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 開演 30 分前より受け付けを開始します。各セッション開始予定時刻の 30 分前までに
試写の上、データをスライド受付係にご提出下さい。なお、プロジェクターは液晶のみです。
 口演 10 分、討論 5 分でお願いします。(時間厳守)
 8 日 11 時 35 分より班員会議を行います。(場所：教育研修棟ユニバーサルホール 多目的室)
班員または代理の方は必ずご出席下さい。昼食をご用意しております。

第 1 日目

平成 28 年 12 月 7 日 （水）

開会の挨拶
Session Ⅰ

1.

10:30～10:40
microRNA・筋生物学

10:40～12:00

主任研究者 武田 伸一
座 長

田中 廣壽

筋分化を促進させる機能性 RNA の解析
－若齢および老齢マウスのセル・フリー核酸解析から見出された miRNA の筋分化誘導効果に関する研究－
北條 浩彦 1, ○福岡 聖之 1, 伊藤 尚基 2, 武田 伸一 2
（1 国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 神経薬理研究部, 2 遺伝子疾患治療研究部）

2.

血清中のエクソソームを介した骨格筋特異的 microRNA による筋再生および脳神経保護作用に着目した筋
ジストロフィー新規治療法の開発
－Smpd3 ノックアウトマウスを用いた mdx マウスにおける病態への影響－
橋戸 和夫 1, ○松坂 恭成 1, 谷端 淳 2, 井上-上野 由紀子 3, 井上 高良 3, 武田 伸一 2
（1 国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 ラジオアイソトープ管理室, 2 遺伝子疾患治療研究部, 3 疾病研究第 6
部）

3.

メカノ-メタボ カプリングに関する研究
－骨格筋—エネルギー代謝連関（メカノーメタボカップリング）－
田中廣壽, ○清水宣明, 上原昌晃
（東京大学 医科学研究所 附属病院 アレルギー免疫科）

4.

ユビキチンリガーゼを介した筋萎縮の分子メカニズムと食品由来機能性成分によるその予防法
【招待発表者】
1

1

1

1

2

1

〇平坂 勝也 , 有本 圭佑 , 齋藤 かなえ , 吉村 智大 , 内田 貴之 , 谷山 茂人 , 橘勝 康 1, 武田 伸一 3
二川 健 2
（1 長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科, 2 徳島大学大学院医歯薬研究科生体栄養学, 3 国立精神・神経医療研究
センター 神経研究所 遺伝子疾患治療研究部,）

1

5.

骨格筋適応反応に伴うリン脂質分子種の変化

【招待発表者】

○三浦 進司 1, 妹尾 奈波 1, 三好 規之 1, 井上 菜穂子 2, 谷端 淳 3, 守田 昭仁 1, 澤田 直樹

4,5

, 松田 潤一郎

6

小川 佳宏 5, 瀬藤 光利 7, 武田 伸一 3, 亀井康富 8
（1 静岡県立大学 食品栄養科学部,

2

日本大学 生物資源科学部,

3

国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 遺

4

伝子疾患治療研究部, Rutgers, The State University of New Jersey, New Jersey Medical School, 5 東京医科歯科大学大
学院 医歯学総合研究科, 6 医薬基盤・健康・栄養研究所 疾患モデル小動物研究室, 7 浜松医科大学 医学部, 8 京都府
立大学大学院 生命環境科学研究科）

＊＊＊＊＊＊＊＊

Session Ⅱ

6.

昼

食

12:00～13:30

筋ジストロフィーの病態

13:30～14:15

＊＊＊＊＊＊＊＊

座 長

松尾 雅文

筋ジストロフィー病態における細胞内 Ca2+動態の解明と新たな治療法の開発
武田 伸一 1, ○谷端 淳 1, 永田 哲也 1, 伊藤 尚基 1, 齊藤 崇 1, 中村 昭則 2, 南沢 享 3, 青木吉嗣 1
（1 国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 遺伝子疾患治療研究部, 2 信州大学医学部附属病院 難病診断セン
ター, 3 東京慈恵会医科大学 細胞生理学講座）

7.

ジストロフィン遺伝子産物の多様性の解明とその治療への応用
－HEK293 細胞ではジストロフィン Dp71ab が核に局在する－
○松尾 雅文 1, 西田 篤史 1, 粟野 宏之 2, 李 知子 3, 竹島 泰弘 3, Niba Tabe Emma Eko 1, 伊東 恭子 4
（ 1 神戸学院大学 総合リハビリテーション学部,
4

8.

