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SA-01
Inhibition of cyclooxygenase-1 by nonsteroidal 

anti-inflammatory drugs demethylates MeR2 enhancer and 
promotes Mbnl1 transcription in myogenic cells

⃝Kun Huang［1］、増田　章男［1］、大野　欽司［1］

 ［1］名古屋大学医学系研究科 神経遺伝情報学

MBNL1 is a ubiquitously expressed RNA-binding protein. We previously reported that 
an NSAID upregulates MBNL1 expression by demethylation of MeR2 enhancer. Here, 
we found some NSAIDs enhanced Mbnl1 expression. Knockdown of COX-1 increased 
Mbnl1 mRNA in C2C12 myoblasts through demethylation of the MeR2 enhancer. So, our 
study provides new insights into the transcriptional regulation of Mbnl1 by the COX-1-
mediated pathway,
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SA-02
先天性パラミオトニーにともなう3種のC端に位置する 

変異ナトリウムチャネルの機能解析

⃝堀江　里歩［1］、久保田　智哉［1］、髙　真守［2］、田中　里江子［3］、中村　優一郎［1］、 
佐々木　良元［4］、伊東　秀文［2］、髙橋　正紀［1］

 ［1］大阪大学医学系研究科 臨床神経生理学 
［2］和歌山県立医科大学附属病院 脳神経内科 
［3］なないろこどもクリニック 
［4］桑名市総合医療センター 脳神経内科

先天性パラミオトニー（PMC）は筋強直を特徴とする常染色体優性遺伝性疾患である。PMCの原
因遺伝子は骨格筋型電位依存性ナトリウムチャネル（Nav1.4）をコードするSCN4A遺伝子であり
変異チャネルでは速い不活化が障害される。近年Nav1.4のC端に位置するPMC変異の症例が集
積してきているが機能解析されていない例が多い。我々はSCN4Aに新規変異E1702delをもつ
PMC患者、また既報変異E1702Kを有し喉頭痙攣による新生児仮死を呈したPMC家系を経験し
た。本研究ではE1702delとE1702Kに加え欧米で報告されたT1700_E1703delの各々の変異を
培養細胞に発現させホールセルパッチクランプ法によりチャネル機能を解析し病原性について検討
した。その結果、いずれの変異チャネルでも速い不活化の障害が確認できた。この結果は新規変異
E1702delがPMCの病原変異であること、さらにNav1.4のC端はチャネルの速い不活化に重要
な役割を果たすことを示す。
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SA-03 筋原線維の機能におけるメカニカルストレスの役割

⃝芦田　雪［1］、舘林　大介［1］、檜森　弘一［1］、山田　崇史［1］

 ［1］札幌医科大学大学院 保健医療学研究科

主要な筋萎縮モデルである、脱神経処置（DEN：坐骨神経切離）およびデキサメタゾン投与（DEX：
5 mg/kg/day）ラットの腓腹筋（Gas）において、筋原線維の機能を比較するとともに、神経―筋電
気刺激（ES）を7日間負荷しその影響を観察した。Gasの萎縮率は、DEN群（－24％）とDEX群

（－17％）で同程度認められたが、スキンドファイバーにおける最大Ca2+誘引性張力は、DEX群
（－16％）に比べDEN群（－53％）において著しく低下した。また、DEN群では、ミオシンの減
少、NOX2の増加、nNOSの局在変化、MuRF-1/Atrogin-1 mRNAの増加が認めれられた。一方、
ESは、DEN群におけるこれらの変化をすべて防止した。したがって、メカニカルストレスは筋原
線維機能の維持に重要な役割を果たすことが示唆された。
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SA-04
時計遺伝子Bmal1欠損によるマクロファージ形質変化の阻害は 

筋再生を遅延させる

⃝渡辺　藍子［1］、小池　博之［2］、大石　由美子［2］

 ［1］東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 分子細胞生物学分野 
［2］日本医科大学 生化学・分子生物学（代謝・栄養学）

筋損傷後には、マクロファージが機能と形質を変化させながら筋再生を主導する。しかしながら、
マクロファージが筋衛星細胞の分化を制御する分子機構は明らかではない。一方、体内時計を司る
Bmal1はマクロファージ機能の制御にも重要である。そこで、我々は筋損傷後の炎症と再生にお
けるBmal1の役割を明らかにしたいと考えた。マクロファージ特異的にBmal1を欠損したマウス

（Mac-Bmal1 KO）にCTXを投与し、損傷から7、14日後の筋再生と炎症を免疫組織学的および
遺伝子発現解析を用い評価した。その結果、Mac-Bmal1 KOでは損傷から7日後における筋再生
が遅延し、炎症応答の遷延が観察された。つまり、Bmal1を欠損したマクロファージは、筋再生
過程における炎症の収束を妨げ、筋再生を遅延させると考えられた。以上より、マクロファージに
おけるBmal1は、筋損傷後の再生と炎症の制御に重要であることが示唆された。
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SA-05
小胞体Ca2+濃度測定による 

新規1型リアノジン受容体阻害剤の探索

⃝松川　紘之［1］、村山　尚［1］、小林　琢也［1］、呉林　なごみ［1］、湯浅　磨里［2］、 
森　修一［2］、影近　弘之［2］、櫻井　隆［1］

 ［1］順天堂大学医学部 薬理学講座 
［2］東京医科歯科大学 生体材料工学研究所

1型リアノジン受容体（RyR1）は骨格筋の筋小胞体に存在するCa2+チャネルである。RyR1の突然
変異はチャネルの異常活性を引き起こして悪性高熱症などの原因となるが、RyR1阻害薬はそれら
の治療薬の候補になりうる。我々は近年、小胞体Ca2+濃度測定によるRyR1阻害剤のハイスルー
プットスクリーニング法（HTS）を開発し、東京医科歯科大学が保有する化合物ライブラリー（1535
化合物）の中から3種類の新規化合物を同定した。しかしRyR1特異的であったのはオキソリン酸
だけであり、残り2つの化合物は心筋に存在する2型リアノジン受容体（RyR2）も抑制した。そこ
で我々はさらなるRyR1特異的抑制化合物を求めて同ライブラリーの他の化合物群を用いて再び
HTSを行い、新たに複数の化合物を同定することに成功した。我々は現在これらの化合物がどの
ようにRyR1チャネルを抑制するのかを調べている。これらの化合物はRyR1関連疾患の治療薬の
候補となるだろう。
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SA-06
ウールリッヒ型先天性筋ジストロフィー（UCMD)への 

細胞移植治療の有効性

⃝原田　文［1］、櫻井　英俊［1］

 ［1］京都大学 iPS細胞研究所

UCMDは、骨格筋や腱、靭帯における6型コラーゲン（COL6）の欠損がその病態と関連づけられ
ている。COL6を細胞外に分泌する間葉系間質細胞（MSC）移植により、骨格筋内にCOL6を補
充することが症状の改善に有効であると考え、今回細胞移植による治療効果を検証した。まず、iPS
細胞由来MSCをCOL6－/－/NSGマウスの生後2日目に腹腔内投与を行った。横隔膜や大腿四頭筋
に移植細胞が到達し、その局所にてCOL6が分泌され、COL6の分泌を認める周囲でMYH3陽性
の再生筋の成熟が改善した。さらに、4週ごとに移植を繰り返したところ、移植後8週の組織解析
では筋線維径および筋線維数が増加し、移植後20週ではロタロッド試験にて運動機能の改善を認
めた。移植群では中心核をもつ筋線維やMYH3陽性筋線維の割合が増加しており、筋再生を促進
することによりUCMDへの治療効果が期待できると考えられる。現在、呼吸機能への治療効果の
検証を行っており、あわせて報告する。
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SA-07
単回のレジスタンス運動における運動容量が 

ラット骨格筋リボソーム量に及ぼす効果

⃝小谷　鷹哉［1］、田村　優樹［2］、鴻崎　香理奈［2］、中里　浩一［2］、石井　直方［1］

 ［1］東京大学大学院総合文化研究科 生命環境科学系 
［2］日本体育大学

単回のレジスタンス運動（RE）において、運動容量の増加とともに筋タンパク質合成は上昇し、や
がて頭打ちになることが知られる。一方、近年の研究から、REによるリボソーム量の増加が筋肥
大に重要となることが明らかとなってきたが、単回のREの容量とリボソーム量の変化については
不明である。そこで本研究では、REにおける運動容量（セット数）が骨格筋リボソーム量に及ぼす
効果を明らかにする。方法について、10週齢のSDラットをREを行わない対照群、腓腹筋への経
皮的電気刺激によるREを5セット、10セット、20セット行う群に分けた。REの終了24時間後に
腓腹筋を摘出し、リボソーム量の変化を比較検討した。その結果、リボソーム量の指標となるtotal 
RNAおよび18S+28S rRNA量はREにより増加したが、セット数の増加による変化は観察されな
かった。今後、リボソーム合成に関わる因子への影響について検討する。



−99−

SA-08 骨格筋組織幹細胞におけるRor1およびRor2の機能解析

⃝紙崎　孝基［1］、土井　亮助［1］、金川　基［2］、戸田　達史［2］、上住　聡芳［3］、 
深田　宗一朗［4］、遠藤　光晴［1］、南　康博［1］

 ［1］神戸大学大学院医学研究科 細胞生理学分野 
［2］神戸大学大学院医学研究科 神経内科╱分子脳科学分野 
［3］東京都健康長寿医療センター 老年病態研究チーム 
［4］大阪大学大学院薬学研究科 細胞生理学分野

骨格筋の再生過程では骨格筋幹細胞である衛星細胞が増殖・分化することで損傷部位が修復される。
また、別の骨格筋幹細胞である間葉系前駆細胞は衛星細胞の増殖・分化を促進することで筋再生に
寄与する一方、脂肪分化能を有しており病態下では異所性脂肪細胞の蓄積を引き起こす。これらの
ことから、骨格筋再生時には衛星細胞と間葉系前駆細胞の機能制御が重要である。
我々はこれまでに衛星細胞でRor1が高発現しており、衛星細胞の増殖を促進することで筋再生に
寄与することを明らかにした。また、間葉系前駆細胞ではRor2が高発現しており、脂肪分化能や
増殖能などを制御していることが示された。これらの知見から、衛星細胞や間葉系前駆細胞の機能
制御にはRor1およびRor2が重要であることが示唆される。本発表では、Ror1およびRor2を介す
る骨格筋組織幹細胞の機能制御が骨格筋再生に果たす役割について議論したい。
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SA-09 筋組織へのターゲティング能を有する全身投与型ナノDDSの開発

⃝佐々木　愛理［1］、林　由浩［1］、木村　優花［1］、韮沢　慧［1］、濱野　展人［1］、 
片桐　文彦［1］、坂井　崇亮［1］、吉田　彰宏［2］、平島　真一［1］、三浦　剛［1］、 
高橋　葉子［1］、吉川　大和［1］、野水　基義［1］、根岸　洋一［1］

 ［1］東京薬科大学・薬 
［2］城西大学・薬

筋ジストロフィー疾患治療において、薬物デリバリーシステム（DDS）の開発は重要課題である。
本研究では、筋組織への効率的なDDSの開発を目指し、筋細胞に高発現するジストログリカンに
対し、高親和性を持つラミニンα2鎖由来ペプチド（A2G80）に着目し、全身投与後に筋組織指向
性を有する脂質ナノ粒子（LNP）の開発を行った。LNPは、鎖長の異なるPEG脂質を使用し、マ
イクロ流体技術を用いて作製した。その後A2G80ペプチドを修飾し、疾患モデルマウス（mdx）
へ血管内投与を行った。その結果、ペプチド未修飾LNPと比較し、筋組織での高い相互作用性が
認められた。さらに、鎖長の異なるPEG脂質を組み合わせたLNPでは、筋組織への移行性が向上
することが示された。以上より、A2G80修飾LNPは筋組織選択的な全身投与型のナノDDSとな
ることが期待される。今後、薬物を用いたLNPの調製を行う予定である。
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SA-10
筋幹細胞分泌因子Sema3Aによる筋線維型制御機構の 

食品機能学的調節：ポリフェノールによる遅筋型筋線維形成促進

⃝松吉　祐児［1］、赤星　真理子［1］、水野谷　航［2］、澤野　祥子［3］、中村　真子［1］、 
辰巳　隆一［1］

 ［1］九大院農 
［2］麻布大獣医 
［3］麻布大生命環境

我々は筋幹細胞（衛星細胞）が合成・分泌する多機能性細胞制御因子semaphorin 3A（Sema3A）が
細胞膜受容体へ結合すると、遅筋型筋線維の形成を誘導することを見出した（Tatsumi et al. 2017）。
また、これまでのラット給餌実験の結果から（Mizunoya et al. 2015）、Apple Polyphenols（AP）
にSema3A受容体のアゴニスト活性を有する成分が存在すると予想し、本研究では若齢ラット由
来衛星細胞をPercoll密度勾配遠心分離法（Matsuyoshi et al. 2018）を用いた初代培養系により
AP中の単一活性成分の同定を試みた。増殖培地で2日間、分化培地へ各種ポリフェノール精製標
品を添加して4日間培養後、標的遺伝子の発現変化を調べた。Sema3Aによるシグナル伝達を担う
myogenin、MEF2D、遅筋型筋線維の指標であるMyHC1のmRNA発現量が、クロロゲン酸及び
フロリジンの添加によって有意に増加した。以上より、クロロゲン酸及びフロリジンにアゴニスト
の可能性と、遅筋型筋線維の形成の促進効果が示唆された。
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SA-11
エンドソーム脱出能を付与した筋指向性polyplexによる 

遺伝子デリバリーシステムの開発

⃝韮沢　慧［1］、楢木　侑子［1］、濵田　圭佑［1］、片桐　文彦［1］、高橋　葉子［1］、 
吉川　大和［1］、野水　基義［1］、根岸　洋一［1］

 ［1］東京薬科大学 薬学部

【目的】筋ジストロフィーをはじめとした先天性筋疾患治療のために、筋選択的かつ高効率的な遺
伝子デリバリーシステム（GDS）の開発は重要課題である。これまでに我々は、野水らにより見出
された、筋細胞に高発現するジストログリカンに対する高親和性ペプチド（A2G80）にオリゴアル
ギニン（R9）を連結させたA2G80-R9による筋指向性GDSの開発を進めてきた。本研究では、遺
伝子導入における機能向上を目的とし、エンドソーム脱出能を付与した筋指向性polyplexによる
GDS開発を試みた。

【方法】A2G80-R9にエンドソーム脱出を促進するオリゴヒスチジン（H8）を連結させたA2G80-
R9-H8とプラスミドDNAをN/P比を変えて調製し、マウス筋芽細胞株C2C12に対する遺伝子導
入効果をluciferase活性を指標に評価した。また同条件下での細胞毒性をMTTアッセイにて評価
した。

【結果・考察】A2G80-R9-H8を用いたpolyplexは、A2G80-R9を用いたpolyplexに比べて数十
倍程度の高い遺伝子導入活性と低毒性を示した。以上のことからA2G80-R9-H8を用いたpolyplex
は、有用な筋指向性GDSキャリアと成り得ることが期待される。
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SA-12
培養基質の弾性率が筋芽細胞による 
自律的な筋線維型制御に与える影響

⃝山谷　有希［1］、有松　里央［2］、前野　岳大［3］、久江　未記［3］、小林　謙［4］、 
辰巳　隆一［5］、尾嶋　孝一［6］、西邑　隆徳［4］、鈴木　貴弘［4］

 ［1］北海道大学大学院農学院 農学専攻 生命フロンティアコース畜産科学ユニット 
［2］北海道大学大学院農学院 共生基盤学専攻 食品安全・機能性開発学講座 
［3］北海道大学農学部 畜産科学科 
［4］北海道大学大学院農学研究院 基盤研究部門畜産科学分野 
［5］九州大学大学院農学研究院 資源生物科学部門動物・海洋生物科学講座 
［6］国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 畜産研究部門畜産物研究領域

骨格筋の筋線維型に関して、筋幹細胞（衛星細胞）が互いに融合して新生筋線維（筋管）を形成する
過程では、神経支配から独立して自律的に制御されるという新機構の存在が考えられている。本機
構について、衛星細胞が合成する細胞外因子による制御に着目した生化学的アプローチが展開され
ているが、物理学的要因による影響については未解明である。そこで本研究では、培養基質の弾性
率の違いが筋線維型の初期決定に与える影響について検証した。弾性率の異なる（7.5または13.8 
kPa）ポリアクリルアミドゲル基質上で、マウス由来筋芽細胞株C2C12を培養して筋管の形成を誘
導した。筋線維型ミオシン重鎖（MyHC）アイソフォームの発現量を両弾性率間で比較すると、遅
筋型MyHCは13.8 kPaで、速筋型は7.5 kPaでそれぞれ高かった。よって、培養基質の弾性率す
なわち物理学的特性も衛星細胞による自律的な筋線維型制御に関与すると考えられた。
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SA-13 筋再生過程における機械受容イオンチャネルPIEZO1の役割

⃝平野　航太郎［1］、髙林　征史［1］、土谷　正樹［1］、原　雄二［1］、梅田　眞郷［1］

 ［1］京都大学大学院 工学研究科

筋衛星細胞の活性化において、細胞膜伸展の感知の寄与が想定されてきたがその分子機構は未だ明
らかではない。我々はこれまでに膜張力で活性化される機械受容イオンチャネルPIEZO1が筋衛星
細胞に高発現することを報告した（第4回日本筋学会学術集会にて発表）。本研究では筋衛星細胞特
異的Piezo1欠損マウス（Pax7CreERT2/+;Piezo1flox/flox）を作出し、筋再生過程でのPIEZO1の機能
解明を試みた。カルジオトキシン適用後の筋再生過程を検討したところ、Piezo1欠損マウスでは
筋再生能が著しく低下すること、またPiezo1欠損により筋衛星細胞の増殖能が低下することを見
出した。さらにPIEZO1は筋衛星細胞の細胞質分裂時、中央帯に集積することを明らかにした。以
上、PIEZO1は筋衛星細胞の細胞分裂で機能し、骨格筋再生に重要な役割を果たすことが示唆され
る。
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SA-14 超音波照射下における骨格筋細胞の筋合成に関する研究

⃝氏政　かりん［1］、市川　寛［1］、秋山　いわき［2］、南山　幸子［3］

 ［1］同志社大学大学院生命医科学研究科 医生命システム専攻 
［2］同志社大学大学院生命医科学研究科 医工学・医情報学専攻 
［3］京都府立大学大学院生命環境科学研究科 応用生命科学専攻

【緒言】運動以外のサルコペニア予防法は確立されていない。本研究では超音波照射（US照射）に
より発生する活性酸素種（ROS）に着目し、筋合成活性におけるROSの関与と、US照射によるサ
ルコペニア予防の可能性について検討した。

【方法】実験には、マウス骨格筋芽細胞C2C12より分化させた筋管細胞を使用した。①US照射条
件を変えて、筋合成活性を検討した。②Dexamethasoneを用いて筋萎縮を誘導し、US照射によ
る筋合成活性を評価した。③Catalase（H2O2消去剤）を用いて、US照射により発生したH2O2が
筋合成活性に及ぼす影響について検討した。

【結果】①0.81 MPa、10 secのUS照射にて、筋合成活性が有意に上昇した。②筋管細胞の筋合成
活性は、萎縮によって低下したが、US照射によって回復した。③US照射により誘導された筋合成
活性はCatalase添加により抑制される傾向を示した。

【結論】骨格筋細胞への適切な条件でのUS照射は、H2O2を介して、筋合成活性を促進することが
示唆された。
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SA-15 筋萎縮に伴うミトコンドリア分裂の経時的な変化

