は⼈⼝の⾼齢化とともに患者数が増加しており、そ
の治療・予防へ向けた対策が急務となっている。発症や進⾏を抑⽌する疾患修飾薬の実⽤化が待たれ
る。アルツハイマー病の⼆⼤病理像は⽼⼈斑と神経原線維変化であり、両病変の構成成分であるアミ
ロイドβ蛋⽩とタウ蛋⽩の過剰蓄積が神経変性の誘因となる。したがって両蛋⽩の脳内蓄積の抑⽌が
当⾯の治療目標となっており、その最も有⼒視されている⼿法は蛋⽩特異的抗体を⽤いた免疫療法で
ある。アルツハイマー病における初の疾患修飾薬として、aducanumabが⽶国で迅速承認を取得した
ことは国内のメディアでも⼤きく報じられた。同薬の国内承認は⼀旦⾒送られたものの、他の候補薬
でも有望な治験データが報告されており、抗アミロイド薬実⽤化の夢は潰えていない。抗アミロイド
薬の開発と並⾏して、タウを標的とした抗体医薬や、病初期から増加するといわれている反応性アス
トロサイトを標的とした治療薬の開発も進⾏中である。これらの新規治療薬の臨床開発を成功させる
上で重要となるのが、バイオマーカーの有効活⽤である。治療対象患者のセレクションや客観的な薬
効評価のため、治療標的分⼦を無侵襲かつ定量的にモニタリング可能なバイオマーカーが活⽤されて
きた。治療標的分⼦のPETイメージングは画像バイオマーカーとして⾼い信頼性を有しており、アミ
ロイド、タウ、反応性アストロサイトを画像化するPET薬剤がすでに実⽤化されている。本講演では
アルツハイマー病の克服を目指した今後の薬剤開発を展望する。

〇岡村 信行

東北医科薬科大学医学部薬理学教室

教育講演
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S1-1

ヒスタミンは胃酸分泌やアレルギーに関わる活性アミンであり、脳内でも神経伝達物質として様々な
機能を発揮している。これまでの研究により、脳内ヒスタミン系の機能低下と脳機能障害との関連が
⽰唆されており、またヒスタミン放出の増加が脳機能の改善につながる可能性も報告された。以上の
ことから、脳内ヒスタミン濃度の制御機構を調節し、脳内ヒスタミン濃度を増加させれば、脳機能の
改善につながることが期待されるが、ヒスタミン濃度調節機構と脳機能との関連については⼗分に解
明されていなかった。
脳内ヒスタミンは必須アミノ酸であるヒスチジンからヒスチジン脱炭酸酵素（HDC）によりヒスタ
ミンへと⽣合成される。そこで⾷餌から摂取するヒスチジン量を増やして脳内ヒスタミン⽣合成を増
加させることが、脳機能改善につながる可能性を考え、マウスを⽤いた検討を⾏った。まずヒスチジ
ン摂取により神経細胞からのヒスタミン放出量が増加することを、in vivoマイクロダイアリシス法を
⽤いて確認した。睡眠剥奪による記憶障害モデルマウスを⽤いて、ヒスチジン摂取の効果を検討した
ところ、ヒスチジン摂取群で記憶能の改善が認められた。ヒスチジン摂取により前頭前野や前脳基底
部のc-fos発現細胞数が増加しており、これらの脳部位の活性化が記憶能の向上につながった可能性
が考えられた。
また神経細胞から放出されたヒスタミンはヒスタミン代謝酵素（HNMT）により不活化される。そ
こでヒスタミン代謝酵素であるHNMTを遺伝学的に不活化し、ヒスタミン除去機構を阻害した際の
影響についても検討した。HNMT floxマウスの脳室内にCre recombinaseを発現するアデノ随伴ウイ
スルを投与することで、HNMT遺伝⼦を⽋損させた。これによりヒスタミン濃度が上昇することが
確認できた。ヒスタミン濃度上昇に伴い、不安様⾏動の減少、うつ様⾏動の減少、活動時間帯におけ
る⾃発⾏動量の増加が認められた。
以上のことから、ヒスタミン⽣合成を増加させることや、ヒスタミン除去機構を阻害することによる
脳内ヒスタミン量の増加は、記憶能の改善や不安様⾏動の減少などにつながると考えられた。

〇吉川 雄朗

東北大学大学院医学系研究科 機能薬理学分野

シンポジウム１
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ナルコレプシーは居眠りの反復と、情動脱⼒発作を中核症状とする睡眠障害である。典型例をナルコ
レプシータイプ１(NT1)と呼ぶ。覚醒性オレキシン神経細胞の消失と、脳脊髄液(CSF)中のオレキシ
ンA濃度の異常低値がナルコレプシーの病態基盤とされる。ナルコレプシーの症状は視床下部のflip-
flopモデルでよく説明できる。これは視床下部の視索前野に局在する睡眠中枢と、モノアミン系の覚
醒神経系諸核が相互に抑制性⼊⼒を⾏うことに基づき、睡眠と覚醒はいずれか⼀⽅の状態で安定し中
間的状態は不安定であることを説明する。オレキシン神経は睡眠覚醒切替スイッチを覚醒側に押す役
割をもつが、オレキシン神経⼊⼒がなくなると、1.覚醒維持が困難となり頻回の居眠りが⽣じるこ
と、2.覚醒とレム睡眠の中間的ねぼけ状態が遷延することで「レム睡眠乖離症状」とよばれる情動脱
⼒発作や睡眠⿇痺・⼊眠時幻覚が⽣じること、が説明できる。
ナルコレプシーの病態へのヒスタミン神経の関与は議論がある。CSF中のヒスタミン濃度がナルコレ
プシーで低下するとの報告(Nishino et al, Kanbayashi et al Sleep 2009：HPLC解析)と不変とする報告
(Dauvilliers Sleep２０１２：質量分析)がある。我々はCSFを⽤いたmetabolome解析を⾏い、NT1で
ヒスチジンが増加すること、HPLC法でヒスチジン増加とヒスタミン低下を確認した(Shimada Sleep
2020)。またナルコレプシー死後脳における結節乳頭核(TMN)ヒスタミン神経細胞数が倍増すること
(John et al, Valko et al Ann Neurol 2013)も判明している。⼀⽅、オレキシン⽋損ナルコレプシーモデ
ルマウスではTMN神経数の代償性の増加報告(Valko AnnNeurol 2013)と、不変との報告(Melzi
BrainPatho 2022)がある。ナルコレプシーでヒスタミン神経数が増加する理由は不明であるが、何ら
かの理由でHDC機能不全が⽣じ、ヒスタミン⽣合成が障害されると考えるのが妥当だろう。
ナルコレプシー治療薬としてヒスタミンH3逆作動薬ピトリサントがEUと⽶国で承認された。H3受
容体はシナプス前膜に存在し、恒常的活性によりヒスタミンの合成・遊離を抑制している。ピトリサ
ントはH3受容体阻害により、ヒスタミンとその他の神経伝達物質遊離を⾼め多彩な作⽤をもたら
す。ピトリサントは他の中枢刺激薬と同等の効果と⾼い安全性を⽰し、EU、⽶国の治療ガイドライ
ンにも記述されている。本邦でも治験が開始され今後が期待される。

