
高脂肪食負荷により誘導されるAbcg5/Abcg8の毛細胆管膜局在化機構

の解析

○山崎 泰広1、青野 雅士1、小野 千夏1、山口 賢彦1、五十里彰2、菅谷 純子1、

黒川 洵子1

1静岡県大院・薬・生体情報分子解析学、2岐阜薬大・生化学

肝臓におけるABCトランスポーターは、生体の脂質恒常性維持において重要な役割を担っ

ており、過栄養状態における脂質異常症の発症に深く関与することが指摘されている。

我々はこれまでに、高脂肪食負荷によりコレステロールが過剰蓄積したマウス肝臓では、

コレステロールトランスポーター・Abcg5/Abcg8が肝毛細胆管膜に局在すること、それに

伴いコレステロール排泄が増加すること、これらの現象に翻訳後調節機構が重要であるこ

とを見出している。本研究では、cAMPシグナル系が食事によるAbcg5/Abcg8の毛細胆管膜

局在化に関与する可能性について検討した。

普通食飼育マウスにcAMPアナログであるDibutyryl-cAMP (Bt2cAMP) を投与し、毛細胆管

膜におけるAbcg5、Abcg8タンパク質の発現量、および肝臓におけるこれらトランスポー

ターのmRNA量の経時変化について調べた。その結果、投与後90～180分にかけて毛細胆管

膜におけるAbcg5、およびAbcg8タンパク質の一過性の発現増加が確認されたが、これらト

ランスポーターのmRNA量に変化は認められなかった。またAbcg5-CFP、およびAbcg8-YFPを

発現させたマウス肝臓にBt2cAMPを投与し、これら蛍光トランスポーターの発現分布変動

を解析したところ、蛍光シグナルが毛細胆管膜へ局在する様子が観察された。以上の結果

から、Abcg5/Abcg8の毛細胆管膜への局在化にcAMPシグナルが関与する可能性が示唆され

た。

次に過栄養状態とcAMPシグナルの関係を調べるために、高脂肪食飼育マウスにProtein

kinase A (PKA) 阻害剤であるH-89を投与したところ、肝毛細胆管膜におけるAbcg5/Abcg8

の発現量は減少した。また、PKA制御サブユニットの変異体 (触媒サブユニットの解離が

阻害され、PKAの機能が阻害される変異体) 発現遺伝子を構築し、高脂肪食飼育マウス肝

臓に導入したところ、毛細胆管膜へのAbcg5/Abcg8の局在化が阻害された。以上の結果か

ら、高脂肪食負荷によるAbcg5/Abcg8の肝毛細胆管膜への局在化にPKAが関与する可能性が

示唆された。
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糖尿病下における内因性NOS阻害物質の蓄積は膵β細胞障害を亢進
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【目的】膵β細胞において、cNOSを介して産生される低濃度の一酸化窒素 (NO) がインス

リン分泌調節および細胞保護作用に関わることがこれまでの当研究室の検討から示されて

いる。asymmetric dimethylarginine (ADMA) はL-arginineからprotein-arginine

methyltransferase (PRMT) を介して産生され、dimethylarginine

dimethylaminohydrolase (DDAH) によって加水分解を受ける内因性NOS阻害物質である

(DDAH/ADMA/NOS経路)。我々はこれまでに、高濃度グルコースを膵β細胞に長時間曝露す

ることより、DDAH2の発現低下、PRMT4の発現増大を確認している。本研究では、糖尿病条

件下における膵β細胞内のDDAH/ADMA/NOS経路を介したNO産生調節が膵β細胞機能に与え

る影響について明らかにすることを目的とした。【方法】ラット由来膵β細胞株INS-1細

胞にグルコース 10mMまたは20mM含有培地を3日間処置し、HPLCにて細胞内ADMA量の定量を

行った。また、NO2/NO3 assay kitを用いてNOの定量を行った。アポトーシス関連分子の

発現変化をWestern blotting法により解析した。インスリン受容体アンタゴニストS661を

持続投与した2型糖尿病モデルマウスを作製後、単離膵島におけるDDAH2 mRNA発現を解析

した。【結果】INS-1細胞において、グルコース 20mM処置群で細胞内ADMA量は有意に増加

した。また、NO産生量は、ADMAの前処置により有意に抑制された。グルコース 20mM 3日

間処置で増加したアポトーシス関連分子 cleaved caspase3の生成量は、ADMAの共処置に

よりさらに増加した。また、小胞体Ca2+-ATPase 阻害薬であるthapsigargin処置によるア

ポトーシス反応においても、ADMAの共処置によりcleaved caspase3量のさらなる増大が認

められた。また、糖尿病モデルマウスの単離膵島においてDDAH2の発現は有意に低下して

いた。【考察】糖尿病条件下において、膵β細胞におけるPRMT4の増加とDDAH2の減少に

よって細胞内でADMAが蓄積することによりNO産生が抑制され、NOによるβ細胞保護作用が

減弱することで、膵β細胞障害が亢進することが示唆された。
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副腎皮質細胞のコルチゾル産生における漢方薬の効果
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【背景・目的】生体がストレスに晒されると視床下部-下垂体-副腎皮質系 (HPA系) が活

