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第 62回 日本先天異常学会学術集会 開催にあたって 
 
第 62 回日本先天異常学会学術集会の大会長を拝命いたしました金沢医科大学・八田稔久

と申します。学術集会のテーマは「正常と異常をつなぐ真理の顕現」とさせていただきまし
た。正常と異常の連続性をなすものを詳らかにすることが先天異常の理解には不可欠であり、
学術集会では、そのような視点からの議論の場を少しでも会員の皆様に提供することができ
れば幸いです。 
新型コロナ感染拡大がいつ終息を迎えるのかいまだに予測がつきません。このような状況

に鑑みて、オンラインツールを駆使した学術集会の開催を予定しております。 
学術集会初日の 7月 29 日は、完全オンライン形式でのワークショップ・シンポジウムを

企画しております。また、教育シンポジウムについては、現地参加できない会員の皆様も受
講しやすいように、夕刻から開催する予定です。 
 
学術集会 2日目（7月 30日）からは、現地でハイブリッド形式での開催となります。 
特別講演として、長きにわたり、本学会のかじ取りをしていただきました前理事長の大谷 

浩先生（島根大学）と前副理事長の青山博昭先生（残留農薬研究所）にご講演いただきます。
これまでのご研究のお話に加えて、コロナ禍で沈みがちな私たちに対して、これからなすべ
きことをお示しいただけると期待しております。 
 
また、令和３年度より、若手会員のための「先天異常学会勉強会」が発足いたしました。

本学術集会では、勉強会からご推薦いただいた若手会員によるシンポジウムを企画しており
ます。大先輩の先生方からの熱いご指導を期待しております。 
 
ハイブリッドとはいえ、2年ぶりの現地開催であり、懇親会での会員同士の交流を期待さ

れている方も多いと思いますが、懇親会は行わないことにいたしました。大変残念な決断で
はございますが、ご理解いただけますと幸いです。 
学術集会事務局一同、金沢で皆様にお会いできることを楽しみにしています。 

 
令和 4年 4月吉日 

第 62回日本先天異常学会学術集会 

大会長 八田 稔久 
金沢医科大学 解剖学Ⅰ 

 

＊ ７月２９日（金）も現地でハイブリッド形式での開催となりました。（２０２２年５月１２日） 

＊ COVID-19 感染拡大状況により、講演の開催スケジュールおよび開催方法が変更になることがあります。 

最新の情報は学術集会ホームページでご確認ください。 
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プログラム 
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プログラム 第1日目（2022年7月29日金曜日）

【メイン会場】
開会式 13:30-13:40

大会長： 八田 稔久（金沢医科大学　解剖学Ⅰ）

シンポジウム１ 13:40-15:20

「先天異常の理解へ向けた頭部発生研究」
座長： 酒井 大輔（金沢医科大学一般教育機構生物学）

黒坂 寛　（大阪大学歯学部附属病院矯正科）

S1-1「低酸素環境による大脳発生制御」
酒井 大輔（金沢医科大学一般教育機構生物学）

S1-2「異形歯性を制御するホメオボックスコードの解明」
若松 義雄（東北大学大学院発生発達神経科学分野）

S1-3「Sonic hedgehogシグナルと上顎・頭蓋底の形態形成について」
武智 正樹（順天堂大学医学部解剖学・生体構造化学）

S1-4「モデル生物を用いた顎顔面形成不全を伴う希少疾患の病態解明」
黒坂 寛　（大阪大学歯学部附属病院矯正科）

教育セミナー 15:30-18:30

第22回生殖発生発達教育セミナー　 発生生殖毒性専門家講習会

【ES-1】がん化学療法と妊娠 ～妊孕性温存治療から妊娠中の管理まで～
講師：塩田　恭子（聖路加病院国際病院女性総合診療部）

【ES-2】腎臓の発生
講師：市居　修（北海道大学　大学院獣医学研究院解剖学教室）

【ES-3】医薬品の開発時に催奇形性がみられた場合の対応について
講師：松本　清（武田薬品工業株式会社）
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【その他会場】
ワークショップ 15:30-18:30

「マルチモーダルな組織情報の可視化と解析プラットホーム」
座長： 松原 孝宜（株式会社　パーキンエルマージャパン）

八田 稔久（金沢医科大学　解剖学Ⅰ）

【WS-1】Organ-on-a-chipを使ったヒト疾患モデルとその利用
江尻 洋子（Mimetas Japan株式会社）

【WS-2】イメージングと定量の自動化とその恩恵
塩田 良（株式会社パーキンエルマージャパン）

【WS-3】Visium 空間解析が可能にする組織内遺伝子発現のマッピングと定量化
雨貝 陽介（10x　Genomics）

【WS-4】High Content Screening技術を用いた組織切片の解析
松原 孝宜（株式会社パーキンエルマージャパン　インフォマティクス事業本部）

ポスター討論 17:30-18:30

※現地会場に来られた発表者との討論
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プログラム 第2日目（2022年7月30日土曜日）

特別公演1 8:40-9:40

【SL-1】「胎児科学」とDOHaD
大谷　浩（島根大学　理事・副学長）
座長：八田　稔久（金沢医科大学　解剖学Ⅰ）

シンポジウム２ 9:50-11:30

「正常と異常を顕かにするイメージング技術」
座長： 高桑　徹也（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系）

河崎　秀陽（浜松医科大学光尖端医学教育センターナノスーツ開発研究部）

【S2-1】迅速組織透明化法RAPを応用した深部組織イメージング法
坂田　ひろみ（金沢医科大学　解剖学1）

【S2-2】ナノスーツ法を用いた光-電子相関顕微鏡法（CLEM）の先天異常解析への応用
河崎　秀陽（浜松医科大学　光尖端医学教育研究センター　ナノスーツ開発研究部）

【S2-3】走査型イオン伝導顕微鏡による組織・細胞のイメージング技術の開発
岩田　太（静岡大学　大学院　光医工学研究科）

【S2-4】造影X線 CTによる先天異常疾患モデルイメージング解析法の開発とその応用
田村　勝（理化学研究所 バイオリソース研究センター マウス表現型解析開発チーム）

【S2-5】三次元デジタル情報を活用したヒト胚子・胎児の解析
高桑　徹也（京都大学　大学院医学研究科　人間健康科学系専攻）

企業セミナー 11:40-12:40

「画像撮像・解析の自動化とラボの生産性の向上」
塩田　良　（パーキンエルマージャパン　ヒューマンヘルス事業本部）

評議員会・総会 13:00-13:55

奨励賞受賞講演 13:55-14:10

一般優秀演題講演 14:10-14:50
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シンポジウム３ 15:00-16:40

「正常と異常を見究めるためのモデル動物を用いたアプローチ」(仮題)
　座長： 西村　有平（三重大学大学院医学系研究科統合薬理学）

西園　啓文（金沢医科大学総合医学研究所）

【S3-1】ゲノムワイド関連解析を用いたキンギョの多様な表現型に関連する遺伝子の同定
今　鉄男（ウィーン大学）

【S3-2】マウスおよびツパイを用いた生殖補助医療技術の研究
西園　啓文金沢医科大学　総合医学研究所

【S3-3】多胚性寄生蜂キンウワバトビコバチの胚子発生機構の解析
天竺桂　弘子（東京農工大学　大学院　農学研究院）

【S3-4】ゲノム編集を用いた先天性疾患モデル動物の作出と解析
魚崎　英毅（自治医科大学　分子病態治療研究センター　再生医学研究部）

シンポジウム4 16:50-18:30

「先天異常学研究の未来を織りなす 若手ピックアップシンポジウム」
　座長： 才津　浩智（浜松医科大学医化学講座）

駒田　致和（近畿大学理工学部生命科学科）

【S4-1】新規先天異常症候群の探索：臨床と基礎をつなぐ
鈴木　寿人（慶應義塾大学　医学部　臨床遺伝学センター）

【S4-2】胎盤による母体情報の次世代伝達機構
楠山　譲二（東北大学　学際科学フロンティア研究所　新領域創成研究部）

【S4-3】ゼブラフィッシュ胚における化学物質が引き起こす神経堤細胞異常と頭蓋顔面奇形
田崎　純一（花王株式会社　安全性科学研究所）

【S4-4】母胎の環境要因と仔の脳機能の発達のかかわりを紐解く
駒田　致和（近畿大学　理工学部　生命科学科）

- 7 -



プログラム 第3日目（2022年7月31日日曜日）

シンポジウム５ 8:40-10:20

北陸生殖医学会とのコラボレーションシンポジウム
「胎盤形成とその異常」
座長： 藤原　浩（金沢大学医薬保健研究域医学系産婦人科学）

東海林　博樹（金沢医科大学一般教育機構生物学）

【S5-1】生殖臓器透明化マウスの解析
鏡　京介（金沢大学附属病院　周産母子センター）

【S5-2】Bmal1時計遺伝子欠損マウスにおける胎盤形成不全
大黒　多希子（金沢大学　疾患モデル総合研究センター　疾患モデル分野）

【S5-3】細胞膜ペプチダーゼによる胎盤形成機構
藤原　浩（金沢大学 医薬保健研究域医学系医学類 生殖・発達医学領域産科婦人科学）

【S5-4】胎盤を介した母胎間シグナルリレー機構の解析
東海林　博樹（金沢医科大学　一般教育機構　生物学）

【S5-5】胎盤部トロホブラスト腫瘍の遺伝子解析から推察されたトロホブラストの新たな特性
水本　泰成（金沢大学　医薬保健研究域医学系　産科婦人科学）

シンポジウム6 10:30-12:00

「ゲノムの変化からみた先天異常の成り立ち」
座長： 黒澤　健司（神奈川立こども医療センター遺伝科）

小崎　健次郎（慶應義塾大学医学部臨床遺伝学センター）

【S6-1】全ゲノムおよびトランスクリプトーム解析による疾患原因の同定
才津　浩智（浜松医科大学医学部医学科医化学講座）

【S6-2】奇形症候群と網羅的ゲノム解析　―解析から見えてくるもの―
要　匡（国立成育医療研究センター　ゲノム医療研究部）

【S6-3】未診断患者のゲノム解析による新規疾患の同定を通じた先天異常の病因の解明
小崎　健次郎（慶應義塾大学　医学部　臨床遺伝学センター）

企業セミナー 12:10-13:10

「情報の蓄積からコラボレーション・活用を推進する電子実験ノート」
松原　孝宜　（パーキンエルマージャパン　インフォマティクス事業本部）
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特別講演２ 13:30-14:30

【SL-2】生殖・発生毒性学の現状と課題
青山　博昭（一般財団法人　残留農薬研究所）
座長：吉木　淳（理化学研究所バイオリソース研究センター）

シンポジウム7 14:40-16:40

「妊娠と薬剤　ー降圧剤ー」
　座長： 林　昌洋（国家公務員共済組合連合会虎の門病院）

下村　和裕（第一三共株式会社ワクチン研究所）

【S7-1】カルシウム拮抗薬の妊婦使用と臨床研究
八鍬　奈穂（国立成育医療研究センター妊娠と薬情報センター）

【S7-2】妊婦におけるβ遮断薬使用の臨床的有用性と安全性
後藤　美賀子（国立成育医療研究センター　妊娠と薬情報センター）

【S7-3】カルシウム拮抗薬、β遮断薬の生殖発生毒性試験
山崎　華子（大鵬薬品工業株式会社）

【S7-4】日本におけるＴＩＳ黎明期から現在まで
林　昌洋（虎の門病院　薬剤部）

シンポジウム8 16:40-18:40

「医薬品の投与に関連する避妊の必要性」
　座長： 村島　温子（国立研究開発法人国立成育医療センター妊娠と薬情報センター）

下村　和裕（第一三共株式会社ワクチン研究所）

【S8-1】発生毒性リスク回避のための避妊
下村　和裕（第一三共株式会社　ワクチン研究所）

【S8-2】生殖細胞における遺伝毒性
森田　健（製品評価技術基盤機構　化学物質管理センター）

【S8-3】発生毒性や遺伝毒性を有する医薬品の避妊の考え方
西村　次平（医薬品医療機器総合機構）

【S8-4】母体の治療ニーズからみた医薬品使用時における適切な避妊の考え方
元木　葉子（医薬品医療機器総合機構　医薬品安全対策第一部）

閉会式、次大会長挨拶
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特別講演
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特別講演 2022年7⽉30⽇

大谷 浩

島根大学　理事・副学長　

先天異常の臨界期は、臓器の形づくりの時期である器官形成期とされ、本学会で論じら
れるのもこの時期に起因する「形」の異常である。一方、臓器の「大きさ」は胎児期か
ら生後数年までの組織形成期（器官形成期にできた組織幹細胞から臓器特異的な細胞が
分化し構築化して機能が生じる時期）に決まるが、無形成のような極端な例以外は問題
にされない。しかし、実質臓器は、腎臓のネフロンのような機能構造的単位の集合体だ
から、臓器の「大きさ」は単位の総数に比例し、したがって臓器の予備能を含む機能の
総量と比例する。年齢とともに単位数は単調減少し、予備能が枯渇して機能が閾値以下
になると臓器の機能不全、各臓器を場とする疾患が起こる。演者らは、京都コレクショ
ンの胎児の臓器の計測により、身体の大きさが同じ胎児でも、臓器の「大きさ」に2倍
以上もの個人差があることを報告してきた。組織形成終了時のその後生涯を支える「健
康資産」としての臓器機能の総量におけるこの大きな個人差は、潜在的な疾病素因とし
てDOHaDの重要な要因となりうると考えられる。しかし、臓器の大きさの調節機構は
いまだ不明である。演者らは、神経幹細胞の増殖分化調節機構として脳の大きさの調節
に関わるinterkinetic nuclear migration (INM)が、器官形成期における全身の上皮管腔組織
の組織幹細胞に存在することを明らかにしてきた。そしてINMが臓器、臓器の部位、発
生時期に特異的なパターンで調節されることにより、臓器の組織幹細胞の総数の調節を
介して臓器の大きさの調節に関わることが分かってきた。すなわち、形づくりの時期と
される器官形成期に総組織幹細胞数が調節され、それに続く組織形成期にできる臓器の
大きさを介して、DOHaDに関わると考えられる。このように器官形成期と組織形成期
を重層的にDOHaDとも関連付けた「胎児科学」の視点から統合的に観ることが、先天
異常の生涯的な理解のために重要である。

SL-1 「胎児科学」とDOHaD
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特別講演 2022年7⽉31⽇

青山 博昭

一般財団法人　残留農薬研究所

　我々を取り巻く様々な環境因子が生体の生殖や発生に及ぼす影響を研究する生殖・発
生毒性学は，発足以来60年を越える歴史の中で，日本先天異常学会が一貫して取り組ん
できた主要な研究テーマの一つである。我々は，様々な化合物の生殖・発生毒性を調べ
る過程でラットに出現した自然発生突然変異を利用して，それらの異常の起点（塩基配
列の変化）から特有の表現型が形成される過程を順次解析することにより，児動物が先
天的な形態異常を発症するメカニズムをより深く理解することに努めてきた。すなわ
ち，遺伝学的な手法を用いて原因遺伝子を同定することさえできれば，器官形成期にお
ける突然変異遺伝子の発現時期や発現部位を追跡することは比較的容易であり，形態異
常が誘発される過程を経時的に観察することにより，同様の形態異常を誘発する様々な
化合物の標的分子や異常の発生メカニズムを推測することも可能になると考えたのであ
る。
　近年は，毒性学の分野においても，生体に取り込まれた毒性物質が悪影響を誘発する
過程をより深く理解すべく，Adverse Outcome Pathway（AOP）の概念に沿った研究が進
んでいる。このような研究により，毒性発現の起点となるMolecular Initiating Event

（MIE）と出現した毒性兆候（Adverse Outcome）との間に起こる主要な変化（Key

Events）を理解することができれば，内分泌かく乱物質の低用量影響問題の解決や甲状
腺機能の低下を介した発達神経毒性の迅速な検出に貢献するばかりでなく，いずれは動
物実験によらずに未知の物質の毒性を予測することも可能になるものと期待される。
　本講演では，改めて生殖・発生毒性学の歴史を振り返りつつ，日本先天異常学会が取
り組むべき今後の課題について議論する。

SL-2 生殖・発生毒性学の現状と課題
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シンポジウム1 2022年7⽉29⽇

酒井 大輔

金沢医科大学　一般教育機構　生物学

我々ヒトを含む有胎盤類では、受精卵が子宮内膜内に着床するため極めて低酸素な環境
で胚発生が進行する。また、母体血からの酸素供給が開始した後も、多くの組織内が低
酸素状態であることが知られている。これまでの研究から、低酸素応答のマスターレギ
ュレーターであるHif1αの全身性欠損マウス胚が、心血管や体節、神経管などの形成不
全により胎生致死を示すことが明らかとなっている。これらのことから、有胎盤類の胚
は、低酸素環境を利用したユニークな器官形成プログラムを進化の過程で獲得したと考
えられている。我々は、低酸素依存的な大脳発生プログラムの解明を目指し、中枢神経
系特異的なHif1α欠損マウス（Hif1α-cKO）を作製した。Hif1α-cKOマウスは大脳の著し
い低形成を示し、生後２４時間以内に死亡した。組織学的な解析により、Hif1α-cKOマ
ウスの大脳新皮質ではニューロン、特に深層ニューロンがアポトーシスにより減少して
いることがわかった。また、このアポトーシスにより、浅層ニューロンの移動に異常が
生じ、大脳新皮質の層構造形成に乱れが生じていることが明らかとなった。さらに、in
utero electroporation法を用いたsFlt1強制発現により、Vegfシグナル経路がHif1αの下流で
深層ニューロンの生存維持に関与することがわかった。本研究から、胚発生期の酸素濃
度の変動が、大脳新皮質の形成に大きな影響を与える可能性が示唆された。

S1-1 低酸素環境による大脳発生制御
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シンポジウム1 2022年7⽉29⽇

若松 義雄

東北大学　大学院医学系研究科　発生発達神経科学分野

顎の基部-先端部軸に沿って異なる形態・機能の歯が生える異形歯性は、哺乳類の特徴
の１つである。発生過程において下顎および上顎はそれぞれ下顎突起、上顎突起と内側
鼻隆起の融合によって形成されるが、この時ホメオボックス遺伝子群が基部-先端部軸
に沿って異なる領域に発現することがどのタイプの歯が発生してくるのかを決定してい
るとされる（ホメオボックスコード）。しかし、これまで異形歯性の研究に用いられて
きたマウスは切歯と臼歯しかないため、ヒトを含めた基盤的な歯式を持つ動物でどうな
っているのか、犬歯や前臼歯に対応するコードはどうなっているかなど、不明な点が多
かった。そこで、すべての歯のタイプを持つオポッサムおよびフェレットについてホメ
オボックスコードを調べ、マウスと比較した。その結果、これまで臼歯と対応するとさ
れていたBarX1遺伝子が切歯や犬歯と対応するとされていたMsx1遺伝子が同時に発現し
ている領域がこれらの動物にはあり、前臼歯をコードしていることや、BarX1やAlx4が
発現していないがMsx1が発現している領域が犬歯をコードしていることが明らかとな
った。また、マウスの下顎ではBarX1-Msx1共発現領域がほとんど存在せず、この部分
が欠損している可能性が示唆された。ヒトの家族性の部分性歯欠損症においてMsx１遺
伝子の変異が見つかっていることからも、Msx1遺伝子の機能や発現制御機構が異形歯
性にとって重要であることが明らかである。そこで、Msx1遺伝子の顎原基における発
現制御メカニズムを解析しており、その成果についても触れる予定である。

S1-2 異形歯性を制御するホメオボックスコードの解明
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シンポジウム1 2022年7⽉29⽇

武智 正樹 1,2)

1)順天堂大学 医学部 解剖学・生体構造科学講座
2)東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 分子発生学分野

Sonic hedgehog （Shh）やその下流因子の発現異常は頭蓋顎顔面の様々な形態異常を引
き起こすが、Shhを全身で欠失させた変異マウスは頭部全体がほぼ形成されないため、
Shhの役割の詳細については不明な点が多い。本研究では頭部領域で組織特異的にShhを
欠失させた2種類の変異マウス胎仔の頭部形態を調べた。主に前脳腹側の神経上皮でShh

を欠失させたマウス（Sox1-Cre;Shhfl/fl）では、頭蓋底、眼窩、鼻殻、前上顎骨等の形成
が異常であったが、口蓋、下顎骨や耳小骨はほぼ正常であった。脳が左右非対称であ
り、眼球や嗅球の顕著な形成不全が見られたことから、頭蓋顎顔面における異常の多く
は脳の発生異常に付随すると考えられた。前脳腹側の神経上皮と口腔・咽頭上皮でShh

を欠失させたマウス(Isl1-Cre;Shhfl/fl）では、下顎骨、耳小骨や口蓋骨が完全消失し、蝶
形骨を由来する梁軟骨を含む中頭蓋窩が縮小していた。上顎骨、前上顎骨や鼻骨にも形

成異常が認められた。Isl1-Cre;Shh fl/flマウス胎齢10.5-11.5日胚では内外側鼻隆起・上顎
隆起の癒合部で著明な細胞死が生じていた。胎齢11.5日胚の内外側鼻隆起・上顎隆起の

癒合部のRNA-seqより、Isl1-Cre;Shh fl/flマウスではSatb2（Special AT-rich sequence-binding

protein 2）の発現低下が上顎遠位部の形成不全の一因と考えられた。またIsl1-Cre;Shhfl/fl

マウスでは梁軟骨形成部位の間葉における細胞死は見られなかったが、終脳の複数部位
における細胞死が終脳の形態異常を引き起こし、梁軟骨形成に不可欠な間葉の集積を阻
害している可能性が示唆された。これら2種類のShh組織特異的欠失マウスの頭部形態の
解析結果より、神経上皮のShhは脳形成を通じて頭蓋底・上顎形成に大きく影響するが
口蓋形成への関与は限定的であること、口腔・咽頭上皮のShhは頭蓋底形成には関与せ
ず、上顎遠位部、口蓋や下顎全体の形成に関与すると考えられた。

S1-3 Sonic hedgehogシグナルと上顎・頭蓋底の形態形成について
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シンポジウム1 2022年7⽉29⽇

