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教育上の能力に関する事項
事項

年月日

概要

1 教育方法の実践例
1. 担任学生が意欲的に学生生活を送るための取り組
み

2016年4月1日～現在

初期演習や担任ガイダンスなどを利用して、国家資格を
取得する薬学科生であることを自覚させるべく、学習ス
ケジュールや国試の現状などを説明したり、将来像を描
けるよう様々な職種に就く先輩から仕事内容の紹介やメ
ッセージを送ってもらい紹介している。

2. 他学部学生に専門科目を講義する方法に関する試
み

2016年4月1日～現在

薬の専門家となる薬学生向けではなく、看護学部の学生
に薬理学の知識がどのような意味を持つのかを理解でき
るような試みを模索している。まずは国試合格が目標と
なることから、収集した看護師国家試験の過去問と類似
問題を合わせた約200問の確認問題を作成し、オリジナル
プリントの章末及び問題集として配布し、必要な知識の
輪郭を示した。

3. 再履修学生が能動的に学ぶ姿勢を身につけるため
の取り組み

2015年4月1日～現在

すでに１クール受講済みであることから、あらかじめ講
義当日に実施する範囲と練習問題を提示し、自己学習（
復習）してくるよう指導した。当日は解答を発表しなが
ら解説し、正しい知識を確認させ、講義終盤にミニテス
トを実施することで、緊張感をもたせるよう工夫した。

4. SGD形式、演習形式講義の導入（講義形式）

2014年4月1日～現在

薬剤師国家試験理論問題レベルの演習問題をあらかじめ
学生に提示し、当日は５名程度のグループでそれぞれ解
説付き解答を作成し発表させる。その際、教員は解説を
行うことで正しい知識へと導く。学生は、SGD形式では、
自分の学習レベルを認識し、勉学意欲の向上を感じたよ
うである。

5. 大学院生への指導

2014年4月1日～現在

修士論文「メタボリックシンドロームラットの動脈拡張
能に及ぼす血管周囲脂肪組織の影響」及び博士論文「メ
タボリックシンドロームラットの血管緊張性調節に対す
るプロテアーゼ活性化型受容体２の役割に関する研究」
を指導した。また現在、博士課程学生の指導に助力して
いる。

6. 復習を促すための取り組み（講義形式）

2010年4月１日～現在

知識取得の確認のため、授業で使用するプリントに章末
問題を、さらにclass roomに多数の問題を提示しており
、定期的にこれらの利用を促すことで、学習到達度を自
覚できるよう工夫した。また、学生の要望を受け、講義
で使用するスライドもclass roomに掲載している。

7. SGD及び口頭試問の導入（実習形式）

2010年4月1日～現在

実験で得られたデータを、SGD形式で考察させ、その後、
教員による口頭試問を通じて、学生個々が自らの言葉で
説明できる力を習得させることを目標としている。学生
からは、講義科目で学んだ知識をアウトプットすること
で、より知識が定着したとのコメントが多い。

8. 意欲的に卒業研究に取り組ませるための試み

2010年4月1日～現在

実験の計画および実施をできる限り学生主導で行えるよ
うにした。研究成果報告では学生の考えを引き出すよう
努める、論文抄読では情報探索法の取得や発表スキルを
磨けるよう努めるなど、満足度が得られるよう工夫して
いる。

1. 新しい機能形態学（改訂）

2015年8月

薬学科および健康生命薬科学科の講義（解剖学及び生理
学）で使用する教科書。

2. 講義プリントおよび問題集

2010年04月～現在

講義のポイントをまとめたプリントを作成し、教科書と
ともに講義で使用している。各章の最後に、自己学習を
促し理解度把握の一助となるよう、プリント章末には問
題を掲載した。また、多くの問題に触れたいとの学生の
要望に応え、問題集を作成しclass roomに公開した。

3. 実習帳

2010年04月～現在

担当の実習科目（解剖生理学）の実習帳として作成し、
利用している。各章ごとに、理解すべきポイント等を記
載、また、レポート用シートを挿入し、観察や考察のポ
イントを解りやすくした。

2016年4月1日～現在

薬学科学生約50名の学習及び生活指導や相談を受けてい
る。ガイダンス以外の時期（テスト前や学期末など）に
は、ラインを利用して激励のメッセージを送っている。

2 作成した教科書、教材

3 実務の経験を有する者についての特記事項
4 その他
1. 担任業務（３度目）

1

教育上の能力に関する事項
事項

年月日

概要

4 その他
１年に１度は個人またはグループ面談を行い、現状把握
に努めている。成績不良などの場合には、直ちに保護者
と相談するよう心がけている。
2. 研究生の受け入れ

2014年10月8日～10月29日

日本学術振興会(JSPS)による国際交流支援事業により、
スロバキアより１名の若手博士研究員を受け入れ、交流
及び研究指導を行った。

3. 留学生の受け入れ

2013年10月1日～2014年3月3 中国北京中医薬大学からの研究留学生１名を受け入れ、
1日
研究指導を行い、本学で実施した研究の成果を学術論文
（１報）にまとめた。

4. 担任業務（２度目）

2010年4月1日～2016年3月31 薬学科約50名のクラス学生に対し、学生生活及び学習支
日
援を行った。低学年では主に薬学科学生としての自覚を
促し、高学年では薬剤師国家試験合格に向けての支援や
就職活動への相談を行った。

