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本学では 2021年度に発足させた研究推進機構（共同研究セン

ター、研究施設・機器管理センター、イノベーション推進センタ

ーから構成）を中心に、薬学部と生命科学部の共同研究を推し進

め、産学官連携と知的財産の管理・技術移転体制の構築を実施し

ます。アウトリーチや広報も積極的に実施することとしており、

今回本学最新の研究シーズ集をホームページで公開します。 



学部 所属 名前 テーマ キーワード

薬

学

部

臨床薬理学 恩田 健二 医薬品併用の適正化ドラッグリ

ポジショニングを志向した大規

模有害事象データベースの利活

用研究 

併用薬、ドラッグリポジショ

ニング、大規模データベース

医療実務薬学 川口 崇 患者報告アウトカムを用いた臨

床研究の実施支援 

臨床研究、臨床試験、患者報

告アウトカム 

一般用医薬品学 成井 浩二 自己管理型健康社会の確立 OTC医薬品、セルフ・メディ

ケーション、セルフ・ケア

個別化薬物治療学 降幡 知巳 ヒト不死化細胞と生体模倣によ

るヒト脳モデル 

脳（血液脳関門）、不死化細

胞、フェノタイプアッセイ、

創薬 

柴﨑 浩美 ヒトにおける低侵襲性 CYP3A 酵

素活性の評価(フェノタイプ検

査) 

薬物代謝酵素活性評価、

CYP3A、個別化投与設計 

横川 彰朋 ヒト in vivoにおける新しい

CYP1A2 酵素活性評価法の開発 

酵素活性評価、CYP1A2、個別

化薬物治療 

生体分析化学 守岩 友紀子 金属イオンと薬物間の錯体形成

の多角的な評価法の開発 

金属錯体、高速液体クロマト

グラフィー、固相抽出、二相

溶媒系 

病態生化学 吉川 大和 基底膜分子・ラミニンの機能解

明からその機能応用 

基底膜、細胞接着・運動、バ

イオマテリアル、組織形成

山田 雄二 インテグリンαvβ5に結合する

RGDX1X2 ペプチドに関する研究 

細胞接着、RGDペプチド、イ

ンテグリン、バイオマテリア

ル 

薬品製造学 松本 隆司 独自の精密有機合成手法に基づ

く生物活性化合物の合成 

精密有機合成反応，生物活性

化合物の合成 

薬化学 平島 真一 有機分子触媒を用いたキラル有

機化合物の合成研究 

有機分子触媒、キラル有機化

合物、医薬品 

薬用植物園 三宅 克典 日本の植物エキスライブラリ スクリーニング、エキスライ

ブラリ、名古屋議定書 

漢方資源応用学 横須賀 章人 天然化合物からの新規医薬品シ

ーズの探索 

天然物成分、構造解析、が

ん、アポトーシス、オートフ

ァジー、生活習慣病 

井口 巴樹 高等植物からの新規がん治療薬

シーズ創出を目指して

天然物、生薬、サポニン、

NMR、抗腫瘍活性 

公衆衛生学 篠田 陽 発達障害・精神疾患に関連する

環境因子および予防薬開発 

自閉症、統合失調症、発達障

害、精神疾患 



免疫学 安達 禎之 高機能性食品素材の適切評価系

の提案 

-腸内環境を健全に保ち健康寿命

の伸延に貢献- 

腸内環境改善、免疫力、食品

分析 

安達 禎之 自然免疫系受容体分子の応用 

-感染症・アレルギーの新規治療

への貢献を目指して- 

β-グルカン、デクチン-1、

BGRP、真菌感染症、花粉症、

自己免疫疾患 

薬品化学 林 良雄 ペプチドを基盤とする創薬化学

研究 

ペプチド、創薬化学、難治性

疾患治療薬の開発、医薬品化

学 

薬物送達学 根岸洋一 

・ 

高橋葉子 

超音波応答性ナノバブルの開発

とその応用 

ドラッグデリバリーシステ

ム、超音波イメージング、セ

ラノスティックス

分子機能解析学 青山 洋史 選択的かつ非競合型のトロンビ

ン阻害剤の活用研究

トロンビン、セリンプロテア

ーゼ、非競合阻害剤 

内分泌薬理学 田村 和広 老化子宮内膜細胞のセノリシス

制御のための CAR T細胞の創製 

子宮内膜、着床、胎盤、不

妊、子宮内膜症、細胞老化、

セノリシス

草間 和哉 動物モデルに依存しない培養妊

娠評価モデルの構築 

妊娠、着床・胎盤形成、生殖

補助医療、マイクロ流体デバ

イス、薬理学

草間 和哉 PDX動物モデルの構築による子

宮内膜症病態機構の解明 

不妊、子宮内膜症、患者組織

移植モデル、ドラッグリポジ

ショニング

草間 和哉 受胎・不受胎牛の早期鑑別法の

作出 

妊娠、着床、受胎・不受胎、

鑑別法の確立、畜産 

臨床薬剤学 畔蒜 祐一郎 がん化学療法施行患者の副作用

軽減を目的としたロボット介在

療法の有用性に関する研究 

がん化学療法、ストレス緩

和、動物介在療法、ロボット

介在療法、 

自律神経バランス、分泌型免

疫グロブリン A、オキシトシ

ン 

畔蒜 祐一郎 ネコの血中抗 SARS-CoV-2抗体保

持率の解析と、ヒト－ネコ水平

感染対策の確立に関する研究 

SARS-CoV-2 、COVID-19、中

間宿主、ヒト－ネコ水平感染

対策、 

抗 SARS-CoV-2 IgM・IgG 

生化学 佐藤 隆 皮脂腺機能異常症と光老化の分

子機構解明および皮膚バリア機

能改善を指向した新規医薬品・

化粧品の開発基礎研究 

脂腺細胞、痤瘡（ニキビ）、

乾皮症、光老化、細胞外マト

リックス代謝、リンパ管形成



生
命
科
学
部

分子神経科学 山内 淳司 分子神経科学研究室 神経発生と再生、小児疾患、

神経幹細胞、人工的に脳と感

覚神経をつくる 

分子生物化学 藤川 雄太 生命現象の可視化・検出に適用

可能な新規蛍光分子・蛍光プロ

ーブの開発 

蛍光法、蛍光プローブ、レド

ックス 

尹 永淑 うつ病様症状の改善を目指す脳

由来神経栄養因子を増加させる

天然化合物の探索 

植物抽出物ライブラリー、

脳由来神経栄養因子、スク

リーニング、抗うつ作用

細胞情報科学 伊藤 昭博 Hippo経路を標的とした抗がん

剤探索研究 

化合物スクリーニング、抗が

ん剤、Hippo 経路、TEAD、

YAP 

前本 佑樹 細胞内タンパク質輸送と翻訳後

修飾 

細胞内膜輸送、翻訳後修飾、

オートファジー

環境応用動物学 中野 春男 環境ストレス応答因子プローブ

マウスの開発と応用研究

ストレス応答、CREB/ATF転

写因子、オルガネラストレス 

応用生態学 溝上 祐介 陸上植物の光合成・水分生理特

性の解析 

光合成、気孔、水分蒸散、植

物生理生態学 

生命エネルギー工学 高妻 篤史 電気遺伝学：細胞内酸化還元状

態と遺伝子発現の電気制御 

遺伝子発現、代謝制御、発

酵、バイオマス利用、メタゲ

ノム

ゲノム情報医科学 細道 一善 HLA遺伝情報に基づくゲノム医

療と予防医学 

HLA、予防医学、薬剤副作用 

再生医科学 福田 敏史 脈絡叢と母胎内環境による精神

疾患の治療に向けた研究 

精神疾患、脈絡叢、母胎内環

境 

長島 駿 褐色脂肪細胞や表皮におけるミ

トコンドリア動態の機能解明

ミトコンドリア、オルガネラ

コンタクト、褐色脂肪細胞、

表皮 

免疫制御学 浅野 謙一 単球・マクロファージの組織修

復機構解明とその治療応用 

炎症、組織傷害、線維化、単

球、マクロファージ、 

腎傷害、非アルコール性脂肪

肝炎、炎症性腸疾患、自己免

疫疾患 

四元 聡志 自然免疫細胞の制御を介したが

ん転移の抑制 

がん転移、単球、好中球、好

中球細胞外トラップ（NETs) 

池田 直輝 制御性単球を標的とした組織修

復機構の解明 

制御性単球、マクロファー

ジ、組織修復、炎症抑制 



医薬品併用の適正化とドラッグリポジショニングを志向した
大規模有害事象データベースの利活用研究

研究やテクノロジーの背景・概要

米国食品医薬品局（FDA）が提供する大規模自
発報告有害事象データベース（FAERS）は、医薬
品の安全性監視の目的で用いられる他、近年既存
薬の新規効能を探索するドラッグリポジショニン
グ（DR）研究などにも用いられます。

私はこのFAERSデータベースを活用して、臨床
で用いられている医薬品使用時の有害事象の報告
リスクを集計（不均衡解析）し、さらに併用薬に
よる当該有害事象の報告リスクへの影響について
網羅的に（すべての薬について）解析することが
できます。

このような解析は、①薬物併用に関する基礎研
究から得た知見の実臨床における推測や、②特定
の医薬品の副作用のリスクを減弱または増強させ
る可能性がある併用薬の推測に役立てることがで
きます。（下図）

これにより得られた結果は、併用医薬品選択の
適正化研究や、DR研究のシーズとなります。追加
の基礎的、あるいは臨床的検証を加えることで、
併用回避のための提言や、副作用の新たな予防・
治療法を提案できる可能性があります。

概要図

今後の展開と求める共同研究先

現在概要図①の点から、血管新生阻害薬の効果
に及ぼす併用薬の影響について、基礎的研究手法
（３次元培養モデル、in vivoモデル）とFAERS 
解析を用いて検討・発表しています（Anticancer
Res 39(2019)他）。臨床での検証も予定してい
ます。
図②として新たな分子標的薬の有害事象報告リ
スクを変化させる併用薬のテーマに着手していま
す。その他にもFAERS解析によりDRのシーズを
提供できればと考えています。
以下のような点に強みがある先生にお力添え頂
き、さらに発展させていけたら嬉しく思います。
❏基礎的検討が得意な方・・・

細胞、動物モデルでの検証
❏in silico解析が得意な方・・・

候補薬の絞り込み、作用点の解明
❏臨床での研究展開が可能な方・・・

臨床カルテ情報の調査
❏データベース解析が得意な方・・・

他の実臨床ビックデータによる検証

研究者情報

所属

臨床薬理学教室

経歴

臨床薬理学教室 講師

博士（薬学）

興味 医療薬学研究

メッセージ 研究力のある東京薬科大学から協
同して医療薬学的研究成果を発信できれば嬉し
く思います。

顔写真

研究分野、テクノロジー(ツール)：医療薬学
キーワード：併用薬、ドラッグリポジショニング、大規模データベース

連絡先： 恩田 健二 臨床薬理学教室 E:mail knjond@toyaku.ac.jp

FAERS解析
医薬品による有害事象の報告リスク
他の医薬品を併用時の報告リスク

の網羅的解析

臨床データでの検証
レトロスペクティブ調査
他の医療ビッグデータ

FAERS解析
医薬品による有害事象の報告リスク
他の医薬品を併用時の報告リスク

の網羅的解析

臨床データでの検証
レトロスペクティブ調査
他の医療ビッグデータ

②データベースによる仮説創出と
ドラッグリポジショニング

①基礎研究で得た知見の検証
臨床への足がかりとして

当研究における大規模有害事象
データベースの利活用

基礎的研究
in vitro in vivo in silico
薬物併用の影響
薬物相互作用

基礎的研究
in vitro in vivo in silico
薬物併用の影響
薬物相互作用



患者報告アウトカムを用いた臨床研究の実施支援

研究背景・概要

研究実施支援

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針に基づいた
臨床研究の実施は、方法論の進歩や様々な規制により、
年々その実施の難易度が増してきています。プロトコール
作成には、研究のデザイン、エンドポイントの作成、データ
取得の手順やインフラ整備、モニタリング計画書、統計解
析計画書など実に様々なプロセスがあり、研究者が単独
で実施するのは困難な時代になっています。当教室はこ
れまで、東京大学大学院および東北大学大学院の研究
者らとともに難しいとされるプロセスを支え、全国の医療
機関の医師・薬剤師と、観察研究からランダム化比較試
験まで、様々な臨床研究・臨床試験のコンサルテーション
を受け、実施や実施の支援をしています。

主な領域

がん、緩和、支持療法、HIV感染などを中心とした領域で、
特に患者報告アウトカム（Patient Reported Outcome: 
PRO）を用いた研究をしています。PROとは、患者さんの
症状や機能といった、医療者評価より患者さん自身の評
価がより適切と考えられる指標を、医療者の評価を介さず
患者さんから直接得るものです。代表的なものにQOLや、
痛みといった主観の評価がありますが、これらを評価する
尺度選定やエンドポイント策定、解析計画などに注力して
います。患者さんの主観をどのようにサイエンスするか、
に取り組んでいます。

特徴

倫理講習で取り上げられるように、臨床研究の不正は大
きな問題です。当教室は全国の病院で患者さんの登録を
する臨床研究を実施しているため、従来の臨床研究で使
用されてきた紙媒体での症例報告書は用いず、監査証跡
の記録される、治験に耐えうるシステムを使って研究を管
理・運営し、データ管理に努めています。また、電子的に
PROを収集するシステム、ePROの開発・活用に関わり、
臨床研究・試験における新しい技術の導入を積極的に
行っています。医療機関との連携は不可欠で、多くの機
関との研究実績があります。

臨床研究は、計画におおよそ1年かけて40ページを超える
計画書を作成し、科学審査や倫理審査を経て1年以上か
けて対象を登録し、そこから追跡期間、データクリーニン
グ…と、１つの試験に3-5年以上の時間がかかるのは当
たり前のような領域です。また 近は、研究計画時から患
者・市民参画をする流れとなっています。

今後の展開と求める共同研究先

医療機関のない本学において、臨床研究の支援組
織を設置することは難しいと思いますが、医療現場
からの研究支援のニーズは非常に大きいです。当
教室と関係の深い東京医科大学病院や、これまで
多くの研究を実施してきた仲間の研究を支えるため
にも、研究支援の人材育成やネットワークを広げて
いこうと考えております。

また、当教室が不得手とする基礎研究ができる教
室で、臨床の検体を活用したい、臨床のアウトカム
と関連させてデータをとりたい場合などは、当教室
が仲介できる可能性があります。これまでも臨床研
究で血液などの検体を解析できないか、という相談
は多くありました。こうした研究をご一緒いただいた
り、倫理審査を必要とするような研究でよい関係を
構築できればと思っています。

研究者情報

所属

医療実務薬学教室

東北大学大学院医学統計学分野

経歴

東京薬科大学/大学院卒業後、昭和大学病院に６
年間勤務し、その後現職。

メッセージ

臨床研究の実施には多くの人が関わり、支援する
側とはいえ、私自身は多くの仲間・先生方にご指導
いただきながら、支えていただきながら、臨床研究
をさせていただいています。臨床試験ではICH E9の
改訂があり、今後も大きな変化がある予定で、医薬
品の臨床での評価は日進月歩でより難しさがまし
ていきます。私自身も学びながら、この難局に立ち
向かって臨床研究を支援していこうと思っていま
す。

研究分野：臨床研究、臨床試験
キーワード：臨床研究、臨床試験、患者報告アウトカム

連絡先： 川口 崇（医療実務薬学教室） E:mail: tkawa@toyaku.ac.jp



自己管理型健康社会の確立

研究やテクノロジーの背景・概要

2013年6月14日閣議決定の『日本再興戦略 -
JAPAN is BACK-』の中に、『どこでも簡単にサービ
スを受けられる仕組みを作り、自己健康管理を進め
る「セルフメディケーション」等を実現する。』および
『薬局を地域に密着した健康情報の拠点として、一
般用医薬品等の適正な使用に関する助言や健康に
関する相談、情報提供を行う等、セルフメディケー
ションの推進のために薬局・薬剤師の活用を促進す
る。』といった記載があります。

これらの考えを実行するためには、①自己健康管
理、②一般用医薬品（OTC医薬品）、③セルフメディ
ケーションについての一般生活者、販売者（薬剤師、
登録販売者）の意識や現行制度の問題点を把握す
る必要があります。そこでこれまでに以下の研究を
行ってきました。

一般生活者に対して

●セルフメディケーションの認知と実行の関連性

●セルフメディケーションの関連の深い機能性表示食品に関し
て、その認知度、表示の価値、危険性

販売者（薬剤師・登録販売者）

●一般用医薬品の解熱鎮痛薬の選択・販売に対する意識調査

●一般用医薬品販売時の外国語対応の実態

●スイッチ OTC 医薬品候補成分およびリフィル処方候補
成分に関する薬剤師の意識調査

概要図

今後の展開と求める共同研究先

自己管理型健康社会の確立にむけ、これま
で通りに、一般生活者、販売者（薬剤師、登録
販売者）の意識や現行制度の問題点を把握す
る調査を続け、結果を学術論文で公表すること
で、前進していきたいと思います。

上記はICTを活用することでその前進速度が
急速に高まると考えています。 ICTを活用し
OTC医薬品等の購入と使用者を紐づけること
によって得られる情報は、効果の有無や副作
用発現ばかりでなく、医療用医薬品やそのほ
かの医療機器をはじめとする健康関連商品
の情報と一元管理することで、使用者（患者）
のフォローアップ体制を拡充することができる
と考えています。

