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専門医との共同研究を経て誕生した
「あたま」のサポートサプリメント

年齢によって感じる衰えは心身ともにつらいものです。　　　　　　　　　　
「処方薬が体に合わない」と感じる患者さまや、「もっと早くから何かしていたら」と
心を痛めるご家族の苦悩に直面してきた医師の皆さまもまた、「何とかしてあげ
たい」と切実な気持ちを抱えておられました。　　　　　　　　　　　　　　　
わかさ生活は目と密接な関係にある脳の健康について研究を重ねる中で、良質な
素材を探し求め「ロスマリン酸」に出逢いました。そしてこの発見を役立てたいと、
多くの専門医のご協力のもと、あたまサプリ『翠力玉』を誕生させました。　　　　

ロスマリン酸 スペアミントやローズマリー、レモンバーム、シソなどのシソ科ハーブ類の植物に含まれるポリフェノールの
一種。100種類以上の食品成分の中でもあたまの健康をサポートするチカラに優れた成分です。　　　　
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人の健康の役に立ちたい。
その想いで、わかさ生活は研究を続けてまいりました。

http://dr-supplement.jp わかさ生活 医療機関サプリメント

＜京都本社＞　〒600-8008  京都市下京区四条烏丸長刀鉾町22

１本180粒入り（約１ヵ月分）/１日の目安：6粒

あたまサプリ翠力玉
すいりきだま

あたまサプリあたまサプリあたまサプリあたまサプリロスマリン酸
アメリカ産特別栽培種
スペアミント由来

132mg配合 7,344円（税込）通常価格

※パッケージは変更になる場合がございます。

わかさ生活プロアドバイザー室 0120-132-110 受付時間
9：00～18：00（日・祝除く）
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会長挨拶 

会長挨拶

　このたび、第 21 回日本抗加齢医学会総会を「Science and Creation：何でものみ

こむアンチエイジング－京都から世界へ－」というテーマのもとに、2021 年 6 月

25 日（金）～ 27 日（日）3 日間にわたり、京都市の国立京都国際会館にて開催する

こととなりました。折しも、2020 年初旬からの新型コロナウイルス感染症の蔓延に

伴い、社会活動のあり方が問われている中、本学会も web を併用したハイブリッド

開催とした上で、新たな学会開催を模索していく中での開催となります。

　さて、本邦では、まさに人生 100 年時代となる長寿を手に入れた一方で、健康寿命の延伸が喫緊の課題となっ

ております。本総会ではその問題について、基礎的なメカニズムの解明からトランスレーショナルリサーチ

とその臨床応用、社会医学的な検証を含めた幅広い議論を行って参りたいと考えております。「のみこむ」と

いう言葉には、飲食に関わることだけでなく多彩な学術的情報を「のみこむ」という意味を持たせています。

抗加齢医学は、さまざまな学術領域と関わりを持っています。従って幅広く学問の知見を「のみこんで」咀

嚼し、自らの血肉にしてほしいと思います。その中から科学的基盤に基づいて新たなイノベーションを創造

することを意味し、Science and Creation とさせていただきました。

　本学会総会では、理事長講演、会長講演、特別講演、教育講演、招請講演、学術企画委員会による 25 のシ

ンポジウムの他に３つの会長特別企画シンポジウムと６つ会長企画シンポジウム、専門医・指導士共通プロ

グラム、メディカルスタッフセッションなどを企画しています。また、参加者の皆さんにプログラムに参加

しやすいように仮想 Track 制を示しています。

　最後に、本学会の開催にあたり多くの本学スタッフ、日本抗加齢医学会事務局、運営事務局の各位に厚く

御礼申し上げます。

第 21 回日本抗加齢医学会総会

会 長　内藤　裕二
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プログラム委員長挨拶

プログラム委員長挨拶

　内藤裕二会長、京都府立医科大学消化器内科のスタッフの皆様、第 21 回抗加齢医

学会総会の開催を心よりお祝い申し上げます。

　今回のプログラム委員会では、多くの皆様からの貴重なご意見をいただき、総力

を挙げてプログラムを企画いたしました。プログラムには皆様にご満足いただける

ような工夫がなされており、今回のテーマである「Science and Creation：何でもの

みこむアンチエイジング－京都から世界へ－」と調和のとれたものとなっています。

　特別講演としてはカリフォルニア大サンフランシスコ校の Elissa Epel 先生から「Stress, and Aging: What 

telomeres tell us」を、シカゴ大の Eugene B. Chang 先生から「The neglected small bowel microbiota: Role 

in lipid digestion and absorption and host metabolism」をご講演いただきます。教育講演としては、伊藤裕

先生、渡邊昌先生、飯島勝矢先生、中神啓徳先生、 古川俊治先生から抗加齢医学における様々な話題をご解

説いただきます。多様な分野でのトップランナーの先生方のご講演ですので、参加者の皆様には抗加齢医学

の魅力を存分に楽しんでいただくのみならず、視野を広げ、考えを深め、そして明日からの臨床・研究にお

役立ていただけるものと期待しております。

　会長特別企画 3 件、会長企画シンポジウム６件は内藤裕二会長の想いがこもったものとなっております。

会長のご専門からの視点が盛り込まれた特色ある演題の数々で、どれも “ のみこんで ” 自分の血肉としたく

なる講演ばかりです。

　シンポジウムは分野ごとに 25 セッションを企画しました。分野ごとにご提案いただいた案をもとに、プロ

グラム委員会で吟味して構成させていただきました。イノベーション委員会シンポジウム、専門医・指導士

共通プログラム、倫理・利益相反ワークショップ、若手研究者プログラム、実地医家スキルアップセミナー、

メディカルスタッフセッション、市民公開講座におきましても参加者に有意義な内容が盛りだくさんです。

　一般演題には 172 演題の投稿をいただき、166 演題を採択しました。その中から、優秀演題を 18 演題選出

しました。基礎、臨床いずれもとても優れた演題が選ばれています。

　今回は新型コロナウイルスのために web を併用したハイブリッド開催となっております。参加者の皆様に

は新たな開催形式の利点を存分にご活用いただきますよう願っております。

日本抗加齢医学会プログラム委員会

委員長　大須賀　穣



8

日本抗加齢医学会プログラム委員　委員一覧

日本抗加齢医学会プログラム委員　委員一覧
（2021年6月現在）

役職 委員名 所属
プログラム委員長 大須賀　穣 東京大学医学部附属病院女性診療科
プログラム副委員長 植木浩二郎 国立国際医療研究センター研究所糖尿病センター

1 号委員
役職 委員名 所属

第 21 回総会会長 内藤　裕二 京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座
第 21 回総会事務局長 髙木　智久 京都府立医科大学消化器内科
第 22 回総会会長 阿部　康二 国立精神・神経医療研究センター

2 号委員
部門と役職 委員名 所属

遺伝子 小委員長 茂木　正樹 愛媛大学大学院医学系研究科薬理学
井上　　聡 東京都健康長寿医療センター研究所老化制御研究チーム
新村　　健 兵庫医科大学内科学総合診療科
赤澤　　宏 東京大学大学大学院医学系研究科循環器内科学
森本　達也 静岡県立大学薬学部分子病態学

細胞 小委員長 高橋　暁子 公益財団法人がん研究会がん研究所細胞老化プロジェクト
近藤　祥司 京都大学医学部附属病院地域ネットワーク医療部
濱崎　洋子 京都大学ｉＰＳ細胞研究所、京都大学大学院医学研究科免疫生物学

酸化ストレス 小委員長 市川　　寛 同志社大学大学院生命医科学研究科　
内藤　裕二 京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座
中神　啓徳 大阪大学大学院医学系研究科健康発達医学寄附講座
高橋　将文 自治医科大学分子病態治療研究センター

免疫・炎症 小委員長 佐野　元昭 慶應義塾大学医学部循環器内科
尾池　雄一 熊本大学大学院生命科学研究部代謝・循環医学講座分子遺伝学分野
眞鍋　一郎 千葉大学大学院医学研究院長寿医学講座

男性医療 小委員長 永井　　敦 川崎医科大学泌尿器科
柳瀬　敏彦 誠和会牟田病院
堀江　重郎 順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学
井手　久満 独協医科大学埼玉医療センター泌尿器科
岡田　　弘 獨協医科大学埼玉医療センター

女性医療 小委員長 平池　　修 東京大学医学部附属病院産婦人科
安井　敏之 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部保健科学部門看護学講座生殖補助医療学
高松　　潔 東京歯科大学市川総合病院産婦人科
望月　善子 もちづき女性クリニック
寺内　公一 東京医科歯科大学女性健康医学講座

代謝 小委員長 古家　大祐 金沢医科大学糖尿病・内分泌内科学
池脇　克則 防衛医科大学校神経・抗加齢血管内科
浅原　哲子 京都医療センター臨床研究センター内分泌代謝高血圧研究部

腸内細菌 小委員長 福田　真嗣 慶應義塾大学先端生命科学研究所
入江潤一郎 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科
宮本　潤基 東京農工大学大学院農学研究院応用生命化学プログラム・テニュアトラック
正岡　建洋 慶應義塾大学医学部内科学（消化器）
金　　倫基 慶應義塾大学医学部
中島　裕也 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科

脳・認知症制御 小委員長 阿部　康二 国立精神・神経医療研究センター
田平　　武 順天堂大学大学院認知症診断・予防・治療学
岩田　　淳 東京都健康長寿医療センター脳神経内科
布村　明彦 東京慈恵会医科大学精神医学講座

感覚知覚 小委員長 小川　　郁 慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室
小澤　洋子 聖路加国際大学、聖路加国際病院眼科
平野　　滋 京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科
北市　伸義 北海道医療大学病院
神田　敦宏 千寿製薬株式会社総合研究所

口腔 小委員長 松下　健二 国立長寿医療研究センター口腔疾患研究部
李　　昌一 神奈川歯科大学大学院横須賀・湘南地域災害医療歯科学研究センター
美島　健二 昭和大学歯学部口腔病理学教室
阪井　丘芳 大阪大学大学院歯学研究科／高次脳口腔機能学講座顎口腔機能治療学教室
山城　　隆 大阪大学大学院歯学研究科顎顔面矯正学教室

検査法・ドック 小委員長 西崎　泰弘 東海大学医学部付属東京病院
福井　敏樹 オリーブ高松メディカルクリニック
伊賀瀬道也 愛媛大学大学院医学系研究科抗加齢医学（新田ゼラチン）講座、愛媛大学医学部附属病院抗加齢・予防医療センター
伊賀瀬圭二 愛媛大学医学部脳神経先端医学講座
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日本抗加齢医学会プログラム委員　委員一覧

部門と役職 委員名 所属
食生活・サプリメント・
健康食品・漢方・キレー
ト療法

小委員長 渡辺　賢治 慶應義塾大学医学部
満尾　　正 満尾クリニック
森下　竜一 大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学
川嶋　　朗 東京有明医療大学保健医療学部鍼灸学科
赤澤　純代 金沢医科大学総合内科学、集学的医療部総合診療センター
米井　嘉一 同志社大学大学院生命医科学研究科アンチエイジングリサーチセンター

運動・運動器 小委員長 岩本　　潤 慶友整形外科病院整形外科
太田　博明 川崎医科大学産婦人科学 2、川崎医科大学総合医療センター産婦人科
石井好二郎 同志社大学スポーツ健康科学部
小川　純人 東京大学大学院医学系研究科生殖・発達・加齢医学専攻加齢医学講座
石橋　英明 医療法人社団愛友会伊奈病院整形外科

” ごきげん ”・睡眠・ 
ストレスマネジメント

小委員長 市来　真彦 東京医科大学病院メンタルヘルス科
須賀　英道 龍谷大学短期大学部社会福祉学科
坪田　一男 株式会社坪田ラボ
遠藤　拓郎 東京睡眠医学センタースリープクリニック調布

見ため ( 皮膚・容貌・体型 ) 小委員長 鶴田　大輔 大阪市立大学医学部皮膚科
山田　秀和 近畿大学医学部奈良病院皮膚科
山下　理絵 湘南藤沢形成外科クリニックＲ
大慈弥裕之 北里大学医学部形成外科・美容外科、NPO 法人自由が丘アカデミー

肥満・減量 小委員長 小川　　渉 神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学
山内　敏正 東京大学大学院医学系研究科内科学専攻生体防御腫瘍内科学講座

社会・疫学・医学理論 小委員長 浦野　友彦 国際医療福祉大学医学部老年病学講座
竹屋　　泰 大阪大学大学院医学研究科老年・総合内科学
磯　　博康 大阪大学大学院医学研究科社会環境医学講座公衆衛生学

血管 小委員長 吉田　雅幸 東京医科歯科大学生命倫理研究センター
盛田　俊介 東邦大学医療センター大森病院臨床検査医学
前村　浩二 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科循環器内科学
野間　玄督 医療法人社団野間クリニック
武田　憲彦 自治医科大学分子病態治療研究センター循環病態・代謝学研究部

3 号委員（専門医・指導士認定委員会委員）
部門と役職 委員名 所属

小委員長 新村　　健 兵庫医科大学内科学総合診療科
葦沢　龍人 東京医科大学病院医療保険室
井手　久満 独協医科大学埼玉医療センター泌尿器科

4 号委員（倫理委員会・利益相反委員会委員）
部門と役職 委員名 所属

小委員長 柳田　素子 京都大学大学院医学研究科腎臓内科学
米井　嘉一 同志社大学大学院生命医科学研究科アンチエイジングリサーチセンター
大須賀　穣 東京大学医学部附属病院女性診療科

5 号委員（若手プログラム企画委員）
部門と役職 委員名 所属

小委員長 本田　哲也 浜松医科大学皮膚科
山口慎太郎 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科

長竹　貴広 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所ワクチン・アジェバンド研究センターワク
チンマテリアルプロジェクト腸内細菌システムプロジェクト

武田　朱公 大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学

6 号委員（実地医家委員）
部門と役職 委員名 所属

小委員長 満岡　孝雄 医療法人社団満岡内科・循環器クリニック
田中　　孝 医療法人社団聖敬会田中医院田中消化器科クリニック
溝口　　徹 医療法人回生會みぞぐちクリニック
池岡　清光 池岡クリニック

7 号委員（メディカルスタッフ委員）
部門と役職 委員名 所属

小委員長 南山　幸子 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食安全性学
安藤　秀哉 岡山理科大学工学部バイオ・応用化学科
青井　　渉 京都府立大学大学院生命環境科学研究科
森　　明子 兵庫医療大学リハビリテーション学部理学療法学科
橋本千佳子 一般財団法人栩野財団、大阪大学平野研究室
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参加者へのご案内
第 21回日本抗加齢医学会総会は現地会場ならびにWEBを用いたハイブリッド開催を予定しております。
WEBオンライン参加の場合は、第 21回総会ホームページよりアクセスください。

1．参加受付
　1) 会場参加について
 　新型コロナウイルス感染症対策により参加受付は事前参加登録制としております。会場での当日登録の受付は
ありません。入場にあたっては下記をご確認ください。

≪総合案内　場所≫
場所：国立京都国際会館　イベントホール　1階

≪総合案内　時間≫
6 月 25日（金）　8：00～ 15：30
6月 26日（土）　7：30～ 17：30
6月 27日（日）　7：30～ 13：30

≪受付にお持ちいただくもの≫
会員の方：2021年度会員証もしくは事前参加登録完了通知書
非会員の方：事前参加登録の際に送付のバーコードをプリントアウトしご持参ください。

2021年度会員証

前付_2021会員証.docx 
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事前参加登録完了通知書の確認方法

学会ホームページ　https://www.anti-aging.gr.jp/ の 参加登録確認 から会員 IDおよびパスワードでロ
グイン後、第 21回総会の確認書よりダウンロードをしてください。

≪入場について≫　※各日のご対応をお願いいたします。
①　国立京都国際会館　イベントホール　1階　総合案内までお越しください。
②　総合案内にて会員の方は会員証もしくは事前参加登録完了通知書、非会員の方は入場用バーコードのご提示を

お願いいたします。バーコード読み取り後、受付日に限り有効の参加証をお渡しいたします。
③　記名台にて参加証にお名前と入場時間をご記入ください。参加証は 1日毎に変更となりますので、各日の受付

での手続きをお願いいたします。
④　会期中は必ず、参加証のご着用をお願いします。
　　※新型コロナウイルス感染症対策により、検温・アルコール手指消毒・健康調査票のご記入・マスクの着用を

お願いいたします。

参加者へのご案内
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≪ネームストラップの着用≫
本総会では、役割・区分ごとのネームストラップをご着用いただきます。ストラップの種別は次の通りです。

区分 色
役員・委員 理事・監事・幹事（BoardMember）

評議員（Councilor）
プログラム委員（ProgramCommittee）

赤

専門医・指導士 日本抗加齢医学会専門医（BoardCertifiedFellow）
日本抗加齢医学会指導士（BoardCertifiedInstructor） 緑

上記以外の参加者 青

　2）WEB 参加について
 　事前参加登録をいただいた方には、会期の1週間前を目途にWEB視聴サイトの個別 ID・パスワードをご登録のメー
ルアドレスにお送りします。当日は、第21回総会のホームページ（https://site.convention.co.jp/21jaam/）よ
りWEB視聴サイトへアクセスください。個別 ID・パスワードの問い合わせが多くなりますと、視聴に支障が出ま
すので、必ず前日までに視聴のための情報をご確認ください。ご登録メールアドレスの迷惑メールに受信されてい
る場合がございますのでご注意ください。

2．プログラム開催方式
現地開催、およびWEB視聴サイトにおけるライブ・オンデマンド配信を実施します。
各プログラムの配信方法および視聴期間は下記をご確認ください。

セッション名 配信方法・視聴期間
特別講演
招請講演
会長講演
理事長提言
特別企画
会長特別企画なんでものみこむシンポジウム
会長企画シンポジウム
教育講演
シンポジウム
専門医・指導士共通プログラム
倫理・利益相反ワークショップ
若手研究者プログラム
実地医家スキルアップセミナー
メディカルスタッフセッション

現地開催・ライブ配信
6月 25日（金）～ 27日（日）

オンデマンド配信
7月 12日（月）正午 ～ 7月 28日（水）（予定）

イノベーション委員会シンポジウム
優秀演題受賞講演
一般演題

現地開催
6月 25日（金）～ 27日（日）
オンデマンド配信
7月 12日（月）正午 ～ 7月 28日（水）（予定）

共催セミナー
（ランチョンセミナー、イブニングセミナー、
モーニングセミナー）

現地開催
※一部、ライブ配信・オンデマンド配信あり

共催セミナー
（朝活セミナー）

ライブ配信
※一部、オンデマンド配信あり

共催セミナー
（ミニセミナー、ハンズオンセミナー） 現地開催のみ

ライブ配信：プログラムと同じ時間に会場の発表データをWEB視聴用サイトに配信します。
オンデマンド配信：7 月 12日（月）正午～ 7月 28日（水）に録画した発表データ（一般演題は事前に収集した音声

入り講演データ）をWEB視聴用サイトに配信します。
※WEB視聴用サイトは事前参加登録者のみ閲覧可能です。

参加者へのご案内
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3．プログラム・抄録集
印刷版のプログラム・抄録集は有料（1冊2,000円）となります。事前参加登録の際にお申込みで購入可能です。
ご購入いただいた方には、事前にプログラム・抄録集を郵送しております。
抄録アプリはAPPStore及び、GooglePlayで『抗加齢、アンチエイジング』を検索いただくと、ダウンロード
が無料で可能です。抄録アプリの閲覧用パスワードは視聴用サイトに掲載します。また、視聴用サイトのマイペー
ジからプログラム・抄録集のPDFもダウンロードいただけます。

4．開会式・閉会式
開会式
日　時：2021年 6月 25日（金）8：50～ 9：00
会　場：第 1会場（国立京都国際会館　本館２F　RoomA）

閉会式
日　時：2021年 6月 27日（日）15：00～ 15：30
会　場：第 1会場（国立京都国際会館　本館２F　RoomA）
閉会式では最優秀演題賞の表彰も行います。ぜひご参集ください。

5．クロークについて
イベントホール 1階に設けます特設クロークをご利用ください。貴重品やコンピューター、傘のお預りはできませ
ん。また、紛失や破損の責任は負いかねますので、ご了承ください。
場　所：国立京都国際会館　イベントホール　1階

6．共催セミナーについて
第 21回総会では整理券の配布はいたしません。直接講演会場へお越しください。

7．展示について
当日イベントホールにて企業展示を行います。ぜひお立ち寄りください。
場　所：国立京都国際会館　イベントホール　1階

8．Wi-Fi
館内では無料の無線 LANをご利用いただけます。SSID 等の情報は会場でご案内いたします。

9．駐車場
ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

10．託児室
新型コロナウイルス感染症対策により託児室のご用意はございませんので、ご了承ください。

11．禁止事項
講演会場でのカメラ、ビデオ、携帯電話等による撮影、録画、録音は一切禁止します。またWEB視聴用サイトの
配信動画・発表スライドの撮影、スクリーンショット、キャプチャ、録画、録音、ならびに無断転用、複製は一切
禁止します。

12．プレス受付
報道関係者の方は、別途受付が必要となります。詳細は第 21回総会ホームページにてご確認ください。

参加者へのご案内
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会場における感染症予防・拡散防止対策
会場での新型コロナウイルス等感染症予防および拡散防止対策について

日本国内における新型コロナウイルス感染症の発生に関しまして、本総会では、政府、自治体、関係諸機関等から
示される正確な情報の収集に努めるとともに、感染拡大防止に細心の注意を払い、実施して参ります。

ご来場される際のお願いと注意事項
会場へお越しいただく皆様におかれましては、以下の通り感染拡大防止策へのご理解とご協力を頂けますよう、何
卒よろしくお願い申し上げます。

• 発熱症状や咳など体調がすぐれない方、本総会の開催日より 14日以内に日本の入国規制国・地域への渡航歴が
ある方、渡航歴をお持ちの方と接触された方、いずれかに該当する方のご来場はお控え願います。
• 会場入口に検温器を設置いたしますので検温にご協力ください。
• 感染防止の為、マスクのご着用を必ずお願いいたします。
• 手洗い、うがいの励行をお願いいたします。
• 会場入場口に消毒用アルコールの設置をいたします。十分な感染対策にご協力ください。
• 会場にて万が一体調が悪くなった場合は、速やかにお近くのスタッフにお声がけください。
• 新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA)COVID-19Contact-ConfirmingApplication の事前の登録（接
触確認アプリ）を推奨しております。どうぞご協力のほどお願いいたします。）
• 万一感染者が発生した場合の感染拡大防止のため、政府・自治体からの情報提供を求められた場合は、必要に応
じて参加者の方の個人情報を提供いたしますことご了承のうえご参加ください。

本総会では、感染防止対策として、参加者の皆様が安心してご来場いただけますよう、以下の取り組みを実施いた
します。

受付
• 参加受付前に検温器での検温を実施いたします。
• 37.0 度以上の方は別途非接触型の検温器で再度計測いたします。
• 飛沫感染防止用のアクリル板を設置いたします。

講演会場内
• 各講演会場内の座席間隔を前後左右全て 1m以上確保し、最大収容人数の 50%未満に設定したレイアウトで配
置しております。
• 演台 /司会席 /フロアの質問用マイクには飛沫感染防止用のアクリル板を設置いたします。
• 講演時に利用したマイク等は、使用ごとに除菌シートで消毒いたします。
• 会場完備の換気システムを常時稼働させます。
• 各講演会場内の収容人数に制限があるため、入場をお断りさせていただく場合がございます。

会場における感染症予防・拡散防止対策
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共催セミナー
• お弁当は各自にてお取りくださいますようご協力をお願い申し上げます。
• なるべくお早めにお食事をお済ませの上、お食事後は速やかにマスクのご着用をお願い申し上げます。
• お食事中の会話はお控えくださいますようお願い申し上げます。

スタッフ
• 出勤前に必ず体温チェックを行います。
• 出勤後は手洗い、アルコール消毒を実施いたします。
• 会場内ではマスクの着用を徹底いたします。

ご理解・ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

会場における感染症予防・拡散防止対策
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座長・演者へのご案内
座長へのご案内
（1）ご担当セッション開始 10分前までに次座長席にご着席ください。
（2）進行を管理するため計時回線を設置いたします。座長席に進行の状況をお知らせするランプと時間が表示され

ますので、ご確認ください。
　　発表中（緑ランプ）、発表終了 1分前（黄ランプ）、発表終了（赤ランプ）となります。質疑応答の時間は、時

間管理はいたしませんので、進行に遅れが出ないようにご協力をお願いいたします。
（3）ハイブリッド開催のため、発表、質疑応答は下記の通り行ってください。
　　a）当日演者が出席される場合（現地発表）
　　　 ＜指定演題＞　演者が発表データを操作し、演台で発表を行います。
　　　 ＜一般演題＞　事前に提出いただいた発表データを投影いたします。
　　　 ＜質疑応答＞　通常通り会場の参加者からお受けいただくとともに、WEB視聴の参加者からもお受けくだ

さい。WEB視聴の参加者には発表時間内にWEBコメント欄に記載いただくようご依頼く
ださい。

　　b）当日演者が遠隔地よりリモート出席される場合（事前収録）
　　　 ＜発　　表＞　事前に収録した発表データをオペレータがスクリーンに投影いたします。
　　　 ＜質疑応答＞　演者はリモートにて質疑応答を行っていただきます。通常通り会場の参加者から質疑をお

受けいただくとともに、WEB視聴の参加者からもお受けください。WEB視聴の参加者に
は発表時間内にWEBコメント欄に記載いただくようご依頼ください。

指定演題　演者へのご案内
（1）発表時間
　　セッションによって異なりますので、事務局からのご案内をご参照ください。
（2）発表はパソコン (PC) でのプレゼンテーションに限ります。
（3）画像枚数に制限はありませんが、発表時間内に終了するようにご配慮ください。
（4）スライドの送りは、演台上のキーボードまたはマウスにて発表者自身で行なってください。
（5）Windows にて発表データを作成された場合は、USBメモリにてご提出いただくか、ノート PCをご持参くだ

さい。
（6）Macintosh にて発表データを作成された場合は、必ずご自身の PCをお持ちください。
（7）発表予定時刻の 30分前までに PCセンターにて、発表データの試写確認ならびにご提出を行ってください。

ご自身の PCをご持参される場合は、PCセンターでの試写確認後に発表会場内左手前方の PCオペレーショ
ンデスクにて PCをお預かりいたします。

（8）発表当日以外でもデータのご登録は可能です。
　　 PCセンターの開設時間・場所は下記の通りです。
　　　日時：6月 25日（金）　8：00~16：00
　　　　　　6月 26日（土）　8：00~16：30
　　　　　　6月 27日（日）　8：00~14：00
　　　場所：国立京都国際会館　本館 2階　RoomK

座長・演者へのご案内
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（9）発表データ作成方法は、以下の通りです。
＜発表データを持ち込まれる方＞
1）講演会場でご用意する PCのOSは、Windows10 です。
2）MicrosoftPowerPoint2013/2019 で作成し、次のOS標準フォントをご使用ください。
　 ［日本語］MSゴシック・MSPゴシック・MS明朝・MSP明朝
　 ［英　語］TimesNewRoman・Arial・ArialBlack・ArialNarrow・Century・CenturyGothic・

Courier・CourierNew・Georgia
3）アニメーション・動画はWindowsMediaPlayer で作動する形式で作成してください。
4）音声もご使用いただけます。
5）ファイルサイズは動画ファイルを含め 700MB以内とします。
6）発表に使用する PCの解像度はフルHD（1920 × 1080）に統一しますので、ご使用の PCの解像度をフ
ルHDに合わせてからレイアウトをご確認ください。

7）メディアを介したウィルス感染の事例がありますので、最新のウィルスチェックソフトでスキャンを行っ
てください。

8）発表のためお預かりしたデータは、総会終了後に事務局で責任を持って消去いたします。

＜ PCをご持参いただく方＞
※Macintosh をご利用の方・動画データを用いた口演の方はお持ち込をおすすめいたします。

1）利用機種、OS、アプリケーションに制限はありませんが、外部出力の接続は、ミニD-sub15 ピンまたは
HDMIモニター出力端子によるモニター出力に限ります。一部のノートパソコンでは本体付属のコネクター
が必要な場合がございますので、必ず各自でご用意ください。特にMacintosh、surface などは、映像出
力がMiniDisplayPort となっておりますので、コネクター（HDMI タイプA）を必ずご持参ください。

 
2）PCをご持参いただく場合でも、PCセンターにて必ず動作確認を行ってください。
3）画面の解像度はフルHD（1920× 1080）に統一しますので、ご使用の PCの解像度をフルHDに合わせ
てからレイアウトをご確認ください。

4）スクリーンセーバー、省電力設定、ウィルスチェックならびに起動時のパスワードは予め解除しておいてください。
5）電源ケーブルを必ずご持参ください。バッテリーでのご使用はトラブルの原因となります。
6）会場にて用意したプロジェクターと接続できない場合に備え、必ずバックアップ用データ（USBメモリー
またはCD-R）をご持参ください。

7）セッションの進行に影響が出るため、PowerPoint 付属機能の「発表者ツール」は使用できません。発表
原稿が必要な方は、あらかじめプリントアウトをお持ちください。

8）発表終了後は会場内左手前方のPCオペレーションデスクにてPCをご返却いたします。スペースの関係上、
講演終了後は速やかにお引取りくださいますよう、お願いいたします。

一般演題　演者へのご案内
（1）セッション当日は、事前に収録した発表データをオペレータがスクリーンに投影いたします。
（2）質疑応答については、現地でのご登壇または遠隔地よりリモートにてご対応ください。

座長・演者へのご案内
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プログラム委員会による厳正な審査の結果、一般応募演題から優秀演題18題が選出されました。優秀演題受賞
講演での講演を踏まえ、最優秀演題が5題選出されます。最優秀演題5題は、閉会式にて表彰式を行います。

優秀演題受賞講演 1
BP1-1 非アルコール性肝炎（NASH）マウスの肝細胞癌発生に対する桑葉粉末の効果
 若命　浩二（北海道科学大学薬学部薬理学分野）
BP1-2 POSTNの選択的スプライシングと癌の微小環境
 柴田　佳那（大阪大学医学部臨床遺伝子治療学寄付講座、ペリオセラピア株式会社）
BP1-3 FibroblastGrowthFactor21 isRobustly InducedbyAutophagyDeficiency toProtect

AgainstAge-relatedKidneyDisease
 山本　毅士（大阪大学大学院医学系研究科腎臓内科学）
BP1-4 マウス内臓脂肪組織中の老化 T細胞を標的とした抗老化ワクチンの開発
 吉田　翔太（大阪大学大学院医学系研究科老年・総合内科、大阪大学大学院医学系研究科健康発達医学）
BP1-5 抗がん剤投与に伴う男性ホルモン低下症に対する男性ホルモン補充療法の効果
 片岡　智哉（名古屋市立大学大学院医学研究科臨床薬剤学）
BP1-6 更年期脂肪肝モデルに対する大豆イソフラボンの効果発現機構の解明
 濵口　真英（京都府立医科大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学）
BP1-7 補中益気湯は制限給餌下の老齢マウスにおいて肝オートファジーを活性化し、糖新生に対するアミノ

酸利用を回復させる
 名畑　美和（株式会社ツムラツムラ漢方研究所）
BP1-8 ラット虚血再灌流誘発性腎不全モデルにおける乳酸菌死菌の有効性
 竹村　茂一（大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵外科学）
BP1-9 加齢性難聴モデルにおけるピロロキノリンキノン（PQQ）の保護効果
 鴨頭　　輝（東京大学医学部耳鼻咽喉科）

優秀演題受賞講演 2
BP2-1 血管平滑筋の増殖・分化・石灰化における筋形成型オリゴDNAの作用
 三好　　愛（信州大学大学院総合理工学研究科）
BP2-2 自発走運動の継続および中止がマウス脂肪組織の老化関連遺伝子発現に及ぼす影響
 木村　真規（慶應義塾大学薬学部薬物治療学講座）
BP2-3 地域在住高齢者におけるフレイル改善・悪化に寄与する要因：2年間の縦断調査からの解析
 新村　　健（兵庫医科大学内科学総合診療科）
BP2-4 表情記号化解析システムによる表情解析と画像診断学的表情筋量解析の関係に関する客観的評価：表

情が豊かであれば表情筋量も豊富
 奥田　逸子（国際医療福祉大学三田病院放射線診断センター、東京医科歯科大学臨床解剖学分野）
BP2-5 線維芽細胞はネットワーク構造を形成し、皮膚と見た目の老化を制御する

-3 次元皮膚超微細構造の解析技術の確立 -
 江連　智暢（資生堂グローバルイノベーションセンター）
BP2-6 クレアチニン /シスタチンC比を用いた骨格筋量指数 (SMI) の推算
 楠　　　博（兵庫医科大学総合診療内科学）
BP2-7 健康長寿に関わる口腔機能と口腔細菌叢の検討
 宮本　奈生（京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学）
BP2-8 都市部在住高齢者におけるビタミンＫ充足度と認知機能の関連：お達者研究
 東　浩太郎（東京都健康長寿医療センター研究所老化機構研究チーム）
BP2-9 2 型糖尿病患者におけるオマリグリプチンによる酸化ストレスおよび血糖変動に対する影響に関する

探索的研究
 小原　　信（昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌科学部門）

第 21 回日本抗加齢医学会総会　優秀演題
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学会事務局からのご案内

学会事務局からのご案内

1. 単位認定手続きについて
（１）単位認定について
　＜参加単位＞
　　1日（5時間）参加　  5 単位
　　2日（1日 5時間、計 10時間）参加　10 単位
　　3日間参加 10 単位　　最大 10単位

　＜口演・ポスター発表単位　一般演題／指定演題＞
　　筆頭演者としての発表 5 単位／題
　　連名者としての発表　　 2 単位／題　最大 10単位

　　1回の総会で、最大 20単位まで（参加単位 10単位、発表単位 10単位まで）取得可能です。

（２）参加単位の取得方法
　下記いずれの参加方法でも 1日認定単位としては、最大 5単位。合計で 10単位が認定されます。
　【例】1日目会場参加、2日目WEBライブ参加（1日 5時間以上）の場合：10単位認定
　　 　1 日目WEBライブ参加（1日 5時間以上）、2日目事後オンデマンド配信（1日 5時間以上）の場合：10単位認定
　　
　＜現地参加＞
　　1）年会費の完納、2）総会への参加登録、3）当日の参加・発表、4）単位申請の手続き
　　参加時間は 1日 5時間以上で単位が認定となります。
　　2021 年会員証もしくは参加登録証（参加登録確認サイトからプリントアウト可）をご持参のうえ、会場の受

付エリアの単位申請デスクにて申請手続きを行ってください。お控えをお渡しします。
　　※　会員証がお手元に未着またはお手元にない場合、参加登録確認証がプリントアウトできない場合は、会場

で仮会員証を発行します。

　　単位申請受付時間
　　6月 25日（金）11：00～ 17：00
　　6月 26日（土）11：00～ 17：00
　　6月 27日（日）11：00～ 15：30

　　単位申請場所
　　単位申請デスク（国立京都国際会館イベントホール　１階　受付エリア）

　　第 17回専門医・指導士認定試験受験の方へ
　　単位申請の際には、受験票をご持参ください。第 21回総会への参加が必要な場合は、受験票への押印が必要

となっております。
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　＜当日 WEB ライブ参加＞
　　1）年会費の完納、2）総会への参加登録、3）当日のWEBライブ参加
　　参加時間は 1日 5時間以上で単位が認定となります。
　　参加者個人に振り分けられたＩＤで視聴してください。
　　視聴開始：再生ボタンで「視聴開始時刻」の打刻をとります。
　　視聴終了：「視聴終了」ボタンが常に表示されており、視聴終了後にボタンを押していただくことで終了打刻

をとります。
　　参加履歴、講演視聴記録時間の確認をします。1日 5時間以上の視聴をお願いいたします。
　　※　参加登録があっても視聴記録がない場合（他人の IDでの視聴を含む）は、単位認定となりません。
　　※　会場参加との併用の場合でも、1日最大５単位です。
　　※　学会システムの利用ではないため、当日視聴記録の確認また問合せ対応はできません。ご了承ください。

　＜事後 WEB オンデマンド配信　7 月 12 日〜 28 日での参加＞
　　1）年会費の完納、2）総会への参加登録、3）WEBオンデマンドでの参加、4）単位認定エデュケーショナル

プログラムの視聴時間 5時間以上で 5単位、10時間以上で 10単位が認定となります。
　　視聴開始：再生ボタンで「視聴開始時刻」の打刻をとります。
　　視聴終了：映像が終了すると「視聴完了」ボタンが表示されますのでボタンを押していただくことで「視聴終了」

の打刻をとります。
　　参加履歴、講演視聴記録時間の確認をします。期間中 5時間以上の視聴をお願いいたします。
　　エデュケーショナルプログラム対象セッションは以下の通りです。
　　※　期間後の視聴の延長は対応できません。
　　※　学会システムの利用ではないため、当日視聴記録の確認また問合せ対応はできません。ご了承ください。

エデュケーショナルプログラム（単位認定プログラム）
 1.理事長提言
 2.会長講演
 3.招請講演
 4.特別講演 1
 5.特別講演 2
 6.特別企画「With コロナ時代UPDATE 情報」
 7.教育講演 1
 8.教育講演 2
 9.教育講演 3
10.教育講演 4
11.教育講演 5
12.専門医・指導士共通プログラム１「アンチエイジングのための免疫力UP」
13.専門医・指導士共通プログラム２「ウィズコロナ時代のウイルス学」
14.専門医・指導士共通プログラム 3「感染症・がん・免疫と血管・リンパ管の新知見を学ぶ」
15.倫理・利益相反ワークショップ
16.メディカルスタッフセッション「アンチエイジング現場における栄養管理」
17.メディカルスタッフセッション「抗加齢医療現場におけるメディカルスタッフの役割と可能性」
18.メディカルスタッフセッション「コロナ感染から学ぶ災害時のメディカルスタッフの役割」
19.シンポジウム 2「血管炎症としてのCOVID-19の病態機序」
20.シンポジウム 9「腸内細菌と腫瘍」
21.シンポジウム 10「超高齢社会の問題点とアンチエイジングドック」
22.シンポジウム 13「エビデンスから、健康食品を考える」
23.シンポジウム 17「抗加齢医学の新たな提唱 2021：メタボ健診からフレイル健診へ」
24.シンポジウム 22「人生 100年、健康長寿を幸せにいきるとは？」

学会事務局からのご案内
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2. 発表単位の手続き　発表者／連名者
　（１）1）年会費の完納、2）総会への参加登録、4）演題の発表　が確認できましたら後日単位に反映します。
　（２）WEB発表でも参加登録は必要です。
　（３）発表者に変更がある場合は、事前にお知らせください。
　（４）連名者は、演題登録の際に正しく会員 IDが登録されている場合とします。

3. 事後の単位認定の確認
　第 21回日本抗加齢医学会総会の単位は、8月 15日までにWEB上に加点をいたします。
　8 月 16日以降に日本抗加齢医学会ホームページ上の取得単位検索より会員 ID、パスワードでログイン後ご確認
ください。
　日本抗加齢医学会ホームページ　https://www.anti-aging.gr.jp/

　＜ 2021年度会員証＞
　　年会費のご納入確認後、発行し、登録情報の送付先に送付させていただいております。

前付_2021会員証.docx 
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学会事務局からのご案内
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会場への交通案内

会場への交通案内

会場： 国立京都国際会館 
〒 606-0001 京都府京都市左京区岩倉大鷺町 422
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日
程
表
1
日
目

The 21st Scientific Meeting of the Japanese Society of Anti-Aging Medicine

第 21 回日本抗加齢医学会総会　日程表　会場：国立京都国際会館

6月25日（金） 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

第 1 会場
2F

（Room A）

開
会
式

会長企画シンポジウム 1
健康長寿社会の実現に寄与する創

薬研究の最前線
座長：金村　成智、李　　昌一 
演者：小原　　幸、田原　義朗 
　　　秋吉　一成、山本　俊郎

教育講演 1
WITH コロ
ナ時代の百
寿社会を創
造する抗加

齢医学
座長：塩谷　信幸 
演者：伊藤　　裕

教育講演 2
食事療法は
何に有効か

座長：吉川　敏一 
演者：渡邊　　昌

教育講演 3
国家戦略と
してのフレ
イル予防・
オーラルフ
レイル予防

座長：太田　博明 
演者：飯島　勝矢

ランチョンセミナー 1
座長：福井　道明 
演者：長谷川 一宏 
共催： 田辺三菱製

薬株式会社

特別講演１
Stress, and 

Aging: What 
telomeres 

tell us
座長：堀江　重郎 
演者：Elissa Epel

会長特別企画なんでものみこむ
シンポジウム 1

機能性食品や機能性を有する農林
水産物の今！

座長：村上　　明、山本（前田） 万里 
演者：庄司　俊彦、松川　泰治 
　　　橋本　正史、山本（前田） 万里

第 2 会場
1F

（アネックスホール 1）

シンポジウム 1
生活習慣病と認知症

座長：荒井　秀典、浅原　哲子 
演者：二宮　利治、羽生　春夫 
　　　浅原　哲子、荒木　　厚

シンポジウム 6
肥満症診療・研究の新展開

座長：益崎　裕章、小川　　渉 
演者：内藤　　剛、北浜　誠一 
　　　清水　逸平、小川　　渉

ランチョンセミナー 2
座長：楽木　宏実 
演者：中神　啓徳 
共催： 帝人株式会

社／ NOMON
株式会社

シンポジウム 10
超高齢社会の問題点とアンチエイ

ジングドック
座長：西﨑　泰弘、伊賀瀬 道也 
演者：伊賀瀬 圭二、福井　敏樹 
　　　岸本　憲明、米井　嘉一

イブニングセミナー 1
座長：尾池　雄一 
演者：安尾 しのぶ 
共催： 株式会社再

春館製薬所

第 3 会場
1F

（アネックスホール 2）

シンポジウム 2
血管炎症としての COVID-19 の 

病態機序
座長：前村　浩二、盛田　俊介 
演者：石井　　健、朝倉　英策 
　　　山下　侑吾、吉田　雅幸

シンポジウム 7
口腔から始める COVID-19 対策の
最前線　～抗ウィルスのメカニズ

ムから感染予防まで～
座長：斎藤　一郎、阪井　丘芳 
演者：豊嶋　崇徳、井上　　豪 
　　　阪井　丘芳

ランチョンセミナー 3
座長：吉田　憲正 
演者：藤原　靖弘 
共催： 武田薬品工業

株式会社 / 大塚
製薬株式会社

シンポジウム 11
高齢者の頭頸部癌の予防と対策

座長：平野　　滋、朝蔭　孝宏 
演者：新井　啓仁、巽　浩一郎 
　　　岡田　直美、近松　一朗

イブニングセミナー 2
座長：森下　竜一 
演者：中神　啓徳 
共催： アンジェス

株式会社

第 4 会場
1F

（Room D）

シンポジウム 3
男性医学 2021 

座長：柳瀬　敏彦、井手　久満 
演者：藤原　裕矢、八谷　剛史 
　　　岩佐　　武、堀江　重郎

会長企画シンポジウム 2
臓器連関から考える運動のアンチ

エイジング効果
座長：木村　　穣、高波　嘉一 
演者：近藤　　誠、中島　友紀 
　　　家光　素行、青井　　渉

ランチョンセミナー 4
座長：金村　成智 
演者：ペッツォッティ 
　　　ジュセッペ 
共催： 株式会社

ShinSei

シンポジウム 12
臓器老化とアンチエイジング
座長：近藤　祥司、高橋　暁子 
演者：竹下 ひかり、杉本　昌隆 
　　　茶本　健司、佐藤 亜希子 
　　　近藤　祥司

イブニングセミナー 3
座長：高井　信朗 
演者：小田　　良 
共催： 第一三共株

式会社

第 5 会場
2F

（Room B-1）

シンポジウム 4
神の領域に迫るゲノム編集

座長：赤澤　　宏、茂木　正樹 
演者：真下　知士、高橋　　智 
　　　三谷 幸之介、石井　哲也

シンポジウム 8
酸化ストレスの基礎研究より抗加

齢医学を考える
座長：市川　　寛、藤井　順逸 
演者：永井　竜児、斎藤　芳郎 
　　　澤　　智裕、伊東　　健

ランチョンセミナー 5
座長：南野　　徹 
演者：小板橋 紀通 
共催： ノバルティス 

ファーマ株式会
社メディカル本
部 / 大塚製薬株式
会社メディカル・
アフェアーズ部

第 6 会場
1F

（Room C-1）

シンポジウム 5
高年齢女性の臨床における諸問題

座長：髙松　　潔、大須賀　穣 
演者：大江　隆史、望月　善子 
　　　市川　雅男、吉原　　愛

シンポジウム 9
腸内細菌と腫瘍

座長：福田　真嗣、入江 潤一郎 
演者：大谷　直子、山田　拓司 
　　　西川　博嘉、土岐　典子

ランチョンセミナー 6
演者：佐野　元昭 
共催： 株式会社ドク

ターズ・マン

一般演題 5
血管

座長：齋藤　義正 
演者： 森　　雄作 

柴田　　玲 
内門　義博 
小村　泰雄 
森原　隆太

一般演題 6
腸内細菌

座長：正岡　建洋 
演者： 杉岡　陽介 

植原　　治 
長崎　幸夫 
安田　剛士

第 7 会場
1F

（Room C-2）

一般演題 1
遺伝子 1

座長：井上　　聡 
演者： 楠　　正隆 

外川内 亜美 
坂東　秀訓 
松井　孝憲

一般演題 2
遺伝子 2

座長：森本　達也 
演者： 西山　　成 

小林　拓郎 
菅原　　祥 
栗田　隆史

一般演題 3
免疫・炎症

座長：高橋　将文 
演者： 窪田 真理子 

宇野 賀津子 
鈴木　淳平 
河野　惠三

一般演題 4
遺伝子 3

座長：尾池　雄一 
演者： 刀坂　泰史 

清水　果奈 
八谷　剛史 
田中　翔大 
吉井　　幸

ランチョンセミナー 7
座長：高橋　謙治 
演者：髙木　智久 
　　　劉　　和輝 
共催： ミヤリサン製

薬株式会社

一般演題 11
男性・女性医療
座長：上芝　　元 
演者： 上芝　　元 

靍　　崇光 
岩見 菜々子 
牧田　和也 
吉形　玲美

一般演題 12
酸化ストレス 2
座長：永井　竜児 
演者： 平山　　暁 

市川　　寛 
山下　　徹 
田中 誠太郎

第 8 会場
2F

（Room B-2）

一般演題 7
細胞 1

座長：田久保 圭誉 
演者： 池田　剛志 

羽賀　雅俊 
寺田　亜矢 
鈴木　悠史 
高谷　健人

一般演題 8
酸化ストレス 1
座長：平山　　暁 
演者： 唐澤　沙織 

鍋田　基生 
中塚　騰太 
横田　麻美

一般演題 9
細胞 2

座長：近藤　祥司 
演者： 齋藤　靖和 

望月　真衣 
砂川　陽一 
高杉　征樹 
Tanzima 
Tarannum Lucy

一般演題 10
脳・認知機能

制御 1
座長：田平　　武 
演者： 田所　　功 

相馬　ミカ 
伊藤　祐規 
島村　宗尚

ランチョンセミナー 8
座長：内藤　裕二 
演者：中島　　淳 
共催： マイラン EPD

合同会社

一般演題 13
脳・認知機能制御 2
座長：岩田　　淳 
演者： 大林　知央 

篠田　雄一 
馮　　　田 
市川　　寛 
Naymel A. 
Guzmán M.

一般演題 14
酸化ストレス 3
座長：内山　和彦 
演者： 鈴木　佑奈 

東村　泰希 
松井　孝憲 
今村　亮一
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1
日
目

The 21st Scientific Meeting of the Japanese Society of Anti-Aging Medicine

第 21 回日本抗加齢医学会総会　日程表　会場：国立京都国際会館

6月25日（金） 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

第 1 会場
2F

（Room A）

開
会
式

会長企画シンポジウム 1
健康長寿社会の実現に寄与する創

薬研究の最前線
座長：金村　成智、李　　昌一 
演者：小原　　幸、田原　義朗 
　　　秋吉　一成、山本　俊郎

教育講演 1
WITH コロ
ナ時代の百
寿社会を創
造する抗加

齢医学
座長：塩谷　信幸 
演者：伊藤　　裕

教育講演 2
食事療法は
何に有効か

座長：吉川　敏一 
演者：渡邊　　昌

教育講演 3
国家戦略と
してのフレ
イル予防・
オーラルフ
レイル予防

座長：太田　博明 
演者：飯島　勝矢

ランチョンセミナー 1
座長：福井　道明 
演者：長谷川 一宏 
共催： 田辺三菱製

薬株式会社

特別講演１
Stress, and 

Aging: What 
telomeres 

tell us
座長：堀江　重郎 
演者：Elissa Epel

会長特別企画なんでものみこむ
シンポジウム 1

機能性食品や機能性を有する農林
水産物の今！

座長：村上　　明、山本（前田） 万里 
演者：庄司　俊彦、松川　泰治 
　　　橋本　正史、山本（前田） 万里

第 2 会場
1F

（アネックスホール 1）

シンポジウム 1
生活習慣病と認知症

座長：荒井　秀典、浅原　哲子 
演者：二宮　利治、羽生　春夫 
　　　浅原　哲子、荒木　　厚

シンポジウム 6
肥満症診療・研究の新展開

座長：益崎　裕章、小川　　渉 
演者：内藤　　剛、北浜　誠一 
　　　清水　逸平、小川　　渉

ランチョンセミナー 2
座長：楽木　宏実 
演者：中神　啓徳 
共催： 帝人株式会

社／ NOMON
株式会社

シンポジウム 10
超高齢社会の問題点とアンチエイ

ジングドック
座長：西﨑　泰弘、伊賀瀬 道也 
演者：伊賀瀬 圭二、福井　敏樹 
　　　岸本　憲明、米井　嘉一

イブニングセミナー 1
座長：尾池　雄一 
演者：安尾 しのぶ 
共催： 株式会社再

春館製薬所

第 3 会場
1F

（アネックスホール 2）

シンポジウム 2
血管炎症としての COVID-19 の 

病態機序
座長：前村　浩二、盛田　俊介 
演者：石井　　健、朝倉　英策 
　　　山下　侑吾、吉田　雅幸

シンポジウム 7
口腔から始める COVID-19 対策の
最前線　～抗ウィルスのメカニズ

ムから感染予防まで～
座長：斎藤　一郎、阪井　丘芳 
演者：豊嶋　崇徳、井上　　豪 
　　　阪井　丘芳

ランチョンセミナー 3
座長：吉田　憲正 
演者：藤原　靖弘 
共催： 武田薬品工業

株式会社 / 大塚
製薬株式会社

シンポジウム 11
高齢者の頭頸部癌の予防と対策

座長：平野　　滋、朝蔭　孝宏 
演者：新井　啓仁、巽　浩一郎 
　　　岡田　直美、近松　一朗

イブニングセミナー 2
座長：森下　竜一 
演者：中神　啓徳 
共催： アンジェス

株式会社

第 4 会場
1F

（Room D）

シンポジウム 3
男性医学 2021 

座長：柳瀬　敏彦、井手　久満 
演者：藤原　裕矢、八谷　剛史 
　　　岩佐　　武、堀江　重郎

会長企画シンポジウム 2
臓器連関から考える運動のアンチ

エイジング効果
座長：木村　　穣、高波　嘉一 
演者：近藤　　誠、中島　友紀 
　　　家光　素行、青井　　渉

ランチョンセミナー 4
座長：金村　成智 
演者：ペッツォッティ 
　　　ジュセッペ 
共催： 株式会社

ShinSei

シンポジウム 12
臓器老化とアンチエイジング
座長：近藤　祥司、高橋　暁子 
演者：竹下 ひかり、杉本　昌隆 
　　　茶本　健司、佐藤 亜希子 
　　　近藤　祥司

イブニングセミナー 3
座長：高井　信朗 
演者：小田　　良 
共催： 第一三共株

式会社

第 5 会場
2F

（Room B-1）

シンポジウム 4
神の領域に迫るゲノム編集

座長：赤澤　　宏、茂木　正樹 
演者：真下　知士、高橋　　智 
　　　三谷 幸之介、石井　哲也

シンポジウム 8
酸化ストレスの基礎研究より抗加

齢医学を考える
座長：市川　　寛、藤井　順逸 
演者：永井　竜児、斎藤　芳郎 
　　　澤　　智裕、伊東　　健

ランチョンセミナー 5
座長：南野　　徹 
演者：小板橋 紀通 
共催： ノバルティス 

ファーマ株式会
社メディカル本
部 / 大塚製薬株式
会社メディカル・
アフェアーズ部

第 6 会場
1F

（Room C-1）

シンポジウム 5
高年齢女性の臨床における諸問題

座長：髙松　　潔、大須賀　穣 
演者：大江　隆史、望月　善子 
　　　市川　雅男、吉原　　愛

シンポジウム 9
腸内細菌と腫瘍

座長：福田　真嗣、入江 潤一郎 
演者：大谷　直子、山田　拓司 
　　　西川　博嘉、土岐　典子

ランチョンセミナー 6
演者：佐野　元昭 
共催： 株式会社ドク

ターズ・マン

一般演題 5
血管

座長：齋藤　義正 
演者： 森　　雄作 

柴田　　玲 
内門　義博 
小村　泰雄 
森原　隆太

一般演題 6
腸内細菌

座長：正岡　建洋 
演者： 杉岡　陽介 

植原　　治 
長崎　幸夫 
安田　剛士

第 7 会場
1F

（Room C-2）

一般演題 1
遺伝子 1

座長：井上　　聡 
演者： 楠　　正隆 

外川内 亜美 
坂東　秀訓 
松井　孝憲

一般演題 2
遺伝子 2

座長：森本　達也 
演者： 西山　　成 

小林　拓郎 
菅原　　祥 
栗田　隆史

一般演題 3
免疫・炎症

座長：高橋　将文 
演者： 窪田 真理子 

宇野 賀津子 
鈴木　淳平 
河野　惠三

一般演題 4
遺伝子 3

座長：尾池　雄一 
演者： 刀坂　泰史 

清水　果奈 
八谷　剛史 
田中　翔大 
吉井　　幸

ランチョンセミナー 7
座長：高橋　謙治 
演者：髙木　智久 
　　　劉　　和輝 
共催： ミヤリサン製

薬株式会社

一般演題 11
男性・女性医療
座長：上芝　　元 
演者： 上芝　　元 

靍　　崇光 
岩見 菜々子 
牧田　和也 
吉形　玲美

一般演題 12
酸化ストレス 2
座長：永井　竜児 
演者： 平山　　暁 

市川　　寛 
山下　　徹 
田中 誠太郎

第 8 会場
2F

（Room B-2）

一般演題 7
細胞 1

座長：田久保 圭誉 
演者： 池田　剛志 

羽賀　雅俊 
寺田　亜矢 
鈴木　悠史 
高谷　健人

一般演題 8
酸化ストレス 1
座長：平山　　暁 
演者： 唐澤　沙織 

鍋田　基生 
中塚　騰太 
横田　麻美

一般演題 9
細胞 2

座長：近藤　祥司 
演者： 齋藤　靖和 

望月　真衣 
砂川　陽一 
高杉　征樹 
Tanzima 
Tarannum Lucy

一般演題 10
脳・認知機能

制御 1
座長：田平　　武 
演者： 田所　　功 

相馬　ミカ 
伊藤　祐規 
島村　宗尚

ランチョンセミナー 8
座長：内藤　裕二 
演者：中島　　淳 
共催： マイラン EPD

合同会社

一般演題 13
脳・認知機能制御 2
座長：岩田　　淳 
演者： 大林　知央 

篠田　雄一 
馮　　　田 
市川　　寛 
Naymel A. 
Guzmán M.

一般演題 14
酸化ストレス 3
座長：内山　和彦 
演者： 鈴木　佑奈 

東村　泰希 
松井　孝憲 
今村　亮一
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日
程
表
２
日
目

The 21st Scientific Meeting of the Japanese Society of Anti-Aging Medicine

第 21 回日本抗加齢医学会総会　日程表　会場：国立京都国際会館

6月26日（土） 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

第 1 会場
2F

（Room A）

モーニングセミナー 1
座長：堀江　重郎 
演者：Elissa Epel 
共催： 株式会社 

ケアネット
/ 順天堂大学

会長企画シンポジウム 3
免疫老化・細胞老化の新知見
座長：濵崎　洋子、南野　　徹 
演者：八木田 和弘、城　　憲秀 
　　　勝海　悟郎、高橋　暁子

理事長提言
座長：大江　隆史 
演者：堀江　重郎

会長講演
何でものみこむ 

アンチエイジング 
～持続的な幸せを
実現するために～
座長：堀江　重郎 
演者：内藤　裕二

ランチョンセミナー 9
座長：田中　　孝 
演者：内藤　裕二 
共催： 株式会社

サイキンソー

特別企画
With コロナ時代 UPDATE 情報

座長：井上　浩義 
　　　山岸　昌一 
演者：小崎 健次郎 
　　　江崎　禎英

特別講演２
The neglected small bowel 

microbiota: Role in lipid digestion 
and absorption and host metabolism
座長：内藤　裕二 
演者：Eugene B. Chang

会長特別企画なんでものみこむ
シンポジウム 2

最先端生命科学から考える抗加齢医学の未来
座長：山田　秀和、内藤　裕二 
演者：吉森　　保、谷口　英樹 
　　　山田　秀和、内田　浩二

イノベーション委員会シンポジウム
　座長：坪田　一男、森下　竜一 
　演者：江幡　哲也 
受賞者：橋弥　尚孝、武田　朱公 
　　　　島　　圭介、堅田　侑作

第 2 会場
1F

（アネックスホール 1）

モーニングセミナー 2
座長：内藤　裕二 
演者：井上　　亮 
　　　髙木　智久 
共催： 株式会社 

プリメディカ

会長企画シンポジウム 4
発がんの最強リスク因子 加齢に対する挑戦

座長：武藤　倫弘、片倉　喜範 
演者：津金 昌一郎、中西　　真 
　　　吉岡　研一、成田　　匠 
　　　片倉　喜範

ランチョンセミナー 10
座長：久米　　毅 
演者：溝口　　徹 
　　　藤井　祐介 
共催： 株式会社ＭＳＳ

シンポジウム 17
抗加齢医学の新たな提唱 2021: メタボ健診からフレイ

ル健診へ　～ PPK（ピンピンキラリ）を目指して～
座長：石井 好二郎、岩本　　潤 
演者：太田　博明、石井 好二郎、小川　純人 
　　　石橋　英明、佐久間 邦弘、岩本　　潤 
共催：一般社団法人日本骨粗鬆症学会

第 3 会場
1F

（アネックスホール 2）

シンポジウム 13
エビデンスから、健康食品を考える

（日本抗加齢協会共催シンポジウム）
座長：森下　竜一、駒村　純一 
演者：森田　剛史、橋本　正史 
　　　細山　　浩、阿部　康二

ランチョンセミナー 11
座長：市橋　正光 
演者：山下　理絵 
共催： PRSS. Japan

株式会社

会長企画シンポジウム 5
「メタロミクスと抗加齢医学」　～命と健康

の源泉となる「生命金属」の最前線から～
座長：安井　裕之、豊國　伸哉 
演者：豊國　伸哉、小椋　康光 
　　　高田　和幸、酒井 久美子

イブニングセミナー 4
座長：吉川　敏一 
演者：家森　幸男 
共催： 日本抗加齢協会

第 4 会場
1F

（Room D）

シンポジウム 14
若い感覚をキープする：超早期診

断・バイオマーカー編
座長：小澤　洋子、北市　伸義 
演者：永井　紀博、中澤　　徹 
　　　小川　　郁、文　　鐘玉

ランチョンセミナー 12
座長：秋下　雅弘 
演者：上園　保仁 
共催：株式会社ツムラ

実地医家スキルアップセミナー 1
脳をめぐる最近の話題

座長：田中　　孝、満岡　孝雄 
　　　溝口　　徹、池岡　清光 
演者：三島　和夫、川嶋　　朗 
　　　佐藤　　均、富田　泰輔

イブニングセミナー 5
座長：内藤　裕二 
演者：末松　　誠 
共催： 太陽化学株式会社

第 5 会場
2F

（Room B-1）

シンポジウム 15
エクソソームによる疾患発症メカ

ニズム解明と治療戦略
座長：森本　達也、井上　　聡 
演者：華山　力成、落谷　孝広 
　　　高橋　有己、中瀬　生彦

ランチョンセミナー 13
座長：堀江　重郎 
演者：堀江　重郎 
　　　島田　昌之 
共催： ロート製薬 

株式会社

シンポジウム 18
新しい疾患概念・閉経関連泌尿生

殖器症候群（GSM）への対応
座長：望月　善子、安井　敏之 
演者：安井　敏之、平池　　修 
　　　寺内　公一、八田 真理子

第 6 会場
1F

（Room C-1）

シンポジウム 16
COVID-19 の病態に迫る

座長：佐野　元昭、尾池　雄一 
演者：瀬尾 龍太郎、後藤　信哉 
　　　吉村　昭彦、中神　啓徳 
　　　佐野　元昭

ランチョンセミナー 14
座長：井手　久滿 
演者：中村　幸男 
共催： ノーベルファーマ

株式会社 / 株式会
社メディパルホー
ルディングス

メディカルスタッフセッション 1
アンチエイジング現場における 

栄養管理
座長：青木　雄次、青井　　渉 
演者：阿部　　諒、河村　亜希 
　　　矢田　幸博、青木　雄次

第 7 会場
1F

（Room C-2）

一般演題 15
社会・疫学

座長：磯　　博康 
演者： 森藤 ちひろ 

鈴木　史明 
葦沢　龍人 
坪川　雅哉

一般演題 16
検査法・ドック
座長：西﨑　泰弘 
演者： 高瀬　　敦 

米井　嘉一 
熊谷　章子 
金子　真美

ランチョンセミナー 15
座長：森下　竜一 
演者：米井　嘉一 
共催：  アスタリール

株式会社

若手研究者プログラム
老化に伴う臓器機能変化と 

疾患発症メカニズム
座長：長竹　貴広、武田　朱公 
演者：藤本　康介、五十嵐 正樹 
　　　河原　裕憲、小檜山 康司

第 8 会場
2F

（Room B-2）

優秀演題受賞講演 1
　座長：井上　浩義、柳田　素子 
審査員：山岸　昌一、井手　久満 
　演者：若命　浩二、柴田　佳那 
　　　　山本　毅士、吉田　翔太 
　　　　片岡　智哉、濵口　真英 
　　　　名畑　美和、竹村　茂一 
　　　　鴨頭　　輝

ランチョンセミナー 16
座長：的場　聖明 
演者：絹川 弘一郎 
共催：  アストラゼネカ

株式会社

優秀演題受賞講演 2
　座長：中神　啓徳、米井　嘉一 
審査員：赤澤　純代、阪井　丘芳 
　演者：三好　　愛、木村　真規 
　　　　新村　　健、奥田　逸子 
　　　　江連　智暢、楠　　　博 
　　　　宮本　奈生、東　浩太郎 
　　　　小原　　信

第 9 会場
B1F

（Room E）

一般演題 17
見ため 1

座長：鶴田　大輔 
演者： 池谷　　博 

樫山　和也 
加藤 安佳梨 
高田　弘弥

一般演題 18
見ため 2

座長：山下　理絵 
演者： 大塚　篤司 

宇都　義浩 
五十嵐 多美 
草野　崇一

ランチョンセミナー 17
座長：伊藤　　裕 
演者：木村　郁夫 
共催：  Noster 株式会社

一般演題 19
見ため 3

座長：磯貝 理恵子 
演者： 青島　央江 

新井　良平 
Samuel JK Abraham 
田所　　功

一般演題 20
見ため 4

座長：船坂　陽子 
演者： 高原　佑輔 

杉本　佳香 
若命　浩二 
大久保 絢香

ミニセミナー会場
1F

（イベントホール）

ミニセミナー 1
座長：村上　正志 
演者：森下　竜一 
共催：株式会社カネカ

ハンズオンセミナー会場
2F（Room J）

ハンズオンセミナー
共催：PRSS. Japan 株式会社

WEB 開催
朝活セミナー 1
演者：麻生　義則 
共催： 株式会社 

笹原商事
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第 21 回日本抗加齢医学会総会　日程表　会場：国立京都国際会館

6月26日（土） 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

第 1 会場
2F

（Room A）

モーニングセミナー 1
座長：堀江　重郎 
演者：Elissa Epel 
共催： 株式会社 

ケアネット
/ 順天堂大学

会長企画シンポジウム 3
免疫老化・細胞老化の新知見
座長：濵崎　洋子、南野　　徹 
演者：八木田 和弘、城　　憲秀 
　　　勝海　悟郎、高橋　暁子

理事長提言
座長：大江　隆史 
演者：堀江　重郎

会長講演
何でものみこむ 

アンチエイジング 
～持続的な幸せを
実現するために～
座長：堀江　重郎 
演者：内藤　裕二

ランチョンセミナー 9
座長：田中　　孝 
演者：内藤　裕二 
共催： 株式会社

サイキンソー

特別企画
With コロナ時代 UPDATE 情報

座長：井上　浩義 
　　　山岸　昌一 
演者：小崎 健次郎 
　　　江崎　禎英

特別講演２
The neglected small bowel 

microbiota: Role in lipid digestion 
and absorption and host metabolism
座長：内藤　裕二 
演者：Eugene B. Chang

会長特別企画なんでものみこむ
シンポジウム 2

最先端生命科学から考える抗加齢医学の未来
座長：山田　秀和、内藤　裕二 
演者：吉森　　保、谷口　英樹 
　　　山田　秀和、内田　浩二

イノベーション委員会シンポジウム
　座長：坪田　一男、森下　竜一 
　演者：江幡　哲也 
受賞者：橋弥　尚孝、武田　朱公 
　　　　島　　圭介、堅田　侑作

第 2 会場
1F

（アネックスホール 1）

モーニングセミナー 2
座長：内藤　裕二 
演者：井上　　亮 
　　　髙木　智久 
共催： 株式会社 

プリメディカ

会長企画シンポジウム 4
発がんの最強リスク因子 加齢に対する挑戦

座長：武藤　倫弘、片倉　喜範 
演者：津金 昌一郎、中西　　真 
　　　吉岡　研一、成田　　匠 
　　　片倉　喜範

ランチョンセミナー 10
座長：久米　　毅 
演者：溝口　　徹 
　　　藤井　祐介 
共催： 株式会社ＭＳＳ

シンポジウム 17
抗加齢医学の新たな提唱 2021: メタボ健診からフレイ

ル健診へ　～ PPK（ピンピンキラリ）を目指して～
座長：石井 好二郎、岩本　　潤 
演者：太田　博明、石井 好二郎、小川　純人 
　　　石橋　英明、佐久間 邦弘、岩本　　潤 
共催：一般社団法人日本骨粗鬆症学会

第 3 会場
1F

（アネックスホール 2）

シンポジウム 13
エビデンスから、健康食品を考える

（日本抗加齢協会共催シンポジウム）
座長：森下　竜一、駒村　純一 
演者：森田　剛史、橋本　正史 
　　　細山　　浩、阿部　康二

ランチョンセミナー 11
座長：市橋　正光 
演者：山下　理絵 
共催： PRSS. Japan

株式会社

会長企画シンポジウム 5
「メタロミクスと抗加齢医学」　～命と健康

の源泉となる「生命金属」の最前線から～
座長：安井　裕之、豊國　伸哉 
演者：豊國　伸哉、小椋　康光 
　　　高田　和幸、酒井 久美子

イブニングセミナー 4
座長：吉川　敏一 
演者：家森　幸男 
共催： 日本抗加齢協会

第 4 会場
1F

（Room D）

シンポジウム 14
若い感覚をキープする：超早期診

断・バイオマーカー編
座長：小澤　洋子、北市　伸義 
演者：永井　紀博、中澤　　徹 
　　　小川　　郁、文　　鐘玉

ランチョンセミナー 12
座長：秋下　雅弘 
演者：上園　保仁 
共催：株式会社ツムラ

実地医家スキルアップセミナー 1
脳をめぐる最近の話題

座長：田中　　孝、満岡　孝雄 
　　　溝口　　徹、池岡　清光 
演者：三島　和夫、川嶋　　朗 
　　　佐藤　　均、富田　泰輔

イブニングセミナー 5
座長：内藤　裕二 
演者：末松　　誠 
共催： 太陽化学株式会社

第 5 会場
2F

（Room B-1）

シンポジウム 15
エクソソームによる疾患発症メカ

ニズム解明と治療戦略
座長：森本　達也、井上　　聡 
演者：華山　力成、落谷　孝広 
　　　高橋　有己、中瀬　生彦

ランチョンセミナー 13
座長：堀江　重郎 
演者：堀江　重郎 
　　　島田　昌之 
共催： ロート製薬 

株式会社

シンポジウム 18
新しい疾患概念・閉経関連泌尿生

殖器症候群（GSM）への対応
座長：望月　善子、安井　敏之 
演者：安井　敏之、平池　　修 
　　　寺内　公一、八田 真理子

第 6 会場
1F

（Room C-1）

シンポジウム 16
COVID-19 の病態に迫る

座長：佐野　元昭、尾池　雄一 
演者：瀬尾 龍太郎、後藤　信哉 
　　　吉村　昭彦、中神　啓徳 
　　　佐野　元昭

ランチョンセミナー 14
座長：井手　久滿 
演者：中村　幸男 
共催： ノーベルファーマ

株式会社 / 株式会
社メディパルホー
ルディングス

メディカルスタッフセッション 1
アンチエイジング現場における 

栄養管理
座長：青木　雄次、青井　　渉 
演者：阿部　　諒、河村　亜希 
　　　矢田　幸博、青木　雄次

第 7 会場
1F

（Room C-2）

一般演題 15
社会・疫学

座長：磯　　博康 
演者： 森藤 ちひろ 

鈴木　史明 
葦沢　龍人 
坪川　雅哉

一般演題 16
検査法・ドック
座長：西﨑　泰弘 
演者： 高瀬　　敦 

米井　嘉一 
熊谷　章子 
金子　真美

ランチョンセミナー 15
座長：森下　竜一 
演者：米井　嘉一 
共催：  アスタリール

株式会社

若手研究者プログラム
老化に伴う臓器機能変化と 

疾患発症メカニズム
座長：長竹　貴広、武田　朱公 
演者：藤本　康介、五十嵐 正樹 
　　　河原　裕憲、小檜山 康司

第 8 会場
2F

（Room B-2）

優秀演題受賞講演 1
　座長：井上　浩義、柳田　素子 
審査員：山岸　昌一、井手　久満 
　演者：若命　浩二、柴田　佳那 
　　　　山本　毅士、吉田　翔太 
　　　　片岡　智哉、濵口　真英 
　　　　名畑　美和、竹村　茂一 
　　　　鴨頭　　輝

ランチョンセミナー 16
座長：的場　聖明 
演者：絹川 弘一郎 
共催：  アストラゼネカ

株式会社

優秀演題受賞講演 2
　座長：中神　啓徳、米井　嘉一 
審査員：赤澤　純代、阪井　丘芳 
　演者：三好　　愛、木村　真規 
　　　　新村　　健、奥田　逸子 
　　　　江連　智暢、楠　　　博 
　　　　宮本　奈生、東　浩太郎 
　　　　小原　　信

第 9 会場
B1F

（Room E）

一般演題 17
見ため 1

座長：鶴田　大輔 
演者： 池谷　　博 

樫山　和也 
加藤 安佳梨 
高田　弘弥

一般演題 18
見ため 2

座長：山下　理絵 
演者： 大塚　篤司 

宇都　義浩 
五十嵐 多美 
草野　崇一

ランチョンセミナー 17
座長：伊藤　　裕 
演者：木村　郁夫 
共催：  Noster 株式会社

一般演題 19
見ため 3

座長：磯貝 理恵子 
演者： 青島　央江 

新井　良平 
Samuel JK Abraham 
田所　　功

一般演題 20
見ため 4

座長：船坂　陽子 
演者： 高原　佑輔 

杉本　佳香 
若命　浩二 
大久保 絢香

ミニセミナー会場
1F

（イベントホール）

ミニセミナー 1
座長：村上　正志 
演者：森下　竜一 
共催：株式会社カネカ

ハンズオンセミナー会場
2F（Room J）

ハンズオンセミナー
共催：PRSS. Japan 株式会社

WEB 開催
朝活セミナー 1
演者：麻生　義則 
共催： 株式会社 

笹原商事
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参加者懇親会
開催時間：19：00 ～ 20：00
場所：国立京都国際会館　庭園
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演者：井上　　亮 
共催：太陽化学株式会社

演者：内藤　裕二、東村　泰樹 
共催：株式会社　ミル総本社

第 21 回日本抗加齢医学会総会　日程表　会場：国立京都国際会館

6月27日（日） 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

第 1 会場
2F

（Room A）

モーニングセミナー 3
座長：内藤　裕二 
演者：山田　秀和 
　　　日比野 佐和子 
共催： ゲノミクス栄養

学普及協会 / 株
式会社あさ製薬

教育講演 4
老化細胞制
御による探
索的治療へ

の挑戦
座長：南野　　徹 
演者：中神　啓徳

教育講演 5
論文から見

た COVID-19
の 1 年半

座長：坪田　一男 
演者：古川　俊治

招請講演
“ 老い ” の
枠を破る

座長：内藤　裕二 
演者：堀澤　祖門

会長特別企画なんでものみこむ
シンポジウム 3

マイクロバイオームが制御する抗加齢医学
座長：内藤　裕二、髙木　智久 
演者：服部　正平、國澤　　純 
　　　小田巻 俊孝、髙木　智久

ランチョンセミナー 18
座長：木下　　茂 
演者：福井　道明 
　　　米井　嘉一 
共催： 参天製薬 

株式会社

シンポジウム 22
人生 100 年、健康長寿を幸せに 

生きるとは？
座長：三村　　將、須賀　英道 
演者：市来　真彦、三村　　將 
　　　松隈 信一郎、須賀　英道

閉会式

第 2 会場
1F

（アネックスホール 1）

シンポジウム 19
AI による新しい脳機能・認知症診断

座長：阿部　康二、岩田　　淳 
演者：亀山　祐美、田所　　功 
　　　武田　朱公、河越　眞介

シンポジウム 20
女性とフレイル　～４つのコホー

ト研究から見えてくるもの～
座長：浦野　友彦、竹屋　　泰 
演者：吉村　典子、浦野　友彦 
　　　田原　康玄、赤坂　　憲

認定試験
受付 認定試験

第 3 会場
1F

（アネックスホール 2）

専門医・指導士共通プログラム 1
アンチエイジングのための免疫力 Up 講座

座長：井手　久満、清水　孝彦 
演者：市川　　寛、矢野　博己 
　　　渡辺　賢治、丸山　光生

専門医・指導士共通プログラム 2
ウイズコロナ時代のウイルス学

座長：池岡　清光、澤登　雅一 
演者：宮沢　孝幸、森下　竜一 
　　　岩田 健太郎、押谷　　仁

第 4 会場
1F

（Room D）

会長企画シンポジウム 6
サルコペニア解決にむけた研究潮流：

基礎から臨床フィールドへ
座長：池嶋　健一、福井　道明 
演者：荒井　秀典、田中 喜代次 
　　　若林　秀隆、清水　雅仁

シンポジウム 21
老いの入り “ 口 ” から認知症を 

読み解く
座長：松下　健二、美島　健二 
演者：槻木　恵一、後藤　哲哉 
　　　佐治　直樹、松下　健二

ランチョンセミナー 19
座長：吉川　敏一 
演者：阿部　康二 
共催： TIMA Tokyo

株式会社

シンポジウム 23
男性論ゼミナール 2021

座長：岡田　　弘、永井　　敦 
演者：大平　　伸、松本　成史 
　　　田畑　　泉、神林　由香

第 5 会場
2F

（Room B-1）

倫理・利益相反ワークショップ
学会発表演題における倫理審査

座長：米井　嘉一、柳田　素子 
演者：平井　昭光、真田　昌爾 
　　　勝谷　友宏、真田　昌爾

メディカルスタッフセッション 3
コロナ感染から学ぶ災害時メディ

カルスタッフの役割
座長：葦沢　龍人、勝谷　友宏 
演者：木村　弥生、桂木　聡子 
　　　山田　　実、金井　真弓 
　　　柴田　利彦、瓜田　裕子

ランチョンセミナー 20
座長：小山田 裕一 
演者：内藤　裕二 
共催： 株式会社 

プロトセラ

専門医・指導士共通プログラム 3
感染症・がん・免疫と血管・ 

リンパ管の新知見を学ぶ
座長：赤澤　純代、新村　　健 
演者：南　　　敬、宮崎　拓郎 
　　　高倉　伸幸、赤澤　純代 
　　　北村　義浩、冨本　秀和

第 6 会場
1F

（Room C-1）

実地医家スキルアップセミナー 2
口腔内ケアで疾病予防

座長：満岡　孝雄、溝口　　徹 
　　　池岡　清光、田中　　孝 
演者：別部　尚司、西田　　亙 
　　　猪原　匡史、中島　　淳

一般演題 21
その他

座長：鎌田　和浩 
演者： 井上　浩義 

山本　晴代 
清水　聡史 
石塚　　敬 
ハースブルック　カイル

一般演題 22
代謝

座長：瀬藤　光利 
演者： 坂本　和也 

許　　茘茘 
佐藤　健司 
袁　一ぶん

ランチョンセミナー 21
座長：満尾　　正 
演者：大友　通明 
共催： アークレイマー

ケティング株式
会社

シンポジウム 24
化粧と匂いと医療

座長：山田　秀和、大慈弥 裕之 
演者：古山　登隆、川畑　秀明 
　　　東原　和成、土井　秀明 
　　　阪井　丘芳

第 7 会場
1F

（Room C-2）

メディカルスタッフセッション 2
抗加齢医療現場におけるメディカ

ルスタッフの役割と可能性
座長：南山　幸子、市橋　正光 
演者：南山　幸子、安藤　秀哉 
　　　森　　明子、橋本 千佳子

一般演題 23
癌

座長：半田　　修 
演者：鎌田　修平、脇田　春彦 
　　　藤川　龍弥、半田　　修 
　　　西森　英史、山下　大介

一般演題 24
代替医療

座長：三谷　和男 
演者： 櫻井　麻美 

江川　雅人 
田中 久美子

ランチョンセミナー 22
座長：太田　博明 
　　　堀江　重郎 
演者：宮田　成章 
　　　佐井　雄一 
共催： ハルテック株式会社

/TMK メディカル株
式会社 /Fotona d.o.o.

シンポジウム 25
栄養素で免疫力アップ

座長：満尾　　正、有田　　誠 
演者： 澤登　雅一、満尾　　正 

深田　俊幸、有田　　誠

第 8 会場
2F

（Room B-2）

一般演題 25
食生活・サプリ 1
座長：平野　　滋 
演者： 松永　洋祐 

冨田　夏美 
渡邊　大祐 
平山　　暁 
田口　淳一

一般演題 26
食生活・サプリ 2
座長：満尾　　正 
演者： 坪井　　誠 

松尾　直紀 
渡邊　瑞季 
中山　　毅 
中川　佳子

一般演題 27
運動・運動器 1
座長：小田　　良 
演者： 大久保 直輝 

橋本　善隆 
大島　康史 
市川　　寛

一般演題 28
肥満・減量

座長：野出　孝一 
演者： 森岡　一乃 

板東　花奈 
内山　　明 
山本　　寛

ランチョンセミナー 23
座長：池嶋　健一 
演者：河田　則文 
　　　古山　登隆 
共催： アッヴィ合同会社

/ アラガン・ジャ
パン株式会社

一般演題 29
食生活・サプリ 4
座長：辻　　智子 
演者： 瀬島　　海 

五味 未早希 
小名　俊博 
島田　紘明

一般演題 30
口腔

座長：山本　俊郎 
演者： 喜田 さゆり 

松原　美和 
小松　知子

第 9 会場
B1F

（Room E）

一般演題 31
食生活・サプリ 3
座長：八木　雅之 
演者： 橋本　美帆 

横田　早貴 
崎山 智恵子 
八木　雅之 
西川　綾花

一般演題 32
運動・運動器 2
座長：高波　嘉一 
演者： 佐藤　崇司 

大山 翔一朗 
青井　　渉 
池田　玲奈

一般演題 33
運動・運動器 3
座長：太田　博明 
演者： 生田　　太 

石原　陽子 
山田　裕晃 
長崎　幸夫

一般演題 34
運動・運動器 4
座長：大江　隆史 
演者： 二橋　佑磨 

兪　　炳碩 
劉　　和輝 
今村　貴幸

抗加齢栄養療法指導講習会

ミニセミナー会場
1F

（イベントホール）

ミニセミナー 2
座長：上符　正志 
演者：柳澤　厚生 
共催：点滴療法研究会

WEB 開催
朝活セミナー 2 市民公開講座

With/Post コロナ時代におけるアンチエイジング
座長：内藤　裕二 
演者：堀江　重郎、内藤　裕二、阿部　康二朝活セミナー 3
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第 21 回日本抗加齢医学会総会　日程表　会場：国立京都国際会館

6月27日（日） 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

第 1 会場
2F

（Room A）

モーニングセミナー 3
座長：内藤　裕二 
演者：山田　秀和 
　　　日比野 佐和子 
共催： ゲノミクス栄養

学普及協会 / 株
式会社あさ製薬

教育講演 4
老化細胞制
御による探
索的治療へ

の挑戦
座長：南野　　徹 
演者：中神　啓徳

教育講演 5
論文から見

た COVID-19
の 1 年半

座長：坪田　一男 
演者：古川　俊治

招請講演
“ 老い ” の
枠を破る

座長：内藤　裕二 
演者：堀澤　祖門

会長特別企画なんでものみこむ
シンポジウム 3

マイクロバイオームが制御する抗加齢医学
座長：内藤　裕二、髙木　智久 
演者：服部　正平、國澤　　純 
　　　小田巻 俊孝、髙木　智久

ランチョンセミナー 18
座長：木下　　茂 
演者：福井　道明 
　　　米井　嘉一 
共催： 参天製薬 

株式会社

シンポジウム 22
人生 100 年、健康長寿を幸せに 

生きるとは？
座長：三村　　將、須賀　英道 
演者：市来　真彦、三村　　將 
　　　松隈 信一郎、須賀　英道

閉会式

第 2 会場
1F

（アネックスホール 1）

シンポジウム 19
AI による新しい脳機能・認知症診断

座長：阿部　康二、岩田　　淳 
演者：亀山　祐美、田所　　功 
　　　武田　朱公、河越　眞介

シンポジウム 20
女性とフレイル　～４つのコホー

ト研究から見えてくるもの～
座長：浦野　友彦、竹屋　　泰 
演者：吉村　典子、浦野　友彦 
　　　田原　康玄、赤坂　　憲

認定試験
受付 認定試験

第 3 会場
1F

（アネックスホール 2）

専門医・指導士共通プログラム 1
アンチエイジングのための免疫力 Up 講座

座長：井手　久満、清水　孝彦 
演者：市川　　寛、矢野　博己 
　　　渡辺　賢治、丸山　光生

専門医・指導士共通プログラム 2
ウイズコロナ時代のウイルス学

座長：池岡　清光、澤登　雅一 
演者：宮沢　孝幸、森下　竜一 
　　　岩田 健太郎、押谷　　仁

第 4 会場
1F

（Room D）

会長企画シンポジウム 6
サルコペニア解決にむけた研究潮流：

基礎から臨床フィールドへ
座長：池嶋　健一、福井　道明 
演者：荒井　秀典、田中 喜代次 
　　　若林　秀隆、清水　雅仁

シンポジウム 21
老いの入り “ 口 ” から認知症を 

読み解く
座長：松下　健二、美島　健二 
演者：槻木　恵一、後藤　哲哉 
　　　佐治　直樹、松下　健二

ランチョンセミナー 19
座長：吉川　敏一 
演者：阿部　康二 
共催： TIMA Tokyo

株式会社

シンポジウム 23
男性論ゼミナール 2021

座長：岡田　　弘、永井　　敦 
演者：大平　　伸、松本　成史 
　　　田畑　　泉、神林　由香

第 5 会場
2F

（Room B-1）

倫理・利益相反ワークショップ
学会発表演題における倫理審査

座長：米井　嘉一、柳田　素子 
演者：平井　昭光、真田　昌爾 
　　　勝谷　友宏、真田　昌爾

メディカルスタッフセッション 3
コロナ感染から学ぶ災害時メディ

カルスタッフの役割
座長：葦沢　龍人、勝谷　友宏 
演者：木村　弥生、桂木　聡子 
　　　山田　　実、金井　真弓 
　　　柴田　利彦、瓜田　裕子

ランチョンセミナー 20
座長：小山田 裕一 
演者：内藤　裕二 
共催： 株式会社 

プロトセラ

専門医・指導士共通プログラム 3
感染症・がん・免疫と血管・ 

リンパ管の新知見を学ぶ
座長：赤澤　純代、新村　　健 
演者：南　　　敬、宮崎　拓郎 
　　　高倉　伸幸、赤澤　純代 
　　　北村　義浩、冨本　秀和

第 6 会場
1F

（Room C-1）

実地医家スキルアップセミナー 2
口腔内ケアで疾病予防

座長：満岡　孝雄、溝口　　徹 
　　　池岡　清光、田中　　孝 
演者：別部　尚司、西田　　亙 
　　　猪原　匡史、中島　　淳

一般演題 21
その他

座長：鎌田　和浩 
演者： 井上　浩義 

山本　晴代 
清水　聡史 
石塚　　敬 
ハースブルック　カイル

一般演題 22
代謝

座長：瀬藤　光利 
演者： 坂本　和也 

許　　茘茘 
佐藤　健司 
袁　一ぶん

ランチョンセミナー 21
座長：満尾　　正 
演者：大友　通明 
共催： アークレイマー

ケティング株式
会社

シンポジウム 24
化粧と匂いと医療

座長：山田　秀和、大慈弥 裕之 
演者：古山　登隆、川畑　秀明 
　　　東原　和成、土井　秀明 
　　　阪井　丘芳

第 7 会場
1F

（Room C-2）

メディカルスタッフセッション 2
抗加齢医療現場におけるメディカ

ルスタッフの役割と可能性
座長：南山　幸子、市橋　正光 
演者：南山　幸子、安藤　秀哉 
　　　森　　明子、橋本 千佳子

一般演題 23
癌

座長：半田　　修 
演者：鎌田　修平、脇田　春彦 
　　　藤川　龍弥、半田　　修 
　　　西森　英史、山下　大介

一般演題 24
代替医療

座長：三谷　和男 
演者： 櫻井　麻美 

江川　雅人 
田中 久美子

ランチョンセミナー 22
座長：太田　博明 
　　　堀江　重郎 
演者：宮田　成章 
　　　佐井　雄一 
共催： ハルテック株式会社

/TMK メディカル株
式会社 /Fotona d.o.o.

シンポジウム 25
栄養素で免疫力アップ

座長：満尾　　正、有田　　誠 
演者： 澤登　雅一、満尾　　正 

深田　俊幸、有田　　誠

第 8 会場
2F

（Room B-2）

一般演題 25
食生活・サプリ 1
座長：平野　　滋 
演者： 松永　洋祐 

冨田　夏美 
渡邊　大祐 
平山　　暁 
田口　淳一

一般演題 26
食生活・サプリ 2
座長：満尾　　正 
演者： 坪井　　誠 

松尾　直紀 
渡邊　瑞季 
中山　　毅 
中川　佳子

一般演題 27
運動・運動器 1
座長：小田　　良 
演者： 大久保 直輝 

橋本　善隆 
大島　康史 
市川　　寛

一般演題 28
肥満・減量

座長：野出　孝一 
演者： 森岡　一乃 

板東　花奈 
内山　　明 
山本　　寛

ランチョンセミナー 23
座長：池嶋　健一 
演者：河田　則文 
　　　古山　登隆 
共催： アッヴィ合同会社

/ アラガン・ジャ
パン株式会社

一般演題 29
食生活・サプリ 4
座長：辻　　智子 
演者： 瀬島　　海 

五味 未早希 
小名　俊博 
島田　紘明

一般演題 30
口腔

座長：山本　俊郎 
演者： 喜田 さゆり 

松原　美和 
小松　知子

第 9 会場
B1F

（Room E）

一般演題 31
食生活・サプリ 3
座長：八木　雅之 
演者： 橋本　美帆 

横田　早貴 
崎山 智恵子 
八木　雅之 
西川　綾花

一般演題 32
運動・運動器 2
座長：高波　嘉一 
演者： 佐藤　崇司 

大山 翔一朗 
青井　　渉 
池田　玲奈

一般演題 33
運動・運動器 3
座長：太田　博明 
演者： 生田　　太 

石原　陽子 
山田　裕晃 
長崎　幸夫

一般演題 34
運動・運動器 4
座長：大江　隆史 
演者： 二橋　佑磨 

兪　　炳碩 
劉　　和輝 
今村　貴幸

抗加齢栄養療法指導講習会

ミニセミナー会場
1F

（イベントホール）

ミニセミナー 2
座長：上符　正志 
演者：柳澤　厚生 
共催：点滴療法研究会

WEB 開催
朝活セミナー 2 市民公開講座

With/Post コロナ時代におけるアンチエイジング
座長：内藤　裕二 
演者：堀江　重郎、内藤　裕二、阿部　康二朝活セミナー 3
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00 30 40 10 30 00 30

00 30 40 10

00 30 40 10 30 20 30 00
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6 月 25 日（金）　第 1 会場　（2F　Room A）

開会式 8：50 ～ 9：00

会長企画シンポジウム 1 
健康長寿社会の実現に寄与する創薬研究の最前線 9：00 ～ 10：30

座長：金村　成智（京都府立医科大学大学院歯科口腔科学）	
　　　李　　昌一（神奈川歯科大学大学院）

PS1-1	 ドラッグリポジショニングを用いた歯周炎の予防
小原　　幸（�京都薬科大学臨床薬理学分野）

PS1-2	 油中ナノ分散技術による経皮吸収の最前線
田原　義朗（�同志社大学理工学部）

PS1-3	 新規バイオナノトランスポーターによるバイオ医薬品デリバリーと医療応用
秋吉　一成（�京都大学大学院工学研究科）

PS1-4	 低分子化合物を用いた骨芽細胞への直接転換
山本　俊郎（�京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学）

教育講演 1 10：40 ～ 11：10

座長：塩谷　信幸（アンチエイジング・ネットワーク）

EL1	 WITH コロナ時代の百寿社会を創造する抗加齢医学
伊藤　　裕（�慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科）

教育講演 2 11：10 ～ 11：40

座長：吉川　敏一（公益財団法人ルイ・パストゥール医学研究センター）

EL2	 食事療法は何に有効か。Effectiveness	of	Dietary	Therapy
渡邊　　昌（�メディカルライス協会、東京農業大学）

教育講演 3 11：40 ～ 12：10

座長：太田　博明（川崎医科大学産婦人科学 2・総合医療センター産婦人科）

EL3	 国家戦略としてのフレイル予防・オーラルフレイル予防
飯島　勝矢（�東京大学高齢社会総合研究機構・未来ビジョン研究センター）

ランチョンセミナー 1 12：30 ～ 13：20

座長：福井　道明（	京都府立医科大学内分泌・代謝内科学）

LS1	 SGLT2・尿細管糸球体連関・アンチエイジングの TRINITY	から考える ” 先手を打つ ” 意義
長谷川�一宏（�慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科）

共催：田辺三菱製薬株式会社

特別講演１ 13：30 ～ 14：00

座長：堀江　重郎（順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学）

SL1	 Stress,	and	Aging:	What	telomeres	tell	us
Elissa�Epel（�Department�of�Psychiatry�&�Behavioral�Sciences,�UCSF）
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会長特別企画なんでものみこむシンポジウム 1 
機能性食品や機能性を有する農林水産物の今！ 14：40 ～ 16：10

座長：村上　　明（兵庫県立大学環境人間学部）	
　　　山本（前田）	万里（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構）

PSP1-1	 リンゴの機能性表示生鮮食品、加工品の開発
庄司　俊彦（�国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構食品研究部門）

PSP1-2	 産学の水平・垂直連携を活かした機能性食品の開発事例
松川　泰治（�UHA味覚糖株式会社バイオ開発ディビジョン）

PSP1-3	 機能性表示食品の現状と課題及び将来の展望について
橋本　正史（�一般社団法人健康食品産業協議会）

PSP1-4	 セルフケアのための機能性表示農産物の活用
山本（前田）�万里（�国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構）

6 月 25 日（金）　第 2 会場　（1F　アネックスホール 1）

シンポジウム 1 
生活習慣病と認知症 9：00 ～ 10：30

座長：荒井　秀典（国立長寿医療研究センター）	
　　　浅原　哲子（京都医療センター臨床研究センター）

SY1-1	 糖尿病と認知症の疫学：久山町研究
二宮　利治（�九州大学大学院医学研究院衛生・公衆衛生学分野）

SY1-2	 糖代謝異常に伴う認知症の病理、病態学的背景
羽生　春夫（�総合東京病院認知症疾患研究センター）

SY1-3	 糖尿病 ･ 肥満症における認知症関連バイオマーカー：TREM2 の臨床的意義
浅原　哲子（�独立行政法人国立病院機構京都医療センター臨床研究センター内分泌代謝高血圧研究部）

SY1-4	 認知症予防を考慮した糖尿病の治療
荒木　　厚（�東京都健康長寿医療センター糖尿病・代謝・内分泌内科）

シンポジウム 6 
肥満症診療・研究の新展開 10：40 ～ 12：10

座長：益崎　裕章（琉球大学大学院医学研究科内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座（第二内科））	
　　　小川　　渉（神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科）

SY6-1	 2 型糖尿病に対する代謝改善手術の現状とその効果発現機序
内藤　　剛（�北里大学医学部下部消化管外科学）

SY6-2	 減量・代謝改善手術の実践と工夫：QOL の向上を目指して
北浜　誠一（�社会医療法人愛仁会千船病院肥満・糖尿病内分泌センター、糖尿病・減量外科）

SY6-3	 加齢と肥満―共通の分子メカニズムを標的とした治療開発
清水　逸平（�順天堂大学大学院医学研究科循環器内科）

SY6-4	 診療録直結肥満症データべース―医療ビッグデータ時代の肥満診療―
小川　　渉（�神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学）
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ランチョンセミナー 2 12：30 ～ 13：20

座長：楽木　宏実（	大阪大学大学院医学系研究科内科学講座（老年 ･ 総合内科学））

LS2	 プロダクティブ・エイジングの実現	ー NMN（ニコチンアミドモノヌクレオチド）への期待ー
中神　啓徳（�大阪大学大学院医学系研究科健康発達医学講座）

共催：帝人株式会社／NOMON株式会社

シンポジウム 10 
超高齢社会の問題点とアンチエイジングドック 14：40 ～ 16：10

座長：西﨑　泰弘（東海大学医学部付属東京病院）	
　　　伊賀瀬	道也（愛媛大学大学院抗加齢医学（新田ゼラチン）講座）

SY10-1	 3T	MRI を用いた軽度認知機能障害の画像診断
伊賀瀬�圭二（�愛媛大学医学部脳神経先端医学講座）

SY10-2	 健康長寿社会における動脈硬化対策について
福井　敏樹（�医療法人如水会オリーブ高松メディカルクリニック）

SY10-3	 ロコモティブシンドローム予防を見据えた抗加齢ドックの試み
岸本　憲明（�東海大学医学部総合診療学系健康管理学、東海大学医学部付属東京病院）

SY10-4	 ホルモン低下とその問題点：低 DHEA 症候群として捉える
米井　嘉一（�同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンター、糖化ストレス研究センター）

イブニングセミナー 1 16：30 ～ 17：20

座長：尾池　雄一（	熊本大学大学院生命科学研究部分子遺伝学講座）

ES1	 体内時計と環境リズムの関係から切り拓くアンチエイジングの可能性
安尾�しのぶ（�九州大学大学院農学研究院）

共催：株式会社再春館製薬所

6 月 25 日（金）　第 3 会場　（1F　アネックスホール 2）

シンポジウム 2 
血管炎症としての COVID-19 の病態機序 9：00 ～ 10：30

座長：前村　浩二（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科循環器内科学）	
　　　盛田　俊介（東邦大学）

SY2-1	 ワクチン免疫；アジュバントとサイトカインストーム
石井　　健（�東京大学医科学研究所ワクチン科学分野）

SY2-2	 COVID-19 と凝固線溶異常・血栓症
朝倉　英策（�金沢大学附属病院高密度無菌治療部（血液内科））

SY2-3	 COVID-19 に対する抗凝固療法の意義と注意点
山下　侑吾（�京都大学医学部附属病院）

SY2-4	 COVID-19 と血管内皮機能障害
吉田　雅幸（�東京医科歯科大学大学院先進倫理医科学分野）
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シンポジウム 7 
口腔から始める COVID-19 対策の最前線 
～抗ウィルスのメカニズムから感染予防まで～ 10：40 ～ 12：10

座長：斎藤　一郎（鶴見大学歯学部病理学講座）	
　　　阪井　丘芳（大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能治療学教室）

SY7-1	 唾液を用いた COVID-19 診断技術の開発
豊嶋　崇徳（�北海道大学病院検査輸血部）

SY7-2	 除菌消臭剤 MA-T のメカニズム解明に基づく酸化制御技術の開発と応用
井上　　豪（�大阪大学）

SY7-3	 MA-T 成分を応用した口腔ケア用品の開発とその特徴について
阪井　丘芳（�大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能治療学教室）

ランチョンセミナー 3 12：30 ～ 13：20

座長：吉田　憲正（	済生会京都府病院）

LS3	 生活習慣病としての逆流性食道炎
藤原　靖弘（�大阪市立大学大学院医学研究科消化器内科学）

共催：武田薬品工業株式会社 /大塚製薬株式会社

シンポジウム 11 
高齢者の頭頸部癌の予防と対策 14：40 ～ 16：10

座長：平野　　滋（京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）	
　　　朝蔭　孝宏（東京医科歯科大学頭頸部外科）

SY11-1	 高齢者頭頸部癌患者のコホート研究
新井　啓仁（�京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

SY11-2	 漢方医学による高齢者頭頸部癌の予防と対策
巽　浩一郎（�千葉大学真菌医学研究センター呼吸器生体制御学研究部門）

SY11-3	 がん治療における抗酸化剤の役割：頭頚部の癌なのに腸の細菌叢が大事なの？
岡田　直美（�ナオミクリニック、岐阜大学高等研究院科学研究基盤センター共同研究講座抗酸化研究部門、国

立研究開発法人量子科学技術研究開発機構QST 病院）

SY11-4	 免疫環境からみた高齢者頭頸部癌の予防と治療
近松　一朗（�群馬大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

イブニングセミナー 2 16：30 ～ 17：20

座長：森下　竜一（	大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学）

ES2	 新型コロナウイルスに対するワクチン開発
中神　啓徳（�大阪大学大学院医学系研究科健康発達医学講座）

共催：アンジェス株式会社
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6 月 25 日（金）　第 4 会場　（1F　Room D）

シンポジウム 3 
男性医学 2021  9：00 ～ 10：30

座長：柳瀬　敏彦（誠和会牟田病院）	
　　　井手　久満（獨協医科大学埼玉医療センター）

SY3-1	 テストステロン結合蛋白 SHBG と生活習慣病
藤原　裕矢（�誠和会牟田病院内分泌・糖尿病内科）

SY3-2	 あなたの細胞の Y 染色体が欠失している！
八谷　剛史（�順天堂大学遺伝子疾患先端情報学講座）

SY3-3	 女性に対するテストステロンの作用
岩佐　　武（�徳島大学大学院医歯薬学研究部産科婦人科学分野）

SY3-4	 がんサバイバーの男性医療
堀江　重郎（�順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学）

会長企画シンポジウム 2 
臓器連関から考える運動のアンチエイジング効果 10：40 ～ 12：10

座長：木村　　穣（関西医科大学健康科学センター）	
　　　高波　嘉一（大妻女子大学家政学部食物学科）

PS2-1	 運動による抗うつ効果に基づく新たなうつ病治療メカニズムの解明
近藤　　誠（�大阪大学大学院医学系研究科神経細胞生物学講座）

PS2-2	 運動器の基軸である骨と筋による臓器連関
中島　友紀（�東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科分子情報伝達学）

PS2-3	 運動による骨格筋由来生理活性因子（マイオカイン）の分泌と抗動脈硬化
家光　素行（�立命館大学スポーツ健康科学部）

PS2-4	 骨格筋と腸の臓器連関からみた運動ベネフィット
青井　　渉（�京都府立大学大学院生命環境科学研究科栄養科学）

ランチョンセミナー 4 12：30 ～ 13：20

座長：金村　成智（	京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学）

LS4	 健康寿命を延伸する光診断技術の開発
ペッツォッティ　ジュセッペ（�京都工芸繊維大学セラミック物理学研究室、京都府立医科大学免疫学、東京

医科大学整形外科学分野、大阪大学大阪大学国際医工情報センター、東京医
科歯科大学生体工学研究所）

共催：株式会社 ShinSei

シンポジウム 12 
臓器老化とアンチエイジング 14：40 ～ 16：10

座長：近藤　祥司（京都大学医学部附属病院高齢者医療ユニット）	
　　　高橋　暁子（公益財団法人がん研究会がん研究所細胞老化プロジェクト）

SY12-1	 レニン - アンジオテンシン系が担う老化・抗老化機構
竹下�ひかり（�大阪大学大学院医学系研究科老年・総合内科学）
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SY12-2	 呼吸器疾患における細胞老化の役割
杉本　昌隆（�国立長寿医療研究センター研究所）

SY12-3	 老化によるがん免疫抑制機構の解明とその解除法の開発
茶本　健司（�京都大学大学院医学研究科免疫ゲノム医学講座）

SY12-4	 視床下部背内側部神経を介した睡眠と老化・寿命制御機構
佐藤�亜希子（�国立長寿医療研究センター中枢性老化・睡眠制御研究プロジェクトチーム）

SY12-5	 フレイルと血液メタボローム
近藤　祥司（�京都大学医学部附属病院高齢者医療ユニット）

イブニングセミナー 3 16：30 ～ 17：20

座長：高井　信朗（	東京国際大学、医療健康学部）

ES3	 関節リウマチ診療の total	management
小田　　良（�京都府立医科大学大学院医学研究科運動器機能再生外科学（整形外科学教室））

共催：第一三共株式会社

6 月 25 日（金）　第 5 会場　（2F　Room B-1）

シンポジウム 4 
神の領域に迫るゲノム編集　　 9：00 ～ 10：30

座長：赤澤　　宏（東京大学大学院医学系研究科循環器内科学）	
　　　茂木　正樹（愛媛大学大学院医学系研究科薬理学）

SY4-1	 ゲノム編集技術の最新動向
真下　知士（�東京大学医科学研究所実験動物研究施設先進動物ゲノム研究分野）

SY4-2	 ゲノム編集を用いた老化モデル動物の開発
高橋　　智（�筑波大学医学医療系トランスボーダー医学研究センター）

SY4-3	 遺伝子治療技術としてのゲノム編集
三谷�幸之介（�埼玉医科大学医学部ゲノム応用医学）

SY4-4	 抗加齢ゲノム編集療法と倫理的課題
石井　哲也（�北海道大学安全衛生本部）

シンポジウム 8 
酸化ストレスの基礎研究より抗加齢医学を考える 10：40 ～ 12：10

座長：市川　　寛（同志社大学大学院生命医科学研究科）	
　　　藤井　順逸（山形大学大学院医学系研究科生化学分子生物学）

SY8-1	 老化物質 AGEs と抗加齢医学との関わり
永井　竜児（�東海大学農学部バイオサイエンス学科食品生体調節学研究室）

SY8-2	 セレノプロテインと抗加齢医学−糖尿病とレドックス制御
斎藤　芳郎（�東北大学大学院薬学研究科代謝制御薬学分野）

SY8-3	 8- ニトロ -cGMP と酸化ストレス応答制御
澤　　智裕（�熊本大学大学院生命科学研究部微生物学講座）

SY8-4	 Nrf2 シグナルを基盤とした抗加齢医学の展望
伊東　　健（�弘前大学大学院医学研究科高度先進医学研究センター分子生体防御学講座）



36

The 21st Scientific Meeting of the Japanese Society of Anti-Aging Medicine

プ
ロ
グ
ラ
ム
1
日
目

ランチョンセミナー 5 12：30 ～ 13：20

座長：南野　　徹（	順天堂大学大学院医学研究科循環器内科学講座）

LS5	 病的心臓リモデリングを意識した治療介入について
小板橋�紀通（�群馬大学医学部附属病院循環器内科）

共催：ノバルティス�ファーマ株式会社メディカル本部 /大塚製薬株式会社メディカル・アフェアーズ部

6 月 25 日（金）　第 6 会場　（1F　Room C-1）

シンポジウム 5 
高年齢女性の臨床における諸問題 9：00 ～ 10：30

座長：髙松　　潔（東京歯科大学市川総合病院）	
　　　大須賀　穣（東京大学大学院医学系研究科産婦人科）

SY5-1	 高齢女性のフレイル・ロコモ対策
大江　隆史（�ＮＴＴ東日本関東病院）

SY5-2	 高齢女性とセクシャリティ
望月　善子（�もちづき女性クリニック）

SY5-3	 骨盤臓器脱 :	POP な世界	- 形態は機能に従う -
市川　雅男（�日本医科大学産婦人科）

SY5-4	 高年齢女性における甲状腺機能異常の健康への影響について
吉原　　愛（�伊藤病院内科）

シンポジウム 9 
腸内細菌と腫瘍 10：40 ～ 12：10

座長：福田　真嗣（慶應義塾大学先端生命科学研究所）	
　　　入江	潤一郎（慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科）

SY9-1	 腸内細菌叢と肝がん
大谷　直子（�大阪市立大学大学院医学研究科病態生理学）

SY9-2	 メタゲノムおよびメタボローム解析を用いた大腸がんの多段階発がんに伴う腸内細菌の変化
山田　拓司（�東京工業大学）

SY9-3	 がん免疫療法と腸内細菌
西川　博嘉（�国立がん研究センター研究所腫瘍免疫研究分野）

SY9-4	 血液疾患・同種造血幹細胞移植と腸内細菌叢
土岐　典子（�がん・感染症センター都立駒込病院）

ランチョンセミナー 6 12：30 ～ 13：20

LS6	 水素吸入時、水素水飲用時の Pharmacokinetics の比較―水素水の飲用よって水素を体のどこまで
供給できるのか―
佐野　元昭（�慶應義塾大学医学部循環器内科）

共催：株式会社ドクターズ・マン
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一般演題 5　血管 14：40 ～ 15：30

座長：齋藤　義正（慶應義塾大学薬学部薬物治療学講座）

O05-1	 Glucose-dependent	insulinotropic	polypeptide の心リモデリング抑制作用：2 型糖尿病モデルマウ
スにおける検討
森　　雄作（�昭和大学医学部抗糖化寄付講座）

O05-2	 血管新生における亜鉛の役割
柴田　　玲（�名古屋大学先進循環器治療学）

O05-3	 過酸化脂質による血管老化の治療は LOX と AT1 受容体との受容体連関によるミトコンドリア質管
理低下が重要なターゲットになる
内門　義博（�鹿児島大学大学院心臓血管・高血圧内科学）

O05-4	 幹細胞培養上清を用いた心血管系加齢性疾患への治療経験
小村　泰雄（�りんくうメディカルクリニック）

O05-5	 tPA4.5 時間時代の急性期脳梗塞治療
森原　隆太（�岡山大学病院脳神経内科）

一般演題 6　腸内細菌 15：30 ～ 16：10

座長：正岡　建洋（国際医療福祉大学三田病院消化器内科）

O06-1	 アロマセラピーによる腸内環境改善効果の検証
杉岡　陽介（�アロマセラピースクールラヴァーレメディカルアロマアンチエイジング研究所）

O06-2	 ビーポーレンによる口腔細菌叢および腸内細菌叢の変化
植原　　治（�北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系保健衛生学分野）

O06-3	 腸内細菌叢で着目される酪酸を放出する分子組織化薬の設計と糖尿病治療
長崎　幸夫（�筑波大学数理物質系、筑波大学フロンティア医科学、筑波大学アイソトープ環境動態研究センター）

O06-4	 京丹後地域における高齢者の身体機能と腸内フローラ
安田　剛士（�京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学）

6 月 25 日（金）　第 7 会場　（1F　Room C-2）

一般演題 1　遺伝子 1 9：00 ～ 9：40

座長：井上　　聡（東京都健康長寿医療センター研究所システム加齢医学）

O01-1	 日本人 2 型糖尿病患者において SGLT2 阻害薬は高齢者でより脂質改善作用を有する。
楠　　正隆（�名古屋大学総合保健体育科学センター糖尿病運動機能代謝学寄附研究部門）

O01-2	 終末糖化産物受容体の阻害は 2 型糖尿病マウスのインスリン抵抗性および腎尿細管障害を改善する
外川内�亜美（�久留米大学医学部糖尿病性血管合併症病態・治療学講座）

O01-3	 当院糖尿病患者における 25 水酸化ビタミン D(25OHD) と頸動脈内膜中膜肥厚 (IMTmax) との関連
について
坂東　秀訓（�萬田記念病院糖尿病センター）

O01-4	 エンパグリフロジンによる 2 型糖尿病マウスの腎・脂肪における AGE-RAGE- 酸化ストレス系抑制
と心腎保護作用
松井　孝憲（�久留米大学医学部糖尿病性血管合併症病態治療学講座）
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一般演題 2　遺伝子 2 9：40 ～ 10：20

座長：森本　達也（静岡県立大学薬学部分子病態学分野）

O02-1	 膵癌のゲノム不安定性におけるプロレニン受容体の役割
西山　　成（�香川大学医学部薬理学）

O02-2	 前立腺癌患者における局所放射線治療は Y 染色体のモザイクロスと関連する
小林　拓郎（�順天堂大学院泌尿器外科学講座）

O02-3	 老化細胞における新規 SASP 誘導機構の解明
菅原　　祥（�公益財団法人がん研究会がん研究所）

O02-4	 MicroRNA	expression	profiling	and	functional	analysis	of	dysregulated	microRNAs	in	bone	aging
栗田　隆史（�日本大学松戸歯学部組織学講座）

一般演題 3　免疫・炎症 10：30 ～ 11：20

座長：高橋　将文（自治医科大学分子病態治療研究センター炎症・免疫研究部）

O03-1	 高齢発症潰瘍性大腸炎に対する治療についての検討
窪田�真理子（�京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学）

O03-2	 血中サイトカイン・ケモカイン網羅的測定による、リウマチ、キャッスルマン病の特性解析
宇野�賀津子（�（公財）ルイ・パストゥール医学研究センター）

O03-3	 腫瘍抑制因子 Menin はオートファジーとリソソーム機能の調節を介して T 細胞老化を制御する
鈴木　淳平（�愛媛大学大学院医学系研究科免疫学講座）

O03-4	 感光色素 NK-4 による貪食能の高い M1 様 M φへの分極誘導と、アポトーシス細胞の貪食を介した
M2 様 M φへの移行促進作用
河野　惠三（�株式会社林原医薬品素材部）

O03-5	 演題取り下げ

一般演題 4　遺伝子 3 11：20 ～ 12：10

座長：尾池　雄一（熊本大学大学院生命科学研究部分子遺伝学講座）

O04-1	 アルギニンメチル化酵素 PRMT5 の心筋特異的過剰発現は加齢に伴う心肥大および心機能低下を促
進する
刀坂　泰史（�静岡県立大学薬学部分子病態学分野）

O04-2	 抗血小板薬サルポグレラートは圧負荷心不全モデルマウスにおいて ERK1/2-GATA4 経路を阻害する
ことで心保護作用を示した
清水　果奈（�静岡県立大学大学院薬学研究院分子病態学講座、京都医療センター臨床研究センター）

O04-3	 Y 染色体のモザイク欠損解析における唾液の有用性の評価
八谷　剛史（�順天堂大学遺伝子疾患先端情報学講座）

O04-4	 皮脂に含まれる mRNA の網羅的解析による非侵襲的な生体加齢変化情報取得の検討
田中　翔大（�花王株式会社生物科学研究所）

O04-5	 新規インスリンシグナル分子 WDR6 と相互作用するタンパク質の網羅的同定
吉井　　幸（�早稲田大学人間科学学術院基礎老化研究室）
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ランチョンセミナー 7 12：30 ～ 13：20

座長：高橋　謙治（	京都府立医科大学大学院医学研究科運動器機能再生外科学）

LS7-1	 サルコペニアにおける腸内細菌叢・食習慣の解析
髙木　智久（�京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学）

LS7-2	 整形外科領域から見たサルコペニア
劉　　和輝（�淀さんせん会金井病院）

共催：ミヤリサン製薬株式会社

一般演題 11　男性・女性医療 14：40 ～ 15：30

座長：上芝　　元（	東邦大学医療センター大橋病院糖尿病・代謝・内分泌内科）

O11-1	 中高年男性のメタボリックシンドロームに対するテストステロン軟膏の代謝系への効果
上芝　　元（�東邦大学医療センター大橋病院糖尿病・代謝・内分泌内科）

O11-2	 加齢男性性腺機能低下症候群と下部尿路症状の関連性
靍　　崇光（�順天堂大学医学部附属浦安病院泌尿器科、順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学）

O11-3	 難治生 ART 不成功症例における高濃度ビタミン C 点滴の有効性について
岩見�菜々子（�神谷レディースクリニック）

O11-4	 当院における妊産褥婦人の骨代謝関連の新たな試み：将来的な運動器抗加齢のための経時的な骨代
謝検査の意義
牧田　和也（�牧田産婦人科医院）

O11-5	 腟マイクロバイオームのエイジングによる変化と乳酸菌含有素材のデリケートゾーンケアによる改
善効果の検討
吉形　玲美（�浜松町ハマサイトクリニック、東京ミッドタウンクリニック）

一般演題 12　酸化ストレス 2 15：30 ～ 16：10

座長：永井　竜児（東海大学農学部）

O12-1	 加齢過程における抗酸化プロファイルの変化
平山　　暁（�国立大学法人筑波技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センター）

O12-2	 超音波照射によるラット血中活性酸素・フリーラジカル消去能の変化の検討
市川　　寛（�同志社大学大学院生命医科学研究科）

O12-3	 ALS 患者における低酸素ストレスを可視化する
山下　　徹（�岡山大学大学院脳神経内科学）

O12-4	 非侵襲に採取可能な組織の AGEs 定量法の確立
田中�誠太郎（�東海大学大学院農学研究科）

6 月 25 日（金）　第 8 会場　（2F　Room B-2）

一般演題 7　細胞 1 9：00 ～ 9：50

座長：田久保	圭誉（国立国際医療研究センター研究所）

O07-1	 乳酸桿菌発酵液による皮膚菲薄化に対する改善効果
池田　剛志（�日本コルマー株式会社）



40

The 21st Scientific Meeting of the Japanese Society of Anti-Aging Medicine

プ
ロ
グ
ラ
ム
1
日
目

O07-2	 時系列オミクスデータを用いたヒトの皮膚老化数理モデルの構築と検証
羽賀　雅俊（�ロート製薬株式会社基礎研究開発部）

O07-3	 総合的な色素沈着抑制を目指した天然原料探索及び、新規組み合わせとその効果（特にメラノサイ
ト受容体に対する効果について）
寺田　亜矢（�株式会社メビウス製薬）

O07-4	 週齢を変化させた Heterochronic	Parabiosis を用いた若返り因子の探索
鈴木　悠史（�慶應義塾大学医学部形成外科）

O07-5	 若返り研究における細胞老化モデルの特徴と比較
高谷　健人（�慶應義塾大学医学部形成外科）

一般演題 8　酸化ストレス 1 9：50 ～ 10：30

座長：平山　　暁（筑波技術大学東西医学統合医療センター）

O08-1	 炭酸水摂取による抗ストレスに与える効果の検証
唐澤　沙織（�順天堂大学大学院医学研究科病院管理学、順天堂大学医学部附属順天堂医院医療安全機能管理室）

O08-2	 酸化ストレスの改善は不妊治療成績に良好な影響を与える可能性がある
鍋田　基生（�つばきウイメンズクリニック）

O08-3	 加齢に伴う酸化ストレスと膀胱機能変化の関連性解析
中塚　騰太（�川崎医科大学大学院生理系分野尿路生殖器病態生理学）

O08-4	 酸化ストレス耐性の高い線維芽細胞に発現する HAPLN1 の真皮コラーゲン産生促進作用
横田　麻美（�株式会社ファンケル）

一般演題 9　細胞 2 10：40 ～ 11：30

座長：近藤　祥司（京都大学医学部附属病院高齢者医療ユニット）

O09-1	 老化ヒト線維芽細胞におけるスチルベン誘導体の Senostatic 効果
齋藤　靖和（�県立広島大学大学院総合学術研究科生命システム科学専攻、県立広島大学生命環境学部生命科学科）

O09-2	 無血清培養における歯髄幹細胞の自律的多層化メカニズムの解明と臨床的培養法の確立
望月　真衣（�日本歯科大学生命歯科学講座、日本歯科大学生命歯学部発生・再生医科学講座）

O09-3	 カンキツ由来化合物ノビレチンは p300-HAT 活性制御を介して心不全進展を抑制する
砂川　陽一（�静岡県立大学薬学部、国立病院機構京都医療センター展開医療研究部、静岡県立総合病院）

O09-4	 超長寿齧歯類 “ ハダカデバネズミ ” の研究から見えた細胞外マトリックス関連因子による新規スト
レス応答制御機構
高杉　征樹（�大阪市立大学大学院医学研究科病態生理学、ロチェスター大学生物学科）

O09-5	 Possible	role	of	collagen	pentosidine	in	in vitro	osteoclastogenesis
Tanzima�Tarannum�Lucy（�Anti-Aging�Medical�Research�Center、Glycative�Stress�Research�Center,�Graduate�

School�of�Life�and�Medical�Sciences,�Doshisha�University,�Kyoto,�Japan）

一般演題 10　脳・認知機能制御 1 11：30 ～ 12：10

座長：田平　　武（順天堂大学大学院医学系研究科認知症診断、予防、治療学講座）

O10-1	 化粧美容セラピーの認知・情動機能改善効果
田所　　功（�岡山大学脳神経内科）

O10-2	 脳海馬が合成する男性・女性ホルモンによる記憶シナプスの急性的制御
相馬　ミカ（�日本大学文理学部、順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科）



41

The 21st Scientific Meeting of the Japanese Society of Anti-Aging Medicine

プ
ロ
グ
ラ
ム
1
日
目

O10-3	 糖尿病はアルツハイマー病関連タウ蛋白のリン酸化パターンを変化させることで認知機能障害を増
悪させる
伊藤　祐規（�大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学）

O10-4	 部分再開通における脳梗塞の病態解析
島村　宗尚（�大阪大学大学院医学系研究科健康発達医学講座）

ランチョンセミナー 8 12：30 ～ 13：20

座長：内藤　裕二（	京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座）

LS8	 エビデンスから紐解く慢性便秘症診療	ー用量調整の新たなエビデンスを踏まえてー
中島　　淳（�横浜市立大学大学院医学研究科肝胆膵消化器病学教室）

共催：マイラン EPD合同会社

一般演題 13　脳・認知機能制御 2 14：40 ～ 15：30

座長：岩田　　淳（東京都健康長寿医療センター脳神経内科）

O13-1	 20 年間における水晶体の乱視度数変化について
大林　知央（�南青山アイクリニック）

O13-2	 MRI テンソル解析による脳梗塞患者の脳可塑性の解析
篠田　雄一（�茨城リハビリテーション病院）

O13-3	 Protective	effects	of	edaravone	on	white	matter	pathology	in	a	novel	mouse	model	of	Alzheimer's	
disease	with	chronic	cerebral	hypoperfusion
馮　　　田（�岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経内科学講座）

O13-4	 老化促進モデルマウス SAMP8 血漿の活性酸素・フリーラジカル消去活性の解析
市川　　寛（�同志社大学大学院生命医科学研究科）

O13-5	 Neuroprotective	treatment	in	Light-induced	photoreceptor	degeneration	in	mice
Naymel�A.�Guzmán�M.（�Laboratory�of�Retinal�Cell�Biology、Department�of�Ophthalmology,�Keio�University�

School�of�Medicine,�Tokyo,�Japan.）

一般演題 14　酸化ストレス 3 15：30 ～ 16：10

座長：内山　和彦（京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学）

O14-1	 TFEB による酸化ストレス誘導性内耳細胞老化の制御
鈴木　佑奈（�日本大学医学部生化学分野）

O14-2	 Streptococcus thermophilus	は抗酸化経路の活性化を介して Caenorhabditis elegans の寿命を延伸さ
せる
東村　泰希（�石川県立大学生物資源環境学部食品科学科）

O14-3	 第 Xa 因子阻害薬アピキサバンは糖尿病ラットの腎臓において AGE-RAGE- 酸化ストレス系を介した
炎症・線維化を抑制する
松井　孝憲（�久留米大学医学部糖尿病性血管合併症病態治療学講座）

O14-4	 シリコン製剤は酸化ストレス軽減を通じて慢性腎臓病の悪化を抑制する
今村　亮一（�大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学講座（泌尿器科学））
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6 月 26 日（土）　第 1 会場　（2F　Room A）

モーニングセミナー 1 8：00 ～ 8：50

座長：堀江　重郎（	順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学）

MS1	 Toxic	stress,	hormetic	stress,	and	rate	of	aging
Elissa�Epel（Department�of�Psychiatry�&�Behavioral�Sciences,�UCSF）

共催：株式会社ケアネット /順天堂大学

会長企画シンポジウム 3 
免疫老化・細胞老化の新知見 9：00 ～ 10：30

座長：濵崎　洋子（京都大学 iPS 細胞研究所、京都大学医学研究科免疫生物学）	
　　　南野　　徹（順天堂大学大学院医学研究科循環器内科）

PS3-1	 Circadian	Rhythm	Disorder の病態生理：概日リズム撹乱と免疫老化
八木田�和弘（�京都府立医科大学統合生理学講座）

PS3-2	 ヒトＴ細胞の加齢変化とその意義―COVID-19 研究から得られた知見と共に―
城　　憲秀（�京都大学大学院医学研究科先端医療基盤共同研究講座）

PS3-3	 細胞老化を標的とした心血管代謝疾患治療
勝海　悟郎（�順天堂大学大学院医学研究科循環器内科、新潟大学大学院医歯学総合研究科循環器内科）

PS3-4	 細胞老化と SASP の新知見
高橋　暁子（�公益財団法人がん研究会がん研究所細胞老化プロジェクト、国立研究開発法人日本医療研究開発

機構PRIME）

理事長提言 10：40 ～ 11：10

座長：大江　隆史（NTT 東日本関東病院）

PP	 理事長提言
堀江　重郎（�順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学）

会長講演 11：20 ～ 11：50

座長：堀江　重郎（順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学）

PL	 何でものみこむアンチエイジング　〜持続的な幸せを実現するために〜
内藤　裕二（�京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座）

ランチョンセミナー 9 12：30 ～ 13：20

座長：田中　　孝（	田中消化器科クリニック）

LS9	 日本人の腸内細菌叢からみた Well-being を目指した抗加齢医学
内藤　裕二（�京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座）

共催：株式会社サイキンソー
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特別企画 
With コロナ時代 UPDATE 情報 13：30 ～ 14：30

座長：井上　浩義（慶應義塾大学医学部化学教室）	
　　　山岸　昌一（昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門）

SP1	 新型コロナウィルスゲノム解析からわかること - 現在・過去・未来
小崎�健次郎（�慶應義塾大学医学部臨床遺伝学センター）

SP2	 「人生 100 年時代」の幸せのかたち　−	コロナの先にある健康長寿社会の実現	−
江崎　禎英（�社会政策課題研究所）

特別講演２ 14：40 ～ 15：40

座長：内藤　裕二（京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座）

SL2	 The	neglected	small	bowel	microbiota:	Role	in	lipid	digestion	and	absorption	and	host	metabolism
Eugene�B.�Chang（�Microbiome�Medicine�Program,�Department�of�Medicine�/�GI,�The�University�of�Chicago）

会長特別企画なんでものみこむシンポジウム 2 
最先端生命科学から考える抗加齢医学の未来 15：50 ～ 17：20

座長：山田　秀和（近畿大学アンチエイジングセンター・奈良病院皮膚科）	
　　　内藤　裕二（京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座）

PSP2-1	 オートファジーからみた健康長寿戦略
吉森　　保（�大阪大学大学院医学系研究科遺伝学、大阪大学大学院生命機能研究科細胞内膜動態研究室）

PSP2-2	 ヒト iPS 細胞を用いた抗加齢医学研究
谷口　英樹（�東京大学医科学研究所幹細胞治療研究センター再生医学分野、横浜市立大学）

PSP2-3	 老化時計を考えるー Aging	Clocks,	Epigenetic	Clocks ー
山田　秀和（�近畿大学アンチエイジングセンター、近畿大学奈良病院皮膚科）

PSP2-4	 抗酸化剤機能のパラダイムシフト
内田　浩二（�東京大学大学院農学生命科学研究科）

イノベーション委員会シンポジウム 17：30 ～ 19：00

座長：坪田　一男（株式会社坪田ラボ）	
　　　森下　竜一（大阪大学大学院臨床遺伝子治療学）

INVS-1	 基調講演	
国内外ヘルステックベンチャー企業の概況について
江幡　哲也（�株式会社オールアバウト）

INVS-2	 第 1 回ヘルスケアベンチャー大賞	
ペプチドがサポートする未来
受賞者：橋弥　尚孝（�アンチエイジングペプタイド株式会社、カルナ・メドサロン）

INVS-3	 第 1 回ヘルスケアベンチャー大賞	
アイトラッキング式簡易認知機能評価法の開発	
〜基盤技術研究からベンチャー企業・社会実装まで〜
受賞者：武田　朱公（�大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学、大阪府立病院機構大阪精神医療センター

こころの科学リサーチセンター）

INVS-4	 第 2 回ヘルスケアベンチャー大賞	
仮想ライトタッチに基づく転倒リスク評価法 StA2BLE	―立位年齢モデルと社会実装―
受賞者：島　　圭介（�横浜国立大学大学院工学研究院、合同会社UNTRACKED）
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INVS-5	 第 2 回ヘルスケアベンチャー大賞	
網膜色素変性症を対象とした視覚再生遺伝子治療薬の開発
受賞者：堅田　侑作（�株式会社レストアビジョン、慶應義塾大学医学部眼科学教室）

6 月 26 日（土）　第 2 会場　（1F　アネックスホール 1）

モーニングセミナー 2 
日本人を対象とした腸内フローラパネルの開発 8：00 ～ 8：50

座長：内藤　裕二（	京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座）

MS2-1	 腸内細菌叢研究における人工知能 ( 機械学習 ) の利用
井上　　亮（�摂南大学農学部応用生物科学科動物機能科学研究室）

MS2-2	 見えてきた日本人腸内細菌叢プロファイル
髙木　智久（�京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学）

共催：株式会社プリメディカ

会長企画シンポジウム 4 
発がんの最強リスク因子 加齢に対する挑戦 9：00 ～ 10：30

座長：武藤　倫弘（京都府立医科大学分子標的予防医学）	
　　　片倉　喜範（九州大学）

PS4-1	 加齢とがん：リスクを修飾する要因と予防への挑戦
津金�昌一郎（�医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所、国立がん研究センター社会と健康研究セン

ター）

PS4-2	 個体内に存在する老化細胞の解析とそれらの除去による老年病の改善
中西　　真（�東京大学医科学研究所癌防御シグナル分野）

PS4-3	 ゲノム安定性制御を作用点としたがん予防への挑戦
吉岡　研一（�国立がん研究センター研究所ゲノム安定性制御研究ユニット）

PS4-4	 抗酸化制御能を有する食品成分による老化制御（がん予防や脂質代謝異常改善）
成田　　匠（�京都府立医科大学大学院医学研究科分子標的予防医学）

PS4-5	 SIRT1 活性化を通じたがん抑制
片倉　喜範（�九州大学大学院農学研究院細胞制御工学講座）

ランチョンセミナー 10 
消化管・世界最前線！ 
栄養療法で使うプロバイオティクスの選び方 12：30 ～ 13：20

座長：久米　　毅（	株式会社ＭＳＳ）

LS10	 消化管・世界最前線！栄養療法で使うプロバイオティクスの選び方
溝口　　徹（�医療法人回生會みぞぐちクリニック）
藤井　祐介（大阪大学大学院医学系研究科社会医学講座公衆衛生学）

共催：株式会社ＭＳＳ
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シンポジウム 17 
抗加齢医学の新たな提唱 2021: メタボ健診からフレイル健診へ 
～ PPK（ピンピンキラリ）を目指して～ 15：50 ～ 17：50

座長：石井	好二郎（同志社大学スポーツ健康科学部）	
　　　岩本　　潤（慶友整形外科病院）

SY17-1	 Overview：ニッポンのシニア対策	
〜メタボだけではない、究極の老化のサイン「フレイル」を見逃さない〜
太田　博明（�川崎医科大学産婦人科学2・総合医療センター産婦人科）

SY17-2	 オベシティパラドックスとサルコペニア肥満
石井�好二郎（�同志社大学スポーツ健康科学部）

SY17-3	 フレイル健診への期待
小川　純人（�東京大学大学院医学系研究科老年病学）

SY17-4	 フレイル対策の神髄は継続的なロコモ予防にあり
石橋　英明（�医療法人社団愛友会伊奈病院整形外科）

SY17-5	 オートファジー機能とサルコペニア予防	〜栄養の観点から〜
佐久間�邦弘（東京工業大学リベラルアーツ研究教育院）

SY17-6	 骨粗鬆症に対する新しい運動療法	
〜 High-intensity	Resistance	and	Impact	Training	(HiRIT) 〜
岩本　　潤（�慶友整形外科病院骨関節疾患センター）

（共催：一般社団法人日本骨粗鬆症学会）

6 月 26 日（土）　第 3 会場　（1F　アネックスホール 2）

シンポジウム 13 
エビデンスから、健康食品を考える（日本抗加齢協会共催シンポジウム） 9：00 ～ 10：30

座長：森下　竜一（大阪大学大学院臨床遺伝子治療学）	
　　　駒村　純一（森下仁丹株式会社）

SY13-1	 保健機能食品の動向
森田　剛史（�消費者庁食品表示企画課保健表示室）

SY13-2	 健康食品産業協議会の機能性表示への取り組み：広告規制を中心に
橋本　正史（�一般社団法人健康食品産業協議会）

SY13-3	 日本抗加齢協会の取り組みについて
細山　　浩（�特定非営利活動法人日本抗加齢協会）

SY13-4	 健康食品を考える抗加齢医学会エビデンス委員会報告
阿部　康二（�国立精神・神経医療研究センター）

ランチョンセミナー 11 12：30 ～ 13：20

座長：市橋　正光（	アーツ銀座クリニック）

LS11	 美容医学でのアンチエイジング	Update2021
山下　理絵（�湘南藤沢形成外科クリニック R）

共催：PRSS.�Japan 株式会社
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会長企画シンポジウム 5 
「メタロミクスと抗加齢医学」　 

～命と健康の源泉となる「生命金属」の最前線から～ 15：50 ～ 17：20

座長：安井　裕之（京都薬科大学）	
　　　豊國　伸哉（名古屋大学大学院医学系研究科生体反応病理学）

PS5-1	 フェロトーシス抵抗性と発がん
豊國　伸哉（�名古屋大学大学院医学系研究科生体反応病理学）

PS5-2	 セレンの消化管吸収における腸内細菌叢の役割
小椋　康光（�千葉大学大学院薬学研究院予防薬学研究室）

PS5-3	 アルツハイマー病と脳内微量金属元素
高田　和幸（�京都薬科大学統合薬科学系）

PS5-4	 亜鉛投与法の違いによる摂食促進効果を脳視床下部メタボローム解析で明らかにする	
ー Zinc-ome（ジンクオーム）の観点からー
酒井�久美子（�大分大学医学部全学研究推進機構）

イブニングセミナー 4 17：50 ～ 18：40

座長：吉川　敏一（	公益財団法人ルイ・パストゥール医学研究センター）

ES4	 日本食と地中海食―どちらが世界の長寿食か
家森　幸男（武庫川女子大学国際健康開発研究所、（公財）兵庫県健康財団）

共催：日本抗加齢協会

6 月 26 日（土）　第 4 会場　（1F　Room D）

シンポジウム 14 
若い感覚をキープする：超早期診断・バイオマーカー編 9：00 ～ 10：30

座長：小澤　洋子（聖路加国際病院眼科、聖路加国際大学）	
　　　北市　伸義（北海道医療大学病院）

SY14-1	 加齢黄斑変性のバイオマーカー
永井　紀博（�慶應義塾大学医学部眼科学教室）

SY14-2	 緑内障の超早期診断
中澤　　徹（�東北大学大学院医学系研究科神経感覚器病態学講座眼科学分野）

SY14-3	 若い聴覚をキープするための聴覚障害の問題点と超早期診断の可能性
小川　　郁（�慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科）

SY14-4	 アルツハイマー型認知症の早期発見とバイオマーカー
文　　鐘玉（�慶應義塾大学医学部精神神経科）
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ランチョンセミナー 12 12：30 ～ 13：20

座長：秋下　雅弘（	東京大学大学院医学系研究科老年病学）

LS12	 食思促進作用を通して健康寿命を延伸させる「グレリンシグナルエンハンサー」としての六君子湯
の可能性
上園　保仁（�東京慈恵会医科大学疼痛制御研究講座、国立がん研究センター東病院支持・緩和研究開発支援室、

国立がん研究センター先端医療開発センター支持療法プロジェクト）

共催：株式会社ツムラ

実地医家スキルアップセミナー 1 
脳をめぐる最近の話題 15：50 ～ 17：20

座長：田中　　孝（田中消化器科クリニック）	
　　　満岡　孝雄（満岡内科・循環器クリニック）	
　　　溝口　　徹（医療法人回生會新宿溝口クリニック）	
　　　池岡　清光（医療法人池岡診療所池岡クリニック）

SPP1	 Good	sleep とは何か？
三島　和夫（�秋田大学大学院医学系研究科精神科学講座）

SPP2	 睡眠障害改善の健康食品と漢方薬
川嶋　　朗（�東京有明医療大学保健医療学部鍼灸学科）

SPP3	 未定
佐藤　　均（�昭和大学薬学部薬物動態学部門）

SPP4	 グリア細胞を標的とした認知症治療・予防戦略
富田　泰輔（�東京大学大学院薬学系研究科機能病態学教室）

イブニングセミナー 5 17：50 ～ 18：40

座長：内藤　裕二（	京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座）

ES5	 食物繊維によるインフラマソーム活性化を介した生体防御機構
末松　　誠（�慶應義塾大学医学部医化学教室）

共催：太陽化学株式会社

6 月 26 日（土）　第 5 会場　（2F　Room B-1）

シンポジウム 15 
エクソソームによる疾患発症メカニズム解明と治療戦略 9：00 ～ 10：30

座長：森本　達也（静岡県立大学薬学部分子病態学）	
　　　井上　　聡（東京都健康長寿医療センター研究所システム加齢医学）

SY15-1	 エクソソームによる老化関連分子α- synuclein	mRNA の伝播機序
華山　力成（�金沢大学ナノ生命科学研究所、金沢大学医学系免疫学）

SY15-2	 エクソソームによるアンチエイジング
落谷　孝広（�東京医科大学）

SY15-3	 エクソソームの体内動態の解析に基づく疾患治療法開発
高橋　有己（�京都大学大学院薬学研究科）

SY15-4	 機能性ペプチド修飾型エクソソームを基盤とした細胞標的技術の開発
中瀬　生彦（�大阪府立大学大学院理学系研究科）
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ランチョンセミナー 13 
脂肪化精巣・脂肪化卵巣からわかる「老化」の新知見 12：30 ～ 13：20

座長：堀江　重郎（	順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学）

LS13-1	 異所性脂肪とアンチエイジング
堀江　重郎（�順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学）

LS13-2	 加齢や肥満に伴う精巣・卵巣の機能低下メカニズムと、代謝改善によるその治療法の構築
島田　昌之（�広島大学大学院統合生命科学研究科生殖生物学）

共催：ロート製薬株式会社

シンポジウム 18 
新しい疾患概念・閉経関連泌尿生殖器症候群（GSM）への対応 15：50 ～ 17：20

座長：望月　善子（医療法人もちづき女性クリニック）	
　　　安井　敏之（徳島大学大学院生殖・更年期医療学分野）

SY18-1	 GSM 総論
安井　敏之（�徳島大学大学院生殖・更年期医療学分野）

SY18-2	 エストロジェンのもたらす抗加齢作用は泌尿生殖器系にいかに影響を及ぼすか？
平池　　修（�東京大学）

SY18-3	 GSM に対する薬物療法の国内外における現状
寺内　公一（�東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科茨城県地域産科婦人科学講座）

SY18-4	 GSM 症状に対する腟・外陰レーザー治療による施術の有効性と安全性の検証
八田�真理子（�聖順会ジュノ・ヴェスタクリニック八田）

6 月 26 日（土）　第 6 会場　（1F　Room C-1）

シンポジウム 16 
COVID-19 の病態に迫る 9：00 ～ 10：30

座長：佐野　元昭（慶應義塾大学医学部循環器内科）	
　　　尾池　雄一（熊本大学大学院生命科学研究部分子遺伝学講座）

SY16-1	 COVID-19 の重症例の臨床像とその管理
瀬尾�龍太郎（�神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター）

SY16-2	 病態	1. 血管内皮障害と血栓症
後藤　信哉（�東海大学医学部内科学系循環器内科学）

SY16-3	 コロナウイルスに対する免疫応答
吉村　昭彦（�慶應義塾大学医学部微生物学免疫学教室）

SY16-4	 新型コロナウイルスに対するワクチン開発
中神　啓徳（�大阪大学大学院医学系研究科健康発達医学講座）

SY16-5	 水素吸入療法
佐野　元昭（�慶應義塾大学医学部循環器内科）



49

The 21st Scientific Meeting of the Japanese Society of Anti-Aging Medicine

プ
ロ
グ
ラ
ム
2
日
目

ランチョンセミナー 14 12：30 ～ 13：20

座長：井手　久滿（	獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科）

LS14	 骨粗鬆症とミネラル動態
中村　幸男（�信州大学医学部整形外科）

共催：ノーベルファーマ株式会社 /株式会社メディパルホールディングス

メディカルスタッフセッション 1 
アンチエイジング現場における栄養管理 15：50 ～ 17：20

座長：青木　雄次（松本大学大学院健康科学研究科）	
　　　青井　　渉（京都府立大学大学院生命環境科学研究科栄養科学）

MDS1-1	 和歌山県における特定機能病院としての管理栄養士の取り組み
阿部　　諒（�和歌山県立医科大学附属病院病態栄養治療部、和歌山県立医科大学附属病院紀北分院栄養管理室）

