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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. SGD、演習形式講義

2014年4月～現在

講義内容の総復習を目的に、講義最終回に演習形式の講
義を実施する。方法は、薬剤師国家試験理論問題レベル
の演習問題を作成し配布。SGDの中で解説付き解答を作ら
せ、班毎に発表させ、追加訂正を行う。

2. SGDの実践（実習）

2010年4月～現在

実習形式の授業において、小人数によるディスカッショ
ンと口頭試問を通して、学生個々が自らの言葉で「から
だの機能調節のしくみ」を説明できる力を習得すること
ができるようにすることが狙いである。

3. 章末問題の配布

2010年4月～現在

授業において、章ごとにテスト問題を作成し、学生に復
習をうながすことで、学習到達度を把握できるようにし
た。

4. 研究室配属学生の卒業研究促進のための取り組み

2010年～現在

学生の研究に対する意欲を引き出すため、実験の計画お
よび実施をできる限り学生主導で行うよう工夫した。ま
た、科学的センスを磨くとともに英語スキルアップをめ
ざし、英語論文の抄読を行う。

1. 新しい機能形態学（改訂）

2015年8月

新薬および大康の講義（解剖学及び生理学）で使用する
教科書。

2. 講義プリント

2010年04月～現在

講義内容をまとめたプリントを作成し、教科書とともに
講義に使用した。プリントの最後には、自己学習を促し
理解度把握の一助となるよう、章末問題を作成した。

3. 実習帳

2010年04月～現在

解剖生理学の実習を行うための実習帳を担当教官ととも
に作成した。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。

4. 医療情報薬理学

2007年10月

医薬品を薬理学テキストの分類に沿って章立てし、医療
用用途、薬理作用、副作用、相互作用、用量と体内動態
などをまとめた医薬品情報の書

5. 入門薬学英語、医療薬学英語

2007年03月

薬学専攻の学生を対象とし、薬学分野の専門英語に的を
しぼった英語の教科書。文書のレイアウトや文体の特徴
などを理解することを通し、書かれている情報を的確に
収集するためのスキルをみにつけることを目的とする。

医学英語の架け橋 2006年04月

医療情報を得るために必要なウエブサイトへのアクセス
方法、情報を理解し要約できる語解テクニックを習得す
ることを目的とした医学英語のテキスト。

2 作成した教科書、教材

6. Gateway to medical English.

7. あたらしい機能形態学ーヒトの成り立ちとその働
き

2005年05月

解剖学と生理学を切り離さずに各系統機関の全体を理解
できるように工夫し作成した。解剖生理学の教科書とし
て使用している

3 実務の経験を有する者についての特記事項
4 その他

職務上の実績に関する事項
事項

年月日
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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. 兵庫県登録販売者試験委員

2016年4月～現在

2. 兵庫医科大学病院臨床研究審査委員

2014年6月1日～現在

3. 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

4. 日本薬理学会、評議委員、代議員

評議委員2004～、代議員2010.10.1～2012.9.30

1
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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
器官系毎に解剖と生理を記述した解剖生理学書。

2. 医療情報薬理学

共

2007年10月

愛知出版

向後博司、鈴木勉、成田年、葛巻直子、田村和広、
篠塚和正、籠田智美、山田健二、吉江幹浩、笹津備
規、宮岡宏明
医薬品を薬理学テキストの分類に沿って章立てし、
医療用用途、薬理作用、副作用、相互作用、用量と
体内動態などをまとめた医薬品情報の書

3. 入門薬学英語

共

2007年03月

講談社サイエンティフ
ィック、

野口ジュディー、神前陽子、籠田智美、山口秀明
薬学専攻の学生を対象とし、薬学分野の専門英語に
的をしぼった英語の教科書。文書のレイアウトや文
体の特徴などを理解することを通して、中に書かれ
ている情報をより的確に収集するためのスキルをみ
につけることを目的とする。

4. 新しい機能形態学―ヒトの成り立 共
ちとその働き

2005年05月

広川書店

小林静子、馬場広子、平井みどり、江川祥子、萩田
喜代一、籠田智美、篠塚和正、その他
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。

5. Gateway to medical English
学英語の架け橋

2005年02月

ピアソン・エデュケー
ション

Noguchi J, Kagota S, Nishikata M.
医療情報を得るために必要な良質なウエブサイトへ
のアクセス方法、英語でかかれた情報の理解し要約
できる語解テクニックを習得することを目的とした
医学英語のテキスト

講談社サイエンティフ
ィック

野口ジュディー、神前陽子、三木知博、籠田智美、
山口秀明
薬学専攻の学生を対象とし、より高度な内容の薬学
分野の専門英語を学ぶための英語の教科書。文書の
レイアウトや文体の特徴などを理解することを通じ
て、中に書かれている情報をより的確に収集するた
めのスキルをみにつけることを目的とする。

6. 医療薬学英語

医 共

共

2 学位論文
1. 博士論文

単

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

種々の動脈硬化動物モデルを作成し、その摘出血
管標本における内皮依存性弛緩反応を指標として、
動脈硬化の種類・進展度・血管部位による差異・血
管弛緩反応減弱の機序、動脈硬化の危険因子の影響
について詳細に検討し、動脈硬化が原因となる狭心
症や心筋梗塞など虚血性疾患の発症に血管内皮障害
による血管緊張性の低下が重要な役割を果たしてい
ることを見いだし、動脈硬化の予防治療に関する有
益な情報を提供した。
博士論文を構成する論文は、計８報 [Gen Pharmac
ol., 1996; 27: 477-81.、Eur J Pharmacol., 1996;
297: 71-6.、Clin Exp Pharmacol Physiol., 1995;
22 : S251-3.、Clin Exp Pharmacol Physiol., 199
4; 21: 963-70.、Eur J Pharmacol., 1994; 292: 11
5-8.、Life Sci., 1994; 55: 491-8.、Jpn J Pharma
col., 1993; 61 (4): 283-9.、Jpn J Pharmacol., 1
992; 59: 339-47.]。

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（接触性過敏反応、火傷、カ
ラゲニン浮腫、テレピン油およびアジュバント投与
など）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しての可能性を示唆した。
学位取得後、その成果を学術雑誌に報告した [Jpn J
Pharmacol., 1992; 58: 37-46.]。

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.

2017年4月

Can J Physiol Pharmac Maruyama K,？Kagota S, McGuire JJ, Wakuda H, Yo
ol. 2017 Apr; 95 (4): shikawa N, Nakamura K, Shinozuka K.
356-364.
メタボリックシンドロームラットの大動脈ではProte
ase activated receptor 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. Gestational high-salt intake c 共
auses cardiovascular dysfuncti
ons in adulthood.

2017年3月

Heart and Circulation Satomi Kagota, Kana Maruyama, Bruce N. Van Vlie
, 2017;
t, 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。

3. Time-Dependent Differences in 共
Influence of Perivascular Adip
ose Tissue on Vasomotor Functi
ons in Metabolic Syndrome

2017年3月

Metabolic Syndrome an
d Related Disorders,
2017; Mar 30. (doi: 1
0.1089/met.2016.0146.

3 学術論文

2

Satomi Kagota, Saki Iwata, Kana Maruyama, John
J. McGuire, Kazumasa Shinozuka.
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、
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3 学術論文
)

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。

4. Characterization and Functions 共
of Protease-Activated Recepto
r 2 in Obesity, Diabetes, and
Metabolic Syndrome: A Systemat
ic Review.

2016年4月

Biomed Res Int. 2016; Satomi Kagota, Kana Maruyama, John J. McGuire.
2016: 3130496.
肥満、糖尿病、メタボリックシンドロームにおけるP
rotease activated receptor 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。

5. Panax notoginseng saponins ame 共
liorate impaired arterial vaso
dilation in SHRSP.Z-Leprfa/lzm
Dmcr rats with metabolic syndr
ome

2016年4月

Clin Exp Pharmacol Ph Wu T, Sun J, Kagota S, Maruyama K, Wakuda H, Sh
ysiol. 2016; 43 (4): inozuka K.
459-467
三七人参の主成分であるPanax notoginseng saponin
s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。

6. 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

2016年12月

薬学雑誌, 2016;136(12 北山友也、籠田智美、吉川紀子、河井伸之、西村奏
):1651-1656.
咲、三浦健、安井菜穂美、篠塚和正、中林利克
薬学教育において、薬理学の教育効果を向上させる
ためには、その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示唆する統計解析の結果
を示した。

7. A maternal high salt diet dist 共
urbs cardiac and vascular func
tion of offspring.

2015年7月

Life Sci., 2015; 136:
42-51.
(doi: 10.1016/j.lfs.
2015.06.023)

8. Differential effects of mitoge 共
n-activated protein kinase pat
hway inhibitors on P-glycoprot
ein activation.

2015年3月

ADMET & DMPK 2015; 3( Hirokazu Wakuda, Shino Miyauchi, Kana Maruyama,
1): 77-83.
Satomi Kagota, Kazuki Nakamura, Keizo Umegaki,
Shizuo Yamada, Kazumasa Shinozuka.

9. Disturbance of vasodilation vi 共
a protease-activated receptor
2 in SHRSP.Z-Leprfa/IzmDmcr ra
ts with metabolic syndrome

2014年10月

Vascular Pharmacology Kagota S, Maruyama K, Wakuda H, McGuire JJ, Yos
2014; 63: 46-54.
hikawa N, Nakamura K, Shinozuka K.
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
介する拡張能が正常を保持しているが、一酸化窒素(
NO)およびそれ以外の内皮依存性弛緩因子の基寄与す
る割合が変化していることを見いだした。このよう
な変化は、テルミサルタン投与により改善されるこ
とを明らかにした。

10. Chronic oxidative-nitrosative 共
stress impairs coronary vasodi
lation in metabolic syndrome m
odel rats.

2013年7月

Microvasc Res. 88: 70 Kagota S, Maruyama K, Tada Y, Fukushima K, Umet
-78 (2013)
ani K, Wakuda H, Shinozuka K.
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、活性酸素除去薬であるTempo
l 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
。

11. 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12月

Proceedings of the 10
th International Cong
ress on Coronary Arte
ry Disease 2013 (ICCA
D 2013): p.139-142

12. Inhibitory Effect of Cordycepi 共
n on Experimental Hepatic Meta
stasis of B16-F0 Mouse Melanom
a Cells

2013年10月

In Vivo. 2013 Nov-Dec Sato A, Yoshikawa N, Kubo E, Kakuda M, Nishiuch
; 27 (6): 729-32.
i A, Kimoto Y, Takahashi Y, Kagota S, Shinozuka
K, Nakamura K.

13. 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.

2013年

Pharmacometrics, 2013 Shino Miyauchi, Hirokazu Wakuda, Yuko Taki, Kan
; 84 (1/2): 7-12.
a Maruyama, Satomi Kagota, Keizo Umegakim Shizu
o Yamada, Kazumasa Shinozuka.

14. Abnormal amount of intracellul 共
ar calcium regulatory proteins
in SHRSP.Z-Leprfa/IzmDmcr rat
s with metabolic syndrome and
cardiac dysfunction

2013年

Can J Physiol Pharmac Satomi Kagota, Kana Maruyama, Yukari Tada, Hiro
ol. 2013 Feb; 91 (2): kazu Wakuda, Kazuki Nakamura, Masaru Kunitomo,
124-33.
Kazumasa Shinozuka
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Ca濃度調節に関与するCaポンプお
よびその抑制的機能調節蛋白ホスホランバンの蛋白
室発現量の異常と冠血管流量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見いだした。

15. Effects of Short-term Ginkgo B 共
iloba Extract Feeding on Hypot
ensive Action of Nicardipine i
n Rats.

2012年

Pharmacometrics, 2012 Kubota, Y., Umegaki, K., Tanaka, N., Kagota, S.
; 82, 29-34.
, Nakamura, K., Kunitomo, M., Watanabe, Y., Shi
nozuka, K.
Wistarラットにおけるイチョウ葉エキスの短期投与

3

Kana Maruyama, Satomi Kagota, Bruce N Van Vliet
, Hirokazu Wakuda, Kazumasa Shinozuka
母親の食塩過剰摂取は子の心機能低下および血管拡
張能減弱を起こすことを見いだした。

Kagota S., Maruyama K., Wakuda H., McGuire J.J.
, Yoshikawa N., Nakamura K., Shinozuka K.
生活習慣病モデルラットの抵抗性動脈ではNO依存性
拡張機能が減弱しているにもかかわらず、プロテイ
ナーゼ活性化型受容体－２を介する拡張能は内皮依
存性弛緩因子のバランスを変化させることにより正
常に維持されていることを見いだした。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。
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3 学術論文
を検討した結果、1日処置（単回投与）にてニカルジ
ピンの降圧作用が増強することを明らかにした
16. Inhibitory effect of cigarette 共
smoke extract on experimental
lung metastasis of mouse mela
noma by suppressing tumor inva
sion.

2012年

Pharmacology & Pharma Yuta Takahashi, Shizuyo Horiyama, Yoko Kimoto,
cy, 2012; 3 (3): 324- Noriko Yoshikawa, Masaru Kunitomo, Satomi Kagot
329.
a, Kazumasa Shinozuka, Kazuki Nakamura
ニコチンおよびタール除去タバコ煙水抽出物(CSE)に
て3時間前処理したマウスメラノーマ細胞の浸潤能は
抑制され、その血行性肺転移も阻害された。

17. Effect of Cordyceps sinensis o 共
n TIMP-1 secretion from mouse
melanoma cell

2012年

Central European Jour Erika Kubo, Mayuko Sato, Noriko Yoshikawa, Sato
nal of Biology, 2012; mi Kagota, Kazumasa Shinozuka, Kazuki Nakamura
7 (1): 167-171.
培養冬虫夏草水抽出物(WECS)は、がん細胞からの組
織メタロプロテアーゼ阻害物質1（TIMP－１）分泌を
促進することにより、抗転移作用を示した。

18. 新聞の折り込み広告における健康 共
食品の流行の推移とその科学的根
拠.

2012年

New Diet Therapy, 201 多田有加里, 和久田浩一, 禰占奈美江, 佐藤麻由子
2; 106, 3-10.
, 小林恭子, 窪田洋子, 籠田智美, 篠塚和正.
新聞の折り込み広告に着目し、1999年から2009年の1
1年間におよぶ健康食品の市場動向とそれらの使用目
的の科学的根拠を検証し、現状と今後の展望につい
て考察した。

19. Protection of protease-activat 共
ed receptor 2 mediated vasodil
atation against angiotensin II
-induced vascular dysfunction
in mice.

2011年09月

BMC Pharmacol.

Chia E, Kagota S, Wijekoon EP, McGuire JJ.
プロテイナーゼ活性化型受容体－２を介してアンギ
オテンシンIIにより生じる血管拡張制機能障害が生
じることを示した。

20. A novel method using confocal 共
laser scanning microscopy for
sensitive measurement of P-gly
coprotein-mediated transport a
ctivity in Caco-2 cells.

2011年08月

J Pharm Pharmacol.

Wakuda H, Nejime N, Tada Y, Kagota S, Fahmi OA,
Umegaki K, Yamada S, Shinozuka K.
Caco-2細胞P糖蛋白質の機能を共焦点レーザー顕微鏡
画像解析装置で高感度に測定できることを明らかに
するとともに、その応用性について示した.

21. Preserved arterial vasodilatio 共
n via endothelial protease-act
ivated receptor-2 in obese typ
e 2 diabetic mice.

2011年07月

Br J Pharmacol.

Kagota S, Chia E, McGuire JJ.
２型糖尿病マウス腸間膜動脈では、NO依存性拡張機
能が低下しているが、プロテイナーゼ活性化型受容
体－２を介する拡張機能は保持されていることを見
いだした。

22. Telmisartan provides protectio 共
n against development of impai
red vasodilation independently
of metabolic effects in SHRSP
.Z-Lepr(fa)/IzmDmcr rats with
metabolic syndrome.

2011年05月

Can J Physiol Pharmac Kagota S, Tada Y, Nejime N, Nakamura K, Kunitom
ol.
o M, Shinozuka K.
テルミサルタンは、PPARγ活性化作用ではなくアン
ギオテンシンII受容体拮抗作用を介して生活習慣病
ラットの腸間膜動脈拡張機能低下を改善することを
示した。

23. Preventive effects of the extr 共
act of kinka-cha, a folk tea,
on a rat model of metabolic sy
ndrome.

2011年04月

J Nat Med.

Oku H, Ogawa Y, Iwaoka E, Yamaguchi Y, Kagota S
, Kazumasa S, Kunitomo M, Ishiguro K.
金花茶は、メタボリックシンドロームモデルラット
（SHR/cp）の血圧上昇、尾動脈血流低下および酸化
ストレス増加を改善することを見いだした。

24. Preserved arterial vasodilatio 共
n via endothelial protease-act
ivated receptor-2 in obese typ
e 2 diabetic mice.

2011年03月

Br J Pharmacol

Kagota S, Chia E, McGuire JJ.
肥満インスリン抵抗性モデルマウスの腸間膜動脈で
は一酸化窒素を介する拡張機能が減弱しているが、
プロテイナーゼ活性化型受容体－２を介した拡張反
応は保持されていることを見いだした。

25. Coronary vascular dysfunction 共
promoted by oxidative-nitrativ
e stress in SHRSP.Z-Lepr(fa)/I
zmDmcr rats with metabolic syn
drome.

2010年11月

Clin Exp Pharmacol Ph Kagota S, Fukushima K, Umetani K, Tada Y, Nejim
ysiol.
e N, Nakamura K, Mori H, Sugimura K, Kunitomo M
, Shinozuka K.
メタボリックシンドロームモデルラットの冠動脈で
は、拡張機能が低下していること、その発症にパー
オキシナイトライトが関与していることを示した。

26. Inhibitory effect of Cordyceps 共
sinensis on experimental hepa
tic metastasis of melanoma by
suppressing tumor cell invasio
n.

2010年09月

Anticancer Res.

27. Effects of nicorandil on sympa 共
thetic neurotransmission in ra
t caudal artery

2010年02月

Clin Exp Pharmacol Ph Tei A, Nejime N, Tada Y, Kagota S, Tanabe Y, Ha
ysiol
shimoto M, Shinozuka K.
血管交感神経の伝達機能に対し狭心症治療薬のニコ
ランジルが抑制作用を示すこと、この抑制作用が平
滑筋タイプとは異なったＡＴＰ感受性カリウムイオ
ンチャネルを介していることを明らかにした。

28. Effect of vanadate on ATP-indu 共
ced increase in intracellular
calsium ion levels in human um
bilical vein endothelial cells
.

2010年

Biol Pharm Bull

Nejime N, Tada Y, Kagota S, Kubota Y, Shibuchi
I, Shinoda Y, Yamamoto T, Watanabe Y, Shinozuka
K.
バナジン酸は、ATPによる血管内皮細胞内カルシウム
レベル上昇を減少させ、血管内皮細胞機能に対し、
制御的影響を及ぼすことを示した。

29. リアルタイムライブセルイメージ 共
ングを応用したサプリメント・医
薬品相互作用の高感度評価法の開

2010年

New Diet Therapy

和久田浩一、根占奈美恵、多田有加里、籠田智美、
梅垣敬三、山田静雄、篠塚和正
リアルタイムライブセルイメージングを応用する事
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Kubo E, Yoshikawa N, Kunitomo M, Kagota S, Shin
ozuka K, Nakamura K.
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発と展望

で、P-糖タンパク質を介したサプリメントと医薬品
の相互作用を評価出来得る実験系を提言した。

30. Highly sensitive measurement o 共
f P-glycoprotein-mediated tran
sport activity in Caco-2 cells
.

2010年

Biol. Pharma. Bull.

Wakuda H, Nejime N, Tada Y, Kagota S, Umegaki K
, Yamada S, Shinozuka K.
共焦点レーザー顕微鏡およびCaco-2細胞を用いた新
規測定法は、従来の方法よりP-糖タンパク質に対す
る影響を高感度に評価出来る事を明らかにした。

31. Characterization of cardiac si 共
ze and function in SHRSP.Z-Lep
rfa/IzmDmcr rats, a new animal
model of metabolic syndrome

2010年

Biol Pharm Bull.

Yukari Tada, Satomi Kagota, Mika Matsumoto, Yos
hiro Naito, Hiromi Shibata, Namie Nejime, Takes
hi Tsujino, Masahiro Koshiba, Tohru Masuyama, K
azumasa Shinozuka
新規メタボリックシンドロームラットの心臓では、
線維化を伴う心肥大と、心拍数低下および心室拡張
能低下が生じていることを示した。

32. Inhibitory effect of cordycepi 共
n on hematogenic metastasis of
B16-F1 mouse melanoma cells a
ccelerated by adenosine-5'-dip
hosphate.

2009年10月

Anticancer Res.

Yoshikawa N, Kunitomo M, Kagota S, Shinozuka K,
Nakamura K.
マウスメラノーマ細胞にADPを添加した血行性癌転移
モデルマウスに対して、冬虫夏草の一成分であるコ
ーディセピンは、有意な癌転移抑制効果を示した。

33. Biochemical evidence of athero 共
sclerosis progression mediated
by increased oxidative stress
in apolipoprotein E-deficient
spontaneously hyperlipidemic
mice exposed to chronic cigare
tte smoke.

2009年07月

J Pharmacol Sci.

Kunitomo M, Yamaguchi Y, Kagota S, Yoshikawa N,
Nakamura K, Shinozuka K.
アポE欠損マウスの動脈硬化の進展はタールとニコチ
ンを除去したタバコ煙の慢性暴露により有意に促進
され, ビタミンE投与により有意に抑制された。

34. Chronic production of peroxyni 共
trite in the vascular wall imp
airs vasorelaxation function i
n SHR/NDmcr-cp rats, an animal
model of metabolic syndrome.

2009年04月

J Pharmacol Sci.

Kagota S, Tada Y, Nejime N, Nakamura K, Kunitom
o M, Shinozuka K.
動脈壁で慢性的に産生・遊離されるパーオキシナイ
トライトが、メタボリックシンドロームモデルラッ
トでみられる血管拡張機能異常の発症に関与してい
ることを示した。

35. Possible particiation of chlor 共
ode ion channels in ATP releas
e from cancer cells in suspens
ion.

2009年03月

Clin Exp Pharmacol Ph Nejime N, Kagota S, Tanaka N, Yoshihara R, Naka
ysiol.
mura K, Hashimoto M, Kunitomo M, Shinozuka K.

36. Cordycepin (3'-deoxyadenosine) 共
inhibits the growth of B16-BL
6 mouse melanoma cells through
the stimulation of adenosine
A3 receptor followed by glycog
en synthase kinase-3beta activ
ation and cyclin D1

2008年06月

Naunyn Schmiedebergs
Arch Pharmacol.

Yoshikawa N, Yamada S, Takeuchi C, Kagota S, Sh
inozuka K, Kunitomo M, Nakamura K.

37. Beneficial effect of coenzyme 共
Q10 on increased oxidative and
nitrative stress and inflamma
tion and individual metabolic
components developing in a rat
model of metabolic syndrome.

2008年06月

J Pharmacol Sci.

Kunitomo M, Yamaguchi Y, Kagota S, Otsubo K.

38. 代謝症候群モデルラット尾動脈交 共
感神経伝達に対するニコランジル
の影響

2008年03月

Therapeutic research

橋本道男、鄭婀美、田邊洋子、禰占奈美江、多田有
加里、籠田智美、篠塚和正
ニコランジルの交感神経伝達抑制作用が代謝症候群
モデルラットSHR-cpにおいて認められなかったこと
から、KATPチャネル機能が変化している可能性を示
した。

39. Cordycepin inhibits the growth 共
of B16-BL6 mouse melanoma cel
ls through the stimulation of
adenosine A3 receptor followed
by glycogen synthase kinase-3
β activation and cyclin D1 su
ppression

2008年01月

Naunyn Schmiedebergs
Arch. Pharmacol.

Yoshikawa N, Yamada S, Takeuchi C, Kagota S, Sh
inozuka K, Kunitomo M, Nakamura K
コーディセピンは、アデノシンA3受容体を刺激後にG
SK-3βを活性化、続いて cyclin D1発現を抑制する
ことでマウス悪性黒色腫細胞の増殖を抑制した。

40. Effect of P2 receptor on the i 共
ntracellular calcium increase
by cancer cells in human umbil
ical vein endothelial cells.

2008年01月

Naunyn Schmiedebergs
Arch. Pharmacol.

Nejime N, Tanaka N, Yoshihara R, Kagota S, Yosh
ikawa N, Nakamura K, Kunitomo M, Hashimoto M, S
hinozuka K.
癌細胞はATPを遊離し、そのATPが、P2Y受容体を介し
て正常血管内皮細胞の細胞内カルシウムレベルを上
昇させることを示した。

41. Long-Term Feeding of Ginkgo bi 共
loba Extract Impairs Periphera
l Circulation and Hepatic Func
tion in Aged Spontaneously Hyp
ertensive Rats

2008年01月

Biol Pharm Bull.

Tada Y, Kagota S, Kubota Y, Nejime N, Nakamura
K, Kunitomo M, Shinozuka K.
イチョウ葉エキス(GBE)摂取は、老齢SHRラットの心
拍数および末梢血流速度を低下させること、肝機能
障害を発症させることを見いだし、老齢者のGBE使用
に注意が必要であることを示唆した。

42. Long-term feeding of Ginkgo bi 共
loba extract impairs periphera

2008年

Biol. Pharm. Bull.

Tada, Y., Kagota, S., Kubota, Y., Nejime, N., N
akamura, K., Kunitomo, M., and Shinozuka, K.
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3 学術論文
l circulation and hepatic func
tion in aged spontaneously hyp
ertensive rats.
43. Effect of P2 receptor on the i 共
ntracellular calcium increase
by cancer cells in human umbil
ical vein endothelial cells.

イチョウ葉エキスは、老齢SHRラットの心拍数低下、
肝CYP誘導および肝機能障害を引き起こすことから、
高齢者の使用に注意が必要であることを示した。
2008年

Naunyn Schmiedebergs
Arch. Pharmacol.

Nejime, N., Tanaka, N., Yoshihara, R., Kagota,
S., Yoshikawa, N., Nakamura, K., K
癌細胞はATPを遊離し、そのATPが、P2Y受容体を介し
て正常血管内皮細胞の細胞内カルシウムレベルを上
昇させることを示した。

44. Increase in P-glycoprotein acc 共
ompanied by activation of prot
ein kinase Calpha and NF-kappa
B p65 in the livers of rats wi
th streptozotocin-induced diab
etes.

2008年

Biochim Biophys Acta. Kameyama, N., Arisawa, S., Ueyama, J., Kagota,
S., Shinozuka, K., Hattori, A., Tatsumi, Y., Ha
yashi, H., Takagi, K., and Wakusawa, S.
ストレプトゾシン誘発糖尿病ラットの肝臓では、PKC
αおよびNF-kappaB活性化を介したＰ-糖蛋白質の発
現亢進が生じていることをみいだした。

45. 代謝症候群モデルラット尾動脈交 共
感神経伝達に対するニコランジル
の影響

2008年

Therapeutic research

46. Peroxynitrite is involved in t 共
he dysfunction of vasorelaxati
on in SHR/NDmcr-cp Rats, spont
aneously hypertensive obese ra
ts.

2007年12月

J Cardiovasc Pharmaco Kagota S, Tada Y, Kubota Y, Nejime N, Yamaguchi
l.
Y, Nakamura K, Kunitomo M, Shinozuka K.
生活習慣病ラットの胸部大動脈に生じる弛緩反応の
減弱に、アンジオテンシンIIを介したパーオキシナ
イトライト産生亢進が関与することを示唆した。

47. Cordycepin and cordyceps sinen 共
sis reduce the growth of human
promyelocytic leukaemia cells
through the Wnt signaling pat
hway.

2007年11月

Clin Exp Pharmacol Ph Noriko Yoshikawa, Kazukin Nakamura, Yu Yanaguch
ysiol
im Satomi Kagota, Kazumasa Shinozuka, Masaru Ku
nitmo.
コーディセピンと冬虫夏草が、 Wnt シグナル経路を
介してヒト前骨髄球性白血病細胞 (HL60) の増殖を
抑制することを明らかにした

48. Effect of amlodioine, a calciu 共
m channel antagonist, on chole
sterol levels in the cerebral
cortex and hippovampus of obes
e and hypertensive SHR.Cg-Lepr
CP/NDmcr rats.

2007年11月

Clin Exp Pharmacol Ph Mishio Hashimoto, Satomi Kagota, Yoko Kubota, M
ysiol
asanori Katakuram Budbazar Enkhjargal, Shuji Ga
moh, Haque Md Abdul, Osamu Shido, Masaru Kunito
mo, Kazumasa Shinozuka
アムロジピンおよびモキソニジンの長期投与は、SHR
－cpラットの脳内コレステロール代謝に影響を及ぼ
し、記憶学習機能に影響する可能性を示唆した。

49. Nicorandil may change the symp 共
athetic nerve activity of SHR.
Cg-LeprCP/NDmcr rats.

2007年11月

Clin Exp Pharmacol Ph Ami Tei, Masaki Tabuchim Namie Nejime, Yoko Kub
ysiol
ota, Satomi Kagota, Hideaki Higashino, Michio H
ashimoto, Kazumasa Shinozuka
ニコランジル投与によりメタボリックシンドローム
モデルラットSHR/NDmcr-cpの血圧及び血管交感神経
活性を低下させることが示唆された。

50. Increased systemic oxidative a 共
nd nitrative stress in a new c
ongenic model of metabolic syn
drome derived from stroke-pron
e spontaneously hypertensive r
ats and Zucker fatty rats.

