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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. 講義科目：双方向授業の実施

2010年4月1日～現在

講義の進行状況・授業の雰囲気に応じて、学生に課題を
与えて「おしゃべりタイム」を設け、自由に議論させる
。一定時間後に学生に課題に対する解答を述べさせ、更
に討論することにより、講義内容に関する理解を深める
。また、受講態度の改善に結びつける。

2. 先端機器を用いた研究体感型の実習

2006年12月1日～現在

３年最後の実習として開講されている「健康生命薬科学
実験」通称先端実習では、最先端の機器と実験テーマが
特徴である。これにより学生は、研究最前線の状況にふ
れることができる。最終日には学会形式の発表会が行わ
れ、その発表と質疑応答が評価の対象となる。これを受
けた学生の中には、４年次で学会賞を受賞した学生もい
る。

3. 実習科目：質疑応答による評価

2000年4月1日～現在

実習の大きな目的は知識に裏付けられた技能の習得であ
り、問題解決能力の醸成である。従って、実習の評価に
はペーパーテストは利用せず、全て実習中の教員と学生
の質疑応答により評価する。特に実習最終日には班毎の
質疑応答時間を設け教員と学生が実験結果について議論
し、その内容を評価の指標としている。

2010年07月

医師、薬剤師、栄養士を除く対象にしたサプリメントア
ドバイザー認定試験の全科目を詳細に解説した教科書。

2008年03月

医療薬学的な観点から薬理学の重要事項をまとめたもの
で、受容体構造をはじめ、生体内情報伝達機構、受容体
サブタイプ、薬物の臨床応用などを加えた拡張性の高い
内容となっている。

3. 新しい機能形態学 ‐ヒトの成り立ちとその動き‐ 2005年05月
（廣川書店）

日本薬学会の薬学教育コアカリキュラムを元にまとめら
れたもので、従来の解剖学・生理学の内容をさらに統合
的に解説した教科書

2 作成した教科書、教材
1. サプリメントアドバイザー必携
薬事日報社）
2. 最新薬理学

第8版

第３版増補

（

（廣川書店）

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. インターネット放送「サプリメントアドバイザー
講座」

2000年4月1日～現在

ラジオNIKKEIによる教育番組

職務上の実績に関する事項
事項

年月日

概要

1 資格、免許
1. 日本サプリメントアドバイザー

2005年01月

2. 薬剤師
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

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

1 著書
1. ＮＲサプリメントアドバイザー必 共
携

2015年

第一出版（日本臨床栄 医師・栄養士・薬剤師・その他医療従事者および健
養協会編）, 東京, 295 康食品の開発・販売者などサプリメントアドバイザ
-322 (2015)
ー認定試験受験者のための公認テキスト第二版、臨
床薬理学を担当。

2. 生物系薬学Ⅱ人体の成り立ちと生 共
体機能の調節

2015年

東京化学同人, 東京, 6 従来のスタンダード薬学シリーズⅡの血管系・リン
6-77 (2015)
パ管系・肺・気管支の解剖と生理学的な記載事項を

1

研究業績等に関する事項
単著・
共著書別

著書、学術論文等の名称

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

1 著書
改訂コアカリに沿った内容に改訂した。「血管系・
リンパ管系・肺・気管支について概説できる」を担
当。
3. 生活を科学する

共

2014年

光生館（東京）

健康志向を標榜する情報が氾濫している中、日常生
活の中で汎用されているサプリメントについて、そ
の有効性と安全性を科学的な視点から論じた。

4. 最新薬理学

共

2013年

廣川書店

臨床で用いられている最新の医薬品も含め、主に末
梢神経作用薬についてまとめた。

5. リウマチ病セミナーXXIV（薬剤と 共
食物との相互作用）

2013年

永井書店

リウマチ系の疾患に用いられる薬剤を中心に食物や
健康食品との相互作用についてまとめた。

6. 健康食品・サプリメント（成分） 共
のすべて ？Natural Medicines C
omprehensive Database-第三版

2011年

同文書院

米国Natural Medicines Comprehensive Databaseに
おける健康食品情報を翻訳した。

7. 病気・症状別サプリメント・健康 共
食品の効き目辞典

2009年05月

同文書院

田中平三、梅田悦生、篠塚和正、清水俊雄
サプリメント・健康食品の有用性を解説するととも
に、使用してはいけない病気症状や、医薬品との相
互作用など、安全性についても解説し注意を喚起し
た。

8. サプリメント・健康食品の「効き 共
目」と「安全性」

2007年12月

同文書院

田中平三，清水俊雄
米国natural Medicine Comprehensive Database2006
年板の一般向け翻訳書で，健康食品に関する有効性
・安全性・医薬品相互作用情報を手軽に把握出来る
．

9. サプリメントアドバイザー必携
第３刷

共

2007年03月

薬事日報社

清水俊雄他

10. 新しい機能形態学（ヒトの成り立 共
ちとその働き） 第２版

2007年03月

廣川書店

小林静子他

11. 機能性食品素材便覧

共

2006年09月

薬事日報社

清水俊雄他

12. 健康食品のすべて (Natural Medi 共
cines Comprehensive Database)

2006年05月

同人書院

田中平三他

13. サプリメントアドバイザー必携（ 共
第２版）

2006年03月

薬事日報社

清水俊雄他

14. 最新薬理学第７版

第九版

第２版

共

2006年03月

廣川書店

大貫敏男他

薬 共

2005年10月

東京化学同人

東純一

16. 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

廣川書店

小林静子他

17. スタンダード薬学シリーズ４
物系薬学 生命の成り立ち

生 共

2005年03月

東京化学同人

池田玲子

18. クスリのことがわかる本

共

2004年04月

地人書館

渡辺泰雄他
医薬品から健康食品まで、身に何らかの生理的変化
を及ぼすものを取り上げ、その作用や特徴をわかり
やすく解説したもの。取り上げた品目としては、医
療用医薬品、OTC、漢方等、医薬部外品、機能性品な
どである。

19. 機能性食品素材便覧

共

2004年04月

薬事日報社

清水俊雄、志村二三夫
科学的根拠に基づく最新情報を解析して、特定保健
用食品からサプリメント、ハーブまで、243品目の機
能性食品素材の有効性と安全性を集大成したもの。

20. 機能性食品素材便覧 特定保健用 共
食品からサプリメント・健康食品
まで

2004年04月

薬事日報社

清水俊雄・志村二三夫・篠塚和正
健康食品や素材を有効・安全に使用するための情報
を内外から集め、体系的に解析・評価・整理した日
本で初めての健康食品のデータベースで、243品目の
素材について、有効性・安全性・成分（化合物名と
構造）・法規制・性質・製法などを大系化したもの
。

21. クスリのことがわかる本―クスリ 共
を扱う人のための医薬品応用学―

2004年04月

地人書館

渡辺泰雄・梅垣敬三・山田静雄・内田信也・大柴吉
文・小澁陽司・篠塚和正・堀祐輔
医薬品から機能性食品、さらには化粧品まで、ヒト
の身体に何らかの生理機能的変化を及ぼすものを“
クスリ”とし、これらがいかなる相違・相関性を持
つのか、どのようにして生理機能に影響を及ぼすの
かについて解説した本。担当（pp.86～110）

22. サプリメントアドバイザー必携

共

2003年04月

薬事日報社

清水俊雄・池上幸江・飯野久和・篠塚和正・志村二
三夫・合田敏尚・古瀬充宏・石原俊一・山口宏二
サプリメントアドバイザーとして必要な臨床薬理学
の基礎的知識を網羅した教科書。担当（pp.67～86）

23. 最新薬理学第６版

共

2002年08月

廣川書店

大貫敏男・萩原政彦・尾崎昌宣・国友勝・小池勝夫
・重信弘毅・篠塚和正・谷覺・土橋洋史・長友孝文
・中村一基
薬学教育における薬理学に関してまとめた教科書。
分担部分は「平滑筋に作用する薬物」、「運動神経

15. スタンダード薬学シリーズ６
と疾病 薬物治療（１）

2

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

1 著書
および骨格筋に作用する薬物」、「血液に作用する
薬物」および「ビタミン」。担当（pp.69～78，pp.7
9～89，pp.395～415，pp.483～498）
24. Pathogenetic and physiological 共
implications of the L-arginin
e-nitric oxide pathway. “FRON
TIERS AND NEW HORIZONS IN AMIN
O ACID RESEARCH ”

1992年

Elsevier Science Publ Kobayashi Y., Ikeda K., Ohta F., Nara Y., Shino
ishers, Amsterdam, th zuka K., Hattori K., Yamori Y.
e Netherlands・
蛋白質の構成単位であるアミノ酸に関する最新情報
を集めた総説集。分担部分では重要な血管径制御因
子である一酸化窒素の前駆体であるアルギニン（ア
ミノ酸のひとつ）についてその病態生理学的意義と
生理学意義について記述してある。本著書のなかで
はアルギニン・一酸化窒素が血圧降下に関与するこ
とも示唆している。（pp.429-435）

25. Endothelium-dependent and inde 共
pendent vasodilations of strok
e-prone spontaneously hyperten
sive rats with stroke.“GENETI
C HYPERTENSION”

1992年

Coloque INSERM/Jhon L Kobayashi Y., Ikeda K., Shinozuka K., Nara Y.,
ibbey Eurotex Ltd., M Yamori Y., Hattori K.
ontrouge, France・
病態動物としての高血圧自然発症ラットの生理的・
薬理学的性質に関する総説集。分担部分では血管内
皮由来弛緩因子の遊離と血圧との関係について、一
酸化窒素産生系阻害薬であるニトロアルギニンを用
いて検討した結果を基礎に記述してあり、内皮依存
性弛緩反応の低下と高血圧との間に密接な関係のあ
ることを示唆している。（pp.51-53）

26. Effects of NKY-722, a novel ca 共
lcium antagonist, on the reduc
tion of the high energy compou
nds in the rat heart during st
imulation; an in vivo ［＜31＞
＾Ｐ］－MRS study,“RELAXATION
MECHANISM OF INTRA-AND EXTRACELLULAR SODIUM ”

1991年

National Insutitute f Kobayashi Y., Tanabe Y., Shinozuka K., Shimoura
or Physiological Scie K., Hattori K.
nces, Okazaki,Japan・ 核磁気共鳴装置による生体内イオン動態の解析に関
する総説集。分担部分ではラット心臓におけるクレ
アチンリン酸の動態とカルシウムイオンの関係につ
いてin vivoの状態で検討した結果について記載して
おり、カルシウム拮抗薬であるNKY-722によるクレア
チンリン酸レベルの低下抑制は、カルシウムイオン
の細胞内流入阻止による心臓内エネルギー消費低下
に基づくことを示唆している。また、核磁気共鳴装
置が生体位のままで心臓内エネルギーの動態解析に
応用できることを示唆、その方法の詳細についても
記述。（pp.125-128）

27. Characteristics of Prejunction 共
al purinergic receptors.“ROLE
S OF ADENOSINE AND ADENINE NUC
LEOTIDES IN THE BIOLOGICAL SYS
TEM ”

1991年

Elsevier Science Publ Westfall D.P., Forsyth K.M., Shinozuka K., Bjur
ishers Amsterdam, the R.A.
Netherlands・
生体系におけるアデノシンとそのヌクレオチドの生
理的意義に関する総説集。分担部分では血管交感神
経終末に局在しているプリン性シナブス前受容体に
ついてラット血管で得られた知見を基礎に、プリン
性作動薬・プリン性拮抗薬の作用を紹介し、本受容
体が既存のものには属さない新種であることを示唆
している。（pp.27-32）

28. Modulation of norepinephrine r 共
elease by ATP and adenosine,“
PURINE NUCLEOSIDES AND NUCLEOT
IDES IN CELL SIGNALLING, TARGE
TS FOR NEW DRUGS”

1990年

Springer Verlag, Amst Westfall D.P., Shinozuka K., Bjur R.A.
erdam, the Netherland 自律神経系交感神経伝達におけるノルエピネフリン
s・
遊離調節機構に関する総説。実験動物としてラット
血管を使用した研究の実験結果を基礎に、神経伝達
に対するATPとアデノシンの作用について様々な角度
から説明し、遊離調節機構におけるその特徴ならび
に生理的意義について記述している。（pp.260-265
）

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

2015年

日薬理誌, 145, 59-64
(2015)

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

2015年

Life Sci., 136, 42-51 高血圧自然発症ラットを用いて、妊娠及び授乳期の
(2015)
食塩過剰摂取は、仔の循環機能を低下させることを
明らかとし、母体の食習慣の重要性を示した。

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

2015年

ADMET & DMPK, 3, 77-8 p38-MAPK経路はP-糖タンパク質の即時的な調節に関
3 (2015)
与せず、SB203580はp38-MAPK経路以外のメカニズム
でP-糖タンパク質機能を促進する事が示唆された。

4. 血管系におけるATPを介したクロ
ストーク

共

2014年

日本薬理学雑誌 143： 血管系の内皮細胞・平滑筋細胞・神経そしてがん細
283-288（2014）
胞の細胞間相互情報伝達におけるATPの役割をクロス
トークという概念で総説としてまとめた。

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

2013年

Microvasc. Res., 88,
70-8 (2013)

6. Abnormal amounts of intracellu 共
lar calcium regulatory protein
s in SHRSP.Z-Lepr(fa)/IzmDmcr
rats with metabolic syndrome a
nd cardiac dysfunction.

2013年

Can. J. Physiol. Phar Kagota, S., Maruyama, K., Tada, Y., Wakuda, H.,
macol., 91 (2), 124-3 Nakamura,K., Kunitomo, M. and Shinozuka, K.
3 (2013)
メタボリックシンドロームと心機能不全を有するSHR
SP.Z-Lepr(fa)/IzmDmcrラットの細胞内カルシウム調
節蛋白質量の異常について検討しまとめた論文

2 学位論文
3 学術論文

3

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。

Kagota, S., Maruyama, K., Tada, Y., Fukushima,
K., Umetani, K., Wakuda, H. and Shinozuka, K.

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

3 学術論文
7. Determination of the effects o
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, 84 ( Miyauchi, S., Wakuda, H., Taki, Y., Maruyama, K
1/2), 7-12 (2013)
., Kagota, S., Umegaki, K., Yamada, S. and Shin
ozuka, K.
Caco-2細胞のP糖タンパク質の薬物排泄機能に対する
緑茶などの植物成分の影響を調べてまとめた。

8. 2. Hepatic cytochrome P450 med 共
iates interaction between warf
arin and Coleus forskohlii ext
ract in vivo and in vitro.

2012年

J Pharm Pharmacol. 64 Yokotani K, Chiba T, Sato Y, Taki Y, Yamada S,
(12):1793-1801
Shinozuka K, Murata M, Umegaki K.

9. 4. Effects of Ginkgo biloba ex 共
tract on the pharmacokinetics
and pharmacodynamics of tolbut
amide in protein-restricted ra
ts.

2011年9月

J Pharm Pharmacol. 63 Taki Y, Hagiwara E, Hirose C, Shinozuka K, Umeg
(9):1238-1243
aki K, Yamada S.

10. 3. Telmisartan provides protec 共
tion against development of im
paired vasodilation independen
tly of metabolic effects in SH
RSP.Z-Lepr(fa)/IzmDmcr rats wi
th metabolic syndrome.

2011年9月

Can J Physiol Pharmac Kagota S, Tada Y, Nejime N, Nakamura K, Kunitom
ol. 89(5):355-364
o M, Shinozuka K.

11. 5. 同一ラットでの血圧測定に置
けるtail-cuff法とテレメトリー
法との測定比較

共

2011年8月

応用薬理学
59-63

12. 6. A novel method using confoc 共
al laser scanning microscopy f
or sensitive measurement of Pglycoprotein-mediated transpor
t activity in Caco-2 cells.

2011年6月

J Pharm Pharmacol. 63 Wakuda H, Nejime N, Tada Y, Kagota S, Fahmi OA,
(8):1015-1021
Umegaki K, Yamada S, Shinozuka K.

13. 8. Telmisartan provides protec 共
tion against development of im
paired vasodilation independen
tly of metabolic effects in SH
RSP.Z-Lepr(fa)/IzmDmcr rats wi
th metabolic syndrome.

2011年5月

Can J Physiol Pharmac Kagota S, Tada Y, Nejime N, Nakamura K, Kunitom
ol. 89(5):355-364
o M, Shinozuka K.

14. 9. Preventive effects of the e 共
xtract of kinka-cha, a folk te
a, on a rat model of metabolic
syndrome.

2011年3月

J Nat Med. 65(3-4):61 Oku H, Ogawa Y, Iwaoka E, Yamaguchi Y, Kagota S
0-616
, Kazumasa S, Kunitomo M, Ishiguro K.

15. 7. 低酸素による血管・心臓交感 共
神経からのノルアドレナリン遊離
に対するニコランジルの影響

2011年

Therapeutic Research
32(2): 279-282

16. 10. Characterization of cardia 共
c size and function in SHRSP.Z
-Lepr(fa)/IzmDmcr rats, a new
animal model of metabolic synd
rome.

2010年8月

Biol Pharm Bull.
12):1971-1976

17. 12. Coronary vascular dysfunct 共
ion promoted by oxidative-nitr
ative stress in SHRSP.Z-Lepr(f
a) /IzmDmcr rats with metaboli
c syndrome.

2010年7月

Clin Exp Pharmacol Ph Kagota S, Fukushima K, Umetani K, Tada Y, Nejim
ysiol. 37(11):1035-10 e N, Nakamura K, Mori H, Sugimura K, Kunitomo M
43
, Shinozuka K.

18. 11. Inhibitory effect of Cordy 共
ceps sinensis on experimental
hepatic metastasis of melanoma
by suppressing tumor cell inv
asion.

2010年7月

Anticancer Res. 30(9) Kubo E, Yoshikawa N, Kunitomo M, Kagota S, Shin
:3429-3433
ozuka K, Nakamura K.

19. 13. Effects of nicorandil on s 共
ympathetic neurotransmission i
n rat caudal artery.

2010年6月

Clin Exp Pharmacol Ph Tei A, Nejime N, Tada Y, Kagota S, Tanabe Y, Ha
ysiol. 37: 619-623 (2 shimoto M, Shinozuka K.
010)

20. 14. Highly sensitive measureme
nt of P-glycoprotein-mediated
transport activity in Caco-2 c
ells

2010年5月

Biol Pharm Bull. 33(7 Wakuda K, Nejime N, Tada Y, Kagota S, Umegaki K
): 1238-1241
, Yamada S and Shinozuka K

21. 15. リアルタイムライブセルイメ
ージ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
の開発と展望

2010年4月

New Diet Therapy 26(1 和久田浩一、禰占奈美江、多田有加里、梅垣敬三、
): 11-15 (2010)
籠田智美、山田静雄、篠塚和正

22. 16. Effect of vanadate on ATP- 共
induced increase in intracellu
lar calcium ion levels in huma
n umbilical vein endothelial c
ells．

2010年3月

Biol Pharm Bull.
6): 1060-1062

23. 17. Effects of dietary ingredi 共
ents on function and expressio

2010年2月

Biol Pharm Bull. 33(2 Okura T, Ibe M, Umegaki K, Shinozuka K, Yamada
):255-259
S.
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80(3/4):

千葉剛、窪田洋子、篠塚和正、梅垣敬三

多田有加里、鄭婀美、籠田智美、和久田浩一、田邊
洋子、橋本道男、篠塚和正

33( Tada Y, Kagota S, Matsumoto M, Naito Y, Shibata
H, Nejime N, Tsujino T, Koshiba M, Masuyama T,
Shinozuka K.

33( Tei A, Nejime N, Tada Y, Kagota S, Tanabe Y, Ha
shimoto M, Shinozuka K.
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n of P-glycoprotein in human i
ntestinal epithelial cells.
24. 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。

25. サプリメントの現状と問題点

共

2009年11月

大阪府保険医雑誌

篠塚和正、禰占奈美江
いわゆる健康食品の現状を調査し、その結果を元に
問題点を指摘するとともに、その有用性と安全性を
科学的根拠に基づいて簡便に評価する方法について
提案した。

26. 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。

27. 健康食品・サプリメントと医薬品 共
との相互作用（２）、ハーブ類（
イチョウ葉エキス、カバ、甘草な
ど）

2009年09月

Functional Food

大野綾、禰占奈美江、篠塚和正
健康食品・サプリメントととしてのイチョウ葉エキ
ス、カバ、甘草と医薬品との相互作用について、ヒ
トでの知見を中心に概説した。

28. 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。

29. 健康食品・サプリメントと医薬品 共
との相互作用（１）、ハーブ類（
セイヨウオトギリソウ、ガーリッ
ク、朝鮮ニンジン）

2009年06月

Functional Food

篠塚和正、大野綾、禰占奈美江
健康食品・サプリメントととしてのセイヨウオトギ
リソウ、ガーリック、朝鮮ニンジンと医薬品との相
互作用について、ヒトでの知見を中心に概説した。

30. 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。

31. Possible particiation of chlor 共
ode ion channels in ATP releas
e from cancer cells in suspens
ion.？？Nejime N, Kagota S, Ta
naka N, Yoshihara R, Nakamura
K, Hashimoto M, Kunitomo M, Sh
inozuka K.？？

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.
浮遊癌細胞からのATP遊離にクロライドイオンチャネ
ルが関与している可能について検討

32. Effects of ATP on the intracel 共
lular calcium level in the ost
eoblastic TBR31-2 cell line.

2009年01月

Biol Pharm Bull.

Nishii N, Nejime N, ,Yamauchi C, Yanai N, Shino
zuka K, Nakabayasi T.
造骨細胞のTBR31-2細胞系における細胞内カルシウム
レベルに対するATPの作用について検討した論文

33. 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07月

Biol Pharm Bull

Tada Y, Kagota S, Kubota Y, Nejime N, Nakamura
K, Kunitomo M, Shinozuka K.