MDS1-2	 健康運動・スポーツ分野における栄養管理
河村　亜希（�日本体育大学総合スポーツ科学研究センター）

MDS1-3	 美・健康・老化予防の視点からみた栄養、健康管理に関する抗加齢対策
矢田　幸博（�筑波大学大学院人間総合科学学術院グローバル教育院、花王株式会社サニタリー研究所）

MDS1-4	 増加する乳がん発症率に対する栄養管理
青木　雄次（�松本大学大学院健康科学研究科）

6 月 26 日（土）　第 7 会場　（1F　Room C-2）

一般演題 15　社会・疫学 9：00 ～ 9：40

座長：磯　　博康（国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科社会医学講座公衆衛生学）

O15-1	 特性的自己効力感，健康状態，健康に関連した消費者行動の関係
森藤�ちひろ（�流通科学大学人間社会学部）

O15-2	 A 市における 10 年間の路上喫煙状況の推移
鈴木　史明（�医療法人定性会谷口病院）

O15-3	 チーム医療における指導士の役割	
	−在宅医療における保険診療上の評価−	
葦沢　龍人（�東京医科大学病院医療保険室）

O15-4	 加齢に伴い低下する自律神経機能（心拍変動）とメタボリックシンドローム関連因子の関係
坪川　雅哉（�株式会社ファンケル、弘前大学大学院医学研究科フレイル予防学研究講座）

一般演題 16　検査法・ドック 9：40 ～ 10：20

座長：西﨑　泰弘（東海大学医学部付属東京病院）

O16-1	 生活習慣病における健康管理システムの構築
高瀬　　敦（�先端予防メディカルセンター）

O16-2	 アンチエイジング健診データからみた血漿 A β 40/42 比の意義
米井　嘉一（�同志社大学アンチエイジングリサーチセンター /糖化ストレス研究センター）
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O16-3	 下顎骨構造観察による新しい加齢変化の評価方法　−歯科用コーンビーム CT 画像の観察による予
備実験−
熊谷　章子（�岩手医科大学法科学講座法歯学・災害口腔医学分野）

O16-4	 加齢性声帯萎縮に対する音声治療の生理学的効果：喉頭筋電図を用いた検証
金子　真美（�京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室）

ランチョンセミナー 15 12：30 ～ 13：20

座長：森下　竜一（	大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学）

LS15	 アスタキサンチンの抗酸化作用とディスビオシス改善作用
米井　嘉一（�同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンター、糖化ストレス研究センター）

共催：アスタリール株式会社

若手研究者プログラム 
老化に伴う臓器機能変化と疾患発症メカニズム 15：50 ～ 17：20

座長：長竹　貴広（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所）	
　　　武田　朱公（大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学）

YP1-1	 Prime ー Boost 型粘膜ワクチンを用いた腸内細菌関連疾患に対する新規治療戦略
藤本　康介（�大阪市立大学大学院医学研究科ゲノム免疫学、東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センターメ

タゲノム医学分野、東京大学医科学研究所国際粘膜ワクチン開発研究センター自然免疫制御分野）

YP1-2	 NAD+ と幹細胞老化	〜基礎研究とそのヒトへの応用〜
五十嵐�正樹（�東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科）

YP1-3	 細胞外分泌小胞と神経変性疾患
河原　裕憲（�金沢大学医学系免疫学、金沢大学ナノ生命研究所）

YP1-4	 動脈硬化に対するワクチン
小檜山�康司（�東京大学医科学研究所ワクチン科学分野、ラホヤ免疫研究所）

6 月 26 日（土）　第 8 会場　（2F　Room B-2）

優秀演題受賞講演 1　 9：00 ～ 10：30

　座長：井上　浩義（慶應義塾大学医学部・化学教室）	
　　　　柳田　素子（京都大学医学研究科腎臓内科学）	
審査員：山岸　昌一（昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門）	
　　　　井手　久満（獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科）

BP1-1	 非アルコール性肝炎（NASH）マウスの肝細胞癌発生に対する桑葉粉末の効果
若命　浩二（�北海道科学大学薬学部薬理学分野）

BP1-2	 POSTN の選択的スプライシングと癌の微小環境
柴田　佳那（�大阪大学医学部臨床遺伝子治療学寄付講座、ペリオセラピア株式会社）

BP1-3	 Fibroblast	Growth	Factor	21	is	Robustly	Induced	by	Autophagy	Deficiency	to	Protect	Against	Age-
related	Kidney	Disease
山本　毅士（�大阪大学大学院医学系研究科腎臓内科学）

BP1-4	 マウス内臓脂肪組織中の老化 T 細胞を標的とした抗老化ワクチンの開発
吉田　翔太（�大阪大学大学院医学系研究科老年・総合内科、大阪大学大学院医学系研究科健康発達医学）
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BP1-5	 抗がん剤投与に伴う男性ホルモン低下症に対する男性ホルモン補充療法の効果
片岡　智哉（�名古屋市立大学大学院医学研究科臨床薬剤学）

BP1-6	 更年期脂肪肝モデルに対する大豆イソフラボンの効果発現機構の解明
濵口　真英（�京都府立医科大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学）

BP1-7	 補中益気湯は制限給餌下の老齢マウスにおいて肝オートファジーを活性化し、糖新生に対するアミ
ノ酸利用を回復させる
名畑　美和（�株式会社ツムラツムラ漢方研究所）

BP1-8	 ラット虚血再灌流誘発性腎不全モデルにおける乳酸菌死菌の有効性
竹村　茂一（�大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵外科学）

BP1-9	 加齢性難聴モデルにおけるピロロキノリンキノン（PQQ）の保護効果
鴨頭　　輝（�東京大学医学部耳鼻咽喉科）

ランチョンセミナー 16 12：30 ～ 13：20

座長：的場　聖明（	京都府立医科大学大学院医学研究科循環器内科学）

LS16	 心不全治療最新の話題―超高齢社会における心不全パンデミックのなかで
絹川�弘一郎（�富山大学学術研究部医学系内科学（第二））

共催：アストラゼネカ株式会社

優秀演題受賞講演 2　 15：50 ～ 17：20

　座長：中神　啓徳（大阪大学医学系研究科健康発達医学）	
　　　　米井　嘉一（同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンター／糖化ストレス研究センター）	
審査員：赤澤　純代（金沢医科大学女性総合医療センター）	
　　　　阪井　丘芳（大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能治療学教室）

BP2-1	 血管平滑筋の増殖・分化・石灰化における筋形成型オリゴ DNA の作用
三好　　愛（�信州大学大学院総合理工学研究科）

BP2-2	 自発走運動の継続および中止がマウス脂肪組織の老化関連遺伝子発現に及ぼす影響
木村　真規（�慶應義塾大学薬学部薬物治療学講座）

BP2-3	 地域在住高齢者におけるフレイル改善・悪化に寄与する要因：2 年間の縦断調査からの解析
新村　　健（�兵庫医科大学内科学総合診療科）

BP2-4	 表情記号化解析システムによる表情解析と画像診断学的表情筋量解析の関係に関する客観的評価：
表情が豊かであれば表情筋量も豊富
奥田　逸子（�国際医療福祉大学三田病院放射線診断センター、東京医科歯科大学臨床解剖学分野）

BP2-5	 線維芽細胞はネットワーク構造を形成し、皮膚と見た目の老化を制御する	
-3 次元皮膚超微細構造の解析技術の確立 -
江連　智暢（�資生堂グローバルイノベーションセンター）

BP2-6	 クレアチニン / シスタチン C 比を用いた骨格筋量指数 (SMI) の推算
楠　　　博（�兵庫医科大学総合診療内科学）

BP2-7	 健康長寿に関わる口腔機能と口腔細菌叢の検討
宮本　奈生（�京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学）

BP2-8	 都市部在住高齢者におけるビタミンＫ充足度と認知機能の関連：お達者研究
東　浩太郎（�東京都健康長寿医療センター研究所老化機構研究チーム）
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BP2-9	 2 型糖尿病患者におけるオマリグリプチンによる酸化ストレスおよび血糖変動に対する影響に関す
る探索的研究
小原　　信（�昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌科学部門）

6 月 26 日（土）　第 9 会場　（B1F　Room E）

一般演題 17　見ため 1 9：00 ～ 9：40

座長：鶴田　大輔（大阪市立大学皮膚科）

O17-1	 年齢と男性生殖器のサイズ
池谷　　博（�京都府立医科大学大学院）

O17-2	 本邦における頭髪の生え際についての考察
樫山　和也（�長崎大学形成外科）

O17-3	 油溶性パックシートとスキンケア化粧品の併用による乾燥小ジワ改善効果
加藤�安佳梨（�森下仁丹株式会社ヘルスケア事業本部ヘルスケア研究開発部）

O17-4	 非接触低出力超音波は毛周期を制御して発毛を促す
高田　弘弥（�日本医科大学抗加齢予防医学講座）

一般演題 18　見ため 2 9：40 ～ 10：20

座長：山下　理絵（湘南藤沢形成外科クリニック R）

O18-1	 白斑におけるデルゴシチニブ軟膏の有効性
大塚　篤司（�京都大学医学部外胚葉性疾患創薬医学講座）

O18-2	 NMN とオートファジー誘導剤を nano	PDS 化した化粧品ルフレボヌールの老化皮膚細胞に対する
活性化能の評価
宇都　義浩（�徳島大学大学院社会産業理工学研究部）

O18-3	 馬ガラクトシルセラミドによる角層セラミド合成促進効果
五十嵐�多美（�ロゼット株式会社）

O18-4	 みかん (Citrus reticulata) 果皮麹エキス及びその活性成分	
4’- デメチルノビレチンの角層セラミド産生促進作用
草野　崇一（�富士産業株式会社研究開発センター）

ランチョンセミナー 17 12：30 ～ 13：20

座長：伊藤　　裕（	慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科）

LS17	 食用油の腸内細菌代謝と肥満の関係
木村　郁夫（�京都大学大学院生命科学研究科生体システム学分野）

共催：Noster 株式会社

一般演題 19　見ため 3 15：50 ～ 16：30

座長：磯貝	理恵子（近畿大学奈良病院皮膚科）

O19-1	 フェアリー化合物（2-aza-8-oxohypoxanthine）のヒト皮膚バリア機能回復効果および安全性
青島　央江（�ビタミン C60 バイオリサーチ株式会社）

O19-2	 ミトコンドリアユビキチンリガーゼ MITOL の毛包及び色素細胞における機能の解析
新井　良平（�大正製薬株式会社セルフメディケーション開発研究所）
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O19-3	 Nanocomposite	gel	implant	for	facial	soft-tissue	reconstruction	over	the	zygomatic	bone	in	a	Parry	
Romberg	Syndrome	patient	with	hemifacial	atrophy:	A	case	report	with	nine	years	follow-up
Samuel�JK�Abraham（�Centre�for�Advancing�Clinical�Research�(CACR),�University�of�Yamanashi,�Chuo,�Japan、

JBM�Inc.,�Tokyo,�Japan、GN�Corporation�Co�Ltd,�Kofu,�Japan）

O19-4	 AI を用いたパーキンソン病の顔についての解析
田所　　功（�岡山大学脳神経内科）

一般演題 20　見ため 4 16：30 ～ 17：10

座長：船坂　陽子（日本医科大学皮膚科）

O20-1	 大豆イソフラボンのヒト真皮線維芽細胞におけるコラーゲン及びエラスチン産生への影響
高原　佑輔（�株式会社ノエビア）

O20-2	 コラーゲン修飾リポソーム含有皮膚化粧料の創傷等治療後肌回復補助効果による無作為化プラセボ
対照二重盲検ハーフサイド比較試験
杉本　佳香（�北里大学医学部形成外科・美容外科学）

O20-3	 中頓別産貝化石エキスの皮膚細胞に対する影響と化粧品の開発
若命　浩二（�北海道科学大学＋ PIT グローバルヘルスケア北海道）

O20-4	 高齢者爪白癬患者におけるホスラブコナゾールの臨床効果と安全性の検討〜前期高齢者と後期高齢
者における比較〜
大久保�絢香（�市立室蘭総合病院皮膚科）

6 月 26 日（土）　ミニセミナー会場　（1F　イベントホール）

ミニセミナー 1 16：00 ～ 16：30

座長：村上　正志（	村上内科医院）

EX1	 免疫老化に対する新時代の取り組み
森下　竜一（�大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学）

共催：株式会社カネカ

6 月 26 日（土）　ハンズオンセミナー会場　（2F　Room J）

ハンズオンセミナー 10：00 ～ 16：00

HS	 美容医療の最新治療　ダーマペン・エクソソーム・メタルピーリング　他

共催：PRSS.�Japan 株式会社

6 月 26 日（土）　WEB 開催

朝活セミナー 1 8：00 ～ 8：50

AS1	 整形外科医から見た、パンデミック時代の抗加齢対策 / 感染予防対策について
麻生　義則（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科分子生命医学講座）

共催：株式会社笹原商事



54

The 21st Scientific Meeting of the Japanese Society of Anti-Aging Medicine

プ
ロ
グ
ラ
ム
3
日
目

6 月 27 日（日）　第 1 会場　（2F　Room A）

モーニングセミナー 3 8：00 ～ 8：50

座長：内藤　裕二（	京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座）

MS3-1	 エイジングクロックにおける栄養学の重要性
山田　秀和（�近畿大学アンチエジングセンター）

MS3-2	 ゲノム医療におけるこれからの展望〜ライフスタイルや栄養学の観点から〜
日比野�佐和子（�大阪大学大学院医学系研究科・医学部臨床遺伝子治療学講座、医療法人社団康梓会 Y's サイエ

ンスクリニック広尾）

共催：ゲノミクス栄養学普及協会 /株式会社あさ製薬

教育講演 4 9：00 ～ 9：30

座長：南野　　徹（順天堂大学大学院医学研究科循環器内科）

EL4	 老化細胞制御による探索的治療への挑戦
中神　啓徳（�大阪大学大学院医学系研究科健康発達医学講座）

教育講演 5 9：30 ～ 10：00

座長：坪田　一男（株式会社坪田ラボ）

EL5	 論文から見た COVID-19 の 1 年半
古川　俊治（�慶應義塾大学法科大学院・医学部外科、参議院議員）

招請講演 10：00 ～ 10：30

座長：内藤　裕二（京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座）

IL	 “ 老い ” の枠を破る
堀澤　祖門（�延暦寺一山泰門庵住職）

会長特別企画なんでものみこむシンポジウム 3 
マイクロバイオームが制御する抗加齢医学 10：40 ～ 12：10

座長：内藤　裕二（京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座）	
　　　髙木　智久（京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学）

PSP3-1	 腸内マイクロバイオームの時系列変動と寿命との関係
服部　正平（�早稲田大学理工学術院、理化学研究所生命医科学研究センター）

PSP3-2	 食と腸内細菌が作り出す腸内環境と生体防御システムの構築
國澤　　純（�医薬基盤・健康・栄養研究所）

PSP3-3	 日本人の腸内細菌叢から見えてきた健康長寿戦略
小田巻�俊孝（�森永乳業株式会社研究本部基礎研究所、京都大学大学院生命科学研究科HRB研究講座）

PSP3-4	 食文化と腸内細菌叢ー健康長寿の秘訣を探るー
髙木　智久（�京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学）
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ランチョンセミナー 18 
糖化を解き明かす！～糖化と疾患の関連～ 12：30 ～ 13：20

座長：木下　　茂（	京都府立医科大学特任講座感覚器未来医療学）

LS18-1	 糖化予防のための食後高血糖管理
福井　道明（�京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学）

LS18-2	 糖化ストレスと水晶体の老化：ヒシエキスの基礎と臨床
米井　嘉一（�同志社大学アンチエイジングリサーチセンター、糖化ストレス研究センター）

共催：参天製薬株式会社

シンポジウム 22 
人生 100 年、健康長寿を幸せに生きるとは？ 13：30 ～ 15：00

座長：三村　　將（慶應義塾大学医学部精神神経科）	
　　　須賀　英道（龍谷大学短期大学部）

SY22-1	 健康概念を再考しよう！
市来　真彦（�東京医科大学学生・職員健康サポートセンター）

SY22-2	 超高齢者のサクセスフルエイジングとレジリエンス
三村　　將（�慶應義塾大学医学部精神神経科学教室）

SY22-3	 高齢者社会におけるポジティブサイコロジーの活用
松隈�信一郎（�慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室、一般社団法人ストレングス協会）

SY22-4	 幸せ感をもって長寿を生き抜く基本とは？
須賀　英道（�龍谷大学）

閉会式 15：00 ～ 15：30

6 月 27 日（日）　第 2 会場　（1F　アネックスホール 1）

シンポジウム 19 
AI による新しい脳機能・認知症診断 9：00 ～ 10：30

座長：阿部　康二（国立精神・神経医療研究センター）	
　　　岩田　　淳（東京都健康長寿医療センター）

SY19-1	 認知機能低下者の顔を見分けることができる AI の可能性
亀山　祐美（�東京大学医学部附属病院老年病科）

SY19-2	 AI などの新たな技術を活用した認知症診療
田所　　功（�岡山大学脳神経内科）

SY19-3	 アイトラッキング法を利用した認知機能評価法の開発と社会実装
武田　朱公（�大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学、大阪府立病院機構大阪精神医療センターこころ

の科学リサーチセンター）

SY19-4	 CogEvo による健常高齢者からの脳機能測定
河越　眞介（�株式会社トータルブレインケア）
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シンポジウム 20 
女性とフレイル　～４つのコホート研究から見えてくるもの～ 10：40 ～ 12：10

座長：浦野　友彦（国際医療福祉大学医学部老年病学講座）	
　　　竹屋　　泰（大阪大学大学院医学系研究科看護実践開発科学講座）

SY20-1	 中高年女性のロコモ・サルコペニア・フレイル（ROAD 研究）
吉村　典子（�東京大学医学部附属病院２２世紀医療センターロコモ予防学講座）

SY20-2	 高齢女性の骨粗鬆症、フレイル、生活習慣病の要因（長野コホート）
浦野　友彦（�国際医療福祉大学医学部老年病学講座）

SY20-3	 フレイル・サルコペニアの特性・要因と性差
田原　康玄（�静岡社会健康医学大学院大学）

SY20-4	 地域一般住民におけるサルコペニア、フレイルの性差：端野 ･ 壮瞥町研究
赤坂　　憲（�大阪大学大学院医学系研究科老年 ･総合内科学）

6 月 27 日（日）　第 3 会場　（1F　アネックスホール 2）

専門医・指導士共通プログラム 1 
アンチエイジングのための免疫力 Up 講座 9：00 ～ 10：30

座長：井手　久満（獨協医科大学埼玉医療センター）	
　　　清水　孝彦（国立長寿医療研究センター・老化ストレス応答研究PT）

SIP1-1	 運動と免疫能の関係を「酸化ストレス」から考える
市川　　寛（�同志社大学大学院生命医科学研究科）

SIP1-2	 アンチエイジングのための免疫力 Up 講座　ー食するー
矢野　博己（�川崎医療福祉大学医療技術学部健康体育学科、川崎医療福祉大学大学院医療技術学研究科健康科

学専攻）

SIP1-3	 漢方からみる免疫力アップ
渡辺　賢治（�修琴堂大塚医院、慶應義塾大学医学部漢方医学センター）

SIP1-4	 基礎老化研究からみた免疫系の加齢変化
丸山　光生（�国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、名古屋大学大学院医学研究科老化基礎科学講座）

専門医・指導士共通プログラム 2 
ウイズコロナ時代のウイルス学 10：40 ～ 12：10

座長：池岡　清光（医療法人池岡診療所池岡クリニック）	
　　　澤登　雅一（三番町ごきげんクリニック）

SIP2-1	 新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）に関する解決するべき問い
宮沢　孝幸（�京都大学ウイルス・再生医科学研究所ウイルス共進化分野）

SIP2-2	 新型コロナ感染症に対するワクチン開発の現状
森下　竜一（�大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学）

SIP2-3	 COVID	19 から学んだこと
岩田�健太郎（�神戸大学大学院医学研究科感染治療学）

SIP2-4	 新興ウイルス感染症への対応
押谷　　仁（�東北大学大学院医学系研究科微生物学分野）
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6 月 27 日（日）　第 4 会場　（1F　Room D）

会長企画シンポジウム 6 
サルコペニア解決にむけた研究潮流：基礎から臨床フィールドへ 9：00 ～ 10：30

座長：池嶋　健一（順天堂大学大学院医学研究科消化器内科学）	
　　　福井　道明（京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学）

PS6-1	 サルコペニア・フレイルと認知症との関連を考える
荒井　秀典（�国立研究開発法人国立長寿医療研究センター）

PS6-2	 高齢者の身体機能維持・改善のための運動介入
田中�喜代次（�筑波大学名誉教授）

PS6-3	 サルコペニアに対する攻めの栄養療法とリハビリテーション
若林　秀隆（�東京女子医科大学病院リハビリテーション科）

PS6-4	 老化促進マウス SAM におけるサルコペニア〜肝筋相関に基づいた検討〜
清水　雅仁（�岐阜大学大学院消化器病態学）

シンポジウム 21 
老いの入り “ 口 ” から認知症を読み解く 10：40 ～ 12：10

座長：松下　健二（国立長寿医療研究センター）	
　　　美島　健二（昭和大学歯学部口腔病態診断科学講座口腔病理学部門）

SY21-1	 唾液腺 BDNF の脳への影響について
槻木　恵一（�神奈川歯科大学）

SY21-2	 口腔機能と神経細胞変性	- 加齢、歯の喪失、アルツハイマー病の関係について -
後藤　哲哉（�鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯科機能形態学分野）

SY21-3	 腸内細菌叢と認知症：食事と腸内細菌の関連から
佐治　直樹（�国立研究開発法人国立長寿医療研究センターもの忘れセンター）

SY21-4	 歯周病・口腔細菌と認知症の関連性の update
松下　健二（�国立長寿医療研究センター）

ランチョンセミナー 19 12：30 ～ 13：20

座長：吉川　敏一（	公益財団法人ルイ・パストゥール医学研究センター）

LS19	 酸化ストレスと脳疾患
阿部　康二（�国立精神・神経医療研究センター）

共催：TIMA�Tokyo 株式会社

シンポジウム 23 
男性論ゼミナール 2021 13：30 ～ 15：00

座長：岡田　　弘（獨協医科大学埼玉医療センター）	
　　　永井　　敦（川崎医科大学泌尿器科）

SY23-1	 PDE5 阻害薬でアンチエイジング
大平　　伸（�川崎医科大学泌尿器科学）

SY23-2	 アンチ・エイジングと「排尿」
松本　成史（�旭川医科大学教育研究推進センター）
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SY23-3	 タバタトレーニングでアンチエイジング
田畑　　泉（�立命館大学スポーツ健康科学部）

SY23-4	 EMS 治療は男性を変えるか ?「当院におけるネオスカルプト®による治療効果の現状」
神林　由香（�メンズクララクリニック）

6 月 27 日（日）　第 5 会場　（2F　Room B-1）

倫理・利益相反ワークショップ 
学会発表演題における倫理審査 9：00 ～ 10：30

座長：米井　嘉一（同志社大学大学院生命医科学研究科アンチエイジングリサーチセンター、糖化ストレス研究センター）	
　　　柳田　素子（京都大学医学研究科腎臓内科学）

ECW-1	 利益相反の立場からみた演題の倫理審査
平井　昭光（�レックスウェル法律特許事務所、C4U株式会社）

ECW-2	 倫理審査の必要性	〜臨床研究専門家の立場から〜
真田　昌爾（�神戸大学医学部附属病院臨床研究推進センター、大阪大学医学部附属病院未来医療開発部）

ECW-3	 実地医家の立場から倫理問題を考える
勝谷　友宏（�勝谷医院、大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学）

ECW-4	 倫理審査	Q&A
真田　昌爾（�神戸大学医学部附属病院臨床研究推進センター、大阪大学医学部附属病院未来医療開発部）

メディカルスタッフセッション 3 
コロナ感染から学ぶ災害時メディカルスタッフの役割 10：40 ～ 12：10

座長：葦沢　龍人（東京医科大学病院）	
　　　勝谷　友宏（勝谷医院）

MDS3-1	 医療・介護崩壊を防ぐ体制整備：看護職員確保に向けて、政策立案の立場から
木村　弥生（�衆議院議員）

MDS3-2	 災害時における薬剤師の役割〜感染症との付き合い方〜
桂木　聡子（�兵庫医療大学薬学部）

MDS3-3	 COVID-19 感染拡大と介護予防
山田　　実（�筑波大学人間系）

MDS3-4	 コロナウイルス感染症と災害〜その向こうにある栄養課題
金井　真弓（�京都府山城北保健所（京都府栄養士会JDA-DAT））

MDS3-5	 大阪での重症患者対応からみた限界
柴田　利彦（�大阪市立大学医学部附属病院新型コロウイルス対策室）

MDS3-6	 新型コロナウイルス感染症対応の経験と看護師の役割
瓜田　裕子（�地方独立行政法人りんくう総合医療センター感染症センター）

ランチョンセミナー 20 12：30 ～ 13：20

座長：小山田	裕一（	パナソニック健康保険組合松下介護保健施設はーとぴあ）

LS20	 ペプチド解析からみた抗加齢医学への挑戦
内藤　裕二（�京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座）

共催：株式会社プロトセラ
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専門医・指導士共通プログラム 3 
感染症・がん・免疫と血管・リンパ管の新知見を学ぶ 13：30 ～ 15：00

座長：赤澤　純代（金沢医科大学総合内科女性総合医療センター）	
　　　新村　　健（兵庫医科大学総合診療内科）

SIP3-1	 ダウン症関連因子	DSCR-1	による抗加齢 ･ 生活習慣病予防効果
南　　　敬（�熊本大学生命資源研究支援センター）

SIP3-2	 リンパ管内皮細胞の細胞内プロテアーゼシステムによる動脈硬化病変の遠隔制御
宮崎　拓郎（�昭和大学医学部生化学講座）

SIP3-3	 がん組織の血管形成・免疫状態とその制御による新規がん治療法
高倉　伸幸（�大阪大学微生物病研究所情報伝達分野）

SIP3-4	 アンチエイジングにおける血管・リンパ管の役割
赤澤　純代（�金沢医科大学総合内科女性総合医療センター）

SIP3-5	 血管の炎症と感染症
北村　義浩（�日本医科大学医学教育センター、長野保健医療大学看護学部）

SIP3-6	 脳内リンパシステムと認知症
冨本　秀和（�三重大学医学部脳神経内科）

6 月 27 日（日）　第 6 会場　（1F　Room C-1）

実地医家スキルアップセミナー 2 
口腔内ケアで疾病予防 9：00 ～ 10：30

座長：満岡　孝雄（満岡内科・循環器クリニック）	
　　　溝口　　徹（医療法人回生會新宿溝口クリニック）	
　　　池岡　清光（医療法人池岡診療所池岡クリニック）	
　　　田中　　孝（田中消化器科クリニック）

SPP5	 歯周病は内臓疾患をつくる
別部　尚司（�別部オーラルヘルスケア＆クリニック）

SPP6	 糖尿病やアルツハイマー病が嫌なら歯を磨きなさい
西田　　亙（�にしだわたる糖尿病内科）

SPP7	 歯磨きで脳卒中・認知症を防ぐ
猪原　匡史（�国立循環器病研究センター脳神経内科）

SPP8	 歯周病と消化器疾患〜 NASH/NAFLD と大腸がんに焦点を当てて〜
中島　　淳（�横浜市立大学肝胆膵消化器病学教室）

一般演題 21　その他 10：40 ～ 11：30

座長：鎌田　和浩（京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学）

O21-1	 HEPA フィルター設置家屋の空気環境改善と花粉除去
井上　浩義（�慶應義塾大学医学部化学教室）

O21-2	 抗シワ化粧品外用による目尻のシワに対する使用経験
山本　晴代（�近畿大学病院皮膚科）
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O21-3	 培養心筋細胞を用いたハイスループットスクリーニングによる心不全治療薬の探索
清水　聡史（�静岡県立大学大学院薬食生命科学総合学府分子病態学分野、国立病院機構京都医療センター臨床

研究センター展開医療研究部）

O21-4	 加齢における食事誘発性脂肪肝炎の増悪と骨格筋萎縮との関連
石塚　　敬（�順天堂大学医学部消化器内科）

O21-5	 Prevention	of	Advanced	Glycation	End	Product	Mediated	Staphylococcus aureus	Biofilm	Formation	
by	AGE	Crosslink	Breakers
ハースブルック　カイル（�同志社大学生命医科学研究科抗加齢医学研究室）

一般演題 22　代謝 11：30 ～ 12：10

座長：瀬藤　光利（浜松医科大学細胞分子解剖学講座）

O22-1	 ロキサデュスタットの使用経験
坂本　和也（�苫小牧日翔病院）

O22-2	 Distribution	of	Shannon	Entropy	Obtained	by	Imaging	Mass	Spectrometry	Brings	New	Perspectives	
on	the	Morphological	Features
許　　茘茘（�浜松医科大学細胞分子解剖学講座）

O22-3	 高脂肪食摂取によるマウス肝中の GAPDH の低下によるグリオキサール、メチルグリオキサールの
増加とシステインの枯渇
佐藤　健司（�京都大学大学院農学研究科）

O22-4	 The	distinct	tissue	distribution	of	enzymes	in	pentose	phosphate	pathway	of	mouse
袁　一ぶん（�早稲田大学人間科学学術院基礎老化学研究室）

ランチョンセミナー 21 12：30 ～ 13：20

座長：満尾　　正（	満尾クリニック）

LS21	 Ca-EDTA キレーションはロコモティブシンドロームの新たな予防法になるのか	
~ キレーション治療を患者に勧める新たな切り口の紹介 ~
大友　通明（�大友外科整形外科）

共催：アークレイマーケティング株式会社

シンポジウム 24 
化粧と匂いと医療 13：30 ～ 15：00

座長：山田　秀和（近畿大学アンチエイジングセンター・奈良病院皮膚科）	
　　　大慈弥	裕之（北里大学形成外科・美容外科）

SY24-1	 これからの見た目のアンチエイジング
古山　登隆（�医療法人社団喜美会自由が丘クリニック）

SY24-2	 化粧と心理：豊かなコミュニケーションを実現する顔情報に関する研究の動向
川畑　秀明（�慶應義塾大学文学部心理学研究室）

SY24-3	 嗅覚と健康
東原　和成（�東京大学大学院農学生命科学研究科）

SY24-4	 治療対象としての臭い　—	腋臭症治療	—
土井　秀明（�こまちくりにっく）

SY24-5	 口臭の基礎とその対策について
阪井　丘芳（�大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能治療学教室）
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6 月 27 日（日）　第 7 会場　（1F　Room C-2）

メディカルスタッフセッション 2 
抗加齢医療現場におけるメディカルスタッフの役割と可能性 9：00 ～ 10：30

座長：南山　幸子（京都府立大学大学院生命環境科学研究科）	
　　　市橋　正光（アーツ銀座クリニック）

MDS2-1	 ヘルシーエイジングのための食習慣と酸化ストレス
南山　幸子（�京都府立大学大学院生命環境科学研究科）

MDS2-2	 アンチエイジング化粧品のこれまでとこれから
安藤　秀哉（�岡山理科大学工学部バイオ・応用化学科）

MDS2-3	 抗加齢医学とウィメンズヘルス理学療法
森　　明子（�兵庫医療大学リハビリテーション学部）

MDS2-4	 健康長寿をめざすアンチエイジング医学からのメッセージをどう伝えていくか	
	– 指導士の立場から –
橋本�千佳子（�一般財団法人栩野財団）

一般演題 23　癌 10：40 ～ 11：40

座長：半田　　修（川崎医科大学消化管内科学）

O23-1	 患者由来腎がん三次元培養系に基づく難治腎がんの克服を目指した新規治療戦略の検討
鎌田　修平（�埼玉医科大学医学部ゲノム応用医学）

O23-2	 泌尿器がん患者における治療介入による白血球テロメア長の変化についての研究
脇田　春彦（�順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学）

O23-3	 抗癌剤治療抵抗性トリプルネガティブ乳がんにおける新規治療法の創出
藤川　龍弥（�大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学講座）

O23-4	 バレット腺癌における PDZK1 の作用
半田　　修（�川崎医科大学消化管内科学）

O23-5	 大腸ステント留置後、腹腔鏡下手術を施行し得たセンテナリアンの 1 例
西森　英史（�札幌道都病院外科）

O23-6	 NAD+ による抗加齢作用は膠芽腫の進展を抑制する−新たな亜型分類とともに−
山下　大介（�愛媛大学大学院医学系研究科脳神経外科学）

一般演題 24　代替医療 11：40 ～ 12：10

座長：三谷　和男（京都府立医科大学総合診療科漢方外来）

O24-1	 呼吸方法による自律神経活動と唾液成分への影響
櫻井　麻美（�順天堂大学大学院医学研究科病院管理学）

O24-2	 鍼灸治療院に来院する高齢者のフレイル状況について
江川　雅人（�明治国際医療大学鍼灸学部はり・きゅう学講座）

O24-3	 生殖医療の場における認知行動療法導入前の工夫〜ドリンクエクササイズを通して夫婦の変化〜
田中�久美子（�HORAC グランフロント大阪クリニック）
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ランチョンセミナー 22 
スムースモード ™ レーザー及び高強度テスラ磁気刺激（HITS™）療法による見た目と
身体のアンチエイジング 12：30 ～ 13：20

座長：太田　博明（川崎医科大学産婦人科学 2、川崎医科大学総合医療センター産婦人科）	
　　　堀江　重郎（順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学）

LS22-1	 見た目のアンチエイジング：粘膜・皮膚のサンドイッチ照射とスキャナ	を組み合わせた２波長レー
ザーによる顔面たるみ治療
宮田　成章（�みやた形成外科・皮ふクリニック）

LS22-2	 高強度テスラ磁気刺激 (HITSTM) 療法による下部尿路のアンチエイジング
佐井　雄一（�佐井泌尿器科・皮フ科クリニック）

共催：ハルテック株式会社 /TMKメディカル株式会社 /Fotona�d.o.o.

シンポジウム 25 
栄養素で免疫力アップ   13：30 ～ 15：00

座長：満尾　　正（満尾クリニック）	
　　　有田　　誠（慶應義塾大学薬学部・薬学研究科代謝生理化学）

SY25-1	 ウィズコロナ時代のビタミン C の役割
澤登　雅一（�三番町ごきげんクリニック）

SY25-2	 ビタミン D と免疫機能
満尾　　正（�満尾クリニック）

SY25-3	 ヒト疾患とモデル動物から究明する亜鉛の重要性：免疫系と皮膚器官系の新しい治療戦略を目指し
て
深田　俊幸（�徳島文理大学薬学部病態分子薬理学研究室）

SY25-4	 ω３脂肪酸の機能性発現に関わる分子メカニズム
有田　　誠（�慶應義塾大学薬学部代謝生理化学講座、理化学研究所生命医科学研究センターメタボローム研究

チーム、横浜市立大学大学院生命医科学研究科代謝エピゲノム科学研究室）

6 月 27 日（日）　第 8 会場　（2F　Room B-2）

一般演題 25　食生活・サプリ 1 9：00 ～ 9：50

座長：平野　　滋（京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O25-1	 オンライン面会が入院患者やその家族に与える心理的効果についての検討
松永　洋祐（�医療法人社団仁生会甲南病院臨床心理士室）

O25-2	 食用 CBD オイルの使用に関する実態調査
冨田　夏美（�モリンダワールドワイドインク）

O25-3	 フレイルをきたしている膀胱全摘術後高齢患者に対する人参養栄湯の心理的ストレスへの効果
渡邊　大祐（�順天堂大学大学院医学研究科緩和医療学）

O25-4	 東洋医学的加齢病態である瘀血と治療に用いられる駆瘀血剤薬理効果のライブイメージング解析
平山　　暁（�国立大学法人筑波技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センター）

O25-5	 老人介護施設入居者に対するプラズマローゲン顆粒の認知症状及び睡眠の質の改善効果の検討：ラ
ンダム化クロスオーバー比較試験
田口　淳一（�医療法人社団ミッドタウンクリニック）
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一般演題 26　食生活・サプリ 2 9：50 ～ 10：40

座長：満尾　　正（満尾クリニック）

O26-1	 天然機能性成分ペンタデシルの機能性について
坪井　　誠（�株式会社シー・アクト）

O26-2	 抗糖化作用を有する混合ハーブエキスの摂取による美肌効果の評価
松尾　直紀（�有限会社からだサポート研究所（アークレイグループ））

O26-3	 新規自己乳化製剤連続摂取によるアスタキサンチンおよびルテインの血中濃度変化に関する検討
渡邊　瑞季（�株式会社ファンケル）

O26-4	 不妊治療において漢方薬を併用する意義
中山　　毅（�浜松医科大学医学部附属病院産婦人科、JA静岡厚生連静岡厚生病院）

O26-5	 ニコチンアミドモノヌクレオチド (NMN) 経口摂取のヒトの加齢に与える影響の検討
中川　佳子（�東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科）

一般演題 27　運動・運動器 1 10：40 ～ 11：30

座長：小田　　良（京都府立医科大学整形外科）

O27-1	 サルコペニアインデックスを用いた大腿骨近位部骨折患者の機能予後予測
大久保�直輝（�京都府立医科大学大学院運動器機能再生外科学（整形外科）、京都府立医科大学附属北部医療セ

ンター整形外科）

O27-2	 コロナ禍の高齢 2 型糖尿病患者の筋肉量に与える影響
橋本　善隆（�京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科）

O27-3	 人工膝関節置換術による術前異常姿勢の改善	–	knee-hip-spine	syndrome
大島　康史（�日本医科大学整形外科学教室）

O27-4	 超音波照射による C2C12 筋管細胞の萎縮抑制作用
市川　　寛（�同志社大学大学院生命医科学研究科）

O27-5	 無酸素性運動が血清中各種活性酸素・フリーラジカル消去活性に及ぼす影響
市川　　寛（�同志社大学大学院生命医科学研究科）

一般演題 28　肥満・減量 11：30 ～ 12：10

座長：野出　孝一（国立大学法人佐賀大学医学部内科学講座）

O28-1	 筋形成型オリゴ DNA は脂肪細胞分化を抑制する
森岡　一乃（�信州大学大学院総合理工）

O28-2	 ショウガ由来 [6]-gingerol による脂肪細胞の脂肪分解促進作用の解明
板東　花奈（�大阪府立大学大学院生命環境科学研究科）

O28-3	 慢性肝疾患における肝脂肪化とテストステロンの関与
内山　　明（�順天堂大学医学部消化器内科学講座）

O28-4	 アンチエイジング医学としてのバリアトリック・メタボリックサージェリー
山本　　寛（�甲南病院外科）
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ランチョンセミナー 23 12：30 ～ 13：20

座長：池嶋　健一（	順天堂大学医学部附属順天堂医院消化器内科）

LS23-1	 肝炎の治癒は肝臓の “ アンチエイジング ” に寄与するか？
河田　則文（�大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵病態内科学）

LS23-2	 ボツリヌス治療から始める美容医療の第一歩
古山　登隆（�自由が丘クリニック）

共催：アッヴィ合同会社 /アラガン・ジャパン株式会社

一般演題 29　食生活・サプリ 4 13：30 ～ 14：10

座長：辻　　智子（（株）吉野家ホールディングスグループ商品本部素材開発部）

O29-1	 マウスにおいて AC-11 摂取は Angiotensin	II 誘導性高血圧を抑制する
瀬島　　海（�東京農業大学）

O29-2	 摂食時間の変更が脳内の炎症に及ぼす影響
五味�未早希（�北里大学大学院医療系研究科）

O29-3	 迅速・同時休眠打破したショウガ根茎末の経口投与を想定した肝臓代謝活性化および脂肪低下作用
小名　俊博（�九州大学大学院農学研究院、株式会社小名細胞アッセイ技術研究所）

O29-4	 Ilex latiforia による食後血糖上昇抑制作用
島田　紘明（�近畿大学薬学部）

一般演題 30　口腔 14：20 ～ 14：50

座長：山本　俊郎（京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学）

O30-1	 食事の順番と歯周炎症との関連
喜田�さゆり（�神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔統合医療学講座歯周病学分野）

O30-2	 Feynman 分類第 4 度 tetracycline 変色歯に対し 5.9% 過酸化水素漂白ゲルと高出力パルス青色 LED
照射器によるオフィスホワイトニング
松原　美和（�松原矯正歯科クリニック）

O30-3	 口腔アンチエイジングによる認知症予防を目指した fMRI 解析による高次脳機能と口腔機能連関性
の探索
小松　知子（�神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座障害者歯科学分野）

6 月 27 日（日）　第 9 会場　（B1F　Room E）

一般演題 31　食生活・サプリ 3 9：00 ～ 9：50

座長：八木　雅之（同志社大学生命医科学部糖化ストレス研究センター）

O31-1	 だしの糖化ストレス抑制作用
橋本　美帆（�同志社大学生命医科学部糖化ストレス研究センター）

O31-2	 黒豆の糖化ストレス抑制作用に関する研究
横田　早貴（�同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンター /糖化ストレス研究センター）

O31-3	 レモン果汁の糖化ストレス抑制作用
崎山�智恵子（�同志社大学大学院生命医科学研究科アンチエイジングリサーチセンター /糖化ストレス研究セン

ター）
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O31-4	 黒ガリンガルの糖化ストレス抑制作用
八木　雅之（�同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンター /糖化ストレス研究センター）

O31-5	 スペルミンによるメチルグリオキサール由来終末糖化産物	(AGEs)	の形成阻害の解明
西川　綾花（�大阪府立大学生命環境学域）

一般演題 32　運動・運動器 2 9：50 ～ 10：30

座長：高波　嘉一（大妻女子大学家政学部食物学科）

O32-1	 任天堂リングフィットアドベンチャーが慢性腰痛患者へ及ぼす痛み・心理的要素の影響
佐藤　崇司（�千葉大学大学院医学研究院整形外科学）

O32-2	 高齢期の性生活の有無が腰痛に与える影響
大山�翔一朗（�社会医療法人渡邊高記念会西宮渡辺病院整形外科、大阪市立大学大学院整形外科）

O32-3	 骨格筋肥大期におけるアスタキサンチン，β - カロテン，レスベラトロールの摂取が筋量及びタン
パク質合成シグナルに及ぼす影響
青井　　渉（�京都府立大学大学院生命環境科学研究科栄養科学）

O32-4	 破骨前駆細胞の分化における骨形成型オリゴ DNA の作用
池田　玲奈（�信州大学大学院総合理工学研究科）

一般演題 33　運動・運動器 3 10：40 ～ 11：20

座長：太田　博明（川崎医科大学産婦人科学 2・総合医療センター産婦人科）

O33-1	 早期変形性膝関節症患者のこわばり症状と三次元膝アライメントの関連性
生田　　太（�東京国際大学医療健康学部、稲波脊椎・関節病院）

O33-2	 地域医療としての骨粗鬆症治療継続と骨折予防
石原　陽子（�山手クリニック、霞ヶ関アーバンクリニック）

O33-3	 GABA 摂取による運動適応増強作用
山田　裕晃（�株式会社ファーマフーズ）

O33-4	 ラット運動能力を飛躍的に向上させる新しいナノ粒子型抗酸化剤
長崎　幸夫（�筑波大学大学院数理物質）

一般演題 34　運動・運動器 4 11：20 ～ 12：00

座長：大江　隆史（NTT 東日本関東病院）

O34-1	 骨形成型オリゴ DNA は TLR ９非依存的に骨芽細胞の石灰化を促進する
二橋　佑磨（�信州大学大学院総合医理工学研究科）

O34-2	 当院に於けるロモソズマブ投与患者 13 例の 12 ヶ月後の治療効果と安全性の臨床的検討
兪　　炳碩（�東永内科リウマチ科）

O34-3	 地域医療におけるロコモ予防啓発の取り組み
劉　　和輝（�淀さんせん会金井病院）

O34-4	 抗加齢ドック受診者におけるロコモ度の違と身体的特徴の比較検討
今村　貴幸（�常葉大学）
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6 月 27 日（日）　ミニセミナー会場　（1F　イベントホール）

ミニセミナー 2 10：00 ～ 10：30

座長：上符　正志（	銀座上符メディカルクリニック）

EX2	 これからのアンチエイジングクリニックにおける「点滴療法」の実際
柳澤　厚生（�点滴療法研究会）

共催：点滴療法研究会

6 月 27 日（日）　WEB 開催

朝活セミナー 2 8：00 ～ 8：50

AS2	 腸内細菌叢の Dysbiosis とそれに関わる不調の改善	−食物繊維の働きと効果−
井上　　亮（�摂南大学農学部応用生物科学科動物機能科学研究室）

共催：太陽化学株式会社

朝活セミナー 3 8：00 ～ 8：50

AS3-1	 健康長寿は腸（おなか）から
内藤　裕二（�京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座）

AS3-2	 サーモフィラス菌は線虫寿命を延長する
東村　泰樹（�石川県立大学・大学院生物資源環境学研究科・食品科学専攻）

共催：株式会社　ミル総本社

市民公開講座 
With/Post コロナ時代におけるアンチエイジング 15：40 ～ 17：40

座長：内藤　裕二（京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座）

堀江　重郎（�順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学）

内藤　裕二（�京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座）

阿部　康二（�国立精神・神経医療研究センター）
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特別講演１

6 月 25 日（金）　第 1 会場　（2F　Room A）

 13：30 ～ 14：30
座長：堀江　重郎（順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学）

SL1
Stress, and Aging: What telomeres tell us

○ Elissa Epel
Department of Psychiatry & Behavioral Sciences, UCSF

Elissa Epel, Ph.D, is an international expert on stress, well being, and optimal aging and a best-selling author. She is a 
Professor in the Department of Psychiatry & Behavioral Sciences, at University of California, San Francisco, where she is 
Vice Chair of Psychology and directs the Aging Metabolism Emotions Center (amecenter.ucsf.edu). She studies the 
environmental, psychological, behavioral and social factors that impact cellular aging, and is also focusing on climate 
wellness. She studies how self care practices such as meditation and positive stress can promote psychological and 
physiological thriving, and is interested in large scale interventions for communal well being and health equity. She 
co-wrote the New York Times best seller “The Telomere Effect: A revolutionary approach to living younger, longer” 
with Nobel Laureate Elizabeth Blackburn (translated into 30 languages).

Epel is a member of the National Academy of Medicine, current President of the Academy of Behavioral Medicine 
Research, and co-chair of the Mind & Life Institute Steering Council. She has served a consultant to NIH, CDC, 
Facebook, Apple, United Health, and to UC campus wide initiatives on stress and health. Epel’s research has been 
featured in venues such as TEDMED, Wisdom 2.0, NBC’s Today Show, CBS’s Morning Show, 60 minutes, National Public 
Radio, New York Times, Wall Street Journal, and science documentaries. She enjoys leading science-based 
contemplative retreats at venues such as WEF/Davos, Esalen, Blue Spirit Costa Rica, Spirit Rock Meditation Center, and 
1440 Multiversity.

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

Telomeres are the protective caps at the end of eukaryotic chromosomes.  They are correlated across tissues and have 
been studied extensively, especially in white blood cells, in relation to aging.  When telomeres become too short, 
tissues cannot replenish. Greater telomere shortening predicts disease of aging and earlier mortality in both people 
with genetic disorders of of short telomeres (telomere syndromes) as well as in community samples. Telomere 
maintenance is determined by genetic factors but also but life experiences and health behaviors.  I will discuss factors 
that have been associated with telomere length or maintenance over time in observational or experimental studies. 
This includes lifestyle factors (exercise, nutrition, sleep, meditation, stress, discrimination), and mental health (mainly 
depressive or anxiety disorders). In emerging studies on pregnancy health, telomere length of offspring appears to be 
shaped by maternal health and exposure to major stressors during pregnancy. This has major implications for lifelong 
health as well as for interventions.  In summary, telomere length is a biomarker that predicts replicative senescence 
that appears to be important in human aging, and both inherited and under some level of personal control.  

Entringer S, Epel ES. The stress field ages: A close look into cellular aging processes. Psychoneuroendocrinology. 2020 
Mar;113:104537. doi: 10.1016/j.psyneuen.2019.104537. Epub 2019 Dec 3. PMID: 32085926; PMCID: PMC7429448.

Epel ES. Can Childhood Adversity Affect Telomeres of the Next Generation? Possible Mechanisms, Implications, and 
Next-Generation Research. Am J Psychiatry. 2020 Jan 1;177(1):7-9. doi: 10.1176/appi.ajp.2019.19111161. PMID: 
31892296.
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特別講演２

6 月 26 日（土）　第 1 会場　（2F　Room A）

 14：40 ～ 15：40
座長：内藤　裕二（京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座）

SL2
The neglected small bowel microbiota: Role in lipid digestion and 
absorption and host metabolism

○ Eugene B. Chang
Microbiome Medicine Program, Department of Medicine / GI, The University of Chicago

Dr. Eugene B. Chang is a physician-scientist, the Martin Boyer Distinguished Professor of Medicine, and the Director of 
the Microbiome Medicine Program at the University of Chicago. He leads a large, multi-disciplinary group of basic and 
clinical investigators in studies of host-microbe interactions and disease mechanisms of the gut in states of health and 
disease (primarily complex immune disorders like inflammatory bowel diseases and metabolic disorders like obesity 
and metabolic syndrome). These studies have been supported through several NIH grants and involve team science 
collaborations with colleagues from multi-disciplinary backgrounds.

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

The small bowel microbiota of mammals has essentially been neglected and is poorly understood,  yet we have found 
that small bowel microbiota are highly sensitive to dietary cues and play an important role in nutrient assimilation, 
particularly in the physiological and possibly pathophysiological regulation of host lipid digestive and absorptive 
pathways. Based on the well described observation that germ-free (GF) mice are resistant to diet-induced obesity and 
malabsorb fat, we examined whether regional small bowel microbiota directly modulates host processes involved in 
lipid digestion and absorption. We show that jejunal small bowel microbes are essential for host adaptation to dietary 
lipid changes by regulating gut epithelial processes involved in their digestion and absorption. Additionally, GF mice, 
conventionalized with high-fat diet-induced dysbiotic jejunal microbiota, exhibited increased lipid absorption even 
when fed low-fat diet. Conditioned media from specific bacterial strains also directly upregulated lipid absorption 
genes in murine proximal small intestinal epithelial organoids. Together, these findings show that small bowel 
microbiota play a key role in providing host adaptability to dietary lipid variations through mechanisms involving both 
the digestive and absorptive phases. These functions may contribute to diet-associated dyslipidemia and obesity as 
well as conditions of undernutrition.  Continued efforts in understanding host-microbe interactions in the proximal 
small intestine is warranted for improved treatment options for either case of nutritional status.
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6 月 26 日（土）　第 1 会場　（2F　Room A）

 11：20 ～ 11：50
座長：堀江　重郎（順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学）

PL
何でものみこむアンチエイジング　～持続的な幸せを実現するために～

○内藤　裕二
京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座

1983 年　京都府立医科大学卒業
1983 年　京都府立医科大学附属病院研修医，第一内科勤務
1998 年　京都府立医科大学助手，第一内科学教室勤務
2000 年　京都府立医科大学助手，京都府知事公室職員課参事
2001 年　米国ルイジアナ州立大学医学部分子細胞生理学教室客員教授（兼任）
2005 年　京都府立医科大学生体機能分析医学講座助教授
2008 年　京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学准教授
2015 年　京都府立医科大学附属病院内視鏡・超音波診療部部長
2021 年　京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座　教授

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

抗加齢医学の目標の一つは、誰もが持つ幸せに生きたいという願い、つまり Well-being の実現である。持続的な幸せ
（Well-being）の実現である。人生は 100 年時代ともいわれるようになり、加齢のメカニズムを解明して若返ること

も現実味を帯びてきている。そうした中、生まれたとき、あるいは胎児のときから始まる人生を見据えた生き方につ
いて考える必要がある。特に、継続性（sustainability）も重要である。持続可能な開発目標（SDGs）という概念が注
目され、SDGs の 3 つ目に挙げられる「すべての人に健康と福祉を」といった標語を学会として体現したいと思う。
本講演では、Well-being における日本の現状を説明し、その中から見えてきた課題を整理し、抗加齢医学の未来に向
けたメッセージを発信したく準備させていただく。



71

The 21st Scientific Meeting of the Japanese Society of Anti-Aging Medicine

理
事
長
提
言
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6 月 26 日（土）　第 1 会場　（2F　Room A）

 10：40 ～ 11：10
座長：大江　隆史（NTT 東日本関東病院）

PP
理事長提言

○堀江　重郎
順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学

泌尿器科医　医学博士
順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学主任教授、遺伝子疾患先端情報学教授併任
1997 年より社団法人日本抗加齢医学会理事長

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

現象としての若返りが血液循環を結合した共生実験動物で可能になり、また老化細胞を選択的に除去することも可能
になってきた。さらに山中教授の iPS 細胞発見を嚆矢として、ゲノム修飾の変化によるアンチエイジングがついに実
際の医療においても応用可能であることが報告された。[Reprogramming to recover youthful epigenetic information 
and restore vision. Nature. 2020 Dec;588(7836):124-129.] この 4 年間だけをみてもアンチエイジング医学は加速度的な
進化をみせ、自立した長寿社会がすでに願望でなく実現可能になりつつある。一方未曽有のコロナ禍は社会活動のみ
ならず人間心理や行動様式を大きく変えつつある。抗加齢医学の進歩を振り返りながらこれからの学会の進むべき方
向について議論したい。
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6 月 26 日（土）　第 1 会場　（2F　Room A）

With コロナ時代 UPDATE 情報 13：30 ～ 14：30
座長：井上　浩義（慶應義塾大学医学部化学教室） 
　　　山岸　昌一（昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門）

SP1
新型コロナウィルスゲノム解析からわかること - 現在・過去・未来

○小崎 健次郎
慶應義塾大学医学部臨床遺伝学センター

1989 年　慶應義塾大学医学部小児科入局
1993 年　University of California, San Diego, Department of Pediatrics
　　　　 Clinical Fellow
1997 年　Baylor College of Medicine, Department of Pathology, Clinical Fellow
1998 年　慶應義塾大学医学部小児科　助教
1999 年　慶應義塾大学医学部成長発達講座　専任講師
2001 年　慶應義塾大学医学部小児科　専任講師
2003 年　慶應義塾大学医学部小児科　助教授
2011 年　慶應義塾大学医学部臨床遺伝学センター　教授
現在に至る

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

われわれは慶應義塾大学病院・教育関連病院・各地の大学病院の協力を得て関東圏を中心に全国の医療機関に由来す
る新型コロナウィルスゲノム解析を行っている。ウィルスの変異は蓄積することはあっても元に戻ることはほとんど
ないために、ウィルスの来歴の推定が可能である。これを応用して、感染の伝搬の有無や経路を科学的に推測するこ
とが可能である。ローカルなレベルではウイルス感染症による院内感染の拡大回避、医療体制の早期回復および医療
従事者の負担の軽減が期待される。グローバルなレベルでは国内外の変異株の動向の検討に活用することが可能であ
る。2020 年度のウィルス株の変遷について以下の新知見を得た。夏季には B.1.1.284 が流行していた。この株はメイ
ンプロテアーゼに変異（Pro108Ser）があり、酸素投与を必要とする、すなわち重症度に至る割合が変異のないに比
べて有意に低いことが判明した。変異体の組み換えタンパクを作成しその酵素活性を測定したところ、野生型の約
50％であることが明らかとなった。このことからメインプロテアーゼが COVID-19 の創薬標的となることが明らかに
なった。また 2020 年の年末から年始にかけて英国でいわゆる英国が日本に流入した。国際ウィルスゲノム配列デー
タベースである GISAID に公開されている日本由来ウィルスゲノム配列の分子系統樹を作成・解析をしたところ下記
の知見が得られた。1）カリフォルニアにおいて流行している 20C 株が日本に流入したこと、２）B.1.214 の背景を持
つ株に免疫逃避変異と言われるスパイク蛋白 E484K が少なくとも 4 株において自然発生していた。3）英国株は 5 ルー
ト、ブラジル株と南アフリカ株は 3 ルートを経て日本に流入した。今後は、ワクチン接種の進捗につれて、いわゆる
免疫逃避株の増加が懸念される。英国においてはワクチン接種率の上昇につれて、スパイクタンパク N501Y 変異に
加えて E484K 変異、E484Q 変異、L452 変異を併せ持ついわゆる二重変異ウィルス株が出現し、漸増する現象が観察
されているので注視を要する。
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SP2
「人生 100 年時代」の幸せのかたち 

－ コロナの先にある健康長寿社会の実現 －

○江崎　禎英
社会政策課題研究所

1989 年　東京大学 教養学部 国際関係論 卒業
1989 年　通商産業省 入省（通商政策局）
1991 年　大蔵省 証券局 総務課
1993 年　通商産業省 産業政策局 新規事業振興室
1997 年　欧州委員会 産業総局（DG Ⅲ）
2000 年　内閣官房 内閣内政審議室 個人情報保護担当室
2004 年　経済産業省 大臣官房総務課 企画官
2005 年　資源エネルギー庁 エネルギー政策企画室長
2009 年　岐阜県 商工労働部長
2010 年　岐阜大学 学長特別参与 兼 客員教授
2012 年　経済産業省 製造産業局 生物化学産業課長
2015 年　　　　〃　 商務情報政策局 ヘルスケア産業課長
2017 年　　　　〃　 商務・サービスグループ 政策統括調整官 兼 内閣官房 健康医療戦略室 次長
2018 年　厚生労働省 医政局 統括調整官に併任
2020 年　内閣府大臣官房審議官（科学技術・イノベーション担当）
2021 年　社会政策課題研究所 所長

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

 経済が豊かになり誰もが健康で長生きすることを望めば、社会は必然的に高齢化する。我々が取り組むべきは、単に
財政逼迫に起因する社会保障制度の見直しに止まらず、人口構造の変化や主たる疾患の性質の変化を踏まえて「社会
経済システム」そのものの見直しを行うことである。
 「人生 100 年時代」と言われる今日、如何に最期まで幸せに「生ききる」かが重要なテーマであり、誰もが夫々の年
齢や体力に応じて社会の一員としての役割を果たすことが出来る「生涯現役社会」の構築が求められる。そのためには、
いわゆる「生産年齢」の段階から、経営者や従業員に健康管理への取組みを促すとともに、年齢が進むにしたがって
多様化する「健康需要」に対応するためのサービスを創出し、地域資源を活用しながら地域の実情にあった供給体制
を整えていくことが必要である。
 また、現在医科診療費の約３分の１は生活習慣病の治療が占めており、高齢化由来の疾患を加えると半分以上となる。
体の中の複数要因が関係する老化や生活習慣に起因する疾患では、潜在疾患の早期発見による予防や進行抑制が重要
であり、食事や運動管理、メンタルケアも含めた総合的な対応が求められる。現在、世界に広がる新型コロナウイル
スにおいても、糖尿病などの基礎疾患を有する患者の重症化リスクが高いことが知られている。
 人生 100 年時代の医療・介護では、「病気にならないよう健康管理に努め」、「仮に病気になっても重症化させず」、「治
療や介護が必要になっても社会から切り離さない」ことが基本となる。こうしたサービスの提供には、公的保険だけ
でなく、民間による公的保険外サービスの充実が不可欠である。また、生涯を通じた健康医療介護情報システムの構
築なども必要であろう。
 これら一連の取り組みを通じて、超高齢化社会のあるべき社会経済システムを再構築し、新たな産業群を育成するこ
とが、時代の転換期にある我が国社会の課題である。
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会長特別企画なんでものみこむシンポジウム 1

6 月 25 日（金）　第 1 会場　（2F　Room A）

機能性食品や機能性を有する農林水産物の今！ 14：40 ～ 16：10
座長：村上　　明（兵庫県立大学環境人間学部） 
　　　山本（前田） 万里（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構）

PSP1-1
リンゴの機能性表示生鮮食品、加工品の開発

○庄司　俊彦
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構食品研究部門

1990 年　北海道大学農学部　卒業
1990 年　ニッカウヰスキー入社
2001 年　アサヒビール出向
2010 年　（独）農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所　主任研究員
2018 年　（国研）農業・食品産業技術総合研究機構食品研究部門　ユニット長
現在に至る

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

リンゴは、国内の主要果樹であり、「ふじ」、「王林」、「つがる」など約 2,000 種の品種が栽培されている。国産リン
ゴの収穫量は約 70 万トン（令和元年度農林水産省統計）であり、低温貯蔵技術の発展によって、年間を通して品質
の高いリンゴを食べることができる。しかし、国内のリンゴ生産量は、生産農家の高齢化、消費量の停滞によって減
少傾向にあり、省力・機械化などスマート農業の実践によるリンゴ生産量の維持とともに、健康機能性によるリンゴ
の高付加価値化による消費量の増加が大きな課題となっている。リンゴには、カテキンの重合体であるプロシアニジ
ン類などのポリフェノールが多く含まれ、抗アレルギー作用、糖・脂質代謝調節機能、紫外線による皮膚障害の抑制
など様々な生体調節機能が報告されている。青森県や長野県をはじめとするリンゴ生産地域では、健康機能性の評価
技術の開発や、その活用として「機能性表示食品」によるリンゴ及びその加工品の高付加価値化を推進することが重
要な技術課題としてあげられている。平成 27 年に施行された新しい食品表示制度では、農産物などの生鮮食品や加
工品において機能性を表示することが可能となり、国産リンゴやその加工品の高付加価値化が期待されている。
本講演では、青森県や長野県の食品企業、公設試、大学からなる「リンゴ機能性表示食品開発グループ」が連携して
取り組んだリンゴ生鮮食品や加工食品の機能性表示食品の開発の経緯や今後の課題について紹介する。
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PSP1-2
産学の水平・垂直連携を活かした機能性食品の開発事例

○松川　泰治
UHA味覚糖株式会社バイオ開発ディビジョン

1997 年３月　京都大学農学部食品工学科　卒業
1999 年３月　京都大学大学院農学研究科応用生命科学専攻　修了
1999 年４月　明治乳業株式会社中央研究所　入社
2002 年４月　明治乳業株式会社食品開発研究所　退職
2002 年５月　UHA 味覚糖株式会社開発セクション　入社
2003 年５月　UHA 味覚糖株式会社バイオ研究室　リーダー
2011 年４月　UHA 味覚糖株式会社開発セクション　セクションリーダー
2012 年 10 月～ 2017 年３月　東京大学大学院工学系研究科バイオエンジニアリング専攻　非常勤講師兼業
2016 年８月　UHA 味覚糖株式会社　執行役員
2020 年３月　UHA 味覚糖株式会社バイオ開発セクション　セクションリーダー
現在に至る

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

2015 年にスタートした機能性表示食品制度。その市場規模は年々大きくなり、同時にエビデンスやシステマティッ
クレビューという研究領域の専門用語や考え方が業界のみならず一般消費者にまで広がりつつある。
従来、「食」と「医療」分野がそれぞれ単独の垂直型ビジネスに留まっていたが、「機能性食品」の普及にともない「食」
と「医療」分野がつながりを持ち始め、上流の基礎研究から下流の販売に至るまで水平的な連携に発展しつつある。
UHA 味覚糖では、下図に示すような水平・垂直連携モデルが成り立つと考え、このモデルを構築しながら「機能性食
品」の開発を試みてきた。
本シンポジウムでは、2015 年以降 UHA 味覚糖で開発してきた３商品を題材に本モデル構築と販売に至ったプロセス
について示す。
１）  「UHA シタクリア」：大手ドラッグストアも加わった産学連携による効果的なエビデンス取得と販売促進までの道

のり
２）  「オートファジー習慣」：大学発ベンチャー企業である株式会社 AutoPhagyGO との共同研究ならびにオートファ

ジー機能の認知を高めるための普及活動について
３）  「冴えるダイズ」：農林水産省の研究資金による学部門の研究成果物を食品メーカーと医薬品メーカーの両面から

社会実装するモデル
上記について具体的に説明する。
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PSP1-3
機能性表示食品の現状と課題及び将来の展望について

○橋本　正史
一般社団法人健康食品産業協議会

一般社団法人健康食品産業協議会会長。ケミン・ジャパン株式会社代表取締役、横浜薬科大学客員教授、経済産業省
健康医療新産業協議会（旧次世代ヘルスケア産業協議会）新事業創出 WG 委員、一般社団法人ウェルネスフード推進
協会評議員、ウェルネスライフジャパン実行委員、日本脳サプリメント学会理事、台湾予防保健協会顧問など兼務。
ケミンではルテインなどの機能性成分のアジアパシフィック市場開発統括を行っている。2004 年より健康補助食品の
業界団体活動開始し、これまで在日米国商工会議所ダイエタリーサプリメント小委員会委員長、公益財団法人日本健
康栄養食品協会理事などを歴任。2011 年消費者庁が行った食品の機能性評価モデル事業でプロジェクト統括委員会委
員兼ルテインの機能性評価チームの主任研究員を務めた経験もあり。

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

【目的】機能性表示食品市場は拡大を続けていますが、今後持続可能な成長をしていくためには現状の分析と課題に
ついて考え、どのような将来展望が考えられるかについて議論したいと考えています。

【方式】５つのコモングッドの視点から考えてみます。１）ステークホルダーとの関係構築、協業、２）製品・広告
の自主的なレベル向上、コンプライアンスの順守、３）企業が有する科学的知見や素材が生かされる制度作り、４）
消費者への情報提供＆リテラシーの向上、５）食と健康の価値推進体制構築

【結果】１）機能性表示食品の役割をしっかりと伝えるためには、医師、薬剤師、栄養関係者、消費者団体、行政、
海外の団体などとの関係構築、協業が必要だと考えます。２）機能性表示食品に関して、健康食品産業協議会、日本
通信販売協会（JADMA)、チェーンドラッグストア協会、抗加齢協会、日本健康栄養食品協会が協力して公正競争規
約案について議論を行っています。２）エビデンスに関しては、エビデンスレビュー評価委員会を設置され、安全性、
品質を含めた倫理の重要性について認識を高め、3）機能性表示食品の対象又、対象成分は拡大されるべきで、栄養
機能食品の見直しも必要です、4）の実現のためには最終形としては、プレシジョン医療のように PHR（パーソナル
ヘルスレコード）等から個々の健康状態に適した健康食品を推奨する IT システムを構築する必要があるでしょう、5）
の実現のためには、ステークホルダー､ 関係者と協議を行い、イノベーションが起こりやすい環境づくりを目指すこ
とが大事かと考えます。

【結論】以上の５つのコモングッドの視点から機能性表示食品の現状及び課題を整理してみますと、将来の展望につ
いて具体的にどのようなステークホルダーと協業し、何をなすべきかが見えてくるのではないでしょうか。抗加齢医
学会のメンバーのヘルスケアプロフェッショナルの皆様とはこれまで通りご指導を頂きながら、持続的な発展が出来
る制度を目指したいと考えております。
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PSP1-4
セルフケアのための機能性表示農産物の活用

○山本（前田） 万里
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

1986 年　千葉大学大学院修士課程修了
1986 年　農林水産省入省
1992 年　農林水産省野菜茶業試験場　研究員、九州大学学位取得
2002 年　農研機構野菜茶業研究所　茶機能解析研究室長
2012 年　農研機構食品総合研究所　食品機能研究領域長
2018 年　農研機構食農ビジネス推進センター長
2019 年　農研機構食品研究部門　ヘルスケア創出研究統括監
現在に至る

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

食品に機能性を表示できる制度として、現在、特定保健用食品（トクホ）、栄養機能食品、機能性表示食品がある。
機能性表示食品制度は 2015 年 4 月から施行され、販売者自身が安全性と機能性について責任をもって明らかにし、
その内容を消費者庁に事前に届出る制度である。農林水産物が対象、体の部位を言及できる、主観的指標で機能性の
エビデンスを取得できるなど、世界的にも例のない制度である。2021 年 1 月 21 日現在まで、機能性表示食品として
届出・受理された食品は、3676 品目（撤回 397 品目）であり、そのうち生鮮食品は、みかん、リンゴ、メロン、バ
ナナ、ビルベリー、トマト、ケール、ホウレンソウ、カボチャ、パプリカ、大豆もやし、ブロッコリー、エゴマ、エ
ノキダケ、カンパチ、ぶり、卵、鶏肉、豚肉、ペカンナッツなどが、単一の農林水産物のみが原材料である加工食品
では、緑茶、蒸し大豆、大麦、寒天、河内晩柑ジュースなどが届出・受理されている。機能性表示食品市場は 2020
年度で約 3000 億円とされ、施工後５年でトクホ市場に並ぶ勢いとなった。機能性食品をめぐる食品産業界の動きと
しては、事業者側が提案する機能性食品の新たな市場が形成されてきたこと、エビデンスベースの考え方が定着して
きたこと、今まで機能性食品とは無縁であった農業生産者などの参入が盛んになってきたこと（新たな機能性農産物
が増加）などがあげられる。現在、生活様式が大きく変わってきていることから、今後は、個人の健康の見える化を
適切な方法で行い、機能性表示農産物を活用した、個人に健康状態に適したセルフケア食品をレコメンドするような
個別化システムを提案していくことが重要になる。個人の健康の見える化を行うための日本人 1000 人の健康調査と
ストレス、睡眠、食事との関係や機能性表示農産物の活用について紹介する。
＊本研究の一部は、内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）「スマートバイオ産業・農業基盤技術」( 管
理法人：農研機構生研支援センター ) によって実施された。
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会長特別企画なんでものみこむシンポジウム 2

6 月 26 日（土）　第 1 会場　（2F　Room A）

最先端生命科学から考える抗加齢医学の未来 15：50 ～ 17：20
座長：山田　秀和（近畿大学アンチエイジングセンター・奈良病院皮膚科） 
　　　内藤　裕二（京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座）

PSP2-1
オートファジーからみた健康長寿戦略

○吉森　　保1,2

1大阪大学大学院医学系研究科遺伝学、2大阪大学大学院生命機能研究科細胞内膜動態研究室

1981 年　大阪大学理学部生物学科卒業
1983 年　大阪大学医学研究科医科学修士課程修了
1986 年　大阪大学院医学研究科博士課程中退
1986 年　関西医科大学第１生理学教室助手
1993 年　ヨーロッパ分子生物学研究所博士研究員
1996 年　岡崎国立研究機構・基礎生物学研究所助教授
2002 年　国立遺伝学研究所教授
2006 年　大阪大学微生物病研究所教授
2010 年　大阪大学院医学系研究科／生命機能研究科教授　現在に至る
2017 年　大阪大学栄誉教授　現在に至る
2018 年　生命機能研究科長　現在に至る

受賞歴
2013 年　文部科学大臣表彰科学技術賞
2014 年　柿内三郎記念賞
2014, 2015, 2019, 2020 年　Highly Cited Researchers
2015 年　上原賞
2017 年　持田記念学術賞
2019 年    紫綬褒章

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

オートファジーとは、細胞内部に形成される膜構造オートファゴソームによって細胞質の物質や構造を囲い込み、リ
ソソームで分解する細胞機能である。その分子基盤や生理的意義は永く謎のまま残されていたが、1993 年の大隅良
典現東京工業大学栄誉教授による酵母オートファジーの分子機構解明がブレイクスルーとなり、この 10 年に爆発的
に理解が進んだ。大隅博士はその功績により 2016 年ノーベル医学生理学賞を受賞した。
最近の研究進展によりオートファジーは細胞内浄化による細胞の恒常性維持を通して多岐に亘る疾患を抑制し、さら
には寿命延長に関わることが明らかになってきた。演者は 1996 年の基礎生物学研究所における大隅研立ち上げに助
教授として参加し、大隅博士の発見を哺乳類に拡大し分野発展の礎を築いた。演者によるオートファゴソーム結合タ
ンパク質 LC3 の同定は、オートファジー動態のイメージングや定量化を可能にし、世界における研究進展に寄与した。
当該論文の被引用数は 6,000 を超え分野で１位である。
我々は、オートファジーが細胞内に侵入した病原性細菌の排除を行うことを世界に先駆け報告し、その解析から選択
的なオートファジーが存在することも明らかにした。また障害を受けたリソソームを除去する選択的オートファジー
を新たに見出し、それが高尿酸血症性腎症の抑制に重要であることを示した。
我々が同定したオートファジー抑制因子 Rubicon の増加が高脂肪食摂取による非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）
発症の主要因であることを突き止めた。加齢によりオートファジーが低下することが知られていたが、この低下の原
因は加齢に伴う Rubicon 増加であった。Rubicon の発現を抑制すると、寿命が延長するだけではなく、活動量の低下
や腎線維化やパーキンソン病等の加齢性フェノタイプが抑えられた。オートファジーは様々な寿命延長経路の下流に
位置しており、健康長寿を実現するためのターゲットとなりえる。
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PSP2-2
ヒト iPS 細胞を用いた抗加齢医学研究

○谷口　英樹1,2、聶　　運中1、鄭　　允文3

1東京大学医科学研究所幹細胞治療研究センター再生医学分野、2横浜市立大学、3江蘇大学再生医学研究院

1995　　筑波大学大学院博士課程修了
1997　　同大学臨床医学系講師（外科）
2003～　横浜市立大学大学院医学研究科臓器再生医学教授
2018～　東京大学医科学研究所幹細胞治療研究センター再生医学分野教授（現職）
2019～　同センター長（現職）
2020～　横浜市立大学 特別契約教授（現職）

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

　従来の再生医学が目指していたのは、ヒト iPS 細胞などの多能性幹細胞から細胞・組織・臓器を新たに創り出し、
それらを移植することにより障害臓器の治療を試みることであった。最近、生体内における人為的な再生誘導法を開
発し、疾患の予防や治療に応用するための研究が注目を集めつつある。

　我々は、これまでに器官発生プロセスを模倣することにより、ヒト iPS 細胞を用いた肝細胞の安定的な培養系を構
築し、さまざまな研究に活用している（Nature 499:481-484,2013、Nature 546:533-538,2017）。このヒト iPS 細胞由
来肝細胞を長期培養することにより、ヒト細胞の老化プロセスを再現出来ることが明らかとなっている。長期培養後
のヒト iPS 細胞由来肝細胞（hiHep）は、高い増殖能や多分化能を明らかに失う。我々はヒストン脱アセチル化酵素
阻害剤を添加することにより、失われた増殖能や多分化能の再獲得を人為的に誘導することが可能であることを見い
だした。さらに、老齢のヒト（78 歳）から採取したヒト肝細胞に対しても、同様の手法で増殖能や多分化能の再獲得
を誘導することができることを確認している。

　このような未分化性の再獲得を介した再生誘導に関する研究は、抗加齢医学にも直接的に応用することが可能であ
る。再生医学と抗加齢医学の情報交換が、より一層、活発化していくことを期待したい。
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PSP2-3
老化時計を考えるー Aging Clocks, Epigenetic Clocks ー

○山田　秀和1,2

1近畿大学アンチエイジングセンター、2近畿大学奈良病院皮膚科

1981 年　近畿大学医学部　卒業
1989 年　近畿大学大学院修了
　　　　 （  この間大阪大学細胞工学センター（岸本忠三研国内留学 ,　オーストリア政府給費生ウイーン大学、米国ベ

セスダ NIH 留学免疫学教室）
1998 年　近畿大学在外研究員（ウィーン大学）
2005 年　近畿大学医学部奈良病院皮膚科　教授
2007 年　近畿大学アンチエイジングセンター　副センター長　併任
2014 年　大阪市立大学　皮膚科　客員教授

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

“ 老化 ” を計測することができれば、健康寿命の治療に役立つ。暦年齢以外に生物学的時計として Epigenetic Clocks
が開発されてきた。また、Aging Clocks と呼ばれる AI を用いた老化計測の開発が近年進んでいる。AI の進歩で、生
化学的項目以外に、教育レベル、心理状態や経済状況なども含んだ広範囲な個人データーの解析により、高精度に老
化を計測する時計が求められている。超高齢化社会に向けて、DNA のメチル化時計の Epigenetic な部分とその他を
組み合わせて作成される広範囲なパラメーターとしての精密な Aging Clocks の作成が老化治療を可能にする。さらに、
従来のアンチエジングでのライフスタイル（運動・食事・精神（脳・睡眠）・環境）の有用性の判定にも利用できる
状況となった。いよいよ、WHO の I C D11 の採択により、老化関連 X T ９T のコードが活用できることから、老化を
疾患とした治験が可能となろう。今後は、健康寿命の延長のために老化関連疾患（がん・認知症・心血管疾患・視力・
皮膚老化など）への対応のためには、すでに臨床応用可能な薬剤では、精度の高い Aging Clocks が、臓器や組織や細
胞特異的に必要であろう。さらには、これを用いた、がん治療の時のような、“ 老化の Staging” の作成が必要となっ
ている。また山中因子を用いた maturation phase transient reprogramming（MPTR）；成熟期過渡リプログラミング
を用いた “ 若返り ” の基礎研究には、DNA のメチル化時計やトランスリプトームの時計などが必要となっている。こ
のシンポジウムでは、臨床治験に使えそうな Aging Clocks についてと、そのコアとなっている Epigenetic Clocks の
現状と課題について議論し、アンチエイジング薬の開発に寄与したい。
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PSP2-4
抗酸化剤機能のパラダイムシフト

○内田　浩二
東京大学大学院農学生命科学研究科

1983 年 名古屋大学農学部食品工業化学科 卒業
1988 年 名古屋大学大学院農学研究科博士課程（後期課程）修了、農学博士
1988 年 名古屋大学農学部 助手
1996 年 名古屋大学農学部 助教授
1998 年 名古屋大学大学院生命農学研究科 助教授
2007 年 名古屋大学大学院生命農学研究科 准教授
2009 年 名古屋大学大学院生命農学研究科 教授
2016 年 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授
現在に至る。
この間 1990-1992 年米国 N.I.H. 博士研究員
2003-2006 年 名古屋大学高等研究院 助教授（兼任）

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

食品素材としての植物は、ビタミンやミネラルなどの供給源であることはいうまでもなく、様々な生体調節機能成分
を含むなど、機能性成分の宝庫である。それらの植物性成分のなかでも、ポリフェノール類は酸化に鋭敏であるがゆ
えに、抗酸化剤としての機能を発揮するが、それと同時に短寿命の “ 酸化中間体 ” を生成する。例えば、抗酸化剤と
して知られるビタミン C は風邪に効くと言われており、またカテキンなどのポリフェノールは、体にいいと言われて
きているが、これらの抗酸化剤の “ 酸化型 ” は反応性を持つ活性種であることが知られている。こうした中間体は不
安定なものが多く、解毒代謝が必要な危険分子である。私たちの研究グループでは、こうした活性種が生体成分に反
応を示す単なる有害なものではなく、酸化型自体が機能性の起源として、病気の発症や進展の制御など、私たちの健
康とも密接に関連しているものと予想した。本シンポジウムでは、抗酸化剤がいかにしてタンパク質に作用し、さら
にどの様な生体防御系の活性化に関与するのかについて、私たちの最近の成果をもとに議論したい。
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会長特別企画なんでものみこむシンポジウム 3

6 月 27 日（日）　第 1 会場　（2F　Room A）

マイクロバイオームが制御する抗加齢医学 10：40 ～ 12：10
座長：内藤　裕二（京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座） 
　　　髙木　智久（京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学）

PSP3-1
腸内マイクロバイオームの時系列変動と寿命との関係

○服部　正平1,3、高安　伶奈2、須田　　亙3

1早稲田大学理工学術院、2東京大学、3理化学研究所生命医科学研究センター

1979 年　大阪市立大学大学院 修了
1984 年　九州大学遺伝情報実験施設 助手
1991 年　東京大学医科学研究所ヒトゲノムセンター 助教授
1998 年　理化学研究所ゲノム科学総合研究センター チームリーダー
2002 年　北里大学北里生命科学研究所 教授
2006 年　東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授
2015 年　早稲田大学理工学術院先進理工学研究科 教授（東京大学 名誉教授）
2017 年　理化学研究所生命医科学研究センター チームリーダー
2020 年　早稲田大学理工学術院 招聘研究員
2020 年　理化学研究所生命医科学研究センター 客員主管研究員
現在に至る

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

【目的】腸内マイクロバイオーム変動と様々な疾患や生理現象との関係と同様に、腸内マイクロバイオーム変動と加
齢 / 寿命との関係を示唆する報告もある。しかしながら、ヒト研究ではほとんどが異なる年齢群間や疾患 - 健常群間
の比較であり、数十年の長期にわたる個人の菌叢変動のデータ収集は現実的ではなく、また食・生活習慣や遺伝的背
景などの菌叢変動に影響する多くの交絡因子が存在する。そのため、加齢 / 寿命に関わる腸内マイクロバイオーム変
動を高精度に評価することは困難である。そこで本研究では、寿命が〜 3 年のマウス個体の誕生から死亡（自然死）
に至るまでの期間に時系列収集した糞便サンプルを解析することで、マウス個体一生における腸内マイクロバイオー
ム変動を評価した。【方式】同一の食事と飼育環境において、１対の SPF 両親マウスから生まれた 9 匹の仔マウスの
うち 7 匹の生存期間は 827 〜 1044 日、他 1 匹は 524 日（突然死）となり、この期間中に個体あたり約 200 の糞便サ
ンプルを収集し、その 16S rRNA 遺伝子解析を行った。【結果】生後 1 週間内では数種〜 30 菌種が検出され、その後
の菌種数は徐々に増加し、約 20 日で 200 以上の菌種が検出され、またその数は大部分の生存期間の中で大きな変動
はなかった。生後 20 日以前に検出された菌種にはヒト乳児と同様の菌種が含まれていた。各マウスの全サンプルの
80% 以上に検出された複数の菌種を特定し、生涯コア細菌種の存在が示唆された。また、一生における菌叢には 9 種
類の異なった変動パターンが存在することも明らかとなった。【結論】本発表では、マウスにおける腸内マイクロバ
イオームの生涯変動と個体寿命との関係性について報告する。
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PSP3-2
食と腸内細菌が作り出す腸内環境と生体防御システムの構築

○國澤　　純
医薬基盤・健康・栄養研究所

1996 年大阪大学薬学部卒業。2001 年薬学博士（大阪大学）。米国カリフォルニア大学バークレー校への留学後、2004
年東京大学医科学研究所助手。同研究所助教、講師、准教授を経て 2013 年より現所属プロジェクトリーダー。2019
年より現所属センター長。

その他、神戸大学医学研究科・客員教授（連携大学院）、東京大学医科学研究所・客員教授、大阪大学医学系研究科、
薬学研究科、歯学研究科・招へい教授（連携大学院）、広島大学医歯薬保健学研究科・客員教授、早稲田大学ナノ・ラ
イフ創新研究機構・客員教授などを兼任

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

近年、健康における「腸」の重要性が注目されています。腸は消化管と呼ばれているように、食べ物の消化や吸収を
つかさどる組織として生命維持に必須の臓器でありますが、同時に生体内の半分以上の免疫細胞を保持する体内最大
の免疫臓器としても機能しています。一方で、腸管管腔には、全部で 1,000 種類とも言われる腸内細菌が存在してい
ます。最近では、普段摂取している食事や保持する腸内細菌の種類により、個人毎に異なる腸内環境が構築され、腸
管の免疫に影響を与えることが分かってきました。さらに腸内環境は腸管局所だけではなく皮膚や呼吸器などの他の
組織や臓器の免疫機能に影響を与え、花粉症や皮膚炎などにも関わっています。さらに最近では、これまで免疫とは
関係のないと思われていた生活習慣病などの疾患にも関わっていることが示唆されています。これらのことから「腸
内環境を介した健康科学」は学術的な観点からだけではなく、創薬や機能性食品への展開も含め社会的にも注目され
ています。
我々は、医薬基盤・健康・栄養研究所において立ち上げたコホート研究を中心に、食事や運動などの生活習慣や健康
診断などの情報と共に腸内細菌やメタボローム、免疫機能などのデータを収集し、それらを統合解析するためのプラッ
トフォームを構築しています。これらビッグデータから得られた知見から新たな仮説を立て、動物モデルや分子生物
学的手法により因果関係や作用メカニズムを解明し、さらにその知見をコホート研究へフィードバックするスパイラ
ル型の研究へと展開しています。本講演では食事と腸内細菌を介した生体機能の制御に関し、免疫を中心とする生体
防御に関する知見を中心に基礎から社会実装までの展開について最新の知見を交え紹介したいと思います。
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PSP3-3
日本人の腸内細菌叢から見えてきた健康長寿戦略

○小田巻 俊孝1,2

1森永乳業株式会社研究本部基礎研究所、2京都大学大学院生命科学研究科HRB研究講座

学歴
1997 年　東京大学農学部 卒業
1999 年　東京大学大学院農学生命科学研究科博士前期課程修了
2009 年　博士号（農学） 取得　（東京大学）

職歴・略歴
1999 年　森永乳業株式会社入社、郡山工場製造部　勤務
2003 年　同　食品総合研究所　研究員
2008 年　同　食品基盤研究所　副主任研究員
2015 年　同　基礎研究所　腸内フローラ研究部 グループ長
2020 年　京都大学　大学院生命科学研究科　客員准教授（兼務）

この間、
2003 年 12 月～ 2004 年 9 月、2005 年 7 月～ 10 月 独立行政法人理化学研究所委託研究生
2008 年 10 月～ 12 月　岐阜大学連合農学研究科　特別協力研究員
2016 年 7 月～ 2017 年 6 月　アイルランドコーク大学 APC microbiome institute 研究員
2019 年 9 ～ 11 月、2020 年 9 ～ 11 月 東京大学大学院　農学生命科学研究科 · 農学部　非常勤講師

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

超高齢化社会を迎えた日本では、加齢性疾患を如何に予防し健康寿命を延伸していくかが重要な課題である。健康状
態と密接に関係している腸内細菌叢は、加齢に伴い変化することが知られているが、そのバランスと実年齢は必ずし
も一致しておらず、高齢者にも関わらず成人と類似した腸内環境を有する人々が一定数存在している。そこで我々は
成人型と高齢者型それぞれの腸内菌叢を有した高齢者を対象に、便中の水溶性代謝産物を網羅的に解析したところ、
高齢者型の腸内細菌叢を有する群では動脈硬化症のリスク因子や腸管バリア機能を減弱させる代謝産物濃度が有意に
高いことが明らかとなった。この結果は、腸内細菌叢の老化を防ぐこと、すなわち腸内細菌叢を若く保つことが加齢
性疾患の予防（またはリスク低減）に有用であることを示唆しているのではないかと考えられる。本講演では加齢に
伴い低下する細菌群を如何に維持するか、そのアプローチについても考察したい。
また、健康長寿戦略のなかでも、認知機能の維持は最も差し迫った課題のひとつと言える。腸内細菌は認知機能の低
下にも関連することが示唆されていることから、我々はこの “ 脳腸相関 ” に注目し、プロバイオティクスによる認知
機能改善を目指している。今回、軽度認知障害が疑われた 80 名を対象に、これまでの研究で認知機能の改善作用が
示唆されているビフィズス菌 MCC1274 株を 16 週間投与するプラセボ対照ランダム化二重盲検並行群間比較試験を
実施した。アーバンス神経心理テストやあたまの健康チェックにて認知機能の変化を評価した結果、多くの項目で有
意なスコアの改善が認められた。
腸内細菌叢の研究に基づく我々の取り組みは、世界的な超高齢化社会の実現に貢献できると考えている。
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PSP3-4
食文化と腸内細菌叢ー健康長寿の秘訣を探るー

○髙木　智久1、安田　剛士1、井上　　亮2、内藤　裕二3

1京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学、2摂南大学農学部応用生物科学科動物機能科学研究室、
3京都府立医科大学生体免疫栄養学講座

1994 年 3 月　京都府立医科大学卒業
2002 年 6 月　京都武田病院消化器内科部長
2004 年 4 月　医学博士学位授与（甲第 1017 号）
2005 年 4 月　京都府立医科大学生体安全医学講座助手
2008 年 2 月　京都府立医科大学附属病院内科学教室消化器内科部門　講師
2012 年 4 月　同志社大学生命医科学部連携教授（現在に至る）
2013 年 4 月　京都府立医科大学附属病院内科学教室消化器内科部門　准教授（現在に至る）京都府丹後保健所所長
2015 年 4 月　京都府立医科大学附属北部医療センター消化器内科　医長
2017 年 4 月　京都府立医科大学医療フロンティア展開学　准教授（現在に至る）
2019 年 4 月　  京都府立医科大学臨床研究推進機構　臨床研究推進センター 研究マネジメント部門　部門長（現在に至る）

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

百寿者の割合が高い健康長寿地域とされる京都府京丹後地域では、居住する高齢者の腸内細菌叢の特徴として、短鎖
脂肪酸産生菌が増加していることを明らかにしてきた。同地域は、京都府北部の沿岸地域であり、豊かな食文化を有
している地域でもあり、この食文化が独特の腸内細菌叢を育んできた可能性があると考えられている。
食習慣と健康長寿の関連について、地中海食や日本食が死亡リスクの低減と関連していることが報告されている。我々
は，京都府京丹後地域在住の高齢者 321 名の糞便を採取しメタゲノム解析を行い、また、簡易型自記式食事歴法質問
票（BDHQ）により食品・栄養摂取量を評価し、日本食および地中海食の摂取頻度について、8-item Japanese Diet 
Index (JDI8) と、Mediterranean diet score (MED スコア ) を用いて、腸内細菌叢との関連を検討した。
その結果、日本食の摂取頻度が高い群で酪酸産生菌 (g_Coprococcus, g_Anaerostipes) が有意に上昇しており、地中
海食の摂取頻度が高い群でも、酪酸産生菌 (g_Lachnospira , g_Anaerostipes) が有意に上昇していた。摂取品目別にみ
ると、日本食ではみそ汁や海藻、地中海食では、野菜・果物、豆類の摂取量が多い群で、これらの酪酸産生菌が有意
に上昇していた。
また、アンケート調査により健康観についても検討を行い、健康観と日本食や地中海食の摂取頻度の関係については、
健康観の高い者では JDI8 の平均は 4.3 ( ± 1.60) 、低い者では 3.90 ( ± 1.75) であり、有意差はないものの（p=0.16）
日本食摂取頻度が高い者は、より健康観が高い傾向にあった。一方で、MED スコアの平均はそれぞれ 4.08 ( ± 1.59)、
4.13 ( ± 1.47) と同等であった。健康観に有意に関連する腸内細菌叢は認めなかった。
これらの結果から、日本食や地中海食の摂取頻度が高いと、酪酸産生菌が増加するとともに、自覚的な健康観も上昇
する傾向にあり、健康長寿に関連する可能性が示唆された。
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会長企画シンポジウム 1

6 月 25 日（金）　第 1 会場　（2F　Room A）

健康長寿社会の実現に寄与する創薬研究の最前線 9：00 ～ 10：30
座長：金村　成智（京都府立医科大学大学院歯科口腔科学） 
　　　李　　昌一（神奈川歯科大学大学院）

PS1-1
ドラッグリポジショニングを用いた歯周炎の予防

○小原　　幸
京都薬科大学臨床薬理学分野

1989 年　京都府立医科大学卒業
1996 年　京都府立医科大学助手　
2004 年　京都薬科大学　臨床薬理学分野　助教授
2006 年　京都薬科大学　臨床薬理学分野　准教授
現在に至る

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

  歯周炎は生活習慣病のひとつで、成人日本人の約８割に認められ高齢期に歯を失う原因とされています。歯周炎や
オーラルフレイルは高齢者に多く、栄養管理の面から問題となるのみでなく全身のフレイルにつながる危険因子とし
ても認識されており、健康長寿を目指すうえで注目されています。歯周炎の原因は、慢性的な歯周囲組織の細菌感染
による炎症とされており、酸化ストレスの関与も指摘されています。また、歯周炎は糖尿病や高血圧といった他の生
活習慣病の悪化因子ともされており、動脈硬化性疾患である心筋梗塞との関連性も報告されています。歯周炎の主な
予防は、日々のプラークコントロール及び専門的口腔ケアとされており、薬物療法は歯肉膿瘍や歯周膿瘍に対して抗
菌薬投与が対症的に行われるものの、その後の再発・再増悪が多く認められます。
  治療薬の開発において、安全性の確認されている既存薬の多面的効果を利用したドラッグリポジショニングは開発
費用等を抑制できる手法のひとつとして知られており、歯周炎に対しては、炎症・酸化ストレス抑制効果の報告され
ている既存薬に期待が寄せられます。本シンポジウムでは、歯周炎の予防、進展抑制を報告している薬物療法をご紹
介させていただくとともに、最近我々が見出しました高尿酸血症治療薬として日常臨床に使用されているフェブキソ
スタットの歯周炎に対する予防効果について報告させていただきます。フェブキソスタットはキサンチンオキシダー
ゼを阻害することにより、抗酸化効果を示す薬剤ですが、歯周病モデルラットにおいて、歯槽骨の融解を抑制し破骨
細胞の浸潤を抑制しました。また、歯周炎における歯周囲組織での炎症性サイトカイン発現や酸化ストレスレベル増
加を軽減しました。さらに、歯周炎に伴って認められた耐糖能異常や収縮期血圧の上昇も抑制し全身性の効果も認め
ました。   このように薬物療法を用いた歯周炎の治療を根本治療であるプラークコントロールに加えることは、歯周
炎の進展を効果的に抑制し、健康長寿につながる手法として期待されます。
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PS1-2
油中ナノ分散技術による経皮吸収の最前線

○田原　義朗1、後藤　雅宏2

1同志社大学理工学部、2九州大学大学院工学研究院

2012 年　九州大学大学院工学府 卒業
2012 年　京都大学大学院工学研究科 兼 JST-ERATO 特定研究員
2017 年　九州大学大学院工学研究院 特任助教
2019 年　同志社大学理工学部 准教授

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

皮膚から薬を送達する経皮デリバリーは、非侵襲的かつ安全な薬の投与方法として知られている。しかしながら皮膚
最外層の角層は脂質に富んだ疎水性の高い生体バリアであることから、経皮デリバリーが可能な薬は限られており、
タンパク質などの親水性高分子の皮膚透過は非常に難しい。ここで油中ナノ分散技術とは水溶性の薬を界面活性剤で
被覆し、油中にナノサイズで分散させる技術であり、低分子化合物だけでなく、ペプチド、タンパク質、核酸、多糖
などの水溶性の生体高分子についても適用可能である。したがって油中ナノ分散技術によって、これらの水溶性の高
分子に対して今まで使用できなかった油状の経皮吸収促進剤が利用できるようになり、新しい経皮デリバリー技術と
して発展してきた。本発表ではこの油中ナノ分散技術を利用した経皮デリバリーについて、その成り立ちから最新の
研究までを紹介したい。2008 年にインスリンの経皮デリバリーが、この技術をタンパク質の経皮吸収に応用した例
として最初に報告された [1]。2012 年の報告では吸収促進ペプチドの併用などによって分子量 6 kDa であるインスリ
ンは皮膚透過することも可能であり、油中ナノ分散技術は新しい経皮デリバリー技術として有効であることが確認さ
れた [2]。これまでに本手法で最も盛んに研究されたものは経皮ワクチンであり、2010 年に分子量 4.5 kDa の卵白ア
ルブミンをモデル抗原とした検討によってマウスでの抗体産生が確認された [3]。その後、マウスの皮膚癌特異的な
ペプチドによる癌ワクチン [4]、花粉症抗原ペプチドによるアレルギー性抗体の産生抑制 [5] などに成功している。

[1] Y. Tahara, et al., J. Control. Release, 131(1), 14-18 (2008).
[2]   Y. Tahara, et al., MedChemComm, 3(12), 496-1499 (2012).
[3] Y. Tahara, et al., Chem. Commun., 46(48), 9200-9202 (2010).
[4] R. Wakabayashi, et al., Mol. Pharm., 15(3), 955-961 (2018).
[5] M. Kitaoka, et al., AAPS PharmSciTech, 16(6), 1418-1424 (2015).
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PS1-3
新規バイオナノトランスポーターによるバイオ医薬品デリバリーと医療応用

○秋吉　一成
京都大学大学院工学研究科

1985 年　九州大学大学院工学研究科合成化学専攻博士課程修了 
1985 年　米国 Purdue 大学化学科博士研究員
1987 年　長崎大学工学部工業化学科、講師 
1989 年　京都大学工学部高分子化学科、助手 
1993 年　京都大学大学院工学研究科合成・生物化学専攻、助教授 
1997 年　フランス、ルイ・パスツール大学、客員助教授 
1999 年　科学技術振興事業団さきがけ研究 21「組織化と機能」研究員兼任 
2002 年　東京医科歯科大学生体材料工学研究所、教授 
2010 年　京都大学工学研究科高分子化学専攻、教授 
2011 年　JST-ERATO 秋吉バイオナノトランスポータープロジェクト研究総括兼任

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

　核酸やペプチド・タンパク質また近年注目されている細胞外ベシクル（エクソソーム）などのバイオ医薬品は、革
新的な次世代医薬品として期待されている。一方で、一般に安定性が低く製剤化が難しいことや体内での分解や不活
化を受けやすく半減期が非常に短いなどの課題もある。そこで、これらのバイオ医薬品を安定に目的の部位へ、かつ
必要な時間に、送達、発現、あるいは徐放させることのできるドラッグデリバリーシステム (DDS) の進展が望まれて
いる。
　我々は、生体分子システムを規範としたナノゲル工学やプロテオリポソーム工学を駆使して、種々のバイオ医薬品
や分子マーカーの徐放制御や選択的輸送を行える機能性ナノ微粒子（バイオナノトランスポーター）の創製とそのバ
イオ、医療応用に関する研究を展開してきた。また、近年、細胞外小胞であるエクソソームが、生理活性タンパク質
や核酸（mRNA, miRNA）などの情報分子を輸送する細胞間情報伝達におけるナノシャトルとして、様々な生命現象に
関与していることが明らかになってきた。この生物由来ナノ粒子キャリアとしてのエクソソームの機能に着目し、生
物学的および工学的な機能改変手法の確立と新規ドラッグデリバリーシステムとしての応用を図っている。
　本講演では、ナノゲル工学によるがん免疫ワクチンや経鼻ワクチン応用および、骨再生医療応用について、さらに、
エクソソーム工学についても、最近の話題を紹介する。
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PS1-4
低分子化合物を用いた骨芽細胞への直接転換

○山本　俊郎、山本　健太、金村　成智
京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学

1995 年　大阪歯科大学 卒業
1995 年　京都府立医科大学 研修医（歯科）、附属病院勤務
1995 年　歯科医師免許（第 126837 号）
1996 年　京都府立医科大学 研修員、附属病院勤務
1997 年　京都府立医科大学 修練医（歯科）、附属病院勤務
2002 年　京都府立医科大学 附属病院 助手（歯科）、附属病院勤務
2004 年　博士（医学）（京都府立医科大学 乙第 1894 号）
2005 年　京都府立医科大学 附属病院 歯科診療副部長
2009 年　京都府立医科大学大学院 医学研究科 歯科口腔科学  講師
現在に至る

日本抗加齢医学会 評議員・専門医
日本炎症・再生医学会 評議員
日本口腔ケア学会 評議員
日本口腔科学会 指導医・認定医
日本有病者歯科医療学会 指導医・専門医・認定医
日本障害者歯科学会 専門医・認定医指導医・認定医
日本歯科保存学会 歯科保存治療指導医・専門医・認定医
日本歯周病学会 認定医

日本歯科保存学会 学術賞、奨励賞 受賞
第 35 回 Asia Pacific Dental Congress 最優秀ポスター賞 受賞
第 17 回日本口腔ケア学会総会・学術大会 優秀ポスター賞 受賞

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

【目的】超高齢化社会の到来に伴い、歯周病や骨粗しょう症などの骨疾患による QOL や ADL の低下が大きな社会問題
になってきている。そのため骨疾患を予防・治癒することは、健康長寿社会の実現につながる。骨芽細胞は骨形成に
直接寄与する細胞であるため、採取が容易な組織の体細胞より迅速、簡便、安全に誘導することが出来れば、骨疾患
創薬研究のツールとして有用であるのみならず、骨疾患に対する効果的な再生療法ともなりうる。そこで我々は、小
分子化合物を用いてヒト線維芽細胞より機能的な骨芽細胞への直接転換を試みた。【方法】ヒト線維芽細胞を特定の
小分子化合物を加えた骨芽細胞誘導培地にて培養した。得られた細胞の石灰化基質産生能、遺伝子・タンパク発現を
Real time RT-PCR、DNA マイクロアレイならびに免疫染色で解析した。また免疫不全マウスの大腿骨に人為的骨欠損
部位を作成し、同部位への誘導細胞の移植を行い、in vivo における骨形成能の検討も行った。【結果】誘導した細胞は、
骨芽細胞マーカーを強力に発現するとともに、石灰化骨基質の産生能も有していた。また同細胞は、正常骨芽細胞に
類似した骨芽細胞関連遺伝子発現のプロファイルを示した。誘導した細胞を骨欠損部位へ移植すると、元の線維芽細
胞では認められない骨欠損部の顕著な骨再生が示された。【結論】現在、間葉系幹細胞からも骨芽細胞は誘導しえるが、
間葉系幹細胞では細胞採取に侵襲性を伴うとともに、高齢者では得られる幹細胞の数や機能に問題があることも多い。
本研究により、遺伝子導入を行うことなく簡便にヒト体細胞から骨芽細胞を直接誘導できることが示された。本研究
成果は、細胞移植による骨再生医療の新たなオプションとなりうるとともに、誘導した骨芽細胞の創薬ツールとして
の応用、ならびに本研究に用いた低分子化合物を骨疾患に対する薬剤開発への応用に寄与しえる可能性が示唆された。
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6 月 25 日（金）　第 4 会場　（1F　Room D）

臓器連関から考える運動のアンチエイジング効果 10：40 ～ 12：10
座長：木村　　穣（関西医科大学健康科学センター） 
　　　高波　嘉一（大妻女子大学家政学部食物学科）

PS2-1
運動による抗うつ効果に基づく新たなうつ病治療メカニズムの解明

○近藤　　誠
大阪大学大学院医学系研究科神経細胞生物学講座

2006 年 3 月　名古屋市立大学医学部医学科 卒業
2006 年 4 月～ 2008 年 3 月　名古屋大学医学部付属病院にて臨床研修
2008 年 4 月　東京大学大学院医学系研究科 博士課程 入学
2012 年 3 月　東京大学大学院医学系研究科 博士課程 修了、医学博士
2012 年 4 月　大阪大学大学院医学系研究科 神経細胞生物学講座 特任助教
2013 年 5 月　大阪大学大学院医学系研究科 神経細胞生物学講座 助教
2016 年 9 月　大阪大学大学院医学系研究科 神経細胞生物学講座 准教授
現在に至る

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

【目的】世界で推計 3 億人以上が罹患しているうつ病は、人々の QOL 低下をもたらし、自殺などの死亡リスクを高める。
ところが現在、うつ病治療には選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）を主とする抗うつ薬が用いられているも
のの、既存の抗うつ薬が奏効しない治療抵抗性のうつ病患者が多く存在しており、新たな治療薬の開発が望まれてい
る。今回我々は、運動がもたらす有益効果の 1 つである、うつ予防改善効果（抗うつ効果）に着眼した。

【方式】マウスを用いた行動解析、海馬神経新生の組織学的解析、in vivo マイクロダイアリシス法による海馬の IGF1
濃度の測定を行った。

【結果】遺伝子改変マウスを用いた解析により、運動による海馬神経新生の増加や抗うつ効果にセロトニン 3 型（5HT3）
受容体が必須であることを示した。続いて、5HT3 受容体を介する抗うつ機序に着目して検討を行い、5HT3 受容体を
発現する神経細胞が海馬歯状回の顆粒細胞下帯に多く存在しており、神経栄養因子の IGF1 を産生することを示した。
さらに、5HT3 受容体をアゴニストで刺激すると、海馬における IGF1 の放出が促進されて神経新生が増加し、既存薬
SSRI と異なる機序で抗うつ効果が得られることを示した。また、5HT3 受容体アゴニストはうつ病モデルマウスのう
つ状態を改善し、SSRI との併用投与により相加的な抗うつ効果が得られることを示した。

【結論】5HT3 受容体は運動の抗うつ効果に関わる重要分子であり、さらに 5HT3 受容体を介する抗うつ機序が、SSRI
と異なる新たなうつ病治療メカニズムであることが明らかとなった。今後、運動の抗うつ機序に基づいた新たなうつ
病治療薬の開発への応用展開が期待される。
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PS2-2
運動器の基軸である骨と筋による臓器連関

○中島　友紀
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科分子情報伝達学

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科修了 ( 薬学博士：2001 年 )。トロント大学オンタリオ癌研究所 Josef Penninger 教
授に師事。Penninger 教授と共にオーストリア科学アカデミー分子生物工学研究所 (IMBA) に移籍、欧州連合 (EU) マー
リーキュリー財団国際特別研究員を兼任。2006 年から東京医科歯科大学高柳広教授 ( 現東京大学免疫学教授 ) のもと
骨免疫学の研究に従事、JST ERATO プロジェクトグループリーダーを歴任。2013 年より高柳教授の後任として分子情
報伝達学分野長 ( 独立准教授 )、JST さきがけ「動的恒常性：春日雅人総括」の研究代表者を兼任。2015 年より AMED-
CREST「メカノバイオロジー：曽我部正博総括」の研究開発代表者を兼務し、2016 年、同分野教授に就任。現在、骨
恒常性の制御機構の解明、運動器と他の生命システムの連環機構の解明に取り組んでいる。

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

運動器の主な構成要素である骨と筋肉は、ヒト組織重量の約 70% を占める臓器であり、生体の基軸として動的な恒
常性を維持しながら統合的な運動機能を実現している。骨と筋肉は、運動による力学的な負荷刺激を感受・応答し、
同時に強化させる。一方、寝たきりや宇宙空間など力学的負荷が低下した状態では速やかに骨と筋肉が弱くなること
を、人類は経験的に理解している。また、ホルモンなど生理活性物質のバランスの変化も運動機能を規定する重要な
要因である。骨は細胞外骨基質と骨構成細胞 ( 骨芽細胞、破骨細胞、骨細胞 ) から成っており、骨構成細胞による “ 骨
リモデリング ” と呼ばれる再構築によって古い骨が取り除かれ新生骨に置き換えられ、その強靭さを保っている。一方、
筋肉は筋芽細胞が成長した筋線維の筋束集合体で身体能力を規定する重要な臓器であり、筋収縮と弛緩を制御し運動
機能を実現している。そして、運動機能を規定する骨と筋肉は、様々な生理活性物質を産生し、全身性のミネラル代
謝をはじめ、エネルギー代謝や摂食制御、脳機能制御など、遠隔的な生体制御の役割も担っていることが、近年、解
り始めてきた。 本シンポジウムでは、運動器の恒常性を司る分子機構の解明から、運動器および全身性制御システム
のアンチエイジング戦略に至るまで、我々のデータを含め概説する。
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PS2-3
運動による骨格筋由来生理活性因子（マイオカイン）の分泌と抗動脈硬化

○家光　素行
立命館大学スポーツ健康科学部

2003 年 3 月 筑波大学大学院　医学研究科　博士課程　修了
2003 年 4 月 日本学術振興会特別研究員（PD: 筑波大学）
2004 年 4 月 筑波大学大学院 人間総合科学研究科 ( 体育科学系 ) 助手　
2007 年 4 月 - 現在 国立健康・栄養研究所 健康増進プログラム 客員研究員　
2008 年 4 月 環太平洋大学　体育学部　体育学科　講師
2010 年 4 月 立命館大学　スポーツ健康科学部　准教授
2014 年 4 月 - 現在 立命館大学　スポーツ健康科学部　教授

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

骨格筋は生体内の約 40％を占める最大の臓器であり、加齢によって筋量が低下することにより様々な疾患の危険因子
となりうることが知られている。近年、骨格筋から様々な生理活性因子（myo ＝筋、kine ＝作動物質：マイオカイン）
と呼ばれるペプチドやホルモンを合成・分泌することが明らかとなり、骨格筋自身に作用して代謝や機能調節に関与
することが報告されている。さらに、マイオカインの分泌は運動によって変化することがヒトおよび動物実験にて検
討されており、骨格筋から合成・分泌されたマイオカインが血液を介して脂肪、骨、肝臓、心臓などの他臓器に作用
するといった「臓器間ネットワーク」が運動による身体の適応効果において重要であると考えられている。最近、我々
は、新規マイオカインの 1 つであるといわれている、irisin、apelin、C1q などに着目し、加齢に伴う分泌変化と運動
による分泌変化が動脈硬化度に関与する可能性をヒトあるいは動物実験にて明らかにしている（Appl Physiol Nutr 
Metab 2020, Exp Gerontol 2019, PLoS One 2014）。本発表では、加齢や運動によって骨格筋から合成・分泌されるマ
イオカインと動脈硬化に関して、我々が今までに検討してきた成果を中心に，マイオカインが運動による動脈のアン
チエイジング効果において重要であることについて紹介する。
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PS2-4
骨格筋と腸の臓器連関からみた運動ベネフィット

○青井　　渉
京都府立大学大学院生命環境科学研究科栄養科学

1998 年　京都府立大学生活科学部 卒業
2005 年　京都府立医科大学大学院医学研究科 修了
2005 年　京都府立医科大学生理学教室 助手
2008 年　京都府立大学大学院生命環境科学研究科 助教
2014 年　Karolinske Institutet, Department of Physiology and Pharmacology, Guest Assistant Professor
2017 年　京都府立大学大学院生命環境科学研究科 准教授
現在に至る

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

　骨格筋は生理活性因子マイオカインを分泌する分泌臓器として認識されるようになり，その機能性について注目さ
れている。マイオカインの多くは運動・筋収縮によって分泌制御を受け，運動によるベネフィットを説明する因子と
考えられている。我々は，早くからマイオカインの機能性に着目し，大腸発がん抑制作用，耐糖能改善作用について
報告してきた。
　また骨格筋は，体組成や血糖の調節に主要な働きをする代謝臓器である。骨格筋の栄養素代謝は，液性因子による
刺激に修飾されるが，腸由来因子の関わりに注目している。腸管のバリア機能は，異物の侵入や栄養素の吸収を制御
することで，生体防御，免疫・代謝機能に寄与する。バリア機能の低下したモデルマウスにおいて，骨格筋の代謝機
能を評価したところ，代謝シグナル因子の減弱がみられた。また，腸内細菌が血液中因子を介してエネルギー代謝能
に影響を与えることがわかってきた。菌叢のプロファイルは，運動習慣によって改善することが知られているが，運
動マウス由来の腸内細菌を移植したレシピエントマウスでは，骨格筋の代謝因子発現の増加がみられた。このとき血
液中の代謝物が特徴的な様相を示し，代謝調節の鍵を握ると考えられる。
　骨格筋から分泌されるマイオカイン，腸内環境に依存する液性因子による骨格筋と腸の臓器間コミュニケーション
“ 筋腸連関 ” に関して，我々の知見を中心に紹介する。
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6 月 26 日（土）　第 1 会場　（2F　Room A）

免疫老化・細胞老化の新知見 9：00 ～ 10：30
座長：濵崎　洋子（京都大学iPS細胞研究所、京都大学医学研究科免疫生物学） 
　　　南野　　徹（順天堂大学大学院医学研究科循環器内科）

PS3-1
Circadian Rhythm Disorder の病態生理：概日リズム撹乱と免疫老化

○八木田 和弘
京都府立医科大学統合生理学講座

1995 年　京都府立医科大学医学部医学科卒業
1995 年　京都府立医科大学部附属病院研修医（第３内科）
2000 年　京都府立医科大学大学院医学研究科　博士課程修了（博士（医学））
2000 年　神戸大学医学部分子脳科学講座　助手
2004 年　名古屋大学理学研究科助教授（COE システム生命科学担当）
2007 年　大阪大学医学系研究科　神経細胞生物学講座　准教授
2010 年　京都府立医科大学　統合生理学　教授
現在に至る

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

体内時計による生理機能の概日リズム制御は、地球の自転周期に伴う環境変化への適応機構であり、外部環境と生体
をつなぐインターフェースとしての役割を担っている。体内時計は、バクテリアから哺乳類および高等植物に至るほ
とんどの生物が有する必須の生命機能であり、生体内の時間秩序の基盤となっている。したがって、外界の環境撹乱
などによる体内時計の不全状態は、多岐にわたる生理機能の時間秩序を乱し恒常性破綻につながる。事実、ヒトにお
いても Circadian Rhythm Disorder（概日リズム障害）は様々な疾患リスクと関連することはが指摘されており、特に
最近ではエッセンシャルワーカーの健康問題やリモートワーカーの生活リズムの乱れによる心身の不調など喫緊の社
会的課題として重要性が増している。
環境時間と生体時間の不適合がもたらす影響については、シフトワーカーを対象とした多くの疫学研究が報告されて
おり、メタボリックシンドローム、心血管イベント、生理不順・不妊症、気分障害、乳がん、前立腺がんなど様々な
疾患リスクとの関連が示されている。しかし、その背後にある病態発症メカニズムはほとんど分かっていない。我々は、
概日リズム障害を環境要因による個体機能の恒常性破綻として捉え、その病態メカニズム解明に迫る方法論として野
生型マウスを明暗シフト環境に暴露し長期間にわたる観察研究を行う「マウスコホート」系を確立した。その結果、
長期にわたる概日リズム撹乱条件で寿命が短縮することが明らかとり、さらに、その背景にある病態として免疫恒常
性破綻の重要性が示唆された。特に、T 細胞の老化プロセスの促進による免疫老化が寄与する可能性を指摘した。本
シンポジウムでは、これまで我々が進めてきた Circadian Rhythm Disorder の発症機序解明に向けた取り組みを紹介
するとともに、広く多因子疾患の発症に寄与する環境要因による病態メカニズムの研究モデルとしての概日リズム撹
乱のマウスコホート系の意義について概説する。



95

The 21st Scientific Meeting of the Japanese Society of Anti-Aging Medicine

会
長
企
画
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

PS3-2
ヒトＴ細胞の加齢変化とその意義 
―COVID-19 研究から得られた知見と共に―

○城　　憲秀1、濵崎　洋子2,3

1京都大学大学院医学研究科先端医療基盤共同研究講座、2京都大学 iPS 細胞研究所 (CiRA) 未来生命科学開拓部門、
3京都大学大学院医学研究科免疫生物学

2011 年　山梨大学医学部医学科　卒業
2011 年　せんぽ東京高輪病院　初期臨床研修医
2013 年　東京大学医科学研究所附属病院　公立昭和病院　後期研修医
2015 年　京都大学大学院医学研究科　幹細胞腫瘍学（山田泰広教授）　博士課程
2019 年　京都大学 iPS 細胞研究所未来生命科学開拓部門　免疫生物学（濱崎洋子教授）　特定研究員
2020 年　京都大学大学院医学研究科　先端医療基盤共同研究講座　特定助教

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

　獲得免疫応答の中心的役割を担うＴ細胞は、胸腺という免疫臓器で産生される。しかしながら、ヒトでは思春期以降、
胸腺は退縮をきたして新たなＴ細胞産生は徐々に低下し、老齢期には末梢 T 細胞プールにおける胸腺の寄与は 10%
未満まで低下するとされる。これに対し、様々な感染源への暴露による記憶細胞誘導と、末梢Ｔ細胞が有するリンパ
球減少に応答して抗原刺激非依存性に緩徐に分裂する機構（恒常性増殖）によって、T 細胞総数は顕著に減少するこ
となくある程度補完されている。しかしながら、この長期間の増殖と維持の過程で T 細胞は様々なストレスにさらされ、
徐々に質的・数的変化をきたすようになる。これらは総じて「T 細胞老化（T cell aging）」と呼ばれ、加齢関連疾患の
共通した基盤となる可能性が指摘されている。　現在大きな社会問題となっている新型コロナウイルス感染症
(COVID-19) において、高齢者の重症化リスクは若年者と比較して数十倍以上に及ぶ。患者及び回復者では SARS-
CoV-2 反応性Ｔ細胞が著しく増加していることから、COVID-19 からの回復とその病態形成に SARS-CoV-2 に対するＴ
細胞応答が重要な役割を担っていることが示唆される。我々は最近、COVID-19 重症化における T 細胞老化の意義を
明らかにするために、健常高齢者及び若年者から SARS-CoV-2 反応性 T 細胞を検出してその数や表現型について比較
検討した。本シンポジウムでは、この研究結果と恒常性増殖が T 細胞老化を起こすメカニズムについて最新の知見を
紹介し、T 細胞老化が COVID-19 重症化や様々な加齢関連疾患の発症や病態形成に果たす役割について議論したい。
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PS3-3
細胞老化を標的とした心血管代謝疾患治療

○勝海　悟郎1,2、須田　将吉2、南野　　徹1

1順天堂大学大学院医学研究科循環器内科、2新潟大学大学院医歯学総合研究科循環器内科

2009 年 3 月 新潟大学医学部医学科　卒業
2009 年 4 月～ 2011 年 3 月 新潟県立新発田病院　初期臨床研修
2011 年 4 月～ 2012 年 3 月 新潟県立新発田病院　循環器内科　レジデント
2012 年 4 月～ 2013 年 3 月 新潟大学医歯学総合病院　循環器内科　レジデント
2013 年 4 月～ 2017 年 12 月 新潟大学医歯学総合病院　循環器内科　医員
2018 年 1 月 厚生連佐渡総合病院　循環器内科　勤務
2018 年 2 月～ 2021 年 3 月 新潟大学医歯学総合病院　循環器内科　医員
2018 年 3 月 新潟大学大学院医歯学総合研究科生体機能調節医学専攻 ( 循環器学 ) 博士課程　修了
2021 年 4 月～ 順天堂大学順天堂大学大学院医学研究科　循環器内科　特任助教
現在に至る

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

加齢や種々のストレスにより個体内に「老化した細胞」が蓄積すること、またこの老化細胞の蓄積が老化関連疾患の
発症・進展に寄与することが明らかとなっている。動脈硬化や心不全をはじめとした心血管疾患や糖尿病をはじめと
した代謝疾患においても、動脈硬化が進行した血管内や不全心、糖尿病個体の脂肪組織に老化細胞の蓄積が認められ、
老化細胞を標的とした治療により、これらの疾患の治療や予防をすることが可能と考えられている。近年老化細胞を
選択的に除去する治療法「senolysis」が個体寿命の延長や老化形質の改善、各種老化関連疾患の発症・進展予防効果
を示すことが動物実験で明らかとなり、老化細胞除去治療の開発、臨床応用が世界中で試みられている。現在 20 種
類を超える老化除去効果を示す化合物が同定されており、我々の研究グループでも新規老化細胞除去薬の開発を進め
ている。既知の老化細胞除去薬の多くは抗癌剤の一種であることから、我々は既知の非抗癌剤や天然物由来の成分か
ら老化細胞除去薬の導出を試みた。また、同時に老化細胞の細胞表面に特異的に発現するタンパクを同定し、これを
抗原とした老化細胞除去ワクチンの開発を試みた。本発表では我々の老化細胞除去治療の開発状況を昨今の知見を交
えながら論じていきたい。
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PS3-4
細胞老化と SASP の新知見

○高橋　暁子1,2

1公益財団法人がん研究会がん研究所細胞老化プロジェクト、2国立研究開発法人日本医療研究開発機構PRIME

1999　北海道大学歯学部　卒業
2003　北海道大学大学院歯学研究科博士課程　修了
2004　徳島大学ゲノム機能研究センター蛋白情報分野　ポスドク
2005　日本学術振興会特別研究員（PD）
2007　（公財）がん研究会　がん研究所　がん生物部　研究員
2013　（公財）がん研究会　がん研究所　がん生物部　主任研究員
2017　（公財）がん研究会　がん研究所　細胞老化プロジェクト　プロジェクトリーダー
2017　国立研究開発法人　科学技術振興機構　さきがけ研究員兼任
2019　国立研究開発法人　日本医療研究開発機構　PRIME 研究員兼任
2020　（公財）がん研究会　NEXT-Ganken　がん細胞社会成因解明プロジェクト　プロジェクトリーダー兼任
現在に至る

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

先進諸国の高齢化に伴い、がん・動脈硬化・アルツハイマー・肺線維症・骨粗鬆症のように加齢と伴に罹患率が上昇
する疾患（加齢性疾患）の増加が深刻な社会問題となっている。現在では加齢性疾患の発症要因の一つとして、加齢
とともに体内に蓄積した老化細胞が関与していることが明らかになっている。細胞老化は生体に加わるストレスに
よって誘導され、細胞増殖を停止させる重要ながん抑制機構として働いている一方で（Takahashi et al., Nature Cell 
Biol., 2006）、老化した細胞においては、炎症性サイトカイン・ケモカイン・マトリクス分解酵素や増殖因子のような様々
な炎症性蛋白質を細胞外へと分泌する SASP（Senescence-Associated Secretory Phenotype）をおこし、加齢性疾患
の発症や個体の機能低下の要因となっていることが示されている（ Loo et al., Cancer Sci., 2020）。我々はこれまで老
化細胞で SASP がおこる分子機構の解析を行い（Takahashi et al., Mol. Cell, 2012）、老化細胞ではゲノム DNA 断片が細
胞質に集積し細胞質核酸センサー（cGAS-STING 経路）を活性化することで SASP を誘導していることを報告してき
た（Takahashi et al., Nature Commun., 2018）。さらに我々は、老化細胞では炎症性蛋白質だけではなく細胞外小胞（Small 
extracellular vesicle）の分泌も亢進しており、細胞外小胞も加齢性疾患の発症に関与する SASP 因子の 1 つとしては
た ら く こ と を 見 出 し た（Takahashi et al., Nature Commun., 2017; Hitomi et al., Int. J. Mol. Sci., 2020; Tanaka and 
Takahashi, J. Biochem., 2021）。近年、老化細胞に選択的に細胞死を誘導することで加齢性疾患の発症を抑制しようと
する Senotherapy が注目を集めており、我々も新規 Senolytic drug を報告している（Wakita et al., Nature Commun., 
2020）。本シンポジウムでは、抗老化戦略に重要な鍵である細胞老化と SASP に関する最新の研究成果を紹介する。
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会長企画シンポジウム 4

6 月 26 日（土）　第 2 会場　（1F　アネックスホール 1）

発がんの最強リスク因子 加齢に対する挑戦 9：00 ～ 10：30
座長：武藤　倫弘（京都府立医科大学分子標的予防医学） 
　　　片倉　喜範（九州大学）

PS4-1
加齢とがん：リスクを修飾する要因と予防への挑戦

○津金 昌一郎1,2

1医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所、2国立がん研究センター社会と健康研究センター

1981 年　慶應義塾大学医学部卒業
1985 年　同大学大学院修了（医学博士）
1986 年　国立がんセンター研究所疫学部研究員
1994 年　国立がんセンター研究所支所臨床疫学研究部長
2003 年　国立がんセンターがん予防・検診研究センター予防研究部長
2013 年　独立行政法人国立がん研究センターがん予防・検診研究センター長
2016 年　国立研究開発法人国立がん研究センター社会と健康研究センター長
2021 年　国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所長
現在に至る

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

　がんの罹患率・死亡率は、原則として、加齢と共に高率になる。例外は、乳房、子宮、卵巣などの女性ホルモンに
関連するがんで、閉経後に一度下がる傾向が示されている。がんに罹りたくない最大の理由は、人生の半ばで命を断
たれることであろう。2016 年の人口動態統計では、年齢階級別の死因割合は、20 〜 39 歳では、自殺が最大の原因
であるが、40 歳〜 89 歳はがんである。その割合は、40 〜 44 歳で 29％、その後増加し、65 〜 69 歳で 49％とピー
クとなる。即ち、がんは働き盛り世代の最大の死因である。そして、70 歳以降も、がんによる死亡率自体は増加し続
けるが、死因割合は減少に転じ、70 〜 74 歳で 45％、85 〜 89 歳で 22％、100 歳を超えると 5％に過ぎない。加齢と
共にがん死亡率が増加するにも関わらず高齢で死因割合が低下するのは、心疾患、肺炎など他の死因が占める割合が
相対的に多くなるからである。
　一方、健康寿命という概念が提唱されているように、死には至らなくても、日常生活で自立出来なくなることも避
けたいところである。2016 年の国民生活基礎調査では、介護が必要になった病気の割合は、認知症（18％）、脳卒中

（17％）、高齢による衰弱（13％）が主な原因であるが、がんは 2％に過ぎない。即ち、高齢になるとがんは死因とし
ても介護の原因としても占める割合は小さくなる。言い換えれば、がんで死ぬ場合は、寿命と健康寿命との差が短い。
　このような状況を考えると、中高年期までは生活習慣改善などによるがん予防と定期的な検診によるがんの早期発
見が、がん対策として重要であるが、ある年齢以降は、がんになるのも悪くはないとする考え方もありであろう。も
ちろん、境界の年齢は各個人の心身や社会的な状況、価値観などに依存するし、最後までがんにはなりたくないとい
う考えもあるであろう。
　本講演においては、がんの年齢以外の予防に結びつく要因に注目しながら、加齢に抗う方策について考察したい。
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PS4-2
個体内に存在する老化細胞の解析とそれらの除去による老年病の改善

○中西　　真
東京大学医科学研究所癌防御シグナル分野

1985 年　名古屋市立大学医学部卒業
1989 年　名古屋市立大学大学院医学研究科修了　医学博士
1989 年　自治医科大学医学部生化学講座助手
1992 年　同講師　この間　1993 年から 1995 年アメリカ、ベイラー医科大学分子ウイルス部門　リサーチアソシエート
1996 年　国立長寿医療研究センター老年病研究部室長
1998 年　名古屋市立大学医学部助教授
2000 年　同教授
2002 年　名古屋市立大学大学院医学研究科教授　
2016 年　東京大学医科学研究所癌・細胞増殖部門　癌防御シグナル分野教授
現在に至る

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

細胞老化は様々なゲノムストレスにより誘導され、恒久的な細胞増殖停止を特徴とする細胞応答で、がん防御機構の
１つと考えられている。一方、老化細胞は様々な炎症性サイトカインを分泌することで組織微小環境に慢性炎症場を
形成する。加齢に伴う老化細胞の蓄積が慢性炎症を誘発して動脈硬化などの老年病や加齢性変化の発症、寿命の決定
に重要な役割を果たしていると考えられる。我々は、個体内の老化細胞の特性や動態を解析することが個体老化を制
御する機構を理解する上で必須と考え、p16 陽性老化細胞を蛍光標識して一細胞として同定・解析でき、かつジフテ
リア毒素 (DT) 投与により除去できるマウスモデルを作製した。p16 陽性老化細胞は個体内で増殖せず、また加齢に伴
い蓄積した。一細胞トランスクリプトミクス解析から個体内の p16 陽性老化細胞は多様な性質を持っていることもわ
かった。さらに、多様な性質を持つ老化細胞を一網打尽にする化合物を同定する目的で、老化細胞に共通して必須の
遺伝子を解析したところ、グルタミン代謝に関わる GLS1 が重要であることがわかった。老化細胞は共通してタンパ
ク質品質管理に不全をきたし、リソソーム膜の損傷から細胞内が酸性化している。これを中和するために GLS1 の発
現を誘導してアンモニアを産生していると考えられる。重要なことに、加齢個体に GLS1 阻害剤を投与すると、様々
な加齢性変化や老年病が改善した。以上のことから、グルタミン代謝を標的とした老化細胞の除去は新たな抗加齢療
法となり得る可能性が示唆された。
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PS4-3
ゲノム安定性制御を作用点としたがん予防への挑戦

○吉岡　研一
国立がん研究センター研究所ゲノム安定性制御研究ユニット

1994 年　東京理科大学基礎工学部　卒業
1996 年　東京理科大学大学院　修了
1999 年　神奈川科学技術アカデミー　研究員
2000 年　フランス　ナント大学 /CNRS　Post-doc fellow
2001 年　東京医科歯科大学難治疾患研究所　Post-doc fellow
2002 年　アメリカ　NIH/NIDDK　Post-doc fellow
2006 年　アメリカ　NIH/NIDDK　Staff scientist
2007 年　東京医科歯科大学難治疾患研究所　助教
2009 年　国立がん研究センター研究所　主任研究員
2020 年　国立がん研究センター研究所　ユニット長
現在に至る

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

がん化過程は、複数回の “ 変異細胞のクローン進化 ” を介して進行している。最近、我々は、このクローン進化が “ ゲ
ノム不安定性 ” を引き金として誘導されることを見出した。これは、ゲノム不安定性は変異誘導を伴うためで、実際、
がん抑制に必須の役割を担う “ARF/p53 経路 ” は、ゲノム不安定性に起因して破綻していた。実際に殆どのヒトのが
んは、ゲノム不安定性を伴って発症していることを鑑み、ゲノム安定性の保持・制御により、多くのがんを予防でき
る可能性が考えられる。そこで我々は、ゲノム安定性・不安定性の制御機構の解明を目指している。すでに我々は、
細胞は、老化様の表現系を示す背景で “ ゲノム不安定性 ” のリスクが上昇し、これは放射線照射等による外的なスト
レスで現れることを見出した。逆に、一部のポリフェノールの投与により、ゲノム安定性が保持される効果が現れる
ことが見出された。実際、マウスのモデル解析でも、このポリフェノールの摂取によってがんの予防効果が現れるこ
とを認めている。
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PS4-4
抗酸化制御能を有する食品成分による老化制御（がん予防や脂質代謝異常改善）

○成田　　匠1、樋上　賀一2,3、武藤　倫弘1,4

1京都府立医科大学大学院医学研究科分子標的予防医学、2東京理科大学薬学部生命創薬科学科分子病理・代謝学研究室、
3東京理科大学生命医科学研究所、4国立研究開発法人国立がん研究センター社会と健康研究センター予防研究部

2015 年 -2018 年 東京理科大学 研究推進機構総合研究院トランスレーショナルリサーチセンター リサーチアシスタント 
2018 年 東京理科大学大学院 薬学研究科薬科学専攻 博士後期課程修了
2018 年 -2020 年 国立研究開発法人 国立がん研究センター 社会と健康研究センター 予防研究部 特任研究員
2020 年 - 京都府立医科大学 大学院医学研究科 分子標的予防医学 プロジェクト研究員
現在に至る

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

加齢性疾患の例として＜がん＞がある。個体レベルの老化研究を介してがんの予防方法を開発することも可能である。
老化の原因の 1 つは、過剰な活性酸素の存在が考えられている。これらのことから、老化抑制には代謝活性化と共に
活性酸素の蓄積抑制が有効であると考えられ、カロリー制限（CR）が注目されている。CR は線虫から哺乳類に至る
まで様々な生物種において、加齢性疾患の発生を抑制し、その研究数や再現性の高さから、確立された寿命延伸法と
言える。
我々はマウスやラットに CR を行い、Srebp-1c の制御する遺伝子群が、白色脂肪組織（WAT）において高発現してい
ることを見出した。WAT において Srebp-1c は CR によって高発現し、下流遺伝子の脂肪酸合成系の活性化や、Pgc1
αの誘導を介し、ミトコンドリアや抗酸化因子の活性化に寄与する。CR による Srebp-1c 制御遺伝子群の誘導を介し
たミトコンドリアやグルタチオン代謝の活性化が肝臓・骨格筋・心臓・腎臓では見られなかったことから、WAT に特
異的な現象であると考えられた。食事由来の刺激は、消化管より発生し、サイトカインや脂肪酸などを介して消化管
より他臓器に伝達されると考えられている。そのため、CR と同様なシグナル伝達を食品成分により WAT へ誘導でき
ると考えられた。大腸発がんモデルとして、発がんリスクが非常に高い家族性大腸腺腫症のモデルマウスがある。興
味深いことにこのマウスは、病的老化で見られる脂質異常症様病態を呈する。また、WAT が、高度に酸化されている。
このマウスは、老化モデルマウスとしては認識されていないが、寿命も短いことことから老化モデルマウスの側面も
あると我々は考えている（腸ポリープ数＝老化の指標）。実際、このマウスでは、抗酸化剤、NADPH oxidase 阻害剤
などにより腸ポリープ形成が抑制される。
本シンポジウムでは、WAT や腸管と老化の関係をキーワード「抗酸化」で読み解いていく。特にアブラナ科の抽出成
分より腸ポリープ形成を抑制する物質を探索したため、その結果に関しても報告する。



102

The 21st Scientific Meeting of the Japanese Society of Anti-Aging Medicine

会
長
企
画
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

PS4-5
SIRT1 活性化を通じたがん抑制

○片倉　喜範
九州大学大学院農学研究院細胞制御工学講座

1994 年　東京大学大学院農学系研究科博士後期課程　修了
1994 年　九州大学大学院農学研究科　助手
1997 年　九州大学大学院農学研究科　助教授
2007 年　九州大学大学院農学研究院　准教授（配置換）
2020 年　九州大学大学院農学研究院　教授
現在に至る

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

長寿遺伝子 SIRT1 は、全身性にアンチエイジング効果を導き出しうることが、これまでの多くの研究により明らかに
なっている。本講演では、SIRT1 を活性化しうる食品成分の探索とそれらの結腸ガン抑制に対する機能性を明らかに
しようとした我々のこれまでの試みを紹介する。
まずこれまでの解析で、ある種の乳酸菌が結腸ガン細胞における SIRT1 発現を増強すること、さらにβ -catenin 依存
的な増殖を示すヒト結腸ガン細胞 DLD-1 内で、β -catenin を不活性化するとともに、テロメラーゼ（hTERT）発現を
抑制することを明らかにした。この hTERT 発現抑制に伴い、細胞老化が誘導されるとともに、増殖抑制、スフェロイ
ド形成抑制、コロニー形成抑制、足場依存性増殖抑制など、がん抑制に関わる表現型が認められ、さらにマウスを用
いた実験で造腫瘍能が著しく低下していることが明らかとなった。また、強い結腸ガン抑制効果が認められたこれら
乳酸菌は、正常細胞には何ら影響を与えないことも明らかになった。
つぎに、DLD-1 ほどは高いβ -catenin 依存性を示さない別の結腸ガン細胞である Caco-2 細胞を用いて、SIRT1 増強
食品の機能性を検証した。ある種のポリフェノールは Caco-2 における SIRT1 発現を増強することが明らかになると
ともに、PGC1- αの活性化とミトコンドリアの活性化・増強を誘導した。またこれらポリフェノールは、Caco-2 細
胞のコロニー形成やスフェロイド形成を抑制したことから、ミトコンドリアの活性化を通じて、がん抑制を導き出し
たものと考えることができた。
以上の結果から、結腸ガン細胞における SIRT1 の活性化が、β -catenin の不活性化やミトコンドリアの活性化・増幅
を通じて、その抑制につながりうることを明らかにすることができた。
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会長企画シンポジウム 5

6 月 26 日（土）　第 3 会場　（1F　アネックスホール 2）

「メタロミクスと抗加齢医学」  
～命と健康の源泉となる「生命金属」の最前線から～ 15：50 ～ 17：20

座長：安井　裕之（京都薬科大学） 
　　　豊國　伸哉（名古屋大学大学院医学系研究科生体反応病理学）

PS5-1
フェロトーシス抵抗性と発がん

○豊國　伸哉
名古屋大学大学院医学系研究科生体反応病理学

1985 年　京都大学医学部卒業
1990 年　米国 FDA 博士研究員
1991 年　京都大学大学院医学研究科修了（医学博士）
1992 年　京都大学医学部病理学教室　助手
1993 年　同上　講師
1998 年　京都大学大学院医学研究科基礎病態学講座病態生物医学　助教授・准教授
2008 年　名古屋大学大学院医学系研究科生体反応病理学　教授
現在に至る

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

地球上のすべての生命体にとって鉄は必須金属であり、高等生物の生命は鉄・酸素・食物で紡がれている。発がんは
がん遺伝子とがん抑制遺伝子のコンセプトの確立により論理的に理解できる。しかし日本では 1981 年以降、がんが
死因第１位であり、しかも右肩上りである。私はがんの独走を私たちが酸素と鉄を使用していることの副作用と理解
したいと考える。Wild type のラットに Fenton 反応を起こすことでヒトがんのゲノム変化と酷似したがんが発生する
ことはこの仮説を支持する。アスベストによる発がんも基本的には過剰鉄を介するものであり、ラットとヒトで類似
したゲノム変化が見られることも注目に値する。食物に関してはカロリー制限の効用が唱道され、酸素に関しては環
境の変更は困難である。最近２価鉄依存性で制御された壊死としてフェロトーシスという概念が提唱された。がんは、
その発生経過からフェロトーシス抵抗性を有し、しかも鉄依存性があると考えられる。鉄は一旦、血液に入ってしま
うと、体外への積極的な排泄経路は知られていない。となると、鉄の制御こそが今、がん予防に重要であろう。また、
感染症や老化ともフェロトーシスは関係していることが明らかになりつつある。
参考文献： Stockwell BR, Toyokuni S, et al. Cell 171, 273, 2017; Toyokuni S. Free Radic Biol Med 133: 206, 2019; Toyokuni 
S et al. Cancer Sci 111, 2665, 2020; Toyokuni et al. Cancers 12, 3320, 2020
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PS5-2
セレンの消化管吸収における腸内細菌叢の役割

○小椋　康光、髙橋　一聡
千葉大学大学院薬学研究院予防薬学研究室

1991 年　東京薬科大学薬学部　卒業
1996 年　千葉大学大学院薬学研究科博士後期課程　修了
1996 年　労働省産業医学総合研究所（当時）　博士研究員
1997 年　千葉大学薬学部　助手
2004 年　千葉大学大学院薬学研究院　助教授・准教授
2009 年　昭和薬科大学　教授
2015 年　千葉大学大学院薬学研究院　教授

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

【目的】成人で体内に約 10 mg 存在するセレンは、セレンを特異的に要求するグルタチオンペルオキシダーゼやチオ
レドキシンレダクターゼなどのセレンタンパク質の活性中心を構成する必須超微量元素である。セレンは、天然に様々
な化学形態で存在しており、その生物学的及び毒性学的性質は、化学形態に依存すると言われている。すなわち、生
体に利用されやすいセレン化合物とそうでないものとが存在することが想定できる。しかし、これまでの我々の研究
成果では、特定の化学形態を除いては、天然に存在する様々なセレン化合物は in vivo において等しくセレンタンパク
質の生合成に利用されることが示されている。このような矛盾する知見を説明するために、動物のセレン代謝におけ
る腸内細菌叢の役割を含めた消化管内でのセレンの動態について検討を行った。