⃝中野　大輝［1］、洪　永豊［1］、町田　修一［1］

 ［1］順天堂大学

ミトコンドリアは、エネルギー生産を担うと共に、細胞内の環境に応答して融合と分裂を繰り返し
（ミトコンドリアダイナミクス）、機能不全となったミトコンドリアを除去することで細胞死を防ぐ
ことができる。本研究では、筋萎縮の過程におけるミトコンドリアダイナミクスの経時的な変化を
明らかにする。13週齢の雄性F344ラットを被検動物とし、筋萎縮は下肢のギプス固定によって誘
発した。ギプス固定から3日、7日または14日後に足底筋を摘出した。その結果、ミトコンドリア
分裂タンパク質であるDrp1のSer616リン酸化が7日目に低下が認められた。また、免疫組織染
色法を用いてミトコンドリアとDrp1を共染色した結果、筋萎縮に伴い筋線維タイプ特異的に共局
在が減少したことを認めた。以上の結果より、不活動性の筋萎縮刺激に対してミトコンドリア分裂
が抑制され、筋萎縮が生じた可能性が示唆された。
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SA-16 筋細胞膜リモデリングにおけるメカニカルストレス応答の解析

⃝藤瀬　賢志郎［1］、山田　浩司［1］、竹居　孝二［1］、竹田　哲也［1］

 ［1］岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科

先天性ミオパチーの一つである中心核ミオパチー（CNM）では、興奮収縮連関に必須の膜陥入構造
であるT管の形成異常が起こる。CNMの患者では、膜リモデリング分子であるDynamin2とBIN1
に変異が見られる。筋細胞は進展・収縮による恒常的なメカニカルストレスを受けるが、CNM変
異型の膜リモデリング分子による、メカニカルストレス存在下でのミオパチー発症機序は不明であ
る。
本発表では、BIN1の過剰発現で誘導されるT管様膜チューブの形成に、メカニカルストレス（浸
透圧ショック）が及ぼす影響を解析した。その結果、（1）メカニカルストレスはアクチン再編成を
介してT管様膜チューブ形成を阻害する、（2）正常型Dynamin2はT管様膜チューブのメカニカル
ストレス抵抗性を高める、（3）CNM変異型Dynamin2は、アクチン再編成を介してT管様膜チュ
ーブ形成を阻害する、以上の3点の結果が得られたので報告する。
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SA-17
Macrophages and the regulation of fibrosis by scavenger 

receptor class A1/2 in cardiac and skeletal muscles

⃝溝部　吉高［1］、宮武　正太［1］、原　裕子［1］、滝澤　歩武［1］、ツオウムプラ マリア［1］、 
ノルディン ジョエル［1］、橋本　泰昌［1］、大野　泰輔［1］、武田　伸一［1］、青木　吉嗣［1］

 ［1］国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 遺伝子疾患治療研究部

Duchenne muscular dystrophy (DMD) shows dystrophic pathology in muscles and with 
macrophage (Mɸ) invasion. Recently, we discovered that macrophage scavenger receptor 
(Msr) is expressed on myotubes in addition to Mɸ. In addition, Msr A has been reported 
to have a role in differentiation from M1 to M2 Mɸ. Here, we extended our previous 
work to clarify the pathophysiology of Msr A in skeletal and cardiac muscles of newly 
developed double knock-out (Msr/Dys KO) mice lacking Msr A 1/2 and Dystrophin.
We found that the fibrotic area in the heart evaluated by picrosirius red staining is 
significantly less extensive in the Msr/Dys KO compared to mdx52 mice at 60 weeks. 
In addition, TGF-β1/Smad activation in the heart is significantly decreased in the Msr/
Dys KO compared to mdx52. Interestingly, the fibrotic area was significantly reduced 
in BaCl2 injured tibialis anterior muscles of Msr/Dys KO mice compared to mdx52. 
Using bone-marrow derived macrophages (BMDM), in M2-like Mɸ that were derived 
from BMDM using IL-4 and IL-13, the arginase activity in Msr/Dys KO M2-like Mɸ was 
decreased compared to mdx52 derived Mɸ. These observations indicate that Msr class A 
1/2 deficiency in dystrophic muscle leads to less severe cardiac muscle fibrosis as well as 
skeletal muscle fibrosis after chemical induction of muscle injury,
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SA-18
Zinc-finger transcription factor KLF5 is involved  

in the pathogenesis of muscle atrophy

⃝劉　琳［1,2］、小池　博之［2］、林　晋一郎［3］、大石　由美子［2］、淺原　弘嗣［1］

 ［1］東京医科歯科大学 システム発生・再生医学分野 
［2］日本医科大学 生化学・分子生物学分野 
［3］国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 疾病研究第一部

骨格筋萎縮は、加齢、がんやステロイド治療などの様々な病態に伴って引き起こされる。その分子
機構は未だ十分には解明されておらず、有効な治療や予防手段の開発には到っていない。一方で、
zincフィンガー転写因子であるKLF5が、年齢とともに筋肉での発現が上昇することが知られてい
る。今回我々は、KLF5が筋萎縮の進行に関与するか検討した。
in vitro及びin vivoの筋萎縮モデルにおいて、KLF5とMAFbx-1/Atrogin-1の発現が誘導された。
さらに、KLF5を抑制するレチノイン酸受容体（RAR）アゴニストの投与により、ステロイド誘発
性及び重力の低下によって引き起こされる、細胞レベルでの廃用性筋萎縮が部分的に回避された。
最近の研究では、KLF5とRARは転写複合体を形成し、Atrogin-1の発現を誘導し、筋萎縮を引き
起こすことが報告されている。RARアゴニストにより、KLF5の抑制を介して筋萎縮を予防、治療
できると期待される。
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SA-19
A deficit of brain dystrophin may impair amygdala  

GABAergic and glutamatergic transmission  
in dystrophic mouse models

⃝Yasumasa Hashimoto［1］,  Hiroshi Kuniishi［2,3］,  Hotake Takizawa［1］,   
Yuko Hara［1］,  Maria K. Tsoumpra［1］,  Yoshitaka Mizobe［1］,  Joel Z. Nordin［1］,   
Mitsuto Sato［1］,  Taisuke Ono［1］,  Keiji Wada［1,2］,  Shin’ichi Takeda［1］,   
Masayuki Sekiguchi［2］,  Yoshitsugu Aoki［1］

 ［1］ Department of Molecular Therapy, National Institute of Neuroscience, National Center 
of Neurology and Psychiatry (NCNP)

 ［2］ Department of Degenerative Neurological Diseases, National Institute of Neuroscience, 
NCNP

 ［3］ Department of Neuropsychopharmacology, National Institute of Mental Health, NCNP

Duchenne muscular dystrophy (DMD) patients with dystrophin deficiency show 
psychiatric symptoms such as anxiety disorder and autism spectrum disorders. 
Clinically, the absence of brain Dp140 isoform is associated with the psychiatric 
symptoms in DMD, but, the molecular mechanism which regulates those are not 
thoroughly investigated in the dystrophin-deficient brain. Here, we used mdx23, which 
lacks Dp427c isoform, and mdx52, which lacks Dp140 in addition to Dp427c isoforms, 
as commonly used mouse models to study brain phenotypes in dystrophinopathies. 
We found that Dp427c was not detected in their BLAs, however, Dp140 was only 
detected in the BLA of mdx23 but not mdx52 evaluated by western blot. The numbers 
of GABAARα1 at the synaptic cleft of GABAergic synapses in BLA pyramidal neurons 
were significantly reduced in mdx52 compared with WT and mdx23. Gene expression 
levels of vesicular glutamate transporters in the BLA of mdx52 was higher than WT 
and mdx23, suggesting the involvement of Dp140 in potentially impaired transmission. 
Interestingly, the onset of freezing response, which is thought to be fear-motivated 
defensive behaviour, was quite similar in mdx23 and mdx52 mice. We assume that 
dystrophin deficiency may impair amygdala GABAergic and glutamatergic transmission, 
implicated in the regulation of the freezing response in dystrophic mouse models.
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SA-20
GNEミオパチー p.D207V変異は軽症型変異であり、 

ホモ接合体では極めて稀にしか発症しない

⃝吉岡　和香子［1］、飯田　有俊［2］、岡田　随象［3］、大矢　寧［4］、大久保　真理子［1］、 
小川　恵［1］、松田　文彦［5］、日笠　幸一郎［6］、森　まどか［4］、中村　治雅［7］、 
林　晋一郎［1］、野口　悟［1］、西野　一三［1］

 ［1］国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 
［2］国立精神・神経医療研究センター メディカル・ゲノムセンター 
［3］大阪大学大学院 医学系研究科 
［4］国立精神・神経医療研究センター病院 
［5］京都大学 ゲノム医学センター 
［6］関西医科大学附属生命医学研究所 ゲノム解析部門 
［7］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

GNEミオパチーは、GNE遺伝子変異により発症する常染色体劣性遺伝病である。本症における特
徴的な変異p.D207Vに関して検討した。日本人GNEミオパチー患者333例において、p.D207V
は2番目にアレル頻度が高かった。日本人健常者では最も頻度が高く、アレル頻度からホモ接合体
が219例存在すると推定されたが、実際に当センターで診断された患者はわずか2例だった。また
片側アレルにp.D207Vを有する複合ヘテロ接合例は発症及び車椅子使用開始が遅かった。以上よ
り、同変異は軽症型変異であり、ホモ接合体では稀にしか発症しないと考えた。さらにホモ接合体
で未発症の78歳男性を複合ヘテロ接合体の患者の親に1名見つけた。p.D207Vホモ接合体患者2
例と未発症者1例に遺伝学的解析を行ったが、GNE遺伝子内に新たな変異はなく、患者の骨格筋
でのGNE発現量も正常だった。健常者にもGNE遺伝子変異をホモ接合性で有する人が少なからず
いる可能性があり、また本症は従来知られていた以上に表現型が広いことが示唆された。
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SA-21 Tubular aggregate myopathyのモデルマウスの作成

⃝小笠原　真志［1］、遠藤　ゆかり［1］、Lee Jongmok［1］、小川　恵［1］、井上　高良［2］、 
井上　由紀子［2］、西野　一三［1］、野口　悟［1］

 ［1］国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 疾病研究第一部 
［2］国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 疾病研究第六部

筋線維の収縮は筋小胞体からCa2+が放出されることで引き起こされる。筋小胞体内のCa2+が枯渇
すると、ストア作動性カルシウム流入（SOCE）により、細胞外のCa2+が細胞質へと取りこまれる。
Tubular aggregate myopathy（TAM）は、ORAI1、STIM1の優性変異によるSOCEの恒常的
活性化により引き起こされる。TAMの病態メカニズムのさらなる究明のため、我々はOrai1及び
Stim1変異マウスを作成した。どちらのマウスも筋力低下を認めた。Orai1G100S/+マウス骨格筋に
はtubular aggregatesを、Stim1H109Q/+マウス骨格筋には筋線維大小不同、内在核増加、線維化
を認めた。以上の結果から、これらのマウスはTAM患者の表現型を部分的に再現した病態モデル
と考えられた。これらのモデルは疾患発症メカニズムの解明や治療戦略の構築に役立つと考える。
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SA-22
ETS1 regulates muscle stem cell proliferation and  

stemness perpetuation

⃝Theerawat Kumutpongpanich［1］,  Shinichiro Hayashi［1］,  Satoru Noguchi［1］,   
Ichizo Nishino［1］

 ［1］ Department of Neuromuscular Research, National Institute of Neuroscience,  
National Center of Neurology and Psychiatry (NCNP), Tokyo Japan

ETS1 involves in various biological processes. Aberrant expression of ETS1 has been 
described in many types of cancer. We report ETS1 as an essential regulator of Muscle 
stem cells (MuSCs) proliferation and stemness perpetuation. Using transcriptomic 
analysis, we identified ETS1 which is highly expressed in proliferating MuSCs. 
qRT-PCR and immunostaining showed reduction of ETS1 expression during myogenic 
differentiation. ETS1-overexpressing MuSCs could maintain Pax7 expression and 
proliferation potential in differentiation media. We observed decreased EdU and KI67 
incorporation in ETS1 knocked-down MuSCs. Our findings suggest that ETS1 regulates 
MuSCs proliferation and stem cell property.
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SA-23 筋芽細胞への物理的刺激により誘導される膜脂質動態の解析

⃝井上　雅晴［1］、原　雄二［1］、土谷　正樹［1］、小林　俊秀［2］、梅田　眞郷［1］

 ［1］京都大学大学院 工学研究科 
［2］フランス国立研究科学センター╱ストラスブール大学

筋芽細胞同士の融合は、筋再生に必要不可欠な現象である。同過程では形質膜の構造が動的に変化
することから、脂質およびその結合タンパク質群の筋形成過程への関与が長らく想定されてきた。
しかし脂質分子挙動の検出の難しさもあり、筋芽細胞における脂質動態の意義はいまだ明らかでは
ない。我々は筋芽細胞同士の融合には形質膜への物理的刺激が関わることに着想を得て、形質膜へ
の人工的な力負荷に伴う生体膜脂質の動態観察を試みた。微小ガラス端による圧刺激前後での各脂
質分子の挙動を検討したところ、ホスファチジルセリン（PS）をはじめ特定の脂質分子が刺激部位
へと瞬時に集積する現象を見出した。さらに、膜環境感知プローブNR12Sを用いた膜物性評価の
結果、膜脂質が周辺部位よりも強くパッキングされることが示された。以上の結果をもとに、機械
受容機構および細胞融合への膜動態の寄与について解明を進めており、本発表にて併せて報告した
い。
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SA-24
ADSSL1ミオパチーは脂肪滴を伴う 

易疲労性のネマリンミオパチーである

⃝斎藤　良彦［1］、西川　敦子［1］、飯田　有俊［2］、野口　悟［1］、西野　一三［1］

 ［1］国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 疾病研究第一部 
［2］国立精神・神経医療研究センター メディカルゲノム・センター

ADSSL1ミオパチーは、韓国から報告された遠位型ミオパチーで、9例の報告がある。今回、我々
は日本人ADSSL1ミオパチー患者62例を同定し、臨床病理学的特徴を検討した。
これまでに韓国から報告されているp.D261Nとp.I307Sfs*25の創始者変異に加えて、5変異を新
たに同定した。何れの例も小児期発症で、ずば抜けて足が遅く疲れやすかった。筋力低下は約半数
で近位・遠位ともに障害されていた。進行は緩徐で老年期まで歩行が保たれていた。加えて、これ
まで報告のない嚥下障害や肥大型心筋症、拘束性呼吸障害を高頻度に認めた。筋病理では全例でタ
イプ1線維にネマリン小体を認めたがタイプ1線維に選択的な萎縮はなく、脂肪滴を伴うタイプ2
線維が散見された。
ADSSL1ミオパチーは、独特なネマリンミオパチーである。
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P-01 骨格筋分化における細胞融合因子Minionの役割

⃝冨田　太一郎［1］、山口　君空［1］、伊藤　雅方［1］、三上　義礼［1］、大島　大輔［1］、 
赤羽　悟美［1］

 ［1］東邦大学医学部 生理学講座 統合生理学分野

【目的】骨格筋の発生と再生の過程では膜タンパク質Minion依存的な細胞融合を生じる。本研究は
Minionによる細胞融合とその後構築される興奮収縮連関との関連を解明することを目的とした。

【方法】培養筋芽細胞C2C12のMinion遺伝子欠損株をCRISPR-Cas9法を用いて作製した。Control
株および遺伝子欠損株を筋分化誘導後、qPCR解析、Western Blot解析、細胞内Ca2+（Fluo4）
解析を行った。

【結果】Minion-KO細胞では、control細胞に比べて細胞融合が顕著に抑制された。一方､ 分化誘
導に伴い細胞が伸長し､ また､ 電気刺激に応じて細胞内Ca2+濃度上昇も生じた。実際、興奮収縮
連関に関わるトロポニンTやイオンチャネルおよびトランスポーターの遺伝子発現レベルにcontrol
株との間で有意な差異は認められなかった。以上の結果は、Minionが興奮収縮連関の構築とは独
立に細胞融合を制御する可能性を示す。
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P-02 新規RNA結合タンパク質によるHIF1αの転写後調節

⃝内田　雄太郎［1］、山本　寛人［1］、伊藤　義晃［1］、千葉　朋希［1］、松島　隆英［1］、 
栗本　遼太［1］、五島　直樹［2］

 ［1］東京医科歯科大学 システム発生再生医学分野 
［2］産総研 創薬分子プロファイリングセンター

転写因子HIF1α（Hypoxia Inducible Factor 1 alpha）は、低酸素状態においてEPOやVEGF
などといった様々な下流遺伝子の発現を上昇させる、筋肉系の発生において非常に重要な因子であ
る。このHIF1αを制御する上でシグナル伝達系を介した転写やユビキチン化によるタンパク分解
が重要であることがよく知られてきた。一方で、RNA結合タンパク質による翻訳制御やmRNAの
安定性制御も重要であることが近年複数報告されてきている。そこで、1127種のRNA結合タン
パク質ライブラリーを用いてHIF1αの発現を上昇させる新規RNA結合タンパク質を探索したと
ころ、LIN28Aを同定した。このLIN28AはmiRNAであるlet-7 familyに結合して分解すること
によって筋分化等において重要な役割を果たすことがすでに報告されているが、本研究ではlet-7 
familyとは独立してLIN28AがHIF1αを直接制御することによって筋分化に重要な遺伝子群の発
現を調節していることを明らかにした。本発表ではその制御機構について議論する。
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P-03 「細胞ファイバ」を用いた筋芽細胞と線維芽細胞の共培養

⃝島　亜衣［1］、竹内　昌治［1］

 ［1］東京大学大学院情報理工学系研究科

これまで、異なる細胞種の相互作用を調べるために様々な共培養法が提案されてきた。なかでも、
細胞の直接的な接触に起因する効果ではなく、分泌因子を介した効果を調べるためには、培養上清
やカルチャーインサートを用いる方法が一般的である。本研究では、細胞が分泌した因子による効
果を調べる共培養法として、アルギン酸ゲルのシェルに細胞を包埋してひも状に成型した「細胞
ファイバ」を用いる方法を提案する。細胞ファイバは三次元的に多数の細胞を培養することが可能
であり、細胞はゲル内に保持されるが、細胞が分泌する因子はゲル外に放出される。我々は3T3
線維芽細胞ファイバと共培養すると、無血清条件でもC2C12筋芽細胞の増殖が促進されることを
認めた。その効果は培養上清を用いる方法よりも高く、ファイバ数依存的だった。「細胞ファイバ」
は多数の細胞を機能的に培養することが可能であり、共培養ツールとして有用であることが示され
た。
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P-04 細胞内膜交通による筋芽細胞融合の制御

⃝磯部　茉莉［1］、杉浦　英志［2］、福田　光則［3］、柴田　昌弘［1］、亀高　諭［2］

 ［1］鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 形態科学分野 
［2］名古屋大学大学院医学系研究科 リハビリテーション療法学専攻 
［3］東北大学大学院生命科学研究科 脳生命統御科学専攻 膜輸送機構解析分野

