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２．事業内容（２ページ以内）

昭和大学

（１）事業目的

（２）期待される研究成果

　レドックス反応とは生体内で起こる酸化還元反応の総称であり、その異常はさまざまな生活習慣病に深
く関係している。高齢化が進む我が国にとって、生活習慣病といかに賢く付き合うかは、大変に大きな社
会的ニーズのある問題である。本事業では、レドックスと生活習慣病の関係を科学的に解明するととも
に、その成果を医療や介護の技術開発に応用し、国民の健康長寿に貢献することを目的とする。昭和大学
は医・歯・薬・保健医療学部からなる医系総合大学であり、本学各学部、附属病院、附置研究所の連携に
よる融合的研究を進めることによって、疾患・健康に関わる基礎的研究から治療、リハビリ、予防まで多
分野からのアプローチを総合的に推進することができる。
　がん、循環器疾患、糖尿病、骨粗鬆症、歯周病、認知症などの疾患は、現在非常に多くの患者数を数え
ている。これらの疾患はいずれも生活習慣の影響を強く受け、生体内のレドックス反応がその発症進展に
深く関わっている可能性が推測されている。本事業では、これらの疾患と関連する具体的なレドックス物
質やレドックスシグナルを解明する。こうした基礎研究の成果を細胞機能を制御する技術に展開し、生体
の各機能におけるレドックス制御の役割を明らかにする。さらに、その成果を臨床研究の場で検証してい
く。こうした様々なレベルでの一連の研究から、治療や、機能回復、予防へと、いろいろな段階への応用
的研究につなげていく学内の研究ネットワーク体制を構築する。
　昭和大学は本邦唯一の医系総合大学であり、多数の附属病院と附置研究所を持つ。本事業の研究を通じ
て、本学の特徴を最大限に生かす研究体制をより実質的なものにして、本学の研究ブランドとしてアピー
ルするとともに、社会にその成果を還元する。

１．レドックス異常を介した生活習慣病の発症メカニズムを解明できる
①レドックス関連分子の同定：レドックス応答誘導因子が動脈硬化に大きく関与していることを誘導因子
ノックアウトマウスの実験で確認している。そこで誘導因子の高次構造を決定し、機能阻害薬を探索す
る。さらにレドックス応答誘導因子阻害剤候補分子の抗動脈硬化作用を動物実験で確認して、臨床応用へ
と結びつける。レドックス応答誘導因子阻害剤という新たな観点からの抗動脈硬化剤の開発は動脈硬化、
脳卒中、心筋梗塞の予防にも大きく貢献する。
②病態とレドックスの関係の解明：歯周病およびそれに伴う顎骨吸収におけるレドックス破綻を歯周病モ
デルマウス、患者試料、組織培養系を用いて明らかにし、歯周病および骨代謝における活性酸素、活性窒
素の役割を示す。その後、活性酸素、活性窒素除去剤を用いたレドックス制御による歯周病およびそれに
伴う顎骨吸収の予防を調べ、創薬につなげる。
③代謝異常におけるレドックス機能の解明：糖尿病・循環器・呼吸器疾患患者の血液から超遠心分離、
カラムクロマトグラフィー、アフィニティ抽出などを用いて酸化LDLを分離し、酸化LDLの生体内での性
状、動態、代謝パターンを調べ、糖尿病においてレドックス状態を選択的に適正化する薬剤、生体分子を
探索し、創薬につなげる。
④癌とレドックスの関係の解明：細胞の悪性化に伴うレドックス制御破綻を明らかにし、レドックスマー
カーの動態と in vivo での癌細胞の悪性度との関連を調べ、癌研究における新たな分野を開拓する。
⑤高次脳機能におけるレドックスの役割の解明：老化とともに増加する酸化ストレスが認知症の原因の
１つと考えられている。酸化ストレスの代表的マーカーである8-オキソグアノシン、酸化LDLなどの血中
動態の変化を身体機能回復目的で入院中の患者で調べ、運動療法がレドックス動態に与える効果を調べ、
認知症予防に適した身体活動と栄養指導の指針を得る。