2007年11月

Clin Exp Pharmacol Ph Yu Yamaguchi, Noriko Yoshikawa, Mariko Nagase,
ysiol
Satomi Kagota, Jun Haginaka, Kazuki Nakamura, M
asaru Kunitomo,
メタボリックシンドロームの新規モデル動物であるS
HRSP/ZFラットにおいて、全身的酸化ストレス、ニト
ロ化ストレス及び炎症が増大していることを見出し
た。

51. ABNORMALITIES OF NITRIC OXIDE- 共
MEDIATED VASORELAXATIONS IN A
RAT MODEL OF METABOLIC SYNDROM
E: INVOLVEMENT OF PEROXYNITRIT
E FORMATION

2007年11月

Clin Exp Pharmacol Ph Satomi Kagota, Yukari Tada, Yu Yamaguchi, Yoko
ysiol
Kubota, Namie Nejime, Kazuki Nakamura, Masaru K
unitomo, Kazumasa Shinozuka
メタボリックシンドロームモデルラットの胸部大動
脈に生じる弛緩反応の減弱に、パーオキシナイトラ
イト産生亢進が関与していることを示唆した。

52. GINKGO BILOBA EXTRACT CAUSES D 共
ECREASE IN HEART RATE IN AGED
SPONTANEOUSLY HYPERTENSIVE RAT
S

2007年11月

Clin Exp Pharmacol Ph Y Kubota, Satomi Kagota, Y Tada, N Nejime, K Na
ysiol
kamura, M Kunitomo, K Umegaki, K Shinozuka
イチョウ葉エキス(GBE)摂取は、老齢SHRラットの心
拍数および末梢血流速度を低下させること、肝機能
障害を発症させることを見いだした。老齢者のGBE使
用には注意が必要であると考える。

53. Influence of hypertesion on dy 共
sfunction of regulation of adr
energic neurotransmission in S
HR.Cg-LeprCP/NDmcr rats.

2007年11月

Clin Exp Pharmacol Ph Namie Nejime, Satomi Kagota, Ryoko Yoshihara, N
ysiol
aoko Tanaka, Ami Tei, Yoko Kubota, Kazuki Nakam
ura, Michio Hashimoto, Masaru Kunitomo, Kazumas
a Shinozuka
ラット血漿中ATPレベル及びノルアドレナリン刺激に
伴う血管組織からのATP遊離量は血圧に依存して変化
することを示した。

54. メタボリックシンドロームの抗酸 共
化ストレス治療戦略

2007年09月

薬学雑誌
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橋本道男、鄭婀美、田邊洋子、禰占奈美江、多田有
加里、籠田智美、篠塚和正
ニコランジルの交感神経伝達抑制作用が代謝症候群
モデルラットSHR-cpにおいて認められなかったこと
から、KATPチャネル機能が変化している可能性を示
した。

國友 勝，山口優、籠田智美
メタボリックシンドロームでは酸化ストレスが亢進
していることを示し、その治療戦略として抗酸化剤
が有用であることを我々の知見をもとに総説した。
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3 学術論文
55. メタボリックシンドロームラット 共
SHRSP.Z-Leprfa/IzmDmcrの血管弛
緩反応の減弱とアンジオテンシン
II受容体拮抗薬による改善効果

2007年09月

薬学雑誌

籠田智美，多田有加里，禰占奈美江，中村一基，國
友 勝，篠塚和正
SHRSP.Z-Leprfa/IzmDmcr腸間膜動脈に生じる弛緩反
応減弱の発症機序として、アンジオテンシンIIによ
り引き起こされる酸化ストレスの増大が関与してい
ることを示唆した。

56. Reinforcement of antitumor eff 共
ect of Cordyceps sinensis by 2
'-deoxycoformycin, an adenosin
e deaminase inhibitor.

2007年04月

In Vivo

Yoshikawa N, Nakamura K, Yamaguchi Y, Kagota S,
Shinozuka K, Kunitomo M
培養冬虫夏草水抽出物の抗がん作用が、アデノシン
デアミナーゼ阻害剤である2’-デオキシコホルマイ
シンにより増強されることを明らかにした。

57. 高血圧・肥満自然発症ラット(SHR 共
.Cg-Leprcp/NDmcr)の循環パラメ
ータに対するニコランジルの影響
―テレメトリーを用いた検討―

2007年04月

Therapeutic Research

橋本道男、鄭婀美、田渕正樹、禰占奈美江、窪田洋
子、田邊洋子、籠田智美、東野英明、篠塚和正
ニコランジルがSHR-cp交感神経KATPチャネルに作用
し、ノルアドレナリン遊離を抑制することを示し、
この作用がニコランジルの血圧低下作用および心筋
保護作用の一因である可能性のあることを示した

58. Reinforcement of antitumoe eff 共
ect of Cordyceps sinensis by 2
’-deoxycoformycin, an adenosi
ne deaminase inhibitor

2007年04月

In vivo

Yoshikawa N, Nakamura K, Yamaguchi Y, Kagota S,
Shinozuka K, Kunitomo M
アデノシンデアミナーゼ阻害剤である2'-デオキシコ
ホルマイシンは冬虫夏草水抽出物及びその有効成分
であるコーディセピンの抗がん作用を増強すること
を明らかにした

59. 高血圧・肥満自然発症ラット(SHR 共
.Cg-Leprcp/NDmcr)の循環パラメ
ータに対するニコランジルの影響
―テレメトリーを用いた検討―

2007年03月

Therapeutic Research

橋本道男、鄭婀美、田渕正樹、禰占奈美江、窪田洋
子、田邊洋子、籠田智美、東野英明、篠塚和正
ニコランジルがSHR-cp交感神経KATPチャネルに作用
し、ノルアドレナリン遊離を抑制することを示し、
この作用がニコランジルの血圧低下作用および心筋
保護作用の一因である可能性のあることを示した論
文。

60. Reinforcement of antitumoe eff 共
ect of Cordyceps sinensis by 2
’-deoxycoformycin, an adenosi
ne deaminase inhibitor

2007年03月

In vivo

Yoshikawa N, Nakamura K, Yamaguchi Y, Kagota S,
Shinozuka K, Kunitomo M

61. Impaired effect of salt loadin 共
g on nitric oxide-mediated rel
axation in aortas from strokeprone spontaneously hypertensi
ve rats.

2006年12月

Clin Exp Pharmacol Ph Kagota S, Kubota Y, Nejime N, Nakamura K, Kunit
ysiol.
omo M, Shinozuka K.
食塩負荷によりSHRSP胸部大動脈における弛緩反応が
著しく減弱すること、その機序として，可溶性グア
ニル酸シクラーゼ活性の低下やプロテインキナーゼG
活性の低下が関与することを示した。

62. Elevated circulating levels of 共
markers of oxidative-nitrativ
e stress and inflammation in a
genetic rat model of metaboli
c syndrome.

2006年12月

Nitric Oxide

Yamaguchi Y, Yoshikawa N, Kagota S, Nakamura K,
Haginaka J, Kunitomo M.

63. Evaluation of blood pressure m 共
easured by tail-cuff methods (
without heating) in spontaneou
sly hypertensive rats.

2006年08月

Biol Pharm Bull.

Kubota Y, Umegaki K, Kagota S, Tanaka N, Nakamu
ra K, Kunitomo M, Shinozuka K.
覚醒ラットの非侵襲的血圧測定法（テイルカフ法）
を比較した論文。新しい非加温式は、従来の加温式
に比べ、負荷が少なく、かつ、感度よく、正確に測
定できる方法であることを示した。

64. ATP participates in the regula 共
tion of microvessel permeabili
ty.

2006年04月

J Pharma Pharmacol

Tanaka N, Nejime N, Kagota S, Kubota Y, Yudo K,
Nakamura K, Kunitomo M, Takahashi K, Hashimoto
M, Shinozuka K.
ATPがP2Y受容体を介して毛細血管の物質透過性を調
節していることを示した論文。

65. Disturbances in nitric oxide/c 共
yclic guanosine monophosphate
system in SHR/NDmcr-cp rats, a
model of metabolic syndrome.

2006年02月

Life Science.

Kagota S, Yamaguchi Y, Tanaka N, Kubota Y, Koba
yashi K, Nejime N, Nakamura K, Kunitomo M, Shin
ozuka K.
生活習慣病ラットSHR/NDmcr-cpの胸部大動脈では、
内皮細胞のNO産生は亢進しているが平滑筋細胞のNO
に対する弛緩反応性が減弱していることを明らかと
し、その原因として酸化ストレスの関与を示唆した
。

66. Effects of Gingko Biloba extra 共
ct on blood pressure and vascu
lar endothelial response by ac
etylcholine in spontaneously h
ypertensive rats.

2006年02月

Journal of Pharmacy a Kubota Y, Tanaka N, Kagota S, Nakamura K, kunit
nd Pharmacology.
omo M, Umegaki K, Shinozuka K.
イチョウ葉エキスは高血圧ラット(SHR)の血圧上昇の
みを抑制した。また、イチョウ葉エキスはSHRの胸部
大動脈において、アセチルコリンによる弛緩反応減
弱を回復し、アセチルコリンによる内皮細胞内カル
シウム上昇を増加させた。このことから、イチョウ
葉エキスによる血圧上昇抑制作用は内皮細胞依存性
の血管弛緩反応を亢進することに起因する可能性が
示された。

67. Effect of Gingko biloba extrac 共
t feeding on salt-induced hype

2006年02月

Biological & Pharmace Kubota Y, Tanaka N, Kagota S, Nakamura K, Kunit
utical Bulletin.
omo M, Umegaaki K, Shinozuka K.
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rtensive Dahl rats.

食塩負荷Dahlラットに対するイチョウ葉エキス投与
の影響について検討した結果をまとめた論文。イチ
ョウ葉エキス投与により、食塩感受性の血圧上昇が
抑制された。

68. Antitumor effect of cordycepin 共
(3'-deoxyadenosine) on mouse
melanoma and carcinoma cells i
nvolves adenosine A3 receptor
stimulation.ma and carcinoma c
ells involves adenosine A3 rec
eptor stimulation.

2006年01月

Anticancer Research.

Nakamura K, Yoshikawa N, Yamaguchi Y, Kagota S,
Shinozuka K, Kunitomo M.
各種アデノシン受容体選択的アゴニストおよびアン
タゴニストを用いた実験結果より、マウスメラノー
マ細胞及び肺がん細胞に対するコーディセピンの抗
がん作用はアデノシンA3受容体刺激によることを明
らかにした。

69. Myosin light chain kinase and 共
Rho-kinase participate in P2Y
receptor-mediated acceleration
of permeability through the e
ndothelial cell layer.

2005年03月

J. Pharm. Pharmacol.

Tanaka N, Nejime N, Kubota Y, Kagota S, Yudo K,
Nakamura K, Kunitomo M, Takahashi K, Hashimoto
M, Shinozuka K.
プリン受容体を介した血管内皮細胞間隙からの物質
透過調節に、ミオシン軽鎖のリン酸化が重要な役割
を果たしていることを明らかにした。

70. Effect of Cordycepin (3’-deox 共
yadenosine) on hematogenic lun
g metastatic model mice.

2005年01月

In vivo

Nakamura K, Konoha K, Yoshikawa N, Yamaguchi Y,
Kagota S, Shinozuka K, Kunitomo M.
培養冬虫夏草の一成分であるコーディセピンには、
マウス悪性黒色腫細胞の肺転移を抑制する効果があ
り、その作用機序としてコーディセピンによるマウ
ス悪性黒色腫細胞浸潤能の抑制が示唆された。

71. Dysfunction of purunergic regu 共
lation of sympathetic neurotra
nsmission in SHR/NDmcr-cp (SHR
-cp) rat.

2004年12月

Clin Exp Pharmacol Ph Tanaka N, Nejime N, Kagota S, Kubota Y, Nakamur
ysiol
a K, Kunitomo M, Hashimoto M, Yamamoto R, Shino
zuka K.
SHR-cp尾動脈において、ノルアドレナリン遊離を抑
制するP1受容体の機能障害が生じていることを明ら
かとし、このことが高血圧の発症に関連している可
能性を示唆した。

72. Characteristics of vasorelaxat 共
ion responses in a rat model o
f metabolic syndrome.

2004年12月

Clin Exp Pharmacol Ph Kagota S, Tanaka N, Kubota Y, Yamaguchi Y, Naka
ysiol
mura K, Kunitomo M, Shinozuka K.
生活習慣病ラット(SHR/NDmcr-cp)の胸部大動脈では
、平滑筋細胞のNOに対する弛緩反応性が減弱するの
に対し、内皮細胞のNO産生はむしろ亢進しているこ
とを明らかにした。

73. Relationship between plasma an 共
d hippocampas lipid peroxidati
on in obese and hypertensive S
HR/NDmcr-cp rats.

2004年12月

Clin. Exp. Pharmacol. Hashimoto M., Kubota Y., Tanaka N., Yamaguchi Y
Physiol.
., Fujii Y., Kagota S., Kawakita E., Shido O.,
Kunitomo M., Shinozuka K.
SHR/NDmcr-cpにおける血漿中の過酸化脂質値はWKYに
比べ顕著に高かったが、海馬においては両者に有意
な差は見られなかった。

74. Antitumor activity of Cordycep 共
in in mice.

2004年12月

Clin Exp Pharmacol Ph Yoshikawa N, Nakamura K, Yamaguchi Y, Kagota S,
ysiol
Shinozuka K, Kunitomo M.
コーディセピンは、経口投与によりマウスにおける
抗癌作用を示すことを明らかにした。また、体重増
加の抑制などの副作用は全く認められなかった。

75. Anti-hypertensive effects of b 共
razilian propolis in spontaneo
usly hypertensive rats.

2004年12月

Clin Exp Pharmacol Ph Kubota Y, Umegaki K, Kobayashi K, Tanaka N, Kag
ysiol
ota S, Nakamura K, Kunitomo M, Shinozuka K.
SHRおよびWKYにおいて、杜中茶またはプロポリスの
投与により内皮依存性血管弛緩反応が増強されるこ
とを明らかとし、このことがこれら機能性食品の血
圧低下作用に関与することを示唆した。

76. 老齢ラットの循環機能に対するイ 共
チョウ葉エキス４週間反復摂取の
影響

2004年08月

日本食品化学学会誌

77. Sustaining excessive nitric ox 共
ide upregulates protein expres
sion of nitric oxide synthase
via soluble guanylyl cyclase:
an in vivo study in rats.

2004年07月

J Cardiovasc Pharmaco Kagota S, Yamaguchi Y, Nakamura K, Shinozuka K,
l
Kunitomo M.
ラットにリポポリサッカライドまたはNO供与剤を連
続投与し過剰NOを慢性的に曝露した場合、胸部大動
脈におけるeNOS-sGC系を介した弛緩反応系に変化が
生じること、また、NO除去剤投与によりその変化が
改善されることを明らかとし、NOによりeNOS-sGC系
が調節されていることを示唆した。

78. Chronic nitric oxide exposure 共
alters the balance between end
othelium-derived relaxing fact
ors released from rat renal ar
teries: prevention by treatmen
t with NOX-100, a NO scavenger
.

2004年04月

Life Sci

79. Chronic nitric oxide exposure

2004年04月

Life Sci.

共
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窪田洋子、小林恭子、田中直子、籠田智美、中村一
基、国友勝、梅垣敬三、篠塚和正
老齢ラットにおいてGBEはCYP誘導を引き起こすこと
により、併用医薬品の代謝を変化させたり、血管機
能を修飾することによりその薬効に影響を及ぼすこ
とを示した。

Kagota S, Yamaguchi Y, Nakamura K, Shinozuka K,
Kunitomo M.
ラットにlipopolysaccharideを連続投与しNO産生を
持続的に増加させた場合，腎動脈におけるEDHFを介
する弛緩反応が著しく減弱すること、その減弱はNO
除去剤を処置することにより改善されることを明ら
かとし，NOによりEDHF産生が負に調節されているこ
とを示唆した。
74巻

22号 Kagota S・Yamaguchi Y・Nakamura K・Shinozuka K
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alters the balance between end
othelium-derived relaxing fact
ors released from rat renal ar
teries: prevention by treatmen
t with NOX-100, a NO scavenger

・Kunitomo M
ラットにlipopolysaccharideを連続投与しNO産生を
持続的に増加させた場合、腎動脈におけるEDHFを介
する弛緩反応が著しく減弱すること、その減弱はNO
除去剤を処置することにより改善されることを明ら
かとし、NOによりEDHF産生が負に調節されているこ
とを示唆した。担当（pp.2757～2767）

80. 食塩過剰摂取による血管弛緩機能 共
障害―SHRを用いて―

2004年03月

SHR等疾患モデル共同研 籠田智美・篠塚和正・国友勝
究会 News Letter 15 SHRに高食塩食を負荷すると胸部大動脈に血管拡張機
巻
能の著しい低下が生じること、その機序は可溶性グ
アニル酸シクラーゼ蛋白発現量の減少であること、
また、食塩負荷による影響は降圧薬を投与し血圧を
低下させても改善されないことから、食塩摂取によ
る直接作用であり血圧上昇を介した二次的変化では
ないことを示した。担当（pp.１～２）

81. Peroxynitrite-mediated oxidati 共
ve modification of low-density
lipoprotein by aqueous extrac
ts of cigarette smoke and the
preventive effect of fluvastat
iin

2004年02月

Atherosclerosis
巻 ２号

82. Upregulation of angiotensin Ⅱ 共
type-2 receptor in rat thorac
ic aorta by pressure-overload

2004年02月

J Pharmacol Exp Ther. Yayama K・Horii M・Hiyoshi H・Takano M・Okamoto
308巻 ２号
H・Kagota S・Kunitomo M
腹部大動脈狭窄による圧負荷モデルにおいて、胸部
大動脈のアンジオテンシンAT2受容体発現亢進が生じ
ており、これはアンジオテンシンⅡのAT1受容体応答
を負に制御することが収縮機能の変化から示唆され
た。担当（pp.736～743）

83. Upregulation of AT2 receptor a 共
fter aortic constriction

2003年09月

Hypertension
３巻

84. Combined effect of Cordyceps s 共
inensis and methotrexate on he
matogenic lung metastasis in m
ice

2003年09月

Receptors and Channel Nakamura K・Konoha K・Yamaguchi Y・Kagota S・Sh
s ９巻 ５号
inozuka K・Kunitomo M
メトトレキサートと人工培養冬虫夏草水抽出物（WEC
S）を併用することにより、B16-BL6マウスメラノー
マ細胞を静脈内接種することにより作製した血行性
癌転移モデルマウスの生存日数は有意に延長した。
また、WECSにアポトーシス誘発作用のあることを示
した。担当（pp.329～334）

85. ラット循環機能に対するピクノジ 共
ェノールとブドウ種子エキスの２
週間反復摂取の影響

2003年08月

日本食品化学学会誌
0巻 ３号

1 窪田洋子・小林恭子・田中直子・籠田智美・中村一
基・国友勝・梅垣敬三・篠塚和正
ピクノジェノールとブドウ種子エキスの２週間反復
投与によるラット循環機能に対する影響（in vivoお
よびin vitro）について検討した。担当（pp.127～1
32）

86. Effect of PKC412, a selective 共
inhibitor of protein kinase C,
on lung metastasis in mice in
jected with B16 melanoma cells

2003年02月

Life Sciences 72巻
2号

1 Yoshikawa N, Nakamura K, Yamaguchi Y, Kagota S,
Shinozuka K and Kunitomo M.
新規Cキナーゼ選択的阻害剤PKC412にはB16マウスメ
ラノーマ細胞の増殖曲線に影響を与えない条件にお
いて生体内で、Cキナーゼ活性阻害を介する癌転移抑
制効果が確認され、PKC412の作用機序に高転移性癌
細胞の浸潤能と血小板凝集能の抑制が関与している
ことが示唆された。（pp.1377～1387）

87. Effect of PKC412, an inhibitor 共
of protein kinase C, on spont
aneous metastatic model mice

2003年

Anticancer Research 2 Nakamura K, Yosikawa N, Yamaguchi Y, Kagota S,
3巻
Shinozuka K and Kunitomo M.
新規プロテインキナーゼC選択的阻害剤PKC412が、自
然癌転移モデルマウスの生存日数を有意に延長させ
ることを確認した。さらに、その作用機序には高転
移性癌細胞の浸潤能抑制が関与していることをin vi
vo ならびにin vitroの実験系で証明した。（pp.139
5～1399）

88. High salt intake impairs vascu 共
lar nitric oxide/cyclic guanos
ine monophosphate system in sp
ontaneonsly hypertensive rats

2002年07月

J Pharmacol Exp Ther
302巻 1号

Kagota S, Tamashiro A, Yamaguchi Y, Nakamuara K
, Kunitomo M.
自然発症高血圧ラットに高食塩食を負荷すると平滑
筋細胞の可溶性グアニル酸シクラーゼ蛋白発現量が
著しく減少するが、これは食塩摂取により生じる高
血圧発症による二次的な結果ではなく食塩摂取その
ものにより引き起こされていることを明らかにした
。（pp.344～351）

89. Participation of peroxynitrite 共
in oxidative modification of
LDL by aqueous extracts of cig
arette smoke

2002年02月

FEBS Lett 512巻
号

Yamaguchi Y, Kagota S, Haginaka J, Kunitomo M.
LDLを酸化変性するたばこ煙水抽出液中の主なオキシ
ダントはperoxynitriteであることを明らかにし、水
中で比較的安定なperoxynitrite放出物質として存在

9

172

42版

Yamaguchi Y・Matsuno S・Kagota S・Haginaka J・K
unitomo M
タバコ煙水抽出液（CSE）により生じる血漿リポ蛋白
の酸化変性がCSE中に存在するperoxynitriteによる
ものであること、またその酸化変性がフルバスタチ
ン処理により著明に抑制されることを、in vitro及
びin vivoで明らかにした。担当（pp.259～265）

1-3

Yayama K・Horii M・Hiyoshi H・Takano M・Okamoto
H・Kagota S・Kunitomo M
腹部大動脈狭窄圧負荷モデルラットの胸部大動脈で
は、アンジオテンシンAT2受容体発現が亢進し、AT1
受容体を介する血管収縮機能を負に制御しているこ
とを示した。担当（pp.430）
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していることを示唆した。（pp.218～222）
90. Fluvastatin reduces modificati 共
on of low-density lipoprotein
in hyperlipidemic rabbit loade
d with oxidative stress

2002年02月

Eur J Pharmacol
巻 1-2号

91. Characterization of mouse mela 共
noma cell lines by their morta
l malignancy using an experime
ntal metastatic model

2002年01月

Life Sci 70巻

92. Downregulation of vascular sol 共
uble guanylate cyclase induced
by high salt intake in sponta
neously hypertensive rats

2001年10月

Br J Pharmacol 134巻
4号

93. Oxidants in cigarette smoke ex 共
tract modify low-density lipop
rotein in the plasma and facil
itate atherogensis in the aort
a of Watanabe helitable hyperl
ipidemic rabbits

2001年05月

Atherosclerosis 156巻 Yamaguchi Y, Matsuno S, Kagota S, Haginaka J. K
1号
unitomo M.
遺伝的高脂血症ウサギにたばこ煙水抽出液を投与す
ると、血漿中リポ蛋白に著しい酸化変性が生じ、動
脈硬化病変が進展することを明らかにした。（pp.10
9～117）

94. 2-Arachidonoylglycelol, a cand 共
idate of endothelium-derived h
yperpolarizing factor

2001年03月

Eur J Pharmacol
巻 2-3号

95. Suitable indices for evaluatin 共
g the intensity of tumor metas
tasis in a mouse experimental
metastatic model

2001年

In Vivo

96. Antioxidant activity of the ex 共
tracts from fruiting bodies of
cultured Cordyceps sinensis

2000年12月

97. Inhibitory effects of water ex 共
tracts from fruiting bodies of
cultured Cordyceps sinensis o
n raised serum lipid peroxide
levels and aortic cholesterol
deposition in atherosclerotic
mice

7号

Yamaguchi Y, Matsuno S, Kagota S, Haginaka J, K
unitomo M.
遺伝的高脂血症（WHHL）ウサギにタバコ煙水抽出液
を投与することにより生じる血漿中リポ蛋白の酸化
変性および動脈硬化病変の進展が、フルバスタチン
の長期投与により著明に抑制されることを明らかに
した。（pp.97～105）
Nakamura K, Yoshikawa N, Yamaguchi Y, Kagota S,
Shinozuka K, Kunitomo M.
実験的癌転移モデルにおける癌細胞の肺転移結節形
成能と癌細胞接種マウスの致死能は必ずしも一致し
ないこと、また、一回のセレクション過程を経て得
られるB16-F1細胞は高いマウス致死能を有している
ことが明らかとなった。（pp.791～798）

415

Kagota S, Tamashiro A, Yamaguchi Y, Sugiura R,
Kuno T, Nakamura K, Kunitomo M.
自然発症高血圧ラットに高食塩食を負荷すると血管
拡張機能の著しい低下が生じること、その機序とし
て、内皮由来弛緩因子NOの標的酵素である可溶性グ
アニル酸シクラーゼの蛋白発現量が著しく減少する
ことを明らかにした。（pp.737～744）

Kagota S, Yamaguchi Y, Nakamura K, Sugiura T, W
aku K, Kunitomo M.
新規の内因性カンナビノイドである2-アラキドノイ
ルグリセロールは、ウサギ腸間膜動脈を弛緩させ、
この弛緩反応はカンナビノイド受容体遮断薬で拮抗
されるが、EDHF本体である可能性は少ないことを明
らかにした。（pp.233～238）

6号

Yoshikawa N, Nakamura K, Yamaguchi Y, Kagota S,
Shinozuka K, Kumitomo M.
マウス血行性転移実験系を用いて肺への癌転移形成
抑制効果を判定するための評価法について検討した
結果、初期から中期にかけては肺転移結節数の計測
が、中期から後期にかけては肺重量および肺メラニ
ン含量の測定が有用であることが明らかとなった。
（pp.485～488）

Phytother Res
8号

14巻

Yamaguchi Y, Kagota S, Nakamura K, Shinozuka K,
Kunitomo M.
培養冬虫夏草水抽出物が、ラジカルスカベンジャー
作用を示し、脂質過酸化反応を強く抑制し、LDLの酸
化変性を抑制することを見出した。（pp.647～649）

2000年12月

Phytother Res
8号

14巻

Yamaguchi Y, Kagota S, Nakamura K, Shinozuka K,
Kunitomo M.
培養冬虫夏草水抽出物を動脈硬化マウスに連日投与
すると、血中過酸化脂質が著明に低下し、動脈への
コレステロールの蓄積が減少することを明らかにし
た。（pp.650～652）

98. Evidence of modified LDL in th 共
e plasma of hypercholesterolem
ic WHHL rabbits injected with
aqueous extracts of cigarette
smoke

2000年06月

Enviro Toxicol Pharma Yamaguchi Y, Kagota S, Haginaka J. Kunitomo M.
col 8巻
WHHLウサギにたばこ煙水抽出液を静脈内注射すると
、水抽出液中に存在するオキシダントによって血中
低比重リポ蛋白が変性することを明らかにした。（p
p.255～260）

99. Altered endothelium-dependent 共
responsivenss in the aortas an
d renal arteries of Otsuka Lon
g-Evans Tokushima Fatty (OLETF
) rats, a model of non-insulin
-dependent diabetes mellitus

2000年03月

General Pharmacology
34巻

100. Peroxynitrite-generating speci 共
es: good candidate oxidants in
aqueous extracts of cigarette
smoke.

2000年01月

Jpn. J. Pharmacol
巻

101. Functional evidence for anti-o 共
xidant action of fluvastatin o
n low-density lipoprotein usin

2000年

Clin Exp Pharmacol Ph Kagota S, Yamaguchi Y, Nakamura K, Kunitomo M.
ysiol 27巻
酸化変性LDLによる内皮依存性弛緩反応の抑制および
マクロファージへの蓄積を指標として、フルバスタ

10

15巻

436

Kagota S, Yamaguchi Y, Nakamura K, Kunitomo M.
インスリン非依存性糖尿病のモデルとされるOLETFラ
ットの腎動脈において、EDHF産生が低下するのに対
しNO産生はむしろ亢進することを明らかにし、EDHF
とNOの間にバックアップ機構が存在することを示唆
した。(pp.201～209)

82 Y. Yamaguchi・S. Kagota・J. Haginaka・M. Kunito
mo
たばこ煙水抽出物がチロシンをニトロ化すること、
また、水溶液中で安定であることより、血漿リポ蛋
白の変性を起こさせるたばこ煙中のオキシダントがp
eroxynitrite放出物質であることを明らかにした。
担当（pp.78～81）
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g isolated macrophages and aor
ta

チンが脂質低下作用以外にも抗酸化作用をあわせも
つことを明らかとし、動脈硬化の予防に効果がある
ことを示唆した。（pp.401～405）

102. Characterization of nitric oxi 共
de- and prostaglandin-independ
ent relaxation in response to
acetylcholine in rabbit renal
artery

1999年10月

Clin. Exp. Pharmacol. S. Kagota・Y. Yamaguchi・K. Nakamura・M. Kunito
Physiol. 26巻
mo
ウサギ腎動脈から産生される弛緩因子EDHFは、gap j
unctionを介して内皮細胞から平滑筋細胞に移動し、
Ｃａ＾＜2+＞-activated Ｋ＾＜+＞channelを開口さ
せて平滑筋を弛緩させることを明らかにした。担当
（pp.790～796)

103. Excessive salt or cholesterol 共
intake alters the balance amon
g endothelium-derived factors
released from renal arteries i
n spontaneously hypertensive r
ats

1999年10月

J. Cardiovasc. Pharma S. Kagota・A. Tamashiro・Y. Yamaguchi・K. Nakam
col. 34巻
ura・M. Kunitomo
自然発症高血圧ラットに高食塩食または高コレステ
ロール食を摂取させると、腎動脈における内皮由来
因子であるNOとEDHF生成のバランスが変化すること
を見いだし、両弛緩因子の間にバックアップ機構が
存在することを示唆した。担当（pp.533～539）

104. High-performance liqid chromat 共
ographic assay of hydroperoxid
e levels in oxidatively modifi
ed lipoproteins

1999年08月

J. Chromatogr. B
巻

105. 過酸化ベンゾイルの循環器系に及 共
ぼす影響

1999年06月

日本食品化学学会誌
６巻 １号

106. Both of the extracellular ATP 共
and shear stress regulate the
release of nitric oxide in rat
caudal artery

1999年05月

Clinical and Experime Kwon Y. M.・Shinozuka K.・Kagota S.・Yamaguchi
ntal Pharmacology and Y.・Nakamura K.・Kunitomo M.
Physiology 26巻
一酸化窒素産生・遊離阻害薬であるL-NAMEがラット
尾動脈リング標本におけるノルアドレナリンの収縮
に影響しないが、ラット尾動脈灌流標本におけるノ
ルアドレナリンの収縮を増強すること、ノルアドレ
ナリンはATP遊離作用を示すことを見いだし、これら
の結果から一酸化窒素の産生・遊離にはShear stres
sとATPの存在が必要であることを明らかにした。担
当（pp.465

107. Activation of in vivo Kupffer 共
cell function by oral administ
ration of ★Cordyceps Sinensis
☆ in rats.

1999年04月

Jpn.J.Pharmacol.
巻

108. 過酸化ベンゾイルの一般薬理学的 共
研究

1999年03月

武庫川女子大学紀要
6巻

109. Inhibitory effect of Cordyceps 共
Sinensis on spontaneous liver
metastasis of Lewis lung carc
inoma and B16 melanoma cells i
n syngeneic mice.