5. 研究室配属学生への対応

2003年4月1日～現在

研究室に配属された薬学科及び健康生命薬科学科の学生
に対し、卒業研究の指導と学生生活及び学習の支援を行
っている。

職務上の実績に関する事項
事項

年月日

概要

1 資格、免許
1. 薬剤師免許
2 特許等
3 実務の経験を有する者についての特記事項
4 その他
1. 学部学習支援部門CBT・国試対策教育企画委員

2017年4月1日～現在

主に、低学年対策を担当しており、基礎知識の確実な定
着を目的に、新たな取り組みを立案した。高学年対策に
関しては、運営を支援している。

2. 兵庫県登録販売者試験委員

2016年5月1日～現在

兵庫県健康福祉部健康局薬務課において、登録販売者試
験問題の作成および評価に従事している。

3. 兵庫医科大学病院臨床研究審査委員

2014年6月1日～現在

兵庫医科大学病院で実施される臨床研究（治験）の妥当
性・安全性を評価している。

4. アスビオファーマ株式会社ヒト由来試料研究倫理
審査委員

2014年4月1日～現在

ヒト由来試料を用いた非臨床研究の安全性、妥当性を評
価している。

5. 学部国際交流委員

2013年4月1日～現在

MFWI留学では奨学金関連業務を、中国２大学との交流に
おいては研修旅行の引率並びに交換研究生の受け入れを
それぞれ担当している。

6. 鳴松会常任幹事

2012年4月1日～2014年3月31 鳴松会の運営に協力した。担当は、ホームページ委員。
日

7. 広報入試委員

2010年4月1日～2014年3月31 入試業務（入試実務及び判定資料作成など）及び広報業
日
務（オープンキャンパス企画・運営、キャンパスガイド
及び学科パンフレット作成、高校出張講義や入試説明会
への出席など）を学部の代表として担当した。

8. 学部入試運営委員

2006年4月1日～現在

9. 日本薬理学会評議委員

2004年10月1日～現在

10. 高校への出前授業や薬学入試説明会など広報活動

2003年4月1日～現在

浜甲子園キャンパスにおける入試運営業務、入試判定の
ための参考資料及び判定資料案の作成を行っている。オ
ープンキャンパスでは、学科プログラムとして、薬学部
の入試についての口演と質問コーナーにて保護者などの
応対を担当している。
高校へ出向き、薬学部への進学を志望する学生に対して
学部紹介や学びの内容を説明している。また、薬学また
は医療系大学への進学者を対象とした外部の入試説明会
（年３度程度）に出席し対応している。

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

1 著書
1. 新しい機能形態学―ヒトの成り立 共
ちとその働きー（第３版）改訂

2015年8月

広川書店、p. 199-242

竹鼻眞、森山賢治編集（伊藤萌子、稲葉二郎、江川
祥子、岡美佳子、籠田智美、他15名共著）
解剖学と生理学を各系統器官の全体に占める位置、
そのつながり、生理的役割をホメオスタシスの観点
から記述した解剖生理学書。

1996年3月

動脈硬化症における血
管緊張性調節に関する
研究

種々の動脈硬化モデルを用い、動脈硬化の種類・進
展度・血管部位による弛緩反応性変化、弛緩反応減
弱の機序、動脈硬化危険因子の影響について検討し
た。虚血性疾患の発症に血管内皮機能障害が重要な
役割を果たしていることを見いだし、その予防治療
に関する有益な情報を提供した（構成論文８報 ）。

2 学位論文
1. 博士論文

単

2

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

2 学位論文
2. 修士論文

単

1990年3月

マウス急性炎症時にみ
られる脂質代謝異常に
ついて

マウスに各種の炎症を惹起させると、その血清脂質
に一定の変化が生じることを見いだし、その変化が
炎症時に産生される副腎ステロイドおよびサイトカ
インにより誘発されることを証明した。この一連の
脂質変化は、急性炎症時の診断指標となる可能性を
示唆した。成果は学術雑誌1報に報告した。

1. Age-related changes to vascula 共
r protease-activated receptor
2 in metabolic syndrome: a rel
ationship between oxidative st
ress, receptor expression, and
endothelium-dependent vasodil
ation（査読付き）

2017年4月

Can J Physiol Pharmac Kana Maruyama, Satomi Kagota, John J McGuire, H
ol., 2017; 95 (4): 35 irokazu Wakuda, Noriko Yoshikawa, Kazuki Nakamu
6-364.
ra, Kazumasa Shinozuka
メタボリックシンドロームラットの大動脈ではプロ
テアーゼ活性化型受容体-2を介する弛緩反応は加齢
と共に減弱するが、その機序として酸化ストレスに
よる受容体発現の減少が関与することを示唆した。

2. Time-Dependent Differences in 共
Influence of Perivascular Adip
ose Tissue on Vasomotor Functi
ons in Metabolic Syndrome（査
読付き）

2017年3月

Metab Syndr Relat Dis Satomi Kagota, Saki Iwata, Kana Maruyama, John
ord., 2017; 15 (5): 2 J McGuire, Kazumasa Shinozuka
33-239.
血管周囲脂肪組織は、メタボリックシンドローム初
期には動脈拡張能低下を代償的に補足しているが、
長期になると機能破綻が生じることを見出し、この
ことが心血管疾患発症の引き金になると示唆した(do
i: 10.1089/met.2016.0146)。

3. Gestational high-salt intake c 共
auses cardiovascular dysfuncti
ons in adulthood（査読付き）

2017年3月

Heart Circ., 2017; 1: Satomi Kagota, Kana Maruyama, Bruce N Van Vliet
007.
, Kazumasa Shinozuka
高血圧自然発症ラットを用いて、母体の食塩過剰摂
取により生じる仔の心・血管機能低下の発現には、
胎児期が重要であること、授乳期に摂取制限するこ
とで心機能低下は防止できる可能性を示した。

4. Panax notoginseng saponins ame 共
liorate impaired arterial vaso
dilation in SHRSP.Z-Leprfa/lzm
Dmcr rats with metabolic syndr
ome（査読付き）