研究者情報

【所属】

薬学部 一般用医薬品学教室

【経歴】

1998.3 東京薬科大学薬学部卒業

2003.3 博士（薬学）学位取得

2003.4 東京薬科大学薬学部病原微生物学教室助手

2009.1東京薬科大学薬学部一般用医薬品学教室助教

2015.4東京薬科大学薬学部一般用医薬品学教室講師

2021.4東京薬科大学薬学部一般用医薬品学教室准教授

【興味】

OTC医薬品、セルフ・メディケーション、セルフ・ケア

【メッセージ】
一般生活者や販売者（薬剤師・登録販売者）の意識調査、
医薬品等の販売制度の現状調査、自己管理型健康社会
の確立にむけて、大きな原動力となるICTを活用した研究
を情報共有しながら進めていきたいと思っています。

研究分野：OTC医薬品、セルフ・メディケーション、セルフ・ケア
キーワード： OTC医薬品、セルフ・メディケーション、セルフ・ケア

連絡先： 成井 浩二 （一般用医薬品学教室） E:mail: narui@toyaku.ac.jp



ヒト不死化細胞と生体模倣によるヒト脳モデル

研究やテクノロジーの背景・概要

脳疾患は、新たな治療薬開発が難しく、さらに治療薬の効果をコントロール

することも極めて難しい疾患領域です。その理由としてまず血液脳関門

（blood-brain barrier, BBB、図１) の存在があります。BBBは、脳の毛細血管を

実体とし、薬も含め様々な物質の血液から脳への移行を制限しています。薬

が脳に届かなければ、治療効果は出ません。したがって、

「いかにして薬を脳に届けるか・脳に届く薬を見つけるか」、およ

び「患者ごとに違っている薬の脳への届き方をどのように把握し

て投薬設計に生かすか」
が創薬上・治療上の課題となっています。

また、新たな薬や治療を開発に向け、BBBを拡張した「Neurovascular Unit

（NVU）」と呼ばれる概念が確立しつつあります。ＮＶＵはBBB＋他の脳細胞（さ

らには血中の細胞）が一つの機能単位を形成していると捉え、その機能変化

や回復過程から脳の生理機能や病態を理解しようとするものです。したがって、

NVUを標的とすることが新薬や治療法を生み出す鍵
を握るとされています。

そこで私達は、脳疾患治療の革新に向け、

独自に樹立したヒト条件的不死化細胞と生体模倣を組みあわ

せた二次元型・三次元型の小さなヒト脳の開発（図２）
を進めています。

私たちのモデルの強みは、ヒトの機能を持ち、かつ簡単に作ることができ、さ

らに大量に使うことが出来ることです。この強みを生かし、従来難しかった様々

な脳関連の研究を進めることができるようになります（図３）。

今後の展開と求める共同研究先

ヒト脳モデルでは、神経細胞やミクログリアなどを含めることで、より高度
なヒト脳の再現を目指すとともに、病態の再構築も進めます。これにより、
細胞単体から複数種細胞の共培養、さらには高度な生体模倣によるモデ
ルが揃い、ヒトの遺伝的背景の下、様々なレベルでフェノタイプアッセイを
実践することが可能となります。
これら一連のヒト脳モデルは、創薬研究はもちろんのこと、細胞生物学

や生化学研究など基礎研究にも応用できるほか、それぞれの細胞/モデ
ルに適した培養法の開発にも用いることが出来ます。
製薬関連企業をはじめバイオマテリアル・ライフサイエンス・ヘルスサイ

エンス企業など多様な業種、また基礎から応用までの幅広い研究機関と
の連携を期待しています。

研究分野、テクノロジー(ツール)： 生体模倣システム（MPS）
キーワード：脳（血液脳関門）、不死化細胞、フェノタイプアッセイ、創薬

連絡先： 降幡知巳（薬学部・個別化薬物治療学教室 E-mail： tomomif@toyaku.ac.jp
ホームページ：https://ps-toyaku.site/rinshoyakugaku/
特定の分野に拘らず、自分の強みを生かして世界を変えうる研究に関われるなら、何にでも取り組んでみたいと思っています。現在は
脳を中心に研究を進めていますが、肝臓・腎・小腸の臓器モデルや薬物動態・安全性・薬理研究、がん研究の経験があります。

注力しているテーマ
 ヒト脳モデル/疾患脳モデルを用いたフェノタイプアッセイに

よる新規治療標的の同定
低分子・高分子薬剤脳移行評価法・安全性評価法の開発
生体ヒト脳における薬物濃度の定量的予測法開発



ヒトにおける低侵襲性 CYP3A 酵素活性の評価 (フェノタイプ検査)

研究やテクノロジーの背景・概要

シトクロムP450 3A（CYP3A）は、抗がん薬や免疫抑制
薬など，現在臨床で使用されている約半数の医薬品の代

謝に関与する薬物代謝酵素です。CYP3A活性には5〜20
倍の個人差があります。患者のCYP3A活性が非常に低
い場合は、薬物の血中濃度が上昇し、副作用の発現のた

めに治療の中止を余儀なくされます。薬物治療に先立ち、

CYP3A活性を正確に評価することは、一人ひとりの患者
に適した投与法（投与量や投与間隔）の提案につながり、

有効で安全な薬物治療ができます。そのためには簡便な

CYP3A活性評価法が望まれていました。

本法は、1点の少量採血 (100〜200 μL) を行い、血液中
の内因性コルチゾールとそのCYP3A代謝物6β-ヒドロキシ
コルチゾールの濃度比(6β-hydroxycortisol/cortisol) に基
づいてCYP3A活性を評価します。この血中濃度比は、
CYP3Aが関与するコルチゾールの6β-水酸化代謝クリア
ランスと高い相関性（r = 0.9053）をもち正確な指標です。
また、テスト薬物を投与しないため、安全かつ簡便に

CYP3A活性を評価できるのが特徴です。そのため、新生
児、小児、妊婦、授乳婦等においても、安全にCYP3A活
性を評価でき、適用患者に制限がありません。

概要図

今後の展開と求める共同研究先

本技術では、1回の少量採血で得られた血液試料
で CYP3A活性を評価するため、従来法に比べて患
者や医療従事者への負担を大幅に軽減しました。

臨床分野においてCYP3A活性を臨床検査項目の
一つとして、初回から一人ひとりの患者に適した投
与量の決定に利用すること。また、治療中は薬物の
併用開始・中止による活性の変化を把握して投与
量の調節に活かすことで個別化医療に貢献するこ
とを目指しています。

さらに、本法は、CYP3A活性を随時に、かつ連続
的(経時的)にも評価できるため、医薬品の臨床開
発における、薬物の酵素誘導・阻害過程を評価す
る強力なツールとなると考えます。すなわち、開発
中の薬物の体内動態解析のために得られた血液
試料の一部を用いることで同時に活性の変動を捉
えることができます。

共同研究先としては、医療機関や臨床検査機関、
医薬品開発を行う企業を希望します。

研究者情報

所属

個別化薬物治療学教室

経歴

東京薬科大学

薬学部 大学院医療薬学専攻修士課程 修了

博士（薬学）

メッセージ

個別化薬物治療への貢献を目指し、侵襲性の低い
活性評価法を開発し、実臨床での利用を目指して
います。これらの評価法は、安定同位体トレーサー
法に基づくLC-MS/MSを用いた高精度・微量定量
法の技術に基づいています。CYP3A活性評価に基
づく投与設計を行った上で、薬物の血中濃度が有
効治療域であるかも併せて検討することも可能です。

研究分野、テクノロジー(ツール)：個別化医療、バイオマーカー
キーワード：薬物代謝酵素活性評価、CYP3A、個別化投与設計

連絡先： 柴﨑 浩美 （個別化薬物治療学教室） E:mail sibasaki@toyaku.ac.jp

安全で有効な薬物治療
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---ヒトin vivoにおける新しいCYP1A2酵素活性評価法の開発 ---

研究やテクノロジーの背景・概要

近年，患者個々に合わせた薬物治療を行う個別
化薬物治療が必要とされています．中でも，薬物
代謝酵素を評価し，投与に先立ち患者個々に適
切な投与量を決めることができれば，初回から安
全で有効な薬物治療が可能となります．

薬物代謝酵素るシトクロムP450 1A2 (CYP1A2) 
は，現在市販されている医薬品の15％以上の代
謝に関わっています．CYP1A2は誘導・阻害の影
響を受けるため遺伝子多型診断による活性評価
が難しく，治療と関係のない薬物を投与するフェノ
タイピングを行う必要があり，臨床で簡便に利用
できる酵素活性評価法は確立されていません．

そこで，CYP1A2によるメラトニンから6-ヒドロキ
シ メラトニンへの代謝を利用した新しいフェノタイ
ピング法を開発し，臨床応用への準備を行うこと
を目指しています．内因性のメラトニンを用いた簡
便なCYP1A2フェノタイピング法は，現在市販され
ているCYP1A2で代謝される多くの医薬品の投与
量の設定に幅広く応用可能であり，患者の個別化
薬物治療の推進に役立つ手法となると考えていま
す．

概要図

今後の展開と求める共同研究先

現時点では，活性評価法の検討を目的に，LC-
MS/MSでの血中・尿中の測定法の開発を行い，
健常人を対象とし，部分代謝クリアランスを用いた
CYP1A2活性評価法を検討中です．今後は，本法
の妥当性を評価し，CYP1A2活性評価法として完
成させていく予定です．

簡便にCYP1A2活性を評価できるようになると，
これまで難しかったCYP1A2で代謝される薬物の
投与量の調整を行うこと，すなわち個別化薬物投
与設計が可能となると考えられます．また，
CYP1A2活性を低下させる遺伝子多型の調査など，
様々な研究への発展に貢献できると思われます．
また，タバコによるCYP1A2誘導の評価 (禁煙によ
る影響 ) が薬物治療に及ぼす影響や新薬が
CYP1A2活性を誘導・阻害するかを評価しそれに
関わる相互作用の可能性を検討するなどの薬物
代謝酵素への応用研究も考えてられます．

共同研究先として，CYP1A2活性評価法を検査
項目として検討してくださる検査会社やCYP1A2活
性やそれに関わる薬物相互作用を評価する必要
のある製薬企業・臨床開発企業を想定しています．
また実際の患者さんの薬物投与を行う病院も該
当すると考えています．

研究者情報

所属:

個別化薬物治療学教室

経歴:

東京薬科大学薬学部卒

大学院医療薬学専攻修了

メッセージ:

個別化薬物治療を目指して，新しい評価法の
探索を行っています．将来的に臨床応用され，
患者さんの治療に役立てられる様な研究がで
きれば良いと思っています．

研究分野，テクノロジー(ツール)：個別化薬物治療
キーワード：酵素活性評価，CYP1A2，個別化薬物治療

連絡先： 横川 彰朋 (個別化薬物治療学教室) E:mail yokokawa@toyaku.ac.jp

採血・採尿
フェノタイピング検査
（CYP1A2活性評価）

個別化薬物投与
（投与量の調整） LC-MS/MS

フェノタイピングによる個別化薬物治療の概念図
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内因性メラトニン代謝を利用した酵素活性評価法



金属イオンと薬物間の錯体形成の多角的な評価法の開発

研究やテクノロジーの背景・概要
薬物の金属錯体形成は薬物動態をシミュレーショ

ンするための重要なパラメーターである。しかしなが
ら、薬物と金属の組合せは膨大であり、既存の分析
法は、薬物の物性に依存するため、一部の薬物でし
か十分に金属錯体形成の議論はされていない。そこ
で、薬物の金属錯体形成の評価法として、以下の手
法をそれぞれ構築した。

1. 固相抽出（SPE）媒体とHPLCを組合せた手法
SPE媒体上で三元錯体（キレート官能基‐金属‐薬
物）を形成する薬物をスクリーニングできる。現行で
は もHigh throughputで、生理的条件下(pH 7.4, イ
オン強度)での測定が可能。

2. 遊離金属イオンの電位測定
三元錯体を形成できない、錯生成定数の小さい金属
イオンとの錯体形成を評価可能。

3. 薬物の分配係数（KD値）測定
錯体形成の有無と共に生成した薬物―金属錯体の
親疎水性の物性も同時に評価できる。

構築した測定法を用いて網羅的な解析を行った結果、
薬物の金属錯体形成能について多角的な評価を実
現することができた。

概要図

今後の展開と求める共同研究先

構築した測定法を用いて、600 通り以上もの
薬物や関連化合物と金属イオンとの組合せを
スクリーニングし、錯体形成を評価したところ、
驚くべきことに、ほとんどの薬物は何かしらの
金属イオンと錯形成することを明らかにするこ
とができた。また、金属イオンを 適化すること
で、錯体形成する薬物を選択的に固定相に保
持させることができることを見出したため、今後
は金属イオンとの錯体形成を利用した薬物の
分離分析へ応用したい。

研究者情報

所属

生体分析化学教室

経歴

東京薬科大学薬学部

薬学（博士）

興味

旅行、音楽鑑賞

メッセージ

ご興味がありましたら、是非お声掛けください。よろ
しくお願いいたします。

顔写真

研究分野、テクノロジー(ツール)：分析化学
キーワード：金属錯体、高速液体クロマトグラフィー、固相抽出、二相溶媒系

連絡先： 守岩友紀子（生体分析化学教室） E:mail： moriiwa@toyaku.ac.jp

Fig. 1  A： SPE媒体を用いた金属イオンとの錯体形成を検出
するためのスクリーニング法の概略図． B：金属キレートSPE
媒体への通液前後の薬物のHPLCクロマトグラム．

Fig. 2  金属イオン添加に伴う薬物のlog KD値変化．



研究やテクノロジーの背景・概要
ラミニンの遺伝子からタンパク質そして生体内にお

ける役割までを網羅し、俯瞰的な視野から、ラミニン
の機能解明およびその機能応用に向けた研究を行なっ
ています。また、ラミニンをベースにしてた様々な組
換えタンパク質および合成ペプチドを作製しており、
その作製ノウハウだけでなく、独自の組換えタンパク
質とペプチドのライブラリーおよび細胞接着メカニズ
ムに関する知見を蓄積しています(研究の概要図)。

ラミニンは、α鎖(5種類)、β鎖(3種類)、γ鎖(3種
類)からなるヘテロ三量体であり、その組合せによっ
て19種類のアイソフォームが報告されています。ラミ
ニンは組織を支える基底膜の主要な構成分子であり、
このアイソフォームが基底膜に多様性を与えています。
ラミニンのアイソフォームは、発生段階および組織特
異的な分布を示し、これまでに形態形成および病態
(ネフローゼ症候群、筋ジストロフィー、表皮水泡症
など)に関連することが明らかになっています。また、
ラミニンは癌細胞の浸潤・転移のプロセスにおける細
胞接着および運動に関与することも示されています。

ラミニンは、巨大な細胞接着性の糖タンパク質であ
り、複数の細胞接着部位を持つだけでなく、細胞表面
の複数の受容体により、複雑に接着しています。最近、
ラミニンへの接着が様々な細胞の増殖および機能を支
えているだけでなく、幹細胞の未分化性の維持および
分化誘導に関与することが明らかになっています。私
達は、このラミニンの細胞接着メカニズムを解明し、
幹細胞用の完全合成培地と同様に、明確な細胞接着の
メカニズムに基づくバイオマテリアル(培養基質)の作
製も目指しています。

今後の展開と求める共同研究先

ラミニン

細胞接着メカニズム
1. 機能部位
2. 受容体機能
3. 基底膜形成

癌

転移・浸潤における
ラミニンの役割
1.細胞運動
2.細胞増殖
3.腫瘍血管形成

肝臓

肝臓における
ラミニンの役割
1.肝細胞
2.類洞内皮細胞
3.人工肝臓

基底膜関連疾患

1.ネフローゼ症候群
2.筋ジストロフィー
3.表皮水疱症

薬物送達

1.組換え抗体
2.抗体-薬物結合体
3.結合ペプチド開発

組織形成

1.人工基底膜
2.3D scaffold
3.創薬・探索

研究プロジェクト

基底膜分子・ラミニンの機能解明からその機能応用

研究者情報
所属：東京薬科大学薬学部 病態生化学教室
経歴：横浜市立大学大学院修了 博士(理学)

研究分野、テクノロジー(ツール)：組換えタンパク質、合成ペプチド
キーワード：基底膜、細胞接着・運動、バイオマテリアル、組織形成

連絡先：吉川大和（薬学部病態生化学）;  E-mail: kikkawa@toyaku.ac.jp

19種類の
ラミニン分子群

基底膜の主要分子

基底膜

上皮細胞

間充織

癌細胞の接着･運動
メカニズムの解明

基底膜は形態形成および
組織の支持に必須な構造

形態形成や腎臓・筋
組織・皮膚の病態に
おける役割の解明

基底膜は優れた
バイオマテリアル
(抽出が困難)

組換えタンパク質および
合成ペプチドによる
ラミニン機能の模倣

ラミニン機能を応用
した新しいバイオマ
テリアルの開発

細胞接着機能

研究の概要図

ラミニンの研究は、基底膜がほとんどの組織に存在
するため、様々な組織の機能に関係する横断的な面を
持ちます。これまでの共同研究では、ラミニンおよび
その受容体に対する抗体のパネルを用いて、基底膜の
動態解析を行っています。また、研究により得られた
組換えタンパク質および合成ペプチドは、細胞接着を
介する受容体との関係が明確であり、培養基質の最適
化に有用であることから、幹細胞の分化誘導など行っ
ている研究者に提供できると考えています。さらに、
研究で得られた組換えタンパク質および合成ペプチド
は、細胞表面の受容体に結合することから、薬物送達
の修飾ツールとして有用であると考えています。

研究プロジェクトは、下図に示した項目の展開を予
定しており、これらの項目において接点が見つかれば
共同研究を行いたいと考えています。



インテグリンαvβ5に結合するRGDX1X2ペプチドに関する研究

研究の背景・概要
アルギニン-グリシン-アスパラギン酸(RGD)モチー
フは細胞接着受容体であるインテグリンのリガンド
で、細胞培養基材、バイオマテリアル、ドラッグデ
リバリーシステムの開発研究等で幅広く使われてい
ます。また、インテグリンの阻害剤として抗がん剤
や抗⾎⼩板剤としての応⽤も試みられています。私
の研究では、RGDの後ろにVFなどの特定の2残基が
存在すると、インテグリンサブタイプのαvβ5への結
合が劇的に⾼まることを⾒出しました。インテグリ
ンαvβ5は⽣体内の幅広い細胞で発現することが知ら
れていますが、その機能は不明な部分が多く、本発
⾒によりインテグリンαvβ5のさらなる機能解明が期
待されます。RGDVF配列は他のヒトタンパク質や
ウィルスの表⾯にも存在が確認され、これらとイン
テグリンαvβ5の相互作⽤が⽣物活性やウィルス感染
にどう関わるのかについても興味があります。さら
に、RGDVFを基にしてさらに強⼒な環状ペプチド
c(RGDTFAC)をデザインし、バイオマテリアル、細
胞培養基材、ドラッグデリバリーシステム、インテ
グリンαvβ5阻害剤への応⽤を⽬指しています。イン
テグリンαvβ5は幅広い細胞に発現しているため、
c(RGDTFAC)は多くの細胞に適⽤できると期待され
ます。現在では特に細胞移植をサポートするバイオ
マテリアルの開発をメインに研究を遂⾏しています。

【特許出願情報等】特願2021-090384

研究者情報
所属
薬学部 病態⽣化学教室

経歴
2013 本学博⼠課程修了
2013 ⽶国NIH、NCI-Frederick ポスドク
2018 本学 助教
2021 本学 講師

メッセージ
インテグリンリガンドであるRGDペプチドに関連し
た細胞培養、バイオマテリアル、ドラッグデリバ
リー、ペプチドミメティクス研究等に興味がある⽅
と共同研究ができると嬉しいです。

分野︓細胞⽣物学、ペプチド化学
研究キーワード︓細胞接着、RGDペプチド、インテグリン、バイオマテリアル

連絡先： 山田雄二（病態生化学教室） E:mail： yuyamada@toyaku.ac.jp

インテグリンαvβ5のみ
発現している細胞

インテグリンαvβ3とαvβ5
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インテグリンαvβ5への結合の強さ

環状直鎖状

これまでのRGDペプチドと⽐べて幅広い種類
の細胞に強⼒に結合することができる!

