
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

講演抄録集 
 

開催日時:  平成 30 年 2 月 27 日(火) 13：00～17：20 

会場：東邦大学 医学部第 3 講義室(3 号館地下 1 階) 



報告会プログラム 

 

開会挨拶  東邦大学大学院医学研究科長 高松 研 13:00〜13:05 

平成 29 年度の事業概要説明  研究プロジェクトリーダー 中野 裕康 13:05〜13:10 

 

研究プロジェクト報告 1   座長：近藤元就(医学研究科) 

1. 中野裕康(医学研究科) 13:10～13:35 

「細胞死亢進による皮膚バリア維持機構の破綻のメカニズム」 

 

2.  渡辺直子(理学研究科) 13:35～14:00 

「マウス刺激性接触皮膚炎におけるシスチントランスポーターの役割」 

 

3.  石河晃(医学研究科)  14:00～14:25 

「乾癬の表皮バリア機能と病勢に関わるバイオマーカーの確立」 

 

研究プロジェクト報告 2 座長 三上哲夫(医学研究科) 

4. 近藤元就(医学研究科) 14:35～15:00 

「皮膚の感染防御におけるインターロイキン 7の役割」 

 

5. 安齋洋次郎(薬学研究科) 15:00～15:25 

「シード化合物の探索のための培養細胞を用いたスクリーニング系の構築」 

 

6. 木村聡一郎(医学研究科) 15:25～15:50 

「感染免疫： 呼吸器感染症を中心に」 

 

研究プロジェクト報告 3 座長 中野裕康(医学研究科) 

7. 本間栄(医学研究科) 16:00～16:25 

「気道上皮バリア機構と間質性肺炎の病態解明」 

 

8. 南木敏宏(医学研究科) 16:25～16:50 

「ブレオマイシン誘導間質性肺炎におけるフラクタルカイン阻害効果」 

 

9. 三上哲夫(医学研究科) 16:50～17:15 

「潰瘍性大腸炎関連腫瘍におけるエストロゲン受容体発現について」 

 