【方法】抗生物質カクテルを投与し、腸内細菌減弱モデルラットを作製して、天然に存在するセレン化合物の生物学
的利用効率を評価した。また、セレン化合物を、嫌気的に培養した腸内細菌叢に曝露し、菌体内での変化を測定した。
さらに、胆汁中へ排泄されるセレンの化学形態を同定し、その機能を解析した。

【結果及び結論】腸内細菌減弱モデルラットでは、種々のセレン化合物が等しく利用されるという現象が消失した。
また培養した腸内細菌叢では、単一の化学形態へと変換されていた。これらのことは、肉や野菜などに様々な化学形
態で存在するセレン化合物であっても、腸内細菌によって、セレンとしての利用効率が均一化されていることを示唆
している。一方、摂取されたセレン化合物は、最終的にはほとんどすべて尿中へ排泄されるにもかかわらず、胆汁中
へも排泄されていた。胆汁排泄されたセレン化合物は、全量が消化管内で再吸収され、最終的に尿中へ排泄されるこ
とが明らかとなった。以上のように、腸内細菌叢を含め消化管内のセレンの動態は、必須元素であるセレンの恒常性
維持や効率的な生体利用に深く関与していると考えられた。



105

The 21st Scientific Meeting of the Japanese Society of Anti-Aging Medicine

会
長
企
画
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

PS5-3
アルツハイマー病と脳内微量金属元素

○高田　和幸
京都薬科大学統合薬科学系

1999 年　京都薬科大学薬学部　卒業
2005 年　京都薬科大学大学博士後期課程　修了
2005 年　京都薬科大学　病態生理学教室　研究員
2006 年　京都薬科大学　病態生理学教室　助手
2007 年　京都薬科大学　病態生理学分野　助教
2014 年　SIgN, A*STAR 注 1）　客員研究員
2015 年　京都薬科大学　病態生理学分野　准教授
2018 年　京都薬科大学　統合薬科学系　　教授
現在に至る

注 1）  Singapore Immunology Network (SIgN), Agency for Science, Technology and Research (A*STAR)　Dr. Florent 
Ginhoux 研究室

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

日本の認知症の患者数は 2025 年には 700 万に達すると推定されており、アルツハイマー病はこの認知症の 50％〜
70％を占める。しかし、現在のアルツハイマー病の治療は薬物療法も含めて対症療法に留まり、超少子高齢化を迎え
た日本ならびに高齢化が進む世界各国において、アルツハイマー病の発症機序に根差した根本的な治療薬や治療法（疾
患修飾療法）の開発が切望されている。アルツハイマー病脳の典型的な病理学的所見は、アミロイドβタンパク質の
凝集により細胞外で形成される老人斑や、神経細胞内に過剰にリン酸化を受けたタウタンパク質が凝集することで構
築される神経原線維変化、ならびに広範におよぶ神経細胞死によって引き起こされる顕著な脳の萎縮である。この病
理学的変化の形成ならびに病態発症の機序について、アミロイドβがこの引き金であるとするアミロイドカスケード
仮説が提唱されて久しいが、アミロイドβを標的とする薬剤の精力的な臨床開発は中止が相次ぎ、タウを標的とする
事例も含めて未だ新たな治療薬開発の成功例は存在しない。 一方、アルツハイマー病脳内で発生する新たな神経化学
的異常も発見されており、特に、生体内微量金属元素の病態依存的な脳内変動については新規治療標的としても注目
されている。種々の酵素をはじめとして多くのタンパク質の活性中心を形成する鉄（Fe）、亜鉛（Zn）、銅（Cu）の
ような生体内微量金属元素は、神経系の機能形成や制御においても重要な役割を果たしている。すなわち、アルツハ
イマー病を含む脳疾患の発症にも微量金属元素の生体内恒常性の破綻の関与が強く示唆されており、各種脳疾患モデ
ル動物を用いた脳内変動や病理学的変化との関連性、さらには金属キレート剤の治療効果についての研究も実施され
ている。本演題では、アルツハイマー病における生体内微量金属元素の研究について、疾患モデル動物を用いた解析、
金属トランスポーターのような金属元素の恒常性調節因子や上記脳病変との関連性の解析など、近年の知見について
概説したい。
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PS5-4
亜鉛投与法の違いによる摂食促進効果を脳視床下部メタボローム解析で明ら
かにするー Zinc-ome（ジンクオーム）の観点からー

○酒井 久美子1、西内　美香2,3、駒井 三千夫2

1大分大学医学部全学研究推進機構、2東北大学大学院農学研究科栄養学分野、
3尚絅学院大学総合人間科学系健康栄養学類

1977 年　日本女子大学家政理学部理学科卒業
1977 年　三菱化成生命科学研究所助手
1990 年　大分医科大学実験実習機器センター教務職員
2003 年　大分医科大学実験実習機器センター助手
2007 年　大分大学総合科学研究支援センター助教
2009 年　大分大学医学部全学研究推進機構助教
2009 年　大分大学医学部大学院後期博士課程終了、博士（医学）取得
2020 年　大分大学医学部非常勤講師、客員研究員
現在に至る

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

【目的】高齢者の治療・手術後に、静脈栄養法で栄養管理を行う場合、血清亜鉛値の低下で味覚異常や食欲不振を引
き起こすことが知られている。私たちは亜鉛欠乏食で飼育したラットに亜鉛溶液を経口的に与えると腹腔内投与に比
較して摂食量が急に上昇することを見出している。亜鉛栄養の摂取方法の違いがどのように摂食調節に関与するのか、
ラット脳視床下部のメタボローム解析から検討を行った。

【方式】SD ラットに硫酸亜鉛溶液を経口投与または腹腔内投与を行った後、迅速に脳視床下部を氷上で取り出し、液
体窒素に保存し試料とした。ホモジナイズ後、水溶性画分を誘導体化し、トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量
分析計による MRM 法で代謝化合物データベースに対して分離同定を行い、変動代謝物の情報を得た。

【結果】多変量解析で 2 群間に大きな差違が見られ、この差に関与する代謝物を抽出した。経口投与群では腹腔内投
与群に比較して、有意に変動し、量も大きく増えた代謝物が多く見られた。これらはシチジン、ビオチン、β - アラ
ニンなどの代謝物と共に、神経伝達物質など生体アミンなどであった。これらの変動代謝物をフリーの代謝物解析用
ソフトウェア MetaboAnalyst でパスウェイ解析を行ったところ、TCA 回路、β - アラニン代謝、ピリミジン代謝がピッ
クアップされた。さらに、抽出された 3 つの代謝経路を Small Molecule Pathway Database ( SMPDB ) で検索し、代謝
経路の統合を行ったところ、亜鉛の関与する酵素が多くマップされていた。

【結論】経口投与群では亜鉛投与後に明らかに脳内の代謝が変化していることがわかった。詳細な代謝解析で亜鉛の
経口投与により、種々の亜鉛酵素の活性化が予測され、摂食を促進したと思われる。亜鉛を鍵物質とした網羅的な解
析（ジンクオーム）を行うことで、活性化される代謝経路が予測でき、摂食調節に関する有効な情報を得ることがで
きた。
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会長企画シンポジウム 6

6 月 27 日（日）　第 4 会場　（1F　Room D）

サルコペニア解決にむけた研究潮流：基礎から臨床フィールドへ 9：00 ～ 10：30
座長：池嶋　健一（順天堂大学大学院医学研究科消化器内科学） 
　　　福井　道明（京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学）

PS6-1
サルコペニア・フレイルと認知症との関連を考える

○荒井　秀典
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

1984 年、京都大学医学部卒業。
1991 年、京都大学大学院博士課程修了。
2009 年 4 月より京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻教授、
2015 年 1 月より国立長寿医療研究センター副院長。4 月より老年学・社会科学研究センター長兼務（2019 年 3 月まで）。
2018 年 4 月より同病院長。
2019 年 4 月より同理事長。
現在に至る
日本サルコペニア・フレイル学会代表理事、日本老年医学会副理事長、日本老年学会理事長、日本老年薬学会理事、
日本動脈硬化学会副理事長。

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

わが国の高齢化率は 28％を超え、要支援・介護認定高齢者は 700 万人を超えており、健康寿命の延伸が喫緊の課題
である。このような状況の中、75 歳以上の高齢者の要介護要因として重要なのはフレイルであり、そしてその主因は
骨格筋の加齢による機能低下、サルコペニアである。フレイルとは、加齢に伴う様々な臓器機能変化や予備能力低下
によって外的なストレスに対する脆弱性が亢進した状態とされ、健常な状態と要介護状態の中間に位置する状態であ
る。フレイルは身体的要因のみならず、精神心理的、社会的要因も含まれるが、身体的フレイルの原因としてサルコ
ペニアが注目されている。サルコペニアはフレイル同様、要介護、死亡、転倒・骨折など不良の転帰との関連が示さ
れている。このフレイル・サルコペニアは、いずれも認知症など様々な疾患との関連が知られている。すなわち、加
齢に伴う認知機能及び身体機能の低下の間には関連が認められることから、双方向性の関係、脳・筋連関が考えられ
ている。今後は認知機能低下と身体的フレイルの相互関係に関する病態解明とともに、我々が行っている薬剤を用い
ない多因子介入研究である J-MINT 研究や漢方薬などによる薬物治療の介入へのエビデンスの構築が求められる。
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PS6-2
高齢者の身体機能維持・改善のための運動介入

○田中 喜代次
筑波大学名誉教授

1970 年代 カリフォルニア州立大学、筑波大学で運動生理学、スポーツ医学、多変量統計学を学ぶ
1980 年代  大阪市立大学勤務　高血圧者，肥満者の運動教室を主宰
1990 年～現在   筑波大学に勤務する傍ら東取手病院にて虚血性心疾患患者らに向けたメディカルフィットネス教室を主宰　

研究内容は、乳酸、anaerobic threshold、体組成、主成分分析による活力年齢式の作成など
2018 年 筑波大学を定年退職　
現在   筑波大学名誉教授　日本体力医学会理事　FACSM　日本介護予防・健康づくり学会会長　株式会社

THF 代表取締役など

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

　運動介入と言えば、第一に有酸素性運動、ひと昔前なら anaerobic threshold, lactate threshold 以下の強度での全身
性エクササイズだという回答が出たであろう。高齢者人口が増えた昨今、レジスタンス運動の重要性を指摘する有識
者・研究者が増えてきている。高齢者に特有の身体的老化現象の一つにサルコペニア（筋肉減弱症）が挙げられるが、
その予防にはレジスタンス運動（筋トレ）＋たんぱく質の摂取が重要であることは論を待たない。サルコペニア、ロ
コモティブシンドローム、フレイル化の進行を抑制するには、より早期からの運動習慣形成が必要で、運動療法とい
うよりも健常者も日常生活行動の一環として運動に取り組むことが望ましい。
　フレイル（frailty）の視点からみれば、身体的フレイルと精神的（心理的）フレイルの進行を抑制するには、有酸
素運動かレジスタンス運動かではなく、低強度か中・高強度かでもなく、週に 3 〜 4 回や１回 20 分以上でもなく、
各自が置かれている日常の生活環境条件に合わせて、日々を楽しむ生き方の術を見つけて実践することだろう。
　これらの運動・スポーツ習慣が一切なくても、毎日の家事、買い物歩行、孫や老いた親の世話をしていれば、身体
機能・精神機能（？）は保持されるだろう。歩数は多いほど、筋力は強いほど、最大酸素摂取量は大きいほど良いと
は言え（evidence）、筋力や最大酸素摂取量、歩数に劣る女性が長寿である（fact）。肝心なことは、女性が長寿であり、
骨折や認知症も女性で多いことから、その一方、がんは男性に多いことから、性・年齢・遺伝・生活環境・有してい
る疾患や服用中の薬の作用などを総合的に考慮して、スマートな老い方を実践していくことに尽きるだろう。男性は
女性に比べて筋力などの低下率が大きく、体重が重く、またスポーツを愛好する人の割合が高いことを考えると、元
気なうちに速筋線維の選択的減少を抑制する高強度運動を、安全性に配慮しながら組み入れていく支援が有効と言え
よう。
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PS6-3
サルコペニアに対する攻めの栄養療法とリハビリテーション

○若林　秀隆
東京女子医科大学病院リハビリテーション科

平成 7 年　横浜市立大学医学部卒業
平成 7 年　日本赤十字社医療センター内科研修医
平成 9 年　横浜市立大学医学部附属病院リハビリテーション科
平成 10 年　横浜市総合リハビリテーションセンターリハビリテーション科
平成 12 年　横浜市立脳血管医療センターリハビリテーション科
平成 15 年　済生会横浜市南部病院リハビリテーション科
平成 20 年　横浜市立大学附属市民総合医療センターリハビリテーション科助教
平成 28 年　東京慈恵会医科大学大学院医学研究科臨床疫学研究部修了
平成 29 年　横浜市立大学附属市民総合医療センターリハビリテーション科講師
平成 31 年　横浜市立大学附属市民総合医療センターリハビリテーション科准教授
令和 2 年 6 月～　東京女子医科大学病院リハビリテーション科教授
現在に至る
Society on Sarcopenia, Cachexia and Wasting Disorders: Board member, Associate Editor of the Journal of Cachexia, 
Sarcopenia and Muscle
日本リハビリテーション栄養学会：理事長、国際委員長、編集委員、リハ栄養指導士
日本サルコペニア・フレイル学会：理事、広報委員会委員長、編集委員

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

2017 年に日本サルコペニア・フレイル学会が作成したサルコペニア診療ガイドラインでは、サルコペニアの高齢者
に対して栄養療法を行うことを弱く推奨している。具体的には、必須アミノ酸 (3g) を 1 日 2 回投与することを提案し
ている。これは、必須アミノ酸 (3g) を 1 日 2 回投与した研究で 3 か月後の膝伸展筋力が改善したためである。たん
ぱく質や必須アミノ酸の摂取は重要である。
しかし、エネルギー摂取不足が原因の栄養によるサルコペニアを認める場合、たんぱく質や必須アミノ酸の摂取だけ
では、低栄養やサルコペニアの改善は期待できない。この場合、栄養障害やサルコペニアを有する患者に対して、栄
養状態と生活機能をできる限り改善するための攻めの栄養療法が求められる。従来の栄養療法では、1 日エネルギー
必要量＝ 1 日エネルギー消費量（基礎エネルギー消費量×活動係数×ストレス係数）としていた。一方、攻めの栄養
療法では栄養のゴール設定にあわせて、1 日エネルギー必要量＝ 1 日エネルギー消費量＋ 1 日エネルギー蓄積量（200
〜 1000kcal）とする。理論的には約 7500kcal のエネルギーバランスを増減することで、1kg の体重増減が得られる。
例えば、1 か月で 1kg の体重増加をゴールとした場合、1 日エネルギー蓄積量は計算上、約 250kcal となる。攻めの
栄養療法は、以下の 2 つの質問とも該当する場合に行う。 
①改善すべき栄養障害・サルコペニアか？（栄養改善しながらレジスタンストレーニングなどの機能訓練を行うこと
で、嚥下機能や日常生活活動など生活機能を改善できるか）
②改善できる栄養障害・サルコペニアか？（がんなどで終末期、高度侵襲・炎症、Refeeding 症候群とそのリスク状
態では、栄養改善できない）
攻めの栄養療法を行う場合、レジスタンストレーニングを含めたリハビリテーション（リハ）を併用することが必要
である。そうしなければ体重増加は体脂肪の増加となり、サルコペニアの改善を得られない。そのため、栄養療法と
リハを同時に行い、生活機能を最大限高めるリハ栄養の考え方が重要である。
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PS6-4
老化促進マウス SAM におけるサルコペニア～肝筋相関に基づいた検討～

○清水　雅仁、白上　洋平
岐阜大学大学院消化器病態学

1995 年　岐阜大学医学部医学科 卒業
1995 年　岐阜大学医学部第一内科 医員
2001 年　岐阜大学医学部大学院医学研究科 卒業
2002 年　米国 Columbia University Medical Center 留学
2006 年　岐阜大学医学部附属病院第一内科 助教
2013 年　岐阜大学医学部附属病院第一内科 講師
2015 年　岐阜大学大学院医学系研究科消化器病態学 教授
現在に至る

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

【背景・目的】肝疾患は二次性サルコペニアの原因として知られている。また、サルコペニア肥満が肝硬変の予後不
良因子であることや、非アルコール性脂肪肝炎（NASH）の肝線維化進展においてサルコペニアが重要な因子である
ことが報告されているが、その詳細な機序は解明されていない。本研究では、加齢および NASH が骨格筋や肝臓へ及
ぼす影響についてモデルマウスを用いて検討した。【方法】老化促進マウス（SAMP）および対照マウス（SAMR）に
NASH 誘発食（CDA-HFD）もしくは対照食（CD）を 12 週間給餌し、それらの骨格筋および肝臓について、病理組織
学的解析、real-time PCR およびメタボローム解析を行い検討した。【結果】CDA-HFD 群では著明な脂肪肝および肝線
維化を呈していた。さらに、SAMP/CDA-HFD 群においては血清 ALT 値および肝での炎症・線維化マーカーが高値で
あり、NASH の増悪が示唆された。骨格筋（前脛骨筋・腓腹筋）は SAMP/CD および CDA-HFD 群において著明に萎
縮していた。mRNA 発現解析では、SAMP 群で myostatin の発現が増加しており、また、SAMP/CDA-HFD 群でユビ
キチンリガーゼ（Murf-1、Atrogin-1）およびオートファジーに関連する Beclin-1 の発現が増加していた。骨格筋のメ
タボローム解析では、主成分分析および階層的クラスタリングにおいて SAMP/CD および SAMR/CDA-HFD 群での代
謝変動が類似していたほか、ポリアミンに注目した検討において、プトレシンおよびプトレシン / スペルミジン比が
SAMR/CD 群と比較して SAMP 群において高値であった。【結論】加齢により NASH が増悪することが示唆された。ま
た、サルコペニアの発症にポリアミン代謝異常が関与している可能性が示された。
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6 月 25 日（金）　第 1 会場　（2F　Room A）

 10：40 ～ 11：10
座長：塩谷　信幸（アンチエイジング・ネットワーク）

EL1
WITH コロナ時代の百寿社会を創造する抗加齢医学

○伊藤　　裕
慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科

1983 年　　京都大学医学部卒業
1989 年　　京都大学大学院医学研究科博士課程修了　学位取得　
1983 年　　京都大学医学部附属病院内科医員
1989 年　　  米国ハーバード大学医学部 Brigham and Women's Hospital Molecular  

and Cellular Research Laboratory 博士研究員
1990 年　　米国スタンフォード大学医学部循環器内科 
　　　　　 Falk Cardiovascular Research Center 博士研究員
2000 年　　京都大学大学院医学研究科臨床病態医科学 第二内科病棟医長
2001 年　　京都大学大学院医学研究科臨床病態医科学講座　講師
2001 年　　京都大学大学院医学研究科臨床病態医科学講座　助教授
2006 年　　慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科　教授
2008 年　　京都大学医学部　非常勤講師（兼任）
2015 年　　日本学術振興会学術システム研究センター　主任研究員
2015 年　　慶應義塾大学医学部百寿総合研究センター　副センター長（兼任）
2019 年　　慶應義塾大学病院糖尿病先制医療センター長（兼任）
現在に至る

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

世界的なオピニオンリーター、Y.N. ハラリ氏は、「ホモ・デウス」において今後人類は、「不死」と「幸福」と「神性」
を希求すると述べている。「超・超高齢社会」に突入した我が国の New Normal 医療は、「不死」と「幸福」の融合を
求める医学となると思われる。幸せに生きてこそ長生きできる。Well-being の追及が豊かな抗加齢を実現する。ヒト
は AI を用いて神にヴァージョンアップすることはないが、AI/Dx（Digital Transformation）は豊かな抗加齢 ( 百寿社会 )
に確実に貢献する。私は、「幸福」は『あいだ』に宿ると考えている (「幸福寿命」朝日新書 )。コロナ禍で、ヒトの
五感、すなわち、視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚のうち、接触が避けられ、感染は、味覚・嗅覚を奪う。テレワーク
など、画像、音声情報のやり取りでは十分な意思疎通はできないことは誰もが実感している。触覚は、相手との距離
感を知る感覚であり、親密さ、敵味方の認識などに関わる。分泌されるオキシトシンやコルチゾールなどのホルモン
バランスの調整とともに、電磁的な触覚の再現、ハプテイクス（皮膚感覚フィードバック技術）の開発が期待される。
味覚、嗅覚からの感情は、「美味しさ」であり、第六感ともいわれる腸内細菌との共生も大切である。そこには「食」、

「生活リズム」が重要である。種々のデジタルデバイスは、食を含む生活習慣、環境のシームレスな記録を可能にし、
大多数のヒトデータ解析 (Health Sharing) から個々人の将来軌跡予測 (Precision Health) が可能となる。将来、個々人
に最適化した「食品」「住居」が AI により提案されるようになる。WITH コロナ時代の百寿社会の創造は、我々が自
身の五感＋第六感を研ぎ澄まし、更に、未知の感覚を量子的に解析し再現する技術を開発し（Digital Well-being）、
第七感ともいうべき、“ 空気感 ”（『あいだ』の取り方、感じ方）がうまく醸成されることで実現されると考える。
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6 月 25 日（金）　第 1 会場　（2F　Room A）

 11：10 ～ 11：40
座長：吉川　敏一（公益財団法人ルイ・パストゥール医学研究センター）

EL2
食事療法は何に有効か。Effectiveness of Dietary Therapy

○渡邊　　昌1,2

1メディカルライス協会、2東京農業大学

・慶應義塾大学医学部卒・医学博士
・   国立がんセンター勤務時代に糖尿病になって食事療法の重要性を知り、東京農業大学教授、さらに国立健康・栄養研

究所理事長となり、食育や栄養の問題を深化。退任後、専門誌「医と食」を発刊。
・ 糖尿病を食事と運動で改善
・ ２０１９年「玄米により未病を治す」をキーワードにメディカルライス協会を設立。
・ 著書に「「食」で医療費は 10 兆円減らせる（日本政策研究センター）」
・ 「糖尿病は薬なしで治せる（角川新書）」
・ 「一生がんにならない食べ方レシピ」
・ 「医師たちが認めた玄米のエビデンス」など。
・   農林水産省食の将来ビジョン戦略委員、食と健康調査会座長、厚生科学審議会委員、内閣府食育推進評価専門委員会

座長など政府の各種審議会委員を歴任。

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

　食事は全身の健康状態をコントロールしていて病気の発症や治癒に密接に関係している。しかし、日本では医療の
場で食事療法が正当に評価されていない。日本の医師は栄養学を体系的に学んでいないので病気は薬で治す、という
呪縛に縛られている。それにも関らず病人の食事箋をきれるのは医師のみであり、管理栄養士では切れないため、臨
床栄養学は育たず患者から乖離したものになっている。ようやく在宅高齢者が増え、統合医療的とりくみをしないと
間に合わないということが抗加齢学会の先生方に理解され始めた。

　私は 50 歳のときにメタボから進行した糖尿病を発見され（HbA1c12.8％）、それ以後、西式健康法や自彊術、断食
など、ありとあらゆる健康法を試して 20 年以上薬剤を使用しなかった。最近はインスリンをサプリメントのように
使用して好きなものを食べながら QOL 主体の生活をしているが、糖尿病専門医との意見の差は大きい。インスリン
は１単位で血糖を 10㎎ /dl 下げるが、有酸素運動を併用すると 20㎎ /dl 下げることができる。私は玄米食であるが、
どの病院も糖尿病食は白米のどんぶり飯であり、マッチポンプのようにインスリンを打って血糖値を正常範囲に下げ
ようとする。また私は 2 月に胆管がんにより膵頭部切除術を受けたが、術後食は糖尿病食であり、術後の蠕動の止まっ
た胃に収まる量ではなかった。1 か月の入院で 10kg 痩せ、筋肉の回復に苦労しているが運動抜きに筋肉は恢復しな
いことを実感し、フレイルやサルコペニアの第 1 の処方は肉を食うことではなく、運動であると実感している。
　食事療法の効果は何か月もの積み上げである。エビデンスとは何か、という再評価も必要である。肥満や便秘の解
消には玄米食が最適、腎不全には低たんぱく食、高血圧には減塩と運動というように多くの生活習慣病に薬剤は要ら
ない。病理、疫学、栄養学を背景に、自身の糖尿病生活 30 年、夫婦ともに 80 歳代になった体験から、食事療法の効
果と問題点を提起する。
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6 月 25 日（金）　第 1 会場　（2F　Room A）

 11：40 ～ 12：10
座長：太田　博明（川崎医科大学産婦人科学 2・総合医療センター産婦人科）

EL3
国家戦略としてのフレイル予防・オーラルフレイル予防

○飯島　勝矢
東京大学高齢社会総合研究機構・未来ビジョン研究センター

1990 年東京慈恵会医科大学卒、千葉大学医学部附属病院循環器内科、東京大学大学院医学系研究科加齢医学講座 助手、
同講師、米国スタンフォード大学医学部研究員を経て、2016 年より現職の東京大学高齢社会総合研究機構教授。2020
年より同研究機構機構長、および未来ビジョン研究センター教授兼任。内閣府「一億総活躍国民会議」有識者民間議員、
厚生労働省「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関する有識者会議」「全国在宅医療会議」「人生 100 年時
代に向けた高齢労働者の安全と健康に関する有識者会議」構成員、日本学術会議「老化分科会」ボードメンバーを兼務 .　
近著「東大が調べてわかった衰えない人の生活習慣」KADOKAWA、「在宅時代の落とし穴　今日からできるフレイル
対策」（KADOKAWA）、「健康長寿　鍵は “ フレイル ” 予防 ～自分でできる３つのツボ～」（クリエイツかもがわ）など。

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

人生 100 年時代とも言われる中で、健康寿命の延伸は重要であり、フレイル（虚弱）をいかに喰い留めるのかが鍵に
なる。ヒトは自然の老いのなかで「健康⇒フレイル ( 虚弱 ) ⇒要介護⇒終末期⇒看取り」という一連の流れを辿って
いく。そのフレイルの最大なる要因がサルコペニアであり、様々な負の連鎖を起こしていくキッカケとなっていく。
コロナ禍での自粛生活長期化を基盤とする生活不活発による高齢者のフレイル化【コロナフレイル】も顕著に見えて
きている。フレイル予防には、従来の医療専門職の活動をさらに強化するだけではなく、社会的側面も含めた大局的
な視点からアプローチすることが求められる。すなわち、フレイル予防は「総合知によるまちづくり」そのものである。
演者による大規模縦断追跡コホート調査の結果から、特にサルコペニアを軸とするフレイルの解析では、自立高齢者
のフレイルの進行課程で、早期から社会的フレイル（社会的孤立、孤食、独居、経済的困窮、他、多様な側面）が深
く関わっていることが明白になった。さらに、早期の所見として軽微な口腔機能低下や食の偏りも認められ、「オー
ラルフレイル」という新概念も打ち立て、総合的な取り組みとしての重要性も再確認できている。
多面的なフレイル（身体・心理 / 認知・社会性）への一連の包括的アプローチ施策を各地域でどのように具現化する
かが大きな鍵になる。フレイル予防・対策のための３つの柱「栄養 ( 食と歯科口腔 )・身体活動 ( 運動含 )・社会参加
〜人とのつながり」を、顕著なフレイルになる前から意識変容を促す活動を推し進めていくべきである。専門職の連
携に加え、自治体行政内の部署間連携、元気高齢住民の活力をエンパワメントしながら真の担い手とし、さらにはフ
レイル予防産業の創生も大きく期待しながらの、「総合的まちづくり戦略としての受け皿（基盤）構築」も必要不可
欠である。本講演では、新しい視点での最新知見も盛り込みながら、我が国日本の現状と今後のヘルスケアの見据え
る方向性を考えたい。
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6 月 27 日（日）　第 1 会場　（2F　Room A）

 9：00 ～ 9：30
座長：南野　　徹（順天堂大学大学院医学研究科循環器内科）

EL4
老化細胞制御による探索的治療への挑戦

○中神　啓徳
大阪大学大学院医学系研究科健康発達医学講座

1994 年 奈良県立医科大学卒業
1994 年 自治医科大学内科レジデント・循環器内科
1997 年 大阪大学医学部老年病医学（第 4 内科）研究生
2000 年 愛媛大学医学部　助手（医化学第一講座）
2001 年 米国 Harvard 大学医学部 Brigham and Women’s 病院研究員
2003 年 大阪大学医学部付属病院未来医療センター特別研究員
2003 年 大阪大学大学院　助手　（医学系研究科　遺伝子治療学）
2010 年 大阪大学大学院　連合小児発達学研究科　健康発達医学寄附講座教授
2015 年 大阪大学大学院　医学系研究科　健康発達医学寄附講座教授

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

近年、細胞老化（Cellular Senescence）に着目した治療法の開発が活性化している。正常細胞は分裂を繰り返すが、
老化細胞では形が変わり細胞分裂ができない状態となる。この制御はがん化を防ぐ仕組みとも考えられてきたが、近
年この老化細胞から老化を促進するような炎症分子など、様々な生理活性物質を分泌する SASP（細胞老化随伴分泌
現象 Senescence-Associated Secretory Phenotype）と呼ばれる現象が知られるようになり、細胞老化と組織・個体老
化の科学的な連関が注目されるようになった。マウスを用いた研究では、老化細胞を除去することにより寿命の延長
と加齢関連疾患の減少、さらにがんの発症抑制も認められたことから、この老化細胞を取り除いて若返りを図る「老
化細胞除去薬（セノリティクス）」の開発が世界中で進められている。
これらの老化研究のヒト臨床に向けたトランスレーショナルリサーチには大きな課題がある。老化自体は疾患ではな
いため、薬剤の効果などを評価するスタンダードな基準もなく、また、モデル動物のように寿命の延伸をエンドポイ
ントとする臨床試験は、当然の事ながらヒトではかなりの年数が必要となる。そのため、この課題の克服に向けて遺
伝子修飾から生物学的年齢を算出する方法（エピジェネティッククロック）などの老化バイオマーカーの探索、ある
いは老化に伴う生理的な衰えとしてフレイルを評価することで、老化臨床研究の評価を目指す挑戦が始まっている。
今後、老化細胞除去治療薬のような創薬開発だけでなく、NMN（ニコチノアミド・モノヌクレオチド）などの老化を
標的としたサプリメントなども、このような効果を検証できるような老化臨床研究でエビデンスの蓄積が求められる
ことであろう。
本講演では、自験例も含めた老化制御治療の取り組みと今後の展望についてお話したい。
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6 月 27 日（日）　第 1 会場　（2F　Room A）

 9：30 ～ 10：00
座長：坪田　一男（株式会社坪田ラボ）

EL5
論文から見た COVID-19 の 1 年半

○古川　俊治1,2

1慶應義塾大学法科大学院・医学部外科、2参議院議員

1987 年 3 月 慶應義塾大学医学部卒業
1989 年 5 月 慶應義塾大学医学部外科研修医修了
1993 年 3 月 慶應義塾大学文学部人間関係学科卒業
1993 年 5 月 慶應義塾大学医学部外科専修医修了
1994 年 1 月 抗癌剤感受性試験の研究・開発により博士（医学）取得
1996 年 3 月 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
1997 年 4 月 最高裁判所司法研修所入所
1999 年 4 月 東京弁護士会登録、TMI 総合法律事務所勤務
 慶應義塾大学医学部外科助手（医長補佐）・法学部（医事法学）講師
2000 年 12 月 日本外科学会指導医、日本消化器外科学会指導医
2004 年 4 月 慶應義塾大学法科大学院助教授・医学部外科助教授（兼担）
2005 年 9 月 オックスフォード大学大学院（ビジネススクール）修了（MBA）
2007 年 4 月 慶應義塾大学法科大学院教授・医学部外科教授（兼担）
2007 年 7 月 参議院議員 ( 現在当選 3 回）
2014 年 9 月 参議院財政金融委員長（～ 2016 年 1 月）
現在に至る

◆　　◆　　◆　　◆　　◆

　最初の緊急事態宣言が発表された直後の 2020 年 4 月中旬より、NEJM，Lancet，JAMA，BMJ，Nature，Science，
Cell 及びそれらの関係誌を中心に、COVID-19 関連の論文を網羅的に読み込み、重要と思われる研究結果の概要をリ
スト化してきたが、2020 年 5 月から定期的に抗加齢学会のメールマガジンでご紹介頂くようになった。
　初期の病態研究では、年齢による予後の著しい違いや、サイトカイン・ストームや血液凝固系亢進の病態が明らか
になった。治療法研究は、既存の各種抗ウイルス剤と抗炎症剤の目的外使用が広く試みられたが、デキサメタゾン以
外は確かな効果が認められず、その後、血清療法やモノクローナル抗体が試みられている。RT-PCR をはじめとする
各種検査の精度、無症候感染の実態、2 次感染が起こる時期，確率及びウイルス量のとの関係、活きたウイルスの排
出時期と定量的 PT-PCR 法の Ct 値の関係などは、継続的な研究課題である。液性・細胞性の両面で免疫の研究も進展
した。無症候・軽症感染での低い抗体価と抗体の早期減衰、風邪コロナウイルスとの細胞性・液性の交差免疫、比較
的長期に認められる記憶 B 細胞や T 細胞応答の存在、各種サイトカインや関連因子の動きと臨床病態の関係などが徐々
に明らかにされてきている。2020 年後半になると、mRNA ワクチンやウイルス・ベクター・ワクチンを中心に各種
ワクチンの良好な免疫原性と安全性が報告されるようになり、2020 年年末には、特に mRNA ワクチンで、第 3 相試
験での高い発症予防効果が明らかになった。一方、様々な変異株も出現してきており、その臨床的意義の解明が進む
とともに、2021 年 2 月下旬現在、変異株に対する COVID-19 回復者とワクチン接種者の血清の中和効果との関係が大
きな議論になっている。
　COVID-19 においては、研究開発動向としても、① preprint の活用の急速な進展（evidence-based から date-driven
へ）、②臨床情報及び遺伝子や転写産物の解析情報を網羅的に調べ、AI を用いたデータ・リンクから新たな知見を見
いだす研究方法が優勢となり、仮説検証の質的考察より量的情報処理に比重が置かれた（proof of concept からビッ
グデータ処理へ）、③基礎研究から製造及び実用化のプロセスが格段に速くなった（特にワクチン）などの顕著な変
化があった。
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6 月 25 日（金）　第 2 会場　（1F　アネックスホール 1）

生活習慣病と認知症 9：00 ～ 10：30
座長：荒井　秀典（国立長寿医療研究センター） 
　　　浅原　哲子（京都医療センター臨床研究センター）

SY1-1
糖尿病と認知症の疫学：久山町研究

○二宮　利治
九州大学大学院医学研究院衛生・公衆衛生学分野

【目的】超高齢社会を迎えたわが国では、急増する認知症が医療・社会問題となっている。そこで、福岡県久山町に
おいて 1961 年より継続している地域住民を対象とした疫学調査（久山町研究）の成績をもとに、糖尿病が認知症発
症に及ぼす影響を検討した。【方法】1988 年の久山町健診で 75gOGTT を受けた 60 歳以上の住民のうち、認知症を有
しない 1,017 人を 15 年間追跡し、糖尿病と認知症発症との関係を検討した。糖尿病の診断には 75 ｇ糖負荷試験を用
いた。さらに、2012 年に頭部 MRI 検査と生活習慣病健診を受診した 65 歳以上の久山町住民 1,238 人を対象とした脳
画像研究の成績を用いて、糖尿病罹病期間と海馬容積の関係も検討した。【結果】まず、追跡調査の成績を用いて糖
代謝異常と認知症発症との関係した。その結果、正常耐糖能群と比べて糖尿病群ではアルツハイマー型認知症（AD）
の発症リスクが 2.1 倍と有意に高く、血管性認知症（VaD）の発症リスクも 1.8 倍と高い傾向を示した。さらに、血
糖レベルとこれらの認知症の発症リスクとの関連を検討したところ、空腹時血糖値と AD、VaD 発症との間には明ら
かな関連を認めなかったが、糖負荷後 2 時間血糖値の上昇に伴い AD および VaD の発症リスクは直線的に上昇した。
このように、糖尿病者、中でも糖負荷後 2 時間血糖値の高値者において、これらの認知症の発症リスクが高かった。
さらに、脳画像研究の成績を用いて、糖尿病罹病期間と海馬容積の関係を検討したところ、非糖尿病者に比べ糖尿病
罹病期間の延長に伴い頭蓋内容積に占める海馬容積の割合は有意に低下した。また、中年期に糖尿病に罹患した者は、
老年期に罹患した者に比べ、海馬容積は低かった。【結論】糖尿病は認知症の危険因子であることが示唆された。将
来の認知症発症を予防する上で、糖尿病の発症予防および早期の診断・治療が重要であると考えられる。

SY1-2
糖代謝異常に伴う認知症の病理、病態学的背景

○羽生　春夫
総合東京病院認知症疾患研究センター

多くの疫学研究で 2 型糖尿病 (DM) は血管性認知症ばかりではなくアルツハイマー病（AD）の発症リスクも高めるこ
とが明らかとなっている。基礎研究でも、インスリン抵抗性やインスリンシグナル伝達の障害がアミロイドβの沈着
やリン酸化タウの発現を促進する機序が推定されている。しかし、多くの病理学的研究では、DM によってアミロイ
ド斑や神経原線維変化の出現は必ずしも増加しておらず、むしろ DM のみられない場合よりも少ないという報告も多
い。これは、DM を伴う認知症では、前述したインスリン代謝異常が AD 病理を促進する機序の他に、動脈硬化や脳
梗塞などの血管性病変、さらに糖毒性や酸化ストレス、終末糖化産物などによる代謝性病変などが加わり “ 合わせ技 ”
として神経細胞障害を引き起こし、認知症を発症するためと推察される。しかし、個々の患者で、これらのメカニズ
ムや背景病理は異なり、それぞれ臨床症候や経過、画像所見も異なってくる。この中で、AD 病理や血管障害よりも
糖代謝異常が認知症の発症に深く関与している病型があり、我々はこれを “ 糖尿病性認知症 ” と呼んでいる。本症は
血糖コントロールが不良で、近時記憶の低下よりも注意や遂行機能の低下が目立ち、適切な血糖管理によって認知機
能は一時的に改善されることも多い。DM と関連した認知症の究極の臨床病型と考えられ、約 10％を占めると推定さ
れる。最近の PET 研究によれば、アミロイド集積例は少なく、多くは「タウオパシー＋非特異的神経細胞障害」が背
景病理として推測され、脳の病理変化は軽微であるのに対して、フレイルやサルコペニアを合併し、生活機能や身体
機能の悪化によって要介護となることが多い。DM 患者は、概して余暇活動や身体活動量が少ないため、認知予備能
の低下を介して認知機能障害が発現しやすい機序も推定される。
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SY1-3
糖尿病 ･ 肥満症における認知症関連バイオマーカー：TREM2 の臨床的意義

○浅原　哲子
独立行政法人国立病院機構京都医療センター臨床研究センター内分泌代謝高血圧研究部

超高齢社会のわが国では認知症患者が増加し、2025 年には軽度認知障害を含め約 1300 万人に達すると予測されてい
る。久山町研究等より、糖尿病ではアルツハイマー型認知症（AD）と脳血管性認知症（VaD）の発症リスクが約 2 倍
と報告された（Neurology 2011）。糖尿病患者の認知機能低下は治療の遵守に影響し、健康寿命の重大な支障要因と
なる為、予知マーカーや予防法の確立は喫緊の課題である。
認知症の要因として高血糖、炎症や動脈硬化等が考えられるが、規定因子は未だ不明である。2017 年 AMED 研究の
系統的レビューにて、糖尿病管理に関する認知症抑制のための効果的な治療法や予知指標が未確立であることを報告
した。　　
我々は糖尿病・肥満症における単球 ･ マクロファージ（M φ）の機能（M1/ M2 比）異常を報告した（Diabetes Care 
2012）。また、肥満マウス骨髄の網羅的解析より、単球 ･M φ ･ ミクログリアに発現する細胞表面受容体 ･Triggering 
receptor expressed on myeloid cells 2（TREM2）遺伝子の発現亢進を認めた。TREM2 はアミロイドβクリアランスに
関与し、脳内炎症を惹起する。TREM2 は切断酵素 ･ADAM10 により切断され、可溶型 TREM2（sTREM2）として細胞
外に放出される。国立病院機構多施設糖尿病コホートでは、血中 sTREM2 と認知機能低下との関連を認めた（Diabetes 
Metab 2019）。さらに、久山町研究との共同研究にて、一般住民約 1,300 名では血中 sTREM2 に伴い、全認知症、AD
及び VaD の発症リスクいずれも 2 〜 3 倍上昇することを認め、血中 sTREM2 が認知症の予知バイオマーカーとなる可
能性を示した（Annals of Neurology 2019）。さらに、認知症マウスにおいて、タキシフォリンによる海馬の TREM2
発現抑制を介した認知症改善効果を認めた（Proc Natl Acad Sci U S A 2019）。今回、国内外の報告を合わせて、
TREM2 の認知症発症における臨床的意義と展望を概説する。　

SY1-4
認知症予防を考慮した糖尿病の治療

○荒木　　厚
東京都健康長寿医療センター糖尿病・代謝・内分泌内科

人口の高齢化とともに、認知症を合併した糖尿病患者が増加し、大きな社会問題となっている。糖尿病患者は認知機
能障害や認知症をおこしやすく、アルツハイマー病は約 1.5 倍、血管性認知症は約 2.5 倍のリスクがある。糖尿病で
は記憶、遂行機能、注意力、視空間認知などの領域の認知機能が障害されやすく、注射や服薬などのセルフケアの障
害につながっている。本講演では認知症予防という観点から、糖尿病治療のあり方について述べてみたい。認知症や
認知機能低下の危険因子は血糖コントロール異常（高血糖・重症低血糖・血糖変動大）、動脈硬化性疾患やその危険
因子、身体活動量低下、低栄養（BMI 低値、体重減少、緑黄色野菜摂取低下）、中年期肥満、喫煙、睡眠異常、余暇
活動や社会ネットワークの減少などがあり、フレイルの危険因子と共通しており、インスリン抵抗性、炎症、血管障
害などが背景の病態として存在している。したがって、認知症とフレイルは適切な血糖コントロール、動脈硬化危険
因子の治療、レジスタンス運動を含む身体活動、栄養サポート、社会参加などの共通の対策を立てることが大切である。
認知機能障害を早期発見することも重要であり、記憶障害、手段的 ADL 低下、セルフケア障害、心理状態の悪化、サ
ルコペニア・フレイルの存在が MMSE などのスクリーニング検査を行う手がかりとなる。認知・生活機能質問票

（DASC-8）は高齢者糖尿病の血糖コントロール目標設定のためのカテゴリー分類を行い、さらにカテゴリーⅡ以上で
のスクリーニング検査の判断に利用することができる。
薬剤に関しては、メトホルミン、DPP-4 阻害薬、チアゾリジン薬、SGLT2 阻害薬、GLP-1 受容体作動薬などが認知機
能に好影響をもたらすという報告もあるが、一致した見解は得られていない。少なくとも、未治療とならず、糖尿病
の薬剤できちんと治療することが予防において大切である。
糖尿病における認知症を予防するためは、中年期から適切な血糖や動脈硬化危険因子の管理、運動、栄養、社会面で
の多因子介入を行うことがに重要であろう。　
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血管炎症としての COVID-19 の病態機序 9：00 ～ 10：30
座長：前村　浩二（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科循環器内科学） 
　　　盛田　俊介（東邦大学）

SY2-1
ワクチン免疫；アジュバントとサイトカインストーム

○石井　　健
東京大学医科学研究所ワクチン科学分野

新型コロナウイルスによるパンデミックは猖獗を極めている。RNA ワクチンをはじめ多くの種類のワクチン開発研究
が進んだが、良く効くワクチンには必ずアジュバント因子が含まれている。アジュバントは、一般的にワクチン抗原
とともに投与することにより、所属リンパ節などの局所における抗原特異的な免疫応答を増強・制御する目的で用い
られる。一方、アジュバントの多くは、病原体由来の成分や宿主内での炎症反応を誘導する物質であり、ワクチン製
剤として安全に局所にとどまらせた場合ではなく、大量のアジュバントを全身的に作用させた際は、過剰な炎症性サ
イトカイン産生が起こることが知られている。したがって、アジュバントによって誘導されるサイトカインストーム
は、感染症や無菌性炎症に起因するサイトカインストームの病態を理解する上で有用なモデルとなりうる。本稿では、
アジュバントを投与した際、副反応を引き起こす全身的なサイトカイン産生状態をサイトカインストームと捉え、そ
の発生の分子メカニズムや予防、治療につながる新たな制御法について概説する。

SY2-2
COVID-19 と凝固線溶異常・血栓症

○朝倉　英策
金沢大学附属病院高密度無菌治療部（血液内科）

　COVID-19 の死因としては呼吸不全が最も多いが、過剰な免疫・炎症反応いわゆるサイトカインストームを伴った
凝固活性化、血栓症や播種性血管内凝固（DIC）発症、多臓器不全への進展も死因となる。
　COVID-19 における DIC の合併率は、生存例では 0.6％であるのに対して、死亡例では 71.4％と報告されている（Tang 
N, et al: J Thromb Haemost, 2020）。この報告では、死亡例では FDP が著増（フィブリノゲンは著減）するのに対して
D- ダイマーの上昇は軽度なために、FDP と D- ダイマーの間に乖離現象が見られている。これらの所見は、敗血症に
起因する線溶抑制型 DIC とは異なっており、むしろ線溶亢進型 DIC に一致した所見である。また、重症例では、ごく
短期間に凝固線溶病態が激変することがある。 　COVID-19 では、血栓症の発症率が高いことが注目されているが、
死亡するような超重症例では、相当な出血も観察されている。つまり、超重症例では線溶抑制型 DIC から線溶亢進型
DIC に変貌している可能性がある（Asakura H, Ogawa H: Int J Hematol, 2021）。COVID-19 の重症例では ECMO が必要
になるが、時に致命的な出血が問題になる。ECMO 中に使用されるヘパリンによる副作用のみならず、線溶亢進型
DIC の合併、血管内皮炎（血管壁の脆弱性）、後天性 von Willebrand 症候群なども鑑別する必要がある（Asakura H, 
Ogawa H: Lancet Respir Med, 2020）。 　COVID-19 の治療は、画一的な治療を行うのではなく、病態に応じて治療方
法を使い分ける方向性が望まれる。ヘパリン・ナファモスタット併用療法は、抗ウイルス作用、抗 DIC 作用、抗プラ
スミン作用（プラスミンは SARS-CoV-2 の病原性を増大させる）を併せ持つ治療法である（Asakura H, Ogawa H:J 
Thromb Haemost, 2020）。
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SY2-3
COVID-19 に対する抗凝固療法の意義と注意点

○山下　侑吾1、孟　　　真2、山田　典一3

1京都大学医学部附属病院、2横浜南共済病院、3桑名市総合医療センター

COVID-19 感染症の主病態は、呼吸器系感染症と考えられるが、複数の観察研究からの報告にて、COVID-19 感染症で
は静脈血栓塞栓症（VTE）の発症が高リスクである事が示唆されている。入院中の抗凝固療法の使用が生存率の改善
と関連したという報告も存在し、欧米の国際学会よりは、積極的な抗凝固療法による予防を推奨する提言がなされた。
しかしながら、現時点では、我が国でも同様の対応が望ましいのか一切不明であった。日本の実態に関しては、これ
まで調査が乏しかったが、これまでに、アンケート調査という形で検討が実施されている。2020 年夏の日本静脈学
会および肺塞栓症研究会による合同アンケート調査では、メールによるアンケート調査にて（対象医療機関：837 施設）、
77 施設（9.2%）からの回答を得られた。結果、施設内の COVID-19 症例の血栓症予防マニュアルが無い施設は 62 施
設（81%）であり、施設での COVID-19 症例での血栓症予防の指針・推奨が無い施設は 61 施設（79%）であり、有効
回答数 71 施設の中で、47 施設に COVID-19 感染症患者の入院受け入れが有った（患者数：1243 例）。COVID-19 症例
の中で VTE 発症を経験した施設は 7 施設（9%）であり、COVID-19 症例の中で VTE を発症した症例は 7 例（0.6%）、
肺塞栓症を発症した症例は 5 例（0.4%）であった。また、2020 年秋の日本血栓止血学会および日本動脈硬化学会に
よるアンケート調査では、COVID-19 関連血栓症の頻度が調査され、それによると解析対象 6068 例にて、全体の発症
率は 1.85% であった。軽症・中等症例では 0.59% であり、一方で重症例では 13.2% であった。これらのアンケート
調査では、欧米・中国から報告されている COVID-19 症例での VTE・血栓症の発症の割合と比較すると診断割合は、
低率である事が示唆され、欧米の指針に準拠した予防対応が適切であるか、我が国でも独自に検証する事が喫緊の課
題であると考えられた。本講演では、COVID-19 に対する抗凝固療法の意義と注意点を考えてみたい。

SY2-4
COVID-19 と血管内皮機能障害

○吉田　雅幸1、長岡　英気2、荒井　裕国2

1東京医科歯科大学大学院先進倫理医科学分野、2東京医科歯科大学大学院心臓血管外科学

2020 年 2 月 11 日に WHO から COVID-19 と命名された新型コロナウイルス感染症は全世界をパンデミック状態に陥れ、
現在もまだ制圧されていない。我が国においても 2020 年の第 1 波の後、2021 年 1 月には第３波の感染者急増に対し
て緊急事態宣言が発出されるなど、予断を許さない状況である。
　本疾患では重症呼吸不全の進行とともに種々の血管合併症が発生し、疾患予後に大きく影響を与えているため、病
原ウイルスによる感染症に対する治療とともに、血管機能低下による凝固線溶系の異常、免疫炎症反応の惹起が複合
的に病態を修飾する。この講演では、血管細胞生物学の立場から COVID-19 における血管合併症と内皮機能障害をト
リガーとする血栓形成、出血傾向、サイトカインストームなどの病態について、原疾患と治療手段としての体外式膜
型人工肺の影響などについてこれまでの東京医科歯科大学における症例経過を踏まえて解説する。
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6 月 25 日（金）　第 4 会場　（1F　Room D）

男性医学 2021 9：00 ～ 10：30
座長：柳瀬　敏彦（誠和会牟田病院） 
　　　井手　久満（獨協医科大学埼玉医療センター）

SY3-1
テストステロン結合蛋白 SHBG と生活習慣病

○藤原　裕矢1、柳瀬　敏彦2

1誠和会牟田病院内分泌・糖尿病内科、2誠和会牟田病院

男性において内因性テストステロンおよび性ホルモン結合グロブリン（SHBG）濃度の低値は、脂肪蓄積や慢性炎症
を通じてインスリン抵抗性の増大と関連することによりメタボリック症候群（MetS）および非アルコール性肝疾患

（NAFLD）と関連することが報告されている。テストステロンは SHBG 結合型（35-75％）、アルブミン結合型（25-65％）、
および遊離型（FT）の 3 つの形態で循環し、これら 3 つの合計が総テストステロン（TT）であるが、男性健診受診者
のデータベース解析の結果、これら種々のテストステロン関連指標の中で、MetS の予測マーカーとしては、インス
リン抵抗性病態との関連が示唆される SHBG の結合分画を多く含む TT が優れていたが、縦断的解析においては観察
開始時の SHBG 低値が優れていた。また同データベース解析の結果、高尿酸血症、肝線維化マーカー FIB-4index との
関連においても、SHBG との関連を認めた。近年 SHBG 過剰発現動物モデルにおいて脂肪蓄積抑制作用や抗炎症作用
が報告されているが、機序詳細は未だ不明である。MetS 予防については、生活習慣改善努力はテストステロン上昇
につながり有用であるが、テストステロン補充による心血管予防効果に関しては、現時点では結論し得ず、多血症や
血栓症に対する注意が必要である。

SY3-2
あなたの細胞の Y 染色体が欠失している！

○八谷　剛史
順天堂大学遺伝子疾患先端情報学講座

ゲノムは、加齢に伴い、老化する。テロメア長は短くなり、また、DNA の損傷が蓄積される。なかでも、高齢男性に
頻繁に観察されるゲノムの加齢性変化が、Y 染色体のモザイクロス（mosaic loss of chromosome Y; mLOY）だ。通常
の男性の細胞には、1 〜 22 番の常染色体が 2 本ずつと、X 染色体と Y 染色体が 1 本ずつで、合計 46 本の染色体が含
まれている。ところが、一部の細胞から、Y 染色体だけが失われ、45 本の染色体しか持たない細胞が生じてしまうこ
とがある。そのような Y 染色体を欠いた細胞が一定の割合（全細胞の 20% ほど）まで増えた状態を、mLOY と言う。
不思議なことに、Y 染色体を欠いた細胞は、他の染色体を欠いた細胞よりも、ずっと多く観察される。
我々が 25,000 名超の日本人で mLOY を調べたところ、mLOY が認められる男性の割合は、65 歳未満では 1% 未満であっ
たが、70 代では約 5%、80 代では約 20%、そして、90 代では 40% を超えていた。mLOY が認められる男性では、癌
死亡やアルツハイマー病罹患のリスクが 3 〜 5 倍ほど高くなる。たった 72 個の遺伝子しか乗っていない小さな Y 染
色体が失われると、加齢性疾患のリスクが高まってしまう。
近年のゲノム研究によって、mLOY が生じるメカニズムが明らかになってきた。細胞周期チェックポイントに関与す
る複数の遺伝子が、mLOY の発生に関わっているようだ。細胞周期チェックポイントがルーズになると、Y 染色体欠
失細胞の複製が見逃されるようになるのかもしれない。また、成熟した血液細胞で mLOY が生じるのではなく、未分
化な血液細胞で mLOY が生じるようだ。Y 染色体を欠いた未分化細胞は、増殖能が高まり、クローン増殖を経て、一
定の割合を占めるようになるのかもしれない。我々はさらに、局所性の放射線治療が、mLOY の発生に関与している
ことを発見した。放射線による DNA 損傷が、mLOY を引き起こすと考えられる。
まとめると、mLOY はゲノムの老化現象のひとつであり、新たな老化バイオマーカーとなる可能性を秘めている。
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SY3-3
女性に対するテストステロンの作用

○岩佐　　武、河北　貴子
徳島大学大学院医歯薬学研究部産科婦人科学分野

性腺ホルモンは生殖機能の維持の他、栄養代謝調節機能など複数の神経・生理機能に関わる。女性においてエストロ
ゲンは適正な栄養代謝機能の維持に重要な役割を果たす。一方、性成熟期の女性においてアンドロゲンは摂食量や脂
肪量を増加させ栄養代謝疾患の発症リスクを高めるが、閉経後女性におけるアンドロゲンの作用については一定の見
解が得られていない。また、男性においてアンドロゲンは栄養代謝機能に良好な作用を及ぼすことが知られている。
このようなアンドロゲン作用の性差や年代差の原因について、これまではアンドロゲン濃度の違いで説明されること
が多かった。これに対して、我々はエストロゲンとアンドロゲンの相互作用という観点から動物実験を行い、アンド
ロゲンがエストロゲン存在下では摂食量・体重・脂肪量を増加させるのに対して、エストロゲン非存在下ではこのよ
うな作用を及ぼさないこと、およびこれらの事象に中枢・末梢における複数の因子が関わることを明らかにした。また、
アンドロゲンがエストロゲン存在下では高脂肪食に対する嗜好性を増加させるのに対して、エストロゲン非存在下で
はこのような作用を及ぼさないことを明らかにした。これらの結果から、女性においてアンドロゲンはエストロゲン
の作用を阻害することで栄養代謝疾患のリスクを高める可能性が示唆された。また、我々は DOHaD の観点から実験
を行い、アンドロゲンの栄養代謝に対する作用が胎仔期の低栄養環境によって増強されることを明らかにした。この
変化は低栄養環境下での生存には有利に働くが、飽食の現代においては栄養代謝疾患の発症リスクをより高める要因
になると予想される。これらの研究結果は、生殖医療、更年期医療、性差医療において、病態解明や治療法の確立の
一助になり得ると考えられる。本シンポジウムでは一連の研究について紹介する。

SY3-4
がんサバイバーの男性医療

○堀江　重郎
順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学

小児と 15 〜 39 歳の思春期・若年成人、いわゆる AYA 世代におけるがん治療は、がんの治癒後の生活に大きな影響
を与えることが知られている。がんの診断、治療を受けたものすべてを、がんサバイバーと呼んでいる。海外の調査
では、AYA 世代のがんサバイバーは、喫煙率、肥満、慢性疾患の頻度が健常者群より高く、また日常生活における精
神面、身体機能面はともに対照群より悪い状態にあると報告されている。がん治療は、生殖機能に影響を与えること
から、AYA 世代のがん治療において、治療開始前から男性の妊孕性への影響を考慮することが必要である。一方小児
期では、がん治療そのものについて親が患者にその内容を詳しく話していないこともあり、詳細な病歴聴取からはじ
めてわかることがある。小児がん、AYA 世代のがんサバイバーではその後の人生において適切なフォローを受ける機
会が少なく、生殖機能についての情報が欲しい、あるいは妊孕性について相談したいという声が多い。現実には、が
んサバイバーの男性は半数は妊孕能が低下している。がんサバイバーの男性医療について、現状を報告する。
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シンポジウム 4

6 月 25 日（金）　第 5 会場　（2F　Room B-1）

神の領域に迫るゲノム編集 9：00 ～ 10：30
座長：赤澤　　宏（東京大学大学院医学系研究科循環器内科学） 
　　　茂木　正樹（愛媛大学大学院医学系研究科薬理学）

SY4-1
ゲノム編集技術の最新動向

○真下　知士
東京大学医科学研究所実験動物研究施設先進動物ゲノム研究分野

ゲノム編集はバイオサイエンスや医薬開発研究の ‘ 革命 ’ 的技術である。ゲノム編集ツールの開発、エピゲノム編集、
遺伝子転写調節、細胞スクリーニングなどに、次々と研究開発利用がなされている。大学、研究機関や製薬企業、ベ
ンチャーによる、ゲノム編集を使った遺伝子治療、細胞治療、創薬の開発競争が激しくなっている。一方で、ゲノム
編集に関する規制やガバナンス、リスクマネジメントなども重要な検討課題である。本シンポジウムでは、我々が最
近開発した日本発の新規ゲノム編集ツール CRISPR-Cas3 について紹介する。また、CRISPR-Cas3 を使った新型コロナ
ウイルスの迅速診断法 CONAN についても紹介したい。CRISPR-Cas3 は、生命科学分野の基盤技術になり得る成果と
して、農水産業における品種改良、遺伝子治療、再生医療での新規治療法開発など、幅広い産業分野においての活用
が期待されている。

SY4-2
ゲノム編集を用いた老化モデル動物の開発

○高橋　　智、水野　聖哉、杉山　文博
筑波大学医学医療系トランスボーダー医学研究センター

ゲノム編集技術を用いることにより、ES 細胞を使用することなしに遺伝子改変マウスを迅速に作製することが可能と
なっている。我々が所属する筑波大学生命科学動物資源センターでも、研究者からの依頼を受けて、様々な遺伝子改
変マウスを受精卵を用いたゲノム編集により作製し、提供している。老化研究においても様々なマウスが作製されて
利用されている。生体内の老化現象を詳細に解析するためには、老化細胞を同定する必要があるが、老化細胞の指標
となる遺伝子を改変して、老化細胞を可視化できるレポーターマウスが複数報告されている。また、老化を促進する
と考えられる遺伝子をトランスジェニックにより過剰発現させること、あるいは、老化に伴い発現が減少する遺伝子
をノックアウトすることにより、老化モデルマウスが作製されている。本講演では、レポーターマウス、トランスジェ
ニックマウス、ノックアウトマウス、コンディショナルノックアウトマウスなど、ゲノム編集を含めた遺伝子改変技
術を用いて作製された老化モデルマウスの実例を紹介したい。
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SY4-3
遺伝子治療技術としてのゲノム編集

○三谷 幸之介
埼玉医科大学医学部ゲノム応用医学

ここ数年、日米欧における遺伝子治療薬の承認が進み、遺伝子治療が再び脚光を浴びるようになった。それと並行して、
ゲノム編集技術の進歩により、従来の遺伝子治療（いわゆる遺伝子付加治療）では困難であった遺伝子ノックアウト
や正確な遺伝子修復による治療ストラテジーも可能になっている。海外では既に約 50 のゲノム編集治療の臨床試験
が行われているが、現在のところは、遺伝子修復よりも効率が高い遺伝子ノックアウトによるストラテジーが、また、
リスクベネフィットの点から先天性疾患よりもがんに対する治療への応用が大半を占める。しかしながら、キメラ抗
原受容体発現 T 細胞のユニバーサル化やβグロビン異常症の治療など、安全性だけでなく治療効果が示されたプロト
コールも報告されはじめた。ゲノム編集の臨床応用には、従来の遺伝子治療の持つ遺伝子導入効率やベクター・治療
遺伝子に対する免疫応答などの課題に加えて、人工ヌクレアーゼのオフターゲット活性などによる DNA 変異導入の
リスクや人工ヌクレアーゼに対する免疫応答など、ゲノム編集技術に特有の課題が加わる。より広範な疾患に対する
治療法として確立するためにはさらなる技術の開発の余地があり、これから更に発展する領域であることは間違いな
い。本講演では、ゲノム編集治療のこれまでの代表的な前臨床並びに臨床試験の現状を紹介するとともに、明らかに
なってきた技術的な課題について解説する。

SY4-4
抗加齢ゲノム編集療法と倫理的課題

○石井　哲也
北海道大学安全衛生本部

哺乳類の中でヒトの寿命は比較的長い。また、身体の中で老化は不可逆に進むが、その進行には個人差がみられる。
多細胞生物であり、様々な環境で長期間活動するヒトの老化の根本原因を細胞老化に求め、ゲノムの構造、エピジェ
ネティックな遺伝子の働きの調整に着眼した科学研究が進んでいる。一方、海外では、すでに老化抑制を目指してゲ
ノムのテロメア短縮を防ぐべく遺伝子導入する臨床試験が行われている（例えば　NCT04133649）。だが、その科学
的合理性に疑義もある。
近年、特定塩基配列に結合するように作成したヌクレアーゼなどを利用するゲノム編集は世界的に普及し、2020 年、
CRISPR/Cas9 を開発した研究者はノーベル化学賞を受賞した。今年、CRISPR/Cas9 を利用して老化関連遺伝子として
KAT7 が見いだされ、これを標的とする Cas9 を導入した老化マウスと早老症モデルマウスで健康や寿命の改善がみら
れたという。*　今後、抗老化を目指した遺伝子への介入療法の開発は一層活発になるであろう。しかし、人への遺伝
子介入についてかねてから倫理的問題が指摘されてきたに留意する必要がある。特に、遺伝子改変により、ある形質
を付与した人を誕生させる生殖細胞系列への遺伝子改変は、医学的、倫理的、法的、社会的に問題であるとされている。
対して、遺伝子疾患や難治がんの患者の体細胞への遺伝子治療は国内外でいくつかの製品が承認されている。その一
方、スポーツの分野では公平で公正な競技を妨げるなどの理由で遺伝子ドーピングはゲノム編集も含めて禁止されて
いる。研究の急速な進歩を考えれば、抗老化を目指す遺伝子療法やゲノム編集療法をどう扱うべきか社会的議論を深
めなければならない。本講演では不可逆な老化現象へ不可逆的に遺伝子介入する倫理社会的含意などを中心に、ゲノ
ム編集などの遺伝子介入を利用する療法の倫理的課題を考察する。*DOI: 10.1126/scitranslmed.abd2655
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シンポジウム 5

6 月 25 日（金）　第 6 会場　（1F　Room C-1）

高年齢女性の臨床における諸問題 9：00 ～ 10：30
座長：髙松　　潔（東京歯科大学市川総合病院） 
　　　大須賀　穣（東京大学大学院医学系研究科産婦人科）

SY5-1
高齢女性のフレイル・ロコモ対策

○大江　隆史
ＮＴＴ東日本関東病院

ロコモの概説）
ロコモとは運動器の障害のため、移動機能の低下をきたした状態で、進行すると介護が必要となるリスクが高まるものである。
ロコモを構成するのは、１）運動器に起こる骨粗鬆症、変形性関節症などの運動器疾患、２）痛みや、運動器の機能低下、３）
１）や２）によって引き起こされる移動機能低下、４）３）が増悪することによる、生活活動・社会参加の制限、要介護状態
である。
ロコモの判定は 3 つのロコモ度テストによってなされる。ロコモなし、ロコモの始まりである「ロコモ度１」、移動機能低下が
進行した「ロコモ度２」、移動機能低下が社会参加に支障を来すまで進行した「ロコモ度３」のどれかに判定される。
フレイルとロコモとの関係）
フレイルには、身体的フレイル、精神・心理的フレイル、社会的フレイルがあるとされる。身体的フレイルの多くの部分を占
めるのが、運動器が原因の身体的フレイルである。日本整形外科学会は、「ロコモ度 3」を、運動器が原因の身体的フレイルに
該当するレベルとして策定した。身体的フレイルの対策には「ロコモ度３」への対策を使っていただくのが良いであろう。こ
れには、手術療法も含まれる。
女性とロコモ）
　ロコモを構成する疾患のうち、女性が男性に比べて有病率が高いのは、骨粗鬆症と変形性膝関節症である。
　骨粗鬆症では、子供のころからの運動などで成人になった時の最大骨量を上げること、更年期では急激な骨量減少をきたさ
ないことが大切である。骨を「自然の老化」に任せず、１）年齢相応の骨密度で良しとしない、２）50 歳になったら骨密度を
測定し自分の骨密度を知る、３）50 歳以降に骨折したら骨強度が低下している可能性があるので、骨粗鬆症が原因の骨脆弱性
骨折を疑う、４）骨折が治っても骨粗鬆症があれば薬物療法を継続する、ことが大切である。
　変形性膝関節症とメタボに関係する疾患などとの関係が分かっており、高血圧・過体重・糖尿病・認知症などの予防や治療
が変形性膝関節症のリスクを低減させる可能性がある。

SY5-2
高齢女性とセクシャリティ

○望月　善子
もちづき女性クリニック

　セクシャリティとは広辞苑（第 6 版）によると、性に関わる身体的行為や表象の総体。特に性衝動・性的指向性・性的関心・
性的能力・性的魅力などをさす、と記載され、ジェンダー研究の上野千鶴子氏によれば「人間の性行動にかかわる心理と欲望、
観念と意識、性的指向と対象選択、慣習と規範などの集合をさす」と定義している。すなわち、医療の臨床現場におけるセクシャ
リティに関する訴えは、身体症状の異常としてだけで捉えるのではなく、性交疼痛症が ICD-10 の「精神および行動の障害」に
含まれていることからも、心身相関の異常としていわゆる心身症として表現されるものも含まれることを理解する必要がある。
また、女性性機能障害（female sexual dysfunction :FSD）は DSM 5 でオルガズム障害、性的関心・興奮障害、性器－骨盤痛・
挿入障害、物質・医薬品誘発性性機能不全、他の特定される性機能障害、特定不能の性機能障害の 6 つに分類されている。し
かし、そもそも、日本では「性的なもの」には負のイメージがあり、淫らなこと、悪いこと、いやらしいこと、恥ずかしいこ
となどとして受け止められているので、医療者側からの積極的な問いかけが不可欠となることは言うまでもない。
　閉経によるエストロゲンの低下は膣粘膜の萎縮・菲薄化を招き、自浄作用の低下をもたらす。その結果、容易に細菌感染を
引き起こし、膿性帯下の増加、性交痛・出血などの症状が現れる。北米閉経学会によると、閉経後女性の 10 〜 40％が性器萎
縮による不快感を感じ、その約 40％が性交痛を訴えているという。この閉経によるエストロゲン分泌低下によって生じる腟・
外性器と下部尿路のトラブルを GSM（Genitourinary syndrome of menopause：閉経関連尿路生殖器症候群）と呼び、症状や
病態を包括的に説明する概念として注目されている。 　本講演では、加齢による身体の変化と女性性について復習し、GSM の
診断〜治療、FSD 治療の最新エビデンスについて解説する。
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SY5-3
骨盤臓器脱 : POP な世界 - 形態は機能に従う -

○市川　雅男
日本医科大学産婦人科

　" 形態は機能に従う " は、米国の著名な建築家の言葉であり、「機能性を追求すれば、おのずとそれは良いデザイン
になる」といった意味。しかし、この言葉はデザインの世界だけでなく、もっと広く一般に適用できると思う。飛行
機や鳥、船や魚、ある特定の機能に特化した物はそれぞれ同じような形態に収束する。そして、それらは大抵シンプ
ルで美しい。一方、その形態が損なわれた時、その物の機能も著しく低下する。人は年を取ると、背中が曲がり、頬
も垂れてくる。すなわち、形態が変化する。それは、美しく年をとった結果で誇らしいことではあるが、機能的には劣っ
たと言わざるをえない。やはり、背中は真っ直ぐな方が早く歩ける。
　骨盤臓器脱 (Pelvic organ prolapse: POP) は、まさに骨盤臓器を支える骨盤底の形態が著しく損なわれた疾患と言え
る。その結果、性機能障害、尿失禁、そして排便障害などの機能障害が生じる。骨盤底を構成するのは、恥骨頸部筋膜、
直腸腟筋膜、仙骨子宮靱帯等の筋膜群、そして肛門挙筋のような筋群である。それらは骨盤隔膜といって、横隔膜の
ように半球状の形態（この場合、上下が逆）を保つことによって、腹腔内臓器の重さを支えている。これ以外にも、
円柱形、平面状、翼状形といった形態が骨盤底を構成し、体を支えている。これらの損傷は骨盤臓器脱の原因となる。
骨盤臓器脱は多種多様な表現形があるが、それは損傷した部位の組み合わせが、患者毎に違うからだ。逆をいえば、
損傷部位を正確に特定し、それらの形態を正常状態に復元することが出来れば、その骨盤臓器脱を治療出来る。そして、
失われた機能回復が期待出来る。今回は、骨盤臓器脱を理解する上で、重要な骨盤底を形成する組織構造の新しい知
見と、どのような治療法があるのかを紹介する。そして、皆さんに、骨盤臓器脱という病気がどのような病気かとい
うことと、それがしっかり治療出来る病気であることを知ってもらえれば幸いである。

SY5-4
高年齢女性における甲状腺機能異常の健康への影響について

○吉原　　愛
伊藤病院内科

甲状腺ホルモンは代謝を司る重要なホルモンである。甲状腺ホルモン、甲状腺刺激ホルモン (TSH）の測定にて甲状腺
機能評価を行うが、TSH は年齢とともに基準範囲上限が高くなることが知られている。
甲状腺中毒症では、高齢者では体重減少が受診の契機となることが多い。バセドウ病、機能性結節の場合には積極的
な治療が必要であり、無痛性甲状腺炎の場合には一過性で軽快するため治療は不要である。甲状腺機能亢進症では、
心房細動、骨粗鬆症のリスクが高く、閉経後バセドウ病女性における骨粗鬆症の頻度は 54％であった。治療による甲
状腺機能正常化にともない骨量は回復傾向となるものの 1 年以上要する。
甲状腺機能低下症では、記銘力の低下、浮腫、心不全、筋痛、脂質異常とも関連している。甲状腺ホルモンの補充に
より症状は改善する。
甲状腺ホルモンは正常で TSH が基準範囲外を示す状態を潜在性甲状腺機能異常と呼ぶ。甲状腺ホルモンが正常である
ため、症状は呈さず検査をして初めて診断される。TSH が基準範囲より低い場合には潜在性甲状腺機能亢進症の診断
となり、大規模な検討にて骨吸収の増加に伴う骨粗鬆症、骨折率の上昇が報告されている。また、前向きコホート研
究のメタアナリシスにて、心房細動のリスクに有意に関連があることがしめされ、60 歳以上では特に有意であった。
また、心不全や冠動脈疾患、認知機能障害との関連性も報告されている。TSH が基準範囲より高い場合には潜在性甲
状腺機能低下症と診断する。TSH の年齢ごとの基準範囲を加味して判断する。潜在性甲状腺機能低下症については、
心血管疾患、認知症のリスクが高くなるとの報告があるが、一方でそれを否定する報告もあり、統一した見解には至っ
ていない。また、甲状腺ホルモン補充によりこうしたリスクが減じるかも報告によりまちまちである。高齢者におい
ては、TSH 高値がむしろ長寿に関連しているとの報告もあり、潜在性甲状腺機能低下症の治療介入の目安は TSH が
10 μ IU/ml 以上の場合としていることが多い。
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6 月 25 日（金）　第 2 会場　（1F　アネックスホール 1）

肥満症診療・研究の新展開 10：40 ～ 12：10
座長：益崎　裕章（琉球大学大学院医学研究科内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座（第二内科）） 
　　　小川　　渉（神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科）

SY6-1
2 型糖尿病に対する代謝改善手術の現状とその効果発現機序

○内藤　　剛1、牛久　英樹2、細田　　桂2、田中　直樹3、井本　博文3、山下　継史2、比企　直樹2

1北里大学医学部下部消化管外科学、2北里大学医学部上部消化管外科学、3東北大学大学院消化器外科学分野

減量手術は術後早期より糖尿病 (DM) などの代謝性疾患に対する劇的な改善効果をもたらすことが分かっており、近
年では代謝改善手術として注目されつつある。減量・代謝改善手術は摂食量を制限する摂食制限手術とこれに消化管
バイパスなどを付加して吸収抑制を目的とした吸収抑制付加手術に大別される。海外での臨床研究では DM 改善効果
は摂食制限手術よりも吸収抑制付加手術において高いことが示されており、代謝改善を主目的とする場合はバイパス
術を行うことが多い。我国では摂食制限手術である袖状胃切除術 (SG) のみが保険収載されており、十二指腸空腸バイ
パス術 (DJB) を付加したスリーブバイパス術 (SGB) は先進医療として一部の施設で行われているのみである。我々は
かねてより DJB の DM 改善効果に関する検討を行っており、肥満糖尿病自然発症ラットにて DJB の胆膵脚 (BPL) を長
くすると DM 改善効果が高くなり BPL を切除することでその効果がキャンセルされることを報告した。さらにこの機
序には GLP-1 などの消化管ホルモンのほかに血中胆汁酸濃度の上昇が関与していることが示唆された。胆汁酸は肝細
胞中で FXR を介して G6Pase や PEPCK さらには脂肪酸合成を支配する転写因子 SREBP1c などの活性を抑制する。ま
た褐色脂肪細胞では TGR5 を介して UCP1 の発現を亢進させエネルギー消費を上昇させる。これらがバイパス術にお
ける DM 改善効果の発現機序であると考えており、このような背景から重症糖尿病例ではバイパス術導入が必須であ
ると考えている。実際 LSG と LSGB の術後 1 年の DM 改善効果に関する比較研究では、全症例の 1 年後 DM 改善率は
82.9% で術式間に有意差を認めなかった。しかし DM 重症度別に DM 改善予測スコアである ABCD スコアで分けて同
様の検討を行ったところ ABCD ≧ 6 では DM 改善率 94.8% で術式間に有意差はないものの、ABCD ≦ 5 あるいはイン
スリン使用例では DM 改善率は LSGB で有意に高い結果であった。以上より重症 DM 症例では LSG のみでは十分な効
果が得られない症例もあることから、今後我国でも LSGB などの吸収抑制手術の導入は必要であると考える。

SY6-2
減量・代謝改善手術の実践と工夫：QOL の向上を目指して

○北浜　誠一
社会医療法人愛仁会千船病院肥満・糖尿病内分泌センター、糖尿病・減量外科

本邦でも減量・代謝改善手術（以下、減量手術）件数が年々増加し、2020 年には国内での実施施設数が 60 を超える
までとなった。減量手術は高度肥満に対する根本治療であり、一度に複数の肥満関連健康障害を改善させうる強力な
治療効果がその長所である。国内では、唯一保険収載のある腹腔鏡下スリーブ状胃切除術 (LSG) が術式の 95％を占め
る。LSG はシンプルで安全性の高い術式であり、現在世界で最も多数行われる術式となったが、弱点の一つに逆流性
食道炎（GERD）があり、内服加療で効果が不十分な場合には修正手術が必要となる。本邦では減量手術の保険収載
の整備が諸外国と比べ遅れており手術件数に偏りがあるが、一般には GERD を伴う症例の減量手術は胃バイパスが望
ましいとされており、既に進行した糖尿病を伴う場合にはスリーブバイパス術が良い選択肢となる。我々は 2016 年
より減量チームを立ち上げ減量手術を開始し、 2018 年に肥満外科治療施設認定を取得。これまで 265 例の肥満外科手
術を行ってきたが、消化管バイパス術についても症例に応じて積極的に対応し、患者の QOL を可能な限り高めるこ
とを目標の一つとしてきた。高度肥満症患者に安全に手術を行い、術後も適切にフォローアップを行うにはチーム医
療が必須となる。専門家が集まるだけでなくチームが有機的に活動を行うためには、外科医がリーダーシップをとり、
手術適応を柔軟に判断すること、また、チームの橋渡し役となる減量コーディネーターを配置することで患者満足度
が向上し円滑な医療を提供できるようになった。術前後に各種問診票を用いて心理学的な側面や満足度の評価を行い、
必要があれば臨床心理士によるカウンセリングでの対応も行っている。精神疾患を含め複数の疾患因子が絡むため一
般化が難しい高度肥満症治療において、QOL に配慮しながら個別診療を追求することが、減量手術がより一般に受け
入れられていくための鍵になると考えている。
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SY6-3
加齢と肥満―共通の分子メカニズムを標的とした治療開発

○清水　逸平
順天堂大学大学院医学研究科循環器内科

老化は一定の制御機構を伴うが、ほぼ同じ時相で全身の臓器が機能低下をきたす分子基盤は未だ不明である。血液中
に存在するタンパク質や代謝性物質が「加齢同期」の中心的役割を担い、老化に伴う病的側面を促進している可能性
が想定される。メタボローム解析を用いた検討により、心不全や肥満、加齢に伴い機能不全に陥った臓器に由来する
代謝物質が血液中で増加することがわかった。加齢や加齢性疾患に伴い血液や臓器で増加する代謝物質のうち、老化
形質を促進する代謝物質が存在することも明らかとなり、これらを「老化促進代謝物質 (Senometabolite)」と位置づ
け「加齢同期 (Sync aging)」の中心的基盤を形成するという仮説のもと、その制御メカニズムと病的意義の解明に挑
むこととした。加齢性疾患の一つである心不全に着目し検討を行なった。重症心不全の予後は依然として不良であり、
新たな治療標的や治療コンセプトの創出が急務である。心不全モデルマウスの、褐色脂肪をはじめとする主要代謝臓
器や血液サンプルを用いてメタボローム解析を行なった結果、酸化型コリンが心不全及び老化モデルマウスの血液中
で上昇することがわかった。酸化型コリンによりミトコンドリア不全が生じ、心不全やサルコペニアの病態が増悪す
ることが強く示唆されている。肥満モデルの血液中で線維化促進分子が増加し、非アルコール性脂肪性肝炎モデルマ
ウ ス の 肝 臓 の 線 維 化 を 促 進 す る こ と も わ か っ た。 本 分 子 は 加 齢 と 共 に 上 昇 す る た め「 老 化 促 進 タ ン パ ク 質
(Senoprotein)」という概念で捉え、収縮能が保たれた心不全 (HFpEF) の病態に関与するか現在検討を重ねている。こ
れまでの検討により、Senometabolite 及び Senoprotein といった老化促進分子 (Senocule) が老化及び老化モデルの
血液中で上昇し、加齢同期及び病態の進行に関与することが明らかになりつつある。本発表の機会を通して Sync 
aging、Senocules について考えてみたいと思う。

SY6-4
診療録直結肥満症データべース―医療ビッグデータ時代の肥満診療―

○小川　　渉
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学

肥満症は様々な健康障害の基盤となるが、どの程度の肥満によってそれぞれの健康障害が発症するかといった知見の
収集は十分ではなく、肥満症診療の実態についての情報も少ない。
日本肥満学会では肥満症の臨床情報収集を目的に、SS-MIX2 を活用した診療録直結型肥満症データベース（Japan 
Obesity Research Based on electronIc healTh record, J-ORBIT）の開発を進めている。SS-MIX2 は厚労省などが整備を
進めてきた電子カルテデータのバックアップシステムであり、多くの大規模病院の電子カルテ情報は日々 SS-MIX2 に
保存されている。ただ、SS-MIX2 に保存されるのは検体検査や処方などのコード化されたデータ（構造化データ）で
あり、我々がカルテ内にタイピングで記載する病歴や症状、身体所見などの「非構造化データ」は、そのままの形で
は保存できない。
J-ORBIT では、肥満症に関する診療情報を記載できる肥満症診療テンプレートを電子カルテに組み込むことにより、「非
構造化データ」を「構造化データ」に変換するシステムを作成した。これにより検体検査や処方などとともに、日々
の診療情報が SS-MIX2 内に保管され、定期的にデータセンターへ送信・蓄積される。すなわち、電子カルテを用いて
日常診療を行うだけで、情報が蓄積されるシステムが構築された。このシステムは 2021 年 6 月現在で、神戸大学、
東京大学、国立国際医療研究センターの 3 施設の電子カルテに導入されているのみであるが、今後 5 年程度で 20 程
度の施設から、数万人規模のデータが継続的に収集できるシステムの構築を目指している。
肥満症は多くの診療科と関わる疾患であり、肥満症の臨床情報は、様々な疾患の診療や研究に活用できる。また、今後、
他領域でもテンプレートを用いた診療が開始される際には、今回開発したテンプレート間相互転記システム等を活用
すれば、分野や診療科間横断的に医療情報の収集が可能となると考えられる。このようなシステムは、今後の医療ビッ
グデータ時代の診療・研究に貢献するものと考えられる。
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6 月 25 日（金）　第 3 会場　（1F　アネックスホール 2）

口腔から始める COVID-19 対策の最前線 
～抗ウィルスのメカニズムから感染予防まで～ 10：40 ～ 12：10

座長：斎藤　一郎（鶴見大学歯学部病理学講座） 
　　　阪井　丘芳（大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能治療学教室）

SY7-1
唾液を用いた COVID-19 診断技術の開発

○豊嶋　崇徳
北海道大学病院検査輸血部

新型コロナウイルス感染症の診断は、インフルエンザのように鼻咽頭や中咽頭からのスワブ検査が必要だと誰もが思
い込んでいた。しかし、2020 年春の感染拡大により、一気にスワブ検体採取者や感染防御具が不足し、PCR 検査の
実施が困難になっていった。そんなさなか、ふとしたきっかけで唾液検査を考える出来事があり、今日の唾液検査の
確立へと繋がっていった。唾液検査の導入によって、検査の間口が開かれ、さらには PCR のみならず、より迅速な検
査法も開発されることになった。現在では検体数、スピード感、罹病率などさまざまな状況に応じて検査法を選択で
きるようになった。また自己唾液採取による、ヒトと接することなく診断が可能となった。本講演では、本研究の経
緯と最新の成果を紹介する。
　

SY7-2
除菌消臭剤 MA-T のメカニズム解明に基づく酸化制御技術の開発と応用

○井上　　豪
大阪大学

　MA-T は 除 菌・ 消 臭 剤 の カ テ ゴ リ ー 名 称 の １ つ で あ り、「 要 時 生 成 型 亜 塩 素 酸 イ オ ン 水 溶 液（Matching 
Transformation System）」の略称である。株式会社エースネットが 17 年の歳月をかけて開発した除菌・消臭剤のシス
テムで、ANA、JAL、PEACH など日本のほぼ全ての航空機や多くのホテル等でも採用されているほか、羽田国際線ター
ミナルの 100 ヵ所以上のトイレで常時噴霧されていることでも知られている。　大阪大学では、MA-T の作用メカニ
ズムを解明したことを機に、2019 年 9 月から独立研究開発法人科学技術振興機構（JST）研究成果展開事業 産学共創
プラットフォーム共同研究推進プログラム（OPERA）に採択され、革新的酸化剤を活用した様々な実用化研究を推進
している。　2002 年、2012 年にそれぞれ流行した SARS コロナウイルスおよび MERS コロナウイルスに対し、0.01%
の MA-T を含む水溶液が有効に作用して不活化できることが大阪大学微生物病研究所の松浦教授らのグループによる
１分間の接触試験にて実証されていた。今回、同グループによって新型コロナウイルス SARS-COV2 に対しても有効
に働き、１分間に 99.98% のウイルスを不活性化できることが判った。また、大腸菌のほか、多剤耐性菌アシネトバ
クターや黄色ブドウ球菌（MRSA）に対しても低濃度でも有効であることが判明した。MA-T は水系の除菌・消臭剤で
あり、水分が蒸発しても水を再添加すれば活性が復活すること、10 年以上も活性が保持され、災害対策にも適してい
ることなどが判ってきた。一方、様々な安全性試験のほか、ヒト由来の細胞モデルを用いた実験において比較的高濃
度の領域まで刺激性のないことも明らかとなっている。
　本講演では、MA-T を活用した二次感染対策のほか、OPERA で展開中の幅広い応用例についても紹介する。
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SY7-3
MA-T 成分を応用した口腔ケア用品の開発とその特徴について

○阪井　丘芳
大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能治療学教室

　COVID-19（coronavirus disease 2019）において、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）が感染する際、宿主細胞側
に存在する受容体として、ACE2（アンジオテンシン変換酵素 2）が知られています。遺伝子データベースでは、肺と
同様に、唾液腺にも ACE2 が発現することが示唆され、唾液 PCR 検査の有効性を示す論文も増えてきました。しかし、
実際に唾液腺組織に ACE2 が発現する根拠論文は報告されていませんでした。
　そこで我々は、ヒト口腔・咽頭粘膜に存在する小唾液腺・大唾液腺の導管上皮に ACE2 タンパクが著明に発現する
ことを世界で初めて明らかにしました。本結果により、SARS-CoV-2 は肺に直接感染するケースと唾液腺に感染する
ケースが考えられるようになりました。健康な若年者の場合、無症候感染や軽症患者として飛沫を拡散します。そして、
後遺症も比較的少なく治癒していきます。しかし高齢者や呼吸器疾患患者は、感染すると自らの唾液を誤嚥（不顕性・
顕性）し、呼吸器感染し重篤化する傾向があります。免疫機能だけでなく口腔機能の差違により、症状の悪化が生じ
る可能性が示唆されました。
　これまでの医療では、誤嚥性肺炎を防ぐため、ドライマウス患者に対して口腔ケア活動を行ってきました。ドライ
マウス患者の口腔は汚れやすく、肺炎になりやすいと言われています。そこで我々は新たな COVID-19 対策を考え、

「MA-T」（要時生成型亜塩素酸イオン水溶液）を用いた口腔ケア用品を開発しました。MA-T は、画期的な触媒技術に
より通常はほぼ水に近い状態でありながら、ウイルスや菌などがある時だけ姿を変えて攻撃し分解する、高い安全性
と強い除菌力を両立させた除菌剤です。コロナ禍におけるオリンピック・パラリンピックのような大規模集会の再開
に向けて、感染拡大の制御について議論し新たな対策方法を提案していきたいと思います。
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6 月 25 日（金）　第 5 会場　（2F　Room B-1）

酸化ストレスの基礎研究より抗加齢医学を考える 10：40 ～ 12：10
座長：市川　　寛（同志社大学大学院生命医科学研究科） 
　　　藤井　順逸（山形大学大学院医学系研究科生化学分子生物学）

SY8-1
老化物質 AGEs と抗加齢医学との関わり

○永井　竜児、勝田　奈那、富永　悠幹、伴　　郁穂、加藤 紗優里、田中 誠太郎、須川 日加里
東海大学農学部バイオサイエンス学科食品生体調節学研究室

メイラード反応は食品の保存時や加熱調理時の褐変反応として見いだされ、食品化学の分野で研究がなされた。その後、
糖尿病の臨床マーカーであるヘモグロビン A1c やグリコアルブミンがメイラード反応の前期生成物であることがわか
り、さらには本反応後期生成物と同様の蛍光性物質が脳硬膜に加齢に伴って蓄積することが報告され、生体におけるメ
イラード反応が注目されるようになった。本反応は、タンパク質に糖質が非酵素的に結合することから、より簡便に「糖
化」とも言われ、後期生成物である AGEs の和名は「終末糖化産物」に統一されつつある。生体のタンパク質は側鎖が
陽性あるいは陰性のアミノ酸の相互作用も立体構造を決める要因となるが、陽性荷電を有するリジン、アルギニンの側
鎖が糖化を受け、例えば陰性荷電を持つ Nε-(carboxymethyl)lysine (CML) が生成すると、側鎖の荷電がプラスからマイ
ナスとなる。その結果、タンパク質の立体構造に多大な影響を与え、酵素の活性変化や骨格タンパク質の変性の原因と
なる。メイラード反応が報告されて 100 年以上が経過するが、生体における AGEs の正確な測定は依然として困難であ
る。これまでに我々は、加熱前処理を必要とする酵素的な AGEs の測定法では人工産物由来の AGEs を測定してしまう
こと、代謝経路によって生成する AGEs 構造は異なることを報告した。今回、コラーゲン特異的に生成する Nε

-(carboxymethyl)arginine (CMA)、糖尿病で促進するポリオール経路から生成する Glucoselysine、ミトコンドリアの機
能異常で生成する S-(2-Succinyl)cysteine (2SC) など、それら構造の生成と疾患との関連について紹介したい。

SY8-2
セレノプロテインと抗加齢医学－糖尿病とレドックス制御

○斎藤　芳郎
東北大学大学院薬学研究科代謝制御薬学分野

必須微量元素である “ セレン ” は主にセレノシステイン（Sec：システインの硫黄がセレンに置き換わったアミノ酸）の形
でタンパク質中に含まれる。Sec を含むタンパク質は “ セレノプロテイン ” と総称され、活性酸素種を還元無毒化するグ
ルタチオンペルオキシダーゼ（GPx）や、チオレドキシン還元酵素など、抗酸化システムやレドックス制御において要と
なるタンパク質に含まれる。セレン欠乏に伴うセレノプロテインの減少は、酸化ストレスが関与する様々な障害を誘導す
ることが知られる。一方、近年過剰なセレノプロテインと疾患との関わりも複数報告されるようになった。血漿中に存在
する主要な Sec 含有タンパク質セレノプロテインＰ（SeP）は主に肝臓で合成され、血漿中に分泌される。SeP は 10 残基
の Sec を含むユニークなタンパク質であり、N 末端側に存在する Sec
は過酸化リン脂質を還元する GPx 様の作用を持つ。また、SeP はＣ末
端側に Sec に富む部位を持ち、効率よく細胞にセレンを供給し、細胞
内セレノプロテインの維持に重要な役割をはたしている。以上、SeP は
自身の抗酸化作用と、細胞内抗酸化システムの維持を介して、酸化ス
トレス防御に重要な役割を担っている。しかし近年、高血糖・高脂肪
に伴う SeP の発現増加がインスリン抵抗性やインスリン分泌を悪化す
ることが明らかとなり、過剰 SeP は 2 型糖尿病における “ 悪玉 ” である
ことが分かってきた。SeP の細胞内取り込みおよびセレン運搬作用を
抑制する中和抗体は、糖尿病モデルマウスにおいて糖代謝改善効果を
示している（Nature Commun 2017）。本発表では、セレノプロテイン
の生理機能について解説し、低下に伴う “ 酸化ストレス ” について述べ
る。さらに、過剰 SeP による組織・細胞障害メカニズム、特に抗酸化
システムの亢進による生体障害 “ 還元ストレス ” の関与について議論す
る。以上、セレノプロテインと抗加齢医学の観点から、セレノプロテ
インとレドックスバランスについて議論する。
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SY8-3
8- ニトロ -cGMP と酸化ストレス応答制御

○澤　　智裕
熊本大学大学院生命科学研究部微生物学講座

活性酸素による生体分子の化学修飾が生体分子の機能を損なう場合、そのような化学修飾が蓄積することにより、細
胞機能から臓器・組織の機能低下や不全につながっていく。このような状態を酸化ストレスといい、活性酸素の生成
による負の生体応答と考えられている。加齢により酸化ストレスが蓄積することが組織の不可逆的な機能低下をもた
らし、その結果、老化につながると考えられているものの、具体的に酸化ストレスと関わる分子機構についてはいま
だ不明な点が多く残されている。スーパーオキシドや過酸化水素、さらには一酸化窒素（NO）より派生する活性窒
素酸化物などは生体内環境での寿命が極めて短く、それらを正確に検出・定量することは困難である。そのため、活
性酸素によって化学修飾された生体分子が活性酸素生成のバイオマーカーとして用いられる。それらの中には単なる
バイオマーカーとしてだけでなく、化学修飾されることにより新しい機能を獲得するものがあり、それが活性酸素に
よって引き起こされる生体応答の一部を担うことがわかってきた。8- ニトロ -cGMP は活性窒素酸化物であるパーオ
キシナイトライトによる核酸成分の化学修飾体を探索する中で同定されたニトロ化ヌクレオチドである（Nature 
Chem. Biol., 3 (2007) 727）。環状ヌクレオチドである cGMP は、NO の生成によって活性化されるプロテインキナーゼ
G の作用によって生成し、多彩な生体応答を引き起こすシグナル分子である。この cGMP がニトロ化されることにより、
新たに Keap1/Nrf2 シグナルの活性化を始めとする新しい生体機能を獲得することが明らかとなってきた（Nature 
Chem. Biol., 8 (2012) 714）。本講演では、8- ニトロ -cGMP による酸化ストレス応答機構について紹介するとともに、
この分子の制御機構として明らかになった超硫黄分子（パースルフィドやポリサルファー）（PNAS, 111 (2014) 7606; 
Nature Commun., 8 (2017) 1177; Cell Chem. Biol., 26 (2019) 686）とのクロストークについても議論する。

SY8-4
Nrf2 シグナルを基盤とした抗加齢医学の展望

○伊東　　健
弘前大学大学院医学研究科高度先進医学研究センター分子生体防御学講座

ミトコンドリアを主な産生源とする活性酸素などのフリーラジカルによる組織損傷が老化の原因であるという “ フ
リーラジカル説 ” が 1956 年に提唱された。その後 1969 年にスーパーオキシドジスムターゼが発見され、フリーラジ
カルを抑制する “ 抗酸化 ” 機構の研究が始まり今日までにグルタチオンやチオレドキシンを軸とした酵素系の消去系
とビリルビンなどの低分子抗酸化物質による消去系が存在することが明らかになった。フリーラジカル説に基づきビ
タミン C や E などの抗酸化物質の摂取が健康増進、疾患予防に効果があると考えられたが疫学的な研究はこれを十分
にサポートしなかった。活性酸素 / 窒素種（RONS）が細胞のシグナル伝達機構を担うこと複数の例で明らかになり、
大量の抗酸化物質投与はこれを阻害する可能性が考えらた。Nrf2 は 1990 年代になって発見されたストレス応答性鍵
転写因子であり親電子性物質や RONS などにより活性化される。Nrf2 は抗酸化剤応答配列に結合してヘムオキシゲナー
ゼ１をはじめとする種々の抗酸化タンパク質を誘導し生体を酸化ストレスから防御する。Nrf2 の外来性酸化ストレス
に対する防御的役割が確立する一方で Nrf2 がミトコンドリア由来 RONS にどのように応答するのか、ミトコンドリ
ア恒常性維持機構にどのように関与するのかは未だよく理解されていない。一方、ATF4 は高等動物において小胞体
ストレス・アミノ酸飢餓などにより活性化される転写因子であるが、近年ミトコンドリア障害などで活性化され、ホ
ルミシス反応に関与することが複数の研究により確立しつつある。私たちは Nrf2 と ATF4 が相互作用することを見出
し、それが種々の抗酸化タンパク質の遺伝子発現に関与することを見出した。Nrf2 は部分的に ATF4 を介してミトコ
ンドアシグナルに応答していることが考えられた。本講演では Nrf2 と ATF4 を機軸とした転写ネットワークが未病期
における疾患予防法の基軸となることを提唱し、その課題について議論する。
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6 月 25 日（金）　第 6 会場　（1F　Room C-1）

腸内細菌と腫瘍 10：40 ～ 12：10
座長：福田　真嗣（慶應義塾大学先端生命科学研究所） 
　　　入江 潤一郎（慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科）

SY9-1
腸内細菌叢と肝がん

○大谷　直子
大阪市立大学大学院医学研究科病態生理学

肥満は糖尿病や心血管性疾患だけでなく、様々な種類のがんを促進することが指摘されている。私たちは DMBA を用
いた全身性の化学発癌マウスモデルを用いた研究により、高脂肪食摂取により肥満したマウスにおいて肝がんの発症
が著しく促進されることを見出した。そして、詳細な解析の結果、二次胆汁酸であるデオキシコール酸を産生するグ
ラム陽性腸内細菌が高脂肪食摂取により増加することがわかった。腸肝循環により肝臓に運ばれたデオキシコール酸
は、肝臓の間質に存在する肝星細胞に作用し、肝星細胞では細胞老化と細胞老化随伴分泌現象（SASP, senescence-
associated secretory phenotype）が生じ、様々な炎症性サイトカインやケモカイン、プロテアーゼや増殖因子等の分
泌を促進することで、肝がん促進的ながん微小環境を形成することを見出した。この肥満関連肝がんモデルにおいて
は、グラム陽性細菌の細胞壁成分である LTA が TLR2 を介する経路により SASP 因子とシクロオキシゲナーゼ２（COX-
2）の発現を上昇させており、その結果過剰産生されるアラキドン酸の COX 経路の代謝物、PGE2 が免疫細胞上の
EP4 レセプターを介して、抗腫瘍免疫を抑制し、肝がんの進展に寄与することがわかった。また、多くの SASP 因子
のなかでどのようなサイトカインががん進展に重要なのか、網羅的解析から同定し、さらにその分泌機構を明らかに
したので、本シンポジウムで紹介する。

SY9-2
メタゲノムおよびメタボローム解析を用いた大腸がんの多段階発がんに伴う
腸内細菌の変化

○山田　拓司
東京工業大学

【目的】日本では大腸がんによる死亡率が過去 30 年で著しく増加し、大腸がん罹患率は世界でも最も高い国の一つと
なっている。食生活習慣の欧米化が原因の一つと考えられているが、そのメカニズムは明らかにされていない。ヒト
の腸管には約 40 兆個もの腸内細菌が生息していると言われ、近年、大腸がんを含む様々な疾患との関連が分かって
きた。本研究では、散発性大腸がんのステージごとに増減する腸内細菌を特定することを目的とした。

【方式】国立がん研究センターで大腸内視鏡検査を受けた 616 被検者（健常者、多発腺腫、粘膜内がん、各ステージ
のがん）を対象とし、糞便サンプルを収集、ショットガンシーケンシング法を用いたメタゲノム解析、およびキャピ
ラリー電気泳動飛行時間型質量分析計（CE-TOFMS）を用いたメタボローム解析を行った。

【結果】がんのステージごとに、便中に増減している腸内細菌が大きく異なることが分かった。Fusobacterium 
nucleatum は、粘膜内がんの病期から増加し、病期の進行とともに増加していた。多発腺腫や粘膜内がんでのみ増加
している菌として、Atopobium parvulum、Actinomyces odontolyticus を特定した。さらに、多発腺腫や粘膜内がんを
有する患者の便中には、腸内細菌が産生する発がん性のデオキシコール酸や、分岐鎖アミノ酸やフェニルアラニンな
どのアミノ酸が増加していることが判明した。これに関連して、アミノ酸代謝に関与する腸内細菌遺伝子にも変化が
見られた。これらの知見から、糞便を用いたメタゲノムデータには、大腸がん初期の診断マーカーとしての応用可能
性が示唆された。

【結論】本研究で行った大規模なコホート研究から、腸内細菌や便中の代謝物の変化が大腸がん発症のごく初期の段
階から起こり、発がん機構の解明や診断に有用である可能性が示唆された。
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SY9-3
がん免疫療法と腸内細菌

○西川　博嘉
国立がん研究センター研究所腫瘍免疫研究分野

腸内細菌叢は非自己に対する免疫監視と自己に対する免疫寛容の調節に関わることで様々な免疫応答に重要な役割を
果たしている。がん免疫においても、免疫チェックポイント阻害薬の治療効果に影響を与えることが報告されてきて
いる。我々は、PD-1 阻害剤の投与を受けた非小細胞肺癌および胃癌患者の治療前の便検体を収集し、治療効果との
関連を検討した。腸内細菌叢の高い多様性は PD-1 阻害剤と相関していた。さらに無増悪生存期間が長く治療が奏功
した患者では、特定の腸内細菌が多いことが明らかになった。それらの患者では、がん局所に PD-1 阻害剤の治療効
果と関連することが報告されている PD-1+CD8+T 細胞が多数浸潤していること示された。マウスモデルでの解析に
より、奏効例の糞便移植群で抗 PD-1 抗体の抗腫瘍効果の増強が認められるが、非奏効例の便移植では、抗腫瘍効果
の増強は認められなかった。さらに奏効例の便移植は、抗原提示細胞の成熟化を促進することにより腫瘍浸潤 CD8+T
細胞の活性化を誘導し、抗腫瘍免疫応答を増強することが明らかとなった。さらに治療効果と相関する細菌の単独投
与、もしくは奏効例、非奏効例の糞便移植への追加投与のいずれにおいても抗腫瘍効果の増強が認められた。治療効
果と相関する細菌の菌体もしくは菌体成分等を用いた臨床応用へむけての検討を現在進めている。

SY9-4
血液疾患・同種造血幹細胞移植と腸内細菌叢

○土岐　典子
がん・感染症センター都立駒込病院

　近年、次世代シークエンサー解析により、さまざまな疾患と腸内細菌叢の役割が明らかになってきている。培養で
は検討出来なかった嫌気性菌を含めた腸内細菌叢を解析できるようになった。
　血液疾患領域では、同種造血幹細胞移植における腸内細菌叢の変化と予後についての研究が最も多く報告されてき
た。同種造血幹細胞移植において、腸内細菌叢の多様性 (diversity) の低下は、移植後死亡率が高くなること、広域ス
ペクトラム抗生剤の使用 ( 特に嫌気性菌カバーのある抗生剤 ) により移植片対宿主病 (graft-versus-host disease, 
GVHD) 関連死亡が高くなることが報告されている。腸内細菌叢の乱れ (dysbiosis) による GVHD の増悪は、病原性微
生物の増加による炎症と常在細菌叢の消失による恒常性維持の破綻によると考えられている。移植経過中の腸内細菌
叢の多様性を保つために、prebiotics, probiotics, クロストリジウム腸炎発症抑制やステロイド抵抗性の腸管 GVHD に
対する便微生物叢移植 (fecal microbiota transplantation, FMT) などが試みられている。
　白血病・リンパ腫・良性血液疾患と腸内細菌叢についても、特にこの数年で多数報告されている。血液疾患では、
化学療法により特殊な腸内細菌叢のみ腸管内に残存している状態になることも多く、また免疫抑制療法により共生細
菌による免疫システムに変化を起こしうる。このような治療による dysbiosis は晩期の合併症にも関わりがあると考
えられている。このため化学療法や抗生剤投与後の probiotics や FMT も有望視されている。
　しかし腸内細菌叢の菌種については、民族や食生活、環境などで大きく異なるため、解釈には十分注意が必要であり、
日本における検討も重要と考えられる。本講演では、血液疾患・同種造血造血幹細胞移植と腸内細菌叢についての現
状と今後の展望に触れる。
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6 月 25 日（金）　第 2 会場　（1F　アネックスホール 1）

超高齢社会の問題点とアンチエイジングドック 14：40 ～ 16：10
座長：西﨑　泰弘（東海大学医学部付属東京病院） 
　　　伊賀瀬 道也（愛媛大学大学院抗加齢医学（新田ゼラチン）講座）

SY10-1
3T MRI を用いた軽度認知機能障害の画像診断

○伊賀瀬 圭二1、伊賀瀬 道也2、木村　菜里3、松原　一郎3、久門　良明3、大西　丘倫3、貞本　和彦3

1愛媛大学医学部脳神経先端医学講座、2愛媛大学医学部抗加齢医学講座、3和昌会貞本病院脳神経外科

【目的】　高齢化社会を迎え、認知症が社会問題となっている。認知症は早期診断が重要で、特に前段階である軽度認知機
能障害（MCI）での発見が治療に直結する。今回我々は、MCI の画像診断として、脳萎縮の判定に利用される VSRAD　
(Voxel-based specific regional analysis system for Alzheimer’s disease) を用いて、早期に MCI の診断が可能かどうか検討し
た。

【方法】　2018 年 5 月から 2020 年 4 月までの 2 年間に、物忘れを主訴に来院し、MCI の補助診断ツールであるミレニア社
の「あたまの健康チェック」を施行できた 91 例（平均年齢 77.0 ± 6.6 歳； 男女比 59：32）を対象とした。導出される
MPI（memory performance index）を用いて、MCI の閾値である MPI 50.2 以上を正常群 (N 群 )、閾値以下を MCI 群 (M 群 )
として分類し検討した。3T MRI は、Discovery 750w (GE healthcare) を使用し、VSRAD （VSRAD® advance2, Eisai, Japan） 
software を用いて、萎縮度の指標となる z-score を算出し、比較検討した。

【結果】　１．MPI の閾値で分類すると、N 群 33 例（36％）、M 群 58 例（64％）であった。２．単変量解析にて、M 群は
有意に高齢、低い教育歴、z-score 高値を示した。３．年齢、教育歴を補正した相関では、MPI は z-score と有意な負の相
関 (r=-0.50; p ＜ 0.001) を示した。４．ROC 解析では、MCI 判定における z-score の cut off 値は 1.19 であった。

【結論】　VSRAD の z-score を用いることで、MCI を早期に画像診断できる可能性が示された。今後の認知症治療への応用
が期待される。

SY10-2
健康長寿社会における動脈硬化対策について

○福井　敏樹
医療法人如水会オリーブ高松メディカルクリニック

超高齢化社会の真っただなかにあるわが国は、高齢化に伴い毎年増加を続ける医療費の抑制のため様々な対策を講じてい
ます。人間ドックや抗加齢ドックはまさにこの健康寿命の延伸を目的として実施されてきた任意型の健康診断システムで
すが、国もこの問題を重点課題と考え、2040 年までに健康寿命を男女ともに 3 年以上延伸し、75 歳以上とする数値目標
を掲げています。しかしながら、わが国は、健康寿命においてもすでに世界トップクラスとなっており、延伸を続けてい
る平均寿命との差を縮めていくことは簡単な問題ではないと思われます。政策の詳細や文言は変わりつつも、重要なこと
は、健全な生活習慣の形成、疾病予防、重症化予防であり、その中心に位置するものが動脈硬化対策ということではない
かと思います。動脈硬化は加齢に伴って進行していくものですが、人間ドックや抗加齢ドックの継続受診により、加齢変
化を少しでも抑制できることを見える化し、示すことが我々に課せられた大きな課題のひとつであると考えます。
しかしながら、現状は、動脈硬化性血管病変の発症をどの程度抑制できるかというエビデンスは示すことができても、イ
ベント発症前の動脈硬化の進展をモニタリングしていく方法がまだ確立されていません。我々が動脈硬化検査として実施
し続けている上腕足首間脈波伝播速度（baPWV : brachial-ankle PWV）や内臓脂肪面積（VFA: visceral fat area）測定検査は
ともに、加齢性の変化と比較した進展の程度を示すことができる可能性がある検査と考えられます。baPWV は、多くの横
断的研究のメタ解析から、加齢変化を越えて増加することが、脳・心血管病変の発症や生命予後を規定することがすでに
分かっています。VFA も baPWV と同様に加齢とともに蓄積しやすくなり、高齢になって筋肉や骨が減少していくなかで
も増加可能であることが我々の研究でも証明されています。 今回は、健康増進や健康寿命延伸への啓蒙やモチベーション
の維持に寄与できる可能性の観点から我々の施設での自験例を中心に講演させて頂きたく思います。
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SY10-3
ロコモティブシンドローム予防を見据えた抗加齢ドックの試み

○岸本　憲明1,2、今村　貴幸1,3、山田　千積1,2、菊地 恵観子1、山鹿　由莉1、峰　　明奈1、尾形　珠恵1、
黒田 恵美子1,2、久保　　明1,2、西崎　泰弘1,2

1東海大学医学部総合診療学系健康管理学、2東海大学医学部付属東京病院、3常葉大学

【目的】
　本邦の 65 歳以上の高齢者人口は、2036 年には全人口の約 3 分の１になると見込まれている。その高齢者が要介護
になる主因は運動器障害であることが報告されている。今後の超高齢社会の深刻化に際し、要介護状態への移行を予
防し、健康寿命を延伸させることが非常に重要である。当院では 2019 年 4 月より抗加齢ドックの身体機能評価として、
ロコモティブシンドロームの予防を目的として、日本整形外科学会が提唱する “ ロコモ度テスト ” を導入した。ロコ
モ度結果とその身体的特徴について検討した。

【対象と方法】
2019 年 4 月から 2020 年 3 月に東海大学医学部付属東京病院の抗加齢ドック受診者 148 名中、ロコモ度テストを実施
し、本研究に書面で同意を得ることができた 124 名（男性 78 名、女性 46 名、平均 62.7 歳）を対象とした。“ ロコモ
度テスト ” は身体機能評価である「立ち上がりテスト」、「２ステップテスト」及び、身体の状態・生活状況の主観的
評価である「ロコモ 25」の 3 種類のテストを実施した。性差別に各テストの判定基準に基づいたロコモ度１および
ロコモ度２の判定結果を比較し、加えて各ロコモ度と多周波インピーダンス法による身体組成との関係を一元配置分
散分析法により比較検討した。

【結果】
　ロコモ度１該当者 61 名、ロコモ度２該当者 9 名であった。“ ロコモ度テスト ” 実施者の男性 52.6％，女性 63.0％に
ロコモティブシンドロームを認めた。身体機能評価および主観的評価による各ロコモ度の統計学的差異は男女共に認
めなかった。各ロコモ度と身体組成との比較では、男性のみロコモ度非該当群に比して、ロコモ度１およびロコモ度
２群において体脂肪率が有意に高値であった。また筋肉量、除脂肪量はロコモ度２群において低値傾向であった。

【結語】
　抗加齢ドック受診者において、“ ロコモ度テスト ” を実施した 56.4％に既にロコモティブシンドロームを有してい
ることが示された。今後身体組成のみならず、筋力テストやバイオマーカーなど他の要因との関連性の検討が必要と
思われた。

SY10-4
ホルモン低下とその問題点：低 DHEA 症候群として捉える

○米井　嘉一
同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンター、糖化ストレス研究センター

デヒドロエピアンドロステロン（DHEA）分泌は加齢とともに漸減低下することから、安定型 DHEA-s はホルモン年
齢の指標として利用されている。DHEA の分泌低下は免疫力の低下、心身ストレス抵抗力の低下に関与するとともに、
メタボリックシンドローム、2 型糖尿病、骨粗鬆症などの発症・進展との関連が示唆されている。DHEA の作用機構
については不明の点が多く、動物実験や臨床研究においても明確な結論が得られていない。今回はアンチエイジング
ドックを受診した 665 例（男 252 例　女 413 例、56.2 ± 3.2 歳）を対象に解析結果を紹介する。
ホルモン（DHEA-s, IGF-I, cortisol [Cor], estradiol [E2], insulin [IRI]）の年齢推移は単純ではなく、相関係数は決して高く
ない。各年代で DHEA-s 低値者が観察される。年齢との相関が最も強かったのは Cor/DHEA-s 比であった（女性 r = 0.41）。
この値はストレスにより増加するため、心身ストレス指標として利用している。
糖代謝との関連をみると、DHEA-s 低値者（1,200 mg/dL 未満）では FBS, HbA1c, IRI, HOMA-R 高値を示す頻度が高かっ
た。DHEA 低分泌が原因でインスリン抵抗性が上昇した例では DHEA 補充により抵抗性は改善する。しかしインスリ
ン抵抗性がすべて DHEA により改善するわけではない。
閉経後女性の大部分で E2 は検出されない（10 pg/mL 未満）。E2 検出者では DHEA-s 高値者が多いのではないかと仮
説を抱いている。その根拠は DHEA 補充により E2 が検出できるようになるからである。
加齢に伴う退行性変化の一部は DHEA 分泌低下に起因しており、それは低 DHEA 症候群と呼ぶべきであろう（Geriat 
Med 42(9): 1181-1185, 2004）。DHEA について知識を深め、適切に利用することは大切である。
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6 月 25 日（金）　第 3 会場　（1F　アネックスホール 2）

高齢者の頭頸部癌の予防と対策 14：40 ～ 16：10
座長：平野　　滋（京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 
　　　朝蔭　孝宏（東京医科歯科大学頭頸部外科）

SY11-1
高齢者頭頸部癌患者のコホート研究

○新井　啓仁
京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【目的】京都府立医科大学では , 本学と関連病院計 17 施設による頭頸部スタディグループ (Koto-SG/HN) を 2017 年に立ち上げて , 
京都全域 , 近傍地域の全てのデータベースを収集していくことを目的とした . その立ち上げと共に , 我々は高齢者と頭頸部癌に
ついての観察研究を開始した . 
頭頸部癌は嚥下 , 発声 , 呼吸 , 構音などの機能を有しており , 治療に伴う嚥下障害などの重度な後遺症は QOL を損ない , 誤嚥性
肺炎などの他因死が問題となる . ガイドラインで示される標準治療は高齢者を主な適応として想定されておらず , 高齢者への治
療は未だに個別の対応が必要である . 今後ますます増加が予想される高齢者頭頸部癌患者に対する治療指針を模索するうえで , 
高齢者頭頸部癌患者の治療状況を前向きに調べることが必要不可欠と考え立案した . 目的は症例の背景 , 治療前の状態 , 実際に
行われた治療とそれによる結果 , 予後について明らかにすることである . そして治療方針に影響を与える因子を抽出し , 実年齢
にとらわれず標準治療を受けることができる集団の特性を見出だすことを目標とした . 

【方法】本学 , 関連病院の耳鼻咽喉科外来にて , 本研究の合意が得られた 75 歳以上の口腔・咽頭・喉頭癌の全症例に対して質問
紙法の一つである Geriatric-8 を取得 , 以降はカルテレビューすることでデータを収集した . 得られたデータを 75-79, 80-85, 86
歳以上の 3 群に分けて解析 , 検討した .

【結果】口腔癌が最多 , 続いて喉頭癌 , 下咽頭癌であった . 無治療や根治治療回避の割合は年齢群の上昇と共に増加した . 根治治
療を行った症例中 , 治療前の栄養状態が不良な症例で予後不良な傾向があり , 栄養指標とされる Albumin, BMI（body mass 
index）, GNRI（geriatric nutritional risk index）を用いて解析を行った . 中でも GNRI の低下は有意に生命予後を低下させ , GNRI
の値は実年齢と相関しなかった . 

【結論】高齢者の治療においては , 実年齢だけで治療の可否を決定すべきではない . 治療前の GNRI は実年齢と相関せず , 栄養 , 
体格を要素に持ち , 簡便かつ有用性の高い指標であると考える .

SY11-2
漢方医学による高齢者頭頸部癌の予防と対策

○巽　浩一郎
千葉大学真菌医学研究センター呼吸器生体制御学研究部門

漢方医学による高齢者頭頸部癌がん予防は実践したことはなくエビデンスのない話題であるが、慢性呼吸器疾患に対する漢方
治療の経験から、漢方医学による高齢者頭頸部癌の予防は可能と言えるのかを考えてみる。高齢者頭頸部がんには二つのキー
ワードが含まれている、「高齢者」と「頭頸部がん」である。高齢者医療に漢方は何ができるのか？漢方で抗加齢が可能なのか？
がおそらく最も重要な課題になる。がんの発症原因の一つは老化であるので、高齢者をキーワードとして考察する。
高齢者医療における漢方の役割は、健康寿命を延ばす、QOL の改善になる。加齢は必ず呼吸機能の低下を伴う。加齢（呼吸機
能の低下）は全身に影響する、フレイルにつながる、サルコペニアを起こす。さらには気虚、すなわち生命エネルギーの低下
を招き、身体がだるい、気力がない、疲れやすい、食欲がない、風邪をひきやすいなどの症状を伴う。老化は加齢と共に惹起
される全身の細胞老化である、各臓器の機能維持プログラムに影響して老化が促進される。
加齢、老化に伴い動かなくなることは社会的孤立を招き抑鬱につながる。これは運動機能の低下を加速させる。フレイルは加
齢に伴って生じる要介護状態の一歩手前である。漢方治療を活かすためには、病気の治療のみでなく病人の治療を意識し、身
体活動性を維持するために分化（専門性）と統合（総合医療）のバランス、東西医学の相違を超えた融合医療を考慮する。
補中益気湯の漢方医学的作用機序は、気・血・水の改善、胃の機能改善、抗炎症作用などであり生体の免疫力アップに繋がる。
高齢者は神経反射機能の低下から咽喉頭機能の低下を招く。半夏厚朴湯は気の鬱滞に対して効果があり、咽喉頭反射の改善を
もたらしうる。麦門冬湯は喉を潤し咳をしずめる効果がある。加齢には陰虚（水の不足）を伴い、この改善には麦門冬湯の効
果がある。
高齢者医療に漢方は何ができるのか、患者さんに対して西洋医学的病態診断のみでなく漢方医学的診断をすることが、高齢者
に役立つ治療に繋がる可能性がある。
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SY11-3
がん治療における抗酸化剤の役割：頭頚部の癌なのに腸の細菌叢が大事な
の？

○岡田　直美1,2,3、犬房　春彦2、楊　　馥華2、平野　　滋4、吉川　敏一5

1ナオミクリニック、2岐阜大学高等研究院科学研究基盤センター共同研究講座抗酸化研究部門、
3国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 QST 病院、4京都府立医科大学耳鼻咽頭科・頭頸部外科学教室、
5公益財団法人ルイ・パストゥール医学研究センター

 酸化はがんの発症に重要な役割を果たす。頭頚部癌のリスクファクターである飲酒は、アルコールの代謝物質である
アセトアルデヒドが強力な酸化剤として DNA に損傷を与え、その蓄積が癌の発症につながる。一方で、酸化はがん
の治療にも利用されている。放射線療法で用いられる X 線治療は、X 線のがん細胞の DNA へ与える直接効果は 3 分
の 1 にすぎず、大部分が酸素や水に作用して発生する活性酸素による間接効果である。このようにがん治療には酸化
作用を利用している側面がある。
　抗酸化物質はその副作用の軽減に寄与する一方、抗がん剤の作用が低減するというデータもあり、がん治療の副作
用に対する抗酸化剤の使用は賛否両論がある。その中で岐阜大学の犬房教授が開発した抗酸化剤 Twendee X（TWX）は、
強力な抗酸化作用をもちながら担癌マウスにおいて抗腫瘍効果を示す。 
 免疫チェックポイント阻害剤（ICI）ニボルマブを開発したノーベル医学生理学賞受賞者本庶祐先生は、腫瘍に対する
免疫をヒトが獲得していることを明らかにした。また、 ICI 無効悪性黒色腫患者への ICI 奏功患者の便移植により ICI の
奏功が確認されたという論文がサイエンス誌に掲載されるなど、ICI の効果に腸内細菌叢が重要な役割を果たすこと
も明らかになっている。更に膵臓癌術後の長期生存症例は短期生存症例に比べて腸内細菌叢の多様性が高いことも示
されている。前述の TWX の抗腫瘍効果は、抗酸化作用のみならず、NK 細胞活性及び腸内細菌叢の多様化の上昇効果
の相乗効果によるものと推測される。このことから腫瘍免疫は酸化と抗酸化のバランスとともに腸内細菌叢にも深い
関わりがあり、microbiome が第４のがん治療である免疫療法に大きな影響を与える可能性が示唆された。 
　頭頚部癌は免疫原性が高く、免疫チェックポイント阻害剤が奏功する疾患である。頭頚部と腸はずいぶん離れた臓
器であるが、頭頚部癌の治療に、腸内細菌叢を改善させる薬剤が当たり前のように用いられる時代がくるかもしれな
い。

SY11-4
免疫環境からみた高齢者頭頸部癌の予防と治療

○近松　一朗
群馬大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科

急速な高齢化に伴い、他の癌種と同様に頭頸部癌においても高齢者の割合が増加している。癌は遺伝子の病気と言わ
れ、個人の遺伝的素因、生活習慣、環境因子などによって生じる遺伝子変異の蓄積によって引き起こされるとされ、
加齢によって癌の発生率は上昇していく。一方、癌（細胞）の発生に対して、生体はこれを制御する機構を有しており、
その一つが免疫機能である。加齢により、あらゆる免疫細胞が量的及び質的変化を来し、免疫機能の低下、いわゆる
免疫老化を生じる。免疫老化は、感染症、自己免疫疾患のみならず、悪性腫瘍の発生とも密接に関わっており、加齢
による癌の発生率の上昇は、遺伝子変異の増加に依るものより、むしろ免疫機能の低下に依るものの影響が大きいと
言われている。
T 細胞は発癌や癌の進行の防御において中心的役割を演じている免疫細胞であるが、加齢とともに T 細胞の産生に関
わる胸腺が退縮し T 細胞の供給は減少していく。T 細胞の機能不全にはアナジー、疲弊、老化の３つの状態が知られ
ており、このうちアナジーと疲弊は解除可能であるが、T 細胞の老化は不可逆的な機能不全である。この老化 T 細胞
は癌微小環境中にも存在し、免疫抑制機構の一端を担い、癌の増殖や悪性度に寄与していることが明らかになってき
た。
近年、癌に対する第 4 の治療として免疫療法（免疫チェックポイント阻害剤：ICBs）に注目が集まっている。ICB ｓは、
癌局所に浸潤している免疫疲弊状態の T 細胞を再活性化することで、抗腫瘍免疫応答を増強させる薬剤であり、頭頸
部癌は ICBs の効果が比較的期待できる癌種の一つである。ICB ｓの高齢者における効果や有害事象については、まだ
十分なデータがないが、免疫老化がなんらかの影響を及ぼしていることが考えられる。
このシンポジウムでは、加齢による免疫機能の変化に焦点を当てて、高齢頭頸部癌における発癌機構とその予防、そ
して癌治療においてパラダイムシフトを引き起こした免疫療法について高齢頭頸部癌患者における現状とその将来に
ついて述べたい。
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6 月 25 日（金）　第 4 会場　（1F　Room D）

臓器老化とアンチエイジング 14：40 ～ 16：10
座長：近藤　祥司（京都大学医学部附属病院高齢者医療ユニット） 
　　　高橋　暁子（公益財団法人がん研究会がん研究所細胞老化プロジェクト）

SY12-1
レニン - アンジオテンシン系が担う老化・抗老化機構

○竹下 ひかり
大阪大学大学院医学系研究科老年・総合内科学

　高血圧症は脳卒中や心不全、脳血管性認知症のリスクを増大させることにより高齢者の ADL を下げる要因となる
ことが知られている。一方、骨格筋機能の低下は高齢者の健康寿命を決定する重要な要素であるが、近年複数の基礎
研究から、循環調節システムであるレニン - アンジオテンシン系 (Renin-angiotensin system, RAS) が骨格筋機能その
ものへ影響を及ぼす可能性が示唆されている。
　RAS は主に二つの軸で構成される。一つ目はアンジオテンシン II（AII）とその受容体の AT1 の結合によって昇圧反
応を惹起する Classical arm、二つ目は AT1 のサブタイプである AT2 や、AII から ACE2 により産生されるアンジオテ
ンシン 1-7 とその受容体であるＭ as で構成される Protective arm である。Classical arm の過剰な活性化は、昇圧反応
に加え ROS の産生や炎症・臓器障害の誘導など老化と多くの類似点を持つ。一方で Protective arm は降圧や臓器保護
など Classical arm と拮抗する作用を持つことから、抗老化に寄与すると考えられている。 
　我々のグループは、Protective arm が生理的な老化に及ぼす影響について、特に骨格筋機能に着目しマウスを用い
て検討を進めてきた。主な成果として、Classical arm の構成因子の過剰発現モデルであるツクバ高血圧マウスや、
Protective arm の構成因子である AT2・Mas 両受容体の欠損マウス、そして ACE2 欠損マウスにおいて加齢に伴う筋
力低下が野生型マウスに比べ増悪することを見出した。また、ツクバ高血圧マウスや AT2・Mas 欠損マウスの骨格筋
においては Classical arm の活性化を認めたが、ACE2 欠損マウスにおいてはその活性化を認めなかった。これらの結
果から、ACE2 欠損マウスにおける骨格筋障害の要因は Protective arm としての ACE2 の機能損失に依存しないと考
えられ、ACE2 が RAS とは別の機序で骨格筋の抗老化に寄与する可能性が示唆された。 
　本シンポジウムでは RAS の Protective arm が担う抗老化機構について、そして ACE2 の RAS を超えた抗老化作用に
ついて、既報と我々の研究成果で得られた知見を交えて紹介したい。

SY12-2
呼吸器疾患における細胞老化の役割

○杉本　昌隆
国立長寿医療研究センター研究所

　ヒトを含む哺乳動物の細胞は、ストレスを受けると細胞老化と呼ばれる増殖停止状態に陥る。古くから細胞老化は、
細胞自律的ながん抑制機構として極めて重要な役割を持つことが知られていたが、近年多くの研究グループによって
遺伝学的・薬理学的な老化細胞除去実験が行われ、細胞老化が組織の老化に関与することが明らかになってきた。こ
れらの作用には、SASP（senescence-associated secretory phenotype）を介した老化細胞の細胞非自律的機能が重要
な役割を持つと考えられている。　我々は独自に、肺組織から老化細胞を排除可能な遺伝子改変マウスを樹立した。
このマウスを用いて我々は以前に、肺組織から老化細胞を排除することにより、老齢マウスの呼吸機能が回復可能で
あることを見出し、加齢に伴って肺組織に蓄積する老化細胞が呼吸器の加齢性変化の一因となることを報告した。ま
た組織の老化は様々な疾患のリスクとなるが、我々は複数の呼吸器疾患モデルにおいて遺伝学的・薬理学的老化細胞
除去を行い、老化細胞依存的な組織内の環境変化が、疾患の増悪化に関与することを見出した。　本講演では、呼吸
器疾患における老化細胞の役割について、モデル動物を用いて我々が得た知見について紹介し、老化細胞をターゲッ
トとした呼吸器疾患治療・創薬の可能性について議論したい。
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SY12-3
老化によるがん免疫抑制機構の解明とその解除法の開発

○茶本　健司、仲島　由佳、本庶　　佑
京都大学大学院医学研究科免疫ゲノム医学講座

【目的】 CD8+T 細胞は、抗腫瘍免疫反応において中心的な役割を果たしている。高齢者では、CD8+T 細胞の免疫機能が強く抑制
されており、これががんをはじめとする加齢性疾患と関連している。しかし、このような加齢に伴う免疫機能の低下のメカニ
ズムは、解明されていない点が多く存在する。本研究では、PD-1 阻害によるがん免疫治療の加齢に伴う CD8+T 細胞機能の機能
障害について検討した。

【方式と結果】 腫瘍を持つ加齢マウスでは、リンパ節に CD44lowCD62Llow CD8+ T 細胞サブセット (P4) を生成することが非効率的
であることを発見した。In vitro でナイーブな CD8+T 細胞を刺激すると、まず P4 細胞が生成され、次にエフェクター / メモリー
T 細胞が生成された。P4 細胞には、抗原特異的 T 細胞の活性化とミトコンドリア機能に重要な一炭素（1C）代謝に関わる酵素
に関連するユニークな遺伝子群が含まれていた。この知見と一致するように、老化した CD8+ T 細胞では、若い CD8+ T 細胞に
比べて、1C 代謝関連遺伝子の発現やミトコンドリア呼吸が低下していた。加齢マウスより採取した OVA 特異的 T 細胞受容体

（TCR）トランスジェニックマウスでは、OVA 発現腫瘍細胞を接種しても、TCR シグナル直下の ZAP-70 は活性化されなかった。
この TCR シグナルの減衰の一つの原因として、若齢ナイーブ CD8+T 細胞よりも老化ナイーブ CD8+T 細胞にて CD45RB ホスファ
ターゼの発現が高いため、ナイーブ T 細胞からの P4 生成が困難であることに起因すると考えられた。興味深いことに、高齢
PD-1 欠損マウスに非自己細胞を注入して強い刺激を与えると、CD45RB のレベルが正常に戻り、P4 細胞の出現が改善され、
CD8+T 細胞の 1C 代謝酵素の発現や抗腫瘍活性も改善された。

【結論】これらの結果は、P4 サブセットの誘導障害が PD-1 遮断に対する加齢による抵抗性の原因である可能性を示しており、
この抵抗性は強い TCR 刺激によって回復することができることを示している。

SY12-4
視床下部背内側部神経を介した睡眠と老化・寿命制御機構

○佐藤 亜希子
国立長寿医療研究センター中枢性老化・睡眠制御研究プロジェクトチーム

【目的】
哺乳動物において、老化に伴う様々な睡眠形態の変化がもたらされる。最近我々は、食餌制限下のマウスでは、自由摂餌群と
比較して、老化に伴う睡眠形態の変化が顕著に改善されることを見出した。食餌制限は広範な生物種で老化現象を遅延し、寿
命を延長することが知られている。加えて、これまでの研究から、睡眠の質的な低下が末梢組織・臓器の機能低下に繋がる知
見が報告されている。従って、睡眠の質的な低下は、単なる老化現象というだけではなく、老化自体をも規定していることが
考えられる。本研究では、哺乳類サーチュイン Sirt1 を介し老化に伴う生理学的機能低下の遅延や個体寿命の延長に関与してい
ることが示された視床下部背内側部に着目し、背内側部に高発現している遺伝子群の睡眠、老化、寿命制御への関与を検証した。

【方法および結果】
網羅的トランスクリプトーム解析から、PR-domain containing factor 13 (Prdm13) は背内側部に高発現している遺伝子の一つと
して見出された。ケミカルジェネティクスにより背内側部 Prdm13 陽性神経活性を抑制すると、老齢マウスにも認められる睡
眠形態の変化が認められた。また、背内側部特異的に Prdm13 を欠損させたマウスでも、若齢期において、老化に伴う睡眠形
態の変容が認められた。さらに、背内側部特異的 Prdm13 ノックアウトマウスでは、老齢になると、睡眠形態の変化が増悪化
されることに加え、その他の生理学的機能が低下され、最終的に個体寿命が短縮されることを見出した。また、Prdm13 ノッ
クアウトマウスでは食餌制限の生理学的応答が消失することも明らかにした。背内側部において Prdm13 は転写因子として下
流遺伝子の発現を調節しており、その中でも、神経ペプチドの発現調節を介して、睡眠制御を担っている知見が得られた。

【結論】
背内側部の Prdm13 陽性神経は、食餌などのシグナルに応答して睡眠を調節し、全身性の老化現象を制御している可能性が示
唆された。
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SY12-5
フレイルと血液メタボローム

○近藤　祥司
京都大学医学部附属病院高齢者医療ユニット

フレイルとは「高齢期に生理的予備能が低下することでストレスに対する脆弱性が亢進し、生活機能障害，要介護状態、
死亡などの転帰に陥りやすい状態」である。フレイルでは易転倒など身体的問題を合併のみならず、認知・心理的問
題や独居や経済的困窮などの社会的問題を含む。しかし、フレイルの代謝メカニズムの理解は進んでいない。我々は
その解明を目的として血液メタボライトの探索を行った。
メタボロミクスは LC-MS などにより低分子であるメタボライトを検出し、統計学的手法により解析する科学的手法の
１つで、疾患の病態生理の解明や、バイオマーカーの探索の為に利用されている。これまでに我々はメタボライトの
ピーク同定・定量解析技術を独自に確立し、酵母とヒトの相同性、日内変動、血液分画などの研究を行ってきた。そ
の結果、全血において非標的かつ包括的メタボローム解析方法を確立し、ヒト老化マーカーや飢餓マーカーの新規発
見に有用であった。今回、我々は患者群をフレイル、認知機能、運動機能にて評価し、それぞれエドモントンフレイ
ルスケール (EFS)、MoCA-J、Timed Up & Go Test(TUG) を利用した。変化するメタボライトを統計学的 (Pearson によ
る相関、T 検定、PCA) にて評価した。 当研究では 19 人（フレイル９例、非フレイル１０例）の高齢者（平均年齢
84.2 ± 6.9 歳）を対象にした。EFS と MoCA-J、TUG はそれぞれ有意に相関していた。131 のメタボライトのうち、
フレイルとは 15 つ、MoCA-J とは６つ、TUG とは１２のメタボライトにて有意差を認めた。オーバーラップするメ
タボライトを勘案すると合計 22 のフレイル関連のメタボライトで有意差を認めた。その多くはフレイル群、MoCA-
J,TUG の悪化群で低下していた。メタボライトの相関関係解析からフレイルに関与する機能的サブグループが示唆さ
れた。これらのメタボライトから PCA 解析を行った結果、フレイル群、MoCA-J か TUG のどちらかの悪化群、健康
群への分離が可能であった。 これらのフレイルマーカーによってフレイルの早期診断ができる可能性がある。
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6 月 26 日（土）　第 3 会場　（1F　アネックスホール 2）

エビデンスから、健康食品を考える（日本抗加齢協会共催シンポジウム） 9：00 ～ 10：30
座長：森下　竜一（大阪大学大学院臨床遺伝子治療学） 
　　　駒村　純一（森下仁丹株式会社）

SY13-1
保健機能食品の動向

○森田　剛史
消費者庁食品表示企画課保健表示室

容器包装上に保健機能を表示できる食品としては３つの類型がある。
一定のルールに従い栄養成分の機能を表示した「栄養機能食品」、食品ごとに食品の有効性や安全性について国の審査・許可を受け
て特定の保健の目的が期待できる旨の表示をする「特定保健用食品」、届出を行い企業等の責任において機能性を表示する「機能性
表示食品」である。これらを総称して「保健機能食品」といい、栄養機能食品は平成 12 年（2000 年）、特定保健用食品は平成３年（1991
年）、機能性表示食品は平成 27 年（2015 年）からそれぞれ運用が開始されている。
このうち、機能性表示食品については、制度運用開始後約６年間で、撤回済のものを除き、3,300 件を超える食品の届出が公表され
ており、特に令和２年度（2020 年度）の届出では約 1,000 件の公表が見込まれる状況となっている。消費者庁としては、制度の適
切な運営の観点から買上調査等の調査・検証事業を実施しており、引き続き、機能性表示食品に関する調査・検証を実施することと
している。
また、特定保健用食品については、国民の健康に対する関心の高まりに対応し、健康食品の制度のあり方を検討するため、平成 15
年（2003 年）４月から厚生労働省において「「健康食品」に係る制度のあり方に関する検討会」が開催され、同検討会の提言を受け、
平成 17 年（2005 年）に「規格基準型」、「条件付き」や「疾病リスク低減表示」（例：カルシウムと骨粗しょう症、葉酸と神経管閉
鎖障害）の申請区分の導入等の見直しが行われた。現在、許可件数としては約 1,000 件で近年ほぼ横ばいとなっている。令和２年
12 月には「特定保健用食品制度（疾病リスク低減表示）に関する検討会」を設置し、特定保健用食品のみに認められている疾病リ
スク低減表示について、制度設立の経緯や許可の状況、諸外国の状況等を参考に検討を行い、今後の運用の方向性について一定のと
りまとめを行った。
本講演では、こうした保健機能食品制度をめぐる最近の状況について概説する。

SY13-2
健康食品産業協議会の機能性表示への取り組み：広告規制を中心に

○橋本　正史
一般社団法人健康食品産業協議会

【目的】
健康食品産業協議会とは健康食品業界主要 6 団体の連合体で、役割としましては、健康食品業界の意見を取りまとめて行政に提言す
ること、業界の自主的な取り組みを推進することの二つです。健康食品の製品・広告の自主的なレベル向上、コンプライアンスの順
守は大変重要な社会課題です。製品・広告のレベル向上を目的として、広告、エビデンス、安全性、品質の課題について議論いたし
ます。

【方式】
レベルアップの方法としては、自主基準の作成、組織の構築。

【結果】
広告については、広告指針、機能性表示食品の公正競争規約を策定すべく現在進行中です。公正競争規約に関しては、既にトクホに
ついて公正取引委員会と消費者庁は表示に関する公正競争規約を認定いたしましたが、機能性表示食品に関しては、健康食品産業協
議会、日本通信販売協会（JADMA)、チェーンドラッグストア協会、抗加齢協会、日本健康栄養食品協会が協力して規約案の議論を
しております。
エビデンスに関しては、業界団体主導の民間組織として、健康食品産業協議会内にエビデンスレビュー評価委員会を設置いたしまし
た。又、機能性表示食品の事後チェック指針の解説書を業界 5 団体で作成することが出来ました。
安全性に関しては、１．届出後における分析実施に関する事項、２．健康被害の情報収集等に関する事項において対応すべく議論を
しておりますが、さらに包括的な製品及び原料の安全性の担保はどのように考えるべきか議論を始めております。
品質に関しても、製造・品質分科会において、例えば崩壊性試験に関する業界としての自主基準について議論をしたり、指定成分に
関する試験法に関して議論したりしています。こうした取り組みによって、まがいものやいい加減な健康食品の排除に繋がるような
手段についてアイデアを出し合っています。

【結論】
健康食品産業協議会は、コモングッド、つまり最大の価値をより多くの人達に届けられる方法について考え、製品・広告のあるべき
姿について議論をさせて頂きたく考えております。
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SY13-3
日本抗加齢協会の取り組みについて