〇本多 真

公益財団法人東京都医学総合研究所 精神行動医学研究分野 睡眠プロジェクト

シンポジウム１

- 14 -



S1-3

ヒスタミンH3受容体は前シナプスに発現する神経受容体で、ヒスタミンや他の神経伝達物質の放出
を調整している。この受容体は睡眠障害や認知機能低下を伴う精神・神経疾患の創薬ターゲットとし
て考えられている。まず、我々は、⼤正製薬とともに、ヒスタミンH3受容体を標的とし、⾼い親和性
と選択性を有する新たなPETリガンド[11C]TASP457を開発した。このリガンドは実験動物およびヒ
トにおいて良好な薬物動態と安全性を⽰し、ヒト脳のヒスタミンH3受容体密度を安定して定量でき
ることが明らかになった。次に、このPETリガンドを⽤いて、ナルコレプシーの治療薬として⼤正製
薬が開発していたヒスタミンH3受容体阻害・逆作動薬であるenerisantの受容体占有率とその経時的
変化を評価した。その結果、健常ボランティアにおいて、内服後２時間の脳内[11C]TASP457分布容
積はenerisantの経⼝⽤量依存的に低下を認め、受容体占有率は⾎漿中enerisant濃度とヒルの式で表
すことができた。さらに、経時的な占有率の評価では、12.5 mgや25 mgの⽤量では投与26時間後で
も85%以上の⾼い占有率であったのに対し、5 mgでは70％と低下しており、この⽤量では夜間不眠
の副作⽤をきたさずに治療できる可能性が⽰唆された。最後に、我々は、このPETリガンドを⽤い
て、前頭葉における作業記憶に伴う神経活動とヒスタミンH3受容体密度の関係を、健常ボランティ
アにおいて評価した。その結果、右背外側前頭前野において、ヒスタミンH3受容体密度が低いほ
ど、作業記憶に伴う神経活動が活発であることが明らかになった。このことは、ヒスタミンH3受容
体が作業記憶に重要な役割を果たしており、認知機能低下を伴う精神・神経疾患の創薬ターゲットと
しての可能性を⽀持するものである。我々の開発したPETリガンド[11C]TASP457は、ヒスタミンH3
受容体を標的とした病態⽣理研究や創薬に有⽤なツールと考えられる。

〇木村 泰之1,2、山田 真希子2、島崎 聡立3、西野 いずみ3、張 明栄2、樋口 真人2、
須原 哲也2

1国立長寿医療研究センター、2量子科学技術研究開発機構、3大正製薬株式会社

シンポジウム１
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ものごとを経験してから時間が経過すると、その記憶を思い出しづらくなる。また、認知症において
は過去に覚えていた記憶を思い出せなくなる。しかし記憶を忘れてしまっても“ふとした瞬間”に思い
出せることから、記憶痕跡は脳内に残っていると考えられる。このように思い出せなくなった記憶痕
跡を再活性化させることができれば、失われてしまった記憶想起を回復できると期待されるが、想起
を回復させる⽅法は確⽴していない。脳内でヒスタミンは神経伝達物質として働き、覚醒や⾷欲、認
知機能などを調節する。これまでに私たちは、ヒスタミンH3受容体拮抗薬が嗅周⽪質におけるヒス
タミンの放出を増強させて、記憶想起を回復させることを明らかにした。⼀連の成果から、ヒスタミ
ン神経系の活性化は認知機能障害の治療に有効である可能性が考えられる。しかしこれまでの研究の
多くは薬物によってヒスタミン神経系を活性化するものが多く、想起時のヒスタミン神経の活動やヒ
スタミンによって記憶にかかわる神経活動がどのように調節されるかは不明である。近年、頭部搭載
型の⼩型顕微鏡を⽤いたin vivoカルシウムイメージングやファイバーフォトメトリーを⽤いることで
⾏動課題中のマウスの神経活動を記録できるようになってきた。私たちはこうした光操作を⽤いて、
記憶・学習を調節する神経活動の解明を進めている。本発表では私たちの最近の成果を紹介し、ヒス
タミン神経による記憶・学習の調節機構について議論したい。

〇野村 洋

名古屋市立大学大学院医学研究科

シンポジウム１
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⾼齢化に伴う、がん患者の増加とそのサバイバーへの対応は緊緊の課題と思われる。⾼齢者では他の
年齢層と⽐較して、東洋医学的に⾔われているところの「腎虚」の病態が特徴的な所⾒となる。腎虚
とは臓器組織器官を働かせるエネルギーが減弱した状態であり、「⽼化」にも近い概念とも⾔える。
その腎虚、特に腎陽虚（腎虚に冷えを伴うもの）に⽤いられる代表的⽣薬が、附⼦（Aconitum
japonicum）である。附⼦は⽅剤では⼋味地⻩丸、真武湯などに含まれ腎虚に病態に⽤いられる。
また担がん患者では、⽣理機能が減弱していることが多いが、漢⽅薬の役割としては３つの機能が期
待される。⾷欲の低下など衰弱していく宿主のに対する⾝体のサポート、次いで⾝体機能を維持する
ことで免疫⼒を⾼めること、そして⽣薬などによってがん細胞を制御することである。
担がん患者では種々の理由で、腎虚の状態に陥ることが多く、さらには附⼦のアコニチン作⽤で疼痛
にも寄与できるため⽤いられる場⾯が多い。そのような背景で、胸⽔を伴う卵巣がん肺転移症例を経
験した。
この症例の癌性の胸⽔の緩和に附⼦を含有する⽅剤である真武湯エキス剤を⽤いた。胸⽔は速やかに
消失したが腫瘍マーカーが急速に増加した。そのため組成の類似しているところの苓桂朮⽢湯エキス
剤に変更したところ、腫瘍マーカーは増加することはなくなり胸⽔も再び貯留することなく3年が経
過した。⽂献検索では附⼦のがん細胞に対する増殖の惹起については⾔及しているものは渉猟ができ
なかった。しかしながら腎虚といういわば⽼化した個体を奮い⽴たせる効果を、がん細胞が享受して
しまうような仮説が成⽴するのであれば否定しておきたいと考える。
漢⽅薬では、がん細胞が体内にあることを拒否するのではなく、がん細胞が増殖して栄養分を独占し
て正常な細胞を衰退させることを目的とする。それは抗がん剤や⼿術などでがんと徹底的に戦うこと
ではなく、⾼齢者が⾃然な形で⽼いを受け⼊れていくことと⽅針としては相反するものではないと思
われる。

