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BHP	
https://www.bhp.com/our-businesses/japan	
BHPは世界をリードするグローバル資源会社です。弊社は、鉄鉱⽯、原料炭、銅を含む
成⻑著しい主要コモディティーの、信頼のできる、競争⼒のあるグローバルサプライ

ヤーであり続けるという信念を持っています。また、⽯油、ガス、エネルギー⽤⽯炭の

事業についても⼤きな権益を有しています。	
	
グルタチオン	
https://kenko.org/faq/glutathione.html	
グルタチオンとは、⼈間の体内に広く分布するアミノ酸が３つ結合したペプチドという

化合物です。強⼒な抗酸化作⽤があるので、⼈間の⾝体を錆びつきから守ってくれる代

表的な物質です。免疫システムにおいても重要な役割を担っており、アレルギーや喘息

などを抑える効果もありますが、⼀般に20代をピークに加齢とともに減少していきま
す。	

	
ジブチルヒドロキシトルエン

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%96%E3%
83%81%E3%83%AB%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%
E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82
%A8%E3%83%B3	
芳⾹族化合物	の⼀種で、別名ブチル化ヒドロキシトルエン	(butylated	hydroxytoluene)
（略称	BHT	）、2,6-ジ-	tert	-ブチル-	p	-クレゾール	(2,6-di-	tert	-butyl-	p	-cresol)。脂溶性の
フェノール類	であり、主に	抗酸化剤	として	⾷品添加物	として⽤いられる（	E番号		E321
）。また	化粧品	・	ボディソープ	・	医薬品	・	ジェット燃料	・	ゴム	・	⽯油	製品にも使われ、
さらに	エンバーミング	剤としても使われる。	
	
ブチルヒドロキシアニソール

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%81%E3%8
3%AB%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%
E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%82%BD%E3%83
%BC%E3%83%AB	
脂溶性	の	有機化合物	であり、主に酸化防⽌を⽬的として⽤いられる	⾷品添加物	である	[3]

。また、	化粧品	等にも使⽤される。	

	

https://www.bhp.com/our-businesses/japan
https://kenko.org/faq/glutathione.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%96%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%96%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%96%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%96%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B3%E9%A6%99%E6%97%8F%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%A1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%97%E9%85%B8%E5%8C%96%E5%89%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9F%E5%93%81%E6%B7%BB%E5%8A%A0%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/E%E7%95%AA%E5%8F%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%96%E7%B2%A7%E5%93%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E8%96%AC%E5%93%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%88%E7%87%83%E6%96%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E6%B2%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%82%E6%BA%B6%E6%80%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9F%E5%93%81%E6%B7%BB%E5%8A%A0%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%AB#cite_note-3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%96%E7%B2%A7%E5%93%81


エチルガレート

https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=20110705167808
8864&rel=0	
物質タイプ：�物質タイプ�

物質タイプは以下の３種類に⼤別されています。�

構造情報あり：構造が明確な物質�

構造不確定等：構造が不明または未定の物質�

混合物等：混合物、ラセミ化合物や、相対⽴体配置をもつ化合物等�構造情報あり��

分⼦式：�C15H20O10��

分⼦式フリガナ：�C15-H20-O10��

分⼦量：�360.315�

�

テアフラビンガレート

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A2%E3%
83%95%E3%83%A9%E3%83%93%E3%83%B3	
フラバノール	から構成される	抗酸化性	の	ポリフェノール	で、	チャ	の葉を	紅茶	に加⼯する
発酵	の過程で、	酵素	による酸化を受けて⽣成する。テアフラビンは	テアルビジン	の⼀種
で、⾚い⾊を持つ。	緑茶	には	アナログ	の	没⾷⼦酸エピガロカテキン		(EGCG)	が含まれる
が、テアフラビンは含まれない。2008年時点で健康への効能について多くの⽰唆がある
が、⽣体への利⽤についてはほとんど分かっていない。これらの化合物がどうやって⾎

流に吸収されるのかはよく分かっていないため	[1]	、紅茶を飲むことだけで下記のような
健康への効果が現れると考えるのは安全ではない。EGCGは	肝臓	でテアフラビンの⼀種
に代謝されることは分かっている。	

	
TFg-A	
http://www.ozatoya.co.jp/index.php?cs=ec&ac=tp&c1=0010&
c2=0050&c3=1600	
ネジ式タイプのリールシート(SDフード)⽤の固定フロントグリップ。�

また、これらをセパレートグリップのリアグリップとしても使⽤できます。	

	
LDL（低密度リポタンパク質）
https://kotobank.jp/word/LDL-447074	
１�	低⽐重リポたんぱく質。⾎清リポたんぱくの主要	分画(ぶんかく)	の⼀つで、肝臓で作
られた	コレステロール	を⾎液を使って運ぶ働きをする。この働きが限度を超えた場合
に、	動脈硬化	の原因となる。低密度リポたんぱく質。	
２�	「	LDLコレステロール	」の略。	

	
BHT	

https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=201107051678088864&rel=0
https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=201107051678088864&rel=0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%93%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%93%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%90%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%97%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%89%A9%E8%B3%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%85%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BA%E9%85%B5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B5%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%91%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%AD%E3%82%B0_(%E5%8C%96%E5%AD%A6)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%A1%E9%A3%9F%E5%AD%90%E9%85%B8%E3%82%A8%E3%83%94%E3%82%AC%E3%83%AD%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%AD%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%93%E3%83%B3#cite_note-le-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%9D%E8%87%93
http://www.ozatoya.co.jp/index.php?cs=ec&ac=tp&c1=0010&c2=0050&c3=1600
http://www.ozatoya.co.jp/index.php?cs=ec&ac=tp&c1=0010&c2=0050&c3=1600
https://kotobank.jp/word/LDL-447074
https://kotobank.jp/word/%E5%88%86%E7%94%BB-622985#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB-66923#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E5%8B%95%E8%84%88%E7%A1%AC%E5%8C%96%E7%97%87-104218#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/LDL%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB-447075#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89


https://cosmetic-ingredients.org/stabilizing/bht%EF%BC%88
%E3%82%B8%E3%83%96%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83
%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7%E
3%83%88%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%B3%EF%BC%
89%E3%81%AE%E6%88%90%E5%88%86%E5%8A%B9%E6
%9E%9C/	
化学構造的にフェノール類であるパラクレゾールを炭化⽔素であるイソブチレンでアル

キル化することによって⽣成される油溶性（脂溶性）の芳⾹族化合物です。�

�

C.A.Rice-Evans	
（C.A.Rice）	https://www.g-a.jp/news/481/	
昨年に続き、無肥料無農薬でのお⽶作りを⾏います。	
場所は昨年同様、CA代表福原の実家である、兵庫県宍粟市にある繁盛(はんせ）地区の
⽥んぼにて。	
⻑年⾃然栽培にてお⽶作りをされているありがとんぼ農園・岡村さんと森の葉根舎の⼤

森さんの指導の元	
⽔の管理をうまく使ったお⽶作りに挑戦します。	

（Evans）
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%B4%E3%
82%A1%E3%83%B3%E3%82%BA	
エヴァン	の息⼦を意味する、	ウェールズ	起源の	姓	で、	英語圏	に多い。	地名	や	グループ
名、	企業	名などにも使われている。	
	
フラボノイド類

https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/shokuhin-seibun/fl
avonoid.html	
ポリフェノールの⼀種で天然に存在する有機化合物群の植物⾊素の総称です。植物

の葉、茎、幹などに含まれており種類は4,000以上あります。最近では⼈の体の特

定の⽣理調節機能に働きかけるので、機能性成分として注⽬されています。�

�

トロロックス

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AD%E3%
83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9	
ホフマン・ラ・ロシュ	によって販売されている	ビタミンE	の⽔溶性	アナログ	である。ビ
タミンEと同様に	抗酸化物質	であり、酸化ストレスまたは損傷を低減するために⽣物学
的または⽣化学的⽤途で使⽤されている。	

https://cosmetic-ingredients.org/stabilizing/bht%EF%BC%88%E3%82%B8%E3%83%96%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%B3%EF%BC%89%E3%81%AE%E6%88%90%E5%88%86%E5%8A%B9%E6%9E%9C/
https://cosmetic-ingredients.org/stabilizing/bht%EF%BC%88%E3%82%B8%E3%83%96%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%B3%EF%BC%89%E3%81%AE%E6%88%90%E5%88%86%E5%8A%B9%E6%9E%9C/
https://cosmetic-ingredients.org/stabilizing/bht%EF%BC%88%E3%82%B8%E3%83%96%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%B3%EF%BC%89%E3%81%AE%E6%88%90%E5%88%86%E5%8A%B9%E6%9E%9C/
https://cosmetic-ingredients.org/stabilizing/bht%EF%BC%88%E3%82%B8%E3%83%96%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%B3%EF%BC%89%E3%81%AE%E6%88%90%E5%88%86%E5%8A%B9%E6%9E%9C/
https://cosmetic-ingredients.org/stabilizing/bht%EF%BC%88%E3%82%B8%E3%83%96%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%B3%EF%BC%89%E3%81%AE%E6%88%90%E5%88%86%E5%8A%B9%E6%9E%9C/
https://cosmetic-ingredients.org/stabilizing/bht%EF%BC%88%E3%82%B8%E3%83%96%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%B3%EF%BC%89%E3%81%AE%E6%88%90%E5%88%86%E5%8A%B9%E6%9E%9C/
https://www.g-a.jp/news/481/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%82%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%82%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E5%9C%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%90%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%81%E6%A5%AD
https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/shokuhin-seibun/flavonoid.html
https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/shokuhin-seibun/flavonoid.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%95%E3%83%BB%E3%83%9B%E3%83%95%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%83%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83%B3E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%AD%E3%82%B0_(%E5%8C%96%E5%AD%A6)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%97%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%89%A9%E8%B3%AA


