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iPS 細胞は多能性幹細胞であり、患者を含む特定の個人由来の体細胞より樹立され、目

的の細胞へ分化誘導を行うことにより、難治性疾患の病態解析や治療法開発への応用が可

能である。最近の技術開発の進展に伴い、器官発生の仕組みを理解・応用することで器官

を構成する様々な細胞への人工的な誘導が可能となってきた。我々も、神経系に関わる難

治疾患の病態解析を行う目的で、多能性幹細胞より中枢神経ならびに末梢神経への誘導に

取り組んできた。中枢神経のなかでも中脳ドパミン神経への誘導を行い、パーキンソン病

における病態解析を行っている。パーキンソン病は、 や といった幾つかの

原因遺伝子の変異や加齢等の環境因子が加わることにより発症し、次第にドパミン神経細

胞の脱落へと繋がっていく。我々は発症に関わるエピジェネティック修飾に着目して、

iPS 細胞由来ドパミン神経細胞において、DNA メチル化やヒストン修飾の変化について検

討を行った。マイクロアレイによる遺伝子発現と相関解析を行ったところ、疾患関連遺伝

子としてドパミン機能の調節を担う分子が抽出され、特に COMT 遺伝子の転写開始点直上

では高度な脱メチル化が認められた。現在、こうして抽出された疾患関連遺伝子と 、

パーキンソン病表現系との因果関係を検討するため、Cre-loxp システムに従い黒質のド

パミン神経細胞特異的に疾患関連遺伝子を過剰発現させ、3D 行動解析装置等を用いなが

ら、行動表現系について多角的な検討を行っている。一方、iPS 細胞より誘導した知覚神

経には侵害受容器やオピオイド受容体の発現が確認され、痛みをはじめとした痛覚異常に

関わる因子の探索が可能となる。最近では、 パーキンソン病態においても知覚神経異常

応答が引き起こされることが明らかとなっていることから、現在、パーキンソン病患者の

iPS 細胞由来知覚神経を用いて病態解析を行っている。そこで、本シンポジウムでは、ヒ

ト疾患 iPS 細胞を用いた網羅的解析より、疾患責任遺伝子を圧縮抽出し、病態モデルマ

ウスを作製することによるリバーストランスレショナルな解析への取組みについて紹介す

る。
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重篤な肝疾患に対しての有効な治療法は肝移植のみであるが、ドナー不足が絶対的な問題

である。これを回避するために細胞移植治療の可能性が提案されてきたが、現実的な方法

論の開発には至っていない。演者らは最近、低分子化合物を用いてラットおよびマウスの

肝細胞を、肝細胞と胆管上皮細胞の両方への分化能をもつ肝前駆細胞 (chemically

induced liver progenitor: CLiPと命名) へとリプログラミングできることを明らかにし

た。CLiPは増殖能を失うことなく、しかも肝細胞への再分化能を維持した状態で長期間に

わたり安定培養することができた。さらには、ラットCLiPを重度肝障害免疫不全マウスの

肝臓に移植すると、がん化を伴うことなく障害肝臓の75%-90%を置換することが明らかと

なった。この成果は肝臓の再生医療のあり方を一新し、その実現化に貢献する可能性があ

る。さらに、最近の報告から慢性障害肝臓で肝細胞が肝前駆細胞へとリプログラミングさ

れることが明らかになってきており、本研究はこの現象を理解するうえでも重要な知見と

なることが期待される。今回の講演では、本研究の発見に至った経緯について話したうえ

で研究内容について詳しく解説するとともに、今後の展望についても述べる。特に、現在

取り組んでいるヒトCLiP作製研究の進捗についても簡単に触れたい。
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細胞を用いた評価系は、創薬における薬効評価や安全性評価などの様々な過程で重要な