細胞培養基材
（3次元培養含む）

バイオマテリアル
（細胞移植など）

ペプチド
ミメティクス

ドラッグデリバリー
システム

インテグリン
阻害剤

インテグリンαvβ5への結合の強さ

• RGDVFなどの配列を持つタンパク質の機能解明
• インテグリンαvβ5の機能解明
• RGDVFなどを表⾯に持つウィルスの感染機構の解明
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今後の展開と産業利⽤

研究の概要図



独自の精密有機合成手法に基づく生物活性化合物の合成

研究やテクノロジーの背景・概要

「新合成反応の開発」と「生物活性天然物の全合成」の
２つを柱に研究を行っています。

「何でも」を信条に，様々な種類の天然物の合成を手が
け，中でも，マクロリドやアリールC-グリコシド抗生物質，
キサントンをはじめとするの生薬成分，また，軸不斉ビア
リールなどの特異な立体構造をもった天然芳香族化合物
などの合成で実績をあげてきました（下記の概略図）。

それらを可能にしてきたのは，我々の得意とする下記の
合成反応であり，それぞれに独自の技術をもっています。

■ 有機金属化合物やルイス酸を用いる合成反応

■ 多数の不斉中心をもち官能基に富んだ鎖状化合物
の立体制御合成

■ 糖関連化合物の合成（O-グリコシド化反応，C-グリ
コシド化）

■ 芳香族化合物（各種芳香族骨格構築反応，置換基
導入反応）

■ 酵素触媒を利用する立体制御反応

概要図

今後の展開と求める共同研究先

もっぱら好奇心に基づいた学究型の研究を行なっ
ています。そのため，この研究室にしかない「おもし
ろい化合物」が，生物活性を調べられることもなく多
数眠っています。また，独自の反応やその技術は，
応用面でも必ずや有用なものであると信じておりま
す。

反応や合成経路に関するご相談，サンプル供給，
受託合成から，本格的な共同学術研究，上市・商
品化のための共同研究まで，大学，研究所，企業
（医薬，農薬，食品，化粧品，化成品，機能性物
質・・・）を問わず「利用」いただければ幸いです。

研究者情報

所属

薬学部 薬品製造学教室

経歴

慶應義塾大学理工学部卒業［化学科（1985年3月）］

慶應義塾大学大学院理工学研究科修了［化学専攻

（1990年3月），博士（理学）取得］

慶應義塾大学［助手（1989年〜1996年）］

東京工業大学［助手，助教授，准教授（1996年〜

2009年）］

東京薬科大学［准教授（2009年〜2014年）］を経て，

2014年より現職（教授）

顔写真

研究分野、テクノロジー(ツール)：有機合成
キーワード：精密有機合成反応，生物活性化合物の合成

連絡先： 松本隆司（薬品製造学教室） E-mail: tmatsumo@toyaku.ac.jp



有機分子触媒を用いたキラル有機化合物の合成研究

研究やテクノロジーの背景・概要

環境破壊や資源の枯渇を防ぎ，持続社会

に応えうる化学合成技術の開発は，現代に

おいて必要不可欠な研究課題です。金属試

薬や金属触媒は，多くの優れた合成反応に

利用できます。しかしながら，残念なことに，

その多くは毒性を示し，環境汚染が懸念され

ます。薬化学教室では，環境負荷低減を目

的とし，金属を使用せずに，有機分子触媒を

用いて，医薬品合成に重要なキラル化合物

を合成する研究に取り組んでいます 。

薬化学教室では，独自に開発した有機分

子触媒を用いて，数多くのキラルな有機化合

物ライブラリーを構築しています。

概要図

提供可能なキラル化合物のサンプル例を

以下に示しました。（基本骨格を示していま

す。様々な置換基を有する類縁体も提供で

きます。） まだ，公開できないサンプルも多

数ございます。

今後の展開と求める共同研究先

薬化学教室では，毎年，数多くの新規な

キラル化合物ライブラリーを増やしていま

す。当教室で開発した有機分子触媒によっ

て得られるキラルな有機化合物およびそ

の誘導体をサンプル提供できますので，生

理活性評価試験や機能性評価試験に使っ

てみたいと興味を持たれる共同研究者を

歓迎致します。

研究者情報

所属

薬学部・薬化学教室

経歴

岐阜薬科大学大学院

博士課程修了

シカゴ大学 化学科 博士研究員

中部大学助教

興味

新規な骨格を持つ有機分子触媒の開発や，新規
な立体選択的炭素-リン結合形成反応の開発に興
味があります。

メッセージ

薬化学教室で合成しましたキラルな有機化合物
にご興味のある先生方にサンプル提供致しますの
で，共同研究をお申込み下さい。

顔写真

研究分野、テクノロジー(ツール)：有機化学
キーワード：有機分子触媒、キラル有機化合物、医薬品

連絡先： 平島 真一（薬学部・薬化学教室） E:mail hirashim@toyaku.ac.jp
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日本の植物エキスライブラリ

研究やテクノロジーの背景・概要
1993年の生物多様性条約、そして2010年の名古屋

議定書によって、遺伝資源に関する ABS（Access & 
Benefit Sharing）が重要視されるようになった。結果
として海外の遺伝資源を利用する研究にはカウンター
パートが必須となり、実施までに多くの書類と時間が
必要である。
海外の遺伝資源には、珍奇な成分を含有する可能性

のある未研究の分類群が多くあり、非常に魅力的であ
ることはいうまでもない。一方で、亜寒帯から亜熱帯
までの幅広い気候を有する日本に分布する、アクセス
が容易な遺伝資源について見直しても良いと考える。
そこで、日本大学矢作助教と共同で、日本各地に分

布する植物のエキスライブラリを作製することを立案
し、2019年度から、植物採集、抽出、濃縮による
エキスの作製を開始した。本ライブラリの特色の一つ
として、植物の正確な同定、ならびに、将来的な分類
群の組み替えに対応するため、全ての採集植物をさく
葉標本として保存している点があげられる。現時点で、
北海道から沖縄本島に分布する 164 科 1061 分類群
1534 点の植物を採取しており、粉砕、エキス化を
進めている。
本ライブラリを利用した研究成果の一例

DOI: 10.3390/plants11162075

概要図

今後の展開と求める共同研究先
共同研究先には、日本の植物の80％メタノール

エキス（現在70％エタノールエキスに変更中）の
DMSO溶液を96穴プレートに微量ずつ分注したも
のを提供する。スクリーニングに陽性を示した検体
については、必要に応じて材料を再度採集して提供
することも可能である。今後は、文献調査により
食経験のあるエキスリストを作成することを計画し
ている。スクリーニングの系は既納の提供先と重複
しないように制限している。
独自の高効率なスクリーニング系を有している

ラボが提供先に適している。また、三宅は天然物化
学で学位を取得したが、現在、探索研究を行える
環境にないため、化合物レベルに至る研究を考えて
いる場合は、ラボ内または別の共同研究先で実施で
きる環境が必要である。エキスレベルでの評価を行
いたい場合はこの限りではない。

研究者情報

所属
薬学部薬用植物園

経歴
富山医科薬科大学薬学部卒業
富山大学医学薬学教育部修了、博士（薬学）
金沢大学薬学部博士研究員（のち助教）
東京薬科大学薬学部助教（のち講師）

興味
植物園めぐり（現在国内140余園）

メッセージ

是非、東京薬科大学薬用植物園に足をお運びく
ださい！全国でも有数の内容の薬用植物園です。
ご意見・ご感想もお寄せいただけると幸いです。

研究分野、テクノロジー(ツール)： 天然資源、シード探索
キーワード： スクリーニング、エキスライブラリ、名古屋議定書

連絡先： 三宅克典（薬用植物園） E:mail:  miyake@toyaku.ac.jp

植物採取 抽出濃縮

分注

提供活性評価
（共同研究者が実施）

陽性検体の
再採取



天然化合物からの新規医薬品シーズの探索

研究やテクノロジーの背景・概要

植物や微生物などの生物が産生する天然化合物は、多
様な構造を有し、様々な生物活性を示す。私たちは生薬、
ハーブ、鑑賞用植物などを研究材料として、悪性腫瘍（が
ん）や生活習慣病の新規治療薬シーズとなりうる化合物の
探索を中心に研究を展開している。

これまでの研究により、様々な植物を抽出・分離し、NMR
を中心とした機器分析技術を駆使して構造解析を行い、多
数の新規構造を有する天然化合物（テルペン・ステロイド、
フラボノイド、アルカロイド、およびそれらの配糖体など）を
見出している。単離された化合物を用いて、複数のヒト培養
腫瘍細胞（HL-60白血病細胞、A549肺がん細胞、SBC-3
肺小細胞がん細胞など）に対する細胞毒性のスクリーニン
グを行う。細胞毒性の認められた化合物については、細胞
増殖性の経時変化と細胞周期を解析し、さらに腫瘍細胞に
対するアポトーシス誘導活性を、DNAの断片化の確認や
caspase類の活性化の評価により行っている。

そのほかに、天然化合物の終末糖化産物（AGEs）生成

阻害活性やオートファジー誘導活性を評価し、それら化合
物の新規生活習慣病治療薬シーズや化粧品素材としての
可能性を検討している。

概要図

今後の展開と求める共同研究先

１、天然化合物の新たな生物活性の評価

これまでとは異なった視点・観点に基づく研究手法によ
り天然化合物の生物活性を評価することで、新規医薬
品シーズとなりうる化合物を新たに見出すことができる
と考えられる。現在私たちが保有する多数の天然化合
物の提供が可能である。

２、天然素材の活性本体となる化学成分の単離と構造
決定

活性本体が未知の天然素材（植物エキスなど）の提供
を受け、それらの活性本体となる天然化合物を抽出・
分離し、単離した化合物を構造解析することが可能で
ある。新規医薬品シーズの探索のほか、健康食品等
の新規機能性成分や新規化粧品素材へと展開するこ
とが可能である。

研究者情報

所属

東京薬科大学 薬学部

漢方資源応用学教室

経歴

1997年3月 東京薬科大学薬学部 卒業

1999年3月 東京薬科大学大学院博士前期過程修了

1999年4月 東京薬科大学薬学部 助手

2011年4月 東京薬科大学薬学部 講師

2018年4月 東京薬科大学薬学部 准教授

興味

・天然化合物の抗腫瘍活性メカニズムの解明

・天然化合物の新規医薬品シーズとしての可能性

生薬学・天然物化学、生物活性成分の探索と単離・構造決定
キーワード：天然物成分、構造解析、がん、アポトーシス、オートファジー、生活習慣病

連絡先： 横須賀 章人（薬学部 漢方資源応用学教室） E:mail yokosuka@toyaku.ac.jp



高等植物からの新規がん治療薬シーズ創出を目指して

研究やテクノロジーの背景・概要

高等植物から新規がん治療薬シーズとなり
える化合物を見出すことを目的として研究を
行っている．

これまで，主として 1）高等植物に含有
される化学成分，特にステロイド配糖体
（サポニン）の探索および構造解析，2）高等
植物より単離された化合物の抗腫瘍活性評価，
に関する研究を行ってきた．

1）では，カラムクロマトグラフィーや高速
液体クロマトグラフィー（HPLC）を利用し
た分離を行っている．また，単離された化合
物の構造を，主に一次元および二次元核磁気
共鳴（NMR）を中心としたスペクトル解析に
より明らかにしている．

2）では，単離された化合物の抗腫瘍活性を
MTT 法により評価している．抗腫瘍活性が認
められた一部の化合物については，ヒト腫瘍
細胞に対するアポトーシス誘導活性等の検討
を行っている．

概要図

今後の展開と求める共同研究先

これまでに，高等植物より，比較的強力な
抗腫瘍活性を示すとともに，腫瘍細胞をアポ
トーシスに誘導する化合物を複数見出してき
た．これらの化合物を，新規がん治療薬シー
ズに向けて前進させることを目指している．

そのために，上記のような化合物について，
抗腫瘍活性を示す詳細なメカニズムの解明，
腫瘍細胞へのアプローチ方法，あるいは腫瘍
細胞の代謝へ与える影響などの検討を進めた
いと考えている．

天然物の探索では新規化合物が得られるこ
とも少なくなく，そのような化合物の抗腫瘍
活性の詳細を明らかにすることは非常に重要
かつ有意義なことであると感じている．

当教室には，一般には流通していない天然
由来化合物，あるいは多数の生薬抽出物等が
保管されており，天然物を用いた研究に対し
てサンプルを提供できる可能性もある．

研究者情報

所属

薬学部

漢方資源応用学教室 助教

経歴

2019年3月 東京薬科大学大学院薬学研究科

薬学専攻博士課程修了

2019年4月～ 現職

メッセージ

共同研究を通じて，天然物由来化合物の

可能性を広げたいと思うと同時に，他分野と

の融合を含めた様々なことに挑戦していきた

いと考えています．

研究分野，テクノロジー(ツール)：天然物化学，NMR 等を用いた構造解析
キーワード：天然物，生薬，サポニン，NMR，抗腫瘍活性

連絡先：井口巴樹（薬学部・漢方資源応用学教室）E-mail：iguchit@toyaku.ac.jp



発達障害・精神疾患に関連する環境因子および予防薬開発

研究の背景・概要

発達障害である自閉症や精神疾患である統合失調症は有病
率が約1％と非常に高い障害であり、大きな社会問題となってい
るものの、その発症メカニズムはあきらかになっておらず、また治
療も対症療法にとどまっています。またこれら自閉症や統合失調
症は遺伝因子が強く関与していることが知られていますが、一卵
性双生児の発症一致率が共に60-80％と、遺伝因子だけではそ
の発症が規定できず、遺伝因子に環境因子が絡んだtwo-hit 
modelが提唱されています。

そこで我々は自閉症と統合失調症をターゲットとし、その発症
に寄与する環境因子の探索、および発症を予防する薬物・栄養
成分の探索をテーマに研究を行っています。

モデルとしてそれぞれの疾患に関連した遺伝子変異を有する
自閉症モデルマウスおよび統合失調症モデルマウス、あるいは
自閉症のリスク因子として知られている母体感染を模したモデル
マウスを用い、妊娠期に様々な化学的・物理的環境因子および
予防因子に曝露した後、産まれた仔マウスについて様々な行動
解析を行い、自閉症様行動や統合失調症様行動を評価します。
また、効果のあった陰陽それぞれの因子がどのように脳構造や
機能に影響を与えているかについて、ライブイメージング、組織
学的解析、生化学的解析によりその原因を探索しています。

研究の概要図

今後の展開と産業利用

1) 自閉症・統合失調症の発症に寄与する環境因
子の同定とその発症メカニズムの探索

2) 発症メカニズムに即した治療薬の提案・開発

3) 自閉症・統合失調症の発症を予防する予防因
子の同定とその予防メカニズムの探索

4) 予防因子の薬剤化と社会実装

求める共同研究

1) 市販されていない候補環境因子および候補予
防因子の合成・精製

2) 同定された予防因子の製剤化

3) 治療薬候補物質の合成・精製

4) 炎症予防作用をもつ食品・サプリメントの所有

上記の研究や実験手技を得意とされる研究室・研
究所との共同研究ができればと思っています。

研究者情報

所属

薬学部 公衆衛生学教室

経歴

九州大学理学部卒業、大阪大学
大学院理学部博士課程修了。
大阪大学、米UCI、理化学研究所BSI、独ENI、東京
理科大学等を経て2016年より東京薬科大学着任
（講師）、2018年より現職。

