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一般演題①

8月3日（土）13：20～14：30　第2会場（多目的スペース）

座長：櫻井　英俊　京都大学 iPS細胞研究所 臨床応用部門

　　　小俣　康徳　東北大学院 医学系研究科

O-01 筋疲労時の横行小管システム内のNa+-K+ ATPaseの機能変化
渡邊　大輝　広島大学 総合科学研究科

O-02 Recapitulated chronic and acute muscle dysfunctions using 
muscular dystrophy patient-derived iPSC in vitro
内村　智也　京都大学 iPS細胞研究所

O-03 Dual PPMO combinations drive multi-exon skipping and 
dystrophin expression in CXMDJ
Maria K. Tsoumpra　 Department of Molecular Therapy, National Institute of 

Neuroscience, National Centre of Neurology and 
Psychiatry, Kodaira-shi, Tokyo, Japan

O-04 ウイルス様粒子送達システムを用いた 
筋ジストロフィーのゲノム編集治療法開発研究
堀田　秋津　京都大学 iPS細胞研究所

O-05 筋ジストロフィー医療における診療ガイドラインの有用性
松村　剛　国立病院機構大阪刀根山医療センター 脳神経内科

O-06 MRIと超音波の併用による非侵襲的骨格筋評価法の検討
倉重　毅志　国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター 脳神経内科

O-07 慢性腰痛患者では多裂筋の筋細胞内脂肪（IMCL）が上昇している
高島　弘幸　札幌医科大学附属病院 放射線部
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O-01 筋疲労時の横行小管システム内のNa+-K+ ATPaseの機能変化

⃝渡邊　大輝［1］、和田　正信［1］

 ［1］広島大学 総合科学研究科

本研究では、筋収縮後の横行小管システム（T-system）内のNa+-K+ ATPase（T-NKA）の機能を初
めて検討した。そのために、メカニカルスキンドファイバー（MSF：形質膜は存在しないがT-system
は存在する筋線維）を用いた。ラットの腓腹筋をin vivoにて疲労させ、その筋からMSFを作製し
た。刺激間隔を1 ms毎増加させ、2回の電気刺激をMSFに負荷した。安静時では6。2 msの間隔
をあけると張力が急激に増加したが、収縮後の線維ではそれに7。6 ms要した。還元剤を処置する
と、収縮後の線維でも、安静時と同様の刺激間隔で張力の増加が認められた。さらに、収縮後には
NKAのα2およびβサブユニットのグルタチオン量が増加した。これらの結果は、筋疲労時には、
T-NKAにS-glutathionylationが生じ、その機能が低下することを示す。
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O-02
Recapitulated chronic and acute muscle dysfunctions using 

muscular dystrophy patient-derived iPSC in vitro

⃝内村　智也［1］、櫻井英俊［1］

 ［1］京都大学 iPS細胞研究所

Muscular dystrophy is a group of diseases causing progressive weakness and loss of 
muscle mass. There are different types of muscular dystrophy, however, currently no cure 
is available for them. This is because suitable in vitro models recapitulating the 
pathological conditions are critically limited. In this study, a direct myogenic differentiation 
model with hydrogel and electrical-field stimulation (EFS) using patient-derived iPSCs 
was developed to meet unmet needs. We used iPSCs established from patients of 
Duchenne muscular dystrophy. Cells are differentiated and matured under the EFS 
stimulation, and acute and chronic responses between dystrophic and isogenic control 
myotubes were compared by applying various strengths of EFS stimulation. As a result, 
muscle dysfunctions such as reduced contraction-relaxation and increased inflammatory 
responses and apoptosis were observed from dystrophic cells. Furthermore, clinically 
approved drugs such as steroids are treated to dystrophic cells to determine whether 
those phenotypes are rescued. Our model will be beneficial to study functional analysis 
of muscular dystrophy and evaluate the efficacy of potential drugs.
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O-03
Dual PPMO combinations drive multi-exon skipping and 