黒坂 寛

大阪大学大学院　歯学研究科　顎顔面口腔矯正学教室

口唇口蓋裂、先天性無歯症、歯牙萌出不全を始めとした顎顔面形成不全は先天性疾患の
中でも頻繁に認められる症状の一つである。また、顎顔面形成不全は希少疾患や未診断
症例においても頻繁に随伴する事が知られており、様々な臓器不全と共通する分子基盤
や細胞生物学的メカニズムが存在する事を強く示唆する。希少疾患はその症例数の少な
さから疾患の発症メカニズムの理解や治療方法の開発等がcommon diseaseに対して遅れ
ている事が多い。当科では未診断疾患イニシアチブ（IRUD）と協力し顎顔面形成不全
を伴う未診断希少疾患の遺伝的原因の探索を進めてきた。これまでに未診断であった症
例に対して全エキソーム解析による新規遺伝子変異同定により偽性副甲状腺機能低下症
やBaraitser-Winter症候群等の確定診断を可能としてきた。いずれの症例においても過去
に報告のない顎顔面の表現型を有しており、今後は希少疾患においても顎顔面所見の積
極的な発信を行う事で未診断疾患における診断率の向上に貢献する事が可能であると考
えられる。この様にして得られた遺伝子変異情報は適切なモデルを用いて機能解析を行
う必要があり、当科においてもマウス、細胞株を用いた機能解析を行っている。また単
一遺伝子疾患であると考えられている先天性無歯症、歯牙萌出不全については臨床の現
場に応用可能な遺伝子検査アプリケーションの開発を行っている。本演題では矯正歯科
臨床のチェアサイドから得られた情報をいかに基礎研究へと展開し希少疾患の診断や治
療法開発に応用するのかを議論する。

S1-4 顎顔面形成不全の症状が希少疾患の診断に果たす役割
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シンポジウム2 2022年7⽉30⽇

◯坂田 ひろみ、 八田稔久

金沢医科大学　解剖学1

我々が開発した小型魚類とアフリカツメガエルでの迅速全身骨染色法（RAP-B）は、内
臓、皮膚、筋肉を除去することなく、極めて透明度の高い骨格標本を短時間で作製する
ことができる。RAP-Bはマウス・ラット胎児や体毛のある成獣マウスでのホールマウン
ト骨染色標本の作製に応用できることも示してきた。RAP-Bの根幹をなす技術は透明化
固定液(RAP-FIX)による迅速組織透明化法(RAP)である。 RAP-FIXは、試料の固定、脱
色、透明化を同時に行い、皮膚や筋肉を除去することなく、極めて透明度の高い標本を
作製することを可能にした。また、RAP-FIXは、アルカリ性溶液でありながら、長時間
浸漬しても組織破壊が生じない点がこれまで骨染色に用いられてきた透明化溶液と一線
を画すものである。また、透明化促進液(RAP-ENH)による処理や高屈折率マウント剤の
使用により、処理時間の短縮や、透明化できる標本の大きさや種類の適用を広げること
ができる。RAPによる組織透明化は、組織破壊を伴わずに軟部組織を透明度の高い状態
にすることができるため、透明化後の標本は共焦点レーザー顕微鏡や蛍光ズーム顕微鏡
を用いた深部観察が可能である。また、透明化した小型魚類やマウス・ラット胎児のホ
ールマウント標本、および成獣マウス・ラットの各種臓器のホールマウント標本や厚切
りスライス標本に核染色剤、抗体、および種々のトレーサー等を用いた標識を施すこと
で、標識された構造の空間配置の描出と解析にも応用できる。標識された構造の空間配
置が簡便に描出できる本法は、正常構造の把握だけでなく、形態異常や病変部における
血管や神経の走行や、その他の構造・物質の局在の観察に有用な手法である。本講演で
は、ゼブラフィッシュ、マウス胎児、およびマウス成獣の各種臓器のホールマウント標
本と厚切りスライス標本で、RAPによる組織透明化の応用例と3Dイメージングを紹介
する。

S2-1 迅速組織透明化法RAPを応用した深部組織イメージング法
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シンポジウム2 2022年7⽉30⽇

河崎 秀陽

浜松医科大学　光尖端医学教育研究センター　ナノスーツ開発研究部

先天異常研究の中で形態観察は重要な位置を占め、肉眼的観察からはじまり、顕微鏡
レベルに解析は及ぶ。今後網羅的なゲノム情報が加わった形態情報はより重要になると
予想される。組織解析では光学顕微鏡で同定した部位をより高倍で観察する必要が生じ
ることがあり、電子顕微鏡観察は不可欠である。そのとき光学顕微鏡で同定した部位を
非破壊的かつ同じ切片で電子顕微鏡観察できること（光-電子相関顕微鏡法（Correlative

Light and Electron Microscopy (CLEM））が近年求められ、技術開発が進んでいる。　高
真空を必要とする電子顕微鏡では、水分を含む生物試料の形状を維持させながら固定・
脱水するという長い時間の工程が必要だった。NanoSuit法は、生物適合性高分子溶液を
使用して、生物試料周辺にナノ薄膜を、短時間に形成させ、生きたまま濡れたままの生
物試料を観察するという技術であり、試料そのものの形状を観察できる。 NanoSuit-

CLEM法ではまずH＆E染色、免疫染色を施した組織切片を準備する。その後光学顕微
鏡で興味のある病変を同定・マーキング後、カバーガラスを外す。その切片にNanoSuit

溶液塗布を行い、位置情報を付与後に走査型電子顕微鏡(SEM)にて観察する。この方法
により含水状態の組織切片の微細構造、病原体(真菌、原虫、細菌、ウイルス)、免疫染
色後の特定抗原発現部位（DAB染色部位）や沈着物質の元素分析も可能となった。
NanoSuit-CLEM観察法は切片を破壊することなく観察できるため、過去の貴重な症例や
現在手に入りにくい標本などへの応用が期待できる。今後は100年以上の歴史のある光
学顕微鏡で得られた組織学的情報に、立体的かつ高分解なSEM情報や元素分析情報が加
わることが期待される。今回紹介する方法が新たな先天異常の形態情報の発見やメカニ
ズムの解明につながる可能性がある。

S2-2 ナノスーツ法を用いた光-電子相関顕微鏡法（CLEM）の先
天異常解析への応用
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シンポジウム2 2022年7⽉30⽇

岩田 太

静岡大学　大学院　光医工学研究科

走査型イオン伝導顕微鏡 (Scanning Ion Conductance Microscope : SICM)は液中環境におい
て試料の表面形状をナノスケール分解能で観察可能な走査型プローブ顕微鏡である．
SICMは、探針としてガラスキャピラリー（ナノピペット）電極を用いて液中に配置し
た対照電極との間に生じるイオン電流を検出しながら、ピペット先端を試料表面近傍に
非接触で位置決め・走査して画像を形成する．液中観察に特化したSICMは試料に与え
る力学的相互作用が極めて低いことから，特に生体試料への応用が注目されている.

我々はSICM技法の更なる可能性を求めて，多機能化の開発に取り組んでいる．本発表
では、SICMを用いたイメージング技術について、表面形状の凹凸が比較的大きなバル
クの生体組織表面の観察例や細胞表面の微絨毛の観察について紹介させていただく．ま
た，測定時間の短縮化による装置開発の取り組みとして，活性な細胞表面の微絨毛の動
的観察などについて紹介する．さらに，SICMが検出するイオン電流が表面の帯電の状
態に影響を受けることから，液中において帯電する表面が与えるSICM計測への影響に
ついても解説し，さらに，帯電状態をイメージングする手法についての取り組みを紹介
する．

S2-3 走査型イオン伝導顕微鏡による組織・細胞のイメージング
技術の開発
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シンポジウム2 2022年7⽉30⽇

田村 勝

理化学研究所　バイオリソース研究センター　マウス表現型解析開発チーム

疾患モデル動物、例えばマウスモデルを用いて先天異常疾患などの形態学的表現型解析
を行うには、組織切片を作製し、それを詳細に観察する手法がゴールドスタンダードで
ある。これには、複数個体の矢状面、前頭面、横断面切片をそれぞれ作製し、詳細な比
較解析を行う必要がある。さらに形態情報は３次元であり、その異常を正確に捉えるた
めには、欠落のない連続切片を作製、顕微鏡で観察しながら脳内で３次元へ再構築する
ことが求められる。しかしそれを可能にするためには、豊かな経験と高度な技術が必要
である。医療現場では、患部を非破壊かつ連続的に２次元画像し、それを即座に３次元
再構築可能なX線コンピューター断層撮影法、所謂X線CT検査が日常的に行われてい
る。疾患モデル動物においてもこのX線CT技術が表現型解析に使用されてきたが、その
対象は骨形態や骨密度、脂肪量など極限られた表現型であった。何故ならば、それら以
外の脳や腎臓、心臓、マウス胎児といった軟組織については、X線による濃度分解能が
極度に不足しており、画像化が極めて困難な為である。これまでに我々は、X線CTと造
影剤を組み合わせにより、先天異常疾患モデル、特にマウス胎生致死表現型イメージン
グに威力を発揮する高速・高精細表現型解析法を開発してきた。この手法は、非常に微
細な構造、時にサブミクロンレベルで構造の識別が可能であり、また同一サンプルから
の矢状面、前頭面、横断面画像などあらゆる角度の断面像再構築ができる。更にそれら
２D画像から3Dイメージを作成し、その表現型の違いを容易に理解することもできる。
今回の発表では、この技術が疾患モデル解析に果たす可能性、その展望について議論し
たい。本研究は筑波動物実験審査委員会、並びに筑波遺伝子組換え実験安全委員会の承
認を受け実施した。

S2-4 造影X線 CTによる先天異常疾患モデルイメージング解析法
の開発とその応用
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シンポジウム2 2022年7⽉30⽇

高桑 徹也

京都大学　大学院医学研究科　人間健康科学系専攻

ヒト胚子・胎児の解析では、１）対象個体を得にくい、２）対象個体が小さい、３）形
態形成は立体的な変化を伴い複雑であるといった課題がある。20世紀初頭ころから、こ
ういった課題克服のため1)大規模なヒト胚の収集、2) 肉眼解剖とその詳細なスケッチ、
３）組織標本作成を基盤とした、連続組織切片の作成による立体化、模型作成による可
視化が、解析の中心的手法として行われている。MRI等のデジタルデータは20世紀末よ
り、ヒト胚の解析に活用され始めた。解像度の向上、コンピュータ処理技術の進歩、ま
た組織標本等のデジタル化、とあわせ、ヒト胚子・胎児の解析は新たな研究分野の展開
を示している。また、近年、臨床胎児エコーからも高解像度の立体情報が得られるよう
になっており、胎児標本群から得られたデジタルデータの知見との融和が期待される。
状態のよい胚子・胎児標本群の利用、精巧な２次元、３次元像の取得は解析の基盤であ
る。加えてデジタル情報の長所 1) 任意断面での観察、計測可能、2) 解析結果の表示、
出力が多彩で理解しやすい、3）空間座標の取得が可能、等を利用した解析が可能であ
る。短所として１）組織標本で得られる、細胞・組織情報での判別ができないこと、
２）信号強度（密度）が近い組織間の判別が難しいこと、３）組織の物性、機能、形成
機序への言及に限界があることがあげられる。こうした短所を補うために、１）組織
（デジタル）像との併用、２）データから得られる空間座標値を用いた多変量解析、数
理的解析、3) Tractgraphy等異なる条件での撮像画像の併用、等の工夫が必要になる。本
講演では、発表者の研究室で行われた解析例を提示し、立体デジタル情報を活用したヒ
ト胚子・胎児の解析の特長、課題について明らかにしたい。

S2-5 三次元デジタル情報を活用したヒト胚子・胎児の解析
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シンポジウム3 2022年7⽉30⽇

今 鉄男 1,2)

1) ウィーン大学
2) 長浜バイオ大学

キンギョは、ゼブラフィッシュと同じコイ科の硬骨魚類である。キンギョには眼球、体
形、ヒレ、体色などに多様な表現型が見られる。網膜色素変性や骨形成異常などヒトの
疾患と類似した表現型を持つキンギョが存在することから、キンギョがヒト疾患の病態
解明や診断・治療法の確立に役立つことが期待されている。また、キンギョは、染色体
数が他の硬骨魚類に比べて倍化しているため、全ゲノム重複と多様な表現型の関連性の
観点からも注目されている。そこで、キンギョの多様な表現型に関連する遺伝子を同定
するために、キンギョの代表的な27品種を集めて、全ゲノム配列解読を行った。そし
て、ゲノム上の変異情報をもとに、キンギョの各表現型に対して全ゲノム関連解析
（GWAS）を行った。その結果、５つの表現型（出目、背ビレ欠損、アルビノ、尾ビレ
伸長、ハート尾）と関連する遺伝子を同定した。例えば出目の表現型は、Lｒｐ２遺伝
子のナンセンス変異との関連が示された。背ビレ欠損の表現型は、Lｒｐ２遺伝子の２
１番目のイントロン中の３１３ｂｐの欠失及び、それに伴う遺伝子発現低下と関連があ
ることが示された。さらにキンギョのゲノムを、トランスポゾンの染色体間の不均一な
分布に基づき、LサブゲノムとSサブゲノムの2つのサブゲノムに分割した。分子進化解
析とトランスクリプトーム解析により、Lサブゲノムは、Sサブゲノムに比べて遺伝子
変異が少なく、全体的に高い遺伝子発現量を示すことが明らかとなった。今回の５つの
表現型と以前に報告された三ツ尾の表現型のいずれにおいても、Sサブゲノムに変異ま
たは、遺伝子の欠失が認められた。このことから、キンギョのゲノムではより進化的に
固定されたLサブゲノムと、より自由度の高いSサブゲノムが共存することにより、多
様な遺伝子変異をゲノム中に保持することが可能であり、これがキンギョの表現型の多
様性の一因である可能性が示唆された。

S3-1 ゲノムワイド関連解析を用いたキンギョの多様な表現型に
関連する遺伝子の同定
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シンポジウム3 2022年7⽉30⽇

西園 啓文

金沢医科大学　総合医学研究所

近年、日本をはじめ先進国における少子化が進むなかで、精子の質と量の低下や不育症
の増加など、原因不明の不妊が増えてきている。このような現象は、ヒトだけではな
く、ウシなどの家畜や野生動物でも広く確認されており、『生殖科学における地球規模
の課題（Findlay, Reproduction 2019）として問題提起されている。この人類共通の重大
な課題について、提言のなかでは体外受精や顕微授精、胚移植技術などの生殖補助技術
の高度化が有効であると指摘している。例えば、胚移植の際に母体に戻す胚の『品質
（embryo quality）』を向上させることで妊娠が成立する可能性を引き上げることなどが
挙げられている。この胚の品質の向上のためには、より品質の高い胚のスクリーニング
方法の開発、タイムラプスイメージングインキュベーターなどの胚の体外培養技術の改
善による胚品質の向上を目指した研究が重要であるとされており、世界各国で研究が行
われている。われわれは、最近マウス受精卵膜上にグリシンレセプターα4（Glra4）が
発現しており、母体卵管液中のグリシンと作用することで初期発生に影響を及ぼしてい
ることを報告した（Nishizono, Reproduction 2020）。このシステムはヒト、ウシにも保
存されていることも示唆されている。一方で、ヒトにおいてGlra4は偽遺伝子であり、
代わりにα2サブユニットが発現している。このように、マウスは優れたモデル動物で
はあるものの、生殖補助技術開発研究においては必ずしもヒトの表現型を再現していな
い場合がある。そこでわれわれは、進化的にヒトとマウスの中間にあり、感染症研究や
神経科学研究などで用いられている非モデル動物・ツパイ（tree shrew）を用いて生殖
補助技術開発の研究を開始している。今回はこれらモデル動物、非モデル動物を用いた
研究について討論したい。

S3-2 マウスおよびツパイを用いた生殖補助医療技術の研究
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シンポジウム3 2022年7⽉30⽇

天竺桂 弘子

東京農工大学　大学院　農学研究院

多胚性寄生蜂キンウワバトビコバチ(Copidosoma floridanum,トビコ)は、1mmに満たない
小さな昆虫である。トビコは、寄主であるキクキンウワバ（Thysanoplusia intermixta）
などヤガ科キンウワバ亜科の卵内に産卵する。寄主に産下されたトビコ卵は、桑実胚の
段階に達すると、寄主の胚子発生期間に寄主組織に損傷を与えることなく寄主体内に侵
入する。トビコ胚子が寄主体内に定着すると、１つの胚子が2000もの同一遺伝子を持つ
胚に分裂し、多胚化する。その後、それぞれが役割の異なるクローン個体として発生す
る。すなわち、子孫を残す繁殖幼虫と他を攻撃・排除する兵隊幼虫へ発生し、これらが
カーストを構成する。しかし、トビコが１つの胚子から2000もの多胚に分裂する仕組み
については、未解明であった。この理由として、トビコの遺伝子機能アノテーションが
不完全であったため、これまでトランスクリプトーム解析による網羅的な遺伝子発現解
析が十分に行われて来なかったことが挙げられる。一方で、トビコは培養下で2細胞期
から多胚形成まで発生誘導が可能である。さらに当研究室において、幼若ホルモン
（JH）の添加により多胚形成を促進する系を確立した。トビコ胚子培養において、JH

添加による多胚形成までの時間差を利用したトランスクリプトーム解析が可能となれ
ば、トビコの多胚形成を制御する遺伝子群を見出すことが可能である。本講演では、ト
ビコでの遺伝子発現解析手法の構築により、多胚形成を制御する遺伝子群の同定を行な
った研究事例を紹介する。また、ヒトの多胚形成の仕組みを解析するモデルとしてトビ
コの利用可能性についても議論したい。

S3-3 多胚性寄生蜂キンウワバトビコバチの胚子発生機構の解析
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シンポジウム3 2022年7⽉30⽇

魚崎 英毅

自治医科大学　分子病態治療研究センター　再生医学研究部

近年のゲノム編集ツールの発展は目を瞠るものがある。特にRNA依存的ヌクレアーゼ
であるCRISPR/Cas9の登場により、受精卵に対して直接ノックアウトや部位特異的ノッ
クインすることが可能になり、今までにないスピードで任意の遺伝子異常を持つ先天性
疾患モデル動物の作出が可能になった。我々の研究室ではこれまでに免疫不全動物（マ
ウス・ピッグ）や心筋症患者で見つかった遺伝子変異を持つマウスモデルを作出してき
た。これらの経験から本シンポジウムではゲノム編集に付随するいくつかの問題を共有
したい。X染色体にあるIl2rg遺伝子をノックアウトするとX連鎖型重症複合免疫不全症
（X-SCID）となることが知られている。我々は新規X-SCID系統をCRISPR/Cas9を用い
て作出した。そのうちの1系統ではExon 2に7塩基の欠失があるにも関わらず、Il2rgタン
パクの発現を認めた。ゲノム上の欠失が必ずしも表現型にならない例であり、ノックア
ウト系統を作出する際にはタンパクレベルでの発現を確認する必要性を示唆している。
最近のゲノム編集効率は非常に高く、容易にホモ編集個体が得られ、むしろヘテロ編集
個体を得ることの方が難しい。結果的に免疫不全動物や心筋症あるいは心臓奇形を有す
るモデルは胎生期あるいは生後致死となってしまうことがある。そのようなモデルで
は、F0ですぐに解析を行うか、生まれてきた動物の生存期間を延長させる工夫が求めら
れる。生殖工学技術を持ち、ゲノム編集に取り組んでいる研究室では、新しいマウス系
統の作出はルーチン作業となっている。一方で作出されたマウス系統の解析はルーチン
化することは難しく、専門性を持つ研究室での解析が求められ、ボトルネックとなって
いる。いかにここを加速するのかが今後問われることになるだろう。

S3-4 ゲノム編集を用いた先天性疾患モデル動物の作出と解析
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シンポジウム4 2022年7⽉30⽇

鈴木 寿人

慶應義塾大学　医学部　臨床遺伝学センター

次世代シーケンサーの登場によりゲノム解析技術が大幅に向上し、数多くの先天異常症
候群が確立された。新規先天異常症候群として認められるためには、[1]血縁関係のな
い2名以上の類似した症状をもつ患者が存在すること、[2]変化のみられた共通する遺伝
子の機能解析がされていること、が求められる。この要求を1名あるいは1施設のみで応
えることは難しく、多施設・多研究者との連携が必要になる。
[1]を達成するためには、臨床医同士で連携し、候補となる遺伝子や該当患者が持つ症
状をデータベース化しておくことが肝要である。使いやすいデータベースとするために
は、情報技術者との連携を行い、目的達成に向けてどのような機能を搭載するのか、登
録しやすいデータベースとなっているか、十分な話し合いが必要になる。
[2]を達成するためには、モデル生物を用いた基礎医学研究者との連携が必要になる。
幸いにも演者は未診断疾患イニシアチブを通じた研究（IRUD-beyond）で、線虫、ショ
ウジョウバエ、ゼブラフィッシュの研究者の協力が得られ、NSF、OTUD7A, CTR9遺伝
子に起因する新規疾患を確立することができた。
先天異常症候群の研究には、さまざまな職種・人材との連携が必要である。まもなく診
断から創薬へと転換していくことが予測される。これらの創薬へ進むにあたって、モデ
ル動物を用いた毒性実験を含む検証、患者への投薬にあたっての倫理的な課題の解決、
投与した結果の臨床評価など多種多様な人材が必要とされる。引き続き、本学会を通じ
て、先天異常症候群の病態解明、治療法の開発に取り組み、医療に貢献したい。

S4-1 新規先天異常症候群の探索：臨床と基礎をつなぐ
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シンポジウム4 2022年7⽉30⽇

楠山 譲二

東北大学　学際科学フロンティア研究所　新領域創成研究部

妊婦の肥満は自身の健康に害悪を及ぼすだけでなく、子に対して２型糖尿病や慢性代謝
性疾患の発症リスクを伝播させる。近年、げっ歯類を用いた動物実験において、妊娠中
の運動は母親の肥満による仔の耐糖能機能の低下を改善できることが報告されている
が、そのメカニズムは不明であった。我々はこれまでの研究で、胎盤由来の液性因子が
妊娠期運動効果を伝達しているデータを得たことから、妊娠期運動をしたマウスの血清
プロテオミクスと胎盤RNA-seq、胎盤特異的遺伝改変により、妊娠期運動効果伝達因子
はsuperoxide dismutase 3 (SOD3)であることを同定した。SOD3は妊娠時運動によって胎
盤から分泌され、胎仔肝臓の糖代謝遺伝子プロモーター部位のDNA脱メチル化の誘導
と、ヒストンメチル化の一種であるH3K4me3の安定化を促進することで、エピジェネ
ティクス改変を誘導していた。その結果、仔の肝臓における糖代謝遺伝子の発現と糖代
謝能が向上し、妊娠時運動によって仔は太りにくい形質を獲得していた。更にSOD3