性化され、糖質コルチコイドのコルチゾルが大量に産生されてストレスに対抗する。しか

し、ストレスが過剰になるとコルチゾルが過分泌され、代謝性疾患、悪性腫瘍や記憶障害

など様々な疾患が生じる原因となる。一方、漢方薬は様々な疾病の治療に現在、用いられ

ている。しかし、漢方薬のHPA系に及ぼす影響については、ほとんど報告されていない。

そこで本研究では、35種類の漢方薬のACTH刺激によるウシ副腎皮質細胞のコルチゾル産生

に対する影響について検討した。

【方法】ウシ副腎から得られた皮質細胞に漢方薬や生薬抽出物を処置し、ACTHで刺激して

産生されたコルチゾルを蛍光定量した。

【結果・考察】検討した35種類の漢方薬のうち、ほとんどの漢方薬がACTHによる副腎皮質

細胞のコルチゾル産生にあまり影響しなかったが、葛根湯、神秘湯、越婢加朮湯、通導

散、桂枝加芍薬大黄湯などがコルチゾル産生を強く抑制した。これらの漢方薬には共通し

て麻黄または大黄が構成生薬として含まれていた。その中で麻黄附子細辛湯 (IC50 :

46.1 µg/mL) と大黄甘草湯 (IC50 : 82.3 µg/mL) が最も強い抑制効果を示したため、こ

れらの漢方薬に含まれる生薬 (麻黄、大黄、細辛、甘草および附子) の抽出物をACTHによ

る副腎皮質細胞のコルチゾル産生に対する影響を検討した。細辛、甘草および附子の抽出

物はACTHによるコルチゾル産生には効果を示さなかったが、麻黄 (IC50 : 47.7 µg/mL)

と大黄抽出物 (IC50 : 26.7 µg/mL) はACTHによるコルチゾル産生を濃度依存性に強く抑

制した。以上の結果は、漢方薬の中にはACTHによる副腎皮質細胞のコルチゾル産生を抑制

するものがあること、その抑制には構成生薬の麻黄または大黄の成分が関与していること

を示している。
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膵β細胞TRPV2活性化は細胞膨張誘発インスリン分泌反応に関与する
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【目的】グルコース誘発インスリン分泌調節機構として、KATPチャネルを介した機構が広

