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No 課題  Research theme

Project 1

1 患者由来細胞の保存と管理 IREIIMSの研究基盤である高品質な患者由来細胞の保存とその管理
Banking of EBV-transformed patient cell lines

2 ヌーナン症候群におけるメカニズムと
その遺伝子型と表現型

ヌーナン症候群の機構とgenotype-phenotypeの関連
Mechanism of Noonan Syndrome and genotype-phenotype co-relation

3 心筋症の新規疾患遺伝子 ジャンクトフィリン2の異常は肥大型心筋症と関連する
Junctophilin type 2 abnormality associated with hypertrophic cardiomyopathy 

4 先天性心疾患の新規疾患遺伝子 先天性心臓流出路異常の新規疾患遺伝子GATA6の同定
GATA6 mutations cause human cardiac outfl ow tract defects by disrupting semaphorin-plexin signaling

5 22q11.2欠失症候群 22q11.2 欠失症候群の発症メカニズムの解明
Clarifi cation of the mechanisms that cause del22q11.2 syndrome 

6 新しい疾患メカニズムの
解明に向けて

転写調節因子の複合体形成による機能調節機構と病態生理学的意義
Signifi cance of transcription factor complex formation in development and disease

7 呼吸器系疾患の遺伝子異常 特発性肺動脈性肺高血圧症の新規疾患遺伝子の同定
Screening of new disease genes in pulmonary arterial hypertension

8 血管系疾患の遺伝子異常 大動脈弁上狭窄患者のエラスチン遺伝子（ELN）新規突然変異
Novel elastin gene mutation in subjects with supravalvular aortic stenosis

9 心臓血管系疾患の
早期診断・予防・治療をめざして

心臓血管に発現するカリウムチャネル
Potassium channels expressed in the cardiovascular system

10 先天性心疾患と発生因子 母体環境と遺伝子変異̶高脂肪食と心血管異常̶
Congenital heart disease and the inducing factor: Maternal intake of a high fat diet and cardiovascular anomalies

11 ゲノム解析による先天性疾患診断
と原因遺伝子の探求

慶應BAC Array CGH を用いた先天性心疾患のゲノム解析
Genome analysis of congenital disorders using Keio BAC Array CGH

12 ゲノムコピー数と疾患の関連 ゲノムコピー数と疾患との関連
Genomic copy numbers and human diseases

13 膵臓がんに対する新規分子診療標的の同定
膵臓がん発生進展の分子病理学的機構解明から新規分子診療標的を同定する
Investigation of molecular pathology of pancreatic cancer and its implications for molecular targeting

14 染色体微小変化検出 染色体微小変化を検出する
Refi ned detection of subchromosomal alterations by molecular and cytogenetic techniques

15 成因因子の複合体解析 心臓形成異常の原因を探る̶GATA4結合因子の解析̶
A search for the cause of heart malformation   –Identifi cation of GATA4 binding proteins–

16 プロテオーム解析による診断 プロテオーム解析による病態や未病の診断系の開発
The use of proteomic profi ling for diagnosis of disease and pre-disease status

17 早期診断をめざしたタンパク質の機能解析
蛍光相関法によるhERGの細胞内挙動解析
The application of FCS techniques for intracellular behaviors of hERG

Project 2

18 術中MRI 情報に基づく神経膠腫の手術管理のための術中高度神経画像処理技術の開発
Development of advanced intraoperative neuroimaging for information-guided surgical management of gliomas

19 ガンマナイフ・ロボットマイクロ
放射線手術

ガンマナイフ・ロボットマイクロ放射線手術の概念の開発と種々の頭蓋内疾患管理への応用
Development of a concept of Gamma Knife robotic microradiosurgery and its applications in management of various intracranial diseases.

20 プロトン磁気共鳴分光法 プロトン磁気共鳴分光法（1H-MRS）を用いた脳病変のin vivo代謝特性分析
In vivo metabolic characterization of brain lesions with proton magnetic resonance spectroscopy （1H-MRS）.

Project 3

21 がんの超早期診断・治療 ナノサイズのキャリヤーによるがんの早期診断・治療
Early diagnosis and therapy of tumors with nano-sized carriers

22 心臓再生医療への統合 心臓再生医療のための統合再生医学-1  心血管系の基礎臨床研究
Translational and clinical studies for cardiovascular regeneration to cure heart failure

23 心臓再生医療への統合 心臓再生医療のための統合再生医学-2  心臓幹細胞の基礎応用研究
Basic and translational studies required for stem cell therapy to cure heart failure

Project 4

24 新しい予防法:
遺伝子解析診断法の研究

DNAチップを用いた遺伝子検査システムの開発
Development of a system for gene testing using a DNA chip

25 がん転移機構の分子論 ヒトおよびマウスの血清タンパク質研究
Human and mouse serum proteins

26 新規HSP受容体 新規HSP受容体同定と機能解析
Identifi cation and functional analysis of a novel HSP receptor

Project 5

27 伝統・代替医療の科学的検証 アガリクスによる動脈硬化改善効果の作用メカニズムの解明
Study of the mechanism involved in the improvement of atherosclerosis with Agaricus extracts

28 体質と未病 体質調査と指尖容積脈波のカオス解析による未病検査
Presymptomatic diagnosis by bodily constitution and chaos analysis of fi nger plethysmography

29 伝統医療の有効性検証 伝統生薬の心筋細胞肥大に対する薬理作用解析
Effect of traditional herbal medicine on cellular hypertrophy

Demonstrative
study

30 実証実験-1 多品目血液検査による前向きコホート
Cohort study by comprehensive blood test

31 実証実験-2 メタボリックシンドロームから生活習慣病への進展に関わる探索研究 ̶IREIIMS実証研究として̶
An exploratory study of transition from the metabolic syndrome to lifestyle-related disease  –IREIIMS demonstrative study– 

CIMI 32 CIMI 統合医科学データベース・プロトタイプシステムの開発
Development of an Integrated Medical Database Prototype System

Personnel
training 33 人材育成 チーム制統合医科学人材育成コース  5年間の歩み

The team-training course for integrated medical sciences  –A look back over the past fi ve years–
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まれるリンパ球だけを選別し、EB（Epstein-Barr）ウィルスを感染

させる。EBウイルスとは、ガンマヘルペスウイルス亜科に分類

され、2本鎖DNAを持ち、Bリンパ球に感染して不死化するという

特徴をもっている（トランスフォーメーション）。不死化したリン

パ球は、大量に培養増殖可能となる。また凍結保存液を使って

液体窒素内に半永久的に保存することも可能となり、保存され

たリンパ球細胞は10年後、20年後であっても必要に応じて、培

養増殖が可能である。これを細胞株（化）と呼ぶ。リンパ球を株

化することにより、DNA,RNA,タンパクなどの試料をその都度、

必要な量を得ることが可能となり、患者に何度も採血するなど

の負担をかけることなく、解析が繰り返し行えるようになる。

培養で増えたリンパ球細胞株

保存されている株細胞は、必要に応じいつでも培養増殖させる

ことができる。通常の遺伝子およびタンパク解析は、この細胞

からDNA、RNA、タンパクなどを抽出し、行なっている。前項にも

あげたように、まずはこの試料を用いて解析を行なうことを前

提とし、限られた量の確保しかできていないオリジナルDNAを

用いた解析は、追加確認実験のみに使用することとしている。

リンパ球以外の細胞からのDNA抽出

ゼク ［独Sektion, 英autopsy］標本やバイオプシー ［英biopsy］ など

で得られた心筋細胞や肝細胞からDNAを抽出し、その解析が可

能である。また、妊婦の羊水より羊水細胞を分離、培養を行い、

胎児DNAの解析が行える。この羊水細胞に関しては、特殊な株

化操作は行なっていないが、線維芽細胞系の細胞のため、増殖

能を維持したまま保存可能であるため、ある程度の量的増殖を

行なった後、保存している。

個人情報の保護

IREIIMSでは患者情報を扱う者と遺伝解析情報を扱う者を完全に

分離し、患者の個人情報の漏洩がないよう十分配慮されている。

また、こういったヒト遺伝情報の解析にあたっては、学内外の委

員により構成されるIREIIMS医科学倫理委員会による書類・面接

による審査を経て研究が実施される。

several days to create immortalized cell lines. Lymphocytes 

reproduce by mitosis in the way cancer cells do, thus 

increasing the number of cells and the amount of DNA. Once 

a patient cell line is produced, researchers can use as much 

genetic materials as needed without the need to collect 

additional blood samples from the patient.

Banking of EBV-transformed patient cell lines
When a patient lymphoblastoid cell line has acquired the 

ability to proliferate indefi nitely, it can be kept frozen at -135 
oC for 10-20 years. In this way, we have an adequate supply 

of patient cells for numerous researchers for many years.

Other source for DNA extraction
In some special cases where patients' blood samples had 

been impossible to procure, we were able to use autopsy, 

and biopsy specimens for DNA extraction. Cells in the fetal 

amniotic fl uid could also be used for isolating DNA or making 

a cell line.

Protection of human rights and personal
information
Informed consents were acquired from either the patients or 

their parents. Researchers had to get approval for the studies 

from the IREIIMS ethics committee before using samples 

provided by patients. In order to reduce the potential for 

misuse of personal information, clinical researchers' access 

to medical records was limited. 