役割を果たしている。心疾患に対する新規創薬や心臓に対する安全性評価でも、ヒト心筋

細胞を利用した評価系が有用であることは明らかだが、技術的および倫理的問題のためヒ

ト心臓から採取した心筋細胞を利用した評価は困難であった。人工多能性幹細胞 (iPS細

胞) 技術が開発されたことでヒトiPS細胞から分化誘導した心筋細胞を利用した評価が可

能になり、心筋症などの遺伝性心疾患に対する新規創薬や心臓に対する安全性評価などへ

の応用が期待されている。

我々は2006年にWntシグナルの活性化と抑制を組み合わせてマウスES細胞から効率良く

心筋細胞を分化誘導する技術を報告した。この技術がヒトiPS細胞にも応用可能か検討を

加えたところ、Wntシグナルを活性化/抑制する低分子化合物にエストラジオールを組み合

わせることで効率良く心筋細胞を分化誘導できることを見出した。また、浮遊培養で心筋

細胞を分化誘導する際の一般的な培養液が高価であったことから、従来の10分の1の価格

で浮遊培養・接着培養の両方に利用可能な心筋細胞分化誘導培地を開発した。さらに、従

来の心筋細胞を精製する技術には遺伝子組換えを利用するものや細胞に大きな代謝ストレ

スを与えるものが多かったため、細胞の比重を指標に心筋細胞のみを大量に短時間で細胞

に障害を与えることなく精製する技術を開発した。

現在、これらの技術を利用して家族性肥大型心筋症患者、拡張型心筋症患者および

Fabry病患者由来iPS細胞から心筋細胞を分化誘導および精製し、健常者iPS細胞由来心筋

細胞と比較することで疾患表現型を同定し、疾患表現型をもとにした新規創薬研究を行っ

ている。肥大型心筋症患者iPS細胞由来心筋細胞は細胞サイズが大きいという疾患表現型

を有しており、細胞サイズを小さくする化合物のスクリーニングを行っている。ヒット化

合物の中には、肥大型心筋症患者iPS細胞由来心筋細胞の生理的表現型を改善するものも

含まれており、画期的な治療薬の候補化合物として期待されている。
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ヒトiPS細胞の創薬応用の実現に向けた取り組み
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ヒトiPS細胞の実用化は国策としてこの10年間推進されており、再生医療分野に加えて

創薬分野への応用も加速している。創薬応用にあたり最も重要な点は、健常人から作製し

たiPS細胞がヒト臓器の特性や薬剤応答性を反映しているのかなどを検証し、医薬品評価

においてヒト細胞としての有用性を明らかにすることである。そのためには、分化誘導し

た細胞や薬理試験法の標準化を進めて、製薬企業などで広く利用できるような体制を整備

する必要がある。

我々はこれまでヒトiPS細胞から分化誘導した心筋細胞、神経細胞、肝臓細胞に焦点をあ

てて、創薬における非臨床試験と同等あるいはそれ以上の予測性を有するような試験が可

能なのか検討を進めてきた。最も公的な試験法として確立する可能性が高いのは、ヒト

iPS細胞由来心筋細胞を用いた安全性薬理試験法である。我々は、産官学でヒトiPS細胞由

来心筋細胞を用いた安全性薬理実験プロトコルの作成に着手し、多点電極の上に高密度に

播種して作製した心筋細胞シートを用いて細胞外電位を記録するプロトコルを確立した。

このプロトコルのもと市販のヒトiPS細胞由来心筋細胞 (CDI社のiCell心筋細胞) を用い

て検証した結果、ヒトiPS細胞由来心筋シートはヒト心電図におけるQT-RR間隔の特性を反

映することを世界で初めて示した。さらに、致死的不整脈であるtorsade de pointesのリ

スクが異なる化合物を用いて大規模検証試験を行い、ヒトiPS細胞由来心筋シートを用い

た催不整脈リスク予測法を開発し、新規試験法としての有用性を明らかにした。

現在、ヒトiPS細胞を用いた安全性薬理試験に関して国際協調のもと公的な試験法に向け

てさらに議論を重ねている。さらに神経系などに関しても医薬品や化学物質の毒性試験法

の提案に向けた取り組みを進めている。本シンポジウムでは、ヒトiPS細胞の創薬応用の

実現に向けた日本の取り組みを紹介するとともに、今後の展望も含めて議論したい。
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ヒト乳がん幹細胞においてp21は抗がん剤抵抗性に関与する