○細山　　浩
特定非営利活動法人日本抗加齢協会

特定非営利活動法人日本抗加齢協会では、抗加齢及び人々の健康と生きがいの増進に関する普及・啓発のため、現在
下記のような活動を行っております。
◇セミナー・市民講座の開催、イベント等の開催、出版事業等
◇研究への助成、奨励及び研究業績の表彰
◇良質な商品、およびサービス等を推奨する制度の運営
◇調査・研究及びサービス等に関する学術指導・技術指導
◇健康情報の有効活用を目的としたデータの管理と評価
◇関係諸官庁の制度の運営並びに諸団体との連携
◇国際的な研究協力・学術情報の交流推進のためのネットワーク作り
具体的には機能性表示食品制度に関する支援業務、アンチエイジングフェアーや学術フォーラム等の開催、ANTI-
AGING BUSINESS（日本抗加齢協会誌）の発行等を行っております。
特に機能性表示食品制度に関する支援業務においては、行政と対話し、行政の情報をいち早く取り入れながら、日本
抗加齢医学会の協力のもと、制度の発展を通じて抗加齢及び人々の健康と生きがいの増進に関する普及・啓発を行っ
ております。また支援業務として実施している機能性表示食品の届出支援に関しては、多領域の専門医師・歯科医師
による研究レビューの作成、届出事前点検、境界域判定、ヒト試験のデザイン等、豊富な知見を元に、柔軟にニーズ
に対応しています。近年では届出後の差し戻しに対する対応も行っております。
今回はその機能性表示食品制度に関する支援業務に関し発表いたします。

SY13-4
健康食品を考える抗加齢医学会エビデンス委員会報告

○阿部　康二
国立精神・神経医療研究センター

抗加齢医学会におけるガイドライン作成に向けた活動は 2020 年 1 月から始まり、エビデンス評価委員会と学術委員
会を合同親委員会とし、それぞれ阿部康二委員長と森下竜一副委員長、大須賀穣委員長と南野徹副委員長のもとで、
それぞれ 11 名と 9 名の委員で構成されている。ガイドライン作成に向けて、先ず先行する 4 領域に絞って活動を開
始し、（１）食事・カロリー制限の効果、（２）運動・エクササイズの効果、（３）サプリメント・機能性食品の効果、（４）
性ホルモンの効果について、それぞれ新村健ワーキンググループ (WG) リーダー、宮本健史リーダー、阿部康二リー
ダー、堀江重郎リーダーのもとでエビデンス収集ならびに判定作業を進めている。
　この 4 領域のうち、食事・カロリ―制限の WG については 11 品目、運動・エクササイズの WG については 4 品目、
サプリメント・機能性食品の WG については 57 品目、性ホルモンの WG については男女それぞれ 1 品目ずつの文献
レビューとエビデンス判定作業を進めている。サプリメント・機能性食品の 57 品目のうち、感覚器領域は 4 品目、
歯科領域は 1 品目、循環器領域は 7 品目、消化器・免疫領域は 6 品目、皮膚科領域は 9 品目、そして脳神経領域は
30 品目となっている。シンポジウム当日はこれらの品目について現状での review 結果ならびにエビデンス判定案も
提示する予定である。
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6 月 26 日（土）　第 4 会場　（1F　Room D）

若い感覚をキープする：超早期診断・バイオマーカー編 9：00 ～ 10：30
座長：小澤　洋子（聖路加国際病院眼科、聖路加国際大学） 
　　　北市　伸義（北海道医療大学病院）

SY14-1
加齢黄斑変性のバイオマーカー

○永井　紀博
慶應義塾大学医学部眼科学教室

加齢黄斑変性 (Age-related macular degeneration: AMD) は先進国における失明の主因であり、わが国でも高齢化の進
行とともに急増している網膜疾患である。網膜の中心に位置する黄斑には視細胞が最も密に存在し、視力は主に黄斑
機能に依存する。AMD の進行期病変は委縮型と滲出型に分類され、委縮型では網膜色素上皮細胞や視細胞の変性が
みられ、滲出型では脈絡膜由来の病的新生血管が黄斑の網膜下に侵入し出血や浮腫により黄斑が傷害される。
黄斑にはルテイン、ゼアキサンチンなどの黄斑色素が存在し、青色光に対するフィルター効果、抗酸化・抗炎症作用
により黄斑を保護する。黄斑色素密度は加齢とともに減少するが、とくに加齢黄斑変性やその僚眼では低下している。
臨床的に黄斑色素を含むサプリメントが AMD の進行を予防することが示されている。
一 方、 画 像 解 析 の 分 野 で は 光 の 干 渉 性 を 用 い て 網 膜 断 層 画 像 を 非 侵 襲 的 に 取 得 す る 光 干 渉 断 層 撮 影（optical 
coherence tomography; OCT）の技術が進歩し、AMD の診察や治療に必須となっている。視細胞は網膜の外層に位置
する光の受容体であり、視細胞の形態的な健常性も OCT で解析することができる。滲出型 AMD の僚眼は AMD の発
症リスクがあるため、われわれは滲出型 AMD の眼底に異常のない僚眼の黄斑色素密度と視細胞外節長を解析し、健
常コントロールと比較した。AMD 僚眼では黄斑色素密度、視細胞外節長はともに健常コントロール眼に比し有意に
低く、健常コントロール眼でみられた黄斑色素密度と視細胞外節長の正の相関もみられなかった。黄斑色素密度 0.65
未満もしくは視細胞外節長 35 μ m 未満の基準を満たす眼は AMD 僚眼の 67％にみられたのに対し、健常コントロー
ルの 17％のみであり、多重ロジスティック解析においても同基準を満たす眼は AMD 僚眼に有意に多かった。黄斑色
素密度と網膜視細胞外節長の組み合わせは、AMD の発症前のバイオマーカーとなる可能性が示された。本口演では
黄斑色素と網膜画像所見などの加齢黄斑変性のバイオマーカーについて述べる。

SY14-2
緑内障の超早期診断

○中澤　　徹
東北大学大学院医学系研究科神経感覚器病態学講座眼科学分野

　緑内障は現在、本邦において成人中途失明原因第一位の眼疾患であり、通常加齢とともに有病率が上昇する。目の
情報を脳に伝達する視神経が障害され、障害部位と一致した視野が障害される。主たる症状は視野がかすむことであ
るが、自覚し難い。緑内障では網膜神経節細胞（RGC）が主に障害されるが、RGC には余剰性があり、半分の RGC
が障害されるまで、視野異常を呈さず自覚症状もみられない。その病期は前視野緑内障（PPG）と定義されている。
RGC 死がさらに進行すると視野障害を有する緑内障に移行してくる。
　眼圧を下降させることが緑内障の進行を抑制するうえで唯一エビデンスのある治療だが、その発症には多くの因子
が関与しているとされ、患者個々人において発症や進行に関わる分子メカニズムは異なっている可能性がある。これ
までに、高眼圧以外に、遺伝や眼循環不全、高酸化ストレス、強い近視、角膜の菲薄化、血圧異常、睡眠時無呼吸症
候群などが緑内障の危険因子として報告されている。これらの危険因子の影響が長期に及ぶことで、RGC 死と視野の
かすみが現れる。
　本講演では、緑内障の超早期診断のバイオマーカーを検討するため、上記の緑内障進行危険因子に関する最新の研
究成果を報告する。同時に、血流や酸化ストレスなどの測定方法や意義についてまとめるとともに、広くバイオマー
カーの候補を考察し、緑内障の病態解明を進めるべく議論したい。
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SY14-3
若い聴覚をキープするための聴覚障害の問題点と超早期診断の可能性

○小川　　郁
慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科

【目的】我が国は超高齢社会を迎えており、団塊の世代が全て後期高齢者となる 2025 年には高齢化率が 30% を越え
るとされている。これに伴って認知症と加齢性難聴をはじめとする聴覚障害も急増している。国際アルツハイマー協
会が Lancet に発表した総説では認知症に対して医学的介入が可能な危険因子として難聴が 8％と最も影響が大きいと
報告され、難聴と認知症との関係が社会的にも注目されている。一方、遺伝性難聴をはじめとする先天性高度難聴に
対してはその早期診断によって人工内耳を早期に装用することで聴覚を獲得することが可能になっており、その早期
診断としての新生児聴覚スクリーニングの重要性が指摘されている。このように、高齢者のみならず全年代で聴覚障
害の早期診断は不可欠であり、その現状と超早期診断の可能性について概説する。【方式】聴覚障害の早期診断、早
期介入として我々が日本耳鼻咽喉科学会とともに取り組んできた活動を「中年期〜高齢期」、「若年期」と「新生児期」
に分けて紹介する。【結果】「若年期・中年期〜高齢期」の聴覚障害は難聴の自覚から自発的に精密聴力検査を受けて
評価される場合と、学校・職場検診などにおける選別聴力検査で聴覚障害が疑われて精密聴力検査で診断される場合
がほとんどである。また、選別聴力検査は限定された周波数での聴力を評価するスクリーニング検査であり、「超早
期診断」につながるものではない。最近、我々は年齢以外に耳疾患の影響を受けていない全年齢層を含む 1 万人を超
える聴力の加齢性変化に関するこれまででは世界最大規模のデータベースを解析した（Lancet Regional Health, 
2021）。このデータをもとに認知症予防という観点から、また、近年の傾向として 40 代以下の若年層において高音部

（4000Hz）の聴力が低下する傾向からその予防のための「超早期診断」の重要性を論じる。また、新生児聴覚障害の
診断に対する新たな政策である Japan Hearing Vison の活動と難聴予測のための難聴遺伝子検査の現状についても紹
介したい。

SY14-4
アルツハイマー型認知症の早期発見とバイオマーカー

○文　　鐘玉
慶應義塾大学医学部精神神経科

高齢化に伴い認知症患者は増え続け、2025 年には本邦で 675 万人、世界では 2030 年に 7500 万人 と見積もられてい
る。全認知症の約 2/3 を占めてもっとも多いアルツハイマー型認知症を始めとして、様々な認知症の診断は通常臨床
的になされる。しかしながら、症状を基にしてなされる臨床診断は病理所見と乖離することがあり、また複合病理の
存在など、実際には課題が多い。また、臨床症状や頭部 MRI で病状を捉えた時にはすでに病態はある程度進んでおり、
それは不可逆的と考えられている。そこで早期発見が可能で客観的な指標としてのバイオマーカーが重要となる。ア
ルツハイマー型認知症においては、臨床症状を認めない状態（プレクリニカル期）の時点ですでに脳内にアミロイド
βが蓄積し、それがリン酸化タウの蓄積を促進して神経細胞死を招き、認知機能低下を引き起こすとされる。これら
の異常タンパクの蓄積は、脳脊髄液や PET 検査により検出が可能であり、以前は死後脳でなければ困難であった認知
症の病態生理の理解を大きく進歩させた。一方で、これらの検査は一定の侵襲を伴い、手間・コストもかかるため、
広く一般に利用されるには至っていない。これに対して、近年はより非侵襲的な血液中からの異常タンパクの検出が
可能となりつつあり、近い将来その意義が確立すれば、スクリーニングとしての利用も想定される。現状認知症は発
症すれば治癒は困難で、予防および早期発見・早期介入が重要である。これらのバイオマーカーを利用した認知症の
簡便なスクリーニングや正確な診断により、有効な予防法や治療法の開発にもつながると期待される。
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6 月 26 日（土）　第 5 会場　（2F　Room B-1）

エクソソームによる疾患発症メカニズム解明と治療戦略 9：00 ～ 10：30
座長：森本　達也（静岡県立大学薬学部分子病態学） 
　　　井上　　聡（東京都健康長寿医療センター研究所システム加齢医学）

SY15-1
エクソソームによる老化関連分子α- synuclein mRNA の伝播機序

○華山　力成1,2

1金沢大学ナノ生命科学研究所、2金沢大学医学系免疫学

エクソソームは分泌細胞由来の蛋白質や RNA などを運ぶ細胞外小胞で、これらの分子を介して標的細胞の機能を制
御する。脳内においても様々な細胞がエクソソームを分泌しており、神経細胞とグリア細胞間の相互作用などに関与
することが示唆されている。我々は、神経細胞に刺激を与えると、エクソソームの中にα- synuclein（α- syn）
mRNA をリクルートする分子を見出した。更に、このエクソソームがグリア細胞に取り込まれると、グリア細胞内で
α- syn 蛋白質の発現が誘導されることが明らかとなった。α- syn はパーキンソン病においてレビー小体を構成する
主要成分であり、神経変性の原因と考えられている一方、多系統萎縮症においてはオリゴデンドロサイト内に蓄積す
ることが知られているが、そもそもオリゴデンドロサイトにおいてα- syn はほとんど発現していない為、どのよう
にして蓄積するのかは不明である。我々は、エクソソームを介して、神経細胞からオリゴデンドロサイトへα- syn 
mRNA が伝播され、病態の発症を引き起こす可能性を考え、この過程を制御する分子の機能と疾患発症との関連につ
いて研究を進めている。

SY15-2
エクソソームによるアンチエイジング

○落谷　孝広
東京医科大学

がんなどの疾患細胞が分泌するナノサイズの細胞外小胞 (EV) の一種であるエクソソームの研究が世界中で進められて
いる。多くの情報伝達物質はエクソソームに運ばれて細胞間のコミュニケーションツールとして利用され、がん等の
疾患の成立から悪性化に重要な機能を果たしている。特にがんの転移においてはエクソソームの存在は極めて重要で
あり、がん細胞はこのエクソソームを駆使した情報伝達機構を発達させることでがん微小環境を制御し、転移という
過程を通して、他臓器へと進展するメカニズムを獲得したと考えられる事実が次々と蓄積されている。新型コロナウ
イルスでさえも、生体の持つ天然のデリバリーシステムであるエクソソームを利用して、生体内に感染伝播していく。
このエクソソームは再生医療の中心的存在である間葉系幹細胞や各種の組織幹細胞からも放出され、炎症の制御や組
織修復の起点となることが次々と明らかになってきた。つまり、間葉系幹細胞の治療効果の本体はエクソソームその
ものなのである。本講演では、こうした医療に貢献するエクソソーム研究の実態を紹介するとともに、アンチエイジ
ング分野への応用の可能性を示唆するエクソソーム情報伝達物質の mechanisms of action の解析をはじめ、世界的な
臨床研究の状況や医薬品として開発する際の問題点を含めて討論する。  参考文献：1) Gimona et al., Cytotherapy, in 
press; 2) Thery et al., JEV, 2018 (MISEV2018: ISEV position paper); 3) Otsuka et al., Mol Nutr Food Res. 2018 
; 4) Lener et al., JEV, 2015 (ISEV position paper); 5) Katsuda et al., Proteomics, 2013.
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SY15-3
エクソソームの体内動態の解析に基づく疾患治療法開発

○高橋　有己
京都大学大学院薬学研究科

　エクソソームは、種々の細胞から分泌される脂質二重膜により形成される粒子径 30 〜 120nm 程度の膜小胞である。
エクソソームは、内包する miRNA やタンパク質等をその取込み細胞へと送達する内因性の細胞間物質輸送機構とし
て機能することで、がんをはじめとした種々の疾患において重要な役割を果たしている。我々は、これまでにエクソ
ソームを利用した疾患治療法の開発を目的として、主に培養細胞から回収したエクソソームを対象としてその体内動
態特性を解析してきた。その過程において、エクソソームはマクロファージをはじめとした抗原提示細胞へと取り込
まれやすいという性質を見出したことから、エクソソームを利用した抗原デリバリーの可能性について検討を行い、
その有用性を証明するに至った。加えて、最近では培養細胞から回収したエクソソームに加えて、in vivo の血液中に
存在するエクソソームを対象とした解析を可能とする標識法の開発に成功し、エクソソームの血中濃度が血液中への
エクソソーム産生と血液からのエクソソーム消失とのバランスにより決定されることを見出している。加えてその過
程において、エクソソームの中には異なる体内動態特性を示す画分を見出し、その特性に応じた治療戦略の可能性を
検証するに至っている。本講演では、これまでに明らかとしたエクソソームの体内動態特性について紹介するととも
に、エクソソームを利用した疾患治療法の開発の可能性についても議論をしたい。

SY15-4
機能性ペプチド修飾型エクソソームを基盤とした細胞標的技術の開発

○中瀬　生彦
大阪府立大学大学院理学系研究科

　生体を構成する殆ど全ての細胞が分泌する小胞エクソソームは、microRNA や酵素等の機能性分子を内包し、がん
を含む疾患進展にも寄与する細胞間コミュニケーションに大きく寄与する。現在、リキッドバイオプシーにおける体
液中のエクソソーム関連分子を検出することで、疾患診断を行う技術開発が世界中で注目されている。またエクソソー
ムは、免疫制御が可能、細胞間コミュニケーション経路の利用、血液脳関門通過、内包・発現分子の人工制御等の薬
学的な観点から高い優位性を有し、次世代型の薬物送達キャリアーとしての応用を臨床研究も含めて進められている。
しかし、DDS 観点からの低い細胞内移行・内包分子のサイトゾル放出、細胞標的の改善が指摘されており、技術構築
が急務になっている。我々の研究チームは、これまで機能性ペプチドのエクソソーム膜修飾技術の開発 [1] を進め、
膜透過性アルギニンペプチドを用いたマクロピノサイトーシス誘導による効率的な細胞内導入法 [2, 3] や、pH 感受性
膜融合ペプチド修飾によるエクソソーム内包分子のサイトゾル放出促進 [4]、人工ロイシンジッパーペプチドを用い
た標的受容体のクラスター化、及び、活性化 [5] 等の技術開発に成功している。最近では、本手法のホウ素中性子捕
捉療法への応用を進め、基礎研究ではあるが治療用ホウ素化合物をグリオーマ細胞に高効率に導入し、熱中性子線照
射による細胞死誘導の効率化も達成している。本講演では、これらの機能性ペプチド修飾型エクソソームの基盤技術
について紹介し、疾患治療・細胞機能制御への技術応用に関して議論を行いたい。

（参考文献）[1] Nakase, I. Processes, 9, 224 (2021), [2] Nakase, I., et al. Sci. Rep., 6, 34937 (2016), [3] Nakase, I., et al. Sci. Rep., 
7, 1991 (2017), [4] Nakase, I., Futaki, S. Sci. Rep., 5, 10112 (2015), [5] Nakase, I., et al. Chem. Commun., 53, 317 (2017)
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6 月 26 日（土）　第 6 会場　（1F　Room C-1）

COVID-19 の病態に迫る 9：00 ～ 10：30
座長：佐野　元昭（慶應義塾大学医学部循環器内科） 
　　　尾池　雄一（熊本大学大学院生命科学研究部分子遺伝学講座）

SY16-1
COVID-19 の重症例の臨床像とその管理

○瀬尾 龍太郎
神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター

COVID-19 パンデミックは私たちの生活と医療のあり方を一変させた。本講義では、重症 COVID-19 の臨床像と治療・
管理について概観する。 
(1) 重症 COVID-19 患者の臨床像　COVID-19 の約 5% 程度に呼吸不全が合併する。患者背景において、重症化や死亡
の危険因子としては、高齢、心血管疾患、糖尿病、高血圧、慢性肺疾患、悪性腫瘍、慢性腎臓病、肥満、喫煙、男性、
リンパ球減少、血小板減少、肝酵素異常、炎症反応マーカー増加、D-Dimer 上昇などが指摘されている。また、英国
で広がった変異株は予後が悪いことが示唆されている。死亡症例の剖検では、ARDS でみられる肺胞壁障害とびまん
性肺胞傷害、血管内微小血栓、微小血管障害が確認されている。その他、多臓器に障害を来す症例も認める。人工呼
吸管理を要する重症患者の予後は悪く、さらに症状が長期間にわたり残存することが認められている。 
(2) 重症 COVID-19 の治療 　
・ 抗ウイルス薬 軽症患者におけるファビピラビル投与は、早期に症状改善が得られることが期待される。レムデシビ

ルは、中等症患者に対する効果は害を上回ることが示唆されている一方、重症患者には害が上回る可能性がある。
そのほかの抗ウイルス薬に関するデータはまだ不十分である。

・ 抗炎症作用を有する薬剤 ステロイドに関しては、中等症、重症患者では有益性が上回ることが示唆されている。イ
ンターロイキン -6 受容体拮抗薬であるトシリズマブに関して、中等症や重症では効果が期待できる。

・ 呼吸管理 高流量鼻カヌラ（HFNC）と非侵襲的陽圧換気（NIV）は、挿管回避に関して期待されている。気管挿管は、
最も経験があるスタッフが実施する。気管挿管後の呼吸管理は、通常の急性呼吸窮迫症候群（ARDS）の管理に準
ずる。気管切開のタイミングも以前と比べてより早い時期に実施することが許容されてきている。

・ その他の全身管理 中等症、重症では、抗凝固療法を肺塞栓症予防として実施する。その他の管理は通常重症患者管
理に準じて行う。可能な限り施設内で標準化を行い、均一な管理ができるよう心がけることが重要である。

SY16-2
病態 1. 血管内皮障害と血栓症

○後藤　信哉
東海大学医学部内科学系循環器内科学

新型コロナウイルス感染症については不明の部分が多い。武漢での感染拡大の頃から静脈血栓症を中心とする血栓イ
ベントが多いことが報告された。予後不良では血栓溶解の指標である D-dimer が上昇していることから病勢と血栓性
の関連が推論された。動脈硬化巣の破綻を契機に発症するアテローム血栓症ではない。血流うっ滞を契機に発症する
静脈血栓症とも病態が異なる。感染症にて全身の微小血栓が起こる DIC では血栓イベントよりも凝固因子、血小板の
消失による出血が問題となる。COVID-19 の血栓症の病態は DIC とも異なる。免疫との関連から immunothrombosis
とまとめられつつある。従来の概念ではヘパリン惹起血小板現象・血栓症（heparin-induced thrombocytopenia/
thrombosis: HITT) が近いかも知れない。ウイルス感染による抗体による抗リン脂質抗体症候群も病態は似ている。い
ずれにしても、病態の本質は解明されていない。抗凝固薬として低分子ヘパリンが広く用いられている。ヘパリンは
有効と想定されるが、静脈血栓などの症候性イベントを完全には予防できない。病態の本質を理解できれば、革新的
抗血栓薬を創出できるかも知れない。現時点では観察結果を詳細にまとめるしかない。
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SY16-3
コロナウイルスに対する免疫応答

○吉村　昭彦
慶應義塾大学医学部微生物学免疫学教室

2019 年末に中国武漢で発生した新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）は，全世界に拡散しパンデミックとなった。こ
の感染症は COVID-19 と呼ばれる。COVID-19 は通常のウイルス感染症とは大きく異なる。通常免疫系はウイルス感
染から組織、個体を守るためにある。ところが COVID-19 において重症化するのはウイルスが組織を破壊するという
よりも免疫系が暴走して組織を傷つける側面が大きいと言われる。いわゆるサイトカインストームである。このため
重症化を防ぐには通常ウイルス感染では禁忌の免疫抑制に作用するステロイド剤や IL-6 阻害剤、JAK 阻害剤が用いら
れる。さらに小児が重症化しないのは免疫系が未発達であるためかもしれないと言われる。これを支持する事実とし
てウイルスのリザーバーとして有名なコウモリはインフラマゾームを構成する遺伝子に欠陥があり感染しても炎症が
起きずに無症状だという。本講演ではウイルス感染に対する生体防御応答を概説し、COVID-19 において特徴的な免
疫応答について文献情報を中心に紹介する。

SY16-4
新型コロナウイルスに対するワクチン開発

○中神　啓徳1、林　　宏樹1、森下　竜一2

1大阪大学大学院医学系研究科健康発達医学講座、2大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界での感染拡大に対しワクチン開発が急速に進められ、開発から 1 年
を待たずに緊急承認されるワクチンが登場した。新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）のゲノム配列が迅速解明され、
またこれまでのコロナウイルス新興感染症に対する先行研究からワクチン抗原としてウイルス表面にあるスパイク糖
蛋白が抗原標的となると分かった。その後、直ちに遺伝子治療技術を用いたウイルスベクターあるいは核酸医薬技術

（RNA ワクチン・DNA ワクチン）を用いた開発が迅速に開始され実用化まで進んだことが大きな特徴である。通常は
数年を有するワクチン開発を、迅速なワクチン製剤開発と薬効試験・非臨床試験を並行して行い動物での有効性と安
全性の確認をした上で、臨床試験を早期に開始し感染予防効果を確認するまでを 1 年間で進められたことは、これま
でにない大きな科学技術の進展である。2021 年になりワクチン接種が世界中で一気に開始されている。本学会が開
催される頃に COVID-19 の感染状況がどのようになっているか、現時点では予測できないが、ワクチンの有効性・安
全性に関しての最新の知見を発信したい。
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SY16-5
水素吸入療法

○佐野　元昭
慶應義塾大学医学部循環器内科

中国武漢から COVID-19 肺炎の治療に水素と酸素の混合ガス療法が有効であったという報告が、新型コロナウイルス
の震源地とされる中国で衛生当局の専門家チームのトップとして指揮を執る感染症研究の第一人者鍾南山先生によっ
て報告された。水素がショック時のサイトカインストームを軽減させる効果は、これまでも動物実験で証明されてい
た。本講演では、水素が抹消血液中を流れる免疫細胞に直接作用して、その機能を制御する可能性に関して、自分た
ちの実験データをもとに解説させていただく。



150

The 21st Scientific Meeting of the Japanese Society of Anti-Aging Medicine

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

シンポジウム 17

6 月 26 日（土）　第 2 会場　（1F　アネックスホール 1）

抗加齢医学の新たな提唱 2021: メタボ健診からフレイル健診へ 
～ PPK（ピンピンキラリ）を目指して～ 15：50 ～ 17：50

共催：一般社団法人日本骨粗鬆症学会
座長：石井 好二郎（同志社大学スポーツ健康科学部） 
　　　岩本　　潤（慶友整形外科病院）

SY17-1
Overview：ニッポンのシニア対策 
～メタボだけではない、究極の老化のサイン「フレイル」を見逃さない～

○太田　博明
川崎医科大学産婦人科学2・総合医療センター産婦人科

わが国は 2005 年以来高齢化率トップを独走し、2020 年には高齢化率 28.7 %、3617 万人の高齢者を抱える長寿国家であるが、
その課題も山積している。前期高齢者までは健康度が高く活動的で、社会的貢献度や就労意欲も高い。就労率は欧米に比べて
断然高く、まさに理想的である。しかし、健康寿命に支障が生じる後期高齢者になると、医療機関受診者や要介護認定者が
90% を超え、様相が一変する。加えて 2020 年には初めて後期高齢者以上が前期高齢者を上回る人口構造となった。従来のメ
タボ対策が定着して太りすぎを注意するあまり、高齢になっても痩せることこそが健康に繋がるという誤解から低栄養などに
起因する「フレイル」が高齢者の健康リスクとして近年注目されている。
　フレイルとは、多面性のある加齢による虚弱化を多彩に捕捉して、心身の活力が低下した老化のサインを見逃さず、高齢者
の自立を多面的に支援し、高齢者を元気にする究極の医療・介護概念である。これまでは老化現象として見過ごされてきたが、
統一した名称としてフレイルを用いることで医療や介護の意識改革を目指す。すなわち、フレイルを高齢期に生理的予備能が
低下することでストレスに対する脆弱性が亢進し、生活機能障害、要介護状態、死亡等の転帰に陥りやすい状態とした。高齢
者に対して老化のサインを見逃すことなく、生命予後や疾患対策だけでなく、生命機能をエンドポイントにしたフレイルに対し、
フレイル健診と予防的介入による統合的理解によって対応することは高齢者医療における新たなミッションとなる。 
　そこで、厚生労働省では従来の後期高齢者医療制度もメタボの健康診査が中心であったが、昨年度からの後期高齢者に対す
る健康診査 ( フレイル健診 ) では併存症や老年症候群等の老化のサインであるフレイルを見逃さないための 15 項目の質問票を
新たに策定した。この質問票から高齢者の特性と健康状態を把握し、市町村と連携して健康支援・相談を行い、保健事業と介
護予防を一体的に実施する新たなミッションによる PPK への今後の変容が期待される。

SY17-2
オベシティパラドックスとサルコペニア肥満

○石井 好二郎
同志社大学スポーツ健康科学部

高齢者においては BMI による肥満者の方が死亡リスクの低い、オベシティパラドックスがある。日系アメリカ人を年齢階層別
に 10 〜 11 年間、体重、皮下脂肪面積および内臓脂肪面積を追跡調査した研究では、体重は加齢と共に減少し、皮下脂肪面積
はほぼ横ばい、内臓脂肪面積は増加率については成人期に最大であるが、絶対量は加齢と共に増加傾向を示すことが報告され
ている。元々、BMI や腹囲によるリスク判定は高齢者を対象として作製されておらず、肥満者の高齢期における体重増加をリ
スク増として評価することが困難である。したがって、高齢者の体重減少は体脂肪量の減少を反映するというよりも、除脂肪
体重（その多くは骨格筋量）の減少を強く反映している。すなわち、成人期から高齢期にかけては、骨格筋量の減少と内臓脂
肪量の増加が生じていることになる。サルコペニア肥満はこの時期が主なターゲットとなるように思われる。
先行研究からは、肥満から生じる内臓脂肪の増加によるインスリン抵抗性、炎症反応、酸化ストレスなどに、加齢の影響が加
わり、骨格筋の質的変化が筋力低下に反映することが示唆されている。内臓脂肪が増加している時には骨格筋細胞内脂肪（IMCL）
も増加する。IMCL の増加は筋力の低下を生じさせると共にインスリン抵抗性も生じる。インスリン抵抗性は骨格筋量の減少よ
り筋力低下に関連する。高齢者を対象とした研究では、筋力は骨格筋量よりも実質的に速い速度で低下し、また、骨格筋量を
増加させても加齢による筋力低下を防げないことが報告されている。
EWGSOP2 や AWGS2019 では骨格筋量より筋力の方が不良の転帰の予測に優れていることから、筋力をサルコペニア定義の優
先指標としている。サルコペニア肥満においても、筋力によりサルコペニアを評価するのが賢明であろう。したがって、筋力
低下を早期に発見することが、サルコペニア肥満の早期発見に繋がるものと思われる。また同時に、肥満予防がサルコペニア
肥満予防の第一義的な要素である。
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SY17-3
フレイル健診への期待

○小川　純人
東京大学大学院医学系研究科老年病学

フレイルの概念については「高齢期に生理的予備能が低下することでストレスに対する脆弱性が亢進し、生活機能障
害、要介護状態、死亡等の転帰に陥りやすい状態」とまとめられている。わが国において、介護予防の推進や健康寿
命の更なる延伸を目指す上で、フレイルの評価および適切な介入は一層重要になってきており、令和 2 年度から全国
で始まっている、 後期高齢者の質問票（15 項目）、いわゆる「フレイル健診」もその一つである。同質問票では、健
康状態、心の健康状態、食習慣、口腔機能、体重変化、運動・転倒、認知機能、喫煙、社会参加、ソーシャルサポー
トの 10 類型、15 項目の質問で構成され、健診、受診の際や地域サロンをはじめとする通いの場での実施、活用が期
待されている。
実際、フレイルな高齢者では生活機能障害、施設入所、転倒、入院をはじめとする健康障害を認めやすく死亡割合も
高くなることが知られており、フレイルに関する評価は、高齢者に対する包括的医療やケアを行う上でも重要な概念
と考えられる。最近の新型コロナウイルス感染症の流行下では、「3 密」を避けるなど十分な感染対策を講じる必要が
ある一方で、感染を恐れるあまり外出を控えすぎるなど、高齢者において生活不活発や自粛生活に伴う健康への影響
やフレイルの進展が危惧される。 そのため、フレイルの発症・進展予防に向けて、運動、栄養、口腔ケア、人との交
流・支え合いなど、自宅でもできる対策を具体的に指導することも重要になってくる。このように、「フレイル健診」
を通じて、高齢者の健康状態の把握や前向きな健康への取り組み、行政・自治体や医療機関などによる健康課題の把握、
保健指導や医療連携の推進などが考えられ、 ひいてはフレイルの予防・診断・治療法の確立に向けた臨床や研究につ
ながるものと期待される。

SY17-4
フレイル対策の神髄は継続的なロコモ予防にあり

○石橋　英明
医療法人社団愛友会伊奈病院整形外科

フレイルは加齢に伴う脆弱化および予備能低下を包括した概念で、身体的、精神的、社会的側面が相互に関連しあっ
て進行する。このためフレイル対策は、高齢期の脆弱化対策として、わが国が直面する超高齢社会の現状に不可欠な
取り組みである。ロコモティブシンドローム（以下、ロコモ）は、「運動器疾患や運動能低下による移動機能障害」
と定義されている。移動機能は立つ、歩く、階段昇降などの人の移動のための機能を意味し、高齢期の自立に必須で
ある。
フレイルは極めて包括的な概念であり、ロコモは身体的フレイルの一部と考えられている。しかし両者の判定基準は
異なるため、その包含関係は一律ではない。概念的にはロコモはフレイルの一部であるが、大規模コホートの調査結
果では 40 代以上の 70％がロコモと判定されている。その一方でフレイルは 12% に過ぎず、フレイル該当者は全て
ロコモ該当者に含まれる。すなわち、ロコモにならなければフレイルにならない。
フレイル対策とロコモ対策は、両者とも運動習慣および栄養改善が推奨されている点で類似している。ロコモを早い
時期に察知して運動と栄養を中心とした予防策を継続することで、結果的にフレイル対策となる。また、ロコモの判
定基準であるロコモ度テスト（立ち上がりテスト、2 ステップテスト、ロコモ 25）は介入により改善する指標である
ため、介入効果を判定しやすい。フレイルの判定基準である JCHS 基準の構成要素である握力、歩行速度、運動習慣は、
ロコモの介入によって改善される。さらにロコモ予防により運動機能が改善すると、社会活動の制限が減り、認知機
能低下や抑うつのリスクが減るため、社会的フレイルや精神的フレイルの予防にもなる。
フレイル対策は重要であるが、その範囲の広さゆえに方策が分かりにくい。そこで、介入方法が明確に示され、介入
による改善が検出しやすいロコモを予防することが、フレイル対策の具体策となる。まさにロコモ予防はフレイル対
策の真髄であると言える。
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SY17-5
オートファジー機能とサルコペニア予防 ～栄養の観点から～

○佐久間 邦弘
東京工業大学リベラルアーツ研究教育院

骨格筋は非常に可塑性の大きい臓器である。筋力トレーニングなどで鍛えれば著しく肥大するし、寝たきりなどで使
わなくなれば萎縮が起こる。骨格筋の肥大と萎縮は、筋内に存在するタンパク質の量で決定され、様々な制御因子が
このタンパク質の合成と分解を巧みに調節している。加齢にともない骨格筋が萎縮し、それまでの通常生活ができな
くなってくることをサルコぺニア ( 加齢性筋減弱症 ) という。このとき、より強い力を発揮できる速筋線維が選択的
に萎縮し、筋線維数も著しく減少する。サルコペニアにおいて、タンパク質合成を促進する有名な制御系である PI3-
K-Akt-mTOR 経路に顕著な変化は認められない。また、急性の筋萎縮 ( 筋固定、無重力など ) において蛋白分解を促進
するユビキチンーフロテアソーム (UPS) 経路も、サルコペニアにおいてほぼ変化が認められない。サルコぺニアの根
本的な原因はいまだ解明されていないが、オートファジー ( 自食 : タンパク質のリサイクル機構 ) が破綻しているため
である可能性が高い。我々の先行研究において、加齢したマウスの筋では、オートファジーで重要な役割をする p62/
SQSTM1 が細胞質に異常沈着する様子が観察されている [Sakuma K et al., J Cachexia Sarcopenia Muscle 7: 204-212, 
2016]。したがってサルコペニアの筋内では、オートファジーの機能不全が起こっており、不要な変性タンパク質や
機能不全ミトコンドリアなどが異常沈着している可能性が高い。サルコペニアの患者が低栄養であれば、アミノ酸摂
取が効果的であることが周知されている。しかしながら低栄養でなくても、他の要因 ( 通常の老化、不活動 ) でもサ
ルコペニアになりうる。この時骨格筋では、不要な変性タンパク質や機能不全ミトコンドリアなどが異常沈着が起こっ
ていると思われる。このオートファジー機能不全を解消するためには、運動と 20% 程度の食事制限 ( 腹八分目 ) が必
要である。本シンポジウムでは、オートファジー機能と特に栄養の観点からサルコペニアを予防する考え方について
取り上げる。

SY17-6
骨粗鬆症に対する新しい運動療法 
～ High-intensity Resistance and Impact Training (HiRIT) ～

○岩本　　潤
慶友整形外科病院骨関節疾患センター

骨粗鬆症は「骨強度の低下を特徴とし、骨折のリスクが増大しやすくなる骨格疾患」と定義され、閉経後・高齢女性
に多発する。骨粗鬆症の予防と治療において、運動療法は重要であり、その主な目的は、骨密度維持・増加、運動機
能改善、転倒防止などにより骨折予防に寄与することである。
　骨の健康維持・増進において、荷重と筋力が重要である。荷重は筋力を介して骨にメカニカルストレスを与える。
荷重骨に加わるメカニカルストレスは、歩行、ランニング、ジャンプの順に大きくなる。骨に加わるメカニカルスト
レスが大きいほど、骨量・骨強度の増加は大きいことから、運動により骨の健康を増進するにはジャンプ運動（ハイ
インパクトエクササイズ）が効果的である。
　最近、新しい運動療法として、High-intensity Resistance and Impact Training（HiRIT）の効果が報告された。閉経
後女性（平均年齢：55 歳）における複合運動（エアロビクス、ジャンプ運動、筋力訓練）の 16 年間にわたる腰椎・
大腿骨近位部骨密度の増加効果（対照に比べて）と骨折予防効果が示された。また、閉経後の骨量減少・骨粗鬆症女
性（平均年齢：65 歳）において、ジャンプ運動と筋力訓練（8 ヵ月）は、対照群（低強度運動：ホームエクサイズ）
に比べて、重篤な副作用を起こすことなく、運動機能改善と腰椎・大腿骨頚部の骨密度増加に有用であることが示さ
れた。HiRIT による骨密度増加効果は、これまでに報告されている荷重運動の骨密度増加効果より大きく、運動機能
改善（短期）や骨折予防（長期）の効果もある。したがって、これらの報告は、骨粗鬆症の予防と治療における
HiRIT の有用性を示している。
　骨量減少・骨粗鬆症女性に対する運動療法は、年齢、活動性、転倒リスク、骨粗鬆症重症度などを考慮に入れて、
骨密度維持・増加、運動機能改善、転倒防止などの目的に応じて選択されるが、HiRIT は、実践可能な閉経後・高齢
女性においては、骨の健康維持・増進の観点から、有用な運動療法となる。
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6 月 26 日（土）　第 5 会場　（2F　Room B-1）

新しい疾患概念・閉経関連泌尿生殖器症候群（GSM）への対応 15：50 ～ 17：20
座長：望月　善子（医療法人もちづき女性クリニック） 
　　　安井　敏之（徳島大学大学院生殖・更年期医療学分野）

SY18-1
GSM 総論

○安井　敏之
徳島大学大学院生殖・更年期医療学分野

閉経関連泌尿生殖器症候群 (Genitourinary syndrome of menopause: GSM) は、外陰、腟、尿道、膀胱など泌尿生殖器
において、エストロゲン減少に関連してみられる症状や兆候の集まりを指す。腟乾燥感や灼熱感といった生殖器系症
状だけではなく、潤いの欠如、不快感や性交時痛といった性に関する症状、尿意切迫感、排尿困難、繰り返す尿路感
染症といった尿路系症状を含む。これまで vulvovaginal atrophy (VVA: 外陰腟萎縮 ) や atrophic vaginitis ( 萎縮性腟炎 )
といった言葉が用いられてきたが、① VVA は症状ではなく外陰や腟の外観、② atrophic vaginitis は炎症や感染の状
態を表現、③ atrophy は中高年女性にとって negative な印象、④ vagina は一般女性から容認された言葉ではない、
⑤下部尿路系の問題に言及していないといった理由から、2013 〜 2014 年に北米閉経学会や International Society for 
the Study of Women’s Sexual Health から GSM が提唱された。 閉経後のエストロゲン低下によって、コラーゲンの減
少、上皮の菲薄化、小陰唇の退縮、尿道口の傷つきやすさなどがみられる。また、腟組織の強度低下や脆弱性の増加
により、性交時に上皮の損傷をきたし、疼痛、灼熱感、裂傷、出血がみられる。腟乾燥感の頻度は、閉経後１年で
25%、3 年で 47% と増加すること、45-89 歳の閉経後女性の 45% に VVA の経験があることが報告されている。また、
性機能障害を有する女性は、有しない女性に比べて 3.8 倍 VVA がみられたこと、VVA があると 64% に性交痛やリビ
ドの喪失がみられたこと、下部尿路症状を有する女性は、それらの症状がない女性に比べて性交痛のリスクは高いこ
と、VVA がある女性は泌尿器系疾患の発生率が有意に高いことも報告されている。多くの女性はこれらの症状が閉経
に伴うエストロゲン減少によることや治療方法の存在を知らない。これらの症状にエストロゲンは有効であり、治療
方法の選択も議論すべきである。今後 GSM という言葉が浸透すれば、閉経後女性の泌尿生殖器や性の健康に関連し
た研究が進み、診断や治療に繋がることが期待される。

SY18-2
エストロジェンのもたらす抗加齢作用は泌尿生殖器系にいかに影響を及ぼす
か？

○平池　　修
東京大学

エストロジェン E は主に生殖器の組織成熟をもたらすが、生殖器外作用として、皮膚、血管内皮、骨、そして腟・外
陰などに対する作用などが存在する。二次性徴開始から性成熟期、閉経期、老年期と女性の一生を考える上で、多く
の疾患が E に依存して発生もしくは増悪すること、同様に多くの疾患が E に依存して改善することを考慮すると、E
の人体各組織における生理的作用の特性を理解し、病態生理に習熟しておくことは E の抗加齢作用を考える上で重要
である。泌尿器系組織・膀胱においては主に E の受容体としてエストロジェン受容体（ER）βが優位に分布しており、
子宮・卵巣や腟においては ER αが優位に存在していることが知られている。よって E の作用をもたらす物質が異な
ることは、E の生体作用を考える上で興味深い。従来、従来萎縮性腟炎、老人性腟炎と呼ばれていたものは、2014 年
に北米閉経学会、International society for the study of women’s sexual health の提唱により、Genitourinary syndrome 
of menopause（GSM）と呼ばれるようになった。生殖器系の萎縮症状は、泌尿器系の萎縮に関連した症状も含まれ
ることを考慮したものである。GSM の治療戦略として、E の局所投与、選択的 ER 修飾薬などが用いられることから、
その基礎的な背景として、泌尿器・生殖器における E の作用を本講演において説明する。
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SY18-3
GSM に対する薬物療法の国内外における現状

○寺内　公一
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科茨城県地域産科婦人科学講座

薬物治療の対象となる GSM の中核的な症状は、腟萎縮である。
（1）：局所的ホルモン療法

腟内への局所的なエストロジェン（E）投与には、子宮内膜を含め全身的な影響を考慮せずに使用できる利点がある。
海外では腟内に局所投与できる E に関して様々な選択肢があるが、日本ではエストリオール（E3）腟錠（エストリー
ル ™ 腟錠 0.5mg、ホーリン ™V 腟用錠 1mg）のみが使用可能である。1 日 1 回 0.5~1.0mg を腟内に挿入する。

（2）全身的ホルモン療法
閉経期ホルモン療法に用いられる E 製剤の効能・効果には「腟炎」「腟萎縮症状」「泌尿生殖器の萎縮症状」が含まれ
ている。一方で、全身的ホルモン療法には考慮すべき副作用があるので、ホルモン療法を行う唯一の理由が外陰腟萎
縮症である場合には、必ずしも全身的投与は最適とは言えない。ホットフラッシュ・発汗などの血管運動神経症状を
初めとする更年期症状を合併する場合に、ベネフィットとリスクについて検討した上で、全身的ホルモン療法を行う。

（3）Ospemifene
2013 年 2 月にアメリカ FDA が、外陰腟萎縮に起因する中等症〜重症の性交痛に対する薬剤として Ospemifene を認
可した。Ospemifene は、閉経後骨粗鬆症治療薬のラロキシフェンやバゼドキシフェンと同じく、E 受容体に対して
組織特異的にアゴニストまたはアンタゴニストとして作用する SERM の一種である。性交痛を訴える 605 例の女性を
対象とする第 3 相試験（12 週間のプラセボ対照二重盲検 RCT）において、プラセボと比較して有意に、①腟細胞診に
おける傍基底型細胞の比率を減少させ、②表層型細胞の比率を増加させ、③腟 pH を低下させ、④性交痛の重症度を
改善することが示されている。

SY18-4
GSM 症状に対する腟・外陰レーザー治療による施術の有効性と安全性の検
証

○八田 真理子
聖順会ジュノ・ヴェスタクリニック八田

エストロゲンの分泌低下を主因に、性器・下部尿路の萎縮等の形態的変化は加齢により誰にでも起こりうる症状で、
近年この症状を、Genitourinary syndrome of menopause（GSM）という。その症状は腟・外陰部のかゆみや乾燥等
の性器の不快症状、頻尿や尿漏れ等の下部尿路症状、更に性交痛などの性交障害と多彩であり、しかも慢性的かつ進
行性であり、女性の非感染性疾患の 1 つとされる。
腟・外陰部に対する CO₂ フラクショナルレーザー治療は、2009 年にイタリアで開発が始まり、EU に続いて米国 FDA
でも 2015 年に承認を受け、既に世界約 60 カ国以上の 120 万人以上の女性がその効果の恩恵に預かっている。この
治療は、エストロゲンの低下により起こる「腟萎縮」に対し、従来の薬物治療では十分な改善が得られなかった患者
のために開発されたという経緯を持つ。
当クリニックでの性器・尿路の不快症状に対する問診で、52.4％が何らかの症状ありと回答し、その多くが何の対処
もせず、治療にも消極的である実態が判明した。そこで、IC のもと 2016 年 1 月から 2020 年 7 月までの 4 年７カ月で、
腟・外陰レーザー治療による施術を外来患者 554 名、1,193 例に行った。平均年齢は 57.6 歳（25 〜 92 歳）、全例に
腟レーザー治療に加え、外陰部にも照射した。施術前処置として、腟内の分泌物を除去し、外陰部にのみ麻酔クリー
ムを塗布し約 30 分浸透させた。施術時間は 5 分程度で保湿クリームを塗布し、保冷剤をつけたまま帰宅させた。治
療効果は即効性があり改善度も高く、エストロゲンの併用での効果は長期に及んだ。患者の 7 割は治療に満足し、副
作用やトラブルは一例もなかった。
GSM 症状に対する腟・外陰レーザー治療は手技が簡便で、小規模クリニックでも安全に行える治療法であり、高齢化
がさらに加速するわが国において、多くの女性に福音をもたらすと考える。実際の施術ビデオを供覧しながら、この
治療法が有効であり、かつ安全性にも優れていることを提示させていただく。
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6 月 27 日（日）　第 2 会場　（1F　アネックスホール 1）

AI による新しい脳機能・認知症診断 9：00 ～ 10：30
座長：阿部　康二（国立精神・神経医療研究センター） 
　　　岩田　　淳（東京都健康長寿医療センター）

SY19-1
認知機能低下者の顔を見分けることができる AI の可能性

○亀山　祐美
東京大学医学部附属病院老年病科

認知症の診断のための検査はさまざまな制約を抱えています。アミロイド PET による検査費用は非常に高額ですし、
脳脊髄液の採取は侵襲的です。そこで、簡単で非侵襲的で安価な認知症のスクリーニングが望まれています。
老化は全身的なプロセスであり、顔で判断する見た目年齢は余命、動脈硬化、骨粗鬆症の指標となることが知られて
います。これまでに見た目年齢が暦年齢よりも認知機能と強い相関を示すことを報告しています (Umeda-Kameyama 
Y et al., Geriatr Gerontol Int, 2020;20: 779-784, doi:10.1011/ggi.13972.)。そこで、人工知能を使って、顔の情報から認
知機能低下を見つけ出すことができるかどうか検討を行いました。
当科物忘れ外来の患者および、柏スタディの参加者の中から同意を得た方の正面のポーカーフェイスの顔写真を使い、
認知機能低下を示す群（121 名）と正常群（117 名）の弁別ができるかどうかについて、AI ワークステーションで解
析しました。モデルは Xception で、optimizer は Adam、epoch 数は 28 で、感度 87.31%、特異度 94.57%、正答率
92.56% と高い弁別能を示すことができました。AI モデルが算出するスコアは、年齢よりも認知機能のスコアに有意
に強い相関を示しました。また、AI ワークステーションによる判断は顔のどの部分で行われているのかわかりづらく、
ブラックボックスの側面があるため、顔を上下で分けて解析したところ、どちらも良い成績でしたが、顔の下半分の
ほうが少し良い成績を示しました Aging (Albany NY). 2021;13(2):1765-1772. doi: 10.18632/aging.202545.。もっと多く
の顔写真を集め、AI に学習させることができれば、将来的には AI を用いて顔で認知機能低下をスクリーニングする
ことができるようになるかもしれません。

SY19-2
AI などの新たな技術を活用した認知症診療

○田所　　功、佐々木　諒、松本 菜見子、福井　裕介、表　　芳夫、武本　麻美、森原　隆太、山下　　徹、
阿部　康二

岡山大学脳神経内科

　高齢化が進む社会において、認知症診療の重要性はますます高まっている。認知症や神経変性疾患の診療では詳細
な問診や神経学的診察が非常に重要であるが、これらに加えて視線解析や網膜画像解析などの新たな技術を応用する
ことで、よりすぐれた認知症診療ができるようになると期待されている。当科で行った研究でも、視線解析や網膜画
像解析の認知症診療における有用性が示された。
科学技術のなかでも Artificial intelligence（AI）は近年特に注目されており、医療においてもビッグデータの分析や画
像診断など様々な分野で AI 技術の臨床応用が進んでいる。顔認証 AI は代表的な技術のひとつであり、顔画像から年
齢や感情を推定できる。こうした顔認証 AI を用いることで、評価者の主観に左右されず定量的に顔の評価が可能で
ある。こうした顔認証 AI の臨床応用への可能性を検討するため、我々はまず、パーキンソン病患者を対象に AI を用
いて顔の解析を行った。その結果、パーキンソン病患者では同年代の正常者に比べ、見た目年齢が有意に高いという
ことが分かった。また顔の感情解析では、パーキンソン病患者では喜びが少なく無表情であることが多いことが、定
量的に示された。続けて我々は、認知症患者に対する化粧療法の効果を検証する臨床研究において、この顔認証 AI
を活用し化粧療法が見た目年齢や感情に与える影響を検討した。化粧療法を行った患者では対照群に比較して、化粧
療法開始直後から情動機能改善効果がみられたが、AI 解析で化粧によって見た目年齢が若返っていることが示された。
また特に ADL 障害が中等度の患者では、化粧療法によって喜びが有意に増加し、さらに喜びの増加は認知機能の改
善と関連していることが定量的に示された。AI などの技術は、認知症患者のスクリーニングや診断、症状の把握など、
様々な面での活用が期待される。
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SY19-3
アイトラッキング法を利用した認知機能評価法の開発と社会実装

○武田　朱公1,2

1大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学、
2大阪府立病院機構大阪精神医療センターこころの科学リサーチセンター

　高齢化に伴う認知症急増への対応が喫緊の課題となっている。認知症の根本的治療法は未だ確立されていないが、
早期発見と早期介入によって発症・進行予防が可能であることを示す医学的エビデンスが蓄積している。現状、認知
症の初期評価は問診形式の認知機能検査（MMSE 等）を用いて行われているが、検査の特性上スクリーニング的な評
価が困難となっている。
　演者らはこれまでに、アイトラッキング法を利用した認知機能評価法を開発し、その有用性の実証と社会実装を進
めてきた。約 3 分のタスク映像を眺める被検者の視線をアイトラッキング法で記録し、視線位置情報の解析から認知
機能を定量的化するシステムであり、従来の MMSE スコアと高い相関を示すことが示されている。また、本法をスマー
ト端末で実装できるアプリを開発し、これを基盤シーズとして大学発ベンチャーの株式会社アイ・ブレインサイエン
スを設立した（JST 大学発新産業創出プログラム START により支援）。現在、本法の医療機器治験準備を進めている（第
一世代ソフトウエア）。更にこれを基盤技術とし、AI 技術で視線情報を解析することで MCI 段階の認知機能障害を高
精度に検出するプログラムの開発を進めている（第二世代ソフトウエア）。本演題では、次世代型認知機能評価法と
してのアイトラッキング式検査の開発経緯と将来展望について概説する。

SY19-4
CogEvo による健常高齢者からの脳機能測定

○河越　眞介
株式会社トータルブレインケア

2025 年には , わが国の認知症高齢者の数は約 700 万人に達すると予測される中で , 軽度認知障害期 , もしくはそれ以
前のプレクリニカル期において , 認知機能低下を発見し適切な治療や予防に繋げることが望まれる。認知症の診断の
ために医療現場で行われている神経心理学的な認知機能検査は , 人や時間などのコストがかかり , 今後さらに増加す
る高齢者に対して , それらを用いてより早期に認知症の兆候をスクリーニングすることは困難で , 日常に近い場所で
短時間に低コストでより多くの高齢者の認知機能を把握する簡便なスクリーニング方法が必要である。
CogEvo は , 高次脳機能障害のリハビリテーションや高次脳機能障害のリハビリで使っているノウハウをベースに、
幼児教育の理論を取り入れた 5 つの認知機能と１２のタスクで構成された評価とトレーニングを目的としたクラウド
サービスとして開発された。
CogEvo は MMSE 等の既存の神経心理テストや健常・MCI・初期 AD の診断基準に基づく結果や再現性についても高
い感度・特異度で相関が複数報告されている。また ,MMSE や FAB では天井効果が生じるプレクリニカル期や MCI 期
において ,CogEvo は認知機能の軽微な変化を捉えることができると示唆されており ,CogEvo は中高年者および認知症
患者（プレクリニカル期〜 MCI 期）の認知機能の経年的な変化を評価するための , 簡単で便利な ICT ツールとなる可
能性が期待されている。
既に、ナショナルセンターや大学等の研究機関や、自治体・薬局・大手介護施設・企業等で、効果測定やスクリーニ
ングで利用されている。例えば薬剤師の方から CogEvo の結果で、平均点以上の方は生活の困りごとも少なく、平均
点以下のが服薬指導が必要な方がいる等、認知症の早期スクリーニングにとどまらず、様々な分野での応用が行われ
ている。
今回は、これまでの CogEvo の知見およびサプリメントや認知症予防の効果測定等、様々な取り組み可能性について、
報告する。
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6 月 27 日（日）　第 2 会場　（1F　アネックスホール 1）

女性とフレイル　～４つのコホート研究から見えてくるもの～ 10：40 ～ 12：10
座長：浦野　友彦（国際医療福祉大学医学部老年病学講座） 
　　　竹屋　　泰（大阪大学大学院医学系研究科看護実践開発科学講座）

SY20-1
中高年女性のロコモ・サルコペニア・フレイル（ROAD 研究）

○吉村　典子
東京大学医学部附属病院２２世紀医療センターロコモ予防学講座

厚生労働省国民生活基礎調査の要介護の原因疾患は、認知症、脳卒中、高齢による衰弱、骨折・転倒、関節疾患の順で固
定化してきている。要介護の原因の上位疾患のうち、原因の 3 位である高齢による衰弱の前段階として、フレイルという
概念が社会に浸透しつつある。フレイルとは身体的問題、精神・心理的問題、社会的問題を含む概念であるが、身体的問
題の主体を成すのは筋力の低下を含む疾患概念である加齢性筋量減少症 ( サルコペニア ) である。要介護になった理由の
３位が筋肉疾患であることに加えて、4 位と 5 位にも骨と関節という運動器の疾患が続いており、介護予防のためには運
動器疾患の予防が極めて重要であることがわかる。そこで日本整形外科学会は移動機能の低下をきたし、進行すると介護
が必要になるリスクが高い状態をロコモティブシンドローム（ロコモ）と定義し、要介護予防の立場から疾患横断的に運
動器障害をとらえ、その予防対策に乗り出している。このように、フレイルとロコモは異なる医学的土壌から生まれてき
た疾患概念であるが、いずれもサルコペニアという疾患概念を内包し、これら三つの概念はお互いに関連し合っているこ
とは明らかである。しかしながらロコモ、サルコペニア、フレイルの相互関連について検討した報告はまだ少ない。
　我々は、わが国の運動器障害とそれによる運動障害、要介護予防のために、運動器障害の基本的疫学指標を明らかにし、
その危険因子を同定することを主たる目的として、2005 年より大規模住民コホート ROAD（Research on Osteoarthritis /
osteoporosis Against Disability）プロジェクトを開始した。ROAD では、2012-13 年の第 3 回調査からロコモ、サルコペニ
ア、フレイルすべての検診を導入している。今回は ROAD 第 3 回調査以降の結果を基に、中高年女性のロコモ・サルコペ
ニア・フレイルの疫学的側面について報告する

SY20-2
高齢女性の骨粗鬆症、フレイル、生活習慣病の要因（長野コホート）

○浦野　友彦
国際医療福祉大学医学部老年病学講座

【目的】低骨量と骨の脆弱性を特徴とする骨粗鬆症は，加齢に伴う骨折のリスクを高める．また加齢に伴う筋肉量の低下
はサルコペニアの原因として注目されている．これらはフレイルならびに高齢者の寝たきりの要因として注目されている．
一方，体脂肪量が増加する肥満ならびに糖尿病は生活習慣病の構成要因であり多くの罹患者数を有し，脳血管障害など老
年病発症のリスクを高め，寝たきりの一因となる．これら疾患の病態を明らかにするため研究を長野コホートスタディで
行ってきた。【方式】長野県在住の閉経後女性を対象とした。分子疫学の手法を用いて，骨量，体脂肪量，筋肉量といっ
たパラメーターの遺伝的素因を探索した。またヒト臨床検体を用いて液性因子と老年病との関連解析を行った．さらにフ
レイルの構成要素に関連する因子の探索を行った。

【結果】我々は DNA チップを用いて，ヒト遺伝子に存在する一塩基置換遺伝子多型（SNP）からこれらを規定する SNP の
探索を行った．これら分子疫学的手法に加えて，マウスモデルや細胞モデルを用いて骨，体脂肪，筋肉規定遺伝子の同定
を行った．分子疫学的解析により骨量に関しては，G タンパク質共役受容体の一つ Gpr98 を，体脂肪率に関しては
SLC25A24 遺伝子と有意な関連を見出した．次に，骨から分泌される液性因子であるオステオカルシンの血中濃度が高値
である高齢者では糖尿病発症のリスクが高いことを見出した．さらに高齢者フレイルの構成要素の一つであり、サルコペ
ニアの指標ともなる握力低下と関連する液性因子として炎症性サイトカインである IL-6 を同定した．フレイルの構成要素
としてしられる体重減少を抑制する薬剤として骨粗鬆症治療薬であるビスホスホネートならびに選択的エストロゲン受容
体モジュレーターを見出した。【結論】今後，本研究により見出された液性因子や受容体が抗加齢効果を有する新規因子
として臨床応用されることが期待される．
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SY20-3
フレイル・サルコペニアの特性・要因と性差

○田原　康玄
静岡社会健康医学大学院大学

日本人高齢者におけるフレイルの頻度は、様々な研究のメタ解析から 7% 程度と推定されている。この頻度は加齢に
ともなって指数関数的に上昇する反面、性差は少ないとされている。欧米における同様の検討ではフレイルの頻度は
10% 程度とされ、男性で有意に低頻度であった。フレイルのリスク因子には、加齢に加えて低い身体活動、孤独や独
居などの社会的因子、低栄養や低タンパク摂取、認知機能の低下やうつ傾向などが挙げられているが、これらリスク
因子とフレイルの発症や進展との関連に明確な性差を報告している研究は見当たらない。
一方、フレイルの中核症状であるサルコペニアについては、アジアサルコペニアワーキンググループの診断基準が改
定されたため、旧基準で抽出された集団と頻度や特徴を一概に比較することは困難であるが、我々が実施している滋
賀県長浜市民を対象とした “ ながはまコホート ” での検討では、65 歳以上の男性 6.7%、女性 7.7% がサルコペニア（重
症サルコペニア含む）と判定された。大腿の CT 像を解析した結果では、女性では脂肪面積（皮下脂肪＋筋肉間脂肪）
が大きく、男性では筋面積が大きい。筋面積をさらに細かく分類すると性差は一様ではなく、脂肪蓄積の多い筋

（myosteatosis）ほど性差が小さくなった。加齢による大腿筋の減少は脂肪蓄積が少ない筋ほど大きく、男性では 10
歳の加齢で 12% 低下し、女性では 9% 低下した。インスリン抵抗性（HOMA 指数）は、男性においてのみ筋面積（特
に脂肪蓄積が少ない筋）の低下に関連した。一方、運動習慣は男女ともに筋肉量に対する正の因子であった。女性で
はエストラジオールが、男性ではテストステロンが骨格筋量の正の因子であることも報告されている。
フレイルやサルコペニアの特性や要因の性差については十分な知見が蓄積されているとは言い難いが、本シンポジウ
ムでは既報や自検データをもとに、これまでに明らかになってきた点について概説する。

SY20-4
地域一般住民におけるサルコペニア、フレイルの性差：端野 ･ 壮瞥町研究

○赤坂　　憲1、世古　俊明2、大西　浩文2、楽木　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札幌医科大学医学部公衆衛生学講座

【目的】サルコペニアは加齢性骨格筋減少症と訳され、フレイルの中核をなす病態と考えられる。サルコペニアの表
現型には、「身体機能低下」「筋力減少」「骨格筋量減少」の 3 つが含まれる。アジアサルコペニアワーキンググルー
プ 2019 (AWGS2019) によるサルコペニアの診断基準では、これらを同時に評価し、サルコペニアの可能性がある場
合には積極的に介入することを提言している。また AWGS2019 では、筋力と骨格筋量に男女で異なる基準を設けて
いる。しかし、男女では骨格筋の量・質ともに大きな違いがあるため、サルコペニア、フレイルの頻度や病態にも性
差があることが考えられる。【方式】今回われわれは、サルコペニア、フレイルの病態における性差を明らかにする
ため、北海道の地域一般住民を対象としたコホート研究「端野・壮瞥町研究」の断面調査を用いて検討を行った。対
象は 2017 年と 2018 年に北海道壮瞥町の住民健診を受診し、研究参加への同意が得られた 65 歳以上の高齢者である。
2017 年の対象者は 272 名（年齢 74.9 ± 6.6 歳、男性 116 名）、2018 年の対象者は 257 名（年齢 75.4 ± 6.5 歳、男性
113 名）であった。【結果】その結果 2017 年の対象者において、高齢者の筋量減少、特に下肢筋量減少は HOMA-IR
で診断されたインスリン抵抗性と独立した関連がみられた。また 2018 年の対象者において、J-CHS 基準によるフレ
イルには骨格筋量よりも、等尺性膝伸展筋力が独立して関連していることが明らかとなった。さらにこれらの関連は、
男性よりも女性でより顕著であった。

【結論】これらの結果より、サルコペニア、フレイルの病態には男女ともに下肢の骨格筋が重要と言える。下肢の骨
格筋量減少はインスリン抵抗性を介して代謝性疾患に影響することが、また下肢の筋力低下はフレイルを介して生活
機能低下や要介護に関連することが考えられる。さらにこの現象は男性よりも筋力・筋量が低い女性で顕著となる可
能性があり、筋量と筋力それぞれを維持、増強するための対策が重要と考えられる。
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6 月 27 日（日）　第 4 会場　（1F　Room D）

老いの入り “ 口 ” から認知症を読み解く 10：40 ～ 12：10
座長：松下　健二（国立長寿医療研究センター） 
　　　美島　健二（昭和大学歯学部口腔病態診断科学講座口腔病理学部門）

SY21-1
唾液腺 BDNF の脳への影響について

○槻木　恵一
神奈川歯科大学

新たな臓器間ネットワークは臨床的に注目されているが、唾液腺情報伝達物質の口腔以外の他臓器への役割について
は多くの未解明な点を残している。これまでに演者らは、唾液腺に内分泌様機能が存在するという仮説に基づき、唾
液腺含有物質の遠隔臓器への影響について追究してきた。脳に大量に含まれる脳由来神経栄養因子 BDNF（brain-
derived neurotrophic factor）が、ストレス刺激で唾液腺から産生され、血中濃度を上昇させることを世界で初めて明
らかにした。さらに、唾液腺 BDNF が脳での抗不安作用を増強することも解明した（Int J Mol Sci. 2017 5;18(9).）。そ
のメカニズムは、唾液腺 BDNF が、唾液として口腔に分泌された後、
舌下部より吸収され血中濃度を増加させる。また海馬での総 BDNF
量も軽度増加し、TrkB のリン酸化を亢進する。その結果、GAD1 が
mRNA レベルで増加が認められ、GAD1 により海馬で GABA が増加
し、抗不安作用が亢進するというものであり、脳 - 唾液腺ネットワー
クの存在を明らかにした。さらにヌードマウスの舌下部よりインド
シアニングリーンを標識した BDNF を投与し、in vivo イメージング

（島津製作所製）で画像を採得すると脳に明らかなシグナルが認め
られた（図：3 分では口腔のみにシグナルを認め、10 分では矢印に
示すように脳全体にもシグナルが認められた）。本演題では、唾液
の抗加齢効果を議論し、唾液の新たな機能から唾液腺健康医学の必
要性を提案したい。

SY21-2
口腔機能と神経細胞変性 - 加齢、歯の喪失、アルツハイマー病の関係について -

○後藤　哲哉
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯科機能形態学分野

アルツハイマー病 (AD) に関わる口腔領域の危険因子として報告さ
れているのは、主に歯周病と歯の喪失である。AD と歯周病の関係
は多くの研究がなされているが、歯の喪失について神経解剖学的な
考察は少ない。一方、AD の危険因子で最も高いものは「老化」で
ある。そこで我々は咀嚼調節に関わる三叉神経中脳路核 (Vmes) に
着目し、老化による神経変性、並びに歯の喪失による Vmes の神経
細胞死と AD の進行について研究を進めてきた。老化に関しては、
Vmes 神経細胞内にアミロイドβ (A β ) を含むオートファゴゾーム
が認められ、加齢とともに増加した。一方、Vmes 神経細胞の一部
は歯根膜からの圧覚の入力を受けるが、それらは歯の喪失により神
経変性 / 神経細胞死を生じた。Vmes 神経細胞死により細胞毒性の
強い A βオリゴマーが細胞外に放出され、Vmes の近傍に存在する
青斑核神経細胞は A βにより部分的な細胞死を生じた。青斑核は
AD で神経脱落が顕著に観察される海馬や大脳皮質に投射しており、
青斑核の神経細胞死によってこれら投射部位の神経細胞死が生じ
た。このように、歯の喪失による「Vmes- 青斑核 - 海馬・大脳皮質」
の神経変性のカスケードが AD の進行を早めると考えられた。
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SY21-3
腸内細菌叢と認知症：食事と腸内細菌の関連から

○佐治　直樹
国立研究開発法人国立長寿医療研究センターもの忘れセンター

近年、腸内細菌と認知症との関連が注目されている。一見接点のなさそうな両者の組み合わせでありながらインパク
トのある臨床的関連から、様々な研究が展開されている。演者らも、当院もの忘れ外来の患者さんを対象に 2016 年
から臨床研究を実施している。これまでの解析結果の概要は、①認知症の有無と腸内細菌の内訳（エンテロタイプ）
に有意な関連があった。②軽度認知障害と認知機能健常群の群間比較でもエンテロタイプは異なっており、認知症に
なる前から腸内細菌に変化が生じていた。③加齢や動脈硬化を伴う生活習慣病の併存によってもエンテロタイプの割
合に違いがあった。これらの機序は未解明であったため、腸内細菌の代謝産物も解析した結果、④アンモニアなどの
有機酸は認知症群で増加し、乳酸値は減少していた。さらに、⑤腸内細菌は大脳白質病変（脳 MRI の異常所見）と関
連していた。これらの結果から、腸内細菌や代謝産物と脳・認知機能には深い関連があると言える。現在は、食事と
腸内細菌との関係、口腔内細菌と腸内細菌との関連についても調査している。　認知症予防として、または老化を遅
らせるため、食事内容を整え運動習慣の維持などが提唱されている。本邦では和食が健康食として推奨されているが、
腸内細菌や認知症との関連については未解明な部分も多い。今回、日本食スコアを用いて演者らの研究データを解析
した。米、味噌、魚介類など食品の摂取頻度を調査し、日本食スコアを算出して、腸内細菌や認知機能との関連を解
析した。その結果、魚介類、きのこ、果物、大豆製品、珈琲などの項目は認知症と抑制的に関連していた。また、日
本食スコアの高得点群は、腸内細菌の代謝産物の濃度が低い傾向にあった。日本食パターンは腸内細菌と関連して代
謝産物の濃度に影響し、認知機能維持に寄与するのかもしれない。今回の講演では、認知症の概要、認知症と腸内細菌、
腸内細菌と食事内容との関連などを概説し、高齢者における腸内細菌の役割について考察したい。

SY21-4
歯周病・口腔細菌と認知症の関連性の update

○松下　健二
国立長寿医療研究センター

   ペンフィールドの脳地図で示されているように、大脳皮質の体性感覚野や運動野の約半分の領域は口腔に関与する
部分が占めており、口腔機能と脳機能は密接に関連していることがわかる。したがって、歯を残し口腔機能を維持す
ることは全身の健康を保つ上で有用である可能性がある。近年、咀嚼機能の維持は、身体の栄養状態と低下を防ぐこ
とで虚弱状態（フレイル）を予防する重要な要素であることも指摘されている。一方、認知症は世界で最も患者数の
多い神経疾患であり、世界保健機関（WHO）により世界的な公衆衛生対策上の優先課題とされている。認知症の予防・
治療法は様々な視点から研究がなされているが、有効な予防・治療法は確立されていないのが現状である。認知症の
危険因子や、認知症の発症・進行を抑制する因子を特定し、その情報を有効に活用できれば、認知症の予防や健康寿
命の延伸が可能になるかもしれない。従来、保有歯数および咀嚼機能と認知機能および認知症との関連性が指摘され、
保有歯数が少ないほど認知機能が低く、また認知症の発症リスクが高いことが報告されている。また近年、歯周病や
歯周病菌と認知症との関連が注目されている。本口演では、口腔と認知機能および認知症の関連性、特にアルツハイ
マー病（AD）と歯周病や歯周病菌との関連性について最近の研究動向と我々の研究成果を踏まえて update を行いた
い。
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6 月 27 日（日）　第 1 会場　（2F　Room A）

人生 100 年、健康長寿を幸せに生きるとは？ 13：30 ～ 15：00
座長：三村　　將（慶應義塾大学医学部精神神経科） 
　　　須賀　英道（龍谷大学短期大学部）

SY22-1
健康概念を再考しよう！

○市来　真彦
東京医科大学学生・職員健康サポートセンター

　「あなたは健康ですか？」と尋ねられたら、あなたは Yes、No どちらでの答えを出すでしょうか？   次に「今その
質問に答えるために、自分が健康であるかどうかを判定した理由はどのようなものでしたか？」と尋ねられたら、あ
なたはなんと答えるでしょうか。この答があなた自身の「現在の」健康の物差しなのです。健康の物差しは、生きて
ゆくにしたがって変化します。持病を持たない若い世代は、そもそも健康の概念を尋ねると「病気ではないこと」と
答えるでしょう。生活習慣病などの慢性の病気を持った人は「血圧が安定していること」と答えるかもしれません。
高齢者を介護している家庭では「おばあちゃんが元気でいること」と答えるかもしれません。
では次に「健康とはどのような状態を指すのでしょうか？」と尋ねられたら、あなたはなんと答えるでしょうか。
この問いに対して、「健康とは病気ではないこと」と答える人がいますが、この考え方だと、慢性疾患や障がいを持っ
ている人は一生健康にはなれないことになってしまいます。石川は「健康とは、病気ではないということではなく、
病気や怪我の有無、薬の量、検査数値の良し悪しといったような『マイナス要因』である『病気』と、夢がある、良
好な人間関係、趣味がある、といったような『プラス要因』である『元気』のバランスである」と述べ、「健康＝病
気（マイナス要因）＋元気（プラス要因）」という二軸の論理を提唱しました。この定義に従うと、ただ医者から処
方された薬を飲むといった「病気減らし」だけではなく、自分自身が元気になる「元気づくり」にも一生懸命取り組
むことによって、プラス度をマイナス度より大きくすることができれば、慢性疾患や障がいを持っている人も含めて

「誰でもが」健康になることができるということが可能になります。
今回はメンタルヘルスにおける健康づくりの取り組みを通して、参加者の皆さんと健康概念を再考してみたいと思い
ます。

SY22-2
超高齢者のサクセスフルエイジングとレジリエンス

○三村　　將
慶應義塾大学医学部精神神経科学教室

日本は言うまでもなく世界に冠たる超高齢社会であるが、平均余命が伸長してきている今日、いかに長く生きるかと
いうこと以上に、いかに「生き生きと」長く生きるか、あるいはいかに「幸せに」長く生きるかが重要である（幸福
寿命）。そのような中で、サクセスフルエイジングとレジリエンスは鍵となる概念として注目されている。サクセス
フルエイジングは「疾患や障害による衰退」がないのではなく、むしろ「疾患、障害への適応」であるといえる。特に、
認知の枠組みや「智恵 wisdom」を含む認知的健康と、肯定的な感情や適切なストレス対処を含む感情的健康が重要
であると考えられる。サクセスフルエイジングには、さまざまなメンタルヘルスの問題が関連することがわかってい
る。特に、超高齢社会において、いかに認知症の発症を抑止していくかは喫緊の課題であるが、最近では、うつ病の
存在や社会的孤立が認知症の大きなリスクファクターとなること、目的を持って「生き生きと」自分らしく生きるこ
とが認知症発症にも予防的に働くことが明らかとなっている。我々が東京都荒川区で実施している超高齢期の検討で
も、超高齢者は主観的幸福感が高く、また認知機能の高さと自我の統合感や老年的超越性とが関連していることが示
されている (Niimura ら , 2019)。サクセスフルエイジングと関連して幸福寿命の鍵となる概念はレジリエンスである。
レジリエンスとはストレスに対する抵抗力、抗病力として捉えられる。我々はうつ病をはじめとするさまざまな精神
疾患の回復や治療プロセスにおいて内的回復力すなわちレジリエンスが重要であることを報告してきた（Ozawa ら , 
2017 など）。演者はレジリエンスと幸福感とはつながっていると考えている。その意味で、幸福長寿のモデルともい
える超高齢者、特に百寿者・超百寿者は疾患低リスク・抗認知症を具現しているスーパーノーマルな人たちであると
考えられる。
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SY22-3
高齢者社会におけるポジティブサイコロジーの活用

○松隈 信一郎1,2

1慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室、2一般社団法人ストレングス協会

　現在、日本社会は世界に先駆け、超高齢社会へ突入し、今後も高齢者率は増加すると予測されている。また、近年、
「人生 100 年時代」「ライフシフト」等のキーワードが注目されるように、個々人が老後を健康で幸せに生きられるよ

う人生戦略を事前に立てることの重要性が説かれている。
　本シンポジウムの主題であるポジティブサイコロジーとは、人間に本来備わる幸福感や感謝等のポジティブな感情
や強みや美徳等のプラスの特性を科学的に研究する試みであるが、その研究対象の一つに「人生の意味（Meaning in 
life）」がある。人生の意味とは、Martela (2016) らによると、一貫性（Coherence）、目的（Purpose in life）、意義

（Significance）の 3 つの側面があると報告されているが、「人生 100 年時代」において、高齢者が人生の意味をもっ
て生活することは心身の健康にとって重要な要素である。人生の意味を自覚している人はそうでない人と比較し、ウェ
ルビーイングが高く、抑うつや不安、自殺念慮が低いだけでなく、寿命がより長い等の身体の健康にも関連があるこ
とが報告されている。本シンポジウムでは、ポジティブサイコロジーの研究に基づく「人生の意味」の定義、そして
心身の健康に関連するポジティブサイコロジーの研究成果を紹介し、人生に意味をもつ高齢者のケースを検討したい。

Frank Martela & Michael F. Steger (2016) The three meanings of meaning in life: Distinguishing coherence, purpose, 
and significance, The Journal of Positive Psychology, 11:5, 531-545.

SY22-4
幸せ感をもって長寿を生き抜く基本とは？

○須賀　英道
龍谷大学

人生 100 年といわれる今日、長寿を生き抜くためには健康が基本である。しかし、ここで意味する健康とは病気の反
対語でないことは言うまでもないだろう。高齢になるにつれて身体やこころの面に何らかの病気を含めた機能低下が
生じてくるのは避けられない事実である。病気を含めた機能低下にありながら、幸せ感をもって長寿をまっとうする
には、自己評価の視点転換が欠かせない。これが原因追及といったパソゲネシスによる問題解決手法の方向性からウェ
ルビーイングの活用によるサルートゲネシスへの転換である。病気を含めた機能低下にある状態が客観的には変わら
なくても、ウェルビーイングによる自己評価の有無によって主観的な幸せ感は全く異なったものとなる。さらにこの
自己評価は環境・対人関係へも肯定的な解釈となり、二次的に状態像の変容にもつながっていく。これは気分向上か
らのモチベーションの増進によって行動変容に至るといったウェルビーイング思考の基本であり、レジリアンス強化
に繋がる。さらに、この方向性は個人に限定されず、relationship（絆）の強化によって、家族・社会での受容性の向
上や連帯感による行動変容を生み出し、ウェルビーイングの拡大に至る。こうした発想転換によって今後の社会にお
ける健康長寿へと繋がるのである。今回、こうしたサリュートジェネシス手法を主眼に作成した well-being 実践プロ
グラムを紹介したい。
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6 月 27 日（日）　第 4 会場　（1F　Room D）

男性論ゼミナール 2021 13：30 ～ 15：00
座長：岡田　　弘（獨協医科大学埼玉医療センター） 
　　　永井　　敦（川崎医科大学泌尿器科）

SY23-1
PDE5 阻害薬でアンチエイジング

○大平　　伸、永井　　敦
川崎医科大学泌尿器科学

　Phosphodiesterase5（PDE5）は、血管、心臓、肺、胃腸、腎臓、膀胱、前立腺、陰茎海綿体、などの様々な平滑筋
細胞に発現しており、細胞内セカンドメッセンジャーであるサイクリック GMP（cGMP）を 5’-GMP に変換すること
でシグナル伝達を調整している。PDE5 阻害薬は、cGMP から 5’-GMP への変換を抑制することで平滑筋細胞内の
cGMP 濃度を上昇させる。平滑筋細胞内における cGMP 濃度の上昇は、cGMP 依存性プロテインキナーゼを活性化さ
せることで平滑筋細胞内のカルシウム濃度を低下させ、平滑筋弛緩作用を示す。PDE5 阻害薬は、この平滑筋弛緩作
用などにより、肺高血圧症、勃起障害、前立腺肥大症に伴う排尿障害に対する治療適応を有しており、実臨床におい
て有効性が示されている。　本演題では、加齢性疾患に対して、近年、報告が増加している PDE5 阻害薬の期待され
る効果について概説する。加齢に伴い有病率が増加する全身疾患として血管内皮障害が挙げられる。PDE5 阻害薬は、
血管内皮機能を改善することが示されており、脳血管障害や心血管障害の発症予防に繋がることが期待されている。
また、男性における加齢性疾患の 1 つとして、男性ホルモン（テストステロン）の産生低下により発症する男性性腺
機能低下症候群（LOH 症候群）が挙げられる。PDE5 阻害薬は、精巣内のライディッヒ細胞に作用してテストステロ
ンの産生を促進することが示されており、LOH 症状を改善させることが期待されている。さらに、前立腺局所におけ
る加齢性変化として、前立腺内における慢性炎症性変化が挙げられる。PDE5 阻害薬は、前立腺内の慢性炎症性変化
に対する抑制効果を示すことが示されており、難治性疾患である慢性前立腺炎への新たな治療選択肢となることが期
待されている。以上のことから、PDE5 阻害薬は、様々な加齢性疾患に対する改善効果が期待されており、今後、ア
ンチエイジング薬としての重要な位置付けを占める可能性がある。

SY23-2
アンチ・エイジングと「排尿」

○松本　成史
旭川医科大学教育研究推進センター

　アンチ・エイジング医学 2019 年 10 月号（Vol.15 No.5）に、総説『アンチ・エイジングと「排尿」』として、アンチ・
エイジング医学のキーワードである局所的、全身的血流障害やこれらの複合的な問題と下部尿路機能障害（lower 
urinary tract dysfunction: LUTD）との関連やその治療アプローチについて解説した。　エイジングにより、LUTD に
おける蓄尿障害も尿排出障害も出現し、複合的に関与するため多彩な下部尿路症状（lower urinary tract symptoms: 
LUTS）を呈し、LUTD は一様ではない。LUTD の背景や原因、機序は様々であるが、LUTD は著しく QOL に影響し、
本邦では高齢化に伴い、その有病者数は増加の一途である。　本シンポジウム「男性論ゼミナール 2021」では、こ
の総説の内容を基に、男性特有の前立腺肥大症や LOH 症候群（男性更年期障害）、その他の要因等、メンズヘルスも
含めた『アンチ・エイジングと「排尿」』について発表する。
松本成史：総説「アンチエイジングと「排尿」」. アンチ・エイジング医学－日本抗加齢医学会雑誌 . 15(5);058(582)-
063(587),2019.
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SY23-3
タバタトレーニングでアンチエイジング

○田畑　　泉
立命館大学スポーツ健康科学部

【タバタトレーニングとは】タバタトレーニングとは最大酸素摂取量の 170％の強度の 20 秒間の自転車エルゴメータ
運動を 10 秒間の休息を挟み、7 〜 8 回で疲労困憊に至る運動を用いた高強度・短時間・間欠的運動トレーニング (HIIT)
である。【タバタトレーニングの歴史】このトレーニング方法は、元々、スピードスケートの日本チームのヘッドコー
チであった入澤孝一氏（現　高崎健康福祉大学教授）が作成したスピードスケート選手の競技力向上のための数種の
トレーニング方法の１つである。我々が、このトレーニング方法を分析した結果、この運動の最終セットにおける酸
素摂取量が最大酸素摂取量と有意差がなく、またこの運動の酸素借が酸素借と有意差がないことより、このトレーニ
ングは有酸素性及び無酸素性エネルギー供給機構に最大の負荷をかけており、それらの能力を最大に向上させること
が期待され、実際にこの運動を用いてトレーニングを行うと最大酸素摂取量と最大酸素借が有意に増加することが明
らかとなった (Tabata et al 1996, 1997)。【タバタトレーニングの展開】４分以内という短時間に２つのエネルギー供
給系の両方の能力を高めることができるという結果を２つの論文に発表したところ、それを読んだ科学者やコーチの
紹介等で多くのアスリートや一般の方々が、このトレーニングを実践するようになった。今回の講演では、健康増進・
アンチエイジングを目指した様々な対象者に有効なタバタトレーニングについて紹介させていただきます。

SY23-4
EMS 治療は男性を変えるか ?「当院におけるネオスカルプト®による治療効
果の現状」

○神林　由香、神林　玄隆、田中 哲一郎
メンズクララクリニック

【はじめに】筋または神経に対して電気を流す事により、筋収縮を誘発する治療アプローチである electrical muscle 
stimulation(EMS) は筋力増強および代謝亢進効果が期待されている。近年では家庭用の安価なものも販売され、身近
な機器となっている。今回、当院におけるネオスカルプト ® を使用した治療効果に関して報告する。

【症例および施術方法】2020 年 05 月 17 日から 2021 年 1 月 31 日までに当院でネオスカルプト ® で施術した症例の
うち、初回施術前および複数回の治療後に腹囲の測定が可能であった 24 例。対象症例に関して、背景および治療後
の腹囲および体重変化、施術回数や期間などをまとめた。使用機材はテクノリンク社製ネオスカルプト ® で治療期間
および治療間隔は受診者の希望に合わせて行った。刺激の強度は、その都度受診者が許容出来る限り高い強度で、20
〜 25 分 / 回の施術を行った。腹囲測定は臍高で水平に測定を行い、施術後の測定は最も観察期間終了直近に行った
測定値を使用した。全例、特別な食事制限の指示は行わなかった。【症例のまとめ】24 例の背景は男性 19 例、女性 5
例、初回施術時の平均年齢は 51.0 ± 9.4 歳、施術前の腹囲の平均値は 89.9 ± 7.8cm、施術前平均体重は 71.6 ± 11.8
歳 (17 例中 ) であった。腹囲最終測定時までの平均施術回数は 12.0 ± 8.8 回、期間は 95.4 ± 67 日で施術間隔は 8.9
± 7.7 日、その間に PUREFLOW® を施行したのが 16 例、CLATUU α ® を施行したのが 5 例であった ( 重複あり )。最
終測定時の腹囲の変化は平均 -1.63 ± 3.5cm で、減少したのは 19 例 (79.2%)、体重変化（17 例中）は平均 -0.10 ± 1.3kg
で、減少したのは 9 例 (52.9%) であった。また、腹囲や体重減少は目立たないものの視覚的な変化が明らかな症例も
あり、数値のみでの評価が難しい症例もあった。【結論】EMS 治療で過半数の症例は腹囲の減少を認めた。体重や腹
囲の変化が明らかでなくとも視覚的な変化を認めた症例もあり、EMS 治療は運動の代替療法として選択肢となり得る
と考えられた。
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6 月 27 日（日）　第 6 会場　（1F　Room C-1）

化粧と匂いと医療 13：30 ～ 15：00
座長：山田　秀和（近畿大学アンチエイジングセンター・奈良病院皮膚科） 
　　　大慈弥 裕之（北里大学形成外科・美容外科）

SY24-1
これからの見た目のアンチエイジング

○古山　登隆
医療法人社団喜美会自由が丘クリニック

美容医療も治療目的、治療内容は日々変化している。五感を中心に、他人に対して、自分自身に対して、様々な面か
ら影響を与える点から考えると、化粧も匂いも医療も、本質は同じである。
美容医療の大きな傾向からすると、気軽な侵襲の少ない治療が増えてきている。ただ、気軽な治療法と安全は同義で
はない。
また、ナチュラル、ハーモニーなども次のキーワードになろう。
見た目のアンチエイジングにつき、その安全性、ナチュラル、ハーモニーなどのキーワードを中心に、これからの見
た目のアンチエイジングにつき私見を述べたい。

SY24-2
化粧と心理：豊かなコミュニケーションを実現する顔情報に関する研究の動向

○川畑　秀明
慶應義塾大学文学部心理学研究室

人は顔や身体に対して何かしらの印象を持つ。例えば，魅力的なのか，優しいのか，社会的なのか，様々な印象は顔
や身体の認知を通して形成される。印象を形成する上で顔から引き出される情報は，色，形態，そして質感であり，
それが空間的にかつ時間的に抽出されることとなる。一方で化粧とはそれらの情報に何かしらの変化を加える作業で
もある。本講演では，まず印象形成のための情報となる顔の色・形態・質感に分けて捉え，それぞれの情報が魅力形
成をはじめとした印象形成にどのように有効であるのか，またそれらがどのように化粧と関連していくのか，講演者
らの研究を踏まえ，最近の実験心理学や脳神経科学における動向を紹介する。
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SY24-3
嗅覚と健康

○東原　和成
東京大学大学院農学生命科学研究科

嗅覚は五感の中でも、なくなってもいい感覚の筆頭ですが、実は皆さんが思っているよりも重要な感覚です。近年、
匂いがどのような仕組みで感知され脳に伝わり生理効果などに結びつくか明らかになりつつあります。本講演では香
りが身体に与える影響と、逆に体調・心理が体臭に与える影響、という二つの側面から、匂いと健康の関係について
お話ししたいと思います。

SY24-4
治療対象としての臭い　— 腋臭症治療 —

○土井　秀明、藤本　卓也
こまちくりにっく

　われわれは日常生活で五感（視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚）を用いて、環境の変化を感じ取っている。医療では、
視覚（視診）、聴覚（聴診）、触覚（触診、打診）を用いた診察を日常的に行っている。味覚を用いた診察は、B.C.600
年頃に古代インドのスシュルタが尿を舐めて糖尿病の診断を行なっていた記録がある。嗅覚を用いた診察として、呼
気や排泄物に含まれる化学物質の匂いで感染症や代謝異常の診断を行うことがあり、最近では癌患者の尿の匂いにト
レーニングを受けた犬が反応したり線虫が集まったりする性質を利用し、癌のスクリーニング法が考案されている。
あくまでもスクリーニングであるので、確定診断は血液検査や細菌培養、画像診断が必要となる。
　嗅覚だけを頼りとして診断し、その匂いを治療対象とする腋臭症は珍しい疾患であると言えるのではないだろうか。
腋臭症では、ガーゼ法という検査が行われる。脇の下にガーゼを挟んで踏み台昇降のような簡単な運動を行わせた後
に医師や看護師の医療者がガーゼの匂いを嗅いで診断する、かなりアナログな検査法である。
　ところで、本邦では「におい」を表す漢字に「匂い」と「臭い」がある。「匂い」は、嗅覚を刺激するもの全般を
指し、「臭い」はどちらかというと不快な刺激である場合が多い。心地よい場合は「香り」とすることも多いが、英
語では「smell」で表現されることが多い。腋臭症は「不快な匂い」であるので、本邦では「臭い」となるが、蒙古人
種以外では遺伝的に腋臭症の遺伝形質を持つ者がほとんどであるために、腋窩多汗症は治療対象となるが、腋臭症は
あまり積極的な治療対象とならない。
　現在、本邦で行われている腋臭症の治療法を紹介する。
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SY24-5
口臭の基礎とその対策について

○阪井　丘芳
大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能治療学教室

　近年お口のエチケットとして「口臭予防」に関心が高まっています。巷では口臭に関する情報が氾濫しており、口
臭予防効果を謳う洗口剤・歯磨剤・ガム・タブレットなどが数多く販売されています。
　人間の嗅覚には、同じにおいを長時間嗅いでいるとそのにおいになれてしまう「順応反応」があるため、自分のに
おいを自分で客観的に確認することはできません。したがってどんなに口がくさくても自分のにおいに無頓着な人が
います。反対に、実際には口臭がないのに「自分には人を不快にする強い口臭がある」と悩んでいる人もいます。口
臭は非常にデリケートな問題なので、たとえ身近な家族や友人であっても悩みを打ち明けにくいものです。
　世の中に、においが全くない無臭の人は存在しません。生きているかぎり、我々には多少のにおいがあります。例
えば起床時に、口の中がネバネバして不快に感じた経験はだれにでもあると思います。においの強い食品を食べたり、
お酒を飲んだりした後、吐く息がにおいます。またヘビースモーカーの人は、ニコチンやタールによる独特のにおい
があります。このように日常生活の中で、一時的に強くなる口臭なら特に問題はないのですが、病気が原因となって
発生する口臭の場合には、きちんと治療を受けなくてはなりません。
　においを科学的に測定できる分析機器が開発されたことで、臨床研究が数多く実施され、口臭の原因究明が進んで、
適切な診断や治療が行われるようになってきました。口臭の発生原因は、口の中の汚れや病気・鼻やのどの病気・呼
吸器系の病気・消化器系の病気等いろいろありますが、歯や口に原因が認められるものが全体の 90％以上を占めてい
ます。本講演では、口臭に関する正しい情報をできるだけわかりやすく解説したいと思います。これまで気になって
いたけれど、恥ずかしくて人に相談できなかったという「口臭の悩み」を解決するために、是非ご参加下さい。
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6 月 27 日（日）　第 7 会場　（1F　Room C-2）

栄養素で免疫力アップ 13：30 ～ 15：00
座長：満尾　　正（満尾クリニック） 
　　　有田　　誠（慶應義塾大学薬学部・薬学研究科代謝生理化学）

SY25-1
ウィズコロナ時代のビタミン C の役割

○澤登　雅一
三番町ごきげんクリニック

新型コロナウイルスがいまだに世界中で猛威を振るっている。確実な予防方法や治療薬がない感染症に直面したことで、『ウィ
ズコロナ時代』は、あらためて、自己の免疫力をいかに高められるかが問われる時代となった。そして、それは、与えられる
ものではなく、食生活・運動・ストレスマネージメントなど、日々の自らの行動により築かれるものである。栄養状態は免疫
に与える影響が大きく、中でもビタミン C は、ヒトの免疫を調節する重要な栄養素のひとつであることは古くから知られている。
ウイルス感染時のビタミン C の働きとしては、

・白血球貪食能や遊走能の亢進
・マクロファージの食作用の亢進
・インターフェロンの産生
・抗体や T リンパ球産生の亢進
などの免疫系に対する直接的な作用だけでなく、ウイルス感染時に生じる酸化ストレスに対する抗酸化作用、抗ストレス作用、
抗炎症作用などが挙げられる。今回の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対しても、ビタミン C 投与による炎症マーカー
や酸素必要量の改善、死亡率の減少の可能性などが報告されている。感染症だけでなく、近年、がんに対するビタミン C の新
たな働きも注目されている。

・過酸化水素を誘導することによるがん細胞に対する酸化的ダメージ（PNAS 2005）。
・がん細胞の血管新生阻害（PROS ONE 2013）。
・がん細胞内グルタチオン濃度低下の誘導（Science 2015）。
・TET 遺伝子の活性化（Cell 2017）。
・免疫チェックポイント阻害剤との併用効果（Science Translational Medicine 2020）。
がんに対する高濃度ビタミン C の投与に関しては、現在、欧米で多くの臨床試験が行われ、抗がん剤の効果を損なうことなく
副作用を軽減することや、QOL を改善すること、また、標準治療との併用が安全かつ相乗効果があることなどが報告されている。
ここでは、ビタミン C の COVID-19 やがんに対する知見と、実際のビタミン C の効果的な摂取方法、がんに対する高濃度ビタ
ミン C 療法について述べる。

SY25-2
ビタミン D と免疫機能

○満尾　　正
満尾クリニック

ビタミン D はカルシウム・リン酸代謝に欠かせない脂溶性ビタミンであるだけでなく、がんの予防、動脈硬化性血管疾患予防、
糖尿病予防など、様々な働きを持つ重要な栄養素であることが、近年の研究で明らかにされている。中でも注目されている働
きが、新型コロナウィルス感染の予防、治療効果であり、その背景にはビタミン D の持つ免疫機能調整作用があると考えられ
ている。

名称からするとビタミンの一種であるが、その本質はステロイドホルモンであり、そのレセプターである VDR は核内に存在し、
全身の細胞機能にとって重要な働きをしている。新型コロナウィルス感染症 (COVID-19) では、ビタミン D 濃度が高いほど、感
染率や死亡率が低いことが報告されている。これは、ビタミン D の持つ免疫調整作用が、感染予防だけでなく、感染後のサイ
トカインストームや、これによって引き起こされる ARDS などの致死的な合併症を防いでいる可能性が指摘されている。
ビタミン D は、紫外線 (UVB) によってコレステロールの代謝産物であるプロビタミン D から作られる。その後肝臓で代謝され
25(OH)D3 に変化し、腎臓や免疫細胞などによって活性型のビタミン D である 1-25(OH)2D3 に代謝され、レセプターである
VDR に結合しその作用を発揮する。しかし現代人は紫外線による弊害を恐れるあまり、日光を避ける傾向が強く、その多くが
ビタミン D 不足状態と言われる 30 ng/ml 未満であることが指摘されている。当院外来データでも、約８割にあたる患者が不
足状態にあることを確認している。
新型コロナウィルス感染予防のためにも、ビタミン D 濃度を適正値に維持しておくことは極めて重要である。本講演では、ビ
タミン D の概要と COVID-19 との関係について、免疫機能への影響を中心に述べる予定である。
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SY25-3
ヒト疾患とモデル動物から究明する亜鉛の重要性：免疫系と皮膚器官系の新
しい治療戦略を目指して

○深田　俊幸
徳島文理大学薬学部病態分子薬理学研究室

亜鉛は鉄に次いで多い必須微量元素であり、その欠乏は、免疫系や内分泌系等の機能、および皮膚、骨・軟骨、骨格
筋等の形成に様々な異常をもたらす。亜鉛恒常性の異常が免疫不全、糖尿病、アルツハイマー型認知症等の様々な疾
患に関わること、加齢によって生体内亜鉛量が低下することが報告され、亜鉛の健康と病気における関連に注目が集
まっている。ヒトの約１割の遺伝子が亜鉛結合ドメインをコードすること、トランスポーターによって制御される亜
鉛が情報を伝える因子 ( 亜鉛シグナル ) として機能することが判明し、細胞機能における亜鉛の多様な役割が明らか
にされつつある。 本講演では、「亜鉛がなぜ生命維持に重要であるのか」について、主に免疫系や皮膚器官系に焦点
を当てて紹介する ( 参考文献 )。さらに、国際亜鉛生物学会 (http://iszb.org/) と日本亜鉛栄養治療研究会 (http://zinc-
nutritional.kenkyuukai.jp) 等の内外の関連学会の活動内容も交えて、亜鉛シグナルを制御する創薬研究や、モデルマ
ウスを用いた関連疾患に対する再生医療研究等について議論する。
参考文献：　1. J. Dermatol. Sci. 98:203-206, 2020;  2. J. Dermatol. 47: 51-53, 2020;  3. Nature Medicine 24:770-781, 2018;  
4. Br. J. Dermatol. 180: 869-880, 2018;  5. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 114:12243-12248, 2017;  6. J. Invest. Dermatol. 
137:1682-1691, 2017;  7. PLoS Genetics 13: e1006950, 2017;  8. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 111:11786-11791, 2014;  9. Proc. 
Natl. Acad. Sci. USA 111:11780-11785, 2014;  10. EMBO Molecular Medicine 6: 1028-1042, 2014 

SY25-4
ω３脂肪酸の機能性発現に関わる分子メカニズム

○有田　　誠1,2,3

1慶應義塾大学薬学部代謝生理化学講座、2理化学研究所生命医科学研究センターメタボローム研究チーム、
3横浜市立大学大学院生命医科学研究科代謝エピゲノム科学研究室

　生体内には多くの種類の脂肪酸が存在しており、その質の違いや代謝バランスの変化は健康維持と密接な関係があ
る。我々は、生体内に微量に存在する脂肪酸メディエーターを包括的かつ定量的に捉えるためのリピドミクス解析シ
ステムを構築し、炎症・代謝性疾患の制御において脂肪酸メディエーターバランスが重要であることを示してきた。
中でも、エイコサペンタエン酸（EPA）やドコサヘキサエン酸（DHA）などω３脂肪酸が体内で脂肪酸オキシゲナー
ゼにより活性代謝物に変換され、炎症・免疫の制御やウイルス感染防御など、様々な生体調節機能を発揮することを
明らかにしてきた。その過程で、ω３脂肪酸の構造に選択性を有し、抗炎症作用や組織保護作用と相関性を示す新規
代謝経路を「ω３脂肪酸カスケード」と命名し、ω３脂肪酸の機能発現における酵素および代謝経路の寄与について、
個体・細胞レベルでの検討を進めている。　脳神経組織、網膜、精巣など特定の臓器には、DHA など長鎖多価不飽和
脂肪酸（LC-PUFA）を含有する脂質が他の臓器に比べて多く存在する。一方で、長鎖アシル CoA 合成酵素（ACSL6）は、
LC-PUFA 含有リン脂質の多い臓器に特徴的に発現しており、臓器特異的な長鎖アシル CoA の形成に寄与する可能性
が考えられた。ACSL6 欠損マウスのノンターゲット解析から、臓器特異的な LC-PUFA 含有リン脂質に特徴的な減少
が認められ、その機能が欠損すると脳神経機能障害、雄性不妊、および視覚異常などの症状を呈する。すなわち、脳
神経機能や網膜光受容、精子形成などを最適化する膜環境（脂質場）の構築に DHA など LC-PUFA 含有リン脂質が重
要であることが示唆されている。　本講演では、ω３脂肪酸がなぜ体に良いのかを理解するために、近年明らかにな
りつつあるω３脂肪酸の機能性発現に関わる分子メカニズムについて紹介する。
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6 月 26 日（土）　第 1 会場　（2F　Room A）

 17：30 ～ 19：00
座長：坪田　一男（株式会社坪田ラボ） 
　　　森下　竜一（大阪大学大学院臨床遺伝子治療学）

INVS-1
国内外ヘルステックベンチャー企業の概況について

○江幡　哲也
株式会社オールアバウト

　インターネット、スマートデバイス、AI、ビックデータ活用などテクノロジーの進化を背景に、医療、ヘルスケア
分野における様々なベンチャー企業、いわゆるヘルステックベンチャーが誕生し続けている。
　本講演では、国内外において、健康・予防・治療・介護といったサービスの提供分野軸や、個人向け・法人向け・
医療機関向けといったターゲット顧客軸などで、ヘルステック事業を整理し、全体概況について整理する。またこれ
らと関連するテクノロジーや個人情報保護等のレギュレーションなどについて補足する。

INVS-2
ペプチドがサポートする未来

○橋弥　尚孝1,2

1アンチエイジングペプタイド株式会社、2カルナ・メドサロン

弊社は、ペプチドを用いて健康で幸せな生活を目指す事を目的としております。
起業のきっかけは、血管新生に関連する新規分子をスクリーニングする中で、新規配列のペプチド AG30 を同定した
事に始まります。機能解析を進めていくと血管新生作用のみならず、広範な抗菌作用、線維芽細胞活性化作用、免疫
応答作用など多彩な機能を有していることが分かりました。これらは創傷治癒に適した作用であることから、当初は
創傷治療薬開発を目指した取り組みを開始しましたが、この配列を改変することによる、他分野への応用にも取り組
みました。実際商品化するにあたっては、コストは重要な要素となりますが、アミノ酸配列を短くすることにより、
顕著なコストダウンが可能となります。その為に徐々に配列を短くし、検証を行いました。興味深いことに、配列を
改変することにより、抗菌活性や線維芽細胞活性化作用の活性バランスが変わることがわかり、それぞれの機能を高
めたペプチド作成が可能となりました。そして、創傷治癒目的から化粧品としての利用可能性を探る事に目標を変換
し、更に短いペプチドにして線維芽細胞活性化作用が残ったペプチド OSK-9 を作成するに至りました。OSK-9 はヒア
ルロン酸やコラーゲンの産生増加作用も有しております。実際、シート化した浮遊培養線維芽細胞に OSK-9 を添加す
ると、シートの収縮が確認されました。これは、肌を引き締めてハリを持たせる上で有益な作用であると考えられます。
現在 OSK-9 は化粧品会社のアルビオンのエイジングケア商品であるアンフィネスシリーズにご利用頂き、高評価を得
ております。今後も創傷治癒や、脱毛等を対象とした、ペプチドの有効利用について、研究開発していく予定です。
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INVS-3
アイトラッキング式簡易認知機能評価法の開発 
～基盤技術研究からベンチャー企業・社会実装まで～

○武田　朱公1,2

1大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学、
2大阪府立病院機構大阪精神医療センターこころの科学リサーチセンター

　高齢化に伴う認知症急増への対応が喫緊の課題となっている。認知症の根本的治療法は未だ確立されていないが、
早期発見と早期介入によって発症・進行予防が可能であることを示す医学的エビデンスが蓄積している。現状、認知
症の初期評価は問診形式の認知機能検査（MMSE 等）を用いて行われているが、人的労力を要し時間がかかるという
特性上、スクリーニング的な評価が困難となっている。認知症の早期発見を効率的に行うためには、一般外来やクリ
ニックでの診療、さらにはヘルスケア領域においても利用できる簡便で客観的な認知機能評価法の開発が必要である。
　演者らはこれまでに、アイトラッキング法を利用した簡易認知機能評価法を開発し、その有用性の実証と社会実装
を進めてきた。約 3 分のタスク映像を眺める被検者の視線をアイトラッキング法で記録し、視線位置情報の解析から
認知機能を定量的化するシステムであり、従来の MMSE スコアと高い相関を示すことが示されている。また、本法を
スマート端末で実装できるアプリを開発し、これを基盤シーズとして大阪大学発ベンチャーのアイ・ブレインサイエ
ンス社の設立に至った（JST 大学発新産業創出プログラム START により支援）。現在、同社が主体となり、本法によ
る医療機器ソフトウエア開発を進めている（第一世代ソフトウエア：2021 年より治験開始予定）。更にはこれを基盤
技術とし、AI 技術で視線情報を解析することで MCI 段階の認知機能障害を高精度に検出するプログラムの開発を進
めている（第二世代ソフトウエア）。本演題では、次世代型認知機能評価法としてのアイトラッキング法の開発、社
会実装、将来展望について概説する。

INVS-4
仮想ライトタッチに基づく転倒リスク評価法 StA2BLE 
―立位年齢モデルと社会実装―

○島　　圭介1,2、坂田　茉実1,2、神谷　昭勝1,2、島谷　康司3

1横浜国立大学大学院工学研究院、2合同会社UNTRACKED、3県立広島大学保健福祉学部

超高齢社会となった日本においては，転倒・転落による事故の増加が大きな問題となっており，転倒事故を未然に防
止できる方法論の確立が求められている．転倒予防に関しては様々な研究がなされているものの，客観的・定量的か
つ簡便に個人が抱える転倒のリスクを評価する方法論は存在しない．我々は高齢者の転倒リスク定量化を目的として，
指先への体性感覚刺激を利用して被験者の立位状態変化を誘発させて立位の機能を評価するシステムを提案してき
た．この方法では，仮想的な壁 ( 仮想壁 ) を構成し，壁に触れた反力を振動刺激として指先に与えて姿勢保持の支援
を行う仮想ライトタッチコンタクトを体性感覚刺激として使用する．仮想壁からの反力の提示状態を無作為に変化さ
せることによって生じる立位状態の変化
を定量的に計測・評価することで，ヒトに
内在する身体機能と感覚機能をわずか 1
分で定量化・見える化可能である．
本発表では，これまでに確立した転倒リス
ク評価システムの社会実装に向けた取り
組みを紹介し，約 1,400 名分（20 代から
80 代の被験者）の計測データから得られ
た転倒リスク評価モデルについて説明す
るとともに，開発したクラウド型のデータ
ベースシステムについて説明し，転倒リス
ク評価の重要性と人々の QOL 向上への貢
献について議論する．
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INVS-5
網膜色素変性症を対象とした視覚再生遺伝子治療薬の開発

○堅田　侑作1,2

1株式会社レストアビジョン、2慶應義塾大学医学部眼科学教室

日本では視覚障害に伴う日本の経済損失は年間約 8.8 兆円と試算されており、非常に大きな課題となっている。その
中でも、指定難病でもある網膜色素変性症はわが国の失明原因の 14%（第 2 位）を占めており、現在でも有効な治療
法がなく、早急な治療法の開発が望まれる。これは遺伝性疾患であり、加齢によって病態が進行する加齢性疾患でも
ある。この課題に対し、我々は独自光センサータンパクである「キメラロドプシン」を利用した視覚再生遺伝子治療
薬の開発に取り組んでいる。
光センサーであるロドプシンは動物型と微生物型に大別される。動物型は高感度である一方、単体で働くことができ
ないのに対し、微生物型は単体で働くことができることから、近年オプトジェネティクスという光細胞操作技術に応
用されている。一方で、微生物型ロドプシンは屋外光レベルの強い光にしか反応しないという性質があり、視覚再生
に応用するには感度が低いという欠点があった。そこで、それらを組み合わせることで、高感度かつ単体で働き続け
られることができる視覚再生に最適なロドプシンを慶應大学と名古屋工業大学の研究成果をもとに開発した。
製品はアデノ随伴ウイルスベクターを用いた遺伝子治療薬であり、対象疾患である網膜色素変性症の遺伝子型によら
ず 1 回の投与で半永久的な治療効果が期待できる。本手法による、簡便かつ高質な視覚再生治療が実現することで、
これまで治療法がなかった網膜色素変性症患者の視覚再生、社会復帰を実現し、社会的にも社会保障費の削減が期待
できる。また、加齢黄斑変性への適応拡大も可能である。
　オーファンドラッグとしての強みを生かした開発計画での早期実用化を目標に、来年度の臨床試験の開始を目指し
ている。
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6 月 27 日（日）　第 3 会場　（1F　アネックスホール 2）

アンチエイジングのための免疫力 Up 講座 9：00 ～ 10：30
座長：井手　久満（獨協医科大学埼玉医療センター） 
　　　清水　孝彦（国立長寿医療研究センター・老化ストレス応答研究PT）

SIP1-1
運動と免疫能の関係を「酸化ストレス」から考える

○市川　　寛
同志社大学大学院生命医科学研究科

適度な運動は免疫能を高め、感染症や癌の予防に有効とされる一方、激しい運動は免疫能を弱め、炎症やアレルギー
反応を助長すると報告されている。これらの機序として、激しい運動に伴う細胞性免疫や液性免疫の低下、免疫抑制
作用のあるホルモンやサイトカインの分泌の亢進などの関与が示されている。
ところで、激しい運動により生体内において活性酸素が過剰に産生されることも知られており、その産生源としては、
細胞内ミトコンドリア、骨格筋、血管内皮、好中球などの炎症細胞など多岐にわたっている。
適度な活性酸素は、接着分子の発現や転写因子の活性化など、シグナル伝達物質として機能して免疫系機能を活性化
させ、感染防御に役立っていることは周知の事実であるが、激しい運動は過剰な活性酸素の産生を来たす結果、免疫
系のバランスを崩すことにもなる。
本講演では、運動による生体の免疫能の変化および免疫力 Up の方法を、酸化ストレスの面から論じてみたい。

SIP1-2
アンチエイジングのための免疫力 Up 講座　ー食するー

○矢野　博己1,3、青木　孝文2、渡邉　知央3、小栁　えり1

1川崎医療福祉大学医療技術学部健康体育学科、2川崎医療福祉大学医療技術学部臨床栄養学科、
3川崎医療福祉大学大学院医療技術学研究科健康科学専攻

　コロナ禍の折、マスク、手洗いは言わずもがな、ありとあらゆる感染防御策を講じる方も多いであろう。さて、そ
もそも「食する」、食べることの危険性を我々はどれほど意識しているだろうか。飽食の時代となって久しい人類にとっ
て、今一度「食べる」という極めて日常的な行為について考えてみたい。危険？腸管にその８割もの免疫システムが
局在する理由を考えれば、そこが生体防御最前線の戦闘地域であることは容易に想像がつく。最大限可能な限りにお
いて非自己を排除しなければならず、また許される範囲において、非自己に対する停戦合意（寛容）を取り付けなけ
ればならない。そして、定住権を獲得している 100 兆個もの腸内細菌たちとも上手に共生し続けなければならない。
　食前の空腹時には、唾液を口腔内に満たすことで、好中球、sIgA、あるいはリゾチームといった口腔免疫の御濠が
構築される。いざ実食となれば、五感をフル活用して安全性を確認しつつ感染防御に徹する行為が営まれる。そして
食後の休憩ともなれば、腸管血流を上げつつ、腸管免疫を亢進させる。やがて夜には睡眠が誘導され、副交感神経優
位な状態へといざなわれることで、全身の免疫亢進が始まる。
　一方で、従属栄養生物として「食する」こと、それはすなわち生死を分ける最も重要な行為である。しからば、リ
スクは排除しつつも、必要な栄養素をより効率よく吸収しなければならない。極めて複雑かつ精巧なシステムが構築
された装置が腸管であるということは紛れも無い事実であり、感謝して理解しておくべきであろう。日に 3 度、ある
いはそれ以上お世話になっている消化器に対して、食品が持つ抗炎症作用と免疫力アップの作用について思いを致す
ことにする。
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SIP1-3
漢方からみる免疫力アップ

○渡辺　賢治1,2

1修琴堂大塚医院、2慶應義塾大学医学部漢方医学センター

　免疫の字義は「疫を免れる」ことである。ことに感染症から逃れるための生体防御機構を指す。ここでは漢方治療
がどのように疫を逃れるかについて話をさせていただく。
　日本漢方のバイブルである『傷寒論』は感染症の治療について記載されたものである。腸チフスと目される消化器
感染症の感染初期から重篤な状態に至るまでの経過を追いながら、その時々の漢方治療を詳述している。
　昨今では漢方治療は慢性疾患にしか適応がないと考えている医師も少なくないが、戦前までの日本の漢方の歴史を
紐解いても、漢方治療の主な対象が感染症であったと言っても過言ではない。感染症の漢方治療の書物は『傷寒論』
のみならず多数存在する。
　では漢方はどのように感染症と闘うのであろうか？漢方治療の対象はウイルスや細菌そのものではない。生体には
病原微生物を排除する機構が備わっており、それらを最大限に引き出すのが漢方治療である。
　ウイルスの増殖は体温が上昇すると極端に低下し、40 度では増殖が不可能である。また、咳、痰、下痢といった不
快な症状はウイルスを排除する機構である。例えばデング熱は解熱剤服用で重篤化することが知られており、また
O157 感染症は下痢を止めることで増悪する。
　漢方治療はこうした生体防御反応を最大限に使う。葛根湯も麻黄湯も一時的に体温が上昇し、その後解熱する、と
いう経過をたどる。また、発熱反応が弱い高齢者や虚弱者の場合、麻黄附子細辛湯を用いるが、附子（トリカブト）
が配合されていて、体温を上昇させる働きがある。
　また、自然免疫、獲得免疫に対しても働きかけをして、生体防御機構を最大限に引き出すことで、結果的に治癒に
導く。
　こうした漢方治療の利点としては、ウイルスそのものを標的としているわけではなく、耐性ウイルスを作りにくい
こと、既存薬であり承認の必要がないこと、からワクチン製造までの有力な治療手段となり得ることである。当日は
新型コロナウイルスに対する漢方治療の症例も含めて話をさせていただく。

SIP1-4
基礎老化研究からみた免疫系の加齢変化

○丸山　光生1,2

1国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、2名古屋大学大学院医学研究科老化基礎科学講座

近年、日本をはじめとする先進国の多くが国民の平均寿命の延伸に伴って、健康寿命と平均寿命の乖離が一向に消滅
する方向にない、人々ならびに取り巻く社会の高齢化が顕在化している。
一般に高齢者では加齢に伴う組織の恒常性の破綻と再生能力の低下が、がんや血管を含む心臓・循環器系疾患、認知
症などの老年疾患が発症するリスクを高める事が知られている。また、新型コロナウイルス感染症（Covid-19）やイ
ンフルエンザウイルス感染症に限らず、高齢者の感染症罹患後の重症化には免疫機能の低下が原因の一つと考えられ
ている。そのため、これらの老化関連疾患における加齢の影響を解析し、予防につなげる事は極めて重要な基礎老化
研究の使命であり、目的である。
そこで今回の専門医・指導士共通プログラムにおける講演では前半で感染症、栄養介入、炎症制御をキーワードに基
礎老化研究からみた免疫系の加齢変化を概論で紹介する。続いて実際に私達が実験動物モデル（C57/Bl6 マウス）を
用いて解析を続ける免疫老化関連分子 Dock11/Zizimin2（Ziz2）の最近の進捗と乳酸菌を用いた栄養介入を長期にわ
たり自然加齢マウスを用いて行う事で、加齢に伴い生体内で生じる細胞老化、炎症性サイトカインの産生、すなわち
局所から全身における炎症を抑制制御できたことに関する 2 つの最近の研究成果を紹介する。これらの結果から、肺
炎球菌に対する抵抗性については B-1a 細胞における Ziz2 の関与が明らかとなり、肺炎球菌の感染防御に関わる免疫
グロブリン M（IgM）抗体産生への関与が感染を予防する上で重要なこと、また栄養介入と炎症抑制については乳酸
菌（KW3110）をヒトでは 40 〜 50 歳にあたる 16 ヶ月齢のマウスに６ヶ月間長期摂餌させることで、加齢に伴う腸
の炎症抑制、血中のサイトカイン量の抑制、網膜の老化の進行を抑えることを通して、免疫老化の加齢変化を考察する。
こうした基礎老化研究が臨床に応用され、高齢者が活躍する健康長寿社会実現、すなわち健康寿命を延伸することの
社会的な重要性を共有したい。
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6 月 27 日（日）　第 3 会場　（1F　アネックスホール 2）

ウイズコロナ時代のウイルス学 10：40 ～ 12：10
座長：池岡　清光（医療法人池岡診療所池岡クリニック） 
　　　澤登　雅一（三番町ごきげんクリニック）

SIP2-1
新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）に関する解決するべき問い

○宮沢　孝幸、田中　　淳
京都大学ウイルス・再生医科学研究所ウイルス共進化分野

　新型コロナウイルス（正式名は SARS-CoV-2）の世界的流行が世の中を混乱させている。SARS-CoV-2 はヒトにおけ
る 7 番目のウイルスである（正確には 8 番目である）。一般的には SARS-CoV-2 は新型コロナウイルスと呼ばれており、
突然出現した未知のウイルスと思われがちである。しかし、SARS-CoV-2 は SARS を引き起こすヒトコロナウイルス

（SARS-CoV-1）の近縁種であり、どちらもキクガシラコウモリ由来であると考えられている。SARS-CoV-1 と MERS の
原因ウイルスである MERV-CoV は致死率が高かったため、分子生物学的な研究が進んでいる。SARS-CoV-2 が発見さ
れたのは 2019 年であるが、従来の新興ウイルスであれば十年以上かかるような知見があっという間に得られた。　
SARS-CoV-2 の分子生物学的知見は次々となされているが、感染防御に関わる必要な情報が欠けているため混乱して
いる。「今、何が分かっていて、何が分かっていないのか？」一度整理する必要があると思われる。本講演では、以
下の項目について何が分かっていないのか解説したい。　１）主要な感染門戸はどこで主要な感染経路は何なのか？ 2）
リアルタイム PCR で正確なウイルス数がわかるのか？ 3）全ウイルス粒子の中で感染性ウイルス粒子の割合はどれく
らいなのか？ 4）感染に必要なウイルス粒子数はどれほどなのか？ 5）不完全干渉粒子（DIP）の実態は何なのか？ 6）
DIP は病態に関わっているのか？ 7）重症患者や回復期の患者はどれほどの感染性ウイルス粒子を排出しているのか？
8）糞便中のウイルスは感染性をもっているのか？ 9）PCR 検査陰性で腸管内にウイルスが持続感染している人はどれ
ほどいるのか？ 10）持続感染している人がワクチンを接種した場合、ウイルス増殖を活性化するのか？ 11）ワクチ
ンの標的タンパク質は S が最適なのか？ 12）新型コロナウイルスに対する中和抗体が、変異株や他のコロナウイル
スの感染を増強させることはあるのか？

SIP2-2
新型コロナ感染症に対するワクチン開発の現状

○森下　竜一
大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学

新型コロナウイルスに対するワクチン開発は、遺伝子治療技術を用いた新しいモダリティにより従来想像しえなかっ
た速度で進んでいる。既に、ウイルスの遺伝子情報を利用した RNA ワクチンは、ファイザーやモデルナにより開発
され、米英等で承認され、緊急使用が開始されている。また、アストラゼネカ、ロシアや中国ではアデノウイルスを
用いたワクチンが開発・承認されている。我々のグループは、世界で初めてのプラスミド DNA の血管再生遺伝子治
療薬（コラテジェン）を 2019 年に上市しているが、同じプラスミド DNA のプラットフォーム技術を用いて DNA ワ
クチン開発に取り組んでいる。本講演では、新型コロナウイルスに対するワクチン開発の現状と、DNA ワクチンの概
要について紹介したい。
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SIP2-3
COVID 19 から学んだこと

○岩田 健太郎
神戸大学大学院医学研究科感染治療学

6 月の段階で何をしゃべることができるか、何をしゃべるべきか全く予見できません。本番にご期待ください。(2/18 時点 )

SIP2-4
新興ウイルス感染症への対応

○押谷　　仁
東北大学大学院医学系研究科微生物学分野

　人類にとって新たなウイルス感染症となる新興ウイルス感染症が脅威となり得ることは 1980 年代から指摘されて
いた。その警告が現実のものとなったのは 2002 年に出現した SARS( 重症急性呼吸器症候群 ) の流行である。その後
も高病原性鳥インフルエンザ・MERS( 中東呼吸器超高群 )・パンデミックインフルエンザ H1N1・ジカウイルス感染症・
エボラウイルス病など新たなウイルス感染症の課題が次々に出現してきた。その都度、様々な国際的な課題が指摘さ
れてきたが、それらは未解決のまま 2019 年に出現した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の問題に世界は直面
することになった。 
　WHO( 世界保健機関 ) は、本来専門機関として専門的なリスクアセスメントや技術的な指針を出すことが求められ
る機関のはずだが、COVID-19 に対しその役割を十分に果たせていない。これまでのグローバルヘルスを牽引してき
た欧米先進国は軒並み COVID-19 により非常に大きな被害を経験している。その背景には、これまで低・中開発国に
求めてきた新興感染症への対応能力が欧米先進国でも十分に整備されていなかったことが考えられる。
　日本においても様々な感染症対応の課題が指摘されてきながら、その根本的な解決をしないまま COVID-19 の流行
を迎えることになった。感染症疫学の専門家の絶対的不足・疫学情報の集約化のメカニズムの欠如・保健所や医療機
関の人員不足などは今回改めて明らかになったことではなく長年にわたり指摘されてきた課題であった。
　新興ウイルスなど未知の脅威に対しては、その時々の状況をリアルタイムに評価し（リスクアセスメント）、その
結果に基づき最適な対策を選択していくことが求められる。しかし、世界にも日本にも残念ながらそのようなシステ
ムは確立していなかった。
　新興ウイルス感染症の流行は今後も起こり得る。直近の脅威としてはインフルエンザパンデミックがある。
COVID-19 への対応の教訓を生かし、感染症危機管理体制の再構築が求められている。
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6 月 27 日（日）　第 5 会場　（2F　Room B-1）

感染症・がん・免疫と血管・リンパ管の新知見を学ぶ 13：30 ～ 15：00
座長：赤澤　純代（金沢医科大学総合内科女性総合医療センター） 
　　　新村　　健（兵庫医科大学総合診療内科）

SIP3-1
ダウン症関連因子 DSCR-1 による抗加齢 ･ 生活習慣病予防効果

○南　　　敬
熊本大学生命資源研究支援センター

【目的】ダウン症は転写因子 NFAT の制御異常を起因とする人類遺伝学上最も頻度の高い染色体疾患であり、また疫学研究から、
早期アルツハイマー病を含む神経疾患や筋力低下、弱視、白血病、雄性不妊のリスクは高いにも関わらず、逆に固形がん罹患
率や高血圧 ･ 進行性動脈硬化の危険性が際立って少ないことが知られている。即ちダウン症病態は早期老化だけではなく、血
管代謝においては強く抗加齢にむかう非線形的な表現型を示すことが想定され、この病態原理解明を通じ、ダウン症はもとより、
加齢 ･ 生活習慣病やがんに対する新規治療 ･ 予防アプローチに繋げることを目的とした。【方式】我々はグローバルエピゲノム
解析から、ヒト 21 番染色体に位置するダウン症因子 DSCR-1 が血管新生や慢性炎症時に内皮細胞や肝細胞で NFAT 依存的に強
く誘導されること、DSCR-1 を安定発現することで VEGF シグナルからの NFAT 活性化を適切に調節し、病的な血管新生や炎症、
がん増殖 ･ 転移が抑制され、ダウン症患者の抗がん活性の主因となることを示してきた。そこでこの DSCR-1 のノックアウト
マウスを用い、新たに表現型解析を実施した。【結果】その結果、DSCR-1 が遺伝的に欠損すると、酸化ストレス ･ 小胞体スト
レスが向上し、SREBP2 の異常活性化を介して脂肪肝 (NAFLD) を呈すること、ApoE 欠損マウスと掛け合わせると、肝臓の炎症
が亢進し、高脂肪食負荷により ApoE 欠損よりも更に重篤な高コレステロール血症を呈すること、その結果加齢に伴い脂肪腫
を示すことを新たに見出した。また、ApoE と DSCR-1 の両欠損マウスでは循環大血管で動脈硬化プラークとして脂質蓄積が出
来ない一方、末梢微小血管では酸化ストレス亢進に応じた oxLDL-NFAT-SDF-1-CXCR4 シグナル軸の活性化が原因で角膜での血
管浸潤が生じ、加齢による角膜混濁が顕著にみられることも判明した。【結論】ダウン症因子をいかにして制御して発生期での
ダウン症病態（神経傷害や白血病）を防ぎつつ、加齢病態や生活習慣病への抵抗性（好まれる要素）を高めるかが重要となる
ことが示唆された。

SIP3-2
リンパ管内皮細胞の細胞内プロテアーゼシステムによる動脈硬化病変の遠隔
制御

○宮崎　拓郎
昭和大学医学部生化学講座

今から１００年以上前に、一部の大血管の周囲に微小リンパ管が存在することが報告された。昨今のモデル動物を用いた検討
では、血管内膜に形成された動脈硬化病変の内部に微小リンパ管が伸長しており、これが病変からのリンパ球の移出に寄与す
ることが報告されている。また、遺伝子改変によりリンパ管の形成不全を誘発したマウスはコレステロール逆転送が低下し、
結果として高コレステロール血症が増悪化するようだ。すなわち、リンパ管はリンパ球の交通や高比重リポタンパク質の輸送
に関わり、動脈硬化病変の制御に潜在的な影響を持つ可能性が高い。一方で、リンパ系の脂質代謝異常がリンパ管自体にいか
なる影響をおよぼすか、その病態生理学的意義に着目した例は殆どない。これまで我々は細胞内制御性プロテアーゼであるカ
ルパインシステムによる血管の病態制御を検討してきた（Miyazaki T et al., Circulation. 2011; Circ Res. 2015; J Clin Invest. 2016）。
カルパインは脂質異常症において増加するリゾリン脂質の影響で血管内皮細胞において顕在化し、これは細胞間ジャンクショ
ンの崩壊に寄与する。上述の知見と併せて、リンパ系には固有の脂質代謝異常が存在し、これがリンパ管内皮細胞のタンパク
質分解異常の引き金となるとの作業仮説を立てた。実際、リピドミクス解析の結果、脂質異常症モデルマウスのリンパ節やリ
ンパ液において血漿とは異なるリゾリン脂質の挙動が検出された。リンパ管内皮細胞特異的なカルパイン欠損は上記モデルマ
ウスの脂質異常症自体には影響を及ぼさなかったが、リンパ節において認められるリンパ管の過形成を正常化し、大動脈にお
いては動脈硬化病変を縮小した。動脈硬化病変の縮小には制御性 T 細胞を介する免疫抑制系の亢進が関わっているようだ。本
発表では、リンパ管内皮細胞のプロテアーゼシステムがいかにして動脈硬化病変を遠隔制御するか、そのメカニズムについて
議論したい。



178

The 21st Scientific Meeting of the Japanese Society of Anti-Aging Medicine

専
門
医
・
指
導
士 

共
通
プ
ロ
グ
ラ
ム

SIP3-3
がん組織の血管形成・免疫状態とその制御による新規がん治療法

○高倉　伸幸
大阪大学微生物病研究所情報伝達分野

出生後の個体において新しい血管形成は、既存の血管から新しい血管が発芽して伸長する血管新生の過程により誘導
される。この血管新生は血管内皮成長因子（vascular endothelial growth factor; VEGF）によって促進されるが、VEGF
は血管透過性を亢進してしまうため、生理的な血管新生の場合、血管内皮細胞が分泌する血小板由来成長因子により、
血管内皮細胞近傍に壁細胞を動員し、また、壁細胞は血管内皮細胞に発現する Tie2 受容体の結合因子アンジオポエチ
ンー１を分泌して、血管内皮細胞同士の接着を誘導し、血管透過性を抑制する。一方で、腫瘍内環境では、壁細胞の
動員が抑制され、血管の成熟化が抑制される。よって腫瘍内では透過性の亢進した血管が優勢となり、腫瘍深部に血
液成分の蓄積などが生じて腫瘍内間質圧は高くなる。このことにより、腫瘍内環境では酸素の拡散が抑制され低酸素
環境が増強し、また抗がん剤の送達性も抑制される。低酸素は染色体不安定性によってがん細胞のさらなる遺伝子変
異を誘導し、嫌気性解糖系の亢進は放射線抵抗性も誘導する。以前より、腫瘍内の血管を正常化して、がんの悪性化
を抑制する利点が論じられてきたが、最近では、腫瘍内血管の形成を促進させ、腫瘍内環境を改善する方法の有効性
が判明してきている。そこで、本会では、我々が以前から解析している、アペリン受容体 APJ やリゾホスファチジン
酸受容体活性化による、腫瘍内血管形成の促進とそれによるがん治療効果、転移抑制、免疫療法における利点を紹介し、
今後のがん治療における本血管新生の促進について議論したい。

SIP3-4
アンチエイジングにおける血管・リンパ管の役割

○赤澤　純代1、藤本　由貴1、澤田　未央1、及川 理恵子1、吉野　　進2、武野　　團3、望月　直樹4、森下　竜一5、
高倉　伸之6

1金沢医科大学総合内科女性総合医療センター、2丸善製薬、3株式会社あっと、4国立循環器病センター細胞生物学部、
5大阪大学医学系研究科臨床遠視両学、6大阪大学微生物研究所

人生 100 年時代の日本、少子超高齢化への対応が世界より注目されています。非感染性疾患 NCD：WHO の定義：不
健康な食事や運動不足、喫煙、過度の飲酒などが原因で共通しており、生活習慣の改善により予防可能な疾患の総称
でこれらは加齢で発症率が上がる。2019 年末より感染症が蔓延し、障害された血管内皮細胞に発現する ACE2 を介し
て感染し、NCD があると重症化しやすい事は今では常識になりました。抗加齢医学の知識があることで病気の発症の
時間軸を緩やかにできるのではないでしょうか？「いつまでも元気でありたい！」「健康寿命を延ばしたい！」とい
う願望は世界共通です。それが毛細血管の減少を防ぎ、微小環境を整えることで可能になるかもしれません。漢方の
病態を考える一つに「瘀血」があります。「瘀血」とは微小循環の流れの悪さであり、この微小循環の滞りが何千年
も前より疾患を悪化させる元凶であり、その治療に「駆瘀血薬」である桂枝茯苓丸や桃核承気湯などの駆瘀血薬の作
用で子宮内膜症や慢性炎症が改善する事が古来より人で証明されていた。分子生物学進歩により桂皮・桂枝やヒハツ
成分が血管を安定化させ漏れない血管を作り、微小環境の改善メカニズムが明らかになりました。人は毛細血管とと
もに老いるといっても過言ではありません。毛細血管は、血管の約 90％以上を占めていると言われ、とても傷つきや
すく消滅しやすい繊細な血管です。
また、血菅とともに老廃物の回収や免疫機能に影響を与えるリンパ管の働きも大切な存在であり、微小環境の改善こ
そ老化を抑制する鍵となります。
毛細血管が減ると、大事な細胞に栄養や酸素が届かなくなり、体や臓器、肌も老化が始まり、不調や病気が発症しや
すくなる。年齢を重ねる事、生活習慣の乱れなどにより毛細血管の不安定化・血管やリンパ管の機能低下が起こります。
アンチエイジング・病気予防にとって大事な毛細血管、血管とリンパ管の機能改善のメカニズムについて本日ご紹介
予定です。
Tie2 リンパ血管研究会・森下竜一先生のご協力により本日の講演内容が構成されています。
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SIP3-5
血管の炎症と感染症

○北村　義浩1,2

1日本医科大学医学教育センター、2長野保健医療大学看護学部

ウイルス感染は炎症を惹起しサイトカインストームなどの過剰免疫応答をもたらす。サイトカインは、血管の透過性
を変化させたり血管内皮の損傷を引き起こしたりする。このような血管内皮損傷は血液凝固因子の活性化を引き起こ
し、凝固系の障害をもたらす。凝固因子は炎症メディエータとして炎症を増悪する。このようなウイルス感染におけ
る炎症と凝固と免疫応答のクロストークについて解説したい。

SIP3-6
脳内リンパシステムと認知症

○冨本　秀和
三重大学医学部脳神経内科

従来、脳はリンパ管系が存在しない臓器であると信じられててきた。確かに、全身臓器におけるようなリンパ管組織
を欠いているのは事実であるが、脳にはこれに代わる髄膜リンパ管系が存在することが既に 1787 年に報告されてい
る。脳では細胞間隙を満たす間質液が存在し、ここに含まれる老廃物は髄膜リンパ管系や血管系を介して脳外に排泄
される。老廃物を含む間質液が髄膜リンパ管系に到達するルートは２つ知られており、一つは血管中膜内を流れる
Perivascular drainage pathway (IPAD : intramural periarterial drainage) である。中膜平滑筋細胞を取り囲む基底膜組織
では、低分子の物質が血流と逆行性に流れ、髄膜リンパ管系に排出されて最終的に脳外に運ばれる。もう一つのルー
トは血管周囲腔内を血流と順行性に流れるグリンパティック系である。脳実質の間質液は血管周囲腔隙と脳実質の境
を分界するアストログリアの足突起に存在する水チャネル分子（アクアポリン）の働きによって間質液の流れが規定
されている。くも膜下腔の脳脊髄液はグリンパティック系を介して脳実質の間質に移行し、この脳実質の間質液が
IPAD を介して髄液リンパ管系に排出されるメカニズムが推定されている。
脳内リンパシステムは、脳の様々な病態に密接に関与することが最近の研究で明らかになっている。脳神経細胞によっ
て産生された老廃物はリンパ管系の機能低下によって、脳の小血管中膜に沈着する。血管中膜における老廃物の流れ
の停滞は、血管周囲腔の拡大という形で脳 MRI で診断可能となる。脳内リンパシステムの障害による脳小血管の代表
的な病態が脳アミロイド血管症であり、とくにアルツハイマー病では高率に合併する。アルツハイマー病患者の半卵
円中心レベルの皮髄境界直下小血管では血管周囲腔の拡大を認めることが多く、脳アミロイド血管症の画像診断マー
カーとされている。本講演では、以上のような脳内リンパシステムの関与が示唆される認知症の病態について概説を
試みる。
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倫理・利益相反ワークショップ

6 月 27 日（日）　第 5 会場　（2F　Room B-1）

学会発表演題における倫理審査 9：00 ～ 10：30
座長：米井　嘉一（同志社大学大学院生命医科学研究科アンチエイジングリサーチセンター、糖化ストレス研究センター） 
　　　柳田　素子（京都大学医学研究科腎臓内科学）

ECW-1
利益相反の立場からみた演題の倫理審査

○平井　昭光1,2

1レックスウェル法律特許事務所、2C4U株式会社

最近では学会発表のプレゼンテーション資料の中に利益相反のページが付されることが当然のこととなっているが、
日本に利益相反が導入された 1990 年代後半にはこのような実務は広まっていなかった。しかしながら、現在ではさ
らに進んで発表となる研究の内容、方法及び研究者に照らして、当該発表の倫理審査をどのようになすべきかという
点が焦点となっている。発表となる研究が複数の研究者らによって行われ、研究者らのバックグランドが様々な中で
の利益相反的見地からの演題の審査は困難を強いられる。アカデミアの研究者で演題に関係する企業から金銭的利益
を受けている者、企業に在籍していた者が大学等へ籍を替え研究の道に進んだ者、企業に籍を置きつつ研究を進める
者、企業人として研究のサポートのために参加する者、様々である。そのような中で、研究に参加する者が有する利
害関係によって研究の成果にバイアスが掛かっていると思われる場合、又はそのような懸念を抱かずにいられない場
合、演題の発表に対して倫理審査としてはどのように対処したら良いのであろうか。もちろん、利益相反がアカデミ
アの核心たる学術的価値を損ねる可能性がある場合は、倫理審査において当該発表の修正・中止を求めることとなろ
う。しかしながら、実際にはそのような明白かつ危急なリスクがない場合が多く、そのような場合にどのように対処
すれば良いのであろうか。結局のところ、利害関係の公表が大きな意味を有することに立ち戻ることが必要である。
当該発表の学術的価値を判断するのは、一次的には聴衆である研究者らなのである。当該聴衆者が発表の価値を正確
に把握することができるような利害関係の情報を、発表そのものと同時に、適切な内容で並行して聴衆に提供するこ
とがもっとも利益相反の根源的な考え方に沿う方法ではないだろうか。そのような情報提供によってもなお聴衆の判
断の修正が不可能と思われるようなケースにのみ、倫理審査が積極的に介入することになるものと思われる。

ECW-2
倫理審査の必要性 ～臨床研究専門家の立場から～

○真田　昌爾1,2

1神戸大学医学部附属病院臨床研究推進センター、2大阪大学医学部附属病院未来医療開発部

   もとより、ヒト自身やその個人情報、医学・医療情報や検体等を扱う臨床研究においては、その科学性・倫理性が
担保されているか否かを事前に第三者からなる倫理委員会に諮ってその妥当性の承認を受けなければならないことと
なっているが、近年はそれらがより厳格に要求され、論文発表時や学会発表時にもそれらの審査を事前に受審してい
ることの証明や開示を要求される場面が増加している。本学会でも学会発表抄録投稿時に、利益相反管理と共に倫理
審査の受審の有無を開示するようになっている。
　これらは公表される研究成果が事前に妥当な倫理性に基づく判断を受けているかを担保するにはよい方法の一つで
はあるが、いくつか課題点もあり、例えば臨床研究法が定める特定臨床研究に対する倫理審査以外は法的に必ずしも
義務図けられているという状態ではないこと、あるいは倫理審査が必要でない研究に関する解釈が複数のステークホ
ルダー間で異なる場合などが含まれる。また、特に多施設共同研究などで倫理審査を受審する場合には、従来いくつ
かの不合理な点、例えば各施設での審査手続きの煩雑さや互いの審査結果が相反する場合、あるいは書類手続き上に
おける煩雑さによる時間の浪費などである。
　これらについても、倫理審査を実施する側の倫理指針や法律の改正によりこれらを解消するため、例えば中央審査
の容認や「（分担でなく）参加施設」の考え方、書式の電子・電磁化など、いくつかの取組みが進められている為、
本演題ではこれらを含めて概説する。
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ECW-3
実地医家の立場から倫理問題を考える

○勝谷　友宏1,2

1勝谷医院、2大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学

兵庫県尼崎市で内科・小児科を標榜する市井の開業医である。大学で 20 年間にわたり、遺伝子解析や疫学研究に関わっ
てきたほか、20 年近くにわたり臨床治験を専門に行う病院の倫理審査委員を務めてきたことから、実地医家の視点か
ら倫理問題について概説せよとの命題を頂戴した。
以前であれば、自院のデータを自由に使って発表できていたものが、倫理委員会の承認を受けているか、研究の説明
と同意はどうなっているか、予め研究計画を発表しているか、など様々なハードルが設けられ、研究マインドが削が
れて、当初から臨床研究を諦めておられる同輩も多いことと拝察申し上げる。
本ワークショップでは、医学研究に関する指針にどのようなものがあるかを紹介した上で、実地臨床において最も多
くの先生方が関係する「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」や利益相反 (Conflict of Interest: COI) に関わる
問題について紹介するとともに、臨床研究法や各種倫理指針が制定されるまでに起こった種々の事件等についても触
れてみたい。また、倫理委員会がない場合、症例発表や症例数の問題、オプトアウトのやり方、多施設共同研究の場合、
個人情報の取り扱いや発表における注意点など、学会発表の際にチェックすべき点について出来る限り実例を交えな
がら紹介したい。まずは、自分の研究がどのレベルの許可や承諾が必要となるものかをチェックリスト、フローチャー
トで確認し、そのレベルに応じた審査（場合によっては不要）を受けることを理解することが肝要である。
難しくなりがちな倫理の話題を、町医者の視点からわかりやすく解説してみたい。

