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Development of advanced intraoperative neuroimaging 
for information-guided surgical management of gliomas

Development of a concept of Gamma Knife robotic microradiosurgery
and its applications in management of various intracranial diseases

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

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

術中MRIやリアルタイム・ニューロナビゲーションにより、頭蓋内腫瘍、特に悪性神経膠

腫の手術法は、劇的に変化した。術中コンピューター支援技術により、腫瘍の正確な位

置決めとその容積の推定が可能になり、重要な脳機能領域との相互関係が明確に術者

に提示されるだけではなく、リアルタイムに更新される術中MR画像によるニューロナ

ビゲーションにより、脳の偏位や変形によるブレインシフトを回避し、術後合併症のリ

スクを最小限にした腫瘍摘出術が可能となった。

東京女子医科大学に設置された術中MRIの磁場強度は0.3テスラであるが、杉田式頭

部固定フレームと一体化したオリジナル高周波受信コイルの開発により、歪が最小で

磁場強度のより高いMR画像に匹敵するコントラストの良い高品質の画像が撮像できる。

さらに、改良型駒井式定位固定フレームと一体化することで、術中MRI誘導宇定位脳手

術ができるシステムとなった。また、錐体路などの運動神経線維の可視化のための術中

拡散強調画像法（DWI）の開発により、コンピュータ操作者不要で、画像処理を必要とし

ないため、時間差なしにニューロナビゲーションシステムに組み込むことができ、錐体

路ナビゲーションができる。

これら、脳神経外科手術システムの開発は神経膠腫の摘出率を向上（平均最大93%）さ

せ、残存腫瘍を劇的に減少させた。最近の手術での残存腫瘍容積量は平均0.025 mlで

あった。腫瘍の全摘出率は46%であった。脳腫瘍全国集計調査報告最新版の12%に比較

しても、かなり高い成績である。神経膠腫の手術症例の83%は機能領域又は近傍にある

にもかかわらず、永続的合併症は14%であった。我々の手術成績は5年生存率を改善さ

せた。WHOグレードII、III、IVの神経膠腫の5年生存率はそれぞれ90%、78%、13%であった。

なお脳腫瘍全国集計調査報告における対応する率はそれぞれ、75%、40%、7%である。

定位放射線手術、特にガンマナイフ放射線手術は、悪性及び良性の脳腫瘍、動静脈奇形、

三叉神経痛など種々の頭蓋内疾患の治療で高い有効性が証明された。特に、良性腫瘍症

例で優れた増殖制御を示し、開頭摘出術に代わる有用な治療手段である。適応の良性疾

患は少ないが、効果は優れている。合併症としては、急性放射線中毒、下垂体機能低下症、

視神経障害、脳神経麻痺、放射線誘発脳障害が報告されている。これらの合併症は、非選

択的照射計画により、病変に隣接する機能的に重要な脳組織が偶然高線量照射部位に含

まれてしまったことが原因と考えられる。

自動定位システムの機能があるLeksellガンマナイフ・モデルCの導入により放射線手術の

精度が著名に改善し、複数のアイソセンター治療を劇的に促進させた。この装置により、

我々は「ロボットマイクロ放射線手術」と名付けた新規治療の概念を構築し得た。主要原

理は、特別に開発した手順による高分解能MRIを用いた標的部位の微小解剖図の詳細な

把握、複数アイソセンター技術を用いた高線量を均一に照射する選択的原体照射計画、

標的部位内の平均線量の増加、治療部位外の急激な線量減少、各個別症例について3次元

で評価して特定したMRI上の歪に従った治療計画の調整などである。

ロボットマイクロ放射線手術により、良性頭蓋底腫瘍患者では腫瘍縮小率が高く良好な

有効性を示す一方、治療不能病変を有する症例での死亡率は低減した。特に海綿静脈洞

に浸潤した下垂体腺腫症例では、この治療により97%の増殖制御と腫瘍の64%で容積縮

小が認められた。ホルモン分泌性下垂体腺腫の80%では、放射線手術後に内分泌機能の

改善がみられた。一連の症例の最も特筆すべき特徴のひとつは、十分な追跡期間（24ヵ月

以上）を設けたにもかかわらず、非機能性及びホルモン分泌性腫瘍のいずれの患者でも、

新たな下垂体ホルモン欠乏がみられなかったことである。

Availability of the intraoperative MRI and real-time neuronavigation dramatically changed the 

principles of surgery for intracranial tumors, particularly gliomas. An intraoperative scanner installed 

in Tokyo Women's Medical University has a magnetic fi eld strength of just 0.3 Tesla. Nevertheless, 

development of an original radiofrequency receiver coil integrated with Sugita head-holder provides 

suffi cient quality of image compared to those obtained on scanners with a higher magnetic fi eld 

strength, yet with minimal distortion artifacts and maximum structure contrasting. Integration of 

this device with a modifi ed Komai stereotactic frame permits the performance of stereotactically 

guided surgical procedures under the control of intraoperative MRI. Moreover, its use has facilitated 

the development of intraoperative diffusion-weighted imaging （DWI） for visualization of the motor 

nerve fi bers, such as pyramidal tract. The technique is operator-independent and the images do not 

require any post-processing modifi cations, therefore they can be imported into the neuronavigation 

system without any delay in time.

The development of a system for advanced neurosurgical management signifi cantly increased the 

resection rate of gliomas （up to 93% in average）, and reduced residual tumor volume, which in 

our latest series constituted in a median of just 0.025 mL. In 46% of cases total tumor removal 

was attained, which is much greater compared to the12%, recorded in the last edition of the Brain 

Tumor Registry of Japan. Permanent neurological morbidity was noted just in 14% of cases, despite 

the fact, that 83% of gliomas were located in or close to the vicinity of the eloquent brain structures. 

Optimal surgical results were refl ected in an improved 5-year survival rate of our patients, which 

constituted 90%, 78%, and 13% for WHO grade II, III, and IV gliomas, respectively. For comparison, 

the corresponding rates recorded in the Brain Tumor Registry of Japan, are 75%, 40%, and 7%.

Stereotactic radiosurgery, particularly Gamma Knife radiosurgery, has proved its high efficacy in the 

management of variety of intracranial diseases, such as malignant and benign brain tumors, arteriovenous 

malformations, trigeminal neuralgia, etc. However, occasional cases of acute toxicity, hypopituitarism, optic 

neuropathy, cranial nerve palsy, and radiation-induced brain injury were reported. These complications 

are seemingly caused by non-selective dose planning with the unintentional inclusion of the functionally 

important cerebral structures adjacent to the lesion in the high-dose irradiation area.

The introduction of the Leksell Gamma Knife model C with automatic positioning system significantly 

improved the precision of radiosurgery. Use of this device permitted us to develop the original treatment 

concept designated as “robotic microradiosurgery”. Its main principles include detailed understanding of 

the microanatomy of the target area by use of high-resolution MRI with specially developed sequences, 

the creation of conformal and selective dose plan using the multi-isocenter technique to provide high dose 

homogeneity, an increased average dose within the target, and a sharp dose fall outside the treated volume, 

as well as adjustment of the treatment plan according to the presence of identifi ed MRI distortion artifacts, 

which are evaluated three-dimensionally in each individual case.

Application of robotic microradiosurgery in patients with benign skull base neoplasms provided high rate 

of tumor shrinkage and low morbidity in cases of otherwise non-treatable lesions. Particularly, in pituitary 

adenomas with invasion of the cavernous sinus the technique provided 97% growth control, whereas volume 

reduction was marked in 64% of neoplasms. In 80% of hormone secreting pituitary adenomas improvement 

in the endocrinological function was marked after radiosurgery. One of the most striking features of that 

series was the absence of new pituitary hormone defi cit detected in any patient during a suffi cient follow-up 

period （at least, 24 months）.
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Intraoperative DWI 
obtained on MRI 
scanner with magnetic 
fi eld strength of 0.3 
Tesla: both pyramidal 
tracts are clearly seen 
and its shift on the 
affected side can be 
easily evaluated.

Treatment plan for Gamma Knife 
robot ic  microradiosurgery for 
pituitary adenoma invading the right 
cavernous sinus.