○佐々木晶子、角田ゆう子、小山田英人、土屋洋道、橋本翔太郎、牛腸俊彦、

木内祐二

昭和大学医学部薬理学講座医科薬理学部門 亀田総合病院乳腺センター

目的:Triple negative breast cancer (TNBC) は、ホルモン感受性がなく化学療法に抵抗

性を示すため有効な治療法が確立されていない。化学療法抵抗性の原因としてがん幹細胞

(CSC) におけるTGFβシグナル経路を介したglutathione代謝経路の活性化が報告されてい

る。我々は、CSCにおける化学療法抵抗性の要因を明らかにするためにTGFβ下流に存在す

るp21とタンパク質への翻訳を抑制するマイクロRNA (miRNA) に着目した。本研究は、ヒ

ト乳がん細胞株 (MDA-MB-231) のCSCを用いて、cisplatin曝露後のTGFβシグナル経路お

よびp21生成を抑制するmiRNAを同定することを目的とした。

方法: ヒト乳がん細胞株を用いて1nM cisplatinを24時間曝露後、CSC (CD44陽性CD24陰性

細胞) をMACS磁気ビーズで抽出した。それ以外のCD44陰性細胞をがん細胞とした。miRNA

PCR arrayを用いてp21生成を調節するmiRNA発現を同定し、TGFβ、smad2/3およびp21生成

量をELISA法で測定した。

結果: CSCにcisplatin曝露後のTGFβ、smad2/3は無処置のコントロールに比べて有意に増

加した。しかしp21の生成量はCSCにおいて無処置のコントロールと比べて有意に増加した

ものの、CD44陰性細胞との比較では有意に低下が認められた。この結果よりCSCのTGFβシ

グナル経路は活性化されるが細胞周期は停止せず進行する可能性が示唆された。miRNA発

現解析ではmiR-93の発現増加により、CSCのcisplatinに対する抗がん剤抵抗性にはmiR-93

がp21生成を抑制することが示唆された。
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リゾホスファチジン酸によるトリプルネガティブ型乳癌幹細胞の増殖機構
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ホルモン受容体が陰性のトリプルネガティブ型乳癌 (TNBC) は非常に悪性度が高く早期

に再発・転移する難治の癌であるため、分子標的治療薬の開発が期待されている。TNBC

は、ホルモン受容体が陽性のルミナール型乳癌と比較して、癌の元となる癌幹細胞を多く

含むことが報告されていることから、TNBC幹細胞の増殖機構を解明することにより新たな

治療薬の標的分子が明らかになると考えられる。

我々はこれまでに、癌幹細胞の機能的マーカーであるアルデヒド脱水素酵素 (ALDH) の酵

素活性を指標にしたアッセイ系を用いて、乳癌幹細胞の増殖を誘導する因子として、リゾ

リン脂質の1種であるスフィンゴシン1リン酸 (S1P) を明らかにしてきた ( .

2014, 5, 4806)。そこで本研究では、S1Pと同じリゾリン脂質であるリゾホスファチジン

酸 (LPA) に焦点をあてて、TNBC幹細胞に対する作用を検討した。

まず、LPAでTNBCモデル細胞株MDA-MB-231を刺激したところ、濃度依存的にALDH陽性細胞

の増加が認められた。次に、TNBC幹細胞の増殖に関与するLPA受容体を解析した。MDA-MB

-231細胞からALDH陽性細胞とALDH陰性細胞を単離し、LPA受容体の遺伝子発現を比較した

ところ、ALDH陽性細胞はLPA受容体3 (LPAR3) の発現が高いことを見出した。さらに、

LPAR3の選択的アゴニスト刺激によって濃度依存的にALDH陽性細胞が増殖した。LPA刺激に

よるALDH陽性細胞の増殖は、LPAR1およびLPAR3の選択的アンタゴニストによって抑制され

たが、LPAR2の選択的アンタゴニストでは影響が見られなかった。

以上の結果から、LPAはLPAR3を介してTNBC幹細胞の増殖を誘導することが示唆された。今

後は、ヌードマウスの腫瘍形成能や臨床検体を用いた実験により、LPAR3の標的分子とし

ての有用性を検証する予定である。
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ヒトiPS細胞の神経分化に対するクロルピリホス曝露の影響

