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日仏生物学会第185回例会プログラム	
 
14：00 
［開会］ 
 
［特別講演］ 
『ポジトロン標識薬剤の開発とその医学利用』	

	 福田	 寛（東北医科薬科大学	 医学部長）	

 
15：00 
［休憩］ 
 
15：15−16：30 
［一般講演］ 
１．ニワトリ視蓋層形成過程におけるリーリン(Reelin)の役割	

〇渡邉裕二 
福島県立医大・医・神経解剖・発生学 
 
２．低温条件によるニワトリ胚眼の形態形成イベントのタイミングの変化	

〇石井	泰雄 1、飯田英明 2、ヨウ・テンテン 2、八杉貞雄 2	

1 東京女子医科大学・医学部・生物学教室、2 京都産業大学・総合生命科学部	

 
３．ニワトリのヒナでみられる雌雄差について 
加藤智美 1，中森智啓 1，千葉ゆりの 1，前川文彦 2，○浜崎浩子 1	

1 北里大学一般教育部，2 国立環境研・健康研究センター	

 
４．インフルエンザウイルス変異監視デバイス開発のための糖鎖分子の検討	

〇平松宏明 1、河原敏男 1、鈴木康夫 1、中北愼一 2、渡邊洋平 3、大野恭秀 4、前橋兼三 5、小野尭生 6、金井

康 6、松本和彦 6	

1 中部大、2 香川大、3 京都府立医大、4 徳島大、5 東京農工大、6 阪大産研	

 
５．C 型レクチン受容体 DCIR の機能的リガンドの同定 
〇海部知則 1、矢部力朗 2、岩倉洋一郎 3	

1 東北医科薬科大学・医学部・免疫学、2 千葉大学・真菌センター、3 東京理科大学・生命研・実験動物学

研究部門	

 
17：00 
［懇親会］ 
仙台駅エスパル「奥州ろばた	 センダイエキ天海」にて 
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講演要旨  
［特別講演］ 

	

ポジトロン標識薬剤の開発とその医学利用	
福田	 寛	

東北医科薬科大学	 医学部長	

東北医科薬科大学	 放射線医学教室	

	

	 Positron	emission	tomography－PET（ポジトロン CT 法）は、陽電子（positron-ポジ

トロン）を放出する核種で標識した薬剤を人体に投与して、その生体内の挙動を画像化する核医

学的手法である。ポジトロン核種としては、半減期の短い炭素-11(11C)、窒素-13（13N）、酸素-15(15O)

やフッ素-18（18F）が用いられる。11C、13N、15O は生体を構成する元素であり、生理的な標識化合

物の合成が可能である。また、18F は生体構成元素ではないが、OH と類似の挙動を示すため、18F

標識化合物は生理活性物質と類似の挙動を示す。このようにポジトロン CT はヒトを対象とする

分子イメージングの手段として注目されており発展してきた。	

本講演では、東北大学が中心となって行ったがん診断のためのポジトロン標識化合物の開発、

有用性を確認するために基礎実験の結果、およびその臨床応用を中心に述べる。具体的には以下

の項目について紹介する。	

1)	グルコース代謝を反映する 18F-フルオロデオキシグルコース（18F-FDG）および他のデオキシ糖

類（18F-フルオロデオキシマンノース、18F-フルオロデオキシガラクトース）	

2)	アミノ酸トランスポート、蛋白代謝を反映するポジトロン標識アミノ酸（11C-メチオニン、18F-

フルオロメチルタイロシン）	

3)	がんの生物学的特性を画像化する標識化合物（低酸素細胞イメージング、MMP 活性など）	

4)保健診療としての	18F-FDG	のがん診療における臨床的有用性（がんの検出、がんの病期診断、

再発の診断、治療効果の判定など）	

	

最後に東北大学が世界に先駆けて再発に成功したアルツハイマー病の脳内タウ蛋白のイメー

ジングについて紹介する。	
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［一般講演 1］ 
ニワトリ視蓋層形成過程におけるリーリン(Reelin)の役割	

〇渡邉裕二 
福島県立医大・医・神経解剖・発生学 

 
 脊椎動物の中脳背側部を占める視蓋は、特徴的な多層構造を持つ。この層構造は、発生期での
放射状方向および接線方向への細胞移動を介して構築される。脳に発現する分泌タンパク質リー