Radiofrequency 
receiver coil integrated 
with modifi ed Komai 
stereotactic frame for 
stereotactically guided 
surgical procedures 
under the control of 
intraoperative MRI.
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Cr量の減少で、特に悪性腫瘍の場合はLacやLipのピークが

出現することが多い。転移性脳腫瘍でLip、髄膜腫でAlaと

Glx、髄芽腫でTauというように、病変により特定の代謝物

の増加を示す場合がある。全体的なスペクトルパターンの

決定は異なる組織型の腫瘍の区別に有用で、78~94%の症

例で正確な分類ができたことが報告されている。我々は、

40例の鞍上腫瘍、視床下部腫瘍、第三脳室腫瘍に単一ボク

セル1H-MRSを適用して病理学的な1H-MRスペクトルの種

類を決定し、腫瘍分類に有用な一部の特異的な代謝特性を

明らかにすることができた。

病変の悪性度が低い腫瘍から悪化する場合には通常NAA量

の減少、及びCho量とLip量の増加を伴う。我々は、病理学

的1H-MRスペクトルとNAA/Cho比の評価の組合せにより71

例の神経膠腫のパターン解析を行い、72%（95%信頼区間：

62~82%）の診断精度で悪性度の高い腫瘍と低い腫瘍を区

別し得た。1H-MRSを用いた腫瘍の最も悪性度の高い部位の

推定を画像誘導生検に利用できる。我々は脳実質病変症例

で分光法支援定位的組織標本採取の有効性を評価し、その

診断率は100%であった。

分光学的検査はMRI検査時に容易に実施することができる

ため、化学療法や放射線療法後の脳腫瘍の治療効果のモニ

タリングに有用であると考えている。頭蓋内転移性腫瘍症

例でガンマナイフ放射線治療後に単一ボクセル1H-MRSで

追跡したところ、多数例で進行中の病変でその容積が増加

する前にわずかな神経化学的な変化が認められた。これに

より極めて早期に再発を予測できる。1H-MRSは、頭蓋内腫

瘍の放射線治療後の放射線誘発壊死と頭蓋内腫瘍の再発と

の区別に有用である。実際、これら2つの病態はMR画像の

みでは通常鑑別診断できないため、このような症例では常

に代謝検査が必須である。我々の一連の放射線治療後の脳

転移再発症例で、単一ボクセル1H-MRSの診断精度は18F-フ

ルオロデオキシグルコース陽電子放出断層撮影（PET）に匹

敵し、マルチボクセル1H-MRSでは最適の空間分解能により

さらに良好な結果が得られ、同一の病変内で、生存してい

る腫瘍と照射後に変化した領域を区別することができた。

altered compared to a normal brain, which corresponds to specific 

histopathological characteristics of the lesions, and can serve for their 

differential diagnosis.

Typical metabolic characteristics of a brain tumor include an increase 

in Cho content, decreases in NAA and Cr contents, and frequent 

appearance of Lac and/or Lip peaks especially in cases of malignancy. 

The lesion can exhibit an increase of some specifi c metabolite, such as 

Lip in metastatic brain tumors, Ala and Glx in meningiomas, and Tau in 

medulloblastomas. Determination of the overall spectral pattern may be 

helpful for discrimination of tumors with different histological types, and 

has reportedly resulted in their correct classifi cation in 78-94% of cases. 

We applied single-voxel 1H-MRS in 40 suprasellar, hypothalamic, and 

third ventricle neoplasms and determined the type of the pathological 1H-

MR spectrum, which allowed us to disclose certain specific metabolic 

characteristics useful for tumor typing.

Progression of the lesion from low-grade to high-grade is usually 

accompanied by decrease of its NAA content, and an increase of Cho 

and Lip contents. In our series of 71 gliomas pattern analysis of the 

pathological 1H-MR spectra combined with evaluation of NAA/Cho 

ratio provided 72% （95% confi dence interval: 62% - 82%） diagnostic 

accuracy for discrimination of high-grade and low-grade neoplasms. 

Possible determination of the most malignant part of the tumor with 
1H-MRS can be used for image-guided biopsy. We had evaluated the 

effi cacy of spectroscopy-supported stereotactic tissue sampling in cases 

of parenchymal brain lesions and revealed its 100% diagnostic yield.

Spectroscopic investigation can be easily attained at the time of MRI 

and therefore seems extremely suitable for monitoring the treatment 

response of brain tumors after chemotherapy and/or radiotherapy. In 

our series of intracranial metastases followed with single-voxel 1H-MRS 

after Gamma Knife radiosurgery subtle neurochemical alterations were 

typically observed in progressing lesions before increase of their volume. 

This provides a theoretical opportunity for ultra-early detection of the 

treatment failure. Additionally, 1H-MRS may be useful for differentiation 

of the radiation-induced necrosis after radiosurgical or radiotherapeutic 

management of the intracranial tumor and its recurrence. In fact, these 

two conditions are usually could not be distinguished with structural 

neuroimaging alone, therefore metabolic investigations are always 

mandatory in such cases. In our series of brain metastases recurrent 

after radiosurgery the diagnostic accuracy of single-voxel 1H-MRS 

was comparable with that of 18F-fl uorodeoxyglucose positron emission 

tomography, whereas multivoxel 1H-MRS provided even better results 

due to optimal spatial resolution and distinguishing the areas of the 

viable neoplasm and postirradiation changes within the same lesion.

In vivo metabolic characterization of brain lesions with
proton magnetic resonance spectroscopy（1H-MRS）

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

磁気共鳴画像法（MRI）は、脳腫瘍評価法として、診断や治

療前前後の評価として使われている。しかし、腫瘍性病変

と非腫瘍性病変の正確な区別、腫瘍の種類と悪性度の特定、

患者の予後と腫瘍の治療効果の予測、腫瘍の再発の早期発

見においては、常に十分な診断ができるとはいえない。現

在利用できる頭蓋内病変の非侵襲性の代謝的評価手段であ

るプロトン磁気共鳴分光法（1H-MRS）は、診断が困難な症

例で重要な追加情報を提供することができる。この方法は、

非侵襲性で、造影剤や放射性同位体のトレーサー及び高エ

ネルギー照射が不要である。結果として、多パラメータの

性質から広範囲の情報を提供することができ、診断精度が

高いだけではなく、通常のMRI検査時に簡単に実施できる

ため、特に魅力的である。

In vivo 1H-MRSで検出されるヒトの正常な脳の主要な代謝

物は、N-アセチルアスパラギン酸（NAA）、クレアチンとク

レアチンリン酸（Cr）、コリン含有化合物（Cho）、ミオイノ

シトール（mI）、及びグルタミン酸（Glu）とグルタミン（Gln）

（これらを合わせてGlxということが多い）である。様々な

頭蓋内病変では、移動性脂質（Lip）、及び乳酸（Lac）、アラ

ニン（Ala）、タウリン（Tau）の追加のピークも観察される場

合がある。1H-MRSで検出される代謝物は、検査対象ボクセ

ル内の正常組織及び病変組織の種々の生理学的・組織学的

特性を反映する。NAAはほぼ選択的にニューロンに分布し、

その密度、生存能、機能活性を反映する。Crシグナルはエ

ネルギーサイクルの代謝物から生じる。Choは細胞膜の合

成と分解の両方に関連し、その濃度は細胞の種類、増殖活

性、炎症や壊死過程の存在を反映すると考えられる。Lipは

高速の膜の代謝回転、壊死、細胞分解に関連する。Lacの出

現は、解糖、嫌気性代謝、虚血、及びその利用機序の損傷が

増加した領域における代謝物の蓄積に起因する。mIはリン

脂質代謝の中間体と考えられ、グリア細胞に局在する。Tau

は神経伝達と神経調節に関与し、胎児を含む代謝活性の高

い組織で増加していることが多い。頭蓋内病変では通常、

正常な脳に比較して代謝物濃度が変化しており、これが病

変の組織病理学的特徴に対応しているため鑑別診断に有用

である。

脳腫瘍の典型的な代謝特性は、Cho量の増加及びNAA量と

Structural magnetic resonance imaging （MRI） represents the gold 

standard for evaluation of brain tumors at the time of diagnosis, before 

treatment, and during follow-up. However, it is not always sufficient 

for precise differentiation of the neoplastic and non-neoplastic lesions, 

identification of the tumor type and grade, prediction of the patient 

prognosis and tumor response to treatment, and early identification 

of recurrence of the neoplasm. The currently available tool for non-

invasive metabolic evaluation of the intracranial pathologies, namely 

proton magnetic resonance spectroscopy （1H-MRS）, is able to provide 

important additional information in diagnostically difficult cases. This 

method is especially attractive, because of its non-invasiveness, 

needless of any contrast agents, radioisotope tracers or high-energy 

radiation, intrinsically multiparameter nature, wide informative potential, 

high diagnostic accuracy, and possibility of being easily attained during 

routine MRI investigation.