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

2008年06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

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

2008年06月

36. 19. Cordycepin (3'-deoxyadenos 共
ine) inhibits the growth of B1
6-BL6 mouse melanoma cells thr
ough the stimulation of adenos
ine A3 receptor followed by gl
ycogen synthase kinase-3beta a
ctivation and cyclin

2008年06月

Naunyn Schmiedebergs
Arch Pharmacol.

37. 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

2008年05月

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

Naunyn Schmiedebergs Nejime N, Tanaka N, Yoshihara R, Kagota S, Yosh
Arch Pharmacol.
ikawa N, Nakamura K, Kunitomo M, Hashimoto M, S
hinozuka K.
ガン細胞からの遊離ATPが血管内皮細胞膜上のプリン
P２受容体を刺激して、細胞内カルシウムイオンレベ
ルを上昇させる現象について研究した論文

5

Yoshikawa N, Yamada S, Takeuchi C, Kagota S, Sh
inozuka K, Kunitomo M, Nakamura K.
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etes.
38. 薬剤師による科学的根拠に基づい 共
た健康食品の指導ガイドライン

2008年04月

医療薬学

大野綾、篠塚和正
科学的根拠に基づいた健康食品の選び方と使い方に
ついての、基本的ガイドラインを提唱した論文

39. 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、田辺洋子、禰占奈美江、多田友
加里、籠田智美、篠塚和正
ラット尾動脈からのノルアドレナリン遊離に対する
ニコランジルの影響を検討し、交感神経終末部でKAT
Pチャネルが機能していることを明らかにした。

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
ヒト血管内皮細胞の細胞内カルシウムレベルがヒト
ガン細胞により上昇することを見いだし、この作用
にP2受容体が関与することを明らかにした。

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.
イチョウ葉エキスを長期経口摂取した自然発症高血
圧ラットにおいて、肝機能と末梢循環機能が障害あ
れることを明らかにした。

42. 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., Y
l.
amaguchi, Y., Nakamura, K., Kunitomo, M.

43. Ginkgo biloba extract causes d 共
ecrease in heart rate in aged
spontaneously hypertensive rat
s.

2007年11月

Clin. Exp. Pharmacol. Kubota, Y., Kagota, S., Tada, Y., Nejime, N., N
Physiol.
akamura, K., Kunitomo, M., Umegaki, K., and Shi
nozuka, K.
イチョウ葉エキスが老齢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を見いだし、老齢者お
ける使用に注意が必要であることを示唆した。

44. Effects of quinine on the intr 共
acellular calcium level and me
mbrane potential of PC 12 cult
ures

2007年11月

J Pharm Pharmacol.

45. Effect of amlodipine, a calciu 共
m channel antagonist, on chole
sterol levels in the cerebral
cortex and hippocampus of obes
e and hypertensive SHR.Cg-Lepr
cp/NDmcr (SHR-cp) rats.

2007年11月

Clin Exp Pharmacol Ph Hashimoto, M., Kagota, S., Kubota, Y., Katakura
ysiol.
, M., Enkhjargal, B., Gamoh, S., Abdual, M.H.,
Shido, O., Kunitomo, M.

46. Abnormalities of nitric oxide- 共
mediated vasorelaxation in a r
at model of metabolic syndrome
: Involvement of peroxynitrite
formation.

2007年11月

Clin Exp Pharmacol Ph Kagota, S., Tada, Y., Yamaguchi, Y., Kubota, Y.
ysiol.
, Nejime, N., Nakamura, K., Kunitomo, M.

47. Nicorandil may change the symp 共
athetic nerve activity of SHR.
Cg-Leprcp/NDmcr (SHR-cp) rats.

2007年11月

Clin Exp Pharmacol Ph
ysiol

48. Influence of hypertension on d 共
ysfunction of regulation of ad
renergic neurotransmission in
SHR.Cg-Leprcp/NDmcr (SHR-cp) r
ats.

2007年11月

Clin Exp Pharmacol Ph Nejime, N., Kagota, S., Yoshihara, R., Tanaka,
ysiol.
N., Tei, A., Kubota, Y., Nakamura, K., Kunitomo
, M.

49. ATP modulates the release of n 共
oradrenaline through two diffe
rent prejunctional receptors o
n the adrenergic nerves of rat
prostate.

2007年07月

Clin Exp Pharmacol Ph Morikawa, T., Tanaka, N., Kubota, Y., Mizuno, H
ysiol.
., Nakamura, K., Kunitomo, M

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

2007年03月

51. Ginkgo biloba extract causes d 共
ecrease in heart rate in aged
spontaneously hypertensive rat
s.

2007年

Clin Exp Pharmacol Ph Kubota, Y., Kagota, S., Tada, Y., Nejime, N., N
ysiol
akamura, K., Umegaki, K.

52. Cordycepin and Cordyceps sinen 共
sis reduce the growth of human
promyelocytic leukaemia cells
through the Wnt signalling pa
thway.

2007年

Clin. Exp. Pharmacol. Yoshikawa, N., Nakamura, K., Yamaguchi, Y., Kag
Physiol.
ota, S., Shinozuka, K. and Kunitomo, M.
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。

6

Akiyoshi T, Tanaka N, Nakamura T, Matzno S, Shi
nozuka K, Uchida T.
PC12の細胞内カルシウムイオンレベルに対するquini
neの影響とその苦味官能試験結果との関連性につい
て検討した論文。

Tei, A., Tabuchi, M., Nejime, N., Kubota, Y.,
Kagota, S., Higashino, H., Hashimoto, M.
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53. Bilobalide in Ginkgo biloba ex 共
tract is a major substance ind
ucing hepatic CYPs.

2007年

J Pharm Pharmacol.

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

2007年

Clin Exp Pharmacol Ph Kagota, S., Kubota, Y., Nejime, N., Nakamura, K
ysiol.
., Kunitomo, M.

55. 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.

2007年

Naunyn Schmiedebergs
Arch. Pharmacol.

Yoshikawa, N., Yamada, S., Takeuchi, C., Kagota
, S., Shinozuka, K., Kunitomo, M. and 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。

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

2006年07月

Biol. Pharm. Bull.

Kubota Y, Umegaki K, Kagota S, Tanaka N, Nakamu
ra K,Kunitomo M, Shinozuka K.

57. Clofibrate-induced apoptosis i 共
s mediated by Ca2+-dependent c
aspase-12 activation.

2006年03月

Life Science.

Mastno S, Yasad S, Kitada Y, Akiyoshi T, Tanaka
N, Juman S, Shinozuka K, Nakabayashi T, Matsuy
ama K.
クロフィブラートが誘引するアポトーシスは、細胞
内へのカルシウム流入に依存したカスパーゼ12の活
性化により引き起こされることを示した論文。

58. 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
。

59. Activation of P2Y receptor enh 共
ances high-molecular compound
absorption from rat ileum.

2006年02月

Journal of Pharmacy a Kinoshita N, Takahashi T, Tada S, Shinozuka K,
nd Pharmacology.
Mizumo N, Takahashi K.
ラット腸管からの水溶性高分子化合物の吸収をP2Y受
容体が促進することを示した論文。

60. 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.
イチョウ葉エキス投与による血圧上昇抑制作用とそ
の機構について検討した論文。本結果から、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。

61. Antitumor effect of cordycepin 共
(3’-deoxyadenosine) on mouse
melanoma and carcinoma cells
involves adenosine A3 receptor
stimulation.

2006年01月

Anticancer Research.

62. Myosin light chain kinase and 共
Rho-kinase participate in P2Y
receptor-mediated acceleratioo
n of permeability through the
endothelial cell layer.

2005年03月

Journal of Pharmacy a Tanaka N,Nejime N,Kubota Y,Kagota S,Yudo K,Naka
nd Pharmacology
mura K,Kunitomo M,Takahashi K,Hashimoto M,Shino
zuka K
プリン受容体を介した、血管内皮細胞間隙からの物
質透過調節には、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。

63. Effect of cordycepin (3' -deox 共
yadenosine) on hematogenic lun
g metastatic model mice.

2005年01月

In vivo

Kazuki Nakamura,Keiko Konoha,Noriko Yoshikawa,Y
u Yamaguchi,Satomi Kagota,Kazumasa Shinozuka,an
d Masaru Kunitomo.
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。

64. 種々のイチョウ葉エキスとプロア 共
ントシアニジンのラット肝臓 Cy
tochrome P450 活性に対する影
響

2004年12月

食品衛生学雑誌

Sugiyama T,Shinozuka K,Sano A,Yamada S,Endoh K,
Yamada K,Umegaki K.
ラットでのGBE過剰摂取によるP450誘導作用は、抽出
方法に関係なくP450誘導成分が含まれることが示唆
された。

65. Relationship between plasma an 共
d hippocampal lipid peroxidati
on in obese and hypertensive S
HR/NDmcr-cp Rats.

2004年12月

Clinical and Experime Hashimoto M.,Kubota Y.,Tanaka N.,Yamaguchi Y.,F
ntal Pharmacology and ujii Y.,Kagota S.,Kawakita E.,Shido O.,Kunitomo
Physiology.
M.,Shinozuka K.
SHR/NDmcr-cpの血漿中の過酸化脂質レベルは、WKYに
比べ顕著に高かったが、海馬において両者に有為な
差は見られなかった。

66. 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09月

日本食品化学学会誌
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Umegaki, K., Taki, Y., Endoh, K., Taku, K., Tan
abe, H., Shinozuka, K. and Sugiyama, T.

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

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
CYPの誘導を引き起こすGBEは、老齢ラットにおいて
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も併用医薬品の代謝を変化させたり、血管機能を修
飾することにより薬効に影響を及ぼすことを示した
論文。
67. Alpha-1D adrenoceptors are inv 共
olved in reserpine-induced sup
ersensitivity of rat tail arte
ry.

2004年06月

British Journal of Ph Taki N,Tanaka N,Zhang L,Suzuki F,Israilova M,Ta
armacology.
niguchi T,Hiraizumi-Hiraoka Y,Shinozuka K,Kunit
omo M,Muramatsu I.
レセルピンの慢性投与によりAlpha-1D Adrenocepto
rsの発現が誘導され、反応が亢進すること、これが
レセルピンにより誘発されるsupersensitivityの理
由であることを示した論文。

68. Induction and recovery of hepa 共
tic drug metabolizing enzymes
in rats treated with ★Ginkgo
biloba☆ extract.

2004年06月

Food and Chemical Tox Tomomi Sugiyama,Yoko Kubota,Kazumasa Shinozuka,
icology.
Shizuo Yamada,Kazuhiko Yamada,Keizo Umegaki.
イチョウ葉エキスの薬物代謝酵素誘導作用の可逆性
について検討し、イチョウ葉投与中止１週間後に、C
YPの量及び活性が回復すること、グルタチオンS転移
酵素の回復には３週間かかることを明らかにした論
文。

69. 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 Science
2号

70. Pretreatment with Ginkgo bilob 共
a extract weakens the hypnosis
action of phenobarbital and i
ts plasma concentration in rat
s.

2004年03月

Jounal of Pharmacy an Kubota K.・Kobayashi K.・Tanaka N.・Nakamura K.
d Pharmacology 56巻 ・Kunitomo M.・Umegaki K.・Shinozuka K.
３号
ラットに対するフェノバルビタールの催眠作用に対
し、イチョウ葉エキス長期間投与がその薬効を減弱
させるとともに、その血中濃度の低下を促進するこ
とを明らかにし、この作用に薬物代謝酵素P450の誘
導が関わっていることを明らかにした論文。担当（p
p.401～405）

71. 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
版
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）

72. ラットにおける糖尿病治療薬トル 共
ブタミドとイチョウ葉エキスの相
互作用に関する検討

2004年01月

臨床薬理

73. 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延長した。また、W
ECS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）

74. P2Y receptor-mediated enhancem 共
ent of permeation requires Ca2
+ signaling in vascular endoth
elial cells

2003年09月

Clinical and Experime
ntal Pharmacology and
Physiology 30巻 ９
号

75. 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

76. Effect of Quinine Solutions on 共
Intracellular Ca2+ Levels in
Neuro-2a Cells -Conventional P
hysiological Method for the Ev
aluation of Bitterness-

2003年08月

Biological & Pharmace Nakamura T.・Akiyoshi T.・Tanaka N.・Shinozuka
utical Bulletin 26巻 K.・Matzno S.・Nakabayashi T.・Matsuyama K.・Ka
11号
shiwayanagi M.・Uchida T.
神経細胞において、苦味物質である塩酸キニーネに
よる細胞内Ca2+レベルの上昇が観察され、その機序
には細胞外Ca2+流入と細胞内Ca2+ストアーからのCa2
+遊離が関与することを明らかとし、Ca2+レベルが苦
味強度の指標となる可能性を見出した論文。（pp.16

8

35巻

74巻

2 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
除去財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）

１号

梅垣敬三・杉山朋美・窪田洋子・篠塚和正・山田静
雄・山田浩・大橋京一
ラットにイチョウ葉エキスを摂取させ薬物との相互
作用を検討した論文。経口血糖降下薬のトルブタミ
ドの作用に対し、イチョウ葉エキスがその薬効を変
化させること、その作用に薬物代謝酵素P450が関わ
っていることを明らかにした。担当（pp.209S）

Tanaka N.・Kawasaki K.・Nejime N.・Kubota Y.・T
akahashi K.・Hashimoto M.・Kunitomo M.・Shinozu
ka K.
ラット尾動脈におけるP2Y受容体の生理的役割につい
て検討し、この受容体刺激による巨大分子の内皮細
胞層透過性が亢進することを見いだし、報告した論
文。担当（pp.649～652）

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）
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37～1640）
77. Interactin of Ginkgo Biloba Ex 共
tract (GBE) with Hypotensive A
gent, Nicardipine, in Rats

2003年06月

in vivo

78. 野菜と野菜成分の疾病予防及び生 共
理機能への関与

2003年06月

栄養学雑誌
号

79. P2Y-receptor regulates size of 共
endothelial cells in an intra
cellular Ca＾＜２＋＞ dependen
t manner

2003年02月

Life Sciences
13号

80. ニコランジルによる血管内皮細胞 共
からのATP遊離促進作用にミトコ
ンドリアATP感受性Ｋ＾＋チャン
ネルは関与するか？

2003年02月

Therapeutic Research
24巻 ２号

橋本道男・田中直子・藤井由已・窪田洋子・篠塚和
正・国友勝・紫藤治
ニコランジルの心筋保護作用メカニズムとして、ニ
コランジルによる冠動脈血管内皮細胞からのATP遊離
促進作用が推察され、その作用機序としてはミトコ
ンドリアATP感受性Ｋ＾＋チャンネルに作用すること
、さらには、細胞膜過分極方向への電位変化がATP遊
離促進作用のドライビングフォースとして機能する
ことが示唆された。担当（pp.10～15）

81. 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
12号

72巻

Yoshikawa N・Nakamura K・Yamaguchi Y・Kagota S
・Shinozuka K・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。担当（pp.1377～1387）

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

2003年

Anticancer Research
23巻

Nakamura K・Yoshikawa N・Yamaguchi Y・Kagota S
・Shinozuka K・Kumitomo 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
vivoならびにin vitroの実験系で証明した。担当（p
p.1395～1399）

83. ★Ginkgo biloba☆ extract mark 共
edly induces pentoxyresorufin
o-dealkylase activities in rat
s

2002年12月

Japanese Journal of P Umegaki K.・Saito K.・Kubota Y.・Sanada H.・Yam
harmacology 90巻
ada K.・Shinozuka K.
イチョウ葉エキスがラットの肝酵素（pentoxyresoru
fin o-dealkylase）を誘導する事を見いだし、発表
した論文。本論文中にはヒト肝酵素へ影響したとい
うデータについても記述されている。担当（pp.345
～351）

84. ラット循環機能に対するプロポリ 共
スの４週間反復投与の影響

2002年09月

日本食品化学学会誌
９巻 ２号

85. Alpha-1 adrenoceptor up-regula 共
tion induced by prazosin but n
ot KMD-3213 or reserpine in ra
ts.

2002年04月

Br. J. Pharmacol. 135 Zhang L・Taniguchi T・Tanaka T・Shinozuka K・Ku
巻 ７号
nitomo M・Nishiyama M・Kamata K・Muramatsu I
α＿1アドレナリン受容体のup-regulationがα＿1受
容体拮抗薬であるプラゾシン処置により生じるが、
α＿＜1A＞受容体の選択的拮抗薬やレセルピンでは
起こらないことを明らかにし、プラゾシンの受容体
を介さない作用であることを示唆した。担当（pp.17
57～1764）

86. Feeding of ★Ginkgo biloba☆ e 共
xtract (GBE) enhances gene exp
ression of hepatic cytochrome
P-450 and attenuates the hypot
ensive effect of nicardipine i
n rats

2002年04月

Life Science 70巻
号

87. Safety of dietary supplements: 共
Chronotropic and inotropic ef
fects on isolated rat atria.

2002年02月

Biol. Pharm. Bull. 25 Kubota Y・Umegaki K・Tanaka N・Mizuno H・Nakamu
巻 ２号
ra K・Kunitomo M・Shinozuka K
ラット心房に対する新規機能性食品（イチョウ葉エ

9

17巻

Kubota Y.・Kobayashi K.・Tanaka N.・Nakamura K.
・Kunitomo M.・Umegaki K.・Shinozuka K.
イチョウ葉エキス摂取はラット肝臓薬物代謝酵素（C
YP2B1/2，CYP3A1，CYP3A2）を誘導し、ニカルジピン
の降圧作用を減弱させることを明らかにした論文。
担当（pp.409～412）

61巻

５

72巻

池上幸江・梅垣敬三・篠塚和正・江頭祐嘉合
野菜とその成分の科学的情報を様々なデータベース
を用い調べ、信頼性のある情報源を厳選した上で、
生理機能に対する野菜とその成分の影響および疾病
への関与についてまとめた総説。担当（pp.275～288
）
Tanaka N・Kawasaki K・Kubota Y・Nakamura K・Has
himoto M・Kunitomo M・Shinozuka K
P2Y受容体作動薬が、等浸透圧下の生理的な状態でも
細胞のサイズを変化させることを示した論文で、そ
の機序として細胞内カルシウム動員機構が連関して
いることについても触れている。担当（pp.1445～14
53）

窪田洋子・梅垣敬三・田中直子・小林恭子・中村一
基・国友勝・篠塚和正
ラットにプロポリスを４週間反復摂取させ循環機能
に対する影響を検討した研究に関する論文。担当（p
p.54～59）

23 Shinozuka K・Umegaki K・Kubota Y・Tanaka N・Miz
uno H・Yamauchi J・Nakamura K・Kunitomo M
イチョウ葉エキスの一ヶ月投与により、肝肥大が起
こり肝酵素（P-450）が誘導されることを明らかにす
るとともに、そのアイソザイムを同定し、それがCYP
3A1およびCYP3A2であること、従ってその基質薬物で
あるニカルジピンの抗高血圧作用が減弱することを
明らかにした論文。現在の健康食品ブームに対する
警鐘としての意義を有する。担当（pp.2783～2792）
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キス、茶カテキン、大豆イソフラボン、銅クロロフ
ィリン、鉄クロロフィリン）の影響を検討した論文
。イチョウ葉エキスと茶カテキンに若干の影響が認
められこの有効成分の検討を行った。他の食品に著
効は認められなかった。担当（pp.197～200）
88. Purinergic modulation of vascu 共
lar sympathetic neurotransmiss
ion.

2002年01月

Japanese Journal of P Shinozuka K・Mizuno H・Nakamura K・Kunitomo M
harmacology 88巻 １ 血管交感神経からのノルアドレナリン遊離に対する
号
プリン性調節機構について検討し、ノルアドレナリ
ンの遊離がP1およびP2アゴニストにより抑制される
こと、その神経終末プリン受容体は奏功器由来のプ
リン物質によって刺激されることを明らかにし、逆
行性神経伝達制御機構の存在を提唱したミニ総説。
担当（pp.19～25）

89. 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

90. ラット循環器機能に対する各種健 共
康食品の４週間反復投与の影響

2001年12月

日本食品化学学会誌
８巻 ３号

窪田洋子・梅垣敬三・田中直子・水野英哉・中村一
基・国友勝・篠塚和正
各種健康食品（茶カテキン類、大豆イソフラボン類
、オクタコサノール、鉄クロロフィリンナトリウム
および銅クロロフィリンナトリウム）の４週間反復
投与によるラットの循環器機能に対する影響を検討
した。担当（pp.149～154）

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

2001年11月

In Vivo.

Yoshikawa N・Nakamura K・Yamaguchi Y・Kagota S
・Shinozuka K・Kunitomo 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。
担当（pp.485～488）

92. Participation of ATP in cell v 共
olume regulation in the endoth
elium after hypotonic stress.

2001年10月

Clinical and Experime
ntal Pharmacology and
Physiology 28巻 10
号

93. Ginkgo biloba extract-induced 共
relaxation of rat aorta is ass
ociated with increase in endot
helial intracellular calcium l
evel.

2001年10月

Life Science 69巻
号

20 Kubota Y・Tanaka N・Umegaki K・Takenaka H・Mizu
no H・Nakamura K・Shinozuka K・Kunitomo M
イチョウ葉エキスが内皮依存性弛緩反応を惹起する
こと、この反応は血管の細胞内カルシウム濃度の増
加に起因することを報告した。担当（pp.2327～2336
）

94. Role of 5-HT(2) receptor subty 共
pes in depletion of 5-HT induc
ed by p-chloroamphetamine in t
he mouse frontal cortex.