Banking of EBV-transformed patient cell lines
IREIIMSの研究基盤である
高品質な患者由来細胞の保存とその管理

はじめに

東京女子医科大学IREIIMSに集積された疾患関連細胞株は、約20

年余りの歳月をかけて全国から集められた血液を基に細胞株化

されたもので、多くは心疾患患者由来の細胞株である。さらに

その1/4以上は心疾患だけでなく、複数の臓器に異常を持つ症候

群や多臓器疾患患者由来の細胞株である。心疾患に関する原因

遺伝子の解析を行なうためには、まず十分な検体数が必要とな

り、また家族性発症例も重要な手がかりとなる。IREIIMSに蓄積さ

れた患者細胞株は、元東京女子医科大学日本心臓血圧研究所に

全国から集まった患者をもとに作成されたもので、心疾患に関

する遺伝子試料の集積としては全国に類を見ない規模のものと

なっている。心疾患に関する遺伝子解析を進めるための重要な

試料となり、かつIREIIMSにおける研究の基盤となるものである。

末梢血液からのオリジナルDNA抽出

採血された末梢血液の半分量の血液からゲノムDNA抽出し、保

存する。遺伝子解析は通常、量の確保ができる細胞株化した培

養細胞より抽出したDNAを用いて行なうが、この試料解析では

エラーが数%に認められる。このため、もし遺伝子変異が見つ

かった場合は、血液より直接抽出したオリジナルDNAで再確認

作業を行えるよう、ダブルチェックがとれる体制を整えている。

末梢血液からのリンパ球の細胞株化

オリジナルDNAを抽出した残りの末梢血液を使い、その中に含

Introduction
In the course of the past 20 years, IREIIMS in Tokyo Women's 

Medical University has collected 4000 cell lines derived from 

patients along with their detailed clinical information. This 

collection offers a wide horizon from which the investigation 

the genetic links to disease, through comparing the genomes 

of patients and healthy people, has been made possible. 

Through studies on the genetic changes responsible for 

diseases, researchers may achieve their goal of identifying the 

biological pathways through which a disease emerges, and 

hence fi nd drugs that could correct the errant pathways.

Isolation of patient total genomic DNA
We extracted genomic DNAs from patients' blood samples, 

which had been obtained from several hospitals and 

institutes throughout Japan. When mutations in the DNA of a 

transformed cell line were found, the original genomic DNAs 

would be tested for confi rmation.

Establishment of patient cell lines
Patients' blood samples were not only used for isolation of 

genomic DNAs but also for the establishment of disease 

specific cell lines. Lymphocytes isolated from blood cells 

were transformed with Epstein-Barr virus （EBV）, cultured for 

患者由来細胞の保存と管理

新井正一　Shoichi ARAI （IREIIMS）
チャン　イエンハー　Yenha TRAN （IREIIMS）
今村伸一郎　Shin-ichiro IMAMURA 
（IREIIMS, 姫路獨協大学 Himeji Dokkyo University）

松岡聖子　Masako MATSUOKA （IREIIMS）
寺田ヒデ子　Hideko TERADA （IREIIMS）
古谷喜幸　Yoshiyuki FURUTANI （IREIIMS）

中西敏雄　Toshio NAKANISHI 
（循環器小児科 Department of Pediatric Cardiology, IREIIMS）

松岡瑠美子　Rumiko MATSUOKA 
（IREIIMS, 循環器小児科 Department of Pediatric Cardiology）
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常を生じさせ、NSを引き起こす原因となると考えられた。成長

ホルモン治療は、低身長を認めるNS患者にしばしば行われる治

療である。RAF1に突然変異を認める患者で、成長ホルモン治療

によって左心室肥大の進行がみられ、治療を中止したという1例

があった。このことから、NS患者の成長ホルモンによる治療の

前に、RAF1変異の検索が有用と考えられる。

RAF1変異がNSに限定されるのか、特発性心筋症にも認められる

のかどうかをHCM患者212例、拡張型心筋症患者（DCM）36例、拘

束型心筋症（RCM）8例、不整脈源性右室心筋症（ARVC）4例につ

いて遺伝子解析を行った。その結果、RAF1突然変異をHCMで1

例、DCMで2例にそれぞれ認めた。そのうち、HCMの1例はRAF1と

TNNT2に突然変異がある複合型であった。これは、特発性心筋

症においてもRAF1の突然変異が関与していることを示唆してお

り、特発性心筋症に関連する遺伝子とともにRAF1の遺伝子の解

析を行なう必要性を示している。

本研究で、MAPKシグナル伝達経路活性による新しい疾患発症

のメカニズムとHCM発症における新しいRAF1の役割を明らかに

した。我々がこの研究成果を報告した論文（Nature Genetics）を受

けて、臨床の観点からNSの小児の低身長に対する成長ホルモン

治療前のRAF1遺伝子の突然変異解析の重要性がNature Medicne

に掲載された。

Moreover, gene knocked-down of ptpn11, kras and raf1 by 

morpholino in zebrafi sh embryos caused heart malformations, 

and ectopic expression of mutated Kras or Raf1 resulted 

in maldevelopment of the heart. Growth hormone is often 

used to treat the NS patients. However, one of our patients 

carrying RAF1 mutation was treated with growth hormone 

but developed progressive left ventricular hypertrophy and 

growth hormone treatment was stopped. Therefore, before 

treating the NS patients with growth hormone it might be 

helpful to screen for RAF1 mutations. To examine whether 

RAF1 mutation is restricted only in NS or it can also be in 

inherited or acquired cardiomyopathy, we screened for RAF1 

mutation in 212 individuals with HCM, 36 individuals with 

dilated cardiomyopathy （DCM）, 8 individuals with restrictive 

cardiomyopathy, and 4 individuals in arrhythmogenic right 

ventricular cardiomyopathy in which we have identified 

three different mutations, one in HCM and two in DCM. It 

is notable that we found a compound mutation in the HCM 

patient who had both RAF1 and cardiac troponin T mutation, 

suggesting it is necessary to screen for RAF1 mutation in 

the cardiomyopathy patients even after mutation found in 

the cardiomyopathy related genes. All together, our studies 

document a novel genetic mechanism for the activation of 

MAPK pathway and a novel role of RAF1 in cardiomyopathy. 

In the clinical point of view, more importantly our study 

described the caution of growth hormone treatment for the 

NS patients carrying RAF1 mutation which was also reviewed 

in the Nature Medicine after publishing our work in Nature 

Genetics. 

Mechanism of Noonan Syndrome and
genotype-phenotype co-relation

ヌーナン症候群の機構と
genotype-phenotypeの関連　　　　　

ヌーナン症候群（NS）は、低身長、特徴的顔貌、精神遅滞、発達

遅滞、先天性心疾患（肺動脈弁狭窄：PS、肥大型心筋症：HCM）な

ど様々な身体的異常を引き起こす先天性多臓器疾患である。

NS患者の約70 %にRAS-MAPKシグナル伝達系のPTPN11、KRAS、

SOS1、RAF1、BRAF1、SHOC2遺伝子に突然変異が認められる。

我々が行なった日本人66症例の遺伝子解析では、PTPN11で28

症例、SOS1で6症例、KRASで1症例に突然変異を認めた。さらに

BRAFで1症例、RAF1で10症例にそれぞれ突然変異を認め、NSの

新規疾患遺伝子として報告した。PSを伴うNS患者にはPTPN11あ

るいはSOS1の突然変異が多く認められ、HCMを伴うNS患者では、

RAF1の突然変異が多く検出された。NSに関連するKRAS、RAF1、

BRAFの各変異タンパクのリン酸化活性を解析したところ、KRAS

とRAF1の変異は、機能獲得型であり、BRAFの変異は、機能喪失

型であった。RAF1は癌遺伝子の1つで、癌形成において重要な役

割を担っていると考えられているため、RAF1に突然変異がある

患者においては将来、癌を発症する可能性も含め注意深く経過

観察する必要がある。さらに、ゼブラフィッシュの受精卵で、モ

ルフォリノによる遺伝子ノックダウン法によってPtpn11、Krasあ

るいはRaf1のタンパクレベルを低下させると心臓の形態異常を

認めた。さらに、KrasやRaf1の変異タンパクを過剰発現させると

心臓発生に異常が生じた。以上より、これらの遺伝子の突然変

異によって機能が変化し、それがRAS-MAPKシグナル伝達系に異

Noonan syndrome （NS） is a developmental genetic disorder 

which is characterized by short stature, unusual facial 

characteristics, mental retardation, developmental delay and 

a wide spectrum of congenital heart defects, most commonly 

pulmonic stenosis （PS） and hypertrophic cardiomyopathy 
（HCM）.  Mutations of PTPN11, KRAS, SOS1, RAF1, BRAF 

and SHOC2 signaling through the RAS-mitogen-activated 

protein kinase （MAPK） cause about 70 % of cases of NS. We 

have studied a cohort of 66 clinically confi rmed NS patients 

of Japanese origin and 28 mutations were identified in the 

PTPN11, 6 in the SOS1, 1 in the KRAS, 1 in the BRAF and 

10 in the RAF1.  PS is more prevalent in the NS patients 

who have mutations either in PTPN11 or SOS1 and instead, 

patients with mutations in the RAF1 are associated with HCM. 

We analyzed the kinase activity of NS associated KRAS, RAF1 

and BRAF mutants where KRAS and RAF1 mutations showed 

gain-of-function and BRAF mutation showed loss-of-function 

activity, suggesting deregulated RAS-MAPK pathway is the 

cause of disease. As RAF1 is an oncogene and believed to be 

playing the central role in causing cancer, NS patients having 

mutation may have a possibility to develop cancer in the 

later stage of their life. So it might be better to be aware of it. 

主な論文　Selected Publications

Razzaque MA, Nishizawa T, Komoike Y, et al. Germline gain-of-function mutations in RAF1 cause Noonan Syndrome. Nature Genet. 39 （8）:1013-1017 
（2007）. （Highlighted to Nature Medicine Vol 13, No 8, August 2007, page 911）
Iwasaki Y, Horigome H, Takahashi-Igari M, et al. Coronary artery dilatation in LEOPARD syndrome. A child case and literature review- Congenital Heart 
Disease 4（1）:38-41 （2009）.
Tang S, Hoshida H, Kamisago M, et al. Phenotype-genotype correlation in a patient with co-occurrence of Marfan and LEOPARD syndromes. Am J Med 
Genet A. 149A（10）:2216-2219 （2009）.