2016年4月

Clin Exp Pharmacol Ph Ting Wu, Jeannine Sun, Satomi Kagota, Kana Maru
ysiol., 2016; 43 (4): yama, Hirokazu Wakuda, Kazumasa Shinozuka
459-467.
三七人参の主成分Panax notoginseng saponinsは、
メタボリックシンドロームラットにおける一酸化窒
素に対する動脈拡張能を改善することにより、血圧
上昇を抑制する効果があることを示した。

5. 薬理学教育に対する解剖生理学領 共
域における低習熟度学生対象教育
の効果（査読付き）

2016年12月

薬学雑誌, 2016; 136 ( 北山友也、籠田智美、吉川紀子、河井伸之、西村奏
12): 1651-1656.
咲、三浦健、安井菜穂美、篠塚和正、中林利克
薬学教育では、薬理学の教育効果を向上させるため
には、基礎科目である解剖学および生理学の教育が
重要であることを統計学的に証明した。

6. A maternal high salt diet dist 共
urbs cardiac and vascular func
tion of offspring（査読付き）

2015年7月

Life Sci., 2015; 136: Kana Maruyama, Satomi Kagota, Bruce N Van Vliet
42-51.
, Hirokazu Wakuda, Kazumasa Shinozuka.
母親の食塩過剰摂取は、子の心機能低下及び血管拡
張能減弱を引き起こすことを見いだした (doi: 10.1
016/j.lfs.2015.06.023) 。

7. Differential effects of mitoge 共
n-activated protein kinase pat
hway inhibitors on P-glycoprot
ein activation（査読付き）

2015年3月

ADMET & DMPK., 2015;
3(1): 77-83.

8. Disturbance of vasodilation vi 共
a protease-activated receptor
2 in SHRSP.Z-Leprfa/IzmDmcr ra
ts with metabolic syndrome（査
読付き）

2014年10月

Vasc Pharmacol., 2014 Satomi Kagota, Kana Maruyama, Hirokazu Wakuda,
; 63: 46-54.
John J McGuire, Noriko Yoshikawa, Kazuki Nakamu
ra, Kazumasa Shinozuka
生活習慣病モデルラットの腸間膜動脈では、血管径
の細い場所ではプロテイナーゼ活性化型受容体2を介
する拡張能は見た目は正常を保持しているが、一酸
化窒素およびそれ以外の内皮依存性弛緩因子の寄与
する割合が変化していることを見いだした。

9. Chronic oxidative-nitrosative 共
stress impairs coronary vasodi
lation in metabolic syndrome m
odel rats（査読付き）

2013年7月

Microvasc Res., 2013; Satomi Kagota, Kana Maruyama, Yukari Tada, Kazu
88: 70-78.
hito Fukushima, Keizo Umetani, Hirokazu Wakuda,
Kazumasa Shinozuka
メタボリックシンドロームモデルラットの冠動脈に
生じる拡張機能低下が、活性酸素除去薬の単回投与
ではなく慢性投与により改善されることから、その
発症に慢性的な血管壁におけるパーオキシナイトラ
イト産生が関与していることを示した。

10. Determination of the effects o 共
f green tea extract and fruit
extracts on P-glycoprotein act
ivity in Caco-2 cells by using
a new method involving confoc
al laser scanning microscopy（
査読付き）

2013年6月

Pharmacometrics, 2013 Shino Miyauchi, Hirokazu Wakuda, Yuko Taki, Kan
; 84 (1/2): 7-12.
a Maruyama, Satomi Kagota, Keizo Umegakim, Shiz
uo Yamada, Kazumasa Shinozuka
緑茶抽出物とカシス抽出物は、がん細胞のP-糖タン
パク質に影響を与えることが示唆された。

11. Abnormal amount of intracellul 共
ar calcium regulatory proteins
in SHRSP.Z-Leprfa/IzmDmcr rat

2013年2月

Can J Physiol Pharmac Satomi Kagota, Kana Maruyama, Yukari Tada, Hiro
ol., 2013; 91 (2): 12 kazu Wakuda, Kazuki Nakamura, Masaru Kunitomo,
4-133.
Kazuki Shinozuka

3 学術論文

3

Hirokazu Wakuda, Shino Miyauchi, Kana Maruyama,
Satomi Kagota, Kazuki Nakamura, Keizo Umegaki,
Shizuo Yamada, Kazumasa Shinozuka
ある種の薬物は、細胞膜のP－糖タンパク質によって
運搬されている。そこで、mitogen-activated prote
in kinase pathway inhibitorsのP－糖タンパク質へ
の影響を検討した。

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

3 学術論文
s with metabolic syndrome and
cardiac dysfunction（査読付き
）

生活習慣病モデルラットの左室拡張機能低下の原因
として、細胞質内カルシウム濃度調節蛋白質の発現
量の異常と冠血管流量の低下が関与することを見い
だすとともに、これらの異常はテルミサルタン処置
により改善されることを示した。

12. Effects of telmisartan on arte 共
rial vasodilation via protease
-activated receptor-2 activati
on in SHRSP.Z-Leprfa/IzmDmcr r
ats with metabolic syndrome（
査読付き）

2013年12月

Proc 10th Internation
al Congress on Corona
ry Artery Disease 201
3 (ICCAD 2013): 139-1
42.