2

神戸大学大学院医科研究科小児科,

3

兵庫医科大学小児科

京都府立医科大学分子病理学）

Duchenne 型筋ジストロフィーの身長に関する検討：Becker 型筋ジストロフィーより低く、Dp71 に異常を有す
る例で低身長が多い
松尾 雅文 1, ○松本 真明 2, 粟野 宏之 2, 竹島 泰弘 3, 李 知子 3
（1 神戸学院大学総合リハビリテーション学部, 2 神戸大学大学院医学研究科小児科, 3 兵庫医科大学小児科）

＊＊＊＊＊＊＊＊

休

憩

14:15～14:25

2

＊＊＊＊＊＊＊＊

Session Ⅲ

筋ジストロフィー・遺伝性疾患の病態

14:25～15:20

座 長

野口 悟

9． 遺伝性筋疾患の病態解明と治療法の開発
—優性遺伝型コラーゲン VI 欠損症のモデルマウスと治療法開発—
○野口 悟, 宮川 美保, 小川 恵, 西野 一三
（国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 疾病研究第一部）

10. 心筋筋小胞体カルシウム再取り込み機構の解明
—心不全治療標的としての可能性について—
1

2

【招待発表者】

3

○南沢 享 , 竹島 浩 , 中野 敦 , Kenneth R. Chien
（1 東京慈恵会医科大学 細胞生理学講座,

2

4

京都大学大学院 薬学研究科 生体分子認識学分野,

3

カリフォルニア大

学 ロサンゼルス校 分子生物学研究所, 4 カロリンスカ研究所 内科学）

11. 進行性骨化性線維異形成症の克服を目指して

【招待発表者】

◯片桐岳信
（埼玉医科大学 ゲノム医学研究センター 病態生理部門）

＊＊＊＊＊＊＊＊

Session Ⅳ

コーヒーブレイク

エクソンスキップ

15:20～15:40

15:40～16:45

＊＊＊＊＊＊＊＊

座 長

清尾 康志

12. 化学修飾人工核酸を用いる新しい筋ジストロフィー治療薬の開発
－筋ジストロフィーの治療薬にむけた 2’-修飾核酸合成法の開発－
○清尾 康志 1, 正木 慶昭 1, 吉田 圭汰 1, 山本 恵士 1, 入山 友輔 2, 中嶋 宏之 2, 金木 達朗 2, 谷端 淳 3,
永田 哲也 4, 関根 光雄 1
（1 東京工業大学 生命理工学院,

2

日産化学工業,

3

国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 遺伝子疾患治療

4

研究部, 東京医科歯科大学）

3

13.

エクソン・スキップ治療の効果向上を目的とした、骨格筋・心筋への核酸取り込み機序の解明
－Phosphorothioate inclusion in antisense oligonucleotides influences cellular uptake, intracellular
distribution and displays differential activity depending on RNA target－
○青木 吉嗣 1, 宮武 正太 1, Mattthew JA Wood 2, Samir El-Andaloussi 3, 横田 俊文 4, 武田 伸一 1
（1 国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 遺伝子疾患治療研究部, 2 Department of Physiology,
Anatomy and Genetics, University of Oxford, 3 Department of Laboratory Medicine, Karolinska Institutet,
4

14.

Department of Medical Genetics, University of Alberta）

マウス筋肉組織におけるエキソンスキッピングを誘導する低分子化合物の開発研究
－経口投与可能なエキソンスキップ誘導化合物の開発研究－
○萩原 正敏, 佐古 有季哉, 細川 元靖
（京都大学 大学院医学研究科 形態形成機構学分野）

15.

DMD 豚モデルの作出とエクソンスキッピング

【招待発表者】

○横田 俊文 1, 越後谷 裕介 1, 丸山 理香 1, Joe Kornegay 2, Christopher S. Rogers 3
（1 Department of Medical Genetics, University of Alberta, 2 Department of Veterinary Integrative Biosciences, Texas
A&M University, 3 Exemplar Genetics））

＊＊＊＊＊＊＊＊

Session Ⅴ

16.