は、身体活動が活発なヒト妊婦の血清と胎盤で有意に増加しており、ヒト応用が有望な
タンパク質であることが示唆された。興味深いことにSOD3の効果は抗酸化剤の投与
や、生後のSOD3タンパク質の投与では模倣できず、妊娠期の運動の実践的有用性が示
唆された。このようにSOD3を介した胎仔臓器と母体胎盤の妊娠期運動誘発性クロスト
ークの発見は、代謝性疾患の次世代伝播機構やその予防方策の立案に極めて重要である
と考えられる。本演題ではこれまでの成果を踏まえ、世代間情報伝達研究の最前線と今
後の展望についても紹介したい。

S4-2 胎盤による母体情報の次世代伝達機構
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シンポジウム4 2022年7⽉30⽇

◯田崎 純一 、 劉 舒捷 、 葭原 啓太 、 池田 直弘

花王株式会社　安全性科学研究所

頭蓋顔面奇形は頻発する先天異常の一つである。その原因には遺伝要因や化学物質など
の環境要因の影響が指摘される。しかし化学物質による頭部顔面奇形の発症機序の多く
は不明である。我々はゼブラフィッシュ胚をモデルに、化学物質による頭蓋顔面奇形発
症機序を解析してきた。哺乳類で頭蓋顔面奇形を誘発する12種の化学物質を暴露する
と、ゼブラフィッシュ胚の神経頭蓋と顔面頭蓋の形態異常が見られ、これらは頭蓋の軟
骨細胞数の減少とその分化・成熟異常に起因していた。また頭部神経堤細胞マーカー遺
伝子の発現変動が見られた。つまり化学物質による頭蓋顔面奇形は、頭部神経堤細胞の
発生・分化異常という哺乳類と同じ機序で生じると考えられた。本結果を踏まえ、神経
堤細胞を視覚化するTg(sox10:EGFP)を作製し、その挙動を詳細に解析した。本発表では
頭部神経堤細胞の挙動と化学物質の影響を紹介する。さらに本モデルの応用可能性を検
討すべく、発症頻度が高い口蓋裂に着目した。化学物質による口蓋裂発症機序の多くは
不明であり、催奇形性評価モデルが無い。哺乳類で口蓋裂を生じる化学物質を暴露した
結果、全ての化学物質で口蓋部位に亀裂が生じ、口蓋裂様の症状を再現できた。これら
の口蓋では細胞増殖の低下と細胞死の増加が見られた。口蓋裂の原因にWntシグナル異
常が知られるため、化学物質で生じる口蓋裂との関連を調べた。その結果、口蓋裂を発
症したゼブラフィッシュ胚ではWntシグナルが減弱し、更にWntアゴニストでWntシグ
ナルを活性化すると口蓋裂が回復された。つまり化学物質で生じる口蓋裂は、Wntシグ
ナルの減弱を介した細胞増殖／アポトーシスのバランス崩壊であると考えられた。本モ
デルが口蓋裂発症原因の一つの遺伝要因と環境要因の相互作用解析に応用可能と期待し
ている。今後は臨床情報やモデル生物の情報を統合し、ゼブラフィッシュ胚を用いた疾
患モデルの確立や催奇形性評価に繋げる。

S4-3 ゼブラフィッシュ胚における化学物質が引き起こす神経堤
細胞異常と頭蓋顔面奇形
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シンポジウム4 2022年7⽉30⽇

駒田 致和

近畿大学　理工学部　生命科学科

細胞動態が活発な胎生期の脳神経系は、化学物質やストレス曝露、感染症の罹患などの
環境要因に対して高感受性であり、この時期の神経細胞への影響は、先天奇形や脳機能
異常の原因となりうる。例えばエタノールの胎児期曝露は、発達障害を伴う胎児アルコ
ール症候群を誘発する。その脳内では、発達障害の原因の一つである大脳皮質の形態形
成の異常を、ミクログリアの異常な活性化を伴なう脳内炎症が、直接、あるいは間接的
に神経細胞の増殖や分化、投射に異常を誘発することで引き起こしている。一方、この
脳内炎症はエタノール特有のものではなく、様々な環境要因によって幅広く起きてお
り、発達期の神経回路の構築にも関与するミクログリアの機能異常は、自閉症の潜在的
な発症原因となりうる。ただ、これらの疾患への関与は生後から成熟後にかけてであ
り、胎児期のミクログリアの異常と先天奇形や脳機能障害との相関については不明な点
が残っている。そこで、母胎環境が胎児期のミクログリアの異常を誘発し、それが先天
異常や発達障害に関連する可能性に着目した。様々な胎児期環境因子曝露モデルマウス
を用いた解析を行い、成熟後の活動量や社会的相互作用の異常だけでなく、発達段階特
異的な活動量の亢進を検出した。さらに、成熟後に拘束ストレスを負荷したところ、活
動量に変化が見られた。並行して、胎児期、新生児期に神経新生の亢進や、分化段階特
異的な形態的異常を検出した。これらことから、胎児期に脳内で引き起こされた異常
が、発達期および成熟後の行動やストレス応答に影響していると考えられる。さらにこ
れらの異常が検出された胎児の脳内で、ミクログリアが増加し、炎症関連因子の発現も
変動していることを明らかにした。この脳内炎症が発達障害様の行動異常や大脳皮質の
形態形成の異常の原因であると仮定し、抗炎症剤の並行投与によって、その異常を抑制
できる可能性についても報告する。　

S4-4 母胎の環境要因と仔の脳機能の発達のかかわりを紐解く
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鏡 京介

金沢大学附属病院　周産母子センター

組織透明化技術は蛍光標識と光シート顕微鏡による解析を併用することにより、組織を
切片化することなく全体像をデジタル化して3D像や任意の2D像として描出できる点に
特徴があり、特に脈管系や神経系の連続するネットワーク構造の立体的な解析に有益と
される。今回我々は蛍光を発する遺伝子改変（CAG-EGFP）マウスを用いて本技術を女
性生殖臓器に応用してその有用性を検討したので報告する。まず還流固定時に核染色を
加えたCUBIC変法を開発してCAG-EGFPマウスの卵巣を透明化した。卵巣内のEGFP蛋
白発現はほぼ均等に観察されたが、その蛍光強度は組織の構成細胞によって顕著な差が
認められた。特に顆粒膜細胞において蛍光シグナルが減弱していたため卵胞内にコント
ラストが生じて卵母細胞の観察が容易であった。その結果光シート顕微鏡により卵巣組
織全体の卵母細胞の分布が正確に解析できることが示された。次にCAG-EGFPマウスの
非妊娠子宮組織を透明化した。子宮では子宮内膜のEGFPの蛍光シグナルが減弱してお
り、一方で子宮筋細胞のシグナル強度は高かったため筋層走行の３D構造が明瞭に観察
された。その結果内輪筋と外縦筋の間に両筋層をメッシュ状に連結する中間層の存在が
新たに示された。さらにこの中間層は自律神経と子宮筋を介在するテロサイトを有して
おり、両筋層の協調的な収縮運動を制御している可能性が示唆された。さらに野生型メ
スマウスとCAG-EGFPオスマウスを交配させ妊娠した子宮組織を胎児と胎盤を含んだ状
態で透明化した。その結果3D像や任意の2D像でfeto-maternal interface部位の観察が可能
となり、子宮内膜内に浸潤している蛍光シグナル陽性の栄養膜細胞を単細胞解像度で空
間描出できた。さらにその情報をもとに透明化組織から任意の断面で組織切片を作成
し、組織染色による解析を追加できることが示された。

S5-1 生殖臓器透明化マウスの解析
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大黒 多希子

金沢大学　疾患モデル総合研究センター　疾患モデル分野

概日リズムは視床下部の中枢時計と各臓器の末梢時計が同期して形成され、体温・血圧
やホルモン分泌などの生理機能を調節している。一方で女性は月経周期という月単位の
生殖リズムを有している。これまで我々は女子学生の朝食欠食やダイエットなどの空腹
ストレスが月経痛を誘導する可能性を報告してきた。さらにマウスを用いた検証で不規
則な朝食摂取による空腹ストレスが時計遺伝子の機能異常を誘発することを観察し、
「異常な空腹ストレスが子宮末梢時計システムを介して産婦人科疾患の発症を誘導す
る」との仮説を提唱するに至った。そこで本研究では上記仮説の後半部である子宮の生
殖機能に対する子宮時計遺伝子の役割を検討する目的で、プロゲステロン（P4）受容
体-creを用いて、時計遺伝子群の中でもコア遺伝子とされるBmal1を子宮特異的に欠損
させたマウス（cKO）を作成し，その妊孕性について検討した。その結果、妊娠6日目
の胚着床はcKOマウスでも正常に観察されたが、その後着床部位の吸収や胚の成長遅延
などの病的な状態を呈し、最終的に全例が流死産に至り生仔を得られなかった。cKOマ
ウスの子宮を組織学的に解析すると、妊娠8日目には脱落膜化部位の縮小、血管新生の
阻害および胚の吸収が示され、また妊娠12日目には胎盤の形成不全と母体血管床の減少
が観察され、胎盤血流障害の存在が推察された。さらに胎盤組織における子宮NK細胞
の発現様式も変化していた。一方で妊娠cKOマウスにP4を補充すると、胎盤の構造異常
は改善されないものの母体血管床が増加し、生仔を得られる個体が観察された。以上の
知見から子宮時計遺伝子が子宮の生殖機能に重要な役割を演じていること、およびP4補
充が構造異常を有する胎盤の機能改善に有効である可能性が示された。なお本研究で行
われた動物および遺伝子組み換え実験は、金沢大学の各倫理審査委員会の承認を得て行
った。

S5-2 Bmal1時計遺伝子欠損マウスにおける胎盤形成不全
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藤原 浩

金沢大学医薬保健研究域医学系医学類 生殖・発達医学領域産科婦人科学

トロホブラストの浸潤はヒト胚着床や胎盤形成において重要な過程の１つであり、中で
も絨毛外トロホブラスト(EVT)は母体の子宮ラセン動脈に沿って子宮筋層内まで浸潤す
る。これらの血管の内皮と筋層が絨毛外栄養膜細胞で置き換わることにより初めて十分
量の胎児への胎盤血流が保たれるため、EVTの子宮内への浸潤は妊娠の維持に必須の現
象である。この機構の障害は妊娠の後半期において妊娠高血圧症候群をきたすとされて
おり、母体血管の再構築機構の解析は妊娠高血圧症の発症機序の解明のみならず、その
早期診断や早期治療法の開発に繋がると期待される。一方でEVTの浸潤は癌細胞と異な
り、子宮筋層内で停止する。このようなEVTの浸潤停止機構の解明は新しい癌の浸潤抑
制治療の開発にも貢献する可能性がある。またEVTは他人の細胞であるにも関わらず母
体は免疫学的に受け入れ、自己の子宮動脈への浸潤は許容しつつも、その浸潤を制御し
ている。我々はこのようなEVTの浸潤制御機構にケモカイン/ケモカイン受容体、およ
びケモカインを細胞表面で代謝する細胞膜結合型のペプチダーゼが関与していることを
明らかにしてきた。さらにEVTに特異的に発現している新しいペプチダーゼ“laeverin”を
発見してこの遺伝子構造を決定したが、最近この分子が免疫細胞からのケモカイン産生
を介してEVT-母体免疫細胞間のクロストークに役割を演じている可能性を見出したの
でこれを報告する。なお臨床検体の採取と研究利用に関しては本人の承諾および医学倫
理審査委員会の承認のもとに施行した。

S5-3 細胞膜ペプチダーゼによる胎盤形成機構
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S5-4 胎盤を介した母胎間シグナルリレー機構の解析

◯東海林 博樹 1)、 王賀 2,3)、 八田稔久 2)

1)金沢医科大学　一般教育機構　生物学
2)金沢医科大学　医学部　解剖学I
3) Department of Obstetrics, The First Hospital of China Medical University

白血病抑制因子（LIF）は、着床や胎盤形成、胎児の発生過程で重要な役割を果たすこ
とが知られている。我々はこれまでに、胎児の大脳皮質形成にLIFシグナルが重要である
ことを明らかにし、さらにそのシグナルについて、母体LIFが胎盤からの副腎皮質刺激ホ
ルモン（ACTH）分泌を介して胎児LIFを誘導するしくみを提唱してきた（母胎間シグナ
ルリレー）。本シンポジウムでは、母体LIFが胎盤栄養膜細胞に作用してACTHの分泌を
促進する機構を中心に概説する。　脳下垂体のACTH産生細胞においては、副腎皮質刺激
ホルモン放出ホルモン（CRH）に加えて、LIFによりACTH産生が促進されることが報告
されている。ラット胎盤栄養膜細胞由来の培養細胞にLIFを添加するとACTHが誘導され
たが、この過程にCRHが関係するのかどうかは不明であった。CRHは、従来ヒトを含む
霊長類胎盤には発現が認められるが、齧歯類胎盤では発現しないと考えられていた。し
かし最近、マウス胎盤でのCRH発現報告が散見され、我々の解析でもマウスで胎齢13.5

日をピークとして胎盤栄養膜細胞で発現を認め、それは母獣へのLIF投与により増強され
た。さらにmouse trophoblast stem cell（mTSCs）培養系でも、分化に伴いCRHの発現が上
昇し、LIF添加でさらに増強された。この培養系で、各種阻害剤を用いた解析を進めたと
ころ、ACTH分泌促進はLIFの直接的な作用により、一方ACTH産生促進はLIFで誘導され
たCRHを介したautocrine/paracrine経路により起こることが示された。胎盤CRHは、ヒト
では分娩のタイミングの制御に関わるとされるが、マウスでは胎児の発生制御に重要で
ある可能性が示された。　こうしたしくみは、母体感染時の免疫亢進による胎児脳形成
障害と密接に関わっていると考えられ、この点についても考察する。
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水本 泰成

金沢大学　医薬保健研究域医学系　産科婦人科学

胎盤部トロホブラスト腫瘍（Placental site trophoblastic tumor: PSTT）は極めて稀な絨毛
性疾患で、子宮の母体血管に浸潤する絨毛外トロホブラスト(EVT)をその起源とする。
父親由来の抗原性を有しているものの妊娠終了後も免疫的に排除されず残存して悪性化
したと考えるが、その発生メカニズムは未解明である。我々は最近経験した子宮外転移
を有した化学療法抵抗性PSTTの２症例に対して、本邦で初めて免疫チェックポイント
(PD-1)阻害剤であるペムブロリズマブを使用したところ、両症例ともに著効を示したも
のの第１症例は残念ながらペムブロリズマブの休薬後に突然の急激な再燃で死亡した。
2症例に共通の病理所見として腫瘍細胞による免疫グロブリンの産生が観察されたため
第１症例で遺伝子解析を行ったところ、再発を繰り返すにしたがって再発病巣のV(D)J

遺伝子再編成パターンが増加することが示された。さらにSNVを用いて母方および父方
アレルを解析したところ、児に継承されなかった「非遺伝性の母方対立遺伝子Daughter-

Non-Inherited Maternal Allele：DNIMA」が腫瘍細胞内に検出され、母親細胞由来の
DNIMAがPSTTのDNAにintegrateされていることが判明した。また追加したシングルセ
ルの全ゲノム解析から全染色体の広範囲にわたって母親細胞由来DNAが取り込まれて
いることも明らかとなり、DNIMAがintegrationされた機序として母親の免疫細胞との細
胞融合が考えられ、この細胞融合によりPSTTが免疫細胞から免疫回避を含む新たな機
能を得た可能性が推察された。これらの知見は癌細胞の免疫回避機構や免疫治療に対す
る抵抗性獲得機序の解明の端緒となるのみならず、トロホブラストの新たな特性も示唆
しているためその解析結果を報告する。

S5-5 胎盤部トロホブラスト腫瘍の遺伝子解析から推察されたト
ロホブラストの新たな特性
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才津 浩智

浜松医科大学医学部医学科医化学講座

タンパク質をコードするエクソン領域を網羅的にシークエンス可能なエクソーム解析に
よって、多くの先天異常疾患の原因となる遺伝子バリアントが同定されています。ま
た、定期的なエクソーム解析データの見直しやエクソームデータを用いたコピー数解析
を加えることで、より多くの症例で遺伝子診断が可能となります。しかしながら、単一
エクソン巻き込んだ欠失や重複、トランスポゾンの挿入といったゲノム構造異常はエク
ソーム解析では同定は困難であり、これらのゲノム変化は全ゲノム解析によって同定す
ることが可能です。全ゲノム解析で同定される稀なシークエンスバリアントのうち、タ
ンパク質コード領域に位置するバリアントはわずか1%程度であり、約半分が遺伝子間
の領域、約35%がイントロンに位置しています。遺伝子間に位置するバリアントに関し
てはその評価は困難でありますが、イントロンバリアントに関しては、最近報告されて
いる機械学習を用いたプログラムを用いることでスプライス異常を引き起こす可能性の
あるバリアントを抽出することが可能です。さらに、RNA-seqによるトランスクリプト
ーム解析を行うことで、スプライス異常や発現量の異常、片アレル性の発現遺伝子を調
べることが可能で、バリアントが転写産物に与える影響を直接評価可能である。本講演
では、全ゲノム解析およびトランスクリプトーム解析によって原因を同定しえた例をお
話しし、尿細胞（human urine-derived cells）を用いたトランスクリプトーム解析の有用
性についてご紹介いたします。

S6-1 全ゲノムおよびトランスクリプトーム解析による疾患原因
の同定
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要 匡

国立成育医療研究センター　ゲノム医療研究部

希少疾患の多くに奇形症候群、即ち何らかの先天異常を呈する疾患が含まれている。こ
の希少疾患は、非常に多くの種類が知られているが、うち、約８割は遺伝子関連疾患と
言われている。奇形症候群についても、胎児性アルコール・スペクトラム障害のように
環境要因が主な原因とされる疾患があるものの、その多くの原因が遺伝子の変化として
見出されるため解析対象となっている。そこで、近年、ゲノム解析技術の進歩に伴い、
各国で奇形症候群を含む希少疾患に対して網羅的ゲノム解析が行われており、約40％前
後でその原因となる遺伝子バリアント（病的バリアント）が特定されている。現在、解
析の結果、原因となる遺伝子変化の多くが、de novoで生じていることが確認されてい
る。即ち、発生初期に生じた遺伝子の機能変化が形態形成等に影響を与えており、その
分子病理を解明することは、先天異常を理解する上で重要な知見を与えると考えられ
る。 本講演では、ゲノム変化からみた先天異常（奇形症候群）に関して、演者らの経
験も踏まえ、希少疾患全般に対して行われている網羅的ゲノム解析を紹介する。 まず、
どのような疾患（症状）が解析対象となっているか、概要や実際の解析例をいくつか紹
介し、次に、同じまたは類似の奇形症候群について、その遺伝要因（ゲノム異常）、あ
るいは環境要因（催奇形因子）など、それぞれを比較することで先天異常の理解が深ま
る可能性について提示する。そして、複数の原因遺伝子が知られている奇形症候群、即
ち遺伝子座異質性が知られている奇形症候群の表現型を詳細に検討することで先天異常
の理解が深まる可能性について提示し、奇形症候群（先天異常）の網羅的遺伝子解析に
より得られる知見が先天異常の成り立ちに貢献できることを考えてみたい。

S6-2 奇形症候群と網羅的ゲノム解析　―解析から見えてくるも
の―
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小崎 健次郎

慶應義塾大学　医学部　臨床遺伝学センター

1927年にMullerがショウジョウバエの生殖細胞への放射線照射によって人工的に突然変
異を生じさせることに成功した。次世代のショウジョウバエの形態や行動異常（広義の
先天異常）のマッピングにより、多くの先天異常の原因遺伝子が同定された。ヒトにお
いては人工的な突然変異の誘導は不可能であり、低頻度に自然発生する先天異常の患者
の網羅的ゲノム解析を通じて、変異の検出を試みることとなる。われわれは2000名を越
える先天異常の患者および両親の解析を通じて10以上の新規疾患とその原因遺伝子の発
見に成功した。PDGFRBおよびCDC42機能亢進型変異については、国内外で10名以上が
同定され、それぞれKosaki Overgrowth syndromeおよびTakenouchi-Kosaki syndromeとして
確立された。既に国際的な患者会や治療研究のための国際コンソーシアムが形成されて
いる。上記2新規疾患については自験例のゲノム解析を契機に発見された。さらに効率
的に新規疾患の同定を図るために国内で「未診断疾患イニシアチブ」が結成され、
NSF1異常症（シナプス顆粒の分泌異常）、LSR異常症（Tricellular junctionタンパクの異
常症）、CTR9異常症（幹細胞の多分化能の維持）が発見された。国際共同研究によ
り、CDK19異常症・YY1異常症・AFF3異常症が発見された。モデル生物研究者との連
携によりヒトで同定された遺伝子変異の機能的な意義の証明が進んだ。NSF異常症では
ショウジョウバエモデルが、CTR9異常症およびCDK19異常症ではゼブラフィッシュモ
デルが、PDGFRB異常症ではマウスモデルが有効であった。今後も、先天異常の患者の
ゲノム解析を用いた候補遺伝子の同定とモデル生物を用いた検証の組み合わせにより、
先天異常の新たな発症機序が解明されると期待される。

S6-3 未診断患者のゲノム解析による新規疾患の同定を通じた先
天異常の病因の解明
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シンポジウム７ 
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シンポジウム7 2022年7⽉31⽇

八鍬 奈穂

国立成育医療研究センター妊娠と薬情報センター

本邦では、複数のカルシウム拮抗薬が使用されており、効能・効果として、高血圧症、
本態性高血圧、腎実質性高血圧症、狭心症、頻脈性不整脈、心筋梗塞、持続性心房細
動、片頭痛が挙げられる。
カルシウム拮抗薬の妊婦への投与は、医薬品添付文書上、ニフェジピンにおいて妊娠20