く認知されている一方で、KATPチャネル非依存性の機構も複数報告されている。我々はKATP

チャネル非依存性機構の一つとして細胞膨張によるインスリン分泌反応に着目し、これま

でに、ラット膵β細胞において低浸透圧刺激による細胞膨張がインスリン分泌を惹起させ

ること、この反応には伸展活性化カチオンチャネル (SAチャネル) が関与することを示し

ている。しかし、このSAチャネルの分子実体はわかっていない。そこで、本研究では、細

胞膨張誘発インスリン分泌反応に関与するSAチャネルの分子実体の同定および反応機構の

解明を目指し、伸展感受性が報告されているTRPVファミリーに着目し検討を行った。【方

法】マウス単離膵β細胞および膵β細胞株MIN6における細胞内Ca2+濃度 ([Ca2+]i) および

インスリン分泌反応を測定した。また、RT-PCRおよびwestern blotting、免疫染色法によ

りTRPV isoformの発現を解析した。【結果・考察】マウス膵β細胞においてTRPV2および

V4の発現を確認した。また、グルコース非刺激下、低浸透圧刺激により [Ca2+]iおよびイ

ンスリン分泌が増大し、この反応はTRPV阻害薬であるruthenium red (RuR) により有意に

抑制された。さらに、電位依存性Ca2+チャネル (VDCC) 阻害薬により低浸透圧刺激誘発

[Ca2+]i上昇は抑制された。しかし、RuR存在下でVDCC阻害薬を加えても、さらなる抑制効

果は得られなかった。また、TRPV2阻害薬は低浸透圧刺激誘発[Ca2+]i上昇反応を抑制し、

TRPV2活性化薬は[Ca2+]i上昇を惹起した。この[Ca2+]i上昇反応はRuRにより抑制された。一

方で、TRPV4活性化薬は[Ca2+]iに影響を与えなかった。以上の結果から、マウス膵β細胞

における細胞膨張誘発インスリン分泌反応に関与するSAチャネルの分子実体としてTRPV2

が示唆された。すなわち、細胞膨張により活性化されたTRPV2により細胞膜の脱分極が生

じることでVDCCが活性化され、インスリン分泌が惹起されるという反応機構が考えられ

る。
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副腎細胞からのストレスホルモン分泌に対する リンゴ葉MeOH抽出成分

の影響
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【背景・目的】ヒトはストレスに晒されると、副腎皮質と髄質からそれぞれコルチゾルと

カテコールアミン (CA) などのストレスホルモンを分泌し、ストレスに対抗する。しかし

過度のストレスは、ストレスホルモンの過剰な分泌を引き起こし、組織を疲弊させ、疾病

誘発の原因となる。一方リンゴの栽培過程において、葉は果実の生育を促すため大量に摘

み取られ廃棄される。これまでに我々はリンゴ葉の有効利用を目的として、葉からの生物

活性成分の探索を行い、リンゴ葉抽出物のHP-20カラムクロマトグラフィー (HP-20) 50%

や70%MeOH溶出画分から成分を単離し、これらの成分がウシ副腎皮質細胞のACTHによるコ

ルチゾル産生並びに髄質細胞からのアセチルコリン (ACh) によるCA分泌を抑制すること

を明らかにした。本研究では、新たにHP-20 EtOH溶出画分から成分を探索し、得られた成

分およびその類似体のコルチゾル産生並びにCA分泌に対する影響を検討した。

【結果】EtOH溶出画分からステロイド様骨格を有するトリテルペンであるUrsolic acid、

Euscaphic acidおよびPomaceic acidの3成分を単離した。そこでこれら成分並びにこれら

と化学構造が類似している植物由来のAsiatic acidとMoronic acidのストレスホルモン分

泌に対する影響を検討したところ、副腎細胞においてUrsolic acid以外の4成分がACTHに

よるコルチゾル産生を、全ての成分がAChによるCA分泌を濃度依存性に抑制した。コルチ

ゾル産生に対してAsiatic acidおよびMoronic acidが、CA分泌に対してMoronic acidが最

も強い抑制活性を示した。一方、電位依存性Ca2+チャネル (VDCC) を活性化するhigh K+に

よるCA分泌をEuscaphic acidおよびPomaceic acidは抑制したが、その効果はAChによるCA

分泌に対する抑制効果よりも弱かった。

【考察】以上の結果はリンゴ葉由来のトリテルペンが副腎のストレスホルモン分泌を抑制

することを示しており、通常は廃棄されてしまうリンゴ葉がストレスで誘発される疾患の

予防や治療に有効な活性成分を含んでいることを示唆している。
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ニゲリシンによる子宮内膜腺上皮細胞のカドヘリン低下作用
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【目的】子宮内膜症は異所性に子宮内膜細胞が浸潤・増殖する罹患率の高い炎症性疾患で