Satomi Kagota, Kana Maruyama, Hirokazu Wakuda,
John J McGuire, Noriko Yoshikawa, Kazuki Nakamu
ra, Kazumasa Shinozuka
生活習慣病モデルラットの抵抗性動脈におけるテル
ミサルタンによる血管拡張機能改善効果は、NO依存
性拡張機能の改善に基づくことを明らかにした。

13. Inhibitory Effect of Cordycepi 共
n on Experimental Hepatic Meta
stasis of B16-F0 Mouse Melanom
a Cells（査読付き）

2013年10月

In Vivo, 2013; 27 (6) Ayuko Sato, Noriko Yoshikawa, Erika Kubo, Mami
: 729-732.
Kakuda, Arisa Nishiuchi, Yoko Kimoto, Yuta Taka
hashi, Satomi Kagota, Kazumasa Shinozuka, Kazuk
i Nakamura
冬虫夏草の一成分であるコーディセピンは、B16-F0
細胞を用いた肝転移モデルマウスの生存日数を有意
に延長することを見出した。

その他
１．学会ゲストスピーカー
1. メタボリックシンドロームにおけ 共
る動脈と血管周囲脂肪組織との機
能連関

2015年3月27 第135回日本薬学会年会 シンポジウムS34：次世代薬理研究者のビジョン：ベ
日
、2015.3.25-28（神戸 ンチワークからベッドまで
）
籠田智美、岩田紗季、丸山加菜、和久田浩一、篠塚
和正
肥満と心血管病とを結びつける臓器間ネットワーク
として、動脈とその周囲脂肪組織の局所的機能連関
について、我々の研究結果を中心に紹介した。

2. プロテアーゼ活性化型受容体2 (P 共
AR2) とメタボリックシンドロー
ム

2015年3月18 第88回日本薬理学会年
日
会、2015.3.18-20（名
古屋）

シンポジウムS1E2：新たな血管作動性物質と受容体
に着目した血管研究の新展開
籠田智美、丸山加菜、John J. McGuire
メタボリックシンドロームの動脈では、一酸化窒素
を介する拡張能が減弱しているが、PAR2を介した拡
張機能は正常に維持されていることを示し、循環機
能の恒常性維持におけるPAR2の役割を提唱した。

3. メタボリックシンドロームにおけ 共
る血管拡張機能と血管周囲脂肪

2014年3月21 第87回日本薬理学会年
日
会、2014.3.19-21（仙
台）

シンポジウムS2D-37：生活習慣病と循環器疾患研究
の新展開：多臓器間ネットワーク解明による新たな
治療標的分子の提案
籠田智美、丸山加菜、篠塚和正
メタボリックシンドロームにおける動脈局所では酸
化ストレスが増加しており、NO依存性の拡張能が低
下すること、このような時には、血管周囲脂肪組織
は代償的に血管拡張因子を産生放出し、血管抵抗性
維持に寄与していることを我々のデータを中心に紹
介した。

２．学会発表
1. Deterioration of vasomotor reg 共
ulation of perivascular adipos
e tissue at later stage of met
abolic syndrome

2017年9月15 Council on Hypertensi Satomi Kagota, Kana Maruyama, Shiori Koyanagi,
日
on 2017, 2017.9.13-16 Saki Iwata, Kazumasa Shinozuka
(San Francisco, USA) メタボリックシンドロームでみられる血管周囲脂肪
組織による血管拡張機能増強作用の減弱には、脂肪
組織由来血管弛緩因子の産生低下が関与することを
示唆した。

2. Anti-metastatic effect of Clop 共
idogrel is associated with inh
ibition of invasiveness in B16
-BL6 mouse melanoma cells.

2017年5月21 6th Pharmaceutical Sc
日
iences World Congress
, 2017. 5. 21-24 (Sto
ckholm, Sweden)

Noriko Yoshikawa, Mayuko Hatai, Eriko Kinoshita
, Satomi Kagota, Kazumasa Shinozuka, Kazuki Nak
amura
抗血小板薬クロピドグリルのがん転移抑制作用の機
序を検討し、クロピドグリルはメラノーマ細胞の浸
潤能及び自動能を抑制する効果があることを見出し
た。

3. Anti-metastatic action of nico 共
tine and tar-removed cigarette
smoke extrct (CSE) and its ac
tive ingredients.

2017年5月21 6th Pharmaceutical Sc
日
iences World Congress
, 2017. 5. 21-24 (Sto
ckholm, Sweden)

Mayuko Hatai, Noriko Yoshikawa, Eriko Kinoshita
, Satomi Kagota, Kazumasa Shinozuka, Kazuki Nak
amura
タバコ煙水抽出物は、がん細胞の浸潤能を抑制する
こと、またmetyl vinyl ketoneやcrotonaldehydeが
活性成分であることを示唆した。

4. Inhibitory effect of tumor sup 共
pressor Pdcd4 on tumor maligna
ncy.

2017年5月21 6th Pharmaceutical Sc
日
iences World Congress
, 2017. 5. 21-24 (Sto
ckholm, Sweden)

Eriko Kinoshita, Noriko Yoshikawa, Yuka Inoue,
Sachiko Kita, Chihiro Kuribayashi, Mayuko Hatai
, Satomi Kagota, Kazumasa Shinozuka, Kazuki Nak
amura
Programmed cell death 4は、がん細胞のMMP-2分泌
を阻害することにより、がん細胞の転移を抑制する
ことを示唆した。

5. がん細胞の悪性化に対するがん抑 共
制遺伝子Pdcd4の影響

2017年3月27 日本薬学会第137年会、 木下恵理子、吉川紀子、井上侑香、北佐知子、栗林
日
2017.3.24-27（仙台） 千尋、畑井麻友子、籠田智美、篠塚和正、中村一基
様々ながん細胞のがん抑制遺伝子Pdcd4の発現量を比
較し、悪性化との関連を検討した。
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6. 胎児期の高食塩曝露は成人期の心 共
血管機能障害のリスクファクター
である

2017年3月26 日本薬学会第137年会、 籠田智美、丸山加菜、Bruce N Van Vliet、小柳志織
日
2016.3.24-27（仙台） 、篠塚和正
胎児及び授乳期に母体が高食塩食を摂取した場合、
その子の心血管に異常が生じるが、その効果は授乳
期にのみ食塩摂取をやめたとしても改善されないこ
とを見出した。