The main metabolites of the normal human brain, which can be 

detected with in vivo 1H-MRS are N-acetylaspartate （NAA）, creatine 

and phosphocreatine （Cr）, choline-containing compounds （Cho）, myo-

inositol （mI）, and glutamate （Glu） with glutamine （Gln）, which are 

often referred to in combination （Glx）. In various intracranial pathologies 

additional peaks of mobile lipids （Lip）, lactate （Lac）, alanine （Ala）, 

and taurine （Tau） may be also observed. 1H-MRS-detected metabolites 

reflect various physiological and histological properties of normal or 

pathological tissue within the investigated voxel. NAA is nearly selectively 

distributed in neurons, and refl ects their density, viability, and functional 

activity. The Cr signal arises from the energy cycle metabolites. Cho is 

associated with both cell membrane synthesis and degradation, and 

its level may reflect cellularity, proliferative activity, and presence of 

infl ammation or necrotic processes. Lip is associated with a high rate 

of membrane turnover, necroses and cell breakdown. The appearance 

of Lac may be caused by accumulation of the metabolite in the areas 

with increased glycolysis, anaerobic metabolism, ischemia, or impaired 

mechanisms of its utilization. mI is thought to be an intermediate of 

phospholipid metabolism and seems to be located in the glial cells. 

Tau may contribute to neurotransmission and neuromodulation and is 

frequently elevated in metabolically active tissues, including fetal ones. 

In cases of intracranial pathology the level of metabolites is typically 
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リニウム）という金属イオンを用います。このGdイオンが固形が

んに多く運搬されると、明確な白いがんのMRI画像が得られるこ

とになります。このように､ 薬物分子のみではなく、金属イオン

もうまく封入できるのが高分子ミセルキャリヤーの1つの利点

です。図2に示すように、マウスの3mm程度のとても小さながん

へのターゲティングに成功し、矢印に示すように見事にがんの

コントラストを高めることができました。現在のがん画像診断

では､一般に1cm以下のがんを見つけることが困難です。本研究

の成果を医療現場で実現する実現することは、がんの超早期診

断実現につながります。 　 

［抗がん剤ターゲティング］高分子ミセル抗がん剤ターゲティン

グの臨床研究はすでに5件が日本、海外で行われています。本研

究では、次世代の抗がん剤のターゲティングを研究しています。

現在の抗がん剤の主流はがん細胞を殺傷する薬物ですが、新し

いタイプのものとしてがん細胞を分化誘導してがんを治療する

ものがあります。レチノイドという化合物がそれで、ある種の白

血病に対しては認可されています。本研究ではターゲティング

の手法により固形がんへの適用拡大を目指します。図3に示すよ

うに、マウスの固形がんに対して、レチノイン酸（ATRA）を高分

子ミセルミセルキャリヤーに封入した場合のみ、がんの成長が

抑制される顕著な抗がん作用を示しました。このように、ターゲ

ティングの手法により、1つの薬が多くの種類のがんで有効性を

発揮することができると考えられます。 

contrast in a very small tumor of ca. 3 mm in diameter.  In 

general, it is very diffi cult to detect small tumors of less than 

1 cm in diameter in the present tumor diagnosis technology. 

Therefore, clinical application of this novel polymeric micelle 

contrast agent may greatly help developments of tumors 

at the very early stages.  As the second subject, we study 

tumor targeting of a novel type of anti-cancer drugs, retinoids 

that express anti-cancer activity through induction of cell 

differentiation. Most of the present available anti-cancer 

drug exert their activities through cytotoxic actions. The 

novel anti-cancer action mechanism may develop the cancer 

chemotherapy, particularly for the early stages’ cancer.  A 

retinoid, all-trans retinoic acid （ATRA） is presently used 

against one type of leukemia. We try to expand its applications 

to solid tumors utilizing the targeting methodology. As shown 

in Figure 3, ATRA expressed significant antitumor activity 

against C26 mouse tumor only when ATRA was encapsulated 

in the polymeric micelle carrier. This shows a great potential 

of the polymeric micelle carrier system in the cancer 

chemotherapy.   

Early diagnosis and therapy of tumors 
with nano-sized carriers

ナノサイズのキャリヤーによるがんの
早期診断・治療

薬物ターゲティングとは「薬物治療が必要な部位（患部）に選択

的に薬物を送達させ働かせること」です。患部での薬物濃度が

上げられるために,目的とする薬理作用が増強される一方、その

他の部位への送達量を少なくすることで副作用を軽減すること

ができます。このターゲティングを達成するためには、薬物を

キャリヤーに結合あるいは封入します。本研究では、このキャリ

ヤーに独自に開発した高分子ミセルを用いることが大きな特長

です。高分子ミセルは図1に示すように、2種類の高分子鎖が直

列につながった形態のブロックコポリマーが多数（数百）集まっ

てできるものです。このキャリヤーは大きさが数十nmと大変小

さく、がん組織に効率よくターゲティングすることができます。

抗がん剤と同様に、造影剤もこのキャリヤーを用いてターゲティ

ングできれば、がんの超早期診断が可能となります。本研究で

は、高分子ミセルを用いたMRI造影剤と新たな抗がん剤としてレ

チノイドのターゲティングを実施します。 
［MRI造影剤］MRIでの画像コントラストを得るためには、Gd（ガド

Drug targeting is defined as selective drug delivery to 

therapeutic sites where drug's pharmacological activities are 

required. Owing to an increase in delivery to the therapeutic 

sites and a reduction in delivery to the unwanted sites, an 

improved therapeutic index can be obtained. Drug targeting 

is achieved by attachment or incorporation of a drug to/into 

carriers that possess targeting ability. 

We utilize polymeric micelles as the targeting carrier. A 

polymeric micelle is a macromolecular assembly composed 

of a spherical inner core and an outer shell, typically forming 

from block copolymers as shown in Figure 1. We are studying 

targeting both of anti-cancer drug and MRI contrast agent for 

chemotherapy and early diagnosis of tumor.

For the MRI contrast agent, we incorporated Gd ions into 

the polymeric micelle carrier, and succeeded in targeting in 

mouse C26 tumor.  Figure 2 shows a signifi cantly enhanced 
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Figure 1  Polymeric micelle carrier system. Figure 2  Contrast enhancement of small murine tumor 
with polymeric micelle MRI contrast agent.

Figure 3  Anti-tumor activity through drug-             
encapsulation into polymeric micelle. 
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Translational and clinical studies for cardiovascular 
regeneration to cure heart failure

Basic and translational studies required for
stem cell therapy to cure heart failure

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

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

心臓血管外科領域において、特に先天性心疾患の場合、自己

の血管を代用する理想的な素材というものはまだ開発されて

いない。体内に存在する血管に類似し、生体適合性が高くか

つ耐久性のある素材の開発が必要とされている。我々はこれ

まで、体内で加水分解し吸収されるポリマーをスキャフォー

ルドとして用い、そこに自己の細胞を植え込んで作製した再

生血管がin vitroの実験にてよい成績を挙げていることを示し

てきた。これらの技術を用いて2001年9月からは臨床応用を

行ったが、約7年の中期遠隔として満足できる成績が残せてい

る。我々はさらに動脈として高圧条件下でも機能を果たせる

ような新しい再生血管の材料の開発を試みており、これまで

のところ実用化が期待できる良好な結果が得られている。

重症心筋症に対しては、心臓移植しか治療法が無いのが現状である。

重症心筋症や心筋梗塞は、心筋細胞の壊死、あるいは機能不全が原

因で発症する。それ故、心筋細胞そのものを補充するか、機能を回復

することが、根本的な治療と考えられる。そこで注目されているのが

幹細胞を用いた治療法である。幹細胞は、増殖し、かつ多種の細胞に

分化する能力がある。我々は、成体ラット心臓内にある幹細胞をstem 

cell factor（SCF）受容体c-kitをマーカーとして分離・培養し、拍動する筋

細胞を得ることができた。この細胞を用いた臨床応用のため、さらに

その基本的な性質を調べた。心筋梗塞部位に心筋細胞を補充するた

め、心筋細胞に分化する幹細胞（心筋細胞プロジェニター）を三次元

培養する方法を開発した。一方、心臓内幹細胞には心筋細胞の拍動

持続を亢進させる働きがあり、それに、insulin growth factor-1 （IGF-1）

が関与していることが明らかになった。このような結果を発展させ

て、心筋細胞の機能の持続を図ることにつなげたいと考えている。

その他、基礎研究の成果として、我々は、①心筋特異的転写因子であ

るGATA4と骨格筋特異的転写因子であるmyogeninが相互作用により、

心筋特異的遺伝子の転写調節に影響を与えることを見出した。②ス

フィアとよばれる幹細胞などに特徴的な形態に関係する蛋白をプロ

テオーム解析により、同定した。

In the field of cardiovascular surgery, especially congenital 

heart defects, the ideal alternatives to replace native veins 

and arteries have not been found yet. Therefore, we needed 

to develop the ideal material that has good biocompatibility 

and high durability. In our previous studies, we demonstrated 

the advantage of tissue engineered vascular grafts（TEVAs） 
using autologous cells and biodegradable polymer scaffolds 

in vivo model. In consequence of the results, we had applied 

our TEVAs in clinical settings since 2001.9 and could have 

good mid-term results. We also tried to create a new Tissue-

Engineered vascular material that could be used under high-

pressure conditions without cell seeding in vitro before 

implantation. So far, the result is seemingly quite encouraging.