○山田茂1,2、山崎大樹1、諫田泰成1

1国立医薬品食品衛生研究所薬理部、2日本薬理評価機構

クロルピリホス (CPF) は有機リン系化合物であり、殺虫剤として一般家庭や農業などに

用いられてきた。近年、CPFはヒト胎生期曝露による生後の知能低下や注意欠陥障害など

が相次いで報告され、米環境保護庁 (EPA) により使用に制限がかけられるようになっ

た。しかしながら、ヒト胎生期における神経毒性メカニズムは現在も不明なままである。

我々は、これまでに胎生期モデルとしてヒトiPS細胞を用いてCPF毒性の検討を行い、μM

オーダーのCPF曝露により、ミトコンドリア融合因子Mfn1が分解され、ATP産生低下などの

ミトコンドリア機能障害が引き起こされることを明らかにしてきた (第134回薬理学会関

東部会)。

本研究では、CPFがヒトiPS細胞の神経分化に与える影響について詳細に解析を行った。神

経分化はTGFβ及びBMPシグナル阻害剤によるDual SMAD阻害法を用いた。外胚葉への分化

に対するCPFの影響を調べた結果、CPF曝露 (30 μM、24時間) により外胚葉分化マーカー

であるPax6の発現が抑制されることを見出した。また、神経外胚葉マーカーである

FOXG1、および神経前駆マーカーである、Nestinに対する影響を調べた結果、CPF曝露によ

り、両マーカーの発現も抑制された。従って、CPFが神経分化を阻害する可能性が示唆さ

れた。

次にCPFによる神経分化の阻害がミトコンドリアを介しているかどうかを明らかにするた

めに、ヒトiPS細胞においてMfn1ノックダウンを行い、神経分化に対する影響を検討し

た。その結果、Mfn1ノックダウンにより、CPF曝露と同様に神経分化に伴うPAX6、FOXG1、

NCAM1の発現減少が認められた。

以上の結果から、CPFの神経毒性メカニズムの一つとして、Mfn1分解を介したミトコンド

リア機能低下により引き起こされる可能性が示唆された。

参考文献:Yamada et al.,  2017, 7, 40925
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脳ペリサイト研究に有用な新規ヒト不死化脳ペリサイトの樹立とその特