2001年08月

Brain Res.
号

２ Yamada J・Sugimoto Y・Ohkura M・Inoue K・Shinoz
uka K・Kunitomo M
p-クロロアンフェタミンは、マウスの前頭葉のセロ
トニンを枯渇し高熱を発生させるが、この作用に関
する5-HT＿2受容体サブタイプを明らかにした。担当
（pp.141～145）

95. Nicorandil-induced ATP release 共
in endothelial cells of rat c
audal artery is associated wit
h increase in intracellular ca
lcium

2001年03月

Europiean Journal of
Pharmacology. 416巻

96. Effect of 9-(6,7-dideoxy-b-D-a 共
llo-hept-5-ynofuranosyl) adeni
ne on noradrenaline release fr
om vascular sympathetic nerves

2001年02月

Clinical and Experime Shinozuka K., Ishii-Nozawa R., Takeuchi K., Min
ntal Pharmacology and akawa N., Matsuda A., Nakata H., Kunitomo M.
Physiology 28巻
ラット腸間膜動脈と家兎耳動脈の交感神経伝達に対
する、新規化合物HAK-2701の影響について検討し、H
AKが兎耳動脈に対してのみ作用し、その作用はノル
アドレナリン遊離に促進的であることを見い出し報
告した。担当（pp.312～314）

97. Characterization of prejunctio 共
nal purinoceptors inhibitin no
radrenaline release in rat mes
enteric arteries.

2001年01月

Japanese Journal of P Shinozuka K., Tanioka Y., Kwon YM., Tanaka N.,
harmacology 85巻
Kubota Y., Nakamura K., Kunitomo M.
ラット腸間膜動脈交感神経終末部プリン受容体の薬
理学的解析を行い、交感神経終末部には既知のA＿1
受容体と新規P2受容体が存在することを明らかにし
た。担当（pp.41～46）

98. Docosaheaenoic acid supplement 共
ation increased oxidative dama
ge in bone marrow DNA in aged
rats and its relation to antio
xidant vitamins.

2001年01月

Free Radical Research Umegaki K., Hashimoto M., Yamasaki H., Fujii M.
34巻
, Yoshimura M., Sugisawa A., Shinozuka K.
老齢ラットにおける骨髄DNAの酸化損傷にはビタミン
C合成能の低下と骨髄ビタミンC濃度の低下が関与す
ることを見い出すとともに、DHA投与により酸化的な

10

15巻

７号

６号

911巻

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。担当（pp.791～798）

Shinozuka K・Tanaka N・Kawasaki K・Mizuno H・Ku
bota Y・Nakamura K・Hashimoto M・Kunitomo M
低浸透圧による血管内皮細胞体積の増加に対する調
節機構にATPが関与していることを示唆した論文。担
当（pp.799～803）

Hashimoto M., Shinozuka K., Sasaki T., Tanaka N
., Hossain SM., Kubota Y., Tamura K., Shido O.,
Kunitomo M.
血管内皮細胞におけるニコランジルのATP遊離機構に
ついて検討し、K＿<ATP>チャネルの活性化に基づく
カルシウム流入の促進が関係していることを報告し
た。担当（pp.179～183）
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3 学術論文
DNA損傷が惹起されることを見い出し報告した。担当
（pp.427～435）
99. Inhibitory effects of water ex 共
tracts from fruiting bodies of
cultured Cordyceps sinensis o
n raised serum lipid peroxide
levels and aortic cholesterol
deposistion in atherosclerotic
mice.

2000年12月

Phytother. Res.
8号

14巻 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。担当（pp.650～652）

100. Antioxidant activity of the ex 共
tracts from fruiting bodies of
cultured cordyceps sinensis.

2000年12月

Phytother. Res.

14巻 Yamaguchi Y., Kagota S., Nakamura K., Shinozuka
K., Kunitomo M.
冬虫夏草培養細胞抽出液の薬理活性について検討し
、これに抗酸化作用のあることを見い出し報告した
。担当（pp.647～649）

101. Cキナーゼ阻害によるp53蛋白リン 共
酸化を介した癌細胞機能抑制

2000年11月

薬学雑誌

102. SHRの血圧、心拍、血糖、各種肝 共
臓パラメーターに対する銀杏エキ
ス食摂取の影響

2000年06月

食品衛生学雑誌
3号

41巻

梅垣敬三・吉村美香・樋口満・江差降年・篠塚和正
銀杏エキス36日間摂取により、心拍数の低下が認め
られたが血圧、血糖値等には影響が認められないこ
と、肝臓重量、リン脂質濃度、P450含量およびグル
タチオンSトランスフェラーゼ活性が増加する事を報
告した。担当（pp.171～177）

103. 血管内皮細胞のカルシウムレベル 共
に及ぼすNicorandilの影響

2000年04月

Therapeutic Research
21巻

佐々木哲也・橋本道男・田中直子・篠塚和正・花田
智樹・野坂誠士・山内正信・藤井由己・国友勝・田
村勝洋
Nicorandilによる内皮細胞からのプリン遊離の過程
として、ATP感受性カリウムチャネルの開口に伴う過
分極方向への電位変化が、細胞内カルシウム上昇の
ドライビングフォースとなる可能性を示唆した。担
当（pp.799～802）

104. Phosphorylation status and fun 共
ction of P53 are inversely rel
ated to protein kinase C activ
ation.

2000年02月

Anticancer Res.

105. Role of adenosine in insulin-s 共
timulated release of leptin fr
om isolated white adipocytes o
f Wistar rats.

2000年01月

Diabetes

106. ラット循環機能に及ぼすイチョウ 共
葉エキスの影響

2000年01月

日本食品化学学会誌
７巻 １号

107. Ginkgo biloba extract attenuat 共
es development of hypertension
in DOCA-salt hypertensive rat
s

2000年01月

Clinical and Experime K. Umegaki・K. Shinozuka・K. Watarai・H. Takena
ntal Pharmacology and ka・M. Yoshimura・P. Daohua・T. Esashi
Physiology 27巻
DOCAラットの昇圧変化に対するイチョウ葉エキスの
効果を、テレメトリー装置を用いて、長期的に検討
した論文。イチョウ葉エキスの降圧作用が休息時に
現れることを見いだし、時間薬理学的な効果である
ことを発見した。担当（pp.277～282）

108. Participation of cAMP in the f 共
acilitatory action of β, γ-m
ethylene ATP on the noradrenal
in release from rabbit ear art
ery.

1999年12月

Life Science
5号

109. Elevation of striatal interleu 共
kin-6 and serum corticosterone
contents in MPTP-treated mice

1999年10月

Clinical and Experime Kaku K.・Shikimi T.・Kamisaki Y.・Shinozuka K.
ntal Pharmacology and ・Ishino H.・Okunishi H.・Takaori S.
Physiology 26巻
マウス線状体のインターロイキンと血清コルチコス
テロン量がMPTP（methyl phenyl tetraphydropyridi
ne；ドパミン作動性神経の除神経薬）により増加す
ることを報告した。担当（pp.680～683）

110. ウサギ耳動脈におけるプリン作動 共
性ノルエピネフリン遊離促進機構
に関する研究

1999年06月

薬学雑誌
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120巻

中村一基・篠塚和正・国友勝
癌細胞転移機構における蛋白リン酸化酵素Cの役割に
関する総説。担当（pp.1387～1394）

20巻 Nakamura K.・Sun Y.・Yokoyama Y.・Ferris D.・Sh
igh N.・Ichikawa T.・Shinozuka K.・Kunitomo M.
・Colburn N.
BALB/cマウス表皮細胞由来JB6細胞のうち、RT101細
胞株に野生型p53リン酸化蛋白質発現量が多いことを
見いだし、これがＣキナーゼの不活性化によること
、さらに発現量増加の一部にはトランスアクチベー
ション活性の上昇が関与する事を示唆した。担当（p
p.１～５）

49巻

Juei-Tang Cheng・I-Min Liu・Tzong-Cherng Chi・K
azumasa Shinozuka・Feng-Hwa Lu・Ta-Jen Wu・Chih
Jen Chang
ラット白色脂肪細胞からのレプチンの遊離において
、アデノシンはインスリンのhelperもしくはpositiv
e regulatorとして機能していること、アデノシンの
この作用はPLC-PKC pathwayと連関するA2受容体を介
したものであることを示唆した。担当（pp.20～24）

65巻

119巻

窪田洋子・梅垣敬三・林真知子・篠塚和正・国友勝
ラットの心機能および血圧に対するイチョウ葉エキ
スの影響について検討し、イチョウ葉エキスが陽性
変時効果を有することを明らかにした。担当（pp.41
～46）

2 Ishii-Nozawa R.・Shinozuka K.・Kunitomo M.・Has
himoto T.・Takeuchi K.
ウサギ耳動脈交感神経殻のノルアドレナリン遊離に
対するβ.γ-methylene ATPの促進作用の作用機序に
ついて検討し、この作用に終末内cAMPレベルの上昇
が関与していることを示唆した。担当（pp.2743～27
53）

１号 野澤玲子・篠塚和正・国友勝・竹内幸一・橋本孝雄
ウサギ耳動脈交感神経終末部に存在するプリン受容
体について検討し、これがノルアドレナリン遊離を
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3 学術論文
促進的に調節していること、更に、そのサブタイプ
が既存のプリン受容体に属さない、新しいものであ
ることを明らかにした。担当（pp.417～428）
111. 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

112. 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

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

1999年04月

Jpn. J. Pharmacol.
9巻

114. Hypotension induced by exercis 共
e is associated with enhanced
release of adenyl purines from
aged rat artery.

1999年03月

Am. J. Physiol.
巻

115. 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

4 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）

116. Inhibitory effect of ★Cordyce 共
ps Sinensis☆ on spontaneous l
iver metastasis of Lewis lung
carcinoma and B16 melanoma cel
ls in syngeneic mice.

1999年03月

Jpn. J. Pharmacol.
9巻

7 K. Nakamura・Y. Yamaguchi・S. Kagota・YM. Kwon
・K Shinozuka・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）

117. The hypotensive effect of doco 共
sahexaenoic acid is associated
with the enhanced release of
ATP from the caudal artery of
aged rats.

1999年01月

The Journal of Nutrit Hashimoto M.・Shinozuka K.・Gamoh S.・Tanabe Y.
ion 129巻
・Hossain S. MD・Kwon Y.M.・Hata N.・Misawa Y.
・Kunitomo M.・Masumura S.
老齢ラットに対するDHA負荷の影響について検討を行
い、DHAはATPの遊離量を増加させること、血圧を低
下させること、この２つの因子の間には有意な相関
性のあることを示唆した。担当（pp.70～76）

118. Long-term supplementation of h 共
igh cholesterol diet to aged r
ats decreases the release of A
TP from the caudal artery.

1998年11月

Life Science
1号

119. Persistent release of norepine 共
phrine caused by anticancer dr
ug 4′-epidoxorubicin in rat t
ail artery in vitro.

1998年11月

European Journal of P Sakai T.・Muramatsu I.・Taniguchi T.・Inagaki R
harmacology 356巻
.・Shinozuka K.・Kunitomo M.・Hayashi N.・Ishii
Y.
抗癌剤4′-epidoxorubicinの心血管系への副作用に
ついて検討し、本剤が血管収縮作用を示すこと、交
感神経刺激による収縮をわずかに抑制すること、ノ
ルアドレナリンの濃度収縮曲線には影響しないこと
を明らかにするとともに、さらに4′-epidoxorubici
nがノルアドレナリン遊離白湯を有すること、電気刺
激によるノルアドレナリン遊離を抑制することを見
いだした。以上より、4′-epidoxorubicinには交感
神経に直接影響することが示された。担当（pp.25～

12

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）

276

7 K. Nakamura・Y. Yamaguchi・S. Kagota・K. Shinoz
uka・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
賦活化作用のあることが示唆された。担当（pp.505
～508）

63巻

Hashimoto M.・Shinozuka K.・Tanabe Y.・Gamoh S.
・Hara S.・Hossain MS.・Kwon Y.M.・Kunitomo M.
・Masumura S.
高脂肪食負荷した老齢ラットに対する運動の及ぼす
影響について検討し、運動が、動脈壁の脂肪酸の不
飽和度とATPの遊離量を増加させることを明らかにす
ると共に、これらの因子は互いに相関し合っている
こと、さらに血圧の増加に対して抑制的に寄与して
いることを示唆した。担当（pp.H970～975）

2 Hashimoto M.・Shinozuka K.・Tanabe Y.・Shahdat
H.MD・Gamoh S.・Kwon Y.M.・Tanaka Y.・Kunitomo
M.・Masumura S.
老齢ラットの血漿プリンレベルおよび尾動脈からの
プリン遊離に対するコレステロールの長期投与の影
響について検討し、コレステロールがプリン遊離を
抑制することを明らかにするとともに、これが血圧
上昇の一因になる可能性を示唆した。担当（pp.1879
～1885）
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3 学術論文
30）
120. Determination of ATP and its m 共
etabolites released from rat c
audal artery by isocratic ionpair reversed-phase high-perfo
rmance liquid chromatography

1998年08月

Analytical Biochemist Kawamoto Y.・Shinozuka K.・Kunitomo M.・Haginak
ry 262巻 １号
a J.
高速液体クロマトグラフィーを用いたATPとその代謝
産物の測定法に関する報告。担当（pp.33～38）

121. 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.
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）

122. Endothelium-dependent response 共
iveness in renal arteries of s
pontaneously hypertensive rats
fed a high salt and high chol
esterol diet.

1998年07月

Japanese Heart Journa S.Kagota・A.Tamashiro・Y.Yamaguchi・K.Shinozuka
l 39巻 ４号
・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産生低下（EDCF）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
進が生じることを明らかにした。担当（pp.558）

123. Source of ATP, ADP, AMP and ad 共
enosine released from isolated
rat caudal artery exposed to
noradrenaline.

1998年03月

Journal of Smooth Mus Hashimoto M.・Shinozuka K.・Tanaka Y.・Honda M.
cle Reseach 33巻 ３ ・Ishida Y.・Bjur R.A.・Westfall D.P.・Hattori
号
K. and Masumura S.
ラット尾動脈からのプリン物質の遊離について培養
細胞を用いて検討し、プリン物質は内皮細胞から遊
離すること、平滑筋細胞からは遊離しないことを明
らかにした。さらに、内皮細胞からのプリン物質遊
離は継代によって消失することが明らかにされた。
全（pp.７）（pp.127～133）

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

1998年02月

Clin. Exp. Pharmacol. （Kagota,S.・Yamaguchi,Y.・Shinozuka,K. and Kun
Physiol. 25巻
itomo,M.）□加齢すなわち粥状動脈硬化の発症・進
展に伴い著しく減弱する。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）

125. Antihypertensive effect of all 共
-cis-5,8,11,14,17-icosapentaen
oate of aged rats is associa w
ith an increase in the release
of ATP from the caudal artery
.

1998年01月

Journal of Vascular R Hashimoto M.・Shinozuka K.・Kwon Y.M.・Tanabe Y
esearch 35巻
.・Kunitomo M. and Masumura S.
老齢ラットにおいてEPAの経口投与が血中EPAおよび
動脈内EPA含量を増加させること、さらに降圧作用を
示すことを明らかにした。さらに、この降圧作用がA
TP遊離量および血中ATP量と相関することを見いだし
、EPAの降圧作用に内皮由来ATPが関与している可能
性を示唆した。全（pp.８）（pp.55～62）

126. SHRSPの脳卒中に対するシイタケ- 共
フラクトオリゴ糖混合物（SK-204
）の作用

1997年11月

Natural Medicines
巻 ５号

51 Otsuka M.・Shinozuka K.・Hirata G. and Kunitomo
M.
脳卒中易発性高血圧自然発症ラット（SHRSP）におい
て、シイタケフラクトオリゴ糖混合物（SK-204）が
脳卒中に伴う脳出血を抑制する傾向のあること、血
小板の減少に対して有意な抑制作用を示すことを見
いだし、SK-204には、血小板数の減少抑制作用に基
づく軽度の脳卒中予防効果のあることを示唆した。
全（pp.４）（pp.467～470）

127. Evidence of adenosine 5´-trip 共
hosphate release from nerve an
d P＿2X-purinoceptor mediate c
ontraction during electrical s
timulation of rat urinary blad
der smooth muscle.

1997年11月

Journal of Urology
58巻

1 Tong Y.C.・Hung Y.C.・Shinozuka K.・Kunitomo M.
and Cheng J.T.
ラット膀胱平滑筋からのATP遊離に関する論文、HPLC
蛍光検出器にてその遊離を測定した。全（pp.５）（
pp.1973～1977）

128. Effects of thyrotropin-releasi 共
ng hormone and its analog, NS3, on blood pressure, Heart ra
te and serum catecholamine lev
els in rats.

1997年02月

General Pharmacology
28巻 ２号

Shinozuka K. Shimoura K. and Hattori K.
抗痴呆薬として開発中のTRH誘導体について、循環器
系に対する影響を検討し、TRHよりも弱い作用を有す
ることが示唆された。全（pp.６）（pp.209～214）

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

1996年04月

Gen.Pharmacol.27巻

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
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）
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3 学術論文
130. Regional difference of endogen 共
ous ATP release in rabbit arte
ries.

1996年03月

Comparative Biochem.P Ishii R.・Shinozuka,K.・Kunitomo M.・Hashimoto
hysiol. 113巻 ３号 T.・Takeuchi K.
ウサギ血管系におけるATP遊離機構の部位特異性につ
いて検討した論文。血管内皮細胞からのATP遊離機能
をウサギの４種類の動脈で比較、その遊離機能は耳
動脈＞腎動脈＞＞大腿動脈＝肺動脈の順で亢進して
いることを明らかにし、血管系におけるATP遊離機構
に部位差のあることを示唆した。全（pp.５）

131. 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

132. 実験的肺血栓ラットに対するシイ 共
タケ・フラクトオリゴ糖混合物（
SK-204）の影響

1996年02月

薬学雑誌

133. Effect of 8-sulfophenyl theoph 共
ylline on the endogenous norep
inephrine release from sympath
etic nerves of rabbit ear arte
ry.

1996年02月

Clin.Exp.Pharmacol.Ph Ishii R.・Shinozuka K.・Kunitomo M.・Hashimoto
ysiol. 23巻
T.・Takeuchi K.
ウサギ耳動脈交感神経伝達における内皮由来ATPの生
理的意義をプリン受容体拮抗薬である8-sulfophenyl
theophyllineを用いて検討、ATPが刺激頻度に応じ
て遊離され、神経伝達に対してフィードバックプロ
モーションを引き起こしている可能性を示唆した。
全（pp.２）

134. Effect of methoxamine on norad 共
renaline release in the caudal
artery of hypertensive rats.

1995年12月

Clinical and Experime Shinozuka K.・Kunitomo M.・Bjur R.A.・Westfall
ntal Pharmacology and D.P.・Hattori K.
Physiology 22巻
高血圧ラット（SHR）の尾動脈に対するメトキサミン
の作用を検討、メトキサミンによるノルアドレナリ
ン遊離抑制作用がSHRにおいて減弱していることを見
い出し、これが交感神経終末部プリン受容体の機能
不全によることを示唆した。全（pp.３）

135. 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）

136. 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）

137. High potassium-evoked of ATP f 共
rom rabbit pulmonary artery vi
a endogenous noradrenaline.

1995年11月

General Pharmacology
26巻 ６号

138. Regional difference of endogen 共
ous ATP release in the pulmona
ry artery of rabbits.

1995年10月

Clinical and Experime Takeuchi K.・Shinozuka K.・Ishii R.・Hashimoto
ntal Pharmacology and T.
Physiology 22巻
ウサギの肺動脈系（肺動脈幹、外部肺動脈および内
部肺動脈）におけるATP遊離機構の部位特異性につい
て検討した論文。α受容体刺激による動脈内皮細胞
からのATP遊離量は内部肺動脈が最も多く、次いで外
部肺動脈、肺動脈幹の順であることを見い出し、肺
動脈系におけるATP遊離機能はより末梢側で亢進して
いる可能性を示唆した。全（pp.２）

139. The effects of age on the rele 共
ase of adenine nuclecsides and
nucleotides from rat caudal a
rtery.

1995年10月

Journal of Physiology Hashimoto M.・Shinozuka K.・Bjur R.A.・Westfall
（London） 489巻 ３
D.P.・Hattori K.・Masumura S.
号
ラット尾動脈内皮細胞からのATP遊離に対する加齢の
影響について検討し、加齢に伴いATP遊離量が減少す
ることを示した。また、血中ATPレベル及び血圧につ
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116巻

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）
２号 大塚正道・篠塚和正・平田五一・国友勝
乳酸誘発肺血栓ラットに対する椎茸混合物（椎茸：
フラクトオリゴ糖＝７：３）の影響を検討し、この
混合物が血栓形成を有意に抑制する事を報告、さら
にこの血栓形成抑制作用が血栓溶解に基づくもので
あることを示唆した。全（pp.５）

Takeuchi K.・Ishii R.・Shinozuka K.・Hashimoto
T.
高濃度カリウムによりウサギ肺動脈からプリン関連
物質が遊離されることを見い出し、これが、高カリ
ウムにより交感神経終末部から遊離されたノルアド
レナリンによって、惹起されたことを示唆した。全
（pp.６）
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いても検討し、加齢に伴って血中ATPレベルが減少、
血圧が上昇することも報告、加齢・血圧・細胞外ATP
の間に関連性のあることを示唆した。全（pp.８）
140. Participation of endogenous no 共
radrenaline in the release of
ATP by high potassium in the r
at caudal artery.

