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概    要 

1 （学術論文）The inhibition of 

Bax activation-induced 

apoptosis by RasGRP2 via 

R-Ras-PI3K-Akt signaling 

pathway in the endothelial 

cells 

共 2019 年 11月 Scientific Reports, 

9, 16717 

Nature Publishing 

Group 

RASGRP2が低分子量Gタンパク質R-Rasを活性化し、

PI3K-AKT 経路を介して、ミトコンドリアからのシ

トクロム c の放出を抑制することによってアポト

ーシスを抑制していることを明らかにした。 

（瀧野純一，佐藤拓真，長嶺憲太郎，堀 隆光） 

2 (総説) 糖化による NASH発症に

関わる遺伝子の探索 

 

共 2019 年 10月 BIO Clinica 

457, pp 48-50 

北隆館 

肝繊維化の要因となる糖化による NASH 発症に関わ

る原因遺伝子の探索に関して、我々が行った基礎実

験から得られた知見をふまえて概説した。 

（瀧野純一，堀 隆光，長嶺憲太郎） 

３ 

 

(総説) NASH診断のためのバイ

オマーカーの探索 

《筆頭論文》 

単 2019 年 7月 BIO Clinica 

454, pp 46-49 

北隆館 

HNRNPMの発現量を低下させた細胞における遺伝子

発現変化を手掛かりにしたバイオマーカーの探索

を中心に概説した。 

（長嶺憲太郎） 

4 (学術論文) RASGRP2 suppresses 

apoptosis via inhibition of 

ROS production in vascular 

endothelial cells 

共 2019 年 1月 The Scientific World 

Journal, 2019, 

4639165 

RASGRP2は、TNFαシグナリングにおいて、ROSの生

成を抑制する経路に関与していることを明らかに

した。 

（瀧野純一，佐藤拓真，長嶺憲太郎，西尾和人， 

堀隆光） 

5 (学術論文) Gene expression 

changes associated with the 

loss of heterogeneous nuclear 

ribonucleoprotein M function  

共 2017年 4月 American Journal of 

Molecular Biology 

7, pp87-98 

 

HNRNPMの発現抑制に伴い、166遺伝子が増加してお

り、104遺伝子が減少していた。さらに、細胞外で

機能するものとして、10遺伝子（増加）および4遺

伝子（減少）見出された。 

（瀧野純一、長嶺憲太郎、鈴木美琴、逆井（坂井）

亜紀子、竹内正義、堀 隆光） 

6 （学術論文）In vitro 
identification of 

nonalcoholic fatty liver 

disease-related protein 

hnRNPM 

共 2015 年 2月 World. Journal of 

Gastroenterology 

21(6), pp1784-93 

 

フルクトース処理した Hep3B細胞から、二次元ゲル

電気泳動および質量分析により、新規糖化タンパク

質である HNRNPMを同定した。 

（瀧野純一、長嶺憲太郎、竹内正義、堀 隆光） 

7 （学術論文）Multi-Detection 

by Target Mixed Loop-Mediated 

Isothermal Amplification 

《筆頭論文》 

共 2014年 2月 International 

Journal of 

Biochemistry 

Research & 

Review,4,pp.243-52  

LAMP 法を応用することによって、複数個のサンプ

ルを同時に増幅することができ、それらを別々に検

出することが出来る方法を開発した。 

（長嶺憲太郎、葛原陽子、瀧野純一、堀 隆光,  

納富継宣、神田秀俊） 

8 （学術論文）Ras guanyl 

nucleotide releasing protein 

2 affects cell viability and 

cell-matrix adhesion in 

ECV304 endothelial cells 

共 2013 年 6月 Cell Adhesion and 

Migration, 7 (3) 

pp. 262-266 

Landes Bioscience 

 

ヒト RasGRP2の機能を明らかにする目的で、血管内

皮様細胞に過剰発現させた細胞株を用いた性状解

析を行った。この結果、ヒト RasGRP がカルシウム

依存的に Rap1を活性化することを明らかにした。 

（瀧野純一、長嶺憲太郎、堀 隆光） 

9 （学術論文）Identification of 

the gene regulatory region in 

human rasgrp2 gene in vascular 

endothelial cells.  

《筆頭論文》 

共 2010 年 7月 Biol. Pharm. Bull., 

330, pp. 1138-1142 

日本薬学会 

ヒト RASGRP2遺伝子のプロモーター解析を行い、転

写調節のメカニズムを解明した。 

（長嶺憲太郎、松田 明、堀 隆光） 

10 (特許出願) 

核酸の分離方法及び増幅方

法 

 

共 2020 年 2月 特願 2020-033984 

 

核酸を含む試料から簡便に核酸を分離するこ

とができる方法、及び試料中の核酸を簡便に

増幅することができる方法。 

（長嶺憲太郎、中山章文、古川 彰） 
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