２．レドックスをコントロールし、臨床応用に役立てる
①診断・検査：レドックス応答誘導因子の発現程度を遺伝子レベルで診断し、レドックス関連動脈硬化症
の遺伝子診断を開発する。8-オキソグアノシン、酸化LDLなどのレドックスバイオマーカーをレドックス
疾患の検査法として確立する。
②治療：レドックス応答誘導因子阻害剤というレドックス標的薬を開発し大動脈の動脈硬化、脳卒中、心
筋梗塞の予防にも大きく貢献する。また、糖尿病においてレドックス状態を選択的に適正化する薬剤、生
体分子による糖尿病治療薬を開発する。
③回復：心疾患･慢性呼吸不全･脳血管疾患･がん患者等に対する栄養や身体活動のリハビリ方法の違いが
酸化LDLなどの酸化ストレスマーカーの血中動態に与える影響をトレッドミル、エルゴメーター、呼気ガ
スモニターで定量化した活動条件で検証し、レドックス制御機構を最適化する運動･栄養プログラムを構
築する。
④予防：各種疾患患者に対するレドックス制御機構を最適化する運動･栄養プログラム構築の成果を
転用して、健常者のレドックス制御機構を高める身体運動の指針を得る。
⑤維持：健常者や各種疾患後の患者に対する栄養や身体活動の種類や頻度の違いがレドックス制御機構に
与える効果を判定するモニタリング方法として、酸化LDLなどの酸化ストレスマーカーの有用性を検証す
るとともに、その結果を応用してレドックス制御機構を維持する効果が高い運動･栄養プログラムを構築
する。

　 　
　

　
　



昭和大学

　本事業では生活習慣が関与するとされる5つの疾患、すなわち動脈硬化、歯周病、糖尿病、癌、中枢神
経系の老化（認知症など）に焦点をあて、レドックス制御不全という側面から、それらの病態を解析し、
疾患の診断、治療、機能回復、予防および機能維持への応用を図る。このように本事業は対象疾患の基礎
研究から出発し、臨床研究さらには臨床応用に至る完結型の特徴ある試みであり、限られた期間内に有益
な成果を上げるためには効率よい多分野融合型の研究組織の構築と、その運用が必要となる。本学は国内
唯一の医系総合大学であり、本学の特色の1つとしてあげられる医・歯・薬・保健医療学部の4学部合同の
１年時全寮制生活（富士吉田キャンパス）や4学部合同で実施される学部連携病棟実習は、本学卒業生の
強い連携（チーム医療）を可能としている。したがって、本事業の実施に参画する、4学部、8つの附属病
院および4つの附置研究所においても既に本学卒業生を中心とした横断的で緊密な共同研究体制が構築さ
れており、本体制に学外のレドックス研究の専門家を加えることにより本事業における包括的な卓越した
研究体制の形成が行われるので本事業の遂行が十分可能となろう。また、本研究で得られた成果は、大学
のホームページ、市民公開講座、学会発表ならびにオープンアクセスジャーナルなどを活用して国内外に
強く発信されるだけではなく、8つの附属病院を介して実際の国民の医療へと還元される予定である。
　これまでも本学は、独自のブランディング戦略を展開し他大学と異なる独自性の強化に努めてきた。そ
の中で、本学の教育体制の充実度、私学助成金や科研費などの競争的資金の獲得状況および大型研究プロ
ジェクトへの参画実績には注目に値するものがあり、国内外において既に高い評価が得られている。本事
業は、これまで構築された本学のブランドに加え、より医系総合大学としての特徴を十二分に活用したブ
ランディングと言えよう。すなわち、本学においてレドックス医療の効果を基礎・臨床の両面から検証す
ると同時に、その必要性を社会に広め、臨床応用を実践する研究拠点を形成する。このことにより、健康
長寿に貢献する医系総合大学としてのブランドを確立する。一方、本学の建学の理念に「至誠一貫」すな
わち国民の健康に親身になって尽くせる優れた臨床家を育成することがある。本事業を実施することによ
り、学長を中心とした大学評価・運営組織の強化が可能となり、これまで以上に一貫した本学独自のブラ
ンドである「至誠一貫」を発展させるものと確信する。

（３）ブランディングの取組

   