ヌーナン症候群におけるメカニズムとその遺伝子型と表現型
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松岡瑠美子　Rumiko MATSUOKA 
（IREIIMS, 循環器小児科 Department of Pediatric Cardiology）
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Junctophilin type 2 abnormality associated
with hypertrophic cardiomyopathy 

GATA6 mutations cause human cardiac outfl ow 
tract defects by disrupting semaphorin–plexin signaling

ジャンクトフィリン2の異常は
肥大型心筋症と関連する

先天性心臓流出路異常の
新規疾患遺伝子GATA6の同定

肥大型心筋症は心臓の壁が厚くなる病気で、わが国では10万人

あたり約17人が罹患しており、症状が重い場合には不整脈や心

不全を合併する場合がある。遺伝的に発症している例は半数以

上であり、心筋βミオシン重鎖、心筋ミオシン結合タンパクC、

心筋トロポニンT等少なくとも17種類の原因遺伝子が報告され

ている。しかしながら、未だ約40%については原因となる遺伝

子が明らかにされておらず、散発的な発症例においては約85%

が原因不明である。したがって、肥大型心筋症を引き起こす原

因遺伝子を明らかにすることは、医学医療上重要な意義がある。

我々は新たに肥大型心筋症の原因と思われる遺伝子群の配列を

解析した。その結果、肥大型心筋症患者よりJunctophilin 2 （JPH2）

とHMERE2の遺伝子異常を認めた。これまで確認されている原因

遺伝子の殆どは、心筋βミオシン重鎖遺伝子をはじめとする心

筋の筋原繊維を構成するサルコメアという収縮単位の遺伝子異

常であるが、JPH2は心筋のカルシウムシグナルに関係し、心筋

の収縮に重要な役割を果たしている。JPH2の異常は、肥大型心

筋症患者の約1.3％（148例中2例）で認められ、JPH2の異常が肥

大型心筋症と関連することを世界で初めて明らかにした。JPH2

の異常が引き起こす肥大型心筋症の発症機構解明は今後の課題

であるが、アメリカのグループも同様の報告を行い、本研究の

結果が裏づけられた。一方、HMERE2は細胞の成長や分化などの

シグナルを伝達する。我々が認めた遺伝子異常が引き起こす機

能変化について、現在解析を行っている。

先天性心疾患は新生児の約1%に発生する最も頻度の高い先天

異常の一つである。総動脈幹症（persistent truncus arteriosus: PTA: 

図A）は、本来大動脈と肺動脈の2本に分かれてそれぞれ体と肺

に血液を送るべき心臓からの流出血管が2本に分かれず、1本の

総動脈幹として存在する先天性心疾患で、予後不良な例が存在

する。再生医療への応用には、分子・細胞レベルでの疾患原因お

よび疾患発症機序の解明が必須だが、先天性心疾患の約9割は

いまだ原因不明である。我々は、先天性心疾患の中でも特に重

症度の高いPTA症例のDNAを対象として、網羅的な遺伝子変異解

析により、新規疾患遺伝子の特定を試みた。

2名のDNAサンプルより、転写因子GATA6をコードする遺伝子の

変異が検出された（図B）。また、GATA6が心臓神経堤細胞の発生

を制御する因子（SEMA3CおよびPLXNA2）の、心臓流出路におけ

る発現を調節することを明らかにした。心臓神経堤細胞は、大

動脈と肺動脈を分割する中隔を形成する幹細胞である。さらに

GATA6の変異により、SEMA3CおよびPLXNA2の心臓流出路にお

ける発現が低下することを解明した（図C, D）。この分子機序の障

害による心臓神経堤細胞の発生異常により、PTAが発症すること

が示唆された（図E）。本研究成果は、本疾患の再生医療を視野に

入れた新たな治療戦略開発のための基礎となる意義がある。

Hypertrophic cardiomyopathy is a disease of the myocardium in which the myocardium 

thickens. It affects about 17 out of every 100,000 individuals in Japan. Severe 

hypertrophic cardiomyopathy can occur concomitantly with arrhythmia and heart 

failure. Over half of cases are hereditary; the causative genes remain unidentified 

in around 40% of these hereditary cases, at least 17 causative genes have been 

identifi ed, including cardiac beta-myosin heavy chain, cardiac myosin-binding protein 

C, cardiac troponin T etc., while the cause remains unknown in around 85% of 

sporadically occurring cases. Therefore, identifi cation of the genes causing hypertrophic 

cardiomyopathy is of clinical signifi cance.

We sequenced genes thought to be involved in hypertrophic cardiomyopathy. The 

results showed that hypertrophic cardiomyopathy patients had genetic abnormalities in 

junctophilin 2 （JPH2） and HMERE2. Most of the causative genes identifi ed to date are 

genes of sarcomere, which is a contractile unit constituting myofi brils in the myocardium, 

such as cardiac beta-myosin heavy chain. JPH2, however, is involved in cardiac calcium 

signaling and plays an important role in myocardial contraction. JPH2 abnormality 

was observed in approximately 1.3% （2 of 148 cases） of patients with hypertrophic 

cardiomyopathy. This is the fi rst ever report demonstrating JPH2 abnormality associated 

with hypertrophic cardiomyopathy. The next step will be to clarify the mechanism behind 

the onset of hypertrophic cardiomyopathy caused by JPH2 abnormality; a research 

group in the US has reported similar result that supports the fi ndings of our study. 

On the other hand, HMERE2 is involved in cell growth or differentiation signaling. We are 

currently analyzing the functional change caused by HMERE2　abnormality observed in 

this study.

Congenital heart diseases （CHD） occur in nearly 1% of 

all live births and are the major cause of infant mortality 

and morbidity. Although improved understanding of genetic 

causes would provide insight into the pathobiological basis 

of CHD, the underlying genetic etiology of most CHD is still 

unknown. Here we show that mutations in the gene encoding 

the transcription factor GATA6 cause CHD. We screened 

GATA6 mutation in 21 patients with CHD involving typical 

cardiac outfl ow tract （OFT） development, PTA （Fig. A） and 

identified two novel GATA6 mutations, N466H and E486del 
（Fig. B）. Genes encoding semaphorin 3C （SEMA3C） and 

its receptor plexin A2 （PLXNA2）, the neural crest guiding 

molecules, appear to be regulated directly by GATA6, and all 

of GATA6 mutant proteins failed to transactivate these genes 
（Fig. C）. Transgenic analysis further suggests that, in the 

developing heart, the expression of SEMA3C and PLXNA2 in 

the OFT region is dependent on GATA transcription factors 
（Fig. D）. Together, our data implicate mutations in GATA6 as 

a novel genetic cause of CHD and as a direct regulator of the 

neurovascular signaling essential for cardiogenesis.
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The schematic structure of JPH2
The JPH2 gene contains fi ve protein-coding exons （E1～5） indicated by boxes, and the coding and untranslated regions are shown as fi lled and open 
boxes, respectively. JPH2 protein is composed of six predicted domains. 
The nonsynonymous heterozygous nucleotide transitions found in this study are indicated by asterisks.
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Clarifi cation of the mechanisms that 
cause del22q11.2 syndrome  

Signifi cance of transcription factor complex
formation in development and disease

22q11.2欠失症候群の
発症メカニズムの解明

転写調節因子の複合体形成による
機能調節機構と病態生理学的意義

【研究背景と目的】22q11.2欠失症候群は22番染色体の特定の部

分が欠失することによって起きる症候群で、特徴的顔貌、先天

性心血管疾患、口蓋裂、胸腺低形成、低カルシウム血症、統合失

調症など多様な臨床症状を伴う。発生頻度は4000人から5000人

に1人といわれている。我々は2003年にTBX1遺伝子の異常がこ

の症候群の主な原因となることを報告したが、TBX1遺伝子の異

常がどのようなメカニズムで上記の症状を引き起こしているの

か今でもわかっていない。そこで、我々はTBX1と一緒に働く遺

伝子やTBX1遺伝子によって制御されている遺伝子を見つけるこ

とで、病気の発症メカニズムを明らかにしたいと考えた。

【研究成果】TBX1遺伝子と一緒に働く遺伝子（TBX1 associated 

protein 1:TAP1）を見つけ、その遺伝子の異常で先天性心血管疾患

が起きることをヒトとマウスで確認した（図1）。また、TBX1遺伝

子によって制御されている可能性のある遺伝子を196個同定し

た（図2）。現在、それらの遺伝子のうち免疫や脳神経の発達に重

要な遺伝子について解析を行っている。これらの遺伝子の解析

を行うことによって、22q11.2欠失症候群に伴うそれぞれの症状

の発症機序が明らかになると考えられる。

分子生物学の発展によりヒトゲノムに存在する遺伝子の構造はほぼ明

らかになりましたが、様々な臓器の発生・成熟機能の複雑さと比較して、

ヒトの遺伝子総数は予想以上に少数でした。生体が限られた数の遺伝

子・分子を使い分けて多様な細胞機能を調節する仕組みは、いわば「ゲ

ノムの有限性」を越えるためのものであり、おのずから複雑であらざる

を得ません。転写因子による遺伝子発現調節機構は、この「限られた数

の遺伝子によって複雑な生命現象を調節するシステム」の根幹であり、

多数の発生シグナル・環境要因・病的刺激が集約・蓄積した後、下流遺伝

子発現調節を通じて再び細胞内そして生体全体へと広がっていくFocal 

Pointともいえます。

この観点より私達は、主に循環器系と骨格筋に焦点を当て、転写因子

複合体による遺伝子発現調節メカニズムと下流ターゲット遺伝子の解

析に取り組みました。その成果として、私達が以前同定した新しい心血

管系特異的な転写調節因子ファミリー HRT1/-2/-3の複合体形成パート

ナーの同定と機能調節機構を解明しました。また、先天性心疾患の原

因遺伝子である転写因子TBX5がWW domain型転写コファクターTAZと

複合体を形成することを報告し、東京女子医科大学・IREIIMSに集積され

ている多数の先天性心疾患患者検体・情報を活用して、様々なTBX5変

異による複合体形成への影響を解析しました。さらに、心臓と骨格筋の

発生に必須の働きを有するMEF2転写因子により発現調節を受ける新し

いターゲット因子Srpk3を同定し、その機能解析を行いました。

これらの結果はいずれも転写調節因子を中心とする生体シグナル伝達

の全容解明に寄与すると考えられ、先天性心疾患や骨格筋疾患の新し

いメカニズムの解明にもつながることが期待されます。

Del22q11.2 syndrome, with an incidence of 1 in 4000-5000 

birth, is caused by a 3-Mb deletion on chromosome 

22q11.2. It is characterized by facial anomalies, congenital 

cardiovascular disease, cleft palate, T-cel l  deficits, 

hypocalcaemia, and mental retardation. We concluded that 

TBX1  is a major genetic determinant of this syndrome. 

