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（様式４－１） 

二国間交流事業 共同研究報告書 
 

平成 25 年 4 月 1 日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 
 

共同研究代表者所属・部局  香川大学・医学部薬理学講座   

（ふりがな）          にしやま あきら 

職・氏 名    教授・西山 成    
 

1. 事 業 名 相手国（ チェコ ）との共同研究  振興会対応機関（チェコASCR） 

2. 研 究 課 題 名 レニンアンジオテンシン・シトクロムP450系に着目した腎臓病と高血圧の治療戦略  

3. 全 採 用 期 間 

平成 23 年  4月 1日 ～ 平成 25 年 3 月 31 日  (2年 0ヶ月／0日間) 

4. 経 費 総 額 

（1）本事業により執行した研究経費総額 4,894,000円 

初年度経費2,422,000円、 ２年度経費2,472,000円、 ３年度経費    円 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額  4,950,000 円 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名 所 属・職 名 

北田 研人 

バイ レイ 

リュー ヤー 

シャムシャド シャラジー 

中野 大介 

人見 浩史 

小堀 浩幸 

香川大学医学部・大学院生 

香川大学医学部・大学院生 

香川大学医学部・大学院生 

香川大学医学部・大学院生 

香川大学医学部・助教 

香川大学医学部・助教 

香川大学医学部・准教授 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名 Institute for Clinical and Experimental Medicine・Head of the Department・ 

Ludek Cervenka 

（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 

Libor Kopkan 

Alexandra Sporkova 

Sarka Varcavoba 

Zuzana Honetschlaumlger 

Zuzana Huskova 

Institute for Clinical and Experimental Medicine・ポスドク 

Institute for Clinical and Experimental Medicine・ポスドク 

Institute for Clinical and Experimental Medicine・大学院生 

Institute for Clinical and Experimental Medicine・大学院生 

Institute for Clinical and Experimental Medicine・ポスドク 
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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

 

本共同研究プロジェクトの最終目標は、香川大学とチェコ国 Institute for Clinical and Experimental 

Medicine (ICEM)において、それぞれ独自に実行されていた腎臓中の「アンジオテンシン II産生制御」と「シ

トクロム P450系」の研究を融合させ、将来的に腎臓病とそれに伴って生じる高血圧症に対する新しい治療戦

略やバイオマーカーの開発につなげることである。その最終目標に向け、本事業 2 年の期間では、病態での

腎内局所でのアンジオテンシン II 産生異常のメカニズムの解明と、その制御機構におけるシトクロム P450

系の役割を明らかにすることを目標として掲げた。合わせて、本国際共同研究活動を通じ、互いの研究室の

若手研究者に対して、新しい実験技術の習得、研究概念の学習、発表スキルの向上などの人材育成を実行す

ることを目的とした。 

 

初年度である平成 23年度は、香川大学の北田研人がチェコ国 ICEMの Cervenka氏の教室に滞在して研究を行

った。本滞在期間中に、北田はテレメトリーシステムを用いて全身循環動態を 24 時間モニターする手法と、

in vivo多光子顕微鏡を用いて腎循環動態をリアルタイム・イメージングする手法を習得した。一方、Libor 

Kopkan氏と Alexandra Sporkova氏が北田の ICEMでの滞在中に研究をサポートした。この研究を通じ、Kopkan

氏と Sporkova氏は、腎臓内の特定の細胞を採取して細胞特異的に遺伝子解析をおこなう技術を習得した。一

方、この滞在間に採取された腎臓組織サンプルの一部は空輸され、香川大学医学部薬理学にて西山・小堀が

アンジオテンシノーゲンやアンジオテンシン IIを測定した。北田の帰国後、香川大学におけるテレメトリー

システムを用いた全身循環動態の測定は人見浩史が補助し、in vivo 多光子顕微鏡を用いた腎循環動態の測

定は中野大介が補助して解析をおこなった。 

 