３．研究成果の測定方法、自己点検評価および外部評価体制
①研究成果の測定方法：研究成果は査読制度のある学術誌に原著論文として発表する。また、国内外の学
術集会において発表し、広範な研究者との討議を行う。さらに、研究成果報告書（毎年1回）、総説誌・
単行本の刊行（随時）、公開講座の開催（毎年数回）、本事業のホームページを開設し、随時研究成果を
公表するなど、得られた研究成果は専門家に対してのみならず、広く国民に公開し、社会に波及する。ま
た、各年度末に研究成果発表会を開催し、各年度末に研究成果年次報告書を作成し、平成30年度には過去
3年間に得られた成果をまとめ、中間報告書を作成し、これを用いて内部評価および外部評価を客観的に
行い、達成度を評価するとともに研究計画の見直しを行う。さらに、最終年度である平成32年度には過去
5年間の成果をまとめ、研究応答成果発表会を公開・開催し、広く情報を発信するとともに、最終報告書
を作成し内部および外部評価を行い、本研究事業の最終的な達成度を測定する。
②自己点検評価体制：昭和大学学長、理事長、各学部長、事務局長、総務部長、学事部長などから構成さ
れている昭和大学自己評価委員会を各年度末に開催し、本事業に対する自己評価を行う。本委員会には、
研究部門の各チームリーダーおよび班長が出席し、当該年度終了時の研究成果に対する書面審査ならびに
面接調査による評価を行う。本委員会による評価結果に基づき、各研究班は次年度以降の研究に反映させ
る。
③外部評価体制：上記自己評価と併せて、本事業における研究の進捗状況および成果について、研究内容
について当該分野の専門的な知見から、井上　聡（東京都健康長寿医療センター研究所部長）、村上　誠
（東京都医学総合研究所プロジェクトリーダー）、角　保徳（国立長寿医療研究センター長）に外部評価
者として審査を依頼している。また、目標とする研究成果が波及する分野の代表として、堀　憲郎（日本
歯科医師会会長）、奥　直人（日本薬学会理事）からも外部評価者として評価を受ける。外部評価者は、
当該プロジェクトの年度末に開催する研究成果発表会に参加し、各班の研究成果を評価する。評価結果は
学長、ブランディング実施委員会などによって構成されている管理・運営部門に報告され、審査結果に基
づき改善・修正点などを各研究班に報告・指示することで、来年度以降の研究に反映させる。



３．事業実施体制（１ページ以内）
１. 事業体制の概要
　本事業はPDCAサイクル（Plan-Do-Check-Act cycle）に基づき、管理・運営部門が研究を企画し（P）、
研究部門が各種倫理委員会の承認のもと、他大学・他研究機関の協力を得ながら研究を遂行する（D）。
評価部門（外部評価者・自己評価委員会）は研究の進捗を評価し（C）、研究体制と計画の改善を図る
（A)。得られた成果と本事業がもつ社会的意義について、学会・論文やメディア、医療等を通じて波及先
である国民や医療従事者に訴求する。
２.各部門の構成と機能
（１）管理運営部門
　①統括部・教育研究等奨励推進委員会：統括責任者である小出良平学長、副統括責任者である宮﨑隆
財務担当理事より構成され、統括部はブランディング事業の方針決定のほか、本事業に係る学内予算、人
員配置、学内資源配分などの決定権を有する。統括部には研究支援課・研究推進室、産学官連携室、総務
課出版・WEB係が附置され、業務指示を受ける。教育研究等奨励推進委員会はブランディング実施委員会
の報告を受け、全学的な研究体制の支援を行う。
　②ブランディング実施委員会：医・歯・薬・保健医療学部（大学院兼務）の代表者により構成され、統
括部の方針・企画に沿った具体的な研究の実施計画を立てる。運営委員会は研究部門のリーダーおよび班
長と進捗状況を確認・評価する会議を開き、研究部門への指示と支援を行う。
（２）研究部門および他大学・研究機関
　①研究部門：全学からレドックス制御機構研究チームとレドックス臨床応用研究チームの研究者を選抜
し責任者（チームリーダー）を設置する。前者は分子・遺伝子同定班、細胞機能制御班、シグナル制御班
により、後者は診断・検査班、治療・回復班および予防・維持班により構成され、各班に責任者（班長）
を設置する。また、腫瘍分子生物学研究所、臨床薬理研究所、発達障害医療研究所、スポーツ運動科学研
究所は両チームと連携する。実用化が期待できる成果について附属病院で臨床試験を実施する。
　②評価部門・外部アドバイザー:外部評価者および自己評価委員会は研究の進捗状況および得られた成
果を定期的に確認し、研究体制と研究計画を評価する。また、本事業の進め方や体制について外部アドバ
イザーから助言を得る。
　③他大学・他研究機関:本事業には学外より３名のレドックス研究専門家が参画し研究レベルと成果の
質の向上を図る。

昭和大学



４．年次計画（２ページ以内）

目
標

分子･遺伝子同定班:レドックス応答タンパク質の高次構造と低分子レドックス関連分子の同定
細胞機能制御班:歯周病、糖尿病および癌の骨転移による骨代謝異常の解明
シグナル制御班:レドックス応答タンパク質の発現動態の解明と会合タンパク質の同定
診断･検査班:ヒト試料中の既知および新規レドックス関連分子の同定･定量
治療･回復班:治療･機能回復を反映するレドックス状態改善分子の探索
予防･維持班:抗酸化機能を維持するための身体活動･栄養指導法の探索