However, the cause of each phenotype in this syndrome is 

still unclear. We would like to elucidate the mechanism by 

identifying the TBX1 co-factors and downstream genes.

We identifi ed a co-factor of TBX1 （TBX1 associated protein 

1:TAP1）, and it’s mutations cause congenital cardiovascular 

disease in mouse and human （Fig.1）. We also identifi ed 196 

downstream genes of TBX1 （Fig.2）. We are performing a 

functional analysis of 3 genes that play an important role in 

immunology and neuronal development. This may explain the 

cause of the each phenotype in this syndrome. 

Transcriptional regulation plays essential roles in tissue-specifi c gene expression for 

proper embryonic development and mature organ function.  Transcription factors 

form multi-protein complexes, and such complexes, not individual transcription 

factors, dictate the specifi city of downstream gene expression.  Since transcription 

factors act as “molecular switches” for downstream genes, it is critical to analyze 

the functions of the genes that directly regulate cellular functions downstream of 

transcriptional control.  Characterization of those genes may provide a link from 

basic studies of transcriptional regulation to the etiologies of human diseases.  

In this context, we have attempted to characterize novel transcription factor 

complexes and to identify downstream target genes of important transcription 

factors, mainly focusing on the cardiovascular system and skeletal muscle.  We 

reported that hairy-related transcription factors, Hrt1/-2/-3, physically interacted 

with GATA proteins and suppressed transcriptional activation of downstream genes, 

suggesting signifi cance of Hrt proteins in cardiomyocyte differentiation and growth.  

We also demonstrated that the function of TBX5, a transcription factor implicated 

in the etiologies of Holt-Oram syndrome, was markedly activated by the complex 

formation with a WW domain containing co-factor TAZ.  Using the information and 

reagents concerning the patients with congenital heart anomaly at the IREIIMS/ 

Tokyo Women's Medical University, we analyzed the influences of various TBX5 

mutations on the TBX5-TAZ interaction.  Furthermore, we identifi ed Srpk3 to be a 

novel cardiac- and muscle-specifi c gene transcriptionally regulated by the MEF2 

family of transcription factors.

   Our studies will lead to better understanding of transcriptional regulation and 

intracellular signaling pathways in development and disease.
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Screening of new disease genes in
pulmonary arterial hypertension

Novel elastin gene mutation in subjects with
supravalvular aortic stenosis  

特発性肺動脈性肺高血圧症の
新規疾患遺伝子の同定

大動脈弁上狭窄患者のエラスチン遺伝子（ELN）
新規突然変異

【研究背景と目的】特発性肺動脈性肺高血圧症：PAH（旧称, 原発性肺高

血圧症:PPH）は、肺小動脈に閉塞性病変を来たし肺動脈圧が上昇す

る予後不良の進行性疾患である。PAHを引き起こす疾患遺伝子とし

ては、BMPR2及びALK1遺伝子の異常がこれまでに報告されている。

BMPR2、ALK1遺伝子が共にBMP/TGF-βシグナル伝達に関係している

ことから、我々はBMP/TGF-βシグナル伝達に関係する他の遺伝子の

変異がPAHの発症に関連している可能性があると考え、PAHの新規疾

患遺伝子を同定することを目的に解析を行った。【研究成果】BMPR2、

ALK1遺伝子変異を認めない23人のPAHの患者のDNAを用い、疾患候

補遺伝子として選んだBMP/TGF-βシグナル伝達に関係する12個の

遺伝子、ENDOGLIN, SMAD1, SMAD2, SMAD3, SMAD4, SMAD5, SMAD6, 

SMAD8, ALK3, PPH6, PPH7及びPPH8遺伝子を直接シークエンス法によ

り解析した。解析の結果23例中、SMAD8遺伝子にナンセンス変異を1

例に（図1）、PPH6及びPPH7遺伝子 にミスセンス変異を各々1例に（図

2A,2B）、PPH8遺伝子にミスセンス変異を2例に同定した（図2C）。変異

を認めた5症例は小児例であった。同定したSMAD8変異について機能

解析を行い、本変異がBMP/TGF-βシグナル伝達において機能低下型

の異常を引き起こすことを明らかにし、SMAD8遺伝子がPAHの新規疾

患遺伝子であることを報告した。さらにPPH6, PPH7及びPPH8遺伝子

異常もPAHでこれまでに報告されていない新しい知見で、PAHの発症

機序の解明に重要な手がかりになると考えられる。

大動脈弁上狭窄Supravalvular Aortic Stenosis（以下SVAS）はValsalva

洞と上行大動脈の接合部より遠位側での先天的な大動脈狭窄病

変で先天性左室流出路狭窄性疾患の約8%を占める。Williams症

候群（WS）の特徴的な所見として知られており、WS患者の約95%

以上はエラスチン遺伝子（ELN）の存在する7番染色体のq11.23領

域に欠失が認められる。

今回、SVASが確認され、7番染色体のq11.23領域に欠失が認めら

れなかった23名について、エラスチン遺伝子（ELN）の変異につい

て検索を行った。

その結果、大動脈弁上狭窄（SVAS）患者23名のうち7名（うち

2名は家族例）にエラスチン遺伝子（ELN）に変異が見つかった

（30.4%）。このうち5例がアミノ酸置換を伴う新規変異であった。

また家族性大動脈弁上狭窄SVAS（父、姉、妹）の症例では、姉妹

にエラスチン遺伝子（ELN）　エクソン21 （1371　G→C）（Y457X）

の新規ナンセンス変異が認められた （父親は未検索）。

この結果より、SVAS患者16名（69.6%）でエラスチン遺伝子（ELN）

で変異が認められなかった。弾性線維系を作るタンパク質とし

ては、エラスチンのほかにフィブリリンやElastic fiber などがあ

り、現在までに30余りの関連遺伝子がわかっている。これらの

遺伝子解析を行うとともに、臨床型（①低形成型（上行大動脈全

体が低形成）：25%、②砂時計型（限局型狭窄）：75%、③膜様狭窄：

稀）とその遺伝子変異の関連性、大動脈弁上狭窄（SVAS）発症の

メカニズムの解明につなげたい。

Pulmonary arterial hypertension （PAH） is a progressive disorders 

characterized by raised pulmonary artery pressures with pathological 

changes in small pulmonary arteries. Mutations in BMPR2 and ALK1 

genes have been reported in patients with PAH. Since both the BMPR2 

and ALK1  involved in the BMP/TGF-β signaling pathways, are 

known to predispose to PAH, mutations in other genes of the BMP/

TGF-β signaling pathways may also predispose to PAH. To identify 

new disease gene in PAH, We screened for mutations in ENDOGLIN, 

SMAD1, SMAD2, SMAD3, SMAD4, SMAD5, SMAD6, SMAD8, ALK3, 

PPH6, PPH7 and PPH8 genes, which are involved in the BMP/TGF-β 

signaling, in 23 patients with PAH who had no mutations in BMPR2 or 

ALK1. As a result of mutation screening, we identifi ed 5 mutations in 

3 genes. A nonsense mutation in SMAD8 was identifi ed in one patient 
（Fig.1）. A missense mutation was identified in PPH6 and PPH7 in 

each one patient （Fig.2A, 2B）. Missense mutations were identifi ed in 

PPH8 in 2 patients （Fig.2C）. Functional analysis of the SMAD8 mutant 

showed down regulation of BMP/TGF-β signals. We reported SMAD8 

gene as new disease gene for PAH. Since mutations in PPH6, PPH7 

and PPH8 have not been reported in patients with PAH genes, our 

fi ndings suggest that PPH6, PPH7 and PPH8 also plays an important 

role in the etiology of PAH.

Supravalvular aortic stenosis （SVAS） accounts for approximately 

8% of hereditary left ventricular outflow tract stenosis with 

hereditary aortic stenosis distal to the junction of the sinus of 

Valsalva and the ascending aorta. SVAS is characteristic in Williams 

Syndrome （WS）. Research has shown that at least 95% of WS 

patients have a deletion in the q11.23 region of chromosome 

7 where the elastin gene （ELN） is located. In this study, we 

investigated ELN mutations in 23 subjects diagnosed with SVAS but 

without a deletion in the q11.23 region of chromosome 7.

The results identifi ed ELN mutations in seven （30.4%） of the 23 

subjects with SVAS （two of these seven subjects had familial SVAS）. 
Five of these seven subjects had novel mutations that produced 

amino acid substitutions. In two of the subjects with familial SVAS 
（father, older sister, younger sister）, a novel nonsense mutation at 

exon 21 of ELN （1371 G→C） （Y457X） was identifi ed in the sisters 
（the father was not tested）. The results showed no ELN mutations 

in 16 （69.6%） of the subjects with SVAS. To date, over 30 genes 

have been identifi ed to encode for fi broelastic proteins, including 

elastin, fi brin, and elastic fi ber. As well as sequencing these genes, 

we want to identify the mechanism of onset of SVAS and clarify the 

relationship between genetic mutations and the following clinical 

types: （1） underdeveloped （hypoplasia of the entire ascending 

aorta）: 25%, （2） hour-glass shape （localized stenosis）: 75%, and 
（3） membranous stenosis: rare. 