7. メタボリックシンドロームにおけ 共
る血管周囲脂肪組織の動脈拡張反
応増大効果の機序

2017年3月16 第90回日本薬理学会年
日
会、2017.3.15-17（長
崎）

籠田智美、岩田紗季、丸山加菜、小柳志織、John J
McGuire、篠塚和正
メタボリックシンドロームでは、血管周囲脂肪組織(
PVAT)は減弱した血管弛緩反応を補うような働きが見
られる。その機序として、PVATから産生・遊離され
る血管拡張因子が血管平滑筋のNOに対する反応性を
亢進していることを見出した。

8. Effects of perivascular adipos 共
e tissue on vasodilation diffe
r by the severity of metabolic
disorders

2016年8月1
日

International academy
of Cardiology, Annua
l science sessions 20
16, 21st world congre
ss on Heart disease,
2016.7.30-8.1 (Boston
, USA)

Satomi Kagota, Saki Iwata, Kana Maruyama, Shior
i Koyanagi, Kazumasa Shinozuka
メタボリックシンドロームでは、血管周囲脂肪組織
は減弱した弛緩反応を補うような効果を持つが、こ
のような効果はメタボリックシンドロームの診断基
準である血圧や脂質異常などの重症度が厳しいほど
強いことを見出した。

9. High salt diet during gestatio 共
n alters salt sensitivity of t
he cardiovascular system in of
fspring

2016年7月31 International academy
日
of Cardiology, Annua
l science sessions 20
16, 21st world congre
ss on Heart disease,
2016.7.30-8.1 (Boston
, USA)

Satomi Kagota, Kana Maruyama, Kazumasa Shinozuk
a
胎児期の母体の食塩過剰摂取が、成長後の子の心血
管系の機能低下を引き起こす要因となることを見出
した。

10. Protease-activated receptor-2 共
relaxation of rat aortas vasod
ilation in metabolic syndrome

2016年7月31 International academy
日
of Cardiology, Annua
l science sessions 20
16, 21st world congre
ss on Heart disease,
2016.7.30-8.1 (Boston
, USA)

Kana Maruyama, Satomi Kagota, John J. McGuire,
Noriko Yoshikawa, Kazuki Nakamura, Kazumasa Shi
nozuka
メタボリックシンドローム後期に見られるプロテア
ーゼ活性化型受容体-2 (PAR-2)を介する弛緩反応の
減弱機序について検討し、PAR-2受容体の発現減少及
び血管平滑筋のNOに対する反応性の低下が関与して
いることを見出した。

11. 薬理学領域理解度に対する解剖生 共
理学教育の影響

2016年3月27 日本薬学会第136年会、 北山友也、籠田智美、吉川紀子、河井伸之、西村奏
日
2016.3.26-29（横浜） 咲、三浦健、安井奈穂美、中林利克
本学で実施している習熟度別講義の成果を検討する
目的で、習熟度別講義を実施している「生理学」の
到達度と、その後に開講される関連科目「薬理学」
の到達度との関連性を検討した。

12. Otsuka Long-Evans Tokushima Fa 共
tty ラットの血管周囲脂肪組織は
動脈拡張能に影響を及ぼさない

2016年3月10 第89回日本薬理学会年 岩田紗季、籠田智美、丸山加菜、和久田浩一、吉川
日
会、2016.3.9-11（横浜 紀子、中村一基、篠塚和正
）
メタボリックシンドロームの診断指標である血圧や
血中脂質、血糖などのレベルが軽いOLETFラットの血
管周囲脂肪組織は血管弛緩反応に影響しないことを
見出した。

13. メタボリックシンドロームラット 共
における加齢に伴う酸化ストレス
の増加：プロテアーゼ活性化型受
容体-2を介した血管弛緩反応への
影響

2016年3月10 第89回日本薬理学会年 丸山加菜、籠田智美、John J. McGuire、岩田紗季、
日
会、2016.3.9-11（横浜 和久田浩一、吉川紀子、中村一基、篠塚和正
）
メタボリックシンドロームにおいて、プロテアーゼ
活性化型受容体-2を介した血管弛緩反応は、酸化ス
トレスの増加に伴い減弱することを見出した。

14. がん抑制遺伝子 Pdcd4 がマウス 共
メラノーマ細胞の浸潤能に与える
影響

2016年10月1 第66回日本薬学会近畿 北佐知子、井上侑香、栗林千尋、木下恵理子、畑井
5日
支部総会・大会、2016. 麻友子、籠田智美、篠塚和正、中村一基、吉川紀子
10.15（高槻）
がん抑制遺伝子Pdcd4の発現量とがん細胞の転移能と
の関係を検討し、転移能の高いがん細胞ほどPdcd4の
発現量が少ないことを見出し、Pdcd4はがん細胞の転
移能を抑制的に調節している可能性を示唆した。

15. ラット摘出膀胱におけるノビレチ 共
ンおよびタンゲレチンの影響

2015年9月9
日

16. A maternal high salt diet duri 共
ng pregnancy and lactation aff
ects offspring cardiac functio
n

2015年9月18 Council on Hypertensi
日
on 2015 Scientific Se
ssions, 2015.9.16-19
(Washington, USA)

17. メタボリックシンドロームモデル 共
SHRSP.Z-Leprfa/IzmDmcrラットの
動脈におけるプロテアーゼ活性型
受容体－２内因性アゴニストTryp
sinに対する血管弛緩反応性

2015年3月28 日本薬学会第135年会、 丸山加菜、籠田智美、John J. McGuire、岩田紗季、
日
2015.3.25-28（神戸） 和久田浩一、吉川紀子、中村一基、篠塚和正
メタボリックシンドロームラットの動脈では、PAR2
を酵素的に活性化させた場合においても弛緩反応は
正常に保持されていることを見いだした。