実
施
計
画

分子･遺伝子同定班:レドックス応答分子についてX線結晶解析による高次構造の解明を行う。ま
た、各疾患の病態に関与する低分子レドックス関連分子の同定を行う。
細胞機能制御班:骨粗鬆症、歯周病、糖尿病、癌モデルにおける骨代謝異常を解析する。
シグナル制御班:大量調製したレドックス応答分子を用いて会合タンパク質を検索する。さら
に、骨粗鬆症、歯周病・糖尿病での骨変性におけるレドックス制御･応答遺伝子の発現動態を解
明する。
診断･検査班:動脈硬化、糖尿病、骨粗鬆症、歯周病、癌および認知症患者の血液から酸化LDLを
分離し、性状を明らかにする。LC-MS/MSを用いて既知および新規レドックス代謝産物を同定す
る。
治療･回復班:治療･機能回復時のレドックス代謝様式を調べ、新規因子を探索する。
予防･維持班:上記疾患への運動･栄養介入による既知のレドックス指標の変動を解析し、全身レ
ドックス状態の改善に効果的な介入法の探索を行う。
目標達成度の測定:前年度同様、論文発表・学会発表・事業専用ホームページを通じて成果を広
く発信し、公開成果発表会で内部評価および外部評価を客観的に行い目標達成度を判定する。

目
標

分子･遺伝子同定班:レドックス制御･応答タンパク質の阻害分子の分子設計
細胞機能制御班:各種疾患におけるミトコンドリア機能と細胞のレドックス状態解析
シグナル制御班:レドックス制御酵素群の発現制御の解明
診断･検査班:レドックスマーカーの抽出とそれによる評価系の確立
治療･回復班:レドックス制御応答分子の活性制御によるレドックスマーカーの変化の解析とレ
ドックス制御機構を最適化する機能回復法の確立
予防･維持班:スポーツアスリートへの運動･栄養介入がレドックス動態に与える効果の解明
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分子･遺伝子同定班:各種疾患モデルにおけるレドックス関連分子の同定･定量方法の確立および
レドックス応答遺伝子の発現解析
細胞機能制御班:レドックス応答遺伝子欠損が疾患の進行に与える影響の解明
シグナル制御班:各種疾患モデルにおけるレドックス応答シグナル経路の探索
診断･検査班:各種疾患モデルにおけるレドックス関連分子の動態と病態の関係の解明
治療･回復班:各種疾患モデルでの治療がレドックス関連分子の動態に与える影響の解明
予防･維持班:各種疾患患者への身体活動･栄養指導介入の継続がレドックス動態に与える効果の
解明

分子･遺伝子同定班:動脈硬化、糖尿病、骨粗鬆症、歯周病、癌、認知症モデル動物を用いてレ
ドックス制御分子の同定･定量条件と方法を確立し遺伝子の発現を解析する。
細胞機能制御班:レドックス応答性分子欠損マウスを用いた大動脈縮窄圧負荷心肥大モデル、歯
周病、糖尿病、癌転移モデルの病態を解析する。
シグナル制御班:動脈硬化、糖尿病、骨粗鬆症、歯周病、癌および認知症モデル動物におけるレ
ドックス標的分子、応答遺伝子の発現に関与するシグナル伝達経路を探索する。
診断･検査班:動脈硬化、糖尿病、骨粗鬆症、歯周病、癌および認知症におけるレドックス標的
分子の発現動態とこれら疾患の発症･進展の関連について解析する。
治療･回復班:上記疾患の治療と機能回復介入がレドックス応答分子の動態に与える影響を明ら
かにする。
予防･維持班:上記疾患患者への身体活動と栄養指導介入の継続の有無による既知の酸化･抗酸化
マーカーおよび新規レドックス分子の動態変化を明らかにする。
目標達成度の測定:研究成果を論文･学会･事業専用ホームページを通じて国民に向け発信する。
また、公開成果発表会を開催し、内部および外部評価を客観的に行い目標達成度を判定する。

実
施
計
画

目
標



昭和大学

目
標

分子･遺伝子同定班:レドックス改善分子の代謝産物の同定･定量
細胞機能制御班:レドックス改善分子の血管・癌・骨格・歯周組織細胞の機能への影響の解明
シグナル制御班:レドックス改善分子の変異原性解析による安全性の確認
診断･検査班:レドックス改善分子の吸収･体内分布･代謝･排泄の解明
治療･回復班:レドックス改善分子の投与量、剤型、投与経路の決定
予防･維持班:健常者向けレドックス制御法の指針の確立

