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日 時： 平成 26 年 1 月 31 日（金）13:30～17:20 
会 場： 愛知県心身障害者コロニー 管理棟講堂

13:30 開会挨拶 細川 昌則

13:35 講演１．山口 清次 島根大学医学部小児科

「ミトコンドリア脂肪酸代謝異常症の病態と新しい治療」

指定発言：若松 延昭 発達障害研究所遺伝学部

「新しい脂肪酸代謝異常症」

14:50 講演２．山田 憲一郎 発達障害研究所遺伝学部

「小胞体ストレス応答異常が見られる小児神経疾患の治療」

15:10  休憩

15:20 講演３．横山  悟 富山大学和漢医薬学総合研究所病態生化学

「悪性黒色腫の治療標的としての転写因子 」

16:10 講演４．檜垣 克美 鳥取大学生命機能研究支援センター

「遺伝性疾患へのシャペロン療法」

17:20 閉会挨拶 若松 延昭



ミトコンドリア脂肪酸代謝異常症の病態と新しい治療

山口 清次 （島根大学医学部小児科）

 ミトコンドリア脂肪酸β酸化代謝異常症（脂肪酸代謝異常症）は、タンデムマスの普及によって

新生児マススクリーニングされるようになり注目されている。β酸化系は炭水化物からのエネルギ

ー供給が低下した時に代替エネルギー産生経路として働く。脂肪酸代謝異常症ではエネルギー産生

障害による臨床像がみられ、間欠的な全身けんたい、筋力低下から急性脳症、乳幼児突然死に至る

ものまである。主な病型は以下のような３つに大別される。①新生児発症最重症型、②若年発症間

欠発作型、および③年長児成人発症骨格筋型である。治療として、β酸化の活発化を防ぐように食

事間隔の指導、早めのブドウ糖輸液、一部の疾患に対するカルニチン、薬剤投与などがある。

 我々は、培養細胞とタンデムマスを用いる in vitro probe assay という方法を用いて患者培養細胞

を種々の環境、薬剤添加によってβ酸化能を評価し治療法を開発している。これによって、低温環

境ではβ酸化障害が改善されること、高脂血症薬であるベザフィブラートはβ酸化障害を改善する

ことを確認した。グルタル酸血症Ⅱ型患者に対して投与したところ、臨床的にも劇的な改善が観察

された。

略歴： 

昭和 50 年 ３月 岐阜大学医学部卒業 

昭和 50 年 ３月 岐阜大学医学部附属病院研修医 

昭和 52 年 １月 岐阜市民病院小児科医員 

昭和 53 年 ４月 東京都立豊島病院小児科 

昭和 56 年 ４月 岐阜大学医学部小児科助手 

昭和 62 年 ６月 岐阜大学医学部小児科講師 

平成 ４年    エール大学遺伝学研究所に留学 

平成 ５年 ８月 島根医科大学小児科教授 

平成 15年 10 月 島根大学医学部小児科教授（大学統合） 

平成 17 年 ４月 島根大学医学部附属病院副病院長(平成 24 年 3月まで) 

受賞： 

平成元年度  日本先天代謝異常学会 IBM 奨励賞 

平成 16 年度 日本先天代謝異常学会賞 

平成 24 年度 日本医用マススペクトル学会・松本賞 

指定発言：若松 延昭 （愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所遺伝学部）

 最近、病因を明らかにしたβ酸化の異常に関連する疾患を紹介する。



小胞体ストレス応答異常が見られる小児神経疾患の治療

山田 憲一郎 （愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所遺伝学部）

重度精神運動発達遅滞に巨大結腸症、魚鱗癬様皮膚症状、頭部脱毛と脳・頭部・脊椎・腎の形成異

常を伴う重症型の BRESEK/IFAP 症候群は MBTPS2 遺伝子のミスセンス変異（c.1286G>A, 
[p.Arg429His]）により発症する。MBTPS2は Membrane-bound transcription factor protease, site2（S2P）
をコードしている。本タンパク質はメタロプロテアーゼの 1 種であり、これまでの研究により

MBTPS2 は転写因子を切断・活性化することにより、主に「Sterol 合成酵素群の発現誘導」と「小胞

体ストレスによるシャペロンの発現誘導」の２つのシグナル伝達経路に関与することが明らかとな

っている。

本症例に見られる知的障害の病態を明らかする目的で、Mbtps2をノックダウンする siRNA と GFP
を共発現するベクターを海馬初代培養神経細胞（以下、培養神経細胞）に導入して行った解析によ

り、以下の２点が明らかとなった。１）Mbtps2をノックダウンした細胞では、GFP が神経細胞内に

dot 状に分布する細胞の割合がコントロールのベクターを導入した細胞の約 2.5 倍に増加していた。

２）GFP が dot 状に分布する細胞の大部分に活性型 Caspase-3 の発現が見られた。MBTPS2 は、ATF6
を介する小胞体ストレスシグナル経路を仲介する。Mbtps2 の発現を抑制したマウス培養神経細胞で