上記の研究をおこなった結果、腎内アンジオテンシン II の産生制御には循環血液中ではなく、腎臓局所に発

現しているアンジオテンシノーゲンが重要な役割をしていること、それが腎臓細胞の老化へ関与しているこ

と、アンジオテンシン IIによって産生されるアルドステロンも様々な腎臓の病態に深く関わっていることな

ども明らかになった。本研究結果をもとに、次年度からさらに共同研究を円滑に進めるため、High Blood 

Pressure Council において相手側研究者である Cervenka 氏と進捗状況や以後の方針などについて議論を行

った。 

 

二年目の平成 24年度では、ICEMで開発されたシトクロム P450系の体内因子を活性化、あるいは阻害する薬

剤をラット・マウスに投与し、腎内局所でのアンジオテンシン II の産生と腎臓・全身循環の変化について検

討した。チェコ国 ICEM ではシトクロム P450 系を活性化あるいは阻害する薬剤を慢性的あるいは急性的にラ

ット・マウスに投与し、テレメトリーシステムによる持続的な全身血行動態の測定と、特殊技術を用いて腎

自動能と尿細管機能を測定した。また、腎臓を摘出して香川大学医学部薬理学に空輸し、アンジオテンシン

II やアンジオテンシノーゲンの濃度を測定した（西山・小堀担当）。同時に、シトクロム P450系による腎内

アンジオテンシン II産生機構の局在および調節機序を明らかにするため、各種レニン・アンジオテンシン系

コンポーネントの免疫組織学的検討などを行った（北田・小堀担当）。その結果、各種の病態では、シトクロ

ム P450 系がアンジオテンシノーゲン発現を変化させ、腎内のアンジオテンシン II の産生を調節することに

より、高血圧の進展に関わっていることが証明された。また、アルドステロンもアンジオテンシン IIと同様

に、シトクロム P450 系に調節を受けている可能性も示唆された。一方、これらの研究活動を通じて、チェコ
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国 ICEM より北田が習得してきたテレメトリーシステムを用いて全身循環動態を 24 時間モニターする手法と

in vivo 多光子顕微鏡を用いて腎循環動態をリアルタイム・イメージングする手法を、より広範囲のレベル

で応用できることができるよう、数名の香川大学の若手研究者を養成することができた（北田・中野・人見

が担当）。 

 

西山は研究結果発表の打ち合わせなどのため、ICEMの Cervenka 氏の研究室に訪問した。一方、チェコ国 ICEM

より Kopkan 氏が香川大学医学部薬理学教室に滞在し、ラット・マウスに対してテレメトリーシステムを用い

て全身循環動態を 24時間モニター、あるいは in vivo 多光子顕微鏡を用いて腎循環動態をリアルタイム・イ

メージングすることによって、全身・腎血行動態におけるシトクロム P450の役割を明らかにした。また、滞

在中にアンジオテンシン II やアンジオテンシノーゲンの測定方法などを習得した。これらの評価と合わせて、

腎近位尿細管細胞・腎糸球体メサンギウム細胞・腎糸球体上皮細胞などの腎臓の細胞を用い、シトクロム P450

系による腎内アンジオテンシン II産生調節機構の分子メカニズムを解明すべく、細胞内情報伝達因子として

MAP キナーゼ, Rho キナーゼ, JAK/STAT 系や酸化ストレスなどを測定しているが、現在までのところ、どの

因子が中心的な役割をはたしているのかについて結果は得られていない（人見・中野担当）。 

 

本事業による国際共同研究の成果は、下記に示すように現在までのところ英文論文 1 編と日本語論文 1 編に

まとめられ、日本薬理学会年会（2012 年京都）、日本心脈管作動物質学会竿迂回（2012年秋田）、日本腎臓学

会総会（2012年横浜）、日本高血圧学会総会（2011 年宇都宮、2012年名古屋）、High Blood Pressure Council

（2011 年オーランド、2012 年ワシントン DC）、P2R meeting（2012 年西山が相手国チェコ訪問時に参加）に

おいて発表された。また、本事業と関連する研究として、英文論文 2 編を発表した。さらに、これらの研究

報告活動を通じて、香川大学の若手研究者に対し、国際感覚を身につけた人材育成活動をおこなうことがで

きた。尚、謝金、その他については本研究資金を使用せず、サンプル輸送費や消耗品の不足分などについて

も申請者の他の外部資金で補填した。 