ECW-4
倫理審査 Q&A

○真田　昌爾1,2

1神戸大学医学部附属病院臨床研究推進センター、2大阪大学医学部附属病院未来医療開発部

学会投稿や論文投稿にかかる倫理審査については、いくつかガイドラインや通知文書が発出されている。本演題では
それらを踏まえてよくある疑問にお答えしたい。
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若手研究者プログラム

6 月 26 日（土）　第 7 会場　（1F　Room C-2）

老化に伴う臓器機能変化と疾患発症メカニズム 15：50 ～ 17：20
座長：長竹　貴広（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所） 
　　　武田　朱公（大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学）

YP1-1
Prime ー Boost 型粘膜ワクチンを用いた腸内細菌関連疾患に対する新規治療
戦略

○藤本　康介1,2,3

1大阪市立大学大学院医学研究科ゲノム免疫学、2東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センターメタゲノム医学分野、
3東京大学医科学研究所国際粘膜ワクチン開発研究センター自然免疫制御分野

腸管内には常在微生物叢が存在し、私たちの健康に大きな影響を与えている。次世代シークエンサーをはじめとした
ゲノム解析技術の進歩に伴い、常在微生物叢解析が盛んに行われるようになった。特に、腸内細菌叢の乱れとさまざ
まな疾患（肥満、糖尿病、関節リウマチ、炎症性腸疾患など）との関連が明らかとなってきただけでなく、疾患の発
症と直接的に関わる腸内共生病原菌（pathobiont）も多数発見され、疾患の発症予防のために除菌が強く期待される。
しかし、抗菌薬の使用は有益菌をも殺傷し、腸内細菌の乱れを助長する可能性があるため、pathobiont だけを特異的
に排除できる方法が求められているが、pathobiont だけを特異的に制御することは非常に難しい。最近私たちは、抗
原、CpG-ODN、curdlan を混合した注射型の Prime － Boost 型新規粘膜ワクチンを開発した。ワクチンを１回接種す
るだけで抗原特異的な血中の IgG が誘導され、さらに粘膜面に抗原を投与することで、抗原特異的な IgA が高力価で
誘導された。肺炎球菌抗原を用いて免疫すると、肺炎球菌による肺炎モデルの著明な改善を認めた。そこで次に、こ
の新規粘膜ワクチンの手法が腸内細菌制御に応用できるかどうかを検討した。肥満や糖尿病患者に特徴的な腸内細菌
Clostridium ramosum（C. ramosum）に着目し、C. ramosum を抗原とした粘膜ワクチンを作成した。C. ramosum の割
合が多い肥満者由来の糞便を移植したノトバイオートマウスを作成し、C. ramosum を抗原とした粘膜ワクチンを接
種した。高脂肪食を用いて肥満を誘導すると、ワクチン接種群では腸管粘膜の C. ramosum が有意に減少し、腸管上
皮の Glut2 の発現を低下することで糖吸収が抑制され、体重増加が有意に抑制されることが明らかとなった。腸内細
菌特異的な粘膜ワクチン技術を初めて確立したことで、今後ヒトへの応用が強く期待される。

YP1-2
NAD+ と幹細胞老化 ～基礎研究とそのヒトへの応用～

○五十嵐 正樹
東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科

　組織の恒常性は幹細胞の増殖と分化によって保たれており、幹細胞の老化は、加齢の進行と老化関連疾患の発症と
関わる。腸管上皮幹細胞はそのターオンバーが早く、パネート細胞が幹細胞ニッチとして同定されていることから、
解析が容易である。
　カロリー制限はその寿命延長、老化遅延の効果が知られる。カロリー制限において腸管上皮幹細胞の自己複製能力
が増加するが、とくにパネート細胞と幹細胞における mTORC1 の相異なる変化が重要な役割を果たす。カロリー制
限においてパネート細胞における mTORC1 活性は低下するが、腸管上皮幹細胞における NAD+ 依存性脱アセチル化
酵素 SIRT1 活性の上昇、および S6K1 の脱アセチル化によるリン酸化促進をつうじて、腸管上皮幹細胞における
mTORC1 シグナルは上昇する（AMPK/NAD+/SIRT1/mTORC1 経路）。また、この経路への介入は、老化により低下し
た幹細胞機能を回復する手段となると考えられ、複数の物質がこの経路を活性化しうることを見出している。
　実際、腸管上皮幹細胞の加齢による幹細胞の自己複製機能低下には、SIRT1 の活性低下と mTORC1 活性の低下が重
要な役割を果たしており、NAD+ 前駆体のニコチンアミドリボシド（NR）投与によって SIRT1/mTORC1 経路を活性
化することで、加齢に伴う幹細胞増殖能力と組織修復能力の低下を改善することが可能となる。
　本講演では、さらに SIRT1 が腸管内分泌細胞の老化に果たす影響について動物実験で得られた最近の知見について
発表する。また、NAD+ 前駆体のヒトの老化に与える影響について、12 週間ニコチンアミドモノヌクレオチド (NMN)
を健常高齢者が摂取した場合に生理的老化現象に与える影響について無作為化プラセボ対照二重盲検並行群間比較試
験を行ったので、その結果を報告する。
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YP1-3
細胞外分泌小胞と神経変性疾患

○河原　裕憲1,2、華山　力成1,2

1金沢大学医学系免疫学、2金沢大学ナノ生命研究所

多系統萎縮症は進行性の神経変性疾患で、運動症状や自律神経症状などにより長期に渡る支障をきたす難治性疾患で
ある。病理学的には、中枢神経系の広範な領域においてオリゴデンドログリアにαシヌクレインが凝集し蓄積した封
入体（GCI；Glial Cytoplasmic Inclusion）を形成しており、病態発症との関連が示唆されている。αシヌクレインはパー
キンソン病におけるレビー小体の構成成分でもあり、神経変性の原因とされているが、主に神経細胞に発現しており、
オリゴデンドログリアにはほぼ発現していないとされる為、多系統萎縮症においてαシヌクレインがどのようにして
オリゴデンドログリアに蓄積するのかは不明である。
我々のグループは神経細胞内においてαシヌクレインと結合し、細胞外分泌小胞である EVs（Extracellular Vesicles）
への内包化を担う分子 IEP1 を同定し、IEP1 の発現が患者脳内において有意に増加していることを見出した。この
IEP1 を過剰発現させたマウスやハエモデル脳内において、small EVs を介してαシヌクレインがオリゴデンドログリ
アへと運ばれ、αシヌクレインの発現を引き起こす可能性を見出した。また、IEP1 のアミノ酸変異を持つ多系統萎縮
症患者が存在し、このアミノ酸変異は IEP1 の機能を左右する変異であった。また、神経細胞特異的な発現の IEP1 は
多系統萎縮症の脳内で GCI での蓄積と発現増加が観察された。これは、IEP1 の神経からオリゴデンロサイトへの伝播
を強く示唆する。よって、細胞外分泌小胞を介して IEP1 は多系統萎縮症の発病に寄与する可能性を十分示すもので
ある。

YP1-4
動脈硬化に対するワクチン

○小檜山 康司1,2、レイ 　クラウス2

1東京大学医科学研究所ワクチン科学分野、2ラホヤ免疫研究所

ワクチンは歴史上最も成功した医療技術の一つであり、現在約 30 種類の感染症および感染症関連疾患がワクチンに
よって予防できるとされている。一方で、ワクチンは感染症関連疾患だけではなく、自己免疫疾患や慢性炎症性疾患
にも有用であることが動物実験で示されており、動脈硬化症やアルツハイマー、糖尿病ワクチンは臨床試験も行われ
ている。動脈硬化症および動脈硬化症関連疾患は未だに死因原因の世界第一位であり、スタチンなどの対症療法薬は
存在するものの、新たな治療法の確立が期待されている。 近年我々は、動脈硬化症のワクチン開発に取り組み、LDL
コレステロールのタンパク質成分であるアポリポタンパク B 由来ペプチドを用いたワクチンが制御性 T 細胞を誘導し、
動脈硬化症を予防できることを見出した。さらに臨床で応用可能なアジュバントをマウスを用いた研究により同定し
た。これらの結果より、ワクチンは動脈硬化症に対しても新たな予防法として有用であることが示された。
さらに我々は心血管系疾患患者の末梢血単核球を用いて研究を行なった。興味深いことに、心血管系疾患患者では健
常人と比べアポリポタンパク B に対して、より炎症性の反応を示すことを見出した。この結果は心血管系疾患の進行
によって自己に対する免疫反応が変化していることを示唆している。これらのことから、自己反応性の免疫応答を制
御することで動脈硬化症の進行を抑えることができると考えられる。
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6 月 26 日（土）　第 4 会場　（1F　Room D）

脳をめぐる最近の話題 15：50 ～ 17：20
座長：田中　　孝（田中消化器科クリニック） 
　　　満岡　孝雄（満岡内科・循環器クリニック） 
　　　溝口　　徹（医療法人回生會新宿溝口クリニック） 
　　　池岡　清光（医療法人池岡診療所池岡クリニック）

SPP1
Good sleep とは何か？

○三島　和夫
秋田大学大学院医学系研究科精神科学講座

睡眠問題がもたらす悪影響は短期的な影響と中長期的な影響に分かられる。短期的には眠気や倦怠感、パフォーマン
スの低下やヒューマンエラーの増大など中枢神経系への影響が挙げられる。また、ごく短期間の睡眠不足でもインス
リン抵抗性が増し耐糖能が低下するなど代謝系や免疫系の修飾作用も知られている。一方、中長期的な影響としてさ
まざまな疾患リスクの増大や症状の悪化などの健康被害がある。短時間睡眠や不眠症、睡眠時無呼吸症候群の存在が
生活習慣病や心血管系疾患、うつ病や双極性障害などのさまざまな疾患の罹患リスクや病状悪化と関連することは数
多くの疫学研究、臨床研究から明らかにされ、その一部については病態学的な因果関係も解明されている。また、日
中の眠気、午睡の長さや頻度もまた認知症やうつ病のリスクと関連することも知られているが、近年、英国バイオバ
ンクや 23andMe のゲノムコホートを使った大規模な分子疫学研究により、眠気の増大と肥満や代謝機能の変化をつ
なぐ遺伝子が新たに見いだされている。
これらの健康リスクを低減させるためには、どのような睡眠習慣を保てばよいのだろうか。そのポイントは「いつ寝
るか（体内時刻）」と「どれだけ寝るか（睡眠恒常性）」の 2 点に集約される。適切な概日リズムのタイミングで就床・
入眠することがレム・ノンレム睡眠構造を健全に保つ第一のポイントになる。睡眠と生物時計の内的脱同調は生理機
能の低下を引き起こすだけではなく、平日と週末間の恒常的な睡眠相変動、いわゆる社会的ジェットラグを招く。睡
眠恒常性の破綻、すなわち睡眠負債の問題は今や広く知られるようになった。しかし、健康長寿を達成するために真
に憂慮しなくてはならないのは、短期的な強度の強い睡眠負債ではなく、潜在的睡眠不足である。潜在的睡眠不足は
自覚できないがゆえに睡眠習慣を改善することなく長期的に継続するからである。
当日は、体内時刻と睡眠恒常性の調整メカニズムとその破綻、臨床上の問題点とその対処について概説する。

SPP2
睡眠障害改善の健康食品と漢方薬

○川嶋　　朗
東京有明医療大学保健医療学部鍼灸学科

睡眠障害には、不眠症、過眠症などあるが、高齢者に多くみられるのは不眠症であり、睡眠薬の処方率も年齢ととも
に上昇する。処方される睡眠薬の多くはベンゾジアゼピン（BZD）系薬であり、その消費量はベルギーについで世界
2 位（米国の 6 倍）、アジアでは断トツの 1 位で、依存症は深刻な問題である。BZD 系薬にはふらつき、転倒、記憶
障害、せん妄などの副作用があるほか、常用者が急に服用を止めると、不眠、動悸、不安感などの強い離脱症状も出
ることがあるため、減薬も難しい。第 35 回日本老年精神医学会において国立精神・神経医療研究センター精神保健
研究所薬物依存研究部松本俊彦部長は BZD 系薬を安易に処方しないように注意を促した。
睡眠障害改善には、適度な運動、寝室環境の改善、摂食時間、カフェインやアルコール摂取の注意などの生活習慣を
改善することが重要であるが、睡眠の助けとなる健康食品や漢方薬もある。
不眠症を中心に、睡眠障害を改善するための健康食品、漢方薬（漢方医学的な睡眠障害のとらえ方）について概説する。



185

The 21st Scientific Meeting of the Japanese Society of Anti-Aging Medicine

実
地
医
家
ス
キ
ル 

ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー

SPP3
未定

○佐藤　　均
昭和大学薬学部薬物動態学部門

SPP4
グリア細胞を標的とした認知症治療・予防戦略

○富田　泰輔
東京大学大学院薬学系研究科機能病態学教室

認知症の多くはアルツハイマー病（AD）を原因疾患としている。AD の病理学的な特徴として著明な神経細胞死に加え、
アミロイドβ（A β）を主要構成成分とし細胞外に蓄積する老人斑、そしてタウタンパクから構成され細胞内に蓄積
する神経原線維変化が知られている。近年、急速に進んだゲノムワイド関連解析から、非神経細胞であるグリア細胞（ア
ストロサイト、ミクログリア）における脂質代謝経路や自然免疫経路に関連する遺伝子の異常が AD 発症リスクに大
きく寄与していることが明らかとなってきた。そしてモデル動物を用いた検討から、リスク関連遺伝子は直接的に
A βやタウの脳内存在量や凝集性に影響するのではなく、これらの分子が凝集・蓄積した後に神経細胞、グリア細胞
に生じる炎症性反応を修飾していることが示された。また大規模臨床観察研究の結果から、A βやタウの蓄積は認知
機能が低下するよりかなり前から生じていることも理解されるようになった。したがって、脳内の異常タンパク質蓄
積に呼応するグリア細胞の反応性を制御することにより、その後生じる神経機能異常や変性プロセスを修飾できる可
能性が考えられている。更に興味深いことに、A β蓄積やタウ凝集に対してそれぞれ特異的に惹起されるグリア細胞
活性化パターンが存在することが明らかとなりつつある。すなわち、慢性疾患として AD を捉え、A βやタウの異常
蓄積が引き起こす脳内炎症に関わる「Cellular pathology」、すなわち細胞病態の解明が必要と考えられ、新たな創薬・
予防標的機構として注目されている。本講演では AD 創薬研究におけるこれらの現状と、新たな展開を紹介したい。
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6 月 27 日（日）　第 6 会場　（1F　Room C-1）

口腔内ケアで疾病予防 9：00 ～ 10：30
座長：満岡　孝雄（満岡内科・循環器クリニック） 
　　　溝口　　徹（医療法人回生會新宿溝口クリニック） 
　　　池岡　清光（医療法人池岡診療所池岡クリニック） 
　　　田中　　孝（田中消化器科クリニック）

SPP5
歯周病は内臓疾患をつくる

○別部　尚司
別部オーラルヘルスケア＆クリニック

　歯周病関連細菌、内毒素の LPS やう蝕の原因菌が様々な病気の発症や症状の増悪に関与することが知られている。糖尿病、
肥満、心筋梗塞・脳梗塞、早産・低体重児出産、誤嚥性肺炎、感染性心内膜炎、骨粗鬆症、慢性腎臓病、バージャー病、掌蹠
膿疱症、NASH、CHD、関節リウマチ、脳出血、高血圧症などとの関連が知られている。最近では歯周病菌によってアルツハイ
マー型認知症の原因物質アミロイドβが脳に蓄積して記憶障害が起きる仕組みや受容体阻害剤の投与での治療法の可能性まで
が示唆されている。これらにより、「歯周病の治療や予防」が全身疾患や認知症の発症や進行を遅らせることがクローズアップ
されてきている。
　口腔機能の老化や低下は、閉塞性睡眠時無呼吸症候群や、摂食・咀嚼・嚥下障害の原因となり、呼吸の質の低下は誤嚥性肺
炎を中心とした呼吸器疾患を引き起こす。慢性炎症と退行性病変による咬合崩壊は、「食の多様性」を低下させ低タンパク質低
栄養を招く。「食の楽しみ」が失われると生き甲斐が減じ、「気力の低下や気分の落ち込み」を感じやすくなる。鬱（うつ）や
精神性の低下の問題が出やすくなると、家に引き籠りがちになり、行動範囲が狭まり筋力が低下する。こうしてロコモティブ・
シンドローム、サルコペニアやりメタボリック・シンドロームなどが引き起こされてくる。
このように顎口腔系と内臓疾患の係わりは非常に密接である。生涯高いレベルで心身の QOL を維持・管理し、健康寿命を延伸
するためには、専門家の助力が必須となる。家族で予防型の歯科に登録して、成長・発育期には正常な頭頸部に誘導し、定期
的な清掃・運動・食事指導とメンテナンスを受けるなど、健康管理の生活習慣を日常的に身に着けておく必要がある。健康長
寿は一朝一夕には実現できない。そのためには幼少期から前もって計画して、審査・診断して、専門家と二人三脚で個人の健
康を育んで、成人してからは積極的に維持していかなければ成功は覚束ない。

SPP6
糖尿病やアルツハイマー病が嫌なら歯を磨きなさい

○西田　　亙
にしだわたる糖尿病内科

　人生 100 年時代においては、高齢者が激増する一方で、子どもと納税者はこれから 40 年の間に 4000 万人が減少すると予測
されている。加齢がもたらす糖尿病・認知症・変形性関節症など、様々な「変性疾患」は、減りゆく子孫に、膨大な社会福祉
費を強いることになる。
　演者は、これまで加齢がもたらすと考えられてきた変性疾患群に打ち勝つ鍵は、歯科医療、中でも「歯周病の治療と管理」
が握っていると考えている。その根拠を「炎症」という観点から、内科医の立場で論じてみたい。
　糖尿病と歯周病については、古くから密接な関連性が指摘されている。日本糖尿病学会は歯周治療の有効性を認め、2019 年
の診療ガイドラインにおいて、２型糖尿病患者に対する歯科受診を強く推奨している。その根拠は、口腔内の炎症が全身に波
及すると、インスリン抵抗性を惹起し血糖上昇を来すが、逆に歯周病を治療すると血糖値が改善する事実にある。
　口腔に限局しているようにみえる「歯周炎」が、悪影響を与えている「全身疾患」は糖尿病だけではない。2019 年 1 月、
Science Advances 誌に掲載された衝撃的な学術論文が、世界中を驚嘆させた。アルツハイマー病患者の脳組織中に歯周病菌 
Porphyromonas gingivalis が分泌するタンパク質分解酵素であるジンジパインが集積している事実が明らかになり、動物実験に
より「ジンジパイン阻害薬」の有効性が示されたのである。このジンジパイン阻害薬は、既にアルツハイマー病患者を対象に
した第 2/ 第 3 相・臨床試験が、2019 年 4 月から欧米で実施されており、コロナ禍にもかかわらず、予定通り 2020 年 10 月に
約 600 人の症例登録が完了している。晴れて臨床試験が完了し、ジンジパイン阻害薬がアルツハイマー病治療薬として登場す
れば、世界中の人々が認知症予防のために歯周病外来に殺到することは間違いないだろう。
　本講演では、歯周病による「不健口」がもたらす加齢現象＝変性疾患群に関する最新知見を紹介する。
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SPP7
歯磨きで脳卒中・認知症を防ぐ

○猪原　匡史
国立循環器病研究センター脳神経内科

齲蝕と脳卒中との関係は以前から報告されてきたが，その機序については未だ不明な点が多い．近年，一部の齲蝕原
性細菌（S. mutans）のみが発現する，コラーゲン結合能を有する Cnm タンパク質の存在が明らかとなり，Cnm 陽性
S. mutans 保菌者では，頭部 MRI 上，微小脳出血が高頻度に認められることが，我々の施設を含めた国内複数の施設
からの報告によって明らかになった．そこで我々は，脳卒中患者を対象に，Cnm 陽性 S. mutans 感染の有無と，脳血
管障害との関連について検討したところ，Cnm 陽性群では，微小脳出血が経時的に増えていくのみならず，症候性
脳出血の発症頻度も，Cnm 陰性患者に比較して多かった．また Cnm 陽性患者の脳出血は，小型であっても，Cnm 陰
性患者の脳出血に比較して長期予後が不良となる可能性が示された．さらに検診コホートを対象とした解析では，
Cnm 陽性者では，ミニメンタルステート検査（認知症スクリーニング検査）でまだ低下が見られない時点で，既に
語想起課題の遂行成績が Cnm 陰性者に比べて劣っており，微小脳出血を背景とした軽度認知機能障害を来しうるこ
とが明らかとなった．ブラッシングやフロスの使用などでも，Cnm 陽性 S. mutans の一部は血中に進入し，菌血症が
生じていると考えられている．血中の Cnm 陽性 S. mutans が，血管壁に露出したコラーゲン線維との結合を介して
炎症の原因となり，最終的に脳出血の発症につながっていると想定されている．Cnm と脳血管障害との関連について，
より詳細な検討を行うため，多施設共同前向き観察研究（ RAMESSES 研究） を開始した．口内環境と脳卒中や認知症
との関連がより詳細に明らかになることが期待される．

SPP8
歯周病と消化器疾患～ NASH/NAFLD と大腸がんに焦点を当てて～

○中島　　淳
横浜市立大学肝胆膵消化器病学教室

過去半世紀にわたり齲蝕は歯磨きの習慣の普及などで著明に減少したが固いものを食べなくなった現代では歯周病が
すさまじい勢いで増加してきており、国民の実に８０％が歯周病であるという。歯周病菌は糖尿病や心血管疾患など
の様々な全疾患・生活習慣病と関連することが近年報告されている。今回の教育講演では歯周病と消化器疾患に焦点
を当てて、特に最近我が国でも増加してきている非アルコール性脂肪肝疾患 (NAFLD) との関係、大腸がんとの関係に
関して我々の施設での研究を中心に解説を行いたい。
１．NASFLD と歯周病
NAFLD は飲酒習慣がないにもかかわらず脂肪肝を呈する一連の疾患の総称でありその中には慢性進行性の肝炎である
非アルコール性脂肪肝炎 (NASH) や脂肪肝由来の肝硬変や肝臓がんが含まれ、NAFLD は本邦では実に４人に１人が罹
患している肝疾患で患者数最多の疾患である。我々は NAFLD 患者において歯周病菌の治療を行った際に肝機能が著
明に改善した症例を経験したため、多数例の患者で口腔内細菌と NAFLD 発症の相関を検討したところ、代表的な歯
周病原因細菌としてグラム陰性桿菌である Porphyromonas gingivalis が同定された。特に NAFLD 発祥には病原性の高
いとされる fimA 遺伝子型での II, IV, Ib が有意に多かった。この結果に基づき我々は NAFLD 患者の歯周病治療を行う
ことで肝機能の改善を認めた。今回の講演では動物実験結果も併せてプレゼンを行う予定である。
２．大腸がんと歯周病
我が国では消化管由来の癌として胃がんは減少したが大腸がんは非常に増加してきておりその予防は喫緊の課題であ
る。予防としてはこれまで大腸がんのリスク因子である肥満などの生活習慣因子の是正に焦点が当てられてきたが、
近年大腸がん局所に Fusobacterium nucleatum が集積されていること、またこの菌の多寡と予後の相関があることな
どが多数の国内外の報告で確認され注目を集めている。我々は F.nucleatum は主要な歯周病菌の一つであることに着
目して大腸腫瘍患者のがんやポリープの局所に生息している F.nucleatum は口腔内由来ではないか、つまり歯周病の
口腔内で増殖した菌が大腸に至って発がんを促進させているのではないかという作業仮説を立てて解析したところ口
腔内と大腸局所で同一の菌である症例が一定割合存在することを突き止めた。また歯周病の治療では糞便中の F.
nucleatum の減少を認め、腫瘍局所の F.nucleatum も減少傾向であった。今後は歯周病の治療が大腸がんの予防にな
る可能性があると考えている。以上今回の教育講演では歯周病と最近増加してきた消化器疾患との関連を解説して討
論したい。
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メディカルスタッフセッション 1

6 月 26 日（土）　第 6 会場　（1F　Room C-1）

アンチエイジング現場における栄養管理 15：50 ～ 17：20
座長：青木　雄次（松本大学大学院健康科学研究科） 
　　　青井　　渉（京都府立大学大学院生命環境科学研究科栄養科学）

MDS1-1
和歌山県における特定機能病院としての管理栄養士の取り組み

○阿部　　諒1,2、原　　友菜1,2、小畑 摩由子1、木曽 奈津美1、前西　佐映1、大山　真穂1、東　　佑美1、
田中 明紀子1、小出　知史1、望月　龍馬1、森田　修平1,3、西　　理宏1,3

1和歌山県立医科大学附属病院病態栄養治療部、2和歌山県立医科大学附属病院紀北分院栄養管理室、
3和歌山県立医科大学第一内科

　近畿地方の南部に所在する和歌山県は、令和元年度における居住者が約 92 万人であり、近畿地方の中で最も人口が少ない地
域である。1985 年を境に人口は減少傾向にあり、65 歳以上の居住者の割合は 33.1% と全国で 8 番目に高齢者の多い県となっ
ている。
　和歌山県立医科大学附属病院は高度急性期機能を有する県内で唯一の特定機能病院であり、先進医療の推進だけでなく医学
分野の研究や医師、看護師、薬剤師等の教育機関として学生実習の受け入れを行っている。令和元年度における新規入院患者
数は年間 18,551 人、平均外来患者数は 1 日あたり 1,577 人である。医師と管理栄養士によって構成される当院の病態栄養治療
部は、栄養指導やチーム医療、入院患者の食事調整といった形で患者への介入を行っている。NST としては医師や看護師、薬
剤師、検査技師と連携をとりながら、患者の栄養状態や下痢、褥瘡の改善に向けて栄養メニューの検討と提案を行っている。
栄養管理計画書の新規作成件数は年間約 5,000 件、栄養指導は年間 2,000 件以上を行っており、そのうち約半数は 65 歳以上の
高齢者が対象である。高齢者への栄養指導は一般的な慢性疾患に加え、心臓病やガンに対する周術期管理についての依頼が多く、
低栄養や不活動による ADL の急激な低下が懸念されることから、栄養状態の維持・改善に向けた指導や介入が重要である。
　患者の栄養状態を評価するにあたり重要となるのが必要栄養量の推定である。必要エネルギー量の推定には性や年齢、身体
活動レベルを考慮する必要があり、画一的に設定することは困難である。特に高齢者においては活動量が低下しやすいこと、
骨格筋量の減少に伴い基礎代謝が低下しやすいことから、個々の生活背景を考慮した設定が望ましい。我々は今までに当院に
て加療中の患者を対象とし、体組成の測定や必要エネルギー量の推定について検討を行ってきた。
　本日は当院にて関わってきた高齢者患者の特性や管理栄養士が担ってきた活動を報告するとともに、これまでの臨床研究の
一例について発表する。

MDS1-2
健康運動・スポーツ分野における栄養管理

○河村　亜希
日本体育大学総合スポーツ科学研究センター

　高強度運動時には多くの酸素が体内に取り込まれることにより過剰な活性酸素種（ROS）が産生される。過剰な ROS は , 筋
力の低下や細胞の炎症を引き起こし , 運動による適応を減弱させる要因ともなる。一方で , 適度な ROS は体内抗酸化力やミトコ
ンドリア活性を促し , 生体内の適応において重要な役割を果たす。先行研究においては , 高用量の抗酸化成分摂取が運動による
有益な効果を阻害することが報告されているが , 適量の抗酸化成分摂取は運動誘発性 ROS を適度に軽減し , 運動による適応を促
す可能性が示唆されている。実際に , 抗酸化能を有する食品の摂取は , 運動による炎症や筋損傷を抑制することも報告されてい
る。
　我々の研究チームは , 動物モデルを用いてタンパク質合成を高める効果が期待できる 3 種類の抗酸化成分の摂取が , 筋肥大期
における骨格筋適応に及ぼす影響を検討した。抗酸化成分であるアスタキサンチン , β - カロテン , レスベラトロールを 10 週
間摂取させた結果 , 骨格筋のタンパク質合成が高められ , 筋量が増加した。さらに , それらの成分を混合摂取した場合 , その効
果が大きくなることが示された。その研究を基に , ヒトにおいても 10 週間のレジスタンストレーニング期間において上記の 3
成分を高含有する食品を積極的に摂取させたところ筋力の増加が認められた。従って , 日常的な抗酸化食品の摂取は健康維持や
スポーツパフォーマンスの向上を目的としたレジスタンストレーニング期間においてトレーニングによる適応を高めることが
期待できる。演者はこれまでに , スポーツクラブや競技団体等において運動愛好家からトップアスリートにおける様々な競技種
目の栄養管理に携わってきており , 日常的な抗酸化食品の摂取により運動によるストレスを軽減させることがパフォーマンスの
維持・向上の一助となると考えている。また , 運動の種類を考慮した上で抗酸化食品の種類と量を決定することが今後の課題で
ある。本講演においては , 演者がこれまでに実践してきた抗酸化食品の摂取戦略について話題提供させていただきたい。
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MDS1-3
美・健康・老化予防の視点からみた栄養、健康管理に関する抗加齢対策

○矢田　幸博1,2

1筑波大学大学院人間総合科学学術院グローバル教育院、2花王株式会社サニタリー研究所

【目的】抗加齢研究が抱える課題の解決に向けて、食品、香粧品、医薬品、保険さらには、IT などに関連する多くの
企業や研究機関では、研究開発に余念がない。そこで、本講演では、美・健康・老化予防の視点からみた栄養、健康
管理に関する抗加齢対策例としていくつか話題を提供したい。

【方式】１）簡易的サルコペニア基準の再検討、２）水素吸引の心理生理的な効果及び認知機能への効果、３）香り
の感知能と認知機能との関連性の検証及び香りによる美肌効果と睡眠改善効果。

【結果】１）日本の推奨サルコペニア基準では、高価な機器がなくとも診断可能な簡易基準を目指し、歩行速度 1m/
sec 未満、もしくは握力が女性 20kg 未満の方を脆弱高齢者と判断し、そのうち BMI 18.5kg 未満もしくは下腿囲
30cm 未満をサルコペニアとしている。そこで、試験に参加した高齢女性 (215 名 ) をこの基準で分類したところ、該
当者は、わずか 4 名 ( 約 1.9％ ) であった。既報では、10％程度といわれていることからヨーロッパ基準やアジア基準
でも解析を行った。２）自律神経活動に対しては、交感神経活動を抑制することで副交感神経活動を高め鎮静効果を
発現すること、中枢神経活動に対しては、NIRS やｆ MRI の結果から優位に前頭前野部の活性を高めることが認めら
れた。そこで、健常高齢者を対象に連用試験を実施した結果、脳実行機能の有意な改善、軽度認知障害リスク因子の
有意な変化が確認されるとともに認知テスト得点の上昇、うつ気分の改善さらには、運動機能の改善などが認められ
た。３）紙面の都合上、詳細については、講演の中で紹介したい。

【結論】１）BMI をカットオフ値にするよりも筋肉量を測ったほうがより正確にサルコペニアを判別できることが示
唆された。２）水素吸引による高齢者の認知機能、及び QOL の改善効果が示唆された。３）紙面の都合上、詳細に
ついては、講演の中で紹介したい。 栄養、健康管理の視点から抗加齢をめざすには、食品由来の成分や香気成分さら
には、水素吸引技術などのさらなる活用が期待される。

MDS1-4
増加する乳がん発症率に対する栄養管理

○青木　雄次
松本大学大学院健康科学研究科

　国立がんセンターがん情報サービスの全国推定値によると、2005 年、2010 年、2015 年の日本人女性の乳がん年齢
階層別発生率は、45 〜 49 歳（閉経前）と 60 〜 64 歳（閉経後）の年齢グループに 2 つのピークがあり、この 10 年
間で 2 峰性のパターンのまま増加していることを報告した（Tokutake N, et al. Proc Singapore Healthcare, 2020.）。こ
の変化を食習慣との関係で文献的にみてみると、閉経後の乳がん発症については、西洋化した食生活との関係が示さ
れているが、西洋人に比べ日本人では肥満が極めて少ないことやイソフラボンの摂取がその発症に対して抑制的に影
響していることが示唆される。閉経前の乳がん発症は西洋人と同程度へと急増しており、日本では明らかにされてい
ないが、韓国やイランでは不健康な食生活の関与が報告されている。
　がんの疫学研究では 10 年以上の縦断研究が通常であることより、閉経前の乳がん発症については若い世代の食習
慣を考慮する必要がある。また、とくに大学生の食習慣については、生活の自立が始まる時期であることや卒業後の
食習慣に影響があることより注目されている。そこで、松本大学の健康栄養学科と短期大学部の女子学生を対象に、
農林水産省による第 3 次食育推進基本計画に示されている若い世代の食に関する課題 7 項目についてアンケート調査
を実施した。栄養を専攻しない学生では、健康的な食習慣に対す意識がより低く、食品表示を見ないことと関係して
いた。健康栄養学科では、知識はあるが食に対する意識は不十分であった（牛山理央奈・他．若い日本人女性に急増
する乳がん発症を大学生の食生活意識調査から考える．令和 2 年度長野県健康づくり研究討論会）。
　結語：増加する乳がん発症率に対して、エストロゲンの関与やマンモグラフィーによる早期発見も重要であるが、
調整可能な危険因子である食習慣についての栄養管理は、乳がん発症予防に大切であろう。また、大学生など若い世
代に対して、工夫された食品表示を利用する食育が有用となるのではないかと思われる。
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メディカルスタッフセッション 2

6 月 27 日（日）　第 7 会場　（1F　Room C-2）

抗加齢医療現場におけるメディカルスタッフの役割と可能性 9：00 ～ 10：30
座長：南山　幸子（京都府立大学大学院生命環境科学研究科） 
　　　市橋　正光（アーツ銀座クリニック）

MDS2-1
ヘルシーエイジングのための食習慣と酸化ストレス

○南山　幸子1、竹村　茂一2、市川　　寛3

1京都府立大学大学院生命環境科学研究科、2大阪市立大学大学院肝胆膵外科学、3同志社大学生命医科学部

ヘルシーエイジングを手に入れるためには賢く年をとることが大切である。今回、理想の生活習慣について特に食生
活の面から考えてみたい。それにはまず「老化」のメカニズムを理解する必要がある。「老化」とは体内の組織がさ
びて動かなくなったり、損傷したりすることであり、その蓄積によって加齢をもたらすことになる。この体内の “ さび ”
を「酸化ストレス」と呼ぶ。酸化ストレスを加速する食べ物、対抗できる食べ物について概説するとともに、老化の
メカニズムと理想的なヘルシーエイジングのための実践について述べたい。さらに、食品添加物などの化学物質を取
ることによって起こる酸化ストレスと精子や脳への影響について、我々の最近の研究データを元に紹介する。

MDS2-2
アンチエイジング化粧品のこれまでとこれから

○安藤　秀哉
岡山理科大学工学部バイオ・応用化学科

生きている限り皮膚の老化は免れない。しみ、しわ、白髪、たるみなど、知らぬ間に忍び寄るエイジングの兆候は悩
みの種である。長年日光に晒された皮膚ではエイジングが加速する光老化が起こる。「しみを予防する」、「しわを改
善する」アンチエイジング化粧品が市販されているが、近年の皮膚科学の進展は目覚ましく、「しみ予防」ではミト
コンドリアやオートファジーを絡めた研究が行われ、「しわ改善」では真皮に作用する薬用化粧品（医薬部外品）も
登場した。近い将来、白髪やたるみを予防、改善する有効成分も開発されるであろう。一方、われわれの体内では、種々
の活性酸素がミトコンドリアの ATP 産生過程などで常時発生している。炎症や紫外線照射によっても皮膚における活
性酸素種の発生は助長される。われわれの体を構成する細胞には活性酸素種を消去する能力が備わっているが、その
抗酸化機構は老化と共に衰えることが培養細胞実験などから明らかにされている。また、皮膚色が脱失する白斑は色
素細胞の抗酸化能が脆弱であることが発症の一因であり、白髪も酸化ストレスによる色素幹細胞の枯渇で生じること
が知られている。衰えた抗酸化能の賦活がアンチエイジング化粧品に求められる基本作用であることは今も昔も変わ
らないが、老化で抗酸化能が低下した人やもともと抗酸化システムが弱い人などに対して有効なアンチエイジング化
粧品が最新技術に裏付けられた実証研究に基づいて開発されることが切に望まれる。
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MDS2-3
抗加齢医学とウィメンズヘルス理学療法

○森　　明子
兵庫医療大学リハビリテーション学部

　理学療法とは「病気，けが，高齢，障害などにより運動機能が低下した状態にある人々に対し，運動機能の維持・
改善を目的に運動，温熱，電気，水，光線などの物理的手段を用いて行われる治療法」である（日本理学療法士協会
HP より）．近年では，障害を持つ人に限らず，健康増進なども含めた予防目的の理学療法にも活躍の場を広げている
理学療法士が増えてきている．理学療法の学術領域には 12 分科学会，10 部門があり，その中にウィメンズヘルス・
メンズヘルス理学療法部門がある（2021 年 2 月 20 現在）．
　ウィメンズヘルス領域における理学療法は，1912 年にイギリスの理学療法士によって産後に行う健康のための運
動が開発されスタートし，その後，諸外国へ広がりと発展をみせ，産前産後に関連する理学療法プログラムが開発さ
れた．世界理学療法連盟 (World Physiotherapy) の下部組織にウィメンズヘルスグループである IOPTPWH（International 
Organization of Physical Therapy in Pelvic and Women’s Health）があり，日本を含む 30 カ国が加盟（2019 年 6 月時点）
し，各国でウィメンズヘルス領域の理学療法が展開されている．
　本邦におけるウィメンズヘルス理学療法では，ライフステージごとの身体的，心理社会的側面の両面で性差を考慮
していくことが重要であると考えられている．性差は生涯を通じて，また加齢とともにヒトの健康や疾病に重要な影
響を及ぼし、ライフステージによっても異なる．これは抗加齢医学でも同様に考えられている．
　本シンポジウムでは抗加齢医学の分野において理学療法士がどのように関りを持てるのか，ウィメンズヘルス理学
療法領域に着目して考えてみたい．

MDS2-4
健康長寿をめざすアンチエイジング医学からのメッセージをどう伝えていくか 
 – 指導士の立場から –

○橋本 千佳子
一般財団法人栩野財団

【緒言】日本抗加齢医学会は、2001 年に日本抗加齢医学研究会として設立され、今回で第 21 回目を迎える。本学会は、
第１回目から多職種のコメディカルも参加できる開かれた医学会である。参加者は様々な領域の専門家から発信され
る最新の研究報告、特別講演などからアンチエイジング医学の知識をはじめ健康に役立つ情報を習得できる貴重な機
会となっている。私たち認定指導士は、本学会を通して知識を習得し、アンチエイジング医学的アプローチにそった
指導の重要性を認識している。そして日々の抗加齢医療現場等で実践を通して健康長寿へのメッセージを伝える役割
を担っている。今回初めて、コメディカルスタッフによるシンポジウムが企画されたことは、指導士の役割と今後の
方向性を得る為の情報交換の場として大変有意義である。私は、第４回（2004 年）総会でのテーマ「健康長寿に対
する抗加齢医学会の役割」で、日野原重明先生の講演から「抗加齢医療の実践は、生き方を選択すること。生き方と
いうのは難しいことではなく、日頃の生活の中での習慣がまさに生き方の選択である」というメッセージを受けた。
1994-2010 年、私が企業の健康相談室・保健指導スタッフとして健康管理業務を担っていた当時は、生活習慣病、メ
タボリックシンドローム、アンチエイジングという言葉が世に出た頃である。この抗加齢医学会で得たメッセージは、
指導効果を得るための方策として、アンチエイジング医学の知識を活かして対象にどのように伝えていくかを考える
きっかけとなり、私の指導士の原点といえる。本シンポジウムでは、これまでの企業内診療所等における健康増進普
及活動の取り組みやアンチエイジング健康講話などを通して伝えてきた活動の一部を紹介する。　　　　

【結語】昨年以来、コロナ禍の影響で、職場環境や個人を取り巻く社会環境は大きく変わってきた。今回のシンポジ
ウムでの学びを共有し、健康長寿社会において指導士が果たす役割は何かを一緒に考えていきたい。
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メディカルスタッフセッション 3

6 月 27 日（日）　第 5 会場　（2F　Room B-1）

コロナ感染から学ぶ災害時メディカルスタッフの役割 10：40 ～ 12：10
座長：葦沢　龍人（東京医科大学病院） 
　　　勝谷　友宏（勝谷医院）

MDS3-1
医療・介護崩壊を防ぐ体制整備：看護職員確保に向けて、政策立案の立場から

○木村　弥生
衆議院議員

新型コロナウイルス感染症は、これまで脆弱であったわが国のさまざまな課題があぶり出された側面があった。このピン
チをチャンスに変えて、明るい未来を築くために、次の世代に「コロナの後のほうが日本は良くなった、便利で公平な社
会になった」と評価されるために、政治は何を目指していくのか。
コロナ禍で、医療や介護の現場では通常の業務に加えて、感染リスクのストレス、疲労が蓄積した。差別まで起きる中で、
昨年秋の日本看護協会の調査によると、病院で働く看護職のうち、15。4％がコロナ禍による労働環境の変化や感染のリ
スクを理由に離職した。感染症の指定医療機関に限定すると 21.5％という数字だった。看護職員の離職が進むと地域医療・
介護の現場はさらに厳しい状況になる。
国は、令和２年度第二次補正予算では医療・介護従事者への最大 20 万円の慰労金支給が実現した。第三次補正予算では
新型コロナ対応の医療機関に一床あたり最大 1900 万円の支援を行うに当たり、その３分の２は人件費に当てることを交
付要件とした。さらに診療報酬・介護報酬の増額も打ち出した。４月からの、過去に例のない大規模かつ短期間のワクチ
ン予防接種に向けて、現場のニーズはさらに高まる一方である。
看護職員確保のさらなる施策として、全国 70 万人と推計される、看護職の資格を持ちながら就労していない「潜在看護職」
の掘り起こしと活用が期待される。自治体と地元のナースセンターが連携して、潜在看護職たちの講習会も始まった。
さらに、看護職の人材不足に悩む地方の介護施設で、医療と介護の質が向上し、利用者、家族、地域住民全体の満足度が
高まった一事例についても検証する。

MDS3-2
災害時における薬剤師の役割～感染症との付き合い方～

○桂木　聡子
兵庫医療大学薬学部

薬剤師全般の職務・資格などに関して規定した法律である薬剤師法に、薬剤師の任務として「薬剤師は、調剤、医薬品の
供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保する
ものとする（第 1 条）」と示されている。この任務の規定には、平時であるか災時であるかは書かれていない。つまり、
どんな時でもこの任務を遂行することを求められているということだと私は理解している。
　平時の薬局での仕事も、感染症対策は欠かせない。インフルエンザの患者が多い時には、お薬を待ってもらうときに、
車で待っていてもらったり自宅に届けたりといったことがある。消毒薬の販売でも、どんな時にどのような濃度で使用す
るのかや、調整・廃棄の方法までしっかりと指導して販売する。
　大学以外の学校には学校薬剤師がいなければならないので、年間を通じて教育環境の保全に係る。そして、その学校は
災害の時には避難所になることが多い。
コロナ以前の災害時でも感染症対策には頭を悩ませたが、この度の新型コロナウイルスによる感染拡大を防止しながら、
安全で安心できる避難所運営はどうすればよいのかは、これからもっともっと考えていかなければならないと思っている。
　どうすれば正しいのかという事だけではなく、色々なニーズを持った方がいる中で、自分たちでできることとできない
ことを知って行動できることを考える。
　そして、それは薬剤師が何とかするという事だけではなく、地域の中で災害時の感染拡大防止を含めた防災を考え、み
んなで行動できるような活動を続けていきたい。
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MDS3-3
COVID-19 感染拡大と介護予防

○山田　　実
筑波大学人間系

2019 年に発生したとされる新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は瞬く間に全世界に拡大し、2020 年 3 月には世
界保健機関（WHO）よりパンデミック宣言が、4 月には日本政府より 1 度目の緊急事態宣言が発出された。感染経路
を探る中で、密接、密集、密閉といういわゆる「3 密」を回避することの重要性が報告された。テレビ、ラジオ、新聞、
インターネットなどメディアによって、この「3 密」、「stay home」という感染予防に関する用語が度々報じられた
ことで、我が国では爆発的な感染拡大を防ぐことに成功した。しかし、同時に感染予防は活動機会を著しく制限する
こととなり、第 1 波流行時には全世界の人々の身体活動量が減少していたことが報告された。
特に、このような影響を強く受けることとなったのが高齢者である。COVID-19 感染拡大により、高齢者の身体活動
は特に著しく制限され、さらに医療機関への受診控えによる自主的な治療中断や服薬中断などが確認された。高齢者
の身体活動量減少は、第 1 波（2020 年 4-5 月）、第 2 波（2020 年 7-8 月）、第 3 波（2020 年 12 月 -2021 年 1 月）といっ
た感染拡大とともに継続しており、特に独居かつ近隣住民との付き合いが希薄な方ではその傾向が顕著であった。さ
らに、このような身体活動量減少は高齢者のフレイル化を促進しており、将来的な要介護認定者数急増の予兆と捉え
ている。
このような中で、我々は感染予防と介護予防の両立を唱え続けている。感染予防には 3 密防止が重要であるが、介護
予防には 2 活（身体活動と社会活動）が不可欠である。コロナ禍での超高齢社会には “3 密 2 活 ” が不可欠であり、こ
れを合言葉に適切な感染予防と充実した介護予防に努めていただきたい。
＊この抄録は 2021 年 2 月下旬に作成した。感染状況によっては、学会当日に上記の状況が大きく変化している可能
性がある。

MDS3-4
コロナウイルス感染症と災害～その向こうにある栄養課題

○金井　真弓
京都府山城北保健所（京都府栄養士会JDA-DAT）

　2019 年末に中国で初めて報告された新型コロナウイルス感染症は、わずかの間に世界中に伝播し、国内では翌 1
月 16 日、ここ京都では同月 1 月 30 日に初めての患者が報告されて以降、一年の間に 9,000 人を超える陽性者が発生
しています。
　発生状況には波があり、第３波のピークを 2021 年正月前後に迎え、所属する保健所でも陽性者が一日で最大 40 名
を超えることもありました。
　感染経路は飛沫感染が主体であることが比較的早期から判明しており、換気やマスク着用・密集を防ぐことなど、
疫学的エビデンスに基づく「新しい生活様式」が提唱され、全ての国民が感染予防の行動を求められています。
　長期間かつ生活全般に及ぶ感染予防行動は、特に高齢者では外出や購買行動の抑制・他者とのふれあいの希薄化に
つながり、その結果の一つとしてフレイル・サルコペニアの進行が考えられます。栄養・食行動に関しても大きく影
響を及ぼしていることが予想されますが、それらを明らかにする調査行為そのものにも困難を強いられているのが現
状です。
　今回は、これまでの災害とコロナウイルス感染症での栄養課題の違いと共通点、今後の見通しと課題への取組につ
いて現場から報告します。



194

The 21st Scientific Meeting of the Japanese Society of Anti-Aging Medicine

メ
デ
ィ
カ
ル 

ス
タ
ッ
フ
セ
ッ
シ
ョ
ン

MDS3-5
大阪での重症患者対応からみた限界

○柴田　利彦
大阪市立大学医学部附属病院新型コロウイルス対策室

当院は重症患者を担当する病院として対応してきた。救命救急医を中心に重症コロナ患者対応し、感染制御部が感染
治療防御の要となり、私は副院長としてマネージメントを担当する対策室長という分業制をとった。実際に治療に当
たるメンバーがプレーイングマネージャーとならないことが、病院全体をとりまとめ一体化することに重要である。
タイムリーな情報開示による病院のワンチーム化がキーポイントと考える。
　まず、大阪では大学病院を含めた約 20 病院が重症患者対応してきたが、その多くは中等症患者を受け入れないシ
ステムであり当院も重症治療に専念できた。大阪府ではコロナフォローアップセンターがベッドコントロールセン
ターとして十分に機能し、重症対応病院への上向き転送および中等症病院への下向き転送がスムーズに行えた。すな
わち、各病院は転送先を探す必要がなく負担軽減できた。また、長期化する重症患者の転送先として重症コロナセン
ター 30 床が 12 月中旬に稼動したことも有意義でした。そのため大阪府では第 3 波で重症患者が 180 名を超えたが
いわゆる医療崩壊は起こさずにすんだ。
　しかし、第 4 波では予想以上の重症患者が発生し、大阪府から病床増床を要請され 10 床から最大 21 床まで増床し
た。医療者の感染防御し環境汚染をしないことが必須である。重症患者を診る病床を増やすには 3 つの準備が必要で
ある。1：施設、2：人材（数と質）、3：備品。ゾーニングされた広い陰圧対応室が必要であり、単に個室を流用する
だけではすまない。多くの看護師が必要で 4 病棟閉鎖をして要員確保した。しかも重症管理・人工呼吸に慣れた即戦
力の人材が必要である。とくに 4 月は新人看護師が数十人入職しておりそのやりくりが大変であった。病棟閉鎖には
時間も労力もかかる。人工呼吸器・モニター類をはじめ重症治療に必要な高額備品の購入を要した。また増床しても
すべてが同じ質の医療・看護を提供することは困難であり、むやみに重症病床を増やすことにも不安がある。ワクチ
ン接種が始まったが、その重症化予防効果に期待している。

MDS3-6
新型コロナウイルス感染症対応の経験と看護師の役割

○瓜田　裕子
地方独立行政法人りんくう総合医療センター感染症センター

　りんくう総合医療センターは関西国際空港の対岸に位置し、一類感染症や二類感染症、新感染症患者を受け入れる
ことができる病床を持つ特定感染症指定医療機関である。2020 年 3 月に当院で初めて SARS-CoV-2 PCR 陽性患者を受
け入れて以降、感染症指定医療機関の一施設として新型コロナウイルス感染症患者の対応を行ってきた。
　当院には、平時から感染症対応のトレーニングを受け、国内で新興感染症が発生した際には感染症センターで患者
の対応にあたる特殊任務看護師という役割を持った看護師がいる。新型コロナウイルス感染症の初動対応は、担当医
師と共にこの特殊任務看護師が中心となって行った。患者の受け入れを開始した当初は、増え続ける入院患者に対し
マンパワーや物品の整備が追い付かず、一時は混乱の兆しがみられたが、まずは「医療従事者が感染しないこと」を
目標に掲げ、防護具の着脱や看護ケアの手順を互いに確認し合いながら、できることを一つずつ行った。
　専用病床の増設や応援のための人員確保など患者の受け入れを継続するための体制が整備されてからも、厳重な感
染対策を行いながら患者対応をするのは容易ではなかった。特に、高齢患者や基礎疾患を持った患者が増えると、状
態悪化時の早期対応や重症肺炎患者のマネジメントの難しさに直面した。しかし、チームで知恵を出し合い、隔離さ
れた患者とその家族にできるだけ寄り添うことができるように看護ケアの方法を工夫してきた。
　新型コロナウイルス感染症対応において、看護師は質の高い感染対策を行い自身の安全を確保しながら患者のケア
を行わなければならない。長期間に渡って対応をする中で、感染症の知識をアップデートし、ケアの見直しを行うこ
とも必要である。本演題では、当院看護チームの経験を振り返り、新興感染症対応における看護師の役割について考
察する。
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BP1-1	 非アルコール性肝炎（NASH）マウスの肝細胞癌発生に対
する桑葉粉末の効果

○若命　浩二1、河西　正文2、平井　葉月1、中田　章史1、佐藤　惠亮1、
小松　健一1

1北海道科学大学薬学部薬理学分野、2ヘルスエイジ株式会社

【目的】桑葉は、古来より民間的に抗糖作用があることが知られている。我々は、
この桑葉に糖尿病に対する作用以外にも生活習慣病に対する予防・治療作用があ
るのではないかと考え、脂肪肝モデルに対する脂質代謝作用の研究を進めてきた。
今回は、非アルコール性肝炎（NASH）モデルを用いて、NASH から肝細胞の発生
への移行を桑葉粉末が抑制するかどうかを検討した。

【方式】NASH 病態から肝細胞癌を誘発する STAM マウス（5 週齢）を本実験に用
いた。STAM マウスは、C57BL/6J マウスに低用量のストレプトゾトシン処理と高
脂肪食給餌によって NASH が発症するモデルである。
マウスをコントロール群、NASH 群、NASH ＋桑葉粉末（1%）に分けて飼育した
(n=6)。飼育 8 週目に解剖を行い、血液と肝臓を採集した。血液は、一般生化学検
査、肝臓は Lipin １遺伝子発現解析、組織観察を行った。

【 結 果 】 血 液 生 化 学 検 査 で は、NASH 群 で A/G 比 が 低 下 し て い た の に 対 し、
NASH+ 桑 葉 粉 末 群 で 有 意 に 上 昇 し て お り、TG 値 は NASH 群 の 上 昇 に 対 し て
NASH+ 桑葉粉末群で有意に低下させた。また、肝臓中の Lipin1 遺伝子は NASH
群の低下に対して NASH+ 桑葉粉末群で有意に上昇させた。肝臓組織観察におい
て、NASH 群では全ての個体 (6/6) に脂肪沈着、肝細胞変異巣、肝細胞腺腫、肝細
胞癌が認められたのに対して、NASH+ 桑葉粉末群では、脂肪沈着 (6/6)、肝細胞
腺腫 (2/6) であった。

【結論】STAM マウスは NASH から 100% の確率で肝細胞癌が発症することが報告
されている。桑葉粉末を本マウスに連続投与した結果、肝臓組織検査により
NASH より発症する肝細胞癌を抑制していることが明らかとなった。肝臓におい
ては、桑葉粉末の脂肪沈着抑制効果ははっきりと認められなかったものの、血中
TG の低下、肝臓中 Lipi1 遺伝子の誘導から桑葉粉末は何らかの脂質代謝系に関わ
り NASH 病態の進行を遅らせていることが示唆された。

BP1-2	 POSTN の選択的スプライシングと癌の微小環境

○柴田　佳那1,2、谷山　義明1,2,3、眞田　文博1、葛城　鳴門1,2、鯉渕　信孝1,2、
藤川　龍弥1、池田（岩部）�裕香1、楽木　宏実3、森下　竜一1,3

1大阪大学医学部臨床遺伝子治療学寄付講座、2ペリオセラピア株式会社、
3大阪大学大学院医学系研究科老年・総合内科学

【目的】乳癌は女性で罹患率が高く、その中でも治療標的の受容体がない乳癌を
triple negative breast cancer (TNBC) と呼ばれており、再発すれば予後不良となる
事から新規治療法の開発が求められている。TNBC 患者の原発巣でペリオスチン

（POSTN）の発現が強く、生存率が低い事が報告されている。 POSTN には主に 4
つのスプライシング・バリアント (POSTN1~4) が存在するが、乳癌で発現する
POSTN のバリアントの機能的違いは十分に解明されていない。我々は臨床 TNBC
の免疫染色から乳癌細胞に POSTN 1 特異的抗体によって高い発現を確認してい
る。本研究の目的は、TNBC における POSTN 1 の機能解明と治療標的の可能性に
ついて検討することである。【方式】POSTN のスプライシングと TNBC について
調べる為に POSTN 1 特異的 KO マウス（POSTN 1KO）と遺伝子 POSTN を全て抑
制する KO マウス（POSTN KO）を作成した。また POSTN 1KO マウスを用いた生
体側での POSTN 1 抑制効果と POSTN 1 アンチセンスを用いた腫瘍側での POSTN 
1 抑制の効果を解析した。【結果】WT マウス、POSTN 1KO マウスと POSTN KO に
マウス TNBC 細胞 4T1 を移植したところ、POSTN 1KO マウスでは WT に比して有
意な原発・転移巣が抑制された。また、原発巣組織を解析してみると CAFs( がん
関連線維芽細胞 ) のマーカーであるαSMA、Vimentin が有意に抑制されていた。
CD163 陽性の TAM（腫瘍関連マクロファージ）が有意に抑制されていた。一方、 
POSTN KO マウスには肺転移抑効果が見られたが、原発巣に抑制効果がなかった
ことから、全ての POSTN を抑制するよりも POSTN 1 を選択的抑制する意義が示
唆された。次に、腫瘍側の POSTN 1 を抑制するアンチセンス oligo を添加した
4T1 を正常マウスに移植すると肺転移が顕著に抑制された。また、POSTN 1 特異
的中和抗体は原発巣・転移巣共に有意に抑制することが明らかとなった。vitro 系
では CAFs は POSTN 1 中和抗体でαSMA 、collagenI、TGF-β1、IL6、IL8 の抑制
していた。【結論】TNBC の新規治療薬として POSTN の選択的スプライシングバ
リアント POSTN 1 が治療標的となる可能性が示唆された。

優秀演題受賞講演 1

BP1-3	 Fibroblast	Growth	Factor	21	is	Robustly	Induced	by	
Autophagy	Deficiency	to	Protect	Against	Age-related	
Kidney	Disease

○山本　毅士、南　　　聡、酒井　晋介、高畠　義嗣、猪阪　善隆
大阪大学大学院医学系研究科腎臓内科学

【目的】FGF21 は、多臓器間代謝クロストークの調節を介して生活習慣病改善に
寄与し、ストレスホルモンとしても機能する。血中 FGF21 濃度は、腎機能低下や
加齢とともに上昇する。我々は以前、代謝ストレス下で FGF21 が腎近位尿細管細
胞（PTEC）より分泌されることを報告したが（Minami S, et al. Autophagy 2017）、
その役割は不明である。 

【方法】PTEC 特異的 FGF21 ノックアウト（KO）マウスを作製し 24 ヶ月齢まで飼
育し、腎臓における内因性 FGF21 の役割を検討した。次に、オートファゴソーム
可視化 FGF21 KO マウスを作製し、FGF21 KO 時のオートファジー活性および
PTEC 特異的オートファジー不全（Atg5 KO）マウスにおける FGF21 発現を評価す
ることにより、FGF21 とオートファジーの相互作用を検討した。最後に、特にオー
ト フ ァ ジ ー 調 節 不 全 を 生 じ る こ と が 判 明 し て い る 加 齢 と 脂 肪 毒 性 に お い て

（Yamamoto T, Takabatake Y, et al. Autophagy 2016, JASN 2017）、FGF21 が腎保護
効果を発揮するかを調べるため、24 ヶ月齢または高脂肪食（HFD）摂取下での
PTEC 特異的 FGF21 および Atg5 KO マウス（Double KO）の表現型を評価した。  

【結果】24 ヶ月齢 PTEC 特異的 FGF21 KO マウスは、尿細管内のリソソーム拡張や
空胞増大を認め、それに伴ってオートファジー不全を示した。老齢マウスとは対
照的に、若年齢における FGF21 KO は、オートファジーの需要増加により、オー
トファジーフラックスを増加させた。一方、FGF21 は、オートファジー不全によっ
て 強 力 に 発 現 が 誘 導 さ れ た。24 ヶ 月 齢 PTEC 特 異 的 Double KO マ ウ ス で は、
SASP の増加等の尿細管細胞の老化所見およびミトコンドリア機能障害を伴って
腎組織障害が悪化し、その一部は HFD 摂取下でも再現された。

【結論】近位尿細管において FGF21 は、加齢や HFD によって生じるオートファジー
不全によって強力に誘導され、オートファジー停滞を緩和し、さらに PGC1α依
存的にミトコンドリア生合成を亢進することにより、腎を老化と脂肪毒性から保
護することがわかった。 

BP1-4	 マウス内臓脂肪組織中の老化 T 細胞を標的とした抗老化
ワクチンの開発

○吉田　翔太1,2、中神　啓徳2

1大阪大学大学院医学系研究科老年・総合内科、
2大阪大学大学院医学系研究科健康発達医学

【目的】
個体老化に伴う免疫の老化は、過剰な炎症反応、自己免疫疾患や発癌の増加を引
き起こす。老化した免疫では、機能異常をきたした免疫細胞が増加しており、ヘ
ルパー T 細胞系では CD153(+) PD-1(+) の老化 T 細胞集団がこれに相当することが
近年報告されている。また、この CD153 陽性老化 T 細胞は若齢のマウスでも高
脂肪食 (HFD) 負荷によって内臓脂肪組織中に蓄積し、慢性炎症や耐糖能異常など
を引き起こすことが報告されている。抗老化療法のうち、老化細胞を標的として
選択的に除去する方法は効果的なアプローチであると考えられているが、老化 T
細胞を選択的に除去することで加齢に伴う変化を抑制できるかは不明である。そ
こで、本研究では HFD 誘発性肥満マウスに対して CD153 ワクチンを接種するこ
とで、内臓脂肪組織における老化 T 細胞の蓄積が抑制され、慢性炎症や耐糖能異
常が改善されるかを検討した。

【方法】
老化 T 細胞を抑制する手段として、CD153 を標的としたワクチンで抗体を誘導し
て選択的に除去する抗老化療法を考案した。CpG ODN をアジュバントとして用
いた CD153 ペプチドワクチンを作成し、C57BL/6J 雄マウスに 2 週間ごとに合計
3 回皮下注射で投与した。その後、8-10 週間の HFD 負荷を行い、ブドウ糖経口負
荷試験 (OGTT) およびインスリン負荷試験 (ITT) で耐糖能とインスリン感受性を評
価した。

【結果】
CD153 ワクチン投与群では、HFD 対照群と比べて OGTT 及び ITT で耐糖能とイン
スリン感受性の改善が認められた。また、フローサイトメトリー法による細胞解
析では、CD153 ワクチン投与群は HFD 対照群と比べて内臓脂肪組織中の老化 T
細胞の割合が有意に抑制されていた。免疫組織化学染色においても、内臓脂肪組
織中の王冠様構造と呼ばれる部位に対する老化 T 細胞の蓄積が CD153 ワクチン
投与群では HFD 対照群と比べて改善が認められた。

【結論】
CD153 ワクチンはマウス老化 T 細胞の内臓脂肪組織中への蓄積を抑制することで
耐糖能やインスリン感受性を改善したことから、抗老化療法における新たな治療
方法となりうることが示唆された。
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BP1-7	 補中益気湯は制限給餌下の老齢マウスにおいて肝オート
ファジーを活性化し、糖新生に対するアミノ酸利用を回
復させる

○名畑　美和1、最上　祥子1、関根　　瞳1、藤塚　直樹1、武田　宏司2,3

1株式会社ツムラツムラ漢方研究所、
2北海道大学大学院薬学研究院臨床病態解析学、
3北海道大学病院消化器内科

目的：高齢者の低栄養はフレイル、疾病、死亡のリスク要因となるため、適切な
栄養管理が求められる。飢餓により活性化するオートファジーはエネルギー代謝
の恒常性維持に重要な役割をもつが、その調節機能は加齢に伴い減弱する。本研
究ではマウスを用い、アミノ酸利用と肝オートファジーの関連性と加齢の影響に
ついて検討した。さらに、病後・術後の衰弱した状態などに用いられる漢方薬の
補中益気湯の効果を評価した。
方法：C57BL/6J 雄性マウス（若齢；9 週齢、老齢；23 ～ 26 ヵ月齢）に制限給餌（30%
給餌）を行い低栄養状態を惹起した。肝オートファジー活性（LC3 発現およびオー
トファゴソーム数）、血糖値、血中アミノ酸濃度および活動量について測定した。
また、オートファジー促進作用を有する Tat—D11 または補中益気湯を老齢マウ
スに投与した時の変化について評価した。
結果：マウスに制限給餌を行った結果、若齢と比較して老齢マウスは顕著な低血
糖を呈した。若齢マウスでは糖原生アミノ酸の血中濃度が低下し、アラニン投与
により血糖値が上昇したが、老齢マウスでは認められなかった。若齢マウスでは
制限給餌により肝オートファジーの活性化が見られたが、老齢マウスでは減弱し
ており、オートファジー抑制因子 Bcl-2 が増加していた。老齢マウスへの Tat-D11
投与は、糖原生アミノ酸血中濃度を低下させ、血糖値を上昇させた。補中益気湯
を投与した老齢マウスでは、制限給餌によりオートファジーが活性化し、アラニ
ン投与による血糖値、体温、活動量の回復が見られた。
結論：低栄養に伴う肝オートファジーの活性化は、アミノ酸利用促進および血糖
維持に重要な役割をもっていることが明らかとなった。また加齢によって肝オー
トファジー機構が破綻し、エネルギー恒常性が脆弱になると考えられた。補中益
気湯は低栄養高齢者の栄養管理をサポートする上で有用な薬剤である可能性が示
唆された。

BP1-8	 ラット虚血再灌流誘発性腎不全モデルにおける乳酸菌死
菌の有効性

○竹村　茂一1、市川　　寛2、南山　幸子3

1大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵外科学、2同志社大学生命医科学部、
3京都府立大学生命環境科学研究科

生活習慣病の増加のみならず高齢化により、慢性腎臓病（CKD）が増加しているが、
近年、本病態に腸内細菌由来物質の関与が示唆されている。本研究では腸内フロー
ラに影響する乳酸菌菌体成分投与による CKD の進行抑制効果を検討した。【方法】
Wistar 系雄性ラット（7 週齢）の右腎を摘出（1K）し、その 2 週間後に左腎動静
脈を 45 分間クランプ、虚血とした後に再灌流（IR）することにより虚血誘発性腎
不 全 モ デ ル（1K-IR 群 ） を 作 製 し た。 乳 酸 菌 菌 体 成 分 と し て、Enterococcus 
Faecalis 加熱処理死菌（FK-23 群）および酵素処理菌体成分（LFK 群）を通常飼料
に混じて右腎摘後から連日、自由摂取させた。3 週および 8 週後に犠牲死させ、
血液、尿、腎、糞便を採取した。血液生化学検査、線維化関連マーカー、酸化ス
トレスマーカーを解析した。【結果】1K-IR 群において BUN、Cre、血中尿毒素（イ
ンドキシル硫酸，ｐ - クレシル硫酸など）が上昇した。腎では 3 週後よりコラー
ゲン、α-SMA やコラーゲン特異的シャペロン HSP47 および線維素分解抑制に関
わる PAI-1，TIMP-1 のタンパク、mRNA 発現が増加した。同時に酸化ストレスマー
カーである 4-HNE およびニトロチロシンが増加した。一方、乳酸菌菌体投与群で
はいずれも、腎機能の悪化は有意に抑制され線維化は改善していたが、α-SMA，
TGF-β，col1A1 などの線維化関連タンパクや mRNA 発現には差が無く TIMP-1 の
mRNA およびタンパクが著増し、酸化ストレス関連マーカーは低下していた。糞
便のメタゲノム解析では 1K-IR 群で変化した細菌叢が乳酸菌菌体投与により変化
していた。【まとめ】虚血誘発性腎不全モデルに対して乳酸菌菌体成分は、線維
素分解抑制を解除することにより線維素溶解を促進し、さらに酸化ストレスを抑
制するにより CKD 病態を改善することが示唆された。

BP1-5	 抗がん剤投与に伴う男性ホルモン低下症に対する男性ホ
ルモン補充療法の効果

○片岡　智哉1、堀田　祐志2、木村　和哲1,2

1名古屋市立大学大学院医学研究科臨床薬剤学、
2名古屋市立大学大学院薬学研究科病院薬剤学

【目的】第 3 期がん対策推進基本計画案において、小児がんと思春期・若年成人
（AYA）世代でのがんに対する晩期合併症の対策が重要視されている。我々は大規

模副作用データベース解析により勃起障害（ED）を引き起こす可能性がある対象
被疑薬のスクリーニングを行い、抗がん剤であるドキソルビシン（DOX）を対象
被疑薬として導出した。DOX をラットに投与したところ、ED を引き起こし、男
性ホルモンが低下することを明らかにした。本研究では、DOX 投与による男性ホ
ルモン低下に対し、男性ホルモン補充療法の有効性を検討した。【方法】12 週齢
雄性 Wistar-ST ラットに DOX（3 mg/kg）を 4 週間静注し、DOX 群を作成した。
コントロールとして生理食塩液のみを投与した Control 群を作成した。DOX を投
与したラットに対し、Testosterone undecanoate（25 mg/kg）を day1 のみに皮
下投与した DOX+T 群の 3 群を作成した。4 週間後、海綿体神経の電気刺激下の
海綿体内圧（ICP）測定を行い、勃起機能を評価した。ICP は血圧に依存するため、
ICP を平均動脈圧（MAP）で除した ICP/MAP で評価した。また、ラットの陰茎海
綿体組織を用い、等尺性張力測定により血管平滑筋機能を評価した。【結果】4 週
間の観察期間終了後、ICP 測定の結果、Control 群（0.72 ± 0.05）に対して DOX
群（0.32 ± 0.03）で ICP/MAP が有意に低下した（P < 0.01）。一方、DOX+T 群（0.61 
± 0.07）では DOX 群に対して有意に ICP/MAP が上昇した（P < 0.01）。等尺性張
力測定の結果、DOX 群（35.0±5.1％）では Control 群（77.6±7.9％）に比べてア
セチルコリンに対する反応性が有意に低下したが、DOX+T 群（69.8±8.5％）で
は反応性が有意に改善した（P < 0.05）。【考察】ラットに男性ホルモン補充療法
を行うことで、DOX 投与による ED が改善する可能性が示唆された。これには、
男性ホルモンの投与により、血管内皮機能を改善させたことによると考えられる。
DOX などの抗がん剤投与により男性ホルモン欠乏症の症状が見られる場合には、
男性ホルモン補充療法が治療の選択肢の一つとなることが期待される。

BP1-6	 更年期脂肪肝モデルに対する大豆イソフラボンの効果発
現機構の解明

○濵口　真英、芳村　悠太、竹上　茉耶、畑　真之介、岡村　拓郎、
橋本　善隆、牛込　恵美、中西　尚子、福井　道明

京都府立医科大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学

【目的】非アルコール性脂肪肝疾患は性差があり、更年期前の女性ではエイジン
グにより増加することが知られている。エストロゲンは脂肪肝を抑制すると考え
られており、実際我々が作成した更年期モデルマウスでは現代食のモデル食によ
り非アルコール性脂肪肝疾患 NAFLD を発症することを確認した。本研究では、
大豆イソフラボンを用いることで更年期の NAFLD を改善する機構を明らかにす
る。

【方法】野生型 Bl/6J 雌マウス (6 週齢 ) に卵巣摘出を施行し、更年期障害のモデル
とした。現代食のモデル食として高脂肪高ショ糖食を 8 から 14 週齢まで給仕した。
大豆イソフラボン (Iso) の混じの有無で比較した。肝臓は組織学的に評価し、
NAFLD の重症度を NAFLD activity score で評価した。内臓脂肪組織は UCP-1 の免
疫染色を実施し、ベージュ化を評価した。組織中の単核球を抽出し、Multicolor 
Flow cytometry にて評価した。

【結果】Iso 投与により NAFLD activity score およびインスリン感受性が有意に改
善し (p <0.001)、内臓脂肪 / 体重比が有意に減少した (p =0.004)。さらに内臓脂肪
の免疫染色による Ucp-1 の発現は有意に上昇した。RT-PCR において、il4, il33, 
il1b, il13 及び il5 の発現は Iso 投与により有意に低下した。Iso 投与によって内臓
脂肪内の M2 Mφ及び M1/M2 Mφ比は有意に減少し、ILC2/CD45 陽性細胞比も有
意に減少した。

【結論】イソフラボンは内臓脂肪内の炎症を抑制し、更年期障害と関連する
NAFLD を抑制する。
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BP2-1	 血管平滑筋の増殖・分化・石灰化における筋形成型オリ
ゴ DNA の作用

○三好　　愛1、二橋　佑磨2、梅澤　公二1,2,3、下里　剛士1,2,3、高谷　智英1,2,3

1信州大学大学院総合理工学研究科、2信州大学大学院総合医理工、
3信州大学バイオメディカル研究所

【目的】動脈硬化は日本人の死因の上位を占める心血管疾患の危険因子である。ア
テローム性動脈硬化では、血管平滑筋が脱分化して過剰に増殖し、内膜肥厚と血
管内腔の狭窄を惹起する。メンケベルグ型動脈硬化では血管平滑筋が石灰化する
が、このプロセスでは骨分化と類似した遺伝子発現の変化が生じる。したがって、
血管平滑筋細胞の増殖・分化・石灰化の制御は、動脈硬化の予防や治療において
重要な課題である。我々は最近、ヌクレオリンを標的として骨格筋分化を促進す
る筋形成型オリゴ DNA として、18 塩基の iSN04 を同定した。本研究では、血管
平滑筋細胞の増殖・分化・石灰化における iSN04 の作用を検討した。

【方法】ヒト大動脈平滑筋細胞（hAoSMC）に iSN04 を投与して 48 時間培養し、
EdU 染色で細胞増殖を、qPCR で遺伝子発現を定量した。また、骨分化における
ヌクレオリンの役割を検討するため、マウス前駆骨芽細胞株 MC3T3-E1 における
ヌクレオリンの発現と局在を免疫染色によって確認した。次に、MC3T3-E1 に
iSN04 を投与して分化誘導し、48 時間後にアルカリフォスファターゼ（ALP）染
色によって骨分化を評価した。

【結果】iSN04 を投与した hAoSMC では、EdU 陽性率が有意に減少し、平滑筋分
化マーカーであるα- アクチンとカルデスモンの発現量が有意に上昇したことか
ら、iSN04 は hAoSMC の細胞分裂を抑制して分化を促進することがわかった。
MC3T3-E1 では、ヌクレオリンは未分化な細胞の核小体に局在していたが、骨分
化に伴って細胞質へと拡散した。MC3T3-E1 に iSN04 を投与すると、ヌクレオリ
ンの細胞質移行が抑制され、ALP 活性が著減したことから、iSN04 は骨分化を抑
制することが示唆された。

【結論】iSN04 が血管平滑筋細胞の増殖を抑制し分化を誘導することが明らかに
なった。さらに、iSN04 は骨分化を阻害したことから、血管平滑筋の石灰化も抑
制することが期待される。iSN04 は、アテローム性動脈硬化における平滑筋の過
剰増殖や、メンケベルグ型動脈硬化における平滑筋の石灰化を抑制する核酸医薬
のシーズとして期待される。

BP2-2	 自発走運動の継続および中止がマウス脂肪組織の老化関
連遺伝子発現に及ぼす影響

○木村　真規、鈴木　聖矢、森谷　淳司、野上　和幹、内田　諒英、
松崎�潤太郎、齋藤　義正、齋藤　英胤

慶應義塾大学薬学部薬物治療学講座

【背景・目的】
 若齢期の習慣的な運動がその後の生体に及ぼす影響については不明な点が多く
残されている．また習慣的な運動は脂肪組織重量を減少させることが知られてい
るが，脂肪組織中の老化関連遺伝子の発現に対する効果については明らかでない．
そこで本研究では若齢期のマウスに対して自発走運動を実施し，脂肪組織中の老
化関連遺伝子の発現変化に及ぼす運動の継続および中止の影響について検討を
行った． 

【対象・方法】
 雄性 ICR マウスを 4 ～ 14 週齢まで回転ケージを用いた自発走運動を 10 週間実
施し，その後 24 週齢まで運動を中止して普通ケージで 10 週間飼育した (EX-ND
群 )．24 週齢時に副睾丸周囲脂肪を摘出し，4 ～ 24 週齢まで 20 週間に渡り自発
走運動を継続した群 (EX-EX 群 ) および普通ケージで飼育した群 (ND-ND 群 ) との
間で老化関連遺伝子と SASP 遺伝子の発現変化を比較した． 

【結果・考察】
 EX-EX 群および EX-ND 群では，ND-ND 群と比較して 14 週齢時の体重が有意に
減少し，EX-ND 群ではその後 24 週齢までに ND-ND 群とほぼ同等まで増加・回復
した．また 24 週齢時の副睾丸周囲脂肪重量も，ND-ND 群と比較して EX-EX 群で
は有意な低値となり，EX-ND 群では ND-ND 群とほぼ同等であった．一方，老化
関連遺伝子である p53 と p16 および SASP 関連遺伝子である IL-6 の副睾丸周囲脂
肪組織中の発現は，ND-ND 群と比較して EX-EX 群で有意な低値となり，EX-ND
群においても有意な低値であった．以上の結果から，習慣的な自発走運動は若齢
マウスの脂肪組織中の老化関連遺伝子や SASP 関連遺伝子の発現を減少させ，そ
の効果の一部は運動を中止して体重や脂肪重量が元に戻ってもしばらく維持され
る可能性が示唆された． 

優秀演題受賞講演 2

BP1-9	 加齢性難聴モデルにおけるピロロキノリンキノン（PQQ）
の保護効果

○鴨頭　　輝1、藤本　千里1、岩崎　真一2、山岨　達也1

1東京大学医学部耳鼻咽喉科、
2名古屋市立大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科

【目的】酸化還元酵素補酵素の一つであるピロロキノリンキノン（PQQ）の、マ
ウス加齢性難聴モデルでの聴覚器への抗加齢保護効果について検討した。【方式】
C57BL/6 マウスを自由飲水、自由食事摂取、明暗 12 時間毎のサイクルで飼育し、
飲料水として対照群 (n=10) では通常の水道水、PQQ 投与群 (n=11) では PQQ 
24mg/L を溶解した水道水を用いた。生理学的評価として 2 ヶ月齢、6 ヶ月齢、8 ヶ
月齢における聴力を ABR にて評価した。組織学的評価としては、8 ヶ月齢の ABR
評価後に組織を固定し、ヘマトキシリン・エオジン染色及び Myo7A、CtBP2、
GluR2、NF200 による蛍光免疫染色を行い、共焦点顕微鏡にて画像を撮影し、有
毛細胞数・らせん神経節細胞数・血管条の面積・リボンシナプス数の密度・神経
線維数の密度を ImageJ/FIJI による画像処理を用いて計数評価した。【結果】PQQ
投 与 群 で は 対 照 群 と 比 べ て 8 カ 月 に お け る 8・32kHz の ABR に お い て 約 30・
20dB の聴力の改善が見られた。また、PQQ 投与群では対照群と比べて有毛細胞数・
らせん神経節細胞数・血管条の面積・リボンシナプス数の密度・神経線維数の密
度はいずれも有意に高かった。【結論】PQQ はマウス加齢性難聴モデルにおいて
聴覚器保護効果を持つことが生理学的・組織学的に示唆された。
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BP2-5	 線維芽細胞はネットワーク構造を形成し、皮膚と見た目
の老化を制御する	
-3 次元皮膚超微細構造の解析技術の確立 -

○江連　智暢1、松﨑　恭一2、大野　伸彦3,4

1資生堂グローバルイノベーションセンター、
2国際医療福祉大学医学部形成外科学、3自治医科大学医学部解剖学講座、
4生理学研究所超微形態研究部門

【目的】 加齢により皮膚の弾力は低下し、シワやタルミが発生する。皮膚の弾力を
制御する線維芽細胞の実態は、十分な観察手段がなく明らかではない。本研究は、
線維芽細胞の解析技術を確立し、その実態と加齢変化機構の解明を目的とする。

【方法】 倫理委員会の承認の下、余剰皮膚 (22-88 歳 , 20 検体 ) を組織学的に、線維
芽細胞を培養系にて解析した。

【結果】 皮膚片は導電処理することで、3 次元で超微細構造まで電子顕微鏡解析
(SBF-SEM) が可能となった。皮膚内部構造を人工知能 (AI) にて同定し、コンピュー
ター (PC) 上に自在に操作可能な皮膚を再構築した。この皮膚をデジタル的に解剖
した結果 ( 図 A)、線維芽細胞は単独で存在するとした従来知見とは異なり、微細
な突起で繋がり、ネットワークを
構築していた ( 図 B)。細胞同士は
N-cadherin を 介 し て 結 合 し て お
り、これを阻害してネットワーク
を解除すると、細胞は老化特性を
呈し、皮膚弾力制御能 ( コラーゲ
ン収縮力 ) が低下した。実際、高
齢 者 皮 膚 で は N-cadherin が 減 少
してネットワークが消失し、タル
ミが有意に増加した。【結論】線
維芽細胞はネットワークを形成
し、これが消失することで細胞が
老化し、皮膚の弾力が低下して見
た目が老化することを示した。本
研究は、PC 上で皮膚を自在に解
析する革新的技術と、線維芽細胞
のネットワークという抗加齢上の
新たなターゲットを提示する。

BP2-6	 クレアチニン / シスタチン C 比を用いた骨格筋量指数
(SMI) の推算

○楠　　　博1、辻　翔太郎2、玉城�香代子1、和田　陽介3、永井　宏達4、
伊藤　斉子4、佐野　恭子4、田原　康玄5、新村　　健1

1兵庫医科大学総合診療内科学、2兵庫医科大学整形外科学、
3兵庫医科大学ささやま医療センターリハビリテーション科、
4兵庫医療大学リハビリテーション学部、
5京都大学大学院医学研究科附属ゲノム医学センター

【目的】近年、クレアチニン / シスタチン C(Cr/CysC) 比が骨格筋量を反映するこ
とが国内外から報告されている。本研究の目的は Cr/CysC に加え、年齢、体格な
どを加味することで、骨格筋量指数 (SMI) を推定可能かどうか検討することであ
る。

【方法】対象は兵庫医科大学ささやま医療センターでの高齢者疫学研究 (FESTA 研
究 ) の参加者 908 名 ( 男性 288 名、女性 620 名 ) とした。男女別に年齢、体重、
ヘモグロビン値 (Hb) などを加味した重回帰分析から Inbody770 を用いた BIA 法
による SMI に対し次のような推算式を得た。
男性 :4.17-0.012* 年齢 +1.24*Cr/CysC-0.0513*Hb+0.0598* 体重
女性 :3.55-0.00765* 年齢 +0.852*Cr/CysC-0.0627*Hb+0.0614* 体重
Receiver operating characteristic (ROC) 解析を用いて、SMI 推定値 (pSMI) の骨格
筋量低下に対する Cut-off 値、AUC(area under the curve) を算出した。また、この
推定値が他の集団でも有効かを検討するための Validation 群として愛媛大学抗加
齢ドックの参加者 249 名 ( 男性 105 名、女性 144 名 ) を用い、同様の検討を行なっ
た。

【 結 果 】 骨 格 筋 量 低 下 に 関 す る ROC 解 析 結 果 は、 男 性 で は AUC 0.93( 特 異 度 
89.0%、感度 87.2%)、Cut-off 値 7.12、女性では AUC 0.88( 特異度 83.6%、感度 
79.6%)、Cut-off 値 5.80 であった。また、Validation 群においても男性では AUC 
0.94( 特異度 75.3%、感度 100.0%)、Cut-off 値 7.54、女性では AUC 0.83( 特異度 
71.1%、感度 90.0%)、Cut-off 値 6.00 と同様の傾向が認められた。

【結論】Cr/CysC を用いた SMI 推定値 (pSMI) は Inbody770 を用いた BIA 法による
SMI を高精度で推定可能であり、骨格筋量低下のスクリーニングに有用であるこ
とが示唆された。

BP2-3	 地域在住高齢者におけるフレイル改善・悪化に寄与する
要因：2 年間の縦断調査からの解析

○新村　　健1、森　　敬良1、玉城�香代子1、楠　　　博1、和田　陽介2、
辻　翔太朗3、永井　宏達4、伊藤　斉子4、佐野　恭子4

1兵庫医科大学内科学総合診療科、
2兵庫医科大学ささやま医療センターリハビリテーション科、
3兵庫医科大学整形外科、4兵庫医療大学リハビリテーション学部

【目的】地域在住高齢者においてフレイルの改善・悪化に寄与する要因を 2 年間
の縦断的調査結果から明らかにすることを目的とした。【方法】対象は兵庫県丹
波篠山圏域在住の 65 歳以上の自立した高齢者で、コホート研究（FESTA 研究）
に 2015 年 12 月から 2017 年 12 月までに参加した 844 名である。このうち 2 年
後の追跡調査に参加した 551 名（追跡率 65%）において初回参加時の臨床所見、
身体機能、活動量計による身体活動度、血液検査所見、BDHQ、WHO-QOL26 と
J-CHS によるフレイル状態を評価した。初回受診時と 2 年後におけるフレイル状
態を比較し、フレイル改善群（フレイルからプレフレイルまたはロバスト、プレ
フレイルからロバストに変化）、不変群、悪化群（ロバストからプレフレイルま
たはフレイル、プレフレイルからフレイルに変化）の 3 群に分類した。各指標を
改善・不変・悪化の 3 群間で比較し、フレイル改善または悪化に寄与する要因を
多重ロジスティック回帰分析で検討した。【結果】対象者の初回受診時平均年齢
は 73±6 歳で、男性 190 名、女性 361 名だった。フレイルの改善・不変・悪化群
はそれぞれ、114 名 (21%)、345 名 (63%)、92 名 (17%) だった。３群間で有意差
を認めた項目は、年齢、TUG、不活動時間 ( 分 )、低強度活動時間 (3Mets 以上 )、
総身体活動量 (1.5Mets 以上 )、γGTP、QOL 心理的領域であった。フレイル悪化
の説明変数として、ロジスティック回帰により年齢、QOL 心理的領域、喫煙が選
択された。フレイル改善の説明変数として、年齢、γGTP が選択されたが、アルコー
ル摂取量は選択されなかった。【結論】地域在住高齢者におけるフレイルの悪化、
改善には年齢の影響は大きい。QOL 心理的領域の点数が高いことがフレイル悪化
の抑制要因であったことは、高齢者においてプラス思考が心身の健康に好ましい
ことを示唆する。γGTP は酸化ストレスに対する生体応答を反映する可能性もあ
ることから、今後他の酸化ストレスマーカー指標とフレイル状態変化との関連を
検討していきたい。 

BP2-4	 表情記号化解析システムによる表情解析と画像診断学的
表情筋量解析の関係に関する客観的評価：表情が豊かで
あれば表情筋量も豊富

○奥田　逸子1,2、山川　弓香3、太田　尚子4、三谷　　信4、川畑�真理絵4、
吉岡　直紀5

1国際医療福祉大学三田病院放射線診断センター、
2東京医科歯科大学臨床解剖学分野、3株式会社ポーラ、
4ポーラ化成工業株式会社、5国際医療福祉大学医学部放射線科

【目的】 表情筋トレーニングやフェイシャル・エクササイズによって顔のたるみが
軽減するとされており、その理由としてトレーニングやエクササイズによって表
情筋量が増加すると考えられている。しかし、表情形成と筋性状の関係について
報告はほとんどない。そこで、我々は表情の豊富さと表情筋量や質の関係につい
て明らかにした。

【方法】 40 歳代（43.4±3.0 歳、40-49 歳）の健常女性 10 名を登録した。表情の豊
かさの評価は顔面表情記号化システム (Facial Action Coding System: FACS) に基づ
いた表情解析ソフト（Ｆ aceReaderTM）を用い、様々な表情の頬上部領域 (AU 6)
と鼻唇溝から口唇外側領域 (AU 12) の積算強度値を収集し、最大笑顔について解
析した。次に静止時顔面を 320 列多列 CT(MDCT) および 3T-MRI にて撮像した。
AU 6 と AU 12 の皮下に分布する表情筋の厚みを計測し、表情筋量と定義した。
筋質は筋への脂肪浸潤の少 (G-1)・多 (G-2）で分類した。表情筋の性状解析は 2
名の放射線診断専門医による合議性で行った。さらに、AU 6 および AU 12 にお
ける積算強度値と筋性状の相関を統計学的に解析した。

【 結 果 】 AU 6 で 積 算 強 度 値 と 筋 量 の 間 に 強 い 正 の 相 関 が 見 ら れ た (r=0.75, 
p=0.012)。AU 12 では積算強度値と大頬骨筋中央部または小頬骨筋中央部の関係
は各々 r=0.56 (p=0.09)、r=0.68 (p=0.03) と正の相関を認めた。G-1 の積算強度値
は G-2 の積算強度値より有意に大きかった。 従って、積算強度値が高く表情豊か
な被験者の表情筋は厚く、筋への脂肪浸潤が乏しいことを示した。

【考察・結論】 
FACS、MDCT/MRI を用いた画像診断評価によって、表情が豊かであれば表情筋量
が多く、筋質が良いことが明らかになった。表情筋は顔の土台であり、表情形成
との関わりが大きい。表情を豊かにすることで若々しさや美を内面から保てると
言われている。本解結果はそれを実証したと考えられた。本研究成果は顔面加齢
のメカニズムの解明と抗加齢医学の発展に貢献する。
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BP2-9	 2 型糖尿病患者におけるオマリグリプチンによる酸化スト
レスおよび血糖変動に対する影響に関する探索的研究

○小原　　信1、藤川　大輝1、長池　弘江1、高畑　　洋1、笹島　りさ2、
千葉　浩利2、荒　　敏真2、菅原�愛夕果2、森　　雄作1、福井　智康1、
横山　宏樹2、山岸　昌一1

1昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌科学部門、
2横山内科クリニック

【目的】酸化ストレス及び 24 時間連続血糖測定を利用した血糖変動に関して、週
1 回製剤である DPP Ⅳ阻害薬であるオマリグリプチンと通常の 1 日 1 ないしは 2
回内服の DPP Ⅳ阻害薬を比較した報告が今までありませんでした。 

【方式】昭和大学病院糖尿病代謝内分泌内科及び横山内科クリニックに外来通院
中で少なくとも 12 週以上 1 日 1-2 回投与の DPP Ⅳ阻害薬投与を継続している
HbA1c 6.5% 以上の 2 型糖尿病患者 38 名 (DPP Ⅳ阻害薬継続群 [ 以下 D 群 ]：18
例 年齢 69.0 ± 9.2 歳、HbA1c 7.2 ± 0.4%/ オマリグリプチン群 [ 以下 O 群 ]：
18 例 年 齢 66.3 ± 6.6 歳 HbA1c  7.2 ± 0.4%) を 対 象 に、 従 来 の 1 日 1-2 回 の
DPP Ⅳ阻害薬を継続する群とオマリグリプチン 25mg/ 週へ変更する群での研究
開始前と 24 週後での酸化ストレスおよび 24 時間連続血糖測定器 (FGM) による血
糖変動への効果について比較検討した。 

【結果】両群間での比較では、酸化ストレスマーカーの d-ROMs の改善度におい
て有意差はなかった (D 群 :-36.2±68.8U.CARR/O 群 :-14.1±57.8U.CARR, p=0.304)。
空腹時血糖 (D 群 :18.2±28.5㎎ /dl/O 群 :-2.4±17.2mg/dl, p=0.051)、HbA1c(D 群 :-0.2
±0.3%/O 群 :0.2±0.7, p=0.052) と O 群で統計学的有意差はなかったが改善する傾
向を認めた。FGM においても平均血糖値 (D 群：16.2±36.0㎎ /dl/O 群 3.8±22.6
㎎ /dl, p=0.225)、変動係数 (D 群：0.5±4.2/O 群 1.0±2.9㎎ /dl, p=0.230)、MAGE(D
群：4.3±18.1㎎ /dl/O 群 8.2±16.8㎎ /dl, p=0.507)、MODD(D 群：1.3±6.7㎎ /dl/O 群
0.3±8.0㎎ /dl, p=0.691) において有意差はなかったが、Time in range(D 群：14.2
±22.7㎎ /dl/O 群 1.0±13.4㎎ /dl, p=0.041) と有意差を認めた。 

【結論】本研究において、オマリグリプチン 25mg/ 週は従来の 1 日 1-2 回の DPP
Ⅳ阻害薬と比較して酸化ストレスにおいて同等の効果を有しており、週 1 回の投
与になることで血糖値をより治療域である 70 ～ 180mg/dl に維持できる可能性が
示唆された。 

BP2-7	 健康長寿に関わる口腔機能と口腔細菌叢の検討

○宮本　奈生、山本　俊郎、小野�龍太郎、足立　圭司、足立　哲也、
藤野�あかね、大迫　文重、中井�かおる、金村　成智

京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学

【目的】
超高齢社会を迎えた日本において社会保障制度や地域経済の破綻が危惧されて久
しく、これまで以上に高齢者が健康で活躍できる社会を作ることが重要となって
いる。高齢者の健康を損なう要因はいくつか挙げられるが、中でも口腔に着目す
ると、摂食嚥下機能の低下は栄養状態の悪化から全身機能の低下をもたらす。ま
た一方で慢性炎症状態である歯周病は全身疾患の原因となっていることも明らか
になってきている。こうした中で高齢者の健康増進を目指す近年の研究では、全
身の免疫状態に関与し健康に影響を与える腸内細菌叢が注目されており、腸内環
境を乱す歯周病原菌及び口腔細菌叢の制御は健康維持に寄与することが考えられ
る。そこで本研究では日本有数の長寿地域である京都府京丹後市在住の高齢者を
対象に、口腔機能ならびに口腔細菌叢・腸内細菌叢の解析を行い、健康長寿に関
与する特徴的な口腔細菌叢の検討を目的とした。

【方法】
京丹後市立弥栄病院の長寿健診受診者のうち、80 歳以上の男女 49 名を対象とし、
歯の健康に関するアンケート、口腔内診査、舌・口唇運動機能検査、唾液検査、
咀嚼能力検査、口腔内細菌叢検査を実施。長寿コホートの一環として解析された
腸内細菌叢のデータの提供を受け、これらのデータと照合した。

【結果】
残存歯数に応じて腸内細菌叢に占めるセロトニン産生菌の割合が高くなることが
見られた。また、種々の歯周病原菌はその細菌数と宿主の残存歯数との間に正の
相関関係が示されたが、保有数と歯周病重症度は相関しなかった。

【考察】
残存歯数が多い長寿者では特徴的な腸内細菌叢を示し、健康状態が維持されてい
ることが示唆された。一方で、残存歯数は口腔内歯周病原菌の割合と相関するこ
とから、長寿者は口腔細菌叢に依存した独自の免疫系を保有している可能性があ
る。さらなる解析は、長寿者に特徴的な口腔内細菌叢、免疫応答を明らかにし、
プロバイオティクスやプレバイオティクスを口腔内においても実現するための足
掛かりとなることが期待される。

BP2-8	 都市部在住高齢者におけるビタミンＫ充足度と認知機能
の関連：お達者研究

○東　浩太郎1、大須賀�洋祐2、小島　成実2、笹井　浩行2、金　　憲経2、
井上　　聡1

1東京都健康長寿医療センター研究所老化機構研究チーム、
2東京都健康長寿医療センター研究所自立促進と精神保健研究チーム

【背景】ビタミン K（VK）は血液凝固に必要な脂溶性ビタミンであり、緑黄色野菜
や納豆に含まれる。国外の疫学研究では、VK の摂取量が多いほど、認知機能が良
好であることがいくつか報告されているものの、我が国からの報告は極めて限ら
れる。VK の中枢神経に対する作用に関しては、VK によりγカルボキシル化とい
う翻訳後修飾を受ける Gas6 や Protein S が神経に保護的に働くことが示されてい
るが、未解明な部分も多い。骨芽細胞から分泌されるオステオカルシンは、VK に
よりγカルボキシル化修飾を受ける蛋白質である。低カルボキシル化オステオカ
ルシン（ucOC: undercarboxylated osteocalcin）は、VK の充足度を評価する指標
として臨床応用されており、その高値は VK 不足を反映する。

【目的】本邦における地域在住高齢者において VK 充足度と認知機能の関連性を評
価することを目的とした。

【方法】東京都板橋区の住民基本台帳より抽出した地域在住高齢者のうち、東京
都健康長寿医療センターにて 2020 年 10 月に実施した包括的老年医学健診（お達
者健診）の受診者を対象として横断的に解析した。身体計測、認知機能テスト

（MMSE）、採血（ucOC 測定）、アンケート調査を行った。四分位数により低い値
から順に Q1 から Q4 の 4 群に分割した ucOC を主要曝露変数、MCI 相当（MMSE
が 27 点以下）の認知機能低下を従属変数とした二項ロジスティック回帰分析を
行った。年齢、性別、通学年数、既往疾患、喫煙歴、BMI を交絡変数として使用
した。

【結果】受診者は男性 91 名、女性 710 名、計 801 名であった（平均年齢 75.9 歳）。
このうち MMSE の点数が MCI 相当の人数は 205 人（25.6%）であった。ucOC の
Q1 を基準とした際に、Q4 の MCI 相当に対するオッズ比は 1.86（95% 信頼区間 : 1.11, 
3.09）であった。

【結論】解析結果は、ucOC が高値である地域在住高齢者において、MCI 相当の認
知機能低下を有するリスクが高いこと意味している。これより、VK 充足度と認知
機能の関連性が日本人において明らかとなり、VK のアンチエイジング作用の研究
を推進するさらなる根拠となる。
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O01-3	 当院糖尿病患者における 25 水酸化ビタミン D(25OHD) と
頸動脈内膜中膜肥厚 (IMTmax) との関連について

○坂東　秀訓、萩原　誠也、土田　健一、三澤　和史、中山　秀隆、
種田　紳二、萬田　直紀

萬田記念病院糖尿病センター

（目的）既報において、25 水酸化ビタミン D(25OHD) と頸動脈プラーク及び頸動
脈内膜中膜肥厚との関連については、様々な報告がある。今回我々は日本人糖尿
病患者における 25OHD と頸動脈内膜中膜肥厚との関連について明らかにする。

（方式）対象は 2017 年 3 月から 10 月までの外来及び入院糖尿病患者（非透析症例）
合計 266 例。頸動脈内膜中膜肥厚（IMTmax）と 25OHD との相関 (Pearson の積
率相関係数、相関係数 r) を求めるとともに、IMTmax を目的変数とし、25OHD の
他、BMI,eGFR,HDL コレステロール (HDL-C),LDL コレステロール (LDL-C), アルコー
ル摂取 , HbA1c, 喫煙の有無 , 虚血性心疾患の既往 , 性別 , 中性脂肪 (TG), 糖尿病型 , 
糖尿病罹病期間 , 尿中アルブミン /Cr 比 (uAlb/Cr), 年齢 , 脳卒中の既往を説明変数
として重回帰分析を行った。TG 及び uAlb/Cr については対数変換を行った。尚、
オプトアウトの掲示を行っている。（結果）IMTmax と 25OHD との間に相関が認
められた (r=0.14,p ＜ 0.05)。一方重回帰分析において IMTmax と 25OHD の間の
関連は有意ではなかった (p=0.31)。但し、調整済み寄与率は 0.2 と低値であった。
 ( 結論 ) 糖尿病患者において IMTmax と 25OHD との関連がある可能性は否定でき
ない。調整済み寄与率の低さを考慮すると、別のモデルを考慮する余地はあると
考える。

O01-4	 エンパグリフロジンによる 2 型糖尿病マウスの腎・脂肪
における AGE-RAGE- 酸化ストレス系抑制と心腎保護作用

○松井　孝憲1、外川内�亜美1、山岸　昌一2

1久留米大学医学部糖尿病性血管合併症病態治療学講座、
2昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門

【目的】糖尿病や加齢に伴い形成・蓄積 AGEs は、受容体である RAGE（receptor 
for AGEs）を介して酸化ストレスと炎症性反応を亢進し、糖尿病合併症をはじめ、
広範な老年疾患に関与する。一方で糖尿病治療薬 SGLT2 阻害薬は、尿細管におけ
るグルコース再吸収を抑え、高血糖、肥満、高血圧などを是正し、心腎保護作用
をもたらす。我々はこれまでに、SGLT2 阻害薬が１型糖尿病動物の腎臓において、
同部位での AGEs 形成と酸化ストレス産生を抑え、抗炎症作用をもたらし、腎障
害を抑制することを明らかにしてきた。今回我々は、2 型糖尿病モデル動物（db/
db マウス）に SGLT2 阻害薬エンパグリフロジンを投与し、腎臓と脂肪の AGEs-
RAGE 系活性化と、心・腎機能、組織の炎症性反応等について検討した。

【方法】db/db マウスをエンパグリフロジン配合飼料（0.045%）で 13 週間飼育し
た。通常飼料で飼育した db/+ ｍマウスと db/db マウスを対照群として用いた。

【結果】db/+m マウスと比べて、db/db マウスでは血糖値と尿細管間質の障害マー
カー（尿中 NAG）が共に上昇したが、いずれもエンパグリフロジンの摂取により
有意に低下した。さらに db/db マウスの腎臓では、db/+m マウスと比べて AGEs
蓄積、RAGE 遺伝子と蛋白質発現、MCP-1 蛋白質発現、酸化ストレス産生が増加し、
ポドサイトの脱落と線維化の亢進が認められたが、いずれもエンパグリフロジン
の摂取で有意に抑えられた。さらに、db/db マウスにおける血中アディポネクチ
ンレベルの低下、脂肪組織におけるアディポネクチン遺伝子発現の減少、AGEs
蓄積、RAGE 遺伝子と蛋白質発現の増大、TNF-α、MCP-1、PAI-1 遺伝子発現の増
加、酸化ストレス産生とマクロファージ浸潤の亢進、心左室拡張能の低下がいず
れもエンパグリフロジンの投与で有意に抑制された。【結論】エンパグリフロジ
ンは、2 型糖尿病マウスの腎臓と脂肪における AGEs-RAGE- 酸化ストレス系を抑
制し、抗炎症的に働くことで、心腎保護効果をもたらすことが見出された。

O01-1	 日本人 2 型糖尿病患者において SGLT2 阻害薬は高齢者で
より脂質改善作用を有する。

○楠　　正隆1、若園　尚美1、久野　史椰2、押田　芳治3、宮田　哲郎4,5

1名古屋大学総合保健体育科学センター糖尿病運動機能代謝学寄附研究部門、
2名古屋大学大学院医学系研究科看護学、3南医療生活協同組合南生協病院、
4山王メディカルセンター血管病センター、
5国際医療福祉大学医学部医学教育統括センター

【目的】SGLT2 阻害薬は心血管イベントを予防する可能性が報告されており、ア
テローム性動脈硬化を有する糖尿病患者において、SGLT2 阻害薬の使用がアメリ
カ、ヨーロッパでは推奨されている。
そこで我々は SGLT2 阻害薬の抗動脈硬化作用を検討するため、・血清 HDL コレス
テロール（HDL コレステロール）・LDL コレステロール /HDL コレステロール比 
と加齢の関係性について 2 型糖尿病患者において研究した。 【方式】インスリン
非併用患者 203 名（男性 145 名、女性 58 名 、年齢 53±9 歳 ）を年齢別に 3 群（①
50 歳未満群、② 50 ～ 64 歳群、③ 65 歳以上群）に分け kLuseogliflozin 2.5mg、
Dapagliflozin 5mg 、Tofogliflozin 20mg 、Empagliflozin 10mg 、Canagliflozin 
100mg をそれぞれ 6 ヶ月間投与し、投与後に体重、BMI、HbA1c 値及び血中脂質
HDL-Cho、LDL-Cho/HDL-Cho 比 etc を 測 定 し た。【 結 果 】 体 重、BMI、γ-GTP、
尿酸、内臓脂肪面積、TG は全群において有意な低下がみられた。HbA1c、血糖、
空腹時インスリン、HOMA-IR、ALT は①、②群において有意な低下がみられた。
HDL-cho は②、③群において有意な改善がみられた。LDL-cho/HDL-cho 比は③群
において有意な改善がみられた。【結論】日本人 2 型糖尿病患者において、SGLT2
阻害薬は若齢者よりも高齢者での HDL ‐ コレステロールならびに LDL ‐ コレス
テロール /HDL ‐ コレステロール比をより改善することが示唆された。

O01-2	 終末糖化産物受容体の阻害は 2 型糖尿病マウスのインス
リン抵抗性および腎尿細管障害を改善する

○外川内�亜美1、松井　孝憲1、西野　友梨1、東元�祐一郎2、山岸　昌一3

1久留米大学医学部糖尿病性血管合併症病態・治療学講座、
2久留米大学医学部医学部自然科学教室化学、
3昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌科学部門

【目的】糖尿病や加齢に伴い，糖とタンパク質が非酵素的に形成・蓄積する AGE
（Advanced Glycation End-products）は，細胞表面受容体である RAGE（Receptor 

for AGE）を介して酸化ストレスや炎症反応を惹起することが知られている。我々
はこれまでに，AGE − RAGE 系が糖尿病腎症や網膜症，心血管病，癌，アルツハ
イマー病，骨粗鬆症などいくつもの老年病の発症および進展に関わることを示し
てきた。また，RAGE のリガンド認識部位に強固に結合し，RAGE の機能を阻害す
る DNA アプタマーを 1 型糖尿病ラットに持続投与したところ，糖尿病性腎症の
発症および進行を抑制できることを明らかにした。しかし，2 型糖尿病における
RAGE アプタマーの尿細管障害に対する効果は不明であったため，本研究はイン
スリン抵抗性を有する 2 型糖尿病モデル動物を用いて，RAGE アプタマーが尿細
管損傷を抑制するかどうかを検討した。【方式】インスリン抵抗性を有する 8 週
齢の自然発症の 2 型糖尿病 KKAy/Ta マウスに，RAGE アプタマーまたはコントロー
ルアプタマーを 4 週間および 8 週間に渡り，腹腔内持続投与した。【結果】RAGE
アプタマー投与は，血糖値，血圧，体重，血清クレアチニン値に影響しなかったが，
尿細管間質障害および機能障害のマーカーである尿中 NAG 活性の増加を 12 週齢，
16 週齢ともに抑制し，12 週齢の腎臓における AGE の蓄積，RAGE 発現および
NADPH オキシダーゼ活性を抑えた。さらに，糖尿病発症前の 8 週齢と比較して，
16 週齢で拡大した糸球体面積が RAGE アプタマー投与群では改善され，腎皮質間
質面積も RAGE アプタマー投与群では縮小していた。また，コントロールアプタ
マー投与群と比較して 12 週齢における脂肪組織中のアディポネクチン発現が
RAGE アプタマー投与群で増加し，16 週齢では HOMA-IR が改善された。【結論】
以上の結果より，RAGE アプタマーは 2 型糖尿病マウスにおいて，AGE − RAGE
−酸化ストレス系を抑制し，インスリン抵抗性を改善することで，尿細管障害を
抑制しうることが示唆された。RAGE アプタマーは新規の 2 型糖尿病改善薬とな
りうるかもしれない。
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O02-3	 老化細胞における新規 SASP 誘導機構の解明

○菅原　　祥1、岡田　　遼1、羅　　智文1、宮田　憲一1、川崎　裕子1、
前澤　善朗2、横手�幸太郎2、高橋　暁子1

1公益財団法人がん研究会がん研究所、2千葉大学大学院医学研究院

近年、我が国では平均寿命の延長に伴い、がんを含む加齢性疾患の罹患が増加し
ている。この原因の一つとして、「細胞老化」と呼ばれる現象が注目されている。
細胞老化はストレスによる DNA 損傷が原因で誘導され、細胞の増殖を不可逆的
に停止することで細胞のがん化を防ぐことから、生体にとって重要ながん抑制機
構であると考えられている。一方で最近の研究から、加齢とともに体内に細胞老
化を起こした細胞（老化細胞）が蓄積し、炎症性サイトカイン、ケモカイン、増
殖因子のような様々な炎症性蛋白質やさまざまな細胞内成分を含んだ細胞外小胞
を 分 泌 す る こ と が 明 ら か に な っ て き た。 こ の よ う な 老 化 細 胞 の 表 現 型 は
Senescence-associated secretory phenotype（SASP）と呼ばれており、周囲の組
織に炎症やがんを引き起こすことが報告されている。SASP の誘導機構について
は我々を含む複数の研究室で解析がなされており、細胞質核酸センサーである
cGAS /STING 経路の活性化が重要であることが明らかになってきた。また正常細
胞では細胞質に存在する DNA 断片は DNase2 や TREX1 のような DNA 分解酵素に
よって速やかに除去されることが知られているが、我々はこれらの発現が老化細
胞で顕著に低下することで細胞質に DNA 断片が蓄積することを見出してきた。
しかしながら、老化細胞において細胞質 DNA 断片が産生される分子機構につい
ては、不明であった。
本研究では、老化細胞における網羅的遺伝子発現解析を足掛かりに、染色体の安
定化に関わる因子を詳細に解析した結果、老化細胞では RNA 分解酵素の発現が低
下していることで、ゲノム DNA の脆弱性が増し、DNA が断片化されることを見
出した。この機構により、老化細胞では細胞質核酸センサーである cGAS の核酸
リガンドが産生され、SASP が誘導されることが明らかとなった。さらに、早老
症の患者由来の細胞で解析を行ったところ、本研究で見出した新規 SASP 誘導機
構が機能し、病態に関与することが示唆された。そこで、今後本経路を標的とし
た早老症の治療法の開発が期待される。

O02-4	 MicroRNA	expression	profiling	and	functional	analysis	of	
dysregulated	microRNAs	in	bone	aging

○栗田　隆史1、王　　　琛1、バワール　ウジャール2、岡田　裕之1

1日本大学松戸歯学部組織学講座、
2日本大学松戸歯学部生化学・分子生物学講座

Objectives:
Aging is associated with dysfunctions in multiple organs, especially liver, and 
bone. Dysregulation of the molecular clockwork of aging could be ascribed to the 
mechanism of transcription factor Dec1, a marker of aging. However, little is 
known about the specific microRNA (miRNA) changes that control the 
pathophysiological processes of bone aging. We aimed to explore miRNA 
expression profiles and gain insight into molecular mechanisms of aging of femur.
Materials and Methods:
3-months old and 24-months old of C57BL/6 (WT) mice were used and total RNAs 
were isolated from their femur tissues. MicroRNA (miRNA) expression was analyzed 
by mouse miRNA array analysis and subsequent validated with quantitative RT-
PCR. The targets of the significantly different miRNAs were predicted with miRNA 
prediction databases, and pathway analysis of the predicted target genes was 
performed using bioinformatics resources (GeneSpring, Ingenuity Pathways 
Analysis, and TargetScan).
Results:
Eleven miRNAs were significantly different in the femur of aged mice compared to 
the young WT mice, including 6 miRNAs (miR-100-5p, miR-181a-5p, miR-221-3p, 
miR-298-5p, miR-324-5p, and miR-370-3p) that were up-regulated and 5 miRNAs 
(miR-1-3p, miR-30a-3p, miR-133a-5p, miR-192-5p, and miR-193a-3p) that were 
down-regulated. Functional analysis indicated that many pathways potentially 
regulated by these miRNAs were involved in metabolism signaling, AMPK 
signaling, mitochondrial dysfunction, epithelial-mesenchymal transition pathway, 
and sirtuin signaling pathway.
Conclusions:
This study mapped changes in the femur miRNA expression profiles and predicted 
functional links between miRNAs and their target genes. Our findings are an 
important resource for further understanding the role of these miRNAs in the 
regulation of bone aging.
Keywords:
MicroRNA; bone aging; Dec1; expression profiles; signaling pathways

O02-1	 膵癌のゲノム不安定性におけるプロレニン受容体の役割

○西山　　成
香川大学医学部薬理学

【背景・目的】最近我々は、ヒト正常膵管上皮（HPDE）細胞のプロレニン受容体
発現の亢進が、膵癌細胞で見られるような全染色体レベルにわたる体細胞突然変
異や大規模な染色体構造変異を生じることを見出した。そこで本研究では、プロ
レニン受容体発現の亢進がゲノム不安定性を生じる分子メカニズムについて検討
した。

【方法】ゲノム不安定性をもたらすプロレニン受容体の C 末端側が局在する難溶
性核分画を用い、LC-MS/MS 解析を実施した。コントロール細胞とプロレニン受
容体過剰発現細胞間で発現に有意性を持つペプチドを用い、Ingenuity Pathway 
Analysis （IPA）解析を実施した。 

【結果】 DNA 複製・修復およびテロメアの伸長について検証したところ、プロレ
ニン受容体を過剰発現させた HPDE 細胞おいて、有意に DNA 複製ストレスの増大、
DNA 修復能力の喪失を伴って、約 22％のテロメア長の短小化を認めた。さらに、
imitation switch (ISWI) クロマチンリモデリングを中心とするネットワークを見出
したが、特に、プロレニン受容体過剰発現によって、ISWI クロマチンリモデリン
グの ATPase である SMARCA5 の発現が増大していた。同様に SMARCA5 過剰発
現細胞でも DNA 複製、DNA 修復、テロメアの維持に関わる分子コンポーネント
の発現減少を認め、共免疫沈降によって SMARCA5 とプロレニン受容体の共発現
が確認された。

【結論】膵管におけるプロレニン受容体の発現亢進は、クロマチンリモデラー
SMARCA5 との直接的分子間相互作用を介し、その発現を増大させてゲノム不安
定性を生じることが示唆された。

O02-2	 前立腺癌患者における局所放射線治療は Y 染色体のモザ
イクロスと関連する

○小林　拓郎1、八谷　剛史2、河野　春奈1、永田　政義1、堀江　重郎1

1順天堂大学院泌尿器外科学講座、2順天堂大学遺伝子疾患先端情報学講座

【目的】Y 染色体のモザイクロス (mosaic loss of chromosome Y; mLOY) は、加齢
と強く相関し、がんの予後および診断のバイオマーカーとして注目されているが、
がんの進行や治療との関連については明らかにされていない。今回我々は、前立
腺癌患者を対象に、mLOY と関連する臨床因子を検討した。【方式】2018 年から
2020 年までに順天堂医院で前立腺癌と診断された 350 名を対象に、DNA マイク
ロアレイ解析を行った。ジェノタイピングの質が低い 2 名は除外した。Y 染色体
の男性特異領域に位置するプローブの蛍光強度データを基に、log R 比の中央値

（mLRR-Y）を算出し、mLRR-Y ≦ -0.15 の被験者を mLOY 群とした。評価項目は
年齢、BMI、iPSA、グリソンスコア、病期、転移の有無、治療法 ( 手術・局所放射
線治療・ホルモン療法 ) とした。【結果】348 名の被験者のうち 28 名に mLOY が
認められ、mLOY は年齢と正の相関を示した（p for trend ＜ 0.001）。局所放射線
治療群で mLOY を認めたのは 146 名中 20 名であり、mLOY の頻度は非放射線治
療群と比較し有意に高かった (odds ratio[OR]=2.51, p=0.04)。局所放射線治療から
の期間と mLOY の関係を解析すると、治療から 3 年未満の群は mLOY と関連を認
めた (OR=3.06, p=0.04)。その他の臨床因子は mLOY との関連を認めなかった。【結
論】我々は、前立腺癌患者において局所放射線治療が mLOY と関連していること
を初めて明らかにした。

一般演題 2 遺伝子	2
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O03-3	 腫瘍抑制因子 Menin はオートファジーとリソソーム機能
の調節を介して T 細胞老化を制御する

○鈴木　淳平1、川上　良介2、松田　正司3、松本　　哲4、今村　健志2、
山下　政克1,4

1愛媛大学大学院医学系研究科免疫学講座、
2愛媛大学大学院医学系研究科分子病態医学講座、
3愛媛大学大学院医学系研究科解剖学・発生学講座、
4愛媛大学大学院医学系研究科感染防御学

【目的】免疫システムの老化 ( 免疫老化 ) は、高齢者における発がんや自己免疫疾
患などの加齢関連疾患の増加や感染症に対するワクチン有効率低下の一因とな
る。免疫老化には T 細胞老化の関与が大きいと考えられており、T 細胞老化の分
子機構を理解することは加齢関連疾患の発症予防や新規治療法の開発に重要であ
る。私たちはこれまでに、老化 CD8 T 細胞では、腫瘍抑制因子 Menin の発現が著
しく低下すること、Menin 欠損 T 細胞は、野生型に比べ抗原認識後の早期に T 細
胞老化の形質が誘導されることを見出している。Menin 欠損 CD8T 細胞における
細胞老化は、抗原認識時に mTORC1 シグナル経路の過剰な活性化と中心炭素代謝
の亢進が一因となって誘導される可能性を報告した。本研究は、未だ不明な点が
多い Menin による T 細胞老化制御の分子機構について検討した。【方式】T 細胞
特異的 Menin 欠損マウスは、Meninflox/flox マウスを CD4-Cre トランスジェニックマ
ウスと交配し作製した。In vitro 解析は、マウス脾臓由来ナイーブ CD8 T 細胞を固
層化抗 TCRβ抗体 / 抗 CD28 抗体で２日間刺激した後、IL-2 で増殖させた細胞を
用いて行った。【結果】 Menin 欠損 CD8 T 細胞では、定常状態においてタンパク質
凝集体の増加、p62 や LC3-II の蓄積といったオートファジー低下の特徴を示すこ
とに加え、損傷リソソームが著しく増加した。さらに、Menin 欠損 CD8 T 細胞では、
オートファジーやリソソーム生合成に必要な転写因子 Tfeb および Tfe3 の核内発
現が低下した。Menin 欠損 CD8 T 細胞で見られる老化細胞の形質は、オートファ
ジー亢進作用を持つ塩化リチウムを処理することで部分的に回復するとともに、
損傷リソソームの蓄積やタンパク質凝集体の増加が阻害された。【結論】オート
ファジーの低下や損傷リソソームの蓄積は、T 細胞老化の誘導に重要な役割を担
うことが示唆され、オートファジーやリソソーム機能を正常に保つことで T 細胞
老化を抑制できる可能性が示された。また、Menin は、正常なオートファジーや
リソソーム機能の維持を介して、T 細胞老化を抑制していると考えられた。 

O03-4	 感光色素 NK-4 による貪食能の高い M1 様 M φへの分極
誘導と、アポトーシス細胞の貪食を介した M2 様 M φへ
の移行促進作用

○河野　惠三1、宮田　聡美1、森元　崇史1、佃　　孝彦2、片上　雅貴2、
有安　利夫1

1株式会社林原医薬品素材部、2株式会社林原ウェルネス製品部

【目的】マクロファージ（Mφ）の遊走能、貪食能、並びに TLR を介した炎症性サ
イトカイン産生能等の機能は、加齢により低下することが報告されている。また
加齢に伴う炎症の持続化も指摘されている。我々はクリプトシアニン色素である
NK-4 による Mφの機能に及ぼす影響について解析した結果、上記の加齢で低下
する諸機能の改善に繋がることを示唆する知見が得られたので報告する。

【方法と結果】①マウス腹腔 Mφを NK-4 処理すると遊走能が亢進した。また
NK-4 投与したマウス腹腔 Mφによる、SRBC の貪食能の亢進も認められた。②そ
こで Mφ様に分化したヒト単球由来 THP-1 細胞に NK-4 (1-5 μM) を添加して培養
すると、M1 Mφマーカーの発現増強や、TNF-α/IL-10 産生比が増加した。また
TLR リガンド刺激による炎症性サイトカイン産生に対して、NK-4 は相乗作用を示
した。さらに NK-4 処理によりビーズの取込みも亢進し、NK-4 は貪食能の高い
M1 様 Mφへと分極を誘導することがわかった。③ NK-4 処理 THP-1 Mφを、アポ
トーシスを誘導した JURKAT E6.1 細胞（Apo-J）と共培養後に LPS で刺激し、サ
イトカイン産生を調べた。その結果、NK-4 濃度と Apo-J 細胞数依存的に TNF-α
産生は抑制され、逆に IL-10 産生は亢進し M2 様 Mφへの移行が見られた。また
NK-4 処理細胞は対照よりも強く Apo-J を貪食した。④ Apo-J 細胞を Annexin V
で処理すると、TNF-α産生抑制は完全に回復したが、IL-10 産生増強に影響は見ら
れなかった。⑤ Cytochalasin D で Apo-J の貪食を阻害すると、IL-10 産生増強作
用のみが見られなくなった。⑥ Apo-J 貪食による PI3K/Akt 経路の活性化を調べた
結果、NK-4 処理細胞で Akt の強いリン酸化が認められ、Wortmannin 処理により
IL-10 産生増強は完全に抑制された。

【考察】NK-4 は Mφを貪食能の高い M1 様 Mφへと分極を促進することにより、
加齢により低下する細菌やウイルス感染に対する生体防御作用を活性化すると共
に、Efferocytosis を高めて、抗炎症性 M2 様 Mφへの移行を促進することにより
加齢で持続化する炎症（褥瘡など）を収束に向かわせることが示唆された。

O03-1	 高齢発症潰瘍性大腸炎に対する治療についての検討

○窪田�真理子、髙木　智久、内山　和彦、内藤　裕二
京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学

【目的】若年者に発症が多いとされている潰瘍性大腸炎（UC）は、高齢化を反映
して、高齢発症患者が増加している。潰瘍性大腸炎の治療には様々な治療薬が選
択される。高齢者は非高齢者と比較すると免疫能や代謝能が低下していること、
併存疾患が多いことなど、UC 治療の際には注意が必要である。今回、高齢発症
と非高齢発症の潰瘍性大腸炎患者の臨床経過および治療法を比較することで、高
齢者における潰瘍性大腸炎治療の動向ついて多施設後ろ向き検討を行った。【方
法】2006 年 1 月から 2015 年 12 月までに、当院を含めた 11 施設において潰瘍性
大腸炎と診断された新規発症例のうち、18 歳以上の 881 例を対象とした。観察期
間は発症から 3 年間、または死亡 / 手術施行までの期間とした。高齢者を 65 歳
以上と定義し、2006 ～ 2010 年（前期）に発症した症例と、2011 ～ 2015 年（後期）
に発症した症例について臨床背景や、治療法について高齢発症群と非高齢発症群
で比較検討を行った。【結果】全 881 例のうち、前期の発症は 420 例、後期の発
症は 461 例であった。前期での高齢発症は 26 例（6.2%）、後期での高齢発症は
72 例（15.6%）であり、後期の高齢発症が多い傾向がみられた。前期と後期の臨
床背景を比較すると、後期において生物学的製剤使用率が高値であった。非高齢
発症群と高齢発症群を比較すると、病型や治療内容（PSL、免疫調節薬、生物学
的製剤、タクロリムスの使用歴）では有意差は見られなかった。血球除去療法施
行率は非高齢発症群 22.5%、高齢発症群 10.2% であり、非高齢発症群で有意に高
かった。観察期間内の外科手術移行率は両群で有意差は見られなかったが、発症
後 1 年以内の外科手術移行率は高齢発症群で有意に高かった。さらに疾患関連死
亡率は高齢発症群で有意に高かった。【結語】今後さらなる症例の蓄積が必要で
あると考えられるが、高齢発症 UC では発症後早期に外科手術へ移行する可能性
があり、注意が必要であると考えられた。

O03-2	 血中サイトカイン・ケモカイン網羅的測定による、リウ
マチ、キャッスルマン病の特性解析

○宇野�賀津子1、吉崎　和幸2

1（公財）ルイ・パストゥール医学研究センター、2大阪大学産業科学研究所

リウマチ、キャッスルマン病は病態も大きく異なるが、共にトシリズマブ治療が
有効な疾患であり、その症状に高サイトカイン血漿が係わっている。そこで、治
療前の患者血清を、Bio-plex 27 plex panel と inflammation panel、R&D 社の kit
を用いて、IL-1a IL-1Ra, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12(p70), IL-13, IL-
15, IL-17, bFGF, eotaxin, G-CSF, GM-CSF, IFN-g, IP-10, MCP-1, MIP-1a, MIP-1b, PDGF-
BB, RANTES, TNF-a, VEGF. TAPRIL, BAFF, sCD30, sCD163, chitinase, sgp130, IFN-a2, 
IFN-b,sIL-6Ra, IL-11, IL-12(p40), IL-19, IL-20, IL-22, IL-26, IL-27, IL-28A, IL-29, IL-32, IL-
34, IL-35, LIGHT, MMP-1, MMP-2, MMP-3, osteocalcin, osteopontin, pentraxin-3, 
sTNF-R1, sTNF-R2, TSLP, TWEAK 計 59 項目のサイトカイン ･ ケモカインを測定した。
キャッスルマン病患者とリウマチ患者では IL-6 を含め前者は 34 項目、後者は 27
項目上昇、18 項目は共通して上昇していた。キャッスルマン病では CD163、IL-
19、Osteopontin が高く、リウマチでは IL12p70、IL-13、 IL-28A、IL-29 が高いなど、
大きく異なる項目もあった。リウマチ、キャッスルマン病はいずれもトシリズマ
ブによる治療が有効である。治療後両疾患とも治療後、CRP は低下し病態は改善
するが、治療後の血清サイトカイン、特に IL-6 はリウマチ患者では低下するが、
キャッスルマン患者では却って上昇したままの状態が続くなど、大きく異なる点
があった。
このように、血中サイトカイン ･ ケモカインの測定はその病態、治療との関係な
どを理解するのに有用である。

一般演題 3 免疫・炎症
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O04-1	 アルギニンメチル化酵素 PRMT5 の心筋特異的過剰発現は
加齢に伴う心肥大および心機能低下を促進する

○刀坂　泰史1、若林　弘樹1、宮崎　雄輔1,2,3、砂川　陽一1,2,3、船本　雅文1,2、
清水　果奈1,2、清水　聡史1,2、長谷川�浩二2、森本　達也1,2,3

1静岡県立大学薬学部分子病態学分野、
2国立病院機構京都医療センター展開医療研究部、3静岡県立総合病院

[ 目的 ] 心疾患、中でも予後が悪い心不全は加齢に伴い発症患者数が増加すること
が知られている。加齢は高血圧や虚血性心疾患とは独立した心不全の危険因子で
あると報告されており、加齢に伴う心肥大は心不全発症の要因の一つと考えられ
るが、加齢性心肥大の分子機構は不明である。当研究室ではこれまでに病的心肥
大の分子機構解明を目的として、エピジェネティクス因子に着目し、研究を進め
てきたが、その過程において、アルギニンメチル化酵素 PRMT5 を同定した。本
研究では加齢性心肥大の分子機構解明を目的として、加齢性心肥大における
PRMT5 の機能解析を行った。[ 方法・結果 ] 3, 24 カ月齢の C57BL/6j マウス (WT) 
から心臓を摘出し、加齢に伴う心臓中 PRMT5 発現量の変化をウェスタンブロッ
ト (WB) およびリアルタイム PCR 法 (qPCR) にて検討した。その結果から加齢に伴
い心臓中 PRMT5 発現量が亢進していた。α-MHC promoter の下流に PRMT5 を導
入したベクターを用いて PRMT5 を心臓特異的に過剰発現するトランスジェニッ
クマウス（PRMT5-TG）を作製し、PRMT5-TG と WT の血圧および心機能の変化を
心臓超音波検査にて経時的に測定した。その結果、PRMT5-TG では血圧の変動を
伴わずに左室収縮能が漸次低下した。更に両群マウス心臓を摘出し、心肥大の指
標である心重量脛骨長比を測定した。PRMT5-TG で加齢に伴う心肥大反応が有意
に増強された。また PRMT5-TG の心臓において H3K9 アセチル化が有意に亢進し
た。最後に、細胞周期制御遺伝子 p53 および下流遺伝子の発現量を WB および
qPCR にて検討した。また PRMT5-TG 心臓中で p53 発現量が有意に増加し、下流
遺伝子である p21 の転写レベルが亢進した。[ 結論 ] PRMT5-TG において加齢に伴
い心肥大の亢進、心機能が低下したことから、PRMT5 が加齢に伴う心不全発症に
関与する可能性が考えられる。

O04-2	 抗血小板薬サルポグレラートは圧負荷心不全モデルマウ
スにおいて ERK1/2-GATA4 経路を阻害することで心保護
作用を示した

○清水　果奈1,2、船本　雅文1,2、砂川　陽一1,2,3、刀坂　泰史1,2,3、
宮崎　雄輔1,2,3、サリ　ヌーミラ1、清水　聡史1,2、村井　範之1、
長谷川�浩二1,2、森本　達也1,2,3

1静岡県立大学大学院薬学研究院分子病態学講座、
2京都医療センター臨床研究センター、3静岡県立総合病院

【目的】あらゆる心疾患は最終的に心不全に至る。心不全の有病率は年齢と共に
増加し、超高齢化を迎える我が国において心不全治療薬の開発は急務である。世
界的に新薬開発コストが増加する中、既存薬を再利用するドラッグリポジショニ
ング戦略は低コスト・効率的な手段として近年注目されている。我々は、既に承
認されている医薬品を用いて心筋細胞肥大抑制効果に対してスクリーニングを行
い、セロトニン 5-HT2A 受容体拮抗薬のサルポグレラートを同定した。本研究では、
サルポグレラートの心筋細胞肥大抑制メカニズムと心不全に対する効果について
検討を行った。

【方法と結果】初代培養心筋細胞に 1 μM のサルポグレラートを前処理し、2 時間
後に各種肥大刺激剤を用いて心筋細胞肥大を誘導した。蛍光免疫染色の結果、サ
ルポグレラートは 5-HT だけでなくフェニレフリン (PE) やアンジオテンシン II、
Endotherin-1 による心筋細胞面積の増加を有意に抑制した。定量的 PCR 及びウエ
スタンブロッティングの結果、PE 刺激及びサルポグレラートの処理により 5-HT2A

受容体の発現量は変化しなかった一方で、サルポグレラートは PE による ERK1/2
や GATA4 のリン酸化を抑制した。次に、C57/BL6J マウスに大動脈縮窄術 （TAC） 
を施して心不全を誘導した。手術翌日から、TAC マウスに 5 mg/kg のサルポグレ
ラートを連日経口投与した。心不全期である TAC6 週目の心臓超音波検査の結果、
サルポグレラートは TAC による左室後壁厚の肥厚及び左室内径短縮率の低下を有
意に抑制した。組織学的解析の結果、サルポグレラートは TAC による心筋細胞面
積の増加及び血管周囲の線維化を有意に抑制した。また、ウエスタンブロッティ
ングの結果、サルポグレラートは TAC による ERK1/2 のリン酸化を抑制した。

【結論】サルポグレラートは ERK1/2 及び GATA4 のリン酸化を抑制することによ
り心肥大及び心不全の進展を抑制することが判明した。このことから、サルポグ
レラートが新規心不全治療薬となることが期待される。

一般演題 4 遺伝子	3

O03-5	 演題取り下げ
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O04-5	 新規インスリンシグナル分子 WDR6 と相互作用するタン
パク質の網羅的同定

○吉井　　幸、王　　　梓、エン　イチブン、近藤　嘉高、千葉　卓哉
早稲田大学人間科学学術院基礎老化研究室

【目的】
我々は、ラットの脳では視床下部において特異的に高発現し、カロリー制限を行
うことによって視床下部弓状核において発現が減少する分子として、新規分子
WD-repeat protein 6（WDR6）を同定している。また、WDR6 はインスリン / イ
ンスリン様成長因子 -1（IGF-1）シグナルへの関与が示唆されており、WDR6 は摂
食行動と寿命制御に関与している可能性がある。しかし、WDR6 についての機能
や相互作用タンパク質についての報告はほとんどない。そこで、微量のペプチド
まで同定できる nanoLC-MS/MS 質量分析計を用いて、細胞内における WDR6 の
結合分子を同定することで、機能を解明することを目的として本研究を行った。

【方式】
ヒト胎児腎由来 HEK293T 細胞を用いて 3xFLAG-WDR6 を発現させ、免疫沈降法

（ImmunoPrecipitation: IP）を用いて相互作用タンパク質を回収した。その後、質
量分析計で得られたサンプルの質量データをもとに、相互作用タンパク質を同定
した。

【結果】
IP 溶出サンプルを分離して得られた 3 つのサンプル内ペプチド断片の質量データ
に対し、Mascot search を用いて解析を行った結果、これまでに 6 つのタンパク
質が特定された（WDR6 Interacting Protein1-6: WDRIP1-6）。

【結論】
WDR6 の結合分子として機能する可能性がある複数のタンパク質が同定された。
一般的に WD-repeat protein は多くのタンパク質からなる複合体の組み立てを補
助する足場的な役割を果たすと考えられているが、WDR6 も多様なタンパク質と
相互作用し、様々な生理機能に関連している可能性が示唆された。

O04-3	 Y 染色体のモザイク欠損解析における唾液の有用性の評価

○八谷　剛史1、小林　拓郎2、傳　　　亘3、ガン　パメラ3、
佐藤バラン　伊里3、堀江　重郎1,2

1順天堂大学遺伝子疾患先端情報学講座、2順天堂大学院泌尿器外科学講座、
3ジェネシスヘルスケア株式会社

【目的】 ヒトゲノムの一部は、加齢に伴い変化する。ゲノムの加齢性変化である
Y 染色体のモザイク欠損（mosaic loss of chromosome Y; mLOY）は、一部の細胞
から Y 染色体が丸ごと失われるイベントである。mLOY は、高齢者に頻繁に観察
される。近年の臨床研究では、主に血液サンプルを用いて mLOY を解析し、血液
の mLOY が暦年齢や喫煙、さらには、がんやアルツハイマー病等の加齢性疾患の
罹患リスクと関連していることが明らかになった。一方で、血液と比べて侵襲性
低く採取することのできる唾液からも十分な量の DNA を得ることができるが、
唾液サンプルが mLOY の解析に適しているかは、これまでに検討されてこなかっ
た。

【方式】 25,121 名の男性から唾液サンプルを収集した。DNA マイクロアレイを
用いて Y 染色体の男性特異領域に位置するプローブの蛍光強度データを測定した。
2,400 以上のプローブの蛍光強度データを分析することで、Y 染色体の欠損を評価
し、mLOY を定義した。調査票を用いて被験者の暦年齢、喫煙、飲酒、BMI、運
動習慣を調査し、これらの項目と mLOY の関連を評価した。

【結果】 被験者の平均 (±標準偏差）年齢は、41.7±11.6 歳であった。唾液で測定
した mLOY は、65 歳以上の被験者で頻繁に認められた。例えば、70-74 歳では 5.14%，
80-84 歳では 17.4%，90-93 歳では 42.9% の被験者に mLOY が観察された。唾液中
の mLOY と年齢との関連は、高い有意性を示した (P for trend ＝ 2.8 × 10-29）。年齢
層別の mLOY を認める被験者の割合は、血液の mLOY について以前に報告された
データと同様であった。血液とは異なり、唾液では mLOY と喫煙に関連が認めら
れなかった。mLOY と飲酒や BMI との関連は、血液のデータと類似していた。唾
液の mLOY は、運動習慣の頻度と関連していた。

【結論】 唾液の mLOY は暦年齢と強く関連していた。我々のデータは、唾液由来
の mLOY と老化との間の強固な関連を支持しているが、唾液由来と血液由来の
mLOY からのデータを比較する際には注意が必要である。

O04-4	 皮脂に含まれる mRNA の網羅的解析による非侵襲的な生
体加齢変化情報取得の検討

○田中　翔大1、大矢　直樹1、谷田　琴美1、柳澤　洋輝2、天野　恭子2、
井上　高良1、高橋　慶人1

1花王株式会社生物科学研究所、2花王株式会社スキンケア研究所

【目的】人体にとって老化は避けられない現象であるが、遺伝素因や環境因子な
ど要因は多岐に渡り、加齢性疾患に代表される老化症状の顕在化や進行の程度は
個人で異なる。また、老化による健康状態への悪影響は進行すると改善が困難で
あることが多く、生活の質の維持には予防や早期発見が重要である。近年、生体
の状態を適時にモニタリングする技術が発展しているが、生体情報の取得には、
侵襲性の高さや網羅性の不足などの課題がある。我々は皮膚表面の皮脂中にヒト
mRNA 分子が存在することを見出し、非侵襲的に採取した皮脂から網羅的な遺伝
子発現情報を取得する技術を構築してきた。さらに、皮脂 mRNA が月経周期に伴
い発現変動することを見出し、生体の状態を適時に反映している可能性を示して
きた。今回、本技術を活用して生体の加齢変化情報を取得できるか検討した。

【方法】20-50 代の健常日本人女性約 160 名（各年代約 40 名）の全顔から皮脂を
採取し、得られた遺伝子発現情報より、暦年齢と発現量が有意に相関する遺伝子
の抽出およびエンリッチメント解析を実施した。

【結果】暦年齢と発現量が正相関する遺伝子が 189 種、逆相関する遺伝子が 179
種抽出された。エンリッチメント解析では、正相関する遺伝子群には免疫系や細
胞老化、DNA 損傷、血小板凝固、細胞死など、逆相関する遺伝子群には、ATP 産
生や表皮分化、細胞周期など、いずれも加齢変化が報告されている生物学的機能
が数多くみられた。

【結論】皮脂 mRNA は加齢に伴い発現変動しており、生体の加齢に伴う様々な生
物学的機能変化を反映していることが示唆された。今後、皮脂 mRNA をモニタリ
ングすることにより、非侵襲的に網羅的遺伝子発現に基づく加齢情報を得ること
で、個人間で異なる老化状態の把握や加齢性疾患のメカニズム解析などに有力な
技術になると期待される。
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O05-3	 過酸化脂質による血管老化の治療は LOX と AT1 受容体と
の受容体連関によるミトコンドリア質管理低下が重要な
ターゲットになる