は、ATF6 は Mbtps2 の切断により活性化されないので核に移行できず、細胞はアポトーシスを起こ

していた。すなわち、変性したタンパク質を正常な高次構造に直すシャペロン（GRP78/BIP）が誘導

されていないと考えられる。そこで、Mbtps2 を発現抑制した培養神経細胞に、活性化型 ATF6（神

経細胞の核に移行しシグナルを伝達できる）を導入した結果、アポトーシス細胞数が減少した。以

上より、本症例に見られる重度知的障害や巨大結腸症などの神経系の合併症状は、ATF6 を介する小

胞体ストレスシグナル経路の障害が関与していると考えられ、小胞体ストレスの軽減や、別の小胞

体ストレスシグナル経路を増強することで本症を治療できる可能性が示唆された。

略歴：

平成 ８年 ３月 名古屋市立大学大学院薬学研究科博士後期課程修了 

平成 ８年 ４月 愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所遺伝学部研究員 

平成 11 年 １月 フランス国立科学研究センター細胞分子生物学研究所 

        生体高分子構造認識学部門研究員 (Dr. Alain Krol)
平成 12 年 １月 愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所遺伝学部研究員 

平成 22 年 ４月 愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所遺伝学部主任研究員



悪性黒色腫の治療標的としての転写因子 

横山  悟 （富山大学和漢医薬学総合研究所病態生化学分野）  

 悪性黒色腫は、メラニン産生細胞（メラノサイト）に由来する悪性腫瘍と考えられ、そのメラニ

ン色素産生能により最も早期に発見できる悪性腫瘍の一つでもある。また、発見が遅れた場合の予

後が極めて悪いこと（ステージ３、４の５年生存率はそれぞれ５０％、１０％である）、化学療法・

放射線療法が効きにくいことも悪性黒色腫の特徴の一つである。悪性黒色腫の発生には、遺伝的要

因（皮膚の色・日焼けのしやすさ、または CDK4/CDKN2A/MITFの変異の有無）や環境要因などが複

雑に関与している。悪性黒色腫におけるがん遺伝子は数種知られており、その中でも今回は、私が

長年関わってきた転写因子である MITF について紹介すると共に、薬剤標的にすることが困難な転

写因子に対するアプローチについてお話させていただきます。

略歴：

2000 年 3 月 富山医科薬科大学（現富山大学）薬学部 卒業

2002 年 3 月 富山医科薬科大学（現富山大学）薬学系研究科 博士前期過程 修了

2006 年 3 月 東北大学 大学院 医学系研究科 博士後期過程 修了

2006 年 7 月－2008 年 7 月 Dana-Farber Cancer Institute (MA, USA), Research Fellow 
2008 年 8 月－2011 年 3 月 Cutaneous Biology Research Center/ Massachusetts General Hospital 

(MA, USA), Research Fellow 
2011 年 4 月 富山大学 和漢医薬学総合研究所, 助教



遺伝性疾患へのシャペロン療法

檜垣 克美 （鳥取大学生命機能研究支援センター）

 ライソゾーム病の中枢神経障害に対する新しい分子治療法としてシャペロン療法が開発されてい

る。この方法では、酵素蛋白質に結合できる低分子化合物（シャペロン）を用い、細胞内で不安定

な変異酵素蛋白質の構造を安定化し、機能を回復させる方法である。また、シャペロン化合物は低

分子で、血液脳関門を通過し、脳組織への効果が期待される。現時点で、ファブリー病やゴーシェ

病などのライソゾーム病に対するシャペロン化合物が開発され、いくつかは臨床試験が進行中で近

く臨床応用される見込みである。また、最近では酵素補充療法との併用効果なども報告され、注目

されている。

 この方法の最終目的は、飲み薬でライソゾーム病の脳障害を治すことである。今回は、ライソゾ

ーム病の一つ GM1-ガングリオシドーシスに対し我々が行ってきたシャペロン化合物の開発につい

て紹介し、現状のシャペロン療法の課題と今後の展開について示す。

略歴：

平成 ６年 ３月 鳥取大学医学部生命科学科卒業 

平成 13 年 ６月 鳥取大学大学院医学系研究科博士過程（論文）修了 

    学位 理学(生命科学)博士（鳥取大学） 

平成 ９年 ４月 鳥取大学医学部 助手 

平成 13 年 ６月 米国コロンビア大学 博士研究員 

平成 15 年 ６月 鳥取大学生命機能研究支援センター 助手 

平成 16 年 ４月 鳥取大学生命機能研究支援センター 准教授 

受賞： 

平成 20 年 日本ライソゾーム病研究会奨励賞 

平成 23 年 日本先天代謝異常学会奨励賞 

平成 24 年 武田科学振興財団医学系研究奨励賞 



memo:



〒480-0392 春日井市神屋町 713-8 
 愛知県心身障害者コロニー 発達障害研究所

TEL 0568-88-0811 FAX 0568-88-0829 
http://www.inst-hsc.jp 