〇櫻井 文明

わかば往診クリニック

シンポジウム２
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⼈⼝の⾼齢化に伴い認知症患者数は激増を続けており、認知症⾃体はアルツハイマー病(Alzheimerʻs
disease:AD)、レビー⼩体型認知症(Dementia with Lewy Bodies:DLB)等、各種の疾患に分類され
る。また認知症の症状は、記憶障害、⾒当識障害といった「中核症状」と、興奮、妄想、幻覚といっ
た「周辺症状」(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia:BPSD)の２つのカテゴリーに
分類される。各種の漢⽅⽅剤が、各種の認知症、さらには各種疾患の中核症状や周辺症状に対して研
究がなされ、実臨床で⽤いられている。まず、⼋味地⻩丸はランダム化無作為⼆重盲検試験におい
て、認知症患者の中核症状をプラセボ薬に⽐し有意に改善させた(Iwasaki et al. J Am Geriatr Soc
2004)。また、加味温胆湯はドネペジルと併⽤することにより、ドネペジルの単独投与に⽐べ有意に
ADの中核症状を改善した(Maruyama et al. J Am Geratr Soc 2006)。抑肝散は、蒼朮、茯苓、釣藤鈎
等の⽣薬成分を含む漢⽅⽅剤であるが、本⽅剤は認知症のBPSDならびにActivity of Daily Living
(ADL)の改善をもたらし(Iwasaki et al. J Clin Psychiatry 2005)、メタ解析においても、非常に忍容性
も⾼いと報告された(Matsuda et al. 2013)。抑肝散は、DLBの幻視や精神症状を有意に改善させたと
報告されている(Iwasaki et al. J Clin Psychitatry 2005)。また近年、ADを対象としたプラセボ薬を⽤
いた抑肝散のプラセボ対照ランダム化⼆重盲検⽐較試験が施⾏され、74歳以下のMini-Mental State
Examinationが20点以下のAD群において抑肝散は有意にBPSDを改善した(Furuakwa et al. Geriatr
Gerntol Int 2017)。以上より、抑肝散は忍容性が⾼く、認知症のBPSDに対する効果のエビデンスが
着実に⾼まっていると考えられる。(Matsunaga et al. J Alzheimerʻs Dis 2016)。現在も認知症に対す
る漢⽅⽅剤の臨床研究は活発に続いており、今後更なる増加が予想される認知症患者に対し、⾼齢者
において副作⽤が少なく⽐較的安価に使⽤できる漢⽅⽅剤への期待が⼤きく⾼まっている。

〇古川 勝敏

東北医科薬科大学医学部地域医療学

シンポジウム２
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アルツハイマー病では、脳にAβが沈着することで、記憶を担う神経回路網が破綻し、記憶障害が引
き起こされる。我々は、神経回路を修復する活性を和漢薬から⾒出しそれをアルツハイマー病の新し
い治療薬として開発することを目指し研究してきた。
⼭薬（ヤマノイモ またはナガイモ の根茎）の成分として知られる
diosgeninが、培養神経細胞においてAβで萎縮した軸索を再伸⻑させることを⾒出した。またADモ
デルマウス（5XFAD）に投与すると記憶障害が回復し変性軸索が減少することと、diosgeninの受容
体様タンパク質として1,25D3-MARRSを同定した。マウスの海⾺から前頭前野に投射する軸索をト
レーサーにより可視化したところ、5XFADマウスでは野⽣型マウスに⽐べ投射が減少しているが、
diosgenin投与によって再び投射数が増加することが⽰された。Diosgenin投与により軸索が再伸⻑し
た神経細胞をレーザーマイクロダイセクションで採取し、変化遺伝⼦をDNAマイクロアレイで網羅
的に⽐較した。発現量変化が最も⼤きかった因⼦を5XFADマウスの海⾺神経細胞に過剰発現させる
と、物体認知記憶障害、空間認知記憶障害が改善し、軸索の再伸⻑も促進された。
ヒトでのdiosgeninの有効性を検証するためには、化合物よりも⼭薬エキスでの臨床研究が現実的で
あるため、diosgenin⾼濃度⼭薬エキスを⽤いた臨床研究を実施した。20-81歳の健常⼈28名を被験者
としランダム化⼆重盲検クロスオーバー試験を⾏った。認知機能はRepeatable Battery for the
Assessment of Neuropsychological Status (RBANS)試験により⾏った。Diosgenin⾼濃度⼭薬エキス
服⽤群では、プラセボ群と⽐較して有意にRBANS総得点が向上し、有害事象は認められなかった。

以上、diosgeninを投与すると、記憶に関わる神経回路において、ターゲットに向かって軸索が再
伸⻑することが明らかになり、それに関わる分⼦を同定した。さらにdiosgeninには健常⼈の認知機
能向上作⽤があることも明らかにした。これらの成果に基づき、現在はアルツハイマー病患者での臨
床研究を実施している。

〇東田 千尋、楊 熙蒙、稲田 祐奈

富山大学 和漢医薬学総合研究所 神経機能学領域

シンポジウム２
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⾼齢者は、複数の疾患、症状を併存する状態になりやすく、⽣理的加齢なども影響することから、多
角的なアプローチが必要となる。漢⽅薬は、⾼齢者の様々な症状、症候に有⽤であることが近年数多
く報告されてきている。⾼齢者において疾患、併存症状としての頻度が⾼く、漢⽅薬のエビデンス報
告のある領域としては、循環器系、呼吸器系、消化器系の機能低下に関する症状、認知障害とその関
連疾患などがある。本講演ではその中から、下記の内容を中⼼に紹介する。
1. ⼼⾎管系疾患に伴う症状、症候

⾼⾎圧の随伴症状に関する⻩連解毒湯のランダム化⽐較試験（RCT）
糖尿病に関連する起⽴性低⾎圧症に関する五苓散のRCT
下肢の深部静脈⾎栓症に伴う浮腫に関する桂枝茯苓丸のRCT

2. 呼吸器系疾患に関連した症状、症候
嚥下機能障害、咳反射低下、誤嚥性肺炎の⼆次予防に関する半夏厚朴湯のRCT
慢性閉塞性肺疾患の急性増悪、慢性炎症、栄養状態、QOLに関する補中益気湯のRCT

3. 消化器系の症状、症候
機能性ディスペプシア、胃⾷道逆流に関する六君⼦湯のRCT

術後イレウス予防、術後初期の便通改善、早期経⼝摂取改善、経腸総カロリー摂取量および門脈
流量の増加、腹部⼿術後の周術期における体重減少の抑制に関する⼤建中湯のRCT

機能性便秘に関する⼤建中湯のRCT、⼤⻩⽢草湯のRCT
4. 認知症とその関連症状、症候

認知機能障害、⽇常⽣活動作に関する⼋味地⻩丸のRCT
認知機能障害、認知症の⾏動・⼼理症状（BPSD）に関する釣藤散のRCT
BPSDに関する抑肝散のRCT

5. 筋、関節の症状、症候
変形性膝関節症に関する防⼰⻩耆湯のRCT

また、複数の診療ガイドラインにも漢⽅薬について推奨されるようになってきている。診療ガイドラ
インを参考に⾼齢者に処⽅する可能性がある漢⽅薬は40種類以上に上る。その中には⽢草を含む漢
⽅薬も多く、併⽤には⽢草の含有量の確認が必要となる。近年では漢⽅薬のポリファーマシーも問題
となりつつあり、処⽅の注意点なども含めて紹介する。

〇高山 真1,2

1東北大学大学院医学系研究科 漢方・統合医療学共同研究講座、2東北大学病院 総合地域医療教育
支援部

シンポジウム２
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慢性⼼不全は、⼼筋梗塞等の虚⾎性⼼疾患・⼼臓弁膜症・⼼筋症等の⼼臓病を背景とした⼼機
能低下により、脳・腎臓・肝臓等の全⾝臓器に⼗分な⾎液を送ることの出来なくなる疾患である。⼼
エコー検査等で左室駆出率が低下した⼼不全(HFrEF)に対し、レニン・アンギオテンシン系阻害薬、
β遮断薬、抗アルドステロン薬、SGLT2(Sodium‒glucose cotransporter 2)阻害薬等の薬物療法の有
効性が⽰されており、左室駆出率の保たれた⼼不全(HFpEF)においても、SGLT2阻害薬の有効性が
報告されている。こうした薬物治療の進歩にも関わらず、慢性⼼不全患者は⾼齢者を中⼼に本邦のみ
ならず世界的に増加している。更に、慢性⼼不全では認知症の罹患率が増加することが報告されてい
るが、その原因は明らかでは無い。