閉会挨拶  東邦大学学長 山﨑 純一 17:15〜17:20 



ご出席の皆様へ 

平素より本事業ならびに東邦大学の教育・研究・診療に多大なるご協力・ご支援を頂きあ

りがとうございます。また、本日はご多用のところ本報告会にご出席賜り厚く御礼申し上げ

ます。本報告会におきましては、9 名の事業担当者それぞれから、平成 29 年度の 1 年間の

進捗状況について詳細な発表をいたしますが、それに先立ちまして、事業全体の進捗状況・

成果について簡単にお知らせいたします。 

事業目的：  

本事業では、外部環境と体内を隔てる上皮、すなわち表皮（皮膚）、消化管上皮、気道上

皮のバリア機構を向上させるための多角的な研究を行います。そして得られた知見をもと

に、外部環境因子と体内環境因子の共存・調和を図ることで新しい視点に立った予防的医療

の概念を、学術界や地域の皆様をはじめとして全世界に向けて発信していきます。 

現在の進捗状況：  

表皮バリアグループでは、ヒトの様々な皮膚疾患における皮膚乾燥状態と相関の高い機

器測定値を明らかにし、皮膚バリア機構低下に関するマーカー探索を進めています。さらに、

刺激性接触皮膚炎マウスモデルを構築し、抗酸化物質による治療効果の検証を継続してい

ます。また、皮膚バリア機構低下を改善するための薬剤を微生物により生産する研究を行っ

ています。皮膚での感染防御に関与する免疫系の機能についても研究を進めています。 

消化管上皮バリアグループでは、ヒト新生児腸炎のモデルマウスを作製したほか、ヒト検

体を用いて大腸癌の進行に関連すると予想される分子を複数同定しています。これらの成

果を組み合わせて、炎症疾患ががんに進展していくメカニズムを明らかにしていきます。 

気道上皮バリアグループでは、各種肺炎マウスモデルを作製し、慢性化の機構を研究して

います。さらに、微生物の気道への感染メカニズムについても検証を続けています。 

これらの成果・経過を基に現在までに 71 報の英文論文を発表し、国内外での学会発表も

多数行っています。また本事業の広報活動専用の Web サイト運営や、区民公開講座の開催や

大学におけるオープンキャンパスでの講演等、アウトリーチ活動にも力を入れています。 

以上の活動を円滑に進め、事業のより一層の発展を促すために、「生体防御基盤研究セン

ター」を設置し、円滑な学内共同研究体制の整備を行っています。また、自己点検体制や学

内外の評価委員による評価体制も整備したほか、東邦大学では初めての研究支援専門職で

あるリサーチ・アドミニストレーターの雇用も行いました。学外研究者を招いての「生体防

御基盤研究セミナー」の定期的な開催や、合宿研修など、事業担当研究者たちの交流・研鑽

に資する活動も展開しております。 

 今後も、より一層の事業推進と学術界ならびに地域の皆様への情報発信に努めてまいり

ます。引き続きご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

 東邦大学学長 山﨑純一 

東邦大学研究ブランディング事業 プロジェクトリーダー 中野裕康(医学研究科) 



細胞死亢進による皮膚バリア維持機構の破綻のメカニズム 

 

中野 裕康 

医学研究科 生化学講座 

 

アトピー性皮膚炎や乾癬などの皮膚疾患は、表皮バリア機構が不全となり、水分の過剰

な消失や外界からの病原体侵入により、病態のさらなる増悪が引き起こされると考えられ

る。その原因は感染や遺伝性要因などが考えられるが、詳細はわかっていない。我々はデ

ス受容体からの細胞死の抑制に必須の分子である cFLIP を表皮特異的に遺伝子欠損したマ

ウスを樹立し、表皮の細胞死が亢進した結果どのようなメカニズムにより皮膚炎が誘導さ

れるかの解析を行った。表皮特異的 cFLIP 欠損マウスは、TNF 受容体存在下では胎生の

18.5 日に表皮基底細胞のアポトーシスが亢進し、致死となることが明らかとなった。TNF

受容体欠損マウスとの二重欠損マウスを作成すると、メンデルの法則にしたがい出生した

が、生後 5日目ごろから皮膚炎を発症し、生後７日以内にほとんどすべての個体が致死と

なった。組織学的な解析から二重欠損マウスでは表皮細胞のアポトーシスの増加と基底細

胞の増殖の亢進、不全角化を伴う角化層の肥厚が認められた。また Loricrin, Filaggrin

や Keratin 10 などの表皮の後期分化マーカーの発現の著明な低下と、それに対応して表

皮からの水分蒸散量の顕著な増加を認めた。細胞死を抑制するために TNF以外のデスリガ

ンドである FasL 及び TRAIL に対する中和抗体を出生 3日目から投与したところ、皮膚炎

の改善と生存期間の延長が認められた。また皮膚炎に伴い IL-6, IL-17A や IL-24 などの

炎症性サイトカインの発現が上昇していた。それらのサイトカインが表皮の分化障害に関

与する可能性を検討するために、初代培養ケラチノサイトを調整し、in vitro での細胞分

化培養系に添加したところ、IL-6 と共培養することで Loricrin, Filaggrin や Keratin 

10 などの分化マーカーの発現の著明な抑制が認められた。以上より、細胞死に伴う炎症が

誘導されている表皮の微小環境では、炎症性サイトカインの産生上昇と、それによる表皮

の分化障害が誘導され、その結果表皮バリア機能が低下し、さらに外界からの細菌などの

侵入による炎症の増悪という負のサイクルが存在することが明らかとなった。 

 

  



マウス刺激性接触皮膚炎におけるシスチントランスポーターの役割 

 

渡辺 直子 

理学研究科 生物分子科学専攻 分子生物学部門 

 