性解析

○降幡知巳1, 2、梅原健太2、孫雨晨2、濱田孝樹3、日浦智史3、伊藤素行3、

更屋敦則4、大島基彦4、岩間厚志4、千葉寛2、秋田英万2、安西尚彦1

1千葉大学大学院医学研究院薬理学、2千葉大学大学院薬学研究院薬物学、
3千葉大学大学院薬学研究院生化学、4千葉大学大学院医学研究院分子細胞医学

【背景・目的】 ヒト脳ペリサイト (Human brain vascular pericytes, HBVP) は、脳毛

細血管内皮細胞に接着して存在し、Neurovascular Unitの形成・恒常性維持に重要な役割

を担っている。一方、炎症性刺激によりHBVPが活性化することが報告されており、HBVPは

中枢神経疾患の発症・進展においても重要な役割を担うと考えられている。このような

HBVPの多彩な機能およびその分子機序を明らかとするためには、優れた  HBVPモ

デルが必要である。そこで本研究では、条件的細胞不死化法を用い、汎用性に優れた新規

不死化HBVP (conditionally immortalized HBVP、ciHBVP) を樹立し、さらにそのペリサ

イト研究における有用性を明らかとすることを目的とした。

【方法】 ciHBVPはヒト初代培養脳ペリサイトへ不死化遺伝子を導入することにより作製

した。細胞増殖能は細胞計数により、各種遺伝子発現は、RT-PCR、定量的PCR、および細

胞免疫染色法により解析した。ciHBVPの血液脳関門形成促進能は脳毛細血管内皮細胞

HBMEC/ciβとの共培養により解析した。活性化応答能は、TNF-α曝露により解析した。

【結果・考察】 細胞不死化により得られたciHBVPは長期継代培養が可能であり、PDGFR-

βやNG2など複数の代表的なペリサイトマーカーのmRNAおよびタンパク質発現が認められ

た。またciHBVPのBBB形成促進効果を明らかとするためHBMEC/ciβとの共培養実験をおこ

なったところ、ciHBVPと共培養したHBMEC/ciβの経皮内電気抵抗値は、単独培養時の約

2.9 ± 0.2倍高値を示した。続いて、ciHBVPの炎症性刺激に対する活性化能をTNF-α曝露

実験により解析したところ、TNF-α処理によりCCL5およびIL-8 mRNA発現量はそれぞれ

31.0倍および15.7倍に増加した。

以上、本研究では汎用性に優れたヒト脳ペリサイトモデルciHBVPを樹立し、さらにciHBVP

が様々な脳ペリサイト機能を保持することを明らかとした。したがって、ciHBVPは多彩な

脳ペリサイト機能の分子機序やその特性解明を促進しうる新たな ペリサイトモデ

ルとなると期待される。

細胞



ドーパ受容体 GPR143 とアドレナリン α1 受容体との機能的連関 と複

合体形成

○増川太輝1、古賀資和1、涌井広道2、上窪裕二3、横山詩子4、中村史雄1、櫻井隆3、

田村功一2、石川義弘4、五嶋良郎1

1横浜市立大学 分子薬理神経生物学教室、2横浜市立大学 病態制御内科学、
3順天堂大学 薬理学講座、4横浜市立大学 循環制御医学教室