1999年03月

Jpn.J.Pharmacol.
巻

110. Possible participation of ATP 共
in changes of the blood pressu
re of SHR and old rats.

1998年07月

Japanese Heart Journa Shinozuka K.・Hashimoto M.・Kwon Y.M.・Fukuda M
l 39巻 ４号
.・Tamashiro M.・Kagota S.・Yamaguchi Y.・Masum
ura S.・Kunitomo M.
SHRおよび加齢ラットの血圧調節に対するATPの関与
について検討した。その結果、SHRでは交感神経終末
の抑制性プリン受容体機能が欠損していることが明
らかになり、また、加齢ラットではα１受容体刺激
薬による内因性ATPの遊離量が減少していることが明
らかにされた。以上の結果より、交感神経伝達に対
するプリン性調節機能の減弱が血圧上昇に関連して
いる可能性が示唆された。担当（pp.535～537）

111. Endothelium-dependent responsi 共
veness in renal arteries of sp
ontaneously hypertensive rats
fed a high salt and high chole
sterol diet.

1998年07月

Jpn.Heart J.
４号

11

731 Y. Yamaguchi・S. Kagota・M. Kunitomo・J. Hagina
ka
脂質の抽出なしにヒドロパーオキサイドのオンライ
ン検出法を確立することにより、酸化変性リポ蛋白
に特異的な分析法を開発した。担当（pp.223～229）
権寧美・籠田智美・山口優・中村一基・篠塚和正・
国友勝
食品添加物である過酸化ベンゾイルの循環器系に対
する作用について検討し、血管平滑筋の収縮・弛緩
機能に対し、高濃度の過酸化ベンゾイルが抑制的な
影響を示すことを明らかにした。担当（pp.１～７）

79

K.Nakamura・Y.Yamaguchi・S.Kagota・K.Shinozuka
・M.Kunitomo
ラットKupffer細胞機能に対する人工培養冬虫夏草水
抽出物（WECS）の影響を検討した結果より、WECSに
よる癌転移抑制効果の作用機序の一部にKupffer細胞
活化作用のあることが示唆された。担当（pp.505～5
08）
4 権寧美・篭田智美・山口優・中村一基・篠塚和正・
国友勝
食品添加物である過酸化ベンゾイルの一般薬理作用
について検討し、中枢神経系および体性神経系、さ
らに泌尿器系、血液系に著明な影響を示さないこと
を明らかにするとともに、消化器系に対しては平滑
筋収縮抑制作用を示すことを明らかにした。担当（p
p.155～162）

39巻

79

K.Nakamura・Y.Yamaguchi・S.Kagota・YM.Kwon・K.S
hinozuka・M.Kunitomo
我々はC57ブラックマウスにルイス肺癌細胞あるいは
B16悪性黒色腫細胞を皮下接種することにより得られ
る癌の肝転移モデルに対して人工培養冬虫夏草水抽
出物（WECS）がその肝転移を抑制することを示した
。担当（pp.335～341）

S.Kagota・A.Tamashiro・Y.Yamaguchi・K.Shinozuka
・M.Kunitomo
自然発症高血圧ラットの腎動脈においては、高食塩
食負荷により内皮由来収縮因子（EDCF）産生低下と
内皮由来過分極因子（EDHF）産生亢進が起こること
、また、高コレステロール食負荷によりEDHF産生亢
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進が生じることを明らかにした。担当（pp.558）
112. Evidence of modified lipoprote 共
in in the plasma of Watanabe h
eritable hyperlipidaemic rabbi
ts by anion-exchange high-perf
ormance liquid chromatographic
assay.

1998年04月

Atherosclerosis
巻

113. Mechanisms of impairment of en 共
dothelium-dependent relaxation
to acetylcholine in Watanabe
heritable hyperlipidaemic rabb
it aortas.

1998年02月

Clin. Exp.Pharmacol.P Kagota,S.・Yamaguchi,Y.・Shinozuka,K. and Kunit
hysiol. 25巻
otmo,M.
加齢すなわち粥状動脈硬化の発症・進展に伴い内皮
依存性弛緩反応は著しく減弱する。その減弱機序に
ついて検討した結果、内皮由来収縮因子や活性酸素
の産生・放出の関与はなく、内皮細胞からの一酸化
窒素産生・遊離の低下が関与していることが明らか
となった。全（pp.６）（pp.104～109）

114. Cigarette smoke-modified low d 共
ensity lipoprotein impairs end
othelium-dependent ralaxation
in isolated rabbit arteries.

1996年04月

Gen.Pharmacol.

115. Dietary cholesterol enhances i 共
mpaired endothelium-dependent
relaxation in aortas of salt-i
nduced hypertensive Dahl rats.

1996年02月

Eur.J.Pharmacol.
巻

116. Comparison of the effects of h 共
ypercholesterolaemia on relaxa
tion responses in aortas of sp
ontaneously hypertensive rats
and Dahl salt-sensitive rats.

1995年12月

Clin.Exp.Pharmacol.Ph Kitagawa,S.・Sameshima,E.・Yamaguchi,Y.・Kwon,Y
ysiol. 22巻
.M.・Shinozuka,K.・Kunitomo,M.
食塩感受性高血圧（Dahl）ラットでは、高コレステ
ロール負荷により胸部大動脈における内皮依存性弛
緩反応が著しく減弱し、大動脈へのコレステロール
沈着も認められたが、自然発症高血圧ラット（SHR）
では高コレステロール負荷による影響をほとんどう
けなかった。このことから食塩感受性高血圧症にお
けるコレステロール過剰摂取は動脈硬化の強い危険
因子として働くことが示唆された。全（pp.３）

117. Different cholesterol depositi 共
on in aorta of Dahl salt-sensi
tive rats and spontaneously hy
pertensive rats fed a high-cho
lesterol diet.

1995年12月

Clin.Exp.Pharmacol.Ph Yamaguchi,Y.・Kitagawa,S.・Kwon,Y.M.・Shinozuka
ysiol. 22巻
,K.・Kunitomo,M.
食塩感受性高血圧（Dahl）と自然発症高血圧モデル
（SHR）を用いて、高コレステロール食負荷による血
清及び大動脈脂質に及ぼす影響を検討した。その結
果、SHRに高コレステロール食を負荷しても大動脈コ
レステロールの蓄積は認められなかったが、Dahlラ
ットでは大動脈に有意なコレステロール蓄積が認め
られた。これらのことから食塩の過剰摂取は血管壁
を障害すると考えられる。全（pp.２）

118. Differences in endothelium-dep 共
endent relaxation in various a
rteries from Watanabe heritabl
e hyperlipidemic rabbits with
increaseing age.

1994年12月

Clin.Exp.Pharmacol.Ph Kitagawa,S.・Yamaguchi,Y.・Sameshima,E.・Kunito
ysiol. 21巻
mo,M.
加齢に伴い粥状動脈硬化を自然発症する遺伝性高脂
血症ウサギを用い、血管内嘉皮依存性弛緩反応の部
位差を明らかにした。すなわち、粥状硬化が生じる
胸部大動脈および左冠状動脈では内皮依存性弛緩反
応が減弱したが、脳底動脈では変化はみられず、腎
動脈ではプロスタノイドを介する収縮反応が生じる
ようになった。しかし、内皮非依存性弛緩反応には
いずれの血管においても加齢による影響はなかった
。（pp.８）

119. Differences in endothelium-dep 共
endent relaxation in various a
rteries from Watanabe heritabl
e hyperlipidaemic rabbits with
increasing age.

1994年12月

Clin. Exp. Pharmacol. Kitagawa S., Yamaguchi Y., Sameshima E.& Kunito
Physiol.21巻963-970 mo M.:
頁
加齢に伴い粥状動脈硬化を自然発症する遺伝性高脂
血症ウサギを用い、血管内皮依存性弛緩反応の部位
差を明らかにした。すなわち、粥状硬化が生じる胸
部大動脈および左冠状動脈では内皮依存性弛緩反応
が減弱したが、脳底動脈では変化はみられず、腎動
脈ではプラスタノイドを介する収縮反応が生じるよ
うになった。しかし、内皮非依存性弛緩反応にはい
ずれの血管においても加齢による影響はなかった。

120. Release of endogenous ATP from 共
the caudal artery of rats wit
h arteriosclerosis.

1994年11月

European Journal of P Shinozuka K., Kitagawa S., Kunitomo M., Yamaguc
harmacology,292巻１号 hi Y., Tanabe Y., Fujiwara M., Hattori K.
115-118頁
過剰ビタミンＤ及びコレステロール投与により作製
した実験的動脈硬化ラットの尾動脈におけるATP遊離

12

139

27巻

Y.Yamaguchi・S.Kagota・M.Kunitomo・J.Haginaka
HPLCによる酸化変性リポ蛋白の分離定量法を開発し
た。さらに本法を用いて、動脈硬化モデルであるWHH
Lウサギの血中LDLが軽度に酸化変性していることを
明らかにした。担当（pp.323～331）

Kagota,S.・Yamaguchi,Y.・Shinozuka,K.・Kwon,Y.M
.・Kunitomo,M.
ウサギ摘出大動脈、冠状動脈および脳底動脈におけ
る血管反応性に及ぼすタバコ煙変性低比重リポ蛋白
（CS-LDL）の影響について検討した。いずれの動脈
においてもCS-LDLの前処理によって内皮依存性弛緩
瀬反応が有意に減弱したが、内皮非依存性弛緩反応
には影響がみられなかった。喫煙によりCS-LDLが産
生し内皮機能低下を介して動脈硬化発生に関与する
可能性が示唆された。全（pp.５）

297 Kitagawa,S.・Yamaguchi,Y.・Shinozuka,K.・Kwon,Y
.M.・Kunitomo,M.
食塩感受性高血圧ラットに高コレステロール食を負
荷すると胸部大動脈における内皮依存性弛緩反応が
著しく減弱し、また大動脈への脂質沈着が認められ
た。食塩感受性高血圧においてはコレステロール過
剰摂取が動脈硬化の重大な危険因子であることが示
唆された。全（pp.６）
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機能の変化について検討した。ノルアドレナリンに
よるATPの遊離は動脈硬化ラットにおいて著明に減少
した。この尾動脈のコレステロール含量は有意に増
加しなかったが、カルシウム含量は有意に増加し、
この値とATP遊離量の間には有意な相関性が認められ
た。動脈硬化血管ではATP遊離機能が減弱しているこ
とが示唆された。
121. Release of endogenous ATP from 共
the caudal artery of rats wit
h arteriosclerosis.

1994年11月

Eur.J.Pharmacol
巻

122. Ｎ＾Ｇ-nitro-L-arginine-resist 共
ant endothelium-dependent rela
xation induced by acetylcholin
e in the rabbit renal artery.

1994年10月

Life Sci.

123. N＾G-nitro-L-arginine-resistan 共
t endothelium-dependent relaxa
tion induced by acetylcholine
in the rabbit renal artery.

1994年10月

Life Sci.55巻491-498
頁

Kitagawa S., Yamaguchi Y., Kunitomo M., Sameshi
ma E.& Fujiwara M.
ウサギ腎動脈におけるアセチリコリンに対する内皮
依存性弛緩反応には、周知の内皮由来弛緩因子（EDR
F）である一酸化窒素に加えてカリウムチャネル開口
因子、おそらく内皮由来過分極因子（EDHF）の放出
が強く関与していることを示唆した。

124. Preventive effects of magnesiu 共
m on elevated serum lipid pero
xide levels and aortic cholest
erol deposition in mice fed an
atherogenic diet.

1994年01月

Magnesium Res.第７巻

Yu Yamaguchi, Satomi Kitagawa, Masaru Kunitomo
and Motohatsu Fujiwara
マグネシウム（Mg）塩に脂質低下作用のあることか
ら、本報では、われわれの確立した動脈硬化マウス
モデルを用いて、Mg塩の抗動脈硬化作用について検
討した。Mgの摂取量が多い動物ほど、血清コレステ
ロール及び過酸化脂質が低く、大動脈へのコレステ
ロール蓄積が少なかった。これらのことは、Mg塩が
天然の抗動脈硬化物質であることを示している。な
お、Mg塩の過酸化脂質低下作用について本論文が初
めてである。（pp.31-37）

125. Enhancement of aortic choleste 共
rol deposition by dietary lino
leic acid in cholesterol-fed m
ice: An animal model for prima
ry screening of antiahteroscle
rotic agents.

1993年11月

J.Pharmacol.Toxicol.M Yu Yamaguchi, Satomi Kitagawa, Noriko Imaizumi,
ethods第30巻
Masaru Kunitomo and Motohatsu Fujiwara
マウスを高コレステロール及びリノール酸を添加し
た飼料で14週間飼育すると、血清コレステロールの
増加とともに血清過酸化脂質の著明な増加が、さら
には大動脈への有意なコレステロール蓄積が認めら
れた。この大動脈への脂質蓄積は病理組織学的にも
確認された。今回作製した動脈硬化マウスモデルは
抗動脈硬化薬の開発のスクリーニングに有用と考え
られた。（pp.169-175）

126. Endothelin-thromboxane system
in vascular activity.

共

1993年06月

In G.G.Neri Seneri, V
.Bonomini, G.F.Gensin
i, E.Pozzi and D.Pris
co(eds): Thromboxane
A＿2 and Other Vasoco
nstrictors in Clinica
l Conditions. Scienti
fic Press, Florence

Motohatsu Fujiwara, Souichi Miwa, Satomi Kitaga
wa and Masaru Kunitomo
血管内皮細胞からは血管拡張物質（NOなど）及び収
縮物質（エンドセリンやトロンボキサンA＿2 (TXA＿
2) ）が放出され血管緊張の局所的な調節がなされて
いる。TX A＿2の放出は脳血管や高血圧症の血管にお
いて確認されている。また、エンドセリンによる持
続的な血管収縮のうち初期にみられる一過性収縮はT
X A＿2が関係している。以上の内容を我々のデータ
を中心に総説した。（pp.251-265）

127. Effects of cholesterol loading 共
on autoimmune MRL-lpr/lpr mic
e: Susceptibility to hyperchol
esterolemia and aortic cholest
erol deposition.

1993年04月

Japan. J. Pharmacol.
第61巻

Yu Yamaguchi, Satomi Kitagawa, Noriko Imaizumi,
Masaru Kunitomo and Motohatsu Fujiwara
自己免疫疾患動物のMRL-lpr/lprマウスはヒトの全身
性エリテマトーデスの動物モデルといわれている。
本論文において、この動物が加齢に伴い血清脂質を
増加すること、また、高コレステロール食を負荷す
ると著しい高脂血症を発生すると共に、大動脈への
著しいコレステロール蓄積を生じることが明らかに
なった。この動物モデルは免疫異常と動脈硬化との
関係を追究するために有用であろうと思われる。（p
p.291-298）

128. Altered vasoconstrictor respon 共
siveness in vitamin D-induced
arteriosclerotic rat aortas.

1993年04月

Japan. J. Pharmacol.
第61巻

Satomi Kitagawa, Yu Yamaguchi, Masaru Kunitomo,
Noriko Imaizumi and Motohatsu Fujiwara
過剰のビタミンD＿2と高コレステロール食をラット
に負荷して作製した動脈硬化モデルの胸部大動脈を

13
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55巻

Shinozuka,K.・Kitagawa,S.・Kunitomo,M.・Yamaguc
hi,Y.・Tanabe,Y.・Fujiwara,M.・Hattori,K.
過剰ビタミンＤ及びコレステロール投与により作製
した実験的動脈硬化ラットの尾動脈におけるATP遊離
機能の変化について検討した。ノルアドレナリンに
よるATPの遊離は動脈硬化ラットにおいて著明に減少
した。尾動脈のコレステロール含量は有意に増加し
なかったが、カルシウム含量は有意に増加し、この
値とATP遊離量の間には有意な相関性が認められた。
動脈硬化血管ではATP遊離機能が減弱していることが
示唆された。（pp.４）
Kitagawa,S.・Yamaguchi,Y.・Kunitomo,M.・Sameshi
ma,E.・Fujiwara,M.
ウサギ腎動脈におけるアセチルコリンに対する内皮
依存性弛緩反応には、周知の内皮由来弛緩因子（EDR
F）である一酸化窒素に加えてカリウムチャネル開口
因子、おそらく内皮由来過分極因子（EDHF）の放出
が強く関与していることを見いだした。全（pp.８）
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3 学術論文
摘出し、その収縮反応の変化を対照動物の場合と比
較した。動脈硬化血管では、各種収縮薬の最高収縮
高が低下した。その低下の程度と血管のカルシウム
又はコレステロール沈着度との間に相関が認められ
た。また、収縮薬の低濃度でみられる動脈硬化血管
での収縮反応の増強は内皮細胞の機能低下に基づく
ことが示唆された。（pp.283-289）
129. Impairment of endothelium-depe 共
ndent relaxation in aorta from
rats with arteriosclerosis in
duced by excess vitamin D and
a high-cholesterol diet

1992年07月

Japan. J. Pharmacol.5 北川、山口、国友、今泉、藤原
9巻
ビタミンＤと高コレステロール食負荷により誘発さ
せた、石灰化を伴う動脈硬化血管における内皮依存
性弛緩反応の変化について検討した。アセチルコリ
ンに対する内皮依存性弛緩反応は、血管壁の石灰化
の程度に比例して減弱すること、その減弱はコレス
テロール食負荷で増強されることが明らかになった
。 （pp.339-347)

130. Method for optical resolution 共
of racemic homochlorcyclizine
and comparison of optical isom
ers in antihistamine activity
and pharmacokinetics

1992年05月

Chem. Pharm. Bull. 40 西方、中井、伏田、三宅、有田、北川、国友、井関
巻
、宮崎
モルモット摘出回腸を用い、ホモクロルサイクリジ
ンの光学異性体の抗ヒスタミン活性を比較検討し、1
-体がd-体よりはるかに強力であることが明らかにな
った。 （pp.1341-1342)

131. A uniform alteration in serum 共
lipid metabolism occurring dur
ing inflammation in mice

1992年01月

Japan. J. Pharmacol.
58巻

北川、山口、今泉、国友、藤原
マウスに各種の炎症（接触性過敏反応、火傷、カラ
ゲニン浮腫、テレピン油およびアジュバント類の投
与など）を惹起させたときの血清脂質変化を調べた
ところ、遊離コレステロールおよびリン脂質の増加
、中性脂肪の減少、LCAT活性の低下という一定の変
化が生じることを明らかにした。これら一連の脂質
代謝変化は、急性炎症反応の指標になることが示唆
された。 （pp.37-46)

132. Atherosclerosis mouse model in 共
duced by a high-cholesterol di
et supplemented withβ-aminopr
opionitrile: Effects of variou
s anti-atherosclerotic agents
on the biochemical parameters

1990年10月

Japan. J. Pharmacol.
54巻

山口、山田、北川、国友
β－アミノプロピオニトリル0.4％を含む高コレステ
ロール飼料でマウスを10週間飼育することにより動
脈硬化モデルを作製し、病理組織学的に動脈硬化モ
デルを作製し、病理組織学的に動脈硬化病変像を確
認した後、このモデルが抗動脈硬化薬の薬効評価に
利用可能かどうかについて、脂質低下薬およびカル
シウム拮抗薬を用いて検討した。その結果、この動
物モデルは抗動脈硬化薬の初期の薬効評価法として
使用できることが示された。 （pp.187-196)

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

2. プロテアーゼ活性化型受容体２（ 共
PAR2）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（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から、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
日
年会（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の拡張能変
化を我々のデータを中心に総説した。すなわち、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示めした。

4. Vascular endothelial dysfuncti
on in metabolic syndrome

2006年10月

2nd International Sym
posium on Lifestyle R
elated Diseases

1. 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

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
2016.3.26（仙台）
、篠塚和正

2. 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

第90回日本薬理学会年
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

3. 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

第90回日本薬理学会年
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

２．学会発表
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２．学会発表
4. Effects of perivascular adipos 共
e tissue on vasodilation diffe
r by the severity of metabolic
disorders

2016年8月

International academy Satomi Kagota, Saki Iwata, Kana Maruyama, Shior
of Cardiology, Annua i Koyanagi, Kazumasa Shinozuka
l science sessions 20
16, 21st world congre
ss on Heart disease,
2016.8.1 (Boston, MA)

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

2016年7月

International academy Kana Maruyama, Satomi Kagota, John J. McGuire,
of Cardiology, Annua Noriko Yoshikawa, Kazuki Nakamura, Kazumasa Shi
l science sessions 20 nozuka
16, 21st world congre
ss on Heart disease,
2016.7.31 (Boston, MA
)

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

2016年7月

International academy Satomi Kagota, Kana Maruyama, Kazumasa Shinozuk
of Cardiology, Annua a
l science sessions 20
16, 21st world congre
ss on Heart disease,
2016.7.31 (Boston, MA
)

7. 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
横浜）
咲、三浦健、安井奈穂美、中林利克

8. 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
日
会（横浜）

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

9. 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
日
会（横浜）

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

10. 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 Satomi Kagota, Kana Maruyama, Bruce N Van Vliet
日
on 2015 Scientific Se , Hirokazu Wakuda, Kazumasa Shinozuka
ssions (Washington, D
C)

11. 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

12. 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
2015.3.28（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、PAR2活性が
正常に保たれていることを示唆した。

13. 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
2015.3.28（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の腸間膜動脈では
、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。

14. 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
日

15. 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 丸山加菜、籠田智美、John J. McGuire、岩田紗季、
日
会、2015.3.18（名古屋 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。

16. 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
日
動物研究会（静岡）

和久田浩一、小田彩加、岸本典子、崎山祐子、丸山
加菜、籠田智美、中村一基、伊藤由彦、照屋勇人、
＠済泰、山田静雄、篠塚和正

17. 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（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

18. 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 Kana Maruyama, Satomi Kagota, Hirokazu Wakuda,
日京都
e, type 2 diabetes an John J. McGuire, Noriko Yoshikawa, Kazuki Nakam
d atherosclerosis con ura, Kazumasa Shinozuka
gress (MSDA 2014), 20
14.9.12-14 (Kyoto)

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

2014年5月3 ATVB 2014、2014.5.3
日（Toronto
, Canada）

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、＠済泰、山田静雄、篠
）
塚和正
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北山友也、森山賢治、籠田智美、河井伸之、西村奏
咲、三浦健、安井奈穂美、中林利克

Kagota S, Maruyama K, Iwata S, Wakuda H, Yoshik
awa N, Nakamura K, Shinozuka K.
メタボリックシンドロームラットの腸間膜動脈では
、加齢に伴いNOに対する拡張能が低下するが、血管
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周囲脂肪組織が共存する場合、正常ラットと同程度
の拡張機能を有することを見いだした。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示唆した。
20. 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 ATVB 2014、2014.5.3
日（Toronto
, Canada）

Maruyama K, Kagota S, Wakuda H, McGuire JJ, Yos
hikawa N, Nakamura K, Kunitomo M, Shinozuka K.
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産生酵素活性の亢進が関与する
ことを示した。

21. 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
日（熊本）

Wu Ting、籠田智美、丸山加菜、和久田浩一、Jian-N
ing Sun、篠塚和正

22. 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
日（熊本）

丸山加菜、籠田智美、和久田浩一、John J McGuire
、吉川紀子、中村一基、国友勝、篠塚和正

23. 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
日（仙台） 年会

籠田智美、丸山加菜、篠塚和正
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

24. 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
日-21
会

和久田浩一、宮内詩野、丸山加菜、籠田智美、中村
一基、梅垣敬三、伊藤由彦、山田静男、篠塚和正

25. 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（福岡） 会

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

26. 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（福岡） 会

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

27. 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（福岡） 会

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

28. 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（ 日本薬学会第133年会
横浜）

高橋雄太、佐々木さやか、角田真美、大村奈央、徐
京子、籠田智美、篠塚和正、吉川紀子、中村一基

29. 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 ICCAD2013 (Internatio Satomi Kagota, Kana Maruyama, Hirokazu Wakuda,
5日
nal Congress on Coron John J. McGuire, Noriko Yoshikawa, Kazuki Nakam
ary Artery Disease)
ura, Kazumasa Shinozuka

30. Preserved vasodilation via act 共
ivation of protease-activated
receptor-2 in SHRSP.Z-Leprfa/I
zmDmcr rats (SHRSP.ZF) with me
tabolic syndrome

2012年9月29 Hypertension Sydney 2 Kana Maruyama, Satomi Kagota, Hirokazu Wakuda,
日(Sydney) 012 (24th ISH2012), 2 John J. McGuire, Kazuki Nakamura, Masaru Kunito
012.9.29-10.4
mo, Kazumasa Shinozuka.

31. Chronic administration of temp 共
ol protects impaired coronary
vasodilation in metabolic synd
rome model rats, SHRSP.Z-Leprf
a/IzmDmcr rats (SHRSP.ZF)

2012年9月(S Hypertension Sydney 2 Satomi Kagota, Kana Maruyama, Kazuhito Fukushim
ydney)
012 (24th ISH2012), 2 a, Keiji Umetani, Yukari Tada, Hirokazu Wakuda,
012.9.29-10.4
Masaru Kunitomo, Kazuki Nakamura, Kazumasa Shi
nozuka.