dystrophin expression in CXMDJ

⃝Maria K. Tsoumpra［1］,  Loïc Roux［2］,  Graham McClorey［3］,   
Mutsuki Kuraoka［1,4］,  Sayuri Arima［1］,  Yoshitaka Mizobe［1］,  Yuko Hara［1］,   
Andrey A. Arzumanov［3,5］,  Michael J. Gait［3,5］,  Koichi Kimura［6］,   
Michihiro Imamura［1］,  Shin’ichi Takeda［1］,  Toshifumi Yokota［7］,   
Caroline Godfrey［2］,  Matthew A. Wood［3］,  Yoshitsugu Aoki［1］

 ［1］ Department of Molecular Therapy, National Institute of Neuroscience, National Centre of 
Neurology and Psychiatry, Kodaira-shi, Tokyo, Japan

 ［2］PepGen Limited, Bioescalator, Innovative Building, Oxford, United Kingdom 
［3］ Department of Physiology, Anatomy and Genetics, University of Oxford, Oxford, United 

Kingdom
 ［4］ Laboratory of Experimental Animal Science, Nippon Veterinary and Life Science 

University, Musashino-shi, Tokyo, Japan
 ［5］ Medical Research Council, Laboratory of Molecular Biology, Cambridge Biomedical 

Campus, Cambridge, United Kingdom
 ［6］ Department of General Medicine, The institute of Medical Science, The University of 

Tokyo, Tokyo, Japan
 ［7］ Department of Medical Genetics, School of Human Development, Faculty of Medicine and 

Dentistry, University of Alberta, Edmonton, Canada

Duchenne muscular dystrophy (DMD) is an X-linked disorder characterized by progressive 
muscle degeneration caused by the lack of functional dystrophin. The use of peptides 
as delivery agents to boost the levels of exon skipping induced by peptide-conjugated 
phosphorodiamidate morpholino oligomers (PPMOs) is considered a revolutionary 
therapeutic option for DMD patients. Herein we tested the multi-exon skipping efficacy 
of novel PPMO combinations in our beagle-based canine X-linked muscular dystrophy 
(CXMDJ) model. We first screened 3-PPMO and 2-PPMO- based cocktails using CXMDJ-
derived primary myoblasts and confirmed dose-dependent 6-9 exon skipping via RT-PCR. 
We then administered our three most potent cocktails intramuscularly in tibialis cranialis 
(TC) of CXMDJ dogs and collected samples 14 days later. Notably, even the 2-PPMO-based 
cocktails were able to drive highly efficient multi-exon skipping and to restore dystrophin 
expression as proved by Western blot and immunohistochemistry analysis. We are 
currently performing systemic administration of our most promising dual PPMO cocktail in 
the CXMDJ model in an attempt to achieve optimal efficacy coupled with limited toxicity.
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O-04
ウイルス様粒子送達システムを用いた 

筋ジストロフィーのゲノム編集治療法開発研究

Peter Gee［1］、笹川　典子［1］、Mandy Lung［1］、奥嵜　雄也［1］、鍵田　明宏［1］、 
北　悠人［1］、渡邉　啓［1］、岩渕　久美子［1］、⃝堀田　秋津［1］

［1］京都大学 iPS細胞研究所

細菌で見つかったRNA依存性DNA切断酵素CRISPR-Cas9を用いたゲノム編集技術が、基礎研
究の分野で爆発的に進歩している。特に筋疾患の中で重症を呈するデュシェンヌ型筋ジストロフィ
ーをターゲットに、患者iPS細胞で有効性を確認したのち、動物モデルを用いたゲノム編集治療法
の開発研究が進行中である。多くのグループはAAVベクターを用いてCas9を筋組織に送達する
手法を採っているが、ゲノム編集酵素はDNA切断活性を持つため、安全性の観点からCas9の発
現は一過性の送達手段が望ましい。我々はウイルスの外皮を用いたナノカプセルにCas9タンパク
質とsgRNAを内封することにより、患者由来iPS細胞やマウス骨格筋組織にてゲノム編集誘導を
可能とする新規送達技術の開発に成功した。筋ジストロフィーのゲノム編集治療法を開発するには
様々な周辺技術開発が必要であり、我々の取組について紹介したい。
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O-05 筋ジストロフィー医療における診療ガイドラインの有用性