主な論文　Selected Publications

Shintani M, Yagi H, Nakayama T, Saji T, Matsuoka R. A new nonsense mutation of SMAD8 associated with pulmonary arterial hypertension. J Med Genet. 46（5）:331-337 （2009）.
Fujiwara M, Yagi H, Matsuoka R, Akimoto K, Furutani M, Imamura S, Uehara R, Nakayama T, Takao A, Nakazawa M, Saji T. Implications of mutations of activin receptor-like kinase 1 
gene （ALK1） in addition to bone morphogenetic protein receptor II gene （BMPR2） in children with pulmonary arterial hypertension. Circ J. 72（1）:127-133, （2008）. 

呼吸器系疾患の遺伝子異常 血管系疾患の遺伝子異常
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藤原摩耶　Maya FUJIWARA （循環器小児科 Department of Pediatric Cardiology）
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【膜電位依存性Kチャネル】Kvはαサブユニットの4量体であり、

さらにβサブユニットと結合する。我々は、ブタ新生仔の心臓お

よび大血管ではKvα1.5の発現が高いこと、肺動脈では極めて高

く動脈管では低いこと、Kvβ1.2サブユニットの発現は動脈管で

高く肺動脈では低いこと（Fig.2A）、 Kvβ1.2はKvα1.5のカリウム

電流を強く阻害すること（Fig.2B）をみつけた。これは動脈管では

Kvα1.5電流がKvβ1.2により強く阻害される可能性を示す。Kv電

流が阻害されれば血管の収縮を招くことから、Kvの発現パター

ンは動脈管の収縮に寄与する。 KvβはNADPH依存性のアルドー

ス還元酵素スーパーファミリーに属すことから、細胞内酸化還

元センサーである可能性を持つ。 Kvβ1.2が細胞内の酸化還元を

感受し、 Kvα1.5電流を調整することにより、血管の収縮を制御

している可能性がある。

【ラージコンダクタンスカルシウム依存性Kチャネル】BKca αお

よびβサブユニットのmRNAおよびタンパク質の発現は、妊娠19

および21日目のラット胎児より新生児で低いことおよびBKca電

流は21日胎児で最も高く新生児で低いことから、BKcaはDAの総

K電流を低下させるという点でDAの閉鎖に寄与する可能性があ

る。BKca選択的阻害剤が満期胎児DAの張力の増減に影響を与え

なかったこと（Fig.3）から、BKcaは満期胎児DAの張力に関与せず、

酸素によって誘起されるDAの収縮には寄与しないことが示され

た。未熟DAは生後開存する傾向があるが、これは未熟DAにBKca

が比較的多く発現していることにより説明できるのかもしれな

い。BKca活性化剤は肺動脈閉鎖の場合外科的介入までの生命維

持のためDAを開存する目的で臨床応用が期待される。

［Voltage-gated potassium channels］ Functional 

Kvs are composed of a tetramer of Kvα subunits, which co-

assemble with Kvβ subunits. Expression of Kvβ1.2 in the 

DA was higher than that of Kv1.5 （Fig.2A）. We confi rmed the 

inactivation property of Kvβ1.2 against Kv1.5 （Fig.2A）. The 

high expression of Kvβ1.2 and relatively low expression of Kv
α1.5 in the DA might be partially responsible for the ductal 

closure after birth. Kvβ belongs to the aldose-reductase 

superfamily of NADPH, suggesting that it is an intracellular 

redox-sensing device for Kv channels. Kvβ1.2 might play 

the role of sensing the cellular redox state and modifying the 

properties of the Kv1.5, leading to the regulation of vascular 

constriction. 
［Large conductance voltage-dependent 
and calcium-activated potassium channels］ 
Expression of BKca is higher in the mature rat fetus DA than 

premature and newborn DA. The mature DA rings exhibited 

a high sensitivity to O2, while the immature DA showed little 

response to O2. Paxilline, a BKca selective inhibitor, had no 

effect on the premature （19D） DA as well as mature （21D） 
DA under either hypoxic or oxygenated condition （Fig.3）. 

BKca in the DA maintained an inactive state even when the 

DA was constricted under oxygenated conditions. Although the 

BKcas are not involved in oxygen induced ductal constriction, 

BKca activators may have the potential to maintain the 

patency of ductus arteriosus after birth.

Potassium channels expressed in the
cardiovascular system

心臓血管に発現するカリウムチャネル

動脈管は胎児の血液を肺動脈から大動脈にバイパスし生後閉鎖

する（Fig.1）。動脈管開存症は、胎生期の動脈管が出生後も閉鎖

しない疾患で、出生2500～5000人に一人の頻度で見られる。胎

内で動脈管が開存しているのは、胎児の血液循環が低い酸素分

圧であること血液中プロスタグランディン濃度が高いことによ

る。生後の血液中酸素濃度の上昇およびプロスタグランディン

濃度の低下に伴い動脈管は収縮し、生後10～15時間で機能的に

閉鎖する。一般に血管の収縮弛緩は静止膜電位に依存するが、

膜電位は主にカリウム（K）チャネルによって制御される。Kチャ

ネルが開けば過分極となり血管は弛緩し、Kチャネルが閉じれば

脱分極となり血管は収縮する。Kチャネルの中には酸素濃度の変

化に応じて開閉するものがあり、酸素濃度の増減による血管の

収縮弛緩に寄与する可能性がある。我々は、動脈管の収縮弛緩

のメカニズムを解明し早期診断や予防・治療に役立てることを

目的として、酸素感受性Kチャネルを中心に研究を進めてきた。

ATP依存性Kチャネル（KATP）が酸素感受性Kチャネルの一つである

ことを中西ら（1993）が報告し、現在は膜電位依存性Kチャネル

（Kv）およびラージコンダクタンスカルシウム依存性Kチャネル

（BKca）について研究を進めている。

The ductus arteriosus （DA） plays a pivotal role in fetal 

development by diverting the passage of blood from the PA 
（pulmonary artery） into the Ao （aorta） （Fig.1）. The DA 

closes physiologically 10-15 hours after birth, mainly due to 

smooth muscle contraction elicited by an increase in arterial 

PO2 and decrease in endogenous dilator prostaglandins. 

Continued patency of DA is a common cardiac anomaly with 

an incidence of 1 in 2500-5000 livebirths. Vasoconstriction 

is explained partly by inhibition of K+ channels, membrane 

depolarization, and calcium entry through L-type Ca2+ 

channels in the vascular smooth muscle cells. Previously we 

reported that closure of the ATP-sensitive potassium channel 

was possibly involved in the DA contraction （Nakanishi et 

al, 1993）. Voltage-gated potassium channels （Kv） and 

large conductance voltage-dependent and calcium-activated 

potassium channels （BKca） in smooth muscle cells （SMC） 
may also be involved in oxygen-induced vascular constriction.

主な論文　Selected Publications

Hayama E, et al. Analysis of Voltage-gated potassium channel β1 subunits in the porcine neonatal ductus arteriosus. Pediatric Research, 59:167-174 
（2006）.
Cuijiao Wu, et al. Developmental changes in the expression of voltage-gated potassium channels in the ductus arteriosus of the fetal rat. Heart and Vessels , 
Jan;22（1）:34-40 （2007）.

心臓血管系疾患の早期診断・予防・治療をめざして
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Congenital heart disease and the inducing factor: 
Maternal intake of a high fat diet and cardiovascular anomalies