32. Cardiac dysfunction in SHRSP.Z 共
-Leprfa/IzmDmcr rats with meta
bolic syndrome.

2012年7月9
日（Quebec
）

33. タバコ煙水抽出液(CSE)中のα、 共
β―不飽和アルデヒドによるB16BL6メラノーマ細胞の浸潤抑制効
果

2012年6月29 第121回日本薬理学会近 高橋雄太、堀山志朱代、佐々木さやか、角田真美、
日徳島
畿部会
大村奈央、国友勝、籠田智美、篠塚和正、吉川紀子
、中村一基

34. Effects of green tea extract a 共
nd fruit extracts on P-glycopr
otein activity in Caco-2 cells
determined by a new method us
ing conforcal laser scanning m
icroscopy

2012年11月( The 1st international Shino Miyauchm Hirokazu Wakuda, Yuko Taki, Kana
Shizuoka)
conference on phrma- Maruyama, Satomi Kagota, Kazuki Nakamura, Keiz
food (ICPF 2012), 201 o Umegaki, Shizuo Yamada, Kazumasa Shinozuka.
2.11.15-16

35. ラット心臓交感神経に対するアテ 共
ノシンの抑制的調節作用

2012年10月2 第62回日本薬学会近畿
0日（西宮） 支部総会・大会

宮内詩野、中尾真祈、松本えりか、和久田浩一、丸
山加菜、籠田智美、篠塚和正

36. Caco-2 細胞のP-糖タンパク質に
対する細胞外 ATP の影響

共

2012年10月2 第62回日本薬学会近畿
0日（西宮） 支部総会・大会

宮内詩野、和久田浩一、丸山加菜、籠田智美、篠塚
和正

37. アスコルビン酸のB16-BL16マウス 共
メラノーマ細胞に対する抗転移作

2012年10月2 第62回日本薬学会近畿
0日（西宮） 支部総会・大会

大村奈央、高橋雄太、角田真美、佐々木さやか、吉
川紀子、籠田智美、篠塚和正、中村一基

3rd International Con Satomi Kagota, Yukari Tada, Kana Maruyama, Hiro
gress on Abdominal Ob kazu Wakuda, Kazuki Nakamura, Masaru Kunitomo,
esity
Kazumasa Shinozuka.
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用の検討
38. CodycepinのヒトHT1080線維肉腫 共
細胞に対する抗がん作用はmatrix
metalloproteinase-2 (MMP-2)並
びにcyclin D1発現量減少に基づ
く

2012年03月

日本薬理学会年会

角田真美、吉川紀子、高橋雄太、木元容子、国友勝
、籠田智美、篠塚和正、中村一基

39. ヒト子宮内膜腺癌細胞株に対する 共
Haloperidolの抗癌作用機序の検
討

2012年03月

日本薬学会第132年会

木元容子、高橋雄太、角田真美、大村奈央、籠田智
美、篠塚和正、中村一基

40. メタボリックシンドロームモデル 共
SHRSP.Z-Leprfa/IzmDmcr ラット(
SHRSP.ZF)のプロティナーゼ活性
化型受容体―2 (PAR2) を介した
血管弛緩反応性

2012年03月

日本薬理学会年会

丸山加菜、籠田智美、和久田浩一、John J. McGuire
、中村一基、国友勝、篠塚和正

41. メタボリックシンドロームモデル 共
SHRSP.Z-Leprfa/IzmDmcrラットの
冠動脈拡張機能障害に対するTemp
olの予防効果

2012年03月

日本薬理学会年会

籠田智美、多田有加里、福島和人、梅谷啓二、丸山
加菜、和久田浩一、国友勝、中村一基、篠塚和正

42. SB203580によるP-糖タンパク質の 共
即時的な活性化：p38-MAPKはP-糖
タンパク質に即時的に影響を及ぼ
すか？

2012年03月

日本薬理学会年会

和久田浩一、宮内詩野、丸山加菜、籠田智美、中村
一基、梅垣敬三、山田静男、篠塚和正

43. ニコチン・タール除去タバコ煙水 共
抽出物の抗癌活性本体の正常およ
び抗癌作用機序の解明

2011年11月

日本薬理学会近畿部会

高橋雄太、木元容子、角田真美、大村奈央、国友勝
、籠田智美、篠塚和正、中村一基

44. シスプラチン耐性ヒト子宮内膜腺 共
癌細胞株に対するハロペリドール
のin vivoにおける耐性克服効果

2011年07月

日本薬理学会近畿部会

木元容子、高橋雄太、角田真美、籠田智美、篠塚和
正、中村一基

45. ヒトHT100線維肉腫細胞に対する 共
冬虫夏草の抗癌作用機序に関する
検討

2011年07月

日本薬理学会近畿部会

角田真美、高橋雄太、木元容子、籠田智美、篠塚和
正、中村一基

46. 共焦点レーザー顕微鏡およびCaco 共
-2細胞を用いたP-糖タンパク質に
対する影響の高感度評価法

2011年03月2 日本薬学会第131年会 ( 和久田浩一、根占奈美恵、多田有加里、籠田智美、
8日-31
静岡)
中村一基、梅垣敬三、山田静雄、篠塚和正

47. 生活習慣病モデルSHRSP.ZF-Leprf 共
a/IzmDmcrラットの左室拡張機能
障害

2011年03月

第84回日本薬理学年会

多田有加里、籠田智美、松本実佳、内藤由朗、芝田
宏美、根占奈美恵、辻野健、小柴賢洋、増山理、篠
塚和正

48. C-MYC発現量の低下によるヒトHT1 共
080線維肉腫細胞に対する冬虫夏
草の抗癌作用

2011年03月

第84回日本薬理学年会

角田真美、吉川紀子、高橋雄太、木元容子、佐藤愛
由子、西内亜理沙、国友勝、籠田智美、篠塚和正、
中村一基

49. ニコチン・タール除去タバコ煙抽 共
出液のがん転移抑制作用機序の解
明

2011年03月

日本薬学会第131年会

高橋雄太、木元容子、西内亜理沙、佐藤愛由子、角
田真美、吉川紀子、籠田智美、篠塚和正、国友勝、
中村一基

50. ラット血小板P2Y1受容体発現量に 共
対するCodycepinの抑制効果

2011年03月

日本薬学会第131年会

西内亜理沙、吉川紀子、高橋雄太、木元容子、佐藤
愛由子、角田真美、国友勝、籠田智美、篠塚和正、
中村一基

51. 肥満インスリン抵抗性モデルにお 共
けるプロテイナーゼ活性化型受容
体－２を介した動脈拡張反応の比
較

2011年03月

第84回日本薬理学年会

籠田智美、多田有加里、和久田浩一、中村一基、國
友勝、篠塚和正、John J. McGuire

52. シスプラチン耐性ヒト子宮内膜腺 共
癌細胞株に対するハロペリドール
の耐性克服効果

2010年11月

第118回日本薬理学会近 木元容子、高橋雄太、西内亜理沙、佐藤愛由子、角
畿部会
田真美、和久田浩一、多田有加里、籠田智美、篠塚
和正、中村一基

53. Cordycepin (3'-deoxyadenosine) 共
によるマウスメラノーマ細胞の
肝転移抑制効果とその機序の検討

2010年11月

第118回日本薬理学会近 佐藤愛由子、久保えり香、吉川紀子、高橋雄太、木
畿部会
元容子、西内亜理沙、角田真美、国友勝、籠田智美
、篠塚和正、中村一基

54. Arterial vasodilation mediated 共
by proteinases-activated rece
ptor-2 in obese diabetic mice

2010年07月2 IUPHAR WorldPhama2010 Satomi Kagota, JJ McGuire
1日 (Copehh
agen, Denma
rk)

55. Atrial enlargement and decreas 共
ed heart rate in SHRSP.ZF-Lepr
fa/IzmDmcr rats, a model of me
tabolic syndrome

2010年07月2 IUPHAR WorldPhama2010 Yukari Tada, Satomi Kagota, Namie Nejime, Hirka
1日(Copehha
zu Wakuda, Kazuki Nakamura, M Kunitomo, K Shino
gen, Denmar
zuka
k)

56. Highly sensitive and rapid ass 共
essment of P-glycoprotein acti
vity in Caco-2 cells

2010年07月2 IUPHAR WorldPhama2010 Hirkazu Wakuda, Yukari Tada, Namie Nejime, Sato
0日 (Copehh ,
mi Kagota, Kazuki Nakamura, K Umegaki, Sizuo Ya
agen, Denma
mada, Kazumasa Shinozuka
rk)

57. ラット摘出心房と胸部大動脈に対 共
するブラジル産プロポリスとその
起源植物抽出エキスの影響

2010年06月5 第122回日本薬理学会関 窪田洋子, 梅垣敬三, 田中直子, 籠田智美, 安西和
日（静岡） 東部会、第14回神経科 紀, 篠塚和正
学領域における分子ミ
ニタリングシンポジウ
ム
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58. ラット血小板凝集能に対するコー 共
ディセピンの抑制効果

2010年03月
（大阪）

第83回 日本薬理学会年 西内亜理沙、吉川紀子、高橋雄太、木元容子、西内
会、2010年3月16-18日 亜理沙、佐藤愛由子、國友勝、籠田智美、篠塚和正
、中村一基
Cordycepin を腹腔内投与したラットの血小板凝集能
は、無処置ラットのものよりも有意に抑制されたこ
とより、この作用が cordycepin の in vivo での抗
転移効果に寄与する可能性が示唆された。

59. B16-BL6マウスメラノーマ細胞を 共
用いた血行性肺転移モデルに対す
るタバコ煙水抽出液の影響

2010年03月
（大阪）

第83回 日本薬理学会年 高橋雄太、木元容子、西内亜理沙、佐藤愛由子、吉
会、2010年3月16-18日 川紀子、籠田智美、篠塚和正、國友勝、中村一基
タバコ煙水抽出液の前処置によってB16-BL6マウスメ
ラノーマ細胞の血行性肺転移が抑制されることが明
らかとなり、タバコ煙水抽出液は転移抑制物質を含
有していることが示唆された。

60. メタボリックシンドロームモデル 共
SHRSP. Z-Leprfa/IzmDmcr ラッ
トに生じる心拍数減少には一酸化
窒素が関与する

2010年03月
（岡山）

日本薬学会 第130年会
、2010年3月28-30日

61. 生活習慣病モデル SHRSP. Z-Lepr 共
fa/IzmDmcr に生じる心機能異常

2010年03月
（大阪）

第83回 日本薬理学会年 多田有加里、籠田智美、禰占奈美江、和久田浩一、
会、2010年3月16-18日 中村一基、國友勝、篠塚和正
生活習慣病モデル SHRSP. Z-Leprfa/IzmDmcrラット
の左心室では、SERCA2の発現減少による細胞質内カ
ルシウムの取り込み低下により拡張機能異常が生じ
ている可能性が示唆された。

62. Involvement of oxidative stres 共
s in impared vasodilation of c
oronary arteries in SHRSP.Z-Le
prfa/IzmDmcr, an animal model
of metabolic syndrome.

2009年10月2 Canadian Cardiovascul Satomi Kagota, Yukari Tada, Kazuhito Fukushima,
6日 (Edmont ar Congress 2009
Keiji Umetani, Kazuki Namakumra, Masaru Kunito
on, Canada)
mo, Kazumasa Shinozuka
新規メタボリックシンドロームモデルラットの冠動
脈では、拡張機能が低下していること、その発症に
パーオキシナイトライトが関与していることを示し
た。

63. 腸管上皮細胞におけるP-glycopro 共
tein機能を指標とした健康食品の
評価法開発に関する研究

2009年09月
（静岡）

第11回 応用薬理シンポ 禰占奈美江、和久田浩一、多田有加里、中村一基、
ジウム、2009. 9. 18-1 篠塚和正
9
共焦点レーザー顕微鏡とCaco-2細胞を用い、細胞内
薬物濃度変化の可視化と経時的測定法の構築を試み
た。ジゴキシンおよびセイヨウオトギリソウのP－糖
タンパク質への影響が測定開始15分後から検出可能
であった。

64. 肝転移モデルマウスに対するcord 共
ycepin（3’-deoxyadenosine）の
がん転移抑制効果

2009年09月

第11回 応用薬理シンポ 佐藤愛由子、久保えり香、吉川紀子、高橋雄太、木
ジウム
元容子、西内亜理沙、國友勝、籠田智美、篠塚和正
、中村 一基
Cordycepin (3’-deoxyadenosine) 投与により肝転
移モデルマウスの生存日数が、コントロール群と比
較して用量依存的に有意に延長したことから、cordy
cepinにはがん細胞の肝転移を抑制する作用のあるこ
とが示唆された。

65. 低酸素下の血管におけるノルアド 共
レナリン遊離に対するニコランジ
ル前処置の影響

2009年09月

第11回 応用薬理シンポ 鄭婀美、多田有加里、和久田浩一、籠田智美、中村
ジウム
一基、田邊洋子、橋本道男、篠塚和正
低酸素ストレスによる血管交感神経伝達機能の減弱
に対し、ニコランジルは抑制的な影響を示した。

66. メタボリックシンドロームモデル 共
ラットSHRSP. Z-Leprfa/IzmDmcr
に生じる心拍数減少へのNOの関与

2009年09月

第11回 応用薬理シンポ 多田有加里、籠田智美、禰占奈美江、和久田浩一、
ジウム
中村一基、 篠塚和正
NO はアセチルコリンによる心拍数減少作用を抑制的
に調節していること、SHRSPZF では、NO による調節
機構が欠如しているために心拍数が低下している可
能性が示唆された

67. ヒト線維肉腫HT1080細胞接種マウ 共
スに対するN6-methylcordycepin
の延命効果

2009年06月2 第115回日本薬理学会近 中村一基, 久保えり香, 高橋雄太, 籠田智美, 篠塚
6日
畿部会（金沢）
和正, 國友勝, 吉田都, 内田享弘, 吉川紀子
足蹠皮下に1×106個のヒト線維肉腫HT1080細胞を接
種されたscidマウスの生存日数は、N6-methylcordyc
epin (15 mg/kg) の12日間連続腹腔内投与により、
対照マウスと比較して有意に延長された。

68. Long-term peroxynitrite produc 共
tion via the angiotensin II/NA
DPH oxidase pathway in the vas
cular wall of SHR/NDmcr-cp rat
s, a model of metabolic syndro
me

2009年06月1 2009 International Sy Satomi Kagota, Yukari Tada, Masaru Kunitomo, Ka
5日 (Boston mposium on Atheroscle zumasa Shinozuka
, USA)
rosis
動脈壁で慢性的に産生・遊離されるパーオキシナイ
トライトが、メタボリックシンドロームモデルラッ
トでみられる血管拡張機能異常の発症に関与してい
ることを示した。

69. 生活習慣病モデルSHRSP.Z-Leprfa 共
/IzmDmcrラットに生じる心臓拡張
機能の障害

2009年03月1 第82回日本薬理学会年
6日-18
会 (横浜)

多田有加里、籠田智美、禰占奈美江、中村一基、國
友勝、篠塚和正

70. 肝細胞増殖因子（HGF）により増 共
強されたがん細胞浸潤能に対する
冬虫夏草水抽出物の影響

2009年03月1 第82回日本薬理学会年
6日-18
会 (横浜)

久保えり香、吉川紀子、高橋雄太、籠田智美、篠塚
和正、國友勝、中村一基

71. 血管壁で慢性的に産生されるパー 共

2009年03月1 第82回日本薬理学会年

籠田智美、多田有加里、禰占奈美江、中村一基、國
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多田有加里、籠田智美、和久田浩一、中村一基、國
友勝、篠塚和正
メタボリックシンドロームモデル SHRSP. Z-Leprfa/
IzmDmcr ラットの心拍数の低下は、NO による G蛋白
共役型内向き整流性 K チャネルの開口が関与してい
る可能性が示唆された。
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オキシナイトライトがメタボリッ
クシンドロームの血管拡張機能障
害に関与する

6日-18

会 (横浜)

友勝、篠塚和正

72. ヒドロキシウレアは冬虫夏草水抽 共
出物のがん転移抑制作用を増強す
る

2009年03月1 第82回日本薬理学会年
6日-18
会 (横浜)

吉川紀子、久保えり香、高橋雄太、籠田智美、篠塚
和正、國友勝、中村一基

73. 癌細胞による血管内皮細胞間物質 共
透過促進にP2受容体が関与する

2009年03月1 第82回日本薬理学会年
6日-18
会 (横浜)

禰占奈美江、田中直子、籠田智美、多田有加里、中
村一基、橋本道男、國友勝、篠塚和正

74. 冬虫夏草水抽出液の血小板凝集抑 共
制を介するがん転移抑制作用

2008年6月20 第113回日本薬理学会近 吉川紀子、久保えり香、高橋雄太、籠田智美、篠塚
日
畿部会 (岡山)
和正、國友勝、中村一基

75. SHRの尾動脈におけるアデノシン
受容体機能の消失

共

2008年11月2 第44回高血圧関連疾患
1日-22
モデル学会 (島根)

禰占奈美江、田中直子、鄭婀美、籠田智美、橋本道
男、国友勝、篠塚和正

76. 循環器系機能に対するイチョウ葉 共
エキスの効果―老齢高血圧自然発
症ラットを用いた検討―

2008年11月2 第44回高血圧関連疾患
1日-22
モデル学会 (島根)

篠塚和正、多田有加里、籠田智美、禰占奈美江

77. メタボリックシンドロームラット 共
SHRSP.Z-Leprfa/IzmDmcrの冠状動
脈および腸間膜動脈の拡張機能と
アンジオテンシンII受容体拮抗薬
の効果

2008年11月2 第44回高血圧関連疾患
1日-22
モデル学会 (島根)

籠田智美、多田有加里、福島和人、梅谷啓二、禰占
奈美江、国友勝、篠塚和正

78. 肝転移モデルマウスに対する冬虫 共
夏草水抽出液のがん転移抑制効果

2008年11月1 第114回日本薬理学会近 久保えり香、吉川紀子、高橋雄太、籠田智美、篠塚
4日
畿部会 (神戸)
和正、國友勝、中村一基
肝転移モデルマウスに対する冬虫夏草水抽出液のが
ん転移抑制効果は、その機序として肝細胞増殖因子
誘発がん転移促進効果を抑制することを介している
ことを示した。

79. Effect of cordyceps sinensis o
n spontaneous metastatic model
mice.

2008年10月1 8th International con Yoshikawa N, Kubo E, Kagota S, Shinozuka K, Kun
7日-22
ference of Anticancer itomo M, Nakamura K.
Research (Kos, Gress
)

80. Angiotensin II type 1 receptor 共
antagonist ameriorates abnorm
al vasorelaxation in SHRSP.ZF
rats, a new animal model of me
tabolic syndrome

2008年06月2 13th International SH Kagota S, Tada Y, Fukushima K, Umetani K, Yamag
0日-22
R symposium (Praque) uchi Y, Nose N, Mori H, Kunitomo M, Shinozuka K

81. Characteristics of heart funct 共
ion in SHR/NDmcr-cp rats with
metabolic syndrome

2008年06月2 13th International SH Tada Y, Kagota S, Nejime N, Nakamura K, Kunitom
0日-22
R symposium (Praque) o M, Shinozuka K

82. Dysfunction of adenosine recep 共
tor in vasorelaxation response
of SHR

2008年06月2 13th International SH Nejime N, Yoshihara R, Kagota S, Tada Y, Tanaka
0日-22
R symposium (Praque)
N, Tei A, Hashimoto M, Nakamura K, Kunitomo M,
Shinozuka K

83. Effect of Nicorandil on Sympat 共
hetic Neurotransmissin via ATP
-Sensitive Potassium Channel i
n SHR. Cg-Leprcp/NDmcr Rats

2008年06月2 13th International SH Tei A, Nejime N, Tada Y, Kagota S, Hashimoto M,
0日-22
R symposium (Praque)
Shinozuka K

84. Angiotensin II is critical in 共
the development of abnormal va
sorelaxation in SHRSP. ZF rats
, an animal model of metabolic
syndrome

2008年06月1 ISH2008 (Berlin)
4日-19

Kagota S, Tada Y, Yamaguchi Y, Nejime N, Nakamu
ra K, Kunitomo M, Shinozuka K

85. Depressed cardiac function in 共
SHR/NDmcr-cp rats, an animal m
odel of metabolic syndrome

2008年06月1 ISH2008 (Berlin)
4日-19

Tada Y, Kagota S, Nejime N, Nakamura K, Kunitom
o M, Shinozuka K

86. 新規メタボリックシンドロームモ 共
デルSHRSP.Z-Leprfa/IzmDmcrラッ
トの心機能の特異性

2008年03月1 第81回日本薬理学会年
7日-19
会 (横浜)

多田有加里、籠田智美、禰占奈美江、中村一基、國
友勝、篠塚和正

87. 4種のマウスメラノーマ細胞にお 共
ける転移先臓器指向性の違いにつ
いて

2008年03月1 第81回日本薬理学会年
7日-19
会 (横浜)

久保えり香、吉川紀子、高平明菜、籠田智美、篠塚
和正、國友勝、中村一基

88. ラット尾動脈からのノルアドレナ 共
リン遊離に対するニコランジルの
影響

2008年03月1 第81回日本薬理学会年
7日-19
会 (横浜)

鄭 婀美、禰占奈美江、多田有加里、籠田智美、橋
本道男、篠塚和正

89. AT1受容体拮抗薬は新規メタボリ 共
ックシンドロームラットSHRSP.ZLeprfa/IzmDmcrの血管弛緩機能障
害を予防する

2008年03月1 第81回日本薬理学会年
7日-19
会 (横浜)

籠田智美、多田有加里、禰占奈美江、中村一基、國
友勝、篠塚和正

90. 癌細胞による血管内皮細胞内カル 共
シウム上昇にP2Y受容体が関与す
る

2008年03月1 第81回日本薬理学会年
7日-19
会 (横浜)

禰占奈美江、吉川紀子、籠田智美、吉原涼子、多田
有加里、中村一基、橋本道男、國友勝、篠塚和正

91. Coenzyme Q10 attenuates increa 共
ses in oxidative stress, infla
mmation, insulin resistance, a
nd blood pressure developing i

2007年11月9 第５回国際コエンザイ Kunitomo M, Yamaguchi Y, Kagota S, Otsubo K
日-12
ムQ10カンファレンス ( メタボリックシンドロームでは酸化ストレスが亢進
神戸)
していることを示し、その治療戦略としてコエンザ
イムQ10の服用が有用であることを示した。
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n metabolic syndrome model rat
s
92. シンポジウム「医療におけるサプ 共
リメント」医薬品とサプリメント

2007年11月1 第29回日本臨床栄養学
6日-18
会総会・第28回日本臨
床栄養協会総会（京都
）

篠塚和正、窪田洋子、禰占奈美江、多田有加里、籠
田智美、梅垣敬三
サプリメントの抱える問題と可能性を薬剤師の視点
から提起し、リスク的問題の解決への取り組みと将
来的な応用の可能性について提起した。

93. 代謝症候群モデルラット尾動脈交 共
感神経伝達に対するニコランジル
の影響

2007年10月2 第20回ニコランジル研
0日
究会（東京）

橋本道男、鄭婀美、禰占奈美江、籠田智美、篠塚和
正
代謝症候群モデルラット（SHR/NDmcr-cp）では神経
のATP感受性カリウムチャネル機能が消失し、神経伝
達機能変化を起こしている可能性を示した。

94. メタボリックシンドロームの抗酸 共
化ストレス治療戦略

2007年09月1 生理機能と創薬シンポ
3日-14
ジウム (金沢)

國友 勝，山口優、籠田智美
メタボリックシンドロームでは酸化ストレスが亢進
していることを示し、その治療戦略として抗酸化剤
が有用であることを我々の知見をもとに総説した。

95. メタボリックシンドロームラット 共
SHRSP.Z-Leprfa/IzmDmcrの血管弛
緩反応の減弱とアンジオテンシン
II受容体拮抗薬による改善効果

2007年09月1 生理機能と創薬シンポ
3日-14
ジウム (金沢)

籠田智美、多田有加里、禰占奈美江、中村一基、國
友勝、篠塚和正
SHRSP.Z-Leprfa/IzmDmcr腸間膜動脈に生じる弛緩反
応減弱の発症機序として、アンジオテンシンIIによ
り引き起こされる酸化ストレスの増大が関与してい
ることを示唆した。

96. メタボリックシンドロームモデル 共
ラット（SHR.Cg-Leprcp/NDmcr）
の大脳皮質・海馬神経細胞膜のコ
レステロールレベルに対する降圧
薬の影響

2007年08月3 第＠回日本脂質栄養学
1日-9/1
会（島根）

篠塚和正、窪田洋子、籠田智美、紫藤治、國友勝、
橋本道男
SHR.Cg-Lepr cp/NDmcrの大脳費実・海馬の界面活性
剤不溶性膜分画のコレステロール量が降圧剤投与に
より増加することを明らかにし、降圧薬の長期投与
が脳内コレステロールを介してその機能に影響する
可能性を示唆した。

97. Cordycepin (3'-deoxyadenosine) 共
reduces the growth of B16-BL6
mouse melanoma cells through
the adenosine A3 receptor foll
owed by Wnt signaling pathway.

2007年05月1 第5回国際受容体・シグ Nakamura K, Yoshikawa N, Takeuchi C, Kagota S,
0日-11
ナリング・薬物作用シ Shinozuka K, Yamada S, Kunitomo M.
ンポジウム (静岡)
B16-BL6マウス悪性黒色腫細胞膜にはアデノシンA3受
容体が発現していることを放射標識リガンドを用い
たバインディングアッセイで確認するとともに、コ
ーディセピン（3’-デオキシアデノシン）がA3受容
体を刺激した後、Wntシグナル経路を介してB16-BL6
細胞の増殖を抑制することを明らかにした。

98. Changes in cardiac chronotropi 共
c and inotropic responses to b
eta and musucarinic receptor a
gonists in SHR/NDmcr-cp rats,
an animal model of metabolic s
yndrome.

2007年05月1 第5回国際受容体・シグ Tada Y, Kagota S, Nejime N, Nakamura K, Kunitom
0日-11
ナリング・薬物作用シ o M, Shinozuka K.
ンポジウム (静岡)
SHR-cpでは心肥大を伴う心機能低下がみられること
から、肥満高血圧患者における循環不全の発症の危
険性を示唆した。

99. Cancer cells effect on intrace 共
llular calcium ion levels of v
ascular endothelial cells via
P2Y receptors

2007年05月1 第5回国際受容体・シグ Nejime N, Yoshihara R, Tanaka N, Kagota S, Tada
0日-11
ナリング・薬物作用シ
Y, Yoshikawa N, Nakamura K, Kunitomo M, Shinoz
ンポジウム (静岡)
uka K.
癌細胞から遊離したATPが、P2Y受容体を介して血管
内皮細胞のカルシウム応答を引きおこすことを示し
た。

100. たばこ煙中のperoxynitrite様反 共
応物質はアポE欠損マウスの酸化
ストレスを増加させ粥状動脈硬化
を促進させる

2007年03月1 第80回日本薬理学会近
6日
年会（名古屋）

山口優、吉川紀子、原田敦子、籠田智美、萩中淳、
中村一基、國友勝

101. 生活習慣病モデルラット(SHRmcr- 共
cp)の大脳皮質・海馬におけるア
ムロジピンとモキソニジンによる
神経細胞膜コレステロール増加作
用

2007年03月1 第80回日本薬理学会近
6日
年会（名古屋）

橋本道男、籠田智美、窪田洋子、國友勝、紫藤治、
篠塚和正
SHR－cpラットにおいて、降圧剤（アムロジピンおよ
びモキソニジン）の長期投与は脳内コレステロール
代謝に影響を及ぼし、記憶学習機能に影響する可能
性を示唆した。

102. SHR/NDmcr-cp ラット血管交感神 共
経伝達におけるプリン受容体作動
性調節機構の変化

2007年03月1 第80回日本薬理学会近
4日
年会（名古屋）

禰占奈美江、籠田智美、吉原涼子、田中直子、鄭婀
美、窪田洋子、中村一基、國友勝、篠塚和正
SHR-cpに降圧薬を投与することにより、血中プリン
量の増加およびノルアドレナリン刺激に伴う尾動脈
プリン物質遊離の減少が生じたことから、プリン性
交感神経伝達調節機構の減弱に血圧が関与している
ことが示唆された。

103. 生活習慣病モデルラット腸間膜動 共
脈における血管弛緩反応の減弱と
テルミサルタンによる改善効果

2007年03月1 第80回日本薬理学会近
4日
年会（名古屋）

籠田智美，多田有加里，禰占奈美江、中村一基，国
友勝，篠塚和正
アンジオテンシンII受容体拮抗薬の投与は、生活習
慣病モデルラット腸間膜動脈の血管弛緩反応性低下
を改善すること、その機序として酸化ストレス減少
の関与を示した

104. メタボリックシンドロームモデル 共
SHR/NDmcr-cpラットの心機能の特
異性

2007年03月1 第80回日本薬理学会近
4日
年会（名古屋）

多田有加里，籠田智美，禰占奈美江、中村一基，国
友勝，篠塚和正
高血圧に肥満が合併発症したSHR-cpでは、心室に加
え心房も肥大すること、心拍数および心収縮力の減
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少が生じることを見いだし、肥満高血圧患者におい
ては心機能低下による循環不全がおきやすいことを
示唆した。
105. 冬虫夏草の成分コーディセピンに 共
よりマウスメラノーマ細胞のがん
転移抑制には血小板凝集抑制が関
与する

2007年03月1 第80回日本薬理学会近
4日
年会（名古屋）

106. 新規メタボリックシンドロームモ 共
デルラットの腸間膜動脈における
血管弛緩反応性

2007年02月9 第36回 心血管作動物質 籠田智美、国友勝、中村一基、篠塚和正
日
学会 (徳島)
新規メタボリックシンドロームモデルラット(SHRSP
・ZF)の腸間膜動脈に生じる弛緩反応減弱は、NOに対
する感受性低下およびeNOSアンカップリングが関与
していることを示唆した。

107. 生活習慣病モデルラット(SHR/NDm 共
cr-cp)の尾動脈交感神経伝達に対
するニコランジルの影響

2006年11月1 第110回日本薬理学会近 鄭婀美, 禰占奈美江, 籠田智美, 多田有加里, 橋本
0日
畿部会 (京都)
道男, 篠塚和正
ニコランジルは、WKYおよびWistarラットにおける尾
動脈交感神経終末からのノルアドレナリン遊離を抑
制するが、SHR-cpでは抑制しないことを見いだし、S
HR-cpではKATPチャネル機能が減弱していることを示
した。

108. Abnormalities of nitric oxide- 共
mediated vasorelaxations in a
rat model of metabolic syndrom
e: Involvement of peroxynitrit
e formation

2006年10月2 2nd International Sym Kagota S, Tada Y, Kubota Y, Nejime N, Yamaguchi
2日
posium on Lifestyle R Y, Nakamura K, Kunitomo M, Shinozuka K.
elated Diseases (Nish メタボリックシンドロームモデルラットの胸部大動
inomiya)
脈では拡張反応の減弱が生じており、その機序とし
てパーオキシナイトライトの関与を示した。

109. Effects of Ginkgo biloba extra 共
ct feeding on aged spontaneous
ly hypertensive rats

2006年10月2 2nd International Sym
2日
posium on Lifestyle R
elated Diseases, 2006
. 10. 22 (Nishinomiya
)

110. Changes in oxidative-nitrative 共
stress in a new animal model
of metabolic syndrome, SHR/SPZ
F rats

2006年10月2 2nd International Sym Yamagucni Y, Yoshikawa N, Nagase M, Kagota S, H
2日
posium on Lifestyle R aginaka J, Nakamura K, Kunitomo M.
elated Diseases (Nish
inomiya)

111. Nicorandil may change the symp 共
athetic nerve activity of SHR/
NDmcr-cp rats.

2006年10月2 2nd International Sym Tei A, Tabuchi M, Nejime N, Kubota Y, Kagota S,
2日
posium on Lifestyle R Higashino H, Hashimoto M, Shinozuka K.
elated Diseases (Nish ニコランジル投与はSHR-cpの心拍数および活動度に
inomiya)
影響を与えなかったが、暗期における収縮期血圧を
有意に低下させた。その機序として、ニコランジル
が交感神経を介した血管収縮機能を抑制的に制御す
る可能性を示唆した。

112. Cordycepin, an active ingredie 共
nt of cordyseps sinensis, redi
ces the grouth of human promye
locytic leukemia cells

2006年10月2 2nd International Sy Yoshikawa N, Nakamura K, Yamaguchi Y, Kagota S,
2日
mposium on Lifestyle
Shinozuka K, Kunitomo M.
Related Diseases (Nis
hinomiya)

113. Effect of antihypertensive dru 共
gs on lipid profiles of the ce
rebral cortex and hippocampus
in obese and hypertensive SHR/
NDmcr-cp rats.