○内門　義博、池田　義之、佐々木�雄一、赤﨑　雄一、大石　　充
鹿児島大学大学院心臓血管・高血圧内科学

＜背景＞
脂質異常症は過酸化脂質（ox-LDL）による血管老化や動脈硬化を来し、スタチン
などの薬物により適切に脂質降下をしても動脈硬化性心血管疾患予防が不十分な
残余リスクの問題を有する。ミトコンドリアは血管老化や動脈硬化に関連するが、
ダイナミクスおよびマイトファジーにより恒常性を維持している。本研究では、
脂質異常に伴う血管老化とミトコンドリア質管理の関係を検討し残余リスク管理
に繋がる介入方法の探索を行った。
＜方法＞
培養細胞実験として VSMC、動物実験として C57BL6 (WT), 易動脈硬化モデル（ApoE 
KO）を用いた。
＜結果＞
VSMC に ox-LDL を投与するとミトコンドリア機能障害や細胞老化を生じた。これ
は ox-LDL のスカベンジャー受容体である LOX1 のノックダウンや Angiotensin Ⅱ 
Type1 受容体 (AT1R) 阻害を各々単独で行っても回復した。Ox-LDL 刺激によるミ
トコンドリア機能障害には AT1R 下流の Ras/Raf/MEK/ERK を介した Drp1 活性化
による過度な fission 化を伴っており、これらは LOX1 ノックダウンもしくは
AT1R 阻 害 の み で 各 々 回 復 し 得 た。 ま た AT1R 阻 害 は 電 子 顕 微 鏡 や LAMP2/
TOMM20 の免疫染色によりマイトファジーを誘発していることが確認された。こ
のマイトファジーは Atg7 のノックダウンでは影響を受けず、Rab9 のノックダウ
ンで低下し血管老化抑制効果が減弱したことから、AT1R 阻害によるマイトファ
ジーは Rab9 依存性オルタナティブオートファジーであった。動物実験では、WT
群と比較し ApoE KO 群で血管のミトコンドリアは Drp1 活性化を介した過度な
Fission 化を呈し血管老化や動脈硬化が亢進していた。この ApoE KO に AT1R 阻害
薬を投与すると Drp1 の非活性化によるミトコンドリアの過度な fission の抑制と
Rab9 依存性マイトファジーが誘発され、ミトコンドリア機能、血管老化さらに動
脈硬化が改善した。
＜結論＞
過酸化脂質は LOX1 が AT1R と受容体連関することで Ras/Raf/MEK/ERK 系を介し
たミトコンドリア質管理に影響を及ぼし、AT1R 阻害はこれらの是正から脂質異
常に伴う血管老化や動脈硬化を抑制する。

O05-4	 幹細胞培養上清を用いた心血管系加齢性疾患への治療経
験

○小村　泰雄1、村西　寛実2

1りんくうメディカルクリニック、2御池メディカルクリニック

背景；心不全の入院数は、2015 年度の年間 23 万 8840 人（JROAD2015）で、年
に 1 万人以上の割合で増加していると報告されているが、一度改善して退院して
もその後も再入院を繰り返すことが多い。また心筋梗塞後や脳血管乖離などのの
ち痛みが持続し残存する症例も経験される。このような心血管系の加齢性疾患患
者に対し、本人の同意のもと脂肪由来の幹細胞培養上清を用いて加療を行った２
例を経験したため報告する。
 症例 1；５９歳男性、2016 年急性心筋梗塞で心肺停止状態で救急搬送。経皮的
心肺補助装置（PCPS）, 大動脈内バルーンパンピング（IABP）、人工呼吸器下で心
拍再開させ、冠動脈造影施行。左前下行枝の完全閉塞病変に対しステント治療。
その後 15 病日で退院となったものの、心機能は駆出率 21% と高度に低下。以後
心不全急性増悪で２０１６年から２０２０年３月まで合計１６回入院歴があっ
た。脂肪由来幹細胞培養上清を点滴を２０２０年３月４月５月に行い以後は通常
の内服加療継続のみで２０２１年１月まで再入院なく経過している。
 症例 2；３9 歳男性、２０２０年頭痛で発症した未破裂椎骨動脈乖離で、以後
安静入院で退院し仕事に復職。毎日のように数十分継続する強烈な頭痛を訴えて
いたが、２０２０年７月８月に培養上清を点滴施行。１回目の点滴より頭痛はほ
ぼ消失し、２０２１年現在も改善したまま経過できている。
 考察；脂肪由来幹細胞培養上清は、幹細胞を培養する際に上清液で細胞の含ま
れていないものであるが、豊富にサイトカインやなどが含有されており、美容や
疼痛などに自由診療といて施行されている。また心不全への効果として幹細胞移
植と同様に、培養上清でも効果がみられた報告も散見されている。今回インフォー
ムドコンセントが得られた２例につき、血中投与を行い、症状が改善した２例を
認めたため若干の文献的考察を加え報告する。

O05-1	 Glucose-dependent	insulinotropic	polypeptide の心リモ
デリング抑制作用：2 型糖尿病モデルマウスにおける検討

○森　　雄作1、小原　　信2、山岸　昌一2

1昭和大学医学部抗糖化寄付講座、
2昭和大学医学部内科学講座糖尿病代謝内分泌内科学部門

【背景】現在、心不全は糖尿病患者の主要な死因の一つとなりつつある。糖尿病
は独立した心不全のリスク因子であり、心臓の肥大と線維化を特徴とする心リモ
デリングが関わっていることが示唆されてきている。我々は、腸管ペプチドホル
モンである glucose-dependent insulinotropic polypeptide(GIP) の受容体が心筋細
胞に発現しており、アンギオテンシンⅡによる TGF-βの発現を低下させ、心リモ
デリングを抑制することを動物モデルで報告した。TGF-βは糖尿病性心リモデリ
ングの病態にも関与することが報告されている。本研究は、GIP が糖尿病性心リ
モデリングの進展を抑制することが出来るかどうかを動物モデルで評価し、細胞
実験系でその機序を調べた。

【方法】肥満 2 型糖尿病モデルマウスの db/db マウスを、vehicle 群、GIP 群 (50 
nmol/kg/ 日 持続皮下投与 ) に振り分け、非 DM コントロールに食事制限を行っ
た db/db マウスを用いた。6 週間の治療後に心臓を摘出し、組織学的評価と real-
time RT-PCR 法による解析を行った。細胞実験ではマウス心筋細胞を用い、分解
抵抗性の D-Ala2-GIP、高グルコース、advanced glycation end products (AGEs) で
刺激を加え、real-time RT-PCR 法と lucigenin assays で解析した。

【結果】DM マウスの心臓では、心筋細胞肥大と間質繊維化が認められ、心肥大マー
カーβ-MHC と TGF-β2 の遺伝子発現レベルが増加していたが、GIP の投与によっ
てこれらの変化が有意に抑制された。マウス心筋細胞において、高グルコース刺
激は NADPH oxidase 由来の酸化ストレス産生を亢進させ、β-MHC と TGF-β2 の
遺伝子発現レベルを増加させた。さらに、高グルコース刺激は receptor for AGE
の遺伝子発現レベルを増加させ、AGE 刺激によるβ-MHC の遺伝子発現を促進し
た。D-Ala2-GIP を投与することで、高グルコース刺激による全ての変化が抑制さ
れた。

【結論】本研究から、GIP は糖尿病性心リモデリングを抑制し、その作用には心筋
細胞における TGF-β2 の発現抑制が関与している可能性が示された。

O05-2	 血管新生における亜鉛の役割

○柴田　　玲1、鶴岡　琢也2、室原　豊明3、古森　公浩2

1名古屋大学先進循環器治療学、2名古屋大学血管外科、
3名古屋大学循環器内科

【目的】亜鉛は多くの生理学的機能に必要な微量元素のひとつで、その不足は、様々
な疾患発症に影響を与えることが知られている。本研究では、マウス下肢虚血モ
デルを用いて、虚血誘発性血管新生に対する亜鉛欠乏の影響を検討した。また、
重症虚血肢 (CLI) 患者の血中亜鉛濃度と下肢微小循環の関連の検討を行った。【方
式】週令 3 週の野生型マウスに亜鉛欠乏食を開始し、週令１０週で下肢虚血を作
成した。レーザードップラー血流解析および CD31 免疫染色を行い、血管新生能
を評価した。また、当院で入院治療を行った CLI 患者 51 名で、下肢微小循環の指
標として皮膚潅流圧 (SPP) を測定し、血中亜鉛濃度を含む臨床データとの関連を
検討した。【結果】亜鉛欠乏マウスでは、有意に血清亜鉛濃度が低下しているこ
とが確認された。下肢虚血モデル作成後のレーザードップラー血流解析では、術
後 14, 21, 28 日後の血流が、亜鉛欠乏マウスにて、通常マウスと比して有意に低
下していた。虚血筋組織における CD31 陽性細胞数も亜鉛欠乏マウスで低下して
いた。酸化ストレスとの関連を検討したところ、亜鉛欠乏マウスの虚血筋組織で、
ジヒドロエチジウム染色の蛍光強度増大を認め、Nox2, p22phox, p47phox, p67phox と
いった酸化ストレスマーカーの mRNA 発現も増加していた。亜鉛欠乏マウスに対
して、抗酸化剤 ( アポシニン ) 投与を行うと、亜鉛欠乏に伴う血流低下が改善した。
CLI 患者 51 人の検討では、血中亜鉛濃度やアルブミン値、糖尿病の既往が SPP 値
と相関関係を認めた。多変量解析を行ったところ、血中亜鉛濃度のみが SPP を予
測する独立した因子であった。【結論】亜鉛欠乏は、下肢虚血後の血管新生能の
低下に関連しており、積極的な亜鉛摂取が、CLI の予防および治療に有効な可能
性が示唆された。また、血中亜鉛濃度の測定は CLI 患者の重症度評価に有用なマー
カーとなりうるかもしれない。 

一般演題 5 血管
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O06-1	 アロマセラピーによる腸内環境改善効果の検証

○杉岡　陽介1、菅野�千津子1、菅野�也寸志1、福原　延樹1、久保　　明1,2

1アロマセラピースクールラヴァーレメディカルアロマアンチエイジング�
研究所、2銀座医院

【目的】
当アロマセラピースクールに併設するメディカルアロマアンチエイジング研究所
ではアロマセラピーによる効果を今までのなんとなく気持ちが良い、効果がある
ような気がするといった主観的な評価を各種血液検査や生理検査などの医療機器
を用い効果を数値で表し “ 見える化 ” することによって客観的な評価を可能とし
具体的にどのような効果があるかを検証している。今回、整腸作用がある精油を
独自の配合でブレンドした精油の皮膚塗布前後における腸内環境への効果につい
て解析を行ったので報告する。

【方法】
対象は 28 ～ 55 歳までの女性 18 名（平均年齢 42.0 歳）とした。検査は糞便中の
腸内細菌叢の測定を行う腸内 DNA 検査（マイクロバイオータ社）とした。被験
者には入浴後毎日、当スクールにて独自に精油をブレンド ( シナモン葉、オレンジ・
スウィート、ジンジャー、その他 ) したジェルを腹部と腰部に 30 日間塗布を行なっ
て頂き、皮膚塗布を行う前と後の腸内 DNA 検査値を比較検討した。

【結果】
前後で増加傾向を認めたのは細菌の多様性（11.9 種増加）、フィルミテクス門（5.3％
増加）、ビフィズス菌（5.3％増加）などで、減少傾向を認めたのはバクテロイデ
ス（3.4％減少）、プレボテラ（2.2％減少）などであった。その他の細菌叢に大き
な変化は認めなかった。 

【考察】
1. 菌の多様性が増したことによって免疫力の向上や美肌、整腸、睡眠、生活習慣
病予防など様々な効果が期待される。
2. フィルミテクス門は食物を効率よく消化吸収できるように働く菌と言われ、増
加によって腸の動きが活発になり消化吸収効率の向上が期待できる。
3. ビフィズス菌の増加は短鎖脂肪酸である乳酸や酢酸、ビタミン B 群、葉酸を産
生し善玉菌として腸内の環境を酸性に保ち、アレルギー症状の緩和や感染症腸炎
の抑制作用も期待できる。

【結語】
以上より、適切な精油を選択し皮膚塗布をすることによって腸内環境の改善が期
待できる。今後は対象者の増加、更年期前後での区分け、精油成分を含まない液
体を用いた対象群の設定などを予定している。

O06-2	 ビーポーレンによる口腔細菌叢および腸内細菌叢の変化

○植原　　治1、Ariuntsetseg�Khurelchuluun2、Durga�Paudel2、
森川　哲郎2、河野　　豊3、坂田　摩周4、柴田　宏洋4、吉田　光希2、
佐藤　　惇2、三浦　宏子1、安彦　善裕2

1北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系保健衛生学分野、
2北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系臨床口腔病理学分野、
3北海道医療大学予防医療科学センター、4ベル・クール研究所

【目的】
ビーポーレンは、ミツバチが花粉をペレット状に丸めたもので栄養補助食品とし
て市販されている。ビーポーレンは、単糖、タンパク質、ミネラル、ビタミン、
脂肪酸などから構成されており、いくつかの細菌も含まれているが、体内の細菌
叢への影響に関する報告はない。本研究では、ビーポーレンを投与されたマウス
の口腔細菌叢および腸内細菌叢を解析した。

【方式】
北海道医療大学動物実験センターの承認後に行った。標準的飼料に 5% ビーポー
レン含有した飼料をビーポーレン飼料とした。ビーポーレン群のマウス (C57BL/6 
雄 ) にはビーポーレン飼料を、コントロール群のマウスには標準的飼料をそれぞ
れ 1 か月間与えた（n = 5）。投与１ヶ月後に口腔スワブおよび腸管糞便より細菌
DNA を抽出し、さらに 16s rRNA の V3-4 領域を PCR で増幅してから、そのアン
プリコンをもとに次世代シーケンサー MiSeq を用いて細菌叢のデータを取得し
た。得られたデータは、QIIME2 を用いてサンプル内菌種多様性（Observed otus、
Shannon group significance）、サンプル間の相関関係（主座標解析 PCoA）およ
び階層毎の菌種組成（Ancom 解析）を解析した。

【結果】
ビ ー ポ ー レ ン 群 の 口 腔 細 菌 叢 は、Observed otus（p-value = 0.344）、Shannon 
group significance（p = 0.045）、Weighted UniFrac（p = 0.001）、Unweighted 
UniFrac（p = 0.295） で 変 化 し、Genus レ ベ ル で は、 ビ ー ポ ー レ ン 群 で
Lactococcus が増加していた。歯周病原細菌やう蝕病原細菌の増加は認められな
かった。ビーポーレン群の腸内細菌叢は、Observed otus（p = 0.027）、Shannon 
group significance（p = 0.008）、Weighted UniFrac（p = 0.006）、Unweighted 
UniFrac（p = 0.032）で変化し、Genus レベルでは、ビーポーレン群の腸内細菌
叢でも Lactococcus が増加していた。

【結論】
ビ ー ポ ー レ ン は、 口 腔 内 お よ び 腸 内 に お い て 細 菌 叢 に 影 響 を 与 え、 特 に
Lactococcus 属が増加していた。

一般演題 6 腸内細菌

O05-5	 tPA4.5 時間時代の急性期脳梗塞治療

○森原　隆太1、山下　　徹1、真邊　泰弘2、出口�健太郎3、柏原　健一4、
高尾　芳樹5、阿部　康二1

1岡山大学病院脳神経内科、2国立病院機構岡山医療センター、
3岡山市立市民病院、4岡山旭東病院、5倉敷平成病院

2012 年 9 月より rt-PA 静注療法の治療可能開始時間が脳梗塞発症後 4.5 時間以内
に延長された。本研究では発症後 3 ～ 4.5 時間以内の rt-PA 静注療法の有効性と
安全性について検討する。【方法】対象は 2012 年 9 月～ 2014 年 8 月まで岡山大
学病院関連 5 病院において入院加療を行った脳梗塞急性期患者のうち発症後 4.5
時間以内に rt-PA 静注療法を施行した 177 例。発症後 3 時間以内と 3 ～ 4.5 時間
以内の 2 群に分けて患者背景、予後、副作用について検討した。さらに再開通の
有無及び血管内治療の有無に関して患者を 3 群に分けて検討を行った。【結果】
177 例のうち 3 時間以内での投与は 121 例（68.4%）、3 ～ 4.5 時間以内での投与
は 56 例（31.6%）だった。3 ～ 4.5 時間以内投与群の治療開始の中央値は 3 時間
以内投与群の中央値よりも 85 分遅かった（220 分 vs 135 分）。効果と副作用にお
いて 3 時間以内投与群と 3 ～ 4.5 時間以内投与群に差はなく、再開率（68.6％ vs 
57.1%；p=0.16）、症候性頭蓋内出血（2.5% vs 5.4%；p =0.26）、3 ヶ月後のｍ RS 
0-1 点（36.0% vs 23.4%；p=0.13）、3 ヶ 月 後 の 死 亡 率（6.6% vs 7.1%；p=0.62）
といずれも有意差を認めなかった。血管内治療は 22 例（12.4%）に施行された。
全患者を rt-PA のみ施行して再開通の得られなかった群、rt-PA のみ施行して再開
通の得られた群、rt-PA ＋血管内治療にて再開通の得られた群の 3 群に分けて比
較検討したところ、神経学的予後はこの順で改善していた（11.3% vs 59.1% vs 
81.0%；**p ＜ 0.01）。rt-PA ＋エダラボン治療群はエダラボンなしの群に比べて再
開通率と神経学的予後に改善を認めた（*p ＜ 0.05）。【結論】発症後 3 ～ 4.5 時間
以内の急性期脳梗塞における rt-PA 静注療法の実臨床における有効性と安全性が
示唆された。
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O07-1	 乳酸桿菌発酵液による皮膚菲薄化に対する改善効果

○池田　剛志1、中井　隆人1、西浦　英樹1、小池　高広1、宮澤　孝夫2、
金山　　博2、千股�万里子2

1日本コルマー株式会社、2株式会社ハルメク

【目的】皮膚老化の原因の一つとして皮膚菲薄化がある。皮膚菲薄化とは、加齢
により表皮や真皮が薄くなり肌が痩せ細って見える状態で肌痩せとも言われてい
る。皮膚が菲薄化することでシワやたるみが目立ちやすくなり、外部刺激やアレ
ルゲンに対するバリア機能が低下しさまざまな肌トラブルの原因にもなる。その
ため、美容的にも機能的にも皮膚菲薄化の改善が求められている。そこで我々は
日本古来より用いられている発酵技術に着目した。発酵により産生される生理活
性物質の有効性は、食品のみならず化粧品分野でも見いだされてきており、素材
の更なる力を引き出すことができる。今回、天然素材に乳酸菌発酵技術を利用し
た乳酸桿菌／ハイビスカス花発酵液、乳酸桿菌／ローヤルゼリー発酵液、乳酸桿
菌／ハス種子発酵液の 3 種類の発酵液を用いて、皮膚菲薄化に対する改善効果を
検証した。【方法】真皮に対する菲薄化改善評価として、正常ヒト皮膚線維芽細
胞（NB1RGB 細胞）を用いて各発酵液を処理した際のコラーゲン産生促進効果の
検証を行った。また表皮に対する菲薄化改善評価として、ヒト 3 次元培養表皮（皮
膚モデル）を用いて各発酵液を処理した際の表皮細胞層の厚みの変化を HE 染色
にて検証した。【結果と考察】真皮に対する菲薄化改善評価に関して、3 種発酵液
を NB1RGB 細胞に併用処理することでコラーゲン産生量の増加がみられた。また、
それぞれの発酵液を単独処理するよりもコラーゲン産生量が増加し、3 種発酵液
併用による相乗効果が得られた。このことから 3 種発酵液併用による相乗効果で
コラーゲン産生促進効果を示し、真皮の菲薄化改善およびハリ・弾力の改善効果
が示唆された。次に表皮に対する菲薄化改善評価に関して、3 種発酵液を皮膚モ
デルに処理することで角層の厚さは変化せずに、表皮細胞層の厚みの増加がみら
れた。これより 3 種発酵液を併用することで表皮細胞層が厚くなり、表皮の菲薄
化改善効果が示唆された。以上から 3 種の発酵液を用いることで皮膚菲薄化改善
効果が期待できる。

O07-2	 時系列オミクスデータを用いたヒトの皮膚老化数理モデ
ルの構築と検証

○羽賀　雅俊1、石井　　強1、岡田�眞里子2

1ロート製薬株式会社基礎研究開発部、
2大阪大学蛋白研究所細胞システム研究室

【目的】皮膚老化は外部環境因子に対するバリア機能を低下させ、皮膚機能障害
を引き起こす。従って恒常性の維持には、皮膚老化を抑制させることが望ましい。
一方、皮膚老化研究はヒトや動物を用いた実験を行う際の規制により、その方法
論に限界がある。そこで本研究では、公表されている RNA-seq データを基に、皮
膚老化を抑制する物質を探索するための in silico 皮膚老化モデルを開発した。 

【方式】解析に使用したデータは、幅広い年齢層から臨床的に得られたヒト初代
皮膚線維芽細胞からの in vivo データ（J. Fleischer ら、Genome Biol. (2018)）、お
よび長期の細胞継代により細胞老化誘導されたヒト皮膚線維芽細胞（HFF）から
の in vitro データ（S. Marthandan ら、PLoS One (2016)）を使用した。

【結果】In vivo および in vitro で共通して発現が変化していた遺伝子を KEGG 解析
した結果、老化関連シグナルとして細胞周期や線維化が得られた。これらの遺伝
子群から in vivo サンプルの年齢や in vitro PDL（集団倍化レベル）と高い相関を示
す制御因子として、FMOD (Fibromodulin) と THBS1 (Thrombospondin-1) を選定
した。

【結論】前記解析に基づき、FMOD と THBS1 の発現を再現する、皮膚老化シグナ
ル経路の常微分方程式（ODE）数理モデルを構築した。 本発表では解析結果及び
HFF の TGFβ刺激による老化誘導における THBS1 及び FMOD の制御機構を報告
する。 

一般演題 7 細胞	1

O06-3	 腸内細菌叢で着目される酪酸を放出する分子組織化薬の
設計と糖尿病治療

○長崎　幸夫1,2,3、シャスニ　バビータ1

1筑波大学数理物質系、2筑波大学フロンティア医科学、
3筑波大学アイソトープ環境動態研究センター

【目的】その鎖長に応じて様々な生理機能が報告されている短鎖脂肪酸は、難消
化性炭水化物等の大腸内細菌により排出されている。短鎖脂肪酸の生理機能は高
く注目されているものの、これを制御し、利用するための時空間的な制御は容易
ではない。短鎖脂肪酸は、その溶解性やにおいなどにより投与方法の問題がある
だけで無く、低分子のため代謝が早く、取扱いが困難であり、実質的効果には限
界がある。本研究では、時空間的に短鎖脂肪酸をリリースする新しい分子組織化
薬の設計を行った（図）。会合性を有する高分子に脂肪酸エステルを導入し、形
成するナノサイズの自己組織体の酵素加水分解により、短鎖脂肪酸を放出するナ
ノ組織体を設計し、経口投与による糖尿病治療薬への評価を行った。両親媒性の
PEG-b- ポリ ( 短鎖脂肪酸ビニル ) を合成した。これを DMF 溶液から水に対して
透析することで自己組織化した。得られた短鎖脂肪酸ナノ粒子水溶液を二型糖尿
病モデル (db/db) マウスに自由摂水させ、効果を検証した。【結果と考察】得られ
たブロックポリマーの DMF 溶液を水に対して透析することで平均粒径 30 ～
50nm の自己組織体を形成した (NanoPro 及び NanoBut と略記 )。糖尿病モデルマウ
スにナノ粒子を自由節水させ、37 日後に経口ブドウ糖負荷試験を行ったところ、
NanoBut では市販エキセナチド ( 皮下投与 ) と同等の効果を示した。

O06-4	 京丹後地域における高齢者の身体機能と腸内フローラ

○安田　剛士1、髙木　智久1、橋本　　光1、菅谷　武史1、梶原�真理子1、
東　　祐圭1、北江　博晃1、鳥井　貴司1、鎌田　和浩1、内山　和彦1、
井上　　亮2、内藤　裕二1、伊藤　義人1

1京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学、
2摂南大学農学部応用生物科学科動物機能科学研究室

【目的】京都府京丹後地域は，日本有数の健康長寿地域であることが知られている．
一方，ヒトの腸内細菌叢と身体機能の関連については，未だ明らかになっていな
い．今回，同地域における高齢者の便のメタゲノム解析を行い，身体機能と腸内
細菌叢の関連について検討した．

【方法】2017 年～ 2019 年に地域検診を受検した，京都府京丹後地域で暮らす 65
歳以上の高齢者 321 人（中央値 72 歳、最高 101 歳、男：女 =128：193）を対象
とした．身体機能の基準として，サルコペニア診断基準に則り，各受検者の握力
及び 10m 歩行速度を測定した．一方で，受験者から便を採取し，Qiime2 を用い
たアンプリコンシーケンス解析を行い，腸内細菌叢の組成を調べた．そして，身
体機能との関連が示唆されているデータとして，内分泌機能，性ホルモン，栄養
状態，骨密度を測定し，これらと相関のある菌をクラスター解析により抽出した．
各クラスター内の菌占有率の総和と身体機能について ROC 曲線を作成し，cut off
値を算出した． 

【結果】身体機能の低下を認めた者は 30 人（男：女＝ 15：15），低下を認めなかっ
た者は 291 人（男：女＝ 113：178）であった． 各種検査データとの相関から，
男性では 8 菌群，女性では 7 菌群が正の相関を示す菌として抽出された ( クラス
ター 1,2)．一方で，男性では 13 菌群が，女性では 6 菌群が負の相関を示す菌とし
て抽出された ( クラスター 3,4)．名義ロジスティック回帰分析により cut off 値を
算出したところ，クラスター 1,2,3,4 の抽出菌占有率 cut off 値はそれぞれ 20.3%，
29.1%, 35.1%,12.0% であった．クラスター 1,2 では，これを越える受検者は有意
に身体機能が良好で（クラスター 1：OR 4.53, P=0.025，クラスター 2：OR 3.82, 
P=0.017），クラスター 3,4 では，これを越える受検者は有意に身体機能が不良で
あった（クラスター 3：OR 6.63, P=0.004，クラスター 4：OR 11.17, P=0.021）

【結論】身体機能の指標となりうる測定データから抽出した特定の腸内細菌叢ク
ラスターが，高齢者の身体機能に影響を与えている可能性が示唆された．
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O07-5	 若返り研究における細胞老化モデルの特徴と比較

○高谷　健人、鈴木　悠史、渡部　紫秀、貴志　和生
慶應義塾大学医学部形成外科

【目的】世界的に注目を集める若返り研究の中でも、個体を構成する最小単位で
ある細胞の老化については盛んな研究が行われている。約 50 年前に Hayflick ら
により提唱された細胞老化は、もともと線維芽細胞が一定回数の分裂を経た後に
起こる、不可逆的な細胞周期の停止により分裂を停止した状態を指す。この他に、
人為的に DNA 損傷を起こすことによりこれを模したモデルが老化研究において
広く用いられている。しかし、これらの表現型を正確に比較した報告はない。本
研究では、一般的な細胞老化のバイオマーカーや老化関連分泌表現型 (SASP) 因子
を細胞老化モデル間で比較し、抗老化・若返り研究における細胞老化モデルの立
ち位置を明らかにすることを目的とした。【方法】ヒト皮膚検体から樹立した真
皮線維芽細胞を、① Proliferation senescence; Hayflick の分裂限界に基づいて限界
まで細胞分裂させた群、② Radiation-induced senescence: 電離放射線を照射して
DNA 損傷を誘導した群、③ Drug-induced senescence; 抗癌剤 ( ドキソルビシン )
を投与して DNA 損傷を誘導した群として３つの細胞老化モデルとした。その上で、
形態的変化、代謝の変化、SASP 関連遺伝子発現の変化を、免疫染色やリアルタ
イム PCR 法により比較した。また、①群についてはドナー年齢による分裂回数も
比較した。【結果】いずれも control の分裂細胞と比較して、形態的変化、SA-β
-galactocidase 陽性、DNA 損傷領域などは同様の挙動を示した。しかし、SASP 遺
伝子の発現はモデルにより異なった。Proliferation senescence は、ドナー年齢が
高齢であるほどより少ない回数で細胞老化に到達した。【考察】これまで同質の
ものとして扱われてきた３種類の細胞モデルは、既存の老化細胞の特徴を満たす
一方で、SASP の表現型には差を認めた。また、より高齢のドナーから樹立した
線維芽細胞は早期に細胞老化することから、Proliferation senescence モデルが生
体の老化をより正確に反映していると考えられる。これらを前提に、若返り治療
開発のための研究を進めていく必要がある。

O07-3	 総合的な色素沈着抑制を目指した天然原料探索及び、新
規組み合わせとその効果（特にメラノサイト受容体に対
する効果について）

○寺田　亜矢1、岩野　英生2、澤木　茂豊2

1株式会社メビウス製薬、
2株式会社テクノーブルライフサイエンス総合研究所

【目的】皮膚の老徴の一つである、いわゆる「シミ」等の色素沈着性の肌トラブ
ルは、ヒトの見た目の印象を左右する要因でもあるため、人々の関心も高い。色
素沈着を引き起こすメラノサイト中のメラニン合成は、紫外線等の外的刺激や、
近傍の細胞から分泌される内的な刺激因子等、様々な因子によって調節されてい
る。よって我々は、効果的にメラニン合成を抑制するためには、様々な因子の刺
激を抑制し、総合的な対応が必要と考え、複数の天然由来機能性成分を組み合わ
せ、その効果を評価した。複数の天然発酵物から選抜された「ササユリの花から
分離された酵母のエキス」、「デイリリー花発酵液」、「蓮種子の乳酸菌発酵液」は、
組み合わせることで培養メラノサイトのメラニン合成抑制効果や、線維芽細胞の
HGF 発現抑制効果、表皮細胞の SCF 合成抑制効果を示し、総合的に色素沈着を抑
制することが示唆された。本報では、さらなる色素沈着に対する機能性を評価す
るため、培養メラノサイトのエンドセリン受容体 ETBR、αMSH 受容体 MC1-R の
発現に対する機能性を確認した。

【方法】培養メラノサイトの培養系に試料を添加後、底面から UV-B を照射した。
培養終了後、各受容体の一次抗体、蛍光ラベル二次抗体を用いた免疫染色を行い、
蛍光強度を測定することで各受容体の合成量を評価した。

【結果】UV-B 照射により ETBR、MC1-R の合成量は亢進した。そして前述の天然
由来機能性成分３つの組み合わせを添加することで、いずれの受容体の合成も抑
制することが確認された。つまり、メラノサイトの刺激の受け入れ口を少なくす
ることで色素沈着がより起こりにくい状態へと導くことが示唆された。

【結論】数多くの天然由来機能性成分から選抜されたこの３種は、それぞれが色
素沈着抑制に繋がる効果を持ち、さらに、組み合わせることでメラノサイト刺激
物質の合成を抑え、今回新たに発見した刺激の受け入れ口を減らす効果により総
合的に色素沈着を抑制し、シミ対策としても効果的であることが示唆された。

O07-4	 週齢を変化させた Heterochronic	Parabiosis を用いた若返
り因子の探索

○鈴木　悠史、高谷　健人、渡部　紫秀、貴志　和生
慶應義塾大学医学部形成外科

Parabiosis とは 2 匹の動物を接合することで共通の血液循環をもたらし、一方の
動物が他方に与える全身性の要因を調べるための実験手法である。その中でも加
齢に伴う全身的な影響を調べるために、年齢の異なる 2 匹の動物を対にする
Heterochronic parabiosis という手法が存在する。これにより加齢に伴う様々な因
子が同定されており、若返りを研究する上で欠かせない方法の一つである。
しかしながら、接合する老齢マウスと若年マウスの年齢については統一された見
解は存在しない。若年マウスだけを見ても各報告で差が生じており、その月齢は
2 ヶ月から 6 ヶ月と多岐にわたる。
Heterochronic Parabiosis により若い個体の因子が老化した個体に多くの影響を及
ぼすことから、若い個体の月齢が若いほど老齢個体により強い若返り効果を与え
る可能性が考えられる。今回我々はこの若返り効果を検証するべく、老化した細
胞が炎症性サイトカインやケモカインなどの様々な分泌タンパク質を産生する
Senescence-associated secretory phenotype (SASP) と呼ばれる現象の差を評価し
た。
４週齢と 8 週齢の雌の C57/BL-6 マウスを、それぞれ 62 週齢の雌の C57/BL-6 マ
ウスと側腹部を切開して接合し、Heterochronic Parabiosis を作成した。術後 2 ヶ
月経過した後に安楽死させ、それぞれの個体から脳、腎臓、肝臓、筋肉、皮膚を
回収し、それぞれの組織像と SASP 現象を起こしている細胞数から老化の程度を
評価した。なおコントロールとして、接合を行わないそれぞれ単独の同じ週齢数
の若年マウス、老齢マウスから同様に組織を採取した。
Heterochronic Parabiosis を行った若齢マウスの 4 週と 8 週の差異で、老齢マウス
に与える変化を観察することで、新たな若返り因子を同定できる可能性が期待さ
れた。
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O08-3	 加齢に伴う酸化ストレスと膀胱機能変化の関連性解析

○中塚　騰太1、大平　　伸2、刀祢　重信3、西下　憲文1、森中　啓文1、
高崎　宏靖1、平田　啓太1、清水�真次郎2、永井　　敦2

1川崎医科大学大学院生理系分野尿路生殖器病態生理学、
2川崎医科大学泌尿器科学、
3東京電機大学大学院生命理工学系分野分子発生生物学

【目的】加齢に伴い下部尿路症状（lower urinary tract symptoms: LUTS）の罹患率
は増加し、本邦では 60 歳以上の約 78％が LUTS を有することが報告されている。
加齢が LUTS の重要な危険因子であることは明確となっているが、膀胱組織内で
起こる変化については明確にされていない。近年、酸化ストレスによる一連の変
化と膀胱機能障害の関連性が示唆されており、本研究では加齢モデルマウスを用
いて、酸化ストレスが及ぼす膀胱機能変化について検証を行った。

【方式】実験動物は C57BL/6 マウス、雄性、20、40、60、80 週齢を用いた。20
週齢マウスをコントロール群と設定し、加齢に伴う膀胱組織内の変化について以
下の解析方法で比較検証を行った。酸化ストレス解析は、酸化還元分析装置を用
いた diacron-reactive oxygen metabolites 定量検査、biological antioxidant potential
定量検査および 8-OHdG 定量検査を用いて、血清および膀胱組織における酸化ス
トレスと抗酸化力を測定した。形態組織学的解析は、電子顕微鏡による解析に加
え、HE 染色および Masson-Trichrome 染色を用いた光学顕微鏡による解析を行っ
た。また、膀胱機能検査は、吸入麻酔下に膀胱瘻カテーテルを留置して、膀胱内
圧測定を行った。本研究は、本学動物実験委員会の承認を受けて遂行した課題で
ある（承認番号 : 20-069）。

【結果】酸化ストレス解析では、40 週齢から膀胱組織、血清の酸化ストレスの過
剰産生および抗酸化力の低下が認められた。形態組織学的解析では、60 週齢から
膀胱上皮の菲薄化および間質を中心とした線維化を認めた。間質における線維化
は、加齢に伴い筋層間へ拡大する傾向にあった。膀胱機能検査においては、60 週
齢から最大膀胱内圧および最大膀胱容量の低下、排尿時間の延長を認め、排尿筋
低活動に合致する所見であった。

【結論】加齢に伴い血清および膀胱組織では酸化ストレスの過剰産生が認められ
た。膀胱組織内では、酸化ストレスの過剰産生に引き続いて間質から筋層間へ拡
大する線維化を認め、排尿筋低活動を主体とした下部尿路機能障害を発症してい
た。

O08-4	 酸化ストレス耐性の高い線維芽細胞に発現する HAPLN1
の真皮コラーゲン産生促進作用

○横田　麻美、吉野　　崇、桜井　哲人
株式会社ファンケル

【背景・目的】生体と外界の境界にある皮膚にとって、体内外からのストレスは
老化の引き金となりうるが、皮膚はそれに抵抗する機能をもっている。本研究で
は、細胞集団の中でもストレス誘導性の皮膚老化に耐性を示す細胞が存在するこ
とを想定し、その細胞集団の特徴を明らかにすることを目的とした。細胞老化兆
候の一つとして知られる「肥大化」を指標とし、細胞老化とコラーゲン産生との
関連およびメカニズムを調査した。【結果・考察】過酸化水素処理で酸化ストレ
スを誘導した線維芽細胞について、Imaging Cytometry により、細胞のサイズと
細胞内コラーゲン発現量を同時測定したところ、過酸化水素誘導性の細胞肥大化
は、Type I Collagen の発現減少に先行して起こり、鋭敏な老化指標であることが
示唆された。そこで、FACS を用いて、無処理の小さい細胞、過酸化水素処理を行っ
た小さい細胞および肥大化細胞をソーティングし、DNA マイクロアレイ解析を実
施した。細胞肥大化耐性を有することが期待される過酸化水素処理を行った小さ
い細胞集団の解析から、候補遺伝子 HAPLN1（Hyaluronan and proteoglycan link 
protein 1）を見出した。HAPLN1 は軟骨の細胞外マトリックス安定化に寄与する
分 泌 型 の タ ン パ ク 質 で あ る。Human Protein Atlas の デ ー タ ベ ー ス 解 析 か ら、
HAPLN1 はヒト皮膚において、露光・非露光部共に加齢に伴い発現が減少する傾
向が認められた。細胞サイズ別の検証の結果、無処理の細胞でも肥大化している
と HAPLN1 の発現が低く、過酸化水素処理をしても小さい細胞は HAPLN1 の発現
が高かった。さらに、線維芽細胞への rhHAPLN1 の添加によりコラーゲンの線維
形成が活発になったことから、HAPLN1 発現を高めることにより真皮の弾力低下
等の老化兆候が抑制できると考えられた。【結論】肥大化を指標としたストレス
耐性の高い線維芽細胞では HAPLN1 が高発現していることがわかった。酸化スト
レスや加齢により減少する HAPLN1 発現を維持することで、ストレスの強い環境
下であっても、真皮のコラーゲン線維を再生できる可能性が示された。 

O08-1	 炭酸水摂取による抗ストレスに与える効果の検証

○唐澤　沙織1,2、山本　宗孝1,2、山口　琢児3、胡　　愛玲3、川﨑�志保理1,2,4、
小林　弘幸1,3,4

1順天堂大学大学院医学研究科病院管理学、
2順天堂大学医学部附属順天堂医院医療安全機能管理室、
3順天堂大学大学院医学研究科漢方先端臨床医学、
4順天堂大学医学部附属順天堂医院医療安全推進部

【目的】近年の社会構造の高度化、多様化によって、我々を取り巻く社会環境の
変化により、多くの物理的、心理的刺激によるストレスを受けており、現代は「ス
トレス社会」と言われており、ストレス緩和への効果的な介入方法が模索されて
いる。昨今、炭酸水の摂取により整腸作用、血行改善、疲労回復など様々な効果
が知られているが、その効果を生化学的に示すデータは少ない。今回、重炭酸イ
オンを多量に含有する炭酸水の摂取が健康状態およびストレスにどのような影響
を与えるのか検証した。

【方法】医療機関で勤務する職員 14 名（男性 6 名女性 8 名・平均年齢 38.3 歳）
を研究対象とした。実験期間は 30 日間とし、研究対象者は、天然炭酸入りナチュ
ラルミネラルウォーター（商品名：NABEGHLAVI・重炭酸イオン 250mg±20％）
を 30 日間継続して１L 摂取した。実験開始当日の飲水前および実験終了翌日の午
前 10 時～ 11 時に自律神経活動（TP、LF、HF、LF/HF 比）、呼気内水素濃度、尿
中インドールによる腸内環境への影響、および血中酸化ストレス、抗酸化能を測
定した。唾液を採取しコルチゾール、sIgA を測定した。統計解析は一対の t 検定
を用いて分析した。

【結果】重炭酸イオン高含有炭酸水摂取により、自律神経活動の交感神経（LF）
の減少、副交感神経（HF）の亢進がみられ LF/HF 比が低下した。尿中インドール
の有意な低下がみられた。血中酸化ストレスの有意な低下がみられた。コルチゾー
ル、sIgA に対する影響はみられなかった。

【考察】重炭酸イオン高含有炭酸水の摂取は副交感神経を優位にするという自律
神経系への影響、尿中インソールの低下による腸内環境の改善、酸化ストレスの
低下いわゆる活性酸素の減少がみられた。これらの結果から重炭酸イオン高含有
炭酸水は健康状態やストレスに一定の改善効果が得られることが示唆された。今
後、コンビニ等で販売されている炭酸水でも同様の効果がみられるか検証してい
きたい。

O08-2	 酸化ストレスの改善は不妊治療成績に良好な影響を与え
る可能性がある

○鍋田　基生、上松　和彦
つばきウイメンズクリニック

【目的】生体中には抗酸化酵素や抗酸化物質が存在し、過剰の活性酸素を消去す
ることで身体を防御している。加齢や激しい運動、過食や精神的ストレス、紫外
線や排気ガスなど、様々な要因で活性酸素の生成系と消去系のバランスが崩れ酸
化ストレスとなっているが、酸化ストレスの改善が妊娠成績へ与える影響は明確
ではない。当院では血清中の酸化ストレス値（d-ROMs）および抗酸化力値（BAP）
の測定を不妊治療目的に受診した患者のスクリーニング検査に組み込み、不妊症
のすべての患者に対し酸化ストレスの評価を行っている。今回、酸化ストレスを
改善することが妊娠成績に影響するかを後方視的に検討した。【方法】2017 年 1
月から 2019 年 4 月までに当院で単一融解胚移植を実施し、その間に患者同意の
もと dROMs、BAP の測定を 2 回以上行った 45 症例 111 周期を対象とした。測定
した dROMs と BAP を用いて、dROMs 値が低下した改善群と不変群、BAP 値が増
加した改善群と不変群、dROMs/BAP × 100 値を酸化ストレス度とし、酸化スト
レス度が低下した改善群と不変群におけるそれぞれの妊娠率を比較した。本検討
は当院の倫理委員会の承認を得て行った。【成績】dROMs 値、BAP 値、酸化スト
レス度の改善群の対症例あたりの妊娠率は各々 87.5%、57.1％、64.7% であり、
不変群の対症例あたりの妊娠率は各々 51.4%、58.3%、53.6% であった。有意差
を認めないものの、dROMs 値および酸化ストレス度の改善群において、対症例あ
たりの妊娠率が高くなる傾向を認めた。【考察】我々はこれまで、酸化ストレス
が胚の発生能に影響を及ぼす可能性について報告してきた。今回の検討では、患
者の酸化ストレス値、酸化ストレス度を改善することで対症例あたりの妊娠率が
有意差を認めないものの増加する傾向にあった。今後さらに症例数を増やして検
討を進める必要があると考えられた。【結論】酸化ストレスを改善することが不
妊治療成績に良好な影響を与える可能性がある。

一般演題 8 酸化ストレス	1
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O09-3	 カンキツ由来化合物ノビレチンは p300-HAT 活性制御を
介して心不全進展を抑制する

○砂川　陽一1,2,3、高井　秀通1、内藤　汐美1、船本　雅文1,2、清水　果奈1,2、
清水　聡史1,2、刀坂　泰史1,2,3、宮崎　雄輔1,2,3、和田　啓道2、菅　　敏幸1、
長谷川�浩二1,2、森本　達也1,2,3

1静岡県立大学薬学部、2国立病院機構京都医療センター展開医療研究部、
3静岡県立総合病院

【目的】高齢社会の進展により、我が国において心不全患者が年々増加している。
そのため、心不全の発症の予防法・治療法の開発が急務である。心不全進展には
心筋細胞肥大が関与することから、これを抑制することが心不全の予防や治療に
つながると期待されている。我々は柑橘類果皮成分のノビレチンが心筋細胞肥大
および心不全の進行を抑制すること、ノビレチン標的因子として同定したノビレ
チン結合タンパク質 1 (NBP1) の過剰発現マウスは圧負荷による心不全の進行を抑
制することを見出した。本研究では培養心筋細胞並びに NBP1KO マウスを用いて
ノビレチン /NBP1 の作用メカニズムの解析を行った。

【方法・結果】siRNA を用いて心筋細胞の NBP1 をノックダウンさせたところ、ノ
ビレチン処理でみられる心筋細胞肥大抑制、ANF や BNP の mRNA 量の抑制作用
が 消 失 し て い た。NBP1-KO マ ウ ス 及 び WT マ ウ ス に 大 動 脈 縮 窄 術 (TAC) 及 び
Sham 手術を行い、ランダムに 2 群に分け、Nobi (20 mg/kg) または Vehicle を 6
週間連日経口投与した。心臓超音波検査の結果、WT マウスでは TAC 手術による
左室後壁の肥大と左室内径短縮率の低下は Nobi 投与群で有意に改善していたが、
NBP1-KO マ ウ ス で は Nobi 投 与 に よ る 改 善 効 果 が 認 め ら れ な か っ た。In vitro 
binding assay の結果、NBP1 は核内コアクチベーターの p300 の RING-PHD ドメ
インと直接結合していた。NBP1 はある翻訳後修飾を介して p300 の自己アセチル
化や GATA4 のアセチル化レベルを抑制し、p300/GATA4 依存的な ANF、ET-1 の
転写活性化を阻害していた。その部位をミミックさせた変異体はノビレチンによ
る心筋細胞肥大抑制能がみられなかった。

【考察】以上の結果より、ノビレチンの心不全進行抑制作用には NBP1 が必須であ
ること、ノビレチン /NBP1 の核内 p300 のアセチル化能を制御することで、その
効果を発揮している可能性が示唆された。

O09-4	 超長寿齧歯類 “ ハダカデバネズミ ” の研究から見えた細胞
外マトリックス関連因子による新規ストレス応答制御機
構

○高杉　征樹1,2、武村　和明1、エムリッヒ　ステファン2、
セルアノフ　アンドレイ2、ゴルブノヴァ　ヴェラ2、大谷　直子1

1大阪市立大学大学院医学研究科病態生理学、2ロチェスター大学生物学科

【目的】近年、抗加齢医学研究は代謝および細胞レベルにおいて目覚しい進展を
見せている。しかしながら身体中の大きな割合を占め、組織の骨格を成し、細胞
の機能を調節する細胞外マトリックスについては十分な注目を集めて来なかっ
た。本研究では細胞外マトリックスとその関連因子が老化をどのように制御して
いるかを明らかにする事を目指した。

【方式】細胞外マトリックスと老化の関係を紐解くヒントを与える重要なモデル
動物として発がんと老化に強い抵抗性を示すハダカデバネズミが挙げられる。ハ
ダカデバネズミの発がん耐性にはヒアルロン酸が重要な役割を果たす事が知られ
ている。一方で、ハダカデバネズミの細胞が産生するヒアルロン酸はヒトやマウ
スに比べ分子量が大きい事が報告されているものの、超高分子体である事がヒア
ルロン酸の機能をどのように変化させているのかは不明であった。本研究ではこ
のハダカデバネズミを用いて老化と細胞外マトリックスとの関係を調べた。

【結果】我々は超高分子ヒアルロン酸がヒアルロン酸受容体 CD44 を覆い隠し、タ
ンパク質間相互作用を妨げる事で下流の p53 シグナルを抑制し、ヒト細胞に対し
ても独特の細胞保護作用を発揮する事を発見した。次に我々は細胞外マトリック
スの加齢変化が細胞機能の低下を招く事が知られるオリゴ デンドロサイト前駆細
胞に着目し、長命動物であるヒトやハダカデバネズミと短命動物であるマウスや
ラットとの間でどのように遺伝子発現が異なるかを調べたところ、ヒトやハダカ
デバネズミでは細胞外マトリックス関連遺伝子の発現が特徴的に強く発現してい
る事を見出した。長命動物で高発現する細胞外マトリックス関連因子の中には
CD44 が含まれており、その役割を解析したところ、驚いた事にこれまで細胞膜
にのみ局在すると考えられていた CD44 が小胞体に強く局在し、小胞体ストレス
抵抗性を高める事を発見した。

【結論】本成果は細胞外マトリックス関連因子による新規ストレス応答制御機構
を明らかにし、抗加齢医学の新たなアプローチを可能とするものである。

O09-1	 老化ヒト線維芽細胞におけるスチルベン誘導体の
Senostatic 効果

○齋藤　靖和1,2、福田　大智1、岩本　大輝2、田邊　朝弓2、濱田　博喜3

1県立広島大学大学院総合学術研究科生命システム科学専攻、
2県立広島大学生命環境学部生命科学科、
3岡山理科大学理学部臨床生命科学科

【 目 的 】 加 齢 と と も に 蓄 積 す る 炎 症 性 サ イ ト カ イ ン 等 の 放 出（Senescence-
associated Secretory phenotype: SASP）を伴う老化細胞が老化関連疾患に関与す
る こ と が 明 ら か と な る 中、 老 化 細 胞 特 異 的 除 去（Senolysis） や SASP 抑 制

（Senostatic）効果を持つ化合物の探索が精力的に行われている。そこで本研究で
は、 ス チ ル ベ ン 化 合 物 に 着 目 し、 ヒ ト 正 常 線 維 芽 細 胞（TIG-1） に お け る
Senostatic 効果を検証した。 【方法】① TIG-1 の非老化細胞および複製老化を誘導
した老化細胞から RNA 抽出を行い、リアルタイム PCR により SASP（MCP-1, IL-1β, 
IL-6, IL-8）及び老化（P16, P21）関連遺伝子の発現を比較した。②非老化細胞と老
化細胞にスチルベン誘導体 7 種をそれぞれ添加し、24 時間後にリアルタイム PCR
で①と同様の遺伝子発現を調べた。③②で特に SASP 関連遺伝子の発現低下を示
した化合物の SA-βgal (Senescence-associated β-galactosidase) 活性への影響を
SPiDER-βGal を用いて測定した。④②の化合物による細胞内活性酸素（ROS）レ
ベルへの影響を 6-Carboxy-2,7’-dichlorodihydrofluorescein diacetate を用いて測
定した。 【結果】①非老化細胞と老化細胞を比較した結果、MCP-1、IL-1β、IL-6、
P21 の有意な発現上昇がみられた。② 7 種のスチルベン誘導体のうち、オキシレ
スベラトロール（OXY）、レスベラトロール多糖体（RSVgly）、プテロスチルベン
多 糖 体（PTEgly） に SASP 関 連 遺 伝 子 の 発 現 抑 制 効 果 が み ら れ、 特 に OXY、
PTEgly において顕著な抑制が認められた。③特に PTEgly で顕著な SA-βgal 活性
抑制が認められた。④非老化細胞と比較して老化細胞で有意な細胞内 ROS 量の増
加が認められ、RSVgly、PTEgly により老化細胞における細胞内 ROS 量の減少傾
向がみられた。 【結論】以上の結果から、OXY, RSVgly、PTEgly が SASP 関連因子
の発現を抑制する Senostatic 効果を有すること、その中でも PTEgly が優れており、
抗老化作用を有する可能性が示唆された。 

O09-2	 無血清培養における歯髄幹細胞の自律的多層化メカニズ
ムの解明と臨床的培養法の確立

○望月　真衣1,2、中原　　貴2

1日本歯科大学生命歯科学講座、
2日本歯科大学生命歯学部発生・再生医科学講座

【目的】我々は、ウシ胎仔血清を含まない無血清培養を用いて抜去歯の歯髄から
歯髄幹細胞（DPSCs）を分離し、大量に培養することに成功した。しかし、無血
清培養における DPSCs（XFM 細胞）は、コンフルエントに達すると多層化して細
胞死が生じ、細胞数が減少することが問題であった。本研究は、XFM 細胞の多層
化のメカニズムを解明し、細胞死と細胞数の減少を回避する効果的な無血清培養
法の確立を目的とした。

【方法と結果】はじめに、複数の細胞外マトリックスを用いて無血清培養下にお
ける培養皿のコーティングを検討した結果、type I collagen（COL）が最も細胞接
着に有利であった。COL コーティングで培養された DPSCs（COL-XFM 細胞）は、
XFM 細胞と比較して有意な細胞増殖を示した（P < 0.01）。COL-XFM 細胞は、活
発に増殖しながら自律的に多層化して低酸素状態を示したが、低酸素誘導因子

（HIF-1α）の核内局在を伴う collagen type I（COL1）の産生により、integrin を
介した足場依存的に細胞死を回避していた。一方で、XFM 細胞は HIF-1αの核内
局在がみられず、COL1 の産生が乏しかった。また、COL-XFM 細胞はミトコンド
リアの形態と機能が維持されていたが、XFM 細胞はミトコンドリアの異常により
細胞死を生じていた。多層化した COL-XFM 細胞は、細胞シートとして骨補填材
と共にヌードマウスの皮下に移植すると新生硬組織を形成した。

【結論】無血清培養における COL コーティングは、DPSCs の COL1 の産生を促進
することで、足場依存的に自律的な多層化をすることが明らかとなった。この
COL-XFM 細胞の特性は、頻回な継代培養を行うことなく一度の培養で大量の
DPSCs を獲得することを可能とする。さらに、自律的に多層化した COL-XFM 細
胞は、細胞シートとしての培養加工に優れるため、トリプシンによる細胞回収操
作を行わずに移植に用いることができる。以上より、無血清培養における COL コー
ティングは、ウシ血清を使用しない新たな細胞シートを作製することができるた
め、安全性と簡便性を兼ね備えた新規再生医療技術として期待される。

一般演題 9 細胞	2
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O10-1	 化粧美容セラピーの認知・情動機能改善効果

○田所　　功1、川野　公子1、佐藤　順子2、谷　都美子3、表　　芳夫1、
武本　麻美1、森原　隆太1、山下　　徹1、阿部　康二1

1岡山大学脳神経内科、2株式会社かんでんジョイライフ、
3一般社団法人日本介護美容セラピスト協会

【目的】化粧美容セラピーは認知症の非薬物療法の一つとして注目されており、認
知機能や情動機能、ADL の改善効果が期待されているが、医学的なエビデンスは
不十分である。そこで我々は、認知症患者に対する化粧美容セラピーの認知機能、
情動機能、ADL 改善効果、および顔の見た目に与える影響の検討を行った。【方法】
岡山大学臨床研究審査専門委員会の承認を得て、施設入所中の認知症患者 36 例
を化粧美容セラピー群と対照群としてスキンケアのみ群の 2 群に分け、2 週間ご
とにスキンケアもしくはスキンケア＋化粧を 3 か月間行った。このうち、即時効
果として初回介入後の認知機能、情動機能、ADL スコアの変化、AI を用いた顔の
見た目年齢および顔評価について検討した。【結果】初回介入後の評価では、化
粧美容セラピー群では認知症周辺症状の指標である阿部式 BPSD スコアが有意に
改善した。また、AI 顔解析では、化粧美容セラピー群で見た目年齢が施術後に有
意に若くなり、特に中等度 ADL 障害のある患者では化粧により喜びが増加した。

【結論】本研究では、化粧美容セラピーの即時的な BPSD 改善効果が示された。ま
た AI を用いた解析で、化粧による見た目年齢の若返りや、喜びの増加が示された。

O10-2	 脳海馬が合成する男性・女性ホルモンによる記憶シナプ
スの急性的制御

○相馬　ミカ1,2、池田　真理1,2、堀江　重郎2、川戸　　佳1,2

1日本大学文理学部、2順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科

【目的】記憶中枢である脳海馬は男性・女性ホルモンを局所的に合成している。男
性・女性ホルモンは、記憶を貯蔵する部位である海馬の神経 spine（＝シナプス
後部）を急性的に増加させたり、long-term potentiation (LTP) を急性的に制御し
たりする、神経モジュレータであることを見出しており、詳細なメカニズムを調
べている。男性ホルモンや女性ホルモンが海馬神経 spine を急性的に増加させる
シグナル経路を解析した。

【方法】ラットの海馬スライスに男性ホルモン (testosterone: T and dihydrotestosterone: 
DHT) や女性ホルモン (estradiol: E2 and progesterone: PROG) を作用させる。これ
ら性ホルモンと同時に選択的 kinase 阻害剤を作用させ、性ホルモンによる spine
増加が生じるか否かを、超解像共焦点顕微鏡を用いて画像を取得し、数理ソフト
Spiso-3D による三次元画像解析を行った。

【結果と考察】T, DHT, E2, PROG を 2 時間作用させると、海馬神経 spine は control
に比べて 1.2 倍程度増加した。性ホルモンと同時に性ホルモン受容体のアンタゴ
ニストや kinase 阻害剤を作用させると、性ホルモンによる spine の増加は起こら
なかった。
T, DHT, E2, PROG はパルミチン酸化されて spine の膜に結合している古典的受容
体（男性ホルモン受容体 AR や E2 受容体 ER や PROG 受容体 PR）に結合して、そ
の下流の kinase 群 (MAPK, LIMK, PKA, PKC, Src kinase) を活性化して、non-genomic
様式で 2 h 以内に spine を増加させることがわかった。T, DHT, E2, PROG の 4 者の
間には活性化させる kinase の種類の差は少なかった。Src kinase は MAPK を活性
化する。MAPK, PKA, PKC は cortactin をリン酸化し、LIMK は cofilin をリン酸化し
て、ともに actin 重合を引き起こして、spine を増やすと考えられる。（Soma et 
al. (2018)、Hasegawa et al. (2015)、Hatanaka et al. (2015)）
ヒトに関しては、泌尿器科の更年期外来で LOH（加齢男性性腺機能低下症候群）
患者に対して、T 補充治療を行うのに付随して、高感度の海馬の空間認知機能テ
ストを行い、T 補充療法で海馬の空間認知機能が改善することが我々の研究でわ
かってきている。

一般演題 10 脳・認知機能制御	1

O09-5	 Possible	role	of	collagen	pentosidine	in	in vitro	
osteoclastogenesis

○Tanzima�Tarannum�Lucy、A.�N.�M.�Mamun-Or-Rashid、Masayuki�Yagi、
Yoshikazu�Yonei

Anti-Aging�Medical�Research�Center、Glycative�Stress�Research�Center,�
Graduate�School�of�Life�and�Medical�Sciences,�Doshisha�University,�Kyoto,�
Japan

Background: Pentosidine, one of the major AGEs that is reported to be elevated in 
patients with bone metabolic disorders. Advanced glycation end products (AGEs) 
are the final products from a non-enzymatic glycation reaction between proteins 
and reducing sugars. Collagen-I (Col-I) has a triple helix structure and is the main 
structural protein of bone. When it is glycated by reducing sugars, it is reported to 
stimulate the formation of bone-resorbing osteoclasts (osteoclastogenesis).
Purpose: The purpose of the study was to check the effect of pentosidine (both 
free and mixed with collagen) on osteoclastogenesis.
Materials and methods: Different concentrations of commercially available 
pentosidine were used in RANKL-induced in vitro osteoclastogenic model of 
RAW264.7 cells. Osteoclastogenesis assay was done using TRAP solution kit. 
Osteoclast morphology was seen by performing TRAP staining. Col-AGEs were 
prepared by incubating Col-I with glucose/fructose/ribose. Fluorescent AGE 
formation was checked at excitation-emission 370-440 nm using a microplate 
reader and pentosidine formation was quantified by High-Performance Liquid 
Chromatography (HPLC) assay.
Results: Neither free pentosidine nor Col-pen mixture exerted any effect on 
osteoclastogenesis. Col-glu, Col-fru, and Col-rib showed similar stimulatory effects 
on osteoclastogenesis, even though pentosidine amount was much higher in Col-
rib and extremely lower in Col-glu; providing evidence that pentosidine might not 
be responsible for the stimulation of osteoclastogenesis. 
Conclusion: Not pentosidine, but some other fluorescent AGEs in Col-AGE might 
be responsible for stimulating in vitro osteoclastogenesis.
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O11-1	 中高年男性のメタボリックシンドロームに対するテスト
ステロン軟膏の代謝系への効果

○上芝　　元
東邦大学医療センター大橋病院糖尿病・代謝・内分泌内科

【目的】遊離テストステロン低値を示したメタボリックシンドローム中高年男性
において、テストステロン軟膏（グローミン）でテストステロン補充を試み、イ
ンスリン抵抗性と血中脂質レベルへの効果を検討した。

【方法】遊離テストステロン低値を示したメタボリックシンドローム男性 23 例（平
均年齢 56.2 歳）を対象として、インフォームドコンセントを行い、グローミンを
顎下部に 0.3g １日２回塗布を 6 カ月行った。グローミン投与前及び後１カ月、3
カ月、６カ月に BMI、ウエスト周囲径（WC）、空腹時血糖（FPG）、空腹時血中イ
ン ス リ ン 値 (F-IRI)、HbA1c、 イ ン ス リ ン 抵 抗 性 指 数 (HOMA-R)、TCHO、TG、
HDL-C、LDL-C(Friedewald 式 )、遊離テストステロン (FT)、LH、FSH を測定し、
その変動を比較検討した。また PSA など副次反応の測定も行った。

【 結 果 】 グ ロ ー ミ ン 投 与 前 は BMI27.5±2.1、WC92±7cm、FPG107±7mg/dl、
F-IRI16.7±6.1μIU/ml、HOMA-R 4.42±1.78、HbA1c6.0±0.3％、TCHO256±
25mg/dl、TG174±40mg/dl、HDL-C43±7mg/dl、LDL-C178±27mg/dl、FT5.7±0.9 
pg/ml、LH1.8±0.5mIU/ml、FSH3.4±0.5mIU/ml であった。投与後１カ月で FT7.3
±1.2 pg/ml のみ有意に増加がみられたが、その他の項目は有意な変動はなかった。
投 与 後 3 カ 月 で は F-IRI11.8±4.1μIU/ml、HOMA-R 3.03±1.23、TCHO219±
20mg/dl、 LDL-C141±24mg/dl で、それぞれ有意に低下がみられた。FT は 9.0±1.3 
pg/ml で有意に増加していた。投与後６カ月でもそれぞれ同じレベルを維持して
いた。その他の項目は有意な変動はなかったが、ウエスト周囲径が減少傾向にあっ
た。PSA、肝機能など副次反応と思われる測定値異常はみられなかった。

【結論】遊離テストステロン低値を示すメタボリックシンドローム中高年男性に
おけるテストステロン（グローミン）経皮的投与は、インスリン抵抗性と血中脂
質（TCHO、LDL-C）レベルを緩徐に改善させ、代謝系への効果が示唆された。

O11-2	 加齢男性性腺機能低下症候群と下部尿路症状の関連性

○靍　　崇光1,2、池端　嘉裕1、小藤田　智1、黒澤　　誠1、上阪　裕香1、
野崎　大司1、白井　雅人1、小林　一広3、堀江　重郎2、辻村　　晃1

1順天堂大学医学部附属浦安病院泌尿器科、
2順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学、3Dクリニック東京メンズ

【目的】
加齢男性性腺機能低下（Late onset hypogonadism; LOH）症候群は、代表的な 7
症 状 が 報 告 さ れ て い る も の の、 下 部 尿 路 症 状（Lower urinary tract symptom; 
LUTS）は含まれていない。しかし、LOH 症状に LUTS を併発している患者にしば
しば遭遇する。これまでに LOH 症候群と LUTS との関連性を、多数例で横断的に
解析した研究は存在しない。今回、それぞれの疾患特異的質問票を用いて、その
関連性につき検討を加えた。 【対象と方法】LOH 症状を Aging Males Symptoms 
(AMS) ス コ ア で、LUTS を International Prostate Symptom Score（IPSS） お よ び
QOL index で評価し得た 1688 例 (48.5±11.1 歳 ) を対象とした。他の症状スコア

（Sexual Health Inventory for Men; SHIM、Erection Hardness Score; EHS、Beck 
Depression Inventory; BDI） や 前 立 腺 特 異 抗 原（prostate specific antigen; PSA）
を含めて、IPSS と関連する因子を単・重回帰解析にて検討した。さらに QOL 
index と各項目との関連性についてはトレンド解析で検討した。また、低テスト
ステロン血症患者（3.0ng/ml 未満）187 例のみを対象とし、同様の検討も行った。

【結果】単回帰解析で IPSS と関連する因子を用いた重回帰解析で、年齢、EHS と
ともに AMS は有意に関連する独立した因子であった。QOL index に関するトレン
ド解析では、年齢、SHIM、EHS、AMS、BDI、PSA、DHEA-S、IGF-1 との関連性が
認められ、AMS 以外の項目を調整因子としたトレンド解析でも、QOL index と
AMS の上昇に関連性を確認された。低テストステロン血症患者における解析でも、
同様の結果を得た。

【結論】今回の検討から、低テストステロン血症に関わらず、AMS と IPSS および
QOL index には強い関連性が明確となった。

一般演題 11 男性・女性医療

O10-3	 糖尿病はアルツハイマー病関連タウ蛋白のリン酸化パ
ターンを変化させることで認知機能障害を増悪させる

○伊藤　祐規1、武田　朱公1、中嶋　恒男2、竹下�ひかり2、鷹見　洋一2、
竹屋　　泰2,3、樂木　宏実2、森下　竜一1

1大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学、
2大阪大学大学院医学系研究科老年・総合内科学、
3大阪大学大学院医学系研究科老年看護学

【目的】糖尿病はアルツハイマー病（AD）発症の危険因子であることが疫学的に
示唆されているが、糖尿病と AD 脳内病態を繋ぐ分子メカニズムは十分に解明さ
れていない。AD 患者脳内では過剰なリン酸化修飾を受けたタウ蛋白が凝集・蓄
積しており、神経変性や認知機能障害と関連していることが知られている。本研
究では、糖尿病を合併する新規アルツハイマー病マウスモデルを確立し、リン酸
化プロテオーム解析を用いることで脳内タウ蛋白の翻訳後修飾の変化やそれを介
在する分子の探索を網羅的に行った。

【方法】AD マウス（Tau-Tg PS19）に対して 1.5 ヶ月齢から 9 ヶ月齢まで高脂肪食
（n = 10）或いは通常食（n = 9）を摂取させた。8 ヶ月齢時点で糖尿病病態の評価
（血糖値・血中インスリン値測定）と認知・行動解析（Open-field test、麻痺評価）

を行った。9 ヶ月齢時に脳組織を採取し、組織学的及び生化学的（WB、リン酸化
プロテオーム）手法により脳内病態の解析を行った。

【結果】高脂肪食負荷により AD マウスに著明な肥満・高インスリン血症と軽度の
高血糖が惹起された（p < 0.01）。高脂肪食負荷 AD マウスでは神経変性の増悪に
よる運動麻痺と認知・行動機能障害が早期に出現していた（p < 0.05）。高脂肪食
負荷 AD マウス脳内では神経細胞数が減少し、凝集リン酸化タウ量が増加してい
た（p < 0.05）。高脂肪食負荷 AD マウス脳内ではタウ蛋白のリン酸化パターンが
変化しており、通常食 AD マウスと比較して統計学的有意に増加しているリン酸
化部位が 5 ヶ所同定された（Thr212、Ser214、Thr217、Ser241、Ser262）（p < 0.05）。
バイオインフォマティクス解析から、この糖尿病に関連したタウ翻訳後修飾を介
在する可能性のある分子が 7 つ同定された。

【結論】糖尿病は早期の段階から、アルツハイマー病関連タウ蛋白のリン酸化パ
ターンを特異的に変化させることで、タウ凝集体の脳内蓄積を促進し認知機能障
害を増悪させることが示唆された。糖尿病によるタウ翻訳後修飾の変化を介在す
る分子の同定は、アルツハイマー病の新規治療法開発に繋がる可能性がある。

O10-4	 部分再開通における脳梗塞の病態解析

○島村　宗尚1、中神　啓徳1、森下　竜一2

1大阪大学大学院医学系研究科健康発達医学講座、
2大阪大学臨床遺伝子治療学講座

【目的】
 脳梗塞における血栓回収療法では、部分再開通である TICI-1, 2a では予後は改
善せず、TICI-2b でも TICI-3 に比較すると予後が不良であり、今後の薬物開発にお
ける重要な治療ターゲットである。しかし、①部分再開通領域における脳梗塞巣
拡大の有無、②再開通領域の BBB の状態および薬剤の到達の可否、③炎症の程度
などはいまだ明らかではない。本研究では、新規に作成した部分再開通モデルを
用い、部分再開通における病態解析を試みた。

【方法】
 Balb/c マウスの中大脳動脈を閉塞後に総頚動脈を閉塞し、通常では脳梗塞にな
らない短時間である 14 分後に総頚動脈を再開通し、中大脳動脈領域に部分再灌
流領域を作成し、総頚動脈を再開通しない永久閉塞との比較を行った。

【結果】
 Laser speckle における 14 分間での虚血領域と TTC 染色での 24 時間後の脳梗塞
領域の比較では、脳梗塞範囲と虚血領域が一致し、部分再開通部分も脳梗塞となっ
ていることから TICI-1, 2a に相当するモデルと考えられた。永久閉塞では虚血領
域よりも脳梗塞範囲は拡大していた。脳梗塞 3 時間後では神経細胞の変性が部分
再灌流において抑制されていたが、24 時間後には永久閉塞との差はなかった。
IgG（150 kDa）の血管外漏出は部分再灌流モデルにおいて抑制されていたが、デ
キストラン (70 kDa) 投与では、部分再灌流領域にて脳実質に到達したデキストラ
ンの血管外漏出が認められた。部分再灌流モデルでは、BBB のマーカーである
Zo1 および NG2 の発現が保たれていた。部分再灌流では IL-6 は低い傾向であっ
たが、MCP-1, TNFα, iNOS, CD11, Arg1, CD206 の発現には差を認めなかった。

【結論】
 部分再灌流では虚血範囲に比較した梗塞範囲の拡大が抑制され、神経変性は永
久閉塞に比較し遅延していた。BBB の破綻は高分子については遅延していたが、
炎症には差が認められなかった。投与薬剤は、中分子であれば脳実質に到達可能
であると考えられた。以上の結果から、部分再開通は神経保護、抗炎症作用を有
する薬剤の有望な治療ターゲットとなり得る可能性が示唆された。
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O11-5	 腟マイクロバイオームのエイジングによる変化と乳酸菌
含有素材のデリケートゾーンケアによる改善効果の検討

○吉形　玲美1,2、太田　博明3,4

1浜松町ハマサイトクリニック、2東京ミッドタウンクリニック、
3藤田医科大学・国際医療センター、
4山王メディカルセンター・女性医療センター

【目的】正常の腟マイクロバイオームとは , ラクトバチルス種を代表とする乳酸菌
種を主体とし , 性感染症や HPV 感染を予防する一方 , 妊孕性や免疫調節に好影響
を及ぼす等 , ヘルスケアに広く寄与している . また腟マイクロバイオームにおける
多様性により , 炎症性疾患や婦人科癌発症率との正相関が示されている . 今回 , 次
世代シーケンサーによる腟マイクロバイオーム解析によりエイジングによる菌種
の差異や多様性等とデリケートゾーンケア介入前後による変化について検討を
行った .

【方法】本研究に同意を得た 30 ～ 70 代女性 21 例（未閉経 12 例：以下未閉経群 ,
閉経後 9 例：以下閉経群）を対象に乳酸菌含有素材使用のデリケートゾーンケア
8 週間の開始前後の腟マイクロバイオーム検査 , およびデリケートゾーンに関する
自記式アンケートを実施 .

【結果】アンケート調査から , デリケートゾーンケアに約 8 割がボディーソープを
使用し , 専用洗浄料使用者は認めなかった．日常生活に支障がある症状を有して
いたのは全体の約 3 割であった．菌種は全体で 234 種同定された．未閉経群は約
半数がラクトバチルス主体 , 閉経群ではラクトバチルス主体例は認めず , 細菌性腟
炎や尿路感染の起因菌が主体を占めた．腟マイクロバイオームの多様性指数は加
齢とともに上昇する正相関を認め , 閉経群は未閉経群に比し有意に高値であった．
菌種主成分分析では未閉経群のラクトバチルス主体例と閉経群の多様性指数低値
例のクラスターは近似を呈した．デリケートゾーンケア介入により多様性指数の
低下例における「かゆみ , におい , 頻尿など」の性器・尿路症状の改善が認められ
た．

【考察】閉経後の腟マイクロバイオームは乳酸菌種の欠乏状態が示された．乳酸
菌含有素材によるデリケートゾーンケアは各種性器・尿路症状の改善に加え , 腟
マイクロバイオ―ム多様性やエイジングによる腟内環境変化に伴う各種疾患リス
ク低減に寄与する可能性が示唆された . 閉経の有無にかかわらず , 全ての女性のヘ
ルスケアとして日常習慣となる必要性があるものと思われる．

O11-3	 難治生 ART 不成功症例における高濃度ビタミン C 点滴の
有効性について

○岩見�菜々子、浅野　明恵
神谷レディースクリニック

＜目的＞水溶性ビタミンの一つであるビタミン C（L―アスコルビン酸）は体内で
はスーパーオキシドアニオンラジカルやヒドロキシラジカルなど活性酸素の消去
に働く作用があり、アンチエイジングの効果が期待される物質である。女性の卵
子は加齢共に質の低下が起こるとされているが、卵子の老化自体に対する治療は
未だ確立していない。この度、サプリメント療法を行っても良好胚が得られなかっ
た４０歳以下の患者に対し高濃度ビタミン C 点滴を排卵誘発治療前に施行し生殖
補助医療（ART）への有効性の検討を行った。
＜対象＞ 2019 年 4 月から 2020 年 12 月までの期間、当院にてアスタキサンチン、
コエンザイム Q10、メラトニンなどサプリメント内服後も良好胚が得られなかっ
た 40 歳以下の患者に高濃度ビタミン C 点滴療法についてインフォームドコンセ
ントを行い、同意が得られた患者 24 名について後方視的検討を行った。
＜方法＞ ART 排卵誘発前に酸化ストレス・抗酸化力検査 (d-ROM test & BAP test)
を施行し、高濃度ビタミン C 点滴を 25 ｇから開始した。点滴療法と並行し排卵
誘発を行い、採卵後に良好胚が得られた場合、凍結胚移植を行った。本研究につ
いて院内倫理委員会の承認を得て施行した。
＜結果＞患者の平均年齢 37.5 歳は、平均 AMH2.23ng/ml、酸化ストレス (d-ROM 
test) の平均値は 32.5U であった。点滴療法後の排卵誘発において平均 3 個の良好
胚が得られた。良好胚が得られた患者は 87.5%(21 人 )、その後 20 人が凍結胚移
植を行い 10 人が妊娠に至った。また１名は移植前に自然妊娠に至った。うち２
例は流産となったが、ほかの７症例は継続妊娠し、他院産科に紹介になっている。
良好胚の有無による年齢、AMH、BAP test 結果に有意差はなかった。d-ROM test
の結果は良好胚が得られた患者において、不良胚の患者よりも低値であった。 
＜結語＞内服によるサプリメント治療を行うも、酸化ストレスが中等度以上と評
価される場合、高濃度ビタミン C 点滴により抗酸化効果の強化は卵子の発育に良
好な影響を与える可能性が考えられる。

O11-4	 当院における妊産褥婦人の骨代謝関連の新たな試み：将
来的な運動器抗加齢のための経時的な骨代謝検査の意義

○牧田　和也
牧田産婦人科医院

【目的】当院では、2018 年 1 月より出産後から退院までの間に超音波法による踵
骨骨密度測定を施行し、その結果を一昨年の本学会にて報告した。そして 2019
年 1 月より、妊娠前期・後期の血液検査施行時にも骨密度測定を行い、さらに「カ
ルシウム自己チェック表」を用いたカルシウム摂取状況の調査と指導ならびに血
清 Ca・ビタミン D（25OHD）濃度の測定を患者の同意の下に分娩後も含めて 3
回行い、昨年の本学会にて妊娠 3 ヵ月時の結果を報告した。今回は、妊娠前期・
後期・分娩後と経時的に検査を 3 回施行した症例における結果を報告する。尚、
本研究に関しては、日本更年期と加齢のヘルスケア学会倫理委員会の承認を得て
いる。【方式】2019 年 1 月以降に当院で妊婦検診を開始し、2020 年 12 月末まで
に妊娠前期・後期・分娩後の 3 回の検査を施行し得た症例 128 例（平均年齢：
30.3 歳、年齢分布：21 ～ 42 歳）を対象とした。【結果】①血清 Ca 値は、前期に
比して後期と分娩後は有意に（p<0.01）低値であった。②血清 25OHD は、妊娠
前期・後期に比して分娩後は有意に低値であった。③踵骨骨密度も、妊娠前期・
後期に比して分娩後は有意に低値であった。④「自己カルシウムチェック表」の
前期検査時の記載結果から 20 点以上の者は 1 例も認めず、128 例中 69 例（54.0％）
が 9.5 点以下で「かなり足りない」、45 例（35.2％）が 10 ～ 14.5 点で「足りない」、
残り 14 名が 15 ～ 19.5 点で「少し足りない」という評価となった。④しかしな
がら、128 例中 76 例（59.3％）は、後期検査時・分娩後 1 ヵ月目での点数は増加
傾向を示した。【結論】今回の結果から、妊娠経過に伴い血清 Ca は正常範囲内で
はあるが妊娠後期に低下傾向を示し、ビタミン D は元々が欠乏状態であるが、分
娩後は更に低値になることが判明した。また、「自己カルシウムチェック表」に
記載することで、カルシウム摂取の現状を知り、妊娠時からの十分なカルシウム
摂取の重要性を認識するきっかけになることが示されたが、その後どれだけ継続
出来ているかが課題である。尚、この演題に関する利益相反は認めない。



214

The 21st Scientific Meeting of the Japanese Society of Anti-Aging Medicine

一
般
演
題

O12-3	 ALS 患者における低酸素ストレスを可視化する

○山下　　徹1、畠山　哲宗2、佐藤　恒太1、福井　裕介1、菱川　　望1、
武本　麻美1、太田　康之1、西山　佳宏3、河井　信行4、田宮　　隆2、
阿部　康二1

1岡山大学大学院脳神経内科学、2香川大学脳神経外科、3香川大学放射線科、
4かがわ総合リハビリテーション病院

筋萎縮性側索硬化症（ALS）は、運動ニューロンは進行性に変性・消失する原因
不明の疾患であり、人工呼吸器を用いない場合 2 ～ 5 年で死亡する致死的疾患で
ある。また ALS 患者の一部は前頭側頭型認知症（FTD）を発症し、認知機能障害
も引き起こされることが知られている。
これまでの研究結果から、ALS の病態に低酸素ストレスが関与することが示唆さ
れていたが、positron emission tomography （PET）を用いた低酸素ストレスの検
討は ALS 患者では行われていなかった。そこで今回我々は 18F- fluoromisonidazole 
(FMISO) PET を用いることで、9 名の上肢筋萎縮を呈する ALS 患者と 10 名のコン
トロール患者の頚胸髄の低酸素ストレスを評価した。その結果、ALS 患者では、
C １と C5 レベル脊髄における 18F- FMISO 取り込みがコントロール患者と比較し
て大幅に増加していることが明らかになった（** p <0.01）。さらに C5 レベルの
18F- FMISO 取り込みと ALS FRS-R スコア低下速度の間に強い相関を認めた（R = 
0.781、* p = 0.013）。以上の結果から、ALS 患者脊髄では低酸素ストレスが増加
していることが示された。低酸素ストレスとそれに対する不十分な生体反応はそ
の後に引き起こされる運動ニューロン死に関与している可能性があり、その是正
が治療標的の１つとなりうると考えられる。

O12-4	 非侵襲に採取可能な組織の AGEs 定量法の確立

○田中�誠太郎、伴　　郁穂、勝田　奈那、富永　悠幹、加藤�紗優里、
須川�日加里、永井　竜児

東海大学大学院農学研究科

【目的】糖尿病は進行過程において①自覚症状が少ない、②完治が困難という特
徴を示し、病態進行に伴い神経障害、網膜症、腎症等の合併症に進展するため
QOL 低下の要因となる。これら合併症の発症は、メイラード反応前期生成物の一
つであるヘモグロビン A1c では予測が困難であるが、終末糖化産物 (AGEs) は合
併症進行のマーカーとなる可能性が期待されている。健康 21 推進フォーラムでは、
糖尿病の治療が必要と診断後、医療機関を受診しない患者の割合は 4 割と報告さ
れている。そのため、一般者でも採取可能な組織の AGEs 量を評価出来れば、未
受診患者を含めた QOL 低下の抑制に期待できる。そこで、非侵襲的に採取可能な
毛および爪に着目し、質量分析装置で AGEs を測定する手法を検討した。 

【方式】ストレプトゾトシンで 1 型糖尿病を誘発した Wistar rat の体毛および爪を
採取し、液体クロマトグラフィー飛行時間型質量分析装置 (LC-TOFMS) で Nω

-(carboxymethyl)lysine (CML), Nε-(5-hydro-5-methyl-4-imidazolone-2-yl)-ornithine 
(MG-H1), Nδ-(carboxymethyl)arginine (CMA), Nε-(carboxyethyl)lysine (CEL) を測定
した。 

【結果】測定部位の検討を行った結果、頭部、腹部、背部、臀部の毛中 AGEs は誤
差が少なく、安定した測定が可能であった。そのため、どの部位を用いても AGEs
評価が可能であるが、伸長速度が速く、より早期の代謝が予想される背部の毛を
選定した。さらに、親指、人差し指、小指の爪における CMA や MG-H1 の検出値
は変動が大きく、評価が困難なため各種 AGEs の検出値の変動が少ない中指を選
定した。これまでと同様、数種の血中 AGEs は糖尿病により増加したが、毛中
AGEs は血清より高い変動率を示した。爪中 AGEs も糖尿病で増加することが確認
されたが、変動率は血清より低値を示した。 

【結論】本測定により毛および爪の AGEs の測定が可能となった。また、数種の
AGEs が糖尿病の発症で有意に増加することが示されたため、毛・爪は代謝を評
価できる新たな組織として期待できる。 

O12-1	 加齢過程における抗酸化プロファイルの変化

○平山　　暁1、長野�由美子1、松﨑　秀夫2、大和田　滋3

1国立大学法人筑波技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センター、
2福井大学子どものこころの発達研究センター、3あさおクリニック

【目的】
多くの加齢性疾患において酸化ストレスの関与が明らかにされているが，その一
方で加齢過程における抗酸化能の経時的変化には未知な部分が多い．本研究では
小児から成人への加齢過程における抗酸化プロファイルの変化を検討した． 【方
法】 当該施設倫理委員会の承認の下，検体提供に同意の得られた健常成人 30 名お
よび定型発達児 58 名 ( うち 6 歳以下 26 名 ) を対象とした．また自閉症スペクト
ラム障害児 (ASD) および成人慢性腎臓病 (CKD) ステージ G5D 患者血清を比較対象
として用いた．抗酸化プロファイルは，電子スピン共鳴 (ESR) を基盤とした血清
多種ラジカル消去活性測定法 (MULTIS) によりスーパーオキサイド (O2

.-)，ヒドロ
キシラジカル (.OH)，アルコキシラジカル (RO.)，アルキルペルオキシラジカル
(ROO.)，一重項酸素 (1O2) のに対する血清消去活性として評価した．

【結果】
血清 O2

.- 消去活性は加齢とともに増加し，年齢と消去活性間に有意な正の相関を
認めた．逆に，RO. および ROO. 消去活性は若年者において高く，年齢との間に有
意な負の相関が認められた．.OH 消去活性は，小児においては若年齢ほど高く年
齢との間に有意な負の相関が認められたが，16.4 歳を最小点として以降は上昇に
転じた．1O2 消去活性は小児において年齢と有意な弱い正の相関を認めたが，成
人では減少に転じ年齢との相関は消失した．ASD 患児の抗酸化プロファイルは定
型発達児に比べ .OH に対し低下，O2

.- および RO. に対し上昇を認め，より成人健
常者に近いパターンを示した．CKD 患者では O2

.- に対する消去活性が健常者より
も亢進していた．

【結論】
加齢過程における抗酸化プロファイルは一方向的に増大するのでは無く，多元的
に複雑はシフトを形成しつつ変化する．一部の疾患においてこのシフトは病態形
成に関与している． 

O12-2	 超音波照射によるラット血中活性酸素・フリーラジカル
消去能の変化の検討

○市川　　寛1、島田　　遙1、南山　幸子2、秋山�いわき1

1同志社大学大学院生命医科学研究科、
2京都府立大学大学院生命環境科学研究科

【目的】老化を含む酸化ストレス関連疾患の予防には、生体の抗酸化能（活性酸素・
フリーラジカル消去能）を高めることが必須であるとされているが、その手段と
して現在のところ抗酸化食品の摂取や運動習慣の改善が薦められているのみであ
る。本研究は，超音波照射により生体の抗酸化能が変化する可能性を想定し、ラッ
ト へ の 超 音 波 照 射 に よ っ て、•OH（Hydroxyl）、1ΔO2 (Singlet Oxygen)、O2•- 
(Superoxide)、 t-BuOO• (t-Butyl hydroperoxide)、 t-BuO• (t-Butoxyl)、CH3• (Methyl)
の 6 種の ROS の変動について MULTIS（Multiple free-radical Scavenging）法を用
いて計測した。【方法】実験には中心周波数 2MHz の平面振動子（ジャパンプロー
ブ製 2Z30 × 30I）を用いた。①単回照射による検討として、振動面から約 7cm
離して水面に仰向けに配置した Wistar ラットに対し背面から超音波を照射した。 
照射後 10 分、30 分、60 分経過後、腹部大動脈より採血を行った。②周期的照射
の検討として、Wistar ラットに対して隔日 7 日間計４回、臀部へ超音波を照射した。
7 日目の照射より 24 時間経過後、腹部大動脈より採血を行った。【結果】①単回
照射の検討では、•OH に対する消去活性は、Control 群に対してそれぞれ 201％、
150％、115％となり、超音波照射後の抗酸化能の経時的な変化は照射後 10 分群
で有意に上昇し、その後下降していった。②周期的照射の検討では、特に •OH に
対する消去活性が , Control 群に対して有意に上昇した。また、1ΔO2 についても、
Control 群に対して有意に上昇し、他 4 種類のラジカルについても上昇する傾向
が見られた。最終照射後 24 時間経過しているにも関わらず抗酸化能が高い状態
で保たれている事より、単回照射とは異なる抗酸化能の変動であった。【結論】超
音波照射によって , 生体の抗酸化能は上昇する傾向が見られた。単回照射におい
ては、照射後 10 分後が最も有意に抗酸化能が上昇し、その後減少する傾向にあっ
た。また、周期的な照射では、6 種のラジカル全てで抗酸化能は上昇し、特に、
•OH、1ΔO2 の上昇が顕著であった。

一般演題 12 酸化ストレス	2
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O13-3	 Protective	effects	of	edaravone	on	white	matter	
pathology	in	a	novel	mouse	model	of	Alzheimer's	disease	
with	chronic	cerebral	hypoperfusion

○馮　　　田、胡　　欣冉、卞　　之宏、山下　　徹、阿部　康二
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経内科学講座

White matter lesions (WMLs) caused by cerebral chronic hypoperfusion (CCH) may 
contribute to the pathophysiology of Alzheimer's disease (AD). However, the 
underlying mechanisms and therapeutic approaches have yet to be totally 
identified. In the present study, we investigated a potential therapeutic effect of 
the free radical scavenger edaravone (EDA) on WMLs in our previously reported 
novel mouse model of AD (APP23) plus CCH with motor and cognitive deficits. 
Relative to AD with CCH mice at 12 months (M) of age, EDA strongly improved 
CCH-induced WMLs in the corpus callosum of APP23 mice at 12 M by improving 
the disruption of white matter integrity, enhancing the proliferation of 
oligodendrocyte progenitor cells, attenuating endothelium/astrocyte unit 
dysfunction, and reducing neuroinflammation and oxidative stress. The present 
study demonstrates that the long-term administration of EDA may provide a 
promising therapeutic approach for WMLs in AD plus CCH disease with cognitive 
deficits.

O13-4	 老化促進モデルマウス SAMP8 血漿の活性酸素・フリーラ
ジカル消去活性の解析

○市川　　寛1、牧野　那奈1、高木　悠名1、南山　幸子2

1同志社大学大学院生命医科学研究科、
2京都府立大学大学院生命環境科学研究科

【目的】老化促進モデルマウス（SAM) は、老化および老化関連病態を研究するモ
デル動物として開発され、早期に老化兆候を示す近交系マウスである。なかでも
SAMP8 系は早期学習・記憶障害モデルとして確立され、SAMR1 と比較すると 8
～ 12 ヶ月齢（32 ～ 48 週齢 ) で学習記憶能力の顕著な低下が認められる。この
SAMP8 系では酸化ストレスの亢進が加齢に伴って増加することが報告されてお
り、アルツハイマー型認知症の研究を行う上で有用な動物モデルであるとされる。
本研究では、SAMP8 の血漿活性酸素・フリーラジカル消去活性を MULTIS 法にて
解析したので報告する。【方法】本研究では 12 週齢の SAMP8 系雄性マウスおよ
び SAMR1 系雄性マウスを用い、標準食にて 30 週齢まで飼育した。老化度評点に
ついては反応性・毛艶・背骨の屈曲度等の 11 項目について肉眼的観察を行い、
各個体の老化度評点を記録し２群間で比較した。30 週において犠牲死させた後、
血 漿 を 採 取 し 解 析 に 用 い た。 血 漿 に お け る •OH（Hydroxyl）、1ΔO2 (Singlet 
Oxygen)、O2•- (Superoxide)、 t-BuOO• (t-Butyl hydroperoxide)、 t-BuO• (t-Butoxyl)、
CH3• (Methyl) に対する消去活性は、MULTIS（Multiple free-radical Scavenging）
法を用いて計測した。【結果】老化度評点では、SAMR1 群と比較して SAMP ８で
は 18 週齢以降、有意に高い値を示した。また、30 週齢の SAMP8 血漿中の活性
酸素・フリーラジカル消去活性は、SAMR1 と比較し CH3• 以外のすべておいて有
意な消去活性の低下を認めた。【総括】SAMP8 において、血漿中活性酸素・フリー
ラジカル消去活性の明らかな低下を示していることが MULTIS 法にて確認された。

O13-1	 20 年間における水晶体の乱視度数変化について

○大林　知央、福本　光樹、戸田　郁子
南青山アイクリニック

【目的】水晶体については水晶体厚増加，水晶体の着色、硬化の報告は散見され
るが、屈折度数の変化についての報告は少ない。今回は 20 年間の水晶体乱視の
変化について比較検討した。【方式】外来受診目的で来院された 122 眼 66 名、男
性 60 名、女性 62 名、平均年齢 35.0±9.2 歳に対し、初回来院時、初回から 20 年
後来院時の視力、屈折度数、乱視度数を NIDEK 社 のオートレフケラトメータを
用いて測定し、水晶体の乱視度数変化を Jaffe らが用いた式（倍角ベクトル計算）
を使用し比較検討した。【結果】初回来院時水晶体乱視度数 0.853 Ｄ、20 年後 0.953
Ｄ (p<0.05) で、有意な変化を認めた。

【結論】水晶体の加齢に伴い、乱視度数が増加する可能性が示唆された。

O13-2	 MRI テンソル解析による脳梗塞患者の脳可塑性の解析

○篠田　雄一1、石山�すみれ2、丸山　真範3

1茨城リハビリテーション病院、
2筑波大学大学院人間総合科学研究科フロンティア医科学、
3茨城リハビリテーション病院リハビリテーション部

（目的）頭部 MRI テンソル解析は脳の可塑性の検証に有用である事が昨今報告さ
れている。今回、本方法によって脳卒中患者の脳可塑性の解析を試みた。

（対象）当院にリハビリ目的で入院した脳梗塞疾患の 7 名（平均年齢 70.7±13.0 歳、
男性 4 人 / 女性 3 人）。

（方法）当院の MRI（1.5T）によりテンソル解析対象として患者の入院時 fractional 
anisotropy（FA） 脳画像を標準脳変換に経た後、脳内 48 か所の解析関心領域

（Regions of Interest: ROI）とした FA 値の算出をし、FIM 運動スコアとの相関を検
討した。

（結果）解析により、退院時の FIM 運動スコアと FA 間に有意差が認められた（R2
＝ 0.71 p ＝ 0.018） 。

（考察）今後、入院時の FA 値により退院時の ADL が予測可視化可能となると推
測される。

一般演題 13 脳・認知機能制御	2
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O14-1	 TFEB による酸化ストレス誘導性内耳細胞老化の制御

○鈴木　佑奈1、林　　　賢2、五島　史行3、野村　泰之4、槇島　　誠1

1日本大学医学部生化学分野、2神尾記念病院耳鼻咽喉科、
3東海大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野、
4日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野

【背景と目的】 近年、様々な加齢関連疾患の発症において組織内の細胞老化が重
要な役割を果たしていることが報告された。一方で、細胞老化は細胞質内分解機
構として知られるオートファジーによって制御されることが明らかになりつつあ
る。MiT/TFE サブファミリーに属する転写因子 TFEB は、リソソーム生合成やオー
トファジー関連遺伝子の転写を制御し、細胞老化を含む様々な病態に関与するこ
とが報告されている。しかし、加齢性難聴における TFEB の関与は明らかではない。
本研究ではマウス内耳培養細胞に酸化ストレス処理を行うことにより細胞老化を
誘導し、老化表現型におけるオートファジーを介した TFEB の関与について検討
した。
 【材料と方法】 マウスのコルチ器より樹立された内耳培養細胞である HEI-OC1 細
胞を用いた。酸化ストレス誘導剤である亜ヒ酸ナトリウム（NaAsO2）に HEI-OC1
細胞を曝露させた後、細胞増殖率の測定、細胞周期阻害タンパクの発現変化を解
析した。細胞老化特異的なマーカーとして SA-b ガラクトシダーゼ染色を行うこ
とにより細胞老化の評価を行った。これらの細胞老化を誘導する条件下において、
オートファジー活性を調べた。また、TFEB の細胞内局在、標的遺伝子の発現変化
を解析することにより TFEB の活性化を評価した。さらに、TFEB ノックダウン (KD) 
細胞におけるオートファジー活性の変化を解析した。

【結果と考察】 NaAsO2 曝露により、内耳培養細胞は酸化ストレス誘導性に老化
表現型を示した。細胞老化を誘導する条件下では NaAsO2 の濃度依存性にオート
ファジー活性が上昇していることを確認した。また、NaAsO2 曝露後に TFEB の細
胞内局在は細胞質から核へ移行し、標的遺伝子の発現増加が示された。TFEB KD
細胞では NaAsO2 曝露後に誘導されたオートファジー関連タンパクの発現が抑制
された。以上の結果より、内耳培養細胞においては NaAsO2 により TFEB が活性
化し、酸化ストレス応答としてオートファジーを転写レベルで制御することが示
唆された。現在、TFEB KD 細胞における老化表現型の変化について解析中である。 

O14-2	 Streptococcus thermophilus	は抗酸化経路の活性化を介し
て Caenorhabditis elegans の寿命を延伸させる

○東村　泰希1、出坂　夏美1、西川　仁美1、岸永　幸雄2、内藤　裕二3

1石川県立大学生物資源環境学部食品科学科、
2株式会社ミル総本社商品研究開発グループ、
3京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学教室

＜目的＞プロバイオティクスとして繁用される Lactobacillus 属の寿命延伸効果に
関しては複数の既往研究が存在する。しかし、ヨーグルトに含まれるプロバイオ
ティクスである Streptococcus thermophiles（S. thermophilus）の寿命延伸効果につ
いては未だ明らかでない。本研究では、老化研究において汎用されるモデル生物
である線虫 Caenorhabditis elegans（C. elegans）を用いて、S. thermophilus の寿命
延伸効果を検証するとともに、その作用メカニズムの解析を試みた。
＜方法＞線虫は Bristol 株 N2 を用い、標準餌として Escherichia coli OP50（E. coli 
OP50）を与えた。NGM 寒天培地で 4 日齢になるまで飼育し、その後、終濃度が
10 mg/mL となるように調製した E.coli OP50（対照群）、2 株の S. thermophilus（便
宜上、ST-A と ST-B と定義する）を塗布した NGM 寒天培地に移し、生存分析をお
こなった。カロリー制限による寿命延伸ではないことを確認するため、産卵数及
び成長期の体面積の変化を測定した。さらに、定量的リアルタイム PCR 法を用い
て寿命延伸に関わる遺伝子の発現解析をおこなった。
＜結果および結論＞対照群と比較して、ST-A 群および ST-B 群の寿命は有意に延
伸した。また、産卵数及び体面積に関しては対照群と有意な差を示さなかったこ
とから、S. thermophilus 摂取に伴う寿命延伸効果は、カロリー制限に起因する効
果ではないことが示唆された。また、遺伝子発現解析の結果、S. thermophilus の
摂取に伴い、寿命延伸における主要な転写調節因子である daf-16 の発現が有意に
亢進し、その下流遺伝子である sod-3 の発現上昇が認められた。さらに、H2O2 特
異的蛍光プローブを用いて酸化ストレスの蓄積を評価した結果、対照群と比較し
て、ST-A 群および ST-B 群では H2O2 の蓄積が抑制された。以上の結果より、S. 
thermophilus は daf-16 を介した抗酸化経路を活性化させることで寿命延伸効果を
発揮することが示唆された。

一般演題 14 酸化ストレス	3

O13-5	 Neuroprotective	treatment	in	Light-induced	
photoreceptor	degeneration	in	mice	

○Naymel�A.�Guzmán�M.1,2、Kohei�Homma1、Hideto�Osada1、
Eriko�Toda1、Norihiro�Nagai1,2、Kazuo�Tsubota2、Yoko�Ozawa1,2

1Laboratory�of�Retinal�Cell�Biology、�
2Department�of�Ophthalmology,�Keio�University�School�of�Medicine,�
Tokyo,�Japan.

	Purpose: Light exposure (LE)causes retinal degeneration and is involved as a risk 
factor in several retinal diseases such as age-related macular degeneration (AMD), 
however, underlying mechanisms and the rescue strategy of LE-induced retinal 
degeneration is still obscure. 4-phenylbutyric acid (4-PBA), is an aromatic fatty acid 
that is currently used for the treatment of urea cycle disorders due to its properties 
as an ammonia scavenger, in addition, it is also known to act as a chemical 
chaperone, which inhibits endoplasmic reticulum (ER) stressor supports glucose 
metabolism. We hypothesized that 4-PBA can avoid LE-induced retinal 
degeneration, and investigated its effect in a mice model. 
 Methods: 9-week-old male BALB/c mice were divided into 3 groups: Control (No 
LE + injection with PBS as vehicle), LE (LE + injection with PBS as vehicle) and LE + 
4-PBA (LE + injection with 4-PBA diluted in PBS). Mice were dark-adapted 
overnight and received intraperitoneal injections with either PBS or 4-PBA (30 mg/
kg body weight) immediately before LE. They were then light exposed to a white 
fluorescent lamp for 1 hour at 2500 lux. Full-field scotopic electroretinogram was 
recorded in response to the flash light stimuli at intensities ranging from − 2.12 to 
2.9log cd s/m², and immunohistochemistry was done to analyze ONL thickness 
and OS length 4 days after the LE. The TUNEL positive cells were counted in the 
retina 2 days after light exposure.
 Results: At 4 days, LE-induced decrease in the amplitudes of a-waves and 
b-waves, was attenuated in the 4-PBA treated group and there were significant 
reductions in the ONL thickness and OS length in the LE group compared to the 
control that was not seen in the LE + 4-PBA group. At 2 days, there was a 
significant increase in the number of TUNEL positive cells in the LE group 
compared with the control group, however, the number of apoptotic cells was 
significantly lower in the LE + 4-PBA group compared to the LE + vehicle group.  
 Conclusions: Based on these results we concluded that 4-PBA prevented retinal 
degeneration induced by light exposure. Further studies are required to show the 
mechanisms behind the effect of 4-PBA. 
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O15-1	 特性的自己効力感，健康状態，健康に関連した消費者行
動の関係

○森藤�ちひろ1、山本　昭二2

1流通科学大学人間社会学部、2関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科

【背景】近年では消費者が直接得られる健康関連情報は膨大になり，その情報の
獲得手段も多岐にわたる。消費者の情報探索と健康関連行動を把握することによ
り，効果的な情報提供や行動変容の支援が可能になる。先行研究では，高自己効
力感の人は低自己効力感の人よりも情報探索で活用する媒体が多様であることが
明らかにされている。本研究では，特性的自己効力感 (GSE)，健康状態，情報探索，
健康に関連した消費者行動を調査し，疾患の有無，GSE を分類軸とした消費者特
性を検討した。

【方法】2017 年 3 月に 20 歳以上のリサーチ会社モニターの①疾患なし 678 人 (GSE
高 群 332 人，GSE 低 群 346 人 )， ② 生 活 習 慣 病 で 通 院 147 名 (GSE 高 群 91 人，
GSE 低群 56 人 )，③生活習慣病以外の慢性疾患で通院 182 人 (GSE 高群 95 人，
GSE 低群 87 人 ) 計 1007 人を対象に実施した，GSE，情報探索，消費行動に関す
る web 調査結果を用いて分析した。【結果】Kruskal Wallis 検定の結果，①②③群
において，健康に対する自信，健康に対する気配り，健康に対する知識，テレビ
の視聴時間，健康関連支出，健康情報に関する敏感さ，継続健康行動の数におい
て有意差が見られた。情報媒体との接触時間については，読書時間，新聞の閲覧，
ラジオの聴取，Website の閲覧には有意差は認められなかった。さらに，①②③
群を GSE の高低で細分化し Mann-Whitney 検定を行った結果，①②③群の比較で
は，健康に対する気配り，健康に対する知識，健康関連支出，継続健康行動数の
4 項目において特性的自己効力感の高低で有意差が見られ，その 4 項目は自己効
力感が高い人の方が高い結果になった。

【考察】GSE は個々の課題や状況に依存せず人格特性的な認知傾向をみなすことが
できる。ヘルスケアに関する消費者の認識や行動を把握する際には，性別や疾患
等の属性で把握すると共に，特性的自己効力感の高低で患者特性を捉えることの
重要性が示唆された。

O15-2	 A 市における 10 年間の路上喫煙状況の推移

○鈴木　史明1、笠松　隆洋2

1医療法人定性会谷口病院、2神戸市看護大学

【目的】日本たばこ産業の喫煙者率調査によると近年、成人の喫煙者率は減少傾
向にある。そこで、路上においても喫煙が減少しているかを検証するため、通行
人や自動車運転者を対象に喫煙状況の長期調査を行った。【方法】調査期間は
2008 年 1 月 1 日から 2017 年 12 月 31 日までの 10 年間である。調査場所は演者
の自宅から勤務先までの A 市内の路上とした。対象は、通勤時に演者が出会った
通行人と自動車の運転者で、両者の数と喫煙の有無を調査した。通行人は男女別
で成人と未成年に分け、運転者は男女別で集計した。調査結果から、喫煙者に出
会った割合［（喫煙者数／対象者数）× 100（%）］を求めた。本研究は当院倫理
委員会の承認を得ている。【結果】調査日数は 1,594 日である。通行人は延べ
196,786 人 で、 成 人 151,722 人、 未 成 年 45,064 人 で あ っ た。 運 転 者 は 延 べ
198,986 人であった。通行人の喫煙者に出会った割合は、成人男性で 2008 年に
0.73％で 2017 年に 3.68％、成人女性で 2008 年に 0.11％で 2017 年に 1.05％であっ
た。同乗者のいない車を運転中の喫煙者は 2008 年から 2017 年にかけて、男性で
は 2.12 から 4.72％に、女性では 0.71 から 2.95％に増加した。同乗者のいる自動
車内での喫煙男性に出会った割合は、2008 年から 2012 年に 1.45 から 2.43％と
増加したが以後は減少傾向がみられた。同乗者のいる自動車内での喫煙女性に出
会った割合は、2008 年の 0.21％から 2014 年に 1.2％と増加したが、その後は減
少傾向がみられた。未成年の通行人の喫煙者に出会った割合は、男では 2008 年
の 0.68％が 2017 年には 0.20％、女では 2008 年の 0.22％が 2017 年には 0.05％で
あり、男女とも減少傾向にあった。【結論】全国的な喫煙者率の減少に反し、A 市
路上では能動喫煙が増加していた。喫煙禁止区域の増加に伴って、喫煙可能区域
である路上や車内を喫煙場所として選択したことも関与すると考えられる。

一般演題 15 社会・疫学

O14-3	 第 Xa 因子阻害薬アピキサバンは糖尿病ラットの腎臓にお
いて AGE-RAGE- 酸化ストレス系を介した炎症・線維化を
抑制する

○松井　孝憲1、山岸　昌一2

1久留米大学医学部糖尿病性血管合併症病態治療学講座、
2昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門

【目的】終末糖化産物（AGEs）は、蛋白質と糖の非酵素的反応により生じ、糖尿
病や加齢に伴い形成・蓄積される。AGEs は受容体である RAGE（receptor for 
AGEs）を介して活性酸素種と炎症性遺伝子の発現を増加させ、糖尿病性血管合併
症をはじめ、広範な老年疾患に関与することが明らかになっている。我々はこれ
までに、血管内皮細胞及び腎尿細管細胞において、AGEs が受容体 RAGE を介して
トロンビン受容体 PAR-1/PAR-2 を活性化し、炎症性、血栓性因子の発現を増加さ
せ、障害を引き起こすことを見出した。そこで今回、糖尿病腎症における AGE-
RAGE 系と PAR-1/PAR-2 のクロストークに対する選択的第 Xa 因子阻害薬アピキ
サバンの効果について検討をおこなった。

【方式】1 型糖尿病ラットにアピキサバンを投与し、糖尿病腎症に対する改善効果
を 検 討 し た。1 型 糖 尿 病 腎 症 モ デ ル 動 物 は 6 週 齢 の Wistar ラ ッ ト に
streptozotocin を腹腔内投与し作製した。アピキサバンの投与は、経口ゾンデを
用いて、5 mg/kg 体重 /day を 8 週間おこなった。

【結果】アピキサバンを投与した 1 型糖尿病ラットは vehicle 投与群と比べて、血
中 8-OHdG レベルが改善していた。また、腎組織における NADPH オキシダーゼ
構成遺伝子の発現と 8-OHdG レベルがアピキサバンの投与により減少した。さら
に、腎組織の AGEs レベルに加え RAGE、PAR-1、PAR-2 蛋白質の発現、RAGE、
PAR-1、PAR-2 遺伝子、炎症性、接着性因子、線維化に関わる遺伝子の発現がア
ピキサバン投与群で低下した。また、腎メサンギウム細胞にヒト血漿を加えた際
に ROS 産生、炎症性、接着性遺伝子の発現と単球細胞の接着が上昇したが、いず
れもアピキサバンの同時添加により抑制された。

【結論】以上より、アピキサバンは PAR-1- 血栓凝固カスケードをブロックし、
AGE-RAGE- 酸化ストレス系のクロストークを抑制することで炎症化・線維化を阻
害し、糖尿病腎症を改善しうることが見出された。

O14-4	 シリコン製剤は酸化ストレス軽減を通じて慢性腎臓病の
悪化を抑制する

○今村　亮一1、谷口　　歩1、小林　悠輝2、阿部　豊文1、小林　　光2、
野々村�祝夫1

1大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学講座（泌尿器科学）、
2大阪大学産業科学研究所

【目的】慢性腎臓病 (chronic kidney disease, CKD) は年々増加傾向にあり、2012 年
時点で罹患者数が 1,330 万人にのぼると報告されている。国民病として注目を浴
びる一方、本疾患に対し有効性の高い治療法はいまだ存在しない。これまでに
CKD 増悪には酸化ストレスが関与していることや、酸化ストレス抑制には水素投
与が有効であることが報告されているが、簡便かつ有効性の高い水素投与法は確
立されておらず、慢性腎臓病に対する有効性も十分検討されていない。今回我々
は体内で長時間にわたり高容量の水素を発生させうるシリコン製剤 (Si) を開発し、
ラットモデルを用いて有効性を検討した。【方法】7 週齢 SD ラットを導入し、5/6
腎を摘除することにより CKD モデルラットを作成した。通常飼料投与群を対照群
として、Si 含有 (0.1%、0.5%、1％ ) 飼料を投与、8 週間後の腎機能、血中水素濃度、
酸化ストレス等の各パラメータおよび腎病理組織所見の評価を行った。CKD は加
齢に伴い罹患率が上昇するため、各群における長寿遺伝子 Sirtuin 1 (SIRT1) の発現
レベルも同時に測定し、酸化ストレスを含めた関係性を検討した。【結果】Si 投
与群では、血中水素濃度の上昇を認めた。コントロール群に比し、Si 投与群では
いずれの濃度においても血清クレアチニン値および尿蛋白排泄量の増加は有意に
抑制されていた。酸化ストレスマーカーである 8-hydroxy-2’-deoxyguanosine (8-
OHdG)、malondialdehyde (MDA) も有意に抑制されていることが確認できた。
Interleukin-6 やα-smooth muscle actin の発現も Si 投与群では抑制されており、
Si は体内水素産生を通じて酸化ストレスを軽減させ、腎の線維化抑制、腎機能維
持に関与していると考えられた。0.5％および 1% Si 投与群では SIRT1 の発現も上
昇しており、腎機能低下の抑制に関与している可能性が示唆された。【結論】Si
は CKD に対する新たな治療法につながる可能性が示唆された。その一方 SIRT1 抑
制も認めており、酸化ストレスの軽減を通じて、種々の加齢変化に伴う疾患に有
効性を呈する製剤となる可能性が期待できる。
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O16-1	 生活習慣病における健康管理システムの構築

○高瀬　　敦、山口　浩子
先端予防メディカルセンター

【目的】近年、予防医療の重要性が言われ 1 次予防で生活習慣の改善や予防接種、
2 次予防で定期検診などの評価、3 次予防で病気になってからの適切治療やリハ
ビリによる再発防止など、様々な予防に向けた取り組みがなされています。我々
は生活習慣病をターゲットとして、関連の深い健康ファクターを評価して危険シ
グナルを策定し行動変容につながる予防医療のシステム化を試みました。健康
ファクターとして家族歴、生活歴、既往歴、現病歴、健診結果などを組み合わせ
て解析し、環境ファクターの最適化への行動変容に繋げられるかを検討しました。 
我々は生活習慣病の重要なファクターとして、家族歴、既往歴を重視し、そこに
生活歴のファクターを加える事で危険シグナルの有用性を見出す事を目標にしま
した。

【方式】症例は 50 歳代前半の男性、脂質異常症、高尿酸血症、高血圧で治療中です。
生活習慣病として肥満、2 型糖尿病、脂質異常症、高血圧、虚血性疾患、高尿酸
血症について健康リスクを検討しました。調査、解析するリスクファクターとし
て家族歴（遺伝要因）、治療、過食、糖質、脂質、プリン体、塩分、活動、運動、
睡眠などを取得し、疾患別に 4 段階のリスクファクターに分け健康指導を行いま
した。その後の行動変容の状況と 3 か月、6 か月後の検査値を測定しました。

【結果】健康管理システムの構築により行動変容をもたらす事が可能であり、臨
床検査値も改善して有効性を認めました。 

【結論】生活習慣病は本人の健康意識の高さに依存する所が多いです。昨今健康
志向が高まり健康食、サプリメント、フィットネスが盛んに行われていますが、
いかに意識改革して適切な生活習慣の行動変容につなぎ継続できるかが重要かと
考えます。本研究の健康管理システムは、生活習慣に関連する健康ファクターか
ら疾患別に解析したものを視覚的、連動的、継続的に分かりやすく危険シグナル
を提示する事で、健康指導のツールとなり適切な意識改革、行動変容を導く事が
可能となり、予防医療を推進する事ができました。

O16-2	 アンチエイジング健診データからみた血漿 A β 40/42 比
の意義

○米井　嘉一、川端　万葉、横田　早貴、橋本　美帆、八木　雅之
同志社大学アンチエイジングリサーチセンター /糖化ストレス研究センター

【目的】アルツハイマー型認知症ではβアミロイド（Aβ）40 が脳に蓄積し、脳
脊髄液への Aβ42 の移行が減少して血中濃度が低下、その結果 Aβ40/42 比が上
昇する。今回は血漿 Aβ40/42 比とアンチエイジング健診結果との関連について
解析した。

【方法】対象は京都市有隣地区高齢者 36 例（男 16 例 , 女 20 例、79.3 ± 6.44 歳）
と市内大学教職員 21 例（男 18 例 , 女 3 例、49.3 ± 12.9 歳）とした。

【結果】Aβ40/42 比の年齢推移は若年から中高年よりも高齢者で傾きが増す傾向
にあった。ステップワイズ法重回帰分析では従属変数 Y（Aβ40/42）は次式で示
された。教職員：Y = − 0.131 X1( 生活習慣スコア ) + 19.7、自立高齢者：Y = 0.106 
X4( 神経年齢 ) + 0.115 X1( 生活習慣スコア ) + 0.0372 X2( 心身ストレススコア ) - 
0.0221 X3( 骨年齢 ) - 6.68。教職員では生活習慣の良好者で Aβ40/42 の低下傾向
がみられた。生活習慣スコアは飲酒量、喫煙量、運動習慣、睡眠時間に基づいて
算出され、スコアが高いほど生活習慣が良好である。有隣高齢者では神経年齢が
高い者、心身ストレスが少ない者で Aβ40/42 が高い傾向がみられた。心身スト
レススコアは血清 cortisol/DHEA-s 比を指標とし、値が低いほどストレスが弱くス
コアは高くなる。認知症の進行ともに社会活動への参加機会が減った結果、心身
ストレススコアが高くなったものと推定している。男女比較では女性（骨密度が
低く骨年齢が高い）の方が Aβ40/42 が低い傾向がみられた。

【結語】高齢者では精神身体活動に伴う適度なストレスが認知症予防に必要であ
る可能性が示唆された。

一般演題 16 検査法・ドック

O15-3	 チーム医療における指導士の役割	
	－在宅医療における保険診療上の評価－	

○葦沢　龍人
東京医科大学病院医療保険室

近年、医師および医療スタッフの専門性を前提とした、多職種連携によるチーム
医療の提供が推奨されている。その効果として①医療の質の向上、②医療安全の
向上、③医師の負担軽減、④医療費の軽減等が期待される。厚生労働省は平成 22
年チーム医療の推進として、医療スタッフが現行制度の下で実施可能な業務を具
体的に示している（「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進につい
て（医政局長通知）」）｡
本学会が提唱するアンチエイジングドックは、多職種連携によるチーム医療の典
型的な場といえる。受診者の老化度および老化危険因子を評価の後、それらのデー
タに基づきライフスタイル、食事および運動等の指導が、本学会により認定され
た指導士 ( 看護師、保健師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士、臨床検査技師等 ) も加わり実施されている。しかし、現行の健康保険
制度の基では、アンチエイジングドックは保険診療の対象とはならない（健康保
険法第 1 条）。
一方、医療スタッフによる在宅医療への参画は、多職種連携によるチーム医療と
して評価され保険収載されている。平成 30 年度の診療報酬改定でも、地域包括
ケアシステムの構築と医療機能の分化・強化、連携の推進として、｢質の高い在
宅医療・訪問看護の確保」が示されている。在宅医療・訪問看護では高齢者が対
象として多く含まれ、既に超高齢化社会（現在 65 歳以上の高齢者割合は 28% 以上）
を向かえているわが国では、医療スタッフ（指導士）の役割はますます重要となる。
今回その一端として、C005 在宅患者訪問看護・指導料、C006 在宅患者訪問リハ
ビリテーション指導管理料、C008 在宅患者訪問薬剤管理指導料、C009 在宅患者
訪問栄養食事指導料、C010 在宅患者連携指導料、C011 在宅患者緊急時等カンファ
レンス料、その他加算等について紹介する。
医療スタッフにとって指導士資格の取得は、より質の高い医療行為の裏付けとな
り、アンチエイジングドックのみならず保険診療においても貢献できるものと考
える。

O15-4	 加齢に伴い低下する自律神経機能（心拍変動）とメタボ
リックシンドローム関連因子の関係

○坪川　雅哉1,2、由井　　慶1、伊藤　幸彦1、中路　重之2

1株式会社ファンケル、
2弘前大学大学院医学研究科フレイル予防学研究講座

【目的】心拍変動（HRV）低下の関連因子について、欧米人における報告は多数あ
るが、アジア、特に日本人を対象とした報告は限られている。そこで、我々は岩
木健康増進プロジェクト健診で HRV を測定することにより、日本の一般住民にお
ける HRV 低下の関連因子を調査した。【方式】2019 年に岩木健康増進プロジェク
ト健診に参加した 1065 名について、自律神経機能として 90 秒間の HRV 測定を
実施し、RR 間隔の変動係数である CVRR を評価した。空腹時の血液検査項目とし
て糖代謝、脂質代謝マーカー及び血圧値を評価した。HRV 測定において心拍不安
定などの測定エラーが検出された 79 名を除いた 987 名を解析対象として、CVRR
と各血液検査項目及び血圧との関連性についての調査を行った。

【結果】CVRR 低下と加齢及び高 BMI に関連が認められた。また、CVRR を目的変数、
各血液検査項目及び血圧を説明変数として、年齢、性別、BMI を調整して多変量
回帰分析を実施した結果、CVRR 低下と HbA1c、トリグリセリド、拡張期血圧の
高値が関連していた。【結論】日本の一般住民における HRV 低下には年齢、性別、
BMI に独立して HbA1c、トリグリセリド、拡張期血圧の高値が関連していた。
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O17-1	 年齢と男性生殖器のサイズ

○池谷　　博1、鈴木　基文2

1京都府立医科大学大学院、2東京都立墨東病院泌尿器科

【目的】法医学では大規模災害以外に毎日多数の身元不明死体が発生している．こ
れらの身元判明には年齢が非常に重要な情報であるが，正確に推定する方法は知
られていない．当教室では，テストステロンの経年暴露により前立腺が肥大し，
血清中の前立腺特異抗原が増加することから，前立腺重量や PSA 値の測定が年齢
推定の一助になると報告した．今回，同様にテストステロンの経年暴露を受けて
いる男性生殖器の，外表から観察できる陰茎等の計測値に関して年齢との相関を
調査した．【方法】京都府立医大の死後 3 日以内の 419 例の解剖症例で，解剖時
に計測された陰茎自然長（FPL)，陰茎牽引長（SPL)，陰茎周囲径（PC) を材料とし，
0 歳～ 94 歳を 9 つの年齢群に分け，Tukey-Kramer 法で検定した．年齢以外の要
素の男性生殖器の計測値への影響を見るために，30 ～ 50 歳代の 126 人について，
FPL,SPL,PC，身長，体重，精巣重量，前立腺重量，鼻の大きさをペアワイズ法に
より Pearson の積率相関係数を算出した．【結果】0-12 歳の群では，FPL,SPL,PC
が他の群に比較して有意に短かった (P < 0.001). この群を除くと FPL と PSL は，
各群の間で有意差は認めなかった．PC は 70 歳代の群で 30 歳代 (P = 0.002) と，
40 歳代 (P = 0.005) よりも有意に短かった．陰茎伸長率（PSR) は，40 歳台がすべ
ての群で一番高く，70 歳代 (P = 0.042) 及び 80 歳代以降 (P = 0.004) の群と比較し
て有意であった．30 ～ 50 歳代での検討では，FPL と PSR にやや高い負の相関を
認めたが（R=-0.690),FPL と SPL で (r=0.565),SPL と鼻の大きさで (r=0.564) で相関
を認めた．鼻の大きさは，年齢と PC 以外のすべての計測値に対して，相関を認
めた (r=0.212-0.564)．【考察】SPL が思春期まで発達した後，成長が止まり，高齢
になると短縮するのは，男性機能の成熟と低下に関係するのかもしれない．成長
による変化が少ない鼻の大きさが生殖器の計測値と相関するのは，出生時に生殖
器の大きさはすでにある程度決まっている可能性があり，胎生期のテストステロ
ン暴露が生殖器の大きさに影響しているという報告とも符合する．

O17-2	 本邦における頭髪の生え際についての考察

○樫山　和也、原口　莉奈、伴　　楓子、吉田　大作、福田�麻衣美、
古賀　紘子、伊達　直人、田中　克己

長崎大学形成外科

[ はじめに ] 前額部から眉部部分の顔面上 1/3 の領域は、その個人の印象を形作
る一つの要素となっている。前額部を形作る要素には骨格、皮膚の性状などの骨
軟部組織による形だけでなく、頭髪の生え方や眉毛の位置など毛の位置や性質も
含まれる。その形態は人種、民族また性別や年齢により差異を認める。本邦にお
ける前額部の形態について検討した。[ 方法 ] 前額部の形態（形、広さ、頭髪の
生え際の形）について、統計学的に評価した。[ 結果と考察 ] 前額部の形態は性
差を認めるとされる。男性は生え際が M-shape であることが多いのに対して、女
性は smooth であることが多い。また Trichion-Nasion 間の距離は男性で広く、女
性でやや狭い。前額部の Convexity は男性でやや convex、女性ではやや sloping
である。Nasofrontal angle は男性で acute であるのに対して、女性では obtuse
である。LGBT（Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender）並びにインターセック
スの人権の確保を求めて 2006 年に成立したモントリオール宣言（Declaration of 
Montreal on Lesbian, Gay, Bisexual and TransgenderHumanRight） 以 降、
transsexualism や transgender に対するホルモン療法や手術療法に対する関心が
高まっている。Facial feminization surgery に代表される顔の Gender Affirmation 
surgery において前額部の形態は生え際の形、生え際から眉部までの距離、形、
眉部から鼻部への移行形態などを主として検討されることが多い。現在、基準値
として報告されているものは欧米のものがほとんどで、本邦での報告は少ない。
本邦での形態の性差について検討した。

一般演題 17 見ため	1

O16-3	 下顎骨構造観察による新しい加齢変化の評価方法　－歯
科用コーンビーム CT 画像の観察による予備実験－

○熊谷　章子1、泉澤　　充2、高橋　徳明2

1岩手医科大学法科学講座法歯学・災害口腔医学分野、
2岩手医科大学歯学部口腔顎顔面再建学講座歯科放射線学分野

【目的】近年歯科臨床領域において，パノラマエックス線画像を用いた骨粗鬆症
スクリーニングが報告されている．一方われわれは過去の研究で，デジタルパノ
ラマエックス線画像上の下顎骨下縁皮質骨および皮質骨上縁−オトガイ孔下縁間
の画像表示濃度と年齢との相関性を確認したところ，加齢とともに画像上の濃度
が増加する結果を得た．これは加齢に伴う皮質骨の菲薄化や海綿骨骨梁構造の低
密度変化の進行に対して，骨構造の生理・組織学的変化が画像表示濃度に反映し
たことが考えられた．そこで加齢に伴う骨構造の変化について，歯科用コーンビー
ム CT（以下 CBCT）画像上での視覚的な判断指標を導き出し，高齢化社会におけ
る臨床領域への応用の可能性について検討した．【方法】対象は 2011 年 2 月から
2015 年 5 月に旧岩手医科大学附属病院歯科医療センター歯科放射線科にて，歯科
的診断および治療を目的に撮影された 40 症例である．顎骨の形態異常等を認めず，
顎骨骨髄炎と診断されていない男性 20 症例（22 ～ 75 歳），女性 20 症例（20 ～
88 歳）で同条件の撮影，スライス厚の CBCT 画像を準備した．残存歯の状態に依
らず観察部位を共通にするため，下顎下縁平面と平行なオトガイ孔レベルの水平
断層像を再構成し観察領域とした．下顎臼歯部皮質骨・海綿骨について加齢に伴
い変化するパターンを観察し，最終的に次の 4 つの段階に分類した；1- 皮質骨と
海綿骨の境界が滑らか，2- 皮質骨から海綿骨へ骨梁が突起状に伸びる，3- 頰舌側
皮質骨に繋がる放射状の骨梁を認める，4- 皮質骨と海綿骨との境界と骨梁構造が
不明瞭．対象症例について弁別，分類し，各段階の年齢分布を比較した．【結果】
それぞれの段階の平均年齢は，1- 24.8 歳，2- 40.8 歳，3- 52.4 歳，4- 58.0 歳で，
段階の上昇に伴い平均年齢も増加していた．しかし男性では段階 3，女性では段
階 2 と 3 に年齢分布のばらつきが大きかった．【結語】CBCT 画像上で確認できる
皮質骨と海綿骨の所見は，性差や残存歯の影響等更なる検討を加えることで，有
効な加齢変化に関する指標となる可能性が考えられた。

O16-4	 加齢性声帯萎縮に対する音声治療の生理学的効果：喉頭
筋電図を用いた検証

○金子　真美、杉山�庸一郎、布施　慎也、椋代　茂之、平野　　滋
京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室

【目的】音声障害は単に声が出にくいというだけではなく、社会生活や QOL に大
きな影響を与える。加齢に対する備えはどの臓器においても重要であるが、声も
老化する事が知られておりその対策が求められる。年とともに声帯粘膜及び声帯
筋は萎縮し、その結果、「かすれ声」「弱々しい声」「声が続かない」「声を出すと
疲れる」などの症状を呈し、徐々に社会からの隔離にすら繋がるため深刻である。
発声時の呼吸と共鳴機能を調整して、声の機能的問題に対処するものを音声治療 
( 音声訓練 ) と呼ぶが、この音声治療により加齢性声帯萎縮の声帯振動や音声機能
に改善がもたらされることが世界的に報告されている。しかしその生理学的機序
はまだ解明されていない。本研究では加齢性声帯萎縮に対する音声治療効果につ
いて喉頭筋電図を用いて前向きに検証した。【方法】加齢性声帯萎縮と診断され
た 60 歳から 87 歳 ( 平均 72 歳 ) 10 例に対し、音声治療を約 12 週間施行した。音
声治療前後に内視鏡検査、空気力学的検査、音響分析、喉頭筋電図を施行し音声
機能を評価した。【結果】最長発声持続時間、声門下圧、声の周期のゆらぎ・振
幅のゆらぎ、声帯振動振幅、及び自覚的評価において治療後有意な改善がみられ
た。また喉頭筋電図上で平均発火頻度が有意に改善した。【結論】加齢性声帯萎
縮に対する音声治療は、音声機能及び声帯筋の筋活動を向上することが示され、
声の老化予防に有効であることが実証された。
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O18-1	 白斑におけるデルゴシチニブ軟膏の有効性

○大塚　篤司
京都大学医学部外胚葉性疾患創薬医学講座

白斑の治療は、ステロイド外用剤とビタミン D3 軟膏に加え、紫外線療法が一般
的である。改善が乏しい場合、侵襲性のあるサクションブリスター法など用いる
ことが多い。デルゴシチニブ軟膏はアトピー性皮膚炎に対して承認された JAK 阻
害剤である。海外では JAK 阻害剤の内服治療にて白斑が改善したとの報告がある
が、JAK 阻害剤の外用剤の効果は不明な点が多い。我々は頚部の尋常性白斑に対し、
既存の外用治療抵抗性の患者に対しデルゴシチニブ軟膏が効果的であった症例を
経験した。JAK 阻害剤の作用機序やこれまでの報告を踏まえ報告する。

O18-2	 NMN とオートファジー誘導剤を nano	PDS 化した化粧品
ルフレボヌールの老化皮膚細胞に対する活性化能の評価

○宇都　義浩1、田坂　　徹1、久米　尚志2、國方　香織2、稲垣　　正3

1徳島大学大学院社会産業理工学研究部、2サンクレール合同会社、
3一般社団法人次世代吸収研究会

【目的】β-Nicotinamide mononucleotide (NMN) はあらゆる生物の細胞に存在し
ている物質であり、Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) を生成して抗老化
遺伝子サーチュインを活性化する働きを持つ。サーチュインの活性化は、基礎代
謝の上昇や老化関連疾患の病態の軽減、皮膚の老化防止に繋がることが報告され
ている。また、オートファジーは細胞質内のタンパク質や細胞内小器官を分解・
再利用するシステムであり、加齢や光老化に伴って皮膚のオートファジー活性が
低下することが指摘されている。しかしながら、NMN やオートファジー誘導ペ
プチドは高い水溶性のために経皮吸収させることが困難であった。そこで本研究
では、NMN やオートファジー誘導ペプチドを粒子状態のままオイルコーティン
グして皮膚の標的部位まで浸透させる nano PDS 技術を用いて開発した化粧品 “ ル
フレボヌール ” を用いて、皮膚細胞に対する種々の機能性の評価を行った。【方式】
正常ヒト表皮角化細胞または老化させたヒト皮膚線維芽細胞を用いて、nano PDS
化 NMN 化粧品（比較対象）または、nano PDS 化 NMN ＆オートファジー誘導ペ
プチド（ルフレボヌール）を添加し、酵素活性、蛍光標識、ELISA、等を用いて各
アッセイを行った。【結果】ルフレボヌールは老化させたヒト皮膚線維芽細胞に
対して、NMN 単独群に比べて有意に高いオートファジー誘導活性、ミトコンド
リアの ATP 産生能、抗老化活性を示し、NMN 単独群と同等の高いヒアルロン酸
産生能を示した。また、ルフレボヌールは正常ヒト表皮角化細胞に対して、NMN
単独群に比べて有意に高い増殖促進作用を示した。【結論】ルフレボヌールは、
NMN およびオートファジー誘導ペプチドの作用により皮膚細胞の老化を抑制し
つつオートファジー活性を誘導してミトコンドリアを再生・活性化してヒアルロ
ン酸を産生すること、また、表皮角化細胞の新陳代謝能も促進することが明らか
となった。

一般演題 18 見ため	2

O17-3	 油溶性パックシートとスキンケア化粧品の併用による乾
燥小ジワ改善効果

○加藤�安佳梨、吉本　有希、河野�麻実子、川上　宏智
森下仁丹株式会社ヘルスケア事業本部ヘルスケア研究開発部

【目的】水分を含まない粘着剤にビタミン等の成分を配合し不織布に塗工された
油溶性パックシート（以下，パックシート）を，スキンケアを行った後に一晩目
元に貼付して翌朝剥がした際の目尻のシワに及ぼす影響について，同一被験者の
パックシート貼付部位と無貼付部位を比較検討することを目的とした．

【方式】目尻に小ジワのある成人女性 21 名に，1 日 1 回，夜の洗顔後（入浴後）に，
普段使用している化粧水および乳液を塗布してしっかりと肌になじませた後，指
定された片方（右側または左側）の目尻にパックシート 1 枚を貼付させた．その
まま一晩就寝し，翌朝パックシートをゆっくりと剥がした．パックシートを貼付
していない側の目尻には，普段の化粧水及び乳液のみを使用した．6 週間の連続
使用後，レプリカによる斜光照明を用いた二次元画像解析評価．目視および写真
による目尻のシワグレード評価および角層水分量測定を実施した．抗シワ評価に
ついては，化粧品機能評価法ガイドラインに基づいて行った．

【結果・結論】貼付部位と無貼付部位の比較（群間比較）により有効性の評価を行っ
た結果，最大シワ最大深度（解析箇所における最大シワ中の，一番深い箇所の深度）
及び角層水分量の変化量において，パックシート貼付部位・無貼付部位間に有意
な差がみられた．角層水分量は，パックシート自体にほぼ水分が含まれていない
にもかかわらず有意に上昇した．シワグレードについては，貼付部位のみで貼付
前に比べて有意な改善効果が確認された．以上より，油溶性パックシートとスキ
ンケア化粧品を併用することにより，乾燥による小ジワの改善効果が期待できる
ことが示された．

O17-4	 非接触低出力超音波は毛周期を制御して発毛を促す

○高田　弘弥1、長田　康孝1,2、星　　貴之3、小川　　令1,4

1日本医科大学抗加齢予防医学講座、2アンファー株式会社、
3ピクシーダストテクノロジーズ株式会社、4日本医科大学形成外科

【目的】われわれは、非接触で低出力超音波（超音波周波数 : 40 kHz、バースト幅 : 
50 m 秒、バースト周期 : 10 Hz、照射時間 : 20 分 / 日）を発生できる装置を脱毛
症の治療向けに開発し、健常者を対象とした臨床試験（UMIN000038797）から発
毛効果を見出した。AGA（男性型脱毛症）治療外用薬であるミノキシジルの代替
法として、非接触低出力超音波が毛周期を制御し、細胞機能を正常化する可能性
がわかってきた。そこで、非接触低出力超音波の細胞応答とその作用機序の解析
をあらためて検討した。【方式】剃毛した 8 週齢 C57BL/6J 雄マウスの背部正中頭
側部 1 箇所に、直径 20 mm の範囲に 5％ミノキシジル塗布あるいは低出力超音波
照射を施し、無処置群と比較した。また、刺激開始 1 週間後に背部正中 3 箇所か
ら組織を採取し、どのように遺伝子発現量の変化が伝播されるのか調べた。さら
に、背部を剃毛し左側臥位させたマウスの右側頭側部 1 箇所に超音波刺激を付与
した時の発毛も同様に評価した。【結果】低出力超音波を照射したマウスは、刺
激なしのコントロールに比べて全身で発毛促進が観察され、それらはミノキシジ
ル塗布の場合よりも適度な毛成長が見られた。左側臥位し右側に低出力超音波を
照射した場合も、ヒトと同様に照射部位及びその周囲で発毛促進が認められ、遺
伝子パターンは毛幹を形成する成長期へと移行することも一致していた。一方、
KATP チャネル（とくに Kir6.1/SUR2B から構成されるチャネル）の強力な阻害剤で
ある U-37883A は、超音波刺激下で発毛遅延を示した。【結論】非接触低出力超音
波は、ミノキシジルと同等以上の発毛促進効果が期待できることが認められた。
また、発毛関連遺伝子発現の特異的な増強は、KATP チャネル阻害剤を用いた実験
から KATP チャネル（SUR2B/Kir6.1）の選択的開口に関与している可能性が示唆さ
れた。SUR2B/Kir6.1 活性化と遺伝子変化の相関からマウスに対する発毛メカニズ
ムの全容解明を検討し、さらに、AGA 患者だけでなく、加齢や女性の薄毛に関す
る臨床研究も進め、新しい発毛治療法の開発を目指す。
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O19-1	 フェアリー化合物（2-aza-8-oxohypoxanthine）のヒト皮
膚バリア機能回復効果および安全性

○青島　央江1、伊吹�リン太1、河岸　洋和2

1ビタミン C60 バイオリサーチ株式会社、
2静岡大学学術院農学領域応用生物化学系列グリーン科学技術研究所

【目的】フェアリーリングを形成する食用キノコから発見された、植物の成長を
制御する物質を「フェアリー化合物」と命名した。フェアリー化合物のうち、
2-aza-8-oxohypoxanthine（以下 AOH）に着目し、世界で初めて AOH を機能性化
粧品原料として実用化するための有効性、安全性を検証した。【方法】細胞賦活
作用：正常ヒト表皮細胞を用いて、MTT アッセイにより、細胞に対する影響を調
べた。DNA マイクロアレイ：正常ヒト表皮細胞を培養し、精製した RNA を使用
して、約 150 種類の皮膚関連遺伝子を対象として mRNA 発現チップ解析を行った。
臨床試験：22 名の健常者を対象とし、半顔にアクティブ、半顔にプラセボ化粧水
を 1 日 2 回 8 週間朝晩塗布した。角層水分量、TEWL、肌明度等を測定して解析
した。安全性評価：変異原性（Ames）試験、in vitro 皮膚刺激性試験・光毒性試験・
皮膚感作性試験（3 種類）、ヒト光毒性＆光感作性試験、ヒト皮膚感作性試験、ヒ
トパッチテストを実施した。【結果・考察】AOH は、細胞障害性（～ 500 μg/
mL）を示すことはなく＜ 31.3 μg/mL では、細胞賦活作用が認められた。このこ
とから、細胞を活性化する効果を有している可能性が考えられたことから、DNA
マイクロアレイを用いて、AOH の皮膚に対する効果を検証した。その結果、AOH
の添加により、細胞間接着、角層剥離、細胞分化に関わる遺伝子群、コーニファ
イドエンベロープ構成タンパク質、ヒアルロン酸合成酵素遺伝子において、統計
学的有意に発現量が増加した。この結果から、AOH は表皮の分化・成熟化に広く
作用している可能性が考えられた。臨床試験を行った結果、角層水分量の増加、
TEWL の減少が認められたことから、DNA マイクロアレイを立証する結果が得ら
れた。安全性評価：いずれの試験においても副反応は認められず、化粧品原料と
して安全に使用できると判断した。【結論】AOH は、皮膚のバリア機能を強化す
る機能性化粧品原料として有効であり、かつ安全に使用できる可能性が高い。

O19-2	 ミトコンドリアユビキチンリガーゼ MITOL の毛包及び色
素細胞における機能の解析

○新井　良平、谷　　優治、鈴木　一裕、阿部　晃也、長濱　　徹、
高岡　彰子

大正製薬株式会社セルフメディケーション開発研究所

【背景・目的】MITOL（MARCH5）とは、ミトコンドリア外膜に局在する E3 ユビ
キチンリガーゼである。MITOL は、種々の組織で加齢に伴い低下することが解明
されており、また、MITOL の皮膚上皮細胞における欠損は、早期の脱毛および白
髪化につながることが報告されている。MITOL をノックダウン（KD）した毛包角
化細胞では、毛包幹細胞など上皮系細胞の維持に必須の COL17A1 や色素系細胞
の維持に必要な KITL 等の分子の発現低下が見られることから、これが上皮細胞に
おける MITOL 欠損の脱毛・白髪化促進のメカニズムであると考えられている。本
研究では、新たに毛乳頭細胞及び色素細胞で MITOL を KD した際の表現型を検証
し、これらの細胞における MITOL の重要性を明らかにすること、また、各細胞に
おける MITOL の産生促進素材とその作用を見出すことを目的とした。【方法・結果】
ヒト毛乳頭細胞及び色素細胞培養系それぞれに対し、MITOL siRNA を導入し、そ
の細胞増殖及び遺伝子発現などに及ぼす影響を評価した。毛乳頭細胞の増殖は
MITOL KD により抑制されたもの軽微であった。一方で色素細胞の増殖は MITOL 
KD により著しく抑制され、さらに、色素産生酵素や輸送因子等の発現低下がみ
られたことから、MITOL は色素細胞の生存及び機能に極めて重要な働きをするこ
とが示唆された。次に、上皮系細胞で MITOL 発現促進作用を示すことを見出して
いるボタンピエキスをこれらの細胞に添加したところ、上皮系以外の細胞におい
ても MITOL の発現が促進し、ボタンピエキスは細胞種に関らず、広く MITOL 発
現促進のために活用可能であることが示唆された。現在、MITOL KD の影響や、
ボタンピエキスをはじめとした MITOL 発現促進素材の作用について、さらなる解
析を進めている。【結論】色素細胞においても MITOL は重要な働きを有すること
が明らかになり、加齢による白髪化のメカニズムに関与する可能性が示唆された。
MITOL の発現を上昇させるボタンピエキスは、白髪の予防・改善を含む毛包・皮
膚のアンチエイジングのために活用できる可能性がある。

一般演題 19 見ため	3

O18-3	 馬ガラクトシルセラミドによる角層セラミド合成促進効
果

○五十嵐�多美1、柳　　大樹1、八木　政幸1、芋川　玄爾2、市橋　正光3

1ロゼット株式会社、2宇都宮大学、3アーツ銀座クリニック

【目的】セラミドは皮膚角層における水分保持機能やバリア機能に重要な役割を
持つことが知られ、角層セラミドが減少すると、乾燥やバリア機能低下を生じ、
アトピー性皮膚炎や老人性乾皮症の発症要因となることが多数報告されている。
ガラクトシルセラミドを主成分とする馬由来セラミド（HC）は、アトピー性皮膚
炎患者を対象とした使用試験により、肌状態や保湿力を改善する効果が報告され
ているが、そのメカニズムは不明である。本研究では、HC が角層水分保持やバ
リア機能に与える効果とそのメカニズムを明らかにすることを目的として、培養
ヒト 3 次元表皮モデル（RHEEs）用いて、HC の角層セラミド合成促進作用を調べ
た。【方法】HC を添加し 10 日間培養した RHEEs の角層を回収して脂質を抽出し、
薄層クロマトグラフィーを用いてセラミド含量を測定し、角層蛋白当たりの量を
比較した。セラミド代謝酵素の遺伝子発現量は、HC を添加して 48 時間後に RNA
を抽出し、リアルタイム PCR により解析した。遺伝子発現量の変動が確認された
ceramide synthase (CerS)3、elongases of very long-chain fatty acids (ELOVL)4、
glucosylceramide synthase (GCS)、β-glucocerebrosidase (GBA)、sphingomyelin 
synthase (SMS)1 は 4 日間培養後の表皮を用いてウエスタンブロッティングを行
い、タンパク発現量を比較した。【結果】RHEEs への HC(1 又は 2%) の添加によっ
て、角層の総セラミド量、Cer[EOH]、Cer[AS]、Cer[NH]、Cer[AP] が有意に増加し
た。 セ ラ ミ ド 代 謝 酵 素 の 遺 伝 子 発 現 解 析 で は CerS3、ELOVL4、GCS、GBA 、
SMS1 及び acid sphingomyelinase (ASM) の mRNA 発現が有意に増加した。また
ウエスタンブロッティングの結果、CerS3、ELOVL4、GCS、GBA、SMS1 のタンパ
ク発現の増加が認められた。【結論】HC はグルコシルセラミド経路とスフィンゴ
ミエリン経路、両方の経路に関わる酵素と、アシルセラミドの合成に関わる酵素
の発現促進を介して、角層セラミド量を増やすことが明らかになり、皮膚塗付に
より、水分保持やバリア機能を改善する物質となる可能性が示唆された。

O18-4	 みかん (Citrus reticulata) 果皮麹エキス及びその活性成分	
4’- デメチルノビレチンの角層セラミド産生促進作用

○草野　崇一1、矢野　有里1、稲井　孝典1、寺澤　周子2、芋川　玄爾2

1富士産業株式会社研究開発センター、
2宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センター

【目的】Peroxisome Proliferator-Activated Receptor(PPAR)γは多くの脂質代謝酵
素の発現に関与しており、近年セラミド合成酵素の発現にも関与することが注目
されている。事実、この外因性リガンドである Rosiglitazone はヒト 3 次元培養表
皮角化モデルで角層セラミド量の合成促進作用を有していることがすでに判明し
ている。一方ノビレチン（NOB）には PPARγを活性化する作用が知られている
ので、本研究では柑橘類に含まれるノビレチン（NOB）の活性代謝物である 4’-
デメチルノビレチン（4’-DeNOB）および高含有果皮麹エキスが、角層水分保持や
角層バリア機能に重要な役割を果たす角層セラミドの合成促進作用を有するかど
うかを調べ、角層セラミド減少により生じる老人性乾皮症やバリア低下皮膚の改
善剤として有効かどうかを検証した。

【方式】我々の開発したヒト 3 次元培養表皮角化モデルのセラミド合成評価系を
用いて、4’-DeNOB 及び果皮麹エキスと共に培養後、角層セラミド量は HPTLC 法
により定量し、角層蛋白当たりのμg で示した。セラミド合成に関与する酵素の
遺伝子発現への影響は定量的リアルタイム PCR により解析した。

【結果】4’-DeNOB(10μM) は、角層内の総セラミド、セラミド EOS、NS/NDS 及
び NP 産生量 (μg/mg protein) を有意に増加させ、果皮麹エキスも総セラミド、
セラミド NS/NDS 及び NP の有意な増加を示した。遺伝子解析では、4’-DeNOB 及
び果皮麹エキス添加によりセラミド合成酵素 CERS1、CERS2 及びグルコシルセラ
ミド合成酵素 UGCG の有意な発現増加がみられた。さらに、果皮麹エキスにおい
ては、スフィンゴミエリン合成酵素 SMS2 の有意な発現増加を示した。

【結論】以上より、4’-DeNOB および果皮麹エキスは、ヒト表皮においてセラミド
合成を促進し、角層セラミド量を増加させ、角層セラミドの減少で生じる老人性
乾皮症やバリア低下皮膚を改善する能力を有する可能性が示唆された。
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O20-1	 大豆イソフラボンのヒト真皮線維芽細胞におけるコラー
ゲン及びエラスチン産生への影響

○高原　佑輔、新垣　健太
株式会社ノエビア

【目的】ヒトは加齢により様々な部位で外観上の変化が認められ、皮膚においては、
シワやたるみが観察される。これらは、真皮組織においてコラーゲンやエラスチ
ンの産生減少あるいは性質変化により、弾力が低下し生じる形態変化である。こ
れらの要因の一つとして、加齢に伴う女性ホルモンの低下が挙げられる。
イソフラボンは、大豆の胚芽に多く含まれるフラボノイドの一種であり、女性ホ
ルモン様作用及び抗酸化活性を有することが知られている。我々はこれまでに、
イソフラボンの種類の違いによる表皮角化細胞に対する賦活作用及び保湿関連因
子の産生促進作用、皮膚由来メラノサイトに対するメラニン産生抑制作用などを
明らかにしてきた。今回、我々は真皮線維芽細胞を用い、大豆に含まれる 12 種
類のイソフラボンのコラーゲン及びエラスチン産生への影響について研究を行っ
た。

【方法】ダイゼイン・グリシテイン・ゲニステインと、配糖体のダイジン・グリ
シチン・ゲニスチン、及び配糖体それぞれのアセチル化誘導体とマロニル化誘導
体の計 12 種類のイソフラボンを試験に用いた。これらを真皮線維芽細胞へ添加し、
リアルタイム PCR 法により mRNA 発現量、ELISA によりタンパク質発現量の変化
を解析した。

【結果】真皮線維芽細胞において 12 種類の大豆イソフラボンのうちダイゼインの
配糖体であるダイジンに最も高いⅠ型コラーゲン産生促進効果を示した。さらに
ダイジンにはⅢ型コラーゲン及びエラスチンの産生促進作用があることも明らか
になった

【結論】本研究によりダイジンはコラーゲン及びエラスチン産生促進作用を有す
ることが明らかになった。古くから食経験のある大豆に含有されるダイジンを活
用することにより、加齢に伴うシワやたるみといった皮膚の形態変化に対する予
防効果が期待できる。

O20-2	 コラーゲン修飾リポソーム含有皮膚化粧料の創傷等治療
後肌回復補助効果による無作為化プラセボ対照二重盲検
ハーフサイド比較試験

○杉本　佳香、杉本　孝之、武田　　啓
北里大学医学部形成外科・美容外科学

目的：コラーゲン修飾リポソームからなる化粧料基剤を含有する皮膚化粧料を用
い、レーザー治療後の肌改善効果や安全性について検討したので報告する。
方法：左右対称に散在的にシミを有し、レーザー加療予定者を対象とした。レー
ザー照射、上皮化後指定した化粧料を毎日朝晩の 2 回塗布し、肌水分量の測定、
診察による皮膚所見の評価、写真撮影、アンケート評価をレーザー開始前、塗布
開始前、1、2、4、6 週後の計 6 回にわたり行った。化粧料は 2 重盲検ハーフサ
イド試験とし、被験品と対照品を半顔ずつ塗布とした。
結果：研究対象期間は 2019 年 12 月から 2020 年 7 月まで、研究対象者は 33 人、
年齢は 47.5±6.2 歳（32.0 歳～ 56.0 歳）であった。レーザー照射部である被験部
位の左右比較では、塗布開始前から６週までの被験品と対照品使用側の水分量変
化量差分の面積は -2.50（95% 信頼区間 -6.14 − 1.14, p=0.171）であった。皮膚所
見の解析では左右差に関しいずれもｐ値は 0.05 より大きかった。デジタルカメラ
画像による肌の明度変化においては、総合点差分の被験品と対照品の差平均値が
それぞれ、116205、4637、-47350 であった。いずれの評価においてもｐ値は 0.05
より大きかったものの、被験品で総合点差分が高い傾向にあった。アンケート評
価では被験部の皮膚回復、赤味、色素沈着、乾燥、しっとり感、しっとり感の持続、
透明感に関し、被験品が良いとする評価を得た（それぞれ p<0.05）。有害事象は
みられなかった。
結論：レーザー照射部及び非照射部に関して水分量、所見上有意差は生じなかっ
た。水分量は被験品、対象品ともに水分量の増加をみた。画像解析では 2 週以降
被験品の方がより早く炎症後色素沈着を生じ、色味が落ち着いていく傾向を見た。
アンケートでは被験品の方がよかったとする結果が多かった。同化粧料における
保湿効果及び化粧料としての利点を再確認できた。

一般演題 20 見ため	4

O19-3	 Nanocomposite	gel	implant	for	facial	soft-tissue	
reconstruction	over	the	zygomatic	bone	in	a	Parry	
Romberg	Syndrome	patient	with	hemifacial	atrophy:		
A	case	report	with	nine	years	follow-up

○Samuel�JK�Abraham1,2,3、Manikandhan�Ramanathan4,5、
Sivapathasundaram�B4、Kazutoshi�Haraguchi6、Senthilkumar�Rajappa7、
Senthilkumar�Preethy7、Tomohiko�Kisaka8、Shojiro�Katoh9

1Centre�for�Advancing�Clinical�Research�(CACR),�University�of�Yamanashi,�
Chuo,�Japan、�
2JBM�Inc.,�Tokyo,�Japan、�
3GN�Corporation�Co�Ltd,�Kofu,�Japan、�
4Department�of�Oral�and�Maxillo-Facial�Pathology,�Meenakshi�Ammal�
Dental�College�and�Hospitals,�Chennai�-�600�095,�India、�
5Ramanathan�Valliammal�Educational�&�Research�Charity�Trust,�Chennai,�India、�
6Dept�of�Applied�Chemistry,�College�of�Industrial�Technology,�Nihon�
University,�Chiba,�Japan、�
7Nichi-In�Centre�for�Regenerative�Medicine�(NCRM),�Chennai,�India、�
8Division�of�BioDesign,�Hiroshima�University,�Japan、�
9Edogawa�Evolutionary�Lab�of�Science�(EELS),�Edogawa�Hospital,�Tokyo,�Japan

Background: A 13-year-old girl with progressive hemifacial atrophy on the right side due to 
Parry-Romberg Syndrome reported with marked hypoplasia, deviation of lips and nose, and 
mild enophthalmos of the right eye. Surgical augmentation of soft tissue over the zygomatic 
bone was planned to be followed by a distraction osteogenesis of mandible. Materials and 
method: A novel bio-inert implant made of nanocomposite hydrogel (NCG) material with a 
unique organic (polymer)/inorganic (clay) network structure, consisting of hydrophilic 
synthetic polymer (PDMAAm) and synthetic clay (hectorite), was used. The material was cut 
into small pieces, inserted through pre-auricular and infra-orbital skin crease incisions, and 
placed under the SMAS layer until satisfactory fullness. No suture or fixation was used to 
retain the implant in its place. Regular physical examination, MRI (7th year) and CT (8th year) 
evaluations were done. When the growth phases were reached in the 9th year, the implant 
was removed before surgical reconstruction and histopathological, microbiological, and 
chemical evaluations done. Result: There was no skin indentation, discoloration and the 
consistency was same throughout. In MRI and CT, it was a homogenous mass with no 
indentation, encroachment of surrounding tissues, signs of inflammation, cavities, and fluid 
collection within or around. Microbiologically, no signs of inflammation and histopathology 
showed the material intact, smooth, without any disintegration or cavities or cells within. 
Chemically the implant was stable in vivo for 9 years without network decomposition and 
polymer hydrolysis. Conclusion: The NCG implant has proven to be safe as a bio-inert maxillo 
facial soft tissue augmentation material for nine years without any rejection, cytotoxicity, 
antigenicity, or immunogenicity. After necessary validations and clinical studies, this material 
could be used clinically for soft tissue augmentation and aesthetic filling.