Heart transplantation is the only way to cure severe heart 

disease. Infarct heart occurs because of the death of 

cardiomyocytes, or dysfunction of cardiomyocytes. Therefore, 

supply of functional cardiomyocytes or regain the lost function 

of cardiomyocytes are the fundamental cure for the disease. 

The usage of stem cells is paid attention, because they are 

self-renewal and multipoitent.  We isolated cardiac stem cells 

using c-kit antibody several times and characterized those cells 

for future clinical usage, since we could differentiate some 

cells to beating cells. We first developed 3D culture system 

to implant the cells to the infarct heart. In addition to that, we 

found that some cardiac stem cells we isolated had elongation 

effect on the lifespan of cardiomyocytes cocultured using 

inserts. IGF-1 was found to be involved in this elongation effect.

Other results we obtained ①cardiac transcription factor GATA4 

and skeletal specific transcription factor myogenin affect 

synergistically cardiomyocyte gene promoter activity. ②the 

proteins were identifi ed from proteome analysis associated with 

cardiosphere, which is typical structure for cardiac stem cells.
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図上QT間隔の延長と重症不整脈による失神や心臓性突然死を

きたす症候群で、KVLQT1遺伝子の変異が原因によるものは原因

遺伝子が確定した症例のなかの約40%を占める。この疾患は早

期診断に基づいた適切な治療や生活指導をすることよって発症

を抑えることも可能であり、早期診断系の開発が待たれるとこ

ろである。また、ヌーナン症候群で肥大型心筋症との関連を示

すRAF1遺伝子の検査の必要性は、プロジェクト1-1でMd. Abdur 

Razzaqueが述べているとおりである。

我々は、塩基配列決定法の検討、DNAチップ基板の選定、オリゴ

DNAプライマーの長さ/Tm値等の検討とデザイン、血液から調製

したゲノムおよび全血からの鋳型DNA調製条件、DNAチップ上で

の反応条件、マイクロアレイスキャナーの設定、そしてベース

コーリングためのアルゴリズムの検討等を行ない、上記の要件

を満たすリシークエンシングシステムを構築した。工程は、①

ゲノムDNAあるいは血液からの一本鎖DNA調製、②DNAチップ上

でのシークエンシング反応・洗浄、③マイクロアレイスキャナー

によるシグナル読取り、そして④ベースコーリングの全4ステッ

プからなる。本システムを用いて、QT延長症候群あるいはヌー

ナン症候群の患者について、それぞれKVLQT1とRAF1遺伝子の疾

患に関連する機能ドメインの塩基配列を決定した結果、DNAシー

クエンサーと同じ結果を得、ヘテロ接合型変異も確定すること

ができた。

本プロジェクトで構築したシステムによって遺伝子の機能ドメ

インを中心とした特定領域のリシークエンシングを簡便、迅速

そして正確に行なうことが可能であり、疾患遺伝子だけでなく

細菌やウイルス等の感染因子の遺伝子検査システムとしても有

用で、今後の利用が期待できる。

accurate data as a DNA sequencer. Our system is composed 

of 4 processes, the preparation of template DNA from 

genomic DNA or whole blood, resequencing reaction on a 

chip and washing, measurement of fl uorescence-signals with 

a microarray scanner, and base calling. The target disease 

gene is the KVLQT1 gene responsible for a congenital long 

QT syndrome （LQTS） and the RAF1 gene associated with 

Noonan syndrome （NS）. LQTS is a disorder of the heart's 

electrical activity, which may cause the development of 

sudden uncontrollable arrhythmia in response to exercise 

or stress. Therefore the early diagnosis is very important 

for medication, treatment, and prevention. The necessity 

to perform gene testing for the RAF1 gene is described by 

Razzaque MA. This system succeeded in exactly resequencing 

the region responsible for, or associated with, LQTS and NS in 

the KVLQT1 and RAF1 genes, respectively, in patients.

This system is useful for not only gene testing for human 

disease genes, but also the genotyping of infectious etiology 

such as bacteria or viruses. 

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

ヒトゲノム科学の進展により、遺伝子の機能および遺伝子変異

と疾患の関連など新たな知見が続々と得られている。これらの

知見をもとに疾患の発生機序を分子レベルで明らかにすること

によって新しい治療法や予防法の開発、さらに個人個人の遺伝

情報に基づいた、いわゆるオーダーメイド医療への応用の期待

は大きくなってきているが、そのための遺伝子検査法の開発が

遅れている。近年、SNPs解析や大規模な変異検索のための様々

な方法が利用可能になっているが、DNAシークエンサーに匹敵

する信頼性のある結果を得ることは難しい。これは、遺伝疾患

に関連する遺伝子の多くは個人によって変異の部位や塩基の種

類が異なっていることによるものである。したがって、今後有用

な遺伝子検査システムは、遺伝子変異がその機能に影響を及ぼ

しうる領域の塩基配列を、DNAシークエンサーと同等の精度を

もちつつ、簡便で、かつ迅速に確定できる必要がある。

本プロジェクトでは、このようなニーズを満たすDNAチップを

用いたシステムの開発を目指した。対象とする遺伝子はQT延長

症候群に関連するKVLQT1遺伝子とヌーナン症候群で肥大型心

筋症との関連があるRAF1遺伝子とした。QT延長症候群は、心電

Through the development of human genome research, a 

massive amount of information has been accumulating 

on gene function and its correlation with genetic variation 

and disease. Understanding the mechanism of disease at 

the molecular level based on this information is expected 

to enable the development of more optimal treatment and 

prevention, and moreover, the tailor-made medicine based 

on personal genetic information from the individual patient. 

Although many methods to analyze SNPs and screen wide 

genomic region for mutations are commercially available, 

they produce less accurate results than an automated DNA 

sequencer. They sometimes can't correctly detect and 

determine mutation（s） associated with diseases as most are 

at different positions and/or have different kinds of nucleotide. 

Therefore a system for gene testing is needed to exactly 

resequence the functional domains of a gene.

We established a DNA resequencing system for gene testing 

which has a simple process and which can rapidly provide as 
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Human and mouse serum proteins Identifi cation and functional analysis 
of a novel HSP receptor

ヒトおよびマウスの血清タンパク質研究 新規HSP受容体同定と機能解析

われわれ体内を循環している血液には多くの血清タンパク質が

含まれている。最近の研究から、特定の血清タンパク質が、がん

転移との関わりにおいて重要な役割を果たすことが示唆されて

いる。本研究では、IREIIMSによって作製されたモノクローナル

抗体を用いて、血清タンパク質SAA3の解析を行った。大腸菌に

おいて発現させたヒトおよびマウス血清アミロイドのGST融合

タンパク質をグルタチオンカラムにより精製したものを用い、

ウェスタンブロットによる解析を行い定量する条件設定を行っ

た。（図）さらに、抗体をビーズに共有結合させたものを用いて、

免疫沈降を行い、標的タンパク質を定量的に回収する条件を確

立した。

血液中に含まれる液性因子には病態解明のヒントが未だ多く隠

されている。疫学的な研究から疾患との関連が認められ、血中

マーカーとして知られている因子が、実は血管機能を低下させ

る原因となっている可能性は十分に考えられる。我々は、動脈

硬化を引き起こす悪玉コレステロールの本質である酸化LDLの

受容体LOX-1を発見して以来、酸化LDLとLOX-1により惹起され

る心血管病メカニズムについて明らかにしてきた。そして最近

新たに、急性期炎症マーカーCRPがLOX-1と結合し、補体活性化

を促進することを突き止めた。

さらに、熱ショックタンパク質（Heat shock protein、HSP）の血管

内皮受容体（HSPR）を新たに同定し、本プロジェクトで作製した

抗HSPR抗体を用いてHSPR発現を検出・定量化し、発現量に依存

したHSPとの相互作用を観察した。また、HSPとHSPRの相互作用

が血管新生反応を引き起こすことをin vivo、in vitroの解析系で明

らかにした。

Many kinds of serum amyloid proteins are circulating in 

blood vessels, some of which might play pivotal roles apart 

from just carrying blood components, in various biological 

processes, such as cancer metastasis.  In this laboratory, 

mouse and human serum amyloid A3 proteins （SAA3） 
were characterized by using monoclonal antibodies created 

using IREIIMS.  Recombinant mouse or human SAA3 with 

a glutathione tag, overexpressed in E coli  and purified via 

glutathione sepharose, were subjected to Western blot.  After 

a strand of optimizations, we were able to quantify target 

molecules as low as 50ng. （Figure）  We also executed 

immunoprecipitation to pull down and retrieve serum amyloid 

A3. 