	
TBARS	
ttps://www.funakoshi.co.jp/contents/5768	
TBARS（2-thiobarbituric�acid�reactive�substances：2-チオバルビツール酸反応性

物質)は，酸化ストレスに応答して濃度が上昇する物質の総称で，脂質ヒドロペルオキ

シドやアルデヒドなどが含まれます。通常，TBARSは多価不飽和脂肪酸脂質過酸化物

の分解物であるMDA（malondialdehyde：マロンジアルデヒド）の量として測定され

ています。2-チオバルビツール酸とMDAを酸性条件下で室温にて反応させることによ

り，531�nm付近に強い吸収を⽰す⾊素が⽣成します。TBARSアッセイは，脂質過酸化

の測定⽅法として広く利⽤されています。	
	
チオバルビツール酸反応性物質	
ttps://www.funakoshi.co.jp/contents/5768	
TBARS（2-thiobarbituric�acid�reactive�substances：2-チオバルビツール酸反応性

物質)は，酸化ストレスに応答して濃度が上昇する物質の総称で，脂質ヒドロペルオキ

シドやアルデヒドなどが含まれます。通常，TBARSは多価不飽和脂肪酸脂質過酸化物

の分解物であるMDA（malondialdehyde：マロンジアルデヒド）の量として測定され

ています。2-チオバルビツール酸とMDAを酸性条件下で室温にて反応させることによ

り，531�nm付近に強い吸収を⽰す⾊素が⽣成します。TBARSアッセイは，脂質過酸化

の測定⽅法として広く利⽤されています。	
	
⾎中脂質の過酸化を防ぐのみならず

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E9%85%B8%E5%
8C%96%E8%84%82%E8%B3%AA	
過酸化脂質（かさんかししつ）は	コレステロール	や	中性脂肪	といった脂質が、	活性酸素
によって	酸化	されたものの総称である。	

過酸化脂質は主に脂質の不飽和結合に対して	⼀重項酸素	やハイドロペルオキシラジカル
等が反応して⽣成すると考えられる。	

中性脂肪	由来の過酸化脂質は	細胞	内で	スーパーオキシドアニオン	を発⽣させる。それが
核内の	DNA	を損傷させる作⽤を持つため、数ある	がん発⽣	原因のひとつであると考えら
れている	

	
過酸化脂質（LPO)	
http://www.jaica.com/products_lipid_lpo_kit.html	
多価不飽和脂肪酸は酸化を受けやすく、酸素と反応してヒドロペルオキシド基（-OOH
）を形成します。	LPO（Lipid	hydroperoxide）とは、ヒドロペルオキシド基を有する脂
質過酸化物の総称です。	

https://www.funakoshi.co.jp/contents/5768
https://www.funakoshi.co.jp/contents/5768
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E9%85%B8%E5%8C%96%E8%84%82%E8%B3%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E9%85%B8%E5%8C%96%E8%84%82%E8%B3%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%80%A7%E8%84%82%E8%82%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%BB%E6%80%A7%E9%85%B8%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E5%8C%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E9%87%8D%E9%A0%85%E9%85%B8%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%80%A7%E8%84%82%E8%82%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%89%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%82%AA%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BA%E7%99%8C%E6%80%A7
http://www.jaica.com/products_lipid_lpo_kit.html


脂質ヒドロペルオキシドは⾃動酸化反応により⼤量に⽣成されるほか、	アルコキシラ
ジカル（LO・）やMDAなどのアルデヒドに分解され、細胞障害を引き起こすと	考えら
れています。本キットは、⾎清、⾎漿、組織ホモジネート中のLPOを⽐⾊法により検出
します。	
	
カルボニル化合物

https://kotobank.jp/word/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83
%9C%E3%83%8B%E3%83%AB%E5%8C%96%E5%90%88%E
7%89%A9-47887	
カルボニル基を含む	化合物	の	総称	で，	アルデヒド		RCHO	と	ケトン		RCOR'	に⼤別され
る。	ヒドラジン	とその誘導体，	ヒドロキシルアミン	などの	カルボニル	試薬と反応する。
⾚外吸収スペクトルによって，波数にしてほぼ	1750	cm	-1		付近に特性吸収がみられる。	
	
PAF（Population	Attributable	Fraction;	
https://note-nurse.com/af-paf/	
PAF(発作性⼼房細動)とは、基本調律がSR(洞調律・サイナスリズム)であった⼈が急に

AF(⼼房細動)へと移⾏してしまい、その後数時間〜7⽇程度でSR(洞調律)へと戻る場合

をいいます。PAF(発作性⼼房細動)は、頻脈性の不整脈のうえ、AF(⼼房細動)と同様に

⼼房が痙攣しているような状態になっています。	

疫学的実証研究

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%96%AB%E5%AD%A6	
疫学（えきがく）は個⼈ではなく、集団を対象とし、疾病の発⽣原因や予防などを研究

する学問。元々は	伝染病	を研究対象として始まったが、その後、	公害病	や事故などの⼈
災、地震などの天災、交通事故、	がん	など⽣活習慣病など、研究対象・調査対象は多様
化している。	

集団を対象とするため	統計学	を多⽤する。医学部のみならず、現在では教育学部や経済
学部など幅広い学⽣に勉強されている。	

	
前⽴腺癌ハイリスクグループHG-PIN	
http://immuno2.med.kobe-u.ac.jp/20070228-3035/	
前⽴腺癌は２相性の喪失がその診断に重要であり、免疫染⾊によって基底細胞の有無、

すなわち34βE12やp63を⽤いて腺管を取り囲む陽性細胞を⽋如することが癌の診断に

重要であった。近年、陽性所⾒を⽤いるものとしてはP504Sが⽤いられるようになっ

た。�正常腺管はP504Sの陽性は⽰さないか、focalに染⾊を⽰すのみである。⼀⽅で、

https://kotobank.jp/word/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%9C%E3%83%8B%E3%83%AB%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9-47887
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%9C%E3%83%8B%E3%83%AB%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9-47887
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%9C%E3%83%8B%E3%83%AB%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9-47887
https://kotobank.jp/word/%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9-44007
https://kotobank.jp/word/%E7%B7%8F%E7%A7%B0-552547
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%92%E3%83%89-28406
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B1%E3%83%88%E3%83%B3-59786
https://kotobank.jp/word/%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%83%B3-120394
https://kotobank.jp/word/%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%B3-120425
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%9C%E3%83%8B%E3%83%AB-468271
https://note-nurse.com/af-paf/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%96%AB%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9D%E6%9F%93%E7%97%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%AE%B3%E7%97%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%82%AA%E6%80%A7%E8%85%AB%E7%98%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B1%E8%A8%88%E5%AD%A6
http://immuno2.med.kobe-u.ac.jp/20070228-3035/


前⽴腺癌は腫瘍細胞の胞体に粗い顆粒状の陽性像がびまん性に得られる。ただし、後述

の如く、high�grade�PINにも陽性であることに注意。また、明らかな⾮腫瘍性の腺管

にも弱く染まるときがあり、形態との対⽐を必ず⾏い、また（対象腺管だけ明瞭に陽性

など）確実な陽性像のみ採⽤するようにしなければならない。	

	
緑茶カテキン抽出物	GTC	
http://bhn.co.jp/material/greentea/	
緑茶にはポリフェノール（カテキン）が豊富に含まれており、様々な機能性を有するこ

とが報告されています。	

	
PSA値（前⽴腺がんマーカー）	
https://www.zenritsusen.jp/fast/	
PSA検査�は、スクリーニング検査のひとつです。スクリーニング検査とは、前⽴腺がん

の可能性がある⼈を⾒つけるための検査のことです。	

	
アポトーシス

https://www.abcam.co.jp/kits/introduction-to-apoptosis	
アポトーシス（Apoptosis）とネクローシス（Necrosis）は、いずれも代表的な細胞死
ですが、多くの違いがあります。例えばアポトーシスにおいてはネクローシスとは異な

り、炎症のように他の細胞へ悪影響を及ぼすような反応はありません。⼀⽅でアポトー

シスは、ネクロトーシス（Necroptisis）やオートファジー（Autophagy）などの他の細
胞死と共通する特徴もあります。	

	
⾎管新⽣抑制	
https://www.cancerit.jp/60197.html	
⾎管新⽣とは、新しい⾎管を形成することです。この過程は、⾎管の内壁を覆う内⽪細

胞の移動、増殖および分化からなっています。	

	
包接化合物

https://kotobank.jp/word/%E5%8C%85%E6%8E%A5%E5%8C
%96%E5%90%88%E7%89%A9-132230	
クラスレート	化合物		(	ラテン語	で	格⼦	で包み込まれるの意)	ともいう。ある	分⼦	がかご形
構造をつくり，その	空孔	の中に他の	原⼦	や分⼦を包んだ構造をもつ化合物。したがって
両者	の間には化学結合がなく，厳密な意味では化合物ではない。化学的	性質	は外側のか
ご形構造	(ホスト格⼦)	を形成している分⼦のほうの性質を⽰す。融解または溶解すると
両者は容易に分離する。かご形構造はほとんどの場合，	⽔素結合	によるものが多い。	
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消変異原（Desmutagen）
https://www.ube-ind.co.jp/usal/documents/se012_134.htm	
変異原性試験にはエームス試験（細菌を⽤いる復帰突然変異試験）、ほ乳類培養細胞を