我々は、2012‒2013年に80名の慢性⼼不全患者を登録し、脳MRI検査・⾎液検査等を⾏
う前向き横断観察研究である、慢性⼼不全における脳の構造・機能に関する臨床研究(B-HeFT:
UMIN000008584)を⾏った。更に、2015‒2016年にかけて、B-HeFT登録症例55名(64.9±9.3[S.D.]
歳、⼥性14名)に対し、脳MRI検査・⾎液検査等をフォローアップする慢性⼼不全における脳の構
造・機能に関する縦断研究(B-HeFT-2: UMIN000020355)を⾏った。我々は過去にB-HeFT横断研究
データを⽤い、慢性⼼不全患者における認知機能と脳由来成⻑因⼦(BDNF)の関連について報告し
た。今回我々は、B-HeFT2縦断研究データを⽤い、脳灰⽩質量とBDNFの関連を調査した。2012‒
2013年(pre)・及び2015‒2016年(post)に撮影した3D-脳T1強調画像について、脳画像解析ソフト
ウェアであるSPM 12を⽤いてpost-preの差分画像を作成し、差分画像を構成する脳灰⽩質量情報と
⾎漿BDNFのpost/pre⽐率との相関に関し、年齢・性別を共変量とした多変量解析により検証した。
同解析の結果、⾎漿BDNF(pre/post)⽐率は島⽪質・及び海⾺の灰⽩質と相関を⽰した(P<0.001)。

慢性⼼不全患者における脳萎縮の進⾏・認知機能の低下・認知症の発症等の病態に、BDNFが
関与している可能性が⽰唆される。

〇鈴木 秀明1、松本 泰治2、大田 英揮3、杉村 宏一郎4、後岡 広太郎1、高橋 潤1、宮田 敏5、
古川 勝敏6、福本 義弘7、瀧 靖之8、下川 宏明9、安田 聡1

1東北大学病院 循環器内科、2福岡県社会保険医療協会 田川病院 循環器内科、3東北大学病院 放射

線診断科、4国際医療福祉大学成田病院 循環器内科、5帝京大学大学院 公衆衛生学研究科、6東北医

科薬科大学病院 総合診療科、7久留米大学医学部 心臓・血管内科、8東北大学加齢医学研究所 機能

画像医学研究分野、9国際医療福祉大学大学院

シンポジウム３
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【背景】⼤動脈弁狭窄症の増加に伴い、治療法の⼀つである経カテーテル⼤動脈弁置換術は増加して
いる。過去の研究において、重症⼤動脈弁狭窄症に経カテーテル的⼤動脈弁置換術を施⾏後、認知機
能が改善する機序を検討した報告はない。⼀⽅で、脳⾎流は⼼臓と脳を関連付ける重要な因⼦であ
り、脳⾎流量は脳⾎流シンチグラフィ (SPECT)を⽤いて測定することが可能である。そこで我々
は、重症⼤動脈弁狭窄症患者において経カテーテル的⼤動脈弁置換術前後に認知機能と脳⾎流量を評
価し、認知機能と脳⾎流量の変化との相関を検討した。
【⽅法】東北⼤学病院において重症⼤動脈弁狭窄症に対して、経カテーテル的⼤動脈弁置換術が施⾏
された患者のうち、経カテーテル的⼤動脈弁置換術前と術後3ヶ⽉後に認知機能検査、⼼エコー検
査、SPECT検査が施⾏された15例 (男性/⼥性 3例/12例、83.2±4.5［SD］歳)を対象とした。認知機
能検査は、記憶機能の評価であるLogical Memory II (LM II)、認知症診断で使⽤されるMini Mental
State Examination (MMSE)、うつ病の評価であるGeriatric depression Scale (GDS)を測定した。⼼
エコー検査では⼼拍出量、SPECTでは脳⾎流量を測定した。さらに、認知機能検査と⼼機能、脳⾎
流量に関して相関があるか検討した。
【結果】 経カテーテル的⼤動脈弁置換術後3ヶ⽉後と術前を⽐較し、LM IIは術後有意に改善を認め
た。しかしながら、MMSEとGDSにおいては有意な差は認めなかった。⼼拍出量は術後3ヶ⽉後に有
意に改善を認めた 。重要なことに、術後合併症である⼀過性脳虚⾎発作や脳梗塞を認めた患者はお
らず、右海⾺を含む局所の脳⾎流量は術後有意に増加した。さらに、術後⼼拍出量が増加した患者群
では、非増加群と⽐べて有意に右海⾺における脳⾎流量が増加した。さらに、右海⾺における脳⾎流
量と、認知機能検査のLM IIで正の相関関係を認めた。
【結語】 ⾼齢重症⼤動脈弁狭窄症患者において、経カテーテル的⼤動脈弁置換術は海⾺⾎流の増加
と相関し認知機能が改善することが⽰唆された。

〇松本 泰治1、土屋 聡 2、 鈴木 秀明 3、冨田 尚希4、下川 宏明5

1社会保険田川病院 循環器内科、2いわき市医療センター 循環器内科、
3東北大学 循環器内科、4東北大学 加齢老年病科、5国際医療福祉大学大学院

シンポジウム３
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（背景）⼼疾患は本邦の死因の第２位を占めており、⽼衰を除くと９０歳以上の死因の第１位とな
る。⼼臓の⾃⼰再⽣能は非常に限られており、⼼疾患への更なる新規治療法の開発が切望されてい
る。microRNA（miR）やlong noncoding RNA（lncRNA）に代表されるnoncoding RNAは特定の遺
伝⼦発現を抑制して、⼼疾患など多様な疾患の病態に寄与する。我々は、β遮断薬のカルベジロール
が⼼臓のβ1受容体におけるβアレスチン経路を介してmiRの⽣合成を制御し、⼼保護に寄与する事
を報告した。βアレスチン経路によって制御される複数のmiRの中でも、特にmiR-150は⼼不全の重
症度や重症⼼不全患者の予後に相関すると報告されている。lncRNA Myocardial Infarction
Associated Transcript（MIAT）はラットの眼組織でmiR-150を制御すると報告されており、MIATの
⼀塩基多型はヒトの⼼筋梗塞の発症に関与している。
（⽅法・結果）我々はMIAT-miR-150軸の⼼筋梗塞における役割を検討するため、MIAT及びmiR
-150の遺伝⼦改変マウスを⽤いて検証を⾏った。⼼臓内のMIATは⼼筋梗塞によって発現亢進し、
MIAT過剰発現マウス（MIAT TG）及び⽋損マウス（MIAT KO）の⼼組織では、MIATの発現量が
miR-150と逆相関する事が確認された。⼼筋梗塞４週間後では野⽣型マウス（WT）に⽐べてMIAT
KOは⼼機能が改善してリモデリングが抑制されていた。MIAT TGではWTに⽐べて⼼機能が増悪し
て過剰なリモデリングが認められたが、miR-150を過剰発現させる事でMIAT TGの過剰リモデリン
グが緩和された。WT及びMIAT KOの⼼筋梗塞後の⼼組織のRNAアレイ解析を⾏い、MIAT-miR
-150軸によって制御される新規ターゲット遺伝⼦としてHoxa4を抽出した。 での検証により、
Hoxa4は⼼繊維芽細胞の増殖及び遊⾛を制御する事で⼼筋梗塞後の過剰なリモデリング抑制に関与す
ることが⽰唆された。
（結論）MIATは⼼筋梗塞後の不適応なリモデリングを助⻑させ、miR-150はHoxa4を制御する事で
MIATによる有害な影響を抑制することが⽰された。MIAT-miR-150軸は将来の⼼疾患治療のター
ゲットとなる可能性が⽰唆された。