実
施
計
画

分子･遺伝子同定班:レドックス制御･改善分子の代謝産物の同定･定量を担当する。
細胞機能制御班:前年度までに創出されたレドックス制御・改善分子が血管平滑筋細胞、癌細
胞、骨格系細胞および歯周組織細胞の機能に及ぼす影響を明らかにする。
シグナル制御班:前年度までに創出されたレドックス改善分子の変異原性を解析する。
診断･検査班:前年度までに創出されたレドックス制御・改善分子を正常および各種疾患モデル
動物に投与し、その吸収･体内分布･代謝･排泄を明らかにする。
治療･回復班:診断･検査班の成果を基に臨床応用可能分子の投与量･剤型･投与経路を決定する。
予防･維持班:前年までの成果から健常者のレドックス制御に最適な身体活動･栄養摂取の指針を
得る。
目標達成度の測定:過去5年間の成果をまとめ、総合成果発表会を公開開催し広く情報を発信す
る。最終報告書を作成し内部および外部評価を行い本研究事業の最終的な達成度を測定する。

実
施
計
画

分子･遺伝子同定班:レドックス制御・応答分子について、シンクロトロン放射光施設を利用し
たX線結晶構造解析を行い、阻害ペプチドを分子設計する。
細胞機能制御班:細胞内レドックス制御に重要な役割を果たすミトコンドリアの機能不全に着目
し、細胞の形態・機能の変化との関係とエクソソーム解析を行う。
シグナル制御班:各疾患に重要な役割を持つ低分子レドックス関連分子の産生･代謝に関与が証
明あるいは予想される酵素群の活性、発現およびその制御を明らかにする。
診断･検査班:ミトコンドリア機能不全を起こした血管平滑筋のレドックス状態を評価するた
め、マーカー分子抽出し、レドックス状態の評価系を確立する。
治療･回復班:レドックス関連分子およびその生成・代謝酵素の発現あるいは活性制御が血管平
滑筋細胞のレドックスマーカーの変化および形態変化に対する影響を明らかにする。病後機能回
復法の違いによるレドックス制御機構の動態を解明し、最適な効果を得る機能回復法を確立す
る。
予防･維持班:スポーツ運動生理研究所の患者への運動･栄養介入が、既知のレドックス指標に与
える影響および体組成率の推移を測定し、介入プロトコルを最適化する。
目標達成度の測定:過去３年間に得られた成果をまとめ、中間報告書を作成する。これを用いて
内部評価･外部評価を客観的に行い達成度を評価し、研究計画の見直しを行う。

目
標

分子･遺伝子同定班:三次元構造活性相関によるレドックス改善分子の分子設計
細胞機能制御班:レドックス応答阻害分子の血管･骨格系および歯周組織機能への影響解明
シグナル制御班:病態モデル動物におけるレドックスシグナルの解明
診断･検査班:癌の悪性化とレドックス動態の関係の解明
治療･回復班:レドックス改善分子の各種疾患モデル動物に与える影響の解明
予防･維持班:病後高齢者の介護予防介入がレドックス動態に与える効果の解明

実
施
計
画

分子･遺伝子同定班:レドックス制御・応答分子について、シンクロトロン放射光施設を利用し
たX線結晶構造解析を行い、阻害ペプチドを分子設計する。
細胞機能制御班:細胞内レドックス制御に重要な役割を果たすミトコンドリアの機能不全に着目
し、細胞の形態・機能の変化との関係とエクソソーム解析を行う。
シグナル制御班:各疾患に重要な役割を持つ低分子レドックス関連分子の産生･代謝に関与が証
明あるいは予想される酵素群の活性、発現およびその制御を明らかにする。
診断･検査班:ミトコンドリア機能不全を起こした血管平滑筋のレドックス状態を評価するた
め、マーカー分子抽出し、レドックス状態の評価系を確立する。
治療･回復班:レドックス関連分子およびその生成・代謝酵素の発現あるいは活性制御が血管平
滑筋細胞のレドックスマーカーの変化および形態変化に対する影響を明らかにする。病後機能回
復法の違いによるレドックス制御機構の動態を解明し、最適な効果を得る機能回復法を確立す
る。
予防･維持班:スポーツ運動生理研究所の患者への運動･栄養介入が、既知のレドックス指標に与
える影響および体組成率の推移を測定し、介入プロトコルを最適化する。
目標達成度の測定:過去３年間に得られた成果をまとめ、中間報告書を作成する。これを用いて
内部評価･外部評価を客観的に行い達成度を評価し、研究計画の見直しを行う。
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