⽤いる染⾊体異常試験、げっ⻭類を⽤いる⼩核試験など複数の種類がありますが、化学

物質によってこれらの試験結果が異なる場合があります。	

	
⽣物的抗変異原（Bio-antimutagen）
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%89%E7%95%B0%E5%
8E%9F	
変異原	（へんいげん、mutagen）とは、	⽣物	の	遺伝情報	（	DNA	あるいは	染⾊体	）に変化
をひき起こす作⽤を有する物質または物理的作⽤（	放射線	など）をいう。	GHS	の定義で
は、「変異原性物質（Mutagen）とは、細胞の集団または⽣物体に突然変異を発⽣する
頻度を増⼤させる物質」であり、「突然変異（Mutation）とは、細胞内の遺伝物質の量

または構造における恒久的な変化」である	[1]	。	
	
N-ニトロソアミン	
https://kotobank.jp/word/ニトロソアミン-110001	
ニトロソ基をもつ	アミン	。⼀般式	RR'N－NO	で表わされる	化合物	の総称。⻩⾊油状の液
体，または固体。	第⼆アミン	に	亜硝酸	を作⽤させて得られる。硫酸の存在下でフェノー
ルと反応させてから	アルカリ性	にすると，	インドフェノール	の⻘紫⾊を呈する。	
	
N-ニトロソアミド類
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%88%E3%
83%AD%E3%82%BD%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9	
ニトロソ化合物	（ニトロソかごうぶつ、nitroso	compound）とは	R−N=O	構造を有する
有機化合物	である	[1]	。この中で、1価の置換基	-N=O	は	ニトロソ基		(nitroso	group)	と呼ば
れる。	

ニトロソ化合物に対応する	無機化合物	（上記構造でRが有機基でないもの）は	ニトロシ
ル化合物	（nitrosyl	compound）と呼ばれる。	

	
	
第2級アミン
https://kotobank.jp/word/%E4%BA%8C%E7%B4%9A%E3%82
%A2%E3%83%9F%E3%83%B3-349201	
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アンモニアの⽔素原⼦⼆つを、炭化⽔素を含む基	R	、	R'	で置換した化合
物。⼀般式	RR'	━	NH	
	
CYP酵素
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%88%E3%
82%AF%E3%83%AD%E3%83%A0P450	
シトクロムP450	（	英語	:	Cytochrome	P450）は特定の酸化還元	酵素	ファミリーに属する
酵素の総称である。単に	P450	あるいは	CYP	（シップ）と呼ばれることがある。様々な
基質	を酸化し、多くの役割を果たす。	肝臓	において	解毒	を⾏う酵素として知られている
とともに、	ステロイドホルモン	の⽣合成、	脂肪酸	の	代謝	や	植物	の	⼆次代謝	など、⽣物の
正常活動に必要な様々な反応に関与している。	NADPH	などの電⼦供与体と	酸素	を⽤い
て基質を酸化することも共通である。シトクロムP450は	細胞	内の	⼩胞体	に多く、⼀部
は	ミトコンドリア	に存在する。動物では肝臓に多く、特によく研究されている。	
	
（シトクロームP-450酵素）
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%88%E3%
82%AF%E3%83%AD%E3%83%A0P450	
シトクロムP450	（	英語	:	Cytochrome	P450）は特定の酸化還元	酵素	ファミリーに属する
酵素の総称である。単に	P450	あるいは	CYP	（シップ）と呼ばれることがある。様々な
基質	を酸化し、多くの役割を果たす。	肝臓	において	解毒	を⾏う酵素として知られている
とともに、	ステロイドホルモン	の⽣合成、	脂肪酸	の	代謝	や	植物	の	⼆次代謝	など、⽣物の
正常活動に必要な様々な反応に関与している。	NADPH	などの電⼦供与体と	酸素	を⽤い
て基質を酸化することも共通である。シトクロムP450は	細胞	内の	⼩胞体	に多く、⼀部
は	ミトコンドリア	に存在する。動物では肝臓に多く、特によく研究されている	
	
ヘテロサイクリックアミン類

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%83%86%E3%8
3%AD%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AA%
E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%
B3	
ヘテロサイクリックアミン	（	英	:	Heterocyclic	amine、略称:		HCA	)	あるいは	複素環(式)ア
ミン	（ふくそかん(しき)アミン）は、少くとも⼀つの	複素環	（少なくとも2つの異なる元
素を含む環）を含み、かつ化合物が少なくとも⼀つの	アミン	（窒素を含む）官能基を有
している化学物質である。多くの場合、窒素原⼦はアミノ基や複素環（例:		ピリジン	）
に含まれるが、どちらにも属さない化合物も存在する（例:		ジレウトン	）。HCAの⽣物
学的機能は、	ビタミン	から	発がん性物質	まで様々である。発がん性HCAは	⾁	を⾼温で調
理することによって⽣成する。	
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フラボノイド

https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/shokuhin-seibun/fl
avonoid.html	
ポリフェノールの⼀種で天然に存在する有機化合物群の植物⾊素の総称です。植物の

葉、茎、幹などに含まれており種類は4,000以上あります。最近では⼈の体の特定の⽣

理調節機能に働きかけるので、機能性成分として注⽬されています。	
	
アスコルビン酸（還元型）

https://www.pharm.or.jp/dictionary/wiki.cgi?%E3%82%A2%E
3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%AB%E3%83%93%E3%83%
B3%E9%85%B8	
C�6�H�8�O�6�、分⼦量176.13．⽔溶性ビタミンの⼀つ。抗壊⾎病因⼦（antiscorbutic�

factor）として発⾒されたことから�アスコルビン酸�（ascorbic�acid）とも呼ばれる。

⽩⾊結晶で酸味が強い。⽔、�アルコール�に易溶、�エーテル�や�ベンゼン�には不溶。熱やア

ルカリに不安定で、�紫外線�や銅、鉄などの⾦属イオンにより分解しやすい。D体には⽣

理作⽤がなく、通常、L-�アスコルビン酸�を指す。強い還元⼒をもち、⽣体内ではさまざ

まな酸化還元反応に関与している	
	
酸化的活性化（Ⅰ相反応）

https://www.pharm.or.jp/dictionary/wiki.cgi?%E8%96%AC%E
7%89%A9%E4%BB%A3%E8%AC%9D	
薬物、毒物などの⽣体外物質（Xenobiotics、異物）の�代謝�反応の総称であり、対象物

質の親⽔性を⾼め分解・排出しやすくすることが多い。これらを⾏う酵素を�薬物代謝�酵

素といい、主に肝�細胞�内にあるミクロソームで⾏われる。医薬品の効き⽬や�副作⽤�の個

⼈差、複数の薬の間での相互作⽤などに⼤きく関わる過程である。不要となった⽣体内

活性物質（�ステロイドホルモン�、甲状腺�ホルモン�、胆汁酸、ビリルビンなど）の分解も

含まれる。⽣体に対する作⽤を軽減することが多いが、�代謝�によって薬理活性を発揮す

る場合(�プロドラッグ�)や、⽣体にとって毒性の⾼い化合物に変換される場合もある。多

くの発がん物質は、それ⾃体ではなく�代謝�された⽣成物が発がん性を⽰している。�薬物

代謝�は、第1相および第2相の反応に分類される。�第1相反応では、対象物質の分⼦量

は⼤きく変化しないか、あるいは分解により低減化する。エステルなどの加⽔分解、�シ

トクロムP450�（�CYP�）による酸化反応、還元反応などがある。�CYP�による酸化反応は

特に重要で、�CYP�酵素は⽣物種ごとに数⼗種あり、それぞれ基質特異性が異なる。�CYP

のことを限定して�薬物代謝�酵素と呼ぶ場合もある。�CYP�酵素は薬物などの投与により発

現誘導されたり、薬物に阻害されたりすることがあり、�薬物相互作⽤�の原因となる事が

多い。	
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解毒反応（Ⅱ相反応）

http://kondoger.com/wp/2018/05/18/post-101/	
第1相反応で⽔溶性が⾼まった代謝産物ですが、これを酸やアミノ酸とエーテル結合や
エステル結合させます。この反応を抱合と呼び、第2相反応はこれになります。よって
第2相反応では抱合が起こると押さえておけば良いです。例えばグルクロン酸抱合と⾔
われたら、代謝産物にグルクロン酸をエステル結合させる反応というふうに認識してお

けばいいと思います。そのようにして抱合を受けた薬物の代謝産物はさらに⽔溶性が⾼

まったことになります。	
	
抗酸化剤応答遺伝⼦配列（ARE領域）
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakutoseibutsu/50/6/50_
423/_pdf	
抗酸化剤応答配列	は親電⼦性物質による⽣体防御タンパク質	...	親電⼦性物質により誘
導される解毒化酵素の	遺伝⼦	上	....	gy）	領域	と呼ぶ．	
	
グルタチオン-S-トランスフェラーゼ（GST)	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%
82%BF%E3%83%81%E3%82%AA%E3%83%B3-S-%E3%83%8
8%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%95%E3%8
2%A7%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BC	
遺伝⼦⼯学で⽬的の	タンパク質	に"	タグ	"として⽤いられる。分⼦量26	kDaのタンパク質
であり、	⽇本住⾎吸⾍	（学名：	Schistosoma	japonicum	）由来の遺伝⼦が利⽤されてい
る。GSTタグを持つ⽬的のタンパク質はグルタチオンを固定化した	アフィニティークロ
マトグラフィー	により効率よく回収することができる。また、GST	抗体	を⽤いた	免疫沈
降法	や	ウェスタンブロッティング	においてタンパク質の検出などにも利⽤される。	
	
体内抗酸化システム

https://www.nutri.co.jp/nutrition/keywords/ch9-2/keyword3/	
抗酸化システムは、スーパーオキシドディスムターゼ、グルタチオンペルオキシダー