Humoral factors contained in blood are rich with clues, yet to be 

identifi ed, to elucidate disease pathology. A well-known serum 

marker, which has been shown to be related to a disorder 

in an epidemiologic study, actually may cause endothelial 

dysfunction. Since identifying LOX-1, the receptor for oxidized 

low density lipoprotein （OxLDL）, which is the substance in 

"bad" cholesterol that causes atherosclerosis, we have come to 

reveal the pathogenic mechanisms of cardiovascular diseases 

evoked by OxLDL and LOX-1. Then we have recently concluded 

that the acute inflammatory marker CRP binds to LOX-1, 

thereby promoting complement activation.

Furthermore, we have identifi ed a novel receptor for heat shock 

protein （HSP） in endothelial cells, termed "HSPR". HSPR was 

observed to interact with HSP depending on the expression 

level, determined by anti-HSPR antibody produced in this 

project. We also found, by in vitro and in vivo analyses, that the 

interaction of HSP and HSPR initiates angiogenesis.
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その作用メカニズムを解明し、さらに有効成分の同定や加工法

や調製法に関して知見を得ることで統合医科学への利用を進め

るための基礎研究を行ったので報告する。　

動脈硬化の粥状プラーク形成の過程は、LDLが血管上皮細胞や

マクロファージによって酸化されてそれらの細胞を活性化し、

さらにマクロファージの分化を誘導して泡沫化させることで進

行する。我々は、血管上皮細胞（HUVEC）とマクロファージ（TIB-67

細胞）を用いてアガリクス抽出物の細胞増殖能を検討したとこ

ろ、いずれの細胞についても増殖抑制効果を示した。

しかし、エストロゲン活性評価用のレポーター遺伝子アッセイ

を行ったところ、顕著なエストロゲン活性を示した。また、Erkと

Aktのリン酸化を指標にシグナル伝達解析を行ったところ、エス

トロゲンのノンゲノミック経路と同じシグナル伝達様式を示し

た。したがって、アガリクス抽出物は、明確な細胞増殖活性は示

さないものの、動脈硬化に関係する細胞に対してエストロゲン

様作用を示すことがわかった。その作用メカニズムは、細胞増

殖やストレス応答などに関係するシグナル伝達経路を辿ること

がわかった。

また、アガリクス抽出物にはエストロゲンと似た効果を示す物

質の存在が判明したことから、有効成分として新規物質の存在

を予想させた。我々は、HPLCなどを用いて、この新規物質を単離・

精製し、さらに、NMR、質量分析、元素分析などにより構造を決

定した。今後は、受容体とその下流のシグナル伝達経路の解明、

エストロゲン作用との関係をシグナルの流れ（他のシグナル伝

達系との共役系など）として解明し、さらに、ストレス応答、細

胞周期、アポトーシス、細胞運動や細胞接着などに対する影響

に関して解析を行うことで、アガリクス抽出物の動脈硬化作用

メカニズムを解明する予定である。また、アガリクス抽出物を

用いた健康食品・医薬品の開発のために、特許を出願し、さらに、

動物を用いた安全性検定を行っている。

explain these lines of evidence and to utilize them in integrated 

medical sciences. For this, we analyzed gene expression and 

signaling pathways to understand the mechanism of action 

and obtain information about the active ingredients and the 

protocols for their processing and preparation.

The formation of atherosclerotic plaques is triggered 

by oxidization of LDL activating epithelium cells of the 

blood vessels and macrophages, which is followed by the 

differentiation of the macrophages to become farm cells. We 

used epithelium cells （HUVECs） and macrophages （TIB-67 

cells） for cell growth assay, and both showed inhibitory effects 

after treatment with the extract.

However, the extract showed remarkable estrogenic activity 

in a reporter gene assay, and showed that a non-genomic 

pathway for estrogen signaling was involved, as revealed by 

rapid phosphorylation of Erk and Akt after treatment of HUVECs 

with the extract. Therefore, the Agaricus extract showed 

estrogen-like action on the cells related to atherosclerosis 

without showing cell growth activity. The mechanism likely 

involves signaling pathways related to cell growth and stress 

response.

In addition, the estrogen-like activity of the extract suggests the 

presence of a chemical for its action. We isolated and purifi ed 

this new chemical by HPLC and determined its structure 

by NMR, mass spectrometry and element analysis. We will 

unravel the mechanism of the anti-atherosclerotic effects of 

the Agaricus extract by focusing on the estrogen receptor 

and its down-stream signaling pathways, cross-talks with 

other signaling pathways, and the proteins involved in stress 

response, cell cycle, apoptosis, cell motility and cell adhesion.

Study of the mechanism involved in the improvement
of atherosclerosis with Agaricus extracts

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

統合医科学を進めるうえで、天然に存在する成分を医薬の代替

として利用したり、古くから活用されている健康食品から健康

維持・病気の予防などに効果のある新たな有効成分を発見する

ことは重要である。アガリクス抽出物は生活習慣病の予防や高

齢化社会の健康維持に有効であると考えられており、健康食品

の開発が進められているが、さらに高度に利用するためには有

効成分の解明と作用メカニズムの研究が必要である。

動脈硬化は心疾患や脳血管疾患の原因のひとつであり、その進

行は個人の体質や食生活を含めた生活習慣などの要因が関与す

る。また、女性は閉経後にLDLレベルが上昇するとともに動脈硬

化が進むことが知られており、エストロゲンが抗動脈硬化の主

要な原因であることがわかっている。

本研究では、アガリクスの持つエストロゲン様活性に注目し、動

脈硬化のシグナル伝達経路とエストロゲン経路の共役や拮抗作

用について知見を得ることにより、アガリクスの動脈硬化治療

への利用について情報を得ることを目標とする。　

我々は、まず、アガリクス抽出物を服用することにより動脈硬化

の症状が緩和されたという臨床データと、ウサギを用いた人工

的な動脈硬化の実験において、アガリクス抽出物が動脈硬化症

状の改善を促したという臨床薬理データを得た。次に、これを

説明するために、遺伝子発現解析とシグナル伝達系解析を行い、

It is very important to use natural compounds for medical 

and pharmaceutical purposes and to discover effective 

ingredients from traditional health foods. The extract from 

Agaricus has been considered useful for the prevention of the 

lifestyle-related diseases and for health maintenance of aged 

people. While the development of health food is in progress 

in companies, the identification of its active ingredients and 

the study of the mechanism of its action are necessary for its 

proper use. 

Atherosclerosis is one of the causes of heart and cerebro-

vascular diseases, and its progress depends on such factors as 

personal constitution and eating habits. In addition, it is known 

that the LDL level decreases after menopause, where estrogen 

is a main cause of anti-atherosclerotic effects. 

In this study, we aim to study the use of Agaricus extracts in 

the treatment of atherosclerosis by analyzing the signaling 

pathways involved in atherosclerosis and their relationship with 

estrogen signaling.

We fi rst obtained evidence that the Agaricus extract improved 

the atherosclerotic symptoms in patients and in rabbits with 

artifi cial atherosclerosis. We then carried out basic research to 
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Presymptomatic diagnosis by bodily constitution and chaos
analysis of fi nger plethysmography