2006年10月2 2nd International Sym
2日
posium on Lifestyle R
elated Diseases (Nish
inomiya)

114. Vascular endothelial dysfuncti 共
on in metabolic syndrome

2006年10月2 2nd International Sym Kagota S, Yamaguchi Y, Kunitomo M, Shinozuka K.
2日
posium on Lifestyle R メタボリックシンドロームにおける血管内皮細胞の
elated Diseases (Nish 機能変化について、我々の知見を中心に総説した。
inomiya)

115. Influence of hypertension on d 共
ysfunction of regulation of ad
renergic neurotransmission in
SHR/NDmcr-cp rats

2006年10月2 2nd International Sym
2日
posium on Lifestyle R
elated Diseases (Nish
inomiya)

116. Influence of Ginkgo biloba ext 共
ract Feeding on Heart rate, Bl
ood pressure and various blood
parameters in aged spontaneou
sly hypertensive rats

2006年10月2 The 12th Internationa Kubota Y, Kagota S, Tada Y, Nejime N, Nakamura
0日-21
l Symposium on SHR (K K, Kunitomo M, Umegaki K, Shinozuka K.
yoto)
老齢SHRラットにおいては、イチョウ葉エキス(GBE)
の摂取により、心拍数の低下および末梢血流速度の
低下が起きることを見いだした。この結果は、老齢
者におけるGBEの使用に注意を喚起するものである。

117. Effects of nicorandil on sympa 共
thetic nerve activity in SHR/N
Dmcr-cp rats

2006年10月2 The 12th Internationa Tei A, Tabuchi M, Nejime N, Kubota Y, Kagota S,
0日-21
l Symposium on SHR (K Higashino H, Hashimoto M, Shinozuka K.
yoto)
SHR-cpにKチャネル開口薬であるニコランジルを投与
すると、その心拍数および活動度には影響を与えな
かったが、収縮期血圧を低下させる効果が認められ
た。

118. Effects of hypotensive agents 共
on dysfunctional sympathetic n

2006年10月2 The 12th Internationa Nejime N, Kagota S, Yoshihara R, Tanaka N, Tei
0日-21
l Symposium on SHR (K A, Kubota Y, Nakamura K, Kunitomo M, Shinozuka
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吉川紀子、中村一基、山口優、禰占奈美江、籠田智
美、篠塚和正、國友勝

Kubota Y, Kagota S, Tada T, Nejime N, Nakamura
K, Kunitomo M, Umegaki K, Shinozuka K.
イチョウ葉エキス(GBE)摂取は、老齢SHRラットの心
拍数および末梢血流速度を低下させること、肝機能
障害を発症させることを見いだした。老齢者のGBE使
用には注意が必要であると考える。

Hashimoto M, Kubota Y, Kagota S, Katakura T, En
khjargal B, Kunitomo M, Shinozuka K.
SHR－cpラットにおけるアムロジピンおよびモキソニ
ジン長期投与は、脳内コレステロール代謝に影響を
及ぼすことを明らかとし、記憶学習機能に影響する
可能性を示唆した。

Nejime N, Kagota S, Yoshihara R, Tanaka N, Tei
A, Kubota Y, Nakamura K, Kunitomo M, Shinozuka
K.
SHR-cpに降圧薬を処置することにより血中プリン物
質量は増加するものの、交感神経シナプス前アデノ
シン受容体の機能低下は改善されないことから、そ
の発症原因として血圧が関連しないことを示した。
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erve regulation by A1-receptor
in SHR/NDmcr-cp rats

yoto)

K.
SHR-cp尾動脈に生じるアデノシンレセプターを介し
た交感神経伝達物質遊離調節機構の機能低下に降圧
薬処置は改善効果を示さなかったことから、その発
症機序に血圧の関与は低いことを示唆した。

119. PEROXINITRITE FORMATION IS INV 共
OLVED IN VASCULAR ENDOTHELIAL
DYSFUNCTION IN A RAT MODEL OF
METABOLIC SYNDROME

2006年10月2 The 12th Internationa Kagota S, Tada Y, Nejime N, Yamaguchi Y, Nakamu
0日-21
l Symposium on SHR (K ra K, Kunitomo M, Shinozuka M.
yoto)
SHR/NDmcr-cp胸部大動脈に生じる弛緩反応の減弱に
、パーオキシナイトライト産生亢進が関与している
ことを示唆した。

120. The administration of antihype 共
rtensive drugs increases the c
ortico-hippocampal cholesterol
contents in obese and hyperte
nsive SHR/NDmcr-cp rats.

2006年10月2 The 12th Internationa Hashimoto M, Kubota Y, Kagota S, Katakura T, En
0日-21
l Symposium on SHR (K khjargal B, Kunitomo M, Shinozuka K.
yoto)
アムロジピンおよびモキソニジンの長期投与は、SHR
－cpラットの脳内コレステロール代謝に影響を及ぼ
し記憶学習機能に影響する可能性を示唆した。

121. Peroxinitrite formation is inv 共
olved in vascular endothelial
dysfunction in rat model of me
tabolix syndrome

2006年10月1 The 21st Scientific m
9日
eeting of the interna
tional society of hyp
ertension (Fukuoka)

122. ATP regulates macromolecular p 共
ermeability in microvessel via
P2Y receptor.

2006年09月2 The 18th Japan-Korea Yoshihara R, Nejime N, Tanaka N, Kagota S, Tada
3日-24
joint seminar on Phar Y, Nakamura K, Kunitomo M, Shinozuka K.
macology (Fukui)

123. Difference in adhesive potenti 共
al to substrate adhesive molec
ules (collagen IV, laminin or
fibronectin) among B16-F0, -F1
, F-10 and BL6 mouse melanoma
cell lines.

2006年09月2 The 18th Japan-Korea Yoshikawa N, Nakamura K, Yamaguchi Y, Kagota S,
3日-24
joint seminar on Phar Shinozuka K, Kunitomo M.
macology (Fukui)

124. Mechanisms for abnormalities o 共
f nitric oxide-mediated vasore
laxations in SHR/NDmcr-cp (cp/
cp) rats, an animal model of m
etabolic syndrome.

2006年07月2 The 15th World Congre
日-7
ss of Pharmacology (I
UPHAR2006) (Beijing,
China)

125. Cordycepinm an active ingredie 共
nt of Cordyceps sincesis, inhi
bits tumor growth by stimulati
ng adenosine A3 receptor.

2006年07月2 The 15th World Congre Yoshikawa N, Nakamura K, Yamaguchi Y, Kagota S,
日-7
ss of Pharmacology (I Shinozuka K, Kunitomo M.
UPHAR2006) (Beijing,
China)

126. マウスメラノーマ細胞の転移能に 共
おける細胞径およびintegrinβ１
タンパク発現の関与

2006年06月1 第109回日本薬理学会近 吉川紀子、中村一基、永江茉莉子、山口優、籠田智
6日
畿部会（倉敷）
美、篠塚和正、國友勝
がん細胞から分泌されるADPが惹起する血小板凝集に
対して、コーディセピンはアデノシンA2A 受容体を
選択的に刺激することにより抑制作用を示すことを
明らかにした。

127. テルミサルタンはメタボリックシ 共
ンドロームモデルラット腸間膜動
脈の弛緩反応低下を改善する

2006年05月2 第６回日本NO学会（東
5日
京）

籠田智美、窪田洋子、禰占奈美江、中村一基、国友
勝、篠塚和正
SHR-cpラットの腸間膜動脈においてテルミサルタン
処置は、NOに対する弛緩反応性の改善およびEDHFを
介する弛緩反応の増加により、弛緩反応を改善させ
ることを明らかにした。

128. コーディセピン（3'-デオキシア 共
デノシン）によるアデノシン受容
体を介する血小板凝集抑制作用

2006年03月8 第79回日本薬理学会年
日-9
会（横浜）

吉川紀子、中村一基、山口優、籠田智美、永江茉莉
子、篠塚和正、国友勝
がん細胞から分泌されるADPが惹起する血小板凝集に
対して、コーディセピンはアデノシンA2A 受容体を
選択的に刺激することにより抑制作用を示すことを
明らかにした。

129. メタボリックシンドロームモデル 共
ラットに増加する酸化ストレスに
対する coenzyme Q10 の抑制作用

2006年03月8 第79回日本薬理学会年
日-9
会（横浜）

山口優、吉川紀子、原田敦子、籠田智美、萩中淳、
中村一基、国友勝
メタボリックシンドロームモデルであるSHR/cpラッ
トにcoenzyme Q10を長期投与すると、加齢に伴い増
加する酸化ストレスが著明に抑制され、血圧の増加
が抑制されることを明らかにした。

130. SHR/NDmcr-cp(SHR-cp)の交感神経 共
伝達機能に対するニコランジルの
影響

2006年03月8 第79回日本薬理学会年
日-9
会（横浜）

鄭婀美、田渕正樹、禰占奈美江、窪田洋子、籠田智
美、東野英明、橋本道男、国友勝、篠塚和正
ニコランジル投与により、交感神経活動の低下が認
められ、さらに摘出尾動脈の電気的刺激による収縮
反応が抑制されたことから、ニコランジルは血管交
感神経終末からのノルエピネフリン遊離を抑制する
可能性が示された。

131. ラットにおけるニカルジピンの降 共
圧作用に対するイチョウ葉エキス
短期投与の影響

2006年03月8 第79回日本薬理学会年
日-9
会（横浜）

窪田洋子、梅垣敬三、籠田智美、禰占奈美江、中村
一基、国友勝、篠塚和正
イチョウ葉エキスの短期投与により、肝のP-450が阻
害され、ニカルジピンの効果が強まる可能性を示し
た。

132. 生活習慣病モデルラット大動脈に 共

2006年03月8 第79回日本薬理学会年

籠田智美、窪田洋子、禰占奈美江、山口優、中村一

22

Kagota S, Tada Y, Nejime N, Yamaguchi Y, Nakamu
ra K, Kunitomo M, Shinozuka K.
SHR/NDmcr-cp胸部大動脈では、一酸化窒素を介した
弛緩反応の減弱が生じており、その機序にパーオキ
シナイトライトが関与していることを示した。

Kagota S, Kubota Y, Yamaguchi Y, Nejime N, Naka
mura K, Kunitomo M, Shinozuka K.
SHR/NDmcr-cp胸部大動脈では、NOに対する反応性が
減弱していることにより拡張機能が低下しているこ
とを明らかとし、その機序として酸化ストレスの関
与を示唆した。
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２．学会発表
生じるNO産生能亢進に対する各種
降圧薬の効果

日-9

会（横浜）

基、国友勝、篠塚和正
生活習慣病モデルラット大動脈に生じるNO産生能の
亢進は、血圧上昇によるものではなく、活性酸素産
生亢進が関与していることを示した。

133. 生活習慣病モデルラット尾動脈に 共
おけるプリン作動性交感神経伝達
調節機能の減弱に対する降圧薬の
影響

2005年11月1 第108回日本薬理学会近 禰占奈美江、籠田智美、田中直子、窪田洋子、鄭婀
1日
畿部会（西宮）
美、中村一基、国友勝、篠塚和正
SHR/NDmcr-cp尾動脈におけるプリン作動性交感神経
伝達機能の消失が高血圧に起因するか否かについて
検討した。降圧薬処置による影響が見られなかった
ことから、血圧以外の因子によるものである可能性
が示された。

134. ヒトがん細胞に対する培養冬虫夏 共
草水抽出物及びその成分であるco
rdycrpinの増殖抑制効果

2005年11月1 第108回日本薬理学会近 吉川紀子、中村一基、山口優、籠田智美、永江茉莉
1日
畿部会（西宮）
子、篠塚和正、国友勝
培養冬虫夏草及びコーディセピンは、ヒトがん細胞
(HT1080, Caco-2, CW-2) に対して細胞増殖抑制作用
を示すことを明らかにした。

135. 高血圧・肥満自然発症ラット(SHR 共
/NDmcr-cp)に対するニコランジル
の影響

2005年10月5 第33回薬物活性シンポ
日
ジウム（新潟）

鄭婀美、田渕正樹、禰占奈美江、窪田洋子、籠田智
美、東野英明、橋本道男、篠塚和正
生体遠隔測定法(biotelemetry)による循環パラメー
タの測定により、ニコランジルはSHR/NDmcr-cpの活
動期の血圧を低下させた。また、血圧変動スペクト
ル解析により、交感神経活動がニコランジル投与に
より低下している可能性が示された。

136. SHR/NDmcr-cp(cp/cp)ラットの循 共
環動態に対するイチョウ葉エキス
食摂取の影響

2005年10月2 第55回日本薬学会近畿
9日
支部総会大会（西宮）

佐藤真由子、窪田洋子、籠田智美、禰占奈美江、中
村一基、国友勝、梅垣敬三、篠塚和正
SHR/NDmcr-cpの循環パラメータを生体遠隔測定法(bi
otelemetry)により測定し、イチョウ葉エキスの影響
について検討した。その結果、イチョウ葉エキスは
心拍数に対し、抑制的に作用することが示された。

137. 生活習慣病モデルラットの循環器 共
系機能に及ぼすイチョウ葉エキス
の影響

2005年09月2 第41回高血圧関連疾患
日-3
モデル学会学術集会（
札幌）

窪田洋子、籠田智美、中村一基、国友勝、篠塚和正
イチョウ葉エキスの長期投与は生活習慣病モデルラ
ットの血圧上昇を抑制すること、その機序として内
皮細胞のNO産生亢進が関与していることを示した。

138. 生活習慣病モデルラット胸部大動 共
脈における血管弛緩反応減弱に対
する降圧薬の効果

2005年09月2 第41回高血圧関連疾患
日-3
モデル学会学術集会（
札幌）

籠田智美、窪田洋子、中村一基、国友勝、篠塚和正
SHR-cp胸部大動脈にみられるsGC蛋白発現の低下は血
圧上昇に伴って生じた変化であること、一方、NO産
生能の亢進は血圧上昇以外の因子による変化である
ことを示した。

139. Cordycepin (3’-deoxyadenosine 共
) functions as an adenosine A3
receptor agonist to tumor cel
ls and adenosine A2A receptor
agonist to platelets.

2005年08月2 The 25th Internationa
日-4
l symposium of the Sa
pporo cancer seminar
foundation (Yamagata)

Nakamura, K., Yoshikawa, N., Yamaguchi, Y., Kag
ota, S., Shinozuka K., Kunitomo, M
コーディセピンはアデノシンA3 受容体を刺激してが
ん細胞増殖抑制作用を示し、アデノシンA2A 受容体
を刺激して血小板凝集抑制作用を示すことを明らか
にした。

140. P2Y受容体を介した内皮細胞間物
質透過促進機構

2005年06月2 第107回日本薬理学会近 禰占奈美江、籠田智美、窪田洋子、中村一基、国友
4日
畿部会（金沢）
勝、橋本道男、篠塚和正
P2Y受容体を介した内皮細胞物質透過促進機構にはML
CK活性化もしくはRhoキナーゼ活性化が重要である可
能性を示した。

共

141. マウスメラノーマ細胞の血小板凝 共
集作用に対するcordycepin (3'-d
eoxyadenosine) の抑制効果

2005年06月2 第107回日本薬理学会近 吉川紀子、中村一基、山口優、籠田智美、篠塚和正
4日
畿部会（金沢）
、国友勝
コーディセピンは、がんの転移に関与している血小
板凝集を抑制することを in vitro で明らかにした
。

142. ラット赤血球における細胞内カル 共
シウムイオンレベルに対するATP
の影響

2005年06月2 第107回日本薬理学会近 遊道桂子、田中直子、禰占奈美江、籠田智美、窪田
4日
畿部会（金沢）
洋子、中村一基、国友勝、篠塚和正
細胞外ATPが赤血球の変形能を低下させるとともに、
その細胞内カルシウムレベルを増加させることが明
らかとなった。さらに、このカルシウム動員機構に
はP2受容体を介した細胞内カルシウムストアが関与
していることが示唆された。

143. Balance between EDHF and NO re 共
leased from renal arteries of
SHR/NDmcr-cp rats, a model of
metabolic syndrome

2005年06月1 Symposium on Mechanis
日-2
ms of vasodilation &
EDHF (Antwerpen, Belg
ium)

Kagota S, Kubota Y, Nejime N, Nakamura K, Kunit
omo M, Shinozuka K
生活習慣病ラットSHR/NDmcr-cpラットの腎動脈では
、一酸化窒素の産生が低下することにより血管弛緩
反応性が減弱していることを示した。

144. メタボリックシンドロームモデル 共
ラットの腎動脈におけるNOおよび
EDHFの産生バランス

2005年04月2 第５回日本NO学会（札
7日-28
幌）

籠田智美、窪田洋子、禰占奈美江、中村一基、国友
勝、篠塚和正
生活習慣病ラットSHR/NDmcr-cpラットをテルミサル
タンで処置すると、腎動脈において内皮由来過分極
因子を介する弛緩反応が増加することにより弛緩反
応性が改善することを示した。

145. アデノシンデアミナーゼ阻害薬で 共
あるペントスタチンはコーディセ
ピンのマウスメラノーマ細胞とル
イス肺癌細胞に対する細胞増殖抑

2005年03月2 第78回日本薬理学会総
4日
会（横浜）

吉川紀子、中村一基、山口優、籠田智美、篠塚和正
、国友勝
アデノシンデアミナーゼ阻害剤であるペントスタチ
ンはコーディセピンのマウスメラノーマ細胞とルイ
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２．学会発表
制作用を著しく増強する

ス肺癌細胞に対する細胞増殖抑制作用を著しく増強
することを明らかにした。

146. 生活習慣病モデルラットのNO/cGM 共
P依存性血管弛緩反応の特異性

2005年03月2 第78回日本薬理学会総
2日
会（横浜）

籠田智美、窪田洋子、禰占奈美江、山口優、中村一
基、国友勝、篠塚和正
生活習慣病モデルラットSHR/NDmcr-cp/cpの胸部大動
脈では、高血圧のみを発症しているleanSHRに比べ、
平滑筋におけるNOに対する反応性は同程度である一
方で、内皮細胞からのNO産生は一過性に亢進するこ
とを明らかにした。

147. SHR/NDmcr-cp(cp/cp)ラットに及
ぼすイチョウ葉エキスの影響

共

2005年03月2 第78回日本薬理学会総
2日
会（横浜）

窪田洋子、籠田智美、禰占奈美江、中村一基、国友
勝、梅垣敬三、篠塚和正
生活習慣病モデルラットにおいて、イチョウ葉エキ
スが抗高血圧作用示すことを明らかにするとともに
、その機序として内因性NO産生亢進が関与すること
を示唆した。

148. メタボリックシンドロームモデル 共
ラットの冠血管リスクとしての酸
化ストレスの関与

2005年03月2 第78回日本薬理学会総
2日
会（横浜）

山口優、吉川紀子、原田敦子、奈須史子、籠田智美
、萩中淳、中村一基、国友勝
メタボリックシンドロームを発症しているSHR/NDmcr
-cp (cp/cp) ラットにおいて加齢及び病態の進行に
伴い冠血管障害初期のマーカーである高感度CRPが増
加していることを明らかにした。

149. マウスにおけるcordycepin (3'-d 共
eoxyadenosine)の血管新生抑制作
用

2004年11月5 第106回日本薬理学会近 吉川紀子、中村一基、山口優、籠田智美、篠塚和正
日
畿部会（京都）
、国友勝
Cordycepinはマウスへの経口投与により、血管新生
抑制作用を示すことを明らかにした。

150. Anti-tumor effect of cordycepi 共
n (3'-deoxy adenosine) through
adenosine A3 receptor.

2004年10月2 7th International con Nakamura K, Yoshikawa N, Yamaguchi Y, Kagota S,
5日-30
ference of anticancer Shinozuka K, Kunitomo M
research (Greece)
マウスB16-BL6メラノーマ細胞とLewis肺癌細胞を用
いたin vivo実験により、コーディセピンはアデノシ
ンA3受容体を刺激することで抗癌作用を示すことを
明らかにした。

151. メタボリックシンドロームモデル 共
ラット胸部大動脈におけるNO産生
能

2004年09月1 第40回日本SHR学会（大 籠田智美、国友 勝、篠塚和正
7日
阪）
メタボリックシンドロームのモデルラットである肥
満SHRラットSHR/NDmcr-cp (cp/cp) の胸部大動脈に
おける内皮細胞NO産生能は加齢に伴い亢進すること
を明らかとし、この変化が高血圧以外の因子により
誘導されることを示唆した。

152. メタボリックシンドロームモデル 共
ラットに増加する酸化ストレスと
ビタミンEの効果

2004年07月2 第36回日本動脈硬化学
3日-24
会総会（福岡）

153. Codycepin経口投与によるマウス
癌細胞増殖抑制作用

2004年06月1 第105回日本薬理学会近 吉川紀子、中村一基、山口優、籠田智美、篠塚和正
8日
畿部会（徳島）
、国友勝
マウス足蹠皮下に接種されたメラノーマ細胞の増殖
がCordycepinの経口投与により有意に抑制されるこ
とを明らかにした。

共

山口優、吉川紀子、原田敦子、奈須史子、籠田智美
、萩中淳、中村一基、国友勝
メタボリックシンドロームのモデル動物SHR/NDmcr-c
p/cpにおいて、酸化ストレスが著名に増加すること
を明らかとし、ビタミンEのような抗酸化剤は本症候
群の症状を軽減しないが抗動脈硬化作用を有するこ
とが期待された。

154. Salt loading causes dysfunctio 共
n of the nitric oxide-mediated
signal transduction pathway i
n stroke-prone spontaneously h
ypertensive rat aortas

2004年05月2 The 3rd International
6日
Conference on the Bi
ology, Chemistry, and
Therapeutic Applicat
ions of Nitric Oxide
（奈良）

Kagota S, Shinozuka K, Tanaka N, Kubota Y, Yama
guchi Y, Nakamura K, Kunitomo M.
食塩負荷によりSHRSP胸部大動脈における弛緩反応が
著しく減弱すること、また、その機序として，可溶
性グアニル酸シクラーゼ活性の低下やプロテインキ
ナーゼG活性の低下が関与することを示唆した。

155. Impairment of the salt loading 共
on nitric oxide-mediated rela
xation system in aortas from s
troke-prone spontaneously hype
rtensive rats loaded with salt

2004年05月1 The 11th Internationa
6日
l Symposium on the SH
R and Cardiovascular
Risk-genetic to Disea
se Prevention (Portla
nd, Ore, USA)

Kagota S, Shinozuka K, Yamaguchi Y, Tanaka N, K
ubota Y, Nakamura K, Kunitomo M.
食塩負荷により生じるSHRSP胸部大動脈における弛緩
反応減弱の機序として，内皮細胞における一酸化窒
素産生能の低下ではなく、平滑筋細胞における可溶
性グアニル酸シクラーゼやプロテインキナーゼG活性
の低下が関与することを示唆した。

156. Change of purinergic prejuncti 共
onal modulation on NE-release
from sympathetic nerves in the
caudal artery of SHR/NDmcr-cp
rat (SHR-cp)

2004年05月1 The 11th Internationa
6日
l Symposium on the SH
R and Cardiovascular
Risk-genetic to Disea
se Prevention (Portla
nd, Ore, USA)

Tanaka N, Nejime N, Kagota S, Kubota Y, Nakamur
a K, Kunitomo M, Hashimoto M, Yamamoto R, Shino
zuka K
SHR-cpラット尾動脈において、P1受容体を介した交
感神経抑制作用はWKYに比して弱く、このため肥満高
血圧モデルラットでは、交感神経節P1受容体の機能
不全がおこっている可能性が示された。

157. Anti-hypertensive effects of d 共
ietary supplements in spontane
ously hypertensive rat

2004年05月1 The 11th Internationa
6日
l Symposium on the SH
R and Cardiovascular
Risk-genetic to Disea
se Prevention (Portla
nd, Ore, USA)

Kubota Y, Kobayashi K, Umegaki K, Tanaka N, Kag
ota S, Nakamura K, Kunitomo M, Shinozuka K
Wistar-KyotoラットとSHRラットに、ブラジル産プロ
ポリス、GBE、杜仲茶を長期投与し、それらの循環に
与える影響について検討した。その結果、プロポリ
ス、GBE、杜仲茶にはいずれもAchの血管弛緩反応を
増強することによる抗高血圧作用が認められた。
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158. Fatty acid composition and lip 共
id peroxide of plasma and hipp
ocampus of Wistar-Kyoto and SH
R/NDmcr-cp (SHR-cp) rats.

2004年05月1 The 11th Internationa
6日
l Symposium on the SH
R and Cardiovascular
Risk-genetic to Disea
se Prevention (Portla
nd, Ore, USA)

Hashimoto M, Kubota Y, Tanaka N, Yamaguchi Y, F
ujii Y, Kagota S, Shido O, Kunitomo M, Shinozuk
a K.
海馬における脂質の過酸化は血漿中の脂肪酸量には
関連せず、加齢により増加することが示され、この
ことから、ラットにおけるspatial cognitive機能の
低下は高血圧・高脂血症や糖尿病より、加齢に関連
したエフェクターにより引き起こされる可能性が示
された。

159. Characteristics of vasorelaxat 共
ion response in the rat model
of the metabolic syndrome

2004年05月1 Lifestyle related dis
3日
eases-Perspectives fo
r primary prevention
and treatment in anim
al models and humans
(Spokane, WA, USA)

Kagota S, Shinozuka K, Tanaka N, Kubota Y, Yama
guchi Y, Nakamura K, Kunitomo M.
メタボリックシンドロームを発症しているSHR/NDmcr
-cp (cp/cp) の胸部大動脈においては、内皮細胞のN
O産生能は亢進しているにもかかわらず、平滑筋細胞
のNOに対する弛緩反応性が減弱していることにより
、血管拡張能は低下していることを明らかにした。

160. Age-related changes in fatty a 共
cid composition of plasma and
hippocampus of Wistar-Kyoto an
d SHR/NDmcr-cp (SHR-cp) rats.