ゼ、グルタチオンリダクターゼ、カタラーゼ、酵素活性を⽀える微⼩�ミネラル�ならびに

ビタミン群、さらにいろいろな抗酸化物質などで構成される。これらの補充は⾷事によ

り⽀えられている。また⽣体内の抗酸化⼒は⽣活習慣に左右される。ゆえにこれら活性

酸素種・フリーラジカルによる酸化⼒の⼤きさに対抗する抗酸化システムがあれば、⽣

体が正常な機能を維持することが可能である。	
	
発がんプログレッション（進展）

https://medical.jiji.com/medical/022-0002-99	
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多段階発がん機構は、イニシエーション、プロモーション、プログレッション、悪性変

化の４つの段階に分けることができ、この発がん過程に少なくとも２回の遺伝⼦異常が

関与していると考えられています。	
	
JB6培養細胞系
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%B9%E9%A4%8A%E7%
B4%B0%E8%83%9E	
培養細胞	（ばいようさいぼう）は	多細胞⽣物	に於いて、⼈為的に⽣体外で	培養	されてい
る	細胞	のこと。細胞を培養することを	細胞培養	という。組織通培養することを	組織培養
（tissue	culture）、器官（organ）あるいは臓器（organ）を培養することを	器官培養	（
organ	culture）という。常は動物細胞の培養のことを指す。植物ではプロトプラスト培
養やカルス培養等、さらに細分化して記述する。また、植物では、葉や葯など器官その

ものを培養する器官培養（組織培養：tissue	culture）が⼀般的であり、細胞を単離して
培養することは少ない。下記は主に動物の細胞培養の特徴であり、植物の培養には当て

はまらない事が多い。	
	
軟寒天コロニー形成試験

https://www.amed.go.jp/news/seika/kenkyu/20160115.html	
がん細胞の特性の⼀つである⾜場⾮依存性増殖を利⽤する	軟寒天コロニー形成試験	は、
正常細胞中に混⼊する悪性形質転換細胞の存在を⽐較的短期間かつ簡便に評価すること

が可能な試験です	
	
タンパク質リン酸化酵素

https://kotobank.jp/word/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83
%86%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%8A%E
3%83%BC%E3%82%BC-673432	
ATP	の	リン酸基	を	たんぱく質	の	⽔酸基	に転位させる	酵素	の総称。	チロシン	残基	に作⽤す
るもの（	チロシンキナーゼ	）と	セリン	や	トレオニン	の残基に作⽤するもの（	セリン-ト
レオニンキナーゼ	）がある。たんぱく質の特定の部分を	リン酸化	することによって、	細
胞	内での情報伝達・代謝・細胞の増殖・形態変化などに重要な役割を果たしている。た
んぱく質	リン酸	化酵素。たんぱく質	キナーゼ	。	

	
	
活性酸素産⽣

https://www.mnc.toho-u.ac.jp/v-lab/aging/doc3/doc3-03-1.ht
ml	
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呼吸で肺から取り込まれて組織に運ばれた酸素は、⽣体内の穏やかな条件下で反応し易

い不安定な形に変わることがあります。この不安定な酸素種を	活性酸素種	(Reactive	
Oxygen	Species、略してROS)	といいます。	
	
タンパク質リン酸化酵素（プロテインキナーゼ）活性化

https://kotobank.jp/word/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83
%86%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%8A%E
3%83%BC%E3%82%BC-673432	
ATP	の	リン酸基	を	たんぱく質	の	⽔酸基	に転位させる	酵素	の総称。	チロシン	残基	に作⽤す
るもの（	チロシンキナーゼ	）と	セリン	や	トレオニン	の残基に作⽤するもの（	セリン-ト
レオニンキナーゼ	）がある。たんぱく質の特定の部分を	リン酸化	することによって、	細
胞	内での情報伝達・代謝・細胞の増殖・形態変化などに重要な役割を果たしている。た
んぱく質	リン酸	化酵素。たんぱく質	キナーゼ	。	

	
細胞間連絡（接着）消失

https://www.weblio.jp/content/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E
9%96%93%E9%80%A3%E7%B5%A1	
組織	を	形成	している	細胞	の間に	形成	され、	細胞	間での	物質	の	やりとり	を⾏う	細胞	間の	連
絡	部位	。ギャップ結合	を介して	細胞	間での	情報	伝達	も	⾏われる	。	
	
細胞増殖シグナル伝達に関わる諸因⼦

https://www.jfcr.or.jp/chemotherapy/department/fundamental
/research/004.html	
発⽣過程や正常組織では、細胞の⽣存と死は厳密に制御されており、このような制御が

⽣体の恒常性維持に重要な役割を果たしている。細胞の⽣存と死は、細胞に備わってい

る⽣存シグナルとアポトーシスシグナルのバランスにより決定されている。	
	
がん遺伝⼦（c-jun，c-fos，c-mycなど）
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8C%E3%82%93%E9%
81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90	
がん遺伝⼦（がんいでんし、oncogene）とは、ある正常な遺伝⼦が修飾を受けて発
現・構造・機能に異常をきたし、その結果、正常	細胞	のがん化を引き起こすようなもの
のことをいう。このとき、修飾を受ける前の	遺伝⼦	をがん原遺伝⼦(proto-oncogene)	と
呼ぶ。	
	
がん抑制遺伝⼦（p53，Rb，Bc1-2)	
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8C%E3%82%93%E6%
8A%91%E5%88%B6%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90	
がん抑制遺伝⼦（がんよくせいいでんし、	英	:	tumor	suppressor	gene）は、	がん	の発⽣
を抑制する機能を持つ	タンパク質	（がん抑制タンパク質）をコードする	遺伝⼦	である。
特に有名ながん抑制遺伝⼦として、	p53	、Rb、	BRCA1	などが挙げられる。	2倍体	の細胞
において2つのがん抑制遺伝⼦両⽅が損傷することなどにより、結果としてがん抑制タ
ンパク質が作られなくなったり、損傷遺伝⼦からの異常ながん抑制タンパク質が正常が

ん抑制タンパク質の機能を阻害すると、組織特異的にがん化が起きると考えられてい

る。	

	
アポトーシスの誘導	http://iyakustation.com/apoptosis/	
アポトーシスはFas経路（外部経路）とBax経路（内部経路）という⼤きく2つの経路に

より誘導されます。いずれの経路においても、カスパーゼと呼ばれるタンパク質分解酵

素による連鎖反応により、最終的にカスパーゼ3と呼ばれる酵素を活性化されること

が、アポトーシスの誘導に⼤きく関わります。	

	
細胞膜構造変化	
細胞膜（さいぼうまく、cell	membrane）は、	細胞	の内外を隔てる	⽣体膜	で	[1]	[2]	、	タンパ
ク質	が埋め込まれた	脂質⼆重層	によって構成される。形質膜や、その英訳であるプラズ
マメンブレン	(plasma	membrane)	とも呼ばれる。細胞膜は、	イオン	や	有機化合物	に対
する選択的透過性によって、細胞や	細胞⼩器官	への物質の出⼊りを制御している	[3]	。そ
れに加えて細胞膜は、	細胞接着	や	シグナル伝達	などさまざまなプロセスに関与し、	細胞
壁	や	グリコカリックス	と呼ばれる	炭⽔化物	に富む層などの細胞外構造の接着表⾯として
機能し、	細胞⾻格	と呼ばれるタンパク質繊維の細胞内ネットワークにも関与する。	合成
⽣物学	の分野では、細胞膜の⼈⼯的な再構成が⾏われている	

	
ヌクレオソーム

https://kotobank.jp/word/%E3%83%8C%E3%82%AF%E3%83
%AC%E3%82%AA%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%A0-5
94122	
核たんぱく質の	構造体	。	染⾊体	の基本構成単位で、8個の	ヒストン	からなる芯(	しん	)に
DNA	が2回巻き付いたもの。	

	
アポトーシス⼩胞

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9D%E3%
83%88%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%B9	
アポトーシス、アポプトーシス	[1]		(apoptosis)	とは、	多細胞⽣物	の体を構成する	細胞	の死
に⽅の⼀種で、個体をより良い状態に保つために積極的に引き起こされる、管理・調節

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8C%E3%82%93%E6%8A%91%E5%88%B6%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8C%E3%82%93%E6%8A%91%E5%88%B6%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%82%AA%E6%80%A7%E8%85%AB%E7%98%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/P53%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/BRCA1
https://ja.wikipedia.org/wiki/2%E5%80%8D%E4%BD%93
http://iyakustation.com/apoptosis/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E4%BD%93%E8%86%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E8%86%9C#cite_note-:6-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E8%86%9C#cite_note-:7-2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%82%E8%B3%AA%E4%BA%8C%E9%87%8D%E5%B1%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%B0%8F%E5%99%A8%E5%AE%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E8%86%9C#cite_note-MBOC-3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E6%8E%A5%E7%9D%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%B0%E3%83%8A%E3%83%AB%E4%BC%9D%E9%81%94
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%A3%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%A3%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%AD%E6%B0%B4%E5%8C%96%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E9%AA%A8%E6%A0%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%88%E6%88%90%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%88%E6%88%90%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6
https://kotobank.jp/word/%E3%83%8C%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%A0-594122
https://kotobank.jp/word/%E3%83%8C%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%A0-594122
https://kotobank.jp/word/%E3%83%8C%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%A0-594122
https://kotobank.jp/word/%E6%A7%8B%E9%80%A0%E4%BD%93-3288
https://kotobank.jp/word/%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93-88398#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E3%83%92%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%B3-119852#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E3%81%97%E3%82%93-1134123
https://kotobank.jp/word/%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8-100662#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9D%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9D%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9D%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%B9#cite_note-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E7%B4%B0%E8%83%9E%E7%94%9F%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E