週以降が有益性投与とされている以外は、内服薬全てにおいて禁忌の制限が設けられて
いる。妊婦の項には、「妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。
動物実験で妊娠末期に投与すると妊娠期間及び分娩時間が延長することが認められてい
る」など、動物実験での影響が記載されている。動物実験の内容は、催奇形性に関する
ものよりも、出生児の体重増加抑制や妊娠期間及び分娩時間延長の記載が散見される。
一般的に、カルシウム拮抗薬は、高血圧症に対してACE阻害薬、ARB、利尿薬とともに
第1選択薬とされている。妊娠中は、ACE阻害薬、ARBは胎児毒性により避ける必要が
あり、利尿薬については胎盤灌流障害の可能性から通常使用されない。高血圧合併妊娠
は、加重型妊娠高血圧腎症や、低出生体重児出産、早産、新生児死亡等の割合が正常血
圧妊娠と比較して高いことが報告されており疾患コントロールが重要であるが、医薬品
添付文書上、妊娠中の使用を検討することができる医薬品はラベタロール、メチルド
パ、ヒドララジン、ニフェジピン（妊娠20週以降）と限られる。
生殖年齢女性ではカルシウム拮抗薬が処方されることも多く、そのなかでもアムロジピ
ン、ニフェジピンは1、2位を占めている。米国、英国では妊婦への投与は禁忌とされて
おらず、妊娠中の使用に関する情報は大規模ではないが集積されつつある。
本シンポジウムでは、使用頻度の高いニフェジピンやアムロジピンを中心にカルシウム
拮抗薬の臨床使用における研究を提示し、妊娠中の使用について考えてみたい。

S7-1 カルシウム拮抗薬の妊婦使用と臨床研究
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シンポジウム7 2022年7⽉31⽇

後藤 美賀子

国立成育医療研究センター　妊娠と薬情報センター

【背景】β遮断薬もしくはαβ遮断薬は降圧薬や近年では慢性心不全治療や抗不整脈治療
に頻用される。アテノロールとラベタロールは妊娠中期以降の使用により子宮内胎児発
育遅延や新生児低血糖が生じる可能性があることが判明しているが、コホート研究の結
果において催奇形性を認めないため、本邦の添付文書では有益性投与である。一方で同
群薬であるカルベジロールとビソプロロールは、心筋症や虚血性心疾患を原因とする慢
性心不全や不整脈に対してガイドラインで推奨の記載があるものの、添付文書には「妊
婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと」と記載されており妊婦は使
用が難しい現状がある。【目的】カルベジロールとビソプロロールの妊娠中の使用に関
する安全性を検討する。【方法】カルベジロールとビソプロロールと妊娠について、そ
れぞれシステマティックレビューを行なった。【結果】カルベジロールは、検索された
公表文献16報について内容を確認した。16報のうち、英語以外の文献1報、有効性に関
するに関する文献1報、妊娠と無関係の文献2報、児の転帰に関する記載のない文献2

報、レビュー文献4報、メタ解析文献1報を除外し、5報について詳細を検討した。ビソ
プロロールは、検索された公表文献27報について内容を確認した。27報のうち、英語以
外の文献8報、出産後投与に関する文献1報、妊婦を除外した有効性に関する文献1報、
レビュー文献4報を除外し、13報について詳細を検討した。レビューの結果、カルベジ
ロール、ビソプロロールを含むβ遮断薬は、妊娠初期の使用により、先天異常の発生リ
スクを大きく増加させないと考えられた。【考察】心不全や不整脈を合併するハイリス
ク妊娠において、あるいは降圧剤で他の選択肢がない場合、カルベジロール、ビソプロ
ロールを使用することによるベネフィットは潜在的なリスクに比べ大きいと思われる。

S7-2 妊婦におけるβ遮断薬使用の臨床的有用性と安全性
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シンポジウム7 2022年7⽉31⽇

◯ 山崎 華子 1)、 下村和裕 2)

1) 大鵬薬品工業株式会社
2) 第一三共株式会社

妊婦に薬を処方しなければならない場合、または妊娠に気づかずに薬を服用してしまっ
た場合の対応は主に症例対照研究やコホート研究などのヒトのデータを基に行われる。
しかし、これらデータの集積には長い期間を要し、発売後の期間が浅く、使用経験の少
ない薬ではヒトにおけるデータがほとんどないのが実情である。それに対し非臨床試験
（動物実験）成績は承認申請に必要なデータであるため、新たに発売される医薬品には
必ず存在する。日本の添付文書および欧米のラベリングではヒトと動物実験の両方のデ
ータから、妊娠に対する危険度が評価されているが、ヒトのデータが集められる前は非
臨床試験成績による安全性評価の重要性が増すことになる。また、動物実験データの概
要は添付文書やインタビューフォームに記載されており、Web上で公開されている承認
申請資料を参照することも可能である。　
日本先天異常学会学術集会では15年にわたり妊娠と薬剤に関するシンポジウムを続けて
いるが、今回は降圧薬を取り上げることとした。カルシウム拮抗薬としてはアムロジピ
ン，ニフェジピン、ニカルジピン、ジルチアゼム、β遮断薬としてはビソプロロール，
カルベジロール，アテノロール，ラベタロール，プロプラノロールなどが含まれる。　
これらのヒトにおけるデータ、臨床における使用上の注意点などは他演者から示される
ことから、この発表ではこれらのうち代表的なものについて動物実験結果を紹介し、非
臨床試験成績から妊娠期間中の薬剤使用の安全性について考えてみたい。

S7-3 カルシウム拮抗薬、β遮断薬の生殖発生毒性試験
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シンポジウム7 2022年7⽉31⽇

林 昌洋

虎の門病院　薬剤部

サリドマイドの教訓により、医療従事者はもとより一般の妊婦にも薬物の催奇形性に関
する認識が普及し、むしろ過剰な不安を抱く傾向がある。第二のサリドマイド禍を避け
るための慎重な配慮の一方で、胎児への影響を懸念するあまり必要な薬物療法が控えら
れることによる母児の不利益は避ければならない。
治験では、倫理的な配慮から妊婦は一般に除外対象と規定されている。このため新医薬
品のヒト胎児への安全性は明らかではないことが多い。このため添付文書には薬物療法
の原則論にとどまる記載が多く、医療従事者の判断を難しくしていた。
周産期医療に従事する医師・薬剤師が「生殖発生毒性試験」、「薬剤疫学研究」、「症
例報告」、「薬理試験」、「薬物動態試験」等の情報を評価し、妊婦やその家族に薬剤
の影響を理解できるよう情報提供できる体制を整えたのが催奇形情報サービス(TIS：
Teratology Information Service)の始まりである。
TISのネットワークとして、米国ではOTISが1987年に、欧州ではENTISが1990年に活動
を開始した。日本においては1988年に初めてのTISとして虎の門病院に「妊娠と薬相談
外来」が開設された。その後、2005年には厚生労働省事業として国立成育医療研究セン
ターに妊娠と薬情報センターが設置され全国47都道府県に拠点病院が設置されTISのネ
ットワークが完成した。
日本におけるＴＩＳ黎明期から現在までを振り返り、虎の門病院妊娠と薬相談外来を中
心に、科学に基づく臨床と、Informed Decision Makingによるカウンセリング、臨床アウ
トカムに基づく疫学研究について概説する。

S7-4 日本におけるＴＩＳ黎明期から現在まで
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シンポジウム８ 
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シンポジウム8 2022年7⽉31⽇

下村 和裕

第一三共株式会社　ワクチン研究所

厚労省から2021年10月に「医薬品の投与に関連する避妊の必要性等に関するガイダンス
案」に対して意見の募集が行われた。このガイダンスは生殖可能な患者への医薬品投与
による次世代に対する発生毒性および遺伝毒性の潜在的リスクを最小限に抑えることを
目的とし、避妊が推奨される条件および避妊期間に係る基本的な考え方が示されてい
る。添付文書上の避妊を規定する際の設定方法および医療現場における当該情報の解釈
の助けとなることが期待されている。
本ガイダンス案はまず遺伝毒性のある医薬品とない医薬品に分け、遺伝毒性のない医薬
品はさらに発生毒性のある場合とない場合に分類しそれぞれについて男性患者と女性患
者における避妊について記載されている。遺伝毒性はないが発生毒性を誘発する医薬品
について、男性患者ではパートナーへの精液を介した医薬品の移行による発生毒性リス
クを検討する必要があるとされている。避妊期間については最終投与日からの血中の消
失期間（半減期の5倍の期間）を代用することが示されている。なお、パートナーの曝
露量に安全域を考慮することが適切であるとされていると記載されているが、具体的な
記載はない。女性患者でも同様に最終投与日からの血中の消失期間（半減期の5倍の期
間）に基づく避妊期間を設定することが必要であるとされている。ただし、無毒性量に
対して十分な安全域を確保できる、有効量と無毒性量の比率が大きい医薬品について
は、次世代へのリスクは考えにくいため、避妊期間の設定は不要と考えると記載されて
いる。しかし、これについても理解を助ける説明はない。
今回の発表では、必要以上の過大な避妊の設定は患者の利益を損なう可能性もあること
から、男性患者のパートナーの曝露量の安全域ならびに女性患者における無毒性量に対
しての十分な安全域について考えてみたい。

S8-1 発生毒性リスク回避のための避妊
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森田 健

製品評価技術基盤機構　化学物質管理センター

厚生労働省は、2021年10月に医薬品の投与に関連する避妊の必要性等に関するガイダン
ス案を出した。同案では、避妊に関しては、生殖発生毒性試験及び遺伝毒性試験の結果
を参照するとしている。「遺伝毒性のある医薬品」とは、ICHガイダンスS2（R1）にて
臨床使用時の遺伝毒性リスクがあると判断された医薬品と定義した。なお、染色体異数
性誘発性のみを示す医薬品は、遺伝毒性のある医薬品の範疇には含めないとしている。
この考え方は、GHSを含む一般的な「生殖細胞変異原性」の定義とは異なっており、異
数性誘発性を避妊対応に含めない妥当性についても懸念がある。本シンポジウムでは、
まず、生殖細胞における遺伝毒性について、定義、検出法ならびに「生殖発生毒性」に
おける変異原性関与評価の困難性等について概説する。次いで、避妊を求めている遺伝
毒性試験陽性医薬品の現状を確認するために、日本市場にある医薬品のうち、Ames試
験あるいはin vivo小核（染色体異常）試験で陽性のものを抽出し、医薬品添付文書にお
ける記載の調査結果を報告する。抽出された49剤（Amesのみ陽性9剤、in vivo小核のみ
陽性23剤、Amesおよびin vivo小核で陽性17剤）のうち、抗腫瘍薬が19剤を占めた。う
ち、14剤は生殖細胞変異原とされるもので、うち、8剤は遺伝毒性に基づく男性避妊に
関する記載が認められたが、残りの6剤に、避妊に関する記載は認められなかった。生
殖細胞に異数性を示す2剤では、その避妊対応に相違が認められた。これらの現状は、
ガイダンス案の定める「遺伝毒性のある医薬品」の適切性に対する懸念ならびに今後の
医薬品添付文書整備の必要性を示している。なお、本発表に医学的倫理的側面に配慮す
べき事項はない。

S8-2 生殖細胞における遺伝毒性
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シンポジウム8 2022年7⽉31⽇

西村 次平

医薬品医療機器総合機構

抗悪性腫瘍薬を用いたがん治療を行う生殖可能な患者（男女）への治療中及び治療後の
避妊期間に関する推奨事項について、2019年5月に米国食品医薬品局（FDA）、 2020年
2月に欧州医薬品庁（EMA）において、それぞれガイダンスが公表されているが、本邦
には該当する指針はない。そのような背景のもと、医薬品等規制調和・評価研究事業
「生殖能を有する者に対する医薬品の適正使用に関する情報提供のあり方の研究班
2019-2020（日本医療研究開発機構）」において、生殖可能な患者（男女）への医薬品
投与による次世代に対する発生毒性および遺伝毒性の潜在的リスクを最小限に抑えるこ
とを目的に、医薬品使用時の避妊に対する考え方に係る日本版ガイダンスの作成が進め
られており、厚生労働省によるパブリックコメントを経て、今般「「医薬品の投与に関
連する避妊の必要性等に関するガイダンス）」（避妊ガイダンス）の最終化が検討され
ている。現時点において、最終化された避妊ガイダンスは公表されていないが、本講演
では、発生毒性や遺伝毒性を有する医薬品の胚・胎児発生に関する毒性評価、推奨され
る避妊期間や注意喚起の考え方について、既承認医薬品を事例に紹介したい。

S8-3 発生毒性や遺伝毒性を有する医薬品の避妊の考え方
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元木 葉子

医薬品医療機器総合機構　医薬品安全対策第一部

生殖可能年齢にある女性が医薬品を使用するとき、その医薬品が将来の妊娠および出産
に与える影響は回避される必要がある。医薬品を使用している間の妊娠を先延ばしにす
ることで、医薬品のリスクを回避する手段として用いられるのが避妊である。しかし一
方で疾患によっては、避妊によって妊娠時期を先延ばしにしても薬剤の影響がなくなる
時期が訪れるとは限らない。避妊が医薬品の使用において問題となることが多いのは、
医薬品の投与目的が長期又は生涯の管理を要する疾患の場合である。この場合には、医
師が適切な医薬品リスク評価と情報提供を行わなかった場合、リスク回避方法としての
避妊という手段の単純な提示は、女性患者本人が人生設計において、子供を持つ選択肢
を考える機会そのものを奪ってしまうことにもなる。産婦人科医師であれば身に染みて
経験することであるが、妊娠の多くが女性本人にとって意図しない形で経験される。意
図しない妊娠とは、必ずしも望まない妊娠を指すものではない。「世界人口白書2022」
（国連人口基金）によれば、世界の妊娠の約50%は、女性にとって意図しなかったもの
であり、日本においては、限られた施設におけるデータではあるが、妊娠の29%が意図
しないものであったとする報告がある（2012年、2施設における780妊娠のデータ）。医
薬品による治療中の女性が、将来的には妊娠を望んでいる女性であっても、それが意図
しない形であれば避妊もできず、適切な時期に妊娠に気付くこともできず、疾患をもつ
母体及び胎児の双方にリスクを与える結果にもなる。生殖可能年齢の女性における診療
においては、医薬品が妊娠に与えるリスクと避妊の必要性を伝えるのみに終わることな
く、妊娠を望む場合には、いつ、どのように、何人こどもを持つのか、妊娠中の疾患管
理方法といった、具体的で適切なコミュニケーションを妊娠前からとることが肝要であ
る。

S8-4 母体の治療ニーズからみた医薬品使用時における適切な避
妊の考え方

- 53 -



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

奨励賞受賞講演 
  

- 54 -



奨励賞受賞講演 2022年7⽉30⽇

AL-1 母体免疫活性化の曝露による出生後の小胞体ストレス応答
不良と炎症に対する感受性亢進の誘導

清水 陽 1,2)

1)大同病院　小児科
2)金沢医科大学　医学部　解剖学Ⅰ

出生前環境は出生後の様々な疾患や障害の重要な決定因子であり、感染症や自己炎症性
疾患の重症例では感染などの刺激に対し過剰に免疫応答が生じることが知られている。
本研究では妊娠中期にpoly(I:C)による母体免疫活性化（MIA）を誘導し，出生後の炎症刺
激に対する免疫応答と臓器への影響を検討した。poly(I:C)または生理食塩水を妊娠中期に
腹腔内投与した。3から4週齢の仔マウスにpoly(I:C)または生理食塩水の2回目の投与を行
い、投与から2時間、24時間後に血清と組織を採取した。仔マウスのサイトカインプロフ
ァイル、各臓器の組織学的変化および小胞体ストレス応答 (UPR) について検討した。
MIA曝露マウスでは，出生後の炎症刺激によって，過剰な炎症性サイトカインの誘導と
急性肝細胞壊死を認めた。炎症や感染曝露時の細胞の恒常性維持に必要不可欠である小
胞体ストレス関連分子の発現低下を明らかにした。刺激に対する適切なUPRは，細胞の
恒常性維持に有利に働くが，過剰あるいは不十分なUPRは細胞の恒常性が維持できず，細
胞死を惹起する事が報告されている。このことから，MIAにより出生後の炎症曝露時に
UPRが不十分となり，免疫の過剰反応と肝細胞壊死が惹起された可能性が高い。本研究
成果は，胎生期に過剰な免疫反応に暴露されることが，出生後の炎症性疾患のリスク因
子形成に関与する可能性を示すものである。本研究は金沢医科大学動物実験委員会の許
可を得て、行った。
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奨励賞受賞講演 2022年7⽉30⽇

AL-2 白血病抑制因子はマウス絨毛膜細胞においてCRH/CRHR経
路を介してプロオピオメラノコルチンを誘導する

王 賀 1,2)

1) 金沢医科大学　医学部　解剖学1
2) 中国医科大学　附属第一医院　産婦人科

我々はこれまでに、マウスモデルを用いた研究により、母体由来の白血病抑制因子
（LIF）が胎盤の副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）の産生を誘導することを明らかにして
いる。本研究では、胎盤における LIF のプロオピオメラノコルチン（POMC）誘導作用
が CRH依存的か否かを検証した。妊娠13.5 日のマウス母獣に LIF を腹腔内投与すると、
胎盤 CRH の発現亢進が確認された。また、マウス絨毛幹細胞を用いた培養実験において
も、LIFによるCrh mRNAの発現誘導作用が確認された。さらに、CRH受容体1および2

(CRHR1および2)、 JAK/STAT3、PI3K/AKTおよびMAPKの各阻害剤を用いてLIFの作用経
路について検討した。その結果、LIFはCRH/CRHR1経路を介して間接的に絨毛幹細胞の
Pomc mRNAの発現を促進し、JAK/STAT3経路を介してACTH分泌を誘導することが示唆
された。
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一般演題（ポスター討論）
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⼀般演題

◯磯部 雄司 1)、 CatlinNatasha R. 2)、Bowman Christopher J. 2)、 Campion Sarah N. 2)、
Cheung Jennifer R. 2)　、Nowland William S. 2)、 Sathish Jean G. 3)、

Stethem Christine M. 2)、 Updyke Lawrence W. 4)、 Cappon Gregg D.2)  2)

1)ファイザーR&D合同会社　非臨床開発研究部
2)米国ファイザー社グロトン
3)米国ファイザー社パールリバー
4)米国ファイザー社ケンブリッジ

［緒言］ニルマトレルビルは新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）のメインプロテアー
ゼ（3CLプロテアーゼ）の選択的かつ強力な経口阻害薬である。［目的・方法］患者に
生殖能力を有する者が含まれることを考慮し，ラットおよびウサギを用いた胚・胎児発
生に関する試験および雌雄ラットを用いた受胎能および初期胚発生試験を実施し，ニル
マトレルビルの生殖発生への影響を評価した。［結果］雌雄ラットの受胎能および初期
胚発生に対する影響はみられず，ラットおよびウサギに重度の発生毒性（胎児異常およ
び胚・胎児死亡など）を示唆するような毒性所見はみられなかった。［考察・結論］今
回の結果は，ニルマトレルビルの標的が哺乳類の細胞に存在しないウイルス特異的タン
パク質であり，酵素活性の阻害が高い選択性を示すことおよび遺伝毒性が認められてい
ないことと整合している。本研究は所属施設の倫理審査委員会の承認を得ている。

O-1 ニルマトレルビル［新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）経
口阻害薬］の動物モデルを用いた生殖発生毒性の評価
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⼀般演題

◯横田 理 1)、 齊藤洋克 1)、 若山友彦 2)、 北嶋聡 1)

1)国立医薬品食品衛生研究所　毒性部
2)熊本大学大学院　生命科学研究部

環境要因による精子への有害影響は次世代へと継承され、先天異常のトリガーとなり得
る。しかし、精子が成熟するまでには多くの時間を要するため、その影響を早期に予測
可能な精巣毒性評価法の開発が待たれる。これまでに我々は、ビタミンA（VA）過剰マ
ウス精子頭部の形態異常率が亢進すること（Yokota et al. Andrology. 2021）、さらには、
雄親由来の児の脳発達に影響が生じることを解明した。本研究ではまず、蛍光標識PNA

レクチンによるマウス精上皮周期の迅速同定法を新規に開発した。HE染色による病理
組織解析においてはVA過剰による精巣毒性が検出されなかったが、同法に、さらに細
胞マーカー抗体による免疫染色法を組み合わせることにより、精上皮ステージVII,VIII

において、VA過剰群では減数分裂開始に重要な役割を担うプレレプトテン期精母細胞
数が減少することを見出した。これらの結果から、精子毒性を早期に予測可能な本評価
法の有用性が示された。

O-2 ビタミンA過剰マウス精上皮周期に着目した精巣毒性評価
法の開発
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⼀般演題

◯吉木 淳、 水野沙織、 中田初美、 櫛田達矢 、 臼田大輝、桝屋啓志

理化学研究所　バイオリソース研究センター

理研BRC/NBRPマウスでは国内で開発されたマウス系統の収集・保存・提供を実施して
いる。収集系統の中から疾患研究および遺伝子機能研究に必要なマウスを的確に見つけ
出すことのできるウェブサイトが必要である。第4期NBRPでは、系統の紹介記事「今
月のマウス」により44系統、Today’sシリーズのリストによりヒト疾患モデルを62系統
および遺伝子機能の解析ツールを80系統紹介した。「今月のマウス」の公開月の閲覧者
は約70名であった。検索機能の高度化では、遺伝子名、疾患名および表現型の入力によ
り、サジェスト機能の支援を受け、マウス系統と関連する細胞、遺伝子の検索が可能と
なった。遺伝子と疾患の関連付けは、DisGeNETと関連オントロジーを用いた。これら
情報の高度化により第4期NBRPにおいては毎年400系統を超える提供実績が得られた。
今後も疾患関連情報の拡充と発信を強化する計画である。

O-3 マウスリソース情報の高度化と成果
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⼀般演題

◯天野 孝紀 1)、 吉田圭介 2)

1)理化学研究所　バイオリソース研究センター
2)日本医科大学　先端医学研究所

日本産のモロシヌス亜種に属するJF1マウスは、エンドセリン受容体遺伝子（Ednrb）に
トランスポゾンの挿入変異を有し、一定の頻度でヒルシュスプルング病に類似した巨大
結腸症を呈する。CRISPR/Cas9ゲノム編集系によって、このレトロトランスポゾン挿入
変異を修復したJF１マウス系統では、白斑症状の大幅な改善と腸管神経マーカーの発現
回復が認められた。Ednrb以外にJF1マウスを用いた巨大結腸症のリスク因子探索巨大結
腸症の発症に関与しうるリスク因子を探索するため、西欧産ドメスティカス亜種に属す
るC57BL/6マウスとJF1マウスの比較トランスクリプトーム解析を行った。本大会で
は、疾患発症に寄与しうる系統特異的な遺伝子発現について報告したい。