1995年05月

Japanese Journal of P Shinozuka K.・Kunitomo M.・Shimoura K.・Hattori
harmacology 68巻 １ K.
号
高濃度カリウムによりラット尾動脈からプリン関連
物質が遊離されることを見いだし、これが、高カリ
ウムによる交感神経終末部から遊離されたノルアド
レナリンにより惹起されたこと、平滑筋の収納機能
とは直接関係のないことを示唆した。全（pp.３）

141. Characterization of the facili 共
tatory prejunctional purinocep
tor on adrenergic nerves of th
e rabbit ear artery.

1995年05月

Journalof Pharmacolog
y and Experimental Th
erapeutics 273巻 ３
号

Ishii R.・Shinozuka K.・Kunitomo M.・Hashimoto
T.・Takeuchi K.
ウサギの耳動脈交感神経終末部のプリン受容体の性
質を薬理学的に検討した論文。このシナプス前受容
体が促進性受容体であること、各種作動薬の親和性
の点から従来までのサブタイプとは異なった受容体
（Ｐ＿３）であることを示唆した。全（pp.６）

142. Differences in purinoceptor mo 共
dulation of norepinephrine rel
ease between caudal arteries o
f normotensive and hypertensiv
e rats.

1995年03月

Journal of Pharmacolo
gy and Experimental T
herapeutics272巻３号1
193-1198頁

Shinozuka K., Kunitomo M., Hattori K., Bjur R.A
., Westfall D.P.
高血圧ラット（SHR）におけるプリン受容体活性とAT
P遊離量の変化について検討、SHRにおいて交感神経
終末部のプリン受容体は機能不全の状態にあるが、
内皮細胞におけるATP遊離機能は逆に亢進しているこ
とを報告、さらに内皮由来ATPによる交感神経伝達調
節機能がSHRにおいて低下していることを示唆した。

143. In vitro studies of release of 共
adenine nucleotides and adeno
sine from rat vascular endothe
lium in response to α＿1-adre
noceptor stimulation.

1994年12月

British Journal of Ph Shinozuka K., Hashimoto M., Masumura S., Bjur R
armacology113巻４号12 .A., Westfall D.P., Hattori K.
03-1208頁
ラット尾動脈からのATP遊離は内皮除去処置により著
明に減少した。ノルアドレナリンによるATP遊離は培
養内皮細胞においては観察されたが、培養平滑筋細
胞においては認められなかった。またこのようなATP
の遊離量をラット胸部大動脈と比較すると尾動脈か
らの遊離量が有意に多かった。以上の結果よりα受
容体刺激により活性化されるATP遊離機構が内皮細胞
に存在することが示唆された。

144. 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
harmacology292巻１号1 hi Y., Tanabe Y., Fujiwara M., Hattori K.
15-118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
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。

145. Age-related changes in the pla 共
sma levels of endothelin-1 and
the production in endothelial
cells cultured from rat vascu
lar vessels.

1994年10月

Biomedical Gerontolog Hashimoto M., Shinozuka K., Hattori K., Masumur
y18巻332-333頁
a S.
ラット胸部大動脈および尾動脈の培養内皮細胞にお
けるエンドセリン１（ET1）産生能ならびにその血漿
濃度に及ぼす加齢の影響が検討された。培養内皮細
胞でのET1産生能は加齢とともに増加したが、その血
漿濃度は減少する事を見いだした。

146. Methoxamine-induced release of 共
endogenous ATP from rabbit pu
lmonary artery.

1994年03月

European Journal of P Takeuchi K., Shinozuka K., Akimoto H., Ishii R.
harmacology254巻３号2 , Hashimoto T.
87-290頁
ウサギ肺動脈からのATP遊離の性質について検討した
。遊離ATPは高速液体クロマトグラフィーにて測定し
た。ノルアドレナリンによるATP遊離は室温下で著明
に抑制されたが、外液カルシウム除去の影響は受け
なかった。以上の結果よりα受容体刺激により活性
化されるATPの遊離はエネルギー依存性の遊離であり
、カルシウムチャンネルとは連関していないことが
示唆された。

147. Methoxamine enhances the relea 共
se of endogenous noradrenaline
from rabbit ear artery: possi
ble involvement of ATP.

1993年07月

Naunyn-Schmiedeberg's Ishii R., Shinozuka K., Kobayashi Y., Hattori K
Archives of Pharmaco ., Hashimoto Y., Takeuchi K.
logy. 348.1巻
ウサギ耳介中心動脈に対するα＿１－作動薬の作用
を検討し、α＿１－受容体刺激により血管内皮よりA
TPが放出され、このATPが交感神経終末部に結合して
神経伝達を増強することを見いだし、促進性のトラ
ンスシナブティック調節機構の存在を提唱した。（p
p.46-52）

148. Effects of nitro-L-arginine on 共
endothelium dependent relaxat
ion of canine cerebral arterie
s.

1993年06月

Clinical and Experime Ohta F., Kobayashi Y., Shinozuka K., Shimoura K
ntal Pharmacology and ., Hattori K., Moritake K.
Physiology. 20.6巻 犬の脳底動脈と大腿動脈を用い、これらに対するニ
トロアルギニンの作用を比較した論文。これら２血
管の内皮依存性弛緩反応に対するニトロアルギニン
の作用に差のあることから一酸化窒素産生系には血
管部位差のあることを示唆した。（pp.413-419）
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149. Effects of reserpine on the co 共
ntent and uptake of dopamine a
nd noradrenaline in rabbit art
eries.

1993年04月

Clinical and Experime Okada K., Shinozuka K., Shimoura K., Kobayashi
ntal Pharmacology and Y., Hattori K., Nakase A.
Physiology. 20.4巻 ウサギの各種血管の交感神経カテコールアミン含有
量を成分別に比較検討した論文。ドパミンの含有量
に血管部位差のあることを見いだし、ドパミンはノ
ルアドレナリンの前駆体としての役割以外にも生理
的意義を有している可能性を示唆した。（pp.261-26
7）

150. Simultaneous determination of 共
nerve-induced adenine nucleoti
des and nucleosides released f
rom rabbit pulmonary artery.

1993年03月

Analytical Biochemist Mohri K., Takeuchi K., Shinozuka K., Bjur R.A.,
ry. 210.2巻
Westfall D.P.
高速液体クロマトグラフィー蛍光検出器による内因
性プリン関連物質（ATP、ADP、AMP、アデノシンなど
）の一括微量定量法について記述した論文。この方
法によりグラディエント法を使用せずに簡便に分析
することが可能になった。（pp.262-267）

151. Purinergic facilitation of nor 共
epinephrine release from adren
ergic nerves of rabbit ear art
ety.

1993年

Preceedings of Wester Ishii R., Shinozuka K., Hattori K., Bjur R.A.,
n Pharmacology Societ Westfall D.P., Takeuchi K., Hashimoto T.
y. 36巻
電気的神経刺激によるウザキ耳介中心動脈交感神経
からのノルアドレナリン遊離に対し、ATPなどのプリ
ン関連物質が促進的に影響することを見いだし、促
進性シナプス前プリン受容体の存在を提唱した。（p
p.17-20）

152. Comparison of endogenous adeny 共
l purines release from aorta a
nd caudal artery of rat.

1993年

Proceedings of Wester Shinozuka K., Tanabe Y., Kobayashi Y., Shimoura
n Pharmacology Societ K., Takaori S., Takeuchi k., Bjur R.A., Westfa
y. 36巻
ll D.P., Hattori K.
α＿１－受容体刺激によるラット胸部大動脈および
尾動脈からのATP放出を比較検討した論文。同一刺激
によるATPの遊離量は尾動脈からのほうが約20倍多い
ことから内皮細胞のATP遊離機能には部位差のあるこ
とを示唆した。（pp.89-93）

153. Role of nitric oxide from the 共
endothelium on the neurogenic
contractile responses of rabbi
t pulmonary artery.

1992年11月

European Journal of P Shinozuka K., Kobayashi Y., Shimoura K., Hattor
harmacology. 222.3巻 i K.
血管交感神経機能と血管内皮細胞機能との相互作用
について検討した論文。神経興奮に伴う平滑筋の緊
張もしくは内皮細胞α受容体の興奮により内皮細胞
アルギニン・一酸化窒素産生系が活性化、一酸化窒
素を産生放出することにより血管の緊張が低下する
ことを示した。（pp.113-120）

154. Comparison of vasopressor effe 共
cts of nitroarginine in stroke
-prone spontaneously hypertens
ive rats and Wistar-Kyoto rats
.

1991年09月

Clinical and Experime Kobayashi Y., Ikeda K., Kakizoe E., Shinozuka K
ntal Pharmacology and ., Nara Y., Yamori Y., Hattori K.
Physiology. 18.9巻 正常血圧ラットにニトロアルギニンを長期間経口投
与することにより血圧が上昇するが、高血圧自然発
症ラットの場合は正常ラットほど大きく上昇しない
ことを見いだし、高血圧の状態では内皮細胞のアル
ギニン・一酸化窒素系の血管拡張機能は極度に低下
していることを示唆した。（pp.599-604）

155. Regional difference of puriner 共
gic modulation on adrenergic n
eurotransmission in isolated r
abbit pulmonary artery.

1991年07月

Nucleosides and Nucle Shinozuka K., Kobayashi Y., Shimoura K., Hattor
otides. 10.5巻
i K.
ウザキより肺動脈幹・外部肺動脈・内部肺動脈を摘
出し、この３つの部位における２クロロアデノシン
の抑制作用を比較することによりプリン受容体分布
の部位差について検討した論文。この研究によりプ
リン受容体の支配は末梢側でより強力であることが
示された。（pp.1165-1167）

156. 血管交感神経におけるプリン性調 単
節機構：プリンの遊離と作用、そ
の受容体について

1991年07月

血管14.3巻

157. L-Nitroarginine increases bloo 共
d pressure in the rat.

1991年06月

Clinical and Experime Kobayashi Y., Ikeda K., Kakizoe K., Shinozuka K
ntal Pharmacology and ., Nara Y., Yamori Y., Hattori K.
Physiology. 18.6巻 アミノ酸の一種であるアルギニンをラットに長期間
経口投与することにより起こる血圧低下がアルギニ
ン・一酸化窒素産生系の阻害薬であるニトロアルギ
ニンにより妨害されることを見い出し、血圧調節に
おけるアルギニンの重要性を示唆した。（pp.397-39
9）

158. Participation by purines in th 共
e modulation of norepinephrine
release by methoxamine.

1991年01月

European Journal of P Shinozuka K., Sedaa K.O., Bjur R.A., Westfall D
harmacology. 192.3巻 .P.
ラット尾動脈交感神経伝達に対する内皮細胞由来ATP
の生理的役割に関する論文。極度な交感神経興奮下
において、内皮細胞は大量のATPを放出し神経を鎮静
化させることを初めて発見し、トランスシナプティ
ックな調節機構の存在を提唱した。（pp.431-434）

159. Purine modulation of norepinep 共
hrine release in the rat vas d
eferens.“BIOLOGICAL ACTIONS O
F EXTRACELLULAR ATP”

1990年12月

Annals of the New Yor Forsyth K.M., Shinozuka K., Bjur R.A., Westfall
k Academy of Sciences D.P.
603巻
ラット輸精管交感神経におけるATPの補伝達に関する
論文。神経興奮に伴って放出されたATPは平滑筋に結
合して収縮反応を引き起こしてノルアドレナリンの
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補伝達物質として機能するが、さらに神経終末にも
結合して伝達機能を抑制的に調節していることを明
らかにした。（pp.507-509）
160. ATP as a cotransmitter.“BIOLO 共
GICAL ACTIONS OF EXTRACELLULAR
ATP”

1990年12月

Annals of the New Yor Westfall D.P., Sedaa K.O., Shinozuka K., Bjur R
k Academy of Sciences .A., Buxton I.L.O.
603巻
神経興奮に基づいて神経伝達物質と伴に遊離される
補伝達物質ATPに関する論文。神経活動に伴い大量の
ATPが放出されるが、補伝達物質としての遊離はその
１％のみであり大部分は非神経サイト由来であるこ
とを明らかにした。（pp.300-310）

161. Effects of α,β-methylene ATP 共
on the prejunctional purinoce
ptors of the sympathetic nerve
s of the rat caudal artery.

1990年09月

Journal of Pharmacolo Shinozuka K., Bjur R.A., Westfall D.P.
gy and Experimental T ラット尾動脈交感神経シナプス前プリン受容体に対
herapeutics. 254.3巻 するＰ＿＜2x＞拮抗薬α,βメチレンATPの影響に関
する論文。Ｐ＿＜2x＞拮抗薬がＰ＿１作動薬に拮抗
するという結果を得、この受容体がハイブリッドな
性質を有する受容体であることを示唆した。（pp.90
0-904）

162. Presynaptic purine receptors. 共
“PRESYNAPTIC RECEPTORS AND QU
ESTIONS OF AUTOREGULATION OF N
EUROTRANSMITTER RELEASE”

1990年08月

Annals of the New Yor Westfall D.P., Shinozuka K., Forsyth K.M., Bjur
k Academy of Sciences R.A.
604巻
ラット尾動脈シナプス前プリン受容体は既存のＰ＿
１－受容体、Ａ＿１－受容体、Ａ＿２－受容体そし
てＰ＿＜2x＞受容体、Ｐ＿＜2Y＞受容体とは異なる
受容体でありＰ＿１－、Ｐ＿２－受容体の両方の性
質を兼ね備えた受容体であることを提唱した論文。
（pp.130-135）

163. Nerve and Drug induced release 共
adenine nucleosides and nucle
otides from rabbit aorta.

1990年03月

Journal of Pharmacolo Sedaa K.O., Shinozuka K., Bjur R.A., Westfall D
gy and Experimental T .P.
herapeutics. 252.3巻 α＿１－アドレナリン性受容体刺激によるウサギ胸
部大動脈内皮細胞からのATP遊離に関する論文。アド
レナリン作動性神経興奮により遊離されたアドレナ
リン１分子によって百倍以上のATPが血管内皮細胞よ
り遊離されることを証明した。（pp.1060-1067）

164. EFFECTS OF NICORANDIL ON SYMPA
THETIC NEUROTRANSMISSION IN RA
T CAUDAL ARTERY.
165. Effect of Gingko biloba extrac 共
t feeding on salt-induced hype
rtensive Dahl rats.

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

その他
１．学会ゲストスピーカー
1. 日本臨床栄養学会

2007年11月

医療におけるサプリメント

1. 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

西内亜理沙、吉川紀子、高橋雄太、木元容子、西内
亜理沙、佐藤愛由子、國友勝、籠田智美、篠塚和正
、中村一基
ラット血小板凝集能に対する冬虫夏草主要成分のコ
ーディセピンの抑制効果似ついて発表

2. 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

高橋雄太、木元容子、西内亜理沙、佐藤愛由子、吉
川紀子、籠田智美、篠塚和正、國友勝、中村一基
B16-BL6マウスメラノーマ細胞を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について発
表

3. 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

多田有加里、籠田智美、禰占奈美江、和久田浩一、
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。

4. 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

多田有加里、籠田智美、禰占奈美江、和久田浩一、
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。

5. 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

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。

6. 肝転移モデルマウスに対するcord 共
ycepin（3’-deoxyadenosine）の

2009年09月

佐藤愛由子、久保えり香、吉川紀子、高橋雄太、木
元容子、西内亜理沙、國友勝、籠田智美、篠塚和正

２．学会発表
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がん転移抑制効果

、中村 一基
肝転移モデルマウスに対するcordycepin（3’-deoxy
adenosine）のがん転移抑制効果 について発表

7. 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

多田有加里、籠田智美、禰占奈美江、和久田浩一、
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。

8. 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

禰占奈美江、和久田浩一、多田有加里、中村一基、
篠塚和正
共焦点レーザー顕微鏡画像解析装置を用いたP-glyco
protein機能に対する健康食品の評価法について検討
し、腸管上皮細胞刷子縁膜直下の共焦点画像を解析
する事により、その機能の高感度測定が可能になる
事を見いだした。

9. 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

鄭婀美、多田有加里、和久田浩一、籠田智美、中村
一基、田邊洋子、橋本道男、篠塚和正
低酸素下のラット尾動脈交感神経からのノルアドレ
ナリン遊離に対するニコランジル前処置の影響を検
討し、病態生理学的過剰遊離に対してATP感受性カリ
ウムチャネルが保護的な影響を及ぼしている事を明
らかにした。

10. 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

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

11. 血管壁で慢性的に産生されるパー 共
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

2009年03月

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

12. 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

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

13. 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

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

14. 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

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

15. 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

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

16. 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

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

17. 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

篠塚和正、多田有加里、籠田智美、禰占奈美江

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

2008年06月

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

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

2008年06月

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

20. ANGIOTENSIN II TYPE 1 RECEPTOR 共
ANTAGONIST AMERIORATES ABNORM
AL VASORELAXATION IN SHESP. ZF
RATS, A NEW ANIMAL MODEL OF M
ETABOLIC SYNDROME

2008年06月

Kagota S, Tada Y, Fukushima K, Umetani K, Yamag
uchi Y, Nose N, Mori H, Kunitomo M, Shinozuka K

21. 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

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

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

2008年06月

Tei A, Nejime N, Tada Y, Kagota S, Hashimoto M,
Shinozuka K

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

2008年06月

Nejime N, Yoshihara R, Kagota S, Tada Y, Tanaka
N, Tei A, Hashimoto M, Nakamura K, Kunitomo M,
Shinozuka K

24. 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

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
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25. 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

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

26. 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

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

27. 生活習慣病モデルラットSHR/NDmc 共
r-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

鄭婀美、禰占奈美江、籠田智美、多田有加里、橋本
道男、篠塚和正

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

2006年10月

Nejime N., Kagota S., Yoshihara R., Tanaka N.,
Tei A., Kubota Y., Nakamura K., Kunitomo M., Sh
inozuka K.

29. Effects of hypotensive agents 共
on dysfunctional sympathetic n
erve regulation by A1-receptor
in SHR/NDmcr-cp rats.

2006年10月

. Nejime N, Kagota S, Yoshihara R, Tanaka N, Te
i A, Kubota Y, Nakamura K, Kunitomo M, Shinozuk
a K.

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

2006年10月

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

31. 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

Kubota Y, Kagota S, Tada Y, Nejime N, Nakamura
K, Kunitomo M, Umegaki K, Shinozuka K.

32. 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

. Hashimoto M, Kubota Y, Kagota S, Katakura T,
Enkhjargal B, Kunitomo M, Shinozuka K.

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

2006年10月

. Kagota S, Tada Y, Kubota Y, Nejime N, Yamaguc
hi Y, Nakamura K, Kunitomo M, Shinozuka K.

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

2006年10月

Kubota Y, Kagota S, Tada Y, Nejime N, Nakamura
K, Kunitomo M, Umegaki K, Shinozuka K.

35. ffects of nicorandil on sympat 共
hetic nerve activity in SHR/ND
mcr-cp rats.

2006年10月

Tei A, Tabuchi M, Nejime N, Kubota Y, Kagota S,
Higashino H, Hashimoto M, Shinozuka K.

36. Vascular endothelial dysfuncti 共
on in metabolic syndrome.

2006年10月

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

37. 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

. Hashimoto M, Kubota Y, Kagota S, Katakura T,
Enkhjargal B, Kunitomo M, Shinozuka K.

38. 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

Kagota S, Kubota Y, Yamaguchi Y, Nejime N, Naka
mura K, Kunitomo M, Shinozuka M.

39. 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

籠田智美、窪田洋子、禰占奈美江、中村一基、國友
勝、篠塚和正

40. 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

Tei A, Tabuchi M, Nejime N, Kubota Y, Kagota S,
Higashino H, Hashimoto M,
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。

41. 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

Kubota Y, Umegaki K, Kagota S, nejime N, Nakamu
ra K, Kunitomo M, Shinozuka K.
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。

42. 生活習慣病モデルラット大動脈に 共
生じるNO産生能亢進に対する各種
降圧薬の効果

2006年03月

Kagota S, Kubota Y, Nejime N, Yamaguchi Y, Naka
mura K, Kunitomo M, Shinozuka K.
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。
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43. 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11月

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。

44. 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

禰占奈美江、籠田智美、田中直子、窪田洋子、鄭婀
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。

45. 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

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
ヒトがん細胞の増殖機能に対する培養冬虫夏草水抽
出物及びその成分であるcordycrpinの影響を検討し
、増殖抑制効果あることを明らかにした。

46. アシドーシス条件下でのClinofib 共
rateの筋傷害発症機序の解明

2005年11月

秋好健志、植田愛、北田悠佳、十万佐知子、禰占奈
美江、中林利克、篠塚和正、松野純男、松山賢治
アシドーシス条件下でのClinofibrateによる筋細胞
のアポトーシスは細胞内ストアからのカルシウム遊
離により増強されることが示された。

47. 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

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。

48. 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

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。

49. 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

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。

50. 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

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。

51. 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

吉川紀子、中村一基、山口優、籠田智美、篠塚和正
、国友勝
cordycepin(3’-deoxyadenosine)がマウスメラノー
マ細胞の血小板凝集作用をの抑制することを見いだ
し、その機序について考察した。

52. 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

遊道桂子、田中直子、禰占奈美江、籠田智美、窪田
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。

53. P2Y受容体を介した内皮細胞間物
質透過促進機構

共

2005年06月

禰占奈美江、籠田智美、窪田洋子、中村一基、国友
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。

54. 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

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。

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

2005年03月

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。

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

2005年03月

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

共
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生活習慣病モデルラットにおいて、GBEが内因性のNO
産生亢進を示すとともに、抗高血圧作用を示すこと
を明らかにした。
57. Anti-tumor effect of cordycepi 共
n (3' -deoxy adenosine) throug
h adenosine A3 receptor.