リン(Reelin)は、大脳皮質や小脳の発生過程で、神経細胞の移動や樹状突起の発達にはたらくこ
とが知られている。我々はニワトリ胚の視蓋層形成過程でのリーリンの役割について調べた。8.5

日胚でReelin	mRNAおよびタンパク質の発現は、視蓋表層とVI層に局在していた。これに対して
Reelin受容体であるApoER2のmRNAは、IV層に発現していた。ApoER2を発現するIV層は、III層で

接線方向に移動した後に、上層であるIV層に分化した神経細胞で構成される。Reelinの受容体結
合領域を視蓋に過剰発現すると、接線方向移動後の神経細胞の一部がIV層に分化せずに、異所的

にIII層に分化することがわかった。この結果は、ReelinがApoER2を発現するIV層の神経細胞が
分化する際の移動や極性形成に関わることを示唆している。	

	

	
	

［一般講演２］ 
低温条件によるニワトリ胚眼の形態形成イベントのタイミングの変化	

〇石井	泰雄 1、飯田英明 2、ヨウ・テンテン 2、八杉貞雄 2	
1 東京女子医科大学・医学部・生物学教室、2京都産業大学・総合生命科学部	

	
ニワトリ胚の眼は、器官発生の研究の良いモデルである。成体の眼は、将来水晶体を形成するレ

ンズ外胚葉の肥厚・陥入・分化を含む、数多くの鍵となるイベントを経て形成される。レンズ外
胚葉で起こる上記三つのイベントは、孵卵を開始してから2～2.5日のニワトリ胚で、連続し、か

つ異なったタイミングで起こるが、これらのイベントの開始のタイミングが、どの程度互いに関
連しているかはよくわかっていない。本研究でわれわれは、レンズ外胚葉の陥入開始のタイミン

グが、肥厚および分化のタイミングに比べて温度の影響を受けやすいことを見いだした。ニワト
リ卵を通常の温度	(38℃)で2日間孵卵したのち、29℃で1～2日間孵卵したところ、眼が外側に向

かって突出した胚が得られた。これらの胚では、レンズプラコードの陥入が胚発生の全体的な進
行に比べて遅れていた。一方、レンズプラコードの肥厚および水晶体の分化マーカーαクリスタ

リン遺伝子の発現については、温度の影響は認められなかった。29℃ではレンズプラコードを裏
打ちする網膜原基の陥入にも遅れが見られ、この遅れはレンズプラコードを除去した場合にも観

察された。以上の結果は、レンズプラコードの陥入開始のタイミングが、その肥厚や分化とは温
度感受性の異なる、固有の機構によって制御されていることを示唆している。この機構は、レン

ズプラコードを裏打ちする網膜原基の形態形成と密接に関係しているかもしれない。	
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［一般講演３］	

ニワトリのヒナでみられる雌雄差について 
加藤	 智美 1，中森	 智啓 1，千葉	 ゆりの 1，前川	 文彦 2，○浜崎	 浩子 1	

1 北里大学一般教育部，2国立環境研・健康研究センター	

	

脊椎動物における雌雄差は、性成熟後の個体について論じられることが多く、成体では形態的、

生理的、行動的などに雌雄差が見られることはよく知られている。一方、幼少期の個体の雌雄差
については、ヒトでは疾病の発症や心理・行動面などにおける雌雄差の研究があるものの、系統

立てて調べられているとは言えない。特に実験動物として身近なラットやマウスでは、そもそも
未熟な個体を用いた解析実験はあまりみかけることはなく、当然の結果として、幼少期の個体に

おける雌雄差について解析が行われることはまれである。さらに、ニワトリのヒナを実験に用い
る際には、雌雄鑑別が簡便でないこともあり、雌雄のグループ分けを行わずに解析を行うことが

一般的である。しかし、われわれが行っているニワトリのヒナを対象とした実験では、明らかに
雌雄差が認められたり、あるいは実験結果が性別の影響を受けていることが示唆されるものがあ

る。そこで、ニワトリのヒナにおける生理的、あるいは行動的な面でみられる雌雄差の事例を紹
介したい。	

 
	