骨格筋の発生や筋損傷からの回復過程には筋衛星細胞が筋芽細胞へと分化したのち、増殖、遊走、
接着の過程を経て筋芽細胞同士が融合し多核の筋菅細胞を形成するという複雑な過程が必要である。
我々はこれまでこの細胞間の相互作用、特に細胞膜同士の認識と膜融合の分子機序を明らかにする
目的で、高親和性スプリットルシフェラーゼシステム（HiBiTシステム）を応用した筋芽細胞融合
アッセイ系（HiMy：HiBiT based myogenic cell fusion assay）を開発し、関連遺伝子の探索を
行っている。HiMy系を用いて細胞内の膜交通の制御因子である57個のRab低分子量GTPaseに
関して網羅的ノックダウンをしたところ、エンドソームで機能するRab12のノックダウンにより筋
芽細胞の膜融合及び筋菅形成が促進することを見出した。本大会では筋芽細胞融合におけるRab12
の生理的役割について議論したい。
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P-05
運動神経支配された三次元培養筋組織構築のための 

マイクロデバイスの開発

⃝清水　一憲［1］、山岡　奈央［1］、今泉　裕［1］、伊藤　卓治［2］、岡田　洋平［2］、 
本多　裕之［1］

 ［1］名古屋大学大学院 工学研究科 
［2］愛知医科大学 神経内科

我々は神経筋関連疾患の発症メカニズムの解明や治療薬の開発を目指し、培養筋組織収縮力測定
［Shimizu, et al., Bioengineering (Basel), 4(2):56 (2017)］や運動神経細胞と筋細胞の平面共培
養［Yamaoka, et al., BioChip J., in press.］のためのデバイスを開発してきた。本研究ではこれ
らを応用し、運動神経支配された三次元培養筋組織構築のためのデバイス開発を行った。開発した
デバイスには筋組織用チャンバーと神経細胞用チャンバーがあり、軸索だけが通過可能な流路でつ
ながっている。デバイス上でヒトiPS由来運動神経細胞を培養後、ヒト不死化筋芽細胞株（Hu5/
KD3）で三次元筋組織を構築し、共培養を行った。運動神経細胞の細胞体に対して刺激を負荷した
ところ、三次元筋組織が収縮する様子が観察され、それが阻害剤の添加で阻害された。免疫染色に
より、組織内に神経筋接合部の存在を確認した。
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P-06 C2C12筋管細胞培養を用いた神経筋接合部モデル構築と解析の試み

⃝中田　智史［1］、島　孟留［3］、山下　由莉［2］、平澤（有川）　恵理［2］

 ［1］順天堂大学大学院 スポーツ健康科学研究科 
［2］順天堂大学大学院 医学研究科 
［3］群馬大学 教育学部 保健体育講座

神経筋接合部（NMJ）におけるアセチルコリンエステラーゼ（AChE）の局在不全を原因とする筋収
縮異常症の薬剤スクリーニングには、NMJによる刺激伝達を再現した細胞モデルの構築が必要であ
る。我々は、運動神経による刺激をアセチルコリン（ACh）添加、シナプス後膜を薬剤誘導による
アセチルコリン受容体（AChR）のクラスター形成、筋細胞の興奮を細胞内カルシウムイオン測定に
より模倣するモデルを構築した。C2C12を96wellプレートに播種し増殖、分化後、Laminin111、
Agrinを添加し、AChRのクラスター形成を促進した。またヘパリチネース処理により、ヘパラン
硫酸鎖によるAChEの細胞膜への局在を阻害し疾患モデルとした。細胞内カルシウムイオン測定プ
ローブを細胞に導入し、AChに対する応答を測定した。AChRクラスター形成の促進に伴い、ACh
に対する応答性の向上が見られた。また、ヘパリチネース処理はAChに対する応答性を高め、さら
に50%減衰時間の延長が見られた。



−122−

P-07 神経筋接合部（NMJ）の異常な拡張に伴う微細構造の形成抑制

⃝江口　貴大［1］、手塚　徹［2］、福留　隆泰［3］、渡辺　裕治［4］、相良　洋［4］、 
山梨　裕司［1］

 ［1］東京大学医科学研究所 癌・細胞増殖部門 腫瘍抑制分野 
［2］京都大学医学研究科 分子バイオサイエンス分野 
［3］長崎川棚医療センター 臨床研究部神経内科 
［4］東京大学医科学研究所 疾患プロテオミクスラボラトリー

神経筋接合部（NMJ）は筋収縮に不可欠のシナプスであり、その形成・維持には筋特異的キナーゼ
MuSKが必須である。筋内在のMuSK活性化因子Dok-7を骨格筋特異的に過剰発現させたマウス

（Dok-7 Tgマウス）では、MuSK活性化の亢進とNMJの異常な拡張が認められるにもかかわらず、
運動機能の顕著な低下は認められない。そこで、当該マウスが運動機能の異常を示さない理由を明
らかにするため、NMJの構造と機能を解析したところ、NMJ微細構造の形成不全とNMJ機能の軽
微な増強が認められた。それゆえ、NMJ微細構造の形成不全により運動機能異常が抑制されてい
る可能性が示唆された。今後は、NMJ微細構造の形成・維持と、NMJ機能の過剰な活性化抑制の
分子機構について解析を進め、当該マウスが運動機能の異常を示さない理由について分子レベルで
の解明を目指す。
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P-08
Differential effects of spinal motor neuron-derived and  

skeletal muscle-derived Rspo2 on acetylcholine receptor 
clustering at the neuromuscular junction.

⃝大河原　美静［1］、李　晋［1］、伊藤　美佳子［1］、増田　章男［1］、大野　欽司［1］

 ［1］名古屋大学大学院医学系研究科

所属する研究室において、Wnt/beta-cateninシグナルを活性化する分泌因子であるR-spondin 
2（Rspo2）がLgr5受容体を介して神経筋接合部（NMJ）においてアセチルコリン受容体（AChR）
のクラスタリングとその形成に関与することが報告された。しかし、Rspo2は脊髄運動神経細胞

（SMNs）に高発現し、筋肉細胞でもわずかに発現してため、どちらの細胞から分泌されたRspo2
がNMJで役割を担っているのかについては未知であった。そこで我々は、Rspo2欠損マウスにお
いてSMNsもしくは筋肉特異的にRspo2を発現するマウスを作製し、NMJの表現型を観察した。
その結果、SMN由来のRspo2はRspo2欠損によって引き起こされる（i）AChRがクラスタリング
する場所の拡大、（ii）電子顕微鏡で観察される3つのNMJの微細構造の異常、（iii）SMNsまたは横
隔膜における9つの遺伝子の発現異常をレスキューした。一方、筋肉細胞由来のRspo2はRspo2
欠損によって引き起こされたアクティブゾーン数の減少などすべてのNMJの微細構造における異
常をレスキューしたが、AChRがクラスタリングする場所の拡大、NMJのマクロ構造、遺伝子の
発現異常をレスキューしなかった。これらの結果から、SMN由来のRspo2は筋肉細胞で起こる
AChRのクラスタリングとNMJのマクロ構造の形成に関与しており、筋肉細胞由来のRspo2は
SMNのアクティブゾーン数などのNMJの微細構造に特異的に関与していることがわかった。
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P-09 筋損傷後に生じる骨格筋内の線維芽細胞による基底板構築

⃝金澤　佑治［1,2］、長野　護［2］、鯉沼　聡［2］、筋野　貢［2］、南　陽一［2］、杉生　真一［1］、 
武田　功［1］、重吉　康史［2］

 ［1］大阪人間科学大学 理学療法学科 
［2］近畿大学 医学部

今回、筋損傷後の基底板再構築過程を線維芽細胞に注目して解析を行った。9週齢Wistarラット
にトレッドミル走行で筋損傷を惹起した後、通常飼育下で回復期間を設けた。筋損傷はHE染色に
より壊死細胞数と細胞間質の拡大で判定した。回復0.5、2、7日にヒラメ筋を採取した。線維芽細
胞の局在はTCF4をマーカーに用いて免疫組織化学的に検討した。また定量的PCRで基底板の主
成分であるCollagen 4のmRNA発現量を測定した。回復0.5、2日に細胞間質や損傷筋にTCF4
陽性の線維芽細胞が出現した。さらに回復0.5日にCollagen 4のmRNA発現量は損傷前より増加
した。その後筋構造が回復するとTCF4陽性の線維芽細胞数やCollagen 4のmRNA発現量は定
常状態に戻った。このことからTCF4陽性の線維芽細胞は筋損傷後早期に出現しCollagen 4の産
生を伴う基底板構築に関与することが示唆された。
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P-10
Muscle regeneration in a muscle stem cell-specific  

androgen receptor-knockout mice

⃝酒井　大史［1］、今井　祐記［1］

 ［1］愛媛大学 プロテオサイエンスセンター 病態生理解析部門

The molecular mechanisms of the androgen receptor (AR) in muscles remain unclear. 
We found that AR was expressed in the muscle stem cells (MuSCs). Then we generated 
MuSC-specific AR-knock out mice (Pax7CE/+;ARL2/Y male mice) to test whether AR 
is necessary in MuSCs. Pax7 expression was altered in Pax7CE/+ mice as well as 
Pax7CE/+;ARL2/Y mice. These findings indicate that Pax7CE/+ control should be included in 
all experiments.
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P-11 骨格筋におけるDNA維持メチル化酵素Dnmt1の機能解析

⃝飯尾　浩之［1］、沢田　雄一郎［1］、酒井　大史 ［2］、柳原　裕太［3］、佐伯　法学［3］、 
菊川　忠彦［1］、雑賀　隆史［1］、今井　祐記［2］

 ［1］愛媛大学医学部 器官・形態領域学 泌尿器科講座 
［2］愛媛大学プロテオサイエンスセンター 病態生理解析部門 
［3］愛媛大学学術支援センター 動物実験部門

運動器の構成要素である骨・筋の発生・再生にはDNAのメチル化などエピジェネティックな転写
調節が必須である。これまでの我々の研究により、エピゲノム制御因子Uhrf1が筋分化を制御して
いる可能性を見出した。Uhrf1はヘミメチル化DNAを認識し、H3K23をユビキチン化することで
Dnmt1を誘導しDNAのメチル化を制御している。
今回、我々はUhrf1より直接的にDNAのメチル化を制御しているDnmt1に着目し、Dnmt1と骨
格筋再生との関連を解析することとした。まず、筋衛星細胞特異的Dnmt1ノックアウトマウスを
作出した。CTXによる筋損傷実験にて筋再生能力を確認したところ、2週間後の筋重量回復が有
意に低下していた（n = 4）。つぎに、骨格筋におけるDnmt1の機能を解析するため、Dnmt1ノッ
クアウト筋衛星細胞の単離を行なった。現時点において、Dnmt1ノックアウトにより細胞増殖の
低下を示唆する所見が観察されており、今後は増殖能や分化能の定量的な評価、トランスクリプト
ーム解析やDNAメチル化解析などの統合的ゲノムワイド解析を行う予定としている。
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P-12 骨格筋分化におけるRp58によるDNAメチル化獲得

⃝宮田　康平［1,2］、中道　亮［2］、宮田　知子［2］、伊藤　義晃［3］、David Sala Cano［4］、 
Luca Caputo［4］、Usue Etxaniz Irigoien［4］、茂久田　翔 ［2］、宮本　新吾［1］、 
Alessandra Sacco［4］、Lorenzo Puri［4］、Martin K Lotz［2］、浅原　弘嗣［2,3］

 ［1］福岡大学医学部 産婦人科学教室 
［2］The Scripps Research Institute, Department of Molecular Medicine 
［3］東京医科歯科大学医学部 システム発生・再生医学研究分野

 ［4］ Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute, Development, Aging and 
Regeneration Program

骨格筋発生に重要な転写因子Rp58がDNAメチルトランスフェラーゼ3a（Dnmt3a）と結合する
ことは報告されており、そのDNAメチル化への影響が示唆される。本研究では、骨格筋発生過程
のDNAメチル化獲得におけるRp58の寄与について解析した。骨格筋特異的Dnmt3a KOマウス

（Dnmt3a flox; Pax3-Cre）の腓腹筋より得られたDNAのメチル化プロファイルを高速シーケン
スを用いてゲノムワイドに解析し、骨格筋発生に特異的なDNAメチル化領域を同定した。同モデ
ルではHox遺伝子クラスターの広範囲な低メチル化状態が確認できた。筋特異的Rp58 KOマウス

（Rp58 flox; Myf5-Cre）の腓腹筋ではHox遺伝子の発現が亢進しており、同遺伝子周囲のDNAメ
チル化は低下していた。このことからRp58はHox遺伝子の発現をDNAメチル化を介して制御し
ていることが示唆された。
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P-13 骨格筋再生に及ぼすビタミンC不足の影響

⃝谷津　智史［1］、船越　智子［1］、滝野　有花［1］、町田　修一［2］、石神　明人［1］

 ［1］東京都健康長寿医療センター研究所 分子老化制御 
［2］順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科

【目的】骨格筋にはビタミンCが多く存在する。しかし、筋再生におけるビタミンCの役割は明らか
ではない。そこで本研究では、骨格筋の再生におけるビタミンCの役割を明らかにするため、ビタ
ミンCを合成できないSMP30ノックアウトマウスを用いて、ビタミンC不足が骨格筋再生に及ぼ
す影響を調べた。

【方法】SMP30ノックアウトマウスに十分なビタミンCを与えて飼育した。生後8週齢でビタミン
Cを与える群と与えない群の2群にわけた。4週間後、左脚の前脛骨筋にBaCl2を投与し、14日目
に前脛骨筋を採取した。そして、前脛骨筋をヘマトキシリン・エオシン染色し、再生筋横断面積を
測定した。

【結果】ビタミンCを与えなかった群では、筋損傷後14日目の再生筋横断面積は、与えた群に比べ
て有意に低値を示した。ビタミンCの不足は骨格筋再生を遅延させる可能性が示唆された。
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P-14
筋ジストロフィー犬の血清で増加する 
miR-188の筋分化に関する機能的解析

⃝有馬　さゆり［1］、柴﨑　浩之［1］、今村　道博［1］、谷端　淳［3］、倉岡　睦季［4］、 
松坂　恭成［5］、内海　文彰［2］、田沼　靖一［6］、武田　伸一［1］

 ［1］国立精神・神経医療研究センター神経研究所 遺伝子疾患治療研究部 
［2］東京理科大学大学院薬学研究科 遺伝子制御学 
［3］東京慈恵会医科大学 細胞生理学講座 
［4］日本獣医生命科学大学 応用生命科学部動物科学科 実験動物学 
［5］明治薬科大学 医療分子解析学 
［6］東京理科大学 研究推進機構 総合研究院

我々はデュシェンヌ型筋ジストロフィーのイヌモデルを用いた血清microRNAの発現解析により、
骨格筋の変性・再生時に増加するmiR-188を見い出したが、筋変性を生じていない新生仔のイヌ
骨格筋でも高発現することから、筋分化との関連に注目した。イヌ及びマウス骨格筋におけるカル
ジオトキシンを用いた再生誘導実験では、投与3日後においてmiR-188発現の上昇が示された。
また、C2C12細胞の筋分化誘導では、誘導3日後におけるmiR-188発現の上昇が認められたため、
同細胞を用いて合成RNA導入によるmiR-188発現の阻害及び増強を行った。miR-188阻害では
Mrf4, Mef2c及びMyh4のmRNA発現が減少し、過剰発現では増加するなどの影響が認められた。
これらの結果はmiR-188が発生・再生・変性時骨格筋で発現上昇し、筋分化制御因子の発現調節
に関連することを示唆していた。
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P-15
カルシトニン受容体を介した 

筋幹細胞の静止期維持メカニズムの解明

⃝張　礫丹［1］、野口　裕太郎［1］、深田　宗一朗［1］

 ［1］大阪大学 薬学研究科

骨格筋は我々の日常動作に必要不可欠な組織であり、極めて優れた再生能力を有している。この再
生能力を可能としているのが骨格筋幹細胞である筋衛星細胞である。我々は静止期の筋衛星細胞特
異的に発現しているカルシトニン（Calcr）に着目し、筋衛星細胞におけるCalcr生理的役割につい
て検討をおこなってきた。また、我々はin vitroで活性化剤・阻害剤を用いることで、静止期維持
経路としてCalcr-cAMP-Protein kinase A（PKA）経路を報告している。そこで、私は生体にお
いても本経路が筋衛星細胞の静止期維持において本質的な経路か否かを、筋衛星細胞特異的かつ誘
導型のPKA-tgマウスを用いて検討を行った。さらに、本経路の下流としてPKAがリン酸化するタ
ンパクの候補としてHippo経路のLats1/2-Yap1について検証を行い、Calcr-PKA-Lats1/2による
Yap1の制御が筋衛星細胞の静止期維持経路であることを明らかにした。
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P-16 ユビキチン―プロテアソーム系は筋幹細胞の恒常性維持に必須である

⃝北嶋　康雄［1］、鈴木　直輝［2］、布宮　亜樹［3］、長名　シオン［3］、吉岡　潔志［1］、 
田代　善崇［4］、高橋　良輔［5］、小野　悠介［1］、青木　正志［2］、永富　良一［3］

 ［1］熊本大学 発生医学研究所 
［2］東北大学 神経内科 
［3］東北大学 運動学 
［4］国立長寿医療研究センター 
［5］京都大学 神経内科

主要なタンパク分解系であるプロテアソーム系の機能不全は様々な疾患につながることが示されて
いる。骨格筋においては、プロテアソーム系は筋萎縮に関わることは知られているが、筋幹細胞レ
ベルでの分解系の役割は未だ不明である。本研究の目的は、筋幹細胞におけるプロテアソーム系の
役割を明らかにすることである。筋幹細胞特異的Rpt3欠損マウス（scKO）では、筋幹細胞特異的
にプロテアソーム活性の低下を示し、プロテアソーム機能不全が起きることを確認した。scKOマ
ウスでは、幹細胞プールが減少し、筋再生不全を呈した。初代培養系では、scKOマウスの筋幹細
胞において増殖及び筋分化が抑制され、細胞死が誘導された。また、p53の過剰な活性化を見出し、
遺伝子抑制すると筋幹細胞の増殖抑制をレスキューしたことから、p53が主の経路であることを突
き止めた。以上により、プロテアソーム系が筋幹細胞の恒常性維持に必須であることを明らかにし
た（Kitajima et al. Stem Cell Reports 2018）。
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P-17
筋衛星細胞を活性化する機能性食品素材の探索と 

廃用性筋萎縮の抑制効果

⃝山本　愛弓［1］、本田　真一［1］、松本　智博［2］、藤野　英己［2］

 ［1］株式会社カネカ Pharma & Supplemental Nutrition SV バイオテクノロジー研究所 
［2］神戸大学大学院 保健学研究科

廃用性筋萎縮が進行する要因として、筋衛星細胞数の減少による筋再生能の低下が報告されている。
筋衛星細胞は運動により活性化・増殖し、筋線維に融合して新たな筋核を供給することで、骨格筋
の肥大や再生をもたらすが、筋萎縮者が運動を実施することは容易ではない。本研究では運動と同
様に筋衛星細胞を活性化する機能性食品素材を探索した。数百種類の食品素材について筋衛星細胞
の活性化を指標としたスクリーニングを実施し、ハーブの一種であるレモンマートル（LM）に高い
活性を示した。そこで、筋萎縮に対するLM摂取の効果を検証するため、後肢懸垂による廃用性筋
萎縮モデルラットを用いて評価した。LM摂取は筋萎縮による筋衛星細胞数・筋核数の減少を抑制
し、筋線維横断面積の低下を減衰した。さらに筋萎縮抑制に用いられている電気刺激との併用で相
加的な筋萎縮抑制効果を認めた。LMは筋衛星細胞を活性化する有効な機能性食品素材であると示
唆される。
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P-18 筋幹細胞が合成するNetrin-1は速筋型筋線維の形成誘導に関与する