2004年10月

Kazuki Nakamura,Noriko Yoshikawa,Yu Yamaguchi,S
atomi Kagota,Kazumasa Shinozuka,and Masaru Kuni
tomo.
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。

58. Cordycepin経口投与によるマウス 共
癌細胞増殖抑制作用

2004年06月

吉川紀子、中村一基、山口勝、籠田智美、篠塚和正
、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。

59. 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

Kagota S,Shinozuka K,Yamaguchi Y,Tanaka N,Kubot
a 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。

60. DYSFUNCTION OF PURINERGIC REGU 共
LATION OF SYMPATHETIC NEUROTRA
NSMISSION IN SHR/NDmcr-cp RAT
(SHR-cp) .

2004年05月

N.Tanaka,N.Nejime,S.Kagota,Y.Kubota,K.Nakamura,
M.Kunitomo,M.Hashimoto,R.yamamoto,K.Shinozuka.
SHR-cpラット尾動脈において、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。

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

2004年05月

Kagota S,Shinozuka K,Tanaka N,Kubota Y,Yamaguch
i 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NO
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。

62. Anti-hypertensive Effects of D 共
ietary Supplements in spontane
ously Hypertensive Rat.

2004年05月

Y.Kubota,K.Kobayashi,K.Umegaki,N.Tanaka,S.Kagot
a,K.Nakamura,M.Kunitomo,K.shinozuka.
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。

63. 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

M.Hashimoto,Y.Kubota,N.Tanaka,Y.Yamaguchi,Y.Fuj
ii,S.Kagota,O.Shido,M.Kunitomo,K.Shinozuka.
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。

64. Effect of ATP in the intracell 共
ular calcium ion levels of rat
erythrocytes

2004年03月

Yudo K・Tanaka N・Kubota Y・Kagota S・Nakamura
K・Kunitomo M・Shinozuka K
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。

65. 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

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。

66. Nicorandil-induced ATP release 共
in endothelial cells depends
on increase in intracellular C
a2+ by opening both sarcolemma
l and Mitocondrial ATP-sensiti
ve K+ channels

2004年03月

Hashimoto M・Tanaka N・Fujii Y・Kawakita E・Kub
ota Y・Tanabe Y・Kunitomo M・Shido O・Shinozuka
K
血管内皮細胞に対するニコランジルのATP遊離作用が
細胞内カルシウムの上昇と関連することを報告する
とともに、このカルシウム上昇が細胞膜およびミト
コンドリアのカリウムチャネル開口に基づくことを
報告し、ニコランジルによるカリウムチャネル開口
が膜の過分極を引き起こし、これが細胞内へのカル
シウム流入のドライビングフォースである可能性を
示した。

67. 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

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
。

68. Codycepin（3'-deoxyadenosine） 共

2003年11月

吉川紀子・中村一基・木葉敬子・山口優・籠田智美
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によるマウスメラノーマ細胞の肺
転移抑制とその機序

・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pro-matrix metalloproteinaseお
よびintegrin beta 1ではないことが示唆された。

69. 血管内皮細胞層透過性に対するAT 共
Pの影響

2003年11月

禰占奈美江・田中直子・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
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。

70. RELATION BETWEEN P2Y RECEPTOR 共
MEDIATED CELL VOLUME REGULATIO
N AND ENHANCEMENT OF MACROMOLE
CULAR PERMEATION IN ENDOTHELIU
M

2003年09月

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。

71. NICORANDIL-INDUCED ATP RELEASE 共
IN ENDOTHELIAL CELLS DEPENDS
ON INCREASE IN INTRACELLULAR C
a2+ BY OPENING BOTH SARCOLEMMA
L AND MITOCONDRIAL ATP-SENSITI
VE K+ CHANNELS

2003年09月

Michio Hashimoto・Naoko Tanaka ・Yoshimi Fujii
・Yoko Kubota・Masaru Kunitomo・Osamu Shido・Ka
zumasa Shinozuka
血管内皮細胞に対するニコランジルのATP遊離作用に
連関する細胞内カルシウムイオンの上昇が、細胞膜
およびミトコンドリアのカリウムチャネルの開口に
基づくことを見いだし、細胞内カリウムの低下がカ
ルシウム流入のドライビングフォースである可能性
を示唆した。

72. 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

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。

73. ラット赤血球に対するATPの作用
に関する研究

共

2003年08月

木本絵美・北野谷美保・瀬戸口奈央・鳥坂久恵・田
中直子・井関健・篠塚和正
赤血球の溶血と浸透圧との関係を指標に、赤血球膜
の変形能とATPとの関係について検討した研究。

74. 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

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説明し
た。

75. 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

籠田智美・篠塚和正・国友勝
食塩負荷によるSHRSPの胸部大動脈における弛緩反応
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分解の亢進で
はないことが示唆された。

76. 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

籠田智美・山口優・中村一基・篠塚和正・国友勝
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。

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

2003年05月

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見いだした。

78. イチョウ葉エキスによるラット肝 共
薬物代謝酵素の誘導とその回復

2003年05月

杉山朋美・斉藤景子・窪田洋子・篠塚和正・真田宏
夫・山田和彦・梅垣敬三
ラットに長期間イチョウ葉エキスを摂取させること
により薬物代謝酵素が誘導されることを確認した上
で、その誘導がイチョウ葉エキス摂取の中止により
どのように可逆的に消失していくかを経時的に明ら
かにした。

79. ラットの血圧に及ぼすプロポリス 共
の影響

2003年03月

小林恭子・窪田洋子・梅垣敬三・田中直子・中村一
基・国友勝・篠塚和正
プロポリスの４週間反復投与は高血圧自然発症ラッ
トの血圧上昇を抑制し、心拍には有意な影響を示さ
ないことを報告した。

80. 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

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
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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。
81. ラット摘出大動脈に対する種々な 共
健康食品の弛緩作用

2003年03月

窪田洋子・小林恭子・梅垣敬三・田中直子・中村一
基・国友勝・篠塚和正
種々の健康食品のラット摘出大動脈に対する影響を
検討し、イチョウ葉エキス、カテキン類、イソフラ
ボン類およびプロポリスは内皮依存性の弛緩作用を
、杜仲茶は内皮非依存性の弛緩作用を有することを
報告した。

82. 血管内皮細胞におけるP2受容体を 共
介した細胞容積調節作用

2003年03月

田中直子・川崎久美子・禰占奈美江・窪田洋子・高
橋幸一・橋本道男・国友勝・篠塚和正
細胞外ATPはラット尾動脈内皮細胞において、P2Y受
容体に連関した細胞内カルシウムの上昇を介して細
胞容積を調節すること、その結果、細胞間物質透過
性を上昇させることを見出した。

83. 神経細胞を用いた苦味評価への試 共
み（第２報）：～塩酸キニーネに
よるPC12の細胞内Ca＾＜２＋＞レ
ベル上昇に対するベネコートの影
響

2003年03月

秋好健志・中村智子・田中直子・篠塚和正・松野純
男・中林利克・宮永陽子・松山賢治・内田享弘
苦味物質である塩酸キニーネによる細胞内Ca＾＜２
＋＞レベルの上昇が苦味物質であるベネコートによ
って有意に抑制されたことから、細胞内カルシウム
レベルが苦味強度の指標になる可能性が示唆された
。

84. イチョウ葉エキスによるトルブタ 共
ミドの血糖降下作用に及ぼす影響

2003年03月

杉山朋美・窪田洋子・篠塚和正・斎藤景子・真田宏
夫・山田静雄・山田和彦・梅垣敬三
イチョウ葉エキスの摂取はCYP活性誘導を引き起こす
ため、医薬品と併用する際にはその代謝機構、特にC
YPサブタイプを考慮する必要性が示唆された。

85. ヒト臍体静脈内皮細胞における細 共
胞間物質透過性に対する2meS-ATP
の影響

2003年03月

禰占奈美江・田中直子・窪田洋子・中村一基・橋本
道男・国友勝・篠塚和正
HUVECにおいてP2Y受容体作動薬である2meS-ATPは細
胞内Ca＾＜２＋＞を上昇させるとともに、細胞間物
質透過性を上昇させることが明らかとなった。

86. Statins及びFibrates投与時にお 共
ける細胞内Ca^<2+>上昇と筋芽細
胞L6のアポトーシス誘導との関連

2002年11月

安田晋也・松野純男・鎌倉弥生・流矢規子・田中宏
美・田中直子・篠塚和正・中林利克・松山賢治
StatinsとFibratesでは異なった機序でアポトーシス
を誘導する可能性が示唆された。

87. 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

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。

88. ニコランジルによる血管内皮細胞 共
からのATP遊離促進作用にミトコ
ンドリアATP感受性Ｋ＾＋チャン
ネルは関与するか？‐ヒト・ブタ
冠動脈培養内皮細胞での検討‐

2002年10月

橋本道男・藤井由已・紫藤治・田中直子・窪田洋子
・国友勝・篠塚和正
ヒト・ブタ両種冠動脈内皮細胞におけるNicorandil
による細胞内Ca＾＜２＋＞の上昇作用には、細胞膜
およびミトコンドリアATP感受性Ｋ＾＋チャンネルを
介した細胞質の過分極にともなうドライビングフォ
ースにより細胞外からCA＾＜２＋＞が流入する可能
性を示唆した。

89. ノルアドレナリン遊離に対する逆 共
行性調節機構

2002年08月

篠塚和正・水野英哉・田中直子・窪田洋子・中村一
基・国友勝
前立腺におけるノルアドレナリンの遊離に対するプ
リン受容体を介した逆行性調節機構を明らかとした
。

90. Feeding of ★Ginkgo biloba☆ e 共
xtract (GBE) enhances gene exp
ression of hepatic cytochrome
P-450 in rats

2002年07月

Kubota Y.・Umegaki K.・Tanaka N.・Mizuno H.・Na
kamura K.・Kunitomo M.・Shinozuka K.
These findings suggest that the tharapeutic pot
ency of phenobarbital and nicardipine may be re
duced by GBE, via enhancement of cytochrome P-4
50 expression.

91. CELL VOLUME REGULATION OF EXTR 共
ACELLULAR ATP IN ENDOTHELIAL C
ELLS OF RAT CAUDAL ARTERY

2002年07月

Tanaka N.・Kawasaki K.・Kubota Y.・Nakamura K.
・Hashimoto M.・Kunitomo M.・Shinozuka K.
These findings suggest that extracellular ATP r
egulates cell volume via P2Y purinoceptor-induc
ed in [Ca＾＜２＋＞]＿ｉ and indicate a possibi
lity that this purinoceptor may be associated w
ith capillary permeability.

92. Nicorandil-induced ATP release 共
in endothelial cells of porci
ne coronary artery is associat
ed with increase in intracellu
lar Ca＾＜２＋＞.

2002年07月

Hashimoto M.・Tanaka N.・Fujii Y.・Kawsaki K.・
Tanabe Y.・Kubota Y.・Kunitomo M.・Shinozuka K.
・Shido O.
These results suggest that activation of ATP-se
nsitive Ｋ＾＋ channels by nicorandil increases
Ca＾＜２＋＞ influx in endothelial cells. The
increase of [Ca＾＜２＋＞]＿ｉ might be associa
ted with ATP release.
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93. 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

Nakamura K・Yoshikawa N・Konoha K・Yamaguchi Y
・Kagota S・Shinozuka K・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種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。

94. イチョウ葉エキス摂取のラット肝 共
臓薬物代謝酵素に対する影響

2002年07月

斉藤景子・真田宏夫・窪田洋子・篠塚和正・梅垣敬
三
イチョウ葉エキス摂取のラット肝臓薬物代謝酵素に
対する影響について検討した。

95. AGE-RELATED DECREASE IN THE RE 共
LEASE OF ATP FROM RAT CAUDAL A
RTERY MAY BE RSULTED FROM DECR
EASE IN PLASMA MEMBRANE FLUIDI
TY OF THE VESSEL

2002年07月

Hashimoto M.・Hossain M.S.・Fujii Y.・Tanabe Y.
・Adachi K.・Edahiro K.・Ishikawa S.・Ito S.・N
akajo M.・Shibata N.・Tanaka N.・Shinozuka K.・
Shido O.
These results suggest that the age-related decr
ease in plasma membrane fluidity of Ecs is resp
onsible for the decrease in activity of 5'-nucl
eotidase and the concomitant decrease in releas
e of ATP from vascular Ecs.

96. P2Y1 purinoceptor-mediated cal 共
cium signaling participates in
volume regulation of human um
bilical vein endothelial cell
(HUVEC)

2002年07月

Tanaka N.・Kawasaki K.・Kubota Y.・Mizuno H.・K
ubota T.・Hashimoto M.・Kunitomo M.・Shinozuka
K.
These findings suggest that extracellular ATP r
egulates cell volume via P2Y purinoceptor-induc
ed increase in [Ca＾＜２＋＞]＿ｉ and indicate
a possibility that this purinoceptor may be ass
ociated with capillary permeability.

97. ラットにおけるイチョウ葉エキス 共
の肝薬物代謝酵素の誘導作用

2002年05月

梅垣敬三・斉藤景子・真田宏夫・窪田洋子・篠塚和
正・山田和彦
ラットにおけるイチョウ葉エキスの肝薬物代謝酵素
の誘導作用を明らかとした。

98. Proteinkinase C阻害薬PKC412は 共
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

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pro MMP-2の活性を低下させる
ことを示唆した。

99. 血管内皮細胞容積に対するATPの
調節的役割

共

2002年03月

川崎久美子・田中直子・窪田洋子・水野英哉・中村
一基・橋本道男・国友勝・篠塚和正
ヒト血管内皮細胞において、ATPは生理的状態におい
ても細胞容積調節作用を示し、その作用にはP2Y受容
体を介した細胞内Ca＾＜2+＞レベルの上昇が重要で
あることが示唆された。

100. ヒト血管内皮細胞におけるATPの
細胞容積調節作用

共

2002年03月

田中直子・川崎久美子・窪田洋子・水野英哉・中村
一基・国友勝・篠塚和正
HUVECおよびHCAECにおいて、細胞外ATPは生理的状態
においても細胞容積調節作用を示し、その作用にはP
2Y受容体を介した細胞内Ca＾＜2+＞レベルの上昇が
重要であることが示唆された。

101. 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

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。

102. 神経細胞内カルシウムレベルを指 共
標した塩酸キニーネ苦味強度の予
測

2002年03月

秋好健志・中村智子・田中直子・篠塚和正・松野純
男・中林利克・宮永陽子・松山賢治・内田享弘
神経細胞において、細胞内Ca＾＜2+＞レベルを指標
とすることで官能試験における塩酸キニーネの苦味
強度との良好な相関がみられ、細胞内Ca＾＜2+＞レ
ベルが苦味強度の指標となる可能性が示唆された。

103. 神経細胞を用いた苦味評価への試 共
み（第一報）：PC12およびNeuro2aの細胞内Ca＾＜2+＞レベルに対
する塩酸キニーネの影響

2002年03月

秋好健志・中村智子・田中直子・篠塚和正・松野純
男・中林利克・宮永陽子・松山賢治・内田享弘
神経細胞において、苦味物質である塩酸キニーネに
よる細胞内Ca＾＜2+＞レベルの上昇が観察され、そ
の機序には細胞外Ca＾＜2+＞流入と細胞内Ca＾＜2+
＞ストアーからのCa＾＜2+＞遊離が関与することを
明らかとし、Ca＾＜2+＞レベルが苦味強度の指標と
なる可能性が示唆された。

104. 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

木葉敬子・中村一基・山口優・籠田智美・篠塚和正
・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
内接種することにより作製した血行性癌転移モデル

24

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
マウスの生存日数は有意に延長した。
105. イチョウ葉エキス（GBE）による
ラット肝チトクロームP-450の誘
導

共

2002年03月

窪田洋子・梅垣敬三・田中直子・水野英哉・山内純
・中村一基・国友勝・篠塚和正
イチョウ葉エキス摂取はラット肝臓薬物代謝酵素（C
YP2B1/2，CYP3A1，CYP3A2）を誘導し、ニカルジピン
の降圧作用を減弱させることを明らかにした。

106. Protein kinase C阻害剤PKC412の 共
癌転移抑制効果とその機序の検討

2001年11月

吉川紀子・中村一基・山口優・籠田智美・篠塚和正
・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癌転移抑制効
果のあることが判明し、その作用機序に高転移性癌
細胞の浸潤能抑制と血小板凝集能抑制が関与してい
ることが示唆された。

107. 血管内皮細胞において細胞外ATP
は細胞容積を調節する

共

2001年11月

川崎久美子・田中直子・窪田洋子・水野英哉・中村
一基・橋本道男・国友勝・篠塚和正
ラット尾動脈内皮細胞及びHUVECにおいて、ATPは生
理的状態においても細胞容積調節作用を示し、その
作用にはP2Y1受容体を介した細胞内カルシウムの上
昇が重要であることが示唆された。

108. 癌転移抑制効果評価法の検討

共

2001年10月

吉川紀子・中村一基・山口優・籠田智美・篠塚和正
・国友勝る
マウス血行性転移実験系を用いて肺への癌転移形成
ならびにその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。

109. Dahl食塩感受性ラットの循環器系 共
に対するイチョウ葉エキス（GBE
）の影響

2001年10月

篠塚和正・窪田洋子・国友勝
イチョウ葉エキス食投与によりDahl食塩感受性ラッ
トの血圧上昇が抑制されることが明らかにされると
ともに、この降圧作用にイチョウ葉エキスの内皮依
存性反応増強作用が関与している可能性が示唆され
た。

110. Comparison of blood pressure m 共
easured by two tail-cuff metho
ds (with and without heating)
and a telemetry method

2001年08月

Kubota Y・Umegaki K・Tanaka N・Mizuno H・Nakamu
ra K・Shinozuka K・Kunitomo M
The present results suggested that the new tail
-cuff method without surgery or heating was ver
y useful for measuring physiologic blood pressu
re under conscious conditions.

111. Extracellular ATP regulates en 共
dothelium cell volume via P2 p
urinergic receptors

2001年08月

Tanaka N・Kawasaki K・Shinozuka K・Kubota Y・Mi
zuno H・Nakamura K・Hashimoto M・Kunitomo M
The present results suggested that extracellula
r ATP partcipates in the regulation of cell vol
ume via the P＿2 purinoceptor-induced increase
in [Ca＾＜2+＞]ｉ.

112. Purinergic modulation of norep 共
inephrine-release in prostate.

2001年04月

Morikawa T, Shinozuka K, Tanaka N, Mizuno H, Ku
bota Y, Nakamura K, Kunitomo M
The present results suggested that the novel pu
rinoceptor and the endogenous purines released
from α＿1-adrenoceptor-sensitive sources parti
cipate in the prejunctional modulation of vascu
lar sympathetic neurotransmission.