炎症反応は障害や刺激に対する生体の防御反応であるが、反応局所では活性酸素種 

(ROS) の過剰産生によって生体内レドックスバランスの不均衡が生じ、酸化ストレス状態

に陥る。一方、生体は酸化ストレスから自己を防御する抗酸化機構を備えており、低分子 SH 

基化合物である還元型グルタチオン (GSH) は、レドックスバランス維持に重要な役割を果

たしている。シスチントランスポーター system xc- は、GSH 合成の律速基質であるシス

テインを供給することにより、細胞内 GSH 量の維持に関わると考えられており、in vitro 

において、酸化ストレス刺激によって輸送担体 xCT の発現が誘導され、system xc- の活

性が上昇する。In vivo においても、酸化ストレス誘導を伴う状況下では system xc- を介

したレドックスバランス制御が関わっている可能性が考えられるため、クロトンオイル塗

布による刺激性接触皮膚炎 (ICD) における xCT の関与を検討した。 

クロトンオイルをマウスの耳に塗布して ICD を誘導すると、耳の腫脹、炎症性サイトカ

インやケモカインの発現の誘導とともに、皮膚炎症局所への炎症性細胞の浸潤が認められ

た。一方、xCT 欠損 (KO) マウスでは、ICD 誘導に伴う炎症応答が増大し、炎症の終息が遅

延することが明らかになった。また、耳において GSH 量は一過的に減少し、野生型ではそ

の後元のレベルにまで回復したのに対し、KO マウスでは減少したままであった。以上のこ

とから、xCT KO マウスにおいては、細胞内 GSH 量が低下することによりレドックスバラ

ンスの不均衡が生じ、酸化ストレス状態が持続して炎症反応が亢進したことが示された。従

って、system xc- の活性が in vivo 炎症反応において重要な役割を果たしていることが

明らかになった。 

  



乾癬の表皮バリア機能と病勢に関わるバイオマーカーの確立   

 

石河 晃 

医学研究科 皮膚科学講座  

 

【背景】 

昨年、皮膚バリア機能（角層水分量、経表皮水分蒸散量（TEWL）、皮脂量及び角層下水分

量）を計測し、疾患別に検討したところ、乾癬においては角質水分量の低下に加え、角層下

水分量の低下が見られたことを報告した。 

【目的】 

乾癬患者をターゲットして、非侵襲的な方法を用いて採取できる角質細胞に注目し、その

病態、病勢と関連するバイオマーカーの探索を進める。 

【方法】 

乾癬患者からテープストリッピング法を用いて角質細胞と患者血清、生検皮膚病理組織

を収集した。角質細胞の分化に深く関与し、乾癬における変化が見出されている因子として

いくつかの因子を角質細胞において定量し、重症度や臨床型などの臨床情報と比較しなが

ら解析をおこなった。 

【結果】 

①症例集積数： 

尋常性乾癬 10 名（男性 10 名、平均年齢 55.1 歳）、関節症性乾癬 13 名（男性 11 例、女性

2例、平均年齢 56.0 歳）、滴状乾癬 1名（30 歳男性） 

②cFLIP の皮膚組織における発現の検討： 

cFLIP はアポトーシスを抑制する因子で乾癬では cFLIP が高発現している可能性がある。

典型的な乾癬の組織像を示す 10 例の皮膚組織を用いて cFLIP の免疫染色を行った。表皮で

の発現は皮疹部、無疹部ともにほとんど認められず、乾癬病態への cFLIP の関与は明らかで

はなかった。 

③乾癬角層における炎症性因子 Xの発現検討： 

テープストリッピング法にて採取した乾癬皮疹部角質細胞の抽出液を用いて炎症性因子

X の ELISA を行ったところ、発現が顕著に増加しており、乾癬の病勢を表すスコアである

PASI（Psoriasis. Area and Severity Index）スコアとの相関が示唆された。また、関節症

性乾癬患者に Xの発現が非常に高い傾向があることが判明した。 

【結論】 

炎症性因子 X の測定は尋常性乾癬の病勢を反映するのみならず、著明に高値を示す場合

は関節症性乾癬を示唆する非侵襲的検査として有望である。今後、病勢の経時的変化に一致

しているのかなど明らかにしてゆく必要がある。 

 



皮膚の感染防御におけるインターロイキン 7の役割 

 

近藤 元就 

医学研究科 免疫学講座 

 