O-4 JF1マウスを用いた巨大結腸症のリスク因子探索
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⼀般演題

◯有川 智博 1)、 林もゆる 2)、 東海林博樹 3)

1)東北医科薬科大学　医学部　医学教育推進センター
2)東北医科薬科大学　医学部　生理学
3)金沢医科大学　一般教育機構（生物学）

ガレクチン-9（Gal-9）は、特定の糖鎖に親和性の高い動物レクチンの一種である。こ
れまで明確な表現型は見つかっていないGal-9欠損マウスを詳細に解析したところ、野
生型マウスに比べて末梢血中の血小板数が有意に少ないことがわかった。マウス骨髄細
胞および末梢血血小板の解析では、Gal-9はCD41陽性の巨核球及び血小板に発現あるい
は局在すること、さらに造血幹細胞の解析では、Gal-9欠損マウスと野生型マウスの間
で、血小板を生成する巨核球の前駆細胞MEPsに差が認められなかった点から、血小板
減少は巨核球分化への影響ではないことが示唆された。マウスを用いたブリーディング
タイムアッセイでは、Gal-9 KOマウスはWTマウスよりも早く出血が止まること、さら
に、ヒト血小板を用いた実験では、血小板凝集抑制作用が認められたことから、Gal-9

は血小板凝集を負に制御している可能性が高いと考えられる。

O-5 Galectin-9による血小板凝集阻害作用
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⼀般演題

◯山田 茉未子 1)、 鈴木寿人 1)、 二川弘司 2)、 武内俊樹 3)、 宮冬樹 1)

吉橋博史 2)、小崎健次郎 1)

1)慶應義塾大学　医学部　臨床遺伝学センター
2)東京都立小児総合医療センター
3)慶應義塾大学医学部小児科学教室

【背景】線毛病の一つであるOral-facial-digital (OFD)症候群は多発口唇小帯と軸後性多
指趾症を特徴とし、少なくとも19個の原因遺伝子が同定されている。【症例】13歳男
児。両側多指趾症、多発口唇小帯、房室中隔欠損症、知的障害・てんかんの症状を認め
る。【結果】PRKACB遺伝子にde novoのchr1(GRCh37):g.84700915T>C, c.1124T>C

(NM_182948.4), p.(Phe375Ser) を同定。(倫理規定遵守)【考察】2020年にPRKACB変異は
cardio-acro-facial dysplasiaという新規疾患の原因遺伝子として3家系4例が報告された。本
報告は第2報である。初報ではOFDとの関連は言及されていなかったが、本症例のみな
らず過去2例も多発口唇小帯と軸後性多指趾症を認めたことから、PRKACBは新たな
OFDの原因遺伝子と結論した。

O-6 PRKACBは新たなOral-facial-digital症候群の原因遺伝子である
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⼀般演題

◯黒澤 健司 1)、 高木美奈子 1)、 小野晋 2)、 熊木達郎 1)、 西村直人 1)

村上博昭 1)、 榎本友美 3)、 上田秀明 2)

1)神奈川県立こども医療センター遺伝科
2)神奈川県立こども医療センター循環器内科
3)神奈川県立こども医療センター臨床研究所

AGO1 の病的バリアントは、自閉症スペクトラム、発達遅延、知的障害、顔貌の異形性
などの神経発達障害と関連している。哺乳類モデルでは、microRNA（miRNA）生合成
の欠陥は、先天性心疾患や拡張型心筋症に関連している。今回、われわれは，AGO1の
機能喪失変異と部分肺静脈還流異常，左肺低形成，両側肺分画症，および拡張型心筋症
を有する症例を経験したのでその臨床像をまとめた。AGO1は，マイクロRNAと遺伝子
サイレンシング複合体を形成するArgonauteタンパク質をコードし、本症例ではde novo

病原性バリアントを検出した。患者は3歳のときに原因不明の拡張型心筋症と診断され
た。エナラプリルとカルベジロールの投与を開始し，心不全は良好にコントロールされ
た。本例によってAGO1 に関連する表現型を、ヒトにおける複雑な先天性心疾患と拡張
型心筋症に拡大することができるかもしれない。本研究は施設内倫理承認のもとで行わ
れた。

O-7 複雑先天性心疾患をきたしたAGO1関連疾患の1例
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⼀般演題

◯岡本 伸彦 1)、 宮冬樹 2)

1)大阪母子医療センター遺伝診療科・研究所
2)慶應義塾大学臨床遺伝学センター

カドヘリン（CDH）は、カルシウム依存的に細胞と細胞を接着させる重要な細胞接着
分子である。細胞外ドメインをもつ細胞膜タンパク質であり、ヒトでは100種類を超え
るスーパーファミリーがある。CDHは、上皮細胞の接着や神経細胞でのシナプスを含
む細胞-細胞間接着部位に局在し、主にホモフィリックな接着機能を介して細胞間相互
作用を制御するが、シグナル伝達を行う場合もある。AccogliらはN-CDHをコードする
CDH2遺伝子変異を９症例で同定した。知的障害、脳梁形成異常、眼異常、先天性心疾
患などが特徴である。本邦初例を経験した。症例は２０歳女性。重度知的障害、脳梁欠
損、ピータース奇形、大動脈縮窄症、低身長を認めた。全ゲノム解析の結果、 CDH2に
c.1522G＞C、p.Glu508Glnをde novoで同定した。N-CDHは眼球、脳梁形成など神経系お
よび心臓の発生に重要な役割を持つことが示唆される。

O-8 N-カドヘリン異常によるA先天異常症候群
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⼀般演題

◯大久保 佑亮 1)、 菅野聖世 2)、 北嶋聡 1)、 平林容子 3)、 福田淳二 2)

1)国立医薬品食品衛生研究所　安全性生物試験研究センター　毒性部
2)横浜国立大学　大学院工学研究院
3)国立医薬品食品衛生研究所　安全性生物試験研究センター

現行の発生毒性試験は、ヒトでの予測性を担保するために多数の動物を用いる必要があ
る。その解決法として、ICH S5 (R3)ガイドラインでは動物実験代替法の利用について言
及されているが、現在までに動物試験を網羅的に代替できる試験はない。我々は、胚・
胎児発生がシグナル伝達により制御されることに着目し、化学物質によるそのかく乱作
用を検出することで発生毒性を検出可能な試験法(integrated Signal Disruption Test: iSDT)

を開発してきた。ヒトiPS細胞を用いたiSDT法は、既知の発生毒性陽性物質20種、陰性
物質14種類を正確度0.91、特異度1.00、感度0.86で評価可能であった。また、動物試験
では評価が困難であったサリドマイドやレナリドミド、ポマリドミドも適切に評価でき
ることから、iSDT法はヒトの発生毒性を高精度・網羅的に評価可能であると考えられ
る。

O-9 ヒトiPS細胞を用いたシグナルかく乱作用のダイナミクスに
基づく高精度・網羅的な発生毒性試験法の開発
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⼀般演題

◯高島 宏昌 1)、 田中加奈子 1)、 長谷川拓郎 2)、 山崎浩史 3)、 北嶋聡 4)

羽田亮 1)、 桑形麻樹子 4)

1)株式会社ボゾリサーチセンター　御殿場研究所
2)株式会社ボゾリサーチセンター　つくば研究所
3)昭和薬科大学　薬物動態学研究室
4)国立医薬品食品衛生研究所　安全性生物試験研究センター　毒性部

雄性生殖を介した発生毒性評価法の開発に取り組んでいる。臨床量のサリドマイドを雄
ウサギに14日間反復経口投与し精液中濃度を求めた結果、血中濃度と同じか若干低値で
あった。ヒトとウサギで精液のpHに差はなかった。これを基に精液を通して女性が曝
露される最大量を求め、雌ウサギへの投与量を算出し、妊娠1～13日まで膣内投与して
妊娠28日に帝王切開した。その結果、児の生存性、体重、形態には影響がなかった。ま
た、妊娠28日の母動物及び胎児血中にはサリドマイド及び代謝物の残留はなかった。妊
娠13日の母動物血中濃度及び子宮内容物中濃度を測定した結果、母動物の血中濃度は雄
経口投与時の血中濃度より低値で、代謝物はラット型が優位となる傾向を認めた。子宮
内容物濃度は、母動物の血中濃度に依存したが、母動物血中濃度より低値で、着床位置
による差はなかった。得られた結果から、サリドマイドの精液を通じた催奇形性作用は
ないと結論した。

O-10 サリドマイドに係る雄性生殖を介した発生毒性
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⼀般演題

◯安彦 行人、 山田茂、 諫田泰成

国立医薬品食品衛生研究所　薬理部

化学物質が発達段階のヒト神経に及ぼす毒性は広く懸念されるが、種や発生段階の違い
のため、動物試験による評価が困難である。動物を用いた発達神経毒性試験は多くの動
物を必要とし、コスト上も負担が大きい。本研究では、ヒト多能性幹細胞（hiPSC）由
来ニューロンに対するピレスロイド系農薬の毒性を、多点電極アレイ（MEA）システ
ムを用いて評価した。ピレスロイドばく露により、バーストあたりスパイク数やバース
ト持続時間等の神経機能が用量依存的に低下した。 RT-PCRにより、hiPSC由来ニュー
ロンにおいてピレスロイド感受性ナトリウムチャネル（VGSC）α2、α3、α8、およびβ3

サブユニットの発現を確認した。自発運動量をエンドポイントとした動物試験と比較
し、MEAパラメーターの神経毒性評価における感度が高いことが示された。ヒトiPSC

由来ニューロンを用いたMEAシステムによる評価系は、神経毒性化学物質の効果的な
スクリーニング系となる可能性がある。

O-11 多点電極アレイシステム（MEA）を用いたヒトiPS由来神
経細胞によるピレスロイド発達神経毒性の評価
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⼀般演題

◯劉 舒捷、 葭原啓太、 家木誉史、 池田直弘、 田崎純一

花王株式会社　安全性科学研究所

胎児性アルコール症候群（FAS）は妊娠中の母親の過飲により子供で見られる先天異常
で、顔面の形態異常や精神発達遅滞がFAS患児の特徴である。FAS発症機序としてアル
コール暴露による神経堤細胞（NCCs）の発生異常がマウスなどで報告されるが、マウ
ス胚で神経堤細胞の遊走を観察することが困難なため新しいモデルが必要である。本研
究ではゼブラフィッシュ胚を用いて、NCCs遊走・分化期のみに過飲を模したエタノー
ル暴露によりFAS表現型を再現した。これらの個体ではNCCsの遊走と細胞増殖・細胞
死の異常が見られた。つまり遊走・分化期において遊走中のNCCsの多くが細胞死する
ことで頭蓋顔面奇形が生じると考えられた。さらにこの時期のNCCsで一次線毛の形成
異常が見られたことから、FAS発症に一次線毛を介したシグナル経路の関与が示唆され
た。今後はRNA-seq解析により関連するシグナル経路を特定する予定である。

O-12 エタノール暴露による頭蓋顔面奇形と神経堤細胞の一次線
毛異常
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⼀般演題

◯関 雅子 1,2)、 川邉桂 1,2)、 浜之上はるか 2,4)、 大井康史 3)、 小川史洋 3)

岩田亜貴子 4)、 倉澤健太郎 4)、 伊藤秀一 2)、 宮城悦子 4)、 佐橋幸子 1)

1)横浜市立大学附属病院　薬剤部
2)横浜市立大学附属病院　遺伝子診療科
3)横浜市立大学附属病院　救急科
4)横浜市立大学附属病院　産婦人科

【背景】本邦ガイドラインでは、酸素投与を要する中等症以上のCOVID-19患者に対し
てデキサメタゾン（以下、DEX）投与を推奨している。妊婦には胎盤移行の少ないプレ
ドニゾロン(以下、PSL)を考慮するが、その症例報告は限られる。今回COVID-19罹患妊
婦に対してPSLを投与した一例を経験したので報告する。
【症例】31歳2妊1産、高度肥満(BMI=38)と妊娠糖尿病を合併。妊娠19週4日に酸素
3L/min投与下でSpO2:95%と呼吸状態悪化を認め当院搬送された。レムデシビル100mg/

日、PSL40mg/日、ヘパリンCa皮下注1万単位/日を開始、妊娠21週まで継続された。そ
の後、妊娠38週2日に選択的帝王切開で2988gの女児を出産、アプガースコア8/9で経過
良好であった。
【結論】妊娠週数よりDEX短期間投与による胎児への影響は小さいと考えたが、薬剤師
と関係診療科で協議の上、今回はガイドラインに基づきPSL投与となった。PSLにも
DEXと同様にCOVID-19への治療効果が得られたと考える。

O-13 COVID-19罹患妊婦に対してプレドニゾロンを投与した一例
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⼀般演題

◯横山 篤 1)、 秋田正治 2)、 横山保 3)、 横山仁 4)

1)神奈川生命科学研究所
2)鎌倉女子大学
3)関西医療研究所
4)ボルチモア大学

【目的】ニュージーランド産の植物マヌカより抽出されたメチルグリオキサール
（Methylglyoxal：MGO）の安全性について胎児培養（Whole Embryo Culture：WEC）で
検討することを目的とした。【実験・方法】妊娠11日目のラット胎児を体外に取り出
し、培養を行った。培養2時間後にMGO（50及び100μg/ml）を培養液中に投与し、培養
48時間後の胎児の影響を確認した。【結果】ラット培養胎児の全ての測定項目におい
て、対照群（未処理群、生理食塩水）とMGO（低用量と高用量）において差は認めら
れなかった。また外表形態における異常や奇形等も確認できなかった。【考察】今回の
結果より、MGOにおけるラット胎児の影響は認められなかったことから、ヒト胎児に
おいても、安全性は高いと考えられた。今後は、より多角的に検討し、MGOにおける
更なる安全性の確認行う予定である。

O-14 培養ラット胎児におけるメチルグリオキサールの影響
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⼀般演題

澤田 和彦

つくば国際大学　医療保健学部　保健栄養学科

本研究ではVPA直後のフェレット新生仔の脳室下帯神経前駆細胞の増殖・維持・分化を
定量評価した。生後6、7日齢の仔にVPA(200μg/g体重)を投与した。5日齢にEdUを7日齢
のVPA投与と同時にBrdUを投与し、VPA曝露前後に増殖した細胞を標識した。BrdU投
与2時間後(7日齢)では、BrdU単独およびEdU/BrdU二重標識細胞は、VPA曝露群の脳室
下帯において対照群に比べて密であった。これらの細胞の97％以上がPax6(basal radial

gliaのマーカー)に対して免疫陽性を呈した。また、EdU単独およびBrdU単独標識細胞の
両方で、Cux1(皮質II-III層ニューロンのマーカー)に対する陽性割合は、対照群に比べて
VPA曝露群で高かった。以上の結果は、新生仔期のVPA曝露が、bRGを含む脳室下帯神
経前駆細胞の増殖と、皮質II-III層のニューロンへの分化を促すことが示唆された。本研
究は、つくば国際大学動物実験委員会の承認を受け実施された。

O-15 フェレット新生仔における脳室下帯神経前駆細胞の神経新
生に及ぼすバルプロ酸曝露の影響
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⼀般演題

◯桐山 新菜、 杉山礼、 駒田致和

近畿大学　理工学部　生命科学科

近年の研究により、妊娠期に感染症に罹患すると胎児に脳内炎症が生じ、自閉症等の発
達障害の発症リスクが懸念されている。そこで、妊娠期の感染症の罹患が仔の大脳皮質
の形態形成や高次脳機能の発達に及ぼす影響を明らかにする。C57B6/N マウスの妊娠12

日目に Poly(I:C) 20 mg/ kgを腹腔内投与することで胎児期炎症誘発モデルマウスとし、
胎齢15、18日目の大脳皮質を用いて免疫組織染色を行った。また、発達期、成熟期に自
発的活動量、社会的相互作用、記憶・学習、さらにストレス応答に及ぼす影響を評価す
るために、行動解析を行った。その結果、組織学的解析において、胎児期の神経新生に
異常が見られた。行動解析において、発達期、成熟期の活動量の増加、成熟期の他者へ
の興味の減少、ストレス応答の変化が見られた。以上のことから、Poly(I:C)の胎児期曝
露は神経新生の異常に因り、発達障害様行動異常やストレス応答の変化を誘発する可能
性が示された。

O-16 Poly(I:C)の胎児期曝露は大脳皮質の形態形成の異常に因る
行動異常を誘発する

- 73 -

ポスター討論／オンデマンドセッション



⼀般演題

◯神谷 汐里 1)、 小林哲也 1)、 澤田和彦 2)

1)埼玉大学大学院　理工学研究科　生命科学コース
2)つくば国際大学　医療保健学部　保健栄養学科

本研究は新生仔期フェレット小脳の分裂前後の顆粒前駆細胞に及ぼすバルプロ酸(VPA)

曝露の影響を明らかにすることを目的とした。生後6、7日齢フェレット仔に200 mg/kg

体重のVPAを投与した。VPA曝露前にS期を迎えた細胞を5日齢にEdU投与し、VPA曝露
直後にS期を迎えた細胞を7日齢(2度目のVPA投与と同時)にBrdUを投与して標識した。
BrdU単標識細胞はVPA投与群で前葉の内顆粒層全体と後葉の内顆粒層下半で有意に密
であった。EdU単独標識細胞は前葉の内顆粒層上半でのみ有意に密であった両群でEdU

単独標識細胞もBrdU単独標識細胞も多数がNeuN陽性を示した。前葉と後葉の内顆粒層
下半でEdU/BrdU二重標識細胞がみられ、EdU標識(分裂後)の顆粒前駆細胞の自己複製が
示唆されたが、その割合は両群間で差はなかった。以上の結果からフェレット小脳皮質
のVPA曝露は分裂前の顆粒前駆細胞の増殖を促すが、分裂後の顆粒前駆細胞の自己複製
には影響を与えないことが示唆された。

O-17 フェレット小脳皮質における分裂前後の顆粒前駆細胞に及
ぼす新生仔期バルプロ酸曝露の効果
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⼀般演題

◯倉澤 健太郎 1,2,3)、 浜之上はるか 1,2)、 宮城悦子 1,2)、 中井章人 3)、 石渡勇 3)

木下勝之 3)、 平原史樹 1,3)

1)横浜市立大学 産婦人科
2)クリアリングハウス国際モニタリングセンター日本支部
3)日本産婦人科医会

日本産婦人科医会では1972年より全国の先天異常モニタリングを行っている。多くの調
査協力施設の尽力のもと、これらのデータはクリアリングハウス国際モニタリングセン
ター日本支部において集計解析されている。さらにWHOの関連組織である国際先天異
常監視機構と連携して世界中でサーベランスが行われている。今回我々は、全国調査で
2020年に得られたモニタリング対象例110555例を検討した。先天異常児数は3478児であ
り3.15％であった。全国の奇形種類別発生順位では、心室中隔欠損症（576例）が最も
多く、以下動脈管開存症(200例)、耳瘻孔(182例)、２１トリソミー(187例)と続いた。全
国を9ブロックに分けても、心血管先天異常や21トリソミーが多く報告され、地域によ
る大きな変化は認められなかった。また、経年変化においても大きな変化は認められな
かった。今後も継続して調査を行う予定であるが、調査施設や内容など、解決すべき課
題も指摘されている。

O-18 本邦における先天異常モニタリングによって得られた外表
奇形等の動向
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⼀般演題

◯佐久間 千里 1,2)、 井村英人 1,2,4)、 吉田磨弥 1,2)、 伊東雅哲 1,2)、 秋山泰範 1,2)

秋山友樹 1,2)、 夏目長奈 1,2)、 南克浩 1,2,4)、 新美照幸 1,2,4)、 古川博雄 1,3,4)

夏目長門 1,2,4)

1)愛知学院大学歯学部附属病院口唇口蓋裂センター
2)愛知学院大学　歯学部　口腔先天異常学研究室
3)愛知学院大学　心身科学部　健康科学科
4)愛知学院大学　歯学部　口腔先天異常遺伝学・言語学講座

緒言：当センターでは、胎児の口唇口蓋裂の診断を受けた妊婦に出生前カウンセリング
を行っているのでその概要を報告する。方法：2012年1月～2021年12月に当センターの
出生前カウンセリングを受診した58名を対象に、実態調査を行った。結果：母体年齢別
では、24歳以下が3名、25－29歳：9名、30－34歳：22名、35－39歳：21名、40歳以上3

名であった。母親が告知を受けた在胎週数は、21週まで7名、22－29週：32名、30－34

週：11名、35週以降：1名、不明：7名であった。考察：胎児の口唇口蓋裂が確認された
際、希望があれば出生前カウンセリングを行っている。口唇口蓋裂の病態や当科におけ
る一貫治療について、ムービーを用いて説明を行っている。また、必要に応じて遺伝カ
ウンセリングも受診していただき、安心して出産ができる体制を整えている。今後も改
良を加えて実施していきたいと考えている。

O-19 当センターの口唇口蓋裂出生前カウンセリングの現状
2012-2021年報告
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⼀般演題

◯岡野 純子 1)、 白井悠貴 2)、 小島秀人 3)

1)滋賀医科大学　形成外科講座
2)滋賀医科大学　口腔外科講座
3)滋賀医科大学 生命情報開拓講座

胎児における創傷治癒は出生後と異なり、皮膚付属器を含めた完全な再生が可能であ
る。一方社会の成熟化により、「キレイな傷」を求められる時代になった。しかし完璧
に縫合しても傷は消えない線状瘢痕であり、付属器は再生しない。今回、我々はラット
皮膚軟部組織・骨膜欠損モデルにscaffoldを埋め込むことにより、骨膜および皮膚構造
および付属器を再生することに成功した。次にGFPラットから骨髄を採取し、放射線照
射した野生ラットに骨髄移植を行った。このラットに皮膚軟部組織・骨膜欠損を作成し
scaffoldを埋め込んで解析したところ、創傷に分布するendothelial cell, pericyteにはGFP陽
性であった。一方、骨膜や皮膚付属器の再生にはGFP細胞の関与は見られなかった。以
上から、骨髄幹細胞が創傷の血管を形成した後、組織幹細胞が組織を再生する環境を
scaffoldによって整えられれば成人でも胎児特有のscarless wound healingを実現できると
考える。