113. 低浸透圧下で遊離されたATPはP＿ 共
2受容体を介して細胞容積を調節
する。

2001年03月

川崎久美子・田中直子・篠塚和正・窪田洋子・水野
英哉・中村一基・橋本道男・国友勝
低浸透圧によりATPが遊離されること、このATPは細
胞内カルシウム濃度を上昇させると共にRDVに対し促
進的に関与していることを示唆した。

114. 血管交感神経伝達に対するプリン 共
作動性調節

2001年03月

篠塚和正・水野英哉・中村一基・国友勝
血管交感神経終末部プリン受容体の性質とその生理
的役割について検討し、新しいタイプのプリン受容
体が存在すること、この受容体が交感神経伝達のtra
ns-synaptic modulationに関与していることを示唆
した。

115. 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

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
成能と癌細胞摂取マウスの致死能は必ずしも一致し
ないこと、また、B16メラノーマ細胞の1回セレクシ
ョン過程を経て得られた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。

116. 低浸透圧刺激により血管内皮細胞 共
から遊離されるATPの生理的役割

2000年11月

田中直子・川崎久美子・篠塚和正・窪田洋子・水野
英哉・橋本道男・国友勝
ラット尾動脈内皮細胞において、ATPが細胞内Ca＾＜
2+＞を介して低浸透圧による細胞膨大時の内皮細胞
容積の修復（減少）過程に関与していることを発表
するとともに、この反応がP2Y＿1受容体を介したも
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のであることを報告した。
117. 培養血管内皮細胞におけるニコラ 共
ンジルのカルシウム動員機序につ
いて

2000年11月

佐々木哲也・橋本道男・田中直子・川崎久美子・藤
井由己・水野英哉・窪田洋子・中村一基・花田智樹
・山内正信・篠塚和正・国友勝・田村勝洋・柴藤治
ラット尾動脈内皮細胞におけるカルシウム上昇は細
胞外からのカルシウム流入に基づくことを示唆し、
内皮細胞のK＿＜ATP＞チャネル機能の重要性を報告
した。

118. ラット前立腺交感神経伝達に対す 共
る内因性プリン物質の影響

2000年10月

森川亜美・篠塚和正・田中直子・水野英哉・窪田洋
子・中村一基・国友勝
ラット前立腺交感神経終末部には、2種類の抑制性プ
リン受容体が存在すること、高頻度の神経興奮に伴
って遊離される大量のプリン物質はこれらの受容体
を介してNA遊離を調節していることを発表した。

119. 血管内皮細胞の細胞内カルシウム 共
レベルに対する低浸透圧の影響

2000年10月

川崎久美子・田中直子・篠塚和正・窪田洋子・水野
英哉・中村一基・橋本道男・国友勝
ラット尾動脈内皮細胞において、低浸透圧刺激によ
る［Ca＾＜2+＞］i レベルの上昇には、低浸透圧刺
激に応答するCa＾＜2+＞動員機構に加え、遊離ATPに
よるＰ＿2受容体刺激を介したCa＾＜2+＞動員機構も
関与していることを報告した。

120. Influence of ginkgo-biloba ext 共
ract on blood pressure and hea
rt rate in hypertensive rats.

2000年09月

Umegaki K, Shinozuka K, Takenaka H.
テレメトリー法を用いて銀杏葉エキスのラット血圧
・心拍に対する影響を検討し、銀杏葉エキスの血圧
に対する作用は極めて弱いことなどを発表した。

121. Participation of calcium ion i 共
n hypotonicity-induced release
of ATP from endothelial cells
of rat caudal artery

2000年09月

Tanaka N, Shinozuka K, Kubota Y, Mizuno H, Naka
mura K, Hashimoto M , Kunitomo M
低浸透圧によるATPの遊離は局所的な細胞内Ca＾＜2+
＞動員機構に依存していること、細胞外Ca＾＜2+＞
によっては逆に抑制性に調節されていることを発表
した。

122. Assosiation of nicorandil-indu 共
ced ATP release with an increa
se in intracellular calcium in
endothelial cells of rat caud
al artery

2000年09月

Hashimoto M, Tanaka M, Shinozuka K, Hossain SM,
Shido O, Kunitomo M
ニコランジルは内皮細胞においてATP遊離作用を有す
ること、この作用はK＿＜ATP＞チャネルの開口に伴
うカルシウムイオンの流入促進に基づくことを報告
した。

123. Effects of GINKGO BILOBA EXTRA 共
CT (GBE) and quercetin on endo
thelial cells of rat aorta

2000年09月

Kubota Y, Ymegaki K, Takenaka H, Tanaka N, Mizu
no H, Nakamura K, Shinozuka K, Kunitomo M.
銀杏葉エキス（ＧＢＥ）が血管内皮細胞の一酸化窒
素産生放出機能を亢進すること、その作用機序とし
ては細胞外カルシウムの流入促進が有力であること
を発表した。またその主成分がケルセチンであるこ
とも合わせて報告した。

124. 低浸透圧刺激による血管内皮細胞 共
のカルシウムレベル上昇とATP遊
離について

2000年08月

篠塚和正・川崎久美子・田中直子・水野英哉・窪田
洋子・中村一基・橋本道男・国友勝
ラット尾動脈内皮細胞において、低浸透圧刺激によ
り遊離される内因性のATPはP2Y＿1受容体を介して［
Ca^＜2+＞］ｉの上昇に寄与するとともに、細胞容積
の調節に関与している可能性について発表した。

125. ラット前立腺交感神経終末部のプ 共
リン受容体とノルアドレナリン遊
離調節機構について

2000年08月

森川亜美・篠塚和正・田中直子・水野英哉・窪田洋
子・中村一基・国友勝
前立腺交感神経にはＰ＿1，Ｐ＿2作動薬により刺激
される抑制性のプリン受容体が存在すること、高頻
度の神経興奮に伴って遊離されるプリン物質はこの
受容体を介して神経伝達を調節していることを発表
した。

126. ラット尾動脈内皮細胞でのニコラ 共
ンジルによるATP遊離作用には細
胞内カルシュウム増加を伴う

2000年08月

橋本道男・篠塚和正・田中直子・窪田洋子・柴藤治
・国友勝
ニコランジルによる血管内皮細胞からのATP遊離作用
には、内皮細胞内Ca＾＜2+＞の上昇を伴うこと、こ
の細胞内Ca＾＜2+＞上昇作用にはK＿＜ATP＞チャネ
ル開口にともなう過分極方向への膜電位変化が重要
であることを発表した。

127. 高血圧自然発症ラット（SHR）に
対するイチョウ葉エキス（GBE）
の影響

共

2000年07月

篠塚和正・梅垣敬三・窪田洋子・田中直子・水野英
哉・中村一基・国友勝
内皮依存性弛緩反応は、SHRにおいて減弱することが
報告されているが、GBEの長期投与はこの減弱した内
皮機能を回復させる作用を有することを見い出し、
発表した。

128. Effect of docosahexaenoic acid 共
on oxidative DNA damage in bo
ne marrow of young and aged ra
ts.

2000年06月

Umegaki K, Yoshimura M, Hashimoto M, Yamasaki H
, Fujii Y, Shinozuka K, Kunitomo M.
骨髄DNAの酸化損傷度に対するDHA投与の影響を老齢
ラットを用いて検討した結果、老齢ラットにおける
損傷にはビタミンC合成能の低下と骨髄ビタミンC濃
度の低下が関与することを見い出し発表した。
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129. 骨髄の酸化的DNA損傷に対するド
コサヘキサエン酸投与の影響

共

2000年05月

梅垣敬三・吉村美香・橋本道男・山崎宏・藤井由己
・篠塚和正・国友勝
骨髄DNAの酸化損傷度に対するDHA投与の影響を検討
し、老齢ラットの骨髄では、DHA投与により酸化的な
DNA損傷が惹起されることを見い出し発表した。

130. ラット尾動脈内皮細胞におけるAT 共
P遊離と細胞内カルシウムレベル
に対する低浸透圧の影響

2000年03月

田中直子・篠塚和正・窪田洋子・水野英哉・中村一
基・国友勝
低浸透圧による内皮細胞からのプリン遊離に対し、
細胞内カルシウムイオンの存在は促進的に、外液カ
ルシウムは抑制的に関与している事を明らかにした
。

131. ラット前立腺交感神経終末部の抑 共
制性プリン受容体について

2000年03月

森川亜美・篠塚和正・窪田洋子・水野英哉・田中直
子・中村一基・国友勝
ラット前立腺交感神経終末部のプリン受容体につい
て検討し、P1（A1）に加え新しいプリン受容体サブ
タイプである可能性を示唆した。

132. ウサギ耳動脈アドレナリン作動性 共
神経におけるシナプス前プリン受
容体の分類

2000年03月

野澤（石井）玲子・篠塚和正・中田裕康・国友勝・
竹内幸一
P3様蛋白に特異的に結合するHAK2701がウサギ耳動脈
交感神経からのノルアドレナリン遊離を著明に促進
すること、各種プリン誘導他の中でHAK2701が最も協
力であることを明らかにした。

133. ドコサヘキサエン酸長期投与加齢 共
ラットでは心房筋の負の変力作用
が増強される

2000年03月

橋本道男・山崎宏・篠塚和正・梅垣敬三・Md.Shahda
t Hossain・国友勝・江差隆年
加齢ラットに対するDHA長期投与の影響について検討
し、DHAは心拍数を減少させると共に、脈圧を増加さ
せることを明らかにした。即ち陰性変時・陽性変力
効果を有することを示した。

134. 循環器系に対するイチョウ葉エキ 共
ス（GBE）の影響（２）：ラット
摘出心房に対するGBEの影響

2000年03月

窪田洋子・梅垣敬三・竹中裕行・田中直子・水野英
哉・中村一基・国友勝
ラット摘出心房に対するGBEの影響について検討し、
GBEに陽性変時変力効果のあることを明らかにすると
共に、これがGBE中のquercetinと未知物質に寄るこ
とを示唆した。

135. ラット腎循環におけるアデノシン 共
受容体作動薬の効果について

2000年03月

水野英哉・篠塚和正・窪田洋子・田中直子・中村一
基・国友勝
ラット腎循環におけるアデノシン受容体作動薬の影
響について検討し、腎動脈においてはA2受容体が優
位であること、腎組織内動脈では逆にA1が優位であ
ることを示唆した。

136. ラット輸精管の交感神経伝達を調 共
節するプリン受容体の性質につい
て

1999年10月

篠塚和正・川崎久美子・吉田秀子・田中直子・水野
英哉・窪田洋子・中村一基・国友勝
ラット輸精管交感神経終末部のプリン受容体につい
て検討し、これが、P1/A1とP2の新しいサブタイプで
ある可能性を示唆した。

137. 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

共

1999年10月

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
依存性に低下する事を明らかにした。

138. 血管内皮細胞に及ぼす浸透圧変化 共
の影響

1999年10月

田中直子・篠塚和正・窪田洋子・水野英哉・中村一
基・橋本道男・国友勝
低浸透圧による内皮細胞からのプリン遊離について
検討し、これが外液カルシウムにより抑制的な調節
を受けている事を明らかにした。

139. Possible participation of nitr 共
ic oxide in nicorandil-induced
release of adenyl purines fro
m endothelial cells of pig cor
onary artery

1999年09月

N. Tanaka・M. Hashimoto・K. Shinozuka・Y. Kubot
a・M. Kunitomo
ブタ冠動脈においてニコランジルによりATPが遊離さ
れることを見いだし、この遊離作用に一酸化窒素が
関与している可能性を示唆した。

140. 交感神経シナプス前プリン受容体 共
の薬理学的性質

1999年08月

篠塚和正・田中直子・水野英哉・窪田洋子・国友勝
ラット腸間膜動脈の交感神経終末部のプリン受容体
は既知のP1に加え、従来の分類には当てはまらない
、新しい受容体が存在する可能性を示した。

141. 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

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キナーゼの不活化
により増加すること、この増加の一部はトランスア
クチベーション活性の上昇と細胞増殖の抑制に関与
していることが示唆された。

142. 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

中村一基・山口優・籠田智美・権寧美、篠塚和正・
国友勝
癌転移の初期過程において重要な役割をもつ肝Kupff
er細胞機能に対する人工培養冬虫夏草水抽出物（WEC
S）の影響を検討し、WECSにラットKupffer細胞機能
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増強効果のあることを明らかにした。
143. ニコランジルはブタ冠動脈からAT 共
Pを遊離する

1999年03月

橋本道男・篠塚和正・田辺洋子・藤井由己・山崎宏
・桝村純生
ブタ冠動脈においてニコランジルによるATPが遊離さ
れることを見いだし、この遊離作用に一酸化窒素が
関与している可能性を示唆した。

144. ノルエピネフリンによるウサギ耳 共
動脈からのアデニルプリン遊離作
用に対する浸透圧の影響

1999年03月

野澤（石井）玲子・篠塚和正・鈴木伯孝・竹内幸一
ウサギ耳動脈からのATP遊離に対する浸透圧の影響を
検討し、低浸透圧により著明なプリン物質が遊離す
る事が示された。

145. ラット後肢灌流標本におけるATP
の影響

共

1999年03月

権寧美・篠塚和正・窪田洋子・中村一基・国友勝
ラット後肢血管系に対するプリン作動薬の影響を検
討した結果、作動薬に対する感受性は後肢潅流標本
＞伏在動脈潅流標本＞大腿動脈リング標本の順であ
ることを明らかにし、プリン物質は末梢循環におい
てより重要な役割を果たす可能性を示唆した。

146. ラット腸間膜動脈アドレナリン作 共
動性神経終末部におけるシナプス
前プリン受容体の薬理学的性質

1999年03月

谷岡祥江・篠塚和正・窪田洋子・権寧美・中村一基
・国友勝
ラット腸間膜動脈の交感神経終末部のプリン受容体
の性質を薬理学的に検討した結果を発表。本研究に
よりこの終末部には既知のP1受容体に加え、従来の
分類に当てはまらない新しい受容体（P2？）が存在
する可能性が示された。

147. ラット尾動脈内皮細胞の細胞内カ 共
ルシウムレベルに対するP2-受容
体作動薬の影響

1999年03月

田中直子・篠塚和正・窪田洋子・権寧美・中村一基
・橋本道男・桝村純生・国友勝
ラット尾動脈の培養内皮細胞において、ATPは細胞内
カルシウムレベルを上昇させることを見いだし、こ
のプリン受容体のサブタイプについて検討した。

148. 循環器系に対するイチョウ葉エキ 共
ス（GBE）の影響：GBEによるラッ
ト心拍の増加

1999年03月

篠塚和正・窪田洋子・梅垣敬三・竹中裕行・権寧美
・中村一基・国友勝
ラット摘出心房に対するイチョウ葉エキスの影響に
ついて検討し、イチョウ葉エキスに陽性変時効果の
あることを見いだした。

149. ラット尾動脈内皮細胞に及ぼすP2 共
受容体作動薬の影響

1998年11月

田中直子・篠塚和正・権寧美・窪田洋子・中村一基
・国友勝
ラット尾動脈内皮細胞に及ぼす各種P2受容体作動薬
の影響について検討し、P2受容体刺激により細胞内
カルシウムが上昇するとともに、ATPが遊離されるこ
とを明らかにした。

150. ラット腸間膜動脈の交感神経伝達 共
を調節するプリン受容体の性質に
ついて

1998年10月

谷岡祥江・権寧美・窪田洋子・中村一基・篠塚和正
・国友勝
ラット腸間膜動脈の交感神経伝達を調節するプリン
受容体の性質について検討し、この受容体がP1およ
びP2作動薬によって刺激されるハイブリッドな受容
体である可能性を示唆した。

151. 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

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）のその肝転移
を抑制することを示した。

152. ラットの血圧に対するドコサヘキ 共
サエン酸長期投与の影響

1998年09月

篠塚和正・橋本道男・梅垣敬三・三沢嘉久・畑憲明
・田辺洋子・権寧美・国友勝・江指降年・桝村純生
ラットの血圧に対するDHAの影響について検討し、DH
Aが血圧上昇抑制効果を有することを明らかにすると
共に、この作用が内因性ATPの遊離促進に基づいてい
る可能性を示唆した。

153. 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
脂肪酸組成殻の検討－

1998年09月

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求するため、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。

154. Modulation of noradrenaline re 共
lease via prejunctional P3-lik
e purinoceptors in the rat mes
enteric artery.

1998年07月

Kwon Y.M.・Tanioka Y.・Shinozuka K.・Kunitomo M
.
ラット腸間膜動脈の交感神経伝達を調節するプリン
受容体の性質について検討し、この受容体がP3様の
受容体である可能性を示唆した。

155. Hypotensive effect of major ac 共
tive components in the fish oi
ls, EPA and DHA, on aged rats
is associated with an increase
in the release of ATP from th

1998年07月

Hashimoto M.・Shinozuka K.・Tanabe Y.・Gamoh S.
・Hossain M.S.・Kwon Y.M.・Kunitomo M.・Masumur
a M.
加齢ラットの血圧に対するEPAとDHAの影響について
検討し、両者が加齢に伴う血圧上昇を抑制すること
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e artery.

を明らかにすると共に、この作用に内因性ATPの遊離
促進が関与している可能性を示唆した。

156. Properties of alphal-adrenocep 共
tor-mediated release of adenin
e nucleotides and adenosine fr
om endothelial cells in the ra
t caudal artery.

1998年07月

Shinozuka K.・Kawamoto Y. ・Tanaka N.・Kwon Y.M
.・Nakai M.・Fukuda M.・Nakamura K.・Hashimoto
M.・Masumura M.・Kunitomo M.
ラット尾動脈内皮細胞におけるATP遊離機構の性質に
関するこれまでの結果を統括的に発表した。

157. ラット腸間膜動脈におけるnoradr 共
enaline遊離に対する5′‐(N-eth
ylcarboxamido)-adenosineおよび
2-methylthio ATPの影響

1998年06月

権寧美・谷岡祥江・中村一基・福田正子・窪田洋子
・篠塚和正・国友勝
ラット腸間膜動脈からのnoradrenaline遊離に対する
5′-(N-ethylcarboxamido)-adenosineおよび2-methy
lthio ATPの影響について検討し、両薬物が共通の受
容体を介してnoradrenalineを抑制している可能性を
示唆した。

158. 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タンパク脱
リン酸化機序について

1998年06月

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。

159. ウサギ耳動脈におけるプリン作動 共
性調節に及ぼす低温の影響

1998年03月

石井・篠塚・竹内
ウサギ耳動脈平滑筋におけるＰ＿＜2X＞受容体およ
びＰ＿3（Ａ＿2）受容体の機能は低温下で減弱して
いることを明らかにするとともに、NEによる平滑筋
収縮機能は低温による影響を受けないこと、アセチ
ルコリンによるEDRF遊離機能は低温下で減弱するこ
とを示唆した。

160. 高速液体クロマトグラフ法による 共
ラット尾動脈内皮細胞由来プリン
物質の同時定量

1998年03月

川本・権・福田・中村・篠塚・萩中・国友
イオンペアーODSカラムを用いたプリン物質の分析方
法を開発し、より再現性の良好で感度の良い方法を
確立した。

161. 老齢ラットの尾動脈ATP遊離に及
ぼすDHA摂取の影響

共

1998年03月

橋本・篠塚・蒲生・田邊・Shahdat Md Hossain・権
・国友・桝村
DHA（ドコサヘキサエン酸）の長期投与（12週間）は
老齢ラット（100週齢）の血圧上昇傾向を抑制するこ
とを示し、この抑制作用には血管内皮細胞から遊離
されるATPが関与している可能性を示唆した。

162. ラット腸間膜動脈におけるアドレ 共
ナリン作動性神経伝達に対するＰ
＿3様プリン受容体の関与

1998年03月

権・谷岡・福田・中村・篠塚・国友
ラット腸間膜動脈の交感神経伝達を抑制性に調節す
るシナプス前プリン受容体について検討し、これが
効果器側に存在するシナプス後Ｐ＿1受容体およびＰ
＿2受容体とは異なるハイブリッドなタイプの受容体
であることを示すとともに、Ｐ＿3受容体に分類され
る可能性を示唆した。

163. 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

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。

164. ラット尾動脈内皮細胞からのプリ 共
ン物質遊離作用に及ぼす浸透圧の
影響

1997年11月

川本・権・福田・篠塚・国友
α受容体刺激によるラット尾動脈からのプリン関連
物質は、低浸透圧下で促進され、高浸透圧下では抑
制されること、細胞内カルシウムイオンの上昇に連
関することを見いだし、プリン遊離に伴う細胞内カ
ルシウム動員機構は浸透圧変化に伴う体積変化によ
り影響を受けるものであることを明らかにした。

165. ATP感受性Ｋ＾+チャネル開口薬は 共
冠動脈内皮細胞からのプリン誘導
体の遊離を促進する。

1997年10月

佐々木・花田・野坂・山内・田村・橋本・田邊・桝
村・篠塚・国友
島根医大、第一外科、生理学講座との共同研究：虚
血再潅流時でのニコランジルによる心筋保護作用の
機序を解明する目的で、ニコランジルと冠動脈内皮
由来ATPとの関連性について検討、ATP感受性Ｋ＾+チ
ャネル開口薬であるニコランジルがATPの遊離機構に
促進的な影響を及ぼしている可能性を示唆した。

166. 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

1997年10月

Shinozuka K.・Hashimoto M.・Kwon Y.M.・Fukuda M
.・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遊離機能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。

共
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167. 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

篭田・玉城・山口・篠塚・国友
SHRの腎動脈においては、高食塩食負荷により内皮由
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。

168. 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

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。

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

1997年09月

Tamashiro,A.・Kagota,S.・Yamaguchi,Y.・Shinozuk
a,K. and Kunitomo,M.
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。

170. ATP受容体刺激による血管組織か
らのATP遊離について

単

1997年08月

内皮由来ATPに関するこれまでの研究成果をまとめて
発表した。

171. 血中カテコールアミン・ATPレベ
ルに対するストレスによる影響

共

1997年03月

石井・篠塚・国友・竹内・橋本
マウス血中のカテコールアミン及びATPレベルに対す
るストレスの影響について検討した。本研究より、
低温ストレス（５℃）及び高温ストレス（40℃）は
血中ノルアドレナリンレベルを有意に増加させ、水
浸拘束ストレス（17時間）はノルアドレナリンに加
えアドレナリンレベルを増加させること、一方これ
らのストレスはATPレベルには大きな影響を与えない
ことが明らかになった。

172. NO, ONOO-によるラット大動脈弛
緩反応と加齢変化

共

1997年03月

橋本・田邊・篠塚・蒲生・Md.Shahdat Hossain・権
・国友・桝村
ラジカル反応の生理的・保護的側面から、NO, ONOOによるラット大動脈弛緩反応と加齢変化について、
窒素酸化物ラジカルに対する血管の感受性が加齢と
ともに増加することなどを含め、これまでの結果を
シンポジウムで発表した。

173. 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

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。

174. 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

篭田・山口・権・篠塚・国友
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。

175. 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

権・篭田・山口・篠塚・国友
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。

176. 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

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。

177. 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

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。

178. 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

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
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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。
179. 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

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。

180. 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

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。

181. 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

篭田・山口・権・篠塚・国友
ヒト家族性高コレステロール血症のモデル動物であ
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。

182. 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Ca＾＜2+＞動員機構とは異
なる

1996年10月

篠塚・中井・権・川本・篭田・山口・橋本・桝村・
国友
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Ca＾＜2+＞依存性であるが、calcium
ionophore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Ca＾＜2+＞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。

183. 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

玉城・篭田・山口・権・篠塚・国友
高食塩食を負荷した高血圧自然発症ラット（SHR）お
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。

184. エイコサペンタエン酸長期投与は 共
ラット尾動脈からのATP遊離を亢
進させる

1996年09月

篠塚・橋本・権・田邊・桝村・国友
EPAは加齢に伴う血圧の上昇を抑制すること、血漿及
び尾動脈のEPA含量を増加させること、尾動脈からの
ATP遊離量を増加させることを見いだし、EPA含量とA
TP遊離量の間に有意な正の相関が、血圧とATP遊離量
の間には有意な負の相関があることから、EPAの降圧
作用にATP遊離の亢進が関与している可能性を示唆し
た。

185. 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

権・篠塚・中井・篭田・山口・国友
ラット尾動脈のOpen標本及び潅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。

186. 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

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
質遊離作用の性質について検討し、１）プリン物質
の遊離が細胞内Ca＾＜2+＞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Ca＾＜2+＞濃度の低下が関係していること
を示唆した。

187. βγ－メチレンATPによるノルエ 共
ピネフリン遊離促進作用の機序に
ついて

1996年03月

石井玲子・篠塚和正・国友勝・竹内幸一・橋本孝雄
プリン受容体を介したウサギ耳動脈交感神経伝達の
調節機序について、βγ－メチレンATP（βγ-mATP
）を用いて検討し、βγ-mATPによるノルエピネフリ
ン（NE）遊離促進作用が、１）ホスホジエステラー
ゼ阻害薬であるRO20-1724により増強され、２）アデ
ニレートシクラーゼ阻害薬であるSQ22536によって抑
制されることを報告するとともに、プリン受容体を
介したNE遊離調節機序にcAMPが関与していることを
示唆した。

188. 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

1996年03月

中井美和子・篠塚和正・権寧美・籠田智美・山口優
・国友勝
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対するLaCL＿３の影響

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
てもプリンの遊離を遊離に増加させること、２）LaC
l＿３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抑制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LaCl＿３感受
性のCa＾＜２＋＞influxが関与している可能性を示
唆した。

189. 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

権寧美・篠塚和正・中井美和子・籠田智美・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。

190. 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

篠塚和正・権寧美・中井美和子・籠田智美・山口優
・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。

191. 血管交感神経伝達におけるATP受
容体を介した促進性調節機構

共

1996年03月

篠塚和正・国友勝・橋本道男・石井玲子・竹内幸一
・橋本孝雄
ウサギ耳動脈交感神経のシナプス前プリン受容体の
薬理学的特性について以下の点を報告し、新たなト
ランスシナプティック調節機構の存在を提唱した。
１）本受容体はノルアドレナリンの遊離に対し促進
的に機能し、２）この促進機序にはcAMPが関与する
。３）これは新しいタイプの受容体（Ｐ＿３）であ
り、４）生理的には内皮由来ATPにより刺激される。
５）このATP遊離は内皮細胞のα受容体刺激（交感神
経興奮）により誘発される。

192. 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

籠田智美・山口優・権寧美・篠塚和正・国友勝
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。

193. 乳酸誘発肺血栓ラットに対するSK 共
-204（シイタケ・フラクトオリゴ
糖混合物）の作用

1996年03月

大塚正道・平田五一・篠塚和正・国友勝
乳酸静注により誘発された肺血栓に対するシイタケ
・フラクトオリゴ糖混合物（SK-204）の影響につい
て検討した。SK-204の長期投与により肺血栓形成の
発生は有意に抑制された。一方、肺血栓にともなう
血小板数の減少はSK-204投与の有無にかかわらず観
察された。以上の結果より、SK-204は血液凝固系に
影響せず、血栓溶解系を促進している可能性が示唆
された。

194. 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

籠田智美・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。

195. 動脈硬化形成食負荷マウスの血清 共
及び大動脈脂質に及ぼすL-NAMEの
作用

1995年11月

山口優・籠田智美・権寧美・篠塚和正・国友勝
In vitroにおいて、NO合成阻害薬Ｎ＾Ｇ-nitro-L-ar
ginine methylester (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-アルギニン処置により回復し
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。

196. 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

山口優・北川智美・権寧美・篠塚和正・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
、各種抗酸化作用を有する薬物の抗動脈硬化作用を
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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。
197. Possible involvement of prejun 共
ctional purinoceptors in the e
ffects of methoxamine on norad
renaline release from caudal a
rteries of rats.