ある。生殖年齢の女性のQOLを著しく損なうが、未だその分子病態は不明である。我々の

以前の検討で、胎盤絨毛栄養膜細胞ではNLRP-3/caspase-1経路が機能しており、炎症性サ

イトカイン (IL-1) 産生に関与することを示唆した (第90回年会, 2017)。今回、子宮内

膜腺上皮細胞のスフェロイド培養系を用いて、NLRP3経路の検証と共にNLRP3活性化作用を

有するK+/H+アンチポーターであるニゲリシンのスフェロイド形成に及ぼす影響について

検討した。【方法】子宮内膜腺上皮細胞株 (EM-1) を用いて、スフェロイドを形成させ

た。ニゲリシンまたはリコンビナントTGFβ処置後に2日間培養し、顕鏡像の観察と共にリ

アルタイムRT-PCRまたはイムノブロットにて、NLRP3関連因子並びに細胞接着因子の発

現、またSmadとERKのリン酸化量を検討した。【結果】EM-1細胞ではNLRP3の発現、また、

ニゲリシン処置 (10μM) によるIL-1β分泌はみられなかった。スフェロイド培養系で

は、TGFβ添加によるE-カドヘリン発現量の低下及びN-カドヘリン発現量の増加がみられ

た。ニゲリシン処置 (0.1～5μM) は、E-カドヘリン発現並びにERKのリン酸化量を著しく

低下させた。一方、ビメンチン発現には効果を示さなかった。また、ニゲリシンはコンパ

クトなスフェロイド形成を阻害し、その面積を約3倍に増加させた。【考察】子宮腺上皮

細胞においては、NLRP3経路は機能しておらず、ニゲリシン処置によるスフェロイド形成

阻害は、K+/H+アンチポーターの活性化に付随した接着因子の発現低下に起因することが

示唆された。子宮内膜症病変における上皮間葉転換 (EMT) 様の変化が、DAMPシグナルに

より誘導される可能性も推察される。
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「RAMP1シグナルによる自己免疫性肝炎制御」
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北里大学医学部1)薬理学、2)消化器内科学、3)外科学

【目的】自己免疫性肝炎とは肝臓における免疫寛容の破綻によって引き起こされる原因不

明の疾患である。最近、神経と免疫との関連性が注目されている。そこで、本研究では、

神経ペプチドのカルシトニン遺伝子関連ペプチド (calcitonin gene-related peptide、

CGRP) とその受容体である受容体活性調節蛋白1 (receptor activity modifying protein

1、RAMP1) シグナルの自己免疫性肝炎に果たす役割を解明することを目的とした。

【方法】8週齢の雄性C57BL6マウス (WT) または雄性RAMP1ノックアウトマウス (RAMP1-

/-) を用い、Concanavalin A (Con A) を投与して自己免疫性肝炎モデルを作成した。Con

A投与後の血清ALT、肝組織mRNA発現、免疫染色、fluorescence activated cell sorting

(FACS) 等にて経時的変化を比較検討した。

【結果】ConA投与により、WT で肝障害 (ALT高値、肝壊死) と炎症性細胞浸潤 (単球・マ

クロファージ) を認め、RAMP1-/-ではこれらの変化がWTより増悪した。リンパ球系細胞の

肝集積はみられなかった。RAMP1は肝臓ならびに脾臓のマクロファージに発現した。肝臓

および脾臓における炎症性サイトカイン (TNF、IFN) の発現はWTよりRAMP1-/-で増強した

が、脾臓での発現量は肝臓よりも50倍以上あった。Clodronate liposomes (CL) をRAMP1-

/-に前投与してマクロファージを除去すると肝障害は軽減し、炎症性細胞浸潤および炎症

性サイトカインの肝発現が抑制された。また脾臓炎症性サイトカイン発現もCLにより抑制

された。さらにRAMP1-/-の脾臓摘出直後にConAを投与すると、肝障害と肝炎症性サイトカ

イン発現は軽減した。

【結論】RAMP1シグナルは脾臓マクロファージに作用してConA誘導肝炎を抑制している可

能性が示唆された。

内分泌・末梢



幼少期の全身麻酔薬曝露と自閉症スペクトラム障害の関連

◯嶋田哲也1、佐藤泰司1、神尾陽子2、赤井亮介1、風間富栄3、石塚俊晶1

1防衛医科大学校薬理学講座 2国立精神・神経医療研究センター児童・思春期精神保健研

究部 3防衛医科大学校麻酔学講座

 (背景) 動物実験において、発達期の全身麻酔薬曝露が成長後の自閉症様行動を引き起こ

すことが明らかになっているが、ヒトにおいても同様なことが起こるかについては解って

いない。今回我々はヒトにおいて小児期の麻酔曝露が成長後に自閉症発症リスクに影響す

るかについて検討した。

 (方法) 防衛医科大学校病院において4歳未満で手術を受け、調査時点で6歳から12歳まで

の男児 (麻酔曝露群) と、東京都小平市の小学校の通常学級に通う同年齢の男児 (コント

ロール群) についてアンケート調査を行った。自閉症スペクトラム障害はSocial

Responsiveness Scale (SRS) スコアという連続的な量的評価指標を用いて解析し、両群

間で比較した。統計検定はt-testを用いた。

 (結果) 両群のスコアの平均値は、それぞれ、麻酔曝露群 (n=58) で30.7 (95%CI, 25.8

-35.5) およびコントロール群 (n=8699) で34.7 (95%CI, 34.3-35.1) で、両群間に有意

差は認めなかった (t=1.63, p=0.10)。

 (考察) 幼少期における全身麻酔薬曝露と自閉症スペクトル障害との有意な関係は確認で

きなかった。しかし、保護者の教育水準、麻酔時間などの交絡因子やアンケートの回答

者・非回答者間にバイアス等が存在する可能性があり、さらに精密な検討が必要である。

 (結論) 5歳未満での麻酔曝露と、その後の自閉症スペクトラム障害発症リスクの間に有

意な相関は認められなかった。

中枢・動物



視床下部室傍核内ストレス応答性神経の特異的活性化は腫瘍増殖を

促進する

○吉田小莉1)、濱田祐輔1)、伊藤 航1)、藤森由梨1)、金尾奈穂美1)、伊東俊雅1,2)、

成田道子1)、田村英紀3)、手塚裕之3)、山中章弘4)、葛巻直子1)、成田 年1,3)