Effect of traditional herbal medicine on
cellular hypertrophy

体質調査と指尖容積脈波のカオス解析による
未病検査

伝統生薬の心筋細胞肥大に対する薬理作用解析

【年齢と体質の変化】 　体質診断とは、遺伝的素因と環境因子の相互作用によっ

て表現される心身の反応のしかたに対する総合的な評価である。漢方医学の体

質診断では、実証、中庸、虚証に分けている。

体質は一定ではなく、年齢、生活習慣、栄養状態などにより変化する。そこで、

漢方医学的方法による体質診断を行い年齢別の体質の変化をとらえ、体質を的

確に診断することが、未病状態および病態評価に役立つかを検討し、病気の予

防、早期治療に結びつけるための情報となり得るかを考察した。

漢方医学でいう実証とは、生理機能が亢進している状態で、中枢神経系の活動

も高く、カテコールアミンや内因性ステロイドの予備力も高い。しかし、体の異

常を早くから感じるセンサーの感度が鈍い状態にあるため、病気には向かって

いることに気づかないことも多いと言われている。若い頃は男女ともに実証を

示していた人が、中年になると中庸へシフトしていくことが示された（図1、2）。

【血管年齢と指尖脈波指標】　指尖容積脈波は、末梢血管の収縮・拡張を波形とし

て記録したもので、末梢の血液循環の状態を反映している。末梢血管は外部環

境に適応しようとする自律神経や身体の変化に敏感に反応する。動脈硬化の早

期診断への応用を目的として、脈波指標と血管年齢との関連性を検討した。

年齢と強い相関が認められた脈波指標はCTc（Crest Time）であった。CTc値の分布

は二相性があり、40才代を境にして急激な値の延長がみられる（図3, 4）。このこ

とから、多くの場合、40才代から急に動脈硬化などの脈管の老化が進行すると

考えられた。　CTcは新しい脈管の硬化症（老化度）の指標になることが示唆され

た。また、血管の未病対策を40才代以前より講じる必要が示唆された。

肥大型心筋症は主に心室中隔を中心とした心室壁の肥厚により

心室内腔は狭小化し、拡張能の低下をきたす疾患である。その

発症機序は非常に複雑で、カルシウム受容体拮抗剤や利尿剤を

用いる従来の薬物療法では十分な効果が期待できない。それゆ

え、本症のような多因子疾患の治療には包括的な治療を行う中

国医学やインド医学のような伝統医学を参考にした新たな治療

法の導入が必要であると考える。本研究では糖尿病に効果を示

すとして注目されているバナバ茶と漢方処方続命湯を用いて、

ひとつのモデルであるH9c2ラット培養心筋細胞の肥大に対する

効果をin vitroで検討した。バナバ抽出物は薬物誘導によるH9c2

細胞肥大に対して抑制効果を示し、H9c2細胞においてTNFで誘

導された心筋細胞肥大関連因子であるNF-κBの活性化を直接阻

害することがわかった。実験結果からその阻害作用はバナバ抽

出物により産生された一酸化窒素によることが示唆された。バ

ナバ抽出物はインターロイキン-6刺激によるSTAT3のリン酸化、

Raf-1のリン酸化をそれぞれ阻害することから、NF-κBのみなら

ず他の心筋細胞肥大関連因子GATA4とSTAT3の活性化を抑制す

ることで細胞肥大を抑制している可能性が考えられる。一方、

続命湯は転写因子NF-κBの活性化阻害は見られなかったが、イ

ンターロイキン-6刺激によるSTAT3のリン酸化を阻害すること

が確認された。今後、バナバ葉または続命湯とそれらの有効成

分の解析を進めることで心筋肥大の予防・治療のための新規薬

剤につながる新たな成分の発見が期待される。

［ Aging and changes to the bodily constitution ］  A diagnosis by bodily constitution is a comprehensive 
evaluation of the body’s physical and mental response to the interaction of genetic and environmental 
factors. In Kampo-herbal medicine, bodily constitution is classifi ed into three types: hyper-functioning （robust 
condition）, optimal, and hypo-functioning （asthenia condition）. 
The bodily constitution is not constant, but rather changes according to age, lifestyle, nutrition and other 
factors. So we examined whether a precise diagnosis by bodily constitution using Kampo-herbal medicine 
which picks up age-related changes to the constitution is useful in the evaluation of the presymptomatic 
and clinical conditions. We then speculated as to whether this diagnostic information can help us to prevent 
diseases and implement early treatment.
The hyper-functioning condition in Kampo-herbal medicine is the state in which physiological function is in 
overdrive: the activity of the central nervous system increases and there is a greater reserve capacity of 
catecholamines and endogenous steroids. However, it is said that because the sensors which pick up the early 
signs of abnormalities in the body are blunted, the development of sickness often goes unnoticed. People （both 
male and female） who exhibit a hyper-functioning condition in their youth move to a state of optimum health in 
middle age （Fig. 1, 2）.
［ Blood vessel aging and finger plethysmography indices ］  Finger plethysmography records the wave 
pattern of the peripheral blood vessels as they shrink or expand, thus refl ecting the condition of peripheral 
blood circulation. The peripheral blood vessels respond very sensitively to changes in the autonomic nerves 
and the body as they attempt to adapt to the external environment. We examined the relationship between 
plethysmography indices and the age of blood vessels with a view to applying to the early diagnosis of 
arteriosclerosis.
We found a strong correlation between age and Crest Time （CTc）, one of the plethysmography indices. The 
distribution of CTc values is biphasic and CTc becomes markedly longer once a person enters the 40's （Fig. 3, 
4）. This suggests that on many occasions, once a person enters the 40's, aging of the blood vessels through 
arteriosclerosis and other conditions suddenly accelerates. This also implies that CTc can be used as a new 
marker for blood vessel hardening conditions （degree of aging）. In addition, this infers that we must look into 
strategies for dealing with presymptomatic problems with blood vessels prior to a person entering the 40's. 

Cardiac hypertrophy is a thickening of the heart muscle that results in a 

decrease in the size of the chambers of the heart. A common cause of 

cardiac hypertrophy is hypertension and heart valve stenosis. Because 

the mechanism of this disease is very complicated, we cannot expect 

sufficient effectiveness using the usual drug therapy of adding such 

ingredients as calcium receptor antagonists and diuretics. Therefore, it is 

necessary to establish a new therapy based on the traditional medicines, 

which believe that treating the balance of the whole body can recover 

from several factors-related diseases. 

In this research, we focused on Lagerstroemia speciosa  （commonly 

known as banaba） and traditional Chinese medicine Zoku-Mei-To 
（ZKT）. We examined the effect of Lagerstroemia speciosa  and ZKT 

on hypertrophic angonists-induced cellular hypertrophy in rat H9c2 

cardiomyocytes as a one of models of cardiac hypertrophy. Our results 

indicate that Lagerstroemia speciosa can directly inhibit DNA-binding, 

suggesting the nitric oxide produced by the extract may be involved in 

this direct effect. From our results, it is also possible that Lagerstroemia 

speciosa  inhibited cellular hypertrophy through suppression of the 

activation of STAT3 and GATA4 pathways. On the other hand, ZKT did 

not suppress TNF-induced activation of NF-κB. However, ZKT inhibited 

IL-6-induced phosphorylation of STAT3. Finding effective factors in 

Lagerstroemia speciosa or ZKT on cellular hypertrophy is expected to 

help us develop new drugs for cardiac hypertrophy 

体質と未病 伝統医療の有効性検証
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意味がないので、30項目にわたる腫瘍マーカーも選定し、全130項目

の検査内容とした。全ての検査データはCIMIデータベースに蓄積され、

多数の検査結果からデータマイニングを行った。

全ての検査結果は医師が医学的に判断し、医療関係者を中心とするカ

ウンセラーがface to faceで丁寧に説明し、検査結果によっては食事指

導を行うなどの介入を行った。その結果、薬物療法に依らず、食事指

導を中心とした生活指導による介入だけでコレステロール値や中性

脂肪値が改善することが示された（図1）。一方、腫瘍マーカー間で強

い相関を示すものが明らかになるなど、これまで知られていなかった

新しい知見が得られた（図2）。

また、膨大な検査結果を有効に生かすために、東京女子医科大学の臨

床各科との共同研究も行った。消化器内科との共同研究では、血清ピ

ロリ抗体と血清ペプシノゲン値から必要と判断されたクライアント

に関して、上部消化管内視鏡検査を（表4）、脂肪肝が疑われるクライ

アントについては上腹部超音波検査を行った（図3）。産婦人科とはメ

タボリック症候群と骨粗しょう症との関連についてのメタアナリシス

を、腎臓内科とは慢性腎症の初期所見に関しての共同研究を行い、い

ずれも興味ある知見が得られた。

一方、良導絡や指尖脈波といった西洋医学的にはなじみの無い生理

学的検査についての評価も行った。良導絡の項目ののうち、東洋医学

で言われる脾虚の状態が高脂血症と関連していることが、また指尖

脈波によるカオスが実証虚証の判断に使えるということが明らかに

なった。

さらに昨今問題化しているサプリメントの使用実態に関して、クライ

アントを対象にアンケート調査を行った。クライアントを平均年齢で

ある53歳未満とそれ以上に分けて評価したところ、53歳以上のグルー

プにおいてサプリメントの使用率が優位に高く、高齢者ほどサプリメ

ントの服用に依存していることが示された（表3）。

check examination, and analyzed about 700 clients as a 

prospective cohort study lasting 4 years.  Totally 130 items, 

including 30 tumor markers, were examined at the same time  

every three months. All data were accumulated into a CIMI 

database for data mining.  