⃝松村　剛［1］、小牧　宏文［2］

 ［1］国立病院機構大阪刀根山医療センター 脳神経内科 
［2］国立精神・神経医療研究センター トランスレーショナルメディカルセンター

2014年にデュシェンヌ型筋ジストロフィー診療ガイドライン2014を発刊したが、ガイドライン
の有効性と改訂に向けた課題を明らかにする目的で、発刊前と発刊4年後に全国の神経内科・小児
神経専門医を対象としたアンケート調査を実施した。発刊後調査では利用頻度の高い情報源として
86%がガイドラインを挙げた。また、新しい患者を自身で診療するとの回答も33%から37%へ増
加した。個別のケアについては、非侵襲的呼吸管理の導入経験率が増加し、排痰補助装置導入率は
大きく上昇した。また、胃瘻造設を勧める時期についても栄養障害が進行する前の早期に実施する
割合が増加した。さらに、有意差はないものの未成年を診療する医師で脊椎評価の定期実施が増加、
ACE阻害剤の使用率が増加するなどの変化が見られた。一般医療機関で習熟困難な希少疾病にお
いて、診療ガイドラインは標準的医療の普及に有用であることが示された。
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O-06 MRIと超音波の併用による非侵襲的骨格筋評価法の検討

⃝倉重　毅志［1］、村尾　智美［1］、井料　崇文［1］、渡邉　友彬［1］、杉浦　智仁［1］、 
鳥居　剛［1］

 ［1］国立病院機構呉医療センター 中国がんセンター脳神経内科

【目的】近年頻用される15MHz linear transducerは超音波画像所見と病理学的異常との関連に関
するデータが乏しく、また、骨格筋での超音波画像所見はfibrosisやfat invasionとしか画像病理
連関が示されていない。そこで、MRIと超音波を併用することで局所的な病理像をより細やかに描
出できると考え、検討した。

【方法】筋生検実施患者80名で、1.5T MRIを用いて生検筋を決定し、T1WIのMercuri分類で評
価した。その後、15MHz linear transducerを用いて超音波画像をHeckmatt scoreで分類し、筋
生検を実施。病理学的所見（線維化・脂肪浸潤、筋線維大小不同、炎症細胞浸潤、細胞内異常構造
物・壊死線維）を対比した。

【結果】Mercuri grade 0-2bと筋エコーでのHeckmatt scoreは正の相関関係を認めた（p = 0.01）。
Grade 1の症例では、score2以上の症例で筋線維の大小不同と細胞内以上構造物および壊死線維
を認めたが（p = 0.03）、線維化・脂肪浸潤はHeckmatt scoreとの関連はなかった。一方、Grade 
0およびGrade 2a以上の症例ではHeckmatt scoreと病理所見の間に相関関係はなかった。

【考察】MRIと15MHz linear transducerでの骨格筋超音波の併用は、条件によっては病理学的異
常所見の推定に有用である可能性がある。
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O-07 慢性腰痛患者では多裂筋の筋細胞内脂肪（IMCL）が上昇している

⃝高島　弘幸［1］、黄金　勲矢［2］、竹林　庸雄［3］、押切　勉［2］、吉本　三徳［2］、 
射場　浩介［2］、山下　敏彦［2］

 ［1］札幌医科大学附属病院 放射線部 
［2］札幌医科大学医学部 整形外科学講座 
［3］札幌円山整形外科病院

【目的】MR spectroscopy（MRS）を用いて慢性腰痛患者における傍脊柱筋の筋細胞内脂肪（intra-
myocellular lipids：IMCL）およびEMCL（extra-myocellular lipids：EMCL）について解析す
ること。