L-DOPA (ドーパ) は生理活性を持たず、その薬理作用は L-アミノ脱炭酸酵素 (AADC) に

よってドパミンに変換されることにより発現するものと考えられてきた。我々はドーパ自

体が神経伝達物質であるとの仮説を提起してきた。麻酔下ラットの延髄弧束核領域に微量

注入したドーパがドパミンへの変換を介さずに、G蛋白質連関型受容体の一つ GPR143 を

介して血圧下降および徐脈応答を引き起こす。GPR143 は、中枢神経系のみならず、心臓

や血管などの末梢臓器にも発現する。我々は心血管機能における GPR143 の役割を解明す

るため、フェニレフリンによる昇圧応答を GPR143 遺伝子欠損 ( ) マウスを用い

て検討した。その結果、 マウスにおいてフェニレフリンによる昇圧応答が著減

していることを発見した。血管平滑筋特異的に GPR143 を欠損させた動物においてもフェ

ニレフリン応答の著減が認められた。野生型と 血管平滑筋初代培養細胞におい

て、ドーパ (10 nM) はフェニレフリンに対する細胞内カルシウム応答を増強する一方、

細胞においてはドーパによる増強作用は認められなかった。また、ドーパによ

るフェニレフリンに対する細胞内カルシウム応答増強作用は GPR143 と α1B 受容体を導

入した網膜色素上皮細胞においても認められた。GPR143 と α1B 受容体を HEK293 細胞

に導入し、受容体間相互作用を全反射照明蛍光顕微鏡並びにfluorescence resonance

energy transfer (FRET) 法により検討したところ、これらの2 つの受容体分子間の物理

的相互作用が明らかとなった。内在性GPR143 と α1B 受容体との相互作用の有無を in

situ proximity ligation assay 法により検討したところ、相互作用を示す特異的なシグ

ナルが認められた。これらの結果は、GPR143 と α1B 受容体とが両者の複合体形成を介

して、機能連関を示すことを示唆する。

末梢器官



c-Srcによる平滑筋型CaV1.2 L型Ca2+チャネル活性化の分子機構の解析

○柏原俊英、郭暁光、中田勉、山田充彦

信州大学医学部分子薬理学教室

アテローム性動脈硬化では、病巣で産生される血小板由来増殖因子 (PDGF) が、血管平

滑筋細胞の生理特性を変化させ異常収縮を誘発することがある。しかし、その機序の解明

は十分でない。血管平滑筋細胞ではCaV1.2 L型Ca2+チャネル (LTCC) からのCa2+流入が、血

管を収縮させる。我々はこれまでに、ラット大動脈由来細胞株A7r5においてPDGFがSrc-

family tyrosine kinaseを介してLTCC活性を増加させ、脱分極による細胞内Ca2+濃度上昇

反応を増強させることを報告してきた。本研究では、ヒト胎児由来腎細胞株tsA201にリコ

ンビナント平滑筋型LTCCを発現させて、c-SrcがLTCCを活性させる分子機序を解析した。

平滑筋型CaV1.2のC末端は翻訳後、1763番目付近のアミノ酸で切断され、近位C末端 (PCT)