第22回日本排尿機能学 和久田浩一、丸山加菜、籠田智美、中村一基、伊藤
会、2015.9.9-11（札幌 由彦、照屋勇人、照屋俊明、萬済泰、山田静雄、篠
）
塚和正
シークァーサーなどの柑橘類系植物に多く含まれる
ノビレチン及びタンゲレチンは、コリン作動性神経
以外の神経を介した膀胱収縮を抑制する作用がある
ことを見出した。
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Satomi Kagota, Kana Maruyama, Bruce N Van Vliet
, Hirokazu Wakuda, Kazumasa Shinozuka
母体の高食塩食の摂取時期によって子の心機能に与
える影響が異なるか否かを検討し、胎児期の摂取が
授乳期に比べ影響の大きいことを見出した。
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２．学会発表
18. メタボリックシンドロームにおけ 共
る血管周囲脂肪組織が血管弛緩反
応に与える影響

2015年3月28 日本薬学会第135年会、 岩田紗季、籠田智美、丸山加菜、和久田浩一、吉川
日
2015.3.25-28（神戸） 紀子、中村一基、篠塚和正
メタボリックシンドロームラット腸間膜動脈では、
加齢に伴いNOに対する拡張能が低下するが、血管周
囲脂肪組織は代償的に血管拡張能を亢進することで
循環機能維持に寄与していることを示唆した。

19. 解剖生理学分野における強化教育 共
法による成績への影響

2015年3月26 日本薬学会第135年会、 北山友也、森山賢治、籠田智美、河井伸之、西村奏
日
2015.3.25-28（神戸） 咲、三浦健、安井奈穂美、中林利克
本学で実施している習熟度別講義を評価するため、
習熟度別講義を実施している「解剖学」の成果と、
その後開講される関連科目「生理学」の成果との関
係を検討した。

20. メタボリックシンドロームにおい 共
てプロテアーゼ活性化型受容体2
を介する血管弛緩機能は正常に保
持される

2015年3月18 第88回日本薬理学会年
日
会、2015.3.18-20（名
古屋）

21. ラット膀胱収縮機能に対する食品 共
成分の影響

2015年12月4 第８回排尿障害モデル 和久田浩一、小田彩加、岸本典子、崎山祐子、丸山
日
動物研究会、2015.12.4 加菜、籠田智美、中村一基、伊藤由彦、照屋勇人、
（静岡）
萬済泰、山田静雄、篠塚和正
食品由来の成分が膀胱に与える影響をスクリーニン
グする方法を紹介した。

22. かん抑制遺伝子 Pdcd4 の matrix 共
metalloproteinase-2 に対する
影響

2015年10月1 第65回日本薬学会近畿
7日
支部総会、2015.10.17
（大阪）

吉川紀子、櫻井文香、大石真子、北佐知子、栗林千
尋、畑井麻友子、田中マチ子、籠田智美、篠塚和正
、中村一基
がん抑制遺伝子Pdcd4のがん転移抑制作用の機序の１
つとして、がん細胞のMMP-2分泌量との関連を検討し
た。

23. メタボリックシンドロームの血管 共
周囲脂肪組織が動脈拡張能に及ぼ
す影響―週齢差及び部位特異性―

2015年10月1 第65回日本薬学会近畿
7日
支部総会、2015.10.17
（大阪）

岩田紗季、籠田智美、丸山加菜、和久田浩一、吉川
紀子、中村一基、篠塚和正
血管周囲脂肪組織(PVAT)が動脈拡張能に及ぼす影響
について、メタボリックシンドロームモデルSHRSPZF
ラットを用いて検討し、PVATの効果はNOに対する血
管弛緩反応性を増強する効果があること、また血管
部位特異性があることを見出した。

24. Differences in vasodilation vi 共
a protease-activated receptor2 in various arteries from SHR
SP.Z-Leprfa/IzmDmcr rats with
metabolic syndrome

2014年9月12 9th Metabolic syndrom
日
e, type 2 diabetes an
d atherosclerosis con
gress (MSDA 2014), 20
14.9.12-14 (Kyoto)

Kana Maruyama, Satomi Kagota, Hirokazu Wakuda,
John J. McGuire, Noriko Yoshikawa, Kazuki Nakam
ura, Kazumasa Shinozuka
プロテアーゼ活性化型受容体-2の血管弛緩反応性を
メタボリックシンドロームモデルSHRSPZFを用いて検
討し、血管部位にかかわらず弛緩反応性は正常に維
持されていることを見出した。

25. ヒト大腸がん細胞におけるがん抑 共
制遺伝子Programmed cell death
4の発現量と浸潤能に対する炎症
性刺激の影響

2014年6月20 第125回日本薬理学会近 佐々木さやか、吉川紀子、畑井麻由子、籠田智美、
日
畿部会、2014.6.20（岡 篠塚和正、中村一基
山）
がん細胞におけるPdcd4の発現量は炎症性刺激によっ
て低下することを見出し、炎症性疾患ではがん細胞
の浸潤能が亢進している可能性を示唆した。

26. Influence of perivascular adip 共
ose tissue on vasodilation in
metabolic syndrome

2014年5月3
日

ATVB 2014、2014.5.1-3 Satomi Kagota, Kana Maruyama , Saki Iwata, Hiro
（Toronto, Canada） kazu Wakuda, Noriko Yoshikawa, Kazuki Nakamura,
Kazumasa Shinozuka
メタボリックシンドロームでは血管拡張機能が低下
しているが、血管周囲脂肪組織は、血管拡張因子を
産生放出し、代償的に血管抵抗性維持に寄与してい
ることを示唆した。

27. The mechanisms of preservation 共
of vasorelaxation induced by
protease-activated receptor-2
activation in aorta of metabol
ic syndrome rats

2014年5月3
日

ATVB 2014、2014.5.1-3 Kana Maruyama, Satomi Kagota, Hirokazu Wakuda,
（Toronto, Canada） John J McGuire, Noriko Yoshikawa, Kazuki Nakamu
ra, Masaru Kunitomo, Kazumasa Shinozuka
メタボリックシンドロームラットの胸部大動脈にみ
られるPAR2を介した弛緩反応の正常保持機構につい
て検討し、シクロオキシゲナーゼ代謝物の関与はな
いこと、内皮型NO合成酵素活性の亢進が関与するこ
とを示した。