【対象・方法】対象は、罹病期間が3カ月以上の腰痛患者30例（腰痛群）および腰痛がないボラン
ティア30例（非腰痛群）である。MRSを用いてL4/5レベルの多裂筋および大腰筋のIMCLおよび
EMCLについて解析した。

【結果・結論】腰痛群と非腰痛群におけるIMCLはそれぞれ510 ± 242 mM, 124 ± 82 mMであり、
腰痛群で有意に上昇していた（p<0.05）。EMCLは、両群間に有意差はみられなかった。腰痛群に
おけるIMCLの上昇は、筋疲労や筋萎縮などの筋活動の機能障害を反映していることが示唆された。
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一般演題②

8月3日（土）14：50～15：40　第2会場（多目的スペース）

座長：野口　悟　国立精神・神経医療研究センター 神経研究所

　　　原　雄二　京都大学大学院 工学研究科

O-08 3次元骨格筋─腱組織の構築
森本　雄矢　東京大学大学院情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻

O-09 胆汁酸-TGR5シグナルによる骨格筋機能制御
佐々木　崇　東京大学大学院 農学生命科学研究科

O-10 廃用性筋萎縮におけるミトコンドリア形態変化及び 
酸化ストレス発生による影響
杉浦　宏祐　徳島大院医歯薬学研究部 生体栄養

O-11 骨格筋の細胞融合及び成熟化におけるRNA結合タンパク質の役割の解明
坂本　修士　高知大学総合研究センター 分子生物学教室

O-12 敗血症性骨格筋炎症反応における性ホルモンの作用
坂本　多穗　静岡県立大学薬学部 生体情報分子解析学分野
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O-08 3次元骨格筋―腱組織の構築

⃝森本　雄矢［1］、三浦　重徳［2］、竹内　昌治［1］

 ［1］東京大学大学院情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻 
［2］東京大学 生産技術研究所

我々は、骨格筋組織の両端部に腱組織を設けた3次元骨格筋－腱組織の構築に成功した。従来の体
外で構築される骨格筋モデルとしては、ハイドロゲル中での筋芽細胞の培養で形成される骨格筋組
織が主流であり、骨格筋組織の両端部は骨のモデルとなる固定部材に直接繋がっている。一方、生
体の骨格筋は、その両端部に腱が存在し、腱を介して骨に接続されている。そのため、従来の骨格
筋モデルは生体の骨格筋とは形態も収縮性も異なっていた。そこで、本研究では細胞含有ハイドロ
ゲルを順次硬化することで、ゲル中で腱細胞と筋芽細胞のパターニングを実現し、3次元骨格筋─
腱組織を構築した。形成された組織は、生体と同様に骨格筋組織の両端部に腱組織が存在し、腱組
織を介して固定部材に接続していることを確認した。さらに、当該組織に電気刺激を負荷し、両端
部に腱組織がある状態でも骨格筋組織の収縮運動が可能なことを明らかにした。
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O-09 胆汁酸-TGR5シグナルによる骨格筋機能制御