O-20 胎児特有のscarless wound healingを臨床に持ち込むための試
み
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⼀般演題 オンデマンドセッション

◯ 田野島 美城 1,2)、 飯島崇善 1)、 佐野泰子 1)、 山本賢史 1)、 中西沙由理 1)

　進藤亮輔 1,2)、 岩間一浩 1,2)、 志村茉衣 1)、 小畑聡一朗 1)、 栃尾梓 1)

　葛西路 1)、 倉澤健太郎 3)、 青木茂 1)、 宮城悦子 3)

1) 横浜市立大学附属市民総合医療センター　総合周産期母子医療センター
2) 横浜市立大学附属市民総合医療センター　遺伝子診療科
3) 横浜市立大学附属病院　産婦人科

緒言：妊娠中に2回の静脈血栓塞栓症（VTE）を起こし，胎児18トリソミー症例の遺伝
カウンセリングを経験したので報告する．症例：39歳4妊1産．妊娠11週にVTEを発症
し，ヘパリンによる抗凝固療法を開始．妊娠14週2回目のVTEを発症し，下大静脈フィ
ルター留置，抗凝固療法をアルガトロバンに変更した．妊娠20週で，胎児発育遅延，口
唇裂，心奇形などを認め，胎児18トリソミーが疑われた．疑われる胎児疾患について情
報提供，母体血栓症における妊娠継続のリスクについてご夫婦と医療者間で何度も対話
を行い，結果夫婦は妊娠継続を希望された．妊娠中羊水染色体検査による確定診断は希
望されなかった．既往帝王切開分娩であり妊娠37週，1626g女児を帝王切開で出生．出
生後の染色体検査で18トリソミーの確定診断となった． VTE治療における妊娠中の薬
剤の影響を含めた情報提供，また胎児疾患の情報提供で苦慮した点を報告する．

O-21 妊娠中2回の静脈血栓塞栓症を起こした胎児18トリソミー症
例の遺伝カウンセリング
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⼀般演題

◯上原 朋子、 稲葉美枝、 水野誠治

愛知県医療療育総合センター中央病院

プラダーウィリ症候群(PWS)は染色体15q11-13領域の父性発現遺伝子の発現消失が原因
で,共通所見(乳児期低緊張,発達遅滞,性器低形成,成長障害等)から臨床診断は比較的容
易。類似する非典型的症状を呈した2名のPWS患者を報告する。患者1は特徴的顔貌,尿
道下裂,成長障害と中等度発達遅滞を認めた。左右脚長差を認め,インプリンティング疾
患スクリーニングを行い15q11-13のメチル化異常が認められた。両親解析でm-UPDであ
った。患者2は患者1と酷似する顔貌と脚長差,尿道下裂,成長障害,知的障害を有
し,PWS/ASメチル化テストによりモザイク型のPWSパターンのメチル化異常を認め
た。　PWSに低身長や外性器低形成以外の先天奇形を伴うことは稀である。今回の2患
者の類似する表現型(従来のPWSの特徴とは大きく異なる)は共通の遺伝学的背景を想起
させる。患者1の左右脚長差は患者2同様体細胞レベルのモザイクを示唆する。類似の患
者及びモザイク例の蓄積が重要と考える。

O-22 両足脚長差・尿道下裂は15q11.2メチル化異常症の症状とな
りうる
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⼀般演題

◯塚田 剛史、 久保　道也、 岡本宗司、 堀江幸男

富山県済生会富山病院 脳神経外科

近年、“twig-like MCA”、“aplastic or twig-like MCA”などの呼称で報告される中大脳水平
部の形成不全と考えられるanomalyに関連した症例報告が散見される。中大脳動脈水平
部の発生は、原始網状血管系の癒合過程を経ることから、同部位における網状血管の存
在は、発生過程の癒合退縮障害としてとらえられ、一般に支持されている。すなわち、
発生異常に伴う原始網状血管系の遺残が、twig-like MCAと推察されている。一方で、
中大脳動脈水平部における網状血管は、中大脳動脈水平部の閉塞性病変に続発し二次的
に側副血行路が生じた結果とも考えることができるが、そのような報告は過去に存在し
ない。今回、我々は、時系列を追い二次的に twig-like MCA様の所見を呈した症例を経
験した。貴重な症例であるため、患者個人情報保護に十分に配慮し臨床情報および画像
所見を提示する。

O-23 二次的に twig-like middle cerebral artery様の所見を呈した1例
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⼀般演題

◯秋山 友樹 1,2)、 新美照幸 1,2)、 南克浩 1,2)、 井村英人 1,2)、 佐久間千里 1,2)

吉田磨弥 1,2)、 伊東雅哲 1,2)、 秋山芳夫 1,2)、 藤原久美子 2)、 秋山泰範 1,2)

古川博雄 1,2)、 夏目長門 1,2)

1)愛知学院大学歯学部附属病院　口唇口蓋裂センター
2)愛知学院大学歯学部　口腔先天異常学研究室

諸言:口腔先天異常のうち、第一第二鰓弓症候群の中で顔面裂（顔面横裂・巨口症）を
有する症例について疫学的に分析を行なったので報告する。方法:愛知学院大学歯学部
附属病院口唇口蓋裂センター及び関連施設に1973年4月-2022年3月の49年間に受診した
横顔裂31症例を対象とした。調査項目は性差、裂側、合併症等とした。結果:1.性差は男
性13人(41.9%）、女性18人(58.1%)であった。2.裂側では、片側26人(83.9%)、両側5人
(16.1%)であった。また片側の症例における左右差は、左側10人(38.5%)、右側16人
(61.5%)であった。3.合併症では副耳、耳介変形等耳部の先天異常が最も多く、心疾患や
腎疾患等も認めた。考察:横顔裂については各施設の症例は少ないため他の施設よりの
報告も含めて疫学研究を行なっていくことが重要であると考えられた。

O-24 口腔先天異常における疫学的研究　第１報　横顔裂（顔面
横裂）を有する第一第二鰓弓症候群について
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⼀般演題

◯谷岡 広大、 豊田薫、 大内啓史、 内藤勝、 高橋統一、 正田俊之

日本たばこ産業株式会社　医薬総合研究所

単糖類の一つであるフルクトース（Fru）は過剰摂取によりラットにおいて次世代の発
達障害，特に糖脂質代謝及び神経発達へ影響を与えると報告されている。しかし，Fru

の過剰摂取が胎児に先天的な形態異常を誘発するかは報告されていない。そこで，ラッ
トを用いて妊娠期におけるFruの過剰摂取が，胎児に先天的な形態異常を誘発するか検
討した。妊娠ラットに，糖質を0，20，40，60，100％Fruに置換した飼料給餌下で交尾
確認翌日から妊娠末期まで飼育し，妊娠20日に帝王切開を実施した。得られた胎児につ
いて帝王切開時検査（胎児の生存性，胎児体重，胎盤重量），胎児外表，骨格及び内臓
検査を実施した。その結果，胎児はいずれのFru飼料においても帝王切開時検査及び胎
児の形態に変化は認められなかった。以上，妊娠期間におけるFruの過剰摂取は，ラッ
ト胎児に先天的な形態異常を誘発せず，胎児の生存性及び発育への影響も認められなか
った。

O-25 ラット胚・胎児発生に及ぼすフルクトースの影響
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⼀般演題

山岸 敏之

埼玉医科大学　保健医療学部　臨床検査学科

胚心臓の流出路や房室管領域に形成される心内膜床は中隔や弁の原基であり、その形成
不全は先天性心疾患の原因となる。心内膜床は心内皮細胞が間葉に形質転換（内皮－間
葉形質転換）し、心内皮細胞と心筋層の間の心ゼリーに侵入・増殖して作られる。この
過程において間葉細胞の浸潤は一定の領域まで見られるが、心筋に近い領域では少な
い。一方、Cxcl12は分泌性タンパク質であり、胚発生、細胞の移動、がんの転移・増殖
などに関係する。しかし、心内膜床形成過程での役割は明らかでない。そこで心内膜床
形成でのCxcl12の役割を明らかにするため、ニワトリ胚心臓発生過程でのCxcl12 mRNA

の局在を調べた。Cxcl12 mRNAはステージ（st）18の房室管領域に弱く発現し、st23に
なると間葉細胞の一部に局在した。st26では心筋に近い間葉に発現が観察できた。
Cxcl12シグナルの局在は、心内膜床の間葉細胞の移動、または増殖の調節に関与してい
る可能性を推測させた。

O-26 ニワトリ胚における心内膜床形成過程でのCxcl12 mRNAの
局在
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⼀般演題

◯金橋 徹 1)、 今井宏彦 2)、 大谷浩 3)、 山田重人 1,4)、 米山明男 5)

高桑徹也 1)

1)京都大学大学院　医学研究科　人間健康科学系専攻
2)京都大大学院　情報学研究科　システム科学専攻
3)島根大学 副学長（研究推進、グローバル化担当）
4)京都大学大学院　医学研究科附属先天異常標本解析センター
5)佐賀県立　九州シンクロトロン光研究センター

ヒト胎児横隔膜の形成過程を明らかにするため、京都大学大学院医学研究科附属先天異
常標本解析センター保有のCarnegie stage (CS)16～23のヒト胚子15例、島根大学医学部解
剖学講座保有のヒト胎児（頭殿長34-88mm）20例を対象にT1強調画像、拡散テンソル画
像、位相コントラストＸ線CT画像を取得後、三次元再構成像、Tractographyを作成し形
態観察を行った。横隔膜はCS20に完全に閉鎖した。横隔膜の厚みは頭殿長46mmまで均
一であったが、その後は食道裂孔周囲が最初に厚くなり、続いて外側周縁部の厚みが増
した。TractographyではCS19から食道裂孔周囲の線維走行が確認され始め、CS20以降で
外側周縁部の線維走行も成長と共に明瞭に確認できた。頭殿長46mm以降、周縁部の腰
椎部、肋骨部、胸骨部が区別できたが、内側部はFractional anisotropy値が低下し、走行
不明瞭であった。本研究は京都大学医の倫理委員会で承認されている(E986, R0316,

R2224)。

O-27 拡散テンソルイメージングを応用したヒト胎児横隔膜形成
の三次元的解析
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⼀般演題

◯藤井 瀬菜 1)、 村中太河 1)、 松林潤 2)、 米山明男 3)、 山田重人 1,4)

高桑徹也 1)

1)京都大学　医学研究科　人間健康科学系専攻
2)滋賀医科大学医学部附属病院　臨床研究開発センター
3)九州シンクロトロン光研究センター
4)京都大学　医学研究科　先天異常標本解析センター

気管支の立体的な形態形成の機序は明らかでない。マウスを用いた研究は三次元的な形
態計測結果から胸腔内の空間を満たすメカニズムを提案したが、ヒト気管支について三
次元的に検討した例はない。本研究は、カーネギーステージ(CS)18~23（受精後約6~8週
相当）のヒト気管支樹の3次元立体像を作成し、形態計測により立体構造の変化を定量
的に検討した。対象は京都コレクション保有のCS18~23のヒト胚子位相CT画像27例であ
る。Amiraを用いて全個体の気管支樹の三次元立体像を作成し、分岐点の三次元座標か
ら各分岐平面がなす角と各葉が占有する領域の容量を算出した。親平面と子平面のなす
角の中央値はCSに関わらず約60度であり、各葉の容量はCSに伴い増加した。前者はマ
ウスの先行研究結果と類似しており、哺乳類に共通の分岐形成機序が存在する可能性を
示している。本研究は医の倫理委員会で承認されている。(R0316)

O-28 ヒト胚子期における気管支樹の三次元的変化の定量的検討
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⼀般演題

◯丸山 太啓 1,2)、 菊地慶彦 1,2)、 面美来 1,2)、 松村聡美 1,2)、 清水彩加 1,2)

鈴木絢賀 1,2)、 高原怜亜 1,2)、 友杉充宏 1)、 坂田ひろみ 1)、 八田稔久 1)

1)金沢医科大学　解剖学1
2)金沢医科大学　スチューデントリサーチャープログラム

我々は小型魚類、アフリカツメガエル、およびマウス・ラットの胎児や新生児で全身骨
染色標本作製するための迅速骨染色法（RAP-B）を開発した。さらにRAP-Bに除毛処理
を組み合わせたRAP-B/HRを考案し、マウス成獣等の有毛動物でも短期間かつ簡便に全
身骨染色標本を作製することを可能にした。RAP-Bは、１）迅速な骨染色標本作製が可
能である、２）使用する試薬が安価である、３）従来の骨染色法より手順が簡便であ
る、という利点があり、大型標本の作製や学校教育での骨染色に適した手法と思われ
る。今回、我々が既に取り組んでいる従来の骨染色法では困難だったより大型の標本で
の全身骨染色標本の作製（主に魚類）、および小学5、６年生を対象とした骨染色標本
作製プログラム（日本学術振興会のひらめき☆ときめきサイエンス事業）について紹介
し、今後RAP-Bが多方面で広く活用される可能性について考察する。

O-29 迅速骨染色法（RAP-B）の大型の魚類標本への応用と教育
現場での活用について
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⼀般演題

◯坂田 ひろみ 1)、 友杉充宏 1)、 酒井大輔 2)、 東海林博樹 2)、 八田稔久 1)

1)金沢医科大学　解剖学1
2)金沢医科大学　一般教育機構生物学

新世代のホールマウント骨染色プロトコルのために我々が開発した迅速組織透明化法
（RAP)は組織構築の保持が極めて良好であることから、免疫組織化学的解析にも応用
できることをこれまでの学術集会で報告してきた。RAPは安価で簡便な透明化手法であ
りながら、免疫組織化学的解析において標本の深部観察を可能にし、標識された構造の
３D像の取得や空間配置の観察に有用である。RAPが今後、標準的な組織透明化法とし
て免疫組織化学的解析に広く利用されるためには、プロトコルの標準化と、組織の種類
や大きさ、観察対象の構造や物質の種類に対応したプロトコルの最適化が必須である。
今回、マウス胎児ホールマウント標本、およびマウス成獣各臓器の厚切りスライス標本
で、RAPを用いた免疫組織化学的解析（RAP-IHC）の標準化プロトコルの検討を行い、
さらに組織や観察対象の違いによるプロトコル最適化を行った。

O-30 RAP法の免疫組織化学的手法への応用と最適化
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⼀般演題

中村 友保

一宮市立市民病院

一宮市立市民病院では平成15年より口唇口蓋裂の治療を行っている。当初はHotz床を用
いた術前治療を行い６～８ヶ月、体重６kgで口唇形成術、1歳半～2歳、体重１０kgで
push-back法を用いた口蓋形成術を行っていた。しかし術後の瘻孔形成や上顎の劣成長
などの問題点があり、それらを改善するために治療法の変更を行ってきた。現在では初
診日よりＰＮＡM装置を用いた術前顎矯正を行い、生後３～６ヶ月でMillard変法による
口唇形成術。生後１２～１８ヶ月、体重９kgを目安にFurlow変法による軟口蓋形成術、
生後１８～２４ヶ月で硬口蓋形成術を施行している。その結果、良好な顎形態と咬合関
係を獲得でき、瘻孔閉鎖床が必要なケースはなくなった。今回は、われわれが現在行っ
ている口唇口蓋裂の治療についてその概要を報告する。

O-31 一宮市立市民病院におけるPNAMを用いた口唇口蓋裂の治
療
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⼀般演題

◯木部 琴乃 1)、 中富満城 2)、 片岡真司 3)、 豊野孝 3)、 瀬田祐司 3)

1)九州大学大学院歯学研究院　口腔顎顔面病態学講座　顎顔面腫瘍制御学分野
2)産業医科大学 産業保健学部 人間情報科学
3)九州歯科大学 健康増進学講座 解剖学分野

【目的】先天異常は、胎生期における遺伝要因と環境要因の複合作用により発症する。
しかし、環境要因として低酸素負荷を与えた場合に歯胚形成に及ぼす影響については不
明な点が多い為、本研究で解析を試みた。【方法】低酸素環境の再現として、母体と胎
仔に低酸素状態を引き起こすフェニトイン（PHT）を妊娠マウスに投与し、胎仔歯胚の
H＆E染色および免疫組織化学染色（IHC）を行った。矢状断切片上で野生型歯胚の切歯
と第一臼歯の根尖側開口部の最大径を計測し、比較した。【結果】H＆E染色にて胎仔
切歯歯胚歯髄内に血管拡張と象牙芽細胞の一部消失がみられ、IHCでは切歯象牙芽細胞
で低酸素マーカー陽性を呈した。歯胚の根尖側最大径は、臼歯の方が切歯よりも有意に
開大していた。【結論】妊娠マウスへの低酸素負荷により特に上顎切歯歯胚に形成不全
が生じた。切歯と臼歯の表現型の相違は歯胚の根尖側の開口度の違いが影響した可能性
が示唆された。

O-32 マウス歯胚形成過程におけるフェニトイン投与による低酸
素負荷の影響
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⼀般演題

◯古谷 るふ、 榊原裕史

東京都立小児総合医療センター

PHACE症候群は頭頸部血管腫・脳血管異常・心血管異常等を合併する疾患である。β遮
断薬は乳児血管腫の第一選択薬だが、脳血管異常合併例では、脳灌流を低下させるため
脳梗塞リスクが高いと考えられていた。近年PHACE症候群にも副作用なくβ遮断薬を使
用した報告があるが、詳細の記載はない。今回、脳血管異常を併発したPHACE症候群
の血管腫の治療経過の詳細を報告する。両側内頚動脈と左中大脳動脈に異常のある
PHACE症候群の2か月女児が、潰瘍を合併した左側顔面血管腫に対するβ遮断薬の導入
のため入院した。プロプラノロールを0.5mg/kg/dayから開始し、潰瘍の状態に合わせて1

～2週間毎に0.5mg/kg/dayずつ漸増したところ、徐脈・低血圧・脳卒中等の副作用なく血
管腫は改善した。退院後もプロプラノロール1.5mg/kg/dayを継続している。今回は脳血
管異常のあるPHACE症候群に対しても、β遮断薬を最小量から漸増することで、副作用
なく治療効果を得た一例を報告する。

O-33 脳血管異常を伴うPHACE症候群の巨大顔面血管腫に対し
て、プロプラノロールで治療した１例
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⼀般演題

◯中富 満城 1)、 中島由郎 2)

1)産業医科大学　産業保健学部　人間情報科学
2)京都府立医科大学　医学部　解剖学

【背景】腎ネフロン癆の原因遺伝子であるInversin（Inv）とNephrocystin 3（Nphp3）は
細胞の一次繊毛に関連するタンパクをコードする。両遺伝子の顎顔面形態形成過程にお
ける機能については未解明である為、本研究で解析を試みた。【方法】Inv（null）・
Inv（deltaC）・Nphp3（G2A）・Nphp3（pcy）の4種類の変異マウスを用い、顎顔面の
表現型について外表的な観察と前頭断切片を用いた組織学的解析を行った。【結果】
Inv（null）では口蓋裂や顎下腺管の拡張が認められた。Inv（deltaC）では切歯の先端が
鈍円化していた。Nphp3（G2A）では切歯の全長が短縮していた。Nphp3（pcy）では切
歯の萌出方向の異常や臼歯の低咬頭が認められた。【考察】本研究の結果により歯を含
む顎顔面の正常な発生にInvやNphp3の機能が必須である可能性が示唆された。

O-34 マウス顎顔面形態形成過程における一次繊毛関連遺伝子の
機能
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⼀般演題

Xu Lin 1,2,3,4)

1)大阪大学大学院歯学研究科 顎顔面口腔矯正学教室
2) Department of Oral Immunology and Infectious Diseases, School of Dentistry, University of Louisville
3) Stowers Institute for Medical Research
4) Department of Anatomy and Cell Biology, School of Medicine, University of Kansas

Tooth development involves signaling crosstalk between the embryonic oral epithelium and the

underlying neural-crest-derived mesenchyme. Odontogenic epithelial-mesenchymal interactions

repeatedly recruit basic organogenic cascades involving Fgf, Bmp, Shh, and Wnt signaling. Any

disturbances in the tightly balanced signaling cascades may result in tooth anomaly which is the

most prevalent craniofacial congenital birth defect in humans. Here we investigated the role of

retinoic acid (RA) signaling in odontogenesis by using tamoxifen inducible ubiquitous Cre mice

to conditionally delete Rdh10, a rate limiting enzyme for producing active all-trans RA. We

revealed that eliminating Rdh10 by tamoxifen administration at E7.0 or E7.5 results in missing or

split upper incisor placodes. The upper incisors that did develop in mutants were hypoplastic

compared to controls. Furthermore, RA deficient embryos exhibited lack of stratification and

decreased cell proliferation of the Sox2 expressing dental lamina which regulates the progenitor

state of dental epithelial cells. In order to uncover the signaling pathways underlying this

etiology, we focused on Shh and Bmp4 which are critical for embryonic tooth development.

Noticeably reduced expression of these genes was detected in the upper incisor region of Rdh10

mutants. Taken together, our data indicate that upper incisor defects caused by reduced RA

signaling were associated with decreased stratification and proliferation of Sox2 expressing

dental epithelium which is caused by downregulation of Shh, Bmp4.

