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1. 研究内容 （脳梗塞・オートファジー） 

 

2. 生活など 



脳梗塞 

• 血流途絶による脳細胞死 

 

 

• 炎症反応による二次障害 



炎症反応 

1. ミクログリアの活性化 

2. 炎症性細胞の浸潤 



炎症反応 

• 急性期 

  過大な炎症反応により脳梗塞巣が拡大 

 

• 慢性期 

  壊死組織の排除や脳組織のリモデリング 



いかにPenumbraを救うか？ 



オートファジー（自食作用） 

• 脳梗塞におけるオートファジーの役割 

 

• 炎症性細胞のオートファジーに関する研究はない。 



Plan 

• 実験的脳梗塞モデルを用いて、 

 

• 炎症細胞限定のオートファジーの役割を
研究する。 

 



Conditional knockout 
（条件付きノックアウト） 

特定の細胞でのみ遺伝子をノックアウトする。 

Cre-LoxP system 



 Atg5f/f Tie2Cre  Strain 

♂ Tie2Cre+ ♀Atg5f/f 

♂ Atg5f/+ Tie2Cre+ ♀Atg5f/f 

♀Atg5f/f ♂ Atg5f/f Tie2Cre+ 

(1/4) 

(1/8) 

♂ Atg5f/f Tie2Cre+ ♂ Atg5f/f Tie2Cre- 

ATG5 f/+ ATG5 f/f 

Generation 

1st 

2nd 

3rd 

4th 

Genotyping 
(遺伝子型確認) 



マウス 
体重 20g 

脳梗塞モデル 
tMCAO : transient Middle Cerebral Artery Occlusion 

catheter tip 



ドップラー血流量測定 



Stanford University  Giffard Lab 

Dr. Rona Giffard, MD PhD 



TTC 染色 



Cresyl Violet 染色 



Cresyl Violet Staining  
60 min tMCAO day 3 (B6) 

A 

B C 

A: infarct area B: demarcation area C: contralateral region 

x20 x20 x20 

x40 x40 x40 

x4 



Results 



60分虚血モデル（severe injury） 

ATG5 f/f LysMCre +/- 
ミエロイド細胞でオートファジー欠損 

ATG5 f/f TieCre +/- 
血管内皮細胞でオートファジー欠損 

Initial injuryには差がないが、後期での死亡率が高い。 

→ Secondary injuryが大きい。 

12h 

生存率低い 



30分虚血モデル（mild injury） 

協調運動機能 

一般神経学的評価 



Immunohistchemistry (免疫組織染色) 

マクロファージ 

好中球 

ミクログリア 



×40 ×40 

CD68 staining 30-min 

occlusion 

(day 7) 



Real time PCR (サイトカイン発現測定) 

脳梗塞後期  (ミエロイド細胞オートファジーノックアウトマウス) 
 
    炎症性サイトカインの発現増加 （遷延） 



Conclusion 

• 炎症性細胞（マクロファージ・好中球）のオートファ
ジー欠失は脳梗塞における炎症を遷延させ、予後
悪化につながる。 

 

• 炎症性細胞におけるオートファジーは脳梗塞に対し
て防御的に働いており、さらなる機序の解明は新規
薬物治療のターゲットとなり得る。 



共同研究 

1. UC San Diego （Dr. Richard Daneman） 

  RNA sequence (脳梗塞モデル作製などを担当) 

 

2. 同僚（桑原先生） 

  胸部大動脈瘤とオートファジー欠損 

 

3. 同僚（高麗先生） 

  脳梗塞における腸内細菌の役割 

 



生活 



カリフォルニア大学サンフランシスコ校 
University of California, San Francisco 

• 研究・臨床分野共に全米2位の医療系大学院大学 

• 2015年2月に新病院開設 









General Hospital and Traumatic Center 



通勤： 
   徒歩 30分 or スケートボード 15分 

General Hospital and Traumatic Center 



夜中の病院・実験センター  → 

市内犯罪マップ → 



サンフランシスコ：家賃が高い 

1 bedroom  平均月40万円！ 

 

2 bedroom  平均月60万円！ 



大学キャンパス・住居 



研究室 

San Francisco General Hospital and Traumatic Center 

Tomoki Hashimoto, MD 





• 最初の4か月：ひたすらアイデア模索 

 

• 9月：スタンフォード大学（脳梗塞モデルを習う） 

 

• 10月：自分の実験を開始 

 

• 5月：帰国 



大変だったことは？ 

Adam17 

arrhythmia 

うーん。。 

resveratrol 

AMI model 
autophagy 

Vascular 
 stretch 

AVS 
Stem cell 

iPS cell 

hormone 

microRNA 

最初の4か月ひたすらアイデア探し。 
調べても答えはない。 
失敗の連続。 
脳梗塞モデルについて相談できる人が実験室にいない。 



マウス 500匹飼育 

（短期間でサンプル数を得るため） 

 
毎週 仔マウスのweaning 
    遺伝子確認（PCR） 
 
手術 最大15匹/日 
    術後ケア 



印象的な出来事は？ 

SILVER ALART 発動 
     銃持った人が院内に！ 



安倍首相 ＆ 山中先生 
（日本人研究者を激励にきてくれました。） 



Dr. Sakura Kinjo 

外来手術センター 



薬剤管理BOX 



新病院手術室 



ボランティア活動 （Scientistとして） 

消化吸収の仕組み 

ペーパークロマトグラフィー 





サンフランシスコ   海・坂・霧 の街 



留学に行かせていただきありがとうございました。 