⃝鈴木　貴弘［1］、森　愛華［2］、久枝　皓雅［2］、西　百合子［2］、有松　里央［2］、 
小林　謙［1］、辰巳　隆一［3］、尾嶋　孝一［4］、西邑　隆徳［1］

 ［1］北海道大学大学院農学研究院 基盤研究部門 畜産科学分野 
［2］北海道大学大学院農学院 共生基盤学専攻 食品安全・機能性開発学講座 
［3］九州大学大学院農学研究院 資源生物科学部門 動物・海洋生物科学講座 
［4］農業・食品産業技術総合研究機構 畜産研究部門 畜産物研究領域

我々は、筋幹細胞（衛星細胞）が融合して新生筋線維（筋管）を形成する過程で、多機能性の細胞外
因子を合成・分泌して自律的に筋線維型を初期決定する新奇制御機構に着目している。これまでに、
遅筋由来の衛星細胞が速筋よりもsemaphorin 3A（Sema3A）を多量に合成・分泌して、筋管の遅
筋化を誘導することを報告した。しかし、速筋化誘導に関する機構は不明である。そこで、神経系
においてSema3Aと反対の生理機能を有するNetrin-1が、筋管の筋線維型決定（コミット）に与え
る影響を検証した。速筋由来の衛星細胞では分化誘導後において、遅筋よりもNetrin-1の発現量
が有意に高かったが、受容体の発現量には差は認められなかった。Netrin-1発現抑制処理により速
筋型ミオシン重鎖の発現量は低下したが、遅筋型には変化は認められなかった。よって、速筋由来
の衛星細胞はNetrin-1を多量に合成して、自律的に速筋型の筋管を形成する制御機構を有すると
考えられた。
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P-19
サルコメアにおける 

顆粒球コロニー刺激因子受容体の発現とその作用

⃝林地　のぞみ［1］、赤松　和土［1］、湯浅　慎介［4］、福田　恵一［4］、平澤　恵理［2］、 
島田　和典［3］

 ［1］順天堂大学大学院医学研究科 ゲノム再生医療センター 
［2］順天堂大学大学院医学研究科 老人性疾患病態治療研究センター 
［3］順天堂大学医学部 循環器内科 
［4］慶應義塾大学医学部 循環器内科

顆粒球コロニー刺激因子は造血系細胞の分化と増殖に重要なサイトカインとして同定された。しか
し、近年神経細胞等様々な細胞でG-CSF受容体が発現しており様々な作用を有していることが相
次いで報告された。骨格筋においては、筋衛星細胞や筋芽細胞、再生筋線維でG-CSF受容体が発
現しいていることを報告してきたが筋線維における発現は不明であった。私は、胎生期から成体に
おいてG-CSF受容体がサルコメアの筋膜上にZ line特異的に発現していることを発見した。次に、
G-CSFシグナルがサルコメ形成に与える影響を明らかとするためにG-CSF受容体欠損マウスの筋
線維を免疫化学染色と電子顕微鏡により観察を行った。結果、G-CSF受容体欠損マウスの横隔膜
においてZ lineの不整合やサルコメ構造の断裂が認められた。以上の結果より、G-CSFシグナル
はサルコメア構造の安定性の維持に重要な因子である事が推測される。
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P-20
Tet-ONシステムを用いた 

骨格筋特異的遺伝子発現マウスの作製と特徴

⃝岩田　全広［1,2］、Davis Englund［2］、Yuan Wen［2］、Cory Dungan［2］、 
Kevin Murach［2］、Ivan Vechetti Jr［2］、Christopher Mobley［2］、 
Charlotte Peterson［2］、John McCarthy［2］

 ［1］日本福祉大学健康科学部 リハビリテーション学科 
［2］The Center for Muscle Biology, University of Kentucky

本研究は、ドキシサイクリン投与により遺伝子発現が誘導されるTet-ONシステムを用いて、任意
の時期に骨格筋組織で目的遺伝子の発現を誘導できるトランスジェニックマウスを開発することを
目的とした。ヒト骨格筋α‒アクチン（HSA）プロモーターによってリバーステトラサイクリントラ
ンス活性化因子（rtTA）を発現するトランスジェニックマウス（HSA-rtTAマウス）を作製し、テ
トラサイクリン応答性ヒストンH2B‒緑色蛍光タンパク質（TRE-H2B-GFP）マウスと交配させて、
HSA-rtTA/TRE-H2B-GFPマウスを得た。これらの個体にドキシサイクリンを投与した後、筋核
およびPax7陽性核におけるGFP発現を可視化した。その結果、速筋線維および遅筋線維の筋核で
は明確なGFP発現が観察されたが、Pax7陽性核ではGFP発現は観察されなかった。これらの結
果は、HSA-rtTAマウスが任意の時期に骨格筋特異的に遺伝子発現を誘導するための強力なツール
となり得ることを示している。
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P-21
慢性的な筋使用の増加に伴う遅筋化における 

転写コファクターVgll2の機能解析

⃝本多　賢彦［1］、土持　裕胤［2］、常陸　圭介［3］、岡田　斉［1］

 ［1］近畿大学医学部 生化学教室 
［2］国立循環器病研究センター研究所 心臓生理機能部 
［3］藤田医科大学総合医科学研究所 難病治療学研究部門

骨格筋は遅筋線維と速筋線維で構成されており、各筋線維の混在比は筋使用の増加などにより後天
的に調節される。しかし、調節機構の多くは不明である。これまでに我々は、転写コファクター 
vestigial like family member 2（Vgll2）のノックアウト（KO）マウスを作製し、安静時にVgll2
欠損が遅筋線維比率を低下させることを明らかにした。そこで、筋使用に伴う筋線維タイプ転換に
もVgll2が関与するかを検証するために、野生型およびVgll2 KOマウス足底筋に協働筋切除を施
し、筋使用増加時の適応を比較した。その結果Vgll2 KOマウスでは、野生型マウスと異なり、遅
筋線維比率の増加が起こらないことを見出した。さらにVgll2タンパク質の量が、筋使用の増減と
連動することも明らかにした。これらの結果は、Vgll2が筋使用に伴って活性化される遅筋化制御
因子であることを示している。
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P-22
遺伝子治療を想定した 

ラット筋内異所性骨誘導過程における細胞動態について

⃝河井　まりこ

 大阪歯科大学

【目的】筋内に骨形成因子（Bone Morphogenetic Protein：BMP）を移植すると異所性骨が形成
され、これをもとに臨床応用がなされた一方で、炎症反応の惹起などが問題視されている。そこで、
われわれはBMPの遺伝子治療を想定し、遺伝子導入後の筋内異所性骨誘導過程での細胞動態を解
析することを目的とした。

【方法と材料】7週齢SD-Tg（CAG-EGFP）雄ラットの骨髄を採取し、GFP陽性細胞を調整した。
5週齢SD雄ラットに合計10Gyの放射線を照射し、GFP陽性細胞を尾静脈より注入した。その 
後、pCAGGS-BMP-2をラット下腿筋へ注入し、直ちに100V, 50msec., 8pulsesの条件にて
electroporationを行った。その後、10日間経時的に試料を採取し、組織学的解析を行った。

【結果】遺伝子導入3日後の筋組織ではCD68陽性の炎症細胞の浸潤が多く観察され、その周囲に
GFP陽性細胞を認めた。5日後には筋線維間にPAX7陽性細胞を認め、GFP陽性の細胞も一部認
めた。7日後になると筋繊維間に紡錘形のPAX7陽性細胞を認めた。遺伝子導入10日後には筋組
織内に異所性骨が認められ、その周囲にはGFP陽性細胞が認められたものの、骨組織内にはGFP
陽性細胞は認められなかった。

【結論】ラット下腿筋へのBMP遺伝子導入によって、初期の炎症反応には骨髄由来細胞が関与する
ことが明らかとなった。しかし、異所性骨への骨髄由来細胞の関与は明らかではなく、筋由来細胞
の関与が示唆された。
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P-23 様々な臓器に存在するPDGFRα陽性間質細胞の比較解析

⃝黒澤　珠希［1,3］、梶　典幸［2］、上住　円［3］、周　赫英［3］、堀　正敏［1］、上住　聡芳［3］

 ［1］東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医薬理学教室 
［2］麻布大学獣医学部獣医学科 薬理学研究室 
［3］東京都健康長寿医療センター研究所 老年病態研究チーム 筋老化再生医学研究

間葉系幹細胞は培養系において定義されている細胞で、様々な臓器からの単離・培養が報告されて
いる。間葉系幹細胞は各臓器に存在するPDGFRα陽性間質細胞に由来すると考えられるが、それ
らの生体内における役割はよく分かっていない。今回我々は、PDGFRα陽性間質細胞の臓器特異
的な機能を理解する目的から、肺、肝臓、小腸、心臓、皮下脂肪、および骨格筋におけるPDGFRα
陽性間質細胞の比較解析を行った。
まずFACSを用いて各臓器からPDGFRα陽性細胞を単離し、その分化能を調べたところ、由来組
織によって異なる分化能を示した。次に、細胞の機能を理解する目的で、各臓器由来のPDGFRα
陽性細胞に対するRNA-Seq解析を実施し比較した。各臓器のPDGFRα陽性細胞は異なる遺伝子
発現プロファイルを示し、それぞれ固有の機能が示唆された。中でも、骨格筋のPDGFRα陽性細
胞に特異的な遺伝子は、筋組織維持における重要性が示唆されるため、現在それらの解析を進めて
いる。
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P-24
Localizatom Project： 

タンパク質の網羅的細胞内ダイナミクス解析

⃝寺尾　梨沙［1］、松島　隆英［1］、五島　直樹［2］、高橋　恒一［3］、落合　幸治［3］、 
板野　景子［3］、淺原　弘嗣［1］

 ［1］東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 システム発生再生医学 
［2］産業技術総合研究所 創薬分子プロファイリング研究センター 機能プロテオミクスチーム 
［3］理化学研究所 生命機能科学研究センター バイオコンピューティング研究チーム

ポストゲノム以降、転写産物やタンパク質を対象とした網羅的解析は生体内における各因子の量的
あるいは質的な情報を与え、基礎科学だけでなく医療分野にも大きな貢献を果たしている。一方で
特にタンパク質は生体内では三次元的に局在しており、各種ストレスや細胞応答シグナルなどでそ
の局在を大きく変化させることが知られているが、このようなタンパク質などが持つ空間的情報と
その変化についての網羅的解析はこれまで不可能であった。そこで著者らは「細胞内」のタンパク
質などが持つ空間的情報とその変化についての網羅的解析に解析することを目的とし、ヒト遺伝子
ライブラリー、顕微鏡システム、機械学習プログラムの導入・整備を行い、一万種のタンパク質の
局在を経時的に観察・解析することができるシステムとデータベースの構築を行った。本発表では
これらシステムなどの紹介と我々のデータベースから見えてきた新たな知見に関して発表する。
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P-25 骨格筋肥大時の筋幹細胞の活性化機構の解明

⃝梶　貴志［1］、上住　聡芳［2］、深田　宗一朗［1］

 ［1］大阪大学大学院薬学研究科 
［2］東京都健康長寿医療センター

「筋肥大」は激しい運動により筋線維に過剰な負荷（過負荷）がかかることでおこり、筋幹細胞依存
的な筋線維核の増加が見られる。筋肥大時の筋幹細胞の活性化・増殖を制御する因子は不明である
為、私はマウスの筋肥大モデルであるアキレス腱切除を行い、筋幹細胞の活性化・増殖を制御する
要因として「炎症やマクロファージ」の重要性について検討を行った。
再生モデルと比較するとその数は限定的であるが、筋肥大モデルにおいても若干のマクロファージ
の浸潤が観察された。また、クロドロン酸リポソームの投与により、マクロファージの浸潤を抑制
したマウスでは、アキレス腱切除で誘導される筋幹細胞由来の新しい筋核の増加がコントロールマ
ウスに比較して顕著に抑制された。一方で、抗炎症剤であるインドメタシン投与ではその影響を観
察できなかった。現在、マクロファージを介した筋幹細胞の活性化・増殖機構の検討を細胞・分子
レベルで進めている。
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P-26
miR-23－27－24クラスターmiRNAの 

筋特異的な欠損は持久性運動による骨格筋の適応に影響しない

⃝李　ミンジョン［1］、和田　正吾［2］、及川　哲志［1］、鈴木　克彦［1］、牛田　多加志［3］、 
秋本　崇之［1］

 ［1］早稲田大学 
［2］ペンシルベニア大学 
［3］東京大学

miR-23－27－24クラスターmiRNAは骨格筋の可塑性制御に関与する遺伝子を抑制すると報告さ
れている一方、持久性運動による骨格筋の適応に関しては機能が不明である。その機能を解明する
ために、筋特異的にmiR-23－27－24クラスターmiRNAを欠損したマウス（Ckmm-Cre; miR-
23a－27a－24-2flox/flox; miR-23b－27b－24-1flox/flox; double knockout; dKO）を作製し、4週間
の自発走行運動を行った。dKOマウスで筋線維特異的にmiR-23－27－24クラスターmiRNAが
減少し、遅筋型筋線維の断面積がわずかに増加した。しかし、走行距離や持久性運動によるMyHC 
IIaの増加、ミトコンドリア新生にdKOによる差は認められなかった。したがって、骨格筋の持久
性運動適応に筋線維由来のmiR-23－27－24クラスターmiRNAは影響しないことが明らかになっ
た。
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P-27
マウス骨格筋細胞におけるIL-6及びミオシン重鎖クラスIIの 

mRNA発現へのカルシトニン遺伝子関連ペプチド（CGRP）の作用

⃝山路　純子［1］、廣島　玲子［2］、森　禎章［2］

 ［1］関西福祉科学大学 健康福祉学部 福祉栄養学科 
［2］関西福祉科学大学 保健医療学部 リハビリテーション学科

我々の先行研究では、骨格筋細胞においてカルシニューリンを活性化するとIL-6のmRNA発現量
が増加した結果、ミオシン重鎖クラスII bのmRNA発現量が増加することを明らかにしている。運
動神経の神経筋結合部では神経ペプチドであるカルシトニン遺伝子関連ペプチド（CGRP）が分泌
されるが、CGRPのIL-6やミオシン重鎖クラスII bのmRNA発現に対する作用はいまだ不明であ
る。そこで本研究では、マウス骨格筋由来C2C12細胞を用いて、ミオシン重鎖クラスII bおよび
IL-6のmRNA発現に対するCGRPの作用を定量PCR法により検討した。その結果、IL-6 mRNA
の発現量はCGRP投与によりやや低下すること、ミオシン重鎖クラスII b mRNAの発現量はCGRP
投与によりやや減少することが明らかとなった。以上よりマウス骨格筋細胞においては、ミオシン
重鎖クラスII b mRNAの発現増加に、CGRPではなく、カルシニューリン活性化によるIL-6産生
がより強く関わる可能性が示唆された。
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P-28
C2C12細胞におけるカルシトニン関連遺伝子ペプチド（CGRP）の 

ミオシン重鎖タイプIに対する作用

⃝森　禎章［1］、山路　純子［2］、廣島　玲子［1］

 ［1］関西福祉科学大学 保健医療学部 リハビリテーション学科 
［2］関西福祉科学大学 健康福祉学部 福祉栄養学科

骨格筋細胞における収縮蛋白の増加にはIGF-1やIL-6など、様々な因子が関与している。本研究
では、運動神経を含む末梢神経終末から放出されるとともに、骨格筋細胞に受容体が発現すること
が確認されているカルシトニン遺伝子関連ペプチド（CGRP）に着目し、骨格筋細胞へと分化させ
たC2C12細胞を用いて、CGRP投与時のミオシン重鎖タイプI（MyHC I）およびIL-6 mRNA発
現量の変化をリアルタイム定量PCR法により観察した。培養液にCGRPを投与するとMyHC Iの
mRNA発現量は有意に増加するが、IL-6のmRNA発現量は低下した。骨格筋細胞においてCGRP
受容体はGタンパクのうちGsと共役していることから、アデニル酸シクラーゼ活性化剤であるフォ
ルスコリンを投与すると、CGRPと同様にMyHC I mRNA発現量の有意な増加とIL-6 mRNA発
現量の有意な低下が観察された。以上の結果から、C2C12細胞ではCGRPの投与によりcAMPを
介した細胞内情報伝達機構を介して、IL-6非依存的にMyHC IのmRNA発現量が増加することが
示唆された。
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P-29 不活動が脳由来神経栄養因子BDNFに与える影響の検討

⃝相原　正博［1,2］、廣瀬　昇［3］、斉藤　史明［4］、丸山　仁司［2］、萩原　宏毅［1,4,5］

 ［1］帝京科学大学医療科学部 理学療法学科 
［2］国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科 保健医療学専攻 理学療法学分野 
［3］帝京科学大学医療科学部 東京理学療法学科 
［4］帝京大学神経内科 
［5］帝京科学大学大学院理工学研究科 バイオサイエンス専攻 医療科学分野

【目的】近年、運動により脳由来神経栄養因子BDNFが増加することが報告されている。しかし、
不活動の病態や不活動に対する運動介入によるBDNFの動態への影響は明らかではない。そこで
本研究では、不活動がBDNFに与える影響及び運動介入の効果を検討した。

【方法】9週齢のC57BL6系マウスを、対照群（Co群）、ギプス固定後再荷重群（RL群）、ギプス固
定後運動介入群（Ex群）に分類した。ギプス固定は2週間実施し、その後通常飼育にて再荷重もし
くはトレッドミルによる運動介入を2週間実施した。実験期間終了後に下腿三頭筋を摘出し、病理
学的解析、マイクロアレイ解析を行った。また、各群のBDNF血中濃度を測定した。

【結果】Co群と比較して、ギプス固定終了時の血中BDNF濃度は減少した。再荷重により血中
BDNF濃度は増加し、運動介入により更に増加した。

【考察】BDNFは、不活動によって減少し運動介入によって増加しており、活動量を反映している
可能性が示唆された。
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P-30
murf1トランスジェニックゼブラフィッシュを用いた 

ドラッグスクリーニング

⃝川原　玄理［1］、中屋敷　真未［1］、林　由起子［1］

 ［1］東京医科大学医学部 病態生理学分野

Muscle RING-finger protein-1（MURF1）は筋萎縮マーカー分子であり、筋特異的E3ユビキチ
ンリガーゼとして知られている。MURF1の発現を制御しうる薬剤を見いだすため、ゼブラフィッ
シュmurf1の発現レベルを可視化評価可能なmurf1-EGFPトランスジェニックフィッシュの作製
を行った。
EGFP cDNAの上流にゼブラフィッシュmurf1プロモーター領域を挿入したベクターをゼブラ
フィッシュの受精卵に導入し、新規トランスジェニックゼブラフィッシュ（zmurf1 Tg：EGFP）
を確立した。このトランスジェニックフィッシュでは、心臓と筋肉組織特異的な発現が確認され、
そのmurf1の発現パターンは各臓器、発生段階において導入したEGFP遺伝子の発現パターンと
一致しており、ゼブラフィッシュmurf1の発現をEGFPの発現でモニターできることが確認され
た。次にこのトランスジェニックゼブラフィッシュを用いて、murf1遺伝子発現を制御する薬剤の
スクリーニングを行った。その結果、複数のmurf1遺伝子発現を変化させうる薬剤を見出した。
これらのシーズ化合物は筋萎縮性疾患に対する臨床応用や創薬への重要なヒントになり、筋萎縮の
具体的な分子機序の解明にも有用であると考えられる。
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P-31 遅筋特異的発育異常におけるMuRF1の発現上昇と上流因子の解析