 胸腺で成熟する T細胞は、T 細胞とT 細胞とがある。いずれも抗原受容体である T細

胞受容体（TCR）を発現するが、全く異なる方法で生体に侵入した異物と向きあう。胸腺で

細胞表面分子 CD4 と CD8 の両方を発現する分化ステージ（DP 期）を経て成熟するT 細胞

は TCR に依存した抗原特異的応答と免疫記憶を特徴とする。抗原提示細胞上の主要組織適

合抗原（MHC,ヒトでは HLA）と外来ペプチドの複合体を TCR により認識することも特徴の一

つである。このT 細胞は獲得免疫応答を担う。T 細胞は二次リンパ組織を循環するもの

がほとんどであるが、皮膚を含めた末しょう組織に留まる集団もいる。一方のT 細胞は DP

期を経ずに成熟する。T 細胞の TCR は、T 細胞のものに比べると圧倒的に少ない多様性

で、しかも抗原認識に MHC を必要としないといった特徴もあわせ持つ。T 細胞は腸管など

の粘膜層や皮膚に留まり、最前線で生体防御能を発揮することから、自然免疫応答を担うと

考えられているがその機能的詳細は不明である。 

我々はこれまでにリンパ球の成熟や機能に不可欠なサイトカイン受容体サブユニットで

ある共通鎖（c 鎖）の免疫学的役割について解析を進めてきた。c 鎖はインターロイキン

2（IL-2）、IL-7、および IL-15 といったサイトカインの受容体構成因子である。IL-7 は T 細

胞の分化や記憶細胞形成に必須なだけでなく、末梢組織におけるレジデント T 細胞の維持

に重要な役割を担うことが近年の研究から判ってきた。他方、表皮での感染防御の実行細胞

であるT 細胞やレジデント T 細胞の機能に対する IL-7 の具体的意義については全く判っ

ていない。そこで上皮細胞特異的 IL-7 欠損（IL-7cKO）マウスの黄色ブドウ球菌感染モデル

を用いて、IL-7 とT 細胞の表皮バリア機能について解析した。今回は IL-7cKO マウスのリ

ンパ球構成、感染後の表皮菌数変化、表皮中の細胞集団変化、および皮膚組織について検討

した結果を報告する。 

  



シード化合物の探索のための培養細胞を用いたスクリーニング系の構築 

 

安齊 洋次郎 

薬学研究科 微生物学講座 

 

 アトピー性皮膚炎や乾癬などの皮膚疾患は皮膚のバリア機能の異常と免疫学的異常の二

面的な現象から病態が考えられている。ケラチノサイトの増殖分化に異常が起こると皮膚

の肥厚や水分保持機能の低下が起こる。また、ケラチノサイトから各種ケモカインが放出さ

れると好中球などの遊走が引き起こされ、免疫バランスが崩壊し炎症状態となり、掻痒感な

どの症状を呈するようになる。本研究では、これらの皮膚疾患の治療や研究に繋がるシード

化合物の探索研究のために、3つのスクリーニング系を検討した。 

 ケラチノサイトを in vitro で分化誘導する化合物を探索する系を検討した。マウス、ヒ

ト共に、プライマリーのケラチノサイトをコンフルエントで培養し続けることで表皮分化

マーカーLoricrin の発現を強力に誘導することが確認できた。しかし、株化した Cell line

ではプライマリーの細胞ほど発現誘導は確認できなかった。 

 一酸化窒素 NO によるシグナル伝達により掻痒感が現れる。ケラチノサイトから産生され

る NO を抑制する化合物を探索する系を検討した。マウスケラチノサイト細胞株 Pam212 で

は NO の産生は確認されなかった。一方、ヒトケラチノサイト細胞株 HaCaT では、培地中に

NO が産生されることを確認できが、その産生量はマクロファージ等の細胞から産生される

量に比較して微量であり、また、測定の検出限界に近い値であった。 

ヒトケラチノサイトにおいて TNF-α 刺激により産生される IL-8 に注目し、IL-8 産生を抑

制する化合物を探索する系を検討した。HaCaT の播種、接着後に TNF-で IL-8 の誘導を行

った。ELISA により測定したところ、TNF-α 刺激により有意な IL-8 産生上昇がみられた。

現在、放線菌培養液を探索源とするスクリーニング系のセットアップを進めている。 

 

  



感染免疫： 呼吸器感染症を中心に 

 

木村聡一郎 

医学研究科 微生物・感染症学講座 

 