された細胞の⾃殺すなわち	プログラムされた細胞死	（狭義にはその中の、	カスパーゼ	に
依存する型）のこと。	ネクローシス	（necrosis）の対義語として使われる事が多い。	
	

多細胞⽣物

https://kotobank.jp/word/%E5%A4%9A%E7%B4%B0%E8%83
%9E%E7%94%9F%E7%89%A9-560312	
多くの	細胞	からなる⽣物。普通に⾒られる多くの	動植物	はこれに属する。→	単細胞⽣物	

	
WI38	
http://proteome.tmig.or.jp/pjtdb/Kenkyu/Cell_culture/WI-38.ht
ml	
WI-38細胞は、ヒトの	3	ヵ⽉⼥性胎児肺の細⽚から這い出し法で初代培養し得られた線
維芽細胞です。	

	
IC50120μM	
（IC）	https://kotobank.jp/word/IC-134	
集積回路。	トランジスター	やダイオード、抵抗、コンデンサーなどの電⼦部品を集積
し、シリコンやガリウムひ素でできている半導体チップ上にまとめたもの。使われてい

る素⼦の数が、1000〜10万個程度のものをLSI（Large	Scale	Integration）と呼ぶ。	

（	μM）
https://dictionary.goo.ne.jp/leaf/envw/%E3%83%9F%E3%82%
AF%E3%83%AD%E3%83%B3%EF%BC%88%CE%BCm%EF%
BC%89/m0u/	
メートル法の⻑さの単位で，１ミクロンは1000分の１ミリで，１マイクロメータ。		
μm＝１/1,000mm＝１/1,000,000mの⻑さ。	

	
IC5010μM	
（IC）	https://kotobank.jp/word/IC-134	
集積回路。	トランジスター	やダイオード、抵抗、コンデンサーなどの電⼦部品を集積
し、シリコンやガリウムひ素でできている半導体チップ上にまとめたもの。使われてい

る素⼦の数が、1000〜10万個程度のものをLSI（Large	Scale	Integration）と呼ぶ。	

（	μM）
https://dictionary.goo.ne.jp/leaf/envw/%E3%83%9F%E3%82%
AF%E3%83%AD%E3%83%B3%EF%BC%88%CE%BCm%EF%
BC%89/m0u/	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E7%B4%B0%E8%83%9E%E6%AD%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%B9
https://kotobank.jp/word/%E5%A4%9A%E7%B4%B0%E8%83%9E%E7%94%9F%E7%89%A9-560312
https://kotobank.jp/word/%E5%A4%9A%E7%B4%B0%E8%83%9E%E7%94%9F%E7%89%A9-560312
https://kotobank.jp/word/%E7%B4%B0%E8%83%9E-68215
https://kotobank.jp/word/%E5%8B%95%E6%A4%8D%E7%89%A9-580600
https://kotobank.jp/word/%E5%8D%98%E7%B4%B0%E8%83%9E%E7%94%9F%E7%89%A9-95029#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
http://proteome.tmig.or.jp/pjtdb/Kenkyu/Cell_culture/WI-38.html
http://proteome.tmig.or.jp/pjtdb/Kenkyu/Cell_culture/WI-38.html
https://kotobank.jp/word/IC-134
https://kotobank.jp/word/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC-585550
https://dictionary.goo.ne.jp/leaf/envw/%E3%83%9F%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%B3%EF%BC%88%CE%BCm%EF%BC%89/m0u/
https://dictionary.goo.ne.jp/leaf/envw/%E3%83%9F%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%B3%EF%BC%88%CE%BCm%EF%BC%89/m0u/
https://dictionary.goo.ne.jp/leaf/envw/%E3%83%9F%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%B3%EF%BC%88%CE%BCm%EF%BC%89/m0u/
https://kotobank.jp/word/IC-134
https://kotobank.jp/word/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC-585550
https://dictionary.goo.ne.jp/leaf/envw/%E3%83%9F%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%B3%EF%BC%88%CE%BCm%EF%BC%89/m0u/
https://dictionary.goo.ne.jp/leaf/envw/%E3%83%9F%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%B3%EF%BC%88%CE%BCm%EF%BC%89/m0u/
https://dictionary.goo.ne.jp/leaf/envw/%E3%83%9F%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%B3%EF%BC%88%CE%BCm%EF%BC%89/m0u/


メートル法の⻑さの単位で，１ミクロンは1000分の１ミリで，１マイクロメータ。		
μm＝１/1,000mm＝１/1,000,000mの⻑さ。	

	
JB6細胞
https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=20090607431482
7791&rel=0	
細胞学��

関連語�(2件)：�

表⽪��(Epidermis)�

マウス��(mouse�(animal))�

上位語�(1件)：�

培養細胞��(cultured�cell)�

	
HL-60（⽩⾎病細胞）
https://ja.wikipedia.org/wiki/HL60%E7%B4%B0%E8%83%9E	
⽩⾎病	細胞株であり、実験室で、	⾎液細胞	の	分化	の研究に⽤いられている。HL-60は、

浮遊細胞であり、	ウシ胎児⾎清		(FBS)	や	L	-	グルタミン	、	HEPES	、	抗⽣物質	が添加され
た	細胞培養	培地中で継続的に増殖する。	倍加時間	は約36-48時間である。HL-60細胞株
は、	アメリカ国⽴癌研究所		(NCI)	の	急性前⾻髄性⽩⾎病	（	英語版	）	の36歳の⼥性に由来す

る	[1]	。HL-60細胞は、主に	好中球	性の前⾻髄球（前駆体）である	[1]	。	
	
67KDaラミニンレセプター
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%
83%8B%E3%83%B3	
細胞外マトリックス	の	基底膜	を構成する巨⼤な	タンパク質	である。	多細胞体制	・組織構
築とその維持、	細胞接着	、細胞	移動	、細胞	増殖	を促進し、	がん細胞	と関係が深い。	胚発

⽣	の初期（2細胞期）に発現する	[1]	。	
	
細胞周期	
http://www.kenq.net/dic/93.html	
細胞周期(Cell�Cycle)とは細胞が増えるとき、細胞分裂が⽣じ、細胞分裂で⽣じた細胞

（娘細胞）が再び細胞分裂を⾏う細胞（⺟細胞）となって新しい娘細胞を⽣み出す過程

のことです。主に酵⺟の変異株を⽤いた研究でその制御機構が明らかにされました。細

胞はG1,�S,�G2,�M期という過程を経て増殖します。�

G1期はDNA合成準備期とも呼ばれG1チェックポイントなどの機構によって細胞分裂を

進⾏するかを判断し、S期ではDNAの複製が⾏われます。G2期では細胞が分裂するため

https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=200906074314827791&rel=0
https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=200906074314827791&rel=0
https://ja.wikipedia.org/wiki/HL60%E7%B4%B0%E8%83%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E8%A1%80%E7%97%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%80%E6%B6%B2%E7%B4%B0%E8%83%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E5%8C%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%B7%E8%83%8E%E5%85%90%E8%A1%80%E6%B8%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/HEPES
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%97%E7%94%9F%E7%89%A9%E8%B3%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%9F%B9%E9%A4%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8D%E5%8A%A0%E6%99%82%E9%96%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E7%99%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%80%A5%E6%80%A7%E5%89%8D%E9%AA%A8%E9%AB%84%E6%80%A7%E7%99%BD%E8%A1%80%E7%97%85&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/acute_promyelocytic_leukemia
https://ja.wikipedia.org/wiki/HL60%E7%B4%B0%E8%83%9E#cite_note-pmid288488-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%BD%E4%B8%AD%E7%90%83
https://ja.wikipedia.org/wiki/HL60%E7%B4%B0%E8%83%9E#cite_note-pmid288488-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%A4%96%E3%83%9E%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%BA%E5%BA%95%E8%86%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E7%B4%B0%E8%83%9E%E7%94%9F%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E6%8E%A5%E7%9D%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%BB%E5%8B%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A2%97%E6%AE%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8C%E3%82%93%E7%B4%B0%E8%83%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%83%9A%E7%99%BA%E7%94%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%83%9A%E7%99%BA%E7%94%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%B3#cite_note-Dziadek_M-1
http://www.kenq.net/dic/93.html


の準備が⾏われ、M期で細胞が分裂を開始します。この⼀連の流れを細胞周期といいま

す。	
	
遺伝⼦転写調節因⼦

https://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E8%BB%A2%E5%86%99%E5%
88%B6%E5%BE%A1%E5%9B%A0%E5%AD%90	
転写制御因⼦は、	ゲノム			DNA	上の特定の塩基配列に結合し、	RNAポリメラーゼ	による
転写	を促進あるいは抑制するタンパク質の⼀群である	[1]	。DNAに結合するドメインと他
のタンパク質などと相互作⽤し転写制御に関わるドメインを有する。構造上の特徴によ

り、いくつかのファミリーに分類される	[1]	。転写制御因⼦は	リン酸化	などの様々な調節
を受け、個体発⽣から脳⾼次機能までの多くの過程を制御する	[2]	[3]	。転写制御因⼦を
コードすると推測される遺伝⼦は、	ヒト	ゲノムにおいて約2000個存在する	[4]	[5]	。	
	
シトクロームc	
https://pdbj.org/mom/36	
ここに⽰したシトクロムc(cytochrome	c)は	PDBエントリー		3cyt		から得られた電⼦
の運び屋である。電⼦を運ぶその他多くのタンパク質と同様、つかまえにくい電⼦を扱

うのに特別な補⽋分⼦族(prosthetic	group)を持っている。シトクロムcは、図中では
⾚⾊で⽰した鉄イオンを含むヘム基(heme	group)を内側に強くつかんで持っている。
この鉄イオンは簡単に電⼦の取り込みと解放を⾏う。そして周りのタンパク質は、どれ