⃝井上　敬夫［1］、前西　修［2］、木村　雅友［2］、萩山　満［1］、水口　信行［3］、峯　嘉宏［3］、 
筑後　孝章［2］、伊藤　龍生［4］、佐藤　隆夫［2］、伊藤　彰彦［1］

 ［1］近畿大学医学部 病理学教室 
［2］近畿大学病院病理診断科 
［3］近畿大学ライフサイエンス研究所 
［4］近畿大学農学部 食品栄養学科

【背景】脳卒中発症ラット（SHRSP）は正常血圧ラット（WKY）と比較して遅筋特異的な発育低下
がみられる。今回、関与する分子群の特定を試みた。

【方法】12週齢雄性のWKY及びSHRSPよりヒラメ筋を採取してMicroarray解析を行うとともに、
タンパク質発現解析を行った。

【結果】SHRSPにおいてヒラメ筋のMuRF1が有意に発現上昇していたが、Atrogin-1に関しては発
現上昇がみられなかった。一方、足底筋では両タンパク質の発現に違いはみられなかった。MuRF1
の上流因子として腫瘍壊死因子（TNF）が予測されたが、SHRSPでは受容体であるTNFR1の発現
が確認されなかった。

【結論】MuRF1の遅筋特異的発現上昇が発育異常に関与すると考えられたが、受容体の発現から
SHRSPで有意に血中濃度が高いTNFa関与の可能性は低いと考えられた。現在、他のTNF関連
因子に関しても解析を行っている。
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P-32 筋線維特異的PDZRN3欠損がマウス後肢筋に及ぼす影響

⃝高石　美菜子［1］、宮川　良博［1］、橋本　有弘［1］、本田　健［2］、乾　誠［2］、細山　徹［1］

 ［1］国立長寿医療研究センター 再生再建医学研究部 
［2］山口大学大学院医学系研究科 薬理学講座

RING finger domainを有するPDZRN3は、心臓や骨格筋で高発現しており、成体骨格筋におい
て何らかの役割を果たしていることが予想される。本研究では、遅筋線維と速筋線維の両方でCre-
recombinaseを発現するMyf6-CreERマウスを用いて、成熟筋線維におけるPDZRN3の機能に
ついて検討した。筋線維特異的PDZRN3-cKOマウス（5週齢）にタモキシフェン（TAM）を投与
しその表現型を解析したところ、TAM投与2週間後から筋重量の減少および筋線維径の縮小を認
めた。またグリップテストにより、PDZRN3-cKOマウスにおける筋力低下を確認した。これら
の結果は、PDZRN3が筋線維の維持に重要な役割を果たしていることを示唆しており、現在詳細
な解析を進めている。さらに我々は、老齢マウス後肢筋におけるPdzrn3発現の有意な減少も確認
しており、サルコペニアの発症や増悪とPDZRN3発現変化との間に何らかの関連性があると推察
している。
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P-33 廃用性筋萎縮における筋分解関連因子の時系列的な発現変動

⃝市丸　亮太［1］、富成　司［2］、松本　千穂［2］、平田　美智子［2］、青木　吉嗣［3］、 
武田　伸一［3］、宮浦　千里［1］、稲田　全規［1］

 ［1］東京農工大学大学院 生物システム応用科学府 共同先進健康科学専攻 
［2］東京農工大学大学院 工学府 生命工学専攻 
［3］国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 遺伝子疾患治療研究部

【目的】不動状態による力学的負荷の低下は筋萎縮を引き起こす。一方、不動状態の筋萎縮に関わ
る筋分解系因子の時系列的な制御は不明である。本研究では、廃用性筋萎縮のモデルとして尾部懸
垂マウスを用い、下腿筋における筋萎縮にともなった筋分解に関わる因子の発現を解析した。

【方法】マウスに尾部懸垂処置を施し、下腿筋の組織解析およびマイクロCT解析を行った。下腿
筋のRNAとタンパク質を単離し、q-PCR解析、ウエスタンブロット解析を行った。

【結果・考察】尾部懸垂マウスにおいて、下腿筋では力学的負荷の消失初期よりMuRF1などの筋特
異的ユビキチンリガーゼ、LC3などのオートファジー関連因子、転写因子であるFOXO1/3の発現
上昇が認められた。本研究より、力学的負荷の低下は筋萎縮の早期にユビキチン・プロテアソーム
やオートファジーなどの筋分解系経路を活性化し、筋萎縮を引き起こすことが示唆された。
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P-34 筋萎縮に応答する抗肥満ホルモンFGF21の発現制御と機能

⃝清水　誠［1］、三浦　雄也［2］、橋詰　力［3］、山内　祥生［2］、佐藤　隆一郎［2］

 ［1］東京大学大学院 農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 「栄養・生命科学」社会連携講座 
［2］東京大学大学院 農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 食品生化学研究室 
［3］静岡県立大学 食品栄養科学部 栄養生命科学科 生化学研究室

Fibroblast growth factor 21（FGF21）は主に肝臓で合成される分泌タンパク質で、抗肥満効果
など様々なエネルギー代謝改善効果を有する。我々はこれまでに、酸化ストレスなど様々なストレ
スシグナルがFGF21の遺伝子発現を制御することを見出した。骨格筋はストレスシグナルにより
萎縮すること知られており、近年FGF21が骨格筋でも発現することが報告された。筋萎縮におけ
るFGF21の機能を解明するため、筋萎縮モデルマウスを用いた遺伝子発現実験を行った。その結
果、骨格筋のFGF21の発現が筋萎縮により著明に増加することを見出した。培養骨格筋細胞を用
いた実験の結果、TGFβシグナルがFGF21の遺伝子発現に重要であることが示された。さらに、
FGF21の強制発現実験を行ったところ、FGF21による骨格筋量の変動が認められた。以上の結果
から、FGF21は筋萎縮に応答し筋量を制御する新たな分子であることが示された。
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P-35 除神経モデルマウスの骨格筋におけるホスホランバンの発現量増加

⃝中田　勉［1］、小松　雅俊［2］、山田　充彦［2］

 ［1］信州大学基盤研究支援センター 機器分析支援部門 
［2］信州大学医学部 分子薬理学教室

除神経は筋の萎縮や張力低下を引き起こすことが知られている。これらの現象の分子的基盤を明ら
かにするために、マウス除神経モデルを用いて検討を行った。雄性C57BL/6マウスの片側の坐骨
神経を切断し、14日後に解析を行った。除神経側の前脛骨筋では、健側と比較して筋張力、断面
積、特異張力が有意に減少していた。短趾屈筋を用いてカルシウム動態を検討した結果、電気刺激
により惹起されるCa2+上昇が除神経側で有意に低下していた。また、シクロピアゾン酸を用いた
実験を行った結果、除神経側における筋小胞体内Ca2+含量の低下が認められた。そこで、カルシ
ウム代謝に関わる分子群について検討を行ったところ、除神経側の前脛骨筋で、ホスホランバンの
発現量の増加とSERCA活性の低下が認められた。これらの結果から、除神経による筋力低下に、
ホスホランバンの発現増加が関わっていることを示唆された。
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P-36 宇宙の微小重力および地上の加重力によるマウス筋骨格系への影響

⃝富成　司［1］、市丸　亮太［2］、松本　千穂［1］、平田　美智子［1］、芝　大［3］、 
宮浦　千里［1］、武田　伸一［4］、青木　吉嗣［4］、稲田　全規［1］

 ［1］東京農工大学大学院工学府生命工学専攻 
［2］東京農工大学生物システム応用科学府 共同先進健康科学専攻 
［3］宇宙航空研究開発機構（JAXA） 
［4］国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 遺伝子疾患治療研究部

【目的】宇宙滞在による微小重力下活動など力学的負荷の低下は顕著な筋委縮および骨破壊を引き
起こす。これらの回避には、運動などによる力学的負荷が有用である。本研究では、重力変化によ
る筋骨格系組織への影響を検討した。

【方法】微小重力、1G、2G環境下にてマウスを飼育し、micro-CTにより筋量および骨量を計測
した。マウスの筋および骨よりRNAを抽出し、qPCR法によりmRNA発現を解析した。

【結果・考察】宇宙滞在マウスにおいては微小重力下飼育による骨量減少が、人工重力（1G）負荷
により抑制された。一方、2G負荷により、マウスの下腿筋量および骨量は有意に増加し、筋にお
いて筋分化誘導遺伝子の発現上昇および筋分解系遺伝子の発現減少、骨においてはBMP2など骨形
成系遺伝子の発現上昇が認められた。本研究により、重力は筋骨格系の量的な維持において正と負
の変化に相関した影響を示すことが明らかとなった。
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P-37 モデル生物線虫の筋細胞崩壊時にみられるカルシウムの過剰な蓄積

⃝東谷　篤志［1］、Surabhi Sudevan［1］、門間　健太［1］

 ［1］東北大学大学院生命科学研究科

私たちは、モデル生物の一つ線虫を用いて、加齢、熱中症モデル、筋ジストロフィー病態モデル、
ミトコンドリア障害モデルなどにおいて、その体壁筋が萎縮・崩壊する際に、筋細胞質のカルシウ
ム濃度が過剰に蓄積することを見出してきた。さらに、遺伝学的な解析を中心に、筋細胞の崩壊に
至る過程には、リアノジン受容体からのカルシウムの放出を抑えること、Furinの阻害、MMPの
阻害などが、崩壊を抑制できたことから、特に、筋細胞のECM分解が一つの大きな要因であるこ
とを明らかにした。本発表では、以下の最近の成果を中心に議論したい。

Sudevan S et al. Mitochondrial dysfunction causes Ca2+ overload and ECM degradation-
mediated muscle damage in C. elegans. FASEB J. 2019 in press.

Momma K et al. Heat-induced calcium leakage causes mitochondrial damage in 
Caenorhabditis elegans body-wall muslce. Genetics. 2017, 206, 1985-1994.



−153−

P-38
線虫体壁筋筋細胞および培養細胞における 
ミトコンドリアの力学的刺激感知能の解析

⃝小林　剛［1］、伊藤　侑晃［2］、田中　瑞奈［1,2］、寺西　美佳［2］、清島　大資［3］、 
二川　健［4］、曽我部　正博［5］、東谷　篤志［2］

 ［1］名古屋大・院医・統合生理 
［2］東北大・院生命科学・分子遺伝生理 
［3］愛知医療短大・理学療法 
［4］徳島大・院医歯薬・生体栄養 
［5］名古屋大・院医・メカノバイオロジーラボ

力学的刺激（メカニカルストレス）が骨格筋恒常性維持に重要であることはよく知られている。そ
の際、力学的刺激はコスタメアやZ-discを介して受容され、nNOSやTRPV1を介してセンシング
されることが分かっているが全容解明には至っていない。我々は、筋萎縮に深く関与するミトコン
ドリア（mt）に注目し、mt（を含むオルガネラネットワーク）が力学的刺激を感知していると考え、
その仮説を検証してきた。線虫の体壁筋筋細胞では、通常、細胞内Ca2+濃度（［Ca2+］i）に同調し
てmt内Ca2+濃度（［Ca2+］mt）も変化する。しかし、［Ca2+］i変化を抑えた状態でも、線虫を弛ま
せると筋細胞の［Ca2+］mtレベルは緩やかに下降し、逆に、伸張すると［Ca2+］mtは維持された。
培養動物細胞においても同様に、［Ca2+］i変化なしに力学的刺激依存的に［Ca2+］mtが変化するこ
とを見出しており、mtがメカノセンシングに機能している可能性が示唆されている。
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P-39
Lysophosphatidic acid acyltransferase 3 (LPAAT3)  

selectively incorporates docosahexaenoic acid (DHA)  
into skeletal muscle phospholipids

⃝William Valentine［1］,  Suzumi M. Tokuoka［2］,  Sherif Mostafa［2］,   
Daisuke Hishikawa［1］,  Yoshihiro Kita［2］,  Hideo Shindou［2］,   
Takao Shimizu［2］

 ［1］国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 
［2］University of Tokyo

Adaptation of skeletal muscle to endurance-exercise-training includes transcriptional 
responses that promote increased oxidative metabolic capacity of the muscle. Although 
the mechanisms and functions are unknown, docosahexaenoic acid (DHA) is also 
increased in cell membranes of endurance-trained skeletal muscle. We identified 
lysophosphatidic acid acyltransferase 3 (LPAAT3) as an enzyme which incorporates 
DHA into phospholipids of muscle cells.
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P-40
骨格筋遺伝子発現の性差と 

骨格筋グルココルチコイド受容体（GR）の影響の解析

⃝吉川　賢忠［1］、小田　彩［1］、上原　昌晃［1］、西村　茉優［1］、山崎　広貴［1］、 
山本　元久［2］、栗原　明子［1］、田中　廣壽［2］

 ［1］東京大学医科学研究所附属病院 アレルギー免疫科 
［2］東京大学医科学研究所附属病院 抗体・ワクチンセンター免疫病治療学分野

近年、各組織の遺伝子発現性差が注目されている。今回、骨格筋遺伝子発現の性差とともに、それ
に与えるリガンド依存性転写因子GRの影響を解析した。絶食、非絶食後の20週齢雌雄の骨格筋
特異的GRKOマウス（GRmKO）及びコントロールマウス（GRf/f）腓腹筋を用いてDNAマイク
ロアレイ解析を行った。非絶食群において、雌雄各々優位に発現する遺伝子群が存在し、GRf/fと
GRmKOではそれらのレパートリーが異なった。絶食後GRf/fのみで発現が増加した遺伝子をGR
標的遺伝子と定義したところ、GR標的遺伝子には、雌雄共通・雌雄特異的遺伝子が各々存在し、
雌の方がGR標的遺伝子が多かった。また、GR標的遺伝子の遺伝子オントロジー分類パターンに
も雌雄特異性が存在した。したがって、骨格筋遺伝子発現には性差が存在し、GRがその発現に影
響を与えている可能性が示唆され、骨格筋形態・機能の性差とステロイドホルモンの関係を考える
上で興味深い結果と考えられた。
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P-41
生体マウスにおけるDicerの欠損は持久性運動による 

骨格筋適応に影響しない

⃝及川哲志［1］、李　ミンジョン［1］、本橋　紀夫［2］、前田　清司［3］、秋本　崇之［1］

 ［1］早稲田大学 
［2］東京都健康長寿医療センター 
［3］筑波大学

マイクロRNA（miRNA）が筋発生を制御する分子であることが報告されている一方、運動による骨
格筋適応におけるmiRNAの機能は十分に明らかでない。本研究では、miRNAの生合成に必須の
酵素であるDicerをタモキシフェン（TMX）誘導性に欠損するマウス（CAG-CreERT2; Dicerflox/flox: 
iDicer KO）を用いて、骨格筋の運動適応を検討した。TMX投与により骨格筋のDicer mRNAは
約95%減少したが、miRNAは最大でも約60%しか減少しなかった。すべてのiDicer KOマウス
はTMX投与の4週間後までに死亡した。2週間の自発走運動による遅筋線維やミトコンドリア量・
活性の増加に顕著な異常は認められなかったことから、生体マウスにおけるDicerの欠損は、持久
性運動による骨格筋適応に影響しないことが明らかとなった。
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P-42
Sfpq-KOマウスをモデルとした 

骨格筋代謝－筋量制御ネットワークの解析

⃝細川　元靖［1,4］、武内　章英［1］、谷端　淳［2,4］、飯田　慶［3］、武田　伸一［4］、 
萩原　正敏［1］

 ［1］京都大学大学院医学研究科 形態形成機構学教室 
［2］東京慈恵会医科大学 細胞生理学講座 宇宙航空医学研究室 
［3］京都大学大学院医学研究科 医学研究支援センター 
［4］国立精神・神経医療研究センター 遺伝子疾患治療研究部

RNA結合タンパク質SFPQの骨格筋特異的ノックアウト（KO）マウスは、著名な筋量減少を伴う
代謝性ミオパチーを引き起こす。筋の代謝異常と筋量との関連を解明することを目的としてKO―マ
ウスの筋量減少機序の解析を進めた。SFPQの制御標的遺伝子として長鎖代謝関連遺伝子を同定し、
野生型マウスにおいて筋量が大きく増加する時期とSFPQ標的遺伝子の発現が増加する時期が一致
することを見出した。SFPQは筋量が大きく成長する時期に必要となる代謝遺伝子の発現に必須で
あることが示唆された。また、KO―マウスの骨格筋におけるタンパク質合成・分解系に明確な異常
はみられなかった。これらの結果はKO―マウスではタンパク質代謝異常ではなく、エネルギー代
謝異常により筋量減少が起こっていることを示唆している。KO―マウスは全身の糖代謝異常を起こ
していたことも踏まえ、骨格筋代謝・筋量・全身代謝のネットワークについて議論したい。
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P-43
より生体に近い代謝適応を導く 

in vitro Exerciseプロトコルの確立

⃝田村　優樹［1］、鴻崎　香里奈［2］、中里　浩一［3］

 ［1］日本体育大学 体育学部 
［2］日本体育大学 体育研究所 
［3］日本体育大学 保健医療学部

主に単収縮（1-2 Hz）による電気刺激をC2C12 Myotubesに与えることで、筋収縮活動を試験管
内で再現しようとする試みがある。我々も単収縮による適応を検討してきたが、生体と同等なミト
コンドリアの適応を獲得できないといった課題に直面した。本研究では、新たに強縮条件（66 Hz）
を設け、遺伝子発現の変化・代謝適応を、運動量を揃えた単収縮と比較した。RNA-seqにより、
強縮は単収縮よりも酸化的エネルギー代謝の再編を促進する可能性が提示された。なお、強縮は単
収縮よりも大きなミトコンドリア生合成ならびに最大酸化能力の向上を実際に誘導することが生化
学解析によっても裏付けられた。さらに生体の筋収縮で認められる乳酸酸化経路の適応は、強縮の
みで観察された。したがって、強縮は、より生体に近い代謝適応を促すin vitro Exerciseモデル
として利用できる可能性がある。なお、患者iPS細胞由来の骨格筋細胞への収縮負荷試験・代謝適
応解析などで、本モデルの活用が想定される。
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P-44
活性型ビタミンDの 

agrin誘導性アセチルコリンレセプター凝集に対する役割

⃝荒川　正行［1］、我妻　玲［2］

 ［1］公益財団法人微生物化学研究会 微生物化学研究所 
［2］東京女子大学現代教養学部 心理・コミュニケーション学科

神経筋接合部（NMJ）は、運動神経末端と骨格筋を結ぶ生体内において必須なシナプスであり、そ
の破綻は幅広い神経筋疾患や加齢に伴う骨格筋の萎縮（サルコペニア）の要因の一つであると考え
られている。我々は、これらの疾患に対してNMJの制御を標的とした予防法や創薬の可能性を追
求している。そこで、NMJの形成維持に必須である運動神経末端から分泌される糖タンパク質
agrinの作用を増強する生理活性物質の探索を行っている。本研究では、様々な生理活性を有する
活性型ビタミンDが、マウス骨格筋細胞株C2C12筋菅細胞において、agrin誘導性アセチルコリ
ンレセプター凝集活性を増強したことを報告する。これらの結果は、活性型ビタミンDが骨格筋
におけるNMJ形成を制御する可能性が示唆され、現在、その分子メカニズムを解析中である。
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P-45
アンジオテンシン変換酵素2欠損マウスにおける 