1) 星薬科大学 薬理学教室、2) 星薬科大学 先端生命科学研究センター(L-StaR)、
3) 東京女子医科大学東医療センター、
4) 名古屋大学 環境医学研究所 神経系分野Ⅱ 4)

腫瘍微小環境は、生体のホルモン分泌や末梢免疫応答等の均衡により制御されており、

中枢を介したストレス応答はこれらの均衡を崩すことでがんを増悪させることが考えられ

る。一方、視床下部室傍核 (hypothalamic paraventricular nucleus; PVN) 領域は、ス

トレス応答に伴う様々な脳領域や末梢からの求心性シグナル入力の統合と、内分泌系や自

律神経系を介した末梢への出力を担う脳領域であり、脳-末梢免疫連関において重要な役

割を担っている。この PVN には多くのペプチド含有神経が存在するが、中でも

corticotropin- releasing hormone (CRH) 神経は、HPA axis を介した cortisol の分泌

を促すことで、末梢の免疫応答を制御する。そこで本研究では、ストレス応答性である視

床下部室傍核 CRH (PVN-CRH) 神経を人為的に活性化させた際の腫瘍増殖に及ぼす影響に

ついて検討を行った。がん移植モデルマウスは、Lewis lung carcinoma (LLC) 細胞をマ

ウスの右腰背部へ皮下移植することで作製した。PVN-CRH神経の人為的活性化は、CRH-Cre

を用いた薬理遺伝学的手法を応用し、活性化型遺伝子改変受容体 hM3Dq を PVN-CRH 神経

特異的に発現させた CRH-cre/hM3Dq マウスを作製し、hM3Dq の特異的リガンドである

clozapine -oxide を腹腔内投与することで行った。その結果、PVN-CRH 神経の特異的活

性化により、腫瘍の有意な肥大化ならびに腫瘍血管新生の有意な増加が認められた。この

ような条件下、PVN-CRH 神経を特異的かつ人為的に活性化させた際のHPA axis への影響

について検討する目的で、血漿中 cortisol 量の変化について検討を行ったところ、PVN-

CRH 神経の特異的かつ人為的活性化により、血漿中 cortisol 量の有意な増加が認められ

た。さらに、FACS 法により脾臓における免疫細胞の分布変化について検討を行ったとこ

ろ、PVN-CRH 神経の特異的かつ人為的活性化により NK 細胞ならびにNKT細胞数の有意な

減少が認められた。以上、本研究により、ストレス応答性である PVN-CRH 神経の活性化

により、腫瘍の増悪化が遠心性にコントロールされることを初めて立証した。
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薬用人蔘の脳卒中に対する予防効果