2004年05月1 Lifestyle related dis
3日
eases-Perspectives fo
r primary prevention
and treatment in anim
al models and humans
(Spokane, WA, USA)

Hashimoto M, Kubota Y, Tanaka N, Yamaguchi Y, F
ujii Y, Kagota S, Shido O, Kunitomo M, Shinozu
ka K.
海馬における過酸化脂質の増加は、血漿中の脂肪酸
レベルの著しい上昇とは関連が薄く、加齢により引
き起こされることを示した。

161. Elevated biomarkers of oxidati 共
ve stress in rats with the met
abolic syndrome: effects of su
pplementary antioxidant vitami
n E

2004年05月1 Lifestyle related dis
3日
eases-Perspectives fo
r primary prevention
and treatment in anim
al models and humans
(Spokane, WA, USA)

Yamaguchi Y, Yoshikawa N, Harada A, Nasu F, Kag
ota S, Haginaka J, Nakamura K, Kunitomo M.
メタボリックシンドロームのモデル動物SHR/NDmcr-c
p/cpにおいて、酸化ストレスが著名に増加すること
を明らかとし、ビタミンEのような抗酸化剤は本症候
群の症状を軽減しないが、抗動脈硬化作用を有する
ことが期待された。

162. Anti-tumor activity of cordyce 共
pin in mice

2004年05月1 Lifestyle related dis
3日
eases-Perspectives fo
r primary prevention
and treatment in anim
al models and humans
(Spokane, WA, USA)

Yoshikawa N, Nakamura K, Yamaguchi Y, Kagota S,
Shinozuka K, Kunitomo M
マトリゲルと混合したB16-BL6マウスメラノーマ細胞
の増殖能がコーディセピンの経口投与によって有意
に抑制されることをin vivo実験により明らかにした
。

163. Dysfunction of purinergic regu 共
lation of sympathetic neurotra
nsmission in SHR/NDmcr-rp rat
(SHR-cp).

2004年05月1 Lifestyle related dis
3日
eases-Perspectives fo
r primary prevention
and treatment in anim
al models and humans
(Spokane, WA, USA)

Tanaka N, Nejime N, Kagota S, Kubota Y, Nakamur
a K, Kunitomo M, Hashimoto M, Yamamoto R, Shino
zuka K.
SHR-cpラット尾動脈においては、交感神経伝達物質
遊離の抑制的調節がP2受容体ではなくP1受容体を介
してはたらくことを明らかにした。

164. Anti-hypertensive effects of b 共
razilian propolis in spontaneo
usly hypertensive rats.

2004年05月1 Lifestyle related dis
3日
eases-Perspectives fo
r primary prevention
and treatment in anim
al models and humans
(Spokane, WA, USA)

Kubota Y, Kobayashi K, Umegaki K, Tanaka N, Kag
ota S, Nakamura K, Kunitomo M, Shinozuka K.
プロポリスおよび杜仲茶は自然発症高血圧ラットに
対して抗高血圧効果を示すことを明らかとし、その
機序には内皮依存性血管弛緩作用の増強が関与する
ことを示唆した。

165. 食塩負荷脳卒中易発症高血圧ラッ 共
ト胸部大動脈に生じるNO-cGMP系
弛緩反応減弱のメカニズム

2004年03月9 第77回日本薬理学会年
日
会（大阪）

籠田智美・山口優・田中直子・窪田洋子・中村一基
・篠塚和正・国友勝
食塩負荷により生じるSHRSP胸部大動脈における弛緩
反応の減弱は、sGC蛋白量の減少、cGMPの分解亢進で
はなく、cGMPより下流の弛緩反応過程における機能
低下であることを示唆した。

166. ラット赤血球のカルシウムイオン 共
レベルに対するATPの影響

2004年03月8 第77回日本薬理学会年
日
会（大阪）

遊道桂子，田中直子，窪田洋子，籠田智美，中村一
基，国友 勝，篠塚和正
細胞外ATPが赤血球の細胞内カルシウムイオン上昇を
引き起こすことを見いだすと共に、この作用がATP遊
離および膜の変形能に密接に連関することを発表し
た。

167. 選択的PKC阻害剤であるPKC412は 共
インテグリンを介してマウスメラ
ノーマ細胞の浸潤能を減弱させる

2004年03月8 第77回日本薬理学会年
日
会（大阪）

吉川紀子・中村一基・山口優・籠田智美・篠塚和正
・国友勝
PKC412による癌細胞の浸潤抑制作用機序として、int
egrin beta 1タンパク発現量の低下を介する癌細胞
の細胞外マトリックスへの接着能抑制が示唆された
。

168. ラット胸部大動脈狭窄により誘導 共
される胸部大動脈アンジオテンシ
ンⅡタイプ２受容体の機能

2004年03月1 第77回日本薬理学会年
0日
会（大阪）

屋山勝俊・日吉裕美・堀井美幸・鷹野正興・岡本博
・籠田智美・国友勝
腹部大動脈狭窄圧負荷モデルラットの胸部大動脈に
おいては、アンジオテンシンAT1受容体を介してAT2
受容体の発現が亢進すること、また、このAT2受容体
はアンジオテンシンⅡのAT1受容体を介する血管収縮
応答を負に制御することを示唆した。

169. PeroxynitriteによるLDL酸化変性 共
に及ぼすフルバスタチンの抑制作
用

2004年03月1 第77回日本薬理学会年
0日
会（大阪）

山口優・籠田智美・奈須史子・萩中淳・国友勝
タバコ煙水抽出液（CSE）により生じる血漿リポ蛋白
の酸化変性がフルバスタチン処置により著明に抑制
されることを、in vitro及びin vivoで明らかにした
。
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170. Codycepin（3'-deoxyadenosine） 共
によるマウスメラノーマ細胞の肺
転移抑制とその機序

2003年11月7 第104回日本薬理学会近 吉川紀子・中村一基・木葉敬子・山口優・籠田智美
日
畿支部会（大阪）
・篠塚和正・国友勝
Cordycepinには、癌細胞の増殖能に影響を与えない
条件において、生体内で、癌転移抑制作用のあるこ
とが確認された。その作用機序には、癌細胞の転移
形成過程において重要とされる浸潤能の抑制が関与
していることが認められた。その抑制作用部位はpro
-matrix metalloproteinaseおよびintegrin beta 1
ではないことが示唆された。

171. 血管内皮細胞層透過性に対するAT 共
Pの影響

2003年11月7 第104回日本薬理学会近 禰占奈美江・田中直子・窪田洋子・籠田智美・中村
日
畿支部会（大阪）
一基・高橋幸一・橋本道男・国友勝・篠塚和正
P2Y受容体を介した細胞外ATPの血管内皮細胞面積減
少作用は、毛細血管における物質透過性に促進的に
影響することを示した。

172. Upregulation of AT2 receptor a 共
fter aortic constriction

2003年09月2 57th Annual Fall Conf
3日-26
erence and Scientific
Sessions of the Coun
cil for High Blood Pr
essure Research in as
sociation with the Co
uncil of the Kidney i
n Cardiovascular Dise
ase (Washington, DC,
USA)

Yayama K・Horii M・Hiyoshi H・Takano M・Okamoto
H・Kagota S・Kunitomo M
腹部大動脈狭窄による圧負荷モデルにおいて、胸部
大動脈のアンジオテンシンAT2受容体発現亢進が生じ
ており、これはアンジオテンシンⅡのAT11受容体応
答を負に制御していることが収縮機能の変化から示
唆された。

173. Relation between P2Y receptor 共
mediated cell volume regulatio
n and enhancement of macromole
cular permeation in endotheliu
m

2003年09月1 Medical Chemistry and
2日
Pharmacology of Puri
nergic Receptors (Ita
ly)

Tanaka N.・Nejime N.・Kubota Y.・Kagota S.・Nak
amura K.・Kunitomo M.・Takahashi K.・Hashimoto
M.・Shinozuka K.
血管内皮細胞間のタイトジャンクションを介した巨
大分子の移動を毛細血管透過性の指標とし、これに
対してプリン受容体（P2Y）が促進的に関与している
ことを発表した。

174. P2Y受容体を介した内皮細胞層透
過性促進作用

共

2003年08月2 平成15年度生理研研究
8日-29
会（岡崎）

田中直子・禰占奈美江・窪田洋子・籠田智美・中村
一基・高橋幸一・橋本道男・国友勝・篠塚和正
ラット尾動脈内皮細胞において、細胞外ATPはP2Y受
容体を介して内皮細胞のサイズを縮小させることを
明らかとした。さらにこの作用が、P2Y受容体を介し
た内皮細胞間の物質透過促進作用と関連することを
示した。

175. 高血圧と食塩―食塩過剰摂取は血 共
管壁機能を障害する―

2003年07月1 日本平滑筋学会（若手
6日
研究者の集い）（富士
ハイランドリゾート）

籠田智美・篠塚和正・国友勝
食塩摂取による高血圧発症機序と、粥状硬化発症促
進の可能性について、我々のデータを中心に総説し
た。

176. 食塩負荷脳卒中易発症高血圧ラッ 共
ト（SHRSP）胸部大動脈における
内皮型NO合成酵素／可溶性グアニ
ル酸シクラーゼ系の機能障害

2003年06月2 第39回高血圧自然発症 籠田智美・篠塚和正・国友勝
8日
ラット(SHR)学会総会（ 食塩負荷によるSHRSPの胸部大動脈における弛緩反応
東京）
減弱の機序は、cGMPより下流の弛緩反応過程におけ
る機能低下であり、sGC蛋白量の減少、cGMPの分解の
亢進あるいは活性酸素産生を介したNO分解の促進で
はないことが示唆された。

177. ラット胸部大動脈における内皮型 共
NO合成酵素／可溶性グアニル酸シ
クラーゼ系機能に及ぼす過剰NO慢
性曝露の影響

2003年05月2 第3回 日本NO学会
9日
本)

178. P2Y receptor-mediated macromol 共
ecular permeability in HUVEC

2003年05月2 国際受容体シンポジウ
2日-24
ム（福井）

Nejime N.・Tanaka N.・Kubota Y.・Kagota S.・Nak
amura K.・Kunitomo M.・Takahashi K.・Hashimoto
M.・Shinozuka K.
HUVECにおいて、細胞外ATPはP2Y1受容体に関連した
細胞内カルシウムの上昇を介してミオシン軽鎖をリ
ン酸化することにより細胞容積を調節し、細胞間物
質透過性を上昇させることをみいだした。

179. 自然癌転移モデルマウスに対する 共
人工培養冬虫夏草水抽出物とダカ
ルバジンの併用効果

2003年03月2 第76回日本薬理学会年
6日
会（福岡）

木葉敬子、中村一基、山口優、籠田智美、篠塚和正
、国友勝
人工培養冬虫夏草水抽出物（WECS）とダカルバジン
の併用により自然癌転移モデルマウスの生存日数が
延長する傾向が見られた。また、WECSによる癌細胞
浸潤能抑制効果はWECS中のコーディセピンによるこ
とが示唆された。

180. ラット圧負荷血管におけるアンジ 共
オテンシンIIタイプ2受容体発現
の亢進

2003年03月2 第76回日本薬理学会年
4日
会（福岡）

堀井美幸、屋山勝俊、鷹野正興、岡本博、籠田智美
、国友勝
腹部大動脈狭窄による圧負荷モデルにおいて、胸部
大動脈のアンジオテンシンAT2受容体発現亢進が生じ
ており、これはアンジオテンシンIIのAT1受容体応答
を負に制御することが収縮機能の変化から示唆され
た。

181. 食塩負荷により脳卒中易発症高血 共
圧ラット胸部大動脈NO-cGMP系弛
緩機構は抑制される。

2003年03月2 第76回日本薬理学会年
4日
会（福岡）

籠田智美、山口優、中村一基、国友勝
食塩負荷により、脳卒中易発症高血圧ラットの胸部
大動脈における弛緩反応が減弱することが明らかと
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ラット胸部大動脈において、過剰なNOの持続的曝露
によりsGCは負に抑制されること、eNOSは正に制御さ
れることが示唆された。この結果から、eNOS／sGCの
間における調節的制御機構の存在が推察された。
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なり、その機序は、平滑筋におけるcGMPより下流の
弛緩反応過程の機能低下であることが示唆された。
182. 培養内皮細胞のたばこ煙水抽出液 共
によるアポトーシス発現における
パーオキシナイトライトの関与

2003年03月2 第76回日本薬理学会年
4日
会（福岡）

山口優、籠田智美、木葉敬子、中村一基、国友勝
動脈硬化発症の要因とされる血管内皮細胞障害がCSE
中のperoxyniriteによって惹起されるかどうかを検
討した。CSEは低濃度で大動脈内皮細胞のアポトーシ
スを誘導させること、このアポトーシス誘導にはCSE
中のperoxynitriteが関与していることが明らかとな
った。

183. 過剰圧負荷による大動脈アンジオ 共
テンシンAT2受容体の発現の亢進

2003年02月2 日本血管細胞生物学学
日
会（大阪）

岡本博、屋山勝俊、堀井美幸、鷹野正興、籠田智美
、国友勝
ラット腹部大動脈を狭窄することにより圧負荷を行
うと、胸部大動脈においてアンジオテンシンAT2受容
体の発現が亢進することが明らかとなり、AT受容体
はアンジオテンシンIIのAT1受容体応答を負に制御し
ていることが遺伝子レベルで示唆された。

184. B16マウス悪性黒色腫細胞の浸潤 共
能に対する人工培養冬虫夏草水抽
出物の抑制効果

2002年11月5 第102回日本薬理学会近 木葉敬子、中村一基、山口優、籠田智美、篠塚和正
日
畿部会（岡山）
、国友勝
人工培養冬虫夏草水抽出物は癌細胞の浸潤能を抑制
し、自然癌転移モデルマウスの生存日数を延長する
傾向を示した。

185. 過剰NOを慢性的に曝露されたラッ 共
ト胸部大動脈における内皮型NO合
成酵素／可溶性グアニル酸シクラ
ーゼ系機能障害

2002年11月2 第12回日本循環器薬理
9日
学会（京都）

籠田智美、山口優、中村一基、国友勝
ラットにリポポリサッカライドを連続投与すること
によりNO産生を増加させた場合、胸部大動脈におけ
るeNOS-sGC系を介した弛緩反応系に変化が生じるこ
と、NO除去剤の投与によりその変化は改善されるこ
とを明らかとし、NOによりeNOS-sGC系が調節されて
いることを示唆した。

186. 脳卒中易発症高血圧ラット（SHRS 共
P）胸部大動脈における血管弛緩
反応性に及ぼす食塩負荷の影響

2002年10月2 第38回 SHR学会総会（
4日
和歌山）

籠田智美、国友勝
SHRSPにおいてもSHRの場合と同様に、食塩負荷によ
り胸部大動脈におけるNO-sGC系を介した弛緩反応性
の低下がみとめられ、その機序として、sGC酵素活性
の低下または、cyclicGMPの分解が促進している可能
性が示唆された。

187. Inhibitory effect of PKC412, a 共
selective protein kinase C in
hibitor, on lung metastasis of
B16 melanoma cells in mice

2002年07月8 XIVth World Congress
日
of Pharmacology (San
Francisco, U.S.A)

Nakamura K, Yoshikawa N, Konoha K, Yamaguchi Y,
Kagota S, Shinozuka K and Kunitomo M
新規Cキナーゼ選択的阻害剤PKC412は、B16-BL6マウ
スメラノーマ細胞を接取された自然癌転移モデルマ
ウスの生存日数を延長させた。その作用機序として
高転移癌細胞の浸潤能と血小板凝集能の抑制が関与
していることが示唆された。

188. 新規ACAT阻害薬KY-505のマクロフ 共
ァージ脂質蓄積及びLDL酸化変性
に対する抑制作用

2002年07月1 第34回日本動脈硬化学
8日
会総会 (神戸)

山口優、籠田智美、国友勝、中村正平、白波瀬弘明
新規ACAT阻害剤であるKY-505の抗動脈硬化作用の機
序を追究した。KY-505はin vitroにおいて、銅イオ
ンによるLDLの酸化変性を抑制し、マクロファージへ
のコレステロール蓄積を抑制すること、Merinamide
と同様のACAT阻害作用を有すること、またProbucol
のような抗酸化作用を合わせ持つことが明らかとな
った。

189. Chronic NO exposure causes dow 共
nregulation of EDHF-mediated r
elaxations in rat renal arteri
es

2002年07月1 XIVth World Congress
1日
of Pharmacology (San
Francisco)

Kagota S, Yamaguchi Y, Nakamura K and Kunitomo
M
ラットにリポポリサッカライドを連続投与すること
によりNO産生を増加させた場合に生じるEDHF依存性
弛緩反応の減弱は、NO除去剤の投与により改善され
ることを明らかとし、NOによりEDHF産生が負に調節
されていることを示唆した。

190. Preventive effects of fluvasta 共
in on oxidative modification o
f LDL by aqueous extracts of c
igarette smoke in vitro and in
vovo

2002年07月1 XIVth the World Congr Yamaguchi Y, Kagota S, Haginaka J and Kunitomo
0日
ess of Pharmacology ( M
San Francisco, U.S.A) 遺伝的高脂血症（WHHL）ウサギにタバコ煙水抽出液
を投与することにより、生じる血漿リポ蛋白の酸化
変性及びチロシン残基のニトロ化がフルバスタチン
の長期投与により著明に抑制されることを明らかに
した。

191. High salt intake causes downre 共
gulation of vascular nitric ox
ide/cyclic guanosine monophosp
hate system in spontaneously h
ypertensive rats.

2002年05月1 XIIth International v Kagota S，Yamaguchi Y，Nakamura K and Kunitomo
4日
ascualr biology meeti M
ng（軽井沢）
自然発症高血圧ラットに高食塩食を負荷すると平滑
筋細胞の可溶性グアニル酸シクラーゼ蛋白発現量が
著しく減少するが、これは食塩摂取により生じる高
血圧発症による二次的な結果ではなく食塩摂取その
ものにより引き起こされていることを明らかにした
。

192. NO除去剤は慢性NO曝露により生じ 共
るラット腎動脈におけるEDHF依存
性弛緩反応の減弱を防止する

2002年03月1 第74回日本薬理学会年
5日
会（熊本）
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籠田智美、山口優、中村一基、国友勝
ラットにリポポリサッカライドを連続投与すること
によりNO産生を増加させた場合に生じるEDHF依存性
弛緩反応の減弱は、NO除去剤の投与により改善され
ることを明らかとし、NOによりEDHF産生が負に調節
されていることを示唆した。
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193. Protein Kinase C 阻害剤 PKC4 共
12の自然癌転移モデルマウスの生
存日数を延長する

2002年03月1 第75回日本薬理学会年
3日
会（熊本）

吉川紀子、中村一基、木葉敬子、山口優、籠田智美
、篠塚和正、国友勝
PKC412は自然癌転移モデルマウスの生存日数を有意
に延長することを明らかにし、その機序の一因とし
てPKC412には転移癌細胞が細胞間隙を透過する際分
泌するマトリックスメタロプロテイナーゼ（MMP）前
駆体であるpro MMP-9とproMMP-2の活性を低下させる
こと示唆した。

194. たばこ煙水抽出液投与によるWHHL 共
ウサギ血漿変性LDL中のニトロチ
ロシン含量

2002年03月1 第75回日本薬理学会年
3日
会（熊本）

山口優、籠田智美、萩中淳、国友勝
遺伝的高脂血症（WHHL）ウサギにたばこ煙水抽出液
を投与すると、血漿中リポ蛋白に著しい酸化変性と
チロシン残基のニトロ化が生じることから、たばこ
煙水抽出液中にperoxynitriteが存在することがin v
ivoにおいて証明された。

195. 血行性癌転移モデルマウスに対す 共
るメトトレキサートと人工培養冬
虫夏草水抽出物の併用効果

2002年03月

日本薬学会第122回年会 木葉敬子、中村一基、山口優、籠田智美、篠塚和正
（横浜）
、国友勝
メトトレキサートと人工培養冬虫夏草水抽出物を併
用することにより、高転移性メラノーマ細胞を静脈
内接取することにより作製した血行性癌転移モデル
マウスの生存日数は有意に延長した。

196. マウスメラノーマ細胞を用いた各 共
種癌転移モデルに対するprotein
kinase C阻害剤PKC412の影響

2002年03月

日本薬学会
会（横浜）

197. Protein Kinase C 阻害剤 PKC4 共
12の癌転移抑制効果とその機序の
検討

2001年11月1 第 100 回日本薬理学会 吉川紀子、中村一基、山口優、籠田智美、篠塚和正
7日
近畿部会（大阪）
、国友勝
新規Cキナーゼ選択的阻害剤PKC412には癌細胞の増殖
曲線に影響を与えない条件において生体内で癌転移
抑制効果のあることが確認され、その作用機序に高
転移性癌細胞の浸潤能と血小板凝集能の抑制が関与
していることが示唆された。

198. 食塩過剰摂取により自然発症高血 共
圧ラット（SHR）胸部大動脈の可
溶性グアニル酸シクラーゼは減少
する-第2報-

2001年10月6 第37回 SHR学会総会（
日
長崎）

籠田智美、山口優、中村一基、国友勝
高食塩食負荷自然発症高血圧ラット大動脈に生じる
血管拡張機能の低下および可溶性グアニル酸シクラ
ーゼ蛋白発現量の減少は、降圧薬を投与し血圧を低
下させても改善されないことから、食塩摂取による
直接作用であり、血圧上昇を介した二次的変化では
ないことを示唆した。

199. 癌転移抑制効果評価法の検討

2001年10月2 第 51 回日本薬学会近
7日
畿支部総会・大会（神
戸）

吉川紀子、中村一基、山口優、籠田智美、篠塚和正
、国友勝
マウス血行性転移実験系を用いて肺への癌転移形成
抑制効果を判定するための評価法について検討した
結果、初期から中期にかけては肺転移結節数の計測
、中期から後期にかけては肺重量および肺メラニン
含量の測定が有用であることが明らかとなった。

200. A high level of nitric oxide i 共
nhibits endothelium-derived hy
perpolarizing factor-mediated
relaxations in rat renal arter
ies.

2001年08月3 XXXIV International C
0日
ongress of Physiologi
cal Sciences（Christc
hurch）

Kagota S，Yamaguchi Y，Nakamura K，Kunitomo M，
ラットにリポポリサッカライドを連続投与し、誘導
型NO合成酵素を持続的に発現させることによってNO
産生を増加させた場合、腎動脈のEDHFを介する弛緩
反応が著しく減弱することを見いだし、NOとEDHFの
弛緩因子の間に産生調節機構の存在することを示唆
した。

201. たばこ煙中のリポ蛋白変性オキシ 共
ダントの同定－第3報－

2001年06月7 第 33 回日本動脈硬化
日
学会総会（東京）

山口優、籠田智美、萩中淳、国友勝
LDLを酸化変性するたばこ煙水抽出液中の主なオキシ
ダントはperoxynitrtiteであることを明らかにし、
水中で比較的安定なperoxynitrite放出物質として存
在していることを示唆した。

202. ラットAdjuvant関節炎に及ぼす培 共
養冬虫夏草水抽出物の影響

2001年03月3 日本薬学会第 121 年会 山口優、籠田智美、吉川紀子、中村一基、国友勝
0日
(札幌)
培養冬虫夏草水抽出物が免疫・炎症反応に及ぼす影
響を明らかにするためにAdjuvant関節炎ラットに培
養冬虫夏草水抽出物を投与した結果、培養冬虫夏草
水抽出物に免疫調節作用を有する物質が含まれる可
能性を示唆した。

203. 実験的マウス癌転移モデルを用い 共
た各種メラノーマ細胞の悪性度の
検討

2001年03月2 第74回日本薬理学会年
2日
会（横浜）

204. たばこ煙抽出液により変性したLD 共
L中のニトロチロシン含量

2001年03月2 第74 回 日本薬理学会 山口優、籠田智美、萩中淳、国友勝
1日
年会 (横浜)
たばこ煙水抽出液と混和作製した変性LDLアポ蛋白中
のニトロチロシン量を測定し、その酸化変性度を比
較し、LDLを酸化変性させるたばこ煙水抽出液中のオ
キシダントがperoxynitriteであることを証明した。

共

28

第122回年 吉川紀子、中村一基、山口優、籠田智美、篠塚和正
、国友勝
PKC412の経口投与は血行性癌転移モデルマウスに対
し十分な効果を示さなかったが、自然癌転移モデル
マウスに対しては200mg/kgを4週間連続経口投与する
ことにより、その生存日数は有意に延長した。

吉川紀子、中村一基、山口優、籠田智美、田中直子
、篠塚和正、国友勝
実験的癌転移モデルにおける癌細胞の肺転移結節形
成能と癌細胞接種マウスの致死能は必ずしも一致し
ないこと、一回のセレクション過程を経て得られたB
16-F1細胞は、既に高いマウス致死能を有しているこ
とが明らかにした。
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単著・
共著書別
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２．学会発表
205. ラット腎動脈におけるEDHFを介す 共
る弛緩反応は慢性的NO曝露により
抑制される

2001年03月2 第74回日本薬理学会年
1日
会（横浜）

206. Excessive salt intake reduces 共
soluble guanylyl cyclase expre
ssion in aorta of spontaneousl
y hypertensive rats

2000年09月8 XIth International Va Kagota S, Tamashiro A, Yamaguchi Y, Nakamura K,
日
scular Biology Meetin Kunitomo M.
g （ジュネ－ブ）
自然発症高血圧ラットに高食塩食を負荷すると血管
拡張機能の著しい低下が生じるが、その機序として
、内皮由来弛緩因子NOの標的酵素である可溶性グア
ニル酸シクラーゼの蛋白発現量か著しく減少するこ
とを明らかにした。

207. 食塩過剰摂取により自然発症高血 共
圧ラット（SHR）胸部大動脈の可
溶性グアニル酸シクラーゼは減少
する

2000年07月1 第36回高血圧自然発症
5日
ラット(SHR) 学会総会
（京都）

籠田智美、玉城亜紀子、山口優、中村一基、国友勝
高食塩食負荷SHRの血管平滑筋において、内皮由来弛
緩因子NOの標的酵素である可溶性グアニル酸シクラ
ーゼの蛋白発現量が減少していることをみいだし、
このことが血管拡張機能低下の原因であることを明
らかにした。

208. たばこ煙成分中のリポ蛋白変性オ 共
キシダントの同定－第2報－

2000年06月2 第 32 回日本動脈硬化
日
学会総会（東京）

山口優、籠田智美、萩中淳、国友勝
たばこ煙水抽出物がチロシンをニトロ化する能力を
有することから、たばこ煙中には水溶液中でも比較
的安定なプロオキシダントであるperoxynitrite放出
物質が存在することを明らかにした。

209. マウスにおけるCキナーゼ阻害剤
の癌転移抑制効果とその機序

共

2000年06月1 第97回日本薬理学会近
6日
畿部会（大阪）

中村一基、吉川紀子、籠田智美、山口優、篠塚和正
、国友勝
Cキナーゼ阻害剤には癌細胞の増殖曲線に影響を与え
ない条件において、生体内で癌転移抑制効果のある
ことが確認され、その作用機序に高転移性癌細胞の
浸潤能の抑制が関与していることが示唆された。

210. 新規ACAT阻害薬KY-455のLDL酸化
変性抑制作用

共

2000年03月2 第73回日本薬理学会年
4日
会（横浜）

山口優・籠田智美・中村正平・白波瀬弘明・国友勝
新規Acyl CoA: cholesterol acyltransferase (ACAT
) 阻害剤であるKY-455の抗動脈硬化作用の機序を検
討し、MerinamideのようなACAT阻害作用とProbucol
のような抗酸化作用を合わせ持つことを明らかにし
た。

211. 摘出ウサギ腸間膜動脈および腎動 共
脈の内皮依存性弛緩反応における
内因性カンナビノイドの役割

2000年03月2 第73回日本薬理学会年
3日
会（横浜）

籠田智美・山口優・中村一基・杉浦隆之・和久敬蔵
・国友勝
内因性カンナビノイドであるアナンダマイドおよび2
-アラキドノイルグリセロールは、ウサギ腸間膜動脈
および腎動脈におけるCB1受容体を介して弛緩反応を
生じさせるが、内皮細胞由来過分極因子である可能
性は低いことを明らかにした。

212. たばこ煙成分中のリポ蛋白変性オ 共
キシダントの同定 －第１報－

1999年11月5 第96回日本薬理学会近
日
畿部会（京都）

山口優・籠田智美・萩中淳・国友勝
たばこ煙水抽出物中のオキシダントの同定を目的と
して、たばこ煙水抽出物によるLDLの酸化変性に対す
る各種抗酸化物質の影響を検討し、LDLの酸化変性に
は、活性酸素種は関与せず、重金属で促進される空
気酸化も関与していないことを明らかとし、フリー
ラジカル放出物質の存在を示唆した。

213. タバコ煙水抽出液を投与したラッ 共
トの血清リポ蛋白変性に及ぼすビ
タミンＥの影響

1999年11月2 平成11年度日本動脈硬
5日
化学会冬季大会（大阪
）

山口優・籠田智美・萩中淳・国友勝
ラットにニコチン除去タバコ煙水抽出液（CSE）を投
与した場合、CSE中のオキシダントが血中リポ蛋白を
変性させ、生じた酸化変性リポ蛋白が正常リポ蛋白
を変性させながら速やかに代謝されることにより総
リポ蛋白が減少することをみいだした。また、ビタ
ミンＥは喫煙によるリポ蛋白の変性を抑制すること
により動脈硬化の形成を抑制することが示唆された
。

214. ＣキナーゼによるP53蛋白リン酸
化を介した癌細胞機能調節

1999年10月1 第49回日本薬学会近畿
6日
支部大会（京都）

中村一基・山口優・籠田智美・篠塚和正・横山芳博
・市川富夫・国友勝
高転移性癌細胞であるマウスメラノーマ細胞B16-F10
にＣキナーゼ阻害薬であるH7またはビスインドリル
マレイミドを作用させると、癌細胞の転移能が濃度
依存的に低下することを明らかにした。

215. Differences in endothelium-der 共
ived factors released from ren
al arterics in spontaneously h
ypertensive rats on excessive
salt or cholesterol diet.