〇青沼 達也、小林 祐也、中川 直樹

旭川医科大学 内科学講座  循環・呼吸・神経病態内科学分野

シンポジウム３

- 23 -



S3-4

【背景】近年、森林浴と⾎圧に関する論⽂が幾つか報告され交感神経活性抑制や降圧作⽤があるとさ
れている。しかし、森林環境中のどのような因⼦が関与しているのか⼗分解明されていない。
【目的】森林環境中には樹⽊が合成するモノテルペン類が存在するとされており、モノテルペン類の
中でも主要な成分であるα-Pneneと降圧効果について検討を⾏った。
【⽅法】モノテルペン類は、固相抽出（SPME）ファイバーを⽤い質量分析装置（GC/MS）で解析
を⾏った。森林⼤気中のモノテルペン濃度を測定するために10Lテドラーバックを⽤いて捕集し、
SPMEファイバーと1時間反応させた後に、GC/MS解析をおこなった。森林環境から⼈体への移⾏性
を調べるために森林散策1時間後の被検者から⾎液10mlを採⾎し、密閉管に分注、１時間加温しなが
らSPMEファイバーと1時間反応させた後にGC/MS解析をおこなった。モノテルペン類の抗酸化⽤
は、スピントラップ剤にDMPOを⽤い、電⼦スピン共鳴装法（ESR）により2次反応定数を求めた。
モノテルペン類の脳への移⾏性を調べるためにファーマコセル社のBBBキットを⽤い⾎液脳関門
（BBB）透過性の評価を⾏った。ラット拘束ストレス群と非拘束群において0.01％α-Pineneを吸⼊
させた場合とさせなかった場合での⾎圧変化を測定、その後、脳を摘出してLucigeninによる化学発
光法により脳内酸化ストレスを評価した。
【結果】針葉樹林⼤気中のα-Pinene濃度は5.2±0.64ng/Lであり、森林散策1時間後の被検者のα-ピ
ネンの⾎中平均濃度は2.6±0.26μｇ/Lで森林⼤気濃度に⽐べほぼ500倍の濃度であった。森林散策前
後の⾎圧変化は、⾎中のα-Pnene濃度に⽐例して下がる傾向を⽰していた（P<0.05）。ESR法によ
る⽔酸化ラジカルに対するα-Pneneの2次反応定数は5.1×10７と求められた。BBBキットから求めら
れた⾎液脳関門透過係数は40.5となり、この透過性は陽性コントロールのカフェイン42.58とほぼ等
しかった。ラット拘束ストレスモデルを⽤いた脳内酸化ストレスと⾎圧変化は、拘束群で10
±3.4Kcpm、収縮期⾎圧130.5±4.1mmHgに対しα-Pnene暴露群では3.5±2.2 Kcpm、収縮期⾎圧
114±2.1mmHgであった。
【結論】⾼⾎圧成因メカニズムの1つとして脳内酸化ストレス亢進による腎交感神経活性化が考えら
れている。森林浴後の⾎圧降下機序として体内で濃縮されたα-PneneがBBBを通過、脳内酸化スト
レスを改善することに起因する可能性が⽰唆された。

〇住友 和弘1、佐藤 孔亮2、阿久津 弘明2、中村 正雄2、長谷部 直之2、古川 勝敏3

1東北医科薬科大学若林病院 総合診療科、2旭川医科大学 内科学講座 循環呼吸神経病態内科学分

野、3東北医科薬科大学 地域医療学・総合診療科

シンポジウム３
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最近，⼼不全治療薬としてアンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬（ARNI），SGLT-2阻害薬
のエビデンスが報告され，臨床にも⽤いられている．また，直接作⽤型経⼝抗凝固薬（DOAC）は
ワーファリンに代わって広く⽤いられるようになって久しい．これらの薬剤のエビデンスは強固であ
るが，⾼齢者においては薬物代謝が低下していたり，臓器予備能が低下していたりすることから副作
⽤が⽣じやすい．本講演ではこれらの循環器作動薬を⾼齢者に使⽤する場合の注意点について，実例
を交えながら明らかにしていきたい．

〇大原 貴裕、勝田 義久、大泉 智哉、益子 茂人、石木 愛子、大山 千佳、菅野 厚博、
植田 寿里、藤川 祐子、宮澤 イザベル、住友 和弘、古川 勝敏

東北医科薬科大学 地域医療学

シンポジウム３
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目的：扁桃体中⼼核のニューロテンシン神経細胞が睡眠覚醒サイクルにおいてどのような役割を果た
しているかを検討した。
⽅法：薬理遺伝学的⼿法を⽤いて扁桃体中⼼核のニューロテンシン神経細胞特異的に細胞活性を変化
させ、睡眠覚醒に関わる各指標を脳波筋電図で解析した。また、扁桃体中⼼核のニューロテンシン神
経細胞の分布とグルタミン酸およびγアミノ酪酸（GABA）との共局在性を、免疫組織化学染⾊とin
situ hybridizationを併⽤し可視化した。
結果：明期に扁桃体中⼼核のニューロテンシン神経細胞を特異的に活性化するとレム睡眠が有意に減
少した。逆に暗期に抑制すると、レム睡眠が増加した。扁桃体中⼼核のニューロテンシン神経細胞は
そのほぼ全てがGABAを発現していた。
結論：扁桃体中⼼核のニューロテンシン神経細胞はレム睡眠の制御に関与している。

〇中村 正帆1、長沼 史登1、田中 聖人1、井上 まり絵1、直野 留美2、吉川 雄朗3、岡村 信行1

1東北医科薬科大学医学部薬理学教室、2東北医科薬科大学医学部組織解剖学教室、3東北大学大学院
医学系研究科機能薬理学分野

一般演題（ポスター）
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【目的】細胞組織加⼯製品は、異常細胞の混⼊や性質変化のリスクがあるため、⾼精度な異常細胞検
出法が必要である。本研究では、がん細胞を添加した正常細胞試料について細胞画像のパターン認識
を解析することで、異常細胞の検出に関する検討をおこなった。
【⽅法】正常細胞(MRC-5)を⽤いて培養密度および新規ポリマーLA717濃度の検討を⾏った。培養
後1,４⽇目に顕微鏡で観察し、撮像を⾏った。また、正常細胞中にがん細胞（HeLa-GFP）を混在さ
せて細胞の挙動を観察した。
【結果】本研究では、⼈⼯的にがん細胞を混⼊させて4⽇間細胞培養した細胞を認識する予測モデル
を構築する研究を⾏った。培養細胞を撮影して得られた画像のデータセットを前期と後期に分割して
解析した結果、後期の画像でディープラーニング（DL）効率が向上することが明らかになった。 ま
た、DLハイパーパラメータ（バッチサイズと学習率）を最適化することで、予測能がさらに向上し
た。
【考察】DLによる細胞予測システムが、細胞組織加⼯製品の品質に関する迅速で正確な分析を可能
にし、これまで治療できなかった疾患や慢性疾患に対する再⽣医療への応⽤が可能になると考えられ
る。