O19-4	 AI を用いたパーキンソン病の顔についての解析

○田所　　功、山下　　徹、福井　裕介、武本　麻美、佐々木　諒、
松本�菜見子、野村　恵美、表　　芳夫、森原　隆太、阿部　康二

岡山大学脳神経内科

【目的】パーキンソン病患者は、「仮面様顔貌」として知られるように特徴的な顔
貌を呈するが、こうした顔貌の客観的・定量的な評価は困難であった。そこで我々
は、AI アプリケーションを用いてパーキンソン病患者の顔貌の評価を行った。

【方法】日本人のパーキンソン病患者 97 名および正常コントロール 96 名を対象
に顔写真を撮影し、AI アプリケーションを用いて見た目年齢、感情を解析し比較
検討した。本研究は岡山大学臨床研究審査専門委員会の承認を得て実施した。【結
果】実年齢はパーキンソン病群で 69.5±9.5 歳、正常コントロール群で 69.5±
10.2 歳と同等であった。見た目年齢の解析では、見た目年齢と実年齢の差は正常
コントロール群で 0.0±7.1 歳、パーキンソン病群で 2.4±5.7 歳と、パーキンソン
病群で有意に高値であった (p ＜ 0.05)。サブグループ解析では、見た目年齢と実
年齢の差は男性パーキンソン病患者でより大きく (3.4±5.3 歳、p ＜ 0.05 vs 男性
コントロール )、また実年齢の若いパーキンソン病患者ほどより大きい傾向がみ
られた (p ＜ 0.05)。Hoehn-Yahr ステージごとの比較では明らかな差はみられなかっ
た。感情の解析では、パーキンソン病患者は無表情の割合 (88.9±16.1%) がコン
トロール (76.6±29.5%) より有意に高く (p ＜ 0.05)、喜びの割合 (4.7±12.9%) がコ
ントロール (18.5±29.5%) より有意に少なかった (p ＜ 0.05)。【結論】AI アプリケー
ションを用いた解析で、パーキンソン病患者は実年齢よりも高齢に見え、無表情
が多く喜びが少ないという結果が得られ、パーキンソン病における顔貌の変化を
反映した結果と考えられた。
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O21-1	 HEPA フィルター設置家屋の空気環境改善と花粉除去

○井上　浩義1、中川　　浩2、梅本　大輔2、金子�珠里亜3

1慶應義塾大学医学部化学教室、2パナソニックホームズ株式会社、
3ニューヨーク市立大学バルーク校

空気環境に注目が集まっている。そのような中で、日本人は 1 日の 3 分の２以上
を自宅で過ごしており（NHK 調査；2016 年）、家屋の空気環境を清浄に保つこと
が重要となる。Panasonic では、吸気に HEPA (High Efficiency Particulate Air) フィ
ルターを用いた戸建住宅の開発を進めて来た。本研究では、使用される HEPA フィ
ルターの能力を確認するためにスギ花粉及びスギ花粉抗原を用いた小規模空気濾
過システムでの捕捉実験及び実際の戸建住宅を用いた実証実験を実施した。加え
て、HEPA フィルターの高機能化を目指して、界面活性剤をフィルターに含浸さ
せる事による花粉抗原のフィルター上での不活化実験を実施した。各フィルター
は光学顕微鏡および走査型電子顕微鏡でフィルター表面を観察した。その結果、
スギ花粉の捕捉効率は、一般に用いられる空気濾過フィルターの約 70 倍であった。
また、これを実装した戸建住宅では、スギ花粉を 20 分の１以下にすることが明
らかになった。また、この HEPA フィルターを高機能化するために、0.1、0.5、1、
および 5％の界面活性剤の溶液に HEPA フィルターに浸漬し、乾燥させて、空気
濾過実験に用いた。その結果、スギ花粉抗原は界面活性剤を用いない場合に比し
て、0.1% では 20％以下に、1% では３％以下まで減少し、明らかな界面活性効果
が見出された。

O21-2	 抗シワ化粧品外用による目尻のシワに対する使用経験

○山本　晴代1、大塚　篤司1、川田　　暁2

1近畿大学病院皮膚科、2寺田萬寿病院

【目的】
皮膚の老化には加齢による自然老化と慢性的な紫外線暴露による光老化の 2 種類
があり、光老化が約 8 割を占める。光老化の症状としては、シミ・シワ・たるみ
などが認められ治療として、美白剤やレチノイン酸の外用、 ケミカルピーリング、
レーザーや IPL 治療などが行われている。今回我々は目尻のシワを有する女性 20
名に対してレチノール , リノール酸レチノール複合体配合の化粧品（日本ロレア
ル社製）を外用し効果と安全性について検討した。評価方法として 2019 年に発
刊された日本人のスキンエイジングアトラスに基づいて再評価をしたので報告す
る

【方式】対象は目尻のシワを有する女性 20 名で、使用方法は朝晩１日２回，顔の
片側（無作為選択）に製剤を使用した。評価方法は、使用開始前、４週間後、8
週間後での臨床効果を主治医とその他１名の医師によるＶＩＳＩＡによる定量的
評価とスキンエイジングアトラスを用いて評価をした。

【結果】著明改善が 3 名、中等度改善が 13 名、軽度改善が１名、不変が 3 名であっ
た。患者満足度は治療開始 8 週間後には８５％の患者で満足との評価であった。
5 例に乾燥、刺激感が認められたが保湿することで改善され、接触皮膚炎などの
副作用は認められなかった。

【結論】以上より、レチノール , リノール酸レチノール複合体配合の化粧品は目尻
のシワに対して有効であると思われた。 

一般演題 21 その他

O20-3	 中頓別産貝化石エキスの皮膚細胞に対する影響と化粧品
の開発

○若命　浩二1、宮坂　智哉1、小谷　彰宏1、川嶋　恵子1、三原　義広1、
桑原　守孝2、圓田　照夫3、瀬崎　卓也3

1北海道科学大学＋ PIT グローバルヘルスケア北海道、
2株式会社 KUWAHARA、3株式会社粧薬研究所

【目的】北海道中頓別町で採掘される貝類化石堆積層は、カルシウムをはじめと
する多くのミネラル類が豊富に含まれ、さまざまな産業への利用が検討されてい
る。 これまで、我々は貝化石から抽出したエキスについて消臭作用、抗酸化作
用を確認し、米国 CTFA において化粧品 INCI 登録を済ませている。そこで、今回
は SFP の皮膚細胞に対する効果および、化粧品製造のための最適な処方について
検討した。 

【方式】
貝化石エキスの精製：中頓別産の貝化石を粉砕し、10%W/V 精製水で溶解し 121
度 20 分でエキスを抽出した。これをフィルター（三チタン酸ナトリウム）、オー
プンカラム（単体：As-Catch2）を用によって、微量に含まれていた重金属を除
去し、濃縮・粉末化して細胞の試験に供した。 
繊維芽細胞に対する影響：得られた検体を 50%DMSO に溶解して本試験に供した。
ヒト由来真皮繊維芽細胞に検体を添加し、72 時間後のコラーゲン、ヒアルロン酸
の産生能、関連遺伝子の誘導を測定した。 
メラノーマ細胞に対する影響：マウス由来 B16 メラノーマ細胞に被験物質を添加
し、72 時間後のメラニン生成率を吸光度法により測定した。さらに、化粧品原料
の基本処方 A との併用を試みた。 

【結果】繊維芽細胞に対しては、蛋白レベルでヒアルロン酸、コラーゲンを有意
に誘導し、遺伝子レベルにおいても HAS1,2,HYAL1mRNA の誘導を確認した。メ
ラノーマに対しては、被験物質単独ではメラニン生成の抑制傾向がみられ、基本
処方 A ＋被験物質で有意なメラニン生成の抑制を確認した。 

【結論】貝化石エキスは、繊維芽細胞のヒアルロン酸、コラーゲン産生により肌
のハリを保ちシワを予防する素材となりうる可能性が示唆された。メラニン生成
に関しては、化粧品の基本処方との組み合わせによって美白効果を発揮する可能
性が示唆された。シワ予防、美白効果のある安全な化粧品素材は、「見た目の抗
老化」の分野で使用者が日常的な QOL を保つことに有用であることから、現在は
薬機法などの法令に照らしながら販売用の製品の試作を検討中である。 

O20-4	 高齢者爪白癬患者におけるホスラブコナゾールの臨床効
果と安全性の検討～前期高齢者と後期高齢者における比
較～

○大久保�絢香1、花田　美春2、宮崎　義則3

1市立室蘭総合病院皮膚科、2市立室蘭総合病院皮看護局、
3市立室蘭総合病院糖尿病代謝内科

【目的】爪白癬は高齢化に伴い有病率が上昇する慢性かつ難治性の疾患である．爪
白癬は繰り返す足白癬の原因になることに加え高齢者においては爪の肥厚に伴う
下肢機能の低下から，歩行困難や転倒などのリスクが高くなる．歩行困難は日常
生活活動（Activities of daily living；ADL）の低下を招き，認知機能の低下とも結
び付くため高齢者おける爪白癬の治療意義は大きい．ホスラブコナゾールは新規
トリアゾール系のラブコナゾールのプロドラッグで経口抗真菌薬である．本研究
では趾爪白癬患者を 65 歳以上 74 歳以下の前期高齢者の群と 75 歳以上の後期高
齢者の群に分け，ホスラブコナゾールの臨床効果と安全性について比較検討した．

【方式】ホスラブコナゾールを 1 日 1 回 1 カプセル食後に 12 週間経口投与した患
者 185 人を対象とし，A 群（65 歳以上 74 歳以下）と B 群（75 歳以上）の 2 群に
分け有害事象及び治療効果を比較検討した．安全性については全症例を解析対象
とし臨床効果は投与開始 6，12，24，36，48 週後の第１趾爪甲混濁比にて評価し
た．肝酵素が基準値の上限の 2.5 倍を超える患者を内服不適応とし，治療開始時
と投与開始 6 週，12 週後に血液検査を行った . 有害事象はクロス集計と Fisher の
正確確率検定、治療効果は分割プロット分散分析と下位検定を用いて解析し有意
水準は 5% とした．

【結果】年齢中央値は A 群 68.6±8.3（65 ～ 74）歳，B 群 81.2±5.4（75 ～ 94）歳，
男性 / 女性：31/33（59/62）［注；A 群（B 群）］．有害事象は A 群で 6 例（7.8%：
ALT 上 昇 2 例，AST 上 昇 1 例， 軟 便 2 例 ），B 群 10 例（8.2 ％：ALT 上 昇 3 名，
AST 上昇 3 名，便秘 1 例，腹部膨満 2 例）で出現頻度に有意差は認められなかった．
混濁比の平均値は両群とも 24 週以降から有意な減少を示し（p ＜ 0.001），投与
期間のみに有意差を認めたが投与期間別の二群比較の下位検定に有意差は認めら
れなかった．

【結論】ホスラブコナゾールは，前期高齢者ならびに後期高齢者においても爪白
癬治療薬として完全治癒率が高く，安全性が高い治療法の選択肢になり得るとい
うことが示唆された．
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O21-5	 Prevention	of	Advanced	Glycation	End	Product	Mediated	
Staphylococcus aureus	Biofilm	Formation	by	AGE	
Crosslink	Breakers

○ハースブルック　カイル、八木　雅之、米井　嘉一
同志社大学生命医科学研究科抗加齢医学研究室

[Aim] Glycative stress leads to the accumulation of Advanced Glycation End 
Products (AGEs) in the skin. Skin disorders involving high glycative stress (e.g., 
atopic dermatitis, diabetic skin lesions) commonly involve Staphylococcus aureus 
colonization of skin lesions, exacerbating symptoms, slowing wound healing, and 
disrupting the skin barrier. AGEs trigger biofilm formation in S. aureus, which may 
contribute to skin dysbiosis and potentially progress to serious infection. In order 
to explore possible treatment and prevention of S. aureus dysbiosis, the ability of 
AGE-crosslink breaking compounds to prevent AGE-mediated biofilm formation 
was investigated. [Method] S. aureus ATCC12600 was cultured in Tryptic Soy Broth 
with added glucose-glycated keratin (0.35 mg/mL) to induce biofilm response. 
Treatment conditions were supplemented with AGE crosslink breakers: 
N-phenacylthiazolium bromide (PTB)(0 to 35 mmol/L) or a dietary supplement 
containing rosemary extract (AGE Breaker)(0 to 2.5 mg/mL). Following 48 hours of 
incubation at 37°C, biofilms were stained using 1 mg/mL crystal violet and 
solubilized with 30% acetic acid solution. Biofilm was measured by absorbance at 
587 nm. [Results] Unexpectedly, PTB significantly increased biofilm production 
until a dosage of 20 mmol/L, at which point a loss of cell viability occurred. AGE 
Breaker successfully reduced biofilm formation in a dose-dependent manner, 
achieving almost total elimination of biofilm formation at a concentration of 2.0 
mg/mL (ED50 = 0.5 mg/mL). [Conclusion] Anti-AGE compounds may be an 
effective tool in the treatment of S. aureus skin infections associated with glycative 
stress. In addition to reducing biofilm formation, AGE accumulation in the skin can 
also be reduced, decreasing the incidence of future dysbiosis while avoiding the 
use of antibiotics and the risks of developing antibiotic resistance. However, some 
compounds may have unexpected interactions with bacteria.

O21-3	 培養心筋細胞を用いたハイスループットスクリーニング
による心不全治療薬の探索

○清水　聡史1,3、山田　美帆1、片桐　宇大1、砂川　陽一1,3,4、船本　雅文1,3、
茂木　　光1、清水　果奈1,3、Nurmila�Sari1、宮崎　雄輔1,3,4、
刀坂　泰史1,3,4、小郷　尚久2、浅井　章良2、長谷川�浩二1,3、森本　達也1,3,4

1静岡県立大学大学院薬食生命科学総合学府分子病態学分野、
2静岡県立大学大学院薬食生命科学総合学府創薬探索センター、
3国立病院機構京都医療センター臨床研究センター展開医療研究部、
4静岡県立総合病院

【目的】
超高齢化社会に突入した我が国において、2025 年には 65 歳以上の人口が 30.3％、
75 歳以上が 13.0％に達するとされおり、高齢者の心不全患者数は今後ますます増
加することが予想されている。このように高齢心不全患者数が大幅に増加するこ
とを心不全パンデミックと言い、これを克服するために心不全の予防・治療法を
確立することは非常に重要である。そこで本研究では、化合物ライブラリーから、
を用いた培養心筋細胞 High Throughput Screening Assay を行うことで、心不全
の抑制効果のある新規心不全治療薬の候補の探索を行った。

【方法・結果】
新生仔ラット初代培養心筋細胞を 48well プレートに播種し、既知活性物質や承認
医薬品を集めた共同研究先のオリジナル化合物ライブラリーを用いて、最終濃度
が 1μM になるように処理した。2 時間後、細胞をフェニレフリン (PE) で 48 時間
刺激し、抗α-actinin 抗体にて心筋特異的に染色を施した。その後、ArrayScanTM 
System (Thermo Scientific, USA) を用い、蛍光イメージングを行い、隣接していな
い単核のα-actinin 陽性心筋細胞の細胞面積を測定した。PE 処理無しに比べ PE
処理で増加した面積を 100% とし、心筋細胞の細胞肥大面積が >50％ , <150% の
範囲をヒット化合物として抽出した。合計 269 個をスクリーニングし、心不全に
対する効果が知られている化合物を除くと、心筋細胞肥大反応を抑制する化合物
が 21 個同定された。次に濃度依存的な心筋細胞肥大反応の抑制と、肥大反応遺
伝子である ANF, BNP の転写抑制について検討したところ、共に抑制が見られた
化合物として 9 個同定した。

【考察】
以上の結果より、初代培養心筋細胞肥大を指標としたスクリーニングによって心
不全治療の新規候補化合物を探索することができた。今後、動物実験で心不全改
善効果の検討を行うことで、心不全治療薬の開発につながることが期待される。

O21-4	 加齢における食事誘発性脂肪肝炎の増悪と骨格筋萎縮と
の関連

○石塚　　敬、今　　一義、内山　　明、福原　京子、栁沼　礼子、
池嶋　健一

順天堂大学医学部消化器内科

【目的】加齢性筋萎縮（サルコペニア）は非アルコール性脂肪肝炎（NASH）の独
立した増悪因子であることが疫学研究で示されているが、両疾患の関連性はまだ
明らかになっていない。本研究では加齢マウスを用いて、肝臓および骨格筋の高
脂肪食（HFD）負荷への応答性に対する加齢の影響を解析した。【方法】8 週齢 ( 若
年群 ) および 55 週齢 ( 加齢群 ) の雄性 C57BL6 マウスに通常食もしくは HFD 食を
8 週間摂餌させた。筋力の変化を小動物握力測定装置で測定した。肝組織および
腓腹筋、足底筋、ひらめ筋を採取し、肝臓および腓腹筋中の mRNA 発現を RT-
PCR で定量した。【結果】若年 HFD 群の肝組織では軽微な脂肪変性を認めたのに
対し加齢 HFD 群では風船様変性を伴う大滴性脂肪変性を生じた。両 HFD 群で筋
力は低下したが、加齢群でより顕著であった。腓腹筋線維の横断面積は若年群で
は HFD による影響を受けなかったのに対し、加齢群で有意に減少し、速筋 / 遅筋
( 足底筋 / ヒラメ筋 ) 重量比は若年 HFD 群に比べ加齢 HFD 群で有意に低下した。
肝組織中と腓腹筋の TNFα、IL6 mRNA の発現は両 HFD 群で亢進し、加齢 HFD 群
でより有意に亢進した。肝組織中の脂肪酸合成を制御する SREBP1c mRNA の発現
は加齢 HFD 群では若年 HFD 群より有意に亢進した。一方、脂肪酸β酸化に関わ
る PPARα mRNA の発現は加齢 HFD 群では若年 HFD 群より有意に低下した。ヘ
パトカインの selenoprotein P (SeP) mRNA の肝組織中の発現は加齢 HFD 群でのみ
有意に亢進し、IGF1 mRNA の発現は両 HFD 群で低下したが、加齢群でより有意
に低下した。一方、SeP の受容体にあたる LRP1 mRNA の腓腹筋の発現は若年
HFD 群より加齢 HFD 群で有意に亢進し、SeP で負に制御される PGC1α mRNA 発
現は加齢 HFD 群で有意に低下した。ユビキチンリガーゼの Atrogin1、MuRF1 
mRNA の発現は若年 HFD 群に比べ加齢 HFD 群で有意に亢進した。【結論】加齢群
では HFD 負荷により脂肪肝炎が増悪するだけでなく、肝臓内の SeP の発現亢進
および IGF1 の発現低下を生じ、骨格筋におけるサイトカインの上昇によりユビキ
チン化が誘導され、筋萎縮が惹起されたと考えられた。
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O22-3	 高脂肪食摂取によるマウス肝中の GAPDH の低下によるグ
リオキサール、メチルグリオキサールの増加とシステイ
ンの枯渇

○佐藤　健司1、鄭　　屹峰1、奥村　衣梨2、藤島　雅基2

1京都大学大学院農学研究科、2株式会社サン・クロレラ

【目的】高脂肪食により肝臓に脂肪が蓄積すると酸化ストレスにより肝障害が生
じる場合がある。しかし、どのようなメカニズムにより酸化ストレスが増加する
のかは明らかでなかった。本研究では高脂肪食摂取マウス肝臓でなぜ酸化ストレ
スが増加するのかを明らかにすることを目的とした。【方式】12 週間の 60% (cal/
cal) 高脂肪食または普通食を摂取させたマウス (C57BL/6) 肝臓中の TBARS, 抗酸化
酵素活性を測定した。また Western blot により GPX-1, SOD-1, GAPDH 等のタン
パク質量、LC-MS/MS により遊離システイン、短鎖アルデヒド等を定量した。【結
果】高脂肪食摂取により肝臓に TG の蓄積、TBARS の上昇が見られた。さらにタ
ンパク質レベルでは大きな差はなかったが SOD および GPX 活性が有意に低下し
た。意外なことに高脂肪食により GAPDH タンパク質の顕著な低下が認められた。
GAPDH の 基質より生成するグリオキサール、メチルグリオキサールはアミノ基
と反応して有害な AGEs を生成するとともに遊離およびタンパク質中のシステイ
ンと反応することが知られている。高脂肪食により肝臓中の遊離のシステインは
有意に減少していた。高脂肪食を摂取させたマウスに発酵食品・クロレラ中に含
まれるフェンチルアミンを投与すると GAPDH が回復し、グリオキサール、メチ
ルグリオキサールが減少し、システインが回復した。また肝臓に TG が増加した
状態で TBARS が有意に低下した。【結論】高脂肪食により GAPDH が減少し、そ
の結果アルデヒドが増加し、遊離システインが枯渇したことによる、タンパク質
中のシステイン残基の修飾、AGEs の生成が酸化ストレスを増加させたと考えら
れる。食品成分により GAPDH の低下を抑制すると肝機能が保護され、肝保護へ
の新しいアプローチになりうる。

O22-4	 The	distinct	tissue	distribution	of	enzymes	in	pentose	
phosphate	pathway	of	mouse

○袁　一ぶん1、王　　　梓1、吉井　　幸1、石神　昭人2、千葉　卓哉1、
近藤　嘉高1

1早大・人科院・基礎老化、2都健康長寿研・分子老化制御

[Purpose] Pentose phosphate pathway (PPP) produces NADPH which is utilized 
for fatty acid synthesis, cholesterol synthesis, and steroid biosynthesis, and redox 
maintenance, and ribose 5-phosphate which is necessary for synthesis of nucleic 
acid. Few studies have been reported on the involvement of PPP in senescence. It 
is known that alternative pathway of PPP from glucose to 6-phosphogluconate 
exists in bacteria, however, it remains unclear in animals. In our previous study, 
SMP30/gluconolactonase (GNL) hydrolyzed glucono 1,5-lactone to gluconate, and 
g l u c o n o k i n a s e  ( G N K )  c a t a l y z e d  p h o s p h o r y l a t i o n  o f  g l u c o n a t e  t o 
6-phosphogluconate in human and mouse. To reveal tissue distribution of GNK in 
mouse, we measured gene expression levels of GNK, and compared with those of 
S M P 3 0 / G N L ,  g l u c o s e  6 - p h o s p h a t e  d e h y d r o g e n a s e  ( G 6 P D ) ,  a n d 
6-phosphogluconolactonase (6PGL). 
[Methods] Six C57BL/6J male mice were dissected at 8 weeks of age, and 20 kinds 
of tissues were collected. Gene expression levels of GNK, SMP30/GNL, G6PD, and 
6PGL were quantified by using real-time PCR.
[Results] GNK, SMP30/GNL, G6PD and 6PGL genes were ubiquitously expressed in 
almost all tissues. GNK gene was highly expressed in liver, kidney, duodenum, and 
brown fat. Gene expression of SMP30/GNL was most abundant in liver, 
subsequently in kidney, duodenum, and adrenal gland. G6PD gene was highly 
expressed in epididymal fat, brown fat, adrenal gland, and testis. 6PGL gene 
showed higher expression in brown fat and testis. 
[Discussion] Overall, tissue distribution of GNK gene expression showed similarity 
to that of SMP30/GNL, which is distinct from those of G6PD and 6PGL. These 
results suggest that GNK and SMP30/GNL could cooperatively functions in 
alternative PPP. 

O22-1	 ロキサデュスタットの使用経験

○坂本　和也
苫小牧日翔病院

【目的】近年 HIF-PH 阻害薬が相次いで上市され、ESA 抵抗性腎性貧血に対する効
果が期待されている。先行して発売されたロキサデュスタット ( 以下、RS) の治療
成績を検討した。

【方法】当院にて外来維持透析を行っている 7 例に対して、透析前に透析室で全
例 RS100mg を経口投与した。

【成績】性別は男女比 6:1、平均年齢 45.3±11.0 歳、平均透析期間 84.4±59.2 ヶ月
で、原疾患は糖尿病性腎症 2 例、腎硬化症 2 例、他 3 例であり、投与前平均 ESA
投与量は EPO 換算で 8286±2018I.U./ 週であった。平均 Hb 濃度は投与前 9.2±1.6、
4 週後 10.1±1.1、12 週後 10.9±0.7、24 週後 10.9±0.6g/dL で、RS の平均 1 回投
与量は 4 週後 101.4±30.9、12 週後 98.6±52.5、24 週後 60.0±37.4mg であった。
なお、1 例で脳梗塞の再発を認めたが、RS の減量で対処した。

【結論】RS は ESA と同等の腎性貧血改善効果をもたらすとともコスト低下にもつ
ながると思われた。

O22-2	 Distribution	of	Shannon	Entropy	Obtained	by	Imaging	
Mass	Spectrometry	Brings	New	Perspectives	on	the	
Morphological	Features

○許　　茘茘
浜松医科大学細胞分子解剖学講座

Goal: A large amount of the mass-spectrum data provides a detailed condition of 
the biological samples. In this study, we expect Shannon entropy obtained by the 
whole data of IMS to be a new parameter showing various biological conditions. 
Methods: C57BL/6 J male mice of 3, 22, and 31-month-old were chosen as samples 
of our study. Mass spectrum data was acquired from each point in samples of 
kidney tissues by MALDI IMS analysis. For the calculation of entropy and statistical 
analyses, we used the R programming language. Result: The distribution of 
Shannon entropy was calculated from IMS data and heatmaps of Shannon 
entropy are created by IMS images obtained by the various IMS techniques. Then 
we illustrate the distribution of Shannon entropy from different aged-mice 
kidneys. Conclusions: By applying the mathematic equation, Shannon entropy is 
able to be calculated from any MS spectrums. The distribution of Shannon entropy 
is not uniform depending on the anatomical structure, interventions, and 
biological activities. From the comparisons of three mice of different ages, the 
average entropy of the 3-month kidney is significantly smaller than those of other 
k i d n e y s ,  a n d  l o w -
entropy regions in the 
mouse kidney increase 
upon aging, suggesting 
that Shannon entropy is 
u s e f u l  a s  a  n o v e l 
indicator of aging.

一般演題 22 代謝
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O23-3	 抗癌剤治療抵抗性トリプルネガティブ乳がんにおける新
規治療法の創出

○藤川　龍弥1、眞田　文博1、柴田　佳那1、中川　涼子1、鯉渕　信孝1、
葛城　鳴門1、黒柳　秀人2、谷山　義明1、楽木　宏実3、森下　竜一1

1大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学講座、
2東京医科歯科大学難治疾患研究所ゲノム応用医学研究部門、
3大阪大学大学院医学系研究科老年・総合内科

【目的】
乳がんは二つのホルモン受容体および HER2 受容体の発現により治療法が選択さ
れ、この 3 つの受容体を発現しないトリプルネガティブ乳がん（TNBC) は、標的
治療法がなく早期に抗がん剤治療抵抗性を示すため予後が極めて悪い。我々は上
皮間葉移行（Epithelial mesenchymal transition、EMT）に着目して新規治療法の
創出を目的に研究を行っている。EMT により上皮系癌が間葉系癌に転換し抗癌剤
治療への耐性を獲得し、さらには癌幹細胞の性質を獲得して治療に抵抗する。我々
は EMT マーカーと相関する因子を網羅的に検討し、細胞外マトリックス蛋白であ
るペリオスチン (Pn) を見出した。今回、Pn に対する特異的抗体を作成し、治療
効果検討を行ったので報告したい。

【方式】
1. ヒト TNBC 株である SUM159PT に対して、ペリオスチンスプライシングレポー
ターを導入し、Pn の発現の有無を可視化した。
2.FACS で Pn 高発現・低発現細胞を単離し、RNA-seq にて細胞特性を評価した。
3.Xenograft model を作成し、独自に作成した Pn 抗体の抗腫瘍効果を検討した。
4. 抗腫瘍効果のメカニズムを検討した。

【結果】
Pn 高発現群は低発現群と比較して、細胞外マトリックス（ECM）、ECM 受容体、
腫瘍随伴マクロファージ誘導サイトカインの発現が上昇していた。Pn 特異的中和
抗体を投与すると、腫瘍縮小効果が認められ、この効果には M2 型腫瘍随伴マク
ロファージ（TAM）の著明な減少と腫瘍血管の減少を伴っていた。In vitro 解析に
おいて、Pn はヒト単核球を M1 から M2 型にシフトさせることが明らかとなった。

【結論】
本実験では、Pn 高発現細胞の細胞特性を評価し、腫瘍由来のペリオスチンが癌細
胞ニッチ形成にどのような役割を持つか明らかにした。この研究から、治療法の
ない TNBC において、Pn 分泌型 TNBC では Pn をターゲットにした新規治療法の
創出が可能であることが示唆された。

O23-4	 バレット腺癌における PDZK1 の作用

○半田　　修1、半田�有紀子1、福嶋　真弥1、大澤　元保1、村尾　高久1、
松本　啓志1、藤田　至彦2、西尾　和人2、梅垣　英次1、塩谷　昭子1

1川崎医科大学消化管内科学、2近畿大学医学部ゲノム生物学教室

【背景】 
食道癌の２大組織型は扁平上皮癌と、腺癌である。高齢化社会において胃食道逆
流症を背景として発生する食道腺癌（esophageal adenocarcinoma; EAC）の増加
をいかに防ぐかが喫緊の問題となっている。我々はこれまでに、食道腺癌のリス
ク 因 子 で あ る バ レ ッ ト 食 道 に つ い て、3cm に 満 た な い バ レ ッ ト 食 道（Short 
Segment Barrett’s Esophagus; SSBE）に比べて Long segment Barrett’s Esophagus 
(LSBE) では PDZK1（Postsynaptic density 95/disclarge/zona occludens １ domain-
containing protein）の発現量が、有意に高発現であることを見出している。しか
し、EAC における PDZK1 の役割は明らかではない。

【目的】
EAC 細胞株における PDZK1 の機能を in vitro で解析し、EAC での意義を明らかに
する。

【方法】
食道腺癌細胞株 (OE33) を母細胞として空ベクターをトランスフェクトした B5 細
胞と、PDZK1 を過剰発現させた P 細胞を作成した。それぞれの細胞の増殖能と、
Proteasome inhibitor（PSI）によるアポトーシス刺激に対する PDZK1 の作用を、
Annexin-V、ヨウ化プロピジウム（PI）による 2 重染色を行い、フローサイトメト
リーで解析し調べた。

【結果】
両細胞で増殖速度に差を認めなかった。DMSO を添加した対象群に比べて PSI 刺
激群では B5 細胞の有意なアポトーシスの増加を認めたが、P 細胞ではアポトーシ
スの増加抑制を認めた。また、ヘキスト 33342 と PI による 2 重染色でアポトー
シス小体を指標とした場合でも同様の結果を認めた。アポトーシス実行蛋白を
Western Blotting で 解 析 し た と こ ろ、B5 細 胞 に お い て PSI 刺 激 で 増 加 し た
Cleaved Caspase3 の発現は、P 細胞では抑制されていた。

【結論】
PDZK1 は EAC において抗アポトーシス作用を増強し癌の抵抗性を増加させる可
能性があり、治療のターゲットとなり得る。

O23-1	 患者由来腎がん三次元培養系に基づく難治腎がんの克服
を目指した新規治療戦略の検討

○鎌田　修平1、北山　沙知1、池田　和博1、鈴木　　貴3、市川　智彦2、
矢野　晶大4、川上　　理4、堀江�公仁子1、井上　　聡1,5

1埼玉医科大学医学部ゲノム応用医学、
2千葉大学大学院医学研究院泌尿器科学、
3東北大学大学院医学系研究科病理検査学、
4埼玉医科大学総合医療センター泌尿器科、
5東京都健康長寿医療センター研究所システム加齢医学

【目的】腎がんは 40 歳前後から罹患率が増加し、本邦で年間約 3 万人が新たに診
断される悪性腫瘍であり、その克服は健康長寿の達成の観点から重要である。近
年、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬が開発されたものの、未だ根治切
除不能腎がんの予後は不良であり、難治腎がんに対する有効な治療法の開発が求
められている。本研究では、がんの進展や再発に大きく関わるがん幹細胞様細胞
(cancer stem-like cells: CSC) の培養に好適な三次元スフェロイド培養法を用いて、
腎がん患者由来細胞を作成し解析することで、難治腎がんの病態生理の解明と臨
床応用を目指した。

【方法】倫理基準を満たす腎がん原発巣手術検体を用いて、三次元スフェロイド
培養法により腎がん患者由来細胞を樹立した。次に、近年、メラノーマ等のがん
悪性化との関連が報告されている Neuritin 1 (NRN1) に着目して腎がん患者検体の
免疫組織化学染色を行い、予後因子としての有用性を検討した。特異的 siRNA に
より NRN1 発現抑制させた培養系におけるがん進展関連の遺伝子プロファイルを
解析するとともに、NRN1 と共発現する遺伝子を探索し、NRN1 の腎がん悪性化
への寄与について検討した。

【結果】NRN1 は腎がんの予後不良因子であり、臨床病期とも相関がみられた。
siRNA による NRN1 の発現抑制は腎がん患者由来細胞の増殖性を低下させ、NRN1
と発現相関が強く、腎がん CSC マーカーの一つである遺伝子の発現を有意に抑制
した。【結論】腎がん患者由来細胞を用いた解析により、NRN1 が腎がん CSC の
病態生理に関与する可能性が示唆された。腎がん患者由来三次元培養系は、難治
腎がんの進展機序の理解や、新規腎がん治療戦略の検討に有用であり、実臨床に
おける病型別・患者別の腎がん病態を反映しうる新しい方法として精密医療・ア
ンチエイジング医学への応用性が期待される。

O23-2	 泌尿器がん患者における治療介入による白血球テロメア
長の変化についての研究

○脇田　春彦1、陸　　　彦1、小林　拓郎1、八谷　剛史2、堀江　重郎1

1順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学、
2順天堂大学大学院医学研究科遺伝子疾患先端情報学講座

【背景】染色体の末端には、テロメアと呼ばれる繰り返しの DNA 塩基配列があり、
遺伝情報の欠失を保護する役割を果たしている。
テロメアは細胞分裂のたびに複製されず徐々に短縮し、一定長より短くなると不
可逆的に分裂を停止し細胞老化と呼ばれる状態に至ることから、テロメア長は個
人の生物年齢を反映すると考えられている。またテロメア長は性別や生活習慣、
人種、ストレス、疾病などの様々な外的・内的要因の影響を受け、テロメア長の
短縮ががんや糖尿病、認知障害などの罹患リスクと強く関連することがいままで
の研究で示されている。 泌尿器がんとテロメア長との関連についての報告もある
が、レトロスペクティブな報告が多く、薬物治療によるテロメア長の変化に関し
て調べられた研究は少ない。 

【目的】今回、我々は泌尿器がん患者における治療介入による白血球テロメア長
の変化を前向きに追跡し、白血球テロメア長（LTL）が臨床における治療バイオマー
カーとして有用であるかどうか評価する。 

【方式】本研究は、順天堂大学医学部附属順天堂医院泌尿器科にて、薬物療法（化
学療法・免疫療法・術前化学療法）目的で受診または入院した担がん患者を対象
とした。
各患者において、治療開始時・治療中・治療後で LTL をそれぞれ測定し、LTL の
変化と臨床での治療効果との関連について検討した。LTL は、末梢血白血球の
DNA より Real-time PCR を用いて相対的テロメア長を測定した。治療効果判定に
関しては、腫瘍マーカー値と画像検査所見、疼痛の出現等の症状の進行を基準と
して総合的に判断した。統計解析には SPSS を用いて、多変量分散分析と回帰分
析を行った。 

【結果】治療介入によって、治療効果が得られた CR・PR 症例では LTL が延長する
傾向を示し、治療効果が得られなかった PD・SD 症例では短縮する傾向が認めら
れた。 

【結論】今回の前向き研究にて、白血球テロメア長が将来的に臨床医療での治療
効果判定の評価項目、予後予測のバイオマーカーとして用いられる可能性がある。
今後、大規模な研究での評価が必要である。

一般演題 23 癌
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O24-1	 呼吸方法による自律神経活動と唾液成分への影響

○櫻井　麻美1、胡　　愛玲2、山口　琢児2、田渕　雅宏2、小林　弘幸1

1順天堂大学大学院医学研究科病院管理学、
2順天堂大学大学院医学研究科漢方先端臨床医学

【目的】本研究では、1 呼吸周期の吸気時間と呼気時間が異なる呼吸方法が自律神
経活動、生化学的ストレスマーカーおよび心理状態に与える効果を検証すること
を目的とした。【方法】研究に同意した健常女性 11 名（32.2±5.1 歳）を対象とし、
吸気時間と呼気時間の組み合わせが異なる 8 種類の呼吸法をそれぞれ 5 分間行わ
せた。各呼吸法の実施前から実施後までの心拍変動を測定し、その高周波成分（HF）
を副交感神経活動の指標、高周波成分と低周波成分（LH）の比（LF/HF）を交感
神経活動の指標とした。また CVR-R 値を全体的な自律神経活動の指標として評価
した。各呼吸法の実施前後の唾液中コルチゾール濃度とクロモグラニン A（CgA）
濃度を測定した。POMS2 を用い気分プロフィール、VAS により心理状態を評価し
た。【結果】吸気 1 秒 - 呼気 1 秒の呼吸法では実施中の HF が実施前より有意に減
少（0.41±0.05 倍）し、副交感神経活動が低下したが、実施後の LF/HF 比は実施
前よりに有意に増加（1.62±0.26 倍）し、交感神経活動が亢進した。一方吸気 2
秒 - 呼気 4 秒の呼吸法では実施中の HF が実施前に比較し有意に増加（2.48±0.46
倍）し、副交感神経活動が亢進したが、実施中の LF/HF 比は実施前より有意に減
少（0.49±0.09 倍）し、交感神経活動が低下した。CVR-R 値は 1 呼吸時間の増加
に比例して上昇した。 POMS2 は各呼吸法の実施後にネガティブな気分状態が有
意に軽減した。VAS は、吸気 4 秒 - 呼気 8 秒の呼吸法実施後の覚醒度が実施前に
比較し有意に低下し、眠気の亢進を示した。【結論】吸気 1 秒 - 呼気 1 秒の呼吸法
は副交感活動を低下させ、交感神経活動を亢進させた。一方吸気 2 秒 - 呼気 4 秒
の呼吸法は副交感神経活動を亢進させ、交感神経活動を低下させた。また吸気 4
秒 - 呼気 8 秒の呼吸法は眠気を増加させることが確認された。本研究の結果は効
率的に自律神経活動を調整する方法を導き出す一助となる可能性が示唆された。

O24-2	 鍼灸治療院に来院する高齢者のフレイル状況について

○江川　雅人、福田　晋平
明治国際医療大学鍼灸学部はり・きゅう学講座

【目的】鍼灸院に来院する高齢者のフレイルの状況を明らかにする。
【方法】対象は 2017 年 8 月～ 2020 年 8 月までに本学附属鍼灸センターに来院し

た要支援・要介護未認定の 65 歳以上の高齢者とした。厚生労働省作成の基本チェッ
クリストを用い、≧８点をフレイル、4 ～７点をプレフレイル、≦３点を正常と
した。総合点と７領域（手段的生活活動、社会的生活活動、身体機能、栄養状態、
口腔機能、認知機能、抑うつ気分）を点数化した。また①筋力（利き手の握力）、
②歩行能力（3m-TUGT）、③バランス能力（FRT）、④舌圧を測定した。

【結果】89 名（M/F：32/57、平均 77.0±7.5 歳 ) を集積。フレイル 21 名、プレフ
レ イ ル 33 名 で フ レ イ ル 率 は 23.6 ％ で あ っ た。 年 代 別 フ レ イ ル 率 は ≧ 80 歳
33.3％、75 ～ 79 歳 16.7％、70 ～ 74 歳 13.0％、65 ～ 69 歳 25.0％であった。7
領域の点数をフレイル群、プレフレイル群、正常群（以下同順）で比較すると、
身 体 機 能 3.0±1.4、2.0±1.1、0.7±0.6、 口 腔 機 能 1.4±1.0、1.1±0.8、0.4±0.6、
抑うつ気分 2.6±1.4、1.1±1.3、0.2±0.4 で差がある傾向を認めた。基本チェック
リスト上での「体重減少」は 27.0％、「疲労感」は 59.1％に認められた。筋力低
下 33.3％（16 例 /48 例）、歩行能力低下 23.9％（11 例 /46 例）、バランス能力低
下 23.8％（10 例 /42 例）、口腔機能低下 47.5％（19 例 /40 例）が認められた。鍼
灸院に来院する高齢者の「体重減少」「疲労感」や各機能は過去に報告された地
域高齢者と比べて虚弱化や機能低下が示された。

【考察】鍼灸院に来院する高齢者のフレイル率は過去に報告された地域高齢者の
フレイル率よりも高く、身体・口腔機能の低下、抑うつの発現が示唆され、多系
統に機能低下をおこしていると考えられた。

【結語】鍼灸院に来院する高齢者にはフレイルの割合が高く、地域高齢者より虚
弱であることが示された。

一般演題 24 代替医療

O23-5	 大腸ステント留置後、腹腔鏡下手術を施行し得たセンテ
ナリアンの 1 例

○西森　英史、澤田　　健、三浦　秀元、平間　知美、大野　敬祐、
柏木　清輝、鬼原　　史、矢嶋　知己、八十島�孝博、岡田　邦明、
秦　　史壯

札幌道都病院外科

【緒言】人生 100 年時代である。2020 年の厚生労働省によると、日本には 8 万人
以上のセンテナリアン（100 歳以上の長寿者（百寿者））が報告されている。高齢
化に伴い 90 歳以上の全身麻酔下手術は珍しくなくなってきたが、センテナリア
ンに対する手術は稀である。今回、閉塞性 S 状結腸癌に対し、ステント留置によ
る腸閉塞解除後、腹腔鏡下根治術施行し、退院に至った症例を経験したので報告
する。

【症例】104 歳（手術時）、女性。PS は 3（自力歩行・食事摂取可）。2 日前より嘔
吐。入院当日、腹部膨満感を主訴に紹介となった。CT 検査で小腸から下行結腸ま
で著明な拡張を認め、一部腸管気腫症を呈しており、S 状結腸癌による腸閉塞症
と診断した。同日に内視鏡下大腸ステント留置術を施行し、腸閉塞は解除され、
食事摂取も再開となった。第 13 病日後、全身麻酔下で腹腔鏡下 S 状結腸切除術
を施行した。病理結果は結腸管状腺癌、ステージⅡ a であった。術後 1 週後より
食事摂取も再開し問題なく経過したが、神経因性膀胱、膿尿を生じ、尿カテーテ
ル再留置となった。術後第 14 病日に泌尿器科病院に転院となったが、その後退
院され、現在当院外来通院中である。

【考察と結語】閉塞性 S 状結腸癌のセンテナリアンに対し、壮年者同様の治療を
安全に施行し得た 1 症例を経験した。高齢化に伴い超高齢の癌患者を診察する機
会が増えている。外科学や麻酔学の進歩により、超高齢であっても安全に全身麻
酔下手術が可能な時代となったが、医学的には手術を要する症例であっても、手
術適応判断は難しい。認知機能を含めた患者の ADL、家族や社会背景を十分考慮
し、総合的な判断が求められる。

O23-6	 NAD+ による抗加齢作用は膠芽腫の進展を抑制する－新
たな亜型分類とともに－

○山下　大介1、園村　和弘2,3、尾崎　沙耶1、末廣　　諭1、近藤　　亨4、
佐藤　孝明2、國枝　武治1、中野�伊知郎2

1愛媛大学大学院医学系研究科脳神経外科学、
2筑波大学プレシジョン・メディスン開発研究センター、
3島津製作所ライフサイエンス研究所、
4北海道大学遺伝子病制御研究所幹細胞生物学分野

【目的】高齢化社会が進む中、膠芽腫を含め悪性腫瘍の高齢者罹患数は上昇傾向
にある。また、年齢はエビデンスを有する膠芽腫の予後因子であり、膠芽腫の発
生や進展において脳の老化が与える影響を探索する研究が必要と考えた。

【方法】TCGA データを患者年齢に着目して網羅的に解析した。また、高齢マウス
を用い、parabiosis と nicotinamide mononucleotide (NMN) による抗加齢治療の
効果、移植マウス脳内での腫瘍形成能と発育パターンを検証した。さらに、特定
した分子のノックアウトマウスを用い、この分子の抗加齢作用における役割を探
索した。

【結果】TCGA データの解析において、若年群（60 歳未満）では、神経・シナプ
ス関連因子の発現が亢進し、それらの発現が予後に有意に関係していた。マウス
モデルにおいても同様の傾向であり、ヒトとマウスの若年群で共通して有意に発
現が亢進していた分子 SLIT and NTRK like-family member 6 (SLITRK6) を同定した。
若年マウスとの parabiosis により NAD+ 関連代謝産物の発現が亢進しており、
parabiosis と NMN を用いた抗加齢モデルは共に、SLITRK6 の発現が回復し、腫瘍
内の神経・シナプス関連因子の発現パターンが若年群と同様となり、予後も有意
に改善した。さらに、NMN 投与マウスから樹立した腫瘍細胞は、有意に腫瘍形
成能が低下していた。また、正常脳の upstream 解析により、若年および NMN
投与マウスでは BDNF の作用が亢進していることが判明し、BDNF は SLITRK6 に
結合することを証明した。最後に、BDNF ノックアウトマウスを用いた parabiosis
と NMN 治療では効果を認めず、脳の抗加齢作用と膠芽腫の表現型変化に BDNF
が極めて重要であることが示唆された。

【結論】脳および膠芽腫の抗加齢作用における SLITRK6-BDNF シグナルを発見した。
今後、NMN を含めた抗加齢治療の悪性腫瘍への臨床応用が期待される。
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O25-1	 オンライン面会が入院患者やその家族に与える心理的効
果についての検討

○松永　洋祐1、山本　　寛2、廣瀬　京子3、前田　輝子4、岡崎　哲也5、
上田　浩史2、神谷　純広2、古倉�みのり2

1医療法人社団仁生会甲南病院臨床心理士室、
2医療法人社団仁生会甲南病院診療部、
3医療法人社団仁生会甲南病院看護部、
4医療法人社団仁生会甲南病院地域医療連携部、
5医療法人社団仁生会甲南病院事務部

【目的】 新型コロナウイルスが全世界に猛威を振るう中、感染拡大を防ぐため入
院患者が家族と直接面会できない状況が続いている。長期に渡る生活環境からの
隔離は高齢の入院患者の抑うつ症状やせん妄、認知機能低下などのリスクを高め、
健康寿命への影響が大きい。また患者の家族も入院中の様子が分からず不安を抱
きやすいと考えられる。こうした状況下においてインターネットを用いたオンラ
イン面会は患者・家族の精神的健康の維持に有効と推測されるが、そうした研究
は見当たらない。以上より本研究ではオンライン面会の実施が患者・家族にもた
らす精神的な影響について検討を行った。

【対象と方法】
 2020 年 12 月～ 2021 年 1 月の間にオンライン面会を実施した当院入院患者・
家 族 各 11 名 に 対 し て、 面 会 前 後 に POMS2（Profile of Mood States Second 
Edition）成人用短縮版（以下 POMS2）を実施した。POMS2 は気分状態を測定す
る質問紙であり、怒り―敵意（AH）、混乱―当惑（CB）、抑うつ―落込み（DD）、
疲労―無気力（FI）、混乱―緊張（TA）、活気―活力（VA）、友好（F）、統合的気
分 状 態（TMD ; Total Mood Disturbance） の 9 下 位 尺 度 か ら な る。  分 析 に は 
Microsoft Excel 2016 for Windows の分析ツールを用い、患者・家族それぞれにつ
いて POMS2 の各下位尺度の T 得点に対して対応のある t 検定を行った。また効
果量として Cohen's d を算出した。

【結果と考察】
 患者ではいずれの下位尺度においても有意な差は生じなかった。一方家族では
AH、CB、DD、FI、TA、TMD が有意で、いずれも面会前と比べて面会後は得点が
減少していた。Cohen's d は患者では弱～中程度、家族では中程度～強い効果を
示していた。家族で特に強い効果を示した下位尺度のうち CB と TMD は心理的不
安、TA は心理・身体的な不安や緊張状態に関連している。以上よりオンライン面
会の実施によって家族の心理的不安が軽減し、精神的に安定する効果がもたらさ
れる可能性が示唆された。今後は被検者数を増やし、患者や家族の精神面にもた
らす長期的な影響についても検討したいと考えている。

O25-2	 食用 CBD オイルの使用に関する実態調査

○冨田　夏美、上家　明美、勇　　史行
モリンダワールドワイドインク

【目的】植物の大麻に含まれる生理活性物質は総称してカンナビノイドと呼ばれ
る。カンナビノイドは 142 種以上と言われており、その主成分に向精神作用を持
たないカンナビジオール（CBD）がある。近年、CBD はリラックス作用をはじめ、
日本のストレス社会において QOL を高めるさまざまな生理活性作用を持つことで
注目されるようになってきており、市場の拡大も見込まれている。しかしながら、
日本人が実際に健康食品として使用した際の満足度や安全性の報告は少ない。そ
こで今回、我々は食用 CBD オイルの使用に際する実態について調査を行った。

【方法】日本で食用 CBD オイルを購入した人にアンケートの協力を依頼。アンケー
トでは食用 CBD オイルに何を期待して購入したのかと、使用後のその期待に対す
る満足度を 5 段階で調査。また、食用 CBD オイルを使用し有害事象が起きたか、
起きた場合はどのように使用した際に、どのような変化が起こったのかを調査し、
得られた結果を集計した。

【結果・考察】アンケートの全回答数は 69 件。年齢層は 25 歳から 72 歳までで
60 代が最も多く全回答の 44.9% だった。摂取期間は 1 ヵ月以上 2 ヵ月未満が最
も多く 39.1% で、摂取頻度は 1 日 1 回を毎日が最も多く 42% だった。食用 CBD
オイルについて利用者が購入に際し期待した点で多かったのは、睡眠の改善が
5.3%、次いでストレス対策が 4.7% という結果になった。これらの満足度（5. と
ても期待通りだった、4. 期待通りだった）は睡眠改善が 85.3%、ストレス対策は
81.8% といずれも高い満足度を示した。また、食用 CBD オイルを使用した際の有
害事象が 69 件中 2 件で約 3% の発生率となった。有害事象の内容としては気分
が悪くなったという報告が 1 件。喉の奥に違和感が生じるという報告が 1 件。本
食用 CBD オイルの主成分は中鎖脂肪酸油であり、これらの有害事象が CBD によっ
て起きたかどうかは断定できない。このことから、食用 CBD オイルは安全性に問
題がなく、睡眠の改善やストレス対策に高い満足度が得られるため、QOL の向上
に有効と考えられる。

一般演題 25 食生活・サプリ	1

O24-3	 生殖医療の場における認知行動療法導入前の工夫～ドリ
ンクエクササイズを通して夫婦の変化～

○田中�久美子、馬場　綾美、重舛　知佳、室谷　有紀、友﨑　　薫、
森本　義晴

HORAC グランフロント大阪クリニック

【はじめに】人間の発達段階のなかで、異性に出会い、子どもを授かり親になっ
ていくことは、実は簡単なことではない。不妊治療での体験がそれまで前提とし
てあった自己肯定感や有用感、信頼感などが揺らがされる患者は少なくない。加
えて、夫婦で向き合っていかないといけない治療であり、夫婦間でも一旦治療を
開始し、目標をともにしていてもその経過のなかで、妻、夫との温度差が顕著に
なり場面も生じる。そのような際に、どのようなケアを提供することが患者にとっ
て有益であろうか。
認知行動療法はエビデンスの高い心理療法と言われており、患者の希望時に実施
していているが、その導入段階では生殖医療の場にあった工夫が必要である。
今回は、認知行動療法場面で活用されているレーズンエクササイズを治療環境を
生かした形で応用したドリンクエクササイズを実施したので報告する。【方法】対
象は、不妊治療を開始した夫婦で、お互いに頑張っていくことの合意形成が出来
ているが、夫婦の治療に対する温度差があるのではないかと不安を感じている患
者である。来談経路は、多職種に促されたり、自発来談であった 2 組 4 名に対して、
レーズンエクササイズに沿ったドリンクエクササイズを実施。（倫理的配慮をし
ており、口頭と紙面で同意を得ている）。

【結果】症例① 30 代前半女性：実施後気分の落ち込みが低減。症例② 30 代男性：
実施後、自分への気づき、妻との情緒の共有が出来た 症例③ 40 代中ば女性：
温度差あると感じていた夫への気づき 症例④ 40 代男性：自分の価値観への気
づきなどそれぞれにお互いの気持ちの確認や気づきが表現されるコミュニケー
ションが生じた。

【考察】
不妊治療中に、夫婦が感じるストレスはそれぞれ違っていることは自然である。
その際に、認知行動療法など心理的なケアを提供することは重要であるが、状況
に応じた工夫も必要である。安全で安心感を感じることができ、侵襲度の極めて
低いドリンクエクササイズを通して、夫婦の関係性に気づきや心理的な変化が
あった症例を報告した。
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O25-5	 老人介護施設入居者に対するプラズマローゲン顆粒の認
知症状及び睡眠の質の改善効果の検討：ランダム化クロ
スオーバー比較試験

○田口　淳一1、反頭�裕一郎2、鈴木�佳代子3

1医療法人社団ミッドタウンクリニック、
2医療法人社団日本橋室町三井タワーミッドタウンクリニック、
3トラストガーデン株式会社

【背景・目的】 認知症有病者数は年々増加を示し、厚生労働省の統計によると
2025 年には 700 万人に達し、65 歳以上の約 4 人に 1 人が罹患すると予測されて
いる。この発症を予防するために生活習慣の改善や機能性食品素材を用いて認知
機能の維持・軽減を試みることに関心が高まっている。認知症患者で健常者に比
し有意に血清中で減少していることが報告されている物質にプラズマローゲン

（PL）があり、これはリン脂質の一種で加齢やストレスによって減少する。また
藤野らは二重盲検試験で PL が軽症アルツハイマーの 77 歳以下の症例と女性で認
知機能査が有意に改善したことを示した。今回、嚥下困難のために従来の PL が
摂取出来ない高齢者を対象として、PL 顆粒を使用して認知症の中核症状及び睡眠
の質への影響を確認するため臨床試験を実施した。

【方法】トラストガーデン（有料介護老人施設）の入居者で、本試験の参加に同
意 を 得 た 21 名（ 平 均 年 齢 86.9 歳、 男 性 8 名、 女 性 13 名、MMSE 平 均 ス コ ア
20.5 点）を対象として、PL 顆粒群（PL1,000μg 含有）と対象群（難消化デキス
トリン 1.5g 含有 /PL 顆粒の賦形剤）をランダムに 2 群に分け、12 週間毎のクロ
スオーバー比較試験（試験期間 24 週間）を実施した。12 週間の摂取後は 2 週間
のウォッシュアウト期間を設け、被験者はいずれのサプリメントを摂取している
か が 認 識 で き な い シ ン グ ル ブ ラ イ ン ド と し た。 認 知 症 状 の 評 価 は、MMSE、
Cogstate Brief Battery 検査に基づいた認知機能セルフチェック「のう KNOW TM」
で行い、睡眠の質は、アテネ不眠尺度の質問票を用いて毎月調査した。さらに副
次的にフェイススケールで毎月決められた日の気分を評価した。

【結果および考察】試験は現在も進行中であり、認知機能セルフチェック（記憶力、
集中力）の点数、睡眠の質、フェイススケールの結果を前後比較、群間比較の結
果と合わせて報告する予定である。今回は藤野らの研究より高齢の老人介護施設
入居者に対する検討であり、より摂取しやすい PL 顆粒の効果が認められれば介
護の現場において有用な介入になると期待される。

O25-3	 フレイルをきたしている膀胱全摘術後高齢患者に対する
人参養栄湯の心理的ストレスへの効果

○渡邊　大祐1、山口　琢児1、胡　　愛玲1、山下　朱生2、簑輪　忠明2、
田渕　雅宏1、渡邊　天翔1、上原　優子1、吉川�征一郎3、水嶋　章郎1

1順天堂大学大学院医学研究科緩和医療学、2順江会江東病院泌尿器科、
3順天堂大学医学部附属浦安病院がん治療センター

【目的】膀胱全摘尿路変更術後の高齢患者は、加齢だけでなく、術前担癌状態に
伴う悪液質や、高侵襲手術および術後臥床期間に伴う身体機能低下により、退院
後も心身の脆弱（フレイル）に苦しみ、社会復帰への障壁となることが多い。加え、
尿路ストーマ管理や膀胱癌再発への懸念による心理的ストレスおよび意欲低下
は、さらにフレイルへ悪循環をもたらす可能性が予想される。今回我々は、気血
両虚への補剤として緩和医療領域で使用されている人参養栄湯 (TJ-108) を、術後
フレイルをきたしている高齢患者に対し投与することで、精神心理面へどのよう
な効果を及ぼすのか予備的研究を行った。 

【方式】開腹膀胱全摘尿路変向術後６ヶ月以上経過し、外来経過中にフレイル
(J-CHS 基準 ) を満たした 70 歳以上の男性患者で、当研究への参加に書面にて同
意を頂いた 10 症例を対象とした 2 ヶ月間の前向きオープンラベル試験を行った。
心理尺度として Profile of Mood Status 2nd edition (POMS2)、生化学的評価として
唾液ストレスバイオマーカー (cortisol、chromogranin A) を測定した。また食欲、
倦 怠 感 の 評 価 と し て そ れ ぞ れ、Simplified Nutritional Appetite Questionnaire 
(SNAQ)、Chalder Fatigue Scale (CFS) を調査した。人参養栄湯投与前と 2 ヶ月後
の各データの比較を行った。

【結果】対象患者は平均年齢 80.6 歳、平均 BMI21.2kg/m2、尿路変向内訳は回腸導
管 6 例、尿管皮膚瘻 4 例、尿路ストーマ造設部位は全例において右下腹部であった。
経過中の副作用発現や内服中止症例はなかった。POMS2 については、抑うつ - 落
ち込み、混乱 - 当惑、疲労 - 無気力、緊張 - 不安、Total Mood Disturbance の内服
2 ヶ 月 後 の 有 意 な 減 少、 活 気 - 活 力 の 有 意 な 増 加 を 認 め た。 唾 液 検 査 で は、
cortisol の有意な減少を認めたが、chromogranin A の有意な変化を認めなかった。
SNAQ、CFS の平均スコアはそれぞれ、10.9 から 13.6、22.8 から 14.1 へ有意な変
化を認めた。

【結論】人参養栄湯は、フレイルをきたしている高齢な膀胱癌術後男性患者の潜
在的な心理的ストレスを改善させる可能性が示唆された。

O25-4	 東洋医学的加齢病態である瘀血と治療に用いられる駆瘀
血剤薬理効果のライブイメージング解析

○平山　　暁1、長野�由美子1、富田　　勉2

1国立大学法人筑波技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センター、
2タイムラプスビジョン

【目的】瘀血は加齢と深く関連する東洋医学病態であるが，経験的理論に基づく
ため現代医学的証明は依然少ない．本研究では抗加齢漢方製剤の駆瘀血効果をラ
イブイメージング解析し，証を基盤とした個別化抗加齢医療に資することを目的
とした．【方法】牛車腎気丸（虚証，腎虚），当帰芍薬散（虚証，血虚），桂枝茯
苓 丸（ 実 証， 瘀 血 ）， 桃 核 承 気 湯（ 実 証， 瘀 血 ） を 我 々 の 既 報 (Evid Based 
Complement Alternat Med. 2017/3620130) に基づく瘀血モデルマウスに投与し
た．腸間膜動脈領域においてライブイメージングを行い，動脈・細動脈及・毛細
血管で血管径・赤血球血流速度・血流量を解析した．【結果】瘀血病態モデルで
は血管収縮に加え，赤血球粘着能亢進により血漿のみが流れる無細胞層が血管内
に認められた ( 図 )．実証に用いられる 2 剤は動脈・細動脈への効果が中心であり，
桃核承気湯は動脈における血管径・血流速度増加及び毛細血管における赤血球血
流速度増大をもたらした．桂枝茯苓丸は細動脈への効果が主体であり血管径拡張
効果が認められた．一方虚証に用いられる 2 剤はより細い血管群が治療標的であ
り，血管径の拡張を伴わない毛細血管での血流速度・血流量増加が認められた．
加えて効果持続時
間 は よ り 長 期 で
あった．【結論】駆
瘀血剤の標的血管
は各方剤ごとに異
なり，証を考慮し
た鑑別処方におい
て考慮されるべき
である．
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O26-3	 新規自己乳化製剤連続摂取によるアスタキサンチンおよ
びルテインの血中濃度変化に関する検討

○渡邊　瑞季1、垂水　千恵1、蜂谷　幸子1、高橋　里実1、魚津　伸夫1、
由井　　慶1、細井　孝之2

1株式会社ファンケル、2医療法人財団健康院健康院クリニック

【目的】カロテノイドの一種であるアスタキサンチンやルテインは高い抗酸化作
用を有するが、バイオアベイラビリティは低い。薬理効果を期待し、高い血中濃
度を維持するために、カロテノイドの吸収性を改善した製剤が求められている。
そこで本研究では、健常な成人男女を対象に、グリセリンエステルを配合したア
スタキサンチン・ルテイン含有新規自己乳化製剤連続摂取による血中アスタキサ
ンチンおよびルテイン濃度の吸収性改善効果を検討した。【方法】健康な成人男
女 87 人の参加者（20-49 歳、18.5 ≦ BMI<25 kg/m2）を対象とし、ランダム化二
重盲検並行群間比較試験を実施した。被験者にアスタキサンチン・ルテイン含有
自己乳化製剤（被験食品）またはアスタキサンチン・ルテイン含有非乳化製剤（対
照食品）を、1 日 1 回 1 粒、朝食後に 3 週間連続で摂取させた。血中アスタキサ
ンチンおよびルテイン濃度は、試験開始前、7 日後、21 日後の変化量を観察した。
また、試験期間中は毎日日誌をつけさせ、試験食品の摂取状況や体調変化など安
全性評価も併せて行った。本研究は医療法人財団健康院臨床研究倫理委員会の承
認（UMIN ID：UMIN000035493）を得て実施した。 【結果】21 日摂取後の血中ア
スタキサンチン濃度の変化量は、対照食品群（18.7±2.4 ng/mL）と比較して被験
食品群（30.6±3.0 ng/mL）で有意に高値であった（P=0.0062）。一方、血中ルテ
イン濃度の変化量は対照食品群（206.4±29.2 ng/mL）と比較して被験食品群（148.2
±26.4 ng/mL）で平均値は高値であったが、その差は有意ではなかった（P=0.23）。
さらに、血中アスタキサンチン濃度の曲線下面積（AUC）の変化も、対照食品群
と比較して被験食品群で有意に高値であった。血中ルテイン濃度の AUC の変化は、
対照食品と比較して被験食品群において高い傾向があった。なお、問題となる有
害事象は認められなかった。【結論】グリセリンエステルを配合する新規自己乳
化製剤技術により、カロテノイドの吸収性を改善することが示唆された。将来的
には、さまざまな開発製品への応用が期待される。

O26-4	 不妊治療において漢方薬を併用する意義

○中山　　毅1,3、俵　　史子2、向　　亜紀3、宗　　修平2、村林　奈緒2、
山口�和香佐2、宮野�奈緒美2、田村　直顕1,2、金山　尚裕2

1浜松医科大学医学部附属病院産婦人科、2俵IVF クリニック、
3JA 静岡厚生連静岡厚生病院

【緒言】不妊漢方外来を受診した女性患者を対象とし、西洋医学に基づく不妊治
療に、漢方薬を併用することの意義を明らかにする。

【方式】2015 年 4 月から 2018 年 3 月に、不妊漢方外来を受診した女性 130 名を
対象（漢方群と定義）とした。また同時期に不妊治療を実施した患者のうち、漢
方療法が行われていない 1582 名を非漢方群とし、漢方群と非漢方群の治療周期
別妊娠率、処方別の累積妊娠率を後方視的に調査した。

【結果】初診時処方の内訳は加味逍遥散 85 名（39%）、当帰芍薬散 28 名 (13%)、
補中益気湯 15 名 (7%)、八味地黄丸、四物湯、桂枝茯苓丸が 12 名（5%）であった。
治療周期別の妊娠率については、一般不妊治療および ART を含めた全例比較では
両群間に差はなかったが、一般不妊治療に限ると、漢方群（41 名）、非漢方群（781
名）の妊娠率は 19.5%、8.5% であり、漢方群で有意に妊娠率が高かった (P=0.025)。
一方、2 周期以降の妊娠率には差がなかった。処方別の一般不妊治療における累
積妊娠率は、加味逍遙散が 26.7%、当帰芍薬散が 22.2%、その他は 11.8% であった。
非漢方群は 8.5% であった。

【結論】一般不妊治療における加味逍遥散や当帰芍薬散を中心とした漢方薬の併
用が、有効である可能性が示唆された。一方、2 周期以降も妊娠成立しない場合は、
一般不妊治療での step up を考慮すべきであろう。

O26-1	 天然機能性成分ペンタデシルの機能性について

○坪井　　誠1、阪田　泰子1、彼谷　邦光1、石川　英明1、坂本　正爾1、
坂井　健男2、魏　　范研3、金子　　瞳4、榊田　光倫4、富澤　一仁4

1株式会社シー・アクト、2名城大学薬学部、3東北大学加齢医学研究所、
4熊本大学大学院生命科学研究部

微細藻類オーランチオキトリウム（Aurantiochytrium）により生産される油脂に、
ペンタデカン酸などの奇数脂肪酸が多く含まれることがわかっている。これらの
飽和脂肪酸は、様々な機能を有する脂肪酸として認められつつあるが、機能性の
本質的な構造について明らかにされたものは、認められない。我々は、オーラン
チオキトリウムに、ペンタデカン酸等の奇数脂肪酸を大量に作らせる培養法を確
立し、ここで得られたペンタデカン酸を主に含むトリグリセライドの構造を明ら
かとし、ペンタデカン酸を主体としたトリグリセライド構造での機能性研究を
行った。このペンタデカン酸を主に含む飽和脂肪酸により構成されるトリグリセ
ライドは、ペンタデシルと命名し、このペンタデシルによる、機能性研究を行った。
ペンタデシルは、経口摂取による高血糖時の血糖値の改善と肌状態の改善を確認
した。また、ヒト皮膚への外用による効果として、皮膚のシワ改善効果が認めら
れた。経口摂取による美容効果としては、ヘアレスマウスによる摂取にて、肌の
角質水分量及び皮膚水分蒸散量（TEWL）を改善した。これらのメカニズムは、ヒ
ト皮膚正常線維芽細胞においてのタイプⅠコラーゲン産生効果が考えられた。顆
粒層への影響では、バリヤ機能の向上傾向が認められ、フェラグリン産生による
メカニズムが示唆された。この結果、肌の外部と内部における保湿向上による肌
改善を示唆するメカニズムが考えられた。

O26-2	 抗糖化作用を有する混合ハーブエキスの摂取による美肌
効果の評価

○松尾　直紀1、湯浅　英司1、河合　博成1、石崎　　香2、八木　雅之2、
近藤　澄夫3

1有限会社からだサポート研究所（アークレイグループ）、
2同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンター /�
糖化ストレス研究センター、3医療法人健昌会福島健康管理センター

【目的】糖化最終生成物 (AGEs) の蓄積は様々な疾病に関与することが知られてい
る。そこで我々は、すでに蓄積した AGEs を分解および代謝促進することを目的
として、1) AGEs による架橋を切断する作用、2) 糖化タンパク質を分解する酸化
タンパク質分解酵素 (OPH) の活性を増強する作用、の両作用を併せもつハーブを
探索して報告した。そして、両作用を併せもつ Trigonella foenum-graecum ( フェ
ヌグリーク）、Foeniculum vulgare ( フェネル )、Hibiscus sabdariffa ( ハイビスカス )
からなる混合ハーブエキス (MHE) を開発し、用量設定試験を 100、300mg/ 日の
2 群で探索的に行なったところ両群で有効性が認められた。そこで今回は 100mg/
日でランダム化二重盲検プラセボ対照並行群間比較試験を実施した。

【方法】対象は 40 歳以上 65 歳未満の皮膚 AGEs 沈着量の多い女性 40 名とした。
被験食はソフトカプセル形状で MHE として 1 日 100mg、 連続 12 週間摂取とし、
摂取前、摂取 6、12 週後に理学的検査、血液検査、皮膚検査等を行った。本試験
は倫理審査委員会の承認を経て行われた (UMIN 試験 ID：UMIN000037855)。

【結果】試験中 4 名が辞退し、1 名が解析除外基準に抵触したため MHE 群 19 名、
プラセボ群 (P 群 )16 名となった。主要評価項目のペントシジンは四分位範囲で外
れ値と判定した 1 名を除き、解析対象者の平均値未満となったサブグループ解析
で、MHE 群のみ摂取前後で有意に低下して、群間でも P 群に対して有意な低下が
認められた。カルボキシメチルリジン (CML) は四分位範囲で外れ値と判定した 1
名を除き、さらに BMI が 22.0 以上のサブグループ解析で、MHE 群のみ摂取前後
で低下の有意傾向が示された。全例では、VISIA 画像診断の結果、シワの項目にお
いて MHE 群のみ摂取前後で有意に低下し、群間でも P 群に対して低下の有意傾
向を示した。また、キメ・色ムラ、褐色シミの項目で MHE 群に改善効果が認め
られた。

【結論】MHE 摂取により糖化関連項目および美容項目の改善が認められた。これ
らの作用には、MHE の AGEs による架橋を切断する作用と OPH 活性増強作用が
寄与した可能性があった。

一般演題 26 食生活・サプリ	2
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O27-1	 サルコペニアインデックスを用いた大腿骨近位部骨折患
者の機能予後予測

○大久保�直輝1,2、吉田　隆司2、小田　　良1、田中　一哉2、岡田　直也2、
細井　邦彦2、高橋　謙治1

1京都府立医科大学大学院運動器機能再生外科学（整形外科）、
2京都府立医科大学附属北部医療センター整形外科

【目的】大腿骨近位部骨折（HF）は高齢者に好発し，死亡率の上昇や健康寿命の
短縮につながる疾患である．サルコペニアインデックス（SI）は血清クレアチニ
ンとシスタチン C との比から算出され，骨格筋量や筋力の指標となる．大腿骨近
位部骨折（HF）患者の術後早期の歩行能力は，長期的な機能予後と相関すること
が明らかにされており，術後早期の歩行能力獲得がリハビリテーションには重要
である．本研究の目的は，HF 患者において SI と術前，術後早期の歩行能力との
関連を検討することとした．

【対象および方法】2020 年 1 月から 2020 年 12 月までに HF に対して手術療法を
施行した 65 歳以上の患者 86 例を対象とした．男性 16 例，女性 70 例で平均年齢
88.6（76 ～ 100）歳であった．術前血液検査で SI をシスタチン C に対するクレア
チニンの比として百分率で算出した．歩行能力について，独歩・杖歩行を自立歩
行とみなし，それ以外を移動介助とした．術前と術後 2 週での歩行能力と SI との
関連を検討した．

【結果】術前自立歩行群は 51 例，術前移動介助群は 35 例であった．SI は術前自
立歩行群が平均 69.8 で，術前移動介助群の平均 59.2 と比較して有意に高値であっ
た（p<0.001）．術後 2 週で自立歩行群は 17 例で平均 SI は 75.1，介助移動群は 69
例で平均 SI は 63.1 であった（p<0.01）．術前自立歩行群 51 例において，術後 2
週で自立歩行が可能となった患者は 17 例で平均 SI は 75.1 であり，移動介助群
34 例の平均 SI は 67.1 であった（p=0.03）．

【考察】本研究において，術前・術後早期ともに自立歩行群は移動介助群と比較
して SI が有意に高値であったことから，SI は高齢 HF 患者の歩行能力の指標とな
り得ると考えた．術前自立歩行可能な患者に限っても，術後早期の歩行能力が高
い患者では SI は有意に高値であった．大腿骨近位部骨折患者において SI は歩行
能力の有用な指標であると考える．

O27-2	 コロナ禍の高齢 2 型糖尿病患者の筋肉量に与える影響

○橋本　善隆、長谷川�由佳、牛込　恵美、濱口　真英、福井　道明
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科

【目的】COVID-19 感染症パンデミックが 2 型糖尿病高齢者の筋肉量の変化に及ぼ
す影響を検討する。

【方式】当院に通院中の 60 歳以上の 2 型糖尿病高齢者を対象とし、2020 年 4 月
以前に少なくとも 2 回、その後に少なくとも 1 回、生体電気インピーダンス分析

（BIA）を受けた患者のデータを用いてレトロスペクティブコホート研究を行った。
骨格筋量指数 (SMI、kg/m2) は BIA で求めた四肢骨格筋量 (kg) を身長 2 乗 (m2) で
除して算出した。SMI の変化率 (kg/m2/ 年 ) は ( フォローアップ SMI[kgm2]- ベー
スライン SMI[kgm2]) ÷フォローアップ期間 ( 年 ) として算出した。COVID-19 パ
ンデミック前とパンデミック後の SMI の変化率の差をペアード t 検定を用いて評
価した。SMI の変化に対する COVID-19 パンデミックの影響を調査するために各
種因子と共に反復測定分散分析を実施した。

【結果】対象は 57 人の高齢 2 型糖尿病患者、平均年齢 75.1(7.0) 歳、平均罹病期間
は 19.3(8.3) 年。SMI は COVID-19 パンデミック前は平均 15.2(5.0) か月の間に 6.8(0.9)
kg/m2 から 6.8(0.9)kg/m2 の変化であったが，COVID-19 パンデミック後は平均
19.0(4.3) か 月 の 間 に 6.8(0.9)kg/m2 か ら 6.6(0.9)kg/m2 に 変 化 し て い た。SMI は
COVID-19 パ ン デ ミ ッ ク 後 は パ ン デ ミ ッ ク 前 に 比 べ て 有 意 に 減 少 し た
(-0.115[0.239] 対 0.006[0.287]kg/m2/ 年、p=0.046)。この減少は、男性 (-0.155[0.255]
対 0.032[0.321]kg/m2/ 年、p ＝ 0.035)、 喫 煙 者 (-0.162[0.251] 対 0.031[0.312]kg/
m2/ 年、p ＝ 0.035)、血糖コントロールが悪い人 (-0.143[0.283] 対 0.043[0.281]kg/
m2/ 年、p=0.044)、 糖 尿 病 期 間 が 長 い 人 (-0.153[0.229] 対 0.082[0.291]kg/m2、
p=0.049) で 有 意 で あ っ た。 反 復 測 定 分 散 分 析 に よ り SMI の 変 化 率 に 対 し て
COVID-19 感染症パンデミックは影響していた (η2=0.095、p=0.030)。

【結論】COVID-19 感染症パンデミックは高齢 2 型糖尿病患者の筋肉量の低下を引
き起こした。

一般演題 27 運動・運動器	1

O26-5	 ニコチンアミドモノヌクレオチド (NMN) 経口摂取のヒト
の加齢に与える影響の検討

○中川　佳子1、五十嵐�正樹1、三浦　雅臣1、深水�祐一郎3、佐藤　寿哉3、
櫻井　敬展3、中川　　崇2、山内　敏正1

1東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科、
2富山大学医学部分子医科薬理学講座、
3三菱商事ライフサイエンス株式会社

【目的】NAD+ 中間代謝産物ニコチンアミドモノヌクレオチド (NMN) 投与による
NAD+ 上昇とそれに伴うサーチュイン活性の上昇が、加齢とともに必然的に進行
する生理的な身体機能低下を遅延させることが動物実験で明らかにされている。
本研究では、NMN を健常高齢者が摂取した場合に、筋力低下を始めとした生理
的老化現象に与える影響についての無作為化プラセボ対照二重盲検並行群間比較
試験を行う。

【方法】65 歳以上の健常高齢者男性 42 人を NMN 群（250mg/ 日）とプラセボ群
にランダムに割り付け、NMN あるいはプラセボの最長 12 週間摂取を行う。6 週

（NMN 群 n=21、プラセボ群 n=21）あるいは 12 週間 (NMN 群 n=10、プラセボ
群 n=10) での、一般血算、生化学検査項目の変化、全血における NAD+ および
NAD+ 関連代謝産物濃度の変化、筋力の変化（30 秒間椅子立ち上がりテスト、歩
行速度、握力）、インピーダンス法による体組成変化、CT による脂肪肝、内臓脂
肪量変化、聴力変化、骨密度変化などについて評価を行う。

【結果】最長 12 週間の NMN 経口摂取で、血液検査結果を含めて明らかな有害事
象は認めなかった。12 週間の NMN 経口摂取は、全血 NAD+ 濃度を 2 倍以上増加
させ、NAMN、NAR などの NAD 関連代謝産物濃度も有意に増加させた。NMN 群
で、インピーダンス法による骨格筋量変化および CT による内臓脂肪量変化に有
意な変化を認めなかった。しかし、NMN 群で、歩行速度（0 週、6 週、12 週のデー
タを用いた混合効果モデルでの経時比較）、握力 (0 週、6 週、12 週のデータを用
いた mixed-effect model for repeated measures(MMRM) での経時比較 ) および 6
週における 30 秒間椅子立ち上がりテストの有意な改善を認め、NMN 経口摂取に
よる筋力改善効果が示唆された。また、NMN 群で聴力の有意な改善を認めた。

【結論】健常高齢者において、NMN 250mg/ 日の 12 週間の経口摂取の安全性が示
された。また同容量で全血の NAD+ 濃度上昇と筋力および聴力の改善の可能性が
示唆された。
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O27-5	 無酸素性運動が血清中各種活性酸素・フリーラジカル消
去活性に及ぼす影響

○市川　　寛1、澤田　有里1、南山　幸子2、福岡　義之3、海老根�直之3

1同志社大学大学院生命医科学研究科、
2京都府立大学大学院生命環境科学研究科、
3同志社大学大学院スポーツ健康科学研究科

【目的】激しい運動による過剰な活性酸素種（ROS）の産生は、運動パフォーマン
スの低下、さらに運動後の筋損傷や各種疾病を誘発する可能性があり、生体は過
度な酸化ストレスに対し ROS 消去活性を高く維持する必要がある。今回我々は、
無酸素性運動によるヒト血清中各種活性酸素・フリーラジカル消去活性の変化を
評価した。【方法】大学陸上競技部員 10 名に 30 秒間のウィンゲートテストを実
施した。運動前後で採血を行い、血清中のヒドロキシラジカル（･OH）、スーパー
オキシドラジカル（O2･-）、アルキルオキシラジカル（RO･）、アルキルぺルオキ
シラジカル（ROO･）、メチルラジカル（･CH3）、一重項酸素（1O2）の消去活性を
ESR スピントラッピング法により評価した。加えて、運動後経時的に血中乳酸濃
度を測定した。実験終了時の疲労度は、VAS 法により評価した。【結果】無酸素性
運動により、RO･ ならびに ROO･ 消去活性が有意に上昇し、･OH、O2･-、1O2、
･CH3 消去活性には上昇する傾向が見られた。平均パワーと 1O2 消去活性、最高
血中乳酸濃度、疲労度との間に強い正の相関が見られたほか、平均パワーの高い
群 (n=5) では、･OH 消去活性が有意に上昇した。【結論】無酸素性運動直後に、
血清各種 ROS 消去活性が上昇することが示唆された。また、血清 ･OH 消去活性
の反応性と運動パフォーマンスは関連する可能性が示された。

O27-3	 人工膝関節置換術による術前異常姿勢の改善	–	knee-hip-
spine	syndrome

○大島　康史1、渡邉　信佳2、竹岡　　享3、飯澤　典茂1、高井　信朗1、
眞島　任史1

1日本医科大学整形外科学教室、2京都九条病院整形外科、
3京都九条病院リハビリテーション科

【目的】
 高齢者の転倒は骨折や要介護の要因となることから、転倒予防が重要である。
 変形性膝関節症 ( 膝 OA) は膝伸展制限を生じ、矢状面アライメント異常や転倒
の原因として知られているが、人工膝関節置換術 (total knee arthroplasty: TKA) に
よって膝関節機能が再獲得できれば、矢状面アライメントが改善すると仮定した。
そこで TKA による姿勢の変化を、所属施設倫理委員会の承認のもと検討した。

【方法】
 対象は一次性膝 OA に対する TKA 患者とし、今回初めて片側 TKA を施行した女
性 12 人を片側群、以前に反対側の TKA 施行歴がある女性 12 人を両側群とした。
単純 X 線立位側面像で膝・股関節屈曲角度および sagittal vertical axis (SVA) を術
後 24 ヵ月間検討し、t-test で統計解析した。

【結果】
 立位での両膝関節屈曲角度は術前平均 14.3±6.4°から術後 24 ヵ月で 9.5±5.0°
に、また両股関節屈曲角度も術前平均 8.0±4.9°から 5.3±4.7°に減少した (p<0.05)。
 SVA は術前 67.6±17.3 mm から術後 6 ヵ月で 51.8±24.6 mm (p<0.05) と減少し、
両側群では術後 24 ヵ月まで維持されたが、片側群では術後 12 ヵ月から増大した。

【考察】
 われわれは膝 OA による脊柱、骨盤、下肢への影響が異常姿勢をきたし、膝関
節治療によって改善する病態を knee-hip-spine syndrome と定義し、検討してい
る。
 本研究の結果、TKA によって膝・股関節屈曲位の改善とともに SVA が減少した。
一方、一次性膝 OA は通常両側罹患であることから、片側群での SVA の再増悪は、
対側の膝 OA の影響があると考えた。今後、症例数、観察期間を増やし、検討す
る必要がある。

【結論】 TKA は膝関節機能とともに、矢状面での姿勢やバランスの改善、さらに
転倒予防にも有効な可能性がある。

O27-4	 超音波照射による C2C12 筋管細胞の萎縮抑制作用

○市川　　寛1、氏政�かりん1、南山　幸子2、秋山�いわき1

1同志社大学大学院生命医科学研究科、
2京都府立大学大学院生命環境科学研究科

【目的】ロコモティブシンドロームを呈した高齢者では、自発的な運動によるサ
ルコペニアへの予防効果は期待できない。本研究では、ADL の低下した患者に対
するサルコペニアへの運動に代わる予防手段として骨格筋への超音波（US）照射
を勘案し、in vitro における基礎的検討を行った。【方法】マウス骨格筋芽細胞

（C2C12）由来筋管細胞を細胞培養皿に播種しコンフルエントの状態で分化培地に
交換した (day0)。①筋管細胞への 2 週間 US 照射実験 4 日間分化誘導した後、
CTL 群と３つの US 照射群（音響強度 ISPTA=0.13, 0.26, 0.40 [w/cm2]）の 4 群に分
け Day 4 ～ 17 にかけて計 6 回 US 照射した。細胞萎縮の評価として実験前後の
day 4, 17 に筋管細胞の直径を計測した。② TNF-α誘導性萎縮筋管細胞への US 照
射実験 2 日間分化誘導し、day 2 から終濃度 20 ng/ml TNF-αを添加した。Day 2、
3 に US 照射し day 4 に細胞を回収した。照射条件は音響強度 ISPTA= 0.47 [w/
cm2] とした。細胞萎縮の評価として実験前後の day 2, 4 に筋管直径を計測した。
また回収細胞の OH・消去活性を MULTIS 法にて測定した。【結果】①筋管細胞へ
の 2 週間 US 照射実験 １日 3 分，2 週間で計 6 回，音響強度 ISPTA=0.13, 0.26 [w/
cm2] で US 照射したとき（day 17）、CTL 群の day 17 と比較して有意に筋管細胞
直径の減少を抑制した。特に ISPTA=0.26 [w/cm2] のとき US 照射後 (day 17) の直
径は照射前（day 4）と比較して有意に増大した。② TNF-α誘導性萎縮筋管細胞
への US 照射実験 1 日 10 分、2 日間の US 照射により筋管細胞直径は増大した。
また TNF-α添加下にて直径は減少し US 照射により直径の減少が抑制された。
Day 4 の細胞内 OH・消去活性は、GSH 等量に換算して CTL 群 15 mM、TNF-α添
加群 14 mM、US 照射群 59 mM、TNF-α_US 照射群 20 mM であった。US 照射
24 時間後の細胞内 OH・消去活性は、CTL と比較して有意に上昇した。【結語】
US 照射は長期培養による萎縮と TNF-α誘導性の両萎縮モデルに対してその萎縮
を抑制した。さらに本抑制には US 照射による細胞内の抗酸化能の増強が関与す
ることを初めて明らかにした。
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O28-3	 慢性肝疾患における肝脂肪化とテストステロンの関与

○内山　　明、今　　一義、石塚　　敬、柳沼　礼子、福原　京子、
池嶋　健一

順天堂大学医学部消化器内科学講座

【目的】ホルモン異常は脂肪肝形成の一因子として知られるが、男性ホルモン（テ
ストステロン；TS）が実臨床における脂肪肝に関与しているかは十分明らかになっ
ていない。そこで、本研究では慢性肝疾患患者を対象に TS を測定し、肝脂肪化
との関連について検討した。【方法】男性の慢性肝疾患患者 85 例を対象として血
清中の TS を測定し、体成分分析装置 Inbody® による BMI・体脂肪率・骨格筋量
指標（SMI）、FibroScan® による肝硬度（KPa）と肝脂肪量（CAP；dB/m）との相
関を解析した。【結果】対象の平均年齢は 52.5±8.1 歳で、アルコール関連肝疾患

（ARLD）28 例、非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）20 例、ウイルス性 31 例、
PBC/AIH 6 例であった。疾患別での肝硬度は ARLD 18.5±14.8、NAFLD 7.2±4.8、
ウ イ ル ス 性 8.0±6.4、PBC/AIH5.5±1.3 で あ り ARLD で 有 意 に 高 値 で あ っ た
(p<0.05)。CAP 値は ARLD 250.4±46.0、NAFLD 293.7±43.9、ウイルス性 248.5±
67.6、PBC/AIH 237.7±14.0 であり NAFLD が有意に高値であった (p<0.05)。全症
例の平均 TS 値 5.5±2.5 ng/μl（基準値 :1.92-8.84）で低値 5 例、高値 8 例で、72
例は基準範囲内であった。病態ごとの内訳は、ARLD 5.9±3.1、NAFLD 4.2±1.48、
ウイルス性 5.6±2.2、PBC/AIH 6.9±2.1 と NAFLD で低値の傾向を認めた。TS 値
と CAP 値は r=-0.278 と有意な負の相関を示した（p<0.05）。CAP 値≧ 260（S2 以
上）を予測する TS 値のカットオフ値を 6.72 ng/μL とすると感度 43.4%、特異度
86.8%、AUROC 0.67 を示した。また、TS 値は体脂肪率と有意な負の相関を示し
た（r=-0.316、p<0.01）。TS 値と血清 AST、ALT 値はそれぞれ有意な負の相関を示
し た（AST; ｒ =-0.272、p=0.01、ALT；r=-0.371、p<0.001）。 一 方、TS 値 と 血 小
板数、Fib4 index、M2BPGi、γGTP 値、SMI 値との相関性は認めなかった。【結語】
慢性肝疾患において、TS 値は多くの症例で基準範囲内であったが、肝脂肪量と負
の相関を認めた。TS は脂肪肝炎を含めた病態進展に深く関与する可能性が考えら
れた。

O28-4	 アンチエイジング医学としてのバリアトリック・メタボ
リックサージェリー

○山本　　寛1、神谷　純広1、馬場�真奈美2、上田　浩史3、廣瀬　京子4、
古倉�みのり2

1甲南病院外科、2甲南病院内科、3甲南病院健診センター、
4甲南病院看護部

【目的】
バリアトリック・メタボリックサージェリーは、減量効果のみならず、糖尿病な
どメタボリック症候群を含む肥満関連疾患を急速かつ劇的に改善し、究極的には
予後を改善することが知られている。費用対効果の側面から言えば、バリアトリッ
ク・メタボリックサージェリーは、手術という出費は伴うが、その後の薬剤を含
めた医療費、食費、交通費など、個人の生活費は大きく減少する ( 肥満研究 , 
2013)。今回、社会の立場からバリアトリック・メタボリックサージェリーの費用
対効果を検討する多施設共同研究を立ち上げたので、その取り組みを紹介する。

【方法】
わが国の高度肥満症に対する肥満外科治療の費用対効果を明らかにするため、
BMI35 以上の高度肥満症患者 400 例 ( 外科治療 270 例、内科治療 130 例 ) の医療費、
QOL、代謝関連指標、合併症などのイベントを調査し、費用分析、QOL 分析、費
用対効果分析を行う前向き観察研究であり、日本肥満症治療学会支援の多施設共
同研究である。

【結果】
現在、登録開始から約 2 年が経過したが、コロナ禍に、症例登録数が現在約 100
例と登録遅延が認められる。登録期間を延長し、今後も症例登録を継続予定であ
る。

【結論】
本学会では、バリアトリック・メタボリックサージェリーの費用対効果について
の多施設共同研究の取り組みをご紹介する。そして、バリアトリック・メタボリッ
クサージェリーに伴う糖尿病を含む様々な肥満関連疾患の改善効果に加え、糖尿
病などメタボリック症候群の予防効果さらに予後改善効果を含め、アンチエイジ
ング医学としての側面に関しても論じてみたい。

O28-1	 筋形成型オリゴ DNA は脂肪細胞分化を抑制する

○森岡　一乃1、三谷　塁一1、梅澤　公二1,2、下里　剛士1,2、高谷　智英1,2

1信州大学大学院総合理工、2信州大学バイオメディカル研究所

【目的】肥満は、脂肪前駆細胞から分化した脂肪細胞が、過剰な脂質を溜め込み
肥大することで生じる。成熟脂肪細胞が分泌するアディポカインは、生活習慣病
の発症リスクを増大する。したがって、脂肪分化の制御は、肥満を抑制し、メタ
ボリックシンドロームへの進展を防ぐために重要である。脂肪前駆細胞は、骨格
筋前駆細胞と同じく、間葉系幹細胞から分化する。脂肪分化と筋分化は排他的な
ため、一般的に、筋分化の誘導は脂肪分化を抑制する。我々は最近、筋分化を促
進する筋形成型オリゴ DNA として、18 塩基の iSN04 を同定した。iSN04 は多機
能タンパク質ヌクレオリンと直接結合し、その機能を阻害することがわかってい
る。本研究では、脂肪分化における iSN04 の作用を検討した。

【方法】脂肪前駆細胞のモデルであるマウス胎児線維芽細胞株 3T3-L1 に iSN04 を
投与して分化誘導し、細胞内の中性脂質を Oil Red O で可視化・定量することで
脂肪分化を評価した。また、脂肪特異的な遺伝子の発現変化を qPCR で解析した。
免疫染色により、脂肪分化におけるヌクレオリンの細胞内局在を調べた。

【結果】3T3-L1 細胞の分化に伴って、ヌクレオリンは核小体から細胞質へと移行
した。分化誘導 0 ～ 10 日目まで継続的に iSN04 を投与すると、脂肪滴を有する
成熟脂肪細胞への分化が著明に抑制された。同様に、ヌクレオリン阻害剤 AS1411
投与群でも脂肪分化が抑制されたが、その効果は等濃度の iSN04 よりも低かった。
iSN04 投与群では、脂肪特異的な転写因子である PPARγや CEBPα、脂肪酸結合
タンパク質 FABP4、脂肪滴の膜タンパク質ペリリピンの発現が有意に減少した。
iSN04 の投与時期を検討した結果、分化 0 ～ 4 日目に iSN04 を投与すると成熟脂
肪細胞への分化が十分に抑制されることがわかった。

【結論】iSN04 は、脂肪前駆細胞の分化初期にヌクレオリンを阻害することで、脂
肪特異的な遺伝子の発現を抑制し、脂肪細胞の分化・成熟を阻害することが明ら
かになった。iSN04 は、肥満をはじめとする生活習慣病の予防や治療に有用であ
ると期待される。

O28-2	 ショウガ由来 [6]-gingerol による脂肪細胞の脂肪分解促
進作用の解明

○板東　花奈1、内藤�健太郎2、赤川　　貢1

1大阪府立大学大学院生命環境科学研究科、2株式会社ディーエイチシー

【目的】
 肥満は心血管疾患、脂肪肝、癌など様々な疾患の発症要因となるにも関わらず、
世界の肥満人口率は過去 40 年間で約 3 倍に急増しており、その予防や改善が急
務となっている。脂肪細胞内に存在する脂肪滴は triglyceride (TG) 等の中性脂質
を蓄えており、肥満にはこの脂肪滴の肥大化が深く関与している。そこで本研究
では、脂肪分解促進作用を有する食品由来成分を探索し、その作用機構の解明を
行った。

【方法と結果】
 本研究では、マウス由来 3T3-L1 前駆脂肪細胞を 9 ～ 12 日間かけて脂肪様細胞
に分化・肥大化させて実験に用いた。はじめに約 40 種類の食品由来成分を 3T3-
L1 細胞に処理し、蓄積脂肪を Oil Red O 染色により定量したところ、ショウガの
辛味成分である [6]-gingerol が顕著に脂肪量を減少させることを見いだした。
[6]-Gingerol の脂肪減少作用をより詳細に評価するため、分化・肥大化させた
3T3-L1 細胞に [6]-gingerol (0 ～ 50 μM) を 48 時間処理し、Oil Red O と BODIPY
染色後の顕微鏡による脂肪滴の観察と定量、さらに TG の定量を行ったところ、
[6]-gingerol 濃度依存的な脂肪量と TG 量の減少が確認された。また、同様の処理
を行い培養液中のグリセロール量を定量したところ、[6]-gingerol 濃度依存的な増
加が認められ、[6]-gingerol の脂肪分解促進作用が明らかとなった。 脂肪滴中の
TG は、adipose triglyceride lipase (ATGL) により diglyceride へ加水分解された後、
リン酸化された hormone sensitive lipase (HSL) などにより glycerol へと加水分解
される。そこで、[6]-gingerol 処理後の ATGL のタンパク質レベルと HSL のリン
酸化レベルを Western blotting により評価したところ、どちらも [6]-gingerol 濃
度依存的に上昇した。また、ATGL の発現に関与している AMP-activated protein 
kinase (AMPK) のリン酸化レベルも [6]-gingerol 濃度依存的に上昇した。【結論】
 本研究から、[6]-gingerol は脂肪細胞において、ATGL の発現上昇や HSL の活性
化を介した TG の加水分解の亢進によって抗肥満作用を示すことが示唆された。

一般演題 28 肥満・減量
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O29-3	 迅速・同時休眠打破したショウガ根茎末の経口投与を想
定した肝臓代謝活性化および脂肪低下作用

○小名　俊博1,2、清野　晃之3、丈束　純子1,2

1九州大学大学院農学研究院、2株式会社小名細胞アッセイ技術研究所、
3函館工業高等専門学校物質環境工学科

【目的】ショウガ根茎では、生では 6-gingerol（GING）が多く、加熱加工により
6-shogaol（SHOG）の割合が増え、SHOG は肝臓代謝活性化で知られる。体内摂
取成分は、肝臓内で肝臓細胞にまず直接作用し、次に肝臓による代謝が行われ代
謝成分が肝臓細胞に作用する。ショウガ根茎を休眠打破により内容成分の相転移
を促した後加熱処理し、経口投与を想定した代謝前後での肝臓活性化および最終
的な脂肪低下に対する評価を、GING または SHOG 単独との比較を含め行なった
ので報告する。

【方式】細胞としてヒト肝臓がん細胞株 Hep G2 を、ショウガ根茎として、長崎県
島原産の無農薬栽培物を用いた。これをめざめ液により迅速・同時休眠打破した
後、加熱、乾燥した。経口投与を想定し、酵素などを用いて胃および十二指腸ステッ
プで消化後、分子量 10,000 以下をアッセイに用いた。HP-SPR-3D 法により、投
与後 2 時間の細胞応答をモニターした。また、細胞を CD-DST 法により三次元培
養し、7 日後の脂肪量をナイルレッドで染色後、測定した。HPLC 法により、休眠
打破前後の SHOG 量を、加熱・乾燥後の試料を用いて測定した。

【 結 果 】100nM に お い て、GING で は 代 謝 前 後 の 両 方 で ア ポ ト ー シ ス 毒 性 が、
SHOG では代謝活性促進が、代謝前よりも代謝後で 2 倍程度大きく認められた。
SHOG 1000nM では、代謝前ではアポトーシス毒性が、代謝後は代謝活性の促進
により無毒化が観察された。SHOG 100nM では、約 20% の肝臓脂肪の低下が見
られた。休眠打破ショウガ根茎末では、SHOG が未処理の約 8 倍、休眠打破して
いない処理物の約 1.1 倍の含有量の増加が見られた。また、濃度依存的に代謝前
後での肝臓の活性化とともに約 10% の脂肪低下が見られたが、がん細胞殺傷作用
も見られた。

【結論】経口投与を想定したモデル実験において、迅速・同時休眠打破ショウガ
根茎末の肝臓代謝活性化および脂肪低下作用に対する高い効果が認められた。

O29-4	 Ilex latiforia による食後血糖上昇抑制作用

○島田　紘明1、笹井　剛一1、井芹　太一1、森川　敏生2,3、上野　省一4、
岩城　正宏1,2,3

1近畿大学薬学部、2近畿大学薬学総合研究所、
3近畿大学アンチエイジングセンター、4栄進製薬株式会社

【目的】モチノキ科に属する Ilex latiforia (IL) は茶葉として加工され、中国では民間
療法薬として古くから飲用されてきた。IL 葉から抽出したエキスは抗酸化作用や
抗炎症作用、抗がん作用、抗菌作用など様々な薬理作用を有する。日本国内では
ダイエット効果が謳われているが、その科学的根拠が乏しい。そこで本研究では、
IL 葉抽出エキスによる食後の血糖上昇抑制作用を明らかにすることを目的とした。

【方法】IL 葉から 60% エタノールにより含有成分を抽出した (IL-ext)。ICR マウス (5-7
週齢、雄性 ) を一晩自由飲水下で絶食後、4 g/kg デンプンもしくは 2 g/kg グルコー
ス溶液とともに 100 もしくは 500 mg/kg IL-ext を経口投与し、血糖上昇に対する
抑制作用を検討した。糖の主要な消化酵素であるα- アミラーゼ、マルターゼ、
スクラーゼに対する IL-ext の阻害活性を検討した。また、グルコースの消化管吸
収抑制作用を明らかにするため、ヒト消化管上皮モデル Caco-2 細胞における蛍
光性グルコース誘導体 2-NBDG 取込みに対する IL-ext の阻害活性を検討した。

【結果】デンプンおよびグルコース投与後の血糖 - 時間曲線下面積 (AUC) は、100 
mg/kg IL-ext 同時投与によりそれぞれ 26%、17%、500 mg/kg IL-ext 同時投与に
よりそれぞれ 24%、20% 有意に減少した。IL-ext は糖の消化と吸収の両方を阻害
することが示唆されたことから、次に in vitro 試験により糖の消化酵素およびト
ランスポーターに対する阻害活性を検討した。IL-ext はα- アミラーゼ活性、マル
ターゼ活性に対して濃度依存的な阻害活性を示し、50% 阻害濃度 (IC50) はそれぞ
れ 115 ± 1 μg/mL、59 ± 1 μg/mL と算出された。さらに、Caco-2 細胞におけ
る 2-NBDG 取込みに対しても IL-ext は濃度依存的な阻害活性を示し、IC50 は 26 ± 
1 μg/mL と算出された。

【結論】IL-ext は消化管内で特に食事中デンプンの消化に関わるα- アミラーゼお
よびマルターゼを阻害することに加え、グルコースの消化管吸収を抑制すること
で食後血糖上昇を抑制する作用を有することが明らかになった。

O29-1	 マウスにおいて AC-11 摂取は Angiotensin	II 誘導性高血
圧を抑制する

○瀬島　　海1、大垣　有郁1、高橋　宏典2、桑山　岳人1、岩田　尚孝1、
白砂　孔明1

1東京農業大学、2自治医科大学

【目的】加齢により妊娠率低下や妊娠高血圧腎症（PE）等のリスクが上昇する。
PE 病態には、胎盤の炎症応答や抗血管新生因子である可溶性 fms 様チロシンキ
ナーゼ 1（sFlt1）や可溶性エンドグリン（sEng）の過剰産生が関係している。
AC-11 はキャッツクローから抽出されたサプリメントであり、DNA 修復促進効果
を持つ。本研究では AC-11 摂取による影響を検討した。【方法・結果】①ヒト絨
毛細胞株（Sw71）や臍帯静脈内皮細胞（HUVEC）に AC-11 を添加しても細胞死
の指標である LDH レベルは変化しなかった。AC-11 添加により sw71 では炎症性
サイトカインであるインターロイキン -6（IL-6）および IL-8 が、HUVEC では IL-8
の分泌が抑制された。② ICR 雌マウスに AC-11 を自由飲水させた。体重・血圧・
臓器重量に変化はなかった。AC-11 を飲水させた雌マウスを雄と交配したところ、
妊娠率・母体体重動態・胎仔および胎盤重量に変化はなかった。③ AC-11 を飲水
させた非妊娠雌マウスに Angiotensin II（Ang）を皮下投与すると Ang 誘導性の
高血圧が抑制された。AC-11 の飲水は妊娠中に Ang を投与して引き起こした高血
圧も抑制した。胸腺内 CD4+T 細胞は Ang 投与により減少したが、AC-11 摂取によっ
て増加した。胎盤や腎臓の炎症性サイトカインなどに影響はなかった。④腎臓細
胞 や sw71 に お い て、AC-11 添 加 は LPS や PolyIC 誘 導 性 の IL-6 分 泌 を 抑 制 し、
sw71 では抗血管新生因子である sFlt1 分泌も抑制した。HUVEC において、AC-11
添加は PolyIC 誘導性の抗血管新生因子である sFlt および sEng 分泌を抑制した。
⑤ヒト胎盤組織に AC-11 を添加すると、IL-8、sFlt および sEng 分泌を抑制した。【考
察】AC-11 は免疫細胞動態を調節し、抗炎症効果や抗血管新生因子の分泌抑制効
果を持つことが示され、これらの複合作用によって高血圧症状を抑制したと考え
られる。

O29-2	 摂食時間の変更が脳内の炎症に及ぼす影響

○五味�未早希1、伊藤�芙美佳2、井上　任平2、大屋　瑞穂2、寺尾　沙季2、
鴇田　智里2、高橋　博之1、丸山　弘子1,2

1北里大学大学院医療系研究科、
2北里大学医療衛生学部再生医療・細胞デザイン研究室

【目的】概日リズムは摂食時間、光、運動、睡眠と覚醒などの因子によって調節
される。今回は、アルツハイマー遺伝子導入（AD）マウスにおける、摂食時間の
変更が時計遺伝子の発現と Tau 蛋白質のリン酸化に及ぼす影響を検討した。

【 方 法 】 生 後 9 週 齢 の AD マ ウ ス (B6SJL-Tg6799) と AD 陰 性 マ ウ ス を 用 い て、
Control 群と Circadian 群の 4 群に分けた。Control 群は 24 時間自由摂食を行い、
Circadian 群は 3 ヶ月間 24 時間自由摂食させた後、4 ヶ月目から 8 時から 20 時に
摂食時間を変え自由摂食させ、摂食量と体重を記録した。運動量は実験開始後 6 ヵ
月マウスをケージに入れ、地震計（UID-SSS/U10、数理設計研究所）を取り付け
て約 24 時間記録した。BMAL1、Tau 発現量の解析は− 80℃に凍結保存した大脳
皮質部分を、Western Blot 法を用いて解析を行った。免疫組織化学染色法を用い
て Iba-1 と p-Tau 陽性細胞数を定量した。凍結血清を用いて、TNF-α量を ELISA
法で定量した。この実験は北里大学医療衛生学部実験動物委員会の許可を得て
行った。

【 結 果 】 全 群 に お い て 摂 食 量 と 体 重 変 動、 運 動 量 の 差 は 認 め ら れ な か っ た。
Western Blot 法では AD 陰性マウスに比べて、AD マウスで時計遺伝子 BMAL1 と
リン酸化 Tau 蛋白質は上昇し、免疫組織化学染色による p-Tau 陽性細胞数に差は
見られなかった。AD 陰性マウスにおいて、Cont 群に比べて Cir 群で p-Tau 陽性
細胞数と TNF-α量が上昇した。摂食時間の変更により、BMAL1 時計遺伝子の発現、
ミクログリア数と TNF-α量に影響を及ぼすことが分かった。【結論】ミクログリ
アは、アルツハイマーにおいて、アミロイドβの蓄積と Tau 蛋白質リン酸化によっ
て活性化する。TNF-αなどの炎症性サイトカインの放出を促し、炎症反応を引き
起こす。今回、概日リズムを変更することで、マウス脳内で炎症を惹起させた可
能性が示唆される。AD マウスでは摂食時間による差が見られなかったことから、
AD 発症では Con 群、Cir 群に関わらずミクログリア発現量が増加し、アミロイド
βの蓄積と Tau 蛋白リン酸化に伴って炎症が起きていることが考えられる。

一般演題 29 食生活・サプリ	4
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O30-3	 口腔アンチエイジングによる認知症予防を目指した fMRI
解析による高次脳機能と口腔機能連関性の探索

○小松　知子1、大塚　剛郎2、谷口　紀江3、泉　　雅浩3、横山　滉介4、
戸田　真司5、宋　　文群6、岩口　真路7、石田　　瞭7、森本　佳成8、
櫻井　　孝3、李　　昌一9

1神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座障害者歯科学分野、
2神奈川歯科大学口腔統合医療学講座歯科矯正学分野、
3神奈川歯科大学大学院顎顔面病態診断治療学講座、
4神奈川歯科大学附属病院障害者歯科・全身管理高齢者歯科、
5神奈川歯科大学短期大学部歯科衛生学科、
6神奈川歯科大学大学院災害医療・社会歯科学講座、
7東京歯科大学口腔健康科学講座摂食嚥下リハビリテーション研究室、
8神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座、
9神奈川歯科大学横須賀・湘南地域災害医療歯科学研究センター�
酸化ストレス /ESR 研究室

【目的】高齢者では、口腔機能低下症を発症すると、低栄養、フレイル、サルコペニア、
ロコモ、寝たきりへと続き、神経変性疾患である認知症になるとこれら負の連鎖は止まら
なくなる。舌運動は舌による押しつぶしや食塊の移送、嚥下機能における重要な要素であ
り、舌圧低下は低栄養を招く危険性がある。さらに本研究では、舌運動機能の脳高次機能
との関連性を追求するために、機能的磁気共鳴映像法（fMRI）とを用いて検討したので報
告する。

【対象および方法】文章による同意が得られた健常ボランティア 20 人を被験者とした。
被験者に対して JMS 舌圧測定器 ®（（株）ジェイ・エム・エス）を用いて最大舌圧を 3 回
計測し、平均値を平気最大舌圧とした。MRI 装置内で被験者は、舌運動を行い、その際の
脳 賦 活 部 位 に つ い て 脳 賦 活 部 位 に つ い て 脳 機 能 マ ッ ピ ン グ ツ ー ル SPM( Statistical 
Parametric Mapping) 12 を用いて解析した。この解析結果により、平均最大舌圧が高値を
示した群と低値を示した群に分類し、脳画像データ解析を比較検討した。 

【結果】被験者全体によるグループ解析の結果、一次体性感覚野、一次運動野、補足運動野、
視床、小脳に賦活が認められた。さらに、最大舌圧が高い群では補足運動野と帯状皮質運
動野に有意な賦活が認められた。以上のことから、舌運動は口腔領域の感覚や運動を司る
脳部位を賦活させることが明らかとなった。また、最大舌圧が高い群で賦活がみられた運
動野は複雑な運動や一連の運動を円滑に実行する役割を担う高次運動野であり、口腔機能
における複雑な機能を連動させるプログラミングにも影響を及ぼしてる可能性も考えられ
た。舌機能訓練などにより、舌運動機能の低下を予防することは、摂食嚥下機能のみなら
ず、認知症などの脳機能低下の予防にも関係する可能性が考えられた。

【結論】舌運動時に口腔領域の感覚や運動を司る高次脳機能部位に賦活が認められ、最大
舌圧が高い群が低い群に比較して、より高次なレベルで舌運動の制御を行っている可能性
が示唆された。

O30-1	 食事の順番と歯周炎症との関連

○喜田�さゆり1、青山　典生1、藤井　利哉1、岩根　泰蔵2、玉置　勝司3、
三辺　正人1

1神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔統合医療学講座歯周病学分野、
2神奈川県立保健福祉大学栄養学科、
3神奈川歯科大学口腔統合医療学講座顎咬合機能回復補綴学分野

【背景と目的】近年、糖尿病や高血圧などの生活習慣病と歯周病は関連があるこ
とが明らかとなってきた。その中で口腔機能の低下や栄養バランスの悪化などの
因子が注目され、さらに歯周病と食事習慣や栄養素の関係について指摘されてい
る。栄養学の観点からは、1 回の食事における各品目の食べる順番への意識は重
要であると考えられる。本研究では、食事の順番に対する意識と歯周炎症の関連
を評価することを目的とした。

【方法】神奈川歯科大学附属病院医科歯科連携センターで被験者を募集した（2018
年から 2019 年）。本研究は神奈川歯科大学倫理審査委員会の承認を受けて実施し
た（No.553）。簡易型自記式食事歴法質問票（BDHQ）を用いた食事摂取の状況と
歯周炎症表面積（PISA）などの口腔検査を行うとともに質問票を用いて生活習慣
を調査した。「食べる順番を野菜料理→肉や魚料理→主食の順で食べているか」と
いう設問の回答によって被験者を 3 群（あてはまる、どちらともいえない、あて
はまらない）に分け、口腔検査指標、摂取栄養素および生活習慣について群間で
比較を行った。

【結果と考察】本研究では合計 118 名（女性 84 名、男性 34 名）、平均年齢 68.5
歳の被験者を対象とした。PISA の平均値は食事の順番を気にしている群よりも食
事の順番を気にしていない群は有意に高値であった。また、回答群間で食物繊維
やビタミン C などの栄養素の摂取状況に統計学的に有意な差が認められた。以上
の結果から、食事の順番と歯周炎症との関連が示唆された。

O30-2	 Feynman 分類第 4 度 tetracycline 変色歯に対し 5.9% 過
酸化水素漂白ゲルと高出力パルス青色 LED 照射器による
オフィスホワイトニング

○松原　美和1、平野　絵美2、大工園�則雄3

1松原矯正歯科クリニック、2表参道歯科矯正クリニック LUCENT、
3バイオフォトラボ研究所

【目的】tetracycline 変色歯の患者に対し、5.9%H2O2 漂白ゲルと高出力パルス青色
LED 光照射器を用いたオフィスホワイトニングにて良好な経過を得たため報告す
る【方法】患者は Feynman 分類第 4 度の tetracycline 変色歯を有し、色調改善を
主訴に当院受診した。患者に対し本施術と成果の学術応用に関する文書による説
明と同意取得後、歯面清掃、口唇・粘膜保護を行い、5.9% 過酸化水素水 ( 協和純
薬製 ) とゲル化粉末（ハイパーオキシパウダー , ナノオプテック有限会社）を当
院にて混和調整した漂白ゲル（5.9％ H2O2 ゲル）を歯面塗布し、歯面冷却機能付
き高出力パルス青色 LED 光照射器（一般医療機器 CoolBright エックスリミット ,
ナノオプテック）による 120 分照射を 1 回来院毎に行い計 5 日間行った。歯の明
度はシェードガイド（VITA Bleaching Shade Guide, Vita) を用い視感比色にて測定
し、施術に伴う不快症状は VAS スコアを用いた。【結果】初診時術前シェードは
上顎中切歯歯頚部 No.29 切端部 23、5 回目の術後シェードはそれぞれ No.17、
No.7 であった。術中・術後の発赤・腫脹等の炎症所見や不快症状なく、術後に知
覚過敏改善の薬剤等の使用はなかった。【結論】本症例範囲内において 5.9％ H2O2

ゲルと CoolBright エッ
クスリミットによるオ
フィスホワイトニング
に て 有 害 事 象 な く
Feynman 分 類 第 4 度
の tetracycline 変 色 歯
に対しホワイトニング
効果を得た。

一般演題 30 口腔
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O31-3	 レモン果汁の糖化ストレス抑制作用

○崎山�智恵子1、八木　雅之1、上中�詩央里1、石崎　　香1、本谷　宜久2、
米井　嘉一1

1同志社大学大学院生命医科学研究科アンチエイジングリサーチセンター /�
糖化ストレス研究センター、2ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社

【目的】糖化ストレス抑制には食後高血糖の抑制、AGEs の生成と蓄積抑制などが
ある。食後高血糖は食酢、ヨーグルト、レモン果汁など酸を含む食品を炭水化物
よりも先に摂取することで抑制される。本研究ではレモン果汁に約６％含まれる
クエン酸に着目し、AGEs 生成抑制作用および AGEs 架橋切断作用を検証した。 

【方法】試料はレモン果汁製品（ポッカレモン 100）と同果汁製品に含まれる同濃
度のクエン酸水溶液を用いた。糖化反応はグルコース - ヒト血清アルブミン（HSA）
または牛皮由来 I 型コラーゲン (Col) 糖化反応モデル系に試料を添加後、60℃にて
40 時間（HSA）または 10 日間（Col）加温した。その後、糖化反応液中の蛍光性
AGEs（ 励 起 波 長 370nm 蛍 光 波 長 440nm）、Pentosidine（ 蛍 光 HPLC 法 ）、Nε
-(Carboxymethyl) lysine (CML)（ELISA 法）および糖化反応中間体 (3-deoxyglucosone 
(3DG), glyoxal(GO), methylglyoxal(MGO))（ プ レ ラ ベ ル HPLC 法 ） を 測 定 し た。
AGEs の架橋切断作用はαジケトン構造を有する 1-phenyl-1,2-propanedione (PPD)
を架橋モデルとした反応系を用いて評価した。 

【結果】蛍光性 AGEs の生成抑制作用は HSA-、Col - グルコース糖化反応系のいず
れにもレモン果汁と果汁に含まれる同濃度のクエン酸に抑制作用が認められ、レ
モン果汁の作用がクエン酸より 20 ～ 30％強かった。Col - グルコース糖化反応系
における Pentosidine、CML 生成抑制作用はレモン果汁とクエン酸で同程度であっ
た。糖化反応中間体生成抑制作用については GO、MGO ではレモン果汁とクエン
酸に同程度の抑制作用が認められ、3DG ではレモン果汁がクエン酸より 16 倍強
かった。架橋切断作用はレモン果汁およびクエン酸において認められなかった。 

【結語】レモン果汁の AGEs および糖化反応中間体生成抑制作用にはクエン酸の寄
与が認められた。蛍光性 AGEs と 3DG 生成抑制作用にはクエン酸以外の果汁成分
も強く寄与した。普段の食事にレモン果汁をプラスすることは糖化ストレス抑制
に繋がる可能性がある。

O31-4	 黒ガリンガルの糖化ストレス抑制作用

○八木　雅之1、井上�佳如子2、佐藤　恭男2、石崎　　香1、﨑山�智恵子1、
米井　嘉一1

1同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンター /糖化スト
レス研究センター、2株式会社レーネ

【目的】糖化ストレスによる体内での糖化最終生成物 (AGEs) の蓄積は老化や生活
習慣病の進展に関わる。体の糖化ストレス抑制は抗糖化と呼ばれ、食後高血糖の
抑制、糖化反応の抑制、AGEs の分解排泄などがある。ショウガ科植物の一種で
ある黒ガリンガル (Kaempferia parviflora Wall. Ex. Baker; KP) は黒ウコン、黒ショウ
ガなどとも呼ばれ、その根茎に蛍光性 AGEs 生成抑制作用を有し、作用成分とし
てポリメトキシフラボノイド (PMF) や親水性成分の関与が報告されている。また
KP の蛍光性 AGEs 生成抑制作用は PMF 含有量との相関が認められていない。本
研究では KP の抗糖化素材としての更なる可能性検証を目的に KP 根茎中の親水性
成分に着目し、糖化反応抑制作用と AGEs 分解作用を評価した。

【方法】試料には KP 根茎乾燥粉末の熱水（80℃）抽出液を使用した。糖化反応抑
制作用はヒト血清アルブミン (HSA) - グルコース糖化反応モデル系における KP 抽
出液の AGEs および糖化反応中間体生成抑制作用を検証した。AGEs 分解作用は
AGEs 架橋切断作用モデル系における、KP 抽出液の AGEs 架橋切断作用と酸化蛋
白分解酵素 (OPH) 活性増強作用を検証した。 

【結果】KP 抽出液には蛍光性 AGEs、ペントシジン、CML および糖化反応中間体
である 3- デオキシグルコソン、グリオキサール、メチルグリオキサール生成抑制
作用が認められた。これらの作用は糖化反応阻害剤であるアミノグアニジンより
も強かった。また KP 抽出液の AGEs 分解作用は AGEs 架橋切断作用と OPH 活性
増強作用が共に認められた。OPH 活性増強作用は KP 抽出液濃度 0.315 mg/mL に
おいて 203% を示した。 

【結論】KP の熱水抽出液中には経路の異なる多種類の AGEs 生成を抑制すると共
に AGEs 分解に作用が認められた。KP は体内の AGEs 蓄積量を低下させる抗糖化
食品としての可能性があった。

O31-1	 だしの糖化ストレス抑制作用

○橋本　美帆、八木　雅之、崎山�智恵子、米井　嘉一
同志社大学生命医科学部糖化ストレス研究センター

[ 目的 ] 糖化ストレスによる AGEs（advanced glycation end products）の生体内
蓄積は、老化や疾患の原因となる。糖化ストレスの抑制には食後高血糖の抑制、
糖化反応の抑制、糖化反応生成物の分解および排泄などが挙げられる。本研究で
は日本料理の基本として様々な料理に使用されるだしを対象に、糖化反応抑制作
用を検証した。

[ 方法 ] 試料として市販の本枯鰹節、花かつお、にぼしの３種類を使用し、パッケー
ジに記載の方法を参考に 0.5％、2.5％、7.5％、20％だしを抽出した。糖化反応抑
制作用はヒト血清アルブミン -Glucose 糖化反応モデルを使用し、蛍光性 AGEs、
CML、ペントシジン、糖化反応中間体（3DG、glyoxal、methylglyoxal）の各生成
抑制作用を検証した。本枯鰹節は抽出液をゲル濾過クロマトグラフィーにより分
画精製して、糖化反応抑制作用成分を画分ごとに検証した。 
[ 結果 ] 蛍光性 AGEs 生成抑制作用は本枯鰹節と煮干しに認められた。CML および
ペントシジン生成抑制作用は全てに認められた。glyoxal 生成抑制作用は本枯鰹節
にのみ認められた。methylglyoxal 生成抑制作用は本枯鰹節と煮干しに認められた。
3DG は糖化反応後に増加した。本枯鰹節のペントシジン生成抑制作用を強く有す
る成分はゲルろ過クロマトグラフィーによる分画精製により分子量 433 と推定さ
れた。 
[ 考察 ] だしには糖化反応抑制作用が認められ、AGEs 生成を抑制する経路がだし
の種類によって異なることが推測された。乳清の AGEs 生成抑制作用成分は乳蛋
白の乳酸菌分解物と推定されている。本枯鰹節は鰹にカビ付け処理されて製造さ
れることから、作用成分は乳清と同様に魚蛋白の分解物に関与する可能性が推測
された。 一方、だしは糖化反応系で 3DG の生成を促進する可能性が示唆された。
だしには糖化ストレス抑制作用を有する成分が含まれ、日本料理の機能性付与に
関与する可能性が示された。

O31-2	 黒豆の糖化ストレス抑制作用に関する研究

○横田　早貴、八木　雅之、﨑山�智恵子、米井　嘉一
同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンター /糖化スト
レス研究センター

【目的】糖化ストレスによる AGEs の生成や蓄積は老化や疾患の進展要因となる。
また酸化ストレスは糖化ストレスの促進要因となる。本研究では糖化ストレス抑
制に有用な食品の探索を目的に、大豆の仲間である黒豆の AGEs 生成抑制作用と
抗酸化作用を検証した。また黒豆に含まれるイソフラボン量と AGEs 生成抑制作
用との関係を検証した。 

【方法】試料は市販の大豆 1 品種，黒豆８品種及びイソフラボン 6 種 ( アグリコン
3 種：ダイゼイン，ゲニステイン，グリシテインと配糖体 3 種：ダイジン，ゲニ
スチン，グリシチン ) を使用した。豆試料はフードプロセッサーを用いて粉砕後、
80℃の熱水で 1 時間抽出し、抽出液を得た．さらに別途、豆を種皮と子葉部に分
けて同様に抽出液を得た。抗糖化作用の測定は，ヒト血清アルブミン−グルコー
ス糖化反応モデルに抽出液を添加して 60℃，40 時間反応後，蛍光性 AGEs（励起
波長 370 nm/ 蛍光波長 440 nm）を測定し、AGEs 生成抑制率（%）を算出した．
抗酸化作用は，DPPH ラジカル消去活性評価法に基づいて行い、Trolox 当量を求
めた。抽出液のイソフラボン量は，逆相 HPLC を用いて測定した。

【結果】AGEs 生成抑制作用は全豆試料とイソフラボンに認められ、大豆よりも黒
豆の AGEs 生成抑制率が高かった。黒豆抽出液の AGEs 生成抑制作用は品種間で 5.4
倍の差異があり、全品種において子葉部より種皮の方が高かった。抗酸化作用は
黒豆 7 品種に認められた。黒豆抽出液のイソフラボン総量、アグリコン総量と
AGEs 生成抑制作用には相関が認められず、グリシチン量にのみ相関が認められた。

【結論】黒豆の AGEs 生成抑制作用と抗酸化作用は品種の違いが大きかった。黒豆
の AGEs 生成抑制作用に対するイソフラボンの関与は低かった。黒豆の糖化スト
レス抑制作用には品種の選定が重要と考えられた。

一般演題 31 食生活・サプリ	3
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O32-1	 任天堂リングフィットアドベンチャーが慢性腰痛患者へ
及ぼす痛み・心理的要素の影響

○佐藤　崇司、清水　啓介、江口　　和、鈴木　雅博、大鳥　精司
千葉大学大学院医学研究院整形外科学

【目的】近年、 Exergaming (Exercise+gaming の混成語 ) がフィットネス・教育・
健康分野で大きなトレンドとなっており、また医療の場での治療効果に関する研
究が増加しているが、慢性腰痛に対するこの種の介入に関する研究は少ない。本
研究では、任天堂 Switch 用ゲームであるリングフィットアドベンチャー（RFA）
が慢性腰痛患者に有効であるとの仮説を立て、無作為化前向き縦断研究を実施し
た。【方式】2020 年 1 月～ 7 月までに近医整形外科より当院を紹介受診した、手
術適応なく、難治性の慢性腰痛患者 40 名を対象とした。無作為に選ばれた 20 名
の患者（男性 9 名、女性 11 名、平均年齢 49.3 歳）を RFA 群とし、週 1 回 40 分
間の RFA 介入 （Adventure Mode 30 分 + 腰痛改善プログラム 10 分）を計 8 週間
実施した。一方で 20 名（男性 12 名、女性 8 名、平均年齢 55.60 歳）を対照群とし、
8 週間の薬剤内服治療（元々行っていた内服に加え、NSAIDs、トラマドール塩酸塩、
デュロキセチンを適宜極量まで漸次増量）を行った。両群とも 8 週間の治療前後
に疼痛（腰痛、臀部痛、下肢痺れの強さを VAS scale で聴取）および心理学的ス
コア（痛みの自己効力感、破局的思考、運動恐怖）を測定し、分析した。【結果】
RFA 群では、腰痛、臀部痛、痛みの自己効力感は 8 週間の RFA 介入後に有意な改
善が認められたが、下肢痺れ、破局的思考、運動恐怖には有意な改善は認められ
なかった。対照群では、8 週間の薬剤の内服投与でどの項目にも有意な改善は認
められなかった。治療 8 週後時点での RFA 群・対照群の両群間での比較では、腰
痛・臀部痛・痛みの自己効力感の 3 項目で RFA 群において有意な改善が見られた。

【結論】任天堂リングフィットアドベンチャーは難治性慢性腰痛患者の自己効力
感を高め、疼痛を軽減させた。これまで慢性腰痛治療にあたって必須と思われて
いた運動恐怖・破局的思考の改善は慢性腰痛改善に必須ではなく、自己効力感の
改善が慢性腰痛改善に重要な因子である可能性が示された。

O32-2	 高齢期の性生活の有無が腰痛に与える影響

○大山�翔一朗1,2、星野　雅俊2、高橋　真治2、堀　　悠介2、藪　　晋人2、
辻尾　唯雄3、小林　章郎3、中村　博亮2

1社会医療法人渡邊高記念会西宮渡辺病院整形外科、
2大阪市立大学大学院整形外科、3医療法人社団松下会白庭病院整形外科

【目的】これまでに本邦において高齢者の性生活と腰痛についての関連を調査し
た研究はない。腰痛ガイドライン 2019 では慢性腰痛に対する運動療法は有効と
されており、性生活を維持している高齢者は腰痛が少ないのではないかと仮説を
たてた。本研究の目的は縦断解析により、高齢者における性生活の有無が腰痛に
影響するかを検証することである。

【方法】対象は高齢者運動器ドックに参加した 317 名 ( 男性 130 名、女性 187 名、
平均年齢 74.8 ± 4.8 歳 ) である。性生活、腰痛 VAS、ロコモ 25、抑うつ・不安 (HADS)、
婚姻歴、住環境について質問票での調査を行い、性生活の有無で各調査項目に差
があるか比較した。また、翌年の運動器ドックにて再度評価した腰痛 VAS を目的
変数とし、年齢、性別、体型、ベースラインの腰痛 VAS、ロコモ 25、HADS、婚
姻歴、住環境、性生活を説明変数とした重回帰分析を行い、性生活が翌年の腰痛
VAS に影響するか調査した。