だけしっかり電⼦をつかんでいるかを調整し電⼦にとって完全な環境を作り出す。また

次に⽰すように、シトクロムcが細胞の電⼦回路全体におけるどの位置に当てはまるか
についても決めている。	
	
Fas経路
https://ja.wikipedia.org/wiki/Fas%E3%83%AA%E3%82%AC%
E3%83%B3%E3%83%89	
Fasリガンド	（Fas	ligand、略号：	FasL	、別名：	CD95L	）は、	トポロジー	II型の	膜貫通
型蛋⽩質	（	英語版	）	[	要リンク修正	]	であり、	腫瘍壊死因⼦	（TNF）ファミリーの⼀員である。
アポトーシス	を誘導する受容体に結合する。Fasリガンド・受容体相互作⽤は、	免疫系
の制御や	悪性腫瘍	の進⾏において重要な役割を果たしている。	
	
アゾキシメタン

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%BE%E3%
82%AD%E3%82%B7%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%B3	
⽣物学研究に⽤いられる	発癌性物質	、	神経毒	である。	アゾメタン	の	アミンオキシド	であ

る。特に	結腸癌	を効率的に誘導する	[2]	。	

https://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E8%BB%A2%E5%86%99%E5%88%B6%E5%BE%A1%E5%9B%A0%E5%AD%90
https://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E8%BB%A2%E5%86%99%E5%88%B6%E5%BE%A1%E5%9B%A0%E5%AD%90
http://en.wikipedia.org/wiki/ja:%E3%82%B2%E3%83%8E%E3%83%A0
http://en.wikipedia.org/wiki/ja:DNA
http://en.wikipedia.org/wiki/ja:RNA%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BC
http://en.wikipedia.org/wiki/ja:%E8%BB%A2%E5%86%99
https://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E8%BB%A2%E5%86%99%E5%88%B6%E5%BE%A1%E5%9B%A0%E5%AD%90#cite_note-ref1-1
https://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E8%BB%A2%E5%86%99%E5%88%B6%E5%BE%A1%E5%9B%A0%E5%AD%90#cite_note-ref1-1
https://bsd.neuroinf.jp/w/index.php?title=%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8%E5%8C%96&action=edit&redlink=1
https://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E8%BB%A2%E5%86%99%E5%88%B6%E5%BE%A1%E5%9B%A0%E5%AD%90#cite_note-ref2-2
https://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E8%BB%A2%E5%86%99%E5%88%B6%E5%BE%A1%E5%9B%A0%E5%AD%90#cite_note-ref3-3
http://en.wikipedia.org/wiki/ja:%E3%83%92%E3%83%88
https://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E8%BB%A2%E5%86%99%E5%88%B6%E5%BE%A1%E5%9B%A0%E5%AD%90#cite_note-4
https://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E8%BB%A2%E5%86%99%E5%88%B6%E5%BE%A1%E5%9B%A0%E5%AD%90#cite_note-5
https://pdbj.org/mom/36
https://pdbj.org/mine/summary/3cyt
https://ja.wikipedia.org/wiki/Fas%E3%83%AA%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/Fas%E3%83%AA%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8D%E7%9B%B8%E5%B9%BE%E4%BD%95%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%86%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%86%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA
https://en.wikipedia.org/wiki/transmembrane_protein
https://ja.wikipedia.org/wiki/Category:%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E4%BB%AE%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%92%E5%90%AB%E3%82%80%E8%A8%98%E4%BA%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%85%AB%E7%98%8D%E5%A3%8A%E6%AD%BB%E5%9B%A0%E5%AD%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9D%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%8D%E7%96%AB%E7%B3%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%82%AA%E6%80%A7%E8%85%AB%E7%98%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%BE%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%BE%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BA%E7%99%8C%E6%80%A7%E7%89%A9%E8%B3%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E6%AF%92
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%A2%E3%82%BE%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%B3&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E8%85%B8%E7%99%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%BE%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%B3#cite_note-2


	
烏⿓茶テアシネンシンD	
https://astamuse.com/ja/keyword/10335006	
テアシネンシン�とは、�他の有機化合物及び無機化合物含有医薬��や�化合物または医薬の

治療活性��などの分野において活⽤されるキーワードであり、�三井農林株式会社��や�国⽴

⼤学法⼈九州⼤学��などが関連する技術を�43件�開発しています。	
	
Cdks（サイクリン依存性キナーゼ類）
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%
82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3	
細胞はG1→S→G2→M期からなる細胞周期を回転させることにより増殖をする。細胞周
期の回転においてエンジンの役割を果たすのがサイクリン及び	サイクリン依存性キナー
ゼ		(Cyclin	Dependent	Kinase;	CDK)	と呼ばれる蛋⽩質であり、これらは複合体を形成し
て働く。サイクリンはCDKの活性発現に必要であり、調節サブユニットと呼ばれる。細
胞内には複数の種類のサイクリン及びCDKが存在し、細胞周期の回転にはサイクリン
A,B,D,Eが関与している。その他のサイクリンは転写制御などの役割を果たしていると
考えられている。	
	
A431細胞
https://www.brc.riken.jp/lab/cell/human/index.shtml?type=%
A4%AC%A4%F3%A1%A6%BC%F0%E1%E7%BA%D9%CB%
A6%3A%C8%E9%C9%E6%A4%AC%A4%F3	
RCB0202 A431 EGFレセプター数が異常に多い細胞株。細胞増殖はEGFによりか
えって阻害される。	
RCB1872 A431 ヒト上⽪様細胞癌由来細胞株。	TKG0182	(東北⼤学医⽤細胞資源
センターからの寄託)。	

	
G0/G1期停⽌
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%
91%A8%E6%9C%9F	
放射性同位体(RI,	radio	isotope)を⽤いて同調細胞のDNA合成を経時的に追跡すること
で、間期は、G1期、S期、G2期の3段階に分けられることが明らかになった。各期は	細
胞周期チェックポイント	で完了が確認されてから次の期間へと進⾏する。各期間と間期
全体にかかる時間は細胞の種類や⽣物の種類によって様々である。⼀般に	哺乳類	の成体
の細胞で、間期は20時間ほどであり、細胞分裂全体のほぼ90%の時間を占める	[	要出典	]	。	

	
ヒト肺がん細胞PC9	

https://astamuse.com/ja/keyword/10335006
https://astamuse.com/ja/field/themecode/4C086
https://astamuse.com/ja/field/themecode/4C201
https://astamuse.com/ja/field/themecode/4C201
https://astamuse.com/ja/corporation/38448
https://astamuse.com/ja/corporation/1989291
https://astamuse.com/ja/corporation/1989291
https://astamuse.com/ja/patent/published/keyword/10335006
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E4%BE%9D%E5%AD%98%E6%80%A7%E3%82%AD%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%BC&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E4%BE%9D%E5%AD%98%E6%80%A7%E3%82%AD%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%BC&action=edit&redlink=1
https://www.brc.riken.jp/lab/cell/human/index.shtml?type=%A4%AC%A4%F3%A1%A6%BC%F0%E1%E7%BA%D9%CB%A6%3A%C8%E9%C9%E6%A4%AC%A4%F3
https://www.brc.riken.jp/lab/cell/human/index.shtml?type=%A4%AC%A4%F3%A1%A6%BC%F0%E1%E7%BA%D9%CB%A6%3A%C8%E9%C9%E6%A4%AC%A4%F3
https://www.brc.riken.jp/lab/cell/human/index.shtml?type=%A4%AC%A4%F3%A1%A6%BC%F0%E1%E7%BA%D9%CB%A6%3A%C8%E9%C9%E6%A4%AC%A4%F3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%91%A8%E6%9C%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%91%A8%E6%9C%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%91%A8%E6%9C%9F%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%91%A8%E6%9C%9F%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%93%BA%E4%B9%B3%E9%A1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E3%80%8C%E8%A6%81%E5%87%BA%E5%85%B8%E3%80%8D%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E6%96%B9%E3%81%B8


https://www.brc.riken.jp/lab/cell/human/index.shtml?type=%
A4%AC%A4%F3%A1%A6%BC%F0%E1%E7%BA%D9%CB%
A6%3A%C7%D9%A4%AC%A4%F3	
	ヒト由来細胞(HPS，RCB)	がん・腫瘍細胞	肺がん		
	
G2/M	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%
91%A8%E6%9C%9F%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%
E3%82%AF%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83
%88	
細胞周期チェックポイント（さいぼうしゅうきチェックポイント）とは、	細胞	が正しく
細胞周期	を進⾏させているかどうかを監視（チェック）し、異常や不具合がある場合に
は細胞周期進⾏を停⽌（もしくは減速）させる制御機構のことである。細胞⾃体がこの

制御機構を備えている。⼀回の	細胞分裂	の周期の中に、複数のチェックポイントが存在
することが知られており、これまでにG1/Sチェックポイント、S期チェックポイント、
G2/Mチェックポイント、M期チェックポイントの4つが⽐較的よく解析されている。こ
の機構は正確な遺伝情報を	娘細胞	、ひいては⼦孫に伝達するための、⽣命にとって根源
的な役割を果たしていると考えられており、この機構の異常はヒトなどの	がん	発⽣の主
要な原因のひとつといわれる。その基本概念は、1988年、	リーランド・ハートウェル	ら
により提出された。	

	
HL-60⽩⾎病細胞
https://ja.wikipedia.org/wiki/HL60%E7%B4%B0%E8%83%9E	
HL-60	(	Human	promyelocytic	leukemia	cells	)		細胞株	は、	⽩⾎病	細胞株であり、実験室
で、	⾎液細胞	の	分化	の研究に⽤いられている。HL-60は、浮遊細胞であり、	ウシ胎児⾎