⃝佐々木　崇［1］、久保山　文音［1］、青木　悠馬［1］、栄田　陸人［1］、清水　誠［1］、 
山内　祥生［1］、佐藤　隆一郎［1］

 ［1］東京大学大学院農学生命科学研究科

肝臓で合成された胆汁酸は胆のうに蓄えられ、摂食に際し腸管に分泌される。胆汁酸は脂溶性栄養
素の消化吸収において重要な役割を果たした後、約95％が腸管から再吸収され、肝臓に逆輸送され
る。この腸肝循環と呼ばれる過程で胆汁酸の一部は肝臓での取り込みを免れ全身を巡ることから、
胆汁酸は摂食に伴い血中濃度を増す摂食シグナル分子として働くと考えられている。
我々は胆汁酸受容体TGR5が骨格筋にも発現することに着目し、TGR5欠損マウスならびに骨格筋
特異的TGR5トランスジェニックマウスを用いてTGR5が骨格筋機能に及ぼす影響を解析した。一
連の実験より、骨格筋におけるTGR5の活性化が筋量・筋力を増大することを明らかにした。また
骨格筋におけるTGR5の発現量が運動により増加することを示し、その分子機構解明にも成功して
いる。以上の結果は、適切な食事と運動が骨格筋に及ぼす有益な効果の一部を説明するものと考え
られる。
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O-10
廃用性筋萎縮におけるミトコンドリア形態変化及び 

酸化ストレス発生による影響

⃝杉浦　宏祐［1,6］、内田　貴之［1］、真板　綾子［1］、中尾　玲子［1］、平坂　勝也［1,2］、 
東谷　篤志［3］、東端　晃［4］、小林　剛［5］、曽我部　正博［5］、西良　浩一［6］、 
二川　健［1］

 ［1］徳島大院医歯薬学研究部 生体栄養 
［2］長崎大海洋未来イノベーション機構 食品栄養学 
［3］東北大院生命科学 ゲノム継承システム 
［4］JAXA 
［5］名古屋大院医科研究 統合生理学 
［6］徳島大院医歯薬学研究部 運動機能外科学（整形外科）

当教室では宇宙実験及び模擬微小重力実験（3D-Clinorotation処理）から、機械的ストレス減少下
で筋萎縮が生じる一因として、酸化ストレスにより誘導されるCbl-bがIGF-1シグナルを阻害する
機序を解明してきた。この過程において細胞内ミトコンドリアは早期から分裂が亢進していたが、
その機序や意義に関しては不明な点が多い。
我々は、ミトコンドリアの形態変化や機能維持、小胞体間の様々な代謝に関与するMfn2に着目し、
3D-clinorotationに供した筋細胞の解析を行った。細胞中の酸化ストレス蓄積量は処理後早期に
上昇し、Mfn2の発現低下がみられた。また、TCA回路代謝酵素であるアコニターゼの活性が低下
していた。さらに、アコニターゼをノックダウンすることで、3D-Clinorotation処理に類似する
ミトコンドリアの分裂亢進が生じていた。
以上の結果は、Mfn2やアコニターゼをはじめとしたミトコンドリアタンパク質が細胞の機械的ス
トレス感知の初期応答や酸化ストレス発生に重要な役割を担っている可能性を示唆している。
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O-11
骨格筋の細胞融合及び成熟化における 

RNA結合タンパク質の役割の解明

⃝坂本　修士［1］、山口　輝［1］、森澤　啓子［1］、樋口　琢磨［1］、戸高　寛［2］、 
Sylvia Lai［1］、池　恩燮［1］、藤田　浩志［1］、杉山　康憲［3］、松川　和嗣［4］、 
津田　雅之［5］

 ［1］高知大学総合研究センター 分子生物学教室 
［2］高知大学医学部 循環制御学 
［3］香川大学農学部 応用生物科学 
［4］高知大学 総合科学系生命環境医学部門 
［5］高知大学総合研究センター 動物実験施設

本研究では、骨格筋形成における細胞融合と成熟化の分子機構の一端を明らかにすることを目指し
ている。筋芽細胞の細胞融合においては、そのマスター因子であるMyomaker/Myomixerが細胞
融合時に発現増加し、その後、両因子が低下することで筋成熟化が進む。興味深いことに、二本鎖
RNA結合タンパク質であるNF90-NF45を全身性に過剰発現させた遺伝子改変マウス（NF90-NF45 
dbTg mice）の骨格筋は、成体で筋萎縮を示すと共にMyomaker/Myomixerの発現上昇が認めら
れる。加えて、NF90-NF45をノックダウンした筋芽細胞株において、Myomaker/Myomixerの
発現が顕著に低下することも見出した。
これらの知見より、NF90-NF45はMyomaker/Myomixerの発現を促すことで筋芽細胞の細胞融
合を促進させ、その後NF90-NF45及びMyomaker/Myomixerの発現が低下することで骨格筋の
成熟化が進むのではないかと考えられた。
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O-12 敗血症性骨格筋炎症反応における性ホルモンの作用

