
第２回システム疾患生命科学による先端医療技術開発シンポジウム 

 
日時    H21 年 3 月 13 日（金）   13:00 ― 18:30 
会場    東京大学 武田先端知ビル 5 階 武田ホール （浅野キャンパス） 
 

13:00-13:05    開会挨拶            門脇 孝 教授（医学系研究科） 
13:05-13:35     講演  医学系研究科 特任准教授 真鍋 一郎 

「生活習慣病に共通する病態基盤としての慢性炎症とその診断・治療への 
トランスレーション」 

                 座長 門脇 孝 教授     （医学系研究科） 
13:35-14:05     講演  先端科学技術研究センター 教授 児玉 龍彦   

「拠点でのイメージング創薬とエピゲノム創薬の現状と課題」  
座長 油谷 浩幸 教授  （先端科学技術研究センター） 

  14:05-14:35     講演  工学系研究科 教授 佐久間 一郎    
             「システム疾患生命科学による先端医療機器開発拠点における低侵襲診断治療

技術研究」 
座長 松本 洋一郎 教授  （工学系研究科） 

  14:35-14:55     講演  医学系研究科 教授 瀬戸 泰之    
「臨床現場から先端融合プロジェクトに期待すること」    

座長 佐久間 一郎 教授   （工学系研究科） 
 
14:55-16:20    ポスターセッション  

               
  16:30-17:10     特別講演  バイオファーム研究所 代表取締役所長 遠藤 章  
             「スタチンの発見と開発」 
                   座長 児玉 龍彦 教授   （先端科学技術研究センター） 

17:10-17:20     休憩 
 
17:20-18:20     パネルディスカッション  
         「システム疾患生命科学による先端医療技術開発拠点への期待」 

パネリスト 
東京大学：児玉、松本、佐久間 教授、（座長）門脇教授 
協働企業：株式会社 未来創薬研究所、セレスター・レキシコ・サイエンシズ株式

会社、HOYA(ペンタックス)株式会社、オリンパス株式会社、富士フイ

ルム株式会社、オーダーメイド創薬株式会社、積水メディカル株式会社、

東レ株式会社、田辺三菱製薬株式会社 
    
   18:20-18:30    閉会挨拶   松本 洋一郎 教授  （工学系研究科）   
     

19:00-21:00    研究交流・懇親会  （山上会館:  会費 3000 円 当日会場にてお申し込みください）



（ポスターセッション） 

 
T01  高血圧と関連する新規 MEF2-KLF5 パスウェイの同定  

大石由美子1、真鍋一郎1、今井靖1、原一雄2、門脇孝2、永井良三1 

東京大学大学院医学系研究科循環器内科1 、糖尿病・代謝内科2 

 
T02  new approach to identify novel target genes of transcription factor    

藤生克仁1,2,3), 真鍋一郎1）, 永井良三１,2,3) 

東京大学大学院医学系研究科1) , 循環器内科2), TSBMI 3）  
 
T03  In vivo imaging revealed tissue remodeling, inflammatory cellular dynamics, and abnormal 

immunity in obese adipose tissue.  
西村 智123、長崎 実佳14、真鍋 一郎123、江藤 浩之5、門脇 孝6、永井 良三1 

東京大学循環器内科1 、東京大学医療ナノテク人材育成ユニット2 、JSTさきがけ「光の利用」3、東

京大学コンピュータ画像診断学4、東京大学医科学研究所幹細胞治療研究センター5 、東京大学糖尿病

代謝内科6

 
T04  複数施設からの臨床情報の統合  

興梠 貴英1、山口 昌雄2、大江 和彦3、永井 良三4 

東大健康医科学創造講座1 、オーダーメイド創薬(株)2、東大病院医療情報部3、東大病院循環器内科4 

 
T05  血管内皮機能とインスリン抵抗性 

窪田直人、窪田哲也、高橋雄大、山口真一、山内敏正、植木浩二郎、門脇 孝 
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 

 
T06  生活習慣病の新たなバイオマーカー高分子量アディポネクチン 

窪田 直人、高本偉碩、原 一雄、門脇 孝 
東京大学医学部附属病院 

 
T07  肝臓の糖・脂質代謝における IRS-1、IRS-2 の機能的な役割分担 

窪田直人、窪田哲也、山口真一、山内敏正、植木浩二郎、門脇 孝 
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 