1999年09月6 The 6th International
日
Meeting on Biology o
f Nitric Oxide (Stock
holm)

Kagota, S.・Tamashiro, A.・Yamaguchi, Y.・Nakam
ura, K.・Kunitomo, M.
自然発症高血圧ラットに高食塩食または高コレステ
ロール食を摂取させると、腎動脈における内皮由来
因子であるNOとEDHF生成のバランスが変化すること
を見いだし、両弛緩因子の間にバックアップ機構が
存在することを示唆した。

216. タバコ煙水抽出液を投与した遺伝 共
性高脂血症ウサギの血管反応性の
変化とビタミンＥ投与の影響

1999年06月2 第31回日本動脈硬化学
5日
会総会（宮崎）

籠田智美・山口優・中村一基・国友勝
遺伝性高脂血症ウサギにニコチン除去タバコ煙水抽
出液（CSE）を長期間投与すると血管弛緩反応性が低
下すること、ビタミンＥの併用投与によりCSEによる

共
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籠田智美、山口優、中村一基、国友勝
ラットにlipopolysaccharideを連続投与することに
より誘導型NO合成酵素を持続的に発現させ、NO産生
を増加させた場合、腎動脈におけるEDHFを介する弛
緩反応が著しく減弱することをみいだし、NOとEDHF
の弛緩因子間に産生調節機構があることを示唆した
。

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称
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２．学会発表
弛緩機能低下が防止できることを明らかとし、CSE中
のオキシダントが弛緩機能低下に関与していること
を示唆した。
217. アニオン交換HPLCを用いた酸化変 共
性リポ蛋白生成抑制物質の検索法
の検討

1999年06月2 第31回日本動脈硬化学
5日
会総会（宮崎）

山口優・籠田智美・国友勝・萩中淳
市販のアニオン交換カラム（ProtEx-DEAE カラム）
を用いて、酸化変性低比重リポ蛋白（Ox-LDL）の生
成に対する各種抑制物質の影響を検討し、本法が★i
n vitro☆におけるOx-LDL生成抑制物質の検索にも有
用であることを明らかとした。

218. 蛋白キナーゼ阻害薬H7によるマウ 共
ス表皮由来JB6細胞P53蛋白リン酸
化の亢進とそれに伴うP53蛋白の
機能変化

1999年06月1 第95回日本薬理学会近
8日
畿部会（広島）

中村一基・横山芳博・市川富夫・Yi Sun・籠田智美
・山口優・篠塚和正・国友勝
野生型P53リン酸化蛋白発現量はＣキナーゼの不活性
化により増加することが明らかとなり、この増加の
一部はトランスアクティベーション活性の上昇なら
びに細胞増殖の抑制に関与していることが示唆され
た。

219. 癌転移モデルマウスにおける人工 共
培養冬虫夏草の癌転移抑制効果の
メカニズムについて

1999年05月2 第8回がん転移研究会（ 中村一基・山口優・籠田智美・権寧美、篠塚和正・
5日
東京）
国友勝
人工培養冬虫夏草水抽出物（WECS）の癌転移抑制作
用を解明する目的で、癌転移の初期過程において重
要な役割をもつ肝Kupffer細胞機能に対するWECSの影
響を検討したところ、WECSにラットKupffer細胞機能
増強効果が認められた。

220. LDLの酸化変性に対するフルバス
タチンの防御効果

共

1999年03月2 第72回日本薬理学会年
4日
会（札幌）

山口優・篭田智美・萩中淳・国友勝
フルバスタチンの抗酸化作用と抗動脈硬化作用との
関係をさらに追究するため、LDLの酸化変性及びマク
ロファージへの脂質蓄積に及ぼす影響についてin vi
troで検討した結果、フルバスタチンは、銅イオンに
よるLDLの酸化変性を抑制し、マクロファージへのコ
レステロール蓄積を抑制することが明らかとなり、
フルバスタチンは動脈硬化の発症・進展を抑制する
可能性が示唆される。

221. インスリン非依存性糖尿病モデル 共
動物OLETFラットの腎動脈におけ
る内皮依存性反応の特異性

1999年03月2 第72回日本薬理学会年
3日
会（札幌）

篭田智美・山口優・中村一基・国友勝
インスリン非依存性糖尿病のモデル動物であるOLETF
ラットの腎動脈においては、対照動物であるLETOラ
ットに比べ、内皮由来収縮因子の産生亢進と内皮由
来過分極因子の産生低下が生じていることを明らか
とし、NOの産生においてはむしろ産生が亢進してい
ることを示唆した。

222. フルバスタチンのLDL酸化変性抑 共
制効果－血管弛緩反応およびマク
ロファージ取り込み能を用いた検
討－

1998年12月1 平成 10 年度日本動脈
0日
硬化学会冬季大会（千
葉）

篭田智美・山口優・中村一基・国友勝
フルバスタチンのLDL抗酸化変性抑制効果を、ウサギ
胸部大動脈内皮依存性弛緩反応およびマウスマクロ
ファージ取り組み能を指標として検討し、フルバス
タチンの抗酸化変性抑制効果が機能的にも生じるこ
とを明らかとした。

223. タバコ煙水抽出液を長期投与した 共
WHHLウサギの血漿脂質変化に及ぼ
すビタミンEの影響

1998年12月1 平成 10 年度日本動脈
0日
硬化学会冬季大会（千
葉）

山口優・篭田智美・国友勝・萩中淳
ニコチン除去タバコ煙水抽出液を投与した遺伝性高
脂血症（WHHL）ウサギの血漿脂質異常に及ぼすビタ
ミンEの影響について検討した。その結果、たばこ煙
成分中のオキシダントが血漿リポ蛋白を酸化変性さ
せ、動脈硬化形成を促進させること、また、ビタミ
ンEが、喫煙による動脈硬化発症を防止することが示
唆される。

224. 癌転移モデルマウスにおける人工 共
培養冬虫夏草の癌転移抑制作用に
ついて

1998年10月2 第 48 回日本薬学会近
4日
畿支部大会（兵庫）

中村一基・山口優・篭田智美・権寧美・篠塚和正・
国友勝
我々はC57ブラックマウスにルイス肺癌細胞を皮下接
種することにより得られる癌の肝転移モデルに対し
て人工培養冬虫夏草水抽出物(WECS）がその肝転移を
抑制することを示した。

225. 高コレステロールおよび高食塩食 共
を併用負荷した自然発症高血圧ラ
ットの胸部大動脈における血管反
応性

1998年09月1 第 27 回心脈管作動物
5日
質学会（東京）

篭田智美・玉城亜紀子・山口優・中村一基・国友勝
自然発症高血圧ラットの胸部大動脈においては、高
食塩食に高コレステロール食を併用負荷しても、Dah
lラットの場合とは異なり、血管弛緩反応性の低下は
悪化しなかった。

226. 動脈硬化形成食負荷マウスにおけ 共
るEPAの抗動脈硬化作用－血漿脂
肪酸組成からの検討－

1998年09月1 日本脂質栄養学会第７
2日
会大会（仙台）

山口優・篭田智美・中村一基・篠塚和正・国友勝・
橋本道男・蒲生修治・桝村純生
EPAの抗動脈硬化作用の作用機序を追究するため、今
回は血中脂肪酸組成との関係について検討した結果
、動脈硬化形成食を負荷したマウスにおいては、EPA
の代謝が亢進し、EPAを消費することによって血漿コ
レステロール値及び血漿過酸化脂質値の増加が抑制
され、大動脈へのコレステロールエステルの蓄積が
抑制されたと考えられる。

227. Evidence of modified lipoprote 共
in in the plasma of WHHL rabbi
ts by anion-exchange HPLC assa
y.

1998年07月2 XIIIth International Y.Yamaguchi・S.Kagota・M.Kunitomo・J.Haginaka
8日
Congress of Pharmacol HPLCによる酸化変性リポ蛋白の分離定量法を開発し
ogy (Germany)
、さらに本法を用いて、動脈硬化モデルであるWHHL
ウサギの血中LDLが軽度に酸化変性していることを明
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らかにした。
228. Characterization of nitric oxi 共
de and prostaglandin-independe
nt relaxation in response to a
cetylcholine in rabbit renal a
rtery.

1998年07月2 XIIIth International S.Kagota・Y.Yamaguchi・K.Nakamura・M.Kunitomo
8日
Congress of Pharmacol ウサギ腎動脈におけるアセチルコリンによるNOおよ
ogy (Germany)
びPG非依存性内皮依存性弛緩反応に関与する因子は
、1)チトクロームP450代謝産物ではない、2)内皮細
胞から拡散するのではなくgap junctionを介して平
滑筋細胞側に移行する、3)カルシウム依存性カリウ
ムチャネルの開口を介して血管拡張作用を生じるこ
とを見いだした。

229. フォルボールエステルによるマウ 共
ス表皮由来JB6細胞p53蛋白脱リン
酸化機序について

1998年06月1 第 93 回日本薬理学会
2日
近畿部会（名古屋）

中村一基・篠塚和正・山口優・篭田智美・権寧美・N
ancy H.Colburn・国友勝
癌抑制遺伝子産物p53蛋白はフォルボールエステルで
あるTPAにより脱リン酸化されるが、この脱リン酸化
はCキナーゼが活性化された後に間接的に生じるもの
であり、このことが、TPAによる腫瘍プロモーション
作用機序の一因をなすと推察された。

230. タバコ煙水抽出液を長期投与した 共
WHHLウサギの血漿脂質変化に及ぼ
すフルバスタチンの影響

1998年06月1 第 30 回日本動脈硬化
1日
学会総会（東京）

山口優・篭田智美・国友勝・萩中淳・安原三紀子・
田中敬子・小田原昭男・鈴木利一
ニコチン除去タバコ煙水抽出液（CSE）を長期投与し
た遺伝性高脂血症（WHHL）ウサギの血漿脂質異常に
及ぼすHMG-CoA還元酵素阻害剤であるフルバスタチン
の影響について検討したところ、in vivoにおいても
、フルバスタチンはコレステロール低下作用に加え
て、CSEによる変性LDLの生成を抑制することが明ら
かとなった。フルバスタチンの抗酸化作用は動脈硬
化発症・進展の防止に有利に働くと考えられる。

231. タバコ煙水抽出液を投与した高脂 共
血症ウサギの血管反応性に及ぼす
ビタミンＥの効果

1998年04月2 日本薬学会第 118 年会 篭田・玉城・松野・山口・中村・国友
日
（京都）
遺伝性高脂血症ウサギにニコチン除去タバコ煙水抽
出液を長期投与すると、内皮由来弛緩因子（胸部大
動脈では一酸化窒素、冠状動脈および腎動脈では内
皮由来過分極因子）の産生低下が生じるが、ビタミ
ンＥを同時摂取しておくとその効果は阻止できるこ
とを明らかにした。

232. 動脈硬化形成食負荷マウに対する 共
培養冬虫夏草の抗酸化作用及びコ
レステロール低下作用

1998年04月2 日本薬学会第 118 年会 山口・篭田・中村・国友
日
（京都）
われわれが開発した動脈硬化マウスに、培養冬虫夏
草の水抽出物を投与したところ、血清過酸化脂質低
下作用とともに、大動脈へのコレステロール蓄積抑
制作用を示すことが明らかとなった。以上の結果、
培養冬虫夏草の水抽出物には抗動脈硬化作用が期待
できる。

233. 動脈硬化形成食負荷マウスの脂質 共
代謝に及ぼす新規抗動脈硬化薬（
S-8921）の影響

1998年03月2 第 71 回日本薬理学会
5日
年会（京都）

山口・篭田・中村・国友
われわれが開発した動脈硬化マウスに、新規の回腸N
a2+依存性胆汁酸トランスポーター阻害剤であるS-89
21を投与したところ、血清コレステロール及び過酸
化脂質低下作用とともに、大動脈へのコレステロー
ル蓄積抑制作用を示すことが明らかとなった。以上
の結果、S-8921は新しいタイプの抗動脈硬化薬とし
て有用であると期待できる。

234. ウサギ腎動脈におけるアセチルコ 共
リンに対する一酸化窒素およびプ
ロスタグランジン非依存性弛緩反
応

1998年03月2 第 71 回日本薬理学会
4日
年会（京都）

篭田・山口・中村・国友
日本白色種ウサギの腎動脈においては、アセチルコ
リン刺激により産生・遊離される内皮由来過分極因
子は、内皮一平滑筋細胞間に存在するgap junction
を介して内皮から平滑筋へと移行した後、カルシウ
ム依存性カリウムチャネルを開口させることにより
血管を弛緩させることを明らかにした。

235. 酸化低比重リポ蛋白の正常リポ蛋 共
白に及ぼす影響

1997年6月5
日

山口 優、籠田智美、国友 勝、萩中 淳
正常リポタンパクに酸化変性リポタンパクを混和す
ると正常リポタンパクが変性すること、またこの変
性は、銅添加により促進、キレート剤および抗酸化
剤の添加により抑制されることを明らかにした。

236. タバコ煙水抽出液投与WHHLウサギ 共
の血漿リポ蛋白の変化

1997年11月2 平成9年度動脈硬化学会 山口・篭田・国友・萩中
8日
冬季大会（広島）
われわれが開発したHPLC法を改変し、変性リポ蛋白
の分離定量法を開発した。また、本法を用いて、動
脈硬化を自然発症するWHHLウサギにたばこ煙水抽出
物を単回投与したところ、血中のLDLは、in vitroで
作製したたばこ煙変性LDLと同様の溶出挙動を示した
。さらに長期投与すると、血漿過酸化脂質の増加と
ともに単回投与と同様の溶出挙動を示した。以上の
結果、たばこ煙水抽出液投与により、血中に変性リ
ポ蛋白が生成すると考えられる。

237. 高食塩食を負荷した高血圧自然発 共
症ラットの胸部大動脈に生じる弛
緩反応減弱の機序

1997年11月1 第 92 回日本薬理学会
4日
近畿部会（大阪）

第 29 回日本動脈硬化
学会総会（東京）
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玉城・篭田・山口・中村・篠塚・国友
高食塩食負荷高血圧自然発症ラットの胸部大動脈に
生じる弛緩反応減弱機序について検討した結果、内
皮における一酸化窒素産生・遊離の低下の可能性は
低く、平滑筋における一酸化窒素に対する反応性の
低下、おそらくcGMP生成能の低下が関与しているこ
とを明らかにした。
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238. タバコ煙水抽出液を長期投与した 共
WHHLウサギの血漿脂質変化に及ぼ
すvitamine Eの影響

1997年11月1 第 92 回日本薬理学会
4日
近畿部会（大阪）

239. SHRおよび加齢ラットの血圧調節
における内因性ATPの役割

共

1997年10月1 第 33 回高血圧自然発 Shinozuka K.・Hashimoto M.・Kwon Y.M.・Fukuda M
6日
症ラット (SHR) 学会（ .・Tamashiro M.・Kagota S.・Yamaguchi Y.・Masum
静岡）
ura S.・Kunitomo M.
SHRおよび加齢ラットの血圧調節機構について検討し
た結果、SHRでは交感神経終末部プリン受容体機能が
減弱していること、加齢ラットではα受容体刺激に
よる内因性ATP遊離機構が減弱していることを見いだ
し、交感神経伝達に対するプリン性調節機能の減弱
が血圧上昇に関連している可能性が示唆された。

240. 高コレステロール食及び高食塩食 共
を負荷した自然発症高血圧ラット
（SHR）の腎動脈における内皮依
存性血管反応の特異性

1997年10月1 第 33 回高血圧自然発 篭田・玉城・山口・篠塚・国友
5日
症ラット (SHR) 学会（ SHRの腎動脈においては、高食塩食負荷により内皮由
静岡）
来過分極因子（EDHF）産生低下と内皮由来収縮因子
産生亢進が起こること、高コレステロール食負荷に
よりEDHF産生亢進が生じることを明らかにした。し
かし、高コレステロール食および高食塩食の併用負
荷による協力作用はみられなかった。

241. コレステロール負荷マウスの血清 共
及び大動脈脂質に及ぼすEPAおよ
びDHAの影響

1997年09月5 日本脂質栄養学会第 6
日
回大会（東京）

山口・篭田・国友・橋本・蒲生・桝村
われわれが開発した動脈硬化マウスモデルにn-3系の
脂肪酸であるEPAを投与したところ、血清コレステロ
ール及び過酸化脂質値が有意に低下し、大動脈への
コレステロール蓄積も抑制された。しかし、DHAには
このような作用はなかった。以上の結果、EPAには抗
動脈硬化作用を有する可能性が示唆された。

242. ラット輸精管からのノルアドレナ 共
リン遊離に及ぼすヒドロキシルア
ミン誘導体の影響

1997年09月1 第 47 回 日本薬学会
9日
近畿部会（神戸）

渡邊・篠塚・篭田・権・山口・片岡・加多木・国友
ラット輸精管の交感神経伝達機能に対する15種類の
ヒドロキシルアミン誘導体の影響について検討した
。その結果、ヒドロキシルアミン誘導体の中でも、2
-hydroxyamino-phenyl誘導体は交感神経伝達に対し
強い増強作用を有すること、それに対し、1-hydroxy
amino-phenyl誘導体は抑制作用を有することを明ら
かにした。

243. Effect of high salt intake on 共
endothelium-dependent relaxati
ons in aortas of spontaneously
hypertensive rats.

1997年09月1 The 5th International Tamashiro,A.・Kagota,S.・Yamaguchi,Y.・Shinozuk
7日
Meeting on Biology o a,K. and Kunitomo,M.
f Nitric Oxide (京都) 高血圧自然発症ラットに高食塩食を負荷したところ
、血圧は著明に上昇し、その胸部大動脈における弛
緩反応が著明に減弱すること、また、その減弱機序
が平滑筋における一酸化窒素に対する反応性の低下
、すなわちcGMP生成能の低下であることを明らかに
した。

244. 酸化低比重リポ蛋白の正常リポ蛋 共
白に及ぼす影響

1997年06月2 第 70 回日本薬理学会
3日
年会（千葉）

245. タバコ煙抽出液投与による血漿リ 共
ポ蛋白の変性

1997年03月2 日本薬学会第 117 年会 山口・篭田・国友・萩中
7日
（東京）
正常ラットにタバコ煙抽出液を単回投与すると、血
清リポ蛋白量が減少し、長期間投与すると過酸化脂
質が増加することを明らかにした。これらの結果よ
り、タバコ煙抽出液投与により、血中に変性リポ蛋
白の生成することが示唆された。

246. ウサギ冠状動脈の弛緩反応を惹起 共
する内皮由来因子

1997年03月2 日本薬学会第 117 年会 篭田・山口・権・篠塚・国友
7日
（東京）
日本白色種ウサギの冠状動脈におけるアセチルコリ
ンに対する内皮依存性弛緩反応に関与する弛緩因子
について検討したところ、一酸化窒素と内皮由来過
分極因子（EDHF）が同程度に関与していること、ま
た、このEDHFは少なくともepoxygenase代謝産物では
ないことを明らかにした。

247. ラット血管におけるプリン関連物 共
質の遊離の部位差とその生理的役
割に関する研究

1997年03月2 日本薬学会第 117 年会 権・篭田・山口・篠塚・国友
6日
（東京）
ラット血管におけるプリン関連物質について、その
遊離の部位差とその生理的役割について検討した。
その結果、ノルアドレナリンによるプリン遊離には
血管部位差があること、さらにノルアドレナリンよ
り遊離されるプリン物質は少なくとも血管平滑筋に
は影響しないことが明らかにされた。

248. たばこ煙抽出液投与による低比重 共
リポタンパクの酸化変性

1997年03月2 第 70 回日本薬理学会
3日
年会（千葉）
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松野・山口・篭田・中村・国友
タバコ煙水抽出液を長期投与したWHLLウサギに天然
の抗酸化剤であるvitamine Eを併用投与すると、血
漿コレステロール及び過酸化脂質値の増加が抑制さ
れ、さらに、変性リポ蛋白も減少することを明らか
にした。

山口・篭田・国友・萩中
酸化変性LDLを混和した場合の正常リポ蛋白に及ぼす
影響をHPLC法を用いて検討した。その結果、酸化変
性LDLを混和した正常リポ蛋白は、変性し、その変性
は銅添加により促進し、金属キレート剤及び抗酸化
剤の添加によって抑制されることを明らかにした。

松野・山口・篭田・権・篠塚・国友
WHHLウサギにたばこ煙抽出液を長期間静脈内投与し
、その血漿脂質に及ぼす影響について検討した。そ
の結果、総コレステロール及び過酸化脂質値が増加
し、HPLC法によるリポ蛋白の亜分画分析においても
、LDLが酸化変性していることを見いだした。

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

２．学会発表
249. 酸化変性リポタンパク中のヒドロ 共
パーオキサイドの簡便定量

1997年03月2 第 70 回日本薬理学会
3日
年会（千葉）

山口・篭田・国友・萩中
リポ蛋白直接注入によるヒドロパーオキサイドの簡
便な定量法を開発した。本法は、再現性も良好で、
強さの異なる酸化変性リポ蛋白において、それぞれ
に相応するヒドロパーオキサイドの強度を示した。

250. 高血圧自然発症ラット胸部大動脈 共
における血管反応性に及ぼす食塩
摂取の影響

1997年03月2 第 70 回日本薬理学会
3日
年会（千葉）

玉城・篭田・山口・権・篠塚・国友
高血圧自然発症ラット胸部大動脈の血管反応性に及
ぼす食塩負荷の影響を検討した結果、１日の食塩摂
取量が多いほど、血管内皮機能および平滑筋の弛緩
機構が障害されることを明らかにした。

251. 高血圧自然発症ラット摘出腎動脈 共
におけるアセチルコリンによる内
皮依存性弛緩反応に及ぼす高食塩
食の影響

1997年03月2 第 70 回日本薬理学会
3日
年会（千葉）

篭田・玉城・山口・権・篠塚・国友
高食塩食負荷により、高血圧自然発症ラットの腎動
脈においては内皮由来過分極因子の産生低下および
内皮由来収縮因子の産生亢進が生じるが、対照動物
であるWKYの腎動脈においては食塩による影響を受け
ないことを明らかにした。

252. ラット尾動脈内皮細胞におけるノ 共
ルアドレナリンによるアデニンヌ
クレオチド及びアデノシン遊離に
対する高カリウムの作用

1997年03月2 第 70 回日本薬理学会
3日
年会（千葉）

川本・篠塚・権・篭田・山口・国友
ラット尾動脈からのATP遊離に対する膜電位及び浸透
圧の影響を検討した。その結果、ラット尾動脈にお
けるα受容体を介したATP遊離は脱分極により促進さ
れ、高張液中では抑制されることが示唆された。ま
た内皮細胞からのATP遊離には細胞間のギャップジャ
ンクションが介在している可能性が示唆された。

253. 動脈硬化マウスの血清及び大動脈 共
脂質に及ぼす ACAT 阻害薬 KY-45
5 の影響

1996年3月28 日本薬学会第 116 年会 山口 優、萩中
日
(金沢)
正平、吉見彰久

254. HPLC法を用いたWHHLウサギ血漿中 共
の変性リポタンパクの検出

1996年11月2 平成 8 年度日本動脈硬 山口・篭田・国友・萩中
9日
化学会冬季大会 (金沢) 動脈硬化を自然発症することが知られているWHHLウ
ザキのLDLを正常ウサギのLDLと比較し、その過酸化
脂質及び電気泳動の易動度が増加していること、さ
らに、HPLC法において変性画分が増加していること
を明らかとした。以上の結果、WHHLウサギの血漿中
のLDLは酸化変性していると考えられる。

255. ラット輸精管に対する2-Hydroxya 共
mino-1-（4-methoxyphenyl）prop
aneの影響

1996年10月2 第 46 回日本薬学会近
7日
畿支部大会（枚方）

渡辺・篠塚・篭田・権・山口・国友・加多木
摘出ラット輸精管に対する、ヒドロキシルアミンの
誘導体である2-Hydroxyamino-1-（4-methoxyphenyl
）propaneの作用について検討し、交感神経伝達、特
にノルアドレナリンの遊離機構に影響することを示
唆した。

256. ラット尾動脈からのATP及びNO遊 共
離に対するノルアドレナリンとア
セチルコリンの作用について

1996年10月2 第 90 回日本薬理学会
5日
近畿部会（津）

中井・篠塚・権・篭田・山口・国友
ノルアドレナリン（NA）はカルシウム依存性のATP遊
離を惹起したが、アセチルコリン（ACh）にはこのよ
うな作用は認められなかった。AChはニトロアルギニ
ン感受性の内皮依存性弛緩反応を惹起したが、NAに
はこのような作用は認められなかった。以上の結果
より、内皮細胞のα受容体とムスカリン受容体は異
なった機構を介して、それぞれATPとNOを遊離するこ
とを示唆した。

257. 遺伝性高脂血症（WHHL）ウサギの 共
種々動脈における内皮依存性弛緩
反応の減弱機序

1996年10月1 日本血管細胞生物学研 篭田・山口・権・篠塚・国友
9日
究会 第 4 回大会（神 ヒト家族性高コレステロール血症のモデル動物であ
戸）
るWHHLウサギの各種動脈に生じる内皮依存性弛緩反
応の減弱は、大動脈では一酸化窒素（NO）の産生低
下、冠状動脈ではNOおよび内皮由来過分極因子の産
生低下、腎動脈では内皮由来収縮因子の産生増加に
よるなど、その減弱機序には血管部位差があること
を明らかとした。

258. ラット尾動脈内皮細胞におけるAT 共
P遊離機構に連関する細胞内Ca＾
＜2+＞動員機構はNO遊離機構に連
関するCa2+動員機構とは異なる

1996年10月1 日本血管細胞生物学研 篠塚・中井・権・川本・篭田・山口・橋本・桝村・
9日
究会 第 4 回大会（神 国友
戸）
ラット尾動脈において、ノルアドレナリン（NA）に
よるATP遊離はCa2+依存性であるが、calcium ionoph
oreであるA23187はATP遊離を惹起しなかった。一方
、A23187はニトロアルギニン感受性の内皮依存性弛
緩反応を惹起したが、NAはこの弛緩反応を惹起しな
かった。以上の結果より、ATP遊離機構に連関する細
胞内Ca2+動員機構はNO遊離機構に連関するそれとは
異なることを示唆した。

259. 食塩負荷による高血圧自然発症ラ 共
ットの血管内皮機能低下機序

1996年10月1 日本血管細胞生物学研 玉城・篭田・山口・権・篠塚・国友
9日
究会 第 4 回大会（神 高食塩食を負荷した高血圧自然発症ラット（SHR）お
戸）
よびその対照動物であるWKYの胸部大動脈に生じる機
能変化について検討した結果、SHRにおいては血管内
皮細胞からの一酸化窒素産生・遊離の低下と平滑筋
のcGMP系を介した弛緩反応が障害されるが、WKYにお
いては影響されないことを明らかにした。

260. 化学発光検出HPLC法による生体試 共
料中のヒドロパーオキサイドの直
接注入分析

1996年09月2 日本分析化学会第 45
1日
年会 (仙台)
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淳、国友

勝、白波瀬弘明、中村

山口・篭田・国友・萩中
粥状動脈硬化の発症に重要な役割を持つ酸化変性リ
ポ蛋白中に増加することが知られている、ヒドロパ
ーオキサイドの簡便な定量法を開発した。従来の方

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．学会発表
法では、血漿よりリポ蛋白を超遠心法にて分画した
後、さらに、脂質を抽出後定量されていたが、本法
により、血漿またはリポ蛋白の直接注入による分析
が可能となった。本法は再現性も良好で、煩雑な処
理なしに、簡便に定量できる方法である。
261. ラット尾動脈からのプリン関連物 共
質の遊離とその生理的役割に関す
る研究

1996年08月8 第 38 回日本平滑筋学
日
会総会（奈良）

262. HPLC法を用いたWHHLウサギの血漿 共
中の変性リポタンパクの検出

1996年08月2 第 7 回薬物・生体成分 萩中・山口・篭田・国友
3日
の分析化学 国際シン 先に報告したHPLCによるリポ蛋白の分離定量法を改
ポジウム（大阪）
変し、変性リポ蛋白の簡便な分離定量法を開発した
。さらにその方法を用いて､WHHLウサギの血漿中のLD
Lが弱い酸化変性をうけていることを見いだした。

263. ノルアドレナリンによるラット尾 共
動脈内皮細胞からのプリン物質放
出に対するカリウムの影響

1996年06月1 第 89 回薬学会近畿部
4日
会 (宝塚)

264. ラット尾動脈からのプリン物質遊 共
離の性質について

1996年03月2 日本薬学会第 116 年会 篠塚和正・権寧美・中井美和子・篭田智美・山口優
9日
(金沢)
・国友勝
ラット尾動脈において、ノルアドレナリン（NA）に
より遊離されたプリン物質の組成（ATP：ADP：AMP：
アデノシンの比）は18：８：20：54（％）であるこ
と、このATPの比率はATP分解酵素阻害薬であるα、
β－メチレンADPにより有意に増加することを報告、
NAはATPの遊離を惹起すること、このATPは速やかに
アデノシンへと代謝されることを示唆した。

265. ラット胸部大動脈の血管反応性に 共
及ぼすタバコ煙水抽出液の影響

1996年03月2 日本薬学会第 116 年会 篭田智美・山口優・権寧美・篠塚和正・国友勝
7日
(金沢)
タバコ煙水抽出液（CSE）またはその成分であるニコ
チンを投与したラットの胸部大動脈に生じる血管反
応性変化を調べた。その結果、ニコチンは血管の反
応性を増強するが、ニコチン以外の成分は内皮由来
弛緩因子の産生を抑制して弛緩反応を減弱すること
を明らかとした。また、その減弱機序の一つとして
タバコ煙変性低比重リポタンパクの生成を介する可
能性を示唆した。

266. 高速液体クロマトグラフィ（HPLC 共
）による血漿リポタンパク及び変
性リポタンパクの分離定量法の開
発

1996年03月2 第 69 回日本薬理学会
3日
年会（長崎）

山口優・篭田智美・国友勝・萩中淳
先に報告したHPLCによるリポタンパクの分離定量法
をヒトだけでなくウサギ、ラット及びマウスに応用
し、さらに常法に従って作製した正常リポタンパク
と酸化変性リポタンパクの分離定量にも成功した。
本法は再現性も良好で、各リポタンパクが完全に分
離して検出されるため、各リポタンパク濃度が極端
に異なる場合での分離定量も可能であった。

267. 高血圧自然発症ラットの血管反応 共
性に及ぼす高食塩食負荷の影響

1996年03月2 第 69 回日本薬理学会
1日
年会（長崎）

篭田智美・山口優・権寧美・篠塚和正・国友勝
高血圧自然発症ラット（SHR）および正常血圧のWist
ar-Kyotoラット（WKY）に高食塩（８％）食を負荷し
たところ、高血圧症においては高食塩摂取により内
皮由来収縮性プロスタノイド産生が増大し、血管緊
張性が亢進することが示唆された。

268. ノルアドレナリンによるラット尾 共
動脈の収縮に対するＬ－ニトロア
ルギニンメチルエステルの影響

1996年03月2 第 69 回日本薬理学会
1日
年会（長崎）

権寧美・篠塚和正・中井美和子・篭田智美・山口優
・国友勝
内皮由来弛緩因子（一酸化窒素）の合成酵素阻害薬
であるＬ－ニトロアルギニンメチルエステルが、ラ
ット尾動脈リング標本におけるノルアドレナリン（N
A）の収縮反応には影響せず、灌流標本におけるNAの
収縮反応を有意に増強することを明らかにし、内皮
由来弛緩因子（一酸化窒素）がNAによるshear stres
sの増加により産生・遊離されることを報告した。