【結果】全体の 23.3％ (74 名 ) が現在も性生活が有ると回答した。性生活無し群で
は腰痛 VAS が有意に高かったが (22.8 vs. 12.4, p ＜ 0.01)、腰痛が理由で性生活が
ないと回答したのは 0.8％ (2 名 ) であった。性生活有り群ではロコモ 25 が低く維
持され (5.7 vs. 11.5, p ＜ 0.01)、年齢が若く (72.5 vs. 75.5, p ＜ 0.01)、男性が多く
(59.5% vs. 35.4%, p ＜ 0.01)、婚姻率が高く (90.5% vs. 72.4%, p ＜ 0.01)、独居率が
低かった (5.4% vs. 17.7%, p ＜ 0.01)。重回帰分析の結果、性生活有りは各項目に
独立して翌年の腰痛 VAS に影響していた (β= -6.24, p=0.01)。

【考察】性生活の有無には年齢、婚姻歴や身体機能が関連することが知られてい
るが、本結果から、これらを調整しても性生活が有ると翌年の腰痛 VAS が有意に
低く、高齢者の性生活は腰痛に対して防御的に作用していると考えられた。超少
子高齢社会の本邦で、腰痛が更なる社会的重荷となる事が懸念される中、性生活
の維持を励行することは有効な対策となり得る可能性がある。

一般演題 32 運動・運動器	2

O31-5	 スペルミンによるメチルグリオキサール由来終末糖化産
物	(AGEs)	の形成阻害の解明

○西川　綾花1、飯泉　陽介2、内藤�健太郎3、赤川　　貢1

1大阪府立大学生命環境学域、2京都府立医大、3( 株 ) ディーエイチシー

【目的】
 グリケーションは、タンパク質のアミノ基と還元糖やカルボニル化合物のカルボ
ニル基との間で起こる非酵素的反応であり、後期段階では複雑な終末糖化産物 
(AGEs) が形成される。メチルグリオキサール (MGO) は反応性の高いジカルボニ
ル化合物の一つであり、AGEs の重要な前駆体である。高血糖状態が続くと MGO
は分解されずに体内に蓄積し、AGEs が形成されることで糖尿病合併症の発症や
皮膚の老化に繋がる。そこで本研究では、MGO による AGEs の形成を阻害する食
品因子の探索を行った。

【方法と結果】
 はじめに、MGO のヒト血清アルブミン (HSA) に対する反応性を解析した。HSA
と MGO を反応させ、タンパク質カルボニルを biotin 標識して検出した結果、タ
ンパク質カルボニルの顕著な増加が確認できた。また、MGO によって生成する
AGEs の一種である Nε-(carboxyethyl)lysine (CEL) を評価したところ、MGO 濃度
依存的な生成が認められた。そこで、HSA に MGO と 25 種類の食品因子を共処
理し、MGO による修飾を阻害する因子の探索を行った。その結果、スペルミン
がタンパク質カルボニルと CEL の生成を顕著に阻害することを見出した。スペル
ミンは鶏肉や納豆に多く含まれるポリアミンの一種であり、抗酸化作用、抗炎症
作用など様々な生理作用が報告されている。
 次に、ヒト由来皮膚線維芽細胞 NB1RGB に MGO を曝露し、細胞内タンパク質の
MGO による修飾を評価したところ、濃度依存的なタンパク質カルボニルと CEL
の増加が明らかになった。そこで、MGO とスペルミンを共処理し細胞内タンパ
ク質の MGO による修飾を評価した。その結果、スペルミン濃度依存的なタンパ
ク 質 カ ル ボ ニ ル と CEL の 生 成 の 抑 制 が 確 認 で き た。 さ ら に、0~1,000 μM の
MGO を曝露し、細胞毒性を評価した結果、500 μM から有意な細胞死が認めら
れた。また、500 μM の MGO 存在下で 0~500 μM のスペルミンの処理が、濃度
依存的な細胞保護効果を示すことを明らかにした。

【結論】
 以上の結果から、スペルミンが MGO によるタンパク質修飾と AGEs 形成を阻害し、
細胞保護効果を発揮することが示唆された。
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O33-1	 早期変形性膝関節症患者のこわばり症状と三次元膝アラ
イメントの関連性

○生田　　太1,2、高橋　謙治3、橋本�三四郎4、湯澤　洋平2、稲波　弘彦2、
高井　信朗1

1東京国際大学医療健康学部、2稲波脊椎・関節病院、
3京都府立医科大学大学院医学研究科運動器機能再生外科学、
4南新宿整形外科リハビリテーションクリニック

【目的】変形性膝関節症（膝 OA）は加齢と共に発症率が高くなる疾患であり、そ
の早期治療が重要である。膝 OA の代表的な初期症状は膝のこわばりであり、特
に起床時に自覚される。また、膝を伸ばしていた後の動き出しで、同じような症
状を訴える患者も多い。このことから膝のこわばりは、膝伸展位アライメントの
微妙な変化が原因であることが推測される。本研究の目的は、早期膝 OA 患者の
こわばり症状と三次元膝アライメントとの関連性を明らかにすることであった。

【方法】
対象は早期内側型膝 OA（Kellgren-Lawrence grade 1 or 2）患者 32 名であり、朝
の起床時の膝のこわばりが “ ない ” もしくは “ 少しある ” 患者を「なし群（男性 5 名、
女性 15 名。年齢 65.9±9.8 歳、BMI 22.6±2.1）」、膝のこわばりが “ 中等度 ” もし
くは “ かなりある ” 患者を「こわばり群（男性 4 名、女性 8 名。年齢 71.4±7.6 歳、
BMI 24.5±2.7）」に分類した。また、全患者の両膝関節の CT 画像から三次元骨モ
デルを作成し、安楽膝伸展肢位の膝アライメントの患健側差を 6 自由度で算出し、

「なし群」と「こわばり群」で比較した。
【結果】

大腿骨に対する脛骨のアライメントは、「なし群」/「こわばり群」の順で、前方
に -0.2 mm [95%CI -3.2, 2.9] / -5.3 mm [-12.2, 1.7]、上方 1.3 mm [-1.2, 3.7] / 0.1 mm 
[-1.7, 1.9]、外側 0.4 mm [-0.5, 1.2] / -2.2 mm [-4.4, -0.1]、内転 0.2° [-0.7, 1.0] / 0.8° 
[-0.3, 1.9]、外旋 -0.5° [-2.0, 1.0] / -0.3° [-3.2, 2.5]、屈曲 0.7° [-0.9, 2.3] / 3.8° [2.2, 5.5]
であり、外側偏位（p = 0.04）と屈曲（p = 0.01）に有意差があった。

【考察】
こわばりを訴える患者の膝アライメントは脛骨が内側偏位・屈曲位であった。我々
の先行研究では、末期膝 OA の脛骨は外側偏位になることを報告している。膝
OA の治療として屈曲拘縮を改善させることは必須だが、膝のこわばりを改善さ
せるために脛骨の外側偏位を許容すべきか否かは、より詳細な検討が必要である。

【結論】こわばり症状のある膝 OA 患者は、症状のない患者と比較して脛骨内側偏
位・屈曲位であった。

O33-2	 地域医療としての骨粗鬆症治療継続と骨折予防

○石原　陽子1,2、服部　幹彦1

1山手クリニック、2霞ヶ関アーバンクリニック

【目的】 骨粗鬆症は軽微な外力にて骨折を発生させ、患者の QOL を著しく損なう。
今回我々は骨粗鬆症患者の治療継続と新規骨折の有無について調査したので報告
する。

【方式】 2017 年 10 月～ 12 月に当院で治療した骨粗鬆症患者の年齢、性別、1 年
後と 3 年後における治療継続と新規骨折の有無に関して診療録からレトロスペク
ティブに調査した。

【結果】 症例は 93 例（男性 2 例、女性 91 例）で、平均年齢は 75.0 歳（男性
83.4 歳、女性 74.0 歳）であった。1 年間治療を継続できたのは 73 例（78.5％）で、
そのうち 9 例が骨折を発症した。骨折 9 例のうち７例は転倒や打撲に伴う指・趾
節骨や肋骨の骨折であった。2 例はいずれも低コンプライアンスの症例で胸椎圧
迫骨折であった。3 年間治療を継続できたのは 52 例（56.0%）で、そのうち 4 例
が骨折を発症した。骨折 4 例のうち 3 例は転倒による膝蓋骨、肘頭や肋骨の骨折
であり、1 例は軽微な外力による胸椎圧迫骨折であった。治療開始後 2 ～ 3 年で
治療を中断した 21 例中、転居（施設含む）に伴い転院した 5 例を除いた 9 例は
2020 年 4 月以降の中断であった。

【結論】 骨粗鬆症に伴う大腿骨頸部骨折や椎体骨折は患者の QOL を著しく低下さ
せ、要介護・要支援の重要な要因とされている。特に大腿骨頸部骨折に関しては
１年以内に 13％が死亡したとの報告もあり生命予後は良いとはいえない。当院で
のコンプライアンス良好な治療継続例では、転倒例も含め大腿骨頸部骨折の発生
はなく、椎体骨折の発生率は 1.9％（1/52 例）で、日本人女性 75 歳代の椎体骨折
発生率３％と比較しても少ない。骨折予防には骨粗鬆症治療は必須である。また、
治療開始後２～ 3 年で治療中断となった症例の約半数は 2020 年 4 月以降の中断
で、COVID19 感染拡大における緊急事態宣言の影響は否定できない。骨粗鬆症は
骨折発症までは無症候であり、患者は低コンプライアンスとなりやく、このよう
な状況下では骨粗鬆症治療が中断しないよう更なる注意が必要である。

一般演題 33 運動・運動器	3

O32-3	 骨格筋肥大期におけるアスタキサンチン，β - カロテン，
レスベラトロールの摂取が筋量及びタンパク質合成シグ
ナルに及ぼす影響

○青井　　渉1、河村　亜希2

1京都府立大学大学院生命環境科学研究科栄養科学、
2日本体育大学総合スポーツ科学研究センター

【目的】不活動にともなう骨格筋萎縮には酸化ストレスが関与することから，そ
の防止策として抗酸化成分摂取について検討されてきた。一方，萎縮後の肥大期
において，抗酸化成分介入の影響は不明である。これまでの機能性成分介入試験
の多くは単一成分の効果を検討したものであり，複数成分の組み合わせを検討し
たものはほとんどない。そこで本研究は，マウスモデルを用いて、単一あるいは
複数の機能性成分摂取が筋萎縮後の肥大期における筋量及びタンパク質合成シグ
ナルに及ぼす影響を検討した。

【方法】8 週齢の ICR 系雄性マウスの方脚をギプス固定して筋萎縮を誘導した。3
週間後，ギプスを除去し，普通食群（C 群），アスタキサンチン食群（A 群），β-
カロテン食群（B 群），レスベラトロール食群（R 群）及び混合食群（3 成分の等
分配合）（M 群）の 5 群に分けた。飼料における各成分の配合割合は 0.06%（w/w）
とし，ギプス除去後の筋肥大期に自由摂取させた。2 週間後，ヒラメ筋を採取し
て筋重量を測定するとともに，タンパク質合成シグナル因子及び酸化ストレス指
標を分析した。

【結果】C 群における固定脚の筋重量は対照脚と比較し，有意に低値であったが（p 
< 0.05），A，B，R 群においては差がみられず，M 群においては有意に高値であっ
た（p < 0.05）。群間で比較した際，固定脚において，タンパク質合成の律速とな
る m-TOR 及び p70S6K のリン酸化レベルは，C 群と比較し，M 群において有意に
高値であった（p < 0.05）。また，酸化ストレス指標であるカルボニル化タンパク
質は，C 群と比較し，M 群において有意に低値であった（p < 0.05）。

【結論】アスタキサンチン，β- カロテン，レスベラトロールの混合摂取は，骨格
筋肥大及びタンパク質合成を促した。

O32-4	 破骨前駆細胞の分化における骨形成型オリゴ DNA の作用

○池田　玲奈1、二橋　佑磨2、梅澤　公二1,2,3、下里　剛士1,2,3、高谷　智英1,2,3

1信州大学大学院総合理工学研究科、2信州大学大学院総合医理工学研究科、
3信州大学バイオメディカル研究所

【目的】ロコモティブ症候群の三大疾患の一つである骨粗鬆症の克服は、健康長
寿社会の実現に不可避の課題である。骨組織の維持には骨形成と骨吸収のバラン
スが重要である。骨芽細胞が分泌する RANKL は、破骨前駆細胞を破骨細胞へと分
化させ骨吸収を促進する。破骨細胞が分泌する RANK は、骨芽細胞の分化を誘導
して骨形成を誘導する。しかし骨粗鬆症では、骨形成と骨吸収の均衡が崩れ、骨
密度が低下する。我々は最近、骨形成型オリゴ DNA（ODN）「iSN40」が、骨芽
細胞の分化を促進することを見出した。しかし、iSN40 が破骨前駆細胞に及ぼす
影響は不明である。本研究では、破骨分化における iSN40 の作用を検証した。

【方法】マウス単球 / マクロファージ細胞株 RAW264.7 を RANKL 添加培地で培養し、
破骨分化を誘導した。0.1 ～ 3.0 μM の iSN40 は分化誘導開始時より投与した。ま
た、iSN40 の CG 配列を GC に置換した iSN40-GC を用いて比較した。破骨分化は
TRAP 染色により評価し、遺伝子発現の変化は qPCR により定量した。

【結果】0.3 μM の iSN40 投与群では、細胞数が著しく増加し、破骨分化がほぼ完
全に抑制された。iSN40 は、破骨マーカー遺伝子 Nfatc1、Ctsk、Dcstamp の発現
量を有意に抑制した。TLR9 依存的な免疫型 ODN「CpG-2006」は、破骨分化を阻
害することが報告されている。iSN40 と CpG-2006 はともに炎症性サイトカイン
Il1b の発現を誘導し、破骨分化を抑制した。また、これらの作用は TLR9 阻害剤の
前投与でキャンセルされた。一方、iSN40-GC は破骨分化を抑制しなかった。以上
の結果から、iSN40 の CG 配列が TLR9 を介して破骨分化を抑制することが示され
た。

【考察】iSN40 は TLR9 依存的に炎症反応を誘導するとともに、破骨分化を抑制した。
一方、iSN40 は骨芽細胞の分化・石灰化を促進するが、その作用は TLR9 非依存的
であることがわかっている。破骨前駆細胞と骨芽細胞では、iSN40 の標的や作用
機序が異なると考えられ、さらなる解析が必要である。iSN40 による骨形成と骨
吸収のバランス制御は、骨粗鬆症の新しい治療戦略として期待される。
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O34-1	 骨形成型オリゴ DNA は TLR ９非依存的に骨芽細胞の石灰
化を促進する

○二橋　佑磨1、三好　　愛2、梅澤　公二1,2,3、下里　剛士1,2,3、高谷　智英1,2,3

1信州大学大学院総合医理工学研究科、2信州大学大学院総合理工学研究科、
3信州大学バイオメディカル研究所

【目的】骨粗鬆症や関節リウマチによる骨破壊は、ADL（日常生活動作）を低下さ
せる要因である。骨の構造と機能は、厳密に制御された骨形成と骨吸収の代謝バ
ランスによって維持されている。原発性骨粗鬆症では、骨形成に対して骨吸収が
優位となり、骨量が減少する。したがって、骨リモデリングの正常化には、骨形
成を促進したり、骨吸収を抑制する分子が有効であると考えられる。我々は最近、
骨芽細胞の分化・石灰化を促進するオリゴ DNA を同定し、骨形成型オリゴ DNA

（osteoDN）と命名した。しかし、非メチル化 CpG モチーフを含む osteoDN の作
用機序には不明な点が多い。一般的に CpG- オリゴ DNA は、Toll 様受容体 9（TLR9）
に認識され、免疫応答を誘導することが知られている。本研究では、osteoDN に
よる骨芽細胞の石灰化促進が TLR9 依存的であるかを検討した。

【方法】マウス骨芽細胞株 MC3T3-E1 に、osteoDN と TLR9 アンタゴニスト E6446
を投与して分化誘導した。骨分化マーカーの遺伝子発現を qPCR で定量し、骨芽
細胞の石灰化をアリザリン染色によって評価した。

【結果】10 μM の osteoDN を投与した MC3T3-E1 では、骨分化初期のマスター転
写因子 Runx2 の発現が有意に増加し、Sp7（osterix）と Bglap2（osteocalcin）の
発現も誘導された。アリザリン染色の結果、0.1 μM 以上の濃度で osteoDN を投
与すると、MC3T3-E1 の石灰化が促進されることがわかった。これらの結果は、
osteoDN が骨分化プログラムを活性化し、骨芽細胞の分化・石灰化を促進するこ
とを示唆する。さらに、E6446 を前投与した MC3T3-E1 に osteoDN を投与しても
石灰化が促進され、また、CpG モチーフを置換した変異 osteoDN も石灰化促進
作用を示したことから、osteoDN の作用は TLR9 非依存的であることが示された。

【結論】osteoDN は TLR9 非依存的なシグナルで骨芽細胞の成熟を促進することが
示されたが、その標的は不明なままである。今後、osteoDN の作用機序を明らか
にし、骨形成機能の低下を伴う骨粗鬆症などの疾患に有用な核酸素材の開発につ
なげたい。

O34-2	 当院に於けるロモソズマブ投与患者 13 例の 12 ヶ月後の
治療効果と安全性の臨床的検討

○兪　　炳碩1、東海　玲美2

1東永内科リウマチ科、2とうかいミキナクリニック

【目的】抗スクレロスチン抗体であるロモソズマブは骨吸収抑制作用と骨形成促
進作用の両面を有する抗体製剤である。骨粗鬆症に対して短期間での骨密度の顕
著な増加の報告が多数見られ、当院の重症骨粗鬆症患者 13 例に対する同剤の
12 ヵ月の治療効果と安全性について臨床的に検討する。【方法】腰椎又は大腿骨
の骨密度が− 3.3SD 未満 既存椎体骨折数（グレード 2）が 2 カ所以上 既存椎体骨
折グレード 3 を有す 13 例の患者背景の調査と、これらの患者に対してロモソズ
マブを投与し投与 12 ヵ月後の DXA 法を用いた腰椎 大腿骨近位部 頚部の骨密度
変化、12 ヶ月での骨吸収マーカー（TRACP5b）と骨形成マーカー（BAP）の推移
を用いた治療評価と投与前後の血清 Ca 値の推移 投与後の有害事象の発生の調査
を行う。【結果】 13 例の背景は（以下全て平均値）年齢 76.2 歳 全例が女性 既存形
態骨折は全例が有し、投与前の骨密度は（YAM 値）腰椎 63.7％ 大腿骨近位部
60.9％ 大腿骨頚部 61.7％ TRACP5b 値 404mU/dL BAP16.3μg/L 1-25OH2VitD 活性
62.8pg/mL 尿中 Ca/CRN 比 12.5％ e-GFR76.9mL/min 投与前血清 Ca 値 9.37mg/dl 
治療歴 1.8 年、投与前治療薬は BP 剤 7 例 VitD 製剤 2 例 SERM1 例 無治療 3 例、
骨折入院歴 3 例。治療変更の理由として治療中に骨折入院 2 例 無症候性の椎体変
化の進行 5 例 低骨密度で治療効果不十分 6 例であった。投与 12 ヵ月後ベースラ
インの YAM 値から腰椎平均 14.3%（P<0.001） 大腿骨近位部平均 4.6%（P<0.001） 
大腿骨頚部平均 4.9%（P<0.001）と骨密度の有意な増加を認めた。投与 12 ヵ月
後の骨代謝マーカー BAP では 4 カ月後に有意に上昇（P<0.03）を認めるも 12 カ
月後に於いては有意な上昇は見られず、TRACP5b では有意な低下（P<0.002）を
認めた。投与中止に至った 3 例として注射時疼痛にて 2 例、因果関係不明の脳出
血 1 例が認められた。【考察】約半数の症例に関節リウマチを有し、全例に於い
て低骨密度且つ易骨折性の病態に対しロモソズマブによる有意な腰椎 大腿骨々密
度の増加と易骨折性の抑制が認められた。今後は更なる症例を増やし安定的効果
を期待したい。

一般演題 34 運動・運動器	4

O33-3	 GABA 摂取による運動適応増強作用

○山田　裕晃1、金　　有宏1、坂下　真耶1、山津　敦史1、金　　武祚1、
青井　　渉2

1株式会社ファーマフーズ、2京都府立大学大学院生命環境科学研究科

【目的】γ- アミノ酪酸（GABA）はアミノ酸の一種であり、野菜、穀物、発酵食
品等に広く含まれる成分である。ペルオキシソーム増殖因子活性化レセプターγ
共役因子 -1α（PGC-1α）は、骨格筋ミトコンドリア量や毛細血管密度を増加さ
せて遅筋特性を獲得させるなど、持久運動能力と密接な関係があるといわれてい
る。我々はこれまでに、トレーニングをさせたマウスに GABA を摂取させること
により、骨格筋中の PGC-1α量が増加し、持久運動能力を向上させることを報告
した。しかし、GABA 混餌量はヒトに換算すると 1 日当たり 1800 mg 相当であり、
一般的にヒトがサプリメント等から摂取する量（100 mg/day 程度）とは乖離が
あったため、実用化においてはより低用量での検証が必要と考えられた。そこで
本研究ではマウスを用いて低用量の GABA 摂取による持久運動能力に与える効果
を検討した。

【方法】実験① 10 週齢 ICR 雄性マウスをコントロール群（C 群 , n=12）、GABA 摂
取（G 群 , n=12）の 2 群に分けた。C 群には通常飼料を、G 群には GABA0.025%
混餌食（ヒト換算 100 mg/ 日相当）を自由摂取させた。摂取開始時、2 週後、4
週後に、疲労困憊になるまでの走行時間を測定した。実験② 10 週齢 ICR 雄性マ
ウスをトレーニング群（T 群 , n=12）、GABA 摂取トレーニング群（GT 群 , n=12）
の 2 群に分けた。T 群には通常飼料を、GT 群には GABA0.025% 混餌食を自由摂
取させた。摂取期間中、週 3 回のトレッドミル走行運動（25 m/min の速度で 1
時間走行）を負荷した。実験①と同様に走行試験を実施した。【結果・考察】実
験① 2 週間後における試験開始時からの走行時間増加量は C 群 1119 秒、G 群
1386 秒であった。また、4 週間後における走行時間増加量は C 群 2336 秒、G 群
2541 秒であった。実験② T 群と GT 群の摂取開始 2 週間後における走行時間増加
量はそれぞれ 4451 秒、7449 秒であった（p<0.01）。また、T 群と GT 群の 4 週間
後における走行時間増加量は 4834 秒、9458 秒であった（p<0.01）。これらの結
果から、低用量の GABA の摂取はトレーニングによる持久運動への適応効果を増
強させた可能性が示唆された。

O33-4	 ラット運動能力を飛躍的に向上させる新しいナノ粒子型
抗酸化剤

○長崎　幸夫1、鳥海　拓都1、金　　雅覽1、小峰　昇一2、三浦　　征3、
永山　純礼3、大森　　肇3

1筑波大学大学院数理物質、2帝京平成大学ヒューマンケア学部、
3筑波大学大学院人間総合

【目的】運動機能等の向上を目指した高強度運動は酸化ストレスを増大させ、却っ
て健康を害することが指摘されているものの、既存の抗酸化剤が機能した例は殆
ど無い。これは①速い代謝とともに、②抗酸化剤が正常細胞のミトコンドリア破
壊障害を惹起することが大きな問題である。このため「オーバードーズ症候群」
と呼ばれる抗酸化剤障害が起こり、副作用が抗酸化作用を上回る。従って、体内
滞留性が長く、効果が継続するとともに、ミトコンドリア障害を起こさない新し
い抗酸化剤の創出が不可欠である。我々は両親媒性の抗酸化剤の自己組織化を基
盤とするナノ粒子型抗酸化剤がこの条件を満たし、ラット長時間走行において
50％にも迫る走行時間延長を達成することに成功した。【方法】ラットにナノ粒
子型抗酸化剤 (RNP) 投与後、高強度走行を行い、①オールアウトタイム、②赤血
球数等を解析し、安静群及び無投与群と比較した。【結果】既存抗酸化剤投与量
群は無投与群に比べて有意に走行時間の短縮したのに対し、RNP 群は投与量依存
的に走行時間が延長した。長時間走行では赤血球の破壊を主因とする酸化ストレ
スの上昇を認めたものの、RNP 投与群ではこれを抑制した。【結論】RNP はミト
コンドリアを中心とした正常細胞に対する障害を抑制し、長い血中滞留性に伴う
長時間抗酸化効
果により高い運
動能力の向上を
達成した。
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O34-3	 地域医療におけるロコモ予防啓発の取り組み

○劉　　和輝1、三浦　清司1、新井　祐志2、高橋　謙治3

1淀さんせん会金井病院、
2京都府立医科大学大学院スポーツ・障がい者スポーツ医学、
3京都府立医科大学大学院運動機能再生外科学 ( 整形外科 )

【目的】平均寿命と健康寿命の差は，約 10 年であり，その間，支援や介護が必要
とされている．主な原因として，筋肉・骨・関節などの運動器の障害が全体の
1/4 を占め第 1 位である．この数を減らし，国民の健康寿命延伸のために，日本
整形外科学会は 2010 年にロコモ チャレンジ！推進協議会を発足させ，啓発活動
に取り組んでいる．当院での取り組みについて報告する．【方法】協議会では「ロ
コモ度テスト 10000 人調査」を実施し，筆頭演者が臨床研究分担者の 1 人として
調査を行った．地域医療を担う当院では，多職種で「住み慣れた地域で，地域資
源を用いた運動機会の提供やロコモ啓発」を行い，健康教室，地域巡り，水中ウォー
キングなどの健康増進活動を継続した．

【結果】「ロコモ度テストの性・年代別の基準値」が 2020 年に明らかになり，高
齢者はもちろんのこと，若い世代のロコモ対策の指標として，健診などで広く使
用することも可能となった． 地域と医療機関の信頼関係を構築し，これらの活動
が地域に広まった結果，運動器疾患の早期発見，受診，治療に繋がっている．また，
地域住民が指導者になり，自主的に運動する機会が増加し，地域の行動変容をも
たらしている． 

【結論】啓発活動により，運動器の健康の重要性を知ってもらえれば，運動器の
疾患や外傷・障害の予防・改善に繋げていくことが可能である．今後も大学・地
域の医療機関・医師会・行政などの各種団体と連携し，ロコモの重要性を啓発し，
健康寿命延伸に繋げていく．

O34-4	 抗加齢ドック受診者におけるロコモ度の違と身体的特徴
の比較検討

○今村　貴幸1、岸本　憲明2、黒田�恵美子2、後田　奈々2、菊地�恵観子2、
山鹿　由莉2、尾形　珠恵2、山田　千積2、高清水�眞二2、西崎　泰弘2

1常葉大学、2東海大学医学部付属東京病院

【目的】
 ロコモティブシンドロームは、運動器の障害による移動機能の低下した状態を
表す言葉として 2007 年に日本整形外科学会により提唱され、我が国ではその予
備軍も含めて約 4,700 万人が相当すると推定されている。また、我が国において
介護が必要になった理由として、運動器疾患が全体の約 30% を占めていると報告
されている。そのため今後、要介護状態への移行を予防し、健康寿命を延伸させ
ることは非常に重要な課題である。当院抗加齢ドック受診者を対象に、日本整形
外科学会が提唱する「ロコモ度テスト」を実施し、同受診者におけるロコモ度と
その身体的特徴について検討した。

【対象と方法】
 対象は、当院の抗加齢ドック受診者でありロコモティブシンドローム調査を実
施した 120 名（男性 77 名、女性 43 名、62.6±11.9 歳）とした。身体機能評価で
ある「立ち上がりテスト」、「2 ステップテスト」及び、身体状況・生活状況の主
観的評価である「ロコモ 25」のテストを実施し、ロコモに該当したロコモ群と、
非ロモコ群の 2 群間において、DXA 法を用いた身体組成測定を実施し、ロコモ度
との関係性について比較検討した。

【結果】
 ロコモ群は男性が 40 名 (51.9%)、女性が 28 名 (65.1%) であり、非ロコモ群は男
性が 37 名 (48.1%)、女性 15 名 (34.9%) であった。ロコモティブシンドローム有無
による 2 群間の体組成に関する比較では、男性は非ロコモ群がロコモ群と比較し
年齢 (p<0.01)、腹囲、胴体の脂肪量及び全身の脂肪量で有意に高値であった
(p<0.05)。女性においては年齢にのみ有意差 (p<0.01) が認められた。

【結論】
 本調査から、男女を合わせた全対象者の 56.7% がロコモティブシンドロームを
有していることを認めた。抗加齢ドック受診者に対するロコモティブシンドロー
ム調査は健康寿命の延伸という観点から非常に意義があると考えられる。今回の
調査では、身体機能評価で重要と考えられる筋肉量について差は認められなかっ
たが、ロコモの有無により男性では年齢、腹囲、胴体及び全身の脂肪量に、女性
では年齢にのみ有意差が認められた。
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6 月 25 日（金）　第 1 会場　（2F　Room A）

 12：30 ～ 13：20
共催：田辺三菱製薬株式会社

座長：福井　道明（京都府立医科大学内分泌・代謝内科学）
LS1
SGLT2・尿細管糸球体連関・アンチエイジングの TRINITY から考える ” 先手
を打つ ” 意義

長谷川�一宏1、脇野　　修2、坂巻　裕介3、日鼻　　瑛1、安田　　格1、伊藤　　裕1

1慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科、2徳島大学医学部腎臓内科、3東京歯科大学市川総合病院内科学講座

SGLT2 阻害の意義を、①尿細管　②糸球体　③尿細管糸球体連関　の３セクションから考査することで、new normal
の「腎症を伴なった２型糖尿病」への先制治療について論じたい。SGLT2 阻害剤は尿細管糸球体フィードバック（TGF）
を制御し、糸球体過剰ろ過を抑止する。この TGF とは別個で新規の ” 尿細管糸球体連関 ” を我々は提唱してきた。抗
加齢分子が介在し、超早期の病態をとらえる重要性を考えている。先手を打つ、超早期の病態に注視することで、見
えてくる、SGLT2 －尿細管糸球体連関－抗加齢の三位一体、TRINITY について考えたい。発表者は、2013 年に糖尿病
性腎症における抗加齢遺伝子サーチュインの論文を Nature Medicine 誌に報告、2018 年には Sglt2 阻害薬によるサー
チュインへ及ぼす影響を Nature 姉妹誌 Scientific Reports に報告、2019 年にはサーチュインと共に NAD 前駆体であ
る NMN を産生する酵素 Nampt の作用を Cell 姉妹誌 Cell Reports に報告した。更に、本年、ボーマン嚢壁側上皮の糖
尿病性腎症の早期変化を Scientific Reports 誌に、NMN の先制治療の意義を JASN 誌に第二著者として報告した。こ
れらの基礎結果のみならず、他グループの SGLT2 についての最新知見を取り上げ、皆様と先制治療について考えたく
存じます。
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6 月 25 日（金）　第 2 会場　（1F　アネックスホール 1）

 12：30 ～ 13：20
共催：帝人株式会社／ NOMON 株式会社

座長：楽木　宏実（大阪大学大学院医学系研究科内科学講座（老年 ･ 総合内科学））
LS2
プロダクティブ・エイジングの実現  
ー NMN（ニコチンアミドモノヌクレオチド）への期待ー

中神　啓徳
大阪大学大学院医学系研究科健康発達医学講座

健康寿命の延伸を目指した老化研究は近年活性化しており、その実用化に向けたトランスレーショナルリサーチは加
速している。カロリー制限やラパマイシンなどの基礎研究で一定の効果が認めれた介入方法を、臨床で評価していく
手法を確立する必要があるが、その一つの手法として、老化あるいは病態を鋭敏に反映するバイオマーカーの探索お
よびその活用が挙げられる。エピジェネティック・クロックと呼ばれる遺伝子修飾から生物学的年齢を算出する方法、
あるいは老化に伴う生理的な衰えとしてのフレイル指標もその候補となる。我々のグループは、カロリー制限の際に
活性化されるサーチュイン遺伝子の活性制御を行うニコチンアミドアデニンジヌクレオチド（NAD+）に着目している。
これは、ミトコンドリアでのエネルギー産生反応の補因子であり、加齢とともに低下し、加齢に関連する疾患の発症
に重要な役割を担っている。この NAD+ 合成系の中間代謝産物である NMN（ニコチンアミドモノヌクレオチド）は、
NAD+ の細胞内レベルを上昇させることによる効果が期待されており、今後臨床研究での介入試験によるエビデンス
の蓄積が求められる。本講演では、自験例も含めた老化研究への取り組みについてお話したい。
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6 月 25 日（金）　第 3 会場　（1F　アネックスホール 2）

 12：30 ～ 13：20
共催：武田薬品工業株式会社 / 大塚製薬株式会社

座長：吉田　憲正（済生会京都府病院）
LS3
生活習慣病としての逆流性食道炎

藤原　靖弘
大阪市立大学大学院医学研究科消化器内科学

逆流性食道炎は胃酸を含む胃内容物の食道への逆流により、胸やけ・呑酸など煩わしい症状を呈し QOL 低下を惹起
させる疾患である。胸痛、咽頭痛、咳嗽、睡眠障害など食道外症状がみられる症例が存在することにも注意が必要で
ある。合併症として出血・狭窄や稀ではあるがバレット食道からの食道腺癌発生が挙げられる。アルコール、喫煙、
肥満、高脂肪食、過食、就寝前の食事は逆流を増加させる因子であり、ダイエット、禁煙、眠時頭位挙上など生活習
慣改善が逆流症状に有効であることが証明されている。生活習慣と逆流性食道炎の関連について、様々な研究がなさ
れており、教室の成績を踏まえて報告する。また GERD 診療ガイドラインでは生活習慣改善は初期治療から併用する
ことが推奨されているが、十分な症状コントロールのためには PPI や P-CAB のような酸分泌抑制薬が必須である。
2021 年 GERD 診療ガイドラインにおける治療を紹介する。
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6 月 25 日（金）　第 4 会場　（1F　Room D）

 12：30 ～ 13：20
共催：株式会社 ShinSei

座長：金村　成智（京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学）
LS4
健康寿命を延伸する光診断技術の開発

ペッツォッティ　ジュセッペ1,2,3,4,5

1京都工芸繊維大学セラミック物理学研究室、2京都府立医科大学免疫学、3東京医科大学整形外科学分野、
4大阪大学大阪大学国際医工情報センター、5東京医科歯科大学生体工学研究所

健康長寿を達成するには、早期に病変を検出できる高感度の診断技術が求められている。ラマン分光法は非破壊・非
侵襲的に物質の分子構造を分析することが可能であり、ラマンスペクトルは「分子の指紋」と呼ばれている。近年、
光学技術の大幅な進歩により、ラマン分光法の生命科学分野への応用が加速している。疾患に伴う組織の変性で起こ
る分子構造の変化は、ラマンスペクトルの変化に反映されるため、疾患特異的なラマンスペクトルは、診断のバイオ
マーカーに成り得ると考えられている。また、近年ではラマンイメージングを導入した、迅速かつ非染色の病理画像
診断法が世界中で報告されている。
我々は、ラマン分光分析を用いて医学における色々な分野で応用し、定量的なアルゴリズムを作成した。これにより
細胞および病原性微生物（細菌、真菌、ウイルス）が有する固有の「指紋」を採取することで、次世代の診断法に成
り得ると考えた。これまでに、口腔疾患である、むし歯やむし歯菌および病原性真菌の特徴的なスペクトルを検出す
ることに成功している。さらに、ラマン分光法を診断機器に応用すべく、光ファイバープローブ型のラマン分光器の
開発を行っている。ラマン分光法は医療分野においてブレイクスルーをもたらし、健康寿命の延伸に寄与する診断技
術に成り得ると考えられる。
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6 月 25 日（金）　第 5 会場　（2F　Room B-1）

 12：30 ～ 13：20
共催：ノバルティス ファーマ株式会社メディカル本部 / 大塚製薬株式会社メディカル・アフェアーズ部

座長：南野　　徹（順天堂大学大学院医学研究科循環器内科学講座）
LS5
病的心臓リモデリングを意識した治療介入について

小板橋�紀通
群馬大学医学部附属病院循環器内科

超高齢化社会を迎えた本邦において心不全患者数は年々増加しており、2020 年推計概数では 120 万人と言われている。
また、一度入院すると、退院後に再入院する率が高く、更にその後の 1 年死亡率は 20％を超えている。心不全によ
る入院、死亡を減らすためには、心不全の発症前の段階から、病態が進展し難治化する終末期までの各それぞれのス
テージに応じた適切な治療介入が大切である。
本セミナーでは、心不全の発症と進展に関与していることが知られている神経体液性因子のバランスと意義を中心に、
病的心臓リモデリングの進展のメカニズムと、リモデリングを予防もしくはリバースさせるためにどのような治療法
があるのか、またアンギオテンシン受容体拮抗薬・ネプリライシン阻害薬 (ARNI) の登場によりもたらされる、心不全
治療のブレイクスルーについて解説したい。
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6 月 25 日（金）　第 6 会場　（1F　Room C-1）

 12：30 ～ 13：20
共催：株式会社ドクターズ・マン

LS6
水素吸入時、水素水飲用時の Pharmacokinetics の比較―水素水の飲用よっ
て水素を体のどこまで供給できるのか―

佐野　元昭
慶應義塾大学医学部循環器内科

これまで水素水の飲用や水素吸入は、薬物動態 Pharmacokinetics に関する情報が不十分のまま、生物学的効果のみが
論じられてきました。本セミナーでは、水素の吸入後、また、水素水飲用後に水素がどのように吸収、分布、代謝さ
れていくのかを、ヒトと解剖学的、生理学的特徴が酷似しているブタを用いた我々の実験結果をもとに解説させてい
ただきます。その上で、薬物動態から考えた適切な水素水の飲用方法と水素水の飲用や水素吸入の使い分けについて
議論してみたい。
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6 月 25 日（金）　第 7 会場　（1F　Room C-2）

 12：30 ～ 13：20
共催：ミヤリサン製薬株式会社

座長：高橋　謙治（京都府立医科大学大学院医学研究科運動器機能再生外科学）
LS7-1
サルコペニアにおける腸内細菌叢・食習慣の解析

髙木　智久
京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学

運動機能低下のみならず生命予後にも影響をもたらすサルコペニアは，消化器疾患を含めた種々の疾患においても，その病状
や予後に影響することが知られている．サルコペニアは，握力・歩行速度・筋肉量を指標に診断されるが，その病態と腸内細
菌叢との関係は不明である．一方、京都府京丹後地域は，百寿者の割合が全国平均の約 3 倍と高く、日本有数の健康長寿地域
である。我々はこれまでの検討で、同地域に居住する高齢者の腸内細菌叢の特徴として、g_Roseburia や g_Lachnospira など
の短鎖脂肪酸産生菌が増加していることを明らかにしてきた。そこで、同地域の高齢者住民を対象に糞便メタゲノム解析を行い，
サルコペニアに関連する腸内細菌叢を検討するとともに，食生活習慣との関連についても検討を行った．
2017 年 8 月～ 2019 年 3 月に地域検診を受検した 65 歳以上の高齢者 310 人（年齢中央値 72，男性 128 名）を対象とし，サル
コペニアと診断された 39 名と身体機能低下を認めない 271 人について，サルコペニア群では g_Enterococcus, 非サルコペニア
群では g_Bilophila の占有率が有意に高かった．また，日本食 JDI8 スコア・地中海食 MED スコアとサルコペニアとの関連は認
められなかったが，日本食・地中海食摂取頻度が高い対象者では酪酸産生菌 (g_Coprococcus, g_Anaerostipes・g_Lachnospira, 
g_Anaerostipes) の占有率が有意に亢進していた．
これらの結果から、サルコペニアの病態形成に腸内細菌叢が関与している可能性が示唆された．また，日本食・地中海食摂取
とサルコペニアの発症・進展には明らかな関連は認められなかったが，これらの食習慣が酪酸産生菌の増加をもたらすことが
示された．

LS7-2
整形外科領域から見たサルコペニア

劉　　和輝
淀さんせん会金井病院

【目的】
平均寿命と健康寿命の差は，約 10 年であり，その間，支援や介護が必要とされている．主な原因として，筋肉・骨・関節など
の運動器の障害が第 1 位である．日本整形外科学会はロコモティブシンドローム（ロコモ）を提唱し，予防啓発に取り組んで
いる．ロコモを構成する疾患として，骨粗鬆症，骨折，変形性関節症，関節リウマチなどの運動器疾患が挙げられ，サルコペ
ニアとも関連している．また，複数の内科疾患を抱える事も多く，幅広い診療科でその知識が必要である．

【方式】
ROAD スタディは，ロコモとサルコペニアの有病率と包含関係を調査した．また，ロコモ推進協議会は，「ロコモ度テスト
10000 人調査」を実施し，筆頭演者が臨床研究分担者の 1 人として調査を行った．地域医療を担う当院では，多職種で「住み
慣れた地域で，地域資源を用いた運動機会の提供やロコモ啓発」を行い，健康教室，地域巡り，水中ウォーキングなどの健康
増進活動を継続した．

【結果】
ロコモはサルコペニアをほぼ完全に含み，ロコモ予防をすることでサルコペニアも予防できることが考えられた．ロコモを構
成する運動器疾患を早期発見，早期治療することもサルコペニアの対策となる．また，「ロコモ度テストの性・年代別の基準値」
が明らかになり，高齢者はもちろんのこと，若い世代のロコモ対策の指標として，健診などで広く使用することも可能となった．
地域と医療機関の信頼関係を構築し，これらの活動が地域に広まった結果，運動器疾患の早期発見，治療に繋がっている．また，
地域住民が指導者になり，自主的に運動する機会が増加し，地域の行動変容をもたらしている．

【結論】
サルコペニア，ロコモの概念を理解し，幅広い診療科と多職種が連携することが必要である．そして，国民への啓発，行動変容，
運動や食事などの予防，治療を継続し，健康寿命延伸に繋げていくことが大切である．本講演では，整形外科領域から見た，
サルコペニアと関連する運動器疾患と，その予防と対策について紹介する．
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6 月 25 日（金）　第 8 会場　（2F　Room B-2）

 12：30 ～ 13：20
共催：マイラン EPD 合同会社

座長：内藤　裕二（京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座）
LS8
エビデンスから紐解く慢性便秘症診療 ー用量調整の新たなエビデンスを踏
まえてー

中島　　淳
横浜市立大学大学院医学研究科肝胆膵消化器病学教室

便秘は極めてありふれた症状のひとつである。増加し続ける高齢者における便秘有症状者の割合は高率であり、便秘
やその合併症への対処が大きな問題となっている。
　このような背景から、2017 年 10 月に日本消化器病学会関連研究会である慢性便秘の診断・治療研究会より、本邦
で初めてとなる “ 慢性便秘症診療ガイドライン 2017” も発刊された。
さらに、2018 年 5 月に発表された “ 高齢者の医薬品適正使用の指針 ” の中では緩下剤に関して言及がされている。
　治療薬剤は、これまで酸化マグネシウムやセンノシド、漢方薬などが用いられてきた。新たな慢性便秘症の治療薬
として，ルビプロストン 24 μ g が 2012 年 11 月より発売され、半量の 12 μ g 製剤が 2018 年 11 月より発売されて
いる。ルビプロストンは、小腸の腸管内腔側に存在する ClC-2 クロライドチャネルを活性化し、腸管内に浸透圧性の
水分分泌を促進することにより、便を軟らかくして腸管内の便輸送を高め、自然な排便を促す薬剤である。従来の便
秘薬とは異なる作用機序を持ち、「上皮機能変容薬」と呼ばれている。
ここ数年新しい便秘症治療薬が立て続けに発売され、治療の選択肢が増えたこと、さらにガイドライン発刊により、
便秘症治療の領域では経験則による治療から、エビデンスに基づいた治療へと変わりつつあるが、便秘症治療に対す
る患者満足度の向上は依然として課題とされている。
　便秘を訴える患者の中には、1 日に何度も排便していても、排便困難があって薬剤を使わないと完全に排便できな
い人もいる。患者の満足度を上げるには「完全排便」が必要になると考えている。患者との対話を重ね、薬剤選択や
用量調整を行うことでブリストル便形状スケール 4 を目指していくことが、患者満足度の向上につながる。
今回の講演では、エビデンスに基づいた便秘症治療の最新情報や、患者満足度の向上のために必要なポイントについ
て、従来の便秘薬とは異なる作用機序の慢性便秘症治療薬の使い方について自身の経験やデータも交えながら講演す
る予定である。
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6 月 26 日（土）　第 1 会場　（2F　Room A）

 12：30 ～ 13：20
共催：株式会社サイキンソー

座長：田中　　孝（田中消化器科クリニック）
LS9
日本人の腸内細菌叢からみた Well-being を目指した抗加齢医学

内藤　裕二
京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座

新型コロナウイルス感染症は臨床医学領域にも大きな変容を与えつつある。消化器内科の領域では、早期胃癌に対す
る内視鏡治療、C 型肝炎に対する抗ウイルス療法、逆流性食道炎に対する胃酸分泌抑制薬 PPI による治療など、その
有効性は 90％をはるかに超え、医学の進歩は多くの Happiness をもたらした。しかしながら、持続可能で多面的な
幸せを意味する Well-being に対する課題が山積みとなっている。ニューノーマル時代において Well-being を目指し
た抗加齢医学の意味を考え、その目指すべき方向性について、特に腸内細菌叢、腸内環境から考えてみたい。with/
post コロナ社会における新たな健康対策としての「抗フレイル」が注目されている。フレイル（Frailty）とは、「心
身の多面的な活力（運動機能や認知機能、社会的機能）が低下し、複数の慢性疾患の併存などの影響もあり、心身の
脆弱性が出現した状態」と定義され、これまでは加齢とともに生じる老年医学的アウトカムと考えられてきた。しかし、
with/post コロナ社会においては、「抗フレイル」対策が重要かつ緊急の健康対策であることが明らかとなりつつあり、
免疫フレイル、身体フレイル、精神フレイルなどに対する個別の対策が提案されている。また、各フレイルは個別に
存在、進行するのではなく、栄養障害を始点に、体重減少、サルコペニア、筋力低下、免疫低下などがフレイルサイ
クルを形成しているため、個別の対策というより、包括的、持続可能な技術開発が必要である。演者らは、これまで
に腸内細菌叢研究から日本人に特徴的なフローラパネル分類を提唱し、機能性食品素材を用いた基礎・臨床研究を精
力的に推進し、疾病予防、健康長寿を目指した抗加齢医学における腸内環境の重要性を明らかにしてきた。本セミナー
では Well-being を目指した腸内細菌叢最新情報を提供したい。
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6 月 26 日（土）　第 2 会場　（1F　アネックスホール 1）

 12：30 ～ 13：20
共催：株式会社ＭＳＳ

座長：久米　　毅（株式会社ＭＳＳ）
LS10
消化管・世界最前線！栄養療法で使うプロバイオティクスの選び方

溝口　　徹1、藤井　祐介2

1医療法人回生會みぞぐちクリニック、2大阪大学大学院医学系研究科社会医学講座公衆衛生学

近年、糖尿病や脂質異常症などの代謝性疾患や各種アレルギー疾患だけでなく、感染症対策としてもプロバイオティ
クスは注目されている。花粉症の時期には、ヨーグルトなどの食品による効果が注目され多くの情報が各種マスコミ
を通じて流されている。一方、医療の分野で治療に応用するためには、エビデンスに乏しく実際の臨床でも治療法の
一つとして確立されたものとは言えないのが現状である。海外では、生活習慣や腸内環境を重視した機能性医学が慢
性疾患の治療法として広く応用されている。機能性医学でのプロバイオティクスの利用は、さまざまな病態に応じた
特異的な菌株を選択することにある。治療効果をより確実なものにするためには、各種プロバイオティクスの菌株特
異性を理解し、さらに十分な菌数が目的とする腸内部位に到達させることが重要である。またプロバイオティクスに
よる臨床効果を得るためには、腸管粘膜の正常化は必須のアプローチである。 腸管壁浸漏症候群（leaky gut 
syndrome：LGS) を代表とする腸管粘膜の機能異常は、過敏性腸症候群や脂肪肝をはじめとする各種肝臓疾患との関
連性が注目されている。本講演では、プロバイオティクスを用いた治療で効果を確実に得るために必要な菌株の選択
方法や腸管粘膜の機能を向上させるための総合的な栄養アプローチについて海外の最新の知見を交えてお伝えする。
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6 月 26 日（土）　第 3 会場　（1F　アネックスホール 2）

 12：30 ～ 13：20
共催：PRSS. Japan 株式会社

座長：市橋　正光（アーツ銀座クリニック）
LS11
美容医学でのアンチエイジング Update2021

山下　理絵、近藤　謙司
湘南藤沢形成外科クリニック R

できるだけ長い年月を元気に活躍したい、いつまでも若々しく美しくありたいという望みは誰もが持っている。医療
技術の進歩に伴い平均寿命が伸びていく一方、元気に活躍できる状態を示す健康寿命は、平均寿命と 6 ～ 7 年開いて
いるといわれている。美容医療を行うには、「元気」が根底にある。寝たきりにならないように、寝たきりの人を増
やさないように、常にアンチエイジング効果を考え、新たなものを取りいれて勉強していくことは大切である。2021
年、美容医学でのアンチエイジングに関して報告する。
１） 光老化が原因でシミ、シワができる日本人のシミは、多種混在型が多く、Aging Complex Pigmentation（ACP）
と呼んでいる。見落としてはいけないのが、肝斑の存在そして、類似している真皮メラノーシスとの鑑別であるが、もっ
とも重要なのは予防である。紫外線の悪影響は、ここ 15 年で啓発され、多くの人が紫外線予防を行うようになって
いる。昨今、太陽から出る他の光線（赤外線 A 波や高エネルギー可視光線）による障害も報告されるようになった。
UV ケアだけでなく、光線予防が必要である。また、真皮にまで到達する UVA 以上に、赤外線は皮膚深層に至る。各
光線を理解することも重要である。
２）シワ・タルミの原因と治療
乾燥や日々のスキンケアによってできる表皮のシワ、表情を作ることによってできる表情ジワ、そして光線によって
できるシワがある。また、タルミは、皮膚の弾力低下、皮下組織の減少、下垂、筋肉の委縮、非薄化、頭蓋骨の縮小、
靭帯の弛緩で生じ、いずれもそれぞれの対策が必要である。
有効なものであっても、患者さんが選択し継続していく必要がある。美容医療のオプション、テクニックから、より
有効なもの、そして患者さんが求めているもの、未来のブームを考えながら選択し自己の治療を広げていくことが重
要である。
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6 月 26 日（土）　第 4 会場　（1F　Room D）

 12：30 ～ 13：20
共催：株式会社ツムラ

座長：秋下　雅弘（東京大学大学院医学系研究科老年病学）
LS12
食思促進作用を通して健康寿命を延伸させる「グレリンシグナルエンハン
サー」としての六君子湯の可能性

上園　保仁1,2,3、宮野�加奈子4、野中　美希1

1東京慈恵会医科大学疼痛制御研究講座、2国立がん研究センター東病院支持・緩和研究開発支援室、
3国立がん研究センター先端医療開発センター支持療法プロジェクト、
4国立がん研究センター研究所がん患者病態生理研究分野

　当教室では、がん患者の生活の質（Quality of Life; QOL）の向上に貢献する薬剤として支持・緩和療法における漢
方薬の役割についての基礎および臨床研究を行っている。がん患者の苦痛は、がんにより直接引き起こされるものの
ほか、抗がん剤、放射線治療の副作用によるものなど多岐にわたるが、最近漢方薬ががん患者の QOL 向上に貢献す
ることが明らかとなってきた。
　いくつかの漢方薬は、西洋薬では対応しにくい身体症状の改善に役立つことがわかってきている。なかでも六君子
湯はがん患者の食思や嘔気・嘔吐の改善に貢献することを明らかにしてきた。
　六君子湯およびその生薬成分は、末梢組織で食思促進効果を有するホルモンである「グレリン」のシグナルを促進
することが明らかとなっており、グレリンエンハンサーとして食思改善や嘔気・嘔吐抑制を示す。加えてマウスを用
いた実験では、六君子湯がグレリンシグナルを促進することで、長寿遺伝子であるサーチュイン遺伝子を活性化し、
マウスの寿命を延長させることを見出した。さらに老齢マウスの心筋石灰化の抑制および骨格筋萎縮の改善などいわ
ゆる抗老化作用を示すこともわかってきた。今回、グレリンエンハンサーを惹起する成分が健康寿命の延伸に貢献す
る可能性について紹介する。
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6 月 26 日（土）　第 5 会場　（2F　Room B-1）

脂肪化精巣・脂肪化卵巣からわかる「老化」の新知見 12：30 ～ 13：20
共催：ロート製薬株式会社

座長：堀江　重郎（順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学）
LS13-1
異所性脂肪とアンチエイジング

堀江　重郎
順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学

異所性脂肪は、臓器周囲あるいは臓器内に脂肪が沈着する現象で、肥満を伴うことが多く、慢性炎症の原因となり臓
器障害を生じやすい。またインスリン抵抗性やサルコペニアも生じやすい。異所性脂肪は基本的にはカロリー摂取過
多を原因とする。抗加齢医学からみた異所性脂肪について概説する

LS13-2
加齢や肥満に伴う精巣・卵巣の機能低下メカニズムと、代謝改善によるその
治療法の構築

島田　昌之
広島大学大学院統合生命科学研究科生殖生物学

加齢に伴い雌雄ともに生殖能力は減退し，肥満はその減退を加速化させるが，そのメカニズムは不明である．我々は，
雌雄ともに早期に生殖能力が減退する Nrg1flox/flox;Cyp19a1 マウスや肥満モデルマウスを用いて，後天的な生殖能
力減退メカニズムの解明を試みてきた．その結果，加齢雌では卵巣間質に脂肪酸を蓄積する細胞が出現して炎症が惹
起され，線維化が生じること，この繊維化により卵胞発育が抑制されることを明らかとした．一方，加齢雄では精巣
間質のライディッヒ細胞に脂肪酸が蓄積し，その周囲に M2 マクロファージが浸潤することで，精巣間質の血管が肥
厚化することが示された．つまり，加齢に伴う精巣と卵巣間質細胞の代謝低下による脂肪細胞化が出発点となり，性
ステロイドホルモン産生が低下し，全身の代謝機構が低下する．その結果，血中脂肪酸濃度が上昇し，さらに生殖器
官に脂肪酸がとりこまれ，性ステロイドホルモン濃度がさらに低下するという，負の循環が生じること，肥満や過食は，
この負の循環を加速化することで，生殖機能の減退速度を速めると考えられた．さらに，精巣および卵巣間質では，
加齢や肥満により酸化ストレスが増加していたことから，抗酸化因子 PQQ の飲水投与を行った．その結果，間質細
胞のミトコンドリア機能が改善され，β酸化による脂肪酸代謝が活性化された結果，脂肪酸蓄積量が減少し，精巣お
よび卵巣機能の改善が認められた．精巣の間質細胞は，二次性徴期に増殖した後，細胞が分裂しない寿命の長い細胞
である．卵巣間質は，排卵，卵胞閉鎖など炎症が慢性化する組織である．したがって，両者ともに加齢に伴い老化細
胞へと変化しやすい細胞であると考えられ，他臓器よりも早期にミトコンドリア代謝機能が減退すると推察される．
つまり，生殖器官の間質における代謝低下が，生殖器官の機能低下→性ステロイドホルモン濃度低下を引き起こし，
それが全身の代謝低下≒肥満化へと連続していくのではないかと考えている．
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6 月 26 日（土）　第 6 会場　（1F　Room C-1）

 12：30 ～ 13：20
共催：ノーベルファーマ株式会社 / 株式会社メディパルホールディングス

座長：井手　久滿（獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科）
LS14
骨粗鬆症とミネラル動態

中村　幸男
信州大学医学部整形外科

現在、我が国における骨粗鬆症患者数は約 1300 万人といわれています。骨粗鬆症ベースの脆弱性骨折、特に大腿骨
近位部骨折数は年々増加しており、我が国の寝たきりの主要な原因となっています。従いまして、日常臨床において
大腿骨近位部骨折、寝たきり原因を引き起こす骨粗鬆症の病態、病状把握は重要です。骨折対策としまして、食・生
活習慣は重要です。患者さん個人個人に適した運動（かかと落とし体操やおへそ引っ込み体操）と栄養介入（骨に重
要なカルシウム、ビタミン D、ビタミン K といった３栄養素をはじめ亜鉛など）を行う事が、患者さんの QOL と
ADL を改善するのに必要だと考えます。また、骨粗鬆症のリスクがある方は、若い世代であっても骨密度検査を行う
事をおすすめします。若い世代からの治療介入は将来的な “ 貯骨 ” に繋がります。高齢者の方は全員骨密度検査を受
けて頂きたいと思います。昨今、ロモソゾマブ、テリパラチド、デノスマブ、イバンドロネートなど新たな骨粗鬆症
治療薬が認可され、治療薬選択の幅が広がるとともに、生活習慣病との関連や続発性骨粗鬆症に関する知見が増加し
てきています。我々は、ロモソゾマブ、テリパラチド、デノスマブ、イバンドロネート投与に伴う早期からの骨吸収
抑制効果など多くの報告を行っております。多様化する骨粗鬆症治療薬に関しても、各薬剤の特性をきちんと理解し
て使用していただければと思います。本講演では原発性、続発性骨粗鬆症（ステロイド性含む）患者におけます骨ミ
ネラル動態、骨密度変化など、最新データを含めた成果をご紹介したいと思います。



256

The 21st Scientific Meeting of the Japanese Society of Anti-Aging Medicine

ラ
ン
チ
ョ
ン
セ
ミ
ナ
ー

ランチョンセミナー 15

6 月 26 日（土）　第 7 会場　（1F　Room C-2）

 12：30 ～ 13：20
共催：アスタリール株式会社

座長：森下　竜一（大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学）
LS15
アスタキサンチンの抗酸化作用とディスビオシス改善作用

米井　嘉一
同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンター、糖化ストレス研究センター

カロチノイドの一種アスタキサンチン（Ax）はサケ、エビ、カニに多く含まれ、抗酸化作用、各種生活習慣病に対す
る予防効果、健康増進作用が注目されている。今回は我々の行ってきた Ax に関する研究成績を紹介する。酸化スト
レスが強い閉経後女性を対象とし、Ax 含有食品（Ax として 12 mg/ 日）を 8 週間内服投与した際の心身作用と安全
性について無対照オープン試験を施行した。初めに d-ROM 試験によるスクリーニングを行い、35 例（d-ROM：
362.3 ± 51.4 CARR U）から選抜された 21 例（d-ROM：387.4 ± 32.4 CARR U）を対象とした。Ax 摂取 8 週後に抗酸
化能の増強（BAP の改善）、血圧の下降がみられ、抗加齢 QOL 共通問診票の便秘・肌症状および更年期愁訴の改善効
果が示された。Ax は小腸より吸収されて抗酸化作用を発揮するが、95% は腸管で吸収されずに大腸に達する。我々
は大腸内に達した Ax が大腸内でも抗酸化作用を発揮し、腸内細菌叢に好影響をもたらすと仮説を立て研究を進めた。
実験動物として高脂肪食飼育マウスを用い、腸内細菌 16S rRNA 遺伝子によるメタゲノム解析を行った。高脂肪食に
よりバクテロイデス属、クロストリジウム・コッコイデス属、クロストリジウム・レプタム属の細菌増加を認め、ス
トレプトコッカス属（乳酸菌）が減少した。これに対し Ax 投与はバクテロイデス属、クロストリジウム・コッコイ
デス属の増加を抑制、ストレプトコッカス属（乳酸菌）の減少を緩和した。以上より、Ax の身体への好影響は、吸
収後に体内で発揮される抗酸化作用に加え、腸管内ディスビオシスの改善を介する可能性が示唆された。
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6 月 26 日（土）　第 8 会場　（2F　Room B-2）

 12：30 ～ 13：20
共催：アストラゼネカ株式会社

座長：的場　聖明（京都府立医科大学大学院医学研究科循環器内科学）
LS16
心不全治療最新の話題―超高齢社会における心不全パンデミックのなかで

絹川�弘一郎
富山大学学術研究部医学系内科学（第二）

日本は世界でもトップを走る超高齢化社会であり、2025 年には 65 歳以上の人口が 30.3％、75 歳以上が 13.0％に達
するとされている。高齢化が進む日本では、心不全の患者数は毎年約 1 万人ずつ増加しており、2020 年には 120 万人、
2030 年には 130 万人になると推計され、心不全が大幅に増加する「心不全パンデミック」が危惧されている。
2 型糖尿病患者を対象とした SGLT2 阻害薬の大規模臨床試験として、エンパグリフロジンの 「EMPA-REG OUTCOME」、
カナグリフロジンの「CANVAS Program」、ダパグリフロジンの 「DECLARE-TIMI 58」が報告されている。最初の 2 試
験が主に２次予防の患者をメインに実施した試験であり、「DECLARE-TIMI 58」では多くが心血管イベント既往の無い
患者層を組み込み、約 17000 例を超える大規模な試験であった。この試験においてダパグリフロジンの安全性と有効
性が検討された。更に、昨年 11 月にダパグリフロジンは SGLT2 阻害薬で初めて慢性心不全の効能効果を取得した。
国際共同第三相試験である DAPA-HF 試験では標準的な慢性心不全治療がされた、左室駆出率が低下した慢性心不全
患者を対象にダパグリフロジンの有効性、安全性が検討され、心血管死、心不全による入院及び緊急受診のリスクを
改善することが報告された。またこの結果は糖尿病の有無に関わらず認められ、SGLT2 阻害薬のダパグリフロジンは
糖尿病薬の枠組みを超え、慢性心不全治療の新たな選択肢となった。
SGLT2 阻害薬はまた電解質に影響を与えにくい薬剤としても知られている。標準治療薬のなかには K 代謝に影響が大
きい薬剤も多いが、SGLT2 阻害薬の併用はその点懸念材料が少ない。高 K 血症は心血管イベントのリスクを増加させ
ることも知られてきているが、それを心配するあまりにミネラルコルチコイド受容体拮抗薬の使用を控えることはむ
しろ心不全患者の予後悪化につながることもまた知られてきており、K 吸着製剤 SZC の適正な使用方法も今後の議論
の一つとなるであろう。
本講演では、SGLT2 阻害薬を中心に心不全治療の最新の話題について紹介したい。
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6 月 26 日（土）　第 9 会場　（B1F　Room E）

 12：30 ～ 13：20
共催：Noster 株式会社

座長：伊藤　　裕（慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科）
LS17
食用油の腸内細菌代謝と肥満の関係

木村　郁夫
京都大学大学院生命科学研究科生体システム学分野

古くから “ 医食同源 ” の概念として知られる様に、食生活は生体内の恒常性を調節し、その調節機構の破綻は生活習
慣病に繋がる。近年の食科学の進歩に伴い、食と健康の関係が単なる現象論だけではなく、その分子作用機序の解明
という科学的根拠に基づいた証明が為され始めた。特に、細胞膜上脂肪酸受容体群の同定により、食由来脂肪酸が単
なるエネルギー源であるだけではなく、シグナル分子として重要であることが明らかとなり、肥満・糖尿病等の代謝
性疾患の標的分子として、これら脂肪酸受容体群は注目されている。また、腸内細菌叢がその宿主のエネルギー調節
や栄養の摂取、免疫機能等に関与し、その結果、肥満や糖尿病などの病態に直接的に影響することが明らかとなり始
めた。この中で、欧米食のような高カロリー高脂肪食におけるω 6 およびω 3 脂肪酸摂取量の変化もまた、肥満およ
び関連疾患の一因となることがわかっているが、このような食由来多価不飽和脂肪酸の腸内細菌叢関連代謝経路が最
近解明された。しかしながら、宿主の生理機能に対するこのような多価不飽和脂肪酸代謝産物および腸内細菌叢の影
響は不明のままであった。我々は、腸内細菌叢が食由来多価不飽和脂肪酸の代謝を調節することによって高脂肪食誘
発肥満に対する宿主抵抗性を付与することを明らかにした。本講演では、多価不飽和脂肪酸の腸内代謝脂肪酸による
生体生理機能への影響について、この脂肪酸受容体を介したエネルギー代謝制御の観点から、腸内代謝脂肪酸と肥満
の関係を証明する最新の知見を紹介する。
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6 月 27 日（日）　第 1 会場　（2F　Room A）

糖化を解き明かす！～糖化と疾患の関連～ 12：30 ～ 13：20
共催：参天製薬株式会社

座長：木下　　茂（京都府立医科大学特任講座感覚器未来医療学）
LS18-1
糖化予防のための食後高血糖管理

福井　道明
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学

加齢に伴う身体（視覚）機能の低下が、日常活動性の低下やフレイルと関連する可能性が示唆されている。その原因
の一つとして、抗酸化能の低下や糖化物質の蓄積があり、これらを抑制することができれば、高い QOL・QOV の維
持に繋がっていくと思われる。糖化反応が進むと AGEs が形成される。なかでもグリセルアルデヒドに由来する AGEs
が toxic AGEs(TAGE) としてその受容体である RAGE を介し糖尿病合併症の発症・進展に関わっている。また眼疾患で
は白内障、眼疾患以外では動脈硬化、認知症、癌、脂肪肝にも関与している。
糖尿病患者において食後の高血糖、血糖スパイクの抑制のためには食習慣が重要と思われる。よく噛んでゆっくり食
べる、野菜・主菜を先に摂取する、食物繊維を多く含んだグライセミックインデックスの低い食物を摂取することな
ども重要である。穀物由来の食物繊維を主に摂取することは糖尿病発症予防にもつながり、特に水溶性の食物繊維を
摂取することに多くのメリットがあると考える。経口血糖降下薬としては DPP4 阻害薬、グリニド、αグルコシダー
ゼ阻害薬などにて食後高血糖を管理する。血糖コントロールの質を近年注目されている AGP(Ambulatory Glucose 
Profile) や TIR（Time in Range) などにて評価できる。スマートフォンを使用したリブレ Link やリブレ View を活用し
血糖変動を見える化し管理できる。サンテ ® ウェルビジョンは、ヒシ果皮ポリフェノール、ルテイン、ゼアキサンチ
ンを配合したサプリメントであるが、ヒシ果皮ポリフェノールには抗糖化作用があり健康成人において AGEs を一部
測定時点で有意に抑制、また食後血糖値の上昇を一部測定時点で緩やかにする作用が報告されている。本講演におい
ては糖化予防のための食後高血糖管理の方法について述べたいと思います。

LS18-2
糖化ストレスと水晶体の老化：ヒシエキスの基礎と臨床

米井　嘉一
同志社大学アンチエイジングリサーチセンター、糖化ストレス研究センター

糖化ストレスとは、還元糖やアルデヒド負荷によって惹起される終末糖化産物（advanced glycation endproducts: 
AGEs）生成と、その後の反応を総合的に捉えた概念である。眼科領域では老視や加齢白内障は紫外線、喫煙、薬物等
が危険因子とされている。これらは酸化ストレスや糖化ストレスを生じさせ、水晶体蛋白α - クリスタリンの S-S 結
合形成、凝集・変性を誘発する。今回はヒシ（Trapa bispinosa Roxb.）エキス（TBE）の抗糖化作用と白内障進展予防
に関する基礎と臨床の研究成果について紹介する。生化学的基礎研究では TBE による AGEs 生成抑制作用、AGEs 架
橋切断促進作用、α - クリスタリン糖化モデルにおける糖化反応抑制作用の報告がある。抗酸化物質ルテインと抗糖
化物質 TBE を投与した動物試験では、糖尿病ラットにおける白内障遅延効果、遺伝性白内障モデルラット SCR（Shumiya 
Cataract Rat）における白内障予防作用と水晶体の抗酸化遺伝子（peroxiredoxin 6, catalase）の発現誘導作用の報告が
ある。我々の行った臨床試験では健康成人において TBE 摂取により食後高血糖（血糖スパイク）が一部測定時点で緩
和されること、AGEs の一種である血漿ペントシジン濃度が一部測定時点で低下することを確認した。糖化ストレス
は眼科領域のみならず全身に影響を及ぼし様々な退行性変化を惹起する。眼科領域のアンチエイジングは白内障だけ
の問題ではなく、全人的に「目から全身へ、全身から目」を考えるべきである。糖化ストレス対策により眼球機能の
改善を目指すことによって、全身の健康増進に貢献できるものと期待している。
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6 月 27 日（日）　第 4 会場　（1F　Room D）

 12：30 ～ 13：20
共催：TIMA Tokyo 株式会社

座長：吉川　敏一（公益財団法人ルイ・パストゥール医学研究センター）
LS19
酸化ストレスと脳疾患

阿部　康二
国立精神・神経医療研究センター

　あらゆる臓器の中でも脳は特に酸化ストレスに弱い臓器であり、脳の病気は老化と関連が深いものが多く、脳卒中
や筋萎縮性側索硬化症（ALS）、アルツハイマー病、パーキンソン病などがその代表として有名である。時間の経過と
ともに起きる老化は地球上の生命すべてに与えられており、地球そのものあるいは宇宙ですらその運命から逃れるこ
とはできない。一方、酸素を有効活用して生命を享受している全ての生命は、誕生の瞬間から酸素毒性の十字架も同
時に背負って生きて行くことに運命づけられている。時間と酸化ストレスという二つの要素で進行して行く老化を抑
える（抗加齢）には、時間を止め酸化ストレスを抑えることが重要である。
　演者は長年このような酸化ストレスと脳障害の研究に関わって来て、その基礎的研究は 2001 年の合成化合物エダ
ラボンの世界初脳保護薬として医療現場に還元され (1)、さらに 2015 年にはこれまた世界初 ALS の脳脊髄保護薬とし
て適応追加となった (2)。2019 年には抗酸化物質 mix サプリメント TwendeeX による基礎研究ならびに臨床試験も成
功し (3)、抗酸化療法の translational research は認知症の分野にまで拡大発展して来ている。また脳疾患に対する抗酸
化療法は、健常者における脳のアンチエイジングにもその効果が期待されている。
(1) Abe K et al., A strong attenuation of ischemic and postischemic brain edema by a novel free radical scavenger. 
Stroke 1988; 19: 480-485.
(2) Abe K et al., Safety and efficacy of edaravone in well defined patients with amyotrophic lateral sclerosis: a 
randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Neurology 2017; 16: 505-512.
(3) Tadokoro I, … Inufusa H, and Abe K. Anti-oxidative supplement TwendeeX improved cognitive function of MCI 
subjects. JAD 2019; 71: 1063-1069.
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6 月 27 日（日）　第 5 会場　（2F　Room B-1）

 12：30 ～ 13：20
共催：株式会社プロトセラ

座長：小山田 裕一（パナソニック健康保険組合松下介護保健施設はーとぴあ）
LS20
ペプチド解析からみた抗加齢医学への挑戦

内藤　裕二
京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座

本邦の大腸がん死亡率は男性で肺がん、胃がんに次いで第 3 位、女性では第 1 位であり、大腸がんの死亡率を減少さ
せることは緊急課題といえる。本邦における大腸がん検診においてはヒトヘモグロビンに対するモノクローナル抗体
を用いた免疫学的便潜血反応が推奨されてきたが、その受診率は低率であり、また内視鏡によるスクリーニング検査
は様々な課題が残されているため、高リスク群を絞り込む血清バイオマーカーが期待されてきた。われわれは血清バ
イオマーカー候補としてのペプチドに着目し、大腸内視鏡検査受診者を対象にした網羅的分析から候補ペプチドを同
定し、安定同位体標識内部標準を使用した選択反応モニタリング質量分析法により高速高精度マルチペプチド定量法
を開発してきた。本セミナーでは、大腸がん診断、予防における世界の状況を解説し、大腸がん検診におけるペプチ
ド分析による「大腸がんリスクインデックス」の応用を紹介したい。（AMED 革新的がん医療実用化研究事業内藤班「血
清ペプチドバイオマーカーを用いた大腸がん早期発見の大規模前向き検証」2019-2021 年度の内容を含む）



262

The 21st Scientific Meeting of the Japanese Society of Anti-Aging Medicine

ラ
ン
チ
ョ
ン
セ
ミ
ナ
ー

ランチョンセミナー 21

6 月 27 日（日）　第 6 会場　（1F　Room C-1）

 12：30 ～ 13：20
共催：アークレイマーケティング株式会社

座長：満尾　　正（満尾クリニック）
LS21
Ca-EDTA キレーションはロコモティブシンドロームの新たな予防法になるのか 
~ キレーション治療を患者に勧める新たな切り口の紹介 ~

大友　通明
大友外科整形外科

【目的】
1000 年前の人骨と比較すると現代人の骨には 1000 倍濃度の鉛が存在しているが、私たちはそれを自覚してはいない。
私たちの体に吸収された鉛の 90％が骨に入り込み、その半減期は数 10 年である。鉛の血中濃度が高いと骨密度低下
や骨粗鬆症を起こすことも報告されている。運動器のアンチエイジングを考えた場合、ロコモティブシンドロームの
予防は重要なテーマの一つであるが、骨への鉛蓄積はその一因となる骨粗鬆症に関連している。

【方法】
昨年の日本抗加齢医学会における発表で演者は、アークレイマーケティング株式会社の尿中有害金属自動分析装置
SillBe を使用して、閉経後の骨粗鬆症患者において Ca-EDTA キレーションにより高濃度の鉛が尿中に排泄されている
ことを示した。そして、Ca-EDTA キレーションによって骨代謝に変化が起こったことを発表した。

【結果】
今回、閉経前女性と閉経後女性における Ca-EDTA キレーション後の尿中鉛濃度を比較検討したデータを得ることが
できた。閉経後に骨吸収が進むと骨に蓄積されていた鉛が血中に放出され、Ca-EDTA によって鉛の尿中排泄が増えて
いることを確認した。

【結論】
更年期以降に起こる様々な症状、病態が血中鉛濃度の上昇と関連していることから考えると、閉経後の骨吸収の増加
そのものが血中鉛濃度の上昇を起こしているとも言える。ロコモィブシンドロームの予防を考えていく場合、その一
因となっている骨粗鬆症の予防を考えるのは重要である。運動や栄養改善の他にも、無自覚のうちに体内に入り込む
鉛が骨に入り込む前に体外に排泄することも治療の選択肢になってもいいのではないかと考える。ロコモティブシン
ドロームの新しい予防として Ca-EDTA キレーションの意義があるのかを問いかけてみたい。
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6 月 27 日（日）　第 7 会場　（1F　Room C-2）

スムースモード ™ レーザー及び高強度テスラ磁気刺激（HITS™）療法による見た目と身
体のアンチエイジング 12：30 ～ 13：20

共催：ハルテック株式会社 /TMK メディカル株式会社 /Fotona d.o.o.
座長：太田　博明（川崎医科大学産婦人科学 2、川崎医科大学総合医療センター産婦人科） 
　　　堀江　重郎（順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学）

LS22-1
見た目のアンチエイジング：粘膜・皮膚のサンドイッチ照射とスキャナ を
組み合わせた２波長レーザーによる顔面たるみ治療

宮田　成章
みやた形成外科・皮ふクリニック

現在、たるみに対してはレーザーをはじめ、高周波やハイフ（HIFU）など様々な機器を用いた治療が行なわれている。
熱作用による創傷治癒機転の発生によってコラーゲンをはじめとする組織が再構築され、皮膚や皮下組織。筋膜など
を引き締めていく。多くの機器治療はダウンタイムを要さず、限定的な効果ではあるものの患者満足度は高い。しか
しながら機器治療においてはフェイスラインの引き上げなどを主とした効果で、鼻唇溝や目の下への効果は短期間に
とどまるか、不満足なものとなることが多い。これを解消する方法として、近年 Fotona 社製 SP Dynamis Pro を用い、
Er:YAG レーザーを断続的なパルス幅発振の smooth mode にて口腔及び眼瞼粘膜へ照射する治療が行なわれるように
なってきた。従来の Er:YAG レーザーの蒸散を主としたものとは全く異なり、粘膜固有層の深さまでの熱作用で引き
締め効果を生じさせることで、鼻唇溝や下眼瞼のたるみに対して良好な結果が得られる。また、もう一つの搭載波長
Nd:YAG レーザーの同日照射によってその深達性を活かした熱作用から、効果の増強も可能である。しかしながら皮
膚表面の強い引き締め効果が小さければ、患者満足度はしばしば不十分となる。そこで、皮膚表面から non-ablative
に Er:YAG レーザーを照射できるスキャナー、T ランナーをさらに併用して用いることによって、皮膚の引き締め効果、
フェイスラインの引き上げ効果を強く得ることも可能となってきた。この照射では麻酔外用剤を塗布して疼痛をコン
トロールできるというメリットもある。今までにないパルス波形の２波長レーザーでは、その他にも様々な応用が期
待されている。今回、この機器の様々な基礎実験データとともに臨床結果を供覧したい。

LS22-2
高強度テスラ磁気刺激 (HITSTM) 療法による下部尿路のアンチエイジング

佐井　雄一
佐井泌尿器科・皮フ科クリニック

高齢化社会に入り下部尿路症状を呈する患者が増加、60 歳以上の男女の約 78% がなんらかの下部尿路症状を有し、
男女を問わず QOL を損なっている。
下部尿路症状には蓄尿症状である昼間頻尿，夜間頻尿，尿意切迫感，尿失禁、排尿症状として尿勢低下，尿線分割・
尿線散乱，尿線途絶，排尿遅延，腹圧排尿，終末滴下、排尿後症状には残尿感と排尿後尿滴下がある。 原因としては
加齢，肥満，便秘，高血圧，糖尿病などが様々な下部尿路症状に共通するリスク因子と報告されているが、特有のリ
スクとして男性では前立腺肥大が、女性では分娩，特に経腟分娩や出産回数が下部尿路症状，特に腹圧性尿失禁，骨
盤臓器脱の重要なリスク因子である。 治療については薬物療法が主となっており、行動療法としての生活指導や理学
的療法も併用され、一定の効果を得ている。
今回高強度テスラを用いた磁気刺激療法であるインティマウエーブにより下部尿路症状、主に尿失禁を中心に治療す
る機会を得たので、その治療経験と既存治療との違いや優位性につき報告する。
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6 月 27 日（日）　第 8 会場　（2F　Room B-2）

 12：30 ～ 13：20
共催：アッヴィ合同会社 / アラガン・ジャパン株式会社

座長：池嶋　健一（順天堂大学医学部附属順天堂医院消化器内科）
LS23-1
肝炎の治癒は肝臓の “ アンチエイジング ” に寄与するか？

河田　則文
大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵病態内科学

肝臓は全身代謝の要となる重要な臓器であり、そのため臓器重量は成人男子で約 1500 グラムに達する。即ち、これ
ほどの体積を有する肝細胞が日夜活動することで我々は身体機能を維持している。しかしながらウイルス感染、アル
コール過剰摂取、２型糖尿病や肥満に伴う脂肪肝などで慢性的に障害を受けると肝臓に炎症が生じ、延いては線維化
が惹起され、その終末像は肝硬変や肝がんへと至る。その間、肝臓では凹凸の表面を有する形態変化を生じるのみで
なく、蛋白質、脂質やビリルビン代謝に変化が生じ、やがて肝硬変でみられる症候を発症して、患者の QOL や予後
が悪化する。本病態に肝臓構成細胞の “ 老化 ” が寄与することが明らかにされてきた。肝臓は部分切除しても再生す
ることは知られているが、肝硬変のように高度に病期が進行するに至っても病因の除去、例えば C 型肝炎ウイルスの
駆除、を行うと線維が減少し、肝細胞代謝が改善し、延いては生命予後を改善し肝がん発生を抑制するとの情報が近
年集積してきた。即ち、肝臓を蘇らせる “ 肝臓のアンチエイジング ” には先ずは肝炎ウイルスなど病因の除去が鍵と
なる。本講演では肝炎の治癒により肝臓機能は蘇るのかについて細胞論的に、また、臨床データから検証してみたい。

LS23-2
ボツリヌス治療から始める美容医療の第一歩

古山　登隆
自由が丘クリニック

A 型ボツリヌス毒素製剤であるボトックスは、1970 年代にアメリカで開発され、1989 年米国で「斜視および眼瞼痙攣」
の適応症の取得から臨床使用が開始された。美容医療の領域では、2002 年に米国で初めて眉間の表情皺に対する適
応について承認を取得して以降、世界的に美容医療の現場で中心的な役割を果たしてきている。日本では 2009 年か
らボトックスビスタ®の名称で販売が開始され、現在は「眉間又は目尻の表情皺」の適応症を取得している。国内で
唯一の厚生労働省承認品の A 型ボツリヌス毒素製剤として、日本の美容医療でアンチエイジング治療として広く普及
しているボトックスビスタ®での治療について、その有用性と安全性を紹介する。また日本人に最適な美とは何か、
その美の実現にボツリヌス治療がどのように貢献しているかを併せて紹介する。
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6 月 26 日（土）　第 1 会場　（2F　Room A）

 8：00 ～ 8：50
共催：株式会社ケアネット / 順天堂大学

座長：堀江　重郎（順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学）
MS1
Toxic stress, hormetic stress, and rate of aging

Elissa�Epel
Department�of�Psychiatry�&�Behavioral�Sciences,�UCSF

Stress is important to health and aging –but exactly how? We tend to think of stress as if it is one thing, and usually 
bad for health.  I will review the many types of stress that humans encounter, and focus on the difference between 
chronic toxic stress and hormetic stress.  Toxic stress is ongoing and not countered by resources and respite, and has 
been shown to accelerate aspects of biological aging, such as leading to shorter telomeres, poorer mitochondrial 
function, and inflammaging.   In contrast, when organisms are exposed to short term intermittent acute stressors, this 
can serve as a ‘hormetic’ stress, leading to positive cellular changes that lead to enhanced stress responses, and 
longevity.  Hormetic stressors may improve human health as well (temperature stress, intermittent fasting, breathing 
techniques, exercise), although this area requires more research (as described in Epel, 2020). I will describe research 
harnessing the natural acute stress response for slowing aging processes.  We can also use positive psychological 
stress responses to acute stressors as another way to promote physiological stress resilience.  We offer the use of a 
taxonomy of stressors and stress responses (Epel et al, 2018) for a more precise vocabulary when describing stress in 
both clinical work and in research. This help us advance the science of stress, and use salutary interventions (hormetic 
stress, and stress reduction of toxic stress) to improve resilience as we age.

Epel ES. The geroscience agenda: Toxic stress, hormetic stress, and the rate of aging. Ageing Res Rev. 2020 
Nov;63:101167. 

Epel ES, Crosswell AD, Mayer SE, Prather AA, Slavich GM, Puterman E, Mendes WB. More than a feeling: A unified view 
of stress measurement for population science. Front Neuroendocrinol. 2018 Apr;49:146-169.
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6 月 26 日（土）　第 2 会場　（1F　アネックスホール 1）

日本人を対象とした腸内フローラパネルの開発 8：00 ～ 8：50
共催：株式会社プリメディカ

座長：内藤　裕二（京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座）
MS2-1
腸内細菌叢研究における人工知能 ( 機械学習 ) の利用

井上　　亮1、高木　智久2、内藤　裕二3

1摂南大学農学部応用生物科学科動物機能科学研究室、2京都府立医科大学消化器内科学、
3京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座（寄附講座）

腸内細菌叢研究が世界的に盛んに行われるようになり、膨大なヒト腸内細菌叢に関するデータが蓄積されるように
なった。蓄積されたデータのなかには、様々な疾患と腸内細菌叢との関係や、年齢や性別と腸内細菌叢との関係など、
医療への有効活用が期待されるものも多く含まれる。これらのデータを活用するためのアプローチとして、人工知能

（AI）、そのなかでも機械学習を利用する動きが世界的に活発になってきている。一方、蓄積されたデータは別々の研
究で得られたものであることが多く、データ取得までの解析手法の違いに起因するアーティファクトを考慮し補正し
なければ、精度の高い横断解析は難しい。しかしながら、解析手法の違いを信頼度高く補正する方法はまだ存在して
いないのが現状である。我々は、これまで実施した様々な研究において、全く同じ解析手法を用いており、アーティファ
クト補正の必要のないデータを蓄積している。その数は 1803 名分にのぼり、健常人と種々の疾病有病者の腸内細菌
叢データが含まれており、機械学習のためのデータとして最適である。本日は、腸内細菌叢研究における機械学習の
利用の可能性について議論するため、我々が蓄積したデータを機械学習により分析し、腸内細菌叢のプロファイリン
グを行った研究成果を紹介する。また、我々の蓄積データから得られた腸内細菌叢のプロファイルに新規データセッ
トを照合する方法としても機械学習が利用できる可能性があることについても言及する。

MS2-2
見えてきた日本人腸内細菌叢プロファイル

髙木　智久
京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学

近年、次世代シーケンサーの普及により約 1000 種類、100 兆個存在するとも言われる腸内細菌叢の解析が可能となり、
腸内細菌が炎症性腸疾患や過敏性腸症候群などの消化器疾患のみならず、パーキンソン病、自閉症、動脈硬化症や
NAFLD など様々な全身性疾患の病態に関連することが明らかにされている。我々も、便性状 (Takagi T, Naito Y, Inoue R, 
et al. J Gastroenterol. 2019.) や生活習慣病 (Takagi T, Naito Y, Inoue R, et al. Nutrients. 2020) と腸内細菌叢との関連や長
寿地域における特徴的腸内細菌叢 (Naito Y, Takagi T, Inoue R, et al. J Clin Biochem Nutr. 2019) などについての解析を
行ってきた。
一方、個人における腸内細菌叢の特徴を表す指標としてエンテロタイプ enterotype が用いられており、Bacteroides 属、
Prevotella 属、Ruminococcus 属のそれぞれが優勢な３つのタイプに分類できるとされている。長期的な食習慣がこ
れらのエンテロタイプに影響することが示されており、脂肪や蛋白質の摂取は Bacteroides 属が優勢になり、炭水化
物の摂取は Prevotella 属が優勢になることが報告されている。 しかしながら、日本人の腸内細菌叢は諸外国のそれと
は異なることが示されており、日本人の腸内細菌叢をこのエンテロタイプに外挿するのは困難であることが知られて
いる。そこで我々は、日本人の腸内細菌叢を特徴付けるエンテロタイプの解析に着手し、健常人と種々の疾病有病者
1803 名の糞便検体を用いて腸内細菌叢解析を行い、そのプロファイルを行った。本日はこの研究成果を報告させて
いただくとともに、これらのデータ利活用について提案していきたい。
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6 月 27 日（日）　第 1 会場　（2F　Room A）

 8：00 ～ 8：50
共催：ゲノミクス栄養学普及協会 / 株式会社あさ製薬

座長：内藤　裕二（京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座）
MS3-1
エイジングクロックにおける栄養学の重要性

山田　秀和
近畿大学アンチエイジングセンター

近年、老化と寿命を分けて考えられるようになった。また老化は疾患と言える。これらは、老化細胞と Epigenetic 
Clock の出現による。国際疾病分類 ICD-11 が使えるようになると、老化関連 XT9T をコードとして用いた治験開発が
急速に進むであろう。エンドポイントとして、Epigenetic Clock を中心に Aging Clock と呼ばれる AI を用いたバイオマー
カーが使用されよう。従来からアンチエイジングに必要なライフスタイルは、運動・食事・精神（睡眠・脳）・環境
を分けて説明することが有用である。研究の進歩はさらに個別化すべきであることが言われている。まずは年代別、
性別の代謝に関連した対応が必要で、さらに、ここのゲノムとライフスタイルに応じた介入が必要である。“ 歳を取
らずに歳をとる ”（アンドリュースティール）　方法を考える必要がある。今回は、栄養の立場から、論じてみたい。

MS3-2
ゲノム医療におけるこれからの展望～ライフスタイルや栄養学の観点から～

日比野�佐和子1,2

1大阪大学大学院医学系研究科・医学部臨床遺伝子治療学講座、2医療法人社団康梓会 Y's サイエンスクリニック広尾

人間の遺伝情報をすべて解読する「ヒトゲノム計画」（ヒトゲノム全てを読む）は 2003 年 4 月に完了し、このゲノム
解析によって得られる遺伝子情報をもとに、患者一人一人に対する最適な治療法を提供するオーダーメイド医療（プ
レシジョンメディスン）“ 個別化医療 ” が、これから主流になろうとしている。オーダーメイド医療ではゲノム解析
による DNA 配列の違いをもとに、その患者にあった治療方法を選択することができる。例えば、がんの治療におい
ては、遺伝子レベルでさらに細かく調べることによって、その結果をもとに、患者一人一人のガン細胞の特徴に適し
た最適な医療を効率に行うことで、副作用を抑えながら、より効果的な治療が行えるようになった。この大量の遺伝
子情報を電子データ化、AI 解析することによって、がんの領域だけではなく、遺伝子が関わっているとされる多くの
疾病の診断・治療、そして予防を目的としたオーダーメイド医療が可能となる時代はもう目前に迫っている。実際に、
運動（筋力、速度、瞬発力など）、感情（勇気、羞恥心、楽観、探究心、同情心、社交性など）、学習能力（記憶力、
注意力、理解力、想像力など）、創造的能力、性格の傾向といった項目における遺伝子解析のサービスも提供されて
いる。今後、未来医療においては、遺伝子の全情報の解析データーから、患者一人一人の疾患のリスク、体質などに
合わせた個別化医療だけではなく、オーダーメイドの食事、生活習慣、オーダーメイドサプリメント、オーダーメイ
ド化粧品といった個人に適した生活スタイルを提案するといったオーダーメイドライフスタイルサービスがビジネス
として普及することが期待される。今回の講演では、ゲノミクス栄養学という立場から、自分自身の遺伝子情報から
導き出された最新のデータにより、それぞれにあったライフスタイルを多角的に解析し、自分にとってふさわしい健
康管理方法を知ることの重要性について啓蒙するとともに、現在、不老長寿成分として注目されている NMN につい
ても少し触れる予定である。
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6 月 26 日（土）　WEB 開催

 8：00 ～ 8：50
共催：株式会社笹原商事

AS1
整形外科医から見た、パンデミック時代の抗加齢対策 / 感染予防対策について

麻生　義則
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科分子生命医学講座

私たちは、加齢制御因子 SIRT6 および PAI-1 による運動器代謝制御機構に興味を持ち、骨粗鬆症、変形性関節症、サ
ルコペニアを標的とした研究を行ってきた。これまでに、Sirt6 を欠損したマウスの軟骨細胞では senescence が促進
されること、それに伴い、肥満によって誘導される変形性膝関節症を悪化させることを見出した。骨代謝においては、
骨細胞の Sirt6 が、Sost 発現調節を介して骨量を調整すること、Fgf23 発現調節を介してリン代謝を制御することを
見出した。PAI-1 は p53 の下流に位置する細胞老化誘導因子である。私たちは東北大学との共同研究にて、経口投与
可能な PAI-1 阻害剤投与は、マウス骨粗鬆症モデルの骨量減少を抑制すること、加齢に伴う筋線維萎縮、筋力低下が
予防されることを報告した。
私たちは、腸内細菌叢と運動器代謝の関係にも着目している。閉経は肥満や骨粗鬆症の危険因子だが、OVX マウスで
はフィルミクテス門が増加するが、プロアントシアニジン（PA）の経口投与により正常化することを見出した。同時
に、PA は OVX によって惹起される骨量減少を予防した。世界中が SARS-CoV-2 によるパンデミックへの対応を余儀
なくされている現在、廃用による骨粗鬆症や筋力低下など運動器老化の加速が危惧されるが、これらの知見を発展さ
せることにより、有効な予防手段が確立されることを期待したい。
SARS-CoV-2 感染対策の観点から、私たちは銀イオン水の殺菌効果に着目し、宮崎大学との共同研究により、SARS-
CoV-2 に対する銀イオン水の効果を検証している。その結果、銀イオン水は 1ppm の濃度で SARS-CoV-2 を不活化す
ること、予め素材表面に銀イオン水を塗布することにより SARS-CoV2 に対する抗ウイルス効果が得られること、な
どが確認された。安全性試験の結果、銀イオン水は毒性が低いことが確認され、SARS-CoV-2 感染予防を目的とした
環境整備に有効なものと考えられる。
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6 月 27 日（日）　WEB 開催

 8：00 ～ 8：50
共催：太陽化学株式会社

AS2
腸内細菌叢の Dysbiosis とそれに関わる不調の改善 －食物繊維の働きと効果－

井上　　亮1、高木　智久2、内藤　裕二3

1摂南大学農学部応用生物科学科動物機能科学研究室、2京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科、
3京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座（寄附講座）

　食物繊維とは小腸で分解・吸収されない食品成分で、厚生労働省策定の「日本人の食品摂取基準 (2020 年度版 )」
では、成人男性で 21g/ 日以上の摂取が目標値とされている。しかしながら、日本人の食物繊維摂取量は年々減少し
ており、近年では 14g/ 日程度と推定されている。食物繊維は不溶性食物繊維と水溶性食物繊維に大別することがで
きるが、腸内細菌の発酵基質（エサ）となる水溶性食物繊維の不足は、有用菌の減少やアルファ多様性（細菌の種類
の多さ）の減少といった、腸内細菌叢のバランスの乱れ、いわゆる Dysbiosis の起因となりやすい。腸内細菌叢の
Dysbiosis は様々な不調や疾患と関係していることから、食物繊維を補うことで Dysbiosis を改善し、これが関与する
不調や疾病の改善が期待できると考えられる。
　我々は、この概念のもと複数の不調・疾患に対して水溶性食物繊維摂取による腸内細菌叢、そして症状の改善を試
みている。例えば、自閉症スペクトラム障害児に関する研究である。自閉症スペクトラム障害児には偏食が多く極度
の食物繊維不足になりがちで、便秘に苦しむ児も多い。もちろん、腸内細菌叢も Dysbiosis の状態であることがわかっ
ている。これらの児にグア豆由来の水溶性食物繊維 (PHGG) を摂取させたところ、腸内細菌叢や便秘の改善が認めら
れたばかりか、併存症状である易刺激性（イライラ）の改善がみられた。他には、下痢傾向健常者でも PHGG の効果
が認められている。週に 7 回以上の排便があり、その半分以上はブリストル便スケールが 5 または 6 である健常者が
PHGG を摂取することで、腸内細菌叢の改善がみられ、ブリストル便スケールの改善も認められた。
　本セミナーでは、これらの PHGG による腸内細菌叢の Dysbiosis 及びそれに関わる不調の改善例を紹介し、水溶性
食物繊維を補足することの有効性を議論する。
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6 月 27 日（日）　WEB 開催

 8：00 ～ 8：50
共催：株式会社　ミル総本社

AS3-1
健康長寿は腸（おなか）から

内藤　裕二
京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座

　超高齢化社会の到来とともにヘルスケアサイエンスも新しい視点が必要です。早期胃癌に対する内視鏡治療とピロ
リ菌除菌療法、C 型肝炎に対する抗ウイルス療法などの有効性は 90％をはるかに超え、最新医学の進歩は多くの幸福

（Happiness）をもたらしました。しかしながら、持続可能で多面的な幸せを意味する幸福（Well-being）に対する仮
題が山積みとなっています。早期胃癌に対する内視鏡治療を受けた患者さんは胃癌を克服したものの、サルコペニア、
フレイル、心不全などが要因となって要介護となり、継続的持続的な Well-being には到達できていません。腸内細菌
叢、腸内環境が Well-being 達成の重要な標的であることが明らかになってきました。最新情報をお知らせします。

AS3-2
サーモフィラス菌は線虫寿命を延長する

東村　泰樹
石川県立大学・大学院生物資源環境学研究科・食品科学専攻

　非寄生性の土壌線虫である Caenorhabditis elegans（C. elegans）は，飼育が容易である点，高等動物と類似した多
くの組織構造やシグナル伝達機構を有している点，さらに体が透明であることから組織構造の観察が容易である点な
どから，様々な研究分野においてモデル生物として頻用されている．また，平均寿命が 20 日前後と短く，再現実験
が容易であるという特徴を有しており，老化研究に適したモデル生物といえる．実際に，ラクトバシラス属やビフィ
ドバクテリウム属などの古典的なプロバイオティクスを中心として，その寿命延伸効果に関する研究が精力的におこ
なわれている．
　サーモフィラス菌とは，ストレプトコッカス属に分類される通性嫌気性菌であり，ヨーグルトに代表とされる乳を
原料とした発酵食品の生成に用いられる．また，乳酸産生能を持ち，球体が繋がった鎖様の形状をとることから，乳
酸球菌の一つとして分類される．サーモフィラス菌の健康機能性としては，慢性胃炎や下痢症など消化管を中心とし
た症状に対する改善効果が知られている．また，大腸における発がん過程を抑制することが近年明らかとなり，サー
モフィラス菌の有用性が注目されている．本講演では，サーモフィラス菌の健康機能性について，モデル生物である C. 
elegans を用いた解析により見出された寿命延伸効果を中心に紹介したい．
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6 月 25 日（金）　第 2 会場　（1F　アネックスホール 1）

 16：30 ～ 17：20
共催：株式会社再春館製薬所

座長：尾池　雄一（熊本大学大学院生命科学研究部分子遺伝学講座）
ES1
体内時計と環境リズムの関係から切り拓くアンチエイジングの可能性

安尾�しのぶ1、福島　早記1、Yang�Dan1、宮崎　裕子2、間地　大輔2

1九州大学大学院農学研究院、2再春館製薬所

　概日時計は約 24 時間周期で刻まれる内因性の時計であり、睡眠・覚醒のタイミングや様々な生理機能に一日のリ
ズムをもたらしている。現代社会でみられる不規則な生活や過剰な夜間照明は概日時計をかく乱し、肥満や糖尿病、
高血圧、気分障害、認知障害などのリスクを高めることが知られる。概日時計は加齢や老化と密接な関連があり、加
齢にともなう概日時計の減弱や、時計遺伝子の欠損マウスにおける老化促進などの多くの報告がある。すなわち概日
時計の健康を保つことがアンチエイジングの鍵といえる。さらに、社会生活や環境サイクルには一年の季節周期や一
週間のサイクルがあり、一日の生活リズムが影響を受ける。複合的な環境リズムの中でいかに体内時計を適切に調節
していくかが、今後の超高齢化社会における課題である。
　近年、平日と休日の就寝・起床リズムのずれによる社会的時差ぼけと肥満や精神的健康との関連が報告されている。
しかし、社会的時差ぼけと老化の関係に関する知見は十分ではない。我々はこれまでに、中高齢マウスを用いて、恒
明条件や慢性的な時差ぼけ処理が各種行動や体組成、中枢および末梢における時計遺伝子や老化関連遺伝子の発現に
及ぼす影響を解明してきた。このような概日時計のかく乱を反映する生体指標が、一週間のリズムの乱れでどのよう
な影響を受けるのかを明らかにするため、毎週土日に明暗周期を 6 時間後退させて月曜に戻す実験を行った。その結果、
月曜に不安様行動が増加することや、土日に後退した老化関連遺伝子リズムの月曜における再同調が不完全であるこ
とが示唆された。さらに、平日と休日における環境の快適性の差がもたらす影響を調査するため、土日にのみ環境エ
ンリッチメント（巣材やトンネル、遊び道具をケージに設置）処理を行ったところ、骨密度の増加や脱毛の低下、金
曜におけるうつ様行動の低下などの好ましい影響が見られた。このような週サイクル実験の結果にもとづいて、悪影
響の予防改善や好影響の積極的利用によるアンチエイジングの可能性を議論したい。 
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6 月 25 日（金）　第 3 会場　（1F　アネックスホール 2）

 16：30 ～ 17：20
共催：アンジェス株式会社

座長：森下　竜一（大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学）
ES2
新型コロナウイルスに対するワクチン開発

中神　啓徳
大阪大学大学院医学系研究科健康発達医学講座

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界での感染拡大に対しワクチン開発が急速に進められ、開発から 1 年
を待たずに緊急承認されるワクチンが登場した。新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）のゲノム配列が迅速解明され、
またこれまでのコロナウイルス新興感染症に対する先行研究からワクチン抗原としてウイルス表面にあるスパイク糖
蛋白が抗原標的となると分かった。その後、直ちに遺伝子治療技術を用いたウイルスベクターあるいは核酸医薬技術

（RNA ワクチン・DNA ワクチン）を用いた開発が迅速に開始され実用化まで進んだことが大きな特徴である。通常は
数年を有するワクチン開発を、迅速なワクチン製剤開発と薬効試験・非臨床試験を並行して行い動物での有効性と安
全性の確認をした上で、臨床試験を早期に開始し感染予防効果を確認するまでを 1 年間で進められたことは、これま
でにない大きな科学技術の進展である。2021 年になりワクチン接種が世界中で一気に開始されている。本学会が開
催される頃に COVID-19 の感染状況がどのようになっているか、現時点では予測できないが、ワクチンの有効性・安
全性に関しての最新の知見を発信したい。
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6 月 25 日（金）　第 4 会場　（1F　Room D）

 16：30 ～ 17：20
共催：第一三共株式会社

座長：高井　信朗（東京国際大学、医療健康学部）
ES3
関節リウマチ診療の total management

小田　　良、大久保�直輝、高橋　謙治
京都府立医科大学大学院医学研究科運動器機能再生外科学（整形外科学教室）

関節リウマチ（RA）は、関節や腱の滑膜が自己免疫反応により炎症を起こす自己免疫疾患のひとつであり、日本では
約 80 万人の患者が治療を受けていると言われている。疾患の発症に関わる遺伝的因子と、さまざまな環境因子への
暴露により疾患が形成される複雑な病因・病態を持つことが、診断と治療、さらに予防を困難にしてきた。以前は疾
患が慢性的に進行して関節が変形していく難病であったが、近年の診断と治療の研究と技術が急速に進歩し、早期診
断と薬物療法により炎症をコントロールできるようになってきた。
RA 治療の第 1 の柱となるのは薬物療法である。生物学的製剤をはじめとする効果的な薬剤の登場で、パラダイムシ
フトと呼ばれる歴史的変遷を経たと言える。一方、ガイドラインに沿った診断や治療を行っても、上肢、特に手の変
形や機能障害は経時的に悪化することがわかってきた。RA は手から発症することが多く、様々な機能障害を来すこ
とから、適切な時期に適切な手術療法を施すことが重要で、RA 治療の第 2 の柱となる。できるだけ早期に治療介入
を行い、上肢機能の悪化を予防するとともに、できるだけ機能的な再建を行うことが求められる。近年は病勢のコン
トロールと共に関節破壊が疾患の本態とも言える RA においても、関節を温存する手術が現実的な選択肢になってき
た。また生活の質の向上、健康寿命の延伸のためには、リハビリテーションやケアといった、第 3・第 4 の柱も重要
である。関節の変形を生じないよう適切な薬物療法を行い、それでも変形が生じた手に対しては、機能再建が望める
適切なタイミングで手術療法を行い、さらにリハビリテーションとケアを併用していく必要がある。
また近年、RA における筋肉代謝あるいは骨代謝に関する研究が進んでいる。女性の罹患率が高い RA では、若年でも
サルコペニアや骨粗鬆症が進むことが知られている。RA の total management を構築するうえでは、これらを念頭に
置いて薬物療法・手術療法・リハビリテーション・ケアを余すところなく実践していく必要がある。
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6 月 26 日（土）　第 3 会場　（1F　アネックスホール 2）

 17：50 ～ 18：40
共催：日本抗加齢協会

座長：吉川　敏一（公益財団法人ルイ・パストゥール医学研究センター）
ES4
日本食と地中海食―どちらが世界の長寿食か

家森　幸男1,2、相良　未木1、荒井　喜美2、森　　英樹1、森　　真理3

1武庫川女子大学国際健康開発研究所、2（公財）兵庫県健康財団、3東海大学健康学部健康マネジメント学科

1．世界の長寿食を比べる－ WHO 世界健診から
　二大血管病の心筋梗塞と脳卒中の死亡率で先進国の平均寿命は決まるが、WHO の協力で世界 61 地域で 24 時間採
尿し、栄養のバイオマーカーを分析した結果、脳卒中の死亡率は食塩の摂取、ナトリウム / カリウム比と正相関し、
心筋梗塞の死亡率は大豆イソフラボン（I）、魚介類のタウリン（T）と逆相関し、血液のコレステロール（Ch）、HDL
以外のコレステロールと正相関した。①コーカサス②シルクロード③中国の貴陽、④ハワイの日系人、など世界の長
寿集団では、いずれも上記の二大血管病を抑制する栄養の摂取を検証した。
２．分ってきた日本食の栄養特性－尿分析から
　心筋梗塞の予防因子である大豆の I、魚食からの T の 24 時間尿中排泄量を夫々 5 分割し、5 × 5 の 25 分割すると、
両方が最も多い群では、日本人は約 9 割を占め、最も少ない群では日本人はゼロで、大豆と魚の両方を摂取するのが
和食の特色であると分かった。
3．日本食は令（美しい）和（バランス）食
　世界研究で大豆 I と魚の T は心筋梗塞の死亡率と逆相関するので、この死亡率が先進国中最低である日本人の平均
寿命が世界のトップクラスであるのは、大豆と魚の摂取によると言える。多様性のある美しい（令）バランスのよい（和）
食は、「令和食」とも言え、兵庫県の県民運動のデータでは、I と T の両栄養成分を摂取する県民は、動脈硬化を抑制
する HDL が高く、認知症予防が期待される葉酸値も高かった。
4．これからの長寿食世界一は？　日本食か地中海食か？
　世界健診をした日本の６地域（J）とギリシャ、シシリー島、スペインなど地中海にある 6 地域（M）、スコットラ
ンド、アイルランド、カナダ、 ニュージーランド､ オーストラリアなど西欧食の 6 地域（W）の健診成績の比較では、
心筋梗塞のリスクである血圧、血清 Ch は、J、M では W より有意に低く、J と M は 24 時間尿の T とマグネシウム /
クレアチニン比（Mg）が W よりも優位に高かった。T と Mg は世界データを５分割して肥満、血圧、Ch のリスクを
分析すると、T と Mg が少ない地域では、肥満、高血圧、高脂血症が明らかに多かった。これらの頻度が少ないＭ，
ＪはＷに比べて食塩摂取が多いのが共通の欠点で、Ｍにはカリウム（Ｋ）が多い長所と肥満が多い短所があり、Ｊに
はＫが少ない短所と肥満が少ない長所があった。Ｊの長所である肥満の少ない点は、Ｊでは尿中 I の排泄量が多く、
大豆の摂取が抗肥満の長所と関係していると推定された。そこで兵庫県下の県民運動の成績で、Ｍとの共通の、T と
Mg を多く摂取している人では肥満度が低く、HDL が高値で、葉酸も有意に高く、肥満、動脈硬化、認知症の予防が
期待され、これらの人では、大豆食品、魚、野菜、牛乳の摂取が有意に多い事が確認された。この和食と乳製品摂取
量が多い群では、認知症の割合が少ない事が、久山研究でも示されている。しかし、この T、Mg の摂取が多い日本
人は食塩摂取も有意に多く、適塩での和食の摂取が健康寿命の延伸には最高の食生活として勧められる。
　J は M,W に比べ肥満が明らかに少なく、BMI が 30 以上の肥満者の割合の世界比較でも J は世界の 190 の国と地域
の中で 182 番目と極めて少ないのが特色で、COVID-19 の重症化による死亡率も J は M,W に比べて明らかに低く、主
要 20 ヵ国中のこの感染症による死亡率と肥満率との間には有意の正相関がある。従ってＪとＭは、心筋梗塞のリス
クを下げる共通の長所を有するが、感染症を含め健康寿命の延伸により大きく貢献するのはＪであると結論出来る。
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6 月 26 日（土）　第 4 会場　（1F　Room D）

 17：50 ～ 18：40
共催：太陽化学株式会社

座長：内藤　裕二（京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座）
ES5
食物繊維によるインフラマソーム活性化を介した生体防御機構

末松　　誠
慶應義塾大学医学部医化学教室

植物由来の食物には動物に比べて多彩な代謝物成分が存在しており、消化管内ではさらに腸内細菌による代謝の結果
生じる化合物はさらに多彩である。これらの化合物が宿主（ヒト）の消化管やその他の臓器にどのような受容体があり、
いかなる生体制御作用があるかを系統的に探索し、メカニズムを解明することはヒトと食の関係を科学的に理解する
ために必要不可欠である。食物繊維は腸内細菌で分解されて butyrate, propionate, acetate などの短鎖脂肪酸（SCFA)
を生じる。これらの SCFA は GPR43 という膜受容体で認識されエネルギー基質として使われることが知られていたが、
我々は affinity nanobeads を用いた chemical biology の手法により butylate, propionate にのみ特異的に結合し免疫
機能を制御する新規受容体として inflammasome の構成タンパク質である ASC （apoptosis-associated speck-like 
protein containing CARD) を同定した。マウスのサルモネラ菌感染モデルでは菌がマクロファージの細胞内に寄生す
ることにより感染が成立するが、食物繊維の摂取によって炎症担当細胞が集積した消化管粘膜上皮の病巣では消化管
腔からの SCFA のアクセスが増加し、ASC-PYCARD の活性化を契機として inflammasome の活性が起こる。これによ
り IL-1beta や IL-18 の分泌が増加、炎症局所のマクロファージに apoptosis が惹起され、感染から回避できるように
なる。低分子代謝物が体内のタンパク質の複合体形成や分解のトリガーになる例はこの他にも多彩なメカニズムが知
られるようになり、体内の danger signal の全体像を知るためには、生体局所の代謝物濃度と局在を明らかにできる
Imaging metabolomics と、低分子の受容体探索を可能にする chemical biology の融合が不可欠である。本講演では
このようなアプローチの最先端の知見を概説する。
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ハンズオンセミナー

6 月 26 日（土）　ハンズオンセミナー会場　（2F　Room J）

美容医療の最新治療　ダーマペン・エクソソーム・メタルピーリング　他 
 10：00 ～ 16：00

共催：PRSS. Japan 株式会社

☆以下の最新の美容医療に関する情報をビデオレクチャーでご覧頂きます。
◆これから始めるダーマペン　基礎から応用まで　
◆幹細胞由来エクソソーム (Stem Cell-derived Exosomes) によるスキンケア＆育毛治療　
◆ V-Metall スキンシステム：プラチナ、ダイヤモンド、シルバーを含有する新しいピーリング剤による
　エイジングケア
◆セベリア・特許技術の CEBELINE®（ラミニン 5 活性断片）を含有するクリーム、
　バームによる美容施術直後、レーザー施術直後から行うスキンケアのご紹介
※内容は変更する場合がありますので予めご了承下さい。
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6 月 26 日（土）　ミニセミナー会場　（1F　イベントホール）

 16：00 ～ 16：30
共催：株式会社カネカ

座長：村上　正志（村上内科医院）
EX1
免疫老化に対する新時代の取り組み

森下　竜一
大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学

コロナ禍で健康意識が高まっており、特に免疫に対する興味が上がってきている。ステイホームが長引く中、免疫老
化が大きな課題になってきている。そのような中で第二期健康医療戦略で明記された免疫機能の新たな表示が、機能
性表示食品で実現した。本講演では、今後の免疫をめぐる動きと免疫老化の予防について解説する。
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6 月 27 日（日）　ミニセミナー会場　（1F　イベントホール）

 10：00 ～ 10：30
共催：点滴療法研究会

座長：上符　正志（銀座上符メディカルクリニック）
EX2
これからのアンチエイジングクリニックにおける「点滴療法」の実際

柳澤　厚生
点滴療法研究会

　近年、アンチエイジング診療に高濃度ビタミン C 点滴など、新しい世代の点滴療法を導入するクリニックが増えて
いる。ここで取りあげる点滴療法とは、主にビタミン、ミネラル、アミノ酸などの栄養素を組み合わせた点滴である。
これら点滴療法は不足している栄養素の補給、高用量による薬理学的効果、デトックス作用などにより高いアンチエ
イジング効果が期待でき、副反応がほとんどないのも普及の大きな理由である。この分野ではエビデンスの積み重ね
により、様々な疾病に効果的な点滴処方が確立され、その多くが自費診療である。主な点滴療法を列挙する。

【高濃度ビタミン C 点滴療法】
12.5 ～ 25 ｇのビタミン C をビタミン B 群やミネラルと共に点滴する。美容目的、慢性疲労、慢性アレルギー、イン
フルエンザ、がん予防、歯周病、帯状疱疹、突発性難聴、COVID-19 感染治療などに用いる。

【マイヤーズ・カクテル】
欧米の統合医療の定番点滴である。ビタミン B1､ 2､ 3､ 5､ 6､ 12、ビタミン C、マグネシウム、カルシウムを組み
合わせる。慢性疲労、線維筋痛症、偏頭痛、蕁麻疹、喘息などに用いる。

【グルタチオン点滴】
還元型グルタチオンを 600 ～ 3000mg の高用量で点滴する。パーキンソン病、閉塞性動脈硬化症、美白に用いる。

【キレーション療法】
合成アミノ酸の EDTA を点滴する。動脈硬化の改善、重金属デトックスに用いる。冠動脈疾患に対する有効性が
JAMA に発表されて話題になった。

【オゾン療法】
採取した自己血液を体外でオゾンガスと反応させて体内に戻す。動脈硬化の改善、慢性疲労、アンチエイジングに用
いる。

【幹細胞培養上清療法】
幹細胞の培養上清を点滴や局注する治療法で、最近では最も注目されている。変形性関節症、ED、発毛、皮膚のアン
チエイジングに用いる。
　これらの点滴療法は、食事療法や栄養療法に基づくサプリメントを併用することで、より高いレベルのアンチエイ
ジングを叶えることができる。講演では具体的な処方とコツについても解説する。



筆頭演者索引

SL	 ：特別講演
PL	 ：会長講演
PP	 ：理事長提言
IL	 ：招請講演
SP	 ：特別企画
PSP	 ：会長特別企画なんでものみこむシンポジウム
PS	 ：会長企画シンポジウム
EL	 ：教育講演
SY	 ：シンポジウム
INVS	 ：イノベーション委員会シンポジウム
SIP	 ：専門医・指導士共通プログラム
ECW	 ：倫理・利益相反ワークショップ
YP	 ：若手研究者プログラム
SPP	 ：実地医家スキルアップセミナー
MDS	 ：メディカルスタッフセッション
BP	 ：優秀演題受賞講演
O	 ：一般演題
LS	 ：ランチョンセミナー
MS	 ：モーニングセミナー
AS	 ：朝活セミナー
ES	 ：イブニングセミナー
EX	 ：ミニセミナー

凡　例
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【A】
Abraham, Samuel JK	 O19-3

【C】
Chang, Eugene B.	 SL2

【E】
Epel, Elissa	 SL1

	 MS1

【G】
Guzmán M., Naymel A.	 O13-5

【L】
Lucy, Tanzima Tarannum	 O09-5

【あ】
青井　　渉	 PS2-4

	 O32-3

青木　雄次	 MDS1-4

青島　央江	 O19-1

赤坂　　憲	 SY20-4

赤澤　純代	 SIP3-4

秋吉　一成	 PS1-3

朝倉　英策	 SY2-2

浅原　哲子	 SY1-3

葦沢　龍人	 O15-3

東　浩太郎	 BP2-8

麻生　義則	 AS1

阿部　康二	 SY13-4

	 市民公開講座
	 LS19

阿部　　諒	 MDS1-1

新井　啓仁	 SY11-1

荒井　秀典	 PS6-1

新井　良平	 O19-2

荒木　　厚	 SY1-4

有田　　誠	 SY25-4

安藤　秀哉	 MDS2-2

【い】
飯島　勝矢	 EL3

家光　素行	 PS2-3

伊賀瀬	圭二	 SY10-1

五十嵐	多美	 O18-3

五十嵐	正樹	 YP1-2

生田　　太	 O33-1

池谷　　博	 O17-1

池田　剛志	 O07-1

池田　玲奈	 O32-4

石井　　健	 SY2-1

石井	好二郎	 SY17-2

石井　哲也	 SY4-4

石塚　　敬	 O21-4

石橋　英明	 SY17-4

石原　陽子	 O33-2

市川　　寛	 SIP1-1

	 O12-2

	 O13-4

	 O27-4

	 O27-5

市川　雅男	 SY5-3

市来　真彦	 SY22-1

伊東　　健	 SY8-4

伊藤　　裕	 EL1

伊藤　祐規	 O10-3

井上　　豪	 SY7-2

井上　浩義	 O21-1

井上　　亮	 MS2-1

	 AS2

猪原　匡史	 SPP7

今村　貴幸	 O34-4

今村　亮一	 O14-4

岩佐　　武	 SY3-3

岩田	健太郎	 SIP2-3

岩見	菜々子	 O11-3

岩本　　潤	 SY17-6

【う】
上芝　　元	 O11-1

上園　保仁	 LS12

植原　　治	 O06-2

内門　義博	 O05-3

内田　浩二	 PSP2-4

内山　　明	 O28-3

宇都　義浩	 O18-2

宇野	賀津子	 O03-2

浦野　友彦	 SY20-2

瓜田　裕子	 MDS3-6

【え】
江川　雅人	 O24-2

江崎　禎英	 SP2

江連　智暢	 BP2-5

江幡　哲也	 INVS-1

袁　一ぶん	 O22-4

【お】
大江　隆史	 SY5-1

大久保	絢香	 O20-4

大久保	直輝	 O27-1

大島　康史	 O27-3

太田　博明	 SY17-1

大谷　直子	 SY9-1

大塚　篤司	 O18-1

大友　通明	 LS21

大林　知央	 O13-1

大平　　伸	 SY23-1

大山	翔一朗	 O32-2

岡田　直美	 SY11-3

小川　　郁	 SY14-3

小川　純人	 SY17-3

小川　　渉	 SY6-4

奥田　逸子	 BP2-4

小椋　康光	 PS5-2

押谷　　仁	 SIP2-4

小田　　良	 ES3

小田巻	俊孝	 PSP3-3

落谷　孝広	 SY15-2

小名　俊博	 O29-3

小原　　信	 BP2-9

【か】
樫山　和也	 O17-2

片岡　智哉	 BP1-5

片倉　喜範	 PS4-5

堅田　侑作	 INVS-5

刀坂　泰史	 O04-1

勝海　悟郎	 PS3-3

勝谷　友宏	 ECW-3

桂木　聡子	 MDS3-2

加藤	安佳梨	 O17-3

金井　真弓	 MDS3-4

金子　真美	 O16-4

鎌田　修平	 O23-1

亀山　祐美	 SY19-1

鴨頭　　輝	 BP1-9

唐澤　沙織	 O08-1

河越　眞介	 SY19-4

川嶋　　朗	 SPP2

河田　則文	 LS23-1

川畑　秀明	 SY24-2

河原　裕憲	 YP1-3

河村　亜希	 MDS1-2

神林　由香	 SY23-4

【き】
岸本　憲明	 SY10-3

喜田	さゆり	 O30-1

北浜　誠一	 SY6-2
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北村　義浩	 SIP3-5

絹川	弘一郎	 LS16

木村　郁夫	 LS17

木村　真規	 BP2-2

木村　弥生	 MDS3-1

許　　茘茘	 O22-2

【く】
草野　崇一	 O18-4

楠　　　博	 BP2-6

楠　　正隆	 O01-1

國澤　　純	 PSP3-2

窪田	真理子	 O03-1

熊谷　章子	 O16-3

栗田　隆史	 O02-4

【こ】
小板橋	紀通	 LS5

河野　惠三	 O03-4

小崎	健次郎	 SP1

後藤　信哉	 SY16-2

後藤　哲哉	 SY21-2

小林　拓郎	 O02-2

小原　　幸	 PS1-1

小檜山	康司	 YP1-4

小松　知子	 O30-3

五味	未早希	 O29-2

小村　泰雄	 O05-4

近藤　祥司	 SY12-5

近藤　　誠	 PS2-1

【さ】
佐井　雄一	 LS22-2

齋藤　靖和	 O09-1

斎藤　芳郎	 SY8-2

酒井	久美子	 PS5-4

阪井　丘芳	 SY7-3

	 SY24-5

坂本　和也	 O22-1

崎山	智恵子	 O31-3

佐久間	邦弘	 SY17-5

櫻井　麻美	 O24-1

佐治　直樹	 SY21-3

佐藤	亜希子	 SY12-2

佐藤　健司	 O22-3

佐藤　崇司	 O32-1

佐藤　　均	 SPP3

真田　昌爾	 ECW-2

	 ECW-4

佐野　元昭	 SY16-5

	 LS6

澤　　智裕	 SY8-3

澤登　雅一	 SY25-1

【し】
篠田　雄一	 O13-2

柴田　佳那	 BP1-2

柴田　利彦	 MDS3-5

柴田　　玲	 O05-2

島　　圭介	 INVS-4

島田　紘明	 O29-4

島田　昌之	 LS13-2

島村　宗尚	 O10-4

清水　逸平	 SY6-3

清水　果奈	 O04-2

清水　聡史	 O21-3

清水　雅仁	 PS6-4

城　　憲秀	 PS3-2

庄司　俊彦	 PSP1-1

新村　　健	 BP2-3

【す】
末松　　誠	 ES5

須賀　英道	 SY22-4

菅原　　祥	 O02-3

杉岡　陽介	 O06-1

杉本　昌隆	 SY12-3

杉本　佳香	 O20-2

鈴木　淳平	 O03-3

鈴木　史明	 O15-2

鈴木　悠史	 O07-4

鈴木　佑奈	 O14-1

砂川　陽一	 O09-3

【せ】
瀬尾	龍太郎	 SY16-1

瀬島　　海	 O29-1

【そ】
相馬　ミカ	 O10-2

外川内	亜美	 O01-2

【た】
髙木　智久	 PSP3-4

	 LS7-1

	 MS2-2

高倉　伸幸	 SIP3-3

高杉　征樹	 O09-4

高瀬　　敦	 O16-1

高田　和幸	 PS5-3

高田　弘弥	 O17-4

高橋　暁子	 PS3-4

高橋　　智	 SY4-2

高橋　有己	 SY15-3

高原　佑輔	 O20-1

高谷　健人	 O07-5

田口　淳一	 O25-5

竹下	ひかり	 SY12-4

武田　朱公	 SY19-3

	 INVS-3

竹村　茂一	 BP1-8

巽　浩一郎	 SY11-2

田所　　功	 SY19-2

	 O10-1

	 O19-4

田中	喜代次	 PS6-2

田中	久美子	 O24-3

田中　翔大	 O04-4

田中	誠太郎	 O12-4

谷口　英樹	 PSP2-2

田畑　　泉	 SY23-3

田原　義朗	 PS1-2

田原　康玄	 SY20-3

【ち】
近松　一朗	 SY11-4

茶本　健司	 SY12-1

【つ】
津金	昌一郎	 PS4-1

槻木　恵一	 SY21-1

坪井　　誠	 O26-1

坪川　雅哉	 O15-4

靍　　崇光	 O11-2

【て】
豊嶋　崇徳	 SY7-1

寺内　公一	 SY18-3

寺田　亜矢	 O07-3

【と】
土井　秀明	 SY24-4

東原　和成	 SY24-3

土岐　典子	 SY9-4

富田　泰輔	 SPP4

冨田　夏美	 O25-2

冨本　秀和	 SIP3-6

豊國　伸哉	 PS5-1
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【な】
内藤　　剛	 SY6-1

内藤　裕二	 PL

	 市民公開講座
	 LS9

	 LS20

	 AS3-1

永井　紀博	 SY14-1

永井　竜児	 SY8-1

中神　啓徳	 EL4

	 SY16-4

	 LS2

	 ES2

中川　佳子	 O26-5

長崎　幸夫	 O06-3

	 O33-4

中澤　　徹	 SY14-2

中島　友紀	 PS2-2

中島　　淳	 SPP8

	 LS8

中瀬　生彦	 SY15-4

中塚　騰太	 O08-3

中西　　真	 PS4-2

中村　幸男	 LS14

中山　　毅	 O26-4

名畑　美和	 BP1-7

鍋田　基生	 O08-2

成田　　匠	 PS4-4

【に】
西川　綾花	 O31-5

西川　博嘉	 SY9-3

西田　　亙	 SPP6

西森　英史	 O23-5

西山　　成	 O02-1

二宮　利治	 SY1-1

二橋　佑磨	 O34-1

【は】
ハースブルック　カイル	 O21-5

羽賀　雅俊	 O07-2

橋本	千佳子	 MDS2-4

橋本　正史	 PSP1-3

	 SY13-2

橋本　美帆	 O31-1

橋本　善隆	 O27-2

橋弥　尚孝	 INVS-2

長谷川	一宏	 LS1

八谷　剛史	 SY3-2

	 O04-3

八田	真理子	 SY18-4

服部　正平	 PSP3-1

華山　力成	 SY15-1

羽生　春夫	 SY1-2

濵口　真英	 BP1-6

半田　　修	 O23-4

板東　花奈	 O28-2

坂東　秀訓	 O01-3

【ひ】
東村　泰希	 O14-2

	 AS3-2

日比野	佐和子	 MS3-2

馮　　　田	 O13-3

平井　昭光	 ECW-1

平池　　修	 SY18-2

平山　　暁	 O12-1

	 O25-4

【ふ】
深田　俊幸	 SY25-3

福井　敏樹	 SY10-2

福井　道明	 LS18-1

藤井　祐介	 LS10

藤川　龍弥	 O23-3

藤原　裕矢	 SY3-1

藤本　康介	 YP1-1

藤原　靖弘	 LS3

古川　俊治	 EL5

古山　登隆	 SY24-1

	 LS23-2

文　　鐘玉	 SY14-4

【へ】
ペッツォッティ　ジュセッペ	 LS4

別部　尚司	 SPP5

【ほ】
細山　　浩	 SY13-3

堀江　重郎	 PP

	 SY3-4

	 市民公開講座
	 LS13-1

堀澤　祖門	 IL

【ま】
牧田　和也	 O11-4

真下　知士	 SY4-1

松井　孝憲	 O01-4

	 O14-3

松尾　直紀	 O26-2

松川　泰治	 PSP1-2

松隈	信一郎	 SY22-3

松下　健二	 SY21-4

松永　洋祐	 O25-1

松原　美和	 O30-2

松本　成史	 SY23-2

丸山　光生	 SIP1-4

【み】
三島　和夫	 SPP1

溝口　　徹	 LS10

三谷	幸之介	 SY4-3

満尾　　正	 SY25-2

南　　　敬	 SIP3-1

南山　幸子	 MDS2-1

三村　　將	 SY22-2

宮崎　拓郎	 SIP3-2

宮沢　孝幸	 SIP2-1

宮田　成章	 LS22-1

宮本　奈生	 BP2-7

三好　　愛	 BP2-1

【も】
望月　真衣	 O09-2

望月　善子	 SY5-2

森　　明子	 MDS2-3

森　　雄作	 O05-1

森岡　一乃	 O28-1

森下　竜一	 SIP2-2

	 EX1

森田　剛史	 SY13-1

森藤	ちひろ	 O15-1

森原　隆太	 O05-5

【や】
八木　雅之	 O31-4

八木田	和弘	 PS3-1

安井　敏之	 SY18-1

安尾	しのぶ	 ES1

安田　剛士	 O06-4

矢田　幸博	 MDS1-3

柳澤　厚生	 EX2

矢野　博己	 SIP1-2

山下　大介	 O23-6

山下　　徹	 O12-3

山下　侑吾	 SY2-3

山下　理絵	 LS11

山田　拓司	 SY9-2

山田　秀和	 PSP2-3
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	 MS3-1

山田　裕晃	 O33-3

山田　　実	 MDS3-3

山本　毅士	 BP1-3

山本　俊郎	 PS1-4

山本　晴代	 O21-2

山本　　寛	 O28-4

山本（前田）	万里	 PSP1-4

家森　幸男	 ES4

【ゆ】
兪　　炳碩	 O34-2

【よ】
横田　早貴	 O31-2

横田　麻美	 O08-4

吉井　　幸	 O04-5

吉岡　研一	 PS4-3

吉形　玲美	 O11-5

吉田　翔太	 BP1-4

吉田　雅幸	 SY2-4

吉原　　愛	 SY5-4

吉村　昭彦	 SY16-3

吉村　典子	 SY20-1

吉森　　保	 PSP2-1

米井　嘉一	 SY10-4

	 O16-2

	 LS15

	 LS18-2

【り】
劉　　和輝	 O34-3

	 LS7-2

【わ】
若林　秀隆	 PS6-3

若命　浩二	 BP1-1

	 O20-3

脇田　春彦	 O23-2

渡辺　賢治	 SIP1-3

渡邊　　昌	 EL2

渡邊　大祐	 O25-3

渡邊　瑞季	 O26-3
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セミナー共催団体・企業
アークレイマーケティング株式会社
株式会社あさ製薬
アスタリール株式会社
アストラゼネカ株式会社
アッヴィ合同会社
アラガン・ジャパン株式会社
アンジェス株式会社
株式会社ＭＳＳ
大塚製薬株式会社
株式会社カネカ
株式会社ケアネット
ゲノミクス栄養学普及協会
株式会社サイキンソー
株式会社再春館製薬所
株式会社笹原商事
参天製薬株式会社
株式会社 ShinSei
順天堂大学
第一三共株式会社
太陽化学株式会社
武田薬品工業株式会社
田辺三菱製薬株式会社

株式会社ツムラ
帝人株式会社
TIMA Tokyo 株式会社
TMK メディカル株式会社
点滴療法研究会
株式会社ドクターズ・マン
日本抗加齢協会
 Noster 株式会社
ノバルティス ファーマ株式会社
ノーベルファーマ株式会社
NOMON 株式会社
ハルテック株式会社
PRSS. Japan 株式会社
株式会社プリメディカ
株式会社プロトセラ
Fotona d.o.o.
株式会社メディパルホールディングス
マイラン EPD 合同会社
ミヤリサン製薬株式会社
株式会社　ミル総本社
ロート製薬株式会社

広告掲載企業
アステラス製薬株式会社
株式会社ＭＳＳ
大塚製薬株式会社
社会福祉法人 恩賜

財団 済生会京都府病院
株式会社笹原商事
大日本住友製薬株式会社
株式会社テクノスルガ・ラボ

ニチニチ製薬株式会社
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
Noster 株式会社
株式会社ベリタス
持田製薬株式会社
ロート製薬株式会社 
株式会社わかさ生活

展示企業
アークレイマーケティング株式会社
アスタリール株式会社

岩城製薬株式会社
株式会社 INFIX

本総会の開催にあたり、多くの企業・団体の皆さまに多大なるご支援・ご協力を賜りました。
ここに謹んで感謝の意を表します。

第 21 回日本抗加齢医学会総会

会長　内藤　裕二
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SBI アラプロモ株式会社
株式会社エトスコーポレーション
株式会社ＭＳＳ
株式会社 OUI
株式会社カネカ
かねろく製薬株式会社
株式会社ガリバー
California Nutrients,.Inc
株式会社クマノミ出版
有限会社クレア・ラボ・ジャパン
株式会社ケイセイ
合同会社 UNTRACKED
株式会社サイキンソー
株式会社シムスバイオ
自費研株式会社
助野株式会社
鈴木形成外科
株式会社　スピック
セリスタ株式会社
株式会社 SeleneMedical
大東製薬工業株式会社
太陽化学株式会社
CHOICE
TMK メディカル株式会社
株式会社ディーエヌエス
株式会社テクノスルガ・ラボ
点滴療法研究会
東亜新薬株式会社
株式会社東京ミライズ
株式会社ドクターズチョイス
株式会社ニホン・ミック
株式会社ニュートリション・アクト
ネスレ日本株式会社
Noster 株式会社
NOMON 株式会社

バイオメディカルネット株式会社
歯っピー株式会社
ハルテック株式会社
株式会社ビーアンドエス・コーポレーション
株式会社　ピーエス
ビッグブルー株式会社
株式会社 VIP グローバル
株式会社ビューティ・ニュートリション
株式会社フェースビューティ
富士ソフト・ティッシュエンジニアリング株式会社
PRSS. Japan 株式会社
株式会社プロティア・ジャパン
株式会社分子生理化学研究所
株式会社ヘルシーパス
株式会社ヘルスケアシステムズ
北海道ナチュラルバイオグループ株式会社
Fotona d.o.o.
株式会社ホーマーイオン研究所
marubun&Co. 株式会社
株式会社ミルテル
メディカランド株式会社
株式会社メドレー
株式会社メルシー
メルスモン製薬株式会社
持田ヘルスケア株式会社
森下仁丹株式会社
株式会社ユー・ディー
ユサブル
株式会社ラシュラン
リアン株式会社
株式会社レオン都市開発
株式会社レストアビジョン
ロート製薬株式会社
ロゼット株式会社

寄附団体・企業
アステラス製薬株式会社
キュテラ株式会社

京都府立医科大学関連病院各位

※  本総会でのセミナー・企業展示は、日本抗加齢医学会が学術的に担保したものではない内容が含ま
れている可能性があることをご了承ください。

（五十音順・敬称略　2021 年 5 月 31 日現在）
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〒617-0814 京都府長岡京市今里平尾 8 番地　|　TEL 075-955-0111（代）　|　FAX 075-954-8255　|　kyoto.saiseikai.or.jp

R E B O R N 2 0 2 2
済生会京都府病院は 2022 年 6 月、「京都済生会病院」と名称を新たに

阪急西山天王山駅近くに新築移転します
地域医療機関と協働して、医療・介護・福祉の連携強化を目指します

新病院概要

病院名称 京都済生会病院
管理者 院長　吉田憲正
移転予定地 京都府長岡京市下海印寺、下内田、岸ノ下、伊賀寺
敷地面積 14,577.21 ㎡（現在地の約 1.5 倍）
構造規模 鉄骨造（耐震構造）　地下なし
 本体：地上 7 階建　22,980 ㎡
 別棟：地上 3 階建　811 ㎡

診療科目 26 診療科
病床数 一般病床：288 床 （個室率 46％）　
 （高度急性期 12 床・急性期 233 床・回復期 43 床）　
駐車場 160 台程度
工期 令和 2 年 7 月（着工）～令和 4 年 2 月末（竣工）予定
開院 令和 4 年 6 月 1 日（予定）

急 性 期 機 能 の 拡 充 整 備
（救急・手術・内視鏡・血管内 / 治療など）

高 い 交 通 利 便 性
（阪急西山天王山駅・長岡京ICの直近）

個 室 率 46％

周産期 / 小児医療の一体的整備 高齢者地域包括ケアシステム・在宅医療の推進

健診・保健システム部門の拡充整備 休日応急診療所（別棟）との連携強化

病児 / 病後児保育所及び院内保育所の敷地内整備 敷 地 内 薬 局 の 誘 致











腸内環境の受託分析 

〒424-0065 静岡県静岡市清水区長崎388番地の1 

Tel: 054-349-6211／Email: tsl-contact@tecsrg.co.jp 

URL: https://www.tecsrg.co.jp 

アンプリコンシーケンス解析 

●界～種レベルの帰属分類群の推定による菌叢解析。 

●QIIME2や予測メタゲノム解析による2次解析にも対応。 
糞便理化学分析 

●有機酸（酪酸、乳酸、酢酸など）、短鎖脂肪酸、胆汁酸、

腐敗産物、水分、アンモニア、pH、IgAの定量分析。 
リアルタイムPCR解析 

●Akkermansia muciniphila、Faecalibacterium prausnitzii、Bifidobacterium属、

Lactobacillus属、Veillonella属などの特定菌の定量。 

腸内環境分析をサポートする新採便キット 

～糞便中の菌叢、有機酸（酪酸、乳酸、酢酸など）、胆汁酸を室温で1ヶ月保持～ 

対応可能な分析項目 採便後の保存温度／期間 

・アンプリコンシーケンス解析 

・T-RFLP 

・リアルタイムPCR 

・有機酸分析（酪酸、乳酸、酢酸など） 

・胆汁酸分析 

室温／1ヶ月 

採便後も保存液の効果により凍結不要です。有機酸（酪酸、乳酸、酢酸など）および胆汁酸の定

量分析や、菌叢解析にご利用いただけるキットです。なお、本キットで採取した検体で胆汁酸分

析またはリアルタイムPCRをご依頼される場合は、同時に有機酸分析のご依頼が必要となりま

す。価格やその他の採便キットの詳細はHPをご確認ください。 

メタボロキーパー  







専門医との共同研究を経て誕生した
「あたま」のサポートサプリメント

年齢によって感じる衰えは心身ともにつらいものです。　　　　　　　　　　
「処方薬が体に合わない」と感じる患者さまや、「もっと早くから何かしていたら」と
心を痛めるご家族の苦悩に直面してきた医師の皆さまもまた、「何とかしてあげ
たい」と切実な気持ちを抱えておられました。　　　　　　　　　　　　　　　
わかさ生活は目と密接な関係にある脳の健康について研究を重ねる中で、良質な
素材を探し求め「ロスマリン酸」に出逢いました。そしてこの発見を役立てたいと、
多くの専門医のご協力のもと、あたまサプリ『翠力玉』を誕生させました。　　　　

ロスマリン酸 スペアミントやローズマリー、レモンバーム、シソなどのシソ科ハーブ類の植物に含まれるポリフェノールの
一種。100種類以上の食品成分の中でもあたまの健康をサポートするチカラに優れた成分です。　　　　

「あたま」のサポートサプリメント「あたま」のサポートサプリメント

年齢によって感じる衰えは心身ともにつらいものです。　　　　　　　　　　年齢によって感じる衰えは心身ともにつらいものです。　　　　　　　　　　年齢によって感じる衰えは心身ともにつらいものです。　　　　　　　　　　年齢によって感じる衰えは心身ともにつらいものです。　　　　　　　　　　
「処方薬が体に合わない」と感じる患者さまや、「もっと早くから何かしていたら」と「処方薬が体に合わない」と感じる患者さまや、「もっと早くから何かしていたら」と「処方薬が体に合わない」と感じる患者さまや、「もっと早くから何かしていたら」と「処方薬が体に合わない」と感じる患者さまや、「もっと早くから何かしていたら」と

人の健康の役に立ちたい。
その想いで、わかさ生活は研究を続けてまいりました。

http://dr-supplement.jp わかさ生活 医療機関サプリメント

＜京都本社＞　〒600-8008  京都市下京区四条烏丸長刀鉾町22

１本180粒入り（約１ヵ月分）/１日の目安：6粒

あたまサプリ翠力玉
すいりきだま

あたまサプリあたまサプリあたまサプリあたまサプリロスマリン酸
アメリカ産特別栽培種
スペアミント由来

132mg配合 7,344円（税込）通常価格

※パッケージは変更になる場合がございます。

わかさ生活プロアドバイザー室 0120-132-110 受付時間
9：00～18：00（日・祝除く）
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プログラム・抄録集

京都府立医科大学大学院医学研究科
生体免疫栄養学講座　教授

実物大

Doctors Use Only supplements

ビタミンB複合体 核酸配合

NB-X

NB-X

ここからお切りください。

60カプセル
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