○大原彩、桑原直子、安曇麻奈、福田栞、池田莉帆、黄穎、岳广欣、吉江幹浩、

田村和広、立川英一

東京薬大薬 内分泌・神経薬理学

【背景・目的】脳血管疾患は死亡原因の第4位であり、このうち約6割を脳卒中が占める。

また介護が必要になった主な原因の第1位が脳卒中であるように、脳卒中罹患後は重篤な

後遺症が残り、大きな社会問題となっている。そのため、脳卒中を予防することは高齢化

社会におけるQOLの向上に大きく寄与する。薬用人蔘は中国をはじめとする東アジアで

2000年以上にわたり滋養、強壮の薬として用いられている。これまでに、薬用人蔘の多様

な薬理作用が実証されてきたが、脳卒中発症に対する作用については十分に明らかにされ

ていない。そこで本研究では、脳卒中モデルである脳卒中易発症性高血圧自然発症ラット

stroke-prone spontaneously hypertensive rat (SHRSP) を用いて、薬用人蔘の脳卒中に

対する影響について検討した。

【方法】薬用人蔘には紅蔘 (Korean Red Ginseng (KRG) ) を使用した。5週齢の雄性

SHRSPをi) 通常飼料 (control)、ii) 0.06%KRG含有飼料、iii) 0.1%KRG含有飼料の3群に

分け、15週齢まで飼育した。体重、食餌量、心拍数並びに血圧を週1回測定した。また、

脳卒中症状 (歩行障害、立毛など) を観察し、脳卒中発症率と生存率を算出した。なお、

対照ラットとしてWistar Kyoto Rat (WKY) を用いた。

【結果】SHRSPにおいてKRGは体重、食餌量、心拍数および血圧に影響しなかった。SHRSP

control群では13週齢から脳卒中を発症し始め、15週齢までに全ての動物が発症した (発

症率100%)。一方、KRG群では13週齢で発症例があったものの、15週齢までの発症率は両

KRG群とも33%でSHRSP control群に比べてかなり低かった。また、生存率は15週齢におけ

るSHRSP control群で17%であったのに対し、0.1% KRG群で67%、0.06% KRG群で83%と増加

が認められた。WKY群は飼育期間内において脳卒中症状を示さず、生存率は100%であっ

た。

【考察】以上の結果は薬用人蔘がSHRSPにおいて高血圧発症および高血圧症には影響せず

に、脳卒中発症を抑制し、生存率を改善することを示している。
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バルプロ酸は網膜血管新生を抑制する

○ 飯塚直人1, 2、川野千尋1、牛久保裕子2、森 麻美2 平山武司1、坂本謙司2、

黒山政一1、中原 努2

1北里大学 薬学部 薬物治療学Ⅱ教室 2北里大学 薬学部 分子薬理学教室

【背景と目的】抗てんかん薬であるバルプロ酸 (VPA) は、GABA トランスアミナーゼ及び

電位依存性 Na+ チャネルを阻害することが知られている。それらの作用に加えて、VPA

は遺伝子の転写に関与するヒストン脱アセチル化酵素 (HDAC) に対する阻害作用も有する

ことが示されている。これまでに VPA は HDAC 阻害作用を介して、培養血管内皮細胞の

増殖・遊走・管形成を抑制すること、及びマウスにおける腫瘍血管新生に対して抑制作用

を示すことが明らかにされている。しかしながら、網膜血管新生に対する VPA の効果は

明らかではない。そこで本研究では、網膜血管新生のモデルとして汎用されている新生仔

マウス網膜において、VPA の網膜血管新生に対する効果を検討した。

【方法】新生仔マウスに VPA (150 mg/kg/day) 又は HDAC 阻害薬である vorinostat

(100 mg/kg/day) を 0 日齢時から 7 日齢時まで処置した。その後、眼球を摘出し、網膜

を単離した。血管新生は、血管内皮細胞をそれに対する特異的な抗体により標識し、

標本を作製して評価した。また、4 日齢時のマウスに VPA 又は vorinostat

を処置し、網膜における VEGF タンパク質の発現及び mTOR 経路の活性化 (S6 タンパク

質のリン酸化) を評価した。

【結果と考察】 VPA 及び HDAC 阻害薬である vorinostat は、網膜血管網の進展を抑制

し、血管密度を低下させた。VPA は、網膜における VEGF タンパク質の発現を減少させ、

血管内皮細胞における mTOR 経路の活性化を抑制した。同様な結果が vorinostat を処置

した場合においても得られた。本研究結果は、VPA が一部 HDAC 阻害作用を介して網膜血

管新生を抑制することを示唆しており、VPA の網膜血管新生抑制薬としての可能性が期待

される。
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ニーマン・ピック病C型における抗てんかん薬の有用性の検討