興味

記憶のメカニズムおよび種々神経・精神疾患がど
のようなメカニズムで引き起こされるのかについて
興味を持ち研究しています。

メッセージ

遺伝的にクローズに作成されたマウスでも、実に多
様な個性を持っていることは、研究を困難にしてい
ると同時にとても興味深いと思っています。最終的
には動物が何を思っているのか（動物心理）に触れ
ることができれば面白いと思っています。

分野：環境神経学、行動生物学
研究キーワード：自閉症、統合失調症、発達障害、精神疾患

連絡先： 篠田 陽（公衆衛生学教室） E-mail: shinoda@toyaku.ac.jp

遺伝子変異
妊娠マウス

環境因子曝露

胎児脳摘出

出産後
仔の行動解析

野生型
妊娠マウス

予防因子曝露

血液・臓器
摘出

出産後
仔の行動解析

擬似感染

妊娠期の自閉症・統合失調症モデルマウスを種々環境因子に曝露し、妊
娠期の胎児脳への影響を見るために胎児脳を摘出し解析。また出産後の仔
マウスの行動を解析します。自閉症や統合失調症のリスクファクターとして知
られる感染モデルマウスについては妊娠期に予防因子に曝露することで、仔
の発症が抑制されるかどうかを行動解析により検討します。動物行動は以下
のものが測定可能です。

不安・社会性・繰り返し・文脈記憶・作業記憶・参照記憶・子育て・毛繕い・
社会性ヒエラルキー・うつ様・プレパルス抑制・超音波鳴声

他、大脳皮質Wild field imaging、免疫組織化学、ウエスタン、qPCR、ELISA等



高機能性食品素材の適切評価系の提案
腸内環境を健全に保ち健康寿命の伸延に貢献

研究の背景・概要
腸内の微生物は、私たちの健康維持に密接に関わることが知

られています。潰瘍性大腸炎などの発症には、腸内の悪玉真菌

が腸管組織細胞を刺激して、善玉の乳酸菌を減少させることで、

免疫コントロールを異常にすることが一因となると報告されてい

ます。悪玉真菌の働きを適切に抑えることが健康な腸内環境を

維持するために、重要であると考えられます。

悪玉真菌と免疫細胞との相互作用を調節する食品成分には

キノコや海藻（昆布）に含まれる水溶性β-グルカン（BG）が有力

でありますが、農作物や食品材料中の水溶性BGを免疫受容体

システムにより適切に検出・定量する方法はありませんでした。

私たちは様々な生物から免疫細胞のBG受容体遺伝子を単離

して、組換え型BG結合タンパク質を作成しました。これらのBG

結合性が水溶性BGの検出、分析に利用できることを見出しまし

た。このBG測定法が、腸内環境を整える食事のモニタリングや

食品材料の開発などにお役に立てればと考えています。

研究の概要図

今後の展開と産業利用

本分析法は食物に含まれるBGを簡便に測定する
ことを可能にしました。水溶性BGは、腸内の善玉乳
酸菌を増やし、免疫の働きを整えると報告されてい
ます。 食事中のBG量をモニターし、健康に気をつ
けている方の食事管理に役立てたい。そんな時に
本法が貢献できると考えています。

【産業界への貢献】

農林水産業、食品加工業界などの生産業者、学
校及び介護施設や病院などの給食事業など、農作
物や食品、調理品に含まれる水溶性BG量の管理
に本法を応用することで、作物の商品価値を高めた
り、食の健全化に貢献します。

研究者情報

所属

薬学部 免疫学教室

経歴
1985年 東京薬科大学 薬学部卒
1990年 同 大学院 博士課程
修了 薬学博士
1990年 同学部 第一微生物学
教室 助手
1994年 米国ミシガン州
ウエインステート大学 客員研究員
1995年東京薬科大学 薬学部 第一微生物学教室 講師
2003年 同 薬学部 免疫学教室 助教授（准教授）
2021年 同 薬学部 免疫学教室 教授
現在に至る

興味

β-グルカンの免疫調節活性について調査し,β-グルカ
ンの機能性を追求していきたい

メッセージ

私たちの体の中で働く免疫の仕組みには、薬や医療に
役立つ成分が潜在しています。これらを有効に引き出し、
より良い医療への貢献を目指して研究を進めています。

分野：食品分析 研究キーワード：腸内環境改善、免疫力、食品分析

連絡先： 安達禎之 （薬学部 免疫学教室） E:mail：adachiyo@toyaku.ac.jp

普段、食事からどのぐらい水溶性β-グルカン
（BG）を食べているのでしょうか？
普段、食事からどのぐらい水溶性β-グルカン
（BG）を食べているのでしょうか？

【特許出願情報等】
β−グルカン結合タンパク質、β−グルカン検出キット、人工ＤＮＡ
および細菌, 特許第6966756号、 2021年10月26日登録

（Tang C., et al. Cell Host & Microbe, 18, 183-197, 2015）. 

組換え型BGRPを用いた酵素免疫法（ELISAやSplit 
Enzyme Assay）は食品中のBG量測定を可能にします。



自然免疫系受容体分子の応用
感染症・アレルギーの新規治療への貢献を目指して

研究やテクノロジーの背景・概要
真菌等の細胞壁多糖β-グルカン（BG)に特異的に結合

する免疫受容体や結合タンパク質の遺伝子組換え発現

により、病原性真菌のBGの検出や環境中の真菌或いは

花粉由来の（1→3）-β-D-グルカンの定量技術を確立し

ました。さらに樹状細胞に発現するDectin-1の機能をコン

トロールするモノクローナル抗体やアンタゴニスト糖鎖の

開発に成功し、Dectin-1が関与する自己免疫性疾患やア

レルギー疾患の予防や治療法の検討を進めています。

概要図 研究者情報

所属

薬学部 免疫学教室

経歴
1985年 東京薬科大学 薬学部卒
1990年 同 大学院 博士課程
修了 薬学博士
1990年 同学部 第一微生物学
教室 助手
1994年 米国ミシガン州
ウエインステート大学 客員研究員
1995年東京薬科大学 薬学部 第一微生物学教室 講師
2003年 同 薬学部 免疫学教室 助教授（准教授）
2021年 同 薬学部 免疫学教室 教授
現在に至る

興味

β-グルカンと感染症及び免疫疾患との関連性につい
て調査し根本的な予防法・治療法の開発につなげていき
たい

メッセージ

私たちの体の中で働く免疫の仕組みには、薬や医療に
役立つ成分が潜在しています。これらを有効に引き出し、
より良い医療への貢献を目指して研究を進めています。

研究分野、テクノロジー（ツール）： 感染症診断プローブ、免疫疾患治療薬
キーワード： β-グルカン、デクチン-1、BGRP、真菌感染症、花粉症、自己免疫疾患

連絡先： 安達禎之 （薬学部 免疫学教室） E:mail：adachiyo@toyaku.ac.jp

【特許出願情報等】

1.抗デクチン-１モノクローナル抗体を産生するハイブリドーマ（国際出願

番号 PCT/JP2005/012098）

2. 「β-1,3-1,6-グルカンの測定方法」 (特許出願 2019-209679)

3. 「β−グルカン結合タンパク質、β−グルカン検出キット、人工ＤＮＡお

よび細菌」,特許第6966756号 2021年10月26日登録

（Kanno T., et al. Allergol Int, https://doi.org/10.1016/j.alit.2020.08.004）. 

組換え型BGRPを用いた
Split Enzyme AssayはBG定
量測定を可能にします。

各種Dectin-1阻害物質による
免疫疾患のコントロール

今後の展開と求める共同研究先

環境中の病原性因子の測定
このBG検出法により、さまざまな環境中（学校、介護施設、
入院病棟など室内環境）のBGの定量が可能になると考え

ております。検体採取の協力施設、環境中の検体採取手
法に関するノウハウを有する研究グループ、検体処理から、
測定までをHigh through putで自動操作・解析するシステ

ムを構築し共有しうる研究グループとの共同研究を希望し
ます。

Dectin-1関連 新規アンタゴニスト及びアゴニストの探索
Dectin-1阻害物質の化合物スクリーニングを広く展開した

いと考えております。候補低分子化合物ライブラリーの提
供、ペプチド性阻害分子、シード化合物からの誘導体合成
など阻害物質を提供可能な研究者との共同研究を希望し
ます。更に細胞内抑制性シグナル誘導アゴニストの探索
における細胞ベースアッセイのスクリーニング手法を有す
る研究者との共同研究も希望いたします。



ペプチドを基盤とする創薬化学研究

研究やテクノロジーの背景・概要

生体及び天然由来のペプチドやペプチド様物質、あるい
はタンパク質の機能性部分構造に着目し、主に難治性疾
患を標的とした創薬研究を展開しています。一方、ペプチ
ドの新規合成手法の開発研究も行っています。

具体的な創薬研究として、１）微小管脱重合剤（抗癌
剤）の開発研究、２）ネガマイシンを基盤とするリードス
ルー薬開発、３）筋肉増強を志向したマイオスタチン阻害
剤の創製研究、４）コロナウイルス 3CLプロテアーゼ阻害
剤の創製研究、５）抗体Fc部を特異的に認識する環状ペ
プチド研究とそのADC構築への応用、６）天然由来Claudin
結合性環状ペプチドを基盤とする創薬研究（タイトジャンク
ション開口剤）などを行っています。

これらの研究では、高活性体の創製みならず、そのプ
ロドラッグ化や他の機能性分子とのハイブリット化、さらに
ケミカルバイオロジー的展開による分子レベルでの生体
機能の解明研究も実施しています。

一方、ペプチドの新規合成手法の研究では、ジスルフィ
ド結合の新規構築法を足掛かりに、７）環状ペプチドを効
率的に合成するジスルフィド先導型環状ペプチド合成法
（DDCPS）や、８）ジスルフィドをリンカーにペプチドのみな
らず異種の分子間（ペプチドー糖など）での架橋体を構築
していく化学として固相ジスルフィドライゲーション
（SPDSL）法を創製しています。

概要図（創薬）

今後の展開

１）創製した分子の高度化
これまでに創製したペプチド様分子を新規な創薬
モダリティへと展開する新しい化学を展開したい
です。一例としては、架橋分子の創製による創薬
展開を考えています。

２）新たなペプチド創薬標的の探索
新たな中分子ペプチド創薬に向けた分子標的を
見出し、難治性疾患克服をめざした創薬展開を図
ります。

求める共同研究
Ø 創薬を志向した新規ペプチド様分子の探索
共同研究として提案いただければ有り難いです。

Ø 創製したペプチド誘導体のご評価
医薬開発に向けた生物活性評価、薬物動態評
価、製剤化などの共同研究を希望します。

Ø ケミカルバイオロジー展開における共同研究
当研究室で創製した新規化合物を用いたケミカルバ
イオロジーでの共同研究です。

研究者情報

所属

薬品化学教室

経歴

•東薬大卒（大31回）
•京大大学院薬学研究科修士/博士中退
• カルピス食品工業株式会社研究員
•新日本製鐵株式会社研究員/主任研究員
•京都薬科大学講師/助教授
•東京薬科大学薬学部教授 (2007より現職)
興味

•ペプチドを利用した創薬の共同研究

•新薬を創ること !!!
•新しい生体のメカニズムを発見すること
•東薬を日本一研究のできる大学にすること
•洋風芝刈りで、90を切ること (^o^)!!

メッセージ
私にとって創薬研究は、世界につながる「どこでもドア」
です。研究での素晴らしい夢の実現に、共同研究をよ
ろしくお願いします。めざせ、Nature!!

研究分野：創薬化学、ペプチド化学、ケミカルバイオロジー、有機化学
キーワード：ペプチド、創薬化学、難治性疾患治療薬の開発、医薬品化学

連絡先： 林良雄（薬品化学教室） E:mail：yhayashi@toyaku.ac.jp

•「創薬」という 総合科学の教育・研究 ⇨ 創薬人の輩出
• くすりの「顔」がわかる臨床薬学人材の育成

創薬科学の展開

研究室での薬学教育

生体機能分子に注目

医薬品候補化合物創製

有機化学
Organic 

Chemistry

有機分子構築手法の開発 ／ 合成手法の確立
化学修飾→ 活性発現に重要な部分の同定

化学薬剤学

Chemical Pharmaceutics

薬物動態学的な付加価値創成

実用的化合物の
創製

構想活性相関
コンピュータによる分子設計

薬理学的
付加価値創成

「創薬」⇨社会貢献

生体機能解明
疾患メカニズム解明

ケミカルバイオロジー
Chemical Biology

光標識プローブ開発

結合部位解析
プロテオーム解析

分子標的の発見
副作用の発現機構解明など

天然由来ペプチド、タンパク質、
アミノ酸、酵素基質

Medicinal Chemistry
創薬化学

知的財産化
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超音波応答性ナノバブルの開発とその応用

研究やテクノロジーの背景・概要
我々は、効率的かつ安全性の高いドラッグデリバリーシステム

（DDS)の開発を目指し、これまでにポリエチレングリコール修飾
リポソームに超音波造影ガス（C3F8)を含有させた超音波応答性の
微小気泡（ナノバブル）の開発に成功している。これは、治療用超
音波（1MHz)をナノバブルへと照射することでバブルが崩壊し、そ
れに伴い発生するマイクロジェット流を駆動力にして治療薬（薬物、
核酸、遺伝子など）を組織・細胞内へと瞬時に送達させるものであ
る。核酸・遺伝子を搭載したナノバブルを静脈内投与後、体外から
の超音波照射を行うことで、目的臓器・組織への導入が可能となる。
超音波造影剤としても機能することから、体外からの非侵襲的な診
断用超音波（4－12MHz)により、様々な臓器や病巣の超音波イメー
ジングが可能となる。周波数の異なる超音波を利用することで、診
断と治療を同時に行うシステム（セラノスティクス）の構築も可能
となる（図１）。これまでの基盤技術を利用して、よりピンポイン
トの診断・治療を可能とするために分子標的リガンド（ペプチドや
抗体等）をナノバブルの表面に修飾した分子標的ターゲティングナ
ノバブルの開発も行っている。種々の細胞や疾患モデル動物を利用
して機能評価することで、新規ナノバブルの開発を進めている。

研究分野：医薬・ナノ医療・ライフサイエンス
テクノロジー(ツール)：薬物・核酸・遺伝子導入ツール、生体内イメージングツール
キーワード：ドラッグデリバリーシステム、超音波イメージング、セラノスティックス

今後の展開：ナノバブル開発の基盤技術を生かして、以下の研究展開
を図っています。核酸・mRNA搭載ナノバブルの開発、抗体医薬搭載
ナノバブルの開発、炎症部位選択的ナノバブルの開発、生理活性ガス
産生ナノバブルの開発、光音響イメージング用ナノバブルの開発、
がん治療を目的とした超音波感受性物質を併用する超音波力学療法
（Sonodynamic Therapy, SDT)の開発など

求める共同研究先：中枢神経系疾患、神経筋疾患、がん、心血管疾
患、炎症性疾患、リンパ管疾患、腎疾患、眼疾患、希少疾患などの治
療研究を進めている研究者、また、疾患細胞選択的リガンド（ペプチ
ドや抗体など）を保有している研究者との共同研究により、革新的な
新規ナノバブルおよび新規治療システムを創製したいと考えている。
例えば、新規治療薬はスクリーニングできたが、in vivoでのDDSを
持っていない。新規核酸・遺伝子のin vivoでの有用性を検証したい。
疾患細胞特異的抗体・ペプチドなどを応用したい。このような研究者
との共同研究を求めている。

デリバリーが可能な化合物：低分子医薬、アンチセンス、siRNA、
miRNA、mRNA、プラスミドDNA、NOガス

研究対象となった臓器・組織および疾患モデル動物：脳、骨格筋、心
臓、下肢虚血モデル、デュシャンヌ型筋ジストロフィーモデル、がん

連絡先（薬・薬物送達学教室） ：
核酸・遺伝子DDS開発 (髙橋葉子)： endo@toyaku.ac.jp, 
ナノバブルの応用 ( 根岸洋一):  negishi@toyaku.ac.jp

研究者情報

教授・根岸洋一

所属

薬・薬物送達学教室

経歴

1989年 東京薬科大学卒業後、
北海道大学大学院薬学研究科修士課程に進学
し、1994年に同博士課程を修了。博士（薬
学）を取得。（株）エスアールエル研究員、
帝京大学(薬)助手、米国ピッツバーグ大学博
士研究員を経て、2004年より東京薬科大学薬
学部 講師、2007年准教授、2019年より現職

研究者情報

講師・髙橋葉子

所属

薬・薬物送達学教室

経歴

2005年 東京薬科大学卒業後、
同大学院薬学研究科博士前期課程に進学し、
2007年に修了。同年、東京薬科大学薬学部
助手。2012年に博士（薬学）取得。2012年
より現職

ナノバブルを利用した生体反応：血液脳関門透過性亢進、血管透過
性亢進、がん組織の焼灼

応用２ 筋ジストロフィーモデル（DMD)へのアンチセンスデリバリー

応用１ 血液脳関門突破による脳内デリバリー

ナノバブルと超音波照射の併用により、一時的な血液脳関門の開口が可能
となり、照射部位のみに様々な化合物が効率よくデリバリーできる。

応用例３ 虚血性疾患モデルマウスへのmiRNAデリバリー

応用例４ 分子標的ナノバブルによるがんの超音波イメージング

局所あるいは静脈内投与により、アンチセンス核酸が、
筋細胞内へと効率よくデリバリーできる。

抗体修飾したターゲティングナノバブルにより、がんの超音波イメージングが可能となる。
セラノスティクスシステムの構築が可能

全身投与型核酸搭載型ナノバブルと治療用超音波の併用で、
疾患部位への核酸デリバリーが可能

血管新生増強

治療前 治療後

Endo-Takahashi Y, et al., Biomaterials., 2013
Endo-Takahashi Y., Scientific Rep., 2014
Endo-Takahashi Y., Methods in Mol Biol., 2016