Genome analysis of congenital disorders
using Keio BAC Array CGH

母体環境と遺伝子変異　
̶ 高脂肪食と心血管異常 ̶

慶應BAC ArrayCGHを用いた
先天性心疾患のゲノム解析

メタボリック症候群をはじめとし肥満と病気の関係についての関心

が最近では高まっているが、妊娠の可能性のある女性の食生活と胎

児の先天性疾患については報告がほとんど無いに等しい。一般に心

血管異常を伴う新生児は100人に1人といわれ、その原因として多因

子的要因のものがほとんどといわれている。我々はマウスに高脂肪食

を給餌し、その胎仔における心血管異常の発生状況を調べた。

母体環境が胎仔に与える影響：高脂肪食（「ウェスタン・ダイエット」、

オリエンタル酵母社製）をICR雌マウスに4週間給餌した後、同系の雄

と交配して胎仔を得た。（水色枠の図）胎齢17.5日で帝王切開により胎

仔を摘出し調べたところ、69匹中4匹（5.8 %）に心室中隔欠損、大動脈

弓低形成等の心血管異常を認めた（青枠の写真）。これら胎仔の親マ

ウスの血液データは、血中コレステロール、中性脂肪、血糖値に上昇

傾向を示したが、重度のものは認められなかった。

遺伝的素因と母体環境（黄枠と赤枠の写真）：我々は心臓形成に関係

する遺伝子を欠損させたマウスについても解析を行っており、ICRマ

ウスのFoxc2遺伝子欠失個体では、大動脈弓の低形成を認めている。

Foxc2遺伝子がヘテロの雌マウスにこの高脂肪食を前述と同様に給餌

し、遺伝子欠失胎仔における表現型についても解析を行った。高脂肪

食の親から得たFoxc2遺伝子欠失胎仔では、動脈幹遺残や大動脈離断

などの重度の心血管異常を認めた。

これらの結果から、偏った食生活は生活習慣病の危険性だけではな

く、新生児の心血管異常の発生にも関与し、さらに遺伝的な異常を重

篤化する可能性が示唆された。

先天性疾患の遺伝子診断・解析ツールの開発において、高精度化、高速化、低価格化などが求

められ、先端的診断技術の実用化・市場化が進んでいる。特に先天性疾患患者に生じている

染色体異常をゲノム全体にわたって効率良く解析することが求められている。本研究は慶應

BACマイクロアレイをこれら診断・解析ツールとして活用し、新規疾患原因遺伝子座を見いだ

すことを目的とした。

本研究では、心奇形等を伴う先天性疾患の患者由来細胞株において高精度分染法や、表現型

より予測されるプローブを用いたFISH解析で診断が出せなかった23症例を対象として、全ゲ

ノム領域の量的変化を詳細に捉えるために、独自に作製したBACマイクロアレイ（GSP7700）

を用いて患者由来細胞株のArrayCGH解析を行った。その結果、9症例で特徴的な結果を得た。

症例1では、第17染色体3.7Mbの部分欠失（17p11.2.）が検出された。この領域はSmith-Magenis 

症候群で頻繁に検出される共通欠失領域である。Smith-Magenis症候群は、この欠失領域内の

「RAI1遺伝子」単独の突然変異でも発症するが、点変異での心疾患を伴う例は見いだされて

いない。一方、欠失例の35.4% （23例/65例中）では心奇形が見いだされることから、本症例は

Smith-Magenis 症候群であると判断した。さらにFISH法を用いて詳細な欠失領域を同定した。

この症例からは16p11.2、19p13.2領域の増幅も確認されたので、疾患との関連性を調べている。

また症例2では、22q11.2の欠失が検出され、DiGeorge症候群であると確認された。さらに症例

3と4では、家族性拡張型心筋症の原因遺伝子であるCMD1C（10q21.3 gain）領域のゲノム構造

変化が確認されため、同遺伝子の増幅が疾患の表現型に関与していることが示唆された。そ

の他、ヌーナン症候群でY染色体の増幅、てんかんの症例で7q21-q22領域の欠失、完全大血

管転位症（TGA）の症例で2q23.3-terと4p15.33領域の欠失、動脈管開存症（PDA）の症例で6q16.1

領域の欠失、精神遅滞の症例で20p12.3領域の増幅を見いだした。これら欠失・増幅している

領域には疾患の表現型に関与する有力遺伝子が不明であり、新規疾患原因遺伝子の存在の

可能性があるため、同領域の解析を行っている。

このように、先天性疾患の遺伝子診断・解析ツールとして、慶應BACマイクロアレイによる

ArrayCGHは有用であることが検証された。また有力な新規疾患原因遺伝子座候補を新たに見

いだすことができた。

Recently, "metabolic syndrome" is a prominent topic because it 

has a high potential to develop complications in adults.  However, 

there are a few reports on the relationship between maternal 

lipid metabolism and congenital disease.  From our clinical data, 

we hypothesize that maternal over-intake of fat may work as a 

teratogen.  In order to examine this hypothesis, we fed "Western 

Diet" （Oriental Yeast, Suita, Japan） to female ICR mice for 4 

weeks and then set up time mating with wild males （Light-blue 

frame fi g.）.  
Four out of 69 fetuses （5.8%） showed cardiovascular 

anomalies, such as ventricular septal defect or aortic coarctation 
（Blue flame fig.）.  Although dams' blood data showed higher 

cholesterol, triglyceride and glucose, the levels were not severe 

enough to be diagnosed as disease state.  We also checked ICR-

Foxc2 knockout fetuses derive from the heterozygous dams that 

had been fed with Western Diet.  Homozygotes on the control 

diet showed a mild heart anomaly, such as hypoplastic aortic 

arch.  However, homozygotes on Western Diet showed truncus 

arteriosus communis or interrupted aortic arch, which means that 

the phenotypes were more severe than that in the control group.  

These results indicate that the possibility of maternal over-intake 

of fat increases the risk of fetal anomalies and it also makes the 

genetic anomaly more severe.

This study used the Keio BAC micro-array as a diagnostic and analytical 

tool to attempt to discover new disease-causing gene loci.The focus of 

this study was 23 patients with congenital disorders causing cardiac 

abnormalities. We obtained a distinctive result in 9 cases.

In Case 1 a partial 3.7Mb deletion of the Chromosome 17 （17p11.2） 
was detected. This region is the common deletion region frequently 

detected in Smith-Magenis syndrome （SMS）.  We also identified 

the detailed deletion region using FISH analysis. This case confirmed 

amplification of the regions 16p11.2 and 19p13.2, so we are 

investigating the relationship of these chromosomes to the disorder.

In Case 2, a deletion from chromosome 22q11.2 was detected, verifying 

the case as DiGeorge syndrome, Moreover, in Cases 3 and 4, we found 

structural genomic changes in the CMD1C region （10q21.3 gain）, the 

causative gene for the condition familial dilated cardiomyopathy （FDC）. 
In addition, we also found amplifi cation of the Y chromosome in Noonan 

syndrome, deletion of the 7q21-q22 region in epilepsy cases, deletion of 

the regions 2q23.3-ter and 4p15.33 in cases of complete transposition 

of great arteries （TGA）, deletion of the 6q16.1 region in cases of 

patent ductus arteriosus （PDA） and amplifi cation of the 20p12.3 region 

in cases of cognitive impairment. In these regions where deletion or 

amplifi cation occurs it is unclear which gene is the dominant contributor 

to the phenotype, and because other new disease-causing genes may 

exist, we are conducting analysis of these regions.

In this way, we have demonstrated the usefulness of Array CGH using the 

Keio BAC micro-array as a tool for diagnosing and analyzing the genes 

involved in congenital disorders. 

先天性心疾患と発生因子 ゲノム解析による先天性疾患診断と原因遺伝子の探求

森島正恵　Masae MORISHIMA （IREIIMS, 循環器小児科 Department of Pediatric Cardiology）
八木寿人　Hisato YAGI （IREIIMS）
松岡瑠美子　Rumiko MATSUOKA （IREIIMS, 循環器小児科 Department of Pediatric Cardiology）

清水信義　Nobuyoshi SHIMIZU （慶應義塾大学 Keio University）
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浅川修一　Shuichi ASAKAWA （東京大学 The University of Tokyo）
古谷喜幸　Yoshiyuki FURUTANI （IREIIMS）
村山裕治　Yuji MURAYAMA （IREIIMS, 慶應義塾大学 Keio University）
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疾患の中にも、遺伝子の欠失ではなく、コピー数が増加する

ことによって引き起こされているものが存在することが明ら

かになってきた。

我々のグループは、アレイCGH法により先天性疾患患者のCNV

を検索し、これまでに知られていなかった多くのCNVが疾患

に関連していることを明らかにしてきた（表1、2）。そしてそ

の多くは、中枢神経の機能に関連しており、発達障害やてん

かんなど、何らかの神経症状を来たす原因となっていること

を報告した（図2）。

その一方、患者で認められたCNVが親世代から優性遺伝して

いる場合があることを見出したが、その場合にはそのCNVが

症状と関連しているとは考えられない。実はそのような良性

のCNVも意外と多く存在しているということが明らかになっ

てきている。

heart diseases and developmental disorders can be derived 

from chromosomal deletions and/or gene disruptions （Fig. 

1）. However, it has gradually been revealed that gains 

of chromosomes and/or genes can be the cause of such 

congenital disorders, not only the loss of chromosomes and/

or genes. 

We have analyzed genomic CNVs of the patients with 

congenital disorders and have identified many unknown 

CNVs related to many disorders （Table 1, 2）. Intriguingly, 

many of the CNVs contribute to the functions of the central 

nervous system and result in brain developmental delay and/

or epilepsy （Fig. 2）. 
On the other hand, some CNVs were inherited from parents. 

Such familial CNVs can be classified as benign and not 

pathogenic. Indeed, it is obvious that there are many benign 

CNVs. 

Genomic copy numbers and human diseasesゲノムコピー数と疾患との関連

2003年に終了したヒトゲノムプロジェクトは、ヒトの全ゲノ

ムの一次配列を明らかにした。このことによってヒトの設計

図は一応明らかになったことになるが、ヒトのゲノム配列に

は多様性があり、SNPsと言われる一塩基置換がほぼ数百bp毎

に存在していて、それらの中には遺伝子発現に関連したもの

も存在していることが明らかになってきた。しかしその後、

マイクロアレイ法によるゲノムコピー数の解析技術の進歩に

より、一次配列の置換だけではなく、ゲノムのコピー数にも

個人差があることが明らかになってきた（ゲノムコピー数多

型：CNV）。

アミラーゼはでんぷんを消化する酵素としてよく知られてい

るが、 Perryらは、1番染色体上に存在するアミラーゼ遺伝子の

コピー数には民族によって多様性があることを報告した（Nat 

Genet 2007）。それによると、米を主食とするアジアの民族は、

環境に適応するために、肉食を中心とする欧米人に比べてア

ミラーゼ遺伝子のコピー数を多く獲得していたのである。こ

のように何らかの機能に関連したCNVが、ヒトゲノム上に多

く存在する可能性が示唆された。

先天性心疾患や発達障害など、生まれつき何らかの症状を示

す疾患が、染色体や遺伝子の欠失によって起こることがある

ということは以前からよく知られていたが（図1）、このような

In 2003, the human genome project revealed the draft 

sequence of human beings. This result revealed many 

polymorphic variants in the primary sequence, single 

nucleotide polymorphisms （SNPs）, which are scattered 

on the human chromosome in every several hundred base 

pairs. Some of them show contributions to gene functions. 

However, polymorphisms of the human genome exist not only 

in the primary sequence, but also in genomic copy numbers. 

The advanced cytogenetics analytic method, microarray-

based comparative hybridization （aCGH）, has identifi ed many 

genomic copy number variations （CNVs）.   
It is well-known that amylase is an important enzyme for 

digestion of starch. Perry et al. reported that there were 

variations in the copy numbers of the amylase gene located 

on human chromosome 1 （Nat Genet 2007）. Consequently, 

Asian people who eat rice as their principal diet developed 

many amylase gene copies to adapt to their environment in 

comparison to Western people who are meat-eaters. Thus, 

there must be many functional CNVs that contribute to some 

genomic functions. 

We know that congenital disorders including congenital 

主な論文　Selected Publications

Shimojima, K., et al. TULIP1 （RALGAPA1） haploinsuffi ciency with brain development delay. Genomics 94:414-422 （2009）.
Liang, J-S., et al. A newly recognized microdeletion syndrome of 2p15-16.1 manifesting moderate developmental delay, autistic behavior, short stature, 
microcephaly, and dysmorphic features: a new patient with 3.2-Mb deletion. J. Med. Genet. 46:645-647（2009）.
Páez, M.T., et al. Two patients with atypical interstitial deletions of 8p23.1: Mapping of phenotypical traits. Am. J. Med. Genet. 146A:1158-1165 （2008）.