 
T08  肥満・糖尿病における Wilms‘ tumor 1-associating protein (Wtap)の役割の解明    

小林正稔、大杉満、笹子敬洋、小林直樹、金子和真、鈴木美穂、粟澤元晴、岡崎由希子、 

植木浩二郎、門脇孝 

東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科  

 
T09  アディポネクチン受容体の抗体創薬に向けた検討と解析  

岩部 美紀、山内 敏正、岩部 真人、植木 浩二郎、門脇 孝 
東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科 

 
T10  メカニカルストレスが惹起するCa2+フィードバック機構 

塚本 哲1, 3、林田 恵範2、古川 克子2、牛田 多加志1, 2, 3  



疾患生命工学センター1 、工学系研究科2 、TSBMI3 

 
T11  GATA Transcription Factors Mediate Vascular Bed-Specific Expression and Activity of Tie2   

宋 海花1、児玉龍彦１，2、南 敬１，2 

先端科学技術研究センター1 、システム疾患生命科学2  
 
T12  Vascular predominant expressed Down Syndrome Critical Region-1 short isoform  

attenuates neo-angiogenesis, tumor-metastasis and sepsis mortality 
南  敬 1,2 

先端科学技術研究センター1 、先端融合領域システム疾患生命科学2  
 
T13  血管内皮細胞増殖因子による内皮活性化における転写因子 Egr-3 の役割 

末弘 淳一1、浜窪 隆雄1 、児玉 龍彦1 、南 敬1

東京大学 先端科学技術研究センター システム生物医学ラボラトリー1 

 
T14  Obesity and Metabolic Syndrome in Histone Demethylase JHDM2a Deficient Mice  

稲垣 毅1、立花 誠2、馬郡 健太1、工藤 宏美1、児玉 龍彦1、眞貝 洋一2、酒井 寿郎1 

東京大学先端科学技術研究センター システム生物医学分野1 、京都大学ウイルス研究所2

 
T15  Histone Arginine Methylation Regulates Adipocyte Differentiation  

稲垣 毅、 井原 茂男、 児玉 龍彦、 酒井 寿郎 
東京大学先端科学技術研究センター システム生物医学分野  

 
T16  刺激反応性遺伝子では有効な mRNA 産生に先立ち RNA ポリメラーゼ II による  

転写の波が遺伝子を縦断しその動きはエピゲノム修飾に強く影響されている  
和田洋一郎1、大田佳宏１、堤修一１、南敬１、神吉康晴１、三村維真理１、浜窪隆雄１、油谷浩幸１、 
井原茂男１、児玉龍彦１ 

東京大学先端科学技術研究センター システム生物医学ラボラトリー1 

 
T17  低酸素下におけるヒストン修飾酵素を介した遺伝子発現制御 

三村 維真理、和田 洋一郎、神吉 康晴、 大田佳宏、浜窪隆雄、井原 茂男、油谷 浩幸、 
児玉 龍彦 

東京大学先端科学技術研究センター  システム生物医学ラボラトリー  
 
T18  エピゲノム解析のためのヒストンメチル化酵素阻害剤の開発 

川村 猛1、杉山 暁1、田中十志也1、福西快文2、児玉龍彦1

東京大学先端科学技術研究センター1 、産業技術総合研究所生物情報解析研究センター2 

 
T19  血管内皮細胞における転写因子 GATA2 の機能解析 

神吉 康晴1 、和田 洋一郎1 、姜 淑英2、大田 佳宏3、堤 修一3 、山本 尚吾3 、 
泉 明糸1 、南 敬1 、井原 茂男3 、浜窪 隆雄1 、内藤 眞2 、油谷 浩幸3 、児玉 龍彦1

東京大学先端科学技術研究センター 分子生物医学部門1、新潟大学大学院医歯学総合研究科細胞機能

講座分子細胞病理学分野2、東京大学先端科学技術研究センター ゲノムサイエンス部門3

 
T20 Comprehensive analysis of aberrantly suppressed genes due to promoter hypermethylation in Liver 



Cancer   
Yingbing Deng1,2, Atsushi Kaneda1, Genta Nagae1, Yutaka Midorikawa1,2, Norihiro Kokudo2, 
Hiroyuki Aburatani1
1Genome Science Division, Research Center for Advanced Science and Technology, The University 
of Tokyo; 2Department of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery, Graduate School of Medicine, The 
University of Tokyo.  