  骨格筋老化形質はレニン－アンジオテンシン系活性化に起因するか？

⃝竹下　ひかり［1］、山本　浩一［1］、茂木　正樹［2］、樂木　宏実［1］

 ［1］大阪大学大学院医学系研究科 老年・総合内科学 
［2］愛媛大学大学院医学系研究科 薬理学

血圧調節を司るレニン―アンジオテンシン（RA）系の活性化は骨格筋老化を促進する事が知られて
いる。我々はRA系を活性化するアンジオテンシンII（AII）を分解するアンジオテンシン変換酵素
2（ACE2）を全身で欠損したマウスで早期より骨格筋の老化形質が見られることを報告した（JCSM. 
2018）。一方、ACE2はRA系以外にも多彩な機能を有し、ACE2欠損による骨格筋老化がRA系
活性化に起因するかは不明である。今回、我々はACE2欠損マウスとAIIを過剰産生するツクバ高
血圧（TH）マウスを用いて握力や腓腹筋における老化関連遺伝子（p16, p19, p21, p53）の発現を
比較検討した。握力についてはACE2欠損マウス、THマウスともに6・15ヶ月齢で野生型マウス
と比して有意に低かった。腓腹筋における老化関連遺伝子の発現は、ACE2欠損マウスではp16の
有意な発現増強を認め、THマウスでは野生型マウスと有意な差を認めなかった。これらのことか
らACE2欠損とRA系活性化は共に早期筋力低下を誘導するが、その機序は異なることが示唆され
る。
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P-46 マウス系統によるヒラメ筋の筋構成成分の相違

⃝友野　靖子［1］、大西　香織［1］、福島　正樹［2］、松山　誠［3］

 ［1］重井医学研究所 分子細胞生物部門 
［2］重井医学研究所附属病院 
［3］重井医学研究所 分子遺伝部門

【背景】これまで私たちは1型糖尿病モデルマウス（B6-Akita）から、早期に腎合併症を発症すると
報告があるFVB-Akitaを戻し交配により作製し、腎症が下肢筋肉組織構成成分に与える影響を検
討してきた。その過程で野生型B6とFVBマウスでヒラメ筋の筋組成に相違があることを見いだし、
詳細に検討したので報告する。

【方法】野生型C57BL/6とFVB/NJマウスの下肢筋肉（腓腹筋とヒラメ筋）を4週齢以降経時的に
採取し、遅筋、速筋などの特異抗体を用い、組織染色およびウェスタンブロット法にて検討した。

【結果・考察】ヒラメ筋において4週齢から24週齢まで、B6では速筋が遅筋より多く、逆にFVB
では遅筋が速筋より多いことが分かった。またFVBは遅筋で発現している15型コラーゲン様たん
ぱく質が多く認められた。これらはB6およびFVBマウスに特徴的な形質であると考えられ、現在、
より詳細な検討を行っている。
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P-47
腱マスター転写因子Mkxとメカニカルストレス負荷による 

人工腱様組織作製

⃝片岡　健輔［1］、千葉　朋希［1］、伊藤　義晃［2］、加藤　眞理子［1］、中道　亮［3］、 
淺原　弘嗣［1］

 ［1］東京医科歯科大学大学院 システム発生・再生医学分野 
［2］東京医科歯科大学 リサーチコアセンター 
［3］スクリプス研究所

【背景】当研究室においてはマウス胚全転写因子の発現部位を解析したwhole mount in situ 
hybridizationデータベース“EMBRYS”を構築し、本データベースにおける遺伝子発現解析より
腱特異的に発現する転写因子Mkxを新規に同定した。作出されたMkx KOマウスにおいては全身
の腱が低形成となる表現型を示した。

【目的】Mkx KOマウスの表現型はMkxが腱の腱マスター転写因子の1つである可能性を示唆し
た。今回我々はin vitroにおいて腱様組織形成を行うことを目的としMkx定常発現細胞をハイド
ロゲルに包埋し徐々にメカニカルストレス負荷を課す実験系を構築した。

【実験方法・結果】C3H10T1/2細胞株に対してレトロウイルスを用いてMkxを導入することで、
腱様細胞へと分化したMkx定常発現C3H10T1/2を作成した。in vitroにおける人工腱様組織形
成のため、本細胞をコラーゲンゲルに包埋し、その上で、細胞伸展装置を用いてメカニカルストレ
スを徐々に課した。その結果、作成された人工腱様組織は発生過程の腱と同様の構造である、細胞
とコラーゲン線維束が張力方向に水平な方向性を持って配向していることを明らかとした。

【結論・考察】以上の結果はMkxが腱の発生に関与するのみならず、メカニカルストレスに応答し
腱組織を形成するために必須な因子であることを示唆した。
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P-48
痙縮によるメカニカルストレスは 

脊髄損傷後の骨折治癒促進に寄与する

⃝崎谷　直義［1］、澤田　泰宏［2］

 ［1］国立障害者リハビリテションセンター研究所 運動機能系障害研究部 
［2］国立障害者リハビリテションセンター病院 臨床研究開発部

臨床において、脊髄損傷患者の骨折が通常の骨折よりも早く治癒することが経験されるが、その原
因は明らかになっていない。脊髄損傷後に生じる痙縮は、持続的かつ過剰な筋収縮を惹起する。一
方で、骨組織はメカニカルストレスに応答し、その形態を改変する。そのため、痙縮によるメカニ
カルストレスが、脊髄損傷後の骨折治癒促進に寄与すると考え、実験動物モデルで検証した。まず
初めに、脊髄損傷モデルラットの大腿骨に閉鎖性骨折を作製し、健常ラットの骨折治癒過程を比較
した。その結果、脊髄損傷後の骨折は通常の骨折よりも早期に骨癒合した。さらに筋弛緩薬である
A型ボツリヌス毒素の骨折部周囲筋への投与は脊髄損傷モデルラットで確認された骨折の治癒促進
を減弱させた。これらの結果から脊髄損傷後にみられる骨折の治癒促進に痙縮が寄与することが示
された。
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P-49
関節リウマチに対する足部周術期における 

BCAA栄養介入による2次性サルコペニア予防効果について

⃝辻　成佳［1］、須賀　勇和［2］、陰山　麻美子［2］、楠元　政幸［3］、島野　克朗［3］、 
礒田　健太郎［4］、橋本　淳［1］、野口　貴明［1］

 ［1］NHO大阪南医療センター 整形外科 
［2］NHO大阪南医療センター 管理栄養室 
［3］NHO大阪南医療センター 理学療法科 
［4］NHO大阪南医療センター リウマチ科

【目的】関節リウマチ（RA）の足部手術の周術期炎症ストレスに伴う筋肉量減少および筋力減少リ
スクをBCAA補給による予防効果を検討する。

【方法】対象は約2週間の下肢免荷期間を必要とする定型的足部手術を行うRA患者20例とした。方
法は上記患者を無作為にBCAA有群（10例）およびBCAA無群（10例）の両群に分けた。BCAA
投与法は、毎食後、就寝前およびリハビリ終了直後の計5回を手術前日から術後2週間の計16日
間にBCAA4000mg（20g/日）を経口摂取した。評価方法は、（1）筋肉量測定法　DXA体組成計
による筋肉量測定を術前および術後2週で行う。①四肢筋量指標（SMI：kg/m2）、②両下肢筋肉量
／身長2（kg/m2）（2）筋力測定法は、①平均両手握力、②平均両膝伸展筋力（kg）である。解析に
はWilcoxon rank sum testを用いて、P<0.05を有意とした。

【結果】SMIはBCAA有群で術前5.02/術後4.92, P = 006、BCAA無群にて術前5.09/術後4.73, 
P = 001であった。②両下肢筋肉量／身長2は、BCAA有群で術前3.97/術後3.83, P = 0.04、BCAA
無群にて術前3.89/術後3.56, P = 0.01であった。

【結論】下肢免荷期間を有するRA足部周術期における2次性サルコペニア予防のためには、筋同化
作用のあるBCAA投与は有用である可能性が示唆された。
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P-50
慢性腰痛患者におけるMR spectroscopyを用いた 

多裂筋の脂肪変性定量値と矢状面脊柱・骨盤アライメントの関連

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

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

【目的】筋脂肪変性はMR spectroscopy（MRS）を用いて筋細胞内脂肪（IMCL）と筋細胞外脂肪
（EMCL）に分けて定量的評価が可能である。IMCLは運動時にエネルギーとして消費される脂肪
で、EMCLは代謝不活性の脂肪である。本研究の目的は慢性腰痛患者を対象に多裂筋のIMCL、
EMCL、断面積と矢状面脊柱・骨盤アライメントの関連を検討することである。

【方法】罹病期間が3ヵ月以上で腰痛visual analogue score（VAS）が30以上の慢性腰痛患者45
例（男性18例、女性27例、平均年齢63.7 ± 2.1歳）を対象（腰痛群）として、L4/5レベルで多裂
筋のIMCL、EMCL、断面積と脊柱・骨盤アライメントを計測し相関を検討した。

【結果】IMCLと腰椎前弯角に有意な負の相関（r = －0.61）、体幹前傾の指標であるsagittal vertical 
axisに有意な正の相関（r = 0.45）を認めた。EMCL、断面積と脊柱・骨盤アライメントに相関を認
めなかった。

【考察】脊柱変形の要因として、構築学的な脊柱アライメント不良のみならず、背筋群の機能不全
に伴う機能的なアライメント不良も挙げられる。IMCLは運動時にエネルギーとして消費されるた
め、IMCLの増加は筋の機能不全を反映する。したがって、多裂筋のIMCLは慢性腰痛患者におけ
る脊柱アライメント異常を評価する一つの指標となりうる可能性がある。
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P-51 遅発性筋痛におけるTRPA1チャネルの役割

⃝太田　大樹［1,2］、林　功栄［2］、片野坂　公明［2,3］、村瀬　詩織［2,4］、加塩　麻紀子［5］、 
富永　真琴［6,7］、田口　徹［1,2］、水村　和枝［2,4,8］

 ［1］新潟医療福祉大学リハビリテーション学部 理学療法学科 
［2］名古屋大学環境医学研究所 神経系分野II 
［3］中部大学生命健康科学部 生命医科学科 
［4］中部大学生命健康科学部 理学療法学科 
［5］愛知医科大学医学部 生理学講座 
［6］生理学研究所 細胞生理研究部門 
［7］生命創成探究センター 温度生物学グループ 
［8］日本大学歯学部 生理学講座

本研究では、TRPA1チャネルの遅発性筋痛への関与を行動薬理学および分子生物学的手法により
調べた。遅発性筋痛モデルラットに対し選択的TRPA1阻害薬（HC-030031）を筋注し、筋機械逃
避閾値を測定した。また、TRPA1ノックアウトマウス（TRPA1 KO）および野生型マウスを用い、
腓腹筋に伸張性収縮（LC）を負荷し、筋機械逃避閾値を測定した。さらに、遅発性筋痛の末梢感作
に関わる神経成長因子（NGF）のmRNA発現をリアルタイムPCRで定量した。その結果、1）遅
発性筋痛モデルラットでは、HC-030031はLCにより低下した筋機械逃避閾値を上昇させた。2）
TRPA1 KOでは、LCによる筋機械逃避閾値の低下がみられなかった。3）TRPA1 KOではLCに
よるNGF mRNAの発現上昇がみられなかった。以上より、TRPA1はNGF産生を介した遅発性
筋痛の発症に関与することが示唆された。
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P-52
線維筋痛症モデルの脊髄後角ニューロンに対する 

抗うつ薬の抑制効果

⃝田口　徹［1］、歌　大介［2］、坪島　功幸［3］、西条　寿夫［3］、水村　和枝［4,5］

 ［1］新潟医療福祉大学リハビリテーション学部 理学療法学科 
［2］富山大学大学院医学薬学研究部 応用薬理学教室 
［3］富山大学大学院医学薬学研究部 システム情動科学講座 
［4］日本大学歯学部 生理学講座 
［5］中部大学生命健康科学部 理学療法学科

線維筋痛症（FM）は全身性の疼痛を主訴とする慢性難治性疾患である。近年、FM患者において抗
うつ薬による疼痛緩和効果が明らかになりつつあるが、その鎮痛機構は不明である。本研究では生
体アミンの枯渇剤であるレセルピンを投与したFMモデルラットを用い、痛覚情報伝達に重要な脊
髄後角表層ニューロンの活動をin vivo細胞外記録による電気生理学的手法により解析した。FM
モデルではニューロンの自発発火やその受容野への定量的機械刺激（0.07～60.0 g）に対する反応
が顕著に増大していた。これに対し、三環系抗うつ薬であるアミトリプチリン（0～1.0 mM）を脊
髄表面投与したところ、FMモデルで増大した自発発火および機械反応は投与濃度依存的に減弱し
た。以上より、抗うつ薬であるアミトリプチリンは脊髄後角表層ニューロンの活動抑制を介して
FMに対し鎮痛効果を示す可能性が示唆された。
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P-53
繰り返し寒冷ストレス（RCS）によって誘発される 

筋機械痛覚過敏の発生メカニズムの解析

⃝水村　和枝［1］、那須　輝顕［1］、久保　亜抄子［2］、山田　耕太郎［3］

 ［1］中部大学生命健康科学部 
［2］日本大学歯学部 生理学講座 
［3］ゼリア新薬工業株式会社

RCSはラットに持続の長い筋機械痛覚過敏を生じる。そのメカニズムとして下行性抑制系の機能不
全が考えられてきた。さらに筋細径線維受容器の機械反応の増強も報告されているが、感作メカニ
ズムは不明である。RCSによる筋機械痛覚過敏に筋酸性化の関与の可能性を考えた。コンドロイチ
ン硫酸（CS）は、後根神経節細胞の機械感受性電流の酸による感作を減弱する（Kubo et al, 2012）
ので、その効果を調べたところ、機械痛覚過敏はCSにより用量依存的に減弱した。筋のpHはRCS
後に低下する傾向があった。筋の酸性化機構としてV-ATPaseの活性化を仮定し、その特異的拮
抗薬bafilomycin（25μg/kg）を皮下投与したところ、筋機械痛覚過敏を減弱した。酸感受性チャ
ネルの中ではASIC3の関与が認められた。以上のことよりRCSによって筋が酸性化され、侵害受
容器が感作されている可能性が示唆された。
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P-54 DMD-nullマウスにおける伸張性収縮に対する感受性の特性

⃝檜森　弘一［1］、芦田　雪［1］、阿部　真佐美［1］、竹中　菜々［2］、櫻井　英俊［2］、 
山田　崇史［1］

 ［1］札幌医科大学大学院保健医療学研究科 
［2］京都大学 iPS細胞研究所 臨床応用研究部門

5および20週齢のWTおよびDMD-nullマウスを用い、腓腹筋の最大等尺性トルク（MIT）に対す
る伸張性収縮（ECC）の影響を比較検討した。20週齢のDMD-null群では、10、20および100回
のECCにより、48時間後のMITが低下した。一方、5週齢のDMD-null群では、100回のECC
でのみ、48時間後のMITの低下が認められた。また、100回のECC後0、3、24時間において、
両週齢のDMD-null群におけるMITはWT群に比べ低値を示すとともに、3時間後では、5週齢に
比べ20週齢のDMD-null群においてMITが低値を示した。したがって、DMD-nullマウスでは、
より少数回のECCにより筋力低下が生じ、その回復が遷延すること、また、それらは加齢ととも
に顕著化することが示された。



−170−

P-55 mdxマウス行動解析による情動障害定量的評価システムの構築

高木　篤史［1］、⃝喜納　裕美［2,3］、笠原　優子［2,3］、川上　保彦［1］、伊藤　保彦［1］、 
岡田　尚巳［2,3］

［1］日本医科大学 小児科 
［2］日本医科大学大学院医学研究科 細胞分子治療学 
［3］日本医科大学 生化学・分子生物学（分子遺伝学）

DMDでは、約30%で発達遅滞や自閉症スペクトラム障害などの中枢神経症状を合併することが知
られており、mdxマウスにおいても情動障害が報告されている。これまで、mdxマウスや筋ジス
トロフィー犬（CXMDJ）においてrAAV-μDysによる遺伝子治療により筋症状の改善は報告されて
いるが、中枢神経症状への効果は明確ではない。今回我々はmdxマウスにおける情動機能評価系
を構築し、AAV-μDysの評価を行った。4週齢以降のmdxと野生型マウスでFreezing testと、定
量的運動量解析を1個体1テストとして行った。mdxにおいてWTに比しFreezing timeの延長を
認め、運動量解析ではmdxはWTに比し平地カウント数減少や自発回転かごで回転数の減少を認
めた。中枢神経症状の発症機序は明らかでないが、今回の情動評価系によりDMD情動障害に対す
る遺伝子治療の有効性が示唆された。
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P-56 肢帯型筋ジストロフィー2A型モデルマウスの経時的変化

⃝大内　史子［1］、伊藤　義城［1］、三上　恭平［2］、土井　奈穂子［1］、秦　勝志［1］、 
小野　弥子［1］

 ［1］公益財団法人東京都医学総合研究所 カルパインプロジェクト 
［2］公益財団法人東京都医学総合研究所 基盤技術研究センター

肢帯型筋ジストロフィー（LGMD）患者の約30％を占めるLGMD2A型（カルパイノパチー）は、
CAPN3の病原性変異により思春期以降に発症し進行性の筋力低下をきたすが重症度は多様である。
CAPN3産物・カルパイン―3は骨格筋特異的なCa2+依存的Cysプロテアーゼである。プロテアー
ゼ活性欠失型カルパイン―3ノックイン（C3KI）マウスがLGMD様の症状を示すことから、プロテ
アーゼ活性欠損はLGMD2A発症の一因であると考えられる。一方、カルパイン―3ノックアウト
マウス（C3KO）はより重度のLGMD様症状を示すため、発症機構の複雑さが示唆される。
本研究ではLGMD2Aモデルマウス（C3KO及びC3KI）が呈する症状の経時的変化に注目した。
幼若期に共通して認められる筋線維の成熟遅延と、成長とともに差が顕著になる症状を解析した結
果をもとに、カルパイン-3の機能について考察する。
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P-57
日本人dysferlin遺伝子解析で見出された 

バリアントのデータベースによる検討

⃝髙橋　俊明［1］、鈴木　直輝［2］、井泉　瑠美子［3］、八木沼　智香子［4］、小野　洋也［5］、 
島倉　奈緒子［2］、大城　咲［1］、谷口　さやか［1］、下瀬川　康子［6］、馬場　徹［1］、 
大泉　英樹［1］、田中　洋康［1］、吉岡　勝［1］、割田　仁［2］、新堀　哲也［7］、武田　篤［1］、 
青木　洋子［7］、青木　正志［1］

 ［1］国立病院機構仙台西多賀病院 脳神経内科 
［2］東北大学大学院医学系研究科 神経内科 
［3］総合南東北病院 脳神経内科 
［4］国立病院機構仙台西多賀病院 臨床検査科 
［5］国立病院機構岩手病院 脳神経内科 
［6］国立病院機構仙台西多賀病院 脳神経外科 
［7］東北大学大学院医学系研究科 遺伝医療学

Dysferlin遺伝子診断を行う際、見出されたバリアントが病的な変異でよいか迷うこともある。ま
た最近は日本人でのゲノムデータベースも整備されてきた。そのため今まで見出したバリアントを
一般集団における頻度で再検討を行った。日本人337家系で見出したバリアントの効果をコード
上から予想した。日本人正常100染色体でのストップコドンの出現しないものの頻度を調べた。
TogoVar（日本人ゲノム多様性統合データベース）での頻度を参照した。ストップコドンが出現し
ないSNVsは79種が見出された。正常染色体にも見られるものはミスセンスが3種、同義置換は
9種、エクソン近傍 ± 3以遠のイントロン上のものは7種だった。データベースではこのうち34種
が登録されていて大部分で頻度に大きな違いはなかった。しかしc.3725G>A（p.R1242H）は頻
度が異なる可能性もあり診断に影響を与えるため今後検討が必要である。
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P-58 FSHD原因遺伝子産物DUX4-flの新規結合タンパク質の同定