〇佐藤 光利1、草川 森士2、佐藤 陽治2、松坂 恭成3、植沢 芳広3

1明治薬科大学・薬・医薬品安全性学、2国立医薬品食品衛生研究所・再生・細胞医療製品部、3明治
薬科大学・薬・医療分子解析学

一般演題（ポスター）
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P-03

（目的）神経炎症を⽣体内でイメージングすることを目指し、神経炎症時にアストロサイト内で発現
量が上昇するグリア線維性酸性タンパク質（GFAP）を標的としたポジトロン断層法（PET）薬剤を
開発する。
（⽅法）GFAP特異的に結合するアフィニティタンパク質であるVHH-E9に脳透過性ペプチドを融合
させ、フッ素18で標識した分⼦18F-E9-ApoEを作製した。また、野⽣型ラットの脳⽚側線条体にリポ
多糖（LPS）を投与した神経炎症モデルラットを作製し、左右の脳のGFAP発現量の違いを検証し
た。18F-E9-ApoEを⽤いて、モデルラットの脳切⽚上でオートラジオグラフィーを実施するとととも
に、モデルラットへの尾静脈投与によってPETイメージングを試みた。
（結果）18F-E9-ApoEの合成、神経炎症モデルラットの作製に成功した。合成した18-E9-ApoEはモデ
ルラットの脳切⽚上でGFAPに結合し、神経炎症の左右差を描出した。しかし、PET画像上ではバッ
クグラウンドの⾼さから投与3時間後に左右差を描出するに⾄らなかった。
（結論）18F-E9-ApoEは神経炎症モデルラット脳切⽚のGFAPに結合し、その神経炎症の左右差を描
出するが、その左右差をPETで画像化することは現状できていない。投与経路や分⼦設計、PETス
キャンの時間を⼯夫することで、モデルラットの画像化を今後目指していきたい。

〇盛戸 貴裕1,2、原田 龍一2、岩田 錬3、岡村 信行4、谷内 一彦2,3

1東北大学大学院 医学系研究科 サイクロトロン核医学分野、2東北大学大学院 医学系研究科 機能薬

理学分野、3東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター、4東北医科薬科大学医学部 薬
理学教室

一般演題（ポスター）
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P-04

（目的）神経変性疾患では神経の脱落の他にアミロイド（Aβ）、タウ、α−Synuclein、TDP−43
といったタンパク質が蓄積する。蓄積するタンパク質やその分布によって発症する疾患は異なる。脳
内に蓄積したタンパク質は陽電⼦断層撮影法（PET）を⽤いることで画像化出来るようになってきて
いる。
レビー⼩体型認知症（DLB）に蓄積するクロスβ構造を持つα-Synucleinは、アルツハイマー型認知
症（AD）患者のAβの1/10かそれ以下である。また、DLBではAβの沈着とタウの病理を認めるこ
とから⾼い結合選択性が求められる。
本研究ではMAO-B PETトレーサー[18F]SMBT-1を⽤いて結合性の評価を⾏い、α−Synuclein PET
トレーサーの代替バイオマーカーへの有⽤性を明らかにすることを目的とした。
（⽅法）Lewy⼩体のみが蓄積しているDLBの凍結脳を使⽤し、MAO-B PETトレーサーの[18F]-
SMBT-1を⽤いてバインディングアッセイを⾏った。
（結果）[18F]SMBT-1とのバインディングアッセイにおいてコントロールの脳とDLBの患者の脳ホ
モジネートではMAO-Bへの結合性に有意差が認められた。
（結論）[18F] SMBT-1はα−Synucleinの代替PETトレーサーとして有⽤である可能性が⽰唆され
た。今後、オートラジオグラフィーや⽣化学的な解析を調べることでα-Synucleinの分布と類似性
や、ミクログリアなどのグリア細胞増加との関連などを検証する必要があると考えられる。

〇横山 裕香1,2、原田 龍一3、清水 悠暉1,2、石川 洋一2、岩田 錬2、工藤 幸司4、谷内 一彦5、
岡村 信行6、古本 祥三1,2

1東北大学大学院 薬学研究科 分子動態解析学講座 分子動態解析学分野、2東北大学サイクロトロ

ン・ラジオアイソトープセンター 核薬学研究部、3東北大学大学院 医学系研究科 生体機能学講

座 機能薬理学分野、4東北大学加齢医学研究所認知症医療薬開発研究部門、5東北大学大学院 医学

系研究科、6東北医科薬科大学 医学部 薬理学

一般演題（ポスター）
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P-05

【目的】フェルラ酸は植物に存在する天然化合物である。アルツハイマー病患者の脳内に認めるアミ
ロイドβ（Aβ）の凝集を阻害し、認知機能を改善する効果が報告されており、サプリメントとして
も市販されている。レビー⼩体型認知症患者の脳内にはAβだけでなく、αシヌクレインの蓄積を認
められることから、αシヌクレインの凝集・阻害能を有していればより強い予防効果が期待できる。
そこで本研究ではフェルラ酸とその誘導体についてαシヌクレインの凝集・阻害効果を検討すること
を目的とした。
【⽅法】試験管内でα-シヌクレインとフェルラ酸誘導体を混合して37℃で振盪することで凝集線維
化に与える影響を評価した。アミロイド構造に結合する蛍光⾊素であるチオフラビンTを⽤いた蛍光
法、電⼦顕微鏡による観察、電気泳動による沈殿物の解析により評価した。また、フェルラ酸誘導体
の脳移⾏性を正常マウスを⽤いて検討した。
【結果】フェルラ酸はα-シヌクレインの凝集・線維化に対して強い阻害効果を認めなかったが、⼀
⽅でカテコール基を含むフェルラ酸誘導体であるカフェイン酸はα-シヌクレインの凝集・線維化に
対して阻害効果を認めた。構造活性相関研究の結果、α-シヌクレインの凝集・線維化の抑制にはカ
テコール基が重要であった。カフェイン酸はカテコール基とカルボン酸を有する極めて極性の⾼い天
然物であったため、カルボン酸がフェニルエチル基により保護された天然物カフェイン酸フェネチル
（CAPE）に着目し、凝集阻害効果をさらに検討した。その結果、カフェイン酸同様に強い阻害効果
を⽰し、低いながら脳への移⾏が確認できた。
【結論】CAPEは多様な機能を有したプロポリスに豊富に含まれる天然物であり、本研究によりαシ
ヌクレインの凝集・阻害効果があることが明らかとなった。今後、in vivoにおけるさらなる有⽤性を
確認したい。