269. ノルアドレナリンによるラット尾 共
動脈からのプリン関連物質遊離に
対するLaCl３の影響

1996年03月2 第 69 回日本薬理学会
1日
年会（長崎）

中井美和子・篠塚和正・権寧美・篭田智美・山口優
・国友勝
ノルアドレナリン（NA）処置によるラット尾動脈か
らのプリン関連物質遊離機序について検討、１）NA
は５分、10分そして15分のいずれの処置時間におい
てもプリンの有意を遊離に増加させること、２）LaC
l３はNA処置後10分間のプリン遊離には影響を及ぼさ
ず、NA処置後10分から15分後までの５分間のプリン
遊離に対して有意な増強作用を示すことを見いだし
、NAによるプリン物質遊離には一部LaCl３感受性のC
a2+ influxが関与している可能性を示唆した。

270. 動脈硬化形成食負荷マウスの血清 共

1995年11月2 平成 7 年度日本動脈硬 山口優・篭田智美・権寧美・篠塚和正・国友勝
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権・篠塚・中井・篭田・山口・国友
ラット尾動脈のOpen標本及び灌流標本においてノル
アドレナリン（NA）はプリンを遊離させること、こ
の遊離はClosed標本や内皮除去標本では減少するこ
と、プリン受容体拮抗薬はNAの収縮に影響しないこ
とを明らかにし、この遊離は主に内皮由来であるこ
と、平滑筋に影響しないことを示唆した。

川本・篠塚・中井・権・篭田・山口・国友
ラット尾動脈におけるノルアドレナリンのプリン物
質遊離作用について検討し、１）プリン物質の遊離
が細胞内Ca2+濃度の上昇に関連していることを報告
するとともに、２）高カリウムによるプリン物質遊
離抑制作用には内皮細胞の脱分極に伴う細胞内Ca2+
濃度の低下が関係していることを示唆した。
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単著・
共著書別
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２．学会発表
及び大動脈脂質に及ぼすL-NAMEの
作用

5日

化学会冬季大会 (東京) In vitroにおいて、NO合成阻害薬Ｎ＾Ｇ-nitro-L-ar
ginine methyl ester (L-NAME）は酸化変性低比重リ
ポタンパクのマクロファージへの取り込みを顕著に
抑制し、その抑制はL-アルギニン処理により回復し
た。In vivoにおいて、動脈硬化マウスモデルにL-NA
MEを投与すると、用量依存的に血清コレステロール
値及び過酸化脂質値が有意に増加したが、L-アルギ
ニンの併用投与により抑制されなかった。大動脈へ
のコレステロール蓄積にはL-NAME投与による影響は
認められなかった。L-NAMEの血清脂質増加作用はNO
合成阻害によるのではないことが明らかとなった。

271. 動脈硬化マウスモデルに及ぼす各 共
種抗酸化物質の影響

1995年09月9 脂質栄養学会大 4 回大 山口優・北川智美・権寧美・篠塚和正・国友勝
日
会 (静岡)
われわれが作製した動脈硬化マウスモデルを用いて
、各種抗酸化作用を有する薬物の抗動脈硬化作用を
検討し、動脈硬化の発症進展に過酸化脂質が強く関
与していることを明らかにした。

272. α１－アドレナリン受容体刺激に 共
よる血管内皮細胞からのATP遊離
について

1995年03月2 第 68 回日本薬理学会
6日
年会（名古屋）

篠塚和正・橋本道男・権寧美・北川智美・山口優・
桝村純生・国友勝
血管内皮細胞からのATP遊離機能をラットの尾動脈、
胸部大動脈、腸間膜動脈、伏在動脈、腎動脈および
肺動脈で比較し、その遊離機能に部位差のあること
が示された。更にその遊離は受容体を介した反応で
あり、機械的刺激による非特異的なメカニズムによ
るものではないことが示唆された。

273. WHHLウサギ大動脈におけるアセチ 共
ルコリンに対する内皮依存性弛緩
反応の減弱機序

1995年03月2 第 68 回日本薬理学会
6日
年会（名古屋）

北川智美、山口 優、権 寧美、篠塚和正、国友
勝
粥状動脈硬化を自然発症する遺伝性高脂血症（WHHL
）ウサギの胸部大動脈において粥状硬化病変の進展
に伴う内皮依存性弛緩反応の減弱は、動脈へのコレ
ステロール蓄積、すなわち病変の進展に伴う内皮細
胞からの内皮由来弛緩因子の産生・放出が減少する
ことに起因していることをサンドイッチ標本を用い
て明らかとした。

274. 高血圧自然発症ラットの血管反応 共
性に及ぼす高コレステロール食負
荷の影響

1994年11月1 第 86 回日本薬理学会
1日
近畿部会（大阪）

北川智美、山口 優、権 寧美、篠塚和正、国友
勝
以前報告した食塩感受性高血圧Dahlラットの場合と
は異なり、自然発症高血圧ラット（SHR）では高コレ
ステロール負荷により胸部大動脈への脂質沈着が認
められず、内皮依存性弛緩反応も減弱しなかった。
このことからSHRはDahlラットに比べ高血圧による血
管障害が少ないと思われる。

275. 動脈硬化形成食負荷マウスの大動 共
脈へのコレステロール蓄積機序

1994年11月1 平成 6 年度動脈硬化学 山口優・北川智美・権寧美・篠塚和正・国友勝
0日
会冬季大会 (福岡)
われわれが開発した動脈硬化マウスモデルの大動脈
へのコレステロールエステルの蓄積機序について検
討した。その結果、本動脈硬化マウスにおいては、
血清脂質が変性し、マクロファージに取り込まれ易
くなっていること、また、マウスのマクロファージ
自身も過剰に摂取させたリノール酸の影響により脂
質を取り込みやすくなっていることが明らかとなっ
た。

276. 高血圧ラット尾動脈の交感神経伝 共
達におけるプリン性調節機能の変
化

1994年10月2 第 44 回日本薬学会近
3日
畿支部大会（神戸）

篠塚和正・権寧美・北川智美・山口優・国友勝
高血圧ラットの血管における交感神経伝達の調節機
構について検討したところ、内因性プリン物質によ
る交感神経伝達調節は高血圧ラットにおいては機能
していないことが示唆され、この原因としては交感
神経シナプス前プリン受容体の機能低下が考えられ
た。

277. 高コレステロール負荷による高血 共
圧ラット大動脈へのコレステロー
ル蓄積－SHRとDahlラットの比較
－

1994年10月2 第 44 回日本薬学会近
3日
畿支部大会（神戸）

山口優・北川智美・権寧美・篠塚和正・国友勝
食塩感受性高血圧モデルと本態性高血圧モデルの両
モデルを用いて、高コレステロール食負荷による血
清及び大動脈脂質に及ぼす影響を検討した。その結
果、本態性高血圧モデルに高コレステロール食を負
荷しても大動脈コレステロールの蓄積は認められな
かったが、食塩感受性高血圧モデルにおいては大動
脈に明らかなコレステロール蓄積が認められた。こ
れは過剰に摂取させた食塩による血管障害により生
じたものと考えられる。

278. Comparison of relaxation respo 共
nses in aortas of spontaneousl
y hypertensive rats and Dahl s
alt-sensitive rats fed high-ch
olesterol diet.

1994年10月1 8 th International Sy S.Kitagawa, E.Sameshima, Y.Yamaguchi, Y.Kwon, K
9日
mposium on SHR and Re .Shinozuka and M.Kunitomo
lated Studies（大阪） 食塩感受性高血圧Dahlラットでのみ、高コレステロ
ール負荷により胸部大動脈における内皮依存性弛緩
反応が著しく減弱し、大動脈へのコレステロール沈
着が認められた。このことから食塩感受性高血圧症
の患者におけるコレステロール過剰摂取は動脈硬化
の強い危険因子として働くことが示唆される。

279. Different cholesterol depositi 共
on in aortas of Dahl salt-sens
itive rats and spontaneously h

1994年10月1 8 th International Sy Y.Yamaguchi, S.Kitagawa, Y.Kwon, K.Shinozuka an
9日
mposium on SHR and Re d M.Kunitomo
lated Studies（大阪） 食塩感受性高血圧モデルと本態性高血圧モデルの両
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ypertensive rats fed high-chol
esterol diet.

モデルを用いて、高コレステロール食負荷による血
清及び大動脈脂質に及ぼす影響を検討した。その結
果、食塩感受性高血圧モデルのみにおいて大動脈に
明らかなコレステロール蓄積が認められた。これは
過剰に摂取させた食塩による血管障害により生じた
ものと考えられる。

280. コレステロール負荷マウスの血清 共
及び大動脈脂質に及ぼすシソ油、
ベニハナ油、ヤシ油の影響

1994年09月2 日本脂質栄養学会第 3
日
回大会（坂戸）

281. Mechanisms of cholesterol depo 共
sition in aorta of mice fed an
atherogenic diet.

1994年07月2 XIIth International C Y.Yamaguchi, S.Kitagawa, E.Sameshima and M.Kuni
6日
ongress of Pharmacolo tomo
gy (Montreal, Canada) われわれが開発した動脈硬化マウスモデルの大動脈
へのコレステロールエステルの蓄積機序について検
討した。その結果、本動脈硬化マウスにおいては、
血清脂質が変性し、マクロファージに取り込まれ易
くなっていること、また、マウスのマクロファージ
自身も過剰に摂取させたリノール酸の影響により脂
質を取り込みやすくなっていることが明らかとなっ
た。

282. Mechanisms of impaired endothe 共
lium-dependent relaxation to a
cetylcholine in WHHL rabbit ar
teries.

1994年07月2 XIIth International C S.Kitagawa・Y.Yamaguchi・E.Sameshima・M.Kunitom
6日
ongress of Pharmacolo o
gy (Montreal, Canada) 加齢とともに粥状動脈硬化を自然発症する遺伝性高
脂血症（WHHL）ウサギの胸部大動脈で生じる内皮依
存性弛緩反応の減弱が、動脈へのコレステロール蓄
積、すなわち粥状硬化病変の進展に伴う内皮細胞か
らの弛緩因子（NO）産生・放出の減少によることを
サンドイッチ標本を用いて明らかとした。

283. 動脈硬化マウスモデルにおけるフ 共
ィブラート剤の過酸化脂質低下作
用

1994年06月1 第 26 回日本動脈硬化
0日
学会総会（横浜）

284. WHHLウサギの血漿脂質に及ぼすマ 共
グネシウムの影響

1994年03月3 日本薬学会第 114 年会 山口 優、北川智美、鮫嶋恵美子、国友 勝
0日
(東京)
われわれはすでに、動脈硬化マウスモデルを用いた
実験において、マグネシウムが血清脂質低下作用及
び抗動脈化作用も有することを報告した。今回は、
家族性高脂血症モデル動物である。WHHLウサギに対
する、マグネシウムの影響を検討したところ、血清
脂質特に低比重リポタンパクの減少が著明で、過酸
化脂質の増加も制御することが明かとなり、同モデ
ルにおいてもマグネシウムが抗動脈硬化を有するこ
とが示唆された。（pp.24）

285. 自然発症高血圧ラットにおけるア 共
セチルコリンに対する内皮依存性
血管反応の系統差

1994年03月2 第 67 回日本薬理学会
4日
年会（京都）

鮫嶋恵美子、若木香枝、北川智美、山口 優、国友
勝
自然発症高血圧ラット（SHR）の２系統を用いて、高
血圧発症時の大動脈の内皮依存性反応を比較したと
ころ、著しい違いがみられた。（pp.330）

286. 動脈硬化形成食負荷マウスに生じ 共
る血清コレステロール増加および
大動脈コレステロール蓄積に対す
るメリナミドの抑制効果

1994年03月2 第 67 回日本薬理学会
3日
年会（京都）

山口 優、北川智美、鮫嶋恵美子、国友 勝
われわれが作製した動脈硬化マウスモデルを用いてA
CAT拮抗薬の影響を検討したところ、血清コレステロ
ールの低下及び大動脈へのコレステロール蓄積抑制
が認められ、ACAT拮抗薬は抗動脈硬化作用を有する
こと及び同マウスモデルがこのようなACAT拮抗薬の
スクリーニングにも有効であることが明らかとなっ
た。（pp.327）

287. タバコ煙修飾LDLの血管反応性お 共
よびマクロファージへのコレステ
ロール蓄積に及ぼす影響

1994年03月2 第 67 回日本薬理学会
3日
年会（京都）

北川智美、山口 優、鮫嶋恵美子、国友 勝
低比重リポタンパク (LDL) にタバコ煙を通気してタ
バコ煙修飾LDL (CS-LDL)を作製し、ウサギ胸部大動
脈の血管反応性ならびにマウス腹腔マクロファージ
へのコレステロール蓄積に対する影響について検討
した。その結果、CS-LDLは内皮依存性弛緩反応を減
弱させること、またマクロファージへの取り込みが
起こりやすいことが解かった。このことは、喫煙がC
S-LDLを介して動脈硬化症の成立に関わっている可能
性を示唆している。（pp.269）

288. ケンフェロールの in vivo にお

1993年3月29 日本薬学会第 113 年会 山口

共
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山口 優、北川智美、権 寧美、篠塚和正、国友
勝
高コレステロール食を負荷したマウスの食餌中の油
脂を、ｎ－３系の脂肪酸を多く含むシソ油、ｎ－６
系の脂肪酸を多く含むベニハナ油及び多価不飽和脂
肪酸をほとんど含まないヤシ油に変えて飼育した。
ヤシ油に比較して、シソ油及びベニハナ油で飼育し
たマウスには血清コレステロール及び過酸化脂質の
著明な同程度の増加が認められた。しかし、大動脈
へのコレステロールの蓄積は、ベニハナ油に比べシ
ソ油を負荷したマウスで軽度であった。ｎ－３系の
脂肪酸は動脈硬化抑制作用を有すると考えられた。

山口 優、北川智美、鮫嶋恵美子、国友 勝
われわれが開発した動脈硬化マウスモデルにクロフ
ィブラート及びクリノフィブラートを投与したとこ
ろ、血清コレステロール及び過酸化脂質の著明な減
少が認められ、大動脈へのコレステロール蓄積も著
明に抑制した。フィブラート剤はin vitroでは抗酸
化作用を示さなかった。今回、フィブラート剤のin
vivoでの抗酸化作用をはじめて明らかにした。

優、石黒京子、北川智美、国友

勝、磯井一
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ける過酸化脂質低下作用

日

(大阪)

郎、藤原元始

289. トリプトファン欠乏マウスにおけ 共
る接触性過敏反応増強に対するト
リプトファンの影響

1993年3月27 第 66 回日本薬理学会
日
総会 (横浜)

山口
元始

290. ウサギ虹彩括約筋のタキキニン作 共
動性収縮とその受容体

1993年3月26 第 66 回日本薬理学会
日
総会 (横浜)

鮫嶋恵美子、北川智美、山口
元始

291. Endothelin-thromboxane system
in vascular activity.

1993年07月

(Basel)

Motohatsu Fujiwara, Souichi Miwa, Satomi Kitaga
wa and Masaru Kunitomo
血管内皮細胞からは血管拡張物質（NOなど）及び収
縮物質（エンドセリンやトロンボキサンA2 (TXA2)
）が放出され血管緊張の局所的な調節がなされてい
る。TXA2の放出は脳血管や高血圧症の血管において
確認されている。また、エンドセリンによる持続的
な血管収縮のうち初期にみられる一過性収縮はTXA2
が関係している。以上の内容を我々のデータを中心
に総説した。

292. 高コレステロール食負荷Dahlラッ 共
トにおける血管反応性

1993年06月2 第 83 回日本薬理学会
5日
近畿部会 (福山)

北川智美、山口 優、鮫嶋恵美子、国友 勝、藤原
元始
動脈硬化の主なリスクファクターである高血圧およ
び高脂血症が合併したとき、血管反応性にどのよう
な変化が生じるかについて検討した。食塩感受性高
血圧症のモデル動物であるDahlラットを用い、高コ
レステロール食を負荷した。その結果、血圧のさら
なる上昇と共に大動脈への脂質沈着と内皮依存性弛
緩反応の著しい減弱をみいだした。（pp.65）

293. Preventive effect of anti-oxid 共
ative agents on cholesterol ac
cumulation in the aorta of mic
e fed an atherogenic diet.

1993年05月1 The 4th Japan-China j
2日
oint meeting on Pharm
acology (Osaka, Japan
)

Masaru Kunitomo Yu Yamaguchi, Satomi Kitagawa,
Emiko Sameshima and Motohatsu Fujiwara
われわれが作製した動脈硬化マウスモデルを用いて
、各種抗酸化作用を有する薬物の抗動脈硬化作用を
検討し、動脈硬化の発症進展に過酸化脂質が強く関
与していることを明らかにした。（pp.56）

294. ウサギ動脈のアセチルコリンによ 共
る内皮依存性弛緩の部位差

1993年03月2 第 66 回日本薬理学会
5日
総会 (横浜)

北川智美、山口
元始

295. 動脈硬化マウスモデルに及ぼす抗 共
酸化性薬物の影響

1992年12月4 平成 4 年度日本動脈硬 山口
日
化学会冬季大会 (金沢) 元始

296. ビタミンＤ誘発動脈硬化ラットの 共
血管反応性に及ぼすニコチン長期
投与の影響

1992年11月6 第 82 回薬理学会近畿
日
部会 (大阪)

297. Protective effects of magnesiu 共
m on aortic cholesterol accumu
lation in mice

1992年07月3 Vth World Conference 山口
0日
on Clinical Pharmacol 始
ogy and Therapeutics
(Yokohama, Japan)

298. Impairment of vasoconstriction 共
and endothelium-dependent rel
axation in aorta from rats wit
h arteriosclerosis induced by
excess vitamin D

1992年04月2 Endothelium-Derived V 藤原元始、北川智美、山口
5日
asoactive Factors; 2n 勝
d International Sympo
sium (Basel, Switzerl
and)

299. ガラクトサミン肝障害ラットの血 共
中脂質およびトリプトファン代謝
物の変動

1992年03月2 日本薬学会第 112 年会 山口
9日
(福岡)
始

300. ビタミンＤ過剰投与による動脈硬 共
化ラットの大動脈における内皮依
存性および非依存性弛緩反応

1992年03月2 日本薬学会第 112 年会 北川智美、山口
9日
(福岡)
始

301. 動脈硬化形成食負荷マウスの血清 共
過酸化脂質および大動脈コレステ
ロールの上昇に対するマグネシウ
ムの抑制作用

1992年03月2 第 65 回日本薬理学会
4日
総会(仙台)

山口
始

302. ビタミンＤ負荷により誘発させた 共
実験的動脈硬化ラットにおける大
動脈反応特異性

1992年03月2 第 65 回日本薬理学会
4日
総会 (仙台)

北川智美、山口
始

優、今泉紀子、国友

303. 遺伝性高脂血症(WHHL)ウサギの各 共
血管における内皮依存性弛緩反応

1992年02月5 第 22 回日本脈管作物
日
質学会(名古屋)

北川智美、山口
元始

優、鮫嶋恵美子、国友

304. ラットにおける動脈硬化モデルの 共
研究－Triton連続投与による検討

1991年12月6 平成 3 年度動脈硬化学 山口
日
会冬季大会 (東京)
始

優、北川智美、今泉紀子、国友

勝、藤原元

305. Adjuvant関節炎ラットの脂質代謝 共
異常におけるサイトカインの関与

1991年10月2 第 41 回日本薬学会近
7日
畿支部総会 (西宮)

山口
始

優、北川智美、今泉紀子、国友

勝、藤原元

306. 実験的動脈硬化ラットにおける大 共
動脈反応の特異性

1991年10月2 第 41 回日本薬学会近
7日
畿支部総会 (西宮)

北川智美、山口
始

307. 塩酸ホモクロルシクリジンの体内 共
動態：光学異性体の分割と体内で
の消長

1991年10月

西方真弓、中井亜紀、伏田仁美、三宅敬司郎、有田
隆一、北川智美、国友 勝

308. マウスにおける動脈硬化モデルの 共
研究－リノール酸および高コレス

1991年06月2 第 79 回日本薬理学会
1日
近畿部会 (金沢)

山口
始

共
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優、北川智美、鮫島恵美子、国友

優、国友

勝、藤原

勝、藤原

優、鮫嶋恵美子、国友

勝、藤原

優、北川智美、鮫嶋恵美子、国友

勝、藤原

北川智美、山口
元始

優、鮫嶋恵美子、国友

優、北川智美、今泉紀子、国友

勝、藤原

勝、藤原元

優、今泉紀子、国友

優、北川智美、今泉紀子、国友

勝、藤原元

優、今泉紀子、国友

勝、藤原元

優、北川智美、今泉紀子、国友

勝、藤原元

優、今泉紀子、国友

優、北川智美、今泉紀子、国友

勝、藤原元

勝、藤原

勝、藤原元

勝、藤原元
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２．学会発表
テロール負荷による検討
309. 各種サイトカインの血清脂質代謝 共
に及ぼす影響

1991年03月3 日本薬学会第 111 年会 北川智美、山口
0日
(東京)
始

優、今泉紀子、国友

勝、藤原元

310. 炎症反応によって生じる血清脂質 共
代謝変化における免疫応答の関与

1991年03月2 第 64 回日本薬理学会
7日
総会 (神戸)

山口
始

優、北川智美、今泉紀子、国友

勝、藤原元

311. 高コレステロール負荷MRL/1マウ 共
スの血清および大動脈脂質に対す
るシクロフォスファミドの影響

1990年12月1 平成 2 年度動脈硬化学 山口
3日
会冬季大会 (宮崎)
始

優、北川智美、今泉紀子、国友

勝、藤原元

312. マウス急性炎症時にみられる血清 共
脂質変化の発生機序について

1990年08月2 日本薬学会第 110 年会 北川智美、山口
2日
(札幌)
勝

優、山田

313. Involvement of interleukins in 共
the abnormal lipid metabolism
in adjuvant arthritic rats

1990年07月3 XIth International Co 山口
日
ngress of Pharmacolog 勝
y (Amsterdam, The Net
herlands)

優、山田

香、今泉紀子、北川智美、国友

314. トリプトファン欠乏マウスの接触 共
性過敏反応に対するトリプトファ
ン代謝物の影響

1990年03月2 第 63 回日本薬理学会
6日
総会 (東京)

山田
勝

香、今泉紀子、山口

315. リポポリサッカライド、コンカナ 共
バリンＡおよびテレピン油投与ラ
ットの血清脂質変化

1990年03月2 第 63 回日本薬理学会
6日
総会 (東京)

山口
勝

優、山田

香、今泉紀子、北川智美、国友

316. Adjuvant関節炎ラットの炎症強度 共
と脂質代謝異常

1989年11月1 第 76 回日本薬理学会
7日
近畿部会 (京都)

山口
勝

優、山田

香、今泉紀子、北川智美、国友

317. マウスの各種炎症における血清脂 共
質の変化

1989年10月2 第 39 回日本薬学会近
9日
畿支部総会 (大阪)

北川智美、山口
勝

優、山田

香、今泉紀子、国友

318. 高コレステロール負荷MRL/1マウ 共
スの血清および大動脈の脂質変化

1989年06月8 第 21 回日本動脈硬化
日
学会総会 (東京)

山口 優、田中庸子、山田
勝、阪東芳雄

香、北川智美、国友

319. Adjuvant関節炎ラットの血清脂質 共
代謝異常へのAdjuvant投与量の影
響

1989年04月6 日本薬学会第 109 年会 山口 優、田中庸子、山田
日
(名古屋)
勝、阪東芳雄

香、北川智美、国友

320. 接触性過敏反応による血清脂質の 共
変化

1989年04月6 日本薬学会第 109 年会 北川智美、山口
日
(名古屋)
勝、阪東芳雄

321. Adjuvant関節炎ラットの脂質代謝 共
異常に対するシクロスポリンＡの
影響

1989年03月2 第 62 回日本薬理学会
7日
総会 (京都)

山口 優、田中庸子、山田
勝、阪東芳雄

香、北川智美、国友

322. Adjuvant関節炎ラットの脂質代謝 共
異常－機序についての2,3の検討

1988年11月

第 74 回日本薬理学会
近畿部会

山口 優、田中庸子、山田
勝、阪東芳雄

香、北川智美、国友

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

2016年5月

薬学雑誌 136 (5): 69 Functional relationship between arterial tissue
3-697.（doi: 10.1248/ and perivascular adipose tissue in metabolic s
yakushi.15-00262-2.） yndrome.
籠田智美、岩田紗季、丸山加菜、和久田浩一、篠塚
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。

2. 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;
147 (3): 135-8. （doi
: 10.1254/fpj.147.135
.）

丸山加菜、John J. McGuire、篠塚和正、籠田智美
メタボリックシンドロームに高発する心血管疾患に
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
。

3. 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;
2016: 3130496. (doi:
10.1155/2016/3130496
.)
16 pages

Kagota S, Maruyama K, McGuire JJ.
肥満、糖尿病、メタボリックシンドロームにおけるP
rotease activated receptor 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。

4. 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;
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。

香、今泉紀子、国友

優、北川智美、国友

優、田中庸子、山田

香、国友

３．総説

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
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
2018.3
基盤研究Ｃ (16K08563)

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 妊娠期の食塩過剰摂取が、子の心血管機能を減弱さ
2016.3
ンス研究財団
せる要因となることを明らかとした。また、授乳期
研究助成金 (No. 1533) 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
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６．研究費の取得状況
（代表）

から、授乳期のみでも食塩を控える意味があると考
えられる。

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―（代表）

2012年4月～ 財団法人ソルトサイエ 胎児期および授乳期に高食塩環境に曝された場合、
2013.3
ンス研究財団
心機能および動脈の一酸化窒素に対する拡張機能の
研究助成金 (No. 1231) 低下が生じることを見いだし、母体の食塩環境が子
の心機能に影響を及ぼすことを明らかにした。

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(MetS)ラットの動脈では
2013.4
基盤研究Ｃ (23590315) 、MetSの発症に伴い一酸化窒素(NO)に対する反応性
が減弱するが、protease-activated receptor-2 (PA
R-2)を介した拡張能はNO合成酵素活性亢進が生じる
ことにより減弱しにくいことを見いだした (Vascula
r Pharmacology 2014; 63: 46-54)。

5. 循環器疾患の治療に関する基礎的 共
研究（代表）

2008年4月～ 協和発酵工業株式会社
2009.3
研究補助金

6. 内皮由来過分極因子（EDHF）の負 単
の制御因子は一酸化窒素（ＮＯ）
である

2006年4月～ 科学研究費補助金
研究課題（16590210）において確立した手法を用い
2008.3
基盤研究（Ｃ） (18590 て、ラットの腸間膜動脈では、アセチルコリンによ
250)
り生じる過分極反応は、NO合成酵素阻害薬存在下で
は非存在下に比べ顕著に観察されることを見いだし
、血管拡張機能が正常状態では、NOはEDHFを抑制的
に制御している可能性が示唆された。また、NO過剰
状態をラットに作成し、その腸間膜動脈を用いてEDH
F依存性血管拡張機能を検討した。

7. 内皮由来過分極因子(EDHF)は本当 単
に存在する

2004年4月～ 科学研究費補助金
2005.3
基盤研究C (16590210)

共焦点蛍光顕微鏡を用いた血管平滑筋細胞の膜電位
変化と収縮・弛緩反応を同時に可視化する方法を確
立した。

8. 小動脈循環制御における血管弛緩 単
因子NOとEDHF間のバックアップ機
構の解明

2000年4月～ 科学研究費補助金
2001.3
奨励A (12770050)

NO産生の亢進状態およびNO産生抑制状態を作成した
ラットより腎動脈を摘出し、Organ bath法を用いて
その弛緩反応性を検討した。その結果、NO亢進状態
ではEDHFを介した弛緩反応は著しく減弱するが、逆
に、NO抑制状態ではEDHFを介した弛緩反応が亢進す
ることを明らかとし、EDHF産生量はNO量の変化に応
じて代償的にコントロールされていることを見いだ
した(Life Sci. 2004, 74, 2757-67)。

9. 食塩は動脈硬化発症を促進させる 共
か？（分担）

1988年4月～ 財団法人ソルトサイエ 食塩と高コレステロール食を同時に負荷したラット
1989.3
ンス研究財団
の腎動脈における弛緩反応性をOrgan bath法により
研究助成金 (No. 9833) 検討した。その結果、EDHFを介した弛緩反応は著し
く低下しているが、NOを介した弛緩反応はむしろ亢
進しており、見掛けの弛緩反応(NOおよびEDHFを介す
る弛緩反応の総和)は正常を保持していること、また
、この時、動脈硬化の発症が起きにくいことを見い
だした(J Cardiovasc Pharmacol, 1999, 34, 533-9)
。

メタボリックシンドロームモデルラットの冠動脈拡
張機能異常に対する降圧薬の治療効果を、単色X線微
小血管造影法を用いて検討した（SPring8、課題番号
2008A1512および2008B1050）(Clin Exp Pharmacol P
hysiol. 2010, 37, 1035-43)。

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. 2000年9月～2010年10月

日本動脈硬化学会

6. 1998年1月～2016年4月

日本循環器薬理学会

7. 1997年4月～現在

SHR等疾患モデル共同研究会

8. 1996年4月～現在

日本薬理学会

9. 1996年4月～現在

日本薬学会

39