	
［一般講演４］ 

インフルエンザウイルス変異監視デバイス開発のための糖鎖分子の検討	

〇平松宏明 1*、河原敏男 1、鈴木康夫 1、中北愼一 2、渡邊洋平 3、大野恭秀 4、前橋兼三 5、	

小野尭生 6、金井康 6、松本和彦 6	

1 中部大、2香川大、3京都府立医大、4徳島大、5東京農工大、6阪大産研	

 
はじめに：インフルエンザウイルスは変異しやすく、早期の感染防御・対策を実現するためには、

その感染性を含めた変異を検出する超高感度センサーが求められている。現在、我々はこの変異
検出系を、グラフェン電界効果トランジスタを用いた電気的な検出系で実現することを目指し研

究を進めている。インフルエンザウイルスがヒト・鳥のどちらに感染するかは、ウイルス表面の
スパイクであるヘマグルチニン(HA)が、細胞表面のレセプターにおけるシアル酸-ガラクトース

の結合様式の違い（ヒト：2-6 型、鳥：2-3 型）により決定される。また、糖鎖の違いにより生
体内での反応自体が影響を受けるため、複数の糖鎖での反応性評価を行い、検出系として適当な

糖鎖分子の探索を行っている。	
方法：評価については ELISA を用いた。まず、糖鎖分子（シアロ糖鎖ポリマーおよび

Sialylglycopeptide：SGP）をプレート上に展開し、ヒト型ウイルスとして A/California/7/2009、
鳥型ウイルスとして A/mallard/Hokkaido/24/2009 を 8	HAU の力価で吸着、タンパク質として H1HA

および H5HA を 500	ng/ml の濃度で吸着させた。その後、ウイルスに対する抗体を用いて結合量
を測定した。	

結果および考察：各糖鎖をウイルスと反応させたとき、鳥型ウイルスではシアロ糖鎖ポリマー、
SGP、いずれの糖鎖に対しても、2-3 型糖鎖と強く反応し、2-6 型糖鎖とは反応性が低かった。ヒ

ト型ウイルスはシアロ糖鎖ポリマーについては、2-6 型糖鎖に対してのみ強い結合性を示した。
一方 SGP では、その差の判別が難しかった。今後、糖鎖分子の濃度依存的なウイルス HA による

赤血球凝集阻害等についても検討していく必要があると思われる。	
*：日仏生物学会員 
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［一般講演５］	

C 型レクチン受容体 DCIR の機能的リガンドの同定	

海部知則 1*、矢部力朗 2、岩倉洋一郎 2	

1 東北医科薬科大学・医学部・免疫学、2千葉大学・真菌センター、3東京理科大学・生命研・実

験動物学研究部門	

	

関節炎発症関連遺伝子候補の一つとして同定した C 型レクチン受容体 Dendritic	Cell	

ImmunoReceptor	(DCIR)は、細胞外に糖鎖認識ドメイン(CRD)と細胞内に抑制シグナルを伝達する

ITIM モチーフを持ち、主に樹状細胞に発現している。細胞内の構造的特徴と発現パターンから免

疫応答を負に制御する受容体であることが予想され、Dcir -/-マウスを解析したところ足首関節

の腫れや唾液腺炎を自然発症することが明らかとなり、DCIR は免疫応答を負に制御する受容体で

あることが示された。さらに、Dcir -/-マウスは骨新生を伴う関節部位の強直を自然発症し、骨

代謝への関与が示唆された。Dcir-/-Rag2-/-マウスでは強直が消失することから Dcir -/-マウス

で認められた強直には免疫系が関与することが示された。Dcir -/-マウスでは IFNg 陽性 T細胞が

増加すること、IFNg が軟骨細胞や骨芽細胞の分化を促進することから、樹状細胞を制御する DCIR

が T 細胞のサイトカイン産生を介して骨代謝を制御していることが明らかになった。これらのこ

とから DCIR は免疫系と骨代謝系を制御する重要な C 型レクチン受容体である。受容体の機能発

揮にはスイッチをオンにするリガンドが重要である。DCIR は CRD を持つことから糖鎖を認識する

ことが予想され、いくつかの糖鎖と結合することが示されてはいるが、細胞機能を制御する機能

的リガンドは明らかではなかった。そこで DCIR の機能的リガンドの同定を試み新規のリガンド

同定に成功した。この機能的リガンドの特徴から DCIR の新たな生理的意義について議論したい。	
*：日仏生物学会員 