O-35 Upper incisor development requires proper retinoic acid signaling
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⼀般演題

◯宮崎 貴行、 早川大地、 小林起穂、 辻美千子、 森山啓司

東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　顎顔面矯正学分野

Stickler症候群（SS）は、先天性の結合組織疾患でしばしば小下顎や舌根沈下を特徴と
するRobin sequence（RS）様症状を合併し、U字型の特徴的な口蓋裂を伴うことが報告
されている。一方、これら疾患患者と非症候性口蓋裂（non-syndromic cleft palate;

NSCP）患者の歯列弓および口蓋形態を比較した報告は認められない。今回我々は、東
京医科歯科大学病院矯正歯科を受診したRS患者6名（8.8歳±2.1歳）、RSを伴うSS患者6

名（9.8歳±3.3歳）、NSCP患者6名（8.9歳±1.0歳）の上顎歯列模型を用いて歯列弓形態お
よび口蓋の三次元的形態の比較を行った。歯列弓幅経は小臼歯部においてRS患者、SS

患者ともにNSCP患者と比較して有意に小さかった。口蓋容積はRS患者、SS患者ともに
NSCP患者に比べ有意に小さく、特に口蓋の小臼歯部よりも前方部において有意に小さ
かった。以上より口蓋裂の成因の違いからRS、SSとNSCPの歯列幅径、口蓋形態の違い
が生じた可能性が示された。

O-36 Stickler症候群、Robinシークエンス、および非症候性口蓋
裂患者の歯列弓および口蓋形態の比較
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⼀般演題

◯金 成学 1,2)、 足立礼孝 1)、 井関祥子 1)、 太田正人 3)

1)東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 分子発生学分野
2)中国 吉林大学口腔病院 口腔顔面形成外科
3)日本女子大学 人間生活学研究科 食物学科

歯根膜によって歯槽骨に固定される歯根は咀嚼機能に必須である。ダウン症などの先天
異常では歯根形成不全（短根歯）が報告され、歯根形成機序の理解が必要である。SHH

シグナルに抑制的に機能する受容体Patched1遺伝子に変異を持つmesenchymal dysplasia

マウス（Ptcmes）は、臼歯が短根歯となることを先行研究で報告した。本研究でPtcmes

臼歯の歯根形成は、遅延するが、野生型と同じ長さになることを明らかにした。また
Ptcmes臼歯では、SHHシグナルと密接に関係するFGFのうち、Fgf18のみ発現量が減少
していた。発現パターン解析から、Fgf18は生後８日に歯冠部の外エナメル上皮で発現
し、生後10日からは、根尖部の歯髄細胞で発現が観察された。ヒトFGF18タンパク質を
浸漬させたビーズを生後6日の歯胚に作用させて腎皮膜下移植すると、歯槽骨様構造物
と歯根膜に囲まれて伸長した歯根が観察された。したがってFGF18が歯根形成に重要な
因子であることが示唆された。

O-37 FGF18は歯根形成を制御する
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⼀般演題

◯宇都宮 夏子 1,2)、 勝部元紀 1)、 山口豊 2)、 米山明男 3)、 森本尚樹 1)

山田重人 2,4)

1)京都大学　大学院医学研究科　形成外科学
2)京都大学　大学院医学研究科　附属先天異常標本解析センター
3)九州シンクロトロン光研究センター
4)京都大学　大学院医学研究科　人間健康科学系専攻

蝶形骨は頭蓋底を構成する骨の一つであり、その形態は多くの研究者の関心を集めてき
ただけでなく、その近傍に頭蓋顔面の成長点が存在すると推測されているため発生学的
にも重要である。本研究は、発生初期のヒト蝶形骨の形態形成を3D可視化した初の試
みである。対象は、ヒト胚子（カーネギーステージ17－23）の組織切片54体、位相X線
CTデータ57体とした。各ステージの3Dモデルから、成長に伴うdynamicな形態変化や、
神経孔の形成過程、蝶形骨前部と後部の形態変化の差異などが明らかとなった。また、
CT正中矢状断像により正確な頭蓋底の角度を測定することができた。その結果、角度
に影響するのは、単なる体長の増大ではなく何らかの発生学的事象である可能性が示唆
された。本研究は、蝶形骨の成長の形態的指標を確立すると共に、顔面の正常発生や先
天異常における蝶形骨の役割を理解する一助になると考えられた。本研究は倫理委員会
の承認を得て実施された。

O-38 ヒト胚子期における蝶形骨の初期形態発生：位相X線CTを
利用した3D立体構築の試み
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⼀般演題

◯八十島 左京 1)、 樋口愛菜 1)、 保坂美朋 2)、 佐々木一款 1)、 小岩純子 1)

白水崇 1)、 鹿島誠 2)、 平田普三 2)、 西村有平 1)

1)三重大学　大学院　医学系研究科　統合薬理学
2)青山学院大学理工学部化学・生命科学科

本研究では、発達期のゼブラフィッシュに対する放射線照射が顎形成に与える影響と、
それに対する葉酸の保護作用について検討した。ゼブラフィッシュ仔魚の顎形成に影響
するX線照射の条件を検討したところ、受精36時間後に8GyのX線を照射することで著
明に顎形成が障害されることを見出した。また、X線照射の1時間前から葉酸（200

microM）を投与することにより、X線照射による顎形成の障害が有意に抑制されること
を見出した。X線照射による顎形成の障害メカニズムと、葉酸の保護作用機構の解明を
目的としてRNA-Seqを実施した。その結果、X線照射によりp53に関連する様々なシグ
ナル経路が異常となり、その一部の経路が葉酸投与により回復する可能性が示唆され
た。これらの経路に関与する遺伝子をゲノム編集したゼブラフィッシュを用いてさらに
解析することにより、器官形成期の放射線照射による先天異常の病態メカニズムの一端
解明につながることが期待される。

O-39 放射線照射したゼブラフィッシュ仔魚の顎形成不全に対す
る葉酸の保護作用機構解析
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⼀般演題

◯小野 宗範 1)、 伊藤哲史 2)、 山木幸子 1)、 堀佳江 1)、 周青 1)

山本亮 1)、 坂田ひろみ 3)、 八田稔久 3)、 加藤伸郎 1)

1)金沢医科大学　医学部　生理学１
2)富山大学　医学部　システム機能形態学
3)金沢医科大学　医学部　解剖学１

家族性アルツハイマー病（AD）にはアミロイド前駆タンパク(APP)の先天的異常によっ
て生じるものがあることはよく知られている。このうちスウェーデン変異と呼ばれる変
異APPの脳内発現が特徴のひとつである３xTgADマウスを用い、変異APPの細胞内への
蓄積の時間経過を異なる脳領域において組織学的に検証した。変異APPは大脳皮質、海
馬体、扁桃体、脳幹を含む広範囲の脳領域において細胞体蓄積が見られた。このうち海
馬体では生後1か月程度から高密度の細胞での変異APP蓄積が見られた。これに対応し
ADの病理学的特徴である老人斑は、３xTgADマウスの脳内で9-12カ月齢で海馬体にお
いてのみ出現した。一方大脳皮質ではAPP蓄積は海馬体に比べて緩やかに進行し、APP

陽性細胞の密度も低く、12か月において老人斑は見られなかった。これらの結果から局
所神経回路における変異APPの細胞内蓄積の量的特性と時間特性が老人斑の形成に強く
関与することが示唆された。

O-40 ３xTgアルツハイマー病モデルマウス脳内でのアミロイド
前駆タンパクの細胞内蓄積パターン
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⼀般演題

◯石田 慶士 1)、 南川祥輝 1)、 辰巳佳乃子 1)、 森一馬 1)、 松丸大輔 1)

永瀬久光 2)、 諫田泰成 3)、 田熊一敞 4)、 中西剛 1)

1)岐阜薬科大学　衛生学研究室
2)岐阜医療科学大学　薬学部
3)国立医薬品食品衛生研究所　薬理部
4)大阪大学大学院　歯学研究科　薬理学教室

発達神経毒性（DNT）のリスク評価にはin vivo DNT試験がガイドライン化されている
が、煩雑なためより効率的な評価手法の開発が望まれている。本研究では神経分化マー
カーのプロモーター制御下にLuciferase（Luc）を発現するトランスジェニック（Tg）マ
ウスを作製し、DNT評価における有用性を検討した。Tgマウスの脳のLuc活性は出生直
後にピークを迎え、日齢が進むとともに低下し、離乳期以降は定常状態となった。この
変動は神経細胞分化状態を反映していると考えられた。次に自閉スペクトラム症様症状
の誘発条件下で母体にバルプロ酸（VPA）を投与したところ、発達期の児動物脳の発光
は有意に低下した。成熟期脳においても、VPA投与群では前頭前皮質の神経細胞数と
Luc活性が有意に低下した。以上より、本TgマウスはDNTを非侵襲的かつ効率的に捕ら
えることができる有用なツールとなる可能性が示された。本研究は岐阜薬科大学動物実
験委員会の承認を得て行った。

O-41 発達神経毒性評価の効率化に向けたin vivo神経細胞分化ト
レーサー系の構築
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⼀般演題

◯赤井 卓也 1)、 八田稔久 2)、 坂田ひろみ 2)、 山本誠士 3)、 黒田敏 1)

1)富山大学　医学部　脳神経外科
2)金沢医科大学　医学部　解剖学Ⅰ
3)富山大学　医学部　病理学

目的 脳脊髄液中の物質の頭蓋外への排出路を明らかにすることを目的とした。方法 胎
生13日のマウスを、麻酔下に胎盤につながれた状態で、直視下に側脳室を穿刺した。1)

蛍光抗体を注入し、その動態をlive imageで観察、2)金粒子混合液を注入し、固定、銀染
色後に透明化、あるいは電子顕微鏡下にその集積を検討、3) Cadaverineを注入し、その
移動部位を組織学的に検討。結果　1) 蛍光抗体動態：分子量の小さい粒子は、時間経過
とともに胎児全体に拡散したが、高分子量粒子は、頭蓋内に留まった。2) 金粒子動態:

前頭蓋底に集積していた。電顕観察では、脳室上皮間に沈着し、肝臓には2 nmの小粒子
のみ到達していた。3) Cadaverine: 前頭蓋底、脈絡叢、脳室上皮、大脳白質細血管周囲
に沈着していた。結語　脳脊髄液中の粒子は、脳室上皮間から脳実質間を経て前頭蓋底
から頭蓋外へ、あるいは脈絡叢から血行性に頭蓋外へ排出される可能性が示唆された。

O-42 脳脊髄液は前頭蓋底、脈絡叢から頭蓋外へ排出される可能
性がある　－マウス胎児脳室内への粒子注入研究―

- 99 -

ポスター討論／オンデマンドセッション



⼀般演題

◯大西 新 1,2,3)、 南本敬史 2)、 樋口真人 2)

1)島根大学 医学部 免疫精神神経学共同研究講座
2)量子科学技術研究開発機構
3) (株）RESVO

胎児期の母体の感染症などによる強い免疫活性（MIA）が引き起こす脳機能障害の全貌
は明らかになっていない。近年、我々の研究グループはPETを用いてMIAモデルラット
の前部帯状回(ACC)におけるドーパミンD2受容体（D2R）密度低下を明らかにした。D

２RはACCのパルブアルブミン（PV）陽性細胞に発現していることや同部位のPV陽性
細胞は認知機能に深く関与していることから、MIAモデルラットのACCにおけるPV陽
性細胞を評価し、更に認知機能について検討を行った。その結果、MIAモデルラットの
ACCにおいて有意に減少していた。認知機能についてPPIテストで評価した結果、MIA

モデルラットにおいて有意な減弱を認めた。この結果は、Oh-Nishi 2022で明らかになっ
たＡＣＣにおけるＤ2Rの減少はＰＶ陽性細胞の減少が背景にあることを示唆してい
た。MIAによって起こるPV陽性細胞の障害もまた統合失調症の発症メカニズムの理解
に重要であると予想される。

O-43 母体の過剰免疫活性化による前部帯状回におけるパルブア
ルブミン陽性細胞の減少
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⼀般演題

◯岡田 利也、 繁村安悠花、 近藤友宏、 長井寛明、 小川祥司、中村純、 三野将城

大阪公立大学大学院　獣医学研究科　獣医学専攻　統合生体学領域

【目的】母体5/6腎臓摘出時の低出生体重児の肝臓と膵臓の変化を調べた。【材料・方
法】Wistar系ラットに母体5/6腎臓摘出を施し、得られた新生子を摘出群とした。摘出群
の一部は生後1日に3匹にlitter調整し、L3群とした。無処置母体から得られた新生子を対
照群とした。生後4週齢で肝臓，膵臓を採取し、常法によりパラフィン切片を作製後、
酵素抗体法により膵島グルカゴン陽性細胞の局在を調べた。また、血清中のALT， 
AST，アミラーゼ，リパーゼを測定した。【結果及び考察】母体5/6腎臓摘出によって
新生児の体重は小さくなったが、L3 群は3週齢で対照群に追いついた。4週齢L3群にお
ける膵島グルカゴン陽性細胞は摘出群と対照群に比べて増加した。L3群の血清アミラ 
ーゼは摘出群、対照群に対して有意に高かった。以上のことから、母体5/6腎臓摘出に
よる低出生体重児に幼若期の急速な体重増加を引き起こすことでFGRモデルとしての有

用性が高まると考えられた。

O-44 5/6 腎臓摘出母体時の新生子の肝臓および膵臓：Fetal
growth restriction（FGR）モデルとしての特性の解明
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ポスター討論／オンデマンドセッション



⼀般演題

◯太田 健一 1)、 荒木智尋 1)、 氏原英敏 1)、 井関恵三 1)、 鈴木辰吾 1)

大給日香里 1)、 粂井大輝 1)、 中村伸嗣 2)、 日下隆 2)、 三木崇範 1)

1)香川大学　医学部　形態・機能医学講座　神経機能形態学
2)香川大学医学部小児科

虐待・育児放棄等の幼少期ストレスはその後の反社会的行動に繋がる事が報告されてい
るがその成因は明らかとなっていない。そこで我々は乳幼児期の育児放棄を想定した母
子分離モデルの成熟後の過剰な攻撃性に焦点を当て、原因となる脳領域の特定を目指し
た(香川大学動物実験委員会：承認番号21621)。 母子分離モデルでは攻撃行動に伴って
扁桃体中心核(CeA)のc-Fos陽性細胞数が増加しており過剰な活性状態にある事が見出さ
れた。更にCeAと攻撃性の直接的な関係を調べるため、光遺伝学的手法で確認したとこ
ろCeAの活性に同期する形で暴力的な攻撃が惹起される事が確認された。これは母子分
離モデルの攻撃性の一端がCeAの過剰な活性状態に起因している事を支持するものであ
る。これらの結果は虐待・育児放棄が幼少期の段階でCeAを中心とした攻撃制御機構を
恒常的に破綻させ、それが将来的な暴力を伴った反社会的行動に繋がる事を示唆するも
のである。

O-45 幼少期ストレス経験による攻撃制御機構の破綻
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ポスター討論／オンデマンドセッション



⼀般演題

◯酒井 大輔 1)、 友杉充宏 2)、 坂田ひろみ 2)、 八田稔久 2)、 東海林博樹 1)

1)金沢医科大学　一般教育機構　生物学
2)金沢医科大学　医学部　解剖学I

低酸素応答因子であるHif1αの全身性欠損により、中枢神経系や心血管系などの発生に
異常をきたすことから、妊娠期における胎児組織内の酸素濃度の変動が、先天異常のト
リガーとなることが示唆される。我々は、大脳発生におけるHif1α欠損の影響を調べる
ために、Hif1αの神経前駆細胞特異的ノックアウトマウス（Hif1α-cKO）を作成した。
Hif1α-cKOの大脳を用いて免疫染色を行った結果、GABA陽性細胞が線条体内に異所的
に産生されていることを発見した。このGABA陽性細胞は、尾側基底核隆起（CGE）由
来の抑制性介在神経のマーカー遺伝子を発現していた。これらの結果から、Hif1αが線
条体神経が産生される外側基底核隆起（LGE）領域において抑制性介在神経の発生を抑
制していることが示された。また、Hif1αの機能不全が自閉症スペクトラム症やてんか
んなどの神経活動の興奮/抑制バランスの破綻に起因する疾患の発症に関与することが
示唆された。

O-46 低酸素応答因子Hif1αによる抑制性介在神経の発生制御
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ポスター討論／オンデマンドセッション



⼀般演題

◯新谷 明里 1)、 坂田ひろみ 1)、 盛口敬一 2,3)、 友杉充宏 1)、 酒井大輔 4)

塚田剛史 1)、 谷口真 5)、 浅野雅英 6)、 島田ひろき 7)、 大谷浩 8)

東海林博樹 4)、 八田順子 1)、 望月隆 9)、 八田稔久 1)

1)金沢医科大学　医学部　解剖学１
2)和歌山リハビリテーション専門職大学　健康科学部　リハビリテーション学科
3)愛知学院大学　歯学部　歯科理工学講座
4)金沢医科大学　一般教育機構　生物学
5)金沢医科大学　総合医学研究所　ゲノム損傷応答研究分野
6)京都大学大学院　医学研究科　附属動物実験施設
7)金沢医科大学　看護学部
8)島根大学
9)金沢医科大学　医学部　皮膚科学

表皮に発現が認められるものの、役割がほとんど明らかになっていないメラノコルチン

５受容体(MC5R)について、MC5Rノックアウトマウス(MC5R-/-)に対するUVB照射モデ

ルを用いて機能解析を行った。MC5R-/-の皮膚バリア機能は低下しており、野生型では

潰瘍を生じない照射量でも潰瘍を生じた。電子顕微鏡解析により、MC5R-/-ではトラン
スゴルジネットワーク(TGN)から分離した層板顆粒の減少とTGNの拡張、マージナルゾ
ーンとケラチノサイト細胞間における脂質貯留の減少が明らかになった。MC5R欠損に
よりケラチノサイトにおける脂質分泌機能の障害が惹起され、皮膚バリア機能の低下に
つながると考えられた。本研究により、表皮におけるMCRの役割として、MC1Rを介し
たメラニン色素誘導による紫外線防御機構、MC2Rを介したグルココルチコイド分泌に
よる抗炎症機構に加えて、新たに、MC5Rが紫外線感受性および皮膚バリア形成に関与
することが示唆された。

O-47 マウスの皮膚バリア形成におけるメラノコルチン5受容体の
役割
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ポスター討論／オンデマンドセッション



⼀般演題

◯八田 稔久 1)、 坂田ひろみ 1)、 松原孝宜 2)、 友杉充宏 1)

1)金沢医科大学　医学部　解剖学１
2)（株）パーキンエルマージャパン　インフォマティクス事業部

深部観察を可能とする新時代の顕微鏡の登場にあわせて、様々な組織透明化プロトコル
が提案されている。我々が開発した迅速組織透明化プロトコルRAP (Rapid protocol for

tissue clearing)は簡便かつ汎用性に優れた組織透明化プロトコルであり、小型標本の骨染
色に最適化したRAP-B、成獣マウス等の有毛大型標本用のRAP-B/HR、免疫染色を組み
込んだRAP-IHCなどのバリエーションが展開されている。しかし、マウス成獣脳の白質
については透明化が不十分であり、RAP処理により蛍光タンパク質の活性が減弱・消失
するなど、いくつかの弱点があることが分かってきた。本演題では、これを克服するた
めのプロトコルの開発と、組織透明化とハイコンテント・イメージング装置を組み合わ
せることによって実現する、組織全域にわたるハイスループット定量的３Dイメージ解
析のワークフローの試行例を紹介する。

O-48 迅速組織透明化プロトコルRAPを補強する新技術の開発
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⼀般演題

◯宇田川 潤 1)、 小野哲男 2,3)、 日野広大 1)、 木村智子 1,4)、 内村康寛 1)

芦原貴司 5)、 比嘉貴子 1)、 小島秀人 6)、 村上節 2)

1)滋賀医科大学　解剖学講座　生体機能形態学
2)滋賀医科大学　産婦人科学講座
3)近江八幡市立総合医療センター　産婦人科
4)京都橘大学　健康科学部
5)滋賀医科大学　情報総合センター
6)滋賀医科大学　再生・修復医学

妊娠期の適切な葉酸摂取は子の神経系発生異常のリスクを低減するが、過剰摂取の影響
は報告によって様々である。我々は妊娠期の過剰葉酸摂取と他の要因との相互作用のた
め表現型が一定しないと考え、過剰葉酸と低栄養の相互作用を解析した。雌ラットを対
照群と低栄養群に分け、低栄養群の摂餌量を妊娠5.5から11.5日まで対照群の40％に制限
した。さらに各群について妊娠全期間にわたり標準粉末飼料（2mg葉酸/kg含有）または
葉酸強化食（10 m葉酸/kg含有）を投与した。生後9週の産仔雄において、過剰葉酸は活
動性増加と不安様行動減少に、低栄養は活動性減少に関連していた。さらに過剰葉酸摂
取と低栄養は仔の脳内モノアミンレベルを各々固有のパターンにシフトさせた。妊娠期
の低栄養と過剰葉酸は仔の脳内モノアミンプロファイル変化や行動変化において相互作
用をする可能性がある。本研究は滋賀医科大学動物実験委員会の承認を得ている。

O-49 生後の仔の行動と脳内モノアミンプロファイルの変化にお
ける妊娠期の低栄養と過剰葉酸の相互作用について
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⼀般演題

◯足立 礼孝 1,4)、 ビリオ マルケッサ 2)、バルディニ アントニオ 2,3)、
ジー ケリー ロバート 1)

1)エクス＝マルセイユ大学　マルセイユ発生生物学研究所
2)イタリア学術会議　アドリアーノ・ブッツァーティ・トラヴェルソ遺伝子生物物理学研究所
3)フェデリコ2世・ナポリ大学　分子医学医用生体工学部
4)東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　分子発生学分野

咽頭は摂食や嚥下、呼吸、発声などマルチな機能をもつ器官である。咽頭は発生時に一
時的に形成される咽頭弓に由来し、そこには骨格や結合組織などに分化し周囲の組織へ
形態パターン情報を与える神経堤細胞と、咽頭筋と心筋に分化する心臓咽頭中胚葉（Ｃ
ＰＭ）が含まれる。これまで神経堤細胞が咽頭発生において重要であるとされてきた
が、その確証は得られていなかった。発表者はＣＰＭが咽頭発生に貢献すると推測し、
ＣＰＭを特異的に標識するＭｅｆ２ｃーＣｒｅマウスをＹＦＰレポーターマウスとかけ
合せ、その派生物を観察した。その結果、内側咽頭骨格、咽頭筋と体節由来の舌骨下筋
の結合組織、間葉細胞がラベルされた。CPMを標識するＴｂｘ１ーＣｒｅマウスでも
同じ組織がラベルされた。さらにＣＰＭ発生に重要なＴｂｘ１をＣＰＭ特異的に取り除
いたところ、骨格筋のパターン異常が観察された。したがってＣＰＭが咽頭発生に重要
であることが示唆された。

O-50 咽頭発生におけるCardiopharyngeal mesodermとDiGeorge症候
群原因遺伝子Tbx1の貢献
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⼀般演題

◯花香 恵 1)、 射場浩介 1,2)