〇原田 龍一1、陳 梦格1、工藤 幸司2、谷内 一彦1、岡村 信行3

1東北大学大学院医学系研究科機能薬理学分野、2東北大学加齢医学研究所、3東北医科薬科大学医学
部薬理学

一般演題（ポスター）
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本格的な超⾼齢社会を迎え、アルツハイマー病等の認知症に対する適切な治療⽅法ならびに予防⽅法
の開発が急務である。プラズマローゲンは⽣体脂質の⼀つでありアルツハイマー病患者脳における減
少が報告される等、アルツハイマー病との関連が指摘されているが、その機能についてはいまだ不明
な点も多い。本研究では神経モデル細胞であるPC12細胞における神経突起伸展作⽤およびN-
methyl-D-aspartate (NMDA)受容体遮断薬誘発性記憶障害に対する改善効果について検討を⾏った。

ホヤから抽出したプラズマローゲンを24-72時間PC12細胞に処置することにより、時間依存的な
神経突起の伸展が観察された。神経突起の伸展に関与するCRE, SREおよびAP-1依存的な転写活性を
レポータージーンアッセイにより検討したところ、プラズマローゲン処置により濃度依存的な転写活
性の上昇が⾒られた。マウスを⽤いてNMDA受容体遮断薬により誘発される記憶障害に対する効果
を受動的回避試験により検討したところ、プラズマローゲンの経⼝投与により記憶障害は改善され
た。以上の結果より、ホヤ由来プラズマローゲンは神経突起伸展作⽤および記憶障害改善効果を有す
る事が⽰唆された。

〇中島 晶1,2、鎌田 真綺2、川田 巳致2、酒井 渉1、大川原 正喜3、黒野 昌洋3、又平 芳春3、
大泉 康2

1弘前大学農学生命科学部、2東北福祉大学感性福祉研究センター、3三生医薬株式会社

一般演題（ポスター）
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P-07

茶カテキンには抗酸化作⽤など様々な作⽤が考えられる。また、中枢神経系に作⽤することも報告さ
れている。そこで、今研究ではバーンズ迷路試験を⽤い、スコポラミン誘発性記憶障害に対する静岡
県島⽥市産抹茶の効果を検討した。
5週齢のICR雄性マウスにバーンズ迷路を⽤いて1⽇の順化後、3⽇間の反復学習を⾏い、その翌⽇よ
り①Cont：⽣理⾷塩⽔、②Scop：スコポラミン（5mg/kg/day,i.p.）、③Low：スコポラミン+抹茶
（0.23g/kg/day,p.o.）、④High：スコポラミン+抹茶(0.46g/kg/day,p.o.)を3週間投与した。3週間投
与後probe試験を⾏いスコポラミンの記憶障害に対する抹茶の抑制効果について検討を⾏った。
probe試験において、Cont群に⽐較し、Scop群では、覗くまでの時間の延⻑、エラー数の増加、滞在
時間が減少し記憶障害が認められた。しかしながら、その記憶障害は、抹茶Low群、High群のどち
らの投与においても、有意に抑制した。以上の結果より、島⽥産抹茶はスコポラミン誘発性記憶障害
に対して改善作⽤を⽰すことが明らかとなった。

〇大瀧 菜月1、古川 恵2、青木 亮憲2、行谷 真波1、鈴木 魁1、澁谷 彰祐1、東方 優大1、
渡邉 泰雄3、出雲 信夫1,4

1横浜薬大薬物治療学研、2横浜薬大薬学教育セ、3横浜薬大総合健康メディカルセ、4横浜薬大総合健
康メディカル研究セ

一般演題（ポスター）
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P-08

ラクトフェリン（LF）は⺟乳含有タンパク質であり、抗菌作⽤や免疫調節作⽤等が報告されている
⼀⽅、中枢神経系への効果も⽰唆されている。我々は、これまでにうつ病様モデルマウスの⾏動変化
に対してLFの改善作⽤を明らかにしたが、その作⽤機序には不明な点が多い。本研究では、ラット
副腎褐⾊細胞腫由来PC12細胞を⽤い、神経突起伸⻑に対するLFの効果とその作⽤機序について検討
した。
PC12細胞に神経成⻑因⼦（NGF）またはLF（100-1000μg/mL）を添加し、最⼤72時間処理した。
神経突起伸⻑作⽤の評価は、NGFまたはLF処理後24時間及び72時間に実施した。リン酸化ERKの発
現量はウエスタンブロット法を⽤い、TrkA受容体阻害（AG879）及びリン酸化ERK阻害剤
（PD98059）を⽤いて検討した。
NGF処理後72時間において神経突起は有意に増加し、LF処理群においても同様の結果が得られた。
リン酸化ERKの発現量はLF処理後5分で最⼤となった⼀⽅、AG879とPD98059処理によって有意に
抑制された。以上より、LFの単独処理はNGF様作⽤を有することが明らかとなり、その作⽤機序は
TrkA受容体を介したMAPK経路であることが⽰唆された。

〇水上 乃愛1、長嶋 大地2,3、古川 恵3、東方 優大4、日塔 武彰4、速水 耕介1,2、出雲 信夫2,4

1横浜薬大機能性物質学研、2横浜薬大総合健康メディカル研セ、3横浜薬大薬学教育セ、4横浜薬大薬
物治療学研

一般演題（ポスター）
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P-09

（目的）本研究では，ポンカン果⽪粉末（PP）とエゴマ油（PO）の⻑期摂取が⾼齢者の認知機能に
及ぼす効果を検証した．
（⽅法）島根県在住の健常⾼齢者（49名：60−85歳）をPO摂取群（PO群：24名，平均70.2歳）と
PO+PP摂取群（POPP群：25名，平均68.7歳）の2群にランダムに割付けた．PO群は1.47 mL（α-
リノレン酸「ALA」0.88 g/⽇相当）のPOを，POPP群は1.47 mLのPOと1.12 g のPP（ノビレチン
2.91 mg/⽇相当）を12ヶ⽉摂取した．介⼊前後に認知機能検査・⾝体計測・採⾎を⾏った．認知機
能検査には，ミニメンタルステート検査（MMSE），改訂⻑⾕川式簡易知能評価スケール（HDS-
R），⽇本語版Montreal Cognitive Assessment (MoCA-J）を⽤いた．また，⾚⾎球膜ALA，⾎清抗
酸化能（BAP），⾎清脳由来神経栄養因⼦（BDNF）測定や，⾎液⽣化学検査を⾏った．
（結果）POPP群のMMSE totalスコアは介⼊により有意に増加した．POやPOPPの摂取により
MMSEサブアイテム「注意・計算」・「⾔語」，HDS-Rサブアイテム「連続引算」，MoCa-Jサブア
イテム「短期記憶」が有意に改善した．さらに，PO群やPOPP群の⾚⾎球膜ALAレベル，⾎清BAP
および⾎清BDNF濃度が有意に増加した．各群の体組成や⾎液⽣化学検査値は介⼊により変化しな
かった。
（結論）POやPOPPの⻑期摂取は⾼齢者の酸化ストレス緩和やBDNFの増加を介して，認知機能を
改善することを⽰唆する．

〇松崎 健太郎1、橋本 道男1、丸山 浩司2、住吉 愛里1、若槻 晴美1、Shahdat Hossain1、
加藤 節司3、大野 美穂3、田邊 洋子1、黒田 陽子4、嘉島 康二2、大泉 康5、紫藤 治1