⃝坂本　多穗［1］、桑原　泰斗［1］、日比　千尋［1］、黒川　洵子［1］

 ［1］静岡県立大学薬学部 生体情報分子解析学分野

敗血症の後遺症として筋萎縮が発生し、呼吸機能低下と運動障害を引き起こす。我々は、敗血症死
亡率の性差に着目し、グラム陰性菌の内毒素リポ多糖による骨格筋炎症反応における性ホルモンの
作用を検討した。C2C12細胞を5日間かけて筋分化させたのち、17βエストラジオール（E2）、プ
ロゲステロン、テストステロン存在下で2日間培養した。0.1 μg/mL LPSで刺激し、2時間後に
回収したサンプルの炎症性サイトカインTNFαとIL6のmRNA発現量をリアルタイムPCRで解析
したところ、1 nM E2により炎症性サイトカインの有意な発現低下が認められた。LPS刺激によ
り、筋特異的ユビキチンリガーゼatrogin-1が誘導されるが、E2はatrogin-1発現抑制効果を示さ
なかった。LPS刺激によるC2C12分化筋管の萎縮はE2により部分的に抑制された。以上よりE2
は炎症性サイトカイン抑制を介してLPSによる筋萎縮を緩和することが示唆された。現在、E2の
作用機序解析と敗血症動物モデルでの検討を行っている。
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一般演題③

8月3日（土）16：00～16：50　第2会場（多目的スペース）

座長：稲田　全規　東京農工大学大学院 生命工学専攻

　　　上住　円　東京都健康長寿医療センター老年病態研究チーム 筋老化再生医学

O-13 骨格筋のプロリン異性化酵素Pin1は、運動能力と全身の代謝制御に 
重要である。
中津　祐介　広島大学大学院医学系研究科 医化学講座

O-14 肥満に伴う代謝異常と骨格筋トランスクリプトームとの関連の解析
山崎　広貴　東京大学医科学研究所附属病院 アレルギー免疫科

O-15 Rheb阻害剤NR-1が高強度骨格筋収縮によるmTORC1活性化に 
及ぼす影響の検討
阿藤　聡　名古屋工業大学

O-16 カルシトニン受容体の発現低下は加齢性の骨格筋幹細胞減少に寄与する
上住　円　東京都健康長寿医療センター老年病態研究チーム 筋老化再生医学

O-17 過剰な力学的負荷はGrem1-NF-κBシグナルを介して変形性関節症を 
引き起こす
張　成虎　東京大学医学部附属病院 整形外科
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O-13
骨格筋のプロリン異性化酵素Pin1は、 

運動能力と全身の代謝制御に重要である。

⃝中津　祐介［1］、中井　菜摘［1］、伊藤　輝［1］、山本屋　武［1］、味八木　茂［2］、 
安達　伸生［2］、浅野　知一郎［1］

 ［1］広島大学大学院医学系研究科 医化学講座 
［2］広島大学大学院医学系研究科 整形外科学

プロリン異性化酵素Pin1は、様々な標的蛋白に結合し、プロリンのシスートランス異性化を行う
ことにより、その機能を調節している。今回、我々は、骨格筋のPin1タンパク量が栄養状態に応
じて変化することを見出した。骨格筋特異的にPin1を欠損させたマウスでは、顕著な運動能力の
低下と高脂肪食時の有意な体重増加を示した。そこで、骨格筋におけるPin1結合蛋白の同定を
LC-MS/MSを用いて探索したところ、SERCA1を同定した。SERCA1は、筋小胞体側へカルシ
ウムを取り込む役割のみならず、熱産生・エネルギー消費の亢進を誘発することが知られている。
興味深いことに骨格筋のSERCA1活性は、Pin1欠損により有意に低下した。また、全身の酸素消
費量は、KOマウスで有意に低下していた。以上の結果より、Pin1はSERCA1の機能を調節し、運
動能力と代謝を調節している可能性が示唆された。
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O-14 肥満に伴う代謝異常と骨格筋トランスクリプトームとの関連の解析