清		(FBS)	や	L	-	グルタミン	、	HEPES	、	抗⽣物質	が添加された	細胞培養	培地中で継続的に
増殖する。	倍加時間	は約36-48時間である。HL-60細胞株は、	アメリカ国⽴癌研究所	

(NCI)	の	急性前⾻髄性⽩⾎病	（	英語版	）	の36歳の⼥性に由来する	[1]	。HL-60細胞は、主に

好中球	性の前⾻髄球（前駆体）である	[1]	。	
	
S期停⽌
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%
91%A8%E6%9C%9F%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%
E3%82%AF%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83
%88	

https://www.brc.riken.jp/lab/cell/human/index.shtml?type=%A4%AC%A4%F3%A1%A6%BC%F0%E1%E7%BA%D9%CB%A6%3A%C7%D9%A4%AC%A4%F3
https://www.brc.riken.jp/lab/cell/human/index.shtml?type=%A4%AC%A4%F3%A1%A6%BC%F0%E1%E7%BA%D9%CB%A6%3A%C7%D9%A4%AC%A4%F3
https://www.brc.riken.jp/lab/cell/human/index.shtml?type=%A4%AC%A4%F3%A1%A6%BC%F0%E1%E7%BA%D9%CB%A6%3A%C7%D9%A4%AC%A4%F3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%91%A8%E6%9C%9F%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%91%A8%E6%9C%9F%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%91%A8%E6%9C%9F%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%91%A8%E6%9C%9F%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%91%A8%E6%9C%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%88%86%E8%A3%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A8%98%E7%B4%B0%E8%83%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%82%AA%E6%80%A7%E8%85%AB%E7%98%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/HL60%E7%B4%B0%E8%83%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%B9%E9%A4%8A%E7%B4%B0%E8%83%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E8%A1%80%E7%97%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%80%E6%B6%B2%E7%B4%B0%E8%83%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E5%8C%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%B7%E8%83%8E%E5%85%90%E8%A1%80%E6%B8%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%B7%E8%83%8E%E5%85%90%E8%A1%80%E6%B8%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/HEPES
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%97%E7%94%9F%E7%89%A9%E8%B3%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%9F%B9%E9%A4%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8D%E5%8A%A0%E6%99%82%E9%96%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E7%99%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%80%A5%E6%80%A7%E5%89%8D%E9%AA%A8%E9%AB%84%E6%80%A7%E7%99%BD%E8%A1%80%E7%97%85&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/acute_promyelocytic_leukemia
https://ja.wikipedia.org/wiki/HL60%E7%B4%B0%E8%83%9E#cite_note-pmid288488-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%BD%E4%B8%AD%E7%90%83
https://ja.wikipedia.org/wiki/HL60%E7%B4%B0%E8%83%9E#cite_note-pmid288488-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%91%A8%E6%9C%9F%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%91%A8%E6%9C%9F%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%91%A8%E6%9C%9F%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%91%A8%E6%9C%9F%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88


細胞周期チェックポイント（さいぼうしゅうきチェックポイント）とは、	細胞	が正しく
細胞周期	を進⾏させているかどうかを監視（チェック）し、異常や不具合がある場合に
は細胞周期進⾏を停⽌（もしくは減速）させる制御機構のことである。細胞⾃体がこの

制御機構を備えている。⼀回の	細胞分裂	の周期の中に、複数のチェックポイントが存在
することが知られており、これまでにG1/Sチェックポイント、S期チェックポイント、
G2/Mチェックポイント、M期チェックポイントの4つが⽐較的よく解析されている。こ
の機構は正確な遺伝情報を	娘細胞	、ひいては⼦孫に伝達するための、⽣命にとって根源
的な役割を果たしていると考えられており、この機構の異常はヒトなどの	がん	発⽣の主
要な原因のひとつといわれる。その基本概念は、1988年、	リーランド・ハートウェル	ら
により提出された。	
	
⼆次がん	
https://www.cancerit.jp/19587.html	
⼆次がんは、以前に診断された⼀次がんとは異なるタイプのがんです。⼆次がんの原因

を知ることは、発症リスクの低減に役⽴つでしょう。	

	
転移がん

https://ganjoho.jp/public/support/saihatsu/hikkei_03-01-10.ht
ml	
治療した場所の近くで再発を指摘されるだけでなく、別の場所に「転移」としてがんが

⾒つかることも含めて再発といいます。「転移」とは、がん細胞が最初に発⽣した場所

から、⾎管やリンパに⼊り込み、⾎液やリンパの流れに乗って別の臓器や器官に移動

し、そこでふえることをいいます。リンパの流れが集まる場所であるリンパ節に転移し

たり、肺や肝臓、脳、⾻など⾎液の流れが豊富な場所に転移することが多いです。	

	
原発巣

https://kotobank.jp/word/%E5%8E%9F%E7%99%BA%E5%B7
%A3-685961	
癌(	がん	)が	最初	に発⽣した場所にある	病巣	。	

	
浸潤	
http://jamr.umin.ac.jp/qa/a01.html	
浸潤	とは、原発巣のがん細胞が直接に周囲の組織や臓器に広がっていくことです。転移
でも、リンパ管や⾎管にたどり着くまでの最初のステップには、この浸潤の過程が必要

です。	
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細胞外マトリクス

https://www.hs.hirosaki-u.ac.jp/kensa/matrix/newpage2.htm	
「⽣命の基本単位は細胞である」とはいうものの、私たちの体は細胞だけからできてい

るのではありません。⽣体を構成する細胞が⽣存するための「場所」が必要だからで

す。ちょっと栗蒸し⽺羹をイメージしてみて下さい。栗が⽺羹に埋まっていますね（下

の写真）。⽣体組織を栗蒸し⽺羹に例えると、栗が細胞で、⽺羹が細胞外マトリックス

ということになります。つまり、細胞外マトリックスとは、具体的には⽣体組織のうち

細胞以外の部分を指すのです。	

	
分解酵素コラーゲナーゼ	
https://m-hub.jp/biology/2238/140	
コラゲナーゼとは、タンパク質の⼀種であるコラーゲンを分解する酵素のことで、ライ

フサイエンス実験では、主に細胞を分散させる際に使います。	

	
MMP-2	
https://www.jstage.jst.go.jp/article/tigg1989/8/39/8_39_23/_art
icle/-char/ja/�
ゼラチナーゼAは、マトリックスメタロプロテイナーゼ�(MMP)�ファミリーの⼀員であ

る。このMMPファミリーは、普通不活性なプロエンザイムとして分泌されて、N末端

ドメインの切断により活性化され、またTIMPsにより阻害される。	

	
MMP-9	
http://www.kyowa-pharma.co.jp/pharma/diagnosis01.html�
ゼラチン、III,�IV,�V型コラーゲン、α2(I)鎖、エラスチン	

	
mRNA	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9D%E4%BB%A4RNA	
蛋⽩質	に	翻訳	され得る	塩基配列	情報と構造を持った	RNA	のことであり、通常mRNAと表
記される。	DNA	に⽐べてその⻑さは短い。DNAからコピーした遺伝情報を担っており、
その遺伝情報は、特定のアミノ酸に対応する	コドン	と呼ばれる3塩基配列という形に
なっている。	

mRNAはDNAから写し取られた遺伝情報に従い、タンパク質を合成する（詳しくは	翻
訳	）。翻訳の役⽬を終えたmRNAは細胞に不要としてすぐに分解され、寿命が短く、分
解しやすくするために1本鎖であるともいわれている。	
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Isemura	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E6
%9D%91	
伊勢村（いせむら）は、かつて	兵庫県	に存在していた	村	である。	1955年	に	林⽥村	と合併
し	林⽥町	となったことにより消滅。	

現在の伊勢⼩学校区に相当する	姫路市	中⻄部に位置していた。	

	
	
⾎管新⽣

https://www.akiramenai-gan.com/da_treatment/other/8110/	
⼈間の細胞は、その細胞の周囲にある⾎管から栄養や酸素を取り⼊れてその活動や機能

を維持しています。必要な細胞の数も⼈間の元々持っている機能で厳密に制御されてい

ます。しかし、がん細胞は制御をすることができず、⾮常に増殖が活発です。このよう

な活動をするがん細胞は、正常細胞と⽐べると⼤量の栄養や酸素が必要なので、新たに

⾎管を作り始めます。⾎管が新しく作られることを⾎管新⽣と呼んでいます。がん細胞

の作り出した新⽣⾎管はその活動を⽀える源になっています。	

	
ニワトリ漿尿膜系	
https://kotobank.jp/word/%E6%BC%BF%E5%B0%BF%E8%8
6%9C-532841	
⿃類や	爬⾍類	(はちゅうるい)の、	卵殻	の	直下	に広がる、	漿膜	と	尿膜	とが⼀部で癒着した
膜。	⾎管	が発達してくることにより	胚	の	呼吸	を可能にする。尿漿膜。	

	
⾎管内⽪細胞増殖因⼦（VEGF）
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%80%E7%AE%A1%E5%
86%85%E7%9A%AE%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%A2%97
%E6%AE%96%E5%9B%A0%E5%AD%90	
脈管形成	（	胚	形成期に、	⾎管	がないところに新たに⾎管がつくられること）および	⾎管
新⽣	（既存の⾎管から分枝伸⻑して⾎管を形成すること）に関与する⼀群の	糖タンパ
ク	。英語の	vascular	endothelial	growth	factor	から	VEGF（ブイイージーエフ）と呼ば
れることが多い。その他、⾎管内⽪細胞成⻑因⼦、⾎管内⽪増殖因⼦、⾎管内⽪成⻑因