呼吸器は直接外気と接する唯一の内臓器官であるため、空気中に含まれる様々な病原菌は

気道や肺の上皮細胞などに付着する機会が多い。通常は宿主の免疫能によりそれらの病原

体を排除するが、免疫状態が悪化すると病原体による感染を許すこととなる。一方、鼻咽

腔などには肺炎球菌などの病原菌を含めた常在菌叢が形成されているが、通常はこれらに

よる感染を受ける事はない。しかし免疫能の低下やインフルエンザ感染などの刺激を契機

に病原体が肺内に到達すると、免疫能が低下している宿主を中心に肺炎を発症することと

なる。このように肺感染症では外因性および内因性の病原体による感染を受け、それらは

宿主免疫により通常は排除されることとなる。我々の研究グループでは、外因性の病原体

としてはレジオネラ、インフルエンザウイルスなど、内因性としては肺炎球菌や黄色ブド

ウ球菌などを例にマウス感染モデルを用いて感染メカニズムの解明を行い、本事業期間内

でいくつかの知見を得ている（Kimura et al (2017) JIC 23:550; Kajiwara et al 

(2018) JI 200:623）。本報告会では、現在進行中の研究課題の中から、特にインフルエン

ザ後の二次性肺炎を中心に得られた知見を報告する。本感染症は、外因性（インフルエン

ザウイルス）と内因性（肺炎球菌もしくは黄色ブドウ球菌）とが組み合わさった複数菌感

染症であり、病態解明のための実験モデルも利用されているが臨床病態との乖離が見られ

る。また既存の実験モデルではワクチンの関与が検討できず新たなモデルの構築が必要と

されている。そこで本研究においてインフルエンザ後の二次性肺炎球菌性肺炎のマウスモ

デルを確立し、肺炎球菌ワクチンの本病態への関与について検討したので、新たに得られ

た知見を中心に報告する。 

  



気道上皮バリア機構と間質性肺炎の病態解明 

 

本間 栄 

医学研究科 内科学講座呼吸器内科学分野 

 

1) 新規チェックポイント阻害剤 (抗 TIM-3 抗体)によるブレオマイシン肺臓炎悪化機序の

解明: 

TIM-3(T cell immunoglobulin and mucin domain–3)に対する中和抗体は新たな免疫チェ

ックポイント阻害薬として臨床応用が期待されている。今回、ブレオマイシン(BLM)肺臓炎

モデルマウスに抗 TIM-3 抗体を投与してその影響を検討した。 抗 TIM-3 抗体を投与した群

では、コントロール抗体腹腔内投与群と比較して肺臓炎は増悪した。肺細胞においては

CD11c+ Siglec-F+ 肺胞マクロファージにのみ TIM-3 の発現が認められた。抗 TIM-3 抗体投

与群では TUNEL 法で未貪食の死細胞が有意に多く検出され, さらに蛍光ラベル死細胞をマ

ウスに気管内投与して BALF を解析すると、肺胞マクロファージによる死細胞の貪食が抑制

されていた。以上より、抗 TIM-3 抗体は肺胞マクロファージによる死細胞除去を阻害するこ

とにより BLM 肺臓炎を増悪したと考えられる。 

2) Ⅱ型肺胞上皮細胞増殖因子同定のためのモデルマウスの樹立： 

Ⅱ型肺胞上皮細胞（AEC2）を特異的に障害し再生を観察すべく surfactant protein-C（SPC）

のプロモーター下にジフテリア毒素受容体（DTR）を発現させたマウスを作成しジフテリア

毒素（DT）を投与したところ肺胞出血を呈し７２時間以内に死亡し、上皮細胞障害と再生へ

のアプローチには適していないと判断した。貪食細胞もともに障害できるよう Lysozyme M

のプロモーター下に DTR を発現させたマウスに DT を投与した。毒素投与後 6 時間から 24

時間をピークにアポトーシスを確認した。引き続いて起こる増殖は肺胞領域よりも気管支

で先行しており、気管支で増殖した細胞が 96 時間後に AEC2 に分化することを、ブロモデ

オキシウリジンを用いることで確認した。今後マイクロアレイおよびリアルタイム PCR を

用い解析を進めていく。 

3) 間質性肺炎患者の生検検体を用いた多角的検討: 

2017 年より「間質性肺炎において治療標的となる免疫・シグナル関連分子の検索」とし

て、間質性肺炎患者から得られた肺余剰検体の凍結保存を開始し、現在までに 6 例集積し

た。間質性肺炎関連増殖因子、治療標的因子、病勢や治療効果のバイオマーカー等に関して

多角的に解析を行っていく予定である。 

 