All results were evaluated by medical doctors, and carefully 

explained by counselors, who mainly consisted of medical 

staff, under a face-to-face policy. If there were any problems, 

we supervised a change in their lifestyles. These interventions 

were performed mainly by dietary supervision, and not by 

medical therapy. Patients showed improvements in the results 

of their blood examinations （Fig. 1）. From the data mining, 

we could discover novel fi ndings. One of them was a strong 

relationship among some tumor markers （Fig. 2）. 
We collaborated with some departments of Tokyo Women's 

Medical University. Some patients were examined by an 

endoscopy because of the high risks for gastric cancer 

predicted by serum pylori antibodies and serum pepsinogen 

levels （Table 4, Fig. 3）. Some clients were examined by 

an echography for fatty livers. Meta-analysis for metabolic 

syndrome and osteoporos is  was per formed under 

collaboration with department of Gynecology. 

Ryodoraku and pulse-wave examination were also analyzed, 

and some novel fi ndings were obtained. 

A questionnaire survey was also performed for general 

supplements use. Patients over 53 years old showed 

signifi cantly higher frequency of supplements use （Table 3）.  

Cohort study by comprehensive blood test多品目血液検査による前向きコホート

一般的な健康診断は、14項目程度の血液検査と尿検査、胸部レントゲ

ン検査、心電図検査などを組み合わせて行われてきた。平成20年4月

から始まった「特定健康検査・特定保健指導」、つまり「メタボ健診」は、

保険加入者は受診が義務付けられたが、検査項目自体はこれまでの

一般健診とほとんど変わらない。「メタボ健診」がターゲットとするメ

タボリック症候群とは、内臓脂肪症候群といい、肥満に加え、高脂血

症、高血圧、高血糖のうち2つ以上あてはまる状態のことをさす。メタ

ボリック症候群を予防することにより、動脈硬化などからくる心臓血

管疾患や脳血管疾患といった生活習慣病を予防しようとするもので

ある。しかしながら、この健診ではメタボリック症候群以外のがんや

慢性腎疾患、ピロリ菌による消化器疾患などを早期発見することはで

きない。一方ガン健診においては、受診率が低調であることが問題化

している。

そこで本プロジェクトでは、簡便かつ精緻な新しいスタイルの健康診

断を行うことができないかと考え、700名程度のクライアントを対象

に4年間にわたって前向きコホート試験を行い、3ヶ月毎に検査とカウ

ンセリングを実施した。検査の項目は、受診率を向上させるため、な

るべく簡便にできるように、血液と尿の検体検査と数分間でできるご

く簡単な生理検査だけを採用した。ただし、単に簡便であるだけでは

General health check systems include about 14 items in 

a blood examination, urine examinations, a chest X-ray 

examination, and on electrocardiography. In 2008, a new 

health checking system for metabolic syndrome was started 

by the government. This examination is mandatory for insured 

people. However, items examined are almost same as those 

in the general health check system. Metabolic syndrome is 

a cluster of the most dangerous heart attack risk factors: 

diabetes and prediabetes, abdominal obesity, high cholesterol 

and high blood pressure. If we can prevent metabolic 

syndrome, we will be able to avoid arterosclerosis and  

lifestyle diseases that are a consequence of arterosclerosis 

such as cardiovascular disease and cerebrovascular disease. 

However, we cannot determine the existence of cancer, 

chronic kidney disease, and gastrointestinal disease derived 

from H. pylori, etc. Examinations specifically for cancer are 

not popular among most people, and this is becoming a social 

problem in Japan. 

Thus, we designed a convenient and detailed new style health 
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An exploratory study of transition from the metabolic syndrome
to lifestyle-related disease　－IREIIMS demonstrative study－  

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－ 

40~80歳の中高年ボランティア女性（平均年齢58.6±9.0歳）を対象に、内臓肥

満から生活習慣病の1つである動脈硬化への移行過程を探索することを目的

とし、IREIIMS実証研究を行った。身長、体重、腹囲、血圧および骨密度（BMD）

を実測し、血液検査による関連血中因子130項目（脂質代謝：TC、HDL-C、 TG、

糖代謝：FBS、 HbA1c、骨代謝：ucOC、アディポネクチン（Ad）、hsCRP、ホモシス

テイン、ペントシジン）の血中濃度を測定した。インピーダンス（BIA）法にて体

脂肪率（PBF）、 内臓脂肪面積（VFA）を計測し、脈波伝播速度（PWV）を測定する

ことによって、血管の硬化度、すなわち動脈硬化の程度を把握した。

その結果、（1）対象者221例の腹囲は79.8±9.6cm、体脂肪率29.5±7.5%、内

臓脂肪面積84.7±27.9cm2にて平均的にみると内臓肥満ではない集団であっ

た。（2）内臓脂肪面積が増加すると脂質代謝指標は劣化した（TG：r=0.427、

p<0.001、 HDL：r=-0.421、p<0.001、TC：r=0.254、p<0.001）。また糖代謝指標は

上昇し（FBS：r=0.301、p<0.001、HbA1c：r=0.493、 p<0.001）、hsCRP（r=0.600、

p<0.001）も上昇した。血圧も収縮期圧（r=0.420、 p<0.001）、拡張期圧（r=0.345、 

p<0.001）ともに上昇を認めた。（3）内臓脂肪面積の増加に伴い、脂肪細胞よ

り分泌される蛋白であるAdは低下（r=-0.370、 p<0.001）することを確認し

た。そしてAdの低下に伴い、（2）と同様に脂質代謝指標は劣化し、糖代謝指

標、炎症マーカー、血圧は上昇した。（4）内臓脂肪面積の増加に伴い、PWVは

上昇し（r=0.426、 p<0.001）、またAdの低下に伴い、PWVは上昇する（r=-0.154、 

p=0.025）ので、動脈硬化への傾きを呈することが判明した。

　以上の研究成果から内臓脂肪蓄積による内臓肥満はそれ自体とAdの低下

により、動脈硬化へ進展することを見出した。また、内臓脂肪から動脈硬化

への進展はAdが指標となることも見出された。 

This study aimed to explore the transition process from 

metabolic syndrome （Met-s） to lifestyle-related diseases in 

middle-aged and older women.  

221 healthy and normally aging female volunteers （mean age, 

58.6 years old） were recruited.  Height, body weight, waist 

circumference, and the bone mineral density of the lumbar 

vertebrae were measured.  130 hematological disease-related 

factors were tested for.  The visceral fat area （VFA） was 

measured by using the impedance method and the degree of 

arteriosclerosis was assessed by pulse wave velocity （PWV）.  
We found that the level of adipocyte-secreted adiponectin 

decreased while VFA increased.  Meanwhile, blood pressure, 

the indices of glucose metabolism and infl ammatory markers 

rose, but the indices of lipid metabolism deteriorated.  

Furthermore, the level of PWV was higher suggesting a 

tendency toward arteriosclerosis among the subjects.  

In conclusion, study findings suggest that the Met-s 

progresses to lifestyle-related diseases by increasing VFA and 

decreasing the level of adiponectin.
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目Xiとそれ以外の検査項目Xjとの間に統計的に有意な関係を発

見するデータマイニング法を考案しました。まず、Xiに対して、

個人内で異常値（基準範囲を超える値）を取る回数に応じて、図

1（a）に3例を示すようにクライアントを3群（正常群、低頻度異常

群、高頻度異常群）に分けます。各群のクライアントについて他

検査項目Xjの郡内平均値を求め、この平均値と3群との間に線

形な関係を持つ（Xi Xj）対を発見します。 XiとXjの間の相関係数が

小さくて一見あまり関係がないと思われる対でも、慢性腎臓病

（CKD）、糖尿病などに用いる検査項目とCIMIデータベースの他検

査項目との間に、このような関係が見つかりました。この方法で

は、Xiの基準範囲を変えて上記3群の分布を変更するシミュレー

ションによって、相関係数からでは発見しにくい新たな検査項

目対を発見することも可能です。たとえば、図1（b）,（c）のように

糖尿病の検査項目BMIの基準範囲上限を25から27.1に変えるこ

とによって、BMIと血液補体成分C3との間に線形な関係が発見

されます。C3以外に、 BMIと ALT（GPT）、HDLコレステロール、BFP

〈血清〉なども発見されます。臨床医との議論で臨床研究にとっ

ても興味深い検査項目がシミュレートできました。 
［見やすいユーザインタフェース設計］　ネットワーク経由で

CIMIデータベースにアクセスできるプロトタイプシステムを構

築しました（図2）。ユーザ認証機能によって、このシステムは医

師やコンサルタント向け、クライアント向けにアクセス範囲を

変更できます。複数クライアントのデータを同時に表示するこ

ともできます。主観評価実験でこのシステムが紙媒体より見や

すいインタフェースであることも確認しました。 

［Data Mining Method］  The proposed method discovers 

any statistically signifi cant relationship between the test item 

Xi for an index of such a disease as CKD, and diabetes, etc. 

and another Xj in the database. Clients fall into three groups: 

normal all times, abnormal one or two times, abnormal over 

three times according to the times that Xi is beyond the 

normal range as shown in Figure 1（a）. This allows us to 

discover any statistically significant relationship, so-called 

linear regression, between the groups in Xi and the means of 

Xj for clients in each group of Xi. It also allows simulation to 

discover the relationship between Xi and Xj when the normal 

range interactively changes. Figures 10（b） and （c） show an 

example of the discovery of a linear regression relationship 

between BMI and C3 when the upper limit of the normal BMI 

range changes to 27.1 kg/m2, while the correlation effi cient 

between BMI and C3 is very low （0.44）. In this case, ALT 
（GPT）, HDL cholesterol, and BFP, etc. are also selected 

besides C3. The simulated results will clinically be evaluated 

using other databases for patients with diabetes after 

discussion with medical doctors.                 
［Graphical User Interface］  Medical doctors, 

healthcare providers and clients allow access control to 

data resources using user authentication via the network, 

representing multi-clients for medical doctors, etc. The GUI 

function is superior to printed documents from subjective 

experimental results. 