と遠位C末端 (DCT) 分かれる。そして、DCTはPCTと再結合して、LTCC活性を自己抑制す

る。そこで、①全長タイプCaV1.2、②CaV1.2の1763番目以降のDCTを欠失させた

CaV1.2Δ1763、③CaV1.2Δ1763 にDCTを加えたものを、それぞれβ2aとα2δ1サブユニット

と共に発現させ、その活性をパッチクランプ法で検討した。先ずそれぞれのチャネル活性

を比較した結果、②の活性は、①や③に比べ約3倍高かった。次に、それぞれのチャネル

に対するc-Srcの強制発現の効果を検討した。c-Srcは、①の活性を有意に増加させたが、

②や③の活性には影響しなかった。①のC末端には12個のチロシン残基がある。そこで、

これらのチロシン (Y) をフェニルアラニン (F) に置換した非リン酸化体の効果を検討し

た。その結果、c-Srcによる①の活性化は、PCT上のY1709FとY1758F変異体でほぼ完全に消

失した。以上の結果より、c-Src は、全長タイプの平滑筋型CaV1.2のPCT上のY1709や

Y1758をリン酸化することで、LTCCを活性化する可能性が示唆された。

末梢器官



糖尿病モデルマウスにおける心筋Ca2+シグナル異常と拡張障害

○三上義礼1、伊藤雅方1、杉本結衣1、濵口正悟2、 冨田太一郎1、村上慎吾1、

行方衣由紀2、田中光2、赤羽悟美1

1東邦大・医・生理学・統合生理学、2東邦大・薬・薬物学

糖尿病患者において心不全発症リスクが高いことが知られている。糖尿病性心筋症の特

徴として左室拡張障害が挙げられ、心室性不整脈や心房細動のリスク増加にも繋がる。こ

れらの障害は心筋細胞内Ca2+シグナル制御の破綻に起因すると考えられるが、その分子メ

カニズムは不明であり、診断・治療方法についても未だ確定していない部分が多い。そこ

で我々は、糖尿病性心筋症の発症に関わるCa2+シグナル制御破綻のメカニズムを明らかに

することを目的として、1型糖尿病モデルマウスを用いた細胞内Ca2+シグナル制御関連分

子の発現と機能について解析を行った。1型糖尿病モデルマウスはC57BL/6Jマウスへの180

mg・kg-1ストレプトゾトシン (STZ) 腹腔内投与により作製し、STZ投与後4週または8週後

の個体を解析に用いた。STZ投与マウスは、体重および骨格筋重量が低下し、コントロー

ルマウスに比べて心室筋の収縮張力低下と弛緩時間の延長が観察され、心筋細胞内Ca2+ト

ランジェントのピーク値の低下、ベース値の上昇、および、減衰速度の低下が認められ

た。STZ投与マウスでは、筋小胞体へのCa2+取り込みを担う筋小胞体Ca2+-ATPase2

(SERCA2) を調節するホスホランバン (PLN) のSer16の基底状態におけるリン酸化レベル

が低下していた。PLN-Ser16はPKAによるリン酸化サイトとして知られている。しかし、

STZ投与マウスの心室においてPKAの上流に位置するβアドレナリン受容体 (βAR) の発現

低下はなく、イソプロテレノール刺激によるPLN-Ser16リン酸化はむしろ亢進していた。

そこで、βAR以外の経路を介したPLN-Ser16リン酸化を担うメカニズムを解明するため

に、STZ投与マウスに浸透圧ポンプを用いてインスリンを投与したところ、血糖値が正常

レベルまで下がるとともに骨格筋重量が増加し、心室筋PLN-Ser16リン酸化レベルも回復

した。以上の結果は、心室筋PLN-Ser16リン酸化修飾がインスリンシグナルの下流で調節

されており、糖尿病性心筋症における左心室拡張障害においてインスリン欠乏によるPLN-

Ser16リン酸化修飾の低下が重要であることを示すものである。

末梢器官



mPGES-1抑制による肝虚血再潅流後の肝修復促進作用

〇伊藤義也1)、西澤伸恭1,2)、大久保博世3)、古城憲2)、井上智仁1)、大高史聖1)、

中本修司1)、津留世里1)、天野英樹1)、馬嶋正隆1)

北里大学医学部1)薬理学、2)外科学、3)心臓血管外科学

【目的】肝虚血再潅流により誘発された炎症の収束や肝修復過程が阻害されると、肝障害

の遷延化や肝不全に至り患者の予後に大きく影響する。本研究では、脂質メディエーター

であるプロスタグランジン (PG) E2を合成する膜結合型PGE2誘導型酵素 (mPGES-1) の肝

修復における関与とその制御機構を解明することを目的とした。

【方法】雄性C57BL6マウス (WT) およびmPGES-1欠損マウス (mPGES-1-/-) を用い、部分

肝 (70%) 温虚血 (45分をおこない、再潅流後の肝修復過程について比較検討した。

【結果】WT では肝障害 (ALTレベル) が再潅流後6時間でピークとなり以後漸減した。

mPGES-1-/-でも同様であったが、ALTレベルはWTより48、96時間で低値を示した。肝細胞

増殖マーカー (PCNA) や肝増殖因子 (EGF、VEGF) はmPGES-1-/-で増強した。肝修復期

(再潅流後48～96時間) においてWTでは炎症性マクロファージ (M1) が、mPGES-1-/-では

修復マクロファージ (M2) がそれぞれ増加した。PGE受容体サブタイプ (EP1～EP4) のな

かで、EP4の肝発現がWTで増強し、その発現はマクロファージに局在していた。EP4受容体

拮抗薬投与マウスおよびEP4欠損マウスでは、対照と比較して再潅流後肝修復期のALTレベ

ルが低値を示し、PCNAが増加した。またM1マクロファージの減少とM2マクロファージの増

加がみられた。

【結論】肝虚血再潅流後においてmPGES-1から合成されるPGE2はPGE受容体サブタイプであ

るEP4に作用して炎症性マクロファージを集積させることで肝修復を遅延させている可能

性が示唆された。
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ミクログリアは脳傷害後の神経保護的アストロサイトを誘導する