○芦川仁美¹、中村浩之¹、村山俊彦¹

¹千葉大学大学院 医学薬学府 総合薬品科学専攻 薬効薬理学研究室

ニーマン・ピック病C型 (NPC) は中枢神経障害を主徴とする遺伝病であり、国の難病に指

定されている。NPCは細胞内コレステロール輸送を担うNPC1タンパク質の欠損が原因で、

細胞内にコレステロール及びスフィンゴ糖脂質が蓄積する。NPCの唯一の治療薬である

Miglustatはスフィンゴ糖脂質の合成酵素阻害剤であり、脳内のスフィンゴ糖脂質レベル

を減少させ、神経脱落を抑制する。しかしながら、その治療効果は限定的であり、新たな

アプローチによる治療薬の開発が望まれている。そこで本研究は、中枢移行性の高い抗て

んかん薬に着目し、コレステロール蓄積を軽減することのできる薬物を探索した。

NPC1を欠損するNPCモデル細胞に各種抗てんかん薬を処理し、細胞内コレステロール蓄積

への影響を評価した。その結果、プリミドンが遊離コレステロールの蓄積を軽減すること

を見出した。NPC細胞では遊離コレステロールの後期エンドソームから小胞体への輸送異

常が生じていることから、小胞体でのコレステロールエステルの産生が低下している。

NPC細胞において、プリミドンの処理はコレステロールエステル量を回復させた。従っ

て、プリミドンは遊離コレステロールの輸送異常を改善する可能性が示唆された。後期エ

ンドソームから小胞体へのコレステロール輸送はNPC1が重要な役割を担うが、ゴルジ体を

経由する小胞輸送も関与する。NPC細胞では小胞輸送も障害を受けることが知られてい

る。そこで、小胞輸送障害におけるプリミドンの効果を検証した。その結果、プリミドン

は小胞輸送障害を改善することが示唆された。これらの結果から、プリミドンはNPC細胞

で生じている後期エンドソームからゴルジ体への小胞輸送障害を改善し、遊離コレステ

ロールの蓄積を軽減することが明らかとなった。
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近赤外蛍光による分子標識を可能とするタグ・プローブの開発