ゲノムコピー数と疾患の関連

山本俊至　Toshiyuki YAMAMOTO （IREIIMS）

Marco T. PÁEZ （IREIIMS）
梁昭鉉　Jao-Shwann LIANG （IREIIMS）
下島圭子　Keiko SHIMOJIMA （IREIIMS）
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Fig. 1  Array-comparative genomic hybridization （CGH） analysis identifi ed microdeletion of 9q22, in which PTCH1 was included. This 
indicated that  this patient would be Gorlin syndrome. Left: Chromosome View. Middle: Gene View. Right: fluorescent in-situ 
hybridization （FISH） analysis identifying a single signal of PTCH1.

Fig. 2  Schematic representation of microchromosomal 
triplication around LIS1 revealed by array-CGH （left）, 
which was confi rmed by fi ber-FISH analysis indicating 
three units of LIS1 regions tandemly repeated on the 
same fi ber （right）. 

Table 1 : Summary of achievements Table 2 : Newly recognized chromosomal syndromes
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［研究成果］私達はMAPK1特異的脱リン酸化酵素である
DUSP6/MKP-3の発現が前がん病変である膵上皮内腫瘍性
病変（PanIN）では高発現しているものの、膵臓がん組織
では特異的に減弱,消失していることを見いだし、それが
MAPKの恒常的活性化と強く関連している事、膵臓がん細
胞にDUSP6を強制発現させるとMAPKが不活化し細胞増
殖の抑制と細胞死の誘導が起こる事を明らかにした。さ
らに私達は、DUSP6のゲノム構造を決定し、 DUSP6の発
現消失はintron1の高メチル化と関連している事、 DUSP6 

intron 1がMAPK活性と関連して遺伝子発現調節活性を示
す事を明らかにした。以上の結果はDUSP6の発現異常に
よる機能低下がMAPKの恒常的活性化を招き、それが膵臓
がんの発生、増殖、生存、維持に不可欠の役割を果たして
いる事を示し、DUSP6が腫瘍抑制分子として機能してい
る事を示唆する。これはDUSP6がヒトがんの発生進展に
関与している可能性を実証した世界で初めての報告であ
り、世界最大の遺伝子データベースであるNCBIのEntrez 

Gene, OMIMに引用されている。活性化MAPKは核内に移行
し各種転写因子を修飾して遺伝子発現を誘導することか
ら、それら誘導遺伝子群が実際に膵臓がんの悪性形質を
担っている事が示唆される。そこで私達はMAPK誘導遺伝
子群を網羅的に検索し、MAPK活性に有意に関連する分子
群を同定した。それらMAPK下流遺伝子群のがん細胞にお
ける生存、増殖、造腫瘍性に対する役割を明らかにし,診
療標的として有用な分子を同定するため、RNA干渉法に
よる網羅的機能スクリーニングを行い、膵臓がんの生存、
増殖、腫瘍形成に強く関与し、診療標的として有用な新
規標的分子を複数明らかにして、特許申請するに至った。

for prevention, diagnosis and therapy of pancreatic cancer.
［Results］ When seeking molecules susceptible to pancreatic 

cancer, we found that expression of DUSP6/MKP-3 was lost in 

the pancreatic ductal adenocarcinoma despite its overexpression 

in pancreatic intraepithelial neoplasia, the precursor lesion. 

DUSP6 is a phosphatase that is specifi c to MAPK1. MAPK1 is a 

protein kinase in the RAS-MAPK cascade. We found that intron 1 

of DUSP6 had a promoter activity, and the promoter activity was 

associated with MAPK1 activity, which indicates that DUSP6 and 

MAPK1 form a feedback loop to control their respective activities. 

Moreover, the loss of expression of DUSP6 was associated with 

hypermethylation of the intron 1 of DUSP6 in pancreatic cancer. 

Cultured pancreatic cancer cells commonly lost endogenous 

expression of DUSP6, and such cells had constitutively active 

MAPK1. Exogenous overexpression of DUSP6 in such cells 

resulted in the attenuation of active MAPK1, inhibition of 

proliferation, and induction of apoptosis. These results indicate 

that loss of DUSP6 expression leads to constitutive MAPK1 

activation that induces the expression of genes playing roles 

in the maintenance of pancreatic cancer cells. We identified 

downstream target genes of MAPK by microarray analysis. A 

systematic knockdown screening of the MAPK targets by RNA 

interference has resulted in the identifi cation of several targets 

essential for the maintenance of the cancer cells. The targets are 

also crucial for tumorigenesis.
［Conclusion］ We succeeded in identifying several molecules 

that are potentially useful for the development of novel molecular 

medicines for diagnosis and treatment of pancreatic cancer 
（patent pending）.

Investigation of molecular pathology of pancreatic
cancer and its implications for molecular targeting

膵臓がん発生進展の分子病理学的機構解明から
新規分子診療標的を同定する

［研究背景と目的］膵臓がんは我国において粗罹患数が2000年度

20045人、粗死亡数においては2000年度19093人と、全臓器中第

5位となっている。上記粗罹患数と祖死亡数の対比で明らかなよ

うに極端に予後不良であり、5年相対生存率はわずか5.5%にす

ぎない。罹患数は激増しており、この25年間に3倍強となってい

る。さらには、患者の平均余命は平均で8.6ヶ月であり、疼痛、黄

疸,消化機能不全等伴って、QOLが極めて悪い。これらの事実は

膵臓がんが医学医療上極めて大きな問題であり、現在に至って

もなお膵臓がんに対しては予防、診断、治療の何れに関しても

効果的な方法がないことを示していて、早急に有効な診療法を

開発することが求められている。近年、がんの診療においては

がん発生進展の分子機構をふまえた分子診療戦略が有望である

ことが示されているが膵臓がんに対しては有効な分子診療法は

未だ知られていない。新規分子診療法の開発には膵臓がん発生

進展の詳細な分子機構の解明が必要で、それによって膵臓がん

の予防、診断、治療に有用な分子を同定し、新規分子診療法開発

が可能となると考えられる。これは基礎から臨床医学への応用

を目指す統合医科学研究の実践に相当する。本研究のゴールは

膵臓がん発生進展の分子機構の解析から膵臓がんの予防、診断、

治療に有用な分子を見いだし、それを利用した膵臓がんに対す

る新規分子診療法を開発することにある。

［Background and aim］ Pancreatic cancer is the fifth leading 

cause of cancer deaths in Japan. Nearly 20,000 people 

developed this cancer in 2000, and 19,000 people died from it. 

Both incidence and mortality rates for this cancer have tripled 

in the last 25 years. The five-year survival rate for this cancer 

is merely 5.5%, while the patients' mean survival period is 

8.6 months. Pancreatic cancer patients suffer poor quality of 

life due to pain, jaundice, and digestive and metabolic failures. 

These data clearly indicate that the current knowledge regarding 

prevention, diagnosis, and treatment of pancreatic cancer is 

insufficient, which indicates a pressing need for the further 

research and development of novel medical interventions 

for this devastating disease. Recent molecular investigations 

have elucidated complex genetic mechanisms of cancer that 

especially involve multiple signal transduction pathways; these 

findings enable us to develop molecular medicines targeting 

specific genetic molecules in the pathways. These molecular 

medicines seem to promise clues for curing cancers, including 

pancreatic cancer, and this is one of the particular examples of 

the translational research encouraged in IREIIMS. The goal of our 

study is to identify novel molecular targets that will be benefi cial 

主な論文　Selected Publications

Furukawa T, et al. AURKA is one of the downstream targets of MAPK1/ERK2 in pancreatic cancer. Oncogene 25:4831-4839, （2006）. 
Furukawa T, et al. Feedback regulation of DUSP6 transcription responding to MAPK1 via ETS2 in human cells. Biochem Biophys Res Commun 377: 
317-320, （2008）.
Furukawa T. Molecular pathology of pancreatic cancer: Implications for molecular targeting therapy. Clin Gastroenterol Hepatol （in press）.

膵臓がんに対する新規分子診療標的の同定

古川　徹　Toru FURUKAWA （IREIIMS）
丹治悦子　Etsuko TANJI （IREIIMS）
松下愉久　Yoshihisa MATSUSHITA （IREIIMS）
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清水京子　Kyoko SHIMIZU （消化器内科 Department of Gastroenterology）

白鳥敬子　Keiko SHIRATORI （消化器内科 Department of Gastroenterology）
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A. 発現プロファイリングによる解析. MAPK下流遺伝子群として79遺伝子を同定した.  B. プロモーター解析. DUSP6遺伝子intron 1はpromoter 活性を示した.
A. Expression profi ling analysis. 79 genes were identifi ed as MAPK downstream genes.  B. Promoter assay. Intron 1 of DUSP6 revealed 
a promoter activity.