⃝三橋　弘明［1］、武田　駿都［1］、石丸　悟史［1］、米沢　凌［2］、石浦　章一［3］

 ［1］東海大学大学院工学研究科 応用理化学専攻 
［2］東京大学大学院総合文化研究科 
［3］同志社大学生命医科学部

顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー（FSHD）はD4Z4リピート領域近傍のDUX4遺伝子の異所的な
発現が原因と考えられている。患者の骨格筋で発現しているDUX4-flタンパク質は転写因子であ
り、ZSCAN4などの初期胚特異的な遺伝子群を活性化し筋細胞に障害を与える。我々はこれまで
に、DUX4-flのC末端領域が転写活性化ドメインとして働くことを明らかにした。今回、DUX4-fl
による転写制御の機序を解明するため、C末端領域をbaitとしたGST pull-down法により新規結
合タンパク質を探索した。その結果、メディエーター複合体サブユニットMED15を同定した。
siRNAによりMED15をノックダウンするとDUX4-fl依存的なZSCAN4発現が抑制されたこと
から、DUX4-flがメディエーターを介して標的遺伝子の転写制御をおこなっている可能性が示唆
された。
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P-59
Developmental expression of human DUX4,  

the gene responsible for facioscapulohumeral muscular 
dystrophy, using novel transgenic mice

⃝平向　洋介［1］、Takako I. Jones ［1］、Peter L. Jones［1］

 ［1］ネバダ大学 リノ校

顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー（FSHD）は、顔、肩甲骨、上腕の筋肉がはじめに侵される遺伝
性筋疾患である。FSHDの原因遺伝子であるDUX4は通常体細胞において発現が抑制されている
が、骨格筋において異常に発現することによりFSHDを引き起こす。DUX4遺伝子は霊長類に特
異的に保存されているため、胚発生段階や成体組織においてDUX4の発現がどのようにコントロ
ールされているかは不明な点が多い。そこで我々は、以前、ヒト骨格筋培養細胞において同定した
ヒトDUX4エンハンサー╱プロモーター領域を用い、その制御下でCreを発現する遺伝子改変マ
ウスを樹立した。このマウスとR26NZGレポーターマウス（Cre発現細胞においてCAGプロモータ
ー制御下でLacZを発現する）を交配させることでDUX4発現細胞の系譜をX-gal染色により可視
化しようと試みた。その結果、胚発生10.5日に第二鰓弓、14.5日に顔面筋（第二鰓弓由来）にLacZ
陽性細胞が観察された。成体組織においては、ヒトの精巣でDUX4の発現が高いことと一致して、
精巣では再現性良く陽性細胞が認められたのに対して、骨格筋を含むその他の組織では、個体によ
るばらつきがあり、様々な染色パターンを示した。また、筋損傷後10日目の中心核を有する再生
筋においても陽性細胞が認められた。これらのLacZ陽性細胞の染色パターンにはFSHDの表現型
と類似点があり、今後さらに解析を進めることでFSHDの病態におけるDUX4発現制御の理解に
貢献することが期待される。
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P-60
エメリン欠損はLmnaH222P/H222Pマウスの 

骨格筋と心筋に異なる影響を与える

⃝和田　英治［1］、華藤　恵美［1］、山下　香［1］、國場　寛子［2］、林　由起子［1］

 ［1］東京医科大学 病態生理学分野 
［2］東京医科大学 医学総合研究所

核膜病は核内膜および核ラミナに存在するタンパク質の異常が原因で、様々な疾患を引き起こす。
その中でエメリー・ドレイフス筋ジストロフィー（EDMD）は、エメリンやラミンA/Cの遺伝子異
常によって起こり、筋力低下、心伝導障害、関節拘縮を主病変とする。EDMD患者やモデルマウ
スでは核の形態異常が高頻度に認められることから、核膜が核の構造や形態維持に重要な役割を果
たすことが示唆されているが、病態への関与についてはよく分かっていない。我々は、ほとんど筋
ジストロフィー症状を呈さないエメリン欠損（Emd）マウスと進行性の心障害を起こすラミンA/C
変異導入（H222P）マウスを交配させた二重変異（EH）マウスを作出した結果、EHマウスは若齢
から骨格筋にのみ障害が認められた。また、H222Pマウス同様に30週齢頃に進行性の心障害で死
亡することが明らかとなった。これらの結果から、核膜タンパク質の相互作用が組織間で異なるこ
とが示唆された。
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P-61 HSPB8ミオパチーにおけるタンパク質凝集体の解析

⃝川幡　由希香［1］、川原　玄理［1］、井上　道雄［2］、西野　一三［2］、林　由起子［1］

 ［1］東京医科大学 病態生理学分野 
［2］国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 疾病研究第一部

凝集体の形成を特徴とする遺伝性筋疾患である筋原線維性ミオパチーの症例から、HSPB8遺伝子
の新規変異を同定した。低分子ヒートショックプロテインであるHSPB8は、タンパク質の変性や
凝集を防ぎ、シャペロン介在性選択的オートファジー（CASA）の経路を介して、異常タンパク質
を分解する役割を担っている。これまでにHSPB8の変異が神経筋障害や心筋症の原因であること
が報告されているが、その詳細な発症機構は明らかではない。そこで本研究では、HSPB8ミオパ
チーの発症機構の解明を目的として、HSPB8の新規変異を導入したゼブラフィッシュおよび培養
細胞を用いて、表現型や細胞内凝集体の解析を行った。その結果、HSPB8の新規変異はゼブラ
フィッシュの形態や筋構造の異常、さらに凝集体の形成を引き起こした。また凝集体には、変異型
HSPB8と共にCASA関連分子が含まれていた。これらのことからHSPB8によるタンパク質の品
質管理システムに障害が生じることで、HSPB8ミオパチーが発症する可能性が考えられた。
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P-62
終板AChE欠損症と筋ジストロフィーモデルにおける 

細胞外タンパクを標的にしたタンパク係留療法

⃝伊藤　美佳子［1］、大野　欽司［1］

 ［1］名古屋大学医学系研究科 神経遺伝情報学

細胞外マトリックスタンパクは、細胞表面上に発現しているタンパク質に対して特異的結合親和性
を有している。そのため、細胞内タンパク質とは対照的に、遺伝子治療においても遠隔組織で発現
した導入遺伝子産物を特異的結合シグナルを用いて標的組織に伝達し係留することができる。
ここでは2つの疾患モデルへのタンパク質係留療法を応用した。終板アセチルコリンエステラーゼ

（AChE）欠乏症のCollagen Q欠損モデルマウスに対してAAV8-COLQを静脈内投与し、神経筋
接合部のAChE活性の回復、運動機能の改善、神経筋接合部の微細構造の改善が認められた。また、
デュシェンヌ型筋ジストロフィーのモデルであるmdxマウスに、アデノ随伴ウイルスAAV8-
Biglycanを静脈内注射すると、筋組織においてutrophinおよびdystrphin複合体タンパク質の発
現増加がみられ、運動障害、筋組織病理像の緩和、血漿クレアチンキナーゼ活性の低下が示された。
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P-63
ナノバブルと超音波併用による 

骨格筋へのmRNAデリバリーシステムの開発

⃝根岸　洋一［1］、韮沢　慧［1］、三橋　佑介［1］、髙橋　葉子［1］、鈴木　亮［2］、 
丸山　一雄［2］

 ［1］東京薬科大学 薬学部 
［2］帝京大学 薬学部

【目的】近年、デュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）の遺伝子治療法として、ゲノム編集ツー
ルをRNAの状態で細胞内送達するDDSの開発が重要視されている。これまでに当研究室では、超
音波応答性ナノバブル（NB）と超音波照射併用により、プラスミドDNAやアンチセンス核酸の骨
格筋への導入が可能となることを示してきた。そこで本研究では、NBと超音波照射併用によるマ
ウス骨格筋へのRNAデリバリーの可能性を検証した。

【方法】ICRマウスの脛部筋組織内にNBと超音波照射併用によるLuciferase mRNAの導入を試
みた。その後の発現パターンをin vivoイメージング装置にて評価した。

【結果・考察】NBとレポーター遺伝子のmRNAの混合溶液を投与した場合、超音波照射群は非照
射群に比べて顕著な遺伝子発現が認められた。また、Luciferase mRNAの発現は、従来のプラス
ミドDNA導入と比べ、早期な発現パターンを示した。以上のことから、NBと超音波照射の併用
法は、骨格筋への有用なRNAデリバリーシステムとなりうることが期待される。
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P-64
Development of an oligonucleotide delivery system  

based on adeno-associated virus empty capsids

⃝Posadas-Herrera Guillermo［1］,  Masuda Chiaki［1,2］,   
Hayashita-Kinoh Hiromi［1,2］,  Miyagawa Yoshitaka［1,2］,  Okada Takashi［1,2］

 ［1］ Department of Biochemistry and Molecular Biology, Nippon Medical School, Tokyo, 
Japan

 ［2］Division of Cell and Molecular Therapy, Nippon Medical School, Tokyo, Japan

Morpholino oligomers are nucleic acid analogues that can be used to restore the reading 
frame for exon skipping in DMD. Using packaging sequences, it is possible to introduce 
nucleic acids into AAV capsids to be delivered with efficiency. We examined this method 
to package oligomers capable of inducing exon-skipping. DNA oligomers were combined 
with packaging sequences and transfected to HEK293 cells and we evaluated the 
introduction efficiency using qRT-PCR. DNA oligomers were efficiently encapsidated into 
the AAV empty particles. We demonstrated a method for specific, efficient packaging 
into AAV-EPs of nucleic acid oligomers including artificial analogues such as LNAs.
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P-65
PMOはCav3を介したエンドサイトーシスにより 

H2k-mdx52筋管に取り込まれる

⃝大野　泰輔［1］、滝澤　歩武［1］、溝部　吉高［1］、原　裕子［1］、マリア ツゥオムプラ［1］、 
橋本　泰昌［1］、ジョエル ノルディン［1］、戸根　祐一郎［1］、冨成　司［2］、 
稲田　全規［2］、宮浦　千里［2］、武田　伸一［1］、青木　吉嗣［1］

 ［1］国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 遺伝子疾患治療研究部 
［2］農工大・院・生命工

【背景・目的】デュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）はDMD遺伝子の変異により発症する難
治性疾患である。我々はDMDを対象にモルフォリノ核酸（PMO）を用いたエクソン・スキップ薬
の開発を進めているが、不十分なPMOデリバリーを改善するためには、筋細胞へのPMO取り込
み分子機序の解明が重要である。DMDモデルであるmdx52マウス細胞膜では直径50～100 nm
のフラスコ状の凹みであるカベオラ数の増加が認められる。本研究では、マウス骨格筋由来のDMD
モデル細胞株であるH2k-mdx52細胞を対象に、筋特異的に発現し、カベオラの形成にも関与する
タンパク質であるCav3とPMO取り込みの関連について検討を行った。

【結果】H2k-mdx52細胞の分化誘導過程において、Cav3のmRNA発現およびCav3, Cavin1の
タンパク質発現は経時的に増加した。さらに、H2k-mdx52筋管においてCav3, Cavin1のタンパ
ク質発現量は野生型と比較して有意に高い値を示した。また、siRNAによるCav3のノックダウン
によりジストロフィンmRNAのエクソン・スキップ効率が低下した。

【考察】ジストロフィン欠損筋膜ではCav3の発現レベルが上昇すること、PMOはCav3を介した
エンドサイトーシスによりH2k-mdx52筋管に取り込まれる事が分かった。現在、ジストロフィン
欠損下でCav3の発現が上昇する機序について検討を進めている。
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P-66
メクロジンは骨格筋の増加を促進し、 
mdxマウスの運動機能を向上させる

⃝川村　佑介［1］、大河原　美静［2］、石塚　真哉［2］、飛田　哲郎［3］、松下　雅樹［2］、 
平岩　秀樹［2］、伊藤　美佳子［1］、増田　章男［1］、石黒　直樹［2］、大野　欽司［1］

 ［1］名古屋大学医学部 神経遺伝情報学教室 
［2］名古屋大学医学部 整形外科 
［3］名古屋第2赤十字病院 整形外科

【目的】drug repositioningにより探索されたメクロジンの骨格筋増加に対する効果の検討

【方法】ヒトHu5/KD3筋芽細胞の増殖能をMTS assayにより測定、増殖薬としてメクロジンを同
定した。MyoD等の筋特異的因子の発現をウェスタンブロットにて解析し、細胞増殖能をBrdU 
ELISAにて測定し、形態学的分析も行った。筋ジストロフィーモデルのmdxマウスにメクロジン
を経口投与し、体重、傍脊柱筋断面積、下腿三頭筋等の筋重量の測定と行動機能解析を行った。

【結果】メクロジンの処理によりHu5/KD3細胞の増殖は促進され、筋管細胞への分化が遅延した。
また、メクロジンを投与したmdxマウスでは、体重、筋断面積、筋重量が増加し、運動機能が向
上した。

【考察】メクロジンは、筋芽細胞の増殖を維持し骨格筋増加を促進させることで、運動能力を向上
させたと考えられ、筋再生治療への臨床応用が期待される。
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P-67
Improvement of human induced pluripotent stem  

cells (hiPSCs) ― based therapy of Duchenne muscular  
dystrophy by using Mesenchymal stem cells (MSCs)

⃝Ahmed Elhussieny［1］,  Ken’ichiro Nogami［1］,  Fusako Sakai-Takemura［1］,   
Yusuke Maruyama［1］,  Shin’ichi Takeda［1］,  Yuko Miyagoe-Suzuki［1］

 ［1］ Department of Molecular Therapy, National Institute of Neuroscience,  
National Center of Neurology and Psychiatry, Tokyo, Japan

MSC secrete paracrine factors necessary for skeletal muscle growth.
Therefore, co-transplantation of hiPSC-derived myogenic cells with MSCs may improve 
the efficiency of engraftment and differentiation of transplanted cells. We induced MSCs 
(iMSC) from two hiPSCs lines. iMSC differentiated into trilineage lines and expressed 
MSC markers. iMSCs showed higher proliferative potential compared with human bone 
marrow derived MSCs (BM-MSCs). Coculture of human myoblasts with human iMSCs, 
or BM-MSCs promoted myoblast differentiation. In the meeting, we will report the result 
of co-transplantation into skeletal muscle of immunodeficient mdx mice.
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P-68
DMD遺伝子exon46-55欠失変異を持つDMD患者 

iPSC由来心筋細胞に対するexon 45 skip治療に関する研究

⃝佐藤　充人［1］、宮崎　大吾［1］、柴　直子［2］、柴　祐司［2］、越後谷　裕介［3］、 
横田　俊文［4］、青木　吉嗣［5］、武田　伸一［5］、中村　昭則［1］

 ［1］信州大学医学部 脳神経内科／リウマチ膠原病内科 
［2］信州大学先鋭領域融合研究群 バイオメディカル研究所 
［3］日本大学生物資源科学部 獣医学科 
［4］Department of Medical Genetics, University of Alberta 
［5］国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 遺伝子疾患治療研究部

【背景】DMD遺伝子exon 45-55欠失患者は軽症のBMDの臨床像をとる。我々はexon 45-55は
欠失変異のホット・スポットであり、exon 45-55 skip治療を行うことができれば多くのDMD患
者を軽症化できる可能性を指摘してき。DMD患者の最大の予後規定因子は心不全や不整脈である
ことから、DMD患者由来のiPSCから作成した心筋細胞を用いて、心筋障害の病態・治療効果を
評価できる可能性がある。

【目的】DMD患者iPSC由来心筋細胞に対してexon skip治療を行い、ジストロフィンの発現が回
復することによる心筋の機能回復について検討する。

【方法】DMD遺伝子エクソン46-55欠失DMD患者の末梢血リンパ球からiPSCを樹立し、心筋細
胞に分化誘導を行った。分化心筋細胞にアンチセンス核酸モルフォリノを用いてexon 45 skipを
誘導し、イン・フレーム化することでジストロフィンの発現回復を行なった。Fluo-4を用いたCa
イメージングを行い、exon skip治療による変化を観察した。

【結果】モルフォリノ容量依存的にexon skipが誘導され、ジストロフィンの発現回復を確認した。
Exon skip治療後の心筋細胞では優位に不整脈細胞の減少がみられた。

【結語】DMD患者心筋細胞ではジストロフィンの発現回復によりCaの細胞内流入の改善が認めら
れ、心筋細胞の機能改善の可能性が示唆された。
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P-69
マイオスタチン阻害ペプチドによる 
筋ジストロフィー治療の基盤研究

⃝大澤　裕［1］、深井　雄太［1］、丹田　和恵［1］、藤野　雅広［2］、西松　伸一郎［3］、 
砂田　芳秀［1］

 ［1］川崎医科大学 神経内科学 
［2］川崎医科福祉大学 健康体育学科 
［3］川崎医科大学 自然科学

マイオスタチンは筋細胞から産生され筋量を負に制御するTGF-β分子で、血中ではN末端プロド
メインが、C末端活性ペプチド（リガンド）を非共有結合で包含し活性を抑制する不活性型複合体
を形成していることが知られていた。われわれは、プロドメイン全長から29アミノ酸残基で構成
される阻害活性中心（IC）領域を同定した。ICには、多くのTGF-β分子で保存されているα-helix
配列が認められたが、その阻害活性は、マイオスタチン特異的であった。ICを、哺乳類細胞に発
現させると、リガンドばかりでなく、2種類の膜受容体と共発現・共局在、逆にプロドメイン全長
からICを欠損させると、阻害活性は消失した。ICペプチドの静注により筋ジストロフィーモデル
マウスの筋萎縮と筋力低下が改善した。プロドメインには、筋細胞表面でリガンド―膜受容体結合
を特異的に阻害する、これまで知られていなかった骨格筋量の制御機構がある。
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P-70
悪性高熱症モデルマウスを用いた 

新規1型リアノジン受容体阻害薬の治療効果の検討

⃝村山　尚［1］、山澤　徳志子［2］、小林　琢也［1］、呉林　なごみ［1］、野口　悟［3］、 
井上　高良［3］、井上　由紀子［3］、森　修一［4］、飯沼　大翔［4］、間中　紀暁［4］、 
湯浅　磨里［4］、影近　弘之［4］、西野　一三［3］、櫻井　隆［1］

 ［1］順天堂大・医・薬理  
［2］慈恵医大・分子生理 
［3］国立精神・神経医療研究センター 
［4］医科歯科大・生材研

1型リアノジン受容体（RyR1）は骨格筋筋小胞体のCa2+遊離チャネルであり、その遺伝子変異は
Ca2+誘発性Ca2+遊離（CICR）を亢進して、悪性高熱症（MH）をはじめとした種々の筋疾患を引
き起こす。したがって、亢進したCICRを阻害する薬物はこれらの疾患の治療薬となる。われわれ
は、小胞体内Ca2+濃度を指標としたスクリーニング法により新規RyR1阻害薬としてオキソリン
酸を見出し、構造展開によって親和性の高い誘導体を開発した。この誘導体の治療効果を検討する
ためヒトMH変異をRyR1遺伝子に導入したノックインマウスを作出した。ヘテロマウスはイソフ
ルラン麻酔により体温が急上昇するMH様症状を示して死亡した。オキソリン酸誘導体は前投与で
体温上昇を阻害した。体温上昇中のマウスに投与すると体温低下を引き起こし、致死を抑制した。
以上の結果から、オキソリン酸誘導体はMHの予防および治療に有用であることが示された。
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P-71 「筋ジストロフィーの病型診断を進めるための手引き」の作成