Negishi Y, et al., Mol Pharm., 2014
Negishi Y, et al., Methods Mol. Biol., 2018

Negishi Y, Endo-Takahashi Y et al., Pharmaceutics., 2015
Endo-Takahashi Y, Negishi Y et al., Pharmaceutics., 2021

Hamano N, et al., Pharmaceutics., 2019Negishi Y, Hamano N, et al., Biomaterials., 2013
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選択的かつ非競合型のトロンビン阻害剤の活用研究

研究やテクノロジーの背景・概要

フタルイミド骨格を有するアリールエステル1はセ
リンプロテアーゼの中でもトリプターゼ活性を選択的
に抑制する阻害剤である（図１）。しかし1は安定性
に優れないカルボキシレート化合物であるため、in
vivoへ適用させる場合にはより安定な化学構造への変
換が必要であった。そこでカルボキシレート部位を加
水分解に比較的安定なホスホネートに変換し、安定性
の向上を目指すことにした。検討を行うためにまず、
1の誘導体2とカルボキシレート部位をホスホネート
に変換した3を合成し、３種のセリンプロテアーゼ
（トリプターゼ、トリプシン、トロンビン）の阻害活
性を評価した。その結果、2がトリプターゼ活性を選
択的に抑制するのに対し、ホスホネート3は酵素選択
性が大きく変化し、1や2が阻害しなかったトロンビ
ンの活性を選択的に抑制することが分かった（図２
A）。さらに阻害様式の確認のために lineweaver-
burkプロット解析を行ったったところ、3は基質結合
部位とは異なる部位に結合して作用を示す非競合型阻
害剤であることが明らかとなった（図２B ）。

概要図

今後の展開と求める共同研究先

構造は開示できないが3の構造展開により現
在までにIC50 = 2.4 nMまでトロンビンに対する
阻害活性を向上させることに成功している。た
だしトリプターゼとの選択性が未だ中程度（20
倍弱）なので、選択性の向上に向けた構造修飾
を行っていく予定である。

一方、開発中の化合物は非競合阻害剤である
ことは分かっているものの、その結合部位が同
定できていない。結合部位の同定や生体内動態、
非競合型のトロンビン阻害剤の活用対象（血液
凝固系以外への活用など）に興味がある研究者
との共同研究を望みます。

研究者情報

所属
薬学部
分子機能解析学教室
経歴
2003年3月岐阜大学大学院
工学研究科物質工学専攻 修了（博士(工学)）
北海道大学・理化学研究所研究員、東京大学
助教を経て2011年4月より本学に赴任（講師）
2013年より現職（准教授）
興味

メディシナルケミストリーやケミカルバイオ
ロジ－全般に興味があり、特に人工小分子の活
用による生物活性の制御に興味を持って研究を
行っています。
メッセージ

数は多くないですがプロテアーゼの他にも筋
収縮、ミトコンドリア膨潤、アセチルコリンエ
ステラーゼなどを標的としたオリジナルの小分
子を有しています。ご興味がある研究者の方は
ご一報ください。

顔写真

研究分野、テクノロジー(ツール)：プロテアーゼ阻害剤
キーワード：トロンビン、セリンプロテアーゼ、非競合阻害剤

連絡先： 青山 洋史（薬学部・分子機能解析学教室） Email：aoyamahr@toyaku.ac.jp
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図１．アリールエステル構造を有するトリプターゼ阻害剤
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老化子宮内膜細胞のセノリシス制御のためのCAR T細胞の創製

研究やテクノロジーの背景・概要

本邦は既婚カップル6組に1組が不妊治療を受けている不妊

大国である。不妊症を改善できる治療や予防法を確立するこ

との重要性はいうまでもない。一方、現在、子宮内膜症、多の

う胞性卵巣、更年期障害、骨粗鬆症、乳がんなど不妊を招く

疾患は多く、活力ある社会実現に向けた克服課題である。な

かでも子宮内膜症は、女性の活躍を阻みQOL低下を招く慢性

炎症性疾患である。逆行性月経血中の子宮内膜細胞の異常

な生存が、子宮内膜症の発症と進行につながる。

一般に、組織内の老化細胞の蓄積は、細胞老化随伴分泌

形質(SASP) を伴って慢性炎症や加齢性疾患を誘発する。かつ

て内膜受容能関連因子として同定したIGFBP7も老化誘導因子

であり、内膜細胞の異常な生存にも寄与することが推察され

る。SASP を伴う老化様細胞の機能制御と除去(セノリシス)は、

子宮内膜症治療に寄与できるかもしれない。 本研究では、

①ヒト子宮間質と腺細胞の三次元(3D)共培養系(in vitro 内膜

症モデル)で内膜症様変化をもたらす条件下での老化細胞と

SASP因子発現、内膜症モデルマウス(3D共培養細胞移植in

vivoモデル)での老化細胞の特徴を解析する。次に、② 内膜

細胞の老化関連表面分子に注目して老化細胞を死滅させる

化合物を探索しつつ、CAR T細胞を作製する。

今後の展開と求める共同研究先

子宮内膜の特異的老化機構の解明と、細胞老化を標的

とした創薬アプローチは、アンメットメディカルニーズが高

い子宮内膜症の発症と進展を制御する分子機序の解明

及び治療標的の同定に寄与できるかもしれない。出現し

た老化細胞の正常内膜機能に及ぼす影響(in vitro 内膜

症モデル) 及び、ヒト内膜細胞移植の内膜症モデルマウ

スでのSASP因子発現の検証と老化細胞の特徴づけを行

う。SASPの特徴であるp53低下、p21上昇、老化関連 SA-

β-gal上昇、老化マーカー(IL-6等)発現細胞に注目し、動

向を解析する。トランスクリプトーム解析のみならずプロテ

オーム解析及び細胞の同定と単離【共同研究希望項目】

も実施したい。細胞老化を標的とした創薬アプローチを行

うため、子宮内膜細胞特異的な老化関連表面分子を探索

する。最終的には、子宮内膜細胞での老化関連表面分子

を標的とした老化細胞を除去、死滅させるキメラ抗原受容

体(CAR) T細胞の作製を可能にすることが理想です。先ず、

老化マーカーを指標に、培養細胞・モデル病変から、セル

ソーターにて単離した老化細胞に結合するモノクロナール

抗体を多数作成し、新規抗原を探索する、次に、この抗原

認識部位をもつCAR T細胞を作成する。【共同研究希望

項目】 。しかし、この解析を遂行するハードルが高い。

研究者情報

所属 :  内分泌薬理学教室

経歴 : 1986年3月本学卒業、

本学修士課程を経て、1993年

3月、東京医科歯科大学、

医学部大学院博士課程卒。

1993～1995年、カンザス大学医学部産科学部門(WRI)、
博士研究員。1995年10月より、本学勤務。

興味 :  生殖内分泌学、特に、子宮内膜症の発症・進行の

メカニズムと治療標的の探索、治療薬の作用機序や子宮

内膜の胞胚受容能の獲得機構の解明。

メッセージ:  再現性あるデータや質の高い研究を行うため

には、異なる実験方法、手段による解析が欠かせません。

各研究者の得意とする手法で、負担少なく実りある共同

研究ができれば、最高です!

顔写真

研究分野、テクノロジー(ツール)：生殖内分泌学、薬理学、病態・疾患マーカー
キーワード：子宮内膜、着床、胎盤、不妊、子宮内膜症、細胞老化、セノリシス

連絡先： 田村 和広 （内分泌薬理学） E:mail: hiro@toyaku.ac.jp

概要図

仮説:  病巣での細胞老化制御

または老化細胞除去は、子宮

内膜症発症と進行を制御できるか?

① SASPを示す内膜細胞に発現する
特異的機能タンパク質の同定

② SASPを示す内膜細胞の細胞死誘導薬の開発
・ 低分子化合物の探索
・ 抗体、CAR T細胞の作製

mailto:hiro@toyaku.ac.jp


今後の展開と求める共同研究先

研究者情報

所属

薬学部 内分泌薬理学教室

経歴

2014年3月に本学薬学部博士
課程修了、同年4月より東京
大学大学院農学生命科学研
究科にて特任研究員、2016年より特任助教として
繁殖・妊娠機構の研究を行う。2015年には米国ア
ルバートアインシュタイン医科大学にてバイオイン
フォマティクスの基礎を学ぶ。2019年7月より本学に
赴任。

興味

生命科学全般。特に生殖発生学分野およびゲノム
進化学に興味があります。また、生体内現象を模倣
できるモデルの構築にも興味あり。

メッセージ

高度に技術が発展した現代の研究では1人や1ラボ
では限界があると思います。本制度を活用して、垣
根を超えた大きな研究が出来ることを楽しみにして
います。Win-Winになるような共同研究にしたいです。

顔写真

動物モデルに依存しない培養妊娠評価モデルの構築

研究やテクノロジーの背景・概要

ヒトの妊娠は着床を乗り越えると約70%が出産までたどり

着くことができる。一方で、質の高い成熟した受精卵を用

いてもヒト生殖医療では約25%しか妊娠が成立しない。この

ことから妊娠の成立に最も影響するのは「着床」と「胎盤形

成」であることが推察されるが、妊娠率の改善に至らず、

新たなブレークスルーが必要とされている。 妊娠中の子

宮内サンプルは倫理的に入手が困難であり、妊娠におい

て最もよく使われている動物モデルであるマウスは、ヒトと

着床機構や胎盤の形態が異なるため、ヒトの妊娠を反映

できているとはいえない。そこで、ヒト幹細胞やiPS細胞と

子宮内の環境を反映させた培養評価モデルの作成が求め

られている。本モデルは、妊娠研究の発展に劇的に寄与

するだけでなく、動物愛護の観点からも推奨される。本研

究は、ヒト生殖補助医療の発展に直結する研究である。

概要図

研究分野、テクノロジー(ツール)：生殖科学、細胞生物学、バイオインフォマティクス
キーワード：妊娠、着床・胎盤形成、生殖補助医療、マイクロ流体デバイス、薬理学

連絡先： 草間 和哉（内分泌薬理学） E-mail： kusamak@toyaku.ac.jp

はじめに、ヒト胎盤幹細胞やiPS細胞による着床・胎

盤形成メカニズムとその際に必須となる子宮内環境

因子の同定を行なっていく。その際に幹細胞やiPS

細胞の取り扱いについてアドバイス等が重要になる

と考えている。ここでは様々な大規模解析を要する

ことを想定している。その後、マイクロ流体デバイス

等による生体内を反映した評価培養モデルの構築

を行うが、培養のためのデバイスの作成は完全に共

同研究が必須である。

本成果による評価モデルは、妊娠の成否に対する

薬剤や因子の影響だけでなく、妊娠に関連した疾患

の病態メカニズムの解明にもつながる。

胎盤幹細胞やiPS細胞による
細胞の分化・融合機構の解明

Ø トランスクリプトーム解析
Ø メタボローム解析
Ø タンパク質解析

培養妊娠評価モデル

マイクロ流体デバイスへの応用

網羅的解析

Ø 細胞分化に必須の条件検討
Ø 分化・融合メカニズムの解明

Ø 妊娠モデルの調整
Ø 妊娠に対する薬剤等のモデルによる検証

共

共

共 ：共同研究したい内容

着床・胎盤形成に
必須の因子群



今後の展開と求める共同研究先

研究者情報

所属

薬学部 内分泌薬理学教室

経歴

2014年3月に本学薬学部博士
課程修了、同年4月より東京
大学大学院農学生命科学研
究科にて特任研究員、2016年より特任助教として
繁殖・妊娠機構の研究を行う。2015年には米国ア
ルバートアインシュタイン医科大学にてバイオイン
フォマティクスの基礎を学ぶ。2019年7月より本学に
赴任。

興味

生命科学全般。特に生殖発生学分野およびゲノム
進化学に興味があります。また、生体内現象を模倣
できるモデルの構築にも興味あり。

メッセージ

高度に技術が発展した現代の研究では1人や1ラボ
では限界があると思います。本制度を活用して、垣
根を超えた大きな研究が出来ることを楽しみにして
います。Win-Winになるような共同研究にしたいです。

顔写真

PDX動物モデルの構築による子宮内膜症病態機構の解明

研究やテクノロジーの背景・概要

不妊症は妊娠を望む人にとって深刻かつ解決すべき重大な問題

であり、特に『子宮内膜症』については、本症を発症した患者の

約50％が不妊症を併発する。また、月経時に激しい痛みを伴うた

め、女性の生活の質を大きく低下させる。子宮内膜症は薬剤治

療が用いられるが完治困難で、外科的切除を行なっても妊娠能

は大きく改善しない。子宮内膜症は、本来、子宮の内側にしか存

在しない子宮内膜組織が、子宮外の組織で異常に増殖し、炎症

や線維化を起こす疾患であるが、その発生機序は不明である。

子宮内膜症は主にヒトにのみ発症する疾患である。これを限りな

くヒトの病態生理に近い条件で評価するための新たなツールとし

てヒト患者組織移植モデル（ Patient-derived xenograft: PDX ）マ

ウスの作出を行う。これまで、子宮内膜の老化などによる性質変

化が病態の進行に関与していることを突き止めている。さらに培

養系にて、老化細胞除去により細胞機能が改善することも明らか

にしている。本モデル作成と病態機構メカニズムの解明、さらに

薬剤スクリーニングを合わせることで新規治療薬のターゲット同

定やドラッグリポジショニングを可能とする。本研究は、子宮内膜

症治療と不妊症の改善に直結する研究である。

概要図

研究分野、テクノロジー(ツール)：生殖科学、動物科学、バイオインフォマティクス
キーワード：不妊、子宮内膜症、患者組織移植モデル、ドラッグリポジショニング

連絡先： 草間 和哉（内分泌薬理学） E-mail： kusamak@toyaku.ac.jp

はじめに、子宮内膜症患者組織を用いた移植病態

マウスの作成を行なっていく。また、これと並行して、

プライマリー細胞のオルガノイドにて培養系でも病態

分子メカニズムの解明を行なっていく。特に、老化と

の関連は重点的に解析を行う。ここでは様々な大規

模解析を要することを想定している。その後、作成し

たPDXモデルマウスにて、上記の分子標的が治療の

ターゲットとなるか精査し、薬剤スクリーニングにか

け、効果のある薬剤の探索を行う。

本成果による子宮内膜症の病態解明および評価モ

デルの構築は、子宮内膜症の病態改善および不妊

の歯止めとなる。

共 ：共同研究したい内容

共

共



今後の展開と求める共同研究先

研究者情報

所属

薬学部 内分泌薬理学教室

経歴

2014年3月に本学薬学部博士
課程修了、同年4月より東京
大学大学院農学生命科学研
究科にて特任研究員、2016年より特任助教として
繁殖・妊娠機構の研究を行う。2015年には米国ア
ルバートアインシュタイン医科大学にてバイオイン
フォマティクスの基礎を学ぶ。2019年7月より本学に
赴任。

興味

生命科学全般。特に生殖発生学分野およびゲノム
進化学に興味があります。また、生体内現象を模倣
できるモデルの構築にも興味あり。

メッセージ

高度に技術が発展した現代の研究では1人や1ラボ
では限界があると思います。本制度を活用して、垣
根を超えた大きな研究が出来ることを楽しみにして
います。Win-Winになるような共同研究にしたいです。

顔写真

受胎・不受胎牛の早期鑑別法の作出

研究やテクノロジーの背景・概要

我が国では、乳用牛や肉用牛の受胎（妊娠）率の低下に

伴い、分娩間隔が延長されている。そのために収益性の

低下から生産基盤の脆弱化を招いている。それは未だに

早期妊娠判別法が開発されていないことに由来する。人

工授精や胚移植後に不受胎牛を早期にかつ的確に発見

できれば、既存の技術で次の繁殖適期を素早く構築するこ

とができ、結果的に分娩間隔の短縮が可能となる。受胎・

不受胎の血中代謝物、タンパク質、核酸等を網羅的に解

析し、受胎・不受胎の指標となり得る因子を特定する。さら

に、それらの簡便な検出方法を確立することで、現場で使

用可能なデバイス作成に取り掛かる。現在、アミノ酸とタン

パク質の解析は終了しており、判別の精度を上げるために

更なる特異的因子の探索を行なっている。本研究は、分娩

間隔の短縮に貢献することから、我が国の乳牛生産基盤

を強固にする、畜産の振興に資する研究である。

概要図

研究分野、テクノロジー(ツール)：生殖科学、細胞生物学、バイオインフォマティクス
キーワード：妊娠、着床、受胎・不受胎、鑑別法の確立、畜産

連絡先： 草間 和哉（内分泌薬理学） E-mail： kusamak@toyaku.ac.jp

現在、アミノ酸とタンパク質の網羅的解析はおこなっ

ており、いくつかの候補因子は見つかっている。しか

しながら、判別の偽陽性率が現場で使える値を超え

ているため、新たな指標の探索をしている。血液成

分の網羅的解析の新たなアプローチを想定している。

その後、指標となる因子の決定及び判別式の構築

の後、測定デバイスの作成が必要である。これは完

全に共同研究が必須である。また、牛の血液サンプ

ルの提供等して頂ければより精度を増すことも考え

られる。

本成果は、日本の畜産経営基盤を強固にし、食の安

定供給に関わる研究である。

共 ：共同研究したい内容

共

共

共

共



がん化学療法施行患者の副作用軽減を目的とした
ロボット介在療法の有用性に関する研究

（背景・概要）

近年、治療や入院に伴うストレス緩和を目的に補
完代替医療の一環として、訓練された介助犬を用いた
動物介在療法（Animal Assisted Therapy, AAT）が試
みられている。しかし、国内においてAATを実施でき
る介助犬は数頭であり、アレルギーや動物愛護の観点
等から、AATの恩恵を受けることができる患者は極め
て少数である。更に、がん化学療法の施行等による免
疫不全患者においては、感染症リスクの観点から、
AATの施行は困難である。本研究は、AATで用いられ
る介助犬をロボット（LOVOT™）で代替してそのスト
レス緩和効果を評価することにより、がん化学療法施
行患者の副作用軽減と治療効果改善を目的としたロ
ボット介在療法（Robot Assisted Therapy, RAT）の
臨床応用を目指すものである。