1)札幌医科大学　整形外科
2)札幌医科大学　運動器抗加齢医学講座

【目的】先天異常手の治療では握り・つまみ機能の獲得が重要で、装具療法や手術が施
行されている。母指対立機能再建の術後成績を検討した。
【対象と方法】 母指対立再建術を行い術後3年以上経過観察可能であった14例15手を対
象とした。男児6例6手、女児8例9手。手術時年齢は49か月(14-122か月)、経過観察期間
は7年(3-13年)であった。検討項目は疾患名、術式、再建母指を用いたつまみ機能、合併
症、追加手術とした。
【結果】疾患名は母指形成不全11手、母指橈屈変形2手、その他3手であった。手術は
Huber-Littler法6手、第一指間形成術5手、母指化術5手、骨切り術3手で、つまみ機能は
良13手、可1手、不可1手であった。合併症を3手に認め、1手に追加手術を施行した。
【考察】いずれの術式においても概ね良好な母指対立機能が獲得されていた。一方、長
期経過では橈屈偏位により追加手術を要する症例があり、母指のアライメント変化に注
意が必要と考えられた。

O-51 先天異常手における母指対立機能再建の術後中長期成績
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⼀般演題

◯仲田 浩規 1,2)、 表原拓也 3)、 伊藤正裕 3)、 井関尚一 1)、 溝上敦 2)

1)公立小松大学　保健医療学部　臨床工学科
2)金沢大学　大学院医薬保健学総合研究科　泌尿器集学的治療学
3)東京医科大学　人体構造学

精巣索の伸長とコイリングが発生する精巣形成後期過程において、マウスおよびラット
の精巣索の詳細な三次元構造を明らかにすることを目的とした。マウス（E15.5と
E18.5）・ラット（E16.5とE19.5）の右精巣の連続切片を作製し、三次元再構築ソフトを
用いて、三次元再構築を行なった。精巣索の本数はマウス・ラットでそれぞれ12.7本・
27.8本であった。精巣索１本あたり分岐数がマウス・ラットでそれぞれ1.52箇所・0.30

箇所であった。白膜に接しない管の割合がマウス・ラットでそれぞれ6.5％・23.0％であ
った。マウス・ラットともに、精巣索は頭部側でコイリングが強く、尾部側でコイリン
グが弱かった。また、精巣索は精巣網側から観察すると、すべて時計回りであった。マ
ウス精巣索はラットと比較し、高頻度で吻合していることが明らかになった。また、マ
ウス・ラットともに、時計回りの精巣索のコイリングが頭部側から尾部側に進行するこ
とが明らかになった。

O-52 胎児期マウス・ラット精巣索の三次元構造
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⼀般演題

◯綾部 信哉 1)、 中島謙一 2)、 岩間瑞穂 1)、 吉木淳 1)

1)理化学研究所バイオリソース研究センター　実験動物開発室
2)理化学研究所バイオリソース研究センター　遺伝子材料開発室

遺伝子改変マウスは受精卵ゲノム編集によって効率的に作製できるとされているが、長
いコンストラクトを挿入するノックインマウスの作製はいまだに困難である。ゲノム編
集によるノックインアレルの配列信頼性を検証するため、同一のガイドRNAを使用し
てPpme1遺伝子を標的とした3種類の手法（ノックインプラスミドを前核注入する手
法、長鎖1本鎖DNAを前核注入する方法、2つのloxPオリゴをエレクトロポレーションに
より導入する方法）でコンディショナルノックアウトマウスの作製を実施した。いずれ
の方法でもファウンダーマウスを作出できたものの、ノックインプラスミドを前核注入
する手法が、コンディショナルアレルを持つファウンダーを最も容易に選抜できた。意
図しない変異を持たず、目的通りのゲノム編集を施すためには、効率的かつ高精度に配
列確認を実施する遺伝品質管理手法を確立する必要がある。

O-53 受精卵ゲノム編集を用いたコンディショナルノックアウト
マウス作製における遺伝品質管理
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⼀般演題

◯藤原 久美子 1)、 IrfanRasul 1,2)、 石坂理沙 1)、 高市真由 1)、 野口誠 1)

1)富山大学大学院　学術研究部医学系　歯科口腔外科学講座
2)ハサヌディン大学歯学部歯科口腔外科

口唇口蓋裂は体表異常で最も多い疾患であるが、それ以外の顔面裂は非常に稀である。
また羊膜索症候群は、胎盤の羊膜が索状物となり、胎児の頭部・顔面・四肢などに絡む
ことで体表異常を引き起こすことが知られている。今回、非常に重度な顔面裂と羊膜索
症候群と考えられる両眼瞼異常を伴った症例を経験したので報告する。症例は2歳、女
児。Tessier３および４の顔面裂と両眼瞼の外側に羊膜索症候群と考えられる強い瘢痕を
有し、左眼球には索状物が癒着し眼球運動を阻害していた。顔面部以外には明らかな異
常は認めなかったため、全身麻酔下に形成術を施行し、その後も何度か修正術を実施し
た。現在は読み書き可能な視力を有し、小学校に通学している。顔面裂に羊膜索症候群
が関連した報告は多いが、両側性で且つ完全披裂を呈する顔面裂と、羊膜索による眼瞼
異常を有する症例は報告がなく、非常に稀であると考えられた。

O-54 重度の顔面裂に羊膜索症候群による眼瞼披裂を伴った症例
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⼀般演題

◯茂田 大地 1,2)、 吉田将太 2)、 松本桂彦 1,2)、 洲崎悦生 2,3)、 上田泰己 1,2)

1)東京大学大学院　医学系研究科　システムズ薬理学教室
2)理化学研究所　生命システム研究センター　合成生物学研究グループ
3)順天堂大学大学院　医学系研究科　生化学・生体システム医科学（医学部生化学第二講座）

近年のマウス組織を対象とした透明化技術の発展により，1細胞解像度での3次元イメー
ジングを可能とし，特に脳においては全細胞解析が実現された．しかし，マウスで得ら
れたデータをヒトへ応用する際に重要な役割を持つnon-human primatesにおいては，従
来の手法では透明化困難な組織があるため，ブレークスルーとなる技術開発が求められ
ている．本研究は，従来透明化が困難であった霊長類の脳白質を対象とした透明化試薬
の開発することを目標とし，大規模なケミカルスクリーニングを行った．その結果，脳
白質を含むマーモセット全脳の透明化に成功し，ライトシート顕微鏡下で1細胞解像度
での観察を達成した．これらの技術は，全臓器での網羅的な解析が必要な実験におい
て，新たなツールとして用いられることが期待される．

O-55 霊長類全脳の透明化にむけた新規組織透明化試薬の開発
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⼀般演題

◯松井 拓磨、 駒田致和

近畿大学大学院　総合理工学研究科　理学専攻

抗てんかん薬であるバルプロ酸(VPA)は、妊娠中の服用により児の自閉症発症リスクを
上昇させるとの報告がある。本研究では、胎児期にVPAを曝露したマウスの発達段階特
異的な行動異常と遺伝子発現の異常を解析し、胎児期のVPA曝露が及ぼす高次脳機能の
発達に及ぼす影響を考察する。ICRマウスの妊娠12日目にVPAを400 mg/kg体重で皮下投
与し、発達期の新奇環境及びホームケージでの自発的活動量と社会的相互作用の解析を
行った。また、VPAによる行動異常の要因として脳内炎症に着目し、抗炎症剤であるピ
オグリタゾン（Pio）を並行投与し、検出された行動異常が改善されるかを解析した。
さらに大脳皮質を用いて炎症や神経伝達に関わる遺伝子の発現解析を行った。その結
果、VPA群では活動量と社会的相互作用の異常が確認でき、Pio投与群ではその異常が
改善された。以上のことから、胎児期のVPA曝露による自閉症様行動異常は、脳内炎症
が関与する可能性が示された。

O-56 胎児期のバルプロ酸曝露は脳内炎症を基軸とした自閉症様
行動異常を誘発する
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⼀般演題

◯吉冨 泰央、 池田崇之、 高辻英仁、 米倉秀人

金沢医科大学　医学部　生化学

血管は体の多くの場所で神経と並走しており、血管ネットワーク形成における神経との
相互作用の重要性が指摘されている。しかしながら発生期の血管がどのように方向を決
めて神経と並走した血管網を構築していくのかは十分明らかになっていない。我々はこ
れまでに末梢神経との並走過程で、神経との相互作用により血管内皮細胞で発現上昇す
る転写因子JunBが神経-血管並走過程に必須の分子であること、血管内皮細胞にJunBを
発現させるとTip細胞様に変化して細胞運動を亢進することを明らかにした。本研究で
は、血管ネットワーク構築過程でのJunB の役割を明らかにすることを目的とし、神経
との接触で何がJunBの発現を誘導するのかを明らかにするために、JunBプロモーター
レポーターを用いた全遺伝子を対象としたCRISPR/dCas9遺伝子活性化ライブラリーを
利用してJunBの上流制御因子の同定を試みたので報告したい。

O-57 発生期の血管ネットワーク形成におけるTip cell転写因子
JunBの役割とその制御因子の探索
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⼀般演題

照井 悠太

横河電機株式会社　ライフ事業本部　マーケティングセンター　プロダクト戦略部

細胞内サンプリングシステムSS2000を用いて共焦点顕微鏡で撮像しながら先端径が数
μmのガラスチップにより、1細胞レベルで細胞内成分やホールセル、組織切片上の微少
領域を採取した。ミトコンドリアをターゲットに採取し遺伝子解析を行い、ミトコンド
リア含有領域の選択的採取に成功した。また、ホールセルを採取してsingle cell RNA-

seqを実施した結果、従来法と遜色のないデータを取得できた。凍結切片中の微小領域
を採取し、遺伝子解析を行い、採取した領域のRNAを検出できた。SS2000を用いるこ
とで個々の細胞の遺伝子発現結果と画像情報を結びつけることが可能となった。従来の
手法では不可能な１細胞内の細胞小器官、癌細胞に隣接する細胞、特異な形態変化を示
す細胞など、位置・形態情報を保持したまま特定のターゲットを採取し解析すること
で、細胞小器官や細胞機能、疾患機構の解明に繋がることが期待される。

O-58 細胞内サンプリングシステムSS2000を用いた1細胞解析ソ
リューション

- 115 -

ポスター討論／オンデマンドセッション



⼀般演題

◯安井　 良僚 1)、 吉崎尚良 1)、 森河万莉 2)、 西田翔一 1)、 桑原強 1)、岡島英明 1)

1)金沢医科大学　小児外科
2)金沢医科大学 　小児科

腸管の運動などを調節する腸管神経系は，胎生期に神経堤由来細胞（ENCCs）が腸管全
長に遊走して形成され，その異常は腸管神経症を引き起こす。これに対しENCCsを病変
部に移植する細胞補充療法の確立が望まれるが，多くの課題が残されている．これまで
にNCCsは分化した腸管には十分に遊走しないこと報告されている．本研究では、腸管
表面に多く発現するcollagen(Col)3,6が、fibronectin(FN)によるENCCｓの遊走促進効果を
阻害することを明らかにした。さらにマウスex vivo移植実験系で，腸管をCollagenaseと
Fnで処理すると，移植ENCCｓの遊走が腸管表面から深部方向へ変化することを示し
た。この現象は移植ENCCs周囲平滑筋の発現低下に比例して増強し，移植ENCCs依存
的にGDNFの発現が誘導されていた。これらの知見は、現在の細胞治療戦略の改良に資
する可能性がある

O-59 神経幹細胞移植効率向上因子の検索：腸管神経節症に対す
る新しい治療法の確立をめざして
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⽣殖発⽣発達教育セミナー

塩田 恭子

聖路加国際病院　女性総合診療部

近年、生殖可能年齢でのがん患者、特に乳がん患者が増加している。また、一方で近年
の晩婚化の傾向から、妊娠・分娩の高齢化が進んでいる。このような背景のもと、妊娠
を将来考える前にがんに罹患をしてがん化学療法を施行することになった症例や妊娠中
にがんがみつかり妊娠中にがん化学療法を行うことに至る症例が増加してきている。今
回、がん化学療法と妊娠についての教育講演の機会を得た。1）がん化学療法による性
腺機能低下と、それに対しての妊孕性温存治療、2）がん合併妊婦に対しての妊娠中の
がん化学療法投与についての概略は以下である。当日はそれについての詳細について言
及する。1）がん化学療法による性腺機能低下と妊孕性温存治療化学療法の投与によ
り、卵子が直接障害されたり、卵子の成熟などに関与する卵子の支持細胞が障害される
ことにより卵子が破壊されたりすることで、卵子数が減少し妊孕性が障害される。これ
に対して、化学療法投与前に胚・卵子・卵巣組織を凍結保存する、化学療法の影響をで
きるだけ防ぐように卵巣保護をする、という妊孕性温存治療法がある。2）妊娠中の化
学療法妊娠中のがん治療の原則は、胎児への不利益を最小限にしながら、母親に対して
最善のがん治療を行うことである。がん治療を最優先するが故に胎児の安全が害された
り、胎児の安全性を最優先するが故に、母体のがん治療が不適切に行われるという状況
は望ましくない。化学療法剤が胎児へ及ぼす危険性は、投与時期、薬剤の種類、投与量
などによって変わるが、妊娠初期の投与は催奇形性の頻度が高いため避けるべきであ
る。第2三半期、第3三半期での化学療法の投与は胎児への催奇形性への影響はほとんど
なく、重篤な影響は来しにくい。そのため、妊娠中期以降に必要があれば妊娠中の化学
投与を行う。一方で、分娩期に骨髄抑制の副作用が重なることを避けるため、妊娠35週
以降は化学療法を分娩後まで延期する。

ES-1 がん化学療法と妊娠 -妊孕性温存治療から妊娠中の管理ま
で-
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⽣殖発⽣発達教育セミナー

市居 修

北海道大学　大学院獣医学研究院　基礎獣医科学講座　解剖学教室

胎子期において、頸部～仙骨部両側の中間中胚葉は、その頭側から順に前腎、中腎、後
腎をそれらの存在時期を重複させながら発生し、機能する。一般的に、爬虫類、鳥類、
哺乳類では、前腎と中腎に代わり後腎がいわゆる終生腎・永久腎となる。
　前腎が退行し、中腎が排泄器官としての機能を残している時期に、中腎管の尾側部で
尿管芽が分岐する。また、同時期に中腎後位で中間中胚葉が増殖・肥厚し、後腎芽体
（後腎原組織、後腎間葉凝集体）を形成し、そこに尿管芽が入り込む。後腎芽体に接着
した尿管芽は分岐し、腎杯を形成する。腎杯からは集合管が伸び、後腎芽体中に入り込
む。集合管はさらに細管を分岐し、その細管の先端部周囲に後腎芽体の細胞は集簇す
る。この細胞集団から後腎小胞が分かれ、後腎小胞はその長さを増し、コンマ字体、S

字体と呼ばれる形態を示して迂曲し、ネフロン（糸球体包、近位尿細管、薄壁尿細管、
遠位尿細管）を形成し、その先端は集合管細管と結合する。糸球体包には血管が入りこ
んで毛細血管網（糸球体）を形成し、将来の糸球体包内壁と外壁に分かれ、腎小体が形
成される。このような後腎は、初期では胎子の腰仙骨部付近にみられるが、発生の進行
と共に、後腎に分布する血管をより頭側から分岐する血管と入れ替え、後腎は頭側方向
に移動する（腎上昇）。
　本講義ではヒトや動物の知見を基に前腎、中腎および後腎の発生について概説する。
また、後半では腎臓の発生異常をヒトと動物で比較しながら考察したい。

ES-2 腎臓の発生
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⽣殖発⽣発達教育セミナー

松本 清

武田薬品工業株式会社　リサーチ　プレクリニカル＆トランスレーショナルサイエンス　ストラテジック
オペレーション

医薬品開発において次世代への影響を評価する代表的な非臨床安全性試験として胚・胎
児発生に関する試験（胚・胎児試験）がある。胚・胎児試験は通常、妊娠したラット及
びウサギの胎児器官形成期に被験物質を投与し、妊娠末期に剖検することで、母動物に
対する一般毒性学的及び生殖毒性学的影響を調べるとともに、胚・胎児に対する発育・
形態形成・致死性への影響を評価する。上記のような胚・胎児に対する影響を臨床で確
認することは基本的に不可能である。したがって、医薬品開発においては動物実験で、
ヒトの胚・胎児への影響をどのように推定するかが重要となる。通常、適切な試験系及
び試験デザインで胚・胎児試験が実施されていれば、胚・胎児への影響に関する追加試
験は不要である。しかしながら、みられた影響をより詳細に解析することや追加の情報
を得ることは、ヒトに対する外挿性や安全性をより正確に評価し、ヒトでのリスク低減
や使用制限の緩和につながる可能性がある。ICH S5（R3）ガイドラインでは、リスク
アセスメントの項で「回復性の有無による懸念の増大」、「母動物の二次的影響を判断
するための実証」、「特定された生殖発生の影響の機序に関する詳細な知見がヒトへの
外挿性につながる」といった追加情報の有用性に関する内容が言及されているものの、
実際にどういったことを実施すればよいかについての具体的な記載はない。本講演では
審査報告書等をベースに、医薬品開発の現場で実際に実施されている追加検討について
紹介し、胚・胎児試験後の検討試験の必要性・重要性について考えたい。

ES-3 医薬品の開発時に催奇形性がみられた場合の対応について
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ワークショップ 2022年7⽉29⽇

江尻 洋子

Mimetas Japan株式会社

健康な状態や病気の状態の生理学的な現象をOrgan-on-a-Chip（OOC）技術により包括的
に捉えることができるようになってきている。近年では正常な組織のみならずチップの
中でヒトの病態を再現する試みが行われるようになってきた。しかし、OOCの持つ複
雑かつ緻密さ故、複雑な培養方法や特殊な装置が必要になる場合が多く、高効率に生理
学的現象を数値化し解釈するに十分なデータを得ることができるアッセイ技術の開発が
課題の一つである。その課題を解決したOOCがMIMETAS社の開発したOrganoPlateであ
る。このOrgan-on-a-chipは培養自動装置や分析装置に応用することを想定してデザイン
されている。チップは384ウェルプレートのフォーマットをベースに設計し、底は平坦
かつ薄い素材を用いることで、容易に顕微鏡を使って組織を観察できるようになってい
る。培養液の導入や回収はウェルを通じて行うことができるため、市販されているピペ
ッターやチップを利用することができる。代表的な培養例としてチューブ状の血管様構
造を再現した血管モデルがある。培養液の交換が容易であるため、この血管内に例えば
サイトカインを添加することで炎症性血管をチップ内に再現することができる。また免
疫系の細胞、例えばT-cellを導入することで免疫研究に利用することができる。本講演
では血管に関連するスクリーニングの事例、それから免疫系の細胞の挙動を数値化する
ことを試みた事例を紹介し、今後のOOCを疾患研究に利用する上での課題や展望を発
表する。

WS-1 Organ-on-a-chipを使ったヒト疾患モデルとその利用
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ワークショップ 2022年7⽉29⽇

WS-2 イメージングと定量の自動化とその恩恵

塩田 良

株式会社パーキンエルマージャパン

1590年にヤンセン父子によって原型が発明されてから、顕微鏡はライフサイエンスの現
場で、微生物から組織切片、細胞、オルガネラにいたる生命活動の詳細な情報と知識を
写し出してきました。顕微鏡から産み出されるデータは、その歴史の大部分で、人の目
による観察と手の操作によって蓄積されてきました。しかしながら昨今のデジタル革命
により、データ取得が大幅に簡略化されるようになり、研究者は暗室で過ごす時間を短
縮できるようになっています。さらに、コンピューターの発達により、機械学習などを
含め組織や細胞画像の解析能力が飛躍的に高まっており、観察から得られた情報のみな
らず数値による裏付けがより重要視されるようになりつつあります。 本講演では、顕微
鏡を対象にした自動撮像と画像解析を概説し、その中でも特に自動化が進んでいるハイ
コンテントイメージングを例にあげ、自動化の現在地と、その長所や利点に言及します。
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ワークショップ 2022年7⽉29⽇

雨貝 陽介

10x Genomics

遺伝子発現を形態学的な情報と共に評価することは、生物学と疾患を理解する上で非常
に重要です。これまで、複雑で不均一な組織を空間的に解析することは、発現している
遺伝子についてある程度の仮説がない限り困難でした。本日ご紹介する10x Genomics の
Visium という製品は、HE染色または免疫蛍光染色された新鮮凍結切片またはFFPE組織
切片全体の遺伝子発現（トランスクリプトーム）を、形態的な情報を保持しつつマッピ
ングすることができます。　Visiumによって、組織切片での細胞機能、表現型、細胞間
相互作用と位置関係をどのように包括的に理解することができるのか、ぜひご覧くださ
い。遺伝子発現に関する空間的な洞察を加えることで、生物学を新しい角度から捉える
ことができるようになります。

WS-3 Visium 空間解析が可能にする組織内遺伝子発現のマッピン
グと定量化

- 124 -



ワークショップ 2022年7⽉29⽇

◯ 松原 孝宜 1,2)、 八田稔久 2)

1) 株式会社パーキンエルマージャパン インフォマティクス事業本部
2) 金沢医科大学　医学部　解剖学１

近年、様々な実験で扱うデータ量は増える一方で、迅速に意思決定を行い、活用するこ
とが求められている。本ワークショップにおいても、細胞画像から出力される1細胞ご
とのパラメータや遺伝子の発現パターンなどもデータ量の多い実験系の一つである。こ
こでは、蛍光染色した組織切片をHigh Content Screeningの手法で解析した事例を紹介す
る。High Content Screeningはウェルプレートに播種した細胞を蛍光染色し、決められた
方法で画像取得・画像解析し、細胞個々の様々なパラメータを出力する方法である。こ
の実験手法を組織切片に応用すると、決められた方法で組織切片の全体を画像で取得
し、画像解析し、細胞個々の様々なパラメータを取得することができる。共焦点顕微鏡
を用いることで、Z方向の画像も取得できることから、3D画像を構築し、細胞個々のデ
ータもX/Y座標だけでなく、Z座標も含む立体的な評価が可能になる。得られた細胞
個々のパラメータを用いて、タンパクの発現量や形状の変化などから薬効評価や疾患の
特定などを行う。また、特定のパラメータに着目するのではなく、数千のパラメータか
ら主成分分析により、たとえば化合物を作用機序ごとに分類して教師データを作成し、
未知化合物などを教師データに加えることで作用機序を予測することも可能である。組
織切片をHigh Content Screeningの手法で解析することで、細胞個々の様々なパラメータ
を得るだけではなく、細胞の位置情報も得ることができる。今後のコンピュータの技術
革新により、これまでできなかった様々な画像解析・数値解析、そして、空間での可視
化などが可能になると思われる。

WS-4 High Content Screening技術を用いた組織切片の解析
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