休

憩

16:45～16:55

生体イメージングと臨床応用

16:55～17:50

＊＊＊＊＊＊＊＊

座 長

骨格筋組織透明化・3D 蛍光イメージングによる筋幹細胞と血管ニッチの解析

武田 伸一

【招待発表者】

○朝倉 淳, Mayank Verma
（ミネソタ大学医学部幹細胞研究所）

17.

生体イメージングによる筋萎縮・骨粗鬆症の発症機構解析

【招待発表者】

富成 司 1, 渡辺 健太 1, 青木 吉嗣 2, 武田 伸一 2, 宮浦 千里 1, ○稲田 全規 1
（1 東京農工大学工学府大学院 生命工学専攻, 2 国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 遺伝子疾患治療研
究部）

4

18.

遺伝子医療とピアカウンセラーの役割
－ピア―カウンセリング養成講座について－
貝谷 久宣 1, 矢澤 健司 1, 松元 智美 2, 岸野 有里 2, 〇川﨑 奈緒子 2
（1 一般社団法人日本筋ジストロフィー協会, 2 医療法人和楽会 心療内科・神経科 赤坂クリニック）

＊＊＊＊＊＊＊＊

懇親会

18:15～20:00

5

＊＊＊＊＊＊＊＊

第 2 日目

Session Ⅵ

平成 28 年 12 月 8 日 (木)

薬物治療・遺伝子治療

9:00～10:15

座 長

岡田 尚巳

19. ストレッチ感受性チャネルを標的とした筋変性新規治療薬の開発
○岩田 裕子, 平山 円
（国立循環器病研究センター 分子生理部）

20.

筋ジストロフィーの進行性軽減療法の開発
－造血器型プロスタグランジン D 合成酵素をターゲットとした筋ジストロフィーの 2 次炎症軽減療法の開発
（阻害薬による心機能改善作用）－
○裏出 良博 1, 有竹 浩介 1, 永田 奈々恵 1, 岩田 裕子 2
（1 筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 分子睡眠生物学, 2 国立循環器病研究センター 分子生理部）

21.

筋ジストロフィー治療方法開発へ向けた骨格筋再生療法の開発
－持続型 G-CSF 製剤を用いた筋ジストロフィー治療の検討－
湯浅 慎介 1, 福田 恵一 1, ○林地 のぞみ 1, 鈴木 友子 2, 武田 伸一 2

（1 慶應義塾大学 医学部 循環器内科, 2 国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 遺伝子疾患治療研究部）

22.

DMD に対する遺伝子細胞治療の基盤技術開発
－AAV ベクターを用いた DMD 遺伝子治療と免疫寛容誘導－
岡田 尚巳 1,2,3, ○喜納 裕美 1,2, 笠原 優子 1,2,3, 倉岡 睦季 2, 岡田 浩典 1,2, 今川 究 4, 平戸 徹 4, 武田 伸一 2,
（1 日本医科大学 生化学・分子生物学（分子遺伝学）, 2 国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 遺伝子疾患治
療研究部, 3 日本医科大学 細胞遺伝子治療学, 4 JCR ファーマ株式会社）

23.

ゲノム編集技術を用いた筋ジストロフィーの遺伝子治療法開発
○堀田 秋津
（京都大学 iPS 細胞研究所(CiRA) 未来生命科学開拓部門）

6

＊＊＊＊＊＊＊＊

Session Ⅶ

24.

コーヒーブレイク

10:15～10:35

特別セッション

＊＊＊＊＊＊＊＊

座 長

10:35～11:35

転写因子 Mkx による腱・靭帯の恒常性の制御と再生医学への応用
1

1

1

1

2

武田 伸一

【招待発表者】
1

片岡 健輔 , 千葉 朋希 , 松島 隆英 , 佐藤 天平 , 乾 雅史 , 伊藤 義晃 , ○浅原 弘嗣 1
（1 東京医科歯科大学 医歯学総合研究科 システム発生・再生医学分野, 2 国立成育医療研究センター研究所
システム発生・再生医学研究部）

25.

新しい神経系と免疫系のクロストーク、ゲートウェイ反射

【招待発表者】

○村上 正晃
（北海道大学 遺伝子病制御研究所 分子神経免疫学教室）

＊＊＊＊＊＊ 班員会議 教育研修棟ユニバーサルホール 多目的室 11:35～13:00 ＊＊＊＊＊＊

SSession Ⅷ

26.