28. メタボリックシンドロームモデル 共
SHRSP.Z-Leprfa/IzmDmcrラット大
動脈に生じるプロテアーゼ活性化
型受容体-2を介する拡張機能の保
持機構

2014年3月29 日本薬学会第134年会、 丸山加菜、籠田智美、和久田浩一、John J McGuire
日
2014.3.27-29（熊本） 、吉川紀子、中村一基、国友勝、篠塚和正
メタボリックシンドロームにおいても、プロテアー
ゼ活性化型受容体PAR-2を介した血管弛緩反応は正常
に維持されているが、その機序として、内皮細胞か
らのNO産生の亢進が関与することを見出した。

29. Panax notoginseng saponins はS 共
HRSP.Z-Leprfa/IzmDmcrラット動
脈拡張能に影響を及ぼす

2014年3月29 日本薬学会第134年会、 Wu Ting、籠田智美、丸山加菜、和久田浩一、Jian-N
日
2014.3.27-29（熊本） ing Sun、篠塚和正
薬用植物Panax notoginseng (三七)の主成分である
Panax notoginseng saponinsには、メタボリックシ
ンドロームにおけるNO依存性血管拡張機能を増強す
る効果があることを示めした。
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丸山加菜、籠田智美、John J. McGuire、岩田紗季、
和久田浩一、吉川紀子、中村一基、篠塚和正
メタボリックシンドロームモデルSHRSPZFラットの腸
間膜動脈では、PAR2を介した弛緩反応を正常に保持
するため、NO依存性及びNO非依存性拡張応のバラン
スが変化していることを見いだした。
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２．学会発表
30. 異物排出タンパク質のP-糖タンパ 共
ク質に対する過活動膀胱治療薬の
影響

2013年9月18 第20回日本排尿機能学 和久田浩一、宮内詩野、丸山加菜、籠田智美、中村
日
会、2013.9.18-21 （静 一基、梅垣敬三、伊藤由彦、山田静男、篠塚和正
岡）
ヒト結腸がん細胞由来細胞Caco-2を用いて、ある種
の抗コリン薬がp-糖タンパク質により輸送される可
能性を見出した。

31. B16-BL6マウスメラノーマ細胞及 共
びHT1080ヒト線維肉腫細胞に対す
るアスコルビン酸の浸潤能抑制作
用

2013年3月28 日本薬学会第133年会、 大村奈央、高橋雄太、吉川紀子、角田真美、佐々木
日
2013.3.27-30（横浜） さやか、籠田智美、篠塚和正、中村一基
転移能の高いがん細胞に対するアスコルビン酸の転
移能への影響を正常細胞と比較検討した。

32. B16-BL6メラノーマ細胞を用いた 共
自然癌転移モデルに対するタバコ
煙水抽出液腹腔内投与の影響

2013年3月28 日本薬学会第133年会、 高橋雄太、佐々木さやか、角田真美、大村奈央、徐
日
2013.3.27-30（横浜） 京子、籠田智美、篠塚和正、吉川紀子、中村一基
B16-BL6マウスメラノーマに対するタバコ煙水抽出物
の効果を検討し、がん細胞の浸潤促進及び宿主動物
の免疫機能低下を介してがんを促進する可能性を見
出した。

33. 転移能の異なるマウスメラノーマ 共
細胞におけるがん抑制遺伝子Pdcd
4発現量の比較

2013年3月22 第86回日本薬理学会年
日
会、2013.3.21-23（福
岡）

徐京子、吉川典子、佐々木さやか、高橋雄太、籠田
智美、篠塚和正、中村一基
がん細胞における転移能の高さとPdcd4発現量を比較
し、転移能の高いがん細胞ほどPdcd4発現量が低いこ
とを見出し、Pdcd4がネガティブに調整する因子であ
る可能性を示唆した。

34. メタボリックシンドロームモデル 共
SHRSP.Z-Leprfa/IzmDmcr (SHRSP.
ZF) ラットの左室拡張機能障害の
機序

2013年3月22 第86回日本薬理学会年
日
会、2013.3.21-23（福
岡）

籠田智美、丸山加菜、多田有加里、和久田浩一、吉
川紀子、中村一基、篠塚和正
メタボリックシンドロームでは心機能が減弱するこ
と、その機能変化の機序として、細胞内カルシウム
濃度調節関連タンパクの発現異常が関与しているこ
とを示唆した。

35. 加齢に伴うメタボリックシンドロ 共
ームラットのプロテアーゼ活性化
型受容体-2 (PAR2) 依存性血管拡
張機能の変化

2013年3月21 第86回日本薬理学会年
日
会、2013.3.21-23（福
岡）

丸山加菜、籠田智美、和久田浩一、John J. McGuire
、吉川紀子、中村一基、篠塚和正
メタボリックシンドロームモデルSHRSZFを用いて、
加齢に伴うプロテアーゼ活性化型受容体PAR-2を介す
る大動脈の拡張能変化を検討したところ、中期では
正常に維持されているが、後期では減弱することを
見出した。

36. Effects of telmisartan on arte 共
rial vasodilation via protease
-activated receptor-2 activati
on in SHRSP.Z-Leprfa/IzmDmcr r
ats with metabolic syndrome

2013年10月1 International Congres
5日
s on Coronary Artery
Disease (ICCAD) 2013,
2013.10.13-16 (Flore
nce, Italy)

Satomi Kagota, Kana Maruyama, Hirokazu Wakuda,
John J. McGuire, Noriko Yoshikawa, Kazuki Nakam
ura, Kazumasa Shinozuka
メタボリックシンドロームにおいて、プロテアーゼ
活性化型受容体PAR-2を介した腸間膜動脈における弛
緩反応は変化するが、テルミサルタン投与により改
善されることを見出した。