1995年06月

Shinozuka K.・Bjur R.A.・Westfall D.P.・Kunitom
o M.
ラット尾動脈交感神経伝達の調節機構について、以
下の様な点を報告した。１）交感神経から遊離され
たノルアドレナリンは血管組織からATPを遊離する。
２）血管組織から遊離されたATPは交感神経終末プリ
ン受容体に作用する。３）シナプス前プリン受容体
はノルアドレナリンの遊離に対し抑制的に機能する
。即ち、逆行性の伝達調節機構の存在を提唱した。

198. Characterization of the facili 共
tatory prejunctional purinocep
tor on adrenergic nerves of th
e rabbit ear artery.

1995年06月

Ishii,R.・Shinozuka,K.・Kunitomo,M.・Takeuchi,K
.・Hashimoto,T.
ウサギ耳動脈交感神経伝達に対する各種プリン作動
薬の影響について検討し、この受容体が促進性受容
体てあること、この受容体はATPもしくはその誘導体
によって活性化されることなどを報告した。

199. ウサギ耳動脈交感神経からの内因 共
性ノルエピネフリン遊離に対する
Ｐ＿1拮抗薬の作用

1995年03月

石井玲子、竹内幸一、橋本孝雄、篠塚和正、国友
勝
ウサギ交感神経伝達におけるプリン受容体拮抗薬、
特にアデノシン受容体拮抗薬の作用について検討し
、１）Ｐ＿1拮抗薬はノルエピネフリン遊離を減少さ
せる作用を有すること、２）この抑制作用は内因性A
TPの促進作用に対する拮抗に基づくことなどを明ら
かにした。

200. 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

Kitagawa S., Yamaguchi Y., Kwon Y.M., Shinozuka
K., Kunitomo M.
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。（pp.114）

201. ウサギ各種摘出動脈におけるATP
遊離の部位差について

共

1995年03月

Ishii R., Shinozuka K., Kunitomo M., Takeuchi K
., Hashimoto T.
血管内皮細胞からのATP遊離機能をウサギの耳動脈、
大腿動脈、腎動脈および肺動脈で比較し、その機能
に部位差のあることが示された。即ちその遊離機能
は耳動脈＞腎動脈＞＞大腿動脈＝肺動脈の順で亢進
していた。（pp.119）

202. α＿1－アドレナリン受容体刺激
による血管内皮細胞からのATP遊
離について

共

1995年03月

Shinozuka K., Hashimoto M., Kwon Y.M., Kitagawa
S., Yamaguchi Y., Masumura M., Kunitomo M.
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。（pp.120）

203. 血管内皮依存性弛緩反応に対する 共
ストレスとニコチンの影響

1995年03月

篠塚和正、国友 勝、石井玲子、竹内幸一
水浸拘束ストレスをラットに加えることにより胃潰
瘍を形成させ、これに対するニコチンの影響を検討
した。その結果、ニコチンには胃潰瘍の発生を抑制
する作用が認められた。この作用の機序としては中
枢性の影響に加え、胃壁神経叢における節遮断作用
も関与している可能性が示唆された。

204. α受容体刺激によるラット血管内 共
皮細胞からのプリン関連物質の遊
離

1994年11月

篠塚和正、橋本道男、桝村純生、服部圭佑、国友
勝
ラット尾動脈からのATP遊離について検討し、この遊
離がα受容体刺激による収縮反応にともなう機械的
刺激により惹起されたものではなく、内皮細胞のα
受容体刺激により直接引き起こされることを示唆し
た。

205. 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

山口 優、北川智美、権 寧美、篠塚和正、国友
勝
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かとなった
。

206. 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

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
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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。
207. Endothelin-1のラット血漿濃度と 共
培養血管内皮細胞での産生に及ぼ
す加齢の影響

1994年10月

橋本道男、篠塚和正、服部圭佑、桝村純生
ラットの血圧と血漿ET-1濃度そして加齢と血漿ET-1
濃度とのあいだには負の相関が観察され、ヒトの症
例とは異なっていた。またラット尾動脈培養血管内
皮細胞でのET-1自発遊離量は加齢と共に増加した。
以上の結果より内皮由来ET-1は局所の血液循環調節
因子として重要であることが示唆された。

208. Different cholesterol depositi 共
on in aortas of Dahl salt-sens
itive rats and spontaneously h
ypertensive rats fed high-chol
esterol diet.

1994年10月

Yamaguahi Y., Kitagawa S., Kwon Y.M., Shinozuka
K., Kunitomo M.
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、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。

209. Effect of methoxamine on norad 共
renaline release in the caudal
artery of hypertensive rats.

1994年10月

Shinozuka K., Kunitomo M., Bjur R.A., Westfall
D.P., Hattori K.
血管内皮由来ATPの遊離とその生理的作用をWKYとSHR
で比較検討したところ、ATP遊離量はSHRの血管にお
いて有意に増加していた。一方交感神経終末部のプ
リン受容体はSHRにおいて機能不全の状態にあること
が示唆された。したがって高血圧ラットにおいては
プリン性の調節機能は低下していることが示唆され
た。

210. 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

Kitagawa S., Sameshima E., Yamaguahi Y., Kwon Y
.M., Shinozuka K., Kunitomo M.
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。

211. 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

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。

212. 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

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。

213. 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ヤシ油、
ベニハナ油、シソ油の影響

1994年09月

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、ベイハナ油に比べシ
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る。

214. α＿1-adrenoceptor mediated re 共
lease of extracellular ATP in
rat vascular endothelium.

1994年07月

Shinozuka K., Hashimoto M., Masumura S., Bjur R
.A., Westfall D.P., Hattori K.
内皮細胞のATP遊離機能を尾動脈培養内皮細胞と胸部
大動脈培養内皮細胞で比較したところ、胸部大動脈
からの遊離は尾動脈に比べ著しく小さいことが観察
され、部位差のあることが示された。

215. Characterization of prejunctio 共
nal purinoceptor on adrenergic
nerves of rabbit ear artery.

1994年07月

Ishii R., Shinozuka K., Hattori K., Takeuchi K.
, Hashimoto T.
ウサギの耳動脈交感神経におけるシナプス前プリン
受容体の性質について検討しこれが特殊な受容体で
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あることを明らかにした。
216. 新規TRH誘導体、NS-3の循環器系
に対する作用

共

1994年03月

Shinozuka K.,Tanabe Y.,Shimoura K.,Kobayashi Y.
,Takaori S.,Hattori K.
老人性痴呆症治療薬として開発されたNS-3の副作用
をチェックするために血圧、心機能、血中カテコー
ルアミンレベルへの影響について検討し、この新規
薬物がこれらの循環器系因子に著明な作用を示さな
いことを報告した。（pp.325）

217. ラット血管培養内皮細胞における 共
エンドセリン-1産生能の加齢変化

1994年03月

Hashimoto M.,Shinozuka K.,Hattori K.,Masumura S
.
老化に伴う血管からのエンドセリン放出の変化につ
いて報告した。（pp.276）

218. ウサギ肺動脈摘出血管からのプリ 共
ン関連物質の遊離に対する高カリ
ウムの影響

1994年03月

秋元廣子、石井玲子、竹内幸一、橋本孝雄、篠塚和
正
ウサギ肺動脈からのプリン遊離に対する高濃度カリ
ウムの影響について検討、高カリウムによって観察
されるわずかなプリン遊離は交感神経終末の脱分極
によって遊離されたノルアドレナリンによることを
報告した。

219. ウサギ肺動脈と肺静脈からのノル 共
エビネフリンとアデニルプリン遊
離の比較

1994年03月

Takeuchi K.,Akimoto H.,Shinozuka K.,Hattori K.,
Ishii R.,Hashimoto T.
ウサギ肺動脈と肺静脈からのノルエピネフリンとア
デニルプリン遊離を比較検討し、内因性プリン物質
の生理的役割について考察した。（pp.326）

220. ウサギ耳動脈におけるアドレナリ 共
ン作動性神経のシナブス前プリン
受容体の特性

1994年03月

Ishii K.,Shinozuka K.,Hattori K.,Takeuchi K.,Ha
shimoto T.
ウサギ耳介中心動脈交感神経終末部のシナブス前プ
リン受容体のサブタイプを様々な薬物を用いて解析
し、この受要体がＰ＿１、Ｐ＿２両受容体の性質を
兼ね備えたハイブリッドな受容体であることを報告
した。（pp.187）

221. ラット尾動脈からの内因性プリン 共
関連物質の放出に対する高カリウ
ムの影響

1993年11月

篠塚和正、田辺洋子、小林裕太、下浦恵子、高折修
二、服部圭佑
ラット尾動脈からのプリン遊離に対する高濃度カリ
ウムの影響について検討、高カリウムによって観察
されるわずかなプリン遊離は交感神経終末の脱分極
によって遊離されたノルアドレナリンによることを
報告した。

222. ウサギ肺動脈からの内因性プリン 共
関連物質の遊離について

1993年11月

竹内幸一、石井玲子、秋元廣子、篠塚和正、服部圭
佑、橋本孝雄
ウサギ肺動脈におけるα＿１受容体刺激によるプリ
ン遊離の機序について検討、この遊離が温度依存性
であり、外液カルシウム非依存性であることなどを
報告した。

223. ラット尾動脈からのプリン誘導体 共
遊離の加齢変化。

1993年09月

橋本道男、篠塚和正、服部圭佑、桝村純生
・血管培養細胞からのプリン関連物質の放出量が血
管標本の場合と同様に老化に伴い減少することを見
い出し、老化に伴って内皮細胞のプリン遊離機能が
減弱することを示唆した。

224. ラット摘出血管からのプリン物質 共
の遊離とその部位差について

1993年06月

篠塚和正、田辺洋子、下浦恵子、高折修二、服部圭
佑
ラットの頸動脈、胸部大動脈、腸間膜動脈、腎動脈
、大腿動脈、伏在動脈、尾動脈を用いてα＿１受容
体刺激によるプリン遊離の部位差について検討、血
管系でのプリン遊離機構の分布が不均一であること
を示唆。（pp.93）

225. α作動薬によるラット尾動脈から 共
のアデニンヌクレオチド、ヌクレ
オシドの遊離について。

1993年03月

篠塚和正、田辺洋子、下浦恵子、小林裕太、高折修
二、服部圭佑
ラット尾動脈からのプリン関連物質の放出に対する
α作動薬の影響について検討したが、著名な放出が
認められないことからα＿２受容体はプリン放出に
関与していないことを示唆した。（pp.339）

226. ウサギ耳動脈からの内因性ノルア 共
ドレナリン遊離に対するアデニル
プリンの効果

1993年03月

石井玲子、篠原和正、服部圭佑、秋元廣子、竹内幸
一、橋本孝雄
ウサギ耳介中心動脈交感神経終末部におけるプリン
受容体を同定するために種々のプリン拮抗薬を用い
て検討し、この受容体がＰ＿１、 Ｐ＿２両受容体
の性質を兼ね備えたＰ＿３受容体であることを示唆
した。（pp.338）

227. ウサギ肺動脈摘出血管におけるプ 共
リン作動薬の作用と遊離の部位差
について

1993年03月

秋元廣子、石井玲子、竹内幸一、橋本孝雄、篠塚和
正
α＿１-受容体刺激によるウサギ肺動脈からのプリン
遊離の部位差について検討、肺動脈幹では外部主肺
動脈・内部主肺動脈よりも放出機能が低いことを報
告した。

228. ラット尾動脈からのプリン誘導体 共

1993年03月

橋本道男、篠塚和正、服部圭佑、桝村純生
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の遊離における加齢変化。

・老化に伴い血管からのプリン関連物質の放出量が
減少することを観察し、この減少が老化に伴う昇圧
に関連している可能性を示唆した。（pp.239）

229. Purinergic facilitation of nor 共
epinephrine release from adren
ergic nerves of rabbit ear art
ery.

1993年01月

Ishii R.,Shinozuka K., Hattori K., Bjur R.A.,We
stfall D.P.,Takeuchi K. and Hashimoto T.
ウサギ耳介中心動脈交感神経終末部におけるプリン
受容体のタイプを同定するために種々のプリン作動
薬を用いて検討し、この受容体が既存のものとは異
なった受容体であることを示唆した。

230. Comparison of endogenous adeny 共
l purine release from aorta an
d caudal artery of rat.

1993年01月

Shinozuka K.,Tanabe Y.,Kobayashi Y.,Shimoura K.
,Takaori S.,Takeuchi K.,Bjur R.A. Westfall D.P.
& Hattori K.
ラット胸部大動脈および尾動脈の培養内皮細胞を用
い、α＿１-受容体刺激によるプリン関連物質の放出
を比較検討し、プリン放出機能に部位差のあること
を示唆した。

231. 実験的動脈硬化症ラット尾動脈か 共
らの内因性プリン関連物質の遊離
について

1992年11月

篠塚和正、国友勝、山口優、小林裕太、下浦恵子、
藤原元始、服部圭佑
実験的動脈硬化症ラット尾動脈からのプリン関連物
質遊離について正常動物と比較し、動脈硬化動物の
血管においてその放出量は著しく低下していること
を報告した。

232. 高血圧ラット尾動脈からの内因性 共
プリン関連物質の遊離について。

1992年11月

篠塚和正、池田克己、小林裕太、下浦恵子、家森幸
男、高折修二、服部圭佑
高血圧自然発症ラット尾動脈からのプリン関連物質
遊離について正常動物と比較し、高血圧動物の血管
においてその放出量は増加しており、降圧的に機能
している可能性を示唆した。

233. Comparison of calcium channels 共
in vascular smooth muscles of
rats and frogs.

1992年09月

Kobayashi Y.,Shinozuka K.,Hattori K.
ラットと蛙の血管平滑筋のカルシウムチャンネルを
薬理学的に比較検討し、血管のカルシウムチャンネ
ル機能を発生学的な観点から考察し、報告した。

234. DA1受容体を介した肺動脈内皮依
存性弛緩反応。

共

1992年09月

小林裕太、山内正信、篠塚和正、服部圭佑
肺動脈においてドパミンが内皮依存性弛緩反応を惹
起することを示し、この弛緩反応に関係するドパミ
ン受容体の性質や部位差について発表した。

235. ウサギ耳動脈におけるシナブス前 共
プリン受容体について。

1992年06月

石井玲子、篠塚和正、服部圭佑、竹内幸一、橋本孝
雄
ウサギ耳介中心動脈からのノルアドレナリン遊離に
対するシナブス前プリン受容体の性質およびそのタ
イプについて発表した。（pp.17）

236. Mechanism of the reduction of 共
endothelium-dependent vasodila
tion in aged rats and spontane
ously hypertensive rats.

1992年04月

Kobayashi Y.,Ikeda K.,Shinozuka K.,Yamori Y.,Ha
ttori K.
高血圧自然発症ラットおよび老齢ラットにおける内
皮依存性弛緩反応の減弱の原因についてまとめ、こ
れが内皮細胞におけるアルギニン・一酸化窒素産生
系の機能低下によるものではなく、標的細胞へ到達
するまでの一酸化窒素の分解の促進によるものであ
ることを示唆した。

237. 血管調節におけるLアルギニン－
酸化窒素産生系の役割。

共

1992年03月

小林裕太、池田克己、篠塚和正、家森幸男、高折修
二、
血圧とアルギニン・一酸化窒素産生系との関連性に
ついて検討し、血圧維持における局所的調節因子と
しての内皮由来一酸化窒素の生理的役割について発
表した。（pp.104）

238. ラット心房からの内因性アデニン 共
ヌクレオチド、ヌクレオシドの遊
離について。

1992年03月

篠塚和正、田辺洋子、小林裕太、竹内幸一、毛利公
則、高折修二、服部圭佑
・β刺激薬によりラット摘出心房から大量のATPとそ
の代謝産物が放出されることを報告した。（pp.279
）

239. 高速液体クロマトグラフィーを用 共
いたウサギ肺動脈からのプリン関
連物質の遊離の測定。

1992年03月

滝上美恵子、毛利公則、石井玲子、竹内幸一、橋本
孝雄、佐川賢一、篠原和正
高速液体クロマトグラフィー電気化学検出器による
新しいプリン関連物質の一括微量定量法を開発、ウ
サギ肺動脈からの内因性プリン放出の定量に応用し
てその結果を報告した。

240. 兎肺動脈摘出血管におけるプリン 共
性作動薬の弛緩反応とその部位差
について。

1992年03月

篠塚和正、小林裕太、下浦恵子、高折修二、服部圭
佑
ウサギ肺動脈平滑筋における各種プリン誘導体の弛
緩作用を比較検討し、抹梢側でより強力であること
を報告、この部位差にアデニレートサイクラーゼが
関係していることを示唆した。

241. 心臓のエネルギー代謝変化に及ぼ 共
す新規カルシウム拮抗薬、NKY-72
2の影響－生体位［＜31＞＾P］-M
RSによる検討。

1992年03月

小林裕太、田辺洋子、下浦恵子、篠塚和正、高折修
二、服部圭佑
ラット生体位心臓においてカルシウム拮抗薬の点滴
静注がエネルギー消費を低下させるように作用して
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いることを報告した。（pp.274）
242. ウサギ耳動脈アドレナリン作動性 共
神経からの内因性ノルエビネフリ
ンの遊離に対するαアゴニストの
作用。

1992年03月

石井玲子、篠塚和正、服部圭佑、竹内幸一、橋本孝
雄
ウサギ耳介中心動脈において、α＿１作動薬が内因
性プリン物質を放出させることを報告、この内因性
プリン関連物質が交感神経に促進的に作用すること
を示唆した。（pp.172）

243. ラット総頸動脈内皮細胞－平滑筋 共
のアルギニン－NO産性系の加齢に
伴う変化。

1992年02月

小林裕太、篠原和正、下浦恵子、服部圭佑
ラット総頸動脈における内皮依存性弛緩反応と老化
との関係について報告、頸動脈においても内皮機能
が老化に伴って低下することを発表した。

244. Release of endogenous adenyl p 共
urines from rabbit ear artery.

1992年01月

Shinozuka K.,Ishii R.,Kobayashi Y.,Ikeda K.,Moh
ri K.,Takeuchi K.,Takaori S.,Hattori K.
ウサギ耳介中心動脈からのノルアドレナリン遊離に
対し、α＿１作動薬が促進的影響を示すことを報告
、この作用が内因性プリン関連物質を介したもので
あることを示唆した。

245. Mechanism of the reduction of 共
endothelium-dependent vasodila
tion in spontaneously hyperten
sive rats.

1992年01月

Kobayashi Y.,Ikeda K.,Shinozuka K.,Yamori Y.,Ta
kaori K.,Hattori K.
高血圧自然発症ラットにおける内皮依存性弛緩反応
の減弱の原因について検討し、これが内皮細胞にお
けるアルギニン・一酸化窒素産生系の機能低下によ
るものではなく、それ以外の要因によるものである
ことを示唆した。

246. ルテニウム・レッドのラット胸部 共
大動脈弛緩作用。

1991年11月

小林裕太、宇田川潤、井上雅博、篠塚和正、下浦恵
子、服部圭佑、高折修二
ルテニウム・レッドの血管弛緩作用について薬理学
的に検討し、その機序の一部に細胞膜上でのカルシ
ウムイオン流入阻害作用が関係していることを報告
した。（pp.42）

247. ウサギ摘出血管からのプリン関連 共
物質の遊離について。

1991年11月

篠塚和正、小林裕太、竹内幸一、毛利公則、服部圭
佑
電気的神経刺激およびα＿１-受容体刺激によるウサ
ギ肺動脈からのプリン関連物質の遊離について報告
した。

248. 循環におけるアルギニン・一酸化 共
窒素産生系の生理学的意義。

1991年11月

小林裕太、太田文人、篠塚和正、家森幸男、服部圭
佑
内皮細胞におけるアルギニン・一酸化窒素産生系の
生理学的意義を循環調節機構の観点から解析、その
重要性について発表した。

249. Physiological implication of t 共
he L-arginine-nitric oxide pat
hway in the cardiovascular sys
tem.

1991年11月

Kobayashi Y.,Ohta F.,Shinozuka K.,Yamori Y.,Hat
tori K.,Takaori S.
内皮細胞におけるアルギニン・一酸化窒素産生系と
血圧および血管緊張度との関係、心・血管系におけ
るその生理的意義について発表した。

250. ラット頸動脈における電気刺激の 共
影響について。

1991年11月

篠塚和正、小林裕太、下浦恵子、高折修二、服部圭
佑
ラット頸動脈を電気刺激することにより発現する弛
緩反応について検討し、これが筋原性であること、
カリウムイオンの動態に関係していることを報告し
た。（pp.42）

251. Effects of NKY-722,a novel cal 共
cium antagonist,on the reducti
on of the high energy phosphat
e compounds in the rat heart d
uring stimulation; an in vivo
［31＾P］-MRS study.