ヒトのストレス強度の評価方法には生化学的手法
と生理学的手法がある。生化学的手法の中でも分泌型
免疫グロブリンA（s-IgA）はストレッサーの強度によ
り濃度が変化する生理活性物質（ストレスマーカー）
であり、ストレス負荷により濃度が減少する
（Phillips AC. et al. Brain Behav Immun. 2006. 20(2) :
191-197.）。また、オキシトシン（OT）は、ストレ
ス誘発下で視床下部におけるACTH放出ホルモンの
mRNA産生を減少させてACTHやコルチゾールの放出
を減少させる（Ochedalski T. et al. J Neuroendocrinol.
2007. 19: 189-197）。

一方、生理学的手法として心電図のR-R間隔変動を
用いて自律神経バランスを測定する心拍変動解析法は、
交感神経及び副交感神経活動を提示する心拍変動解析
システムを用い、自律神経バランス分析 加速度脈波
測定器 TAS9VIEW RW（株式会社 YKC、以下
TAS9VIEW RW）を左示指の指尖部に装着することで
自律神経バランスを測定できる。

当教室では健常人に対してアロマテラピー、γ-アミ
ノ酪酸の服用、マインドフルネス瞑想を行い、唾液中
のs-IgAとOTの濃度を測定し、自律神経バランスとの
関連性を検討した結果、唾液中s-IgA 濃度と相対的交
感神経能では負の相関が、唾液中OT濃度と相対的交
感神経能では正の相関があることを報告した。本研究
はs-IgA、OT及び自律神経バランスの測定により、補
完代替医療の一環としてRATの有効性を明らかとし、
その臨床応用を目指すものである。

（概要図）

イヌのヒトに対する癒し効果はヒト-イヌ双方
からの視線を介したコミュニケーションにより
分泌が促進されるOTによるものであると考えら
れている（ Nagasawa M, Kikusui T. et al.
Science. 2015. 348 : 333-336.）。LOVOT™が特
に優れている点はこのような視線を介したコ
ミュニケーション能力を有していることである。

本研究では、LOVOT™を用いたRATが介助犬
を介したAATと同程度のストレス緩和効果を有
するかを検討することにより、LOVOT™のスト
レス緩和効果を科学的に検証し、AATの施行が
非常に困難であるがん化学療法施行患者に対し
てLOVOT™によるRATを行い、その臨床応用を
目指すものである。

研究分野、テクノロジー(ツール)：医療薬学
キーワード：がん化学療法、ストレス緩和、動物介在療法、ロボット介在療法、

自律神経バランス、分泌型免疫グロブリンA、オキシトシン

連絡先： 畔蒜 祐一郎 （臨床薬剤学教室） E:mail： kurone@toyaku.ac.jp



ネコの血中抗SARS-CoV-2抗体保持率の解析と、
ヒト－ネコ水平感染対策の確立に関する研究

（背景・概要）

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大は爆発
的に進み、全世界における総感染者数は6000万人を超
えている。 COVID-19の病原体である新型コロナウイル
ス（SARS-CoV-2）はβコロナウイルスに属しコウモリに感
染するコロナウイルスと85～88%の相同性が認められる
（Zhu N, et al. N Engl J Med. 2020 Feb 20;382(8):727-
733）。よってSARS-CoV-2はコウモリに感染したコロナウ
イルスに由来すると考えられているが、ヒトとコウモリの中
間宿主は報告されていない。一方、COVID-19はネコにお
いても認められており、ネコ同士の水平感染が成立するこ
とが報告されている（Halfmann PJ. et al. N Engl J Med.
2020 May 13）。ヒト－ネコの水平感染事例は報告されて
いないが、常に変異を繰り返すSARS-CoV-2がヒト－ネコ
の水平感染を起こす可能性は否定できない。わが国では
2016年以降、ネコの飼育率がイヌの飼育率を上回ってお
り、以降、ネコの飼育率は継続的に増加している。また、
国や都道府県からの外出自粛要請により、イヌ、ネコの飼
育率は更に増加しており、加えて在宅勤務等の増加に伴
う在宅時間の大幅な増加により、ヒトとイヌ、ネコが接触す
る頻度と時間が増加している。

（概要図）

ネコにおいてはヒトと同様に血中の免疫グロブリ
ンとしてIgMならびにIgGの存在が確認されている。
よって本検討ではネコ血中の抗SARS-CoV-2 IgM
ならびにIgGの有無を、金コロイド法によるSARS-
CoV-2 IgG/IgM抗体検出キット（イムノクロマト法）
を用いて測定する。測定するネコの血液サンプルは、
共同研究者である動物病院（くろね犬猫病院）にて
血液検査を目的に採取されたネコ血漿の余剰検体
を用いる。測定対象となるネコそれぞれの年齢、性
別、去勢・避妊の有無、猫種、飼育環境（単頭飼い・
多頭飼い、屋内飼育・屋外飼育、他の動物との共
存環境の有無）、飼い主の状況（一般家庭、ブリー
ダー、ペットショップ等）等との相関を検討し、抗
SARS-CoV-2 IgMならびにIgGを保持するネコに共
通する要因やその分布傾向を解析することにより、
施行すべき有効な対策等を確立し、以てCOVID-19
の終息へ寄与することを目的とする。

研究分野、テクノロジー(ツール)：感染・免疫学、ウイルス感染症
キーワード： SARS-CoV-2 、COVID-19、中間宿主、ヒト－ネコ水平感染対策、

抗SARS-CoV-2 IgM・IgG

連絡先： 畔蒜 祐一郎 （臨床薬剤学教室） E:mail： kurone@toyaku.ac.jp



研究やテクノロジーの背景・概要
皮表に分泌される皮脂は、外的刺激からの防御のみならず生体内水分の蒸散防止、表皮細胞の保護や抗酸化物

質の皮表への運搬に関与する重要な皮膚バリア調節因子である(Fig. 1)。当教室では、ヒト、ハムスターおよびマ
ウス皮膚から皮脂産生能を有する脂腺細胞の培養技術を確立し、皮脂産生調節の分子機構およびその異常症であ
る痤瘡（ニキビ）や乾燥肌（乾皮症）の病態機構の解明に取り組んでいる(Fig. 2)。一方、コラーゲンやヒアルロ
ン酸などの皮膚細胞外マトリックス(ECM)は皮膚のハリ（弾性）や水分保持に重要な役割を担っている。また、
加齢にともなう皮脂産生・分泌低下や皮膚ECMの生合成抑制や分解促進、リンパ管形成・機能の低下が皮膚のし
わ・たるみ、むくみといった老徴に密接に関係する。さらに、太陽光由来の紫外線(UV)や近赤外線(NIR)はこれ
らの皮膚老徴を加速すること（光老化）が知られている(Fig. 1)。当教室では、皮膚細胞間（表皮・真皮・付属器
官）の統合的な皮膚バリア機能解析から、生理的および病的な皮脂腺機能調節や経年老化や光老化の分子機構の
解明に取り組んでいる。さらに、統合的な皮膚バリア機能解析モデルを駆使して、天然物由来物質の皮膚バリア
改善化粧品（医薬品）素材の探索研究に取り組んでいる(Fig. 3)。

＜研究ビジョン＞
Ø 痤瘡病態の分子機構解明〜創薬ターゲットの発見へ
Ø 生体バリア機能に基づく皮膚恒常性維持機構における

組織・細胞間ネットワークの分子機構解明〜皮膚から中
枢制御の可能性も探る

Ø 皮膚付属器官（皮脂腺、毛包）をもつ3D皮膚モデルの構
築〜再生医療への挑戦

Ø 生体バリア機能維持改善のためのスキンケア戦略の新
規提案〜ビジネスへの期待

上記研究に関連して、サイエンスやビジネスを発展させたい
と考えている研究機関、企業との連携を望む。

研究分野、テクノロジー(ツール)：病態生化学 、皮膚科学、 細胞生物学、香粧品科学（素材探索）
キーワード：脂腺細胞、痤瘡（ニキビ）、乾皮症、光老化、細胞外マトリックス代謝、リンパ管形成

皮脂腺機能異常症と光老化の分子機構解明および
皮膚バリア機能改善を指向した新規医薬品・化粧品の開発基礎研究

概要図

研究者情報

氏名：佐藤 隆

所属：薬学部・生化学教室
E-mail: satotak@toyaku.ac.jp
URL: https://www.ps.toyaku.ac.jp/seika/

経歴：
1993 東京薬科大学大学院博士課程修了（博士（薬学））
1993 カンザス大学医学部博士研究員
1994 東京薬科大学薬学部助手
2014 同大学薬学部教授

現在に至る

今後の展開と求める共同研究先



分子神経科学研究室

研究やテクノロジーの背景・概要

中枢神経と末梢神経の発生のメカニズム
○ 中枢神経（脳梁）発生の分子メカニズム研究
○ 中枢神経（大脳皮質下層）発生の分子メカニズム研究
○ 末梢神経（感覚神経）発生の分子メカニズム研究

中枢神経と末梢神経の再生のメカニズム
○ 中枢神経（脳梁）を再生する挑戦研究
○ 中枢神経（大脳下層）を再生する挑戦研究
○ 末梢神経（感覚神経）を再生する挑戦研究

治療薬のない希少神経疾患の創薬標的分子探索
○ ペリチェウス・メルツバッハ病の創薬標的分子探索
○ シャルコー・マリー・ツース病の創薬標的分子探索
○ 前頭側頭型変性認知症の創薬標的分子探索

テクノロジー
○ 中枢神経系前駆細胞とグリア系前駆細胞を95%以上
に精製し、共培養することで、人工成熟中枢神経組織を
つくる（国内外を鑑みても独自の技術）
○ 末梢神経系前駆細胞とグリア系前駆細胞を95%以上
に精製し、共培養することで、人工成熟末梢神経組織を
つくる（国内外を鑑みても独自の技術）
○ 70種類以上のノックアウトマウス、ノックインマウス、ト
ランスジェニックマウスを用いた実験および現在も数種類
におよぶ遺伝子改変マウスを作成する研究力

概要図

中枢神経と末梢神経の発生と再生（左図）の分子メカ
ニズムを解明し、それを治療薬のない神経疾患治療
（右図）の創薬標的分子探索研究に資する

責任論文
Science Signaling (2012) 
Science Signaling (2013)
Nature Communications (2016)
Science Advances (2018)
Science Signaling (2022)

今後の展開と求める共同研究先

○ 中枢神経難病を研究対象とするアカデミア
○ 中枢神経難病を研究対象とする民間製薬企業

○ 末梢神経難病を研究対象とするアカデミア
○ 末梢神経難病を研究対象とする民間製薬企業

○ 糖尿病性神経障害を研究対象とするアカデミア
○ 糖尿病性神経障害を研究対象とする民間製薬
企業

○ 変性型認知症を研究対象とするアカデミア
○ 変性型認知症を研究対象とする民間製薬企業

人工的に神経組織を作成し、それを疾患培養系と
して模倣することで、共同研究として、アカデミアや
企業の創薬資源スクリーニングに寄与できる

研究者情報

所属
分子神経科学研究室

経歴
・ 東京工業大学大学院卒
・ 東京工業大学大学ポスドク
・ 国立小児病院ポスドク
・ 奈良先端科学技術大学助手
・ （兼任）

スタンフォード大学医学部Visiting Assistant Professor

・ 国立成育医療研究センター分子薬理研究室室長
・ （兼任）東京工業大学連携准教授
・ （兼任）東京医科歯科大学連携教授
・ 東京薬科大学生命科学部教授（現職）

興味
脳の生理機能および病態生理を「理路整然とした

分子のことば」で説明したいと思っています

メッセージ
すべての子どもたちが思うままに自由に自分の好

きなことができるような身体をもてるように、微力な
がら、それを目指して研究をしています

研究分野、テクノロジー(ツール)：神経再生、神経疾患、神経創薬、人工神経組織
キーワード：神経発生と再生、小児疾患、神経幹細胞、人工的に脳と感覚神経をつくる

連絡先： 山内淳司（生命科学部・分子神経科学研究室） Email：yamauchi@toyaku.ac.jp



生命現象の可視化・検出に適用可能な新規蛍光分子・蛍光プローブの開発

研究やテクノロジーの背景・概要

薬学・生命科学研究において、蛍光を用いた標的分子
の計測は、簡便かつ優れた感度で標的分子を検出す
ることができる方法として欠かせないものです。例えば、
特定のタンパクや分子の挙動を観察する際や、生きた
細胞における特定の酵素活性を評価する際など、特に
生細胞においてその威力を発揮します。

有機合成によって創製可能な低分子性蛍光団は、
①蛍光団の選択（色を選べる）、②分子構造の修飾に
よる望みの蛍光特性・物理化学的特性を付与する（特
定の反応や状況に応じて特性をスイッチするデザイン
が可能）ことが比較的容易にできます。また、細胞へ導
入する際にトランスフェクションが不要であるため、疾
患患者由来の細胞や組織に対し、直接的に適用可能
です。

私はこれまでの研究において、一貫して酵素活性検出
蛍光プローブの開発に携わってきました（概略図）。特
に、がんで高発現している薬物代謝酵素GSTP1に対
する蛍光プローブの開発に成功し、フナコシ株式会社
より市販化されています。

概要図

今後の展開と求める共同研究先

これまでの研究において、酵素活性を検出する蛍光
プローブ開発のノウハウ、様々な蛍光特性を示す分
子の開発を蓄積してきました。そこで、この知見をも
とに、より広範な蛍光分子・蛍光プローブの応用へと
展開したいと考えています。

研究対象となるのは特定の分野というよりも、多くの
薬学研究・生命科学研究です。つまり、「このような
現象を見ることはできないか？」、「こんなことをやっ
てみたいのだが？」ということがありましたら、ぜひ
気軽にお声がけいただきたいと思います。蛍光プ
ローブのみならず、分子のプロドラッグ化などをはじ
めとした、ケミカルバイオロジー的な手法全般につい
てもご相談いただけると幸いです。

一般的に化学に基づいたツール開発は多くの場合、
生物学研究者からの要請やインプットが大きなヒント
となります。ご興味ある方がいらっしゃったら、お声
かけ頂けますと幸いです。

研究者情報

氏名
藤川雄太

所属
生命科学部
分子生物化学研究室

経歴
2004年 千葉大学 薬学部総合薬品科学科 卒業
2009年 東京大学薬学系研究科 修了（博士（薬学））
2009年10月〜 2011年8月 ドイツがん研究センター博士研究員（Division of 
redox regulation）
2012年 9月 東京薬科大学生命科学部 助教
2022年 4月 東京薬科大学生命科学部 准教授

興味
読書（心理学・哲学・社会学など）・異分野の研究者とディスカッションするこ
と・ サイエンスコミュニケーション・一人旅

メッセージ
生体内で起こっている現象をより詳しく理解することを目指し、新しいケミカル
ツールを開発・利用したいと考えています。また、研究者と社会を繋ぐサイエ
ンスコミュニケーションやアウトリーチ活動についても興味を持っています。よ
ろしくお願いいたします。

研究分野、テクノロジー(ツール)：蛍光プローブ、蛍光分子の開発
キーワード：蛍光法、蛍光プローブ、レドックス

連絡先： 藤川 雄太 （分子生物化学研究室） E:mail yfuji@toyaku.ac.jp

生細胞イメージングへの応用
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新たな蛍光分子・プローブの創製 J. Biol. Chem. (2020) 295, 7154 –7167

新たな薬剤標的の同定

新たなイメージング法の開発

Chem. Commun. (2019) 55, 8122-8125
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Hippo経路を標的とした抗がん剤探索研究

研究やテクノロジーの背景・概要

がん抑制経路であるHippo経路の制御下にある
転写因子TEADは、器官サイズを調節する一方、
その異常な活性化はがん化と密接に関与する
ことが知られている。実際、多くのがん細胞にお
いて、Hippo経路を構成する遺伝子の変異など
によるTEADの異常な活性化が報告されており、
予後不良との相関が示されている。TEADの転
写活性は転写共役因子であるYAPとの結合に
依存することから、TEADとYAPの結合を阻害す
る化合物は新しいがん治療薬になる可能性が
ある。我々は、生細胞内でTEADとYAPの結合
活性を測定可能なアッセイ系を構築し、本アッセ
イ系をスクリーニング系として用いて、約３万化
合物の中からTEAD−YAP間の結合を阻害する
化合物の同定に成功した。

概要図

今後の展開と求める共同研究先

現在、in vitro YAP-TEAD結合活性、TEAD
の転写活性、TEAD標的遺伝子の発現、抗
がん活性等を指標に、ヒット化合物の評価
を行っており、有望な化合物の絞り込みを
行っている。今後の開発に資する化合物に
ついては、創薬研究に発展させたいと考え
ており、そのため、創薬化学を担当可能な
共同研究先を探したいと思っている。