３．総説
1. Progression of
changes to the
asodilation by
ted receptor 2
ndrome

time-dependent 共
mechanisms of v
protease-activa
in metabolic sy

2017年 in p Biol Pharm Bull., 201 Current Topics, Review
ress
7; 40 (12), in press Kana Maruyama, John J. McGuire, Satomi Kagota.
メタボリックシンドロームにおけるプロテアーゼ活
性化型受容体(PAR)2を介する血管弛緩反応変化とそ
の機序について、我々の研究成果を中心に総説し、
メタボリックシンドロームにおける心血管疾患の発
症及び進展におけるPAR2の意義について考察した。

2. メタボリックシンドロームにおけ 共
る動脈と血管周囲脂肪組織との機
能連関

2016年5月

薬学雑誌, 2016; 136 ( 籠田智美、岩田紗季、丸山加菜、和久田浩一、篠塚
5): 693-697.
和正
メタボリックシンドロームにおいて、血管周囲脂肪
組織は、動脈の拡張能減弱を代償的に補足している
可能性を、我々の研究結果を中心に総説した（doi:
10.1248/yakushi.15-00262-2）。

3. メタボリックシンドロームにおけ 共
る血管内皮プロテアーゼ活性化型
受容体2（PAR2）の機能と役割

2016年3月

日本薬理学雑誌, 2016; 丸山加菜、John J. McGuire、篠塚和正、籠田智美
147 (3): 135-138.
メタボリックシンドロームに高発する心血管疾患の
発症・悪化におけるPAR2の役割について、メタボリ
ックシンドローム動物を用いた我々の研究結果を中
心に総説した（doi: 10.1254/fpj.147.135）。

4. Characterization and functions 共
of protease-activated recepto
r 2 in obesity, diabetes, and
metabolic syndrome: A systemat
ic review

2016年2月

Biomed Res Int., 2016 Satomi Kagota, Kana Maruyama, Joho J McGuire
; 2016: 3130496 (16 p 肥満、糖尿病、メタボリックシンドロームにおける
ages)
プロテアーゼ活性化受容体-2の役割について、これ
までに報告されている論文をもとに総説した(doi: 1
0.1155/2016/3130496)。

5. メタボリックシンドロームにおけ 共
る動脈拡張傷害と血管周囲脂肪組
織が及ぼす効果

2015年2月

日本薬理学雑誌, 2015; 籠田智美、丸山加菜、岩田紗季、多田有加里
145(2): 59-64.
メタボリックシンドロームにおける動脈拡張機能変
化と血管周囲脂肪組織が及ぼす血管抵抗性調節への
影響について、我々の結果を中心に総説した。

４．芸術（建築模型等含む）・スポーツ分野の業績
５．報告発表・翻訳・編集・座談会・討論・発表等
６．研究費の取得状況
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６．研究費の取得状況
1. 血管周囲脂肪組織の機能障害はメ 単
タボリックシンドロームを増悪す
る

2016年4月～ 科学研究費補助金
メタボリックシンドロームにおける血管周囲脂肪組
2018年3月ま 基盤研究Ｃ (16K08563) 織(PVAT)の機能変化とその機序について明らかにす
で
ることを目的とする。これまでに、PVATの効果が時
期によって異なることを見出している(Met Syn Re D
is., 2017; 15 (5): 233-239)。

2. 母体の食塩過剰摂取は子供の食塩 共
感受性を亢進する― どの時期に
どの程度の食塩を摂取すると子の
心血管機能に影響を及ぼすか ―

2015年4月～ 財団法人ソルトサイエ （代表）
2016月3月
ンス研究財団
妊娠期の食塩過剰摂取が、子の心血管機能を減弱さ
研究助成金 (No. 1533) せる要因となることを明らかとした。また、授乳期
に食塩摂取を控えた場合、血管系への影響に差は見
られないものの心臓への影響が一部軽減されたこと
から、授乳期のみでも食塩を控える意味があること
を示唆した(Heart Circ., 2017; 1: 007)。

3. 母体の食塩摂取は次世代の食塩感 共
受性を規定する環境因子となるー
血圧調節に寄与する血管抵抗性調
節機構への影響―

2012年4月～ 財団法人ソルトサイエ （代表）
2013年3月
ンス研究財団
胎児期および授乳期に高食塩環境に曝された場合、
研究助成金 (No. 1231) 心機能および動脈の一酸化窒素に対する拡張機能の
低下が生じることを見いだし、母体の食塩摂取環境
が子の心機能に影響を及ぼすことを明らかにした(Li
fe Sci., 2015; 136: 42-51)。

4. 肥満を基盤とするメタボリックシ 単
ンドロームにおけるプロテアーゼ
受容体-２の意義

2011年4月～ 科学研究費補助金
メタボリックシンドロームラットの動脈では、その
2013年3月
基盤研究Ｃ (23590315) 病態発症に伴い、NOに対する弛緩反応性が減弱する
が、プロテアーゼ活性化型受容体-2を介した拡張能
は、NO合成酵素活性の亢進が生じることにより、減
弱しにくいことを見いだした (Vasc Pharmacol., 20
14; 63: 46-54)。
学会及び社会における活動等

年月日

事項

1. 2013年4月1日～現在

日本高血圧学会

2. 2007年4月～現在

高血圧関連疾患モデル学会

3. 2004年～2016年4月

日本血管生物医学会

4. 2001年4月～現在

日本NO学会

5. 1998年1月～2016年4月

日本循環器薬理学会

6. 1997年4月～現在

SHR等疾患モデル共同研究会

7. 1996年4月～現在

日本薬理学会

8. 1996年4月～現在

日本薬学会
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