Development of an Integrated Medical 
Database Prototype System

統合医科学データベース・プロトタイプシステム
の開発

臨床検査は、クライアントの健康状態を知る重要な検査です。

このプロジェクトでは統合医科学的な視点から、健康指標とし

て有効となる臨床検査項目を明らかにすることを目的にしてい

ます。糖尿病、慢性腎臓病などの病気や健康診断に利用されて

いる検査項目を選び、各クライアントから約3ヶ月おきに収集し

て統合医科学的（CIMI）データベースを構築しました。次に、この

データベースの中から、検査項目間で統計的に有意な関係を抽

出するデータマイニング法を開発しました。また、大学、研究機

関などに本データベースを広く利用してもらうために医師向け・

クライアント向けの見やすいインタフェースも開発しました。

［統合医科学データベース構築］　約140 検査項目 （肝・膵・腎機

能検査,代謝機能検査、尿一般検査、血液・免疫学検査、高脂血症

マーカ 腫瘍マーカなど）を 約3ヶ月おきに最高4年、のべ745名、

のべ5110検体（約7回健診/人に相当）の検査データを収集しまし

た。このCIMIデータベースは、大学、研究機関などに公開される

ことが見込まれています。

［データマイニング法の開発］　本データベースを用いて、高脂

血症、糖尿病、慢性腎臓病などの臨床検査に用いられる検査項

Clinical testing is one of the important processes that medical 

doctors use to investigate the health condition of clients. 

A different set of clinical test items are selected for such 

a disease as CKD （chronic kidney disease）, and diabetes, 

etc. This project has built a database with clinical test items 

used as indices for different diseases and examinations from 

an integrated medical viewpoint. A data mining method was 

proposed to discover the relationship between two clinical test 

items in the database.  The GUI （graphical user interface） 
was also developed and evaluated to make the database 

available to universities and research institutes.           
［CIMI Database］  The database, called the CIMI 

database, consists of about 140 test items （liver, pancreas, 

and kidney, metabolic function, general urine investigation, 

blood immunity, markers related to tumors and hyperlipemia, 

etc）, and 5,110 records （about seven times every 3 months 

for each client） were collected from the clinical test data from 

a total of 745 clients. 
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し、広い視点に立つ統合的な考え方を習得します。

2005年10月に第1期人材育成コースを開講してから2009

年9月第8期までに外国人21名（9カ国）を含め受講者総数は

206名を数えました。受講者の内訳は下の表のとおりとな

ります。修了者に対するアンケート調査では、異分野・異職

種の人の考え方に接し、意見交換ができたこと、基礎科学

的な見方から医療を見直す機会をもてたこと、伝統医学の

有用性を理解する機会をもてたことが大きな収穫であった

との意見が多く見られ、当コースが統合医科学的にものを

考える機会を提供できたものと解釈しています。また一部

の医療従事者は健康促進のための医療コーディネータとし

て従事しています。第1期から第8期までは長期間のコース

を開催してきましたが、2009年の後半は、合計6回の短期

コースを実施します。これは夜間および土曜日午後の勤務

時間外に開講し、人材育成部門の成果を東京女子医大職員

研修に応用する試みです。将来、東京女子医科大学に人材

育成のためのセンターが設立された際には、当部門の今ま

での成果が統合的視野をもつ人材育成に大きく寄与できる

ことを期待します。

perspective is nurtured within them. 

A broad range of illnesses is covered, including congenital diseases, 

lifestyle diseases, malignant tumors, infectious diseases, connective tissue 

diseases and neurological diseases, and at each session the trainees 

make presentations about and discuss issues they themselves have raised 

from the CIMI database of prevention, diagnosis and treatment of cases, 

thus acquiring the ability to think in an integrated way and with a wide 

perspective.

In the period since the fi rst training course started in October 2005 to the 

eighth course in September 2009, a total of 206 people have been trained 

including 21 overseas trainees from nine countries. A breakdown of the 

trainees is shown in the accompanying table. According to questionnaires 

responded to by those who completed the course, many people said 

that they had gained a great deal by encountering the ways of thinking 

of people in different fields and professions, by being able to exchange 

opinions, by having an opportunity to reassess medicine from a basic 

scientifi c viewpoint, and by gaining a chance to appreciate the effi cacy of 

traditional medicine. We interpret these comments as suggesting that the 

course has given to the trainees an opportunity to think about things in a 

scientifically integrated manner. In addition, some medical practitioners 

work permanently as medical coordinators working to encourage health. 

A long-term course was held between the fi rst and eighth training course, 

and a total of some six short-term courses will be held in the latter half of 

2009. These will be convened in the evening and on Saturday afternoons, 

outside of normal working hours, in an attempt to practically apply the 

results of the Training Section to Tokyo Women's Medical University training. 

It is hoped that when, in the future, a training center is established at 

Tokyo Women's Medical University, the results that the Training Section has 

hitherto achieved will make a major contribution to the training of people 

with an integrated fi eld of vision. 

The team-training course for integrated medical sciences
A look back over the past fi ve years

チーム制統合医科学人材育成コース
5年間の歩み

遺伝子工学の発達、診断機器の開発により現代医学は診断、

治療において目覚しい進歩を遂げています。しかしその一

方で、高度に専門化し過ぎた現在の医療体制では、患者さ

んを全人的に診るという姿勢がおろそかとなり、自分の専

門分野以外への知識の不足や、各分野間の相互のコミュニ

ケーションが欠如する結果、医療の現場では患者さんに

最良の医療を提供できないという弊害が生じています。こ

の状況を乗り越えるためには、医療を統合的に考え、実践

しようとする姿勢を持った医療人の育成が大切となりま

す。 IREIIMS人材育成部門で行うラウンドテーブル型ディ

スカッション形式のチーム制統合医科学人材育成コースで

は、医師、看護師、薬剤師、栄養士、検査技師、伝統医療施

療者などの医療従事者のみならず、基礎研究者、その他の

職種の人々が一同に会し、課題症例を通して自分の専門領

域に留まらない、様々な考え方に接し、討論することで幅

広い視点でものを見ようとする姿勢が養われます。

先天性疾患、生活習慣病、悪性腫瘍、感染症、膠原病、神経

疾患など幅広い疾患をテーマに取り上げ、CIMIデータベー

スに入っている症例の予防、診断、治療などについて、各

自が自分で提起した問題点について毎回全員が発表・討論

During the last decade, major developments in the technology of genetics 

and in diagnostic equipment have led to impressive progress in the 

diagnoses and treatments offered by contemporary medicine. However, 

medical practice has become excessively specialized so that instead of the 

patient being regarded as a whole being, only the specific organ that is 

diseased is treated. New information may not always be applied effectively 

when treating a patient because of a lack of knowledge of subjects outside 

each specialty. In addition, an apparent lack of mutual communication 

between fi elds is resulting in a detrimental situation, where it is becoming 

impossible to provide patients with the best medical treatment. 

In order to overcome a situation such as this, the training of medical 

staff with a stance that thinks about and tries to administer medicine in 

an integrated manner is vital. At the roundtable discussion-based Team-

training Course for Integrated Medical Sciences conducted by the Training 

Section at IREIIMS, medical professionals of all description – including 

doctors, nurses, pharmacists, nutritionists, lab technicians, traditional 

medicine practitioners and so on, basic researchers and people in other 

professions – are all brought together. Through case studies going beyond 

the bounds of their specialist fields, and by encountering many different 

ways of thinking and discussion, a way of looking at things from a broader 
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