1991年11月

Kobayashi Y.,Tanabe Y.,Shinozuka K.,Shimoura K.
,Hattori K.
ラット心臓におけるクレアチンリン酸の動態とカル
シウムイオンの関係について発表、カルシウム拮抗
薬であるNKY-722によりクレアチンリン酸レベルの低
下が抑制されることから、カルシウムイオンの細胞
内流入阻止が心臓内エネルギー消費阻止に連関する
ことを示唆した。また核磁気共鳴装置が生体位心筋
エネルギー動態解析に応用できることを報告した。

252. ラット胸部大動脈内皮アルギニン 共
－NO産生系の加齢にともなう変化
。

1991年11月

小林裕太、篠塚和正、下浦恵子、服部圭佑、家森幸
男、高折修二
老化に伴いアセチルコリンによる内皮依存性弛緩反
応が減弱することを報告し、この減弱が一酸化窒素
産生系の機能低下によるものではないことを示唆し
た。（pp.43）

253. Endothelium-dependent and -ind 共
ependent relaxations of stroke
-prone spontaneously hypertens
ive rats with stroke.

1991年10月

Kobayashi Y.,Ikeda K.,Shinozuka K.,Nara Y.,Yamo
ri Y.,Hattori K.
脳卒中易発性自然発症高血圧ラットを用いてその血
管内皮機能の病態に伴う変化を検討、血圧の上昇と
ともに内皮依存性血管弛緩反応も減弱していること
を発表。血圧制御における血管内皮細胞の重要性に
ついて報告した。

254. Pathogenetic and physiological 共
implications of the L-arginin
e-nitric oxide pathway.

1991年08月

Kobayashi Y.,Ikeda K.,Ohta F.,Nara Y.,Shinozuka
K.,Hattori K., Yamori Y.
アミノ酸の一種であるアルギニンの血管内皮細胞に
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おける生理的意義について発表、アルギニンが内皮
由来血管弛緩因子の前駆体であることを示唆した。
255. 加齢SHRSP胸部大動脈摘出標本の
内皮依存性弛緩反応。

共

1991年03月

小林裕太、池田克己、奈良安雄、篠塚和正、服部圭
佑、家森幸男
ニトロアルギニンによる内皮依存性弛緩反応抑制作
用と老化との関係について検討、老化に伴い内因性
一酸化窒素の機能が減弱していることを示唆した。

256. ウサギ肺動脈摘出血管からのノル 共
アドレナリン遊離に対するプリン
誘導体の作用。

1991年03月

篠塚和正、竹内幸一、Dalziel H.H., Bjur R.A., We
stfall D.P., 服部圭佑
細動脈を含むウサギ肺の樹状全血管標本を用いて電
気刺激によるノルアドレナリン遊離に対するプリン
作動薬の影響について検討、プリン作動薬が強力な
ノルアドレナリン遊離抑制作用を示すことを報告し
、この交感神経におけるプリン性調節機構の存在を
提唱した。（pp.249）

257. ウサギ肺動脈各部位の摘出血管に 共
おける２－クロロアデノシンによ
るノルアドレナリン遊離抑制作用
の比較。

1991年03月

篠塚和正、小林裕太、下浦恵子、服部圭佑、高折修
二
Ｐ＿１－作動薬である２－クロロアデノシンのアル
アドレナリン遊離抑制作用をウサギ肺動脈の動脈幹
、外部主動脈、内部主動脈さらに第２分岐動脈につ
いて比較検討、末梢側で作用がより強力であること
、しかし内部主動脈と第２分岐動脈間では差のない
ことを報告した。（pp.176）

258. イヌ動脈部位におけるニトロアル 共
ギニンの作用の比較。

1991年03月

小林裕太、太田文人、篠塚和正、下浦恵子、服部圭
佑、高折修二
イヌの脳底動脈と大腿動脈の内皮依存性弛緩反応に
対するニトロアルギニンの作用を比較検討し、脳循
環と体循環に関係する血管におけるアルギニン・一
酸化窒素産生系機能について報告、その生理的役割
についても考察・発表した。（pp.147）

259. SHRおよびWKYの尾動脈からのノル 共
アドレナリン遊離に対するプリン
性抑制作用。

1991年03月

篠塚和正、Bjur R.A., Westfall D.P.,服部圭佑
ラット尾動脈からのノルアドレナリン遊離に対する
プリン作動薬の作用を高血圧自然発症ラットと正常
ラットとで比較検討、高血圧ラットにおいては交感
神経終末部のプリン受容体はほとんど機能不全の状
態にあることを報告した。（pp.248）

260. 血管交感神経におけるプリン性Tr 共
ans-Synaptic Modulation につい
て。

1990年12月

篠塚和正、服部圭佑、Westfall D.P.
α＿１－作動薬であるメトキサミンがラット尾動脈
からのノルアドレナリン遊離を抑制することを示し
、この作用が非神経由来ATPによるものであることを
報告、トランスシナプティックな調節機構の存在を
提唱した。

261. ラット尾動脈におけるα,β-meth 共
ylene ATPの作用について。

1990年11月

篠塚和正、Westfall D.P.,服部圭佑
Ｐ＿＜2x＞受容体脱感作薬であるα、βメチレンATP
がＰ＿１－作動薬である２－クロロアデノシンに拮
抗することを示し、新しいプリン受容体の存在の可
能性について報告した。

262. ニトロアルギンのラット昇圧作用 共
。

1990年11月

小林裕太、池田克己、篠塚和正、奈良安雄、家森幸
雄、下浦恵子、服部圭佑、高折
アルギニンの誘導体のひつとであるニトロアルギン
がラットの血圧を上昇させることを示し、この作用
がアルギニン・一酸化窒素産生系への阻害に基づく
ことを報告した。

263. ウサギ胸部大動脈からのプリン関 共
連物資の遊離について。

1990年11月

篠塚和正、Westfall D.P.,服部圭佑
ウサギ胸部大動脈においてメトキサミンが大量のプ
リン物質を放出させることを示し、これが主に内皮
細胞に由来することを報告した。

264. ニトロアルギンの昇圧作用：WKY
とSHRの比較。

共

1990年09月

小林裕太、池田克己、柿添栄一、篠塚和正、奈良安
雄、服部圭佑、家森幸雄
内皮由来弛緩因子（一酸化窒素）産生阻害薬である
ニトロアルギンの昇圧作用が高血圧動物において減
弱していることから高血圧下においてその機能が低
下している可能性を示唆した。

265. Relaxation effect of dopamine 共
on isolated rabbit pulmonary a
rtery branchⅡ，Comparison wit
h the pulmonary trunk.

1990年07月

Kobayashi Y., Yamauchi M., Shinozuka K., Shimou
ra K., Nakase A., Hattori K.
ウザキ肺動脈においてドパミンが弛緩作用を示すこ
とを見い出し、この弛緩はドパミンの直接的な平滑
筋への作用に加え、内皮由来弛緩因子を介した弛緩
も関与していることを報告した。

266. The prejunctional effects of p 共
urine agonists and antagonists
in the rat vas deferens.

1990年07月

Forsyth K.M., Shinozuka K., Bjur R.A., Westfall
D.P.
電気的神経刺激によるラット輸精管からのノルエピ
ネフリン遊離に対する各種プリン誘導体の作用を検
討し、アデニンヌクレオシドに加えアデニンヌクレ
オチドも遊離抑制作用を示すことを報告し、この交
感神経終末部におけるプリン受容体のタイプについ
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て考察した。
267. Depletion and restoration of e 共
ndogenous catecholamines and u
ptake of ［3＾H］－catecholami
nes in rabbit vascular tissues
after reserpine.

1990年07月

Okada K., Shimoura K., Shinozuka K., Kobayashi
Y., Hattori K.
ウサギの各種血管の交感神経カテコールアミン含有
量を成分別に比較検討した結果を示し、ドパミンは
ノルアドレナリンの前駆体としての役割以外にも補
伝達物質のような生理的意義を有している可能性を
示唆した。

268. Regional difference of puriner 共
gic modulation on adrenergic n
eurotransmission in isolated r
abbit pulmonary artery.

1990年07月

Shinozuka K., Kobayashi Y., Shimoura K., Hattor
i K.
ウザキ肺動脈における２－クロロアデノシンのノル
エピネフリン遊離抑制作用について肺動脈幹、外部
肺動脈・内部肺動脈の３部位を用いてその効力部位
差を検討、末梢側ほど強い抑制作用を示すことを報
告した。

269. The effects of purine analogue 共
s on neurotransmission in rabb
it pulmonary artery.

1990年07月

Dalziel H. H., Takeuchi K., Shinozuka K., Snedd
on P., Westfall D.P.
電気的神経刺激によるウサギ肺動脈からのノエルピ
ネフリン遊離に対する各種プリン誘導体の作用を検
討し、アデニンヌクレオシドに加えアデニンヌクレ
オチドも遊離抑制作用を示すことを報告し、この交
感神経終末部におけるプリン受容体のタイプについ
て考察した。

270. 電気刺激によるウサギ肺動脈の収 共
縮反応に対するニトロアルギニン
の作用。

1990年06月

篠塚和正、小林裕太、下浦恵子、服部圭佑
血管交感神経機能と血管内皮細胞機能との相互作用
について発表。神経興奮に伴う平滑筋の緊張もしく
は内皮細胞α受容体の興奮により内皮細胞のアルギ
ニン・一酸化窒素産生系が活性化、一酸化窒素を産
生放出することにより血管の緊張が低下することを
報告した。

271. イヌ冠動脈の内皮細胞依存性弛緩 共
反応に対するニトロアルギニンの
影響。

1990年06月

小林裕太、太田文人、岡田圭司、篠塚和正、下浦恵
子、服部圭佑
イヌ冠動脈の内皮依存性弛緩反応に対しニトロアル
ギニンがこれを抑制、アルギニンによりこの抑制が
解除されることを報告、イヌ冠血管におけるアルギ
ニン・一酸化窒素産生系の重要性を示唆した。

272. Regional difference of puriner 共
gic response in isolated rabbi
t pulmonary artery: comparison
of the effect of 2-chloroaden
osine.

1990年05月

Shinozuka K., Kobayashi Y., Shimoura K., Hattor
i K.
ウザキ肺動脈の神経性収縮反応に対する２－クロロ
アデノシンの作用を肺動脈幹・外部肺動脈・内部肺
動脈の３カ所について比較検討した実験結果を示し
、末梢側で２－クロロアデノシンがより強い作用を
示したことを報告、プリン受容体が末梢側でより重
要な意義を有するかもしれないという可能性を示唆
した。

273. Characteristics of prejunction 共
al purinergic receptors.

1990年05月

Westfall D.P., Shinozuka K., Forsyth K.M., Bjur
R.A.
血管や輸精管などの平滑筋臓器の交感神経終末に局
在するプリン受容体の性質についてラット尾動脈・
輸精管で得た実験結果を基に報告、既存のタイプに
属さない受容体の存在の可能性を示唆した。

274. Endothelium-dependent and -ind 共
ependent relaxations by ATP in
the canine basilar artery.

1990年05月

Ohta F., Kobayashi Y., Shinozuka K., Shimoura K
., Hattori K., Moritake K.
イヌ脳底動脈においてATPが弛緩・収縮という２相性
の反応を惹起すること、これらの反応が内皮細胞に
依存した反応であることなどを示し、中枢血管にお
けるATPの複雑な作用について考察・発表した。

275. 血管のアドレナリン作動性神経に 共
おけるプリン受容体の薬理学的性
質について。

1990年03月

篠塚和正、服部圭佑、Bjur R.A., Westfall D.P.
ラット尾動脈交感神経終末部に局在するプリン受容
体は既存のタイプには属さない新規のものであると
いう可能性を報告した。（pp.130）

276. α受容体によるラット尾動脈から 共
のプリン物質の遊離について。

1990年03月

篠塚和正、服部圭佑、Sedaa K.O., Bjur R.A., West
fall D.P.
血管において、交感神経興奮により大量のATPが非神
経性に放出されることを報告、これが主に内皮細胞
由来のATPであり、α＿１－受容体刺激により放出さ
れることを報告した。

277. ラット尾動脈からの内因性ノルエ 共
ピネフリン遊離に対するプリン作
動薬の効果について。

1990年03月

篠塚和正、Sedaa K.O., Bjur R.A., Westfall D.P.
ラット尾動脈交感神経からのノルエピネフリン遊離
に対しＰ＿１－作動薬に加えＰ＿２－作動薬もこれ
を抑制することを見いだし、様々なプリン性作動薬
の効力を比較して報告した。（pp.207）

278. レセルピンによるウサギ血管にお 共
ける内因性カテコールアミンおよ
び［３＾Ｈ］－カテコールアミン
の取り込みの減少の回復。

1990年03月

岡田圭司、下浦恵子、篠塚和正、小林裕太、服部圭
佑、中瀬明
ウサギの各種血管の交感神経カテコールアミン含有
量を成分別に比較検討した結果を示し、ドパミンの

39

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
含有量に血管部位差のあることを報告した。（pp.20
9）
279. 血管アドレナリン作動性神経にお 共
けるクロニジンのノルエピネフリ
ン遊離抑制作用に対する２－クロ
ロアデノシンの影響。

1990年03月

篠塚和正、服部圭佑、Bjur R.A., Westfall D.P.
α＿２－作動薬であるクロニジンによるノルエピネ
フリン遊離抑制作用に対し、Ｐ＿１－作動薬である
２－クロロアデノシンが相乗的にこれを増強する実
験結果を示し、両受容体の間に機能的関連性のある
ことを示唆した。（pp.208）

280. ATP as a cotransmitter.

共

1989年11月

Westfall D.P., Sedaa K.O., Shinozuka K., Bjur R
.A., Buxton I.L.O
神経興奮に基づく神経伝達物質の遊離に伴って放出
されるATPに関する発表。神経活動に伴い大量のATP
が非神経サイトから放出され、補神経伝達によるも
のは全体の１％であることを報告した。

281. Presynaptic purine receptors.

共

1989年11月

Westfall D.P., Shinozuka K., Forsyth K.M., Bjur
R.A.
ラット尾動脈シナプス前プリン受容体の分類に関す
る発表。既存のＰ＿１－受容体、Ａ＿１－受容体、
Ａ＿２－受容体、Ｐ＿＜2x＞受容体、Ｐ＿＜2Y＞受
容体と比較した上で、ラット尾動脈の受容体は異質
なものであり、Ｐ＿１－、Ｐ＿２－受容体の両方の
性質を兼ね備えた受容体であることを提唱した。

282. Purine modulation of norepinep 共
hrine release in the rat vas d
eferens.

1989年11月

Forsyth K.M., Shinozuka K., Bjur R.A., Westfall
D.P.
ラット輸精管交感神経の興奮に伴って放出されたATP
は平滑筋の収縮反応を引き起こして補伝達物質とし
て機能するとともに神経終末にも結合して伝達機能
を抑制的に調節することを報告した。

283. Modulation of norepinephrine r 共
elease by ATP and adenosine.

1989年09月

Westfall D.P., Shinozuka K., Bjur R.A.
自律神経系交感神経伝達におけるノルエピネフリン
遊離調節機構に関する総説的発表。ラット尾動脈で
の実験結果を基に、神経伝達に対するATPとアデノシ
ンの作用について様々な角度から説明し、遊離調節
機構におけるその特徴ならびに生理的意義について
報告した。

284. Participation of endogenous pu 共
rines in modulation of norepin
ephrine release in the rat cau
dal artery.

1989年09月

Shinozuka K., Bjur R.A., Westfall D.P.
ラット尾動脈交感神経伝達に対する内皮細胞由来ATP
の生理的役割に関する発表。極度な交感神経興奮下
において、内皮細胞α＿１－受容体興奮により大量
のATPを放出し神経を鎮静化させることを初めて発見
し、トランスシナプティック調節機構の存在を提唱
した。

285. Adenyl purines modulation of n 共
orepinephrine release in the t
ail artery of normotensive and
hypertensive rats.

1989年08月

Shinozuka K., Bjur R.A., Westfall D.P.
自然発症高血圧ラットの交感神経伝達機能に対する
２－クロロアデノシンの作用を正常血圧ラットのそ
れと比較検討し、高血圧ラットにおいては、２－ク
ロロアデノシンは全く抑制作用を示さないことを発
見、高血圧下においてはシナプス前プリン受容体は
ほとんど機能していないことを報告した。

286. Antagonism of purines-induced 共
inhibition of norepinephrine r
elease by α,β-methylene ATP.

1989年05月

Shinozuka K., Bjur R.A., Westfall D.P.
ラット尾動脈における２－クロロアデノシンの濃度
作用曲線に対してαβメチレンATPがこれを右に並行
移動させることを観察し、ラット尾動脈におけるシ
ナプス前プリン受容体がハイブリッドな性質を有す
る可能性を示唆した。

2011年

ＡＴＰ・アデノシン系は生活習慣病モデル動物の拡
張機能障害心に保護作用を示すか？

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. 基盤研究（Ｃ）

継続

2. 17. Effects of dietary ingredi 共
ents on function and expressio
n of P-glycoprotein in human i
ntestinal epithelial cells.

2010年2月

Biol Pharm Bull. 33(2
):255-259

3. 17. Effects of dietary ingredi 単
ents on function and expressio
n of P-glycoprotein in human i
ntestinal epithelial cells.

2010年2月

Biol Pharm Bull.

4. 基盤研究（Ｃ）

2010年

継続

ＡＴＰ・アデノシン系は生活習慣病モデル動物の拡
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６．研究費の取得状況
張機能障害心に保護作用を示すか？
5. 食品健康影響評価技術研究
6. 科学研究費補助金

継続

継続 共

2009年

受容体結合測定法を利用した新開発食品等の健康影
響評価法の開発と応用

単

2009年

ＡＴＰ・アデノシン系は生活習慣病モデル動物の拡
張機能障害心に保護作用を示すか？

7. 基盤研究（Ｃ）

新規

2009年

ＡＴＰ・アデノシン系は生活習慣病モデル動物の拡
張機能障害心に保護作用を示すか？

8. 基盤研究（Ｃ）

継続

2008年

生活習慣病モデル動物においてＡＴＰ・アデノシン
系は虚血心の交感神経を保護するか？

9. 基盤研究（Ｃ）

新規

2007年

生活習慣病モデル動物においてＡＴＰ・アデノシン
系は虚血心の交感神経を保護するか？

10. 基盤研究（Ｃ）

継続

2005年

ATP受容体を介した血管透過性調節機構に関する研究
（薬理学的DDSを目指して）

2004年

ATP受容体を介した血管透過性調整機構に関する研究

2004年

ＡＴＰ受容体を介した血管透過性調節機構に関する
研究（薬理学的ＤＤＳを目指して）

13. 平成17年厚生労働科学研究「食品 共
の安心安全推進研究事業」 継続

2004年

いわゆる健康食品の有効性の評価に関する研究

14. 基盤研究（Ｃ）

2003年

効果器細胞由来ＡＴＰによる逆行性神経伝達抑制と
その効果器保護作用に関する研究

11. 平成17年科学研究費補助金
12. 基盤研究（Ｃ）

継続 単

新規

継続

学会及び社会における活動等
年月日
1. 2014年4月1日～現在

事項
日本臨床栄養協会

理事

日本薬学会
日本平滑筋学会
日本脈管作動物質学会
日本薬剤師会
日本高血圧関連疾患モデル学会評議員
日本脂質栄養学会
日本食品化学会評議員
日本生化学会
日本血管生物学会
日本薬理学会学術評議員
New York Academy of Sciences
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