ブレオマイシン誘導間質性肺炎におけるフラクタルカイン阻害効果 

 

南木敏宏 

医学研究科 内科学講座膠原病学分野 

 

 膠原病に合併する間質性肺炎（IP）は、治療法も確立されておらず、予後不良である事も

ある。そのため、病態の解明と新規治療開発が強く期待されている。膠原病の中で関節リウ

マチ（RA）は TNF 阻害薬を始めとする生物学的製剤により疾患活動性と予後の改善がみられ

ている。しかしなお、RA に伴う IP に関してはその治療法は確立されていない。炎症細胞浸

潤に関与するケモカンは RA 病態に関与し、その阻害による治療が期待されている。現在ケ

モカインの一つであるフラクタルカイン（FKN）阻害による RA に対する治験が行われてい

る。第 1/2a 相試験では忍容性が示され、関節炎抑制効果が期待される結果であった。一方、

FKN 阻害は関節炎と共に IP 阻害も期待されるが、その効果は不明である。本研究では、FKN

による IP 病態への関与の解明と、その阻害による効果の解析を目的とする。 

 C57BL/6 マウスにブレオマイシン（BLM）を気道内投与することにより、肺組織に炎症細

胞浸潤を認め、ブレオマイシン誘導間質性肺炎（BLM-IP）を発症しえた。正常マウスの肺組

織と比較して、BLM-IP の肺組織では、FKN、及びその受容体 CX3CR1 の発現増強を免疫染色

にて認めた。このマウスに、FKN 阻害効果のある抗 FKN 抗体、またはコントロール抗体を

500g x 3/週を腹腔内に投与し、14 日後に肺組織を観察した。HE 染色にて炎症細胞浸潤は

抗 FKN 抗体により明らかな変化は認められなかった。また、F4/80 陽性細胞数の変化も見ら

れなかった。しかし、肺組織のコラーゲン量を定量すると、抗 FKN 抗体投与群ではコントロ

ール抗体投与群と比較して有意に減少していた。 

 FKN 阻害によりコラーゲン産生を減少させる可能性がある。肺線維芽細胞は CX3CR1 発現

を認めており、FKN 刺激によりコラーゲン産生が亢進している可能性があり、解析を進めて

いく。 

  



潰瘍性大腸炎関連腫瘍におけるエストロゲン受容体発現について 

 

三上哲夫 

医学研究科 病理学講座 

 

本邦における潰瘍性大腸炎 (ulcerative colitis : UC) の患者数は増加しており、 2014

年には 17 万人を超えている。 以前はステロイドと外科手術が治療の主流であったが、 

TNF-阻害薬や免疫抑制剤により外科手術をせずに内科的治療を長期に受けている患者が

増加している。それに伴い潰瘍性大腸炎関連大腸癌（colitic cancer）が増加してきてい

る。 Colitic cancer と通常の大腸癌の違いが種々報告されている。 今回は, 大腸癌の発

癌・進展への関与が指摘されているエストロゲン受容体 (estrogen receptor：ER) の 

colitic cancer とその前癌病変における発現を検討した。 

Colitic cancer / high grade dysplasia / low grade dysplasia について, 免疫組織化

学的に ERの発現を、 通常の大腸癌 / high grade adenoma / low grade adenoma と比較

検討した。 症例数はそれぞれ Colitic cancer 45 例 / high grade dysplasia 43 例 / 

low grade dysplasia 34 例、 通常の大腸癌 36 例 / high grade adenoma 44 例 / low 

grade adenoma 11 例、 合計 213 例で検討した。染色面積と発現強度のスコアを設定しそ

の積にて半定量的に評価した。すなわち病変部位での ER発現範囲が 25 % 以下を 1 、 26

～50 % を 2 、 51～75 % を 3, 76 % 以上を 4とし、発現強度についても 0～4で評価し

た。 Colitic cancer は, low grade adenoma, high grade adenoma, sporadic な大腸癌

に比べて有意に発現が低く、また high grade dysplasia と比較しても低い発現を示して

いた。潰瘍性大腸炎関連大腸癌では ERの発現が有意に低下していることが示された。以

上の結果をふまえ, 若干の文献的考察を加えて報告する。 