 
T21  血管内皮細胞における IL-4/Stat6 シグナルを介した転写活性化機構の解析  

戸澤 英人、 南 敬、 児玉 龍彦 

東京大学先端科学技術研究センター システム生物医学ラボラトリー 

 
T22  早期細胞老化と癌化機構 

金田 篤志、永江 玄太、八木 浩一、油谷 浩幸 

東京大学先端科学技術研究センター ゲノムサイエンス分野 

 
 
T23  縮小手術を目指した胃癌リンパ節転移イメージング 

金田 篤志1 、清水 伸幸2 、牛久 哲男3 、佐久間一郎4、深山 正久3、瀬戸 泰之2、 
油谷 浩幸1

東京大学先端科学技術研究センター1、東京大学医学部附属病院胃食道外科2、 東京大学医学部附属病

院病理部3、東京大学大学院工学系研究科4、 

 
T24  定量的メチル化解析による大腸癌の Epigenotyping 

八木 浩一1 、3  、赤木 究2 、永江 玄太3 、砂河 孝之1  、辻 真吾1  、緑川 泰1 、 
西村 洋司2 、坂本 裕彦2 、瀬戸 泰之3 、油谷 浩幸1 、金田 篤志1 

東京大学先端科学技術研究センター  ゲノムサイエンス部門1 、埼玉県立がんセンタ―2 、 
東京大学医学部付属病院 胃・食道外科3 

 
T25  動物用 PET を用いた抗 CCA-1 抗体による担癌動物イメージング  

井上博睦1,5、吉田賢二2、日野明弘3、百瀬敏光4、菅康祐5、杉山暁5、太田聡6、深山正久6、 
児玉龍彦5 

東京大学医学部附属病院消化器内科1 、株式会社未来創薬研究所2 、富士フィルムRIファーマ株式会

社3、東京大学医学部附属病院放射線科4、東京大学先端科学技術研究センター5、東京大学大学院医学

研究科人体病理学・病理診断学分野6 

T26  The analysis of the interaction between leukemia-associated RhoGEF (LARG) and Gα13 cycling 
between the GDP- and GTP-bound states - Development of drugs to specifically regulate 
biological functions  
Nobuchika Suzuki1, Nicole E. Hajicek2, Christina Chow2, Takao Hamakubo1, Tohru Kozasa1, 2 

1Laboratory of System Biology and Medicine, Research Center for Advanced Science and  
technology, The University of Tokyo 
2Department of Pharmacology, University of Illinois at Chicago3 

 

T27  核内受容体 COUPTF2 の機能解析 
藤井 美也子1 、姜 淑英2 、泉 明糸1 、南 敬1 、浜窪 隆雄1 、内藤 眞2 、 
油谷 浩幸1 、 児玉 龍彦1



東京大学先端科学技術研究センターシステム生物医学1 新潟大学大学院医歯学総合研究科細胞機能講

座分子細胞病理学分野2  
 
T28  エピゲノムデータベースと時系列解析ツールの開発 

井原茂男1 、大田佳宏1 、北上純一1 、児玉龍彦1 

東京大学先端科学技術研究センター 

 
T29  カオスとアトラクタ 

児玉大樹1 、井原茂男2、坪井 俊3 

東京大学数理科学研究科1 、東京大学先端科学技術研究センター 2 、東京大学数理科学研究科3 

 
T30  タイムスタンプ付き認証メールシステムの実装  

佐藤修1 、大田佳宏1 、井原茂男1 

東京大学先端科学技術研究センター 

 
T31  集束超音波と微小気泡を用いたガン治療法の開発 

歌代 浩志1、梶山 賢一2、葭仲 潔1 、高木 周2 、松本 洋一郎2 

東京大学大学院 工学系研究科 バイオエンジニアリング専攻1 、東京大学大学院  
工学系研究科 機械工学科研究2

 
T32  非侵襲超音波診断・治療統合システムの構築 

小泉 憲裕1、徐 俊浩1、鈴木悠悟1、李 得熙1、吉澤 晋2、葭仲 潔1 、杉田直彦1 、 
松本洋一郎1、光石 衛1 

東京大学大学院工学系研究科1、東北大学大学院工学系研究科2

 
T33  集束超音波を用いた非侵襲血管閉塞手法の開発 

○妹尾直彦1,太田竜平1, 鈴木潤2, 葭仲潔3, 出口順夫2, 高木周1, 宮田哲郎2, 松本洋一郎1  
東京大学 大学院工学系研究科 機械工学専攻1, 東京大学 医学部 血管外科2,  
東京大学 大学院工学系研究科 バイオエンジニアリング専攻3 

