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創薬への挑戦：メタボリックシンドローム予防・治療薬の
開発戦略

主な社会活動等

内容

メタボリックシンドローム予防・治療薬の開発戦略

新規PPARαアゴニスト/γアンタゴニスト　Z-551は高
脂肪食誘発性肥満及び糖・脂質代謝異常を予防あるい
は改善する

社会活動に関する事項

日本食品化学会　食品科学研究のための基礎セミナー

第55回 日本臨床化学会シンポジウム「診断と治療の未
来を探る～先制診断／医療とバイオバンク～」

東京工科大学応用生物学部特別セミナー

京都大学大学院医学研究科特別セミナー

論文投稿の前と後－投稿規定の調査からリバイスまで－ 

講師・講演・発表など

メタボリックシンドローム予防・治療薬の開発戦略

主要研究業績

Methods for enzyme-labeling of antigens, antibodies and

their fragments.

Non-isotopic Immunoassay  (T.T.

Ngo, ed.), Plenum Press, New York,

pp. 27-55

題目

Novel and sensitive noncompetitive (two-site)

immunoassay for haptens with emphasis on peptides.
Clin. Biochem. 23:  445-453

Detection of one attomole of [Arg8]-vasopressin by novel

noncompetitive enzyme immunoassay ( Hetero-two site

complex transfer enzyme immunoassay).

J. Biochem. 110: 486-492

Novel and sensitive noncompetitive enzyme immunoassay

for peptides.

Acotiamide hydrochloride(Z-338), a novel prokinetic

agent, restores delayed gastric emptying and feeding

inhibition induced by restraint stress in rats.

Adipose differentiation related protein. Expression,

purification of recombinant protein in Escherichia coli

and characterization of its fatty acid binding properties.

Digestive Disease Week (AGA),

Chicago, IL. Gastroenterology ,

Vol.140, No.5, S.1, p. S-603

Acotiamide (Z-338), a novel gastroprokinetic agent for

treatment of functional dyspepsia, restores delayed gastric

emptying induced by restraint stress via the vagal afferent

pathway in rats.

Neurogastroenterol. Motil.  20: 1051-

1059

資格・免許
概要

Biochem. Biophys. Res. Commun.

160: 40-45

Cloning and characterization of Lnk, a signal transduction

protein that links T-cell receptor activation signal to

phospholipase Cγ1, Grb2 and phosphatidylinositol 3-

kinase.

Proc. Natl. Acad. Sci., 92: 11618-

11622

Biochim. Biophys. Acta,  1488: 245-

254

A novel peroxisome proliferator-activated receptor

(PPAR)α agonist and PPARγ antagonist, Z-551,

ameliorates high-fat diet-induced obesity and  metabolic

disorders in mice.

J. Biol. Chem. 290: 14567-14581

先制医療実現を目指した将来の医薬品開発 臨床化学 ,  43: 287-295

藍野大学医療保健学部 特任教授 （～2017.3）， 非常勤講師 （2017.4～現在）
大阪大学先導的学際研究機構　招聘教授 （～現在）
藤田医科大学大学院　客員教授 （～現在）

基本情報

学歴・主な職歴

大学・学部・学科，大学院・専攻名，機関名・所属部署・職名等
大阪大学大学院理学研究科生物化学専攻博士後期課程 修了， 理学博士（生物化学）取得
大阪大学蛋白質研究所　日本学術振興会奨励研究員　 （～1984.3）
宮崎医科大学第一生化学講座　助手 （～1989.12）
W. Alton Jones Cell Science Center, NY （～1995.7）.  University of Maryland School of Pharmacy, MD.  Research Supervisor （～
2001.5）

ゼリア新薬工業株式会社 中央研究所探索研究部，医薬生物研究部，研究推進部， 本社研究開発企画部， 各部長 （～2013.12）

受賞・学術賞など
内容

一般社団法人奥伊勢バイオサイエンスセンター　顧問 （～2019.5），理事 （2019.6～現在）

教育研究活動に関する事項

掲載誌・機関誌名・ページ等

イベント名・掲載誌・機関誌名・ページ等

第59回 日本糖尿病学会

先制医療のターゲット疾患と医薬品開発の現状－慢性
疾患治療への医薬品による予防的介入－

Acotiamide hydrochloride (Z-338), a novel

gastroprokinetic agent, restores delayed gastric emptying

and feeding inhibition induced by restraint stress in rats.

著書名・講演題目など

ヒューマンサイエンス振興財団 一般事業創薬技術調査ワーキンググループ　リーダー、サブリーダー （～2014.3）
日本製薬工業協会バイオ医薬品委員会代表委員 （～2013.9）

ヒューマンサイエンス振興財団 開発振興委員会委員，厚生労働省創薬基盤推進研究事業　創薬資源調査班委員 （～2016.3）

医薬基盤研究所　次世代アジュバント研究会委員 （～2013.2）

第3回 奥伊勢Forum

Digestive Disease Week (AGA)