⼦などと呼ばれることもある。VEGFは主に⾎管内⽪細胞表⾯にある	⾎管内⽪細胞増殖
因⼦受容体		(VEGFR)	に	リガンド	として結合し、	細胞分裂	や遊⾛、分化を刺激したり、
微⼩⾎管の⾎管透過性を亢進させたりする働きをもつが、その他	単球	・	マクロファージ
の活性化にも関与する。正常な体の⾎管新⽣に関わる他、	腫瘍	の⾎管形成や転移など、
悪性化の過程にも関与している。	
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DMBA/テレオシジン誘導	
（DMBA）
https://www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/keyword/1988.html	
マウスの⽪膚に発がん性物質であるDMBA〔7,12-	dimethylbenz(a)anthracene〕を回塗
布することでH-ras遺伝⼦にがん変異を誘発し（イニシエーション），その後炎症誘発
物質であるTPA(12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate)をくり返し塗布することで良性
腫瘍が形成される（プロモーション）．⽪膚に形成される良性腫瘍のうち（マウスの系

統によっても異なるが）数％程度が扁平上⽪がんに進展することから，2段階⽪膚腫瘍
形成モデルとして広く⽤いられる実験⽅法である．	

	
⽪膚化学発がん

https://www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/keyword/834.html	
マウス⽪膚に対してDMBAによるイニシエーション（cancer	initiation：正常細胞が潜在
的腫瘍細胞に変化する不可逆的段階）を⾏った後，PMAを週１回，合計20回塗布して
プロモーション（cancer	promotion：潜在的腫瘍細胞がクローナルに増殖し，最終的に
は悪性化する可逆的段階）を⾏うモデル．⾃然発癌に近いことが特徴である．発⽣した

扁平上⽪癌はリンパ節及び遠隔臓器に転移するため，リンパ⾏性および⾎⾏性転移を検

討することが可能である．	
	
症例対照研究

http://jspt.japanpt.or.jp/ebpt_glossary/case-control-study.ht
ml	
ある疾患をもつ患者群とそれと⽐較する対照群に分けて，疾患の特徴や疾患の起こる可

能性がある要因にさらされているかどうか，また背景因⼦の違いなどを⽐較し，関連を

確認するための研究⽅法です．現在の要因や過去にさかのぼった要因を⽤いるため，	横
断研究	または	後ろ向き研究	として分類されます．利点として，時間的・経費的な効率が
良く，割り付けの際に症例数の調整ができ，症例数の少ない患者を対象とする研究で有

利であることなどがあげられます．⽋点としては，選択バイアスや情報バイアスの影響

[→	バイアス	を参照]が⼊りやすいことなどがあげられます．	
たとえば，変形性膝関節症の患者群と，性別や年齢を患者群と同じにした健常者の群

（対照群）に分けて，転倒歴や歩⾏速度を⽐較するなどが考えられます．	
	
コホート研究

https://ganjoho.jp/public/qa_links/dictionary/dic01/cohort_st
udy.html	
現時点（または過去のある時点）で、研究対象とする病気にかかっていない⼈を⼤勢集

め、将来にわたって⻑期間観察し追跡を続けることで、ある要因の有無が、病気の発⽣
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または予防に関係しているかを調査します。例えば、特定のがんXの発⽣に喫煙が関係

すると考えられる場合、現在がんXの患者ではない⼈を募集し、喫煙習慣のある⼈とな

い⼈でがんXの罹患率に差があるかどうかを将来にわたって追跡・検討します。コホー

ト研究は、疫学研究の⼿法のうち、介⼊を⾏わず対象者の⽣活習慣などを調査・観察す

る「観察研究」の⽅法のひとつです。	
	
疫学研究

https://ganjoho.jp/public/qa_links/dictionary/dic01/epidemiol
ogy.html	
疫学研究とは、地域社会や特定の⼈間集団を対象として、健康に関する事象（病気の発

⽣状況など）の頻度や分布を調査し、その要因を明らかにする医学研究のことです。疫

学研究には、病気とその要因の関係を証明するために、治療や予防に関する要因を⼈為

的に変化させる「介⼊研究」と、介⼊を⾏わず対象者の通常の⽣活を調査・観察する

「観察研究」があります。	
	
体内濃度（⾎中濃度）

https://www.pharm.or.jp/dictionary/wiki.cgi?%E8%A1%80%E
4%B8%AD%E8%96%AC%E7%89%A9%E6%BF%83%E5%BA
%A6	

投与した薬物の⾎液中の濃度。測定法には免疫学的な⽅法や⾼速�液体クロマトグラ

フィー�法(�HPLC�)などがある。⾎液中の薬物濃度は、⾎球中薬物濃度、⾎漿中薬物濃度

に区分される。多くの薬物では全⾎液中の薬物濃度の測定は技術的に困難であり、⾎漿

中薬物濃度あるいは⾎清中薬物濃度を測定し、�⾎中薬物濃度�としている。⾎球中薬物濃

度が⾼く無視できない場合には、全⾎中の薬物濃度を測定する。�

静脈投与以外の⽅法で与えられた薬物の⾎中濃度は、⼀定時間後に最⼤濃度に達しその

後減衰する。最⾼⾎中濃度（Cmax）は薬物投与後の最⼤⾎中濃度を、最⾼⾎中濃度到

達時間（Tmax）は最⼤濃度に達するまでの時間、⾎中濃度半減期（T1/2）は薬物の⾎

中濃度が半分になるまでの時間であり、これらは体内動態の指標となる。体循環⾎液中

に⼊った薬物量は直接測定す�

	
	
没⾷⼦酸

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%A1%E9%A3%9F%E5%
AD%90%E9%85%B8	
有機化合物	の⼀種で、	芳⾹族	カルボン酸	。別名	3,4,5-トリヒドロキシ安息⾹酸	。⽩⾊の
吸湿性の結晶で、昇華点	210	℃。加熱すると脱炭酸して	ピロガロール	を⽣じる。	1818
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年	にフランスの薬学者	アンリ・ブラコノー	により発⾒され、	テオフィル=ジュール・ペ
ルーズ	により研究された。	

五倍⼦	（	ヌルデ	の	⾍こぶ	）、	没⾷⼦	（	中近東	の	ブナ	・	カシワ	の⾍こぶ）、	マンサク科	の
植物	ハマメリス	（	Witch-hazel	）、	茶	の葉、	オーク	の	樹⽪	など、多くの植物に含まれる。
加⽔分解	性	タンニン	の基本⾻格を成す。	

	
	
アテローム性粥状動脈硬化

https://www.med.or.jp/chishiki/doumyakukouka/002.html	
⼤動脈や脳動脈、冠動脈などの⽐較的太い動脈に起こる動脈硬化です。動脈の内膜にコ

レステロールなどの脂肪からなるドロドロした粥状物質がたまってアテローム（粥状硬

化巣）ができ、次第に肥厚することで動脈の内腔が狭くなるといわれています。�

	
中膜硬化	
https://www.med.or.jp/chishiki/doumyakukouka/002.html	
動脈の中膜に⽯灰質がたまって⾻化します。中膜が壊れやすくなり、⾎管壁が破れるこ

ともあります。⼤動脈や下肢の動脈、頚部の動脈に起こりやすい動脈硬化です。	
	
細動脈硬化

https://www.med.or.jp/chishiki/doumyakukouka/002.html	
脳や腎臓の中の細い動脈が硬化して⾎流が滞る動脈硬化です。⾼⾎圧症が⻑く続いて引

き起こされることの多いのが特徴です。	
	
脂質異常症

https://www.healthcare.omron.co.jp/resource/guide/dyslipide
mia/01.html	
脂質異常症とは、⾎液中にふくまれるコレステロールや中性脂肪（トリグリセライド）

などの脂質が、⼀定の基準よりも多い状態のことをいいます。以前は、⾼脂⾎症ともい

われていました。�

⾎液中に余分な脂質が多くなると、動脈硬化を起こしやすくなり、⼼筋梗塞や脳卒中な

どのリスクが⾼く�なります。⾎管に強い圧⼒がかかっている⾼⾎圧の⼈が脂質異常症を

ともなうと、⾎管壁が傷つきやすいため動脈硬化がさらに進⾏するリスクがあります。

また、インスリンが不⾜すると中性脂肪が体内で利⽤されにくくなり、⾎中に中性脂肪

が増えてしまいます。そのため糖尿病の⼈は脂質異常症を伴いやすく、動脈硬化を進⾏

させるリスクが⾼まります。それが脂質異常症という病気です。�

⼀般的には「⾎液がドロドロの状態」、それが脂質異常症といってもいいでしょう。�

脂質異常症には、⾃覚症状はほとんどありません。そのため気づくのが遅れ、ある⽇と

つぜん⼼筋梗塞などの発作におそわれる⼈が少なくありません。�
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発作を防ぐには、毎⽇の⽣活（⾷事や運動）に気をつけることと、健康診断などで「脂

質異常症の疑いがある」といわれたときは、放置せずに早めに受診して医師の指導を受

けることが⼤切です。	
	
動脈壁	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%95%E8%84%88	
動脈	（どうみゃく、	英語	:	artery）とは、	動物	の	⾎管系	において、	⼼臓	から押し出される
⾎液	の流れる	⾎管	のことである。反対に、⼼臓へ流れ込む⾎液の流れる⾎管は	静脈	と呼
ばれる。	
	
器質化

https://kotobank.jp/word/%E5%99%A8%E8%B3%AA%E5%8C
%96-473529	
体内に⼊ってきた	異物	や	体内	でつくられる病的	物質	（	⾎栓	・	壊死	(えし)組織など）を	⾁
芽	組織が取り囲み、	吸収	などの処理をする	現象	。	
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