研究者情報

所属

生命科学部
細胞情報科学研究室

経歴

1998年: 北海道大学大学院薬学研究科 博士（薬
学）学位取得

1999年: 博士研究員、Duke大学

2003年: 研究員、理化学研究所研究 吉田化学遺伝
学研究室

2007年: 専任研究員、理化学研究所 吉田化学遺伝
学研究室

2017年: 教授、東京薬科大学 生命科学部

2017年: 客員主管研究員（兼務）、理化学研究所
環境資源科学研究センター

2020年: プロジェクトリーダー（兼務）、理化学研究
所 創薬・医療技術基盤プログラム

メッセージ

東京薬科大学発の創薬が出来れば良いと思ってい
ます。

研究分野、テクノロジー(ツール)：ケミカルバイオロジー
キーワード：化合物スクリーニング、抗がん剤、Hippo経路、TEAD、YAP

連絡先： 伊藤昭博（細胞情報科学研究室） E:mail: aito@toyaku.ac.jp
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細胞内タンパク質輸送と翻訳後修飾

研究やテクノロジーの背景・概要

研究

(1) 細胞内の鉄イオンはトランスフェリン (以下、Tf) とトラ
ンスフェリンレセプター (以下、TfR) により適切に制御さ
れる。TfRの細胞質ドメインのリジン残基が長鎖アシル化
されることを発見し、現在までに、TfRのアシル化がTfの
細胞内への取り込みに影響することを明らかにしている。
リジンの長鎖アシル化は数件のみが報告されている希
少な修飾であり、酵素により制御される修飾である。 (下
図)。

(2)遺伝性痙性対麻痺原因遺伝子のリン脂質代謝酵素、
DDHD1はリン脂質の1位のエステル結合を加水分解する
酵素である。DDHD1がリサイクリングエンドソーム上のホ
スファチジン酸を分解することで細胞表面へのリサイクリ
ング経路を促進することを明らかにした。 (Y Maemoto et
al. Front. Cell Dev. Biol.,
https://doi.org/10.3389/fcell.2020.00670, 2020、下図)。

テクノロジー

生化学的解析、免疫染色、蛍光顕微鏡解析、画像解析、
オートファジー

など

概要図

今後の展開と求める共同研究先

当研究室での研究では特に不足しているものはな
いが、協力できることあれば協力させていただきた
いと思います。

研究者情報

所属

細胞情報科学研究室

経歴

博士まで: 名古屋大学卒

PD: 大阪大学医学部

興味

今まで酵素の研究をいろいろ進めてきましたので、
細胞内輸送と酵素の関係を調べたいと思っていま
す。

メッセージ

フリーソフトを使い、イメージング、画像の定量的な
解析などを効率的に行うことを心がけています

細胞生物学、生化学 (顕微鏡、生化学)
キーワード：細胞内膜輸送、翻訳後修飾、オートファジー

連絡先： 前本 佑樹（細胞情報科学研究室） E:mail : ymaemoto@toyaku.ac.jp



環境ストレス応答因子プローブマウスの開発と応用研究

研究やテクノロジーの背景・概要

環境から受けるストレスに対して恒常性を維持するため

に、生物はストレス応答システムを備えている。

Activating transcription factor 5 （ATF5）は、様々な環境

ストレス（アミノ酸欠乏、ヒ素、カドミウム暴露、及び小胞

体ストレス）に応答する因子として当研究室が同定した

CREB/ATF ファミリーの転写因子である。我々は、ストレ

ス応答性のATF5発現は、 そのmRNA にある上流読み枠

構造（uORF）に起因したリボソーム翻訳開始の制御によ

り生じることを明らかにした。近年、卵管内受精卵ゲノム

編集法（i-GONAD法）によりATF5遺伝子にHemagglutinin

（HA） エピトープタグを挿入したノックインマウスを作出し、

環境ストレスに対する生体のATF5応答をHA抗体を用い

て標識できる動物を開発した（Nakano et al, Cell and 

Tissue Res, 2021, 理研バイオリソースセンターに寄託） 。

今後の展開と求める共同研究先

ATF5 遺伝子は、代謝系（肝臓、膵臓）、心血管系（心

臓）、神経系（脳、嗅覚器）の組織で発現し、細胞の生

存や分化に必要な因子であることが知られ、乳癌、グ

リオーマを含む癌では、癌の悪性化や患者の生存予

後と関連がある。当研究室で開発したATF5-HAタグ

ノックインマウスを用いることで、環境ストレスによる生

体応答の把握を容易にすることができる。ストレス応

答因子プローブ動物の強みを活かし、創薬シーズの探

索や医薬品・食品の安全性評価、及び環境汚染物質

の生態系への影響評価を目的とした共同研究を展開

したい。

研究分野、テクノロジー(ツール)：環境ストレス生理学、 ストレス応答プローブ動物
キーワード：ストレス応答、CREB/ATF転写因子、オルガネラストレス

連絡先： 中野春男（環境応用動物学研究室） E-mail: haruo@toyaku.ac.jp

概要図

研究者情報

所属

生命科学部 応用生命科学科

環境応用動物学研究室

経歴

総合研究大学院大学博士課程を修了後、農業生
物資源研究所、カルガリー大学、協和発酵キリン
（現協和キリン）株式会社のポスドク研究員を経て
2010年より現職

発表論文

Nakano H et al, (2021) Functional validation of 
epitope-tagged ATF5 knock-in mice generated by 
improved genome editing of oviductal nucleic acid 
delivery (i-GONAD). Cell Tissue Res. 385:239-249

環境ストレス応答因子
（ATF5）プローブマウス

⚫ 創薬シーズの探索

⚫ 医薬品、食品の安全性の評価

⚫ 環境汚染物質の生態系への影

響評価 etc

酸化ストレスや栄養欠
乏、オルガネラ（小胞体、
ミトコンドリア）ストレス
の負荷

→ATF5タンパク質翻訳
調節によるHAタグプ
ローブ活性化



陸上植物の光合成・水分生理特性の解析

研究やテクノロジーの背景・概要

薬用植物を含む陸上植物の成長や収量は光合成生産

に強く依存するため、光合成のさまざまな特性を解析する

ことは重要である。また、陸上植物は葉で光合成をすると

きには、気孔からCO2を取り込むが、同時に気孔から多く

の水を失う。気孔開度などの水分生理特性を解析するこ

とも重要である。

本研究室では、CO2ガス交換測定による光合成・暗呼吸

速度の測定、クロロフィル蛍光による光化学系IIの解析、

P700測定による光化学系Iの解析、カロテノイドシフトを利

用した葉緑体H+-ATPase活性測定（electrochemical shift

解析）などの非破壊的な光合成測定技術を用いている。

また、蒸散速度測定による気孔コンダクタンスの非破壊的

測定、葉肉細胞や道管の水ポテンシャルの測定、植物の

通水コンダクタンスの測定などの水分生理特性の解析も

行っている。

さまざまな生理活性の測定を行うと同時に、生化学的・

分子生物学的手法を用いて、植物の多様な生理現象の

背景のメカニズムを探っている。

概要図

今後の展開と求める共同研究先

薬用植物の栽培実験時における光合成特性や水

分生理特性の解析を行うことで、有効な栽培技術

の確立をお手伝いしたい。多様な植物を用いること

で、その植物が持つ環境適応戦略を支える基礎的

なメカニズムにも注目したい。

クロロフィル蛍光やP700測定、electrochemical shift

解析は陸上植物だけでなく、水生植物や藻類にも

利用できる。植物の多様な光合成や水分生理特性

を解明したい。

研究者情報

所属

応用生態学研究室

経歴

2015年7月〜2019年11月

フランスCNRS/CEA Cadarache 有期雇用研究員

2019年12月〜 現職

興味

光合成における水とCO2の動態と光環境適応、植

物種による環境適応戦略の違い

メッセージ

陸上植物における光合成の環境応答にフォーカ

スして研究しています。希少な薬用植物など多様な

植物における光合成の解析を通じて、栽培条件の

確立や、種特異的な成長・環境適応戦略の発見に

つながればと思っています。

顔写真

研究分野、テクノロジー(ツール)：光合成解析、植物の水分生理特性解析
キーワード：光合成、気孔、水分蒸散、植物生理生態学

連絡先： 溝上祐介（応用生態学研究室） E:mail：ymzkm@toyaku.ac.jp

気孔

H2O

H2O

導管

H2O

葉緑体

CO2

①蒸散速度 /光合成速度 /呼吸速度 の非破壊測定
②葉の水ポテンシャル /通水性などの水分特性解析
③葉緑体クロロフィル蛍光 /P700 測定を用いた非破壊的な光化学系解析

測
定

フ
ァ
イ
バ
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①

②

③
葉の断面図からみる解析方法一覧



電気遺伝学：細胞内酸化還元状態と遺伝子発現の電気制御

研究やテクノロジーの背景・概要

バクテリアの中には、細胞外にある電極に電子を伝える、
あるいは電極から電子を受け取る能力を持つものがいま
す。私はこのような能力を持つバクテリア（電気化学活性
細菌）の生理学的性質、およびこれらの微生物を用いた
バイオテクノロジー（微生物燃料電池や電気制御発酵等）
について研究しています。

近の成果として、電気化学活性細菌のモデル生物で
あるシュワネラ菌（Shewanella oneidensis）が、電極の電
位を感知して遺伝子発現と代謝経路を制御する機構を発
見しました（Hirose et al. 2018. Nat Commun 9:1083）。
また、この機構を応用し、電極によって生物の遺伝子発現
を制御する手法（電気遺伝学）を提唱、開発しています
（Hirose et al. 2019. Biotechnol Adv 37:107351）。

電気遺伝学では、細胞膜を貫く導電経路（細胞外電子
伝達経路）を介して電極電位と細胞内酸化還元状態をリ
ンクさせます。この変化を細胞内の酸化還元センサーで
感知できるようにすれば、電極電位に応じて遺伝子発現
を制御することができます。この手法は特に電極を利用し
た物質生産システム（電気制御発酵）の高効率化に威力
を発揮すると考えており（下図）、現在、その概念実証に
向けた研究を行っています。

概要図

今後の展開と求める共同研究先

電気制御発酵の研究では微生物が生産する代謝
産物の分析が必須となるため、培養液中の有機物
（主にアルコールや有機酸）の分析に詳しい方との
共同研究を希望しております。

また、近年、ヒトを含む哺乳動物の腸内や口腔に
も電気化学活性細菌が生息することが報告されて
おり、電気化学的なアプローチによって宿主生物の
腸内代謝や健康状態を改善することも可能ではな
いかと考えられるようになってきています。そのため、
腸内細菌や病原微生物をご研究されている方と共
同研究を行い、新たな電気化学活性細菌の発見や
その制御法の開発につながれば、非常に面白いと
考えております。

上記以外にも、私はバクテリアにおける遺伝子発
現解析や、微生物生態系のメタゲノム解析を得意と
しておりますので、これらのことで何かお困りごとが
ございましたらお気軽にご相談ください。

研究者情報

所属

生命科学部・応用生命科学科

生命エネルギー工学研究室

経歴

2008 博士（農学）取得

2008–2012 JST・ERATO研究員

2012より現職

興味

細胞内酸化還元状態の制御、微生物を用いた有用
物質生産、メタゲノム解析

メッセージ

微生物（原核細胞）以外にも、真核細胞の電気制御
にも興味があります。ご自身の研究に電気が関係
しそうな方がいらっしゃいましたら、ぜひディスカッ
ションをお願いいたします。

研究分野：応用微生物学、微生物電気化学
キーワード：遺伝子発現、代謝制御、発酵、バイオマス利用、メタゲノム

連絡先: 高妻 篤史（生命エネルギー工学研究室） E-mail: akouzuma@toyaku.ac.jp



HLA遺伝情報に基づくゲノム医療と予防医学

HLAと関連する薬剤と副作用

研究者情報

所属

生命科学部

ゲノム情報医科学研究室

経歴

2005年東京農業大学大学院博士後期課程

2005年東海大学医学部博士研究員

2010年国立遺伝学研究所人類遺伝研究部門助教

2015年金沢大学医学系准教授

2022年東京薬科大学生命科学部教授

興味・趣味

ゲノム研究成果の社会への還元

大学院生や助教など若手ゲノム研究者の育成

メッセージ

これからの時代を担うゲノム研究の人材育成を第一
に、それを通じて得られた研究成果を世の中で役に
立つ技術として広めたい。

分野：ゲノム医科学
研究キーワード：HLA、予防医学、薬剤副作用

連絡先：細道一善（生命科学部・ゲノム情報医科学研究室） Email : khosomic@toyaku.ac.jp

研究の背景・概要
厚生労働省は2015年、「保健医療2035」において、20年後の
2035年に日本を健康先進国として、すべての人が安心して活
躍し続けられる医療システムを作ることを提言しました。この提
言の中で、遺伝子情報を活用する人材の育成と配置に言及さ
れています。同年、オバマ元大統領はプレシジョンメディスン
(精密医療)という個人の遺伝情報にあわせた治療を発表し、こ
れまで遺伝医学の進歩によって、ゲノム情報に基づく医療の実
現に向けた試みが世界的に進んできました。今後、遺伝学的
検査が積極的に利用され、「保健医療2035」が目指す保健医
療システムが作られていくことが予想されます。
遺伝学的検査の中でも近年特に注目される遺伝情報にHLA遺
伝子があります。私はこれまでにNGSを用いたHLA遺伝子の解
析手法の開発と共に、HLA遺伝子多型と関連する薬剤副作用
や数多くのHLA関連疾患の解析に取り組んできました。
これからは、HLA遺伝情報を利用して病気にかからないように
予防する「予防医学」を実現していくことを目指し、人材育成も
含めた社会還元を進めたいと思っています。
【特許出願情報等】
特願2016-018942 PCT/JP2017/003902. PCRを用いないキャプ
チャー法によるHLA遺伝子タイピング用プローブセット.
特開2016-010318. HLA遺伝子のDNAタイピング方法及びキット. 
特開2015-173626.次世代シークエンサーのためのDNAライブラ
リー調製方法. 

今後の展開と産業利用
NGSにより個人のゲノム決定から診断までが24時間以
内でできるようになるなど、近年のゲノム解析技術は目
覚ましい進歩を遂げ続けています。ゲノム解析に関連し
た市場規模も右肩上がりの予測であり、それに伴う人材
の育成も必要とされています。私はこの中でもHLA遺伝
子多型の情報をそれに基づいたゲノム医療や予防医学
として実用化することを目指し、遺伝学的検査としての
普及を進めています。HLAタイピングは移植医療におい
ては長い歴史がありますが、今後は人間ドックにおける
検査として、個々人の疾患のリスクや薬剤副作用のリス
クなど、発症を予防するための情報としても重要になっ
ていくと考えます。HLA型が予防医学においてどのよう
に利用でき、どうシステムを確立していくのか、その実用
化に向けた研究が重要と考えています。また、HLA遺伝
子解析は一般的なゲノム解析とは異なる技術を必要と
することから、その人材育成も進めています。

副作用 バイオマーカー 原因となる薬剤
皮膚の発疹 HLA-A*11:01 スルホンアミド

HLA-A*24:02 ラモトリギン
HLA-A*31:01 カルバマゼピン
HLA-B*13:01 ダプソン

コトリモキサゾール
HLA-B*15:02 カルバマゼピン
HLA-B*57:01 アバカビル
HLA-B*58:01 アロプリノール
HLA-B*51:01 フェノバルビタール
HLA-DQB1*03:01 DPP-4阻害剤

肝障害 HLA-A*33:03 チクロピジン
HLA-B*57:01 フルクロキサシリン
HLA-DQA1*01:02 ルミラコキシブ
HLA-DQA1*02:01 ラパチニブ
HLA-DRB1*15:01 アモックスクラヴ

無顆粒球症 HLA-DRB1*08:03:02 チアマゾール



Genomic medicine and preventive medicine based on HLA genomics

HLA and related drugs and side effects

Researcher Information

Field: Genomic Medicine 
Research Keywords: HLA, preventive medicine, adverse drug reactions

Contact Us: Kazuyoshi Hosomichi （ Life Sciences ・ Laboratory of Computational Genomics ）
Email : khosomic@toyaku.ac.jp

Future Developments and Industrial Applications
Genome analysis technology has continued to make 
remarkable progress in recent years, as NGS has made it 
possible to determine an individual's genome and make a 
diagnosis in less than 24 hours. HLA typing is expected to 
become a genetic test that will play a role in the genomic 
medicine and preventive medicine industries. HLA typing 
has a long history in transplant medicine. I believe that 
research on how HLA typing can be used in preventive 
medicine and how to establish a system for its practical 
application will be important. In addition, since HLA genetic 
analysis requires different techniques from general genome 
analysis, I am also promoting human resource development 
in this area.