○篠崎陽一1、柴田圭輔1、吉田慶太郎2、繁冨英治1、田中謙二2、小泉修一1

1山梨大学大学院 総合研究部 薬理学講座 2慶応大学医学部 精神・神経科学教室

ミクログリア及びアストロサイトは病態時や傷害後の中枢神経系において活性化する。し

かしながら、これら反応性グリア細胞がどのように協調的に機能するか、またどのような

分子機構が神経保護または障害につながるのかは不明であった。今回、我々は物理的脳損

傷 (TBI) モデルを用いて検討を行った。大脳皮質に傷害を与えると1日後にはミクログリ

アのみの活性化が、3日後には瘢痕を形成する反応性アストロサイトが観察された。先行

して起こるミクログリア活性化をminocycline (ミクログリア活性化阻害薬)、

clopidogrel (P2Y12受容体拮抗薬) またはPLX5622 (colony stimulating factor 1

receptor拮抗薬) を用いて抑制すると、その後に起こるアストロサイト瘢痕の形成が抑制

された。 TBIモデルを用いて検討したところ、傷害後のアストロサイトの突起伸

長がミクログリア存在下で大きく促進された。この促進効果は細胞間接触を必要とせず、

ミクログリア由来液性因子によるものと考えられた。ミクログリアのみが活性化する傷害

1日後における各種サイトカイン発現を調べたところ、  mRNAの顕著な増

加が認められた。免疫組織化学染色による解析から確かに傷害部位のミクログリアに高発

現している事が明らかとなった。 でのミクログリアによるアストロサイト反応性

増強効果はこれらサイトカインに対する機能阻害抗体で消失した。薬理学的解析から反応

性アストロサイトの誘導にはP2Y1受容体の機能及び発現抑制が関与する事が明らかとなっ

た。アストロサイト特異的P2Y1受容体欠損マウスではTBI後のアストロサイト瘢痕形成の

促進、末梢からの炎症細胞浸潤抑制及び神経保護作用の促進などの所見が認められた。以

上の結果より、脳傷害後の活性化ミクログリアはアストロサイトのP2Y1受容体発現及び機

能を低下させる事によって神経保護機能を惹起する事が明らかとなった。

末梢器官



スロー運動ニューロンに選択的なCreドライバーマウス

○三澤 日出巳、猪俣 大二郎、菊池 実芹、丸山 裟絵、森脇 康博、奥田 隆志

慶應義塾大学 薬学部 薬理学講座

【背景】 VAChT-Cre マウス系統は、ヒトのシナプス小胞AChトランスポーター

(vesicular acetylcholine transporter; VAChT) のプロモーター領域を含む遺伝子断片

(11.3 kb) を用いたトランスジェニックマウスであり、生後の体性運動ニューロンの約半

数でCre recombinaseを発現する。VAChT-Creマウスは生後の運動ニューロンに選択的な遺

伝子改変のツールとして、過去10年以上に渡り様々な実験系で用いられ、運動ニューロン

の生物学・病態生理学的な研究に貢献してきた。

運動ニューロンの性質は、投射する筋線維の種類に対応して性質が大きく異なることが

知られているが、その違いを簡便に区別できる分子マーカーは知られていなかった。ス

ロー運動ニューロンは主として赤筋 (遅筋) に投射し、ファースト運動ニューロンは主と

して白筋 (速筋) に投射する。近年、これらの運動ニューロンサブタイプを区別できる

マーカーが利用可能となったことから、VAChT-CreマウスにおけるCre発現のサブタイプ選

択性についての再評価を行った。

【方法】VAChT-Creマウスと軸索移行シグナル (シナプトフィジンの一部) をもつ蛍光タ

ンパク質発現レポーターマウス (CAG-Syp/tdTomato) を掛け合わせ、tdTomatoの発現を運

動核 (脊髄と脳幹) と神経筋接合部 (NMJ) で検討した。運動ニューロンおよび筋線維の

サブタイプは、それぞれのマーカー蛋白質による免疫組織化学により区別した。

【結果・考察】運動ニューロンのサブタイプを、我々の新たに開発したオステオポンチン

(OPN) とマトリクスメタロプロテアーゼ9 (MMP-9) による分別染色法で区別したところ、

tdTomatoの発現はスロー運動ニューロンに大部分が検出された。また、tdTomato陽性の神

経終末部は赤筋 (遅筋) 線維 (MHC type I/IIa) 上のNMJと一致していた。以上より、

VAChT-Creは赤筋に投射するスロー運動ニューロンに発現特異性を有するCreドライバー系

統であることが示された。このような特性をもつマウス系統は、他に報告がなく、ユニー

クなツールであると考えられる。
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