⃝尾方　克久［1］、松浦　徹［2］、石垣　景子［3］、白石　一浩［4］、池田（谷口） 真理子［5］、 
松村　剛［6］

 ［1］国立病院機構東埼玉病院 臨床研究部／神経内科 
［2］自治医科大学 神経内科 
［3］東京女子医科大学 小児科 
［4］国立病院機構宇多野病院 小児神経科 
［5］藤田医科大学病院 臨床遺伝科 
［6］国立病院機構大阪刀根山医療センター 臨床研究部／脳神経内科

【目的】筋ジストロフィーは病型診断が困難な場合が多い一方、新規治療開発の進歩により正確な
診断の必要性が増している。このため、筋疾患が専門でない神経内科医・小児神経科医が病型診断
を的確に進めるための手引きを作成する。

【方法】対象として、多くの病型を含み臨床像が多彩で、他の疾病との鑑別も重要な先天性筋ジス
トロフィー（CMD）と肢帯型筋ジストロフィー（LGMD）、および筋強直性ジストロフィー（DM）
が疑われ遺伝学的にDM1が否定されたときの鑑別診断に資するためDMを採り上げた。厚生労働
科学研究班の研究分担者が執筆し、日本神経学会・日本小児神経学会の承認を得て公開する。

【結果】フローチャートを用い、病理・遺伝学的検索機関をできるだけ記載するなど、実用に資す
るための工夫を行った。研究班内で査読した後、2学会に承認を申請し、受審中である。

【結語】この手引きによる診断効率の向上を期待する。今後有用性を検討し、随時改訂を行う。
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P-72
本邦筋ジストロフィー病棟における福山型先天性 

筋ジストロフィーの臨床経過：呼吸・栄養管理導入と生命予後

⃝村上　てるみ［1］、尾方　克久［1］、鈴木　幹也［1］、高橋　俊明［2］、久留　聡［3］、 
齊藤　利雄［4］

 ［1］国立病院機構東埼玉病院 臨床研究部／神経内科 
［2］国立病院機構仙台西多賀病院 脳神経内科 
［3］国立病院機構鈴鹿病院 脳神経内科 
［4］国立病院機構大阪刀根山医療センター 脳神経内科／小児神経内科

【目的】福山型先天性筋ジストロフィー（FCMD）への呼吸・栄養管理導入の実態および生命予後
と死因を明らかにする。

【方法】1999～2013年の国立筋ジストロフィー病棟入院患者データベースに登録されたFCMD患
者135例の情報を対象に、人工呼吸と流動栄養の導入時期、死亡年齢と死因を集計した。

【結果】人工呼吸は94例に導入され、導入年齢がわかる70例の平均は25.1 ± 6.1歳であった。47
例は気管切開人工呼吸に至った。流動栄養は96例に導入され、導入年齢がわかる35例の平均は
25.5 ± 5.6歳であった。調査期間に死亡した53例の平均死亡年齢は27.3 ± 7.3歳で、死因は心不
全、呼吸不全、呼吸器感染症、突然死の順に多かった。

【考察】小児専門医療機関や患者登録事業からの既報と比べ、今回の報告は経過が遅い傾向にあっ
た。この進行速度の多様性はFKTN遺伝子変異だけでは説明できないと思われ、病態修飾因子の
探索が望まれる。
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P-73
Remudy登録項目案に基づいた 

当院眼咽頭型筋ジストロフィー症例の解析

⃝山下　賢［1］、道鬼　つかさ［1］、俵　望［1］、原　健太朗［1］、安東　由喜雄［1］、 
中村　治雅［2］、小牧　宏文［2］

 ［1］熊本大学大学院生命科学研究部 脳神経内科学 
［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

眼咽頭型筋ジストロフィーは、PABPN1遺伝子エクソン1領域のGCNリピート伸長により進行性
の嚥下障害、眼瞼下垂、四肢近位筋筋力低下を呈する。本研究では、計画中のRemudyによる登
録項目案に基づいて当施設症例の臨床病理学的特徴を検討した。6症例（男性3例、女性3例）のう
ち、全例で縁取り空胞線維を伴う筋原性病理変化とヘテロ接合性の13回GCNリピート伸長を認
めた。初発症状は下肢筋力低下および嚥下障害が2例ずつ、眼瞼下垂、外眼筋麻痺、嚥下障害が1
例ずつであり、初発症状から他の症状への伸展は多様であった。頭部MRIでは内側翼突筋の萎縮
や舌の脂肪変性、下肢骨格筋MRIでは大臀筋や大内転筋、大腿二頭筋などに脂肪変性を伴う萎縮
を認めた。VE・VFにおいて咽頭クリアランス不良と鼻咽腔閉鎖不全、舌根後退・咽頭収縮の障害
を認めた。初発症状や症状の伸展パターンは臨床的に多様である一方、高頻度に嚥下障害を認め、
定期的なVEやVFによる評価は不可欠である。
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P-74
骨格筋症状に対し、重度の心筋障害に呈した 

ベッカー型筋ジストロフィーの一例

⃝小牧　遼平［1］、森　まどか［1］、橋本　泰昌［2］、大矢　寧［1］、滝澤　歩武［2］、 
南　成祐［3］、西野　一三［4］、青木　吉嗣［2］、髙橋　祐二［1］

 ［1］国立精神・神経医療研究センター病院 脳神経内科 
［2］国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 遺伝子疾患治療研究部 
［3］国立精神・神経医療研究センター病院 臨床検査部 
［4］国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 疾病研究第一部 
［5］国立精神・神経医療センター メディカル・ゲノムセンター

骨格筋と心筋障害の重症度が著明に乖離したベッカー型筋ジストロフィー（BMD）症例のジストロ
フィン（DYS）分子発現を検索し、乖離の原因を考察した。
症例は39歳男性。20歳代に軽度の下肢筋力低下を自覚。29歳、数日間の経過で発症した重度拡張
型心筋症に対し左室形成術を施行した際の生検筋DYS免疫組織化学染色は正常だった。35歳、上
腕二頭筋生検施行、DYS染色はfaint and patchyでDMD遺伝子のイントロン4の5 ス̓プライス
部位に点変異（c。264+1G>A）を認めBMDと診断した。RT-PCRでは骨格筋心筋共にDMDの
エクソン4のスキップがあり、ウエスタンブロット法ではDYS蛋白量は骨格筋で正常骨格筋対照
の20%に低下、心筋では91%と正常で、DYS蛋白量は心筋と骨格筋の臨床症状の乖離の原因では
ないと考えた。BMDでは心筋にエクソン4を欠いた内部短縮型DYSが正常量発現していても重度
の心筋障害を呈する症例があり注意を要する。
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P-75 CT骨格筋量測定自動化の精度向上

⃝中山　貴博［1］、君塚　城治［2］

 ［1］横浜労災病院 神経筋疾患部 
［2］楽天ソシオビジネス（株） マーケティングサービス部 テクニカルビジネスグループ

【目的】我々は筋ジストロフィー患者の骨格筋CT画像について、推定関数を用いた筋量定量方法
を報告し、4年間の有意な筋量減少を示せた（BMJ Open 2013）。その際、骨格筋外の皮膚や皮下
血管を手動消去する必要があった。昨年度の本学会で、推定関数処理画像上で骨格筋外縁を皮下脂
肪のノイズから算出し、骨格筋外組織を除去、骨組織内も同様に除去するソフトを改良した。そこ
で骨格筋外組織を除去精度向上について報告する。

【方法】既報告で使用した、12名の患者（顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー4名、筋強直性ジスト
ロフィー6名、肢帯型筋ジストロフィー2名）の大腿中央部上下7cm、計14cm区間の大腿部骨格
筋CT画像を用いた。手動処理、前バージョンのソフトでの処理、改良したソフトでの処理で算出
した骨格筋量を比較した。

【結果】前バージョンのソフトより骨格筋外組織を除去精度が向上し、骨格筋量も300cm3～3400 
cm3とほぼ同一であった。3者の各2者間の相関係数は全てr>0.9と高値であった。

【考察】手動自動ともほぼ同様の値が得られたが、推定関数処理では骨格筋組織の概形での演算の
ため、病状および個人差から生じる各組織の形状と位置を完全補正するには限界があることがわ
かった。そこで次に推定関数処理を特徴点として機械学習実装を進める。
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P-76 封入体筋炎の患者アンケート調査

⃝鈴木　直輝［1］、森　まどか［2］、山下　賢［3］、木村　円［3］、竪山　真規［4］、 
井泉　瑠美子［5］、小野　洋也［4］、高橋　俊明［6］、西野　一三［7］、青木　正志［1］

 ［1］東北大学神経内科 
［2］国立精神・神経医療研究センター病院 脳神経内科 
［3］熊本大学大学院生命科学研究部 神経内科学 
［4］国立岩手病院 脳神経内科 
［5］総合南東北病院 脳神経内科 
［6］仙台西多賀病院 脳神経内科 
［7］国立精神・神経医療研究センター神経研究所 疾病研究第一部

封入体筋炎（以下sIBM）は主に50歳以上で発症する慢性進行性の筋疾患である。大腿四頭筋や手
指・手首屈筋の障害が強く、嚥下障害を合併する。本研究の目的は患者アンケートによりsIBMの
病状や治療の現状を明らかにすることである。2016年11月から2017年3月の間にsIBM患者106
名から回答を得た。男性77名、女性29名、初発年齢は平均62.15歳、病態進行のマイルストンと
してしゃがみ立ち不能が66.31歳、杖歩行が68.84歳、ペットボトルの開閉不能が70.3歳、食事で
むせるのが70.97歳、車椅子使用が71.45歳だった。治療の有無と立ち上がり不能時期をカプラン
マイヤー法で解析するとステロイド投与の有無は影響しなかった（p = 0.224）。一方で免疫グロブ
リン大量静注療法投与歴がある患者では有意に立ち上がり可能な期間が延長していた（p = 0.038）。
後方視的解析でありプロトコルが一定せず治療選択のバイアスの影響はあると考えた。前向き研究
の必要性が示唆された。
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P-77 炎症性筋疾患におけるHLA-classⅡ抗原発現の解析

⃝兒玉　憲人［1］、橋口　昭大［1］、樋口　逸郎［2］、髙嶋　博［1］

 ［1］鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 神経病学講座 脳神経内科・老年病学 
［2］鹿児島大学医学部保健学科 理学療法学専攻 基礎理学療法学講座

炎症性筋疾患の筋病理組織において、炎症細胞浸潤に加えて筋細胞膜上のHLA-class I抗原の発現
亢進があり、European Neuromuscular Centre（ENMC）の診断基準でも重要視されている。し
かし、HLA-class II抗原発現については症例によって様々であり、病態との関与は不明な点も多
い。今回我々は、2018年4月～2019年3月に当施設で病理学的に炎症性筋疾患と診断した35症
例について、臨床症状と自己抗体、HLA-class I（HLA-ABC）抗原・HLA-class II（HLA-DR）抗
原の発現と関連を検討した。筋細胞膜上のHLA-class I抗原は全例でびまん性に発現亢進していた。
HLA-class II抗原は、ミトコンドリア異常（チトクロームc酸化酵素（cytochrome c oxidase：
CCO）欠損やコハク酸脱水素酵素（succinate dehydrogenase：SDH）濃染線維）を伴った3例
はすべてびまん性に亢進、抗ARS抗体陽性4例中3例で筋束周囲優位の発現亢進を認めた。筋束
周囲萎縮（perifasicular atrophy）を伴った2例はいずれも筋束周囲に発現亢進していた。炎症性
筋疾患においてHLA-class II抗原発現で自己抗体や病態を推定できることが示唆された。若干の
考察を加え報告する。
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P-78
Perifascicular HLA-DR expression  

in anti-synthetase syndrome 

⃝Jantima Tanboon［1］、Michio Inoue［1］、Shinya Hirakawa［2］、 
Hisateru Tachimori［2］、Ichizo Nishino［1］

 ［1］ Department of Neuromuscular Research, National Institute of Neuroscience (NIN), 
National Center of Neurology and Psychiatry (NCNP), Tokyo, Japan

 ［2］Translational Medical Center (TMC), NCNP, Tokyo, Japan

Method: We reviewed 574 IIM (n = 574: ASS = 183, non-ASS = 319) and categorized HLA-
DR positivity into 5 patterns and postulated significant expression for large number of 
continuous fibers with perifascicular (PF)localization involving at least one side of a 
fascicle. 
Result: PF HLA-DR expression is most common in ASS (36.6%) esp. in anti-Jo1 myopathy 
(58.9%) with specificity of 97.2%. Positive predictive value of PF HLA-DR expression to 
diagnose ASS in MxA negative case is 97.1%. 
Conclusion: Perifascicular HLA-DR expression is relatively specific for ASS and a 
combination of perifascicular HLA-DR positive and MxA negative is highly suggestive of 
ASS.
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P-79 重症筋無力症患者へのペムブロリズマブ使用経験

⃝石井　亜紀子［1］、横山　みなと［2］、辻　浩史［1］、藤井　靖久［2］、玉岡　晃［1］

 ［1］筑波大学 医学医療系神経内科 
［2］東京医科歯科大学 泌尿器科

免疫チェックポイント阻害薬（ICI）は画期的な癌治療法だが、免疫関連有害事象が問題となる。全
身型重症筋無力症（MG）の尿路癌治療にICIのペムブロリズマブ（PB）を安全に使用できた症例を
報告する。
症例は58歳時に眼瞼下垂と全身倦怠感が出現。精査で抗Ach-R抗体陽性MGと診断した。ステロ
イド（PSL）内服、胸腺摘除術後、症状は改善し、少量PSLで症状なく過ごしていた。69歳時に血
尿で泌尿器科受診。腎盂尿管と診断され、小切開内視鏡下右腎および尿管切除後化学療法を行うも、
肝・リンパ節転移が出現し、PBを開始した。抗ACh-R抗体は、PB開始前は3.4 nmol/L、3回目
には10.9に上昇したがMGの症状はなかった。8回投与後には7.0、10回後には3.2まで減少した。
MG患者でも安全にPBを使用できる可能性があり、免疫関連有害事象をおそれて、癌治療の機会
を逸しないようにする必要がある。
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P-80 ルビプロストンが有効であった先天性ミオトニーの一例

⃝福留　隆泰

 NHO長崎川棚医療センター

症例は12歳の男児で下肢の痛みとこわばりを主訴に受診。4歳頃から転びやすく7歳頃から寒いと
きや運動をした後で下肢の筋肉が収縮して痛みがあった。10歳頃から手のこわばりも出現。症状は
次第。脱力発作により繰り返し立ち上がることができなくなっていた。prolomged 3 Hz repetitive 
nerve stimulation (3Hz-PRNS) testでは95％の振幅低下を認めた。遺伝子検索でCLCN1遺伝
子のエクソン13にP480T変異をエクソン16にR626X変異を認め確定診断に至った。メキシレチ
ンを開始し300mgまで増量したが効果が不十分で、副作用も勘案してルビプロストンを追加投与
したところ症状は改善し3Hz-PRNSでも78％の振幅低下に改善を認めた。患児は現在19歳になる
が有害事象なく内服を継続できている。ルビプロストンはCIC-2塩素チャネルの活性化作用を有す
るが、CIC-1塩素チャネルに対する何らかの作用があり先天性ミオトニアの症状を緩和する可能性
が考えられる。
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P-81
Lipodystrophy in Neutral Lipid Storage Disease  

with Myopathy

⃝Luh Ari Indrawati［1］,  Rasha El Sherif［2］,  Montse Olivè［3］,  Yoshihiko Saito［1］,   
Masashi Ogasawara［1］,  Jantima Tanboon［1］,   
Theerawat Kumutpongpanich［1］,  Wakako Yoshioka［1］,  Mariko Okubo［1］,   
Michio Inoue［1］,  Ichizo Nishino［1］

 ［1］ Department of Neuromuscular Research, National Institute of Neuroscience, National 
Center of Neurology and Psychiatry (NCNP), Tokyo, Japan

 ［2］Myo-Care Center, Cairo, Egypt. 
［3］Institutet de Neuropatologia, IDIBELL-Hospital de Bellvitge, Barcelona, Spain

Among hereditary lipodystrophy syndrome, only LMNA, PTRF and PSMB8 mutations 
accompany myopathy. We found 2 patients with neutral lipid storage disease with 
myopathy had lipodystrophy. They had homozygous mutation of c.896_897insCCTA 
and c.613dupC, respectively, in PNPLA2 gene. Our findings raise a possibility that 
PNPLA2 mutations may cause not only myopathy but also lipodystrophy.
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P-82
Fibrodysplasia Ossificans Progressiva 2例における 

非骨化部位の検討

⃝荒畑　創［1］、井下　恒平［1］、渡邉　暁博［1］、河野　祐治［1］、山本　明史［1］、 
笹ヶ迫　直一［1］

 ［1］国立病院機構大牟田病院 脳神経内科

進行性骨化性線維異形成症（FOP）は全身の異所性骨化が進行性に認められるACVR1遺伝子変異
（殆どはR206H変異）に起因する指定難病である（1/200万人）。異所性骨化外症状として、母趾
先天形態異常、母指短縮、禿頭、聴力障害を伴う。
当院長期入院中FOP患者は2名。
1名は、68歳女性。両側第1趾短縮。10歳より頸部運動障害、徐々に全身関節拘縮、異所性骨化
が進行。39歳から顎運動障害、開口不能。ACVR1のR206H変異を認めFOP診断。
もう1名は、74歳男性。両手短親指及び両親趾欠損。10歳より肩可動域制限にて発症。15歳、膝
関節屈曲不能。18歳、肘関節屈曲不能。36歳、歩行不能。37歳、開口制限。ACVR1のG356D
変異を認めFOP診断。
2名共、終日臥床状態、禿頭、感音性難聴を認めた。
変異の違うFOP患者、約70歳にて自発呼吸、経口摂取、外眼筋運動、発声が可能と特徴的であっ
た。3D-CT上これら部位の異所性骨化は認められなかった。文献的にこのような指摘は少なく、
考察を含め報告する。
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P-83
大学男子サッカー選手における利き脚と非利き脚での筋力および 

身体的特性の違い―UTSSIスポーツ障害予防プロジェクトー

⃝川口　航平［1］、武冨　修治［1］、乾　洋［1］、山神　良太［1］、高木　健太郎［1］、 
鹿毛　智文［1］、鮫島　慎［1］、水谷　有里［2］、芳賀　信彦［3］、田中　栄［1］

 ［1］東京大学 整形外科 
［2］UTSSI 東京大学 スポーツ先端科学拠点 
［3］東京大学 リハビリテーション科

【はじめに】大学男子サッカー選手における利き脚と非利き脚での筋力、身体的特性、および下肢
筋損傷の既往の違いは明らかにされておらず、本研究の目的はその違いを明らかにすることである。

【対象と方法】UTSSIスポーツ障害予防プロジェクトに参加し、シーズン前にメディカルチェック
が可能であった大学男子サッカー選手124名を対象とし、評価項目は身体測定、筋力測定、関節可
動域、下肢筋のタイトネスである。筋力は膝関節伸展、屈曲筋力、股関節外転筋力を測定した。過
去の下肢の筋損傷の既往も聴取し、全ての項目を利き脚と非利き脚とで比較した。

【結果】筋力は膝屈曲筋力のみで利き脚が有意に強く、関節可動域は膝伸展角度が利き脚で有意に
小さかった。その他の項目に有意差はなかった。

【結論】本研究により利き脚と非利き脚とで身体的特性が異なることが明らかになった。