⃝山崎　広貴［1］、栗原（宗田）明子［1］、吉川　賢忠［1］、上原　昌晃［1］、西村　茉優［1］、 
山本　元久［1］、田中　廣壽［1］

 ［1］東京大学医科学研究所附属病院 アレルギー免疫科

肥満と筋萎縮はしばしば併存する。本研究では、肥満に伴う骨格筋遺伝子発現変化、ならびにその
代謝における意義の解明を目的とし、1）肥満、筋萎縮、耐糖能異常を示すob/obマウスと、骨格
筋特異的グルココルチコイド受容体欠損マウス（GRmKOマウス）の表現形、遺伝子発現解析、2）
肥満における骨格筋トランスクリプトームのメタ解析、を行った。ob/obでは野生型に比べ、骨格
筋GR下流遺伝子の一部に発現変化が見られ、ob/ob背景GRmKOではob/obに比べて骨格筋萎
縮が軽減するとともに耐糖能異常が改善した。高脂肪食誘導性の耐糖能異常もGRmKOでは軽減
した。肥満誘導モデルのトランスクリプトーム（公共データベースより）は、肥満モデルごとに異
なるプロファイルを示した。肥満の骨格筋への影響は多様であるが、タンパク分解系をはじめとし
たGR下流のシステムは広く肥満病態に組み込まれており、個体の代謝変容に重要な役割を果たし
ていると考えられる。
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O-15
Rheb阻害剤NR-1が高強度骨格筋収縮による 

mTORC1活性化に及ぼす影響の検討

⃝阿藤　聡［1］、小笠原　理紀［1］

 ［1］名古屋工業大学

レジスタンス運動などの高強度筋収縮はmTORの活性化を介して筋タンパク質合成を増加させる。
Ras homolog enriched in brain（Rheb）はmTORC1活性を正に調節する分子であるが、高強度
筋収縮によるmTORC1の活性化に対するRhebの役割は明らかになっていない。そこで本研究は
Rheb阻害剤NR-1が高強度筋収縮によるmTORC1活性化応答に及ぼす影響を明らかにすることを
目的とした。若齢C57BL/6JマウスをNR-1投与群及び偽薬投与群に無作為に分け、皮膚電極を用
いた電気刺激により下腿三頭筋に高強度筋収縮を行った。NR-1投与群には筋収縮1時間前にNR-1
を30mg/kg体重濃度で投与し、偽薬群には溶媒を投与した。筋収縮の3時間後に腓腹筋を摘出し
mTORC1の基質タンパク質のリン酸化量をウェスタンブロットにて解析した。両群で筋収縮によ
りmTORC1基質であるS6K1 Thr389と4E-BP1 Thr36/45のリン酸化が増加した。一方で筋収
縮によるS6K1 Thr389のリン酸化はNR-1投与群で偽薬群に比較して低値を示した。したがって
Rhebは筋収縮によるmTORC1基質の活性化に選択的に関与する可能性が明らかとなった。
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O-16
カルシトニン受容体の発現低下は 

加齢性の骨格筋幹細胞減少に寄与する

⃝上住　円［1］、上住　聡芳［1］、張　礫丹［2］、周　赫英［1］、橋下　有弘［3］、岡村　菊夫［4］、 
松井　康素［5］、塚崎　晃士［5］、細山　徹［3］、中谷　直史［6］、森田　充浩［7］、 
山田　治基［7］、土田　邦博［6］、深田　宗一朗［2］