1島根大学 医学部 環境生理学、2株式会社 三協ホールディングス、3社会医療法人社団仁寿会 加藤

病院、4島根大学 医学部 内科学第三、5東北大学 ビジネスインキュベータ

一般演題（ポスター）
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P-10

【目的】好中球／リンパ球⽐（NLR）はがん免疫療法の予後予測マーカーとして注目され、イピリ
ムマブ（Ipi）を投与された欧⽶の悪性⿊⾊腫患者ではNLR＞5が予後不良と相関することが知られて
いる。しかし、⽇本⼈における有⽤性は⼗分に検討されていない。そこで、名古屋⼤学医学部附属病
院でIpiを投与された悪性⿊⾊腫患者を対象とし、投与前NLRがIpi投与回数に及ぼす影響を調査し
た。【⽅法】2015年8⽉から2021年11⽉までを調査期間とし、Ipi投与回数、NLR等を電⼦カルテか
ら後⽅視的に調査した。対象患者をIpi1，2回投与群と3，4回投与群に分け⽐較した。統計解析には
SPSS ver28を⽤いた。（承認番号：2022-0056）【結果】投与前NLRは1，2回投与群で有意に⾼値で
あり、カットオフ値はNLR＞3.4であった。また、ニボルマブ（Nivo）併⽤の有無に関わらずNLR＞
3.4はIpi早期中⽌のリスク因⼦であり（OR＝15.6、p＝0.001）、無増悪⽣存期間（PFS）の短縮と有
意に関連していた（p=0.003）。【結論】⽇本⼈集団においてNLR＞3.4の患者はNivo併⽤に関わら
ず、Ipi早期中⽌のリスクが⾼く、⼗分な治療効果が得られない可能性が⽰唆された。本研究で得ら
れたNLRのカットオフ値は欧⽶よりも低値であり⼈種差が存在する可能性が考えられた。

〇松村 由佳1、川原田 祐貴1、松尾 モモ1,2、横田 憲二3、溝口 博之1、秋山 真志3、山田 清文1

1名古屋大学医学部附属病院薬剤部、2藤田医科大学病院薬剤部、3名古屋大学大学院医学系研究科

一般演題（ポスター）
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症例：72歳⼥性．主訴：全⾝性浮腫． 現病歴：2型糖尿病のため投薬を受けている．新型コロナワク
チン初回接種の⼀週後に顔⾯と四肢に浮腫が出現した．かかりつけ医で炎症反応上昇と貧⾎を伴う両
側胸⽔貯留を指摘され当院を紹介受診し，精査のため⼊院した．臨床経過：⼊院後に尿蛋⽩が増加
し，ネフローゼ症候群の病型を成した．⾎清クレアチニン 2.02 mg/dLの腎障害を合併し，検尿で⾚
⾎球円柱が出現した．第14病⽇に腎⽣検を⾏った結果，壊死性半⽉体形成を伴う管内増殖性糸球体
腎炎の病理像であった．ステロイド・パルス療法により初回寛解導⼊し，部分寛解を得て外来治療に
移⾏した．考察：新型コロナワクチンの有⽤性は確⽴されたものであるが，mRNAワクチン接種に
続発する腎疾患やリウマチ性疾患の増悪ないし新規発症の報告が相次いでいる．その機序と因果関係
の⼤部分は未だ明らかでないが，コロナ禍となり3年経過，知⾒が集積されてきた現状について，症
例を通じ，⽂献的考察を交えて報告する．

〇益子 茂人1、住友 和弘1、石木 愛子1、植田 寿里1、大山 千佳1、菅野 厚博1、
宮澤 イザベル1、大原 貴裕1、濃沼 信夫1、松本 啓而2、遠藤 明里2、伊藤 大樹2、森 建文2、
古川 勝敏1

1東北医科薬科大学病院総合診療科、2東北医科薬科大学病院腎臓内分泌内科

一般演題（ポスター）
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【症例】89歳⼥性【主訴】発熱、全⾝倦怠感【既往歴】NSAIDs過敏喘息（アスピリン喘息）、慢性
⼼不全、胃癌、盲腸癌【現病歴】グループホーム⼊所中のところ、体動時の息切れは常態化してい
た。Ｘ年7⽉7⽇頃より全⾝倦怠感あるも発熱なし。7⽉8⽇には37℃台の発熱があり、市販薬の解熱
鎮痛剤を使⽤し、その後は解熱。7⽉9⽇酸素飽和度の低下を指摘されるも、本⼈は⾃覚症状が乏し
かった。7⽉10⽇になり安静時にも呼吸困難感あり、増強するため当院救急外来受診、呼吸器症状が
強く⼊院加療の⽅針となる。【⾝体所⾒】眼球結膜 ⻩染なし、頚部リンパ節触知せず、左下肺
coarse crackle聴取、両側でwheeze聴取。両下肢に pitting edema認める。【検査結果】WBC
11,200/μL (Neut 76%, Lymph 11%, eosino 0.5%), Hb 7.9g/dL, Plt 27.7万/μL, CRP 20.1mg/dL,
BNP 480pg/mL【胸部CT】左上葉背側、左下葉背側の濃度上昇あり、【⼼エコー】EF 53.7%、E/e'
15、左室壁運動低下なし【経過】慢性⼼不全（HFpEF, StageC）に伴う体液貯留傾向があり、急性肺
炎を合併した症例と考えられた。急性肺炎については抗菌薬（SBT/ABPC）を使⽤するとともに、
利尿薬を併⽤することで全⾝うっ⾎の改善を図った。抗菌薬使⽤開始後に解熱・炎症反応の軽減を認
め、また、うっ⾎解除に伴い下腿浮腫軽減、体重減少を認めるも、咳嗽、体動時呼吸困難感は持続し
た。短期間にステロイド靜注（デキサメタゾン）を使⽤することで、症状の改善を得るに⾄った。常
⽤薬剤の中には、ジクロフェナクナトリウム塗布薬やフェルビナク貼付薬があり、常態化していた呼
吸困難にも影響していたと考えられ、同薬は⼊院時には全て中⽌とし、退院以後については前医に依
頼し中⽌継続となった。【考察】慢性⼼不全合併NSAIDs過敏喘息を基礎に持つ患者さんで急性肺炎
を発症した症例である。肺炎の治療、⼼不全に対する利尿薬を⾏いながらも持続する呼吸困難感から
気管⽀喘息の病態への関与を疑い、デキサメタゾンを使⽤した。NSAIDsは貼付薬・塗布薬であって
もNSAIDs過敏喘息については症状悪化に加担し、本患者においては慢性⼼不全（HFpEF）の症状増
悪にも寄与した可能性がある。ポリファーマシーになりがちな⾼齢者では使⽤薬剤を吟味し、特にア
レルギーや既往を確認の上で不適切処⽅は厳に慎むべきである。【結語】NSAIDs貼付薬・塗布薬の
常⽤による呼吸器症状遷延が⽰唆された慢性⼼不全合併NSAIDs過敏喘息を有する急性肺炎の１例を
経験した。急性肺炎に対する治療に関わらず、症状の改善が乏しい際にはオーバーラップした他の病
態の存在を考慮し、解決の糸⼝を探る必要がある。

〇菅野 厚博、勝田 義久、益子 茂人、大山 千佳、大原 貴裕、古川 勝敏

東北医科薬科大学地域医療学

一般演題（ポスター）
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