C. RNA干渉法による機能解析. MAPK下流遺伝子の発現抑制により膵臓がん細胞の増殖、生存、腫瘍形成能が抑制された.
C. Functional analysis by RNA interference. Knockdown of the downstream genes of MAPK inhibited proliferation, survival and 
tumorigenesis of pancreatic cancer cells. 
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Refi ned detection of subchromosomal alterations
by molecular and cytogenetic techniques

A search for the cause of heart malformation
－Identifi cation of GATA4 binding proteins－染色体微小変化を検出する

心臓形成異常の原因を探る
̶GATA4結合因子の解析̶

ゲノム解析技術の進展はめざましく、医科学分野への広範な応

用が行われている。先天性疾患の中には、点突然変異以外のゲ

ノム変化が原因となるものがある。最近では、高密度マイクロ

アレイを用いてゲノム欠失や増幅を検出し、その表現型（臨床

像）への影響を調べる方法がとられるようになり、多大な知見が

もたらされた。しかしこの方法では、転座や逆位といったゲノム

の量的変化をともなわない異常の検出は困難である。多様なゲ

ノム変化の検出には、次世代型シークエンサーなどを用いるの

が研究の趨勢である。しかし厖大な配列情報の処理を要するこ

とから、まだ必ずしも迅速に応用できる段階にはない。したがっ

て、現時点では従来の細胞遺伝学的方法と新たなゲノム解析法

とを適宜組み合わせて解析することが必要である。

本プロジェクト開始以来、私たちは蛍光 in situ ハイブリダイゼー

ション（FISH）法やアレイ比較ゲノムハイブリダイゼーション

（Array CGH）法などの諸ゲノム解析法を組み合わせ、以下の研究

成果を得た。（1）外表奇形を伴う先天性心疾患では、高頻度に大

規模ゲノム変化がみられた。（2）骨髄微量試料を用いて、造血系

異常疾患における異常細胞クローンのゲノム変化領域を特定し

た。（3）重複ゲノム構造をもつ赤血球型遺伝子領域のなかの多様

なゲノム変化を検出し、表現型への影響を解析した。

GATA4 は、マウス心筋細胞の発生で最も早く発現する転写因子

の一つであり、心臓形成に中心的な役割を果たす。また、GATA4

遺伝子変異によって、心臓形成が異常となる。GATA4は別の転写

因子Nkx2.5や共役因子FOG2などと複合体を形成して機能し、こ

れらのGATA4結合因子の異常によっても心臓形成が異常になる。

GATA4にはさまざまな他の因子との結合も知られており、こうし

た因子の異常によっても心臓形成が異常となる可能性が考えら

れる。そこで、プロテオミクス技術によりGATA4結合因子を網羅

的に同定した。

ヒト胎児由来培養細胞HEK293細胞において、GATA4を過剰に発

現し、GATA4を免疫沈降することにより、GATA4の結合因子を回

収した。結合タンパク質の混合物をタンパク質分解酵素トリプ

シンで消化し、生じたペプチドを質量分析計で分析し、結合タ

ンパク質の同定を行なった。その結果、数十種以上のタンパク

質が同定され、その中から心臓形成に関与することが知られて

いるカゼインキナーゼに注目し、さらに研究を進めた。その結果、

カゼインキナーゼがGATA4をリン酸化することを見いだし、そ

のリン酸化部位を決定した。転写因子はリン酸化による活性調

節が知られていることから、非常に興味深い知見と考えられる。

Genomic microarrays and next-generation sequencers are 

powerful tools for genomic analyses.  These new technologies 

have become increasingly util ized to detect genomic 

alterations responsible for congenital diseases and cancers. 

With these methods, however, there still lie difficulties in 

detecting balanced types of genomic alterations such as 

translocations and inversions.  During the five-year project 

term, we detected various subchromosomal alterations 

by using a combination of molecular and conventional 

cytogenetic techniques. （1） A high proportion of genomic 

imbalances including deletions and amplifi cations was found 

in patients suffering from congenital cardiovascular diseases 

associated with external malformations. （2） Genome-wide 

analyses in hematopoietic malignancies enabled us to reveal 

the clonal profi le of cell populations with genomic imbalances.  
（3） We demonstrated that varied sizes of deletion and/or 

insertion in certain blood-type genes caused serologically 

negative phenotypes. 

GATA4 is a transcription factor that is expressed in cardiac muscle cells 

from the onset of their differentiation. GATA4 plays an essential role in the 

formation of the heart, and its genetic mutations result in malformation of the 

heart. GATA4 functions as a complex with another transcription factor, Nkx2.5 

and a cofactor, FOG2. Mutations in these genes also cause abnormal heart 

formation. These results raise the interesting possibility that other GATA4 

binding factors also play some role in the heart formation, and mutations in 

their genes cause abnormality. 

Using proteomics technologies, we tried to globally identify GATA4 binding 

proteins. We overexpressed in human embryo-derived cultured cells, HEK293 

cells, and immunoprecipitated GATA4 to recover GATA4 binding proteins. The 

recovered proteins were digested with a protease, trypsin. Resultant peptides 

were separated by high performance liquid chromatography （HPLC）, and 

peptides were sequentially analyzed by a mass spectrometer. We identifi ed 

more than fi fty proteins as GATA4 binding proteins. Among them, we focused 

on casein kinase, since casein kinase heterozygously defi cient mice exhibit 

malformation of their heart. We have shown that GATA4 is phosphorylated 

by casein kinase, and determined its phosphorylation site. Since various 

transcription factors are regulated by phosphorylation, our novel fi nding that 

GATA4 is phosphorylated by casein kinase is of considerable interest.
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Suto Y. et al. Fiber-FISH analysis revealed genomic variations in the RHD as a cause of serologically Rh-negative phenotype. Cytologia 74, 215-221 
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Harita Y, et al. Phosphorylation of Nephrin triggers Ca2+ signaling by recruitment and activation of phospholipase C-γ 1. J. Biol. Chem. 284, 8951-8962 （2009）.
Garg V, et al. GATA4 mutations cause human congenital heart defects and reveal an interaction with TBX5. Nature. 424, 443-447, （2003）.

染色体微小変化検出 成因因子の複合体解析
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服部成介　Seisuke HATTORI （東京大学 The University of Tokyo）
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The use of proteomic profi ling for diagnosis 
of disease and pre-disease status

The application of FCS techniques 
for intracellular behaviors of hERG

プロテオーム解析による病態や
未病の診断系の開発

蛍光相関法によるhERGの細胞内挙動解析

ゲノム上の遺伝情報は、発現過程で、栄養や活動や環境等の影

響を受けながら身体を形成する。従って、遺伝子やゲノムの情

報はいわば設計図であるが、実際の身体の状態は設計図通りに

出来ているとは限らず、さらに損傷の経年蓄積もあるので、遺

伝子産物である生体構成分子の実際の状態を見てみなければ、

病態や健康状態を正確に把握することはできない。

私たちは、タンパク質プロファイリング技法を用い、種々の病

態や成長過程での網羅的タンパク質解析で、発生分化過程での

変化や、正常と病態の比較等の情報を蓄積してきた。特に、生体

のエネルギー生産工場として主要な役割を担っているミトコン

ドリアは、酸化ストレス等の影響を強く受け、その損傷が時に疾

患の原因となることが知られている。そこで、ミトコンドリアプ

ロファイリングの差分解析に力を注ぎ、一部の疾患にミトコン

ドリアタンパク質の疾患特有パターンが出現することを見いだ

している。更に、膵ガン細胞での薬剤効果（古川、丹治と共同研

究）、心臓幹細胞の分化過程の解析（川口と共同研究）で鍵となる

タンパク質の変動を検出した。又、幾つかの教室（血液内科、小

児科、解剖学等）との共同研究で、多くのデータを蓄積しつつあ

り、病態や未病の診断系の基盤を構築しつつある。

Human ether-a-go-go-related gene のタンパク質（hERG）は主に心

臓に発現し、膜電位依存性カリウム（K+）チャネルファミリーの1

つで、hERGのミュータントはK+電流の減少、Long QT、不整脈等

の症状を引き起こす。hERGのミュータントの１つであるG601S

ではER以降の細胞内輸送異常が報告されているが、生きた細胞

内でのG601Sの挙動と機能異常との関係は不明であった。そこ

で本プロジェクトではhERGとG601Sに蛍光（GFP）標識し、生き

た細胞内での「タンパク質の揺らぎ」を蛍光自己相関法（FCS）で

測定した。分子の揺らぎと分子量との関係を解析した結果、細

胞内ではhERGもG601Sも2通りの「振る舞い」（速い動きと遅い動

き）を示すことが初めて検出され、またG601Sの細胞内輸送過程

における複合体の分子量はhERGよりも小さいことがわかった。

タンパク質はERとゴルジでの2段階の糖付加により成熟タンパ

ク質になるが、G601SはERにおける糖付加の異常により未成熟

タンパク質を形成し細胞内輸送異常を示すことが生化学的解

析により報告されている（Gong Q, et al. Circ Physiol. 283:H77-84, 

2002）。本実験結果はこの現象を「生きた細胞内」でタンパク質

の挙動測定から証明した初めての報告である。今後は輸送異常

阻害薬の開発を目指し、タンパク質の輸送改善薬の細胞内での

「薬剤評価」の方法の１つとして同測定法を用いて検討を重ねて

いくことにしている。 

Genetic information is modified by nutrition, environment 

factors and life events, in the course of being expressed to 

constitute a body. Consequently, it is required to observe 

the profi le of the actual resultant components to understand 

whether the body is in healthy or diseased conditions.  We 

employed protein profi ling techniques （2D-DIGE） to compare 

a variety of cells under different circumstance including 

those derived from non-diseased and diseased persons. In 

particular, we put our effort into applying the technique to the 

isolated mitochondria, which are the major energy production 

factory in cells, known to suffer from oxidative damages 

and to cause a variety disease. We observed a unique 

profile of mitochondrial proteins from those derived from 

diseased persons. We also investigated the effect of drugs on 

pancreatic cancer cells, and the protein profi le changes in the 

developing cardiosphere cells. The accumulation of data is 

hoped to lead us to identify the manifestation of diseased and 

pre-diseased status using proteomic profi ling technique.      

Human ether-a-go-go-related gene  protein （hERG） is 

one of the cardiac potassium channels. Mutations in 

hERG induce reductions of membrane channel current, 

cardiac repolarization, prolongation of QT intervals, and 

lethal arrhythmia. G601S, as one of hERG mutants, shows 

intracellular abnormal trafficking in cell after ER. However, 

it has been not clear relationships between intracellular 

trafficking, behaviors, and abnormal functional expressions 

of G601S. In this study, we measured protein fluctuation of 

GFP-labeled hERG and G601S by Fluorescence Correlation 

Spectroscopy （FCS） in living cell. From the results, we 

found that hERG and G601S have 2 types of behaviors （fast 

and slow diffusional motions） in cells. Furthermore, G601S 

forms smaller complex/mass than hERG in the trafficking 

process. G601S takes sequential steps what abnormal 

glycosylation and immature formation which was reported 

by biochemical methods. Our data are fi rst report to support 

these phenomena approaching by proteins behaviors analysis 

in "living cells". We will elucidate the mechanism of abnormal 

trafficking disease with development of pharmacological 

rescue process.
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