 ［1］東京都健康長寿医療センター老年病態研究チーム 筋老化再生医学 
［2］大阪大学薬学研究科 細胞生理学分野 
［3］国立長寿医療研究センター 再生再建医学研究部 
［4］国立長寿医療研究センター 泌尿器科 
［5］国立長寿医療研究センター 整形外科 
［6］藤田医科大学総合医科学研究所 難病治療学 
［7］藤田医科大学整形外科

骨格筋は優れた再生能を有した組織で、その再生は骨格筋幹細胞（muscle stem cells：MuSCs）
が担っている。しかし、老化個体では、筋再生は若齢個体ほど速やかに起こらず、そのプロセスは
鈍化する。その要因として、MuSCsの数的減少が挙げられる。我々を含む多くの研究グループに
より、MuSCsの数が老化で減少することは確認されているが、そのメカニズムは不明であった。
老化によるMuSCsの減少メカニズムを解明するため、若齢および老化MuSCsの遺伝子発現プロ
ファイルを比較した。その結果、MuSCsの静止期の維持に必須なカルシトニン受容体（Calcr）の
発現が老化MuSCsで顕著に低下することを見出した。老化MuSCsにおけるCalcrの発現低下はタ
ンパクレベルでも確認され、また、ヒトにおいてもその顕著な減少を認めた。一方、成長期におい
て筋線維の成長に寄与しているMuSCsではCalcrの発現レベルは低く、筋系譜細胞でCalcrを欠
損するマウスでは正常な筋の発生・成長を示し、若齢期には正常な数のMuSCsを有していたが、
加齢性のMuSCsの減少が加速した。以上から、Calcrは成体期特異的にMuSCsの維持に必須で、
その発現低下は老化に伴うMuSCsの数的減少の原因になると考えられた。
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O-17
過剰な力学的負荷はGrem1-NF-κBシグナルを介して 

変形性関節症を引き起こす

⃝張　成虎［1］、森　大典［2］、小林　寛［1］、森　芳史［3］、中元　秀樹［1］、岡田　慶太［1］、 
谷口　優樹［1］、矢野　文子［2］、鄭　雄一［4］、田中　栄［1］、齋藤　琢［1］

 ［1］東京大学医学部附属病院 整形外科 
［2］東京大学医学部附属病院 骨軟骨再生医療講座 
［3］明海大学歯学部 
［4］東京大学大学院工学系研究科 バイオエンジニアリング専攻

【目的】過剰な力学的負荷が変形性関節症（OA）を発症する分子メカニズムを解明すること。
【方法】マウス膝関節より採取した初代関節軟骨細胞に対して細胞伸展負荷を与えた後mRNAを
回収しcDNAマイクロアレイを行った。候補分子の発現は伸展負荷、静水圧負荷後免疫組織染色

（IHC）にて解析し、マウス大腿骨頭の器官培養や、マウス初代関節軟骨細胞を用いて作用を検討
した。また、マウス膝OAモデルを用いてin vivoでの候補遺伝子のOAへの関与を調べた。

【結果】伸展負荷後に発現上昇を示す遺伝子の中で最も発現量の多い分泌タンパクGrem1に注目
した。Grem1は過剰な力学的負荷や、関節軟骨の変性で増加し、マウス大腿骨頭の器官培養や初
代関節軟骨細胞をrhGREM1存在下に培養するとcatabolic factorの上昇とanabolic factorの低
下が確認された。in vivoではrhGREM1の関節内注射がマウス膝OAモデルのOAを進行させ、
Grem1中和抗体の関節内注射や関節軟骨特異的Grem1欠失マウスではOAの進行が抑制された。
そして、in vitroの結果からRAC1-NF-kBシグナルがGrem1を誘導しGrem1-NF-kBシグナルが
軟骨変性を誘導していることが証明された。

【結論】力学的負荷によって誘導される分泌タンパクGrem1は、NF-kB signalを介して関節軟骨
の変性を誘導することが解明された。