Adverse reaction Biomarker Culprit drug

Skin rash

HLA-A*11:01 Sulfonamides
HLA-A*24:02 Lamotrigine
HLA-A*31:01 Carbamazepine

HLA-B*13:01 Dapsone
Co-trimoxazole

HLA-B*15:02 Carbamazepine
HLA-B*57:01 Abacavir
HLA-B*58:01 Alopurinol
HLA-B*51:01 Phenobarbital
HLA-DQB1*03:01 DPP-4 inhibitors

Liver injury

HLA-A*33:03 Ticlopidine
HLA-B*57:01 Flucloxacillin
HLA-DQA1*01:02 Lumiracoxib
HLA-DQA1*02:01 Lapatinib
HLA-DRB1*15:01 Amox-clav

Agranulocytosis HLA-DRB1*08:03:02 Thiamazole

Research Background and Overview
In 2015, the Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) 
proposed in "Health and Medical Care 2035" that in 2035, Japan 
should become a health advanced country and create a medical 
system that can accommodate various ways of living, working and 
living, where everyone, from children to the elderly, can continue 
to live and work with peace of mind and vigor. In the same year, 
former President Barack Obama described "Precision Medicine," 
the correct treatment tailored to an individual's genetic 
information. Rapid advances in genetic medicine have led to 
attempts to realize genome-based medicine. It is expected that 
genetic testing will be actively used in the future to create the 
healthcare system that "Health and Medicine 2035" aims for.
Among genetic tests, the HLA gene has attracted particular 
attention in recent years. I have been working on the analysis of 
drug side effects and numerous HLA-related diseases along with 
the development of NGS-based HLA gene analysis methods.
My goal is to realize preventive medicine, which is the use of HLA 
genetic information to prevent people from contracting diseases.
Patent application information, etc.
Patent 
2016-018942 PCT/JP2017/003902. 
Probe set for HLA genotyping by capture method without PCR.

JP-A2016-010318. 
Method and kit for DNA typing of HLA gene. 

JP-A2015-173626. 
Method for preparing DNA library for next generation sequencer. 

Affiliation
Laboratory of 
Computational Genomics

Academic and research history
2005 Doctoral Student, 
Graduate School of Tokyo University of Agriculture

2005 Postdoctoral Fellow, 
Tokai University School of Medicine

2010 Assistant Professor, 
Division of Human Genetics, National Institute of Genetics
2015 Associate Professor, 
Department of Medicine, Kanazawa University

2022 Professor, 
Faculty of Life Science, TUPLS

Interests
Utilization of the results of genome research in society
Education of young genome researchers such as graduate 
students and assistant professors
Message
Our aim is to educate the next generation of genome 
researchers and to disseminate the results of their 
research to the world as useful technologies.



脈絡叢と母胎内環境による精神疾患の治療に向けた研究

研究の背景・概要

精神疾患とは、脳の機能的・器質的障害によって生じる疾
患のことであり「こころの病」とも言われています。遺伝要
因と環境要因が複雑に絡み合って発症すると考えられて
います。5大疾病の1つに挙げられており大きな社会問題
となっています。患者数が多いにも関わらず発症要因の
解明や根本的治療法の確立は未だ不十分であり、それら
の研究・開発は喫緊の課題となっています。

私たちは、統合失調症関連タンパク質DISC1に結合する
新規タンパク質CAMDIを世界に先駆けて発見しました。
CAMDI遺伝子のノックアウトマウスは自閉症様の行動を
示すこと、胎生期のHDAC6阻害剤の投与により自閉症様
行動を改善できることを明らかにしました。

現在は精神疾患の発症における脈絡叢の関与について
研究しています。脈絡叢は脳の発生に先駆けて成熟し、
神経栄養因子などを豊富に含む脳脊髄液分泌します。こ
のことから脳の正常な発生や機能獲得にとって重要であ
ることが示唆されます。網羅的な発現解析から脈絡叢の
異常が示唆されたため、脈絡叢特異的CAMDIノックアウト
マウスを作製し研究を行っています。また、治療につなが
る化合物の検討も行っています（下記特許出願）。

【特許出願情報等】

特願２０２２-０８１２７７

研究の概要図

今後の展開と産業利用

脈絡叢特異的CAMDIノックアウトマウスの解析を行
うことで、脈絡叢の成熟が自閉症用行動に与える
影響を解析する予定です。脈絡叢を標的とした自閉
症を含む精神疾患の治療薬の開発にも取り組むこ
とを検討しています。また、母胎内の環境が胎児の
脳発達や生後の行動に影響を与える研究を展開し
ています。網羅的な遺伝子発現解析や代謝物解析
から、中心的な役割を担っている化合物を探索する
予定です。

現在の精神疾患治療薬の開発は、神経細胞の数
の変化や移動の異常、シナプスや神経伝達物質の
増減など脳内における変化に対する研究が主流と
なっています。私たちの研究結果は、脳外に存在す
る脈絡叢の成熟が精神疾患様行動に大きな影響を
与えることを示唆する可能性があります。今後の治
療薬標的に関する新たな知見をもたらすことで、治
療薬開発に対して発想の転換をもたらすと考えられ
ます。

研究者情報

所属

再生医科学研究室

経歴

２００２年 名古屋大学 博士取得・PD研究員

２００３年 東北大学 加齢医学研究所 助手

２００６年 東京薬科大学 助手（現在：講師）

興味

「こころ」の本質を知りたいと考えています。

メッセージ

人類の知的財産に貢献する研究をしたいと考えて

います。共同研究をして頂けますと幸いです。

分野：脳・神経発生生物学
研究キーワード：精神疾患、脈絡叢、母胎内環境

連絡先： 福田 敏史 （再生医科学研究室） E-mail： tfukuda@toyaku.ac.jp

新規の
治療標的？

現在の
治療標的

脈絡叢

脳脊髄液

脳



褐色脂肪細胞や表皮におけるミトコンドリア動態の機能解明

研究やテクノロジーの背景・概要

ミトコンドリアは細胞内のエネルギー産生を担う細胞小
器官であり、ミトコンドリアとがん、神経変性疾患、心疾患、
老化など様々な疾患との関連が注目を集めています。

私はミトコンドリア動態やオルガネラコンタクトに関する
研究報告をしてまいりました（Science, 2020; Life Sci 
Alliance, 2019; EMBO J, 2019; Mol Cell 2013)。論文報告
にあるように下記の解析技術があります。

Live-cell imaging、免疫染色、透過型電子顕微鏡画像を
用いたオルガネラ動態の解析、SBF-SEMによる連続電子
顕微鏡画像を用いた３次元的なオルガネラ形態の解析、
BN-PAGEやIn-gel activity assayを用いたミトコンドリア呼
吸鎖複合体の解析、脳組織の解析、海馬初代培養細胞
を用いた解析などを用いております。

現在は細胞内の分化や成熟におけるミトコンドリア動態
の役割の解明を目指し、研究を進めています。実際に、マ
ウス由来の褐色脂肪細胞から褐色脂肪細胞への分化誘
導の実験系やヒトケラチノサイト を用いた３次元培養の実
験系を確立しております。どちらの実験系もsiRNAを用い
て容易に目的遺伝子のノックダウンが可能です。今後は
様々な遺伝子をノックダウンし、オルガネラ動態以外の分
野にも研究を拡げたいと考えております。

概要図

今後の展開と求める共同研究先

ミトコンドリア動態制御因子や機能未知のユギキ
チンリガーゼが褐色脂肪細胞や表皮の分化に重要
な働きを担うことを見出しており、今後はその詳細
な分子メカニズムを明らかにします。

ユビキチンリガーゼの基質の探索・同定を行うこと
が可能な共同研究先を探しています。

また、ミトコンドリア、褐色脂肪細胞、表皮に関連
する興味をお持ちの方との共同研究を希望します。
下記の技術を用いた解析が可能です。

・ ミトコンドリア機能解析
(BN-PAGEやIn-gel activity assayを用いた呼吸鎖
複合体の解析など）

・ オルガネラ動態解析 （Live-cell imagingなど）

・ 初代褐色脂肪細胞培養を用いた解析

・ ヒト表皮３次元培養を用いた解析

・ 古典的な培養細胞を用いた解析

研究者情報

所属

分子生化学研究室

経歴

東京薬科大学

興味

ミトコンドリアなどのオルガネラ動態の生理的な役
割

メッセージ

ミトコンドリア研究に興味のある方との共同研究を
希望します。

研究分野、テクノロジー(ツール)：細胞生物学
キーワード：ミトコンドリア、オルガネラコンタクト、褐色脂肪細胞、表皮

連絡先： 長島 駿 (再生医科学） E:mail nagashi@toyaku.ac.jp



単球・マクロファージの組織修復機構解明とその治療応用

研究やテクノロジーの背景・概要

炎症は、病原菌や損傷した組織を排除するのに必須の生
体応答ですが、行き過ぎた炎症は2次的な組織傷害や慢
性炎症の原因となります。したがって、炎症の原因が排除
された後は、速やかに炎症を収束し、壊れた組織を修復
することが大切です。炎症の進展から収束への転換には、
単球・マクロファージという免疫細胞が大きな役割を担い
ます。しかし、炎症を抑えるマクロファージが体のどこでど
のように生まれるかが、ほとんどわかっていませんでした。

最近、私たちの研究グループは、炎症が終わりかけた頃
の骨髄で大量につくられる単球のサブセットを発見しまし
た。一般的な単球が炎症を促進するのに対し、新しい単
球（制御性単球）は、炎症を抑制する性質を持っているだ
けでなく、炎症組織に移動し、組織修復を助ける働きを持
つことを発見しました。

私たちは、この新たに発見された炎症制御性単球の組織
修復作用を、さまざまな炎症疾患の治療に役立てたい、と
考えています。具体的には、制御性単球が作られる仕組
みを解明し、増殖を誘導する分子（転写因子や増殖因子）
の同定を目指した研究を行っています。 増殖誘導因子を
炎症疾患の患者に投与すれば、制御性単球の増殖を介
して、疾患の増悪を止める、あるいは回復を速めることが
できる可能性があります。体外で増殖させた制御性単球
を移入する、細胞療法としての展開も期待できます。

概要図

今後の展開

単球・マクロファージによる組織傷害と修復機構を
解明し、その知見を治療に応用するため、現在、以
下の4つの研究を行っています。

◆ 制御性単球の増殖刺激因子の探索

◆ 虚血再灌流傷害を起こした腎臓に浸潤した単
球・マクロファージによる組織傷害の進展と修復
機構の解明

◆ 非アルコール性脂肪肝炎（NASH)の線維化進展
における単球・マクロファージの役割の解明

◆ ヒトにおける制御性単球の探索

こんな技術やノウハウを探しています

◆ 増殖因子同定を進めるためのHPLCや質量分析

◆ 単球・マクロファージの炎症組織への動員や、間
質との相互作用を阻害するためのペプチド・タン
パク質合成

◆ ペプチド、タンパク質の構造展開

◆ 化合物の物性、代謝安定性、毒性評価

研究分野、テクノロジー(ツール)：免疫学
キーワード：炎症、組織傷害、線維化、単球、マクロファージ、

腎傷害、非アルコール性脂肪肝炎、炎症性腸疾患、自己免疫疾患

連絡先： 浅野 謙一（免疫制御学研究室） E:mail asanok@toyaku.ac.jp

研究者情報

所属
東京薬科大学 生命科学部
免疫制御学研究室

経歴
1999年 東京医科歯科大学 医学部卒業
2006年 同 大学院修了（腎臓内科学）
2006年 ハーバード大学ブリガム病院
2008年 理化学研究所

免疫・アレルギー科学総合研究センター
2011年 より現職
2011年 JSTさきがけ研究員（兼任）
2019年 文部科学省学術調査官（生物系）

図の説明

炎症組織からは、何らかのシグナル分子が産生され、それが骨髄前駆細
胞からの制御性単球産生を促します。制御性単球は炎症組織へ移動し、
炎症収束と、組織修復を促進すると考えられます。



自然免疫細胞の制御を介したがん転移の抑制

研究の背景・概要

化学療法、外科療法および放射線療法は、現在でも
がん治療の中核を担っています。近年、これらの治
療に伴って引き起こされる炎症が、がんの転移や再
発に寄与している可能性が示唆されています。例え
ば、乳がんの外科手術後の再発は、術後6-12ヶ月に
ピークがあり、この再発は非ステロイド型抗炎症薬を
投与された患者において低下することが報告されて
います。当研究室では、マウスのがん転移モデルを
用いて、炎症によって引き起こされるがん転移促進
に定常状態では認められない単球が関与することを
明らかにしています。また、他の研究グループによっ
て好中球が細胞死に伴って放出する好中球細胞外ト
ラップ（NET)と呼ばれる構造物が、がんの再発に寄
与していることもわかっています。これらの結果は、
単球や好中球が炎症によるがん転移促進に関与し
ていることを強く示唆しますが、詳細な単球分化機構
やNET誘導機構は明らかではなく、これらの細胞を
標的とした治療法は未だ確立されていません。当研
究室では、炎症時の単球の分化機構やNET誘導機
構の解析を進めるとともに、薬剤スクリーニングを介
して、単球の分化やNET誘導を制御できる薬剤の開
発を行っています。我々は、このような研究を通して、
がん再発を予防できる治療法の確立を目指していま
す。

研究の概要図

今後の展開と産業利用

我々の研究室では、NET誘導や単球機能を制御で
きる薬剤のスクリーニングを行い、有望なリード化
合物を同定しています。今後、1) 同定した薬剤を構
造展開することによって、さらに活性の高い化合物
を開発、2) 同定した薬剤の標的分子を同定を行う
ことで治療標的となる分子を絞り込む、また、3)構造
展開後、活性の高い薬剤を好中球や単球などに選
択的に送達可能な“ドラッグデリバリーシステム”の
構築を行たいと考えています。上記、1)から3)の目
標を達成するために、我々とともに、共同研究を
行って頂ける産官学の機関を求めています。

研究者情報

所属
生命科学部

生命医科学科

免疫制御学研究室

経歴
東京薬科大学 薬物送達学 助教 (〜2008年) 

秋田大学 生体防御学分野 特任助教 (2008〜2009年)

東京医科歯科大学 生体防御学分野 特任助教 (2009〜2014年)

東京薬科大学 免疫制御学研究室 嘱託研究員 (2014〜2015年)

東京薬科大学 免疫制御学研究室 助教 (2015年〜現職）

メッセージ

がん再発を予防できるようになれば多くの人の命を
救うことができます。本研究に賛同して共同研究を
行って頂ける産官学の機関を求めています。

研究分野、テクノロジー(ツール)：腫瘍免疫学
キーワード：がん転移、単球、好中球、好中球細胞外トラップ（NETs)

連絡先： 四元 聡志 （免疫制御学研究室） E:mail：yotumoto@toyaku.ac.jp

がん治療に伴って起こる炎症は、がんの再発を促進し
ます。この再発に単球や好中球の関与が示唆されてい
ますが、その詳細な機構は明らかではありません。当
研究室では、がん再発の機構解析を進めるとともに、
がん再発を抑制できる薬剤の開発を行っています。

がんの再発

転移巣
化学療法 放射線療法

外科療法

がん原発巣の治療

治療に伴う炎症

NET制御薬
単球制御薬

NET制御薬
単球制御薬

1) 構造展開 2) 標的分子の同定

3) ドラッグデリバリーシステムの構築



制御性単球を標的とした組織修復機構の解明

研究やテクノロジーの背景・概要

組織傷害部位に浸潤した単球由来マクロファージは、
炎症期には炎症を惹起する一方で、修復期には炎症
抑制および組織修復に寄与する。従来、この修復期の
マクロファージは、炎症期に浸潤した単球由来マクロ
ファージが、局所の状況変化に応じて形質を変えたも
のと考えられてきた。しかし、最近我々は、この従来の
説に反して、組織修復型マクロファージの前駆細胞（制
御性単球）が組織傷害の修復期に骨髄で産生されるこ
とを明らかにし（図１）、異なる単球サブセットを介した新
たな組織修復機構の存在を世界に先駆けて示した
（Ikeda, et al. Science Immunol, 2018）（図２）。本研究で
は、我々が同定した制御性単球の分化・作用機序を明
らかにすることで、将来的に本単球を標的とした新規治
療法の開発につなげることを目的とする。

概要図

今後の展開求める共同研究先

本研究では、組織傷害における制御性単球の分化、
動態、機能を分子レベルで明らかにすること、およ
び、ヒトへの応用を見据えて、マウス制御性単球に
相当するヒトの単球サブセットを同定し、その機能を
明らかにすることを目的とする。具体的に、以下3つ
の解析を行う。

1. 制御性単球の分化誘導因子の解明

2. 骨髄における制御性単球分化経路の解明

3. ヒト制御性単球の同定およびその機能解析

これらの解析により得られた知見を統合し、組織修
復における制御性単球の分化・作用機序を明らか
にするとともに、本単球を標的とした新規治療法の
開発につなげる。

研究者情報

所属

免疫制御学研究室

経歴

2013年 本学生命科学部卒

2015年 本学薬科学研究科修士課程修了

2018年 本学生命科学研究科博士課程 修了

2019年 水島賞受賞

興味

免疫細胞を標的とした新たな治療法の開発に興味
があります。

メッセージ

様々な分野の知見を統合して、より研究を発展させ
たいので、どうぞよろしくお願い致します。

研究分野、テクノロジー(ツール)：免疫学
キーワード：制御性単球、マクロファージ、組織修復、炎症抑制

連絡先： 池田 直輝 （免疫制御学研究室） E:mail ikedan@toyaku.ac.jp

修復期

組織修復型
マクロファージ

炎症性単球

炎症誘導型
マクロファージ

炎症期

GMP

形質転換

浸潤・分化

炎症誘導型マクロファージが形質変化し、
組織修復に寄与する

制御性単球が骨髄で出現し、傷害部位に浸潤
することで組織修復に寄与する

従来説 新規組織修復機構

⾻髄

傷害組織

修復期

浸潤・分化

炎症期

GMP

浸潤

GMP
制御性単球

図1 制御性単球（Ym1+単球）は炎症抑制および組織修
復に寄与する (A)制御性単球は組織傷害（DSS腸炎）の
修復期に急増する。 (B)修復期に制御性単球を消去す
ると腸炎の回復が遅延する。

図２ 制御性単球を介した新規組織修復機構

求める共同研究先

・分化誘導因子探索のため、未知タンパク質の同定
および解析経験のある方

・細胞分化誘導活性、阻害活性のあるタンパク質・
化合物の合成の経験のある方
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