 
T34  遠隔超音波診断システムの構築 

小泉 憲裕1、名越 充2 、橋詰博行2、光石 衛1 

東京大学大学院工学系研究科1、東北大学大学院工学系研究科2

 
T35  心臓癒着評価技能の技術化・デジタル化に関する研究 

小泉 憲裕1、月原 弘之2、高本 眞一2、光石 衛1 

東京大学大学院工学系研究科1、東京大学大学院医学系研究科2

 
T36  高分解能 PET システムの開発  

島添 健次1、高橋 浩之1,2、石 伯軒2、鈴木 朋浩2 

東京大学工学系研究科バイオエンジニアリング専攻1 、東京大学工学系研究科原子力国際専攻2

 
T37  近接型陽電子検出器の開発  

高橋浩之、伊豫本直子 

東京大学大学院工学系研究科原子力国際専攻 



 
T38  5-ALA 誘導蛍光計測を用いた術中同定高精度診断治療システム 

安藤 岳洋1、藤原 圭祐1 、廖 洪恩1 、小林 英津子1、佐久間 一郎1 

1東京大学大学院 工学系研究科  
 
T39  高精度低侵襲治療のための小型衝撃波装置の開発  

中川 桂一1、塚本 哲2,3、小林 英津子4、廖 洪恩4、牛田多加志2,3 、佐久間 一郎4 

1東京大学工学部、2東京大学大学院医学系研究科、3疾患生命工学センター、4東京大学大学院 
工学系研究科  

 
T40  CCD 搭載型屈曲レーザ鉗子マニピュレータシステムの開発 

中尾 洋祐1、廖 洪恩2、小林 英津子2、佐久間 一郎2 

1 東京大学工学部、 2東京大学大学院 工学系研究科  
 
T41  内視鏡画像高速マッピング技術を用いた術中情報提示システムの開発  

廖 洪恩、都築 正宜、小林 英津子、佐久間 一郎 

東京大学大学院 工学系研究科  
 
 
S01 S100A8 and S100A9 are novel proinflammatory signal mediators in metabolic syndrome 

荷見 映理子1、真鍋 一郎2、藤生 克仁1,3、永井 良三1 

東京大学大学院医学系研究科循環器内科学1 、東京大学大学院医学系研究科2 、TSBMI3 

 
S02 脂肪細胞における GLUT4 小胞の細胞内循環へのインスリン作用とアクチンリモデリング  

細谷 弓子1、西村 智 1 、永井 良三1 、杉浦 清了２ 

東京大学大学院医学系研究科1 、東京大学大学院新領域創成科学科2

 
S03 ER ストレスの Factor X 経路は飽和脂肪酸による β細胞機能障害において重要な役割を果たす  

江口 航生、真鍋 一郎、永井 良三 
東京大学大学院医学系研究科循環器内科 

 
S04 膵 β細胞における Class IA PI3 キナーゼの役割 

金子和真1, 植木浩二郎1, 高橋倫子2，橋本信嗣1, 粟沢元晴1,, 河西春郎2，鈴木美穂1 ，小林直樹1 ，岡

崎由希子1 ，大杉満1 ，窪田直人1，門脇孝1  
東京大学大学院医学系研究科 糖尿病代謝内科1 、東京大学大学院医学系研究科 疾患生命工学セン

ター2

 
S05 新規小胞体ストレス調節因子 Sdf2l1 による肝臓でのインスリン感受性調節機構の検  討 

笹子 敬洋、大杉 満、窪田 直人、植木 浩二郎、門脇 孝 

東京大学大学院医学研究科 糖尿病・代謝内科 

 
S06  骨格筋におけるアディポネクチン経路の生理的意義の解明  

岩部 真人、山内 敏正、岩部 美紀、船田 雅昭、山口 麻美子、植木 浩二郎、門脇 孝 
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