骨格筋幹細胞と筋再生

13:00～14:00

座 長

深田 宗一朗

骨格筋幹細胞研究を起点とした移植細胞創成技術の開発
-DBA/2-mdx, Nrf2-mdx を用いた検討○深田 宗一朗 1, 竹本 裕政 1, 稲葉 翔也 1, 上住 聡芳 2, 鈴木 友子 3, 武田 伸一 3
（1 大阪大学大学院薬学研究科 細胞生理学分野, 2 藤田保健衛生大学 総合医科学研究所 難病治療学
3

27.

国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 遺伝子疾患治療研究部）

筋ジストロフィー治療法開発のための基盤となるヒト筋細胞の特性解析
－グルココルチコイドによるディシェンヌ型筋ジストロフィー由来不死化ヒト筋細胞の筋分化抑制機構－
○橋本 有弘
（国立長寿医療研究センター 再生再建医学研究部）

7

28.

イモリに学ぶ筋再生の戦略：幹細胞か脱分化か

【招待発表者】

○千葉 親文
（筑波大学 生命環境系）

＊＊＊＊＊＊＊＊

Session Ⅸ

29.

休

憩

14:00～14:10

幹細胞・iPS 細胞と再生医療

14:10～15:10

＊＊＊＊＊＊＊＊

座 長

櫻井 英俊

筋ジストロフィー治療のための間葉系前駆細胞制御法開発
－間葉系前駆細胞による病的変性を抑制する薬剤の探索－
○上住 聡芳 1, 笠井 健広 2, 上住 円 3, 深田 宗一朗 4, 山本 直樹 5, 山田 治基 6, 大野 欽司 2, 武田 伸一

7

土田 邦博 1
（1 藤田保健衛生大学 総合医科学研究所 難病治療学, 2 名古屋大学大学院 医学系研究科 神経遺伝情報学, 3 国立
長寿医療研究センター 再生再建医学研究部,
学 共同利用研究施設,

6

4

大阪大学大学院 薬学研究科 細胞生理学分野,

藤田保健衛生大学 整形外科,

7

5

藤田保健衛生大

国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 遺伝子疾

患治療研究部）

30.

筋ジストロフィーに対する ES 細胞由来再生医療等製品の開発
－ヒト ES 細胞に由来する筋芽細胞に対する特性解析－
○梅澤 明弘
（国立成育医療研究センター）

31.

iPS 細胞由来骨格筋幹細胞を用いた細胞移植治療法の開発
○櫻井 英俊 1, 高山 了 1, 田積 充年 1, 竹中 菜々 1, 趙 明明 1, 池谷 真 1, 堀田 秋津 1, 佐藤 貴彦 2,
伊東 佑太 3
（1 京都大学 iPS 細胞研究所, 2 京都府立医科大学, 3 名古屋学院大学）

32.

多能性幹細胞を用いた筋ジストロフィーに対する新規治療開発
－多能性幹細胞を用いた筋ジストロフィーの心不全発症機序の解明と治療法の開発－
平家 俊男1, ○平田 拓也1, 馬場 志郎1, 粟屋 智就1, 鶴見 文俊2
（1京都大学大学院医学研究科 発達小児科学, 2三菱京都病院 小児科）
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Session X

33.

休

憩

＊＊＊＊＊＊＊＊

15:10～15:20

筋ジストロフィーモデル動物

座 長

15:20～15:50

青木 吉嗣

筋ジストロフィー関連モデル動物の生産供給システムの検討
－筋ジストロフィー関連モデル動物の品質管理について－
○ 保田 昌彦, 小倉 智幸, 何 裕遥, 水澤 卓馬, 後藤 元人, 高橋 利一, 位高 美香, 川井 健司
（公益財団法人実験動物中央研究所）

34.

加速度・角速度センサを用いたイヌ筋ジストロフィーモデルの運動機能評価および筋傷害との関連解析
武田 伸一 1, ○倉岡 睦季 1, 笠原 優子 1,2, 立森 久照 3, 木村 円 1,4, 青木 吉嗣 1, 加藤 直広 3
（1 国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 遺伝子疾患治療研究部,
学,

3

2

日本医科大学大学院 細胞遺伝子治療

国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 精神保健計画研究部,

4

国立精神・神経医療研究センター

トランスレーショナル・メディカルセンター）

閉会の挨拶

15:50
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主任研究者 武田 伸一
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