○岡本紘幸、浅沼大祐、並木繁行、廣瀬謙造

東京大学大学院医学系研究科神経生物学分野

光の波長域において700～900nmの近赤外光領域は「生体の窓」と呼ばれ、光の組織透過性

が高く自家蛍光の夾雑も少ないことから イメージングにおいて非常に有用である

と考えられている。これまでに、iRFPなどの近赤外蛍光タンパク質が開発・応用されてい

るが、蛍光量子収率が5%程度と明るさが不十分である点が指摘されている。一方で、

HaloTag等を利用したケミカルバイオロジー手法により、明るさ・光安定性に優れた小分

子近赤外蛍光色素の分子標識が可能であるが、非標識の色素に由来する非特異的な蛍光染

色により実用的な応用範囲が限られている。

本研究では、近赤外蛍光を用いた特異的な分子標識を実現するため、消光団を利用した新

規の分子標識技術であるDe-QODE (DeQuenching of Organic Dye Emission) タグ法の開発

を行った。この技術では、近赤外蛍光色素に消光団をリンカーでつないだ小分子化合物で

あるQODEプローブ (Quenched Organic Dye Emission probe) とこれを特異的に結合する

De-QODEタグを組み合わせて用いる。QODEプローブは単独では消光したままであるが、De-

QODEタグへ結合してはじめて蛍光性となることで特異的な分子標識を実現する。

QODEプローブの近赤外蛍光色素としてバイオイメージングに用いられているケイ素置換

ローダミンを採用した。消光団としては多様な蛍光色素への消光作用が報告されているジ

ニトロフェニル基 (DNP) を採用し、ケイ素置換ローダミンとPEG鎖によってつないだ化合

物の設計・合成を行った。DNPコンジュゲートを抗原としてマウスを免疫しDNPをハプテン

とするモノクローナル抗体を取得し、一本鎖抗体 (scFv) 化したものをDe-QODEタグとし

て取得した。De-QODEタグを発現させたHeLa細胞にQODEプローブを添加し蛍光像の経時変

化を観察したところ、洗浄操作無しでタグ発現細胞を特異的に染色が可能であることが明

らかとなった。この結果は、提案する特異的染色法の原理を実証するものである。今後、

開発したDe-QODEタグ法の組織・動物個体へのイメージング応用を行う予定である。

中枢・動物



電気けいれん刺激によるモノアミンのシナプス修飾作用の増強

○小林克典、鈴木秀典

日本医科大学薬理学

中枢モノアミン神経系は精神疾患の薬物療法において重要な標的と考えられている。しか

し、電気けいれん療法 (Electroconvulsive therapy、ECT) などの、薬物療法以外の処置

におけるモノアミン神経系の役割は不明である。ECTは精神病性障害の治療法として開発

され、現在では主にうつ病治療に用いられている。ECTの治療効果は急速に発現し、薬物

抵抗性のうつ病にも治療効果を持つが、その優れた治療効果のメカニズムは解明されてい

ない。近年我々はマウスモデルを用いて抗うつ作用の細胞基盤を解析しており、抗うつ薬

の慢性投与によって海馬苔状線維-CA3シナプス伝達に対するセロトニン及びドパミンの修

飾作用が増強されることを報告した。最近の研究によって、ECTの動物モデルである電気

けいれん刺激 (Electroconvulsive stimulation、ECS) がドパミンによる苔状線維シナプ

スの修飾を顕著に増強することを発見した。したがって、これらのモノアミンによるシナ

プス修飾の増強が、抗うつ薬とECTの共通メカニズムの可能性がある。この点を検討する

ため、本研究ではECSがセロトニンによるシナプス修飾に及ぼす効果を解析した。成体マ

ウスにECSを最大11回まで繰り返し行った後に海馬スライス標本を作製し、セロトニンに

よる苔状線維シナプス伝達増強を電気生理学的に解析した。ECS処置群では対照群に比べ

てセロトニンによるシナプス修飾が顕著に亢進しており、3回のECS後に有意な差が検出さ

れた。苔状線維シナプスにおけるセロトニンのシナプス増強は5-HT4受容体によって担わ

れており、5-HT4欠損マウスではECS後においてもセロトニンによるシナプス増強は見られ

なかった。次にモノアミンリリーサーであるメタンフェタミンを用いて、内因性モノアミ

ンによるシナプス修飾に対するECSの効果を検討した。メタンフェタミンを投与すると緩

徐なシナプス増強が誘導され、この効果も3回以上のECSによって増強された。さらに5-

HT4欠損マウスではメタンフェタミンの効果が強く抑制されていた。以上よりECSはドパミ

ンに加えて、セロトニンのシナプス修飾作用も顕著に増強することが示された。
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NMDA 誘発網膜神経傷害マウスにおける microRNA の解析

○曽根康平, 牛久保裕子, 森麻美, 坂本謙司, 中原努

北里大・薬・分子薬理

【背景】緑内障は日本における後天性失明原因第1位の疾患であり,40歳以上の5%が罹患し

ていると考えられている.全緑内障患者の60%以上が正常眼圧緑内障であるにも係わらず,

治療法は眼圧降下療法のみであり,有効な視神経保護薬は未だ実用化されていない.緑内障

において認められる視神経節細胞死にはグルタミン酸神経毒性が関与している可能性が指

摘されている.microRNA (miRNA) は20塩基程のnon-coding RNAの一種で,複数のmRNAに作

用し,タンパク質の発現を制御していることが知られている.近年,がん疾患,神経変性疾患

など様々な疾患の発症や進行にmiRNAの発現変動が関与していることが報告されている.そ

こで,本研究ではNMDAを硝子体内に投与することによってグルタミン酸毒性を誘発したマ

ウス網膜におけるmiRNA発現変動を検討し,その変動と視神経節細胞死との関係をmiRNA

mimicを用いて検討した.

【方法】実験にはC57BL/6Jマウス (♂・♀,6～8週齢) を用いた. (1) miRNA発現変動の検

討:マウスをケタミン・キシラジン混合液で麻酔し,片眼にNMDA (40 nmol/eye) を,反対眼

にsaline (1 µL) を硝子体内投与した.0,4,8,12,24時間後に眼球を摘出し,網膜を単離し

た.網膜からtotal RNAを抽出後,SYBR® Green I 法によるqRT-PCRを行い,∆∆Ct法を用いて

解析を行った. (2) miRNA mimicを用いた検討:1日目にマウスの両眼にatelocollagenと混

合したmiR-124 mimicまたはmicroRNA mimic negative control (miR-NC) (10 pmol/eye)

を,2日目にマウスの片眼にNMDA,反対眼にsalineを硝子体内投与し,NMDA投与7日後に網膜

を単離した.その後,網膜フラットマウント標本を作製し,alexa fluor 488-conjugated

nanti-NeuN antibodyを用いた免疫染色により視神経節細胞特異的に標識した.共焦点レー

ザー顕微鏡を用いて画像を取得し,NeuN陽性細胞をカウントし,残存率を求めることにより

評価を行った.

【結果】NMDA投与によりmiR-181の発現には大きな変化が認められなかったが,miR-29bお

よびmiR-223の発現が有意に増加し,miR-124の発現は減少した.また,miR-124 mimicをあら

かじめ硝子体内投与しておくとNMDA誘発網膜神経傷害の程度が有意に減弱した.

【考察】以上の結果から,NMDA誘発網膜神経傷害の発症や進行にmiRNAの発現変動が関与し

ていると考えられた.減少したmiRNAの補充が新たな視神経保護のためのストラテジーとな

り得ることが示唆された.

中枢・その他



慢性的ストレス負荷時の側坐核における活性化細胞を標的とした

TRAP-seq 法を用いた遺伝子発現の網羅的解析

◯正木健太郎1)、岩澤千鶴1)、足立悠貴1)、香川玲子1)、大塚まき2)、五十嵐勝秀2)、北

岡志保3)、古屋敷智之3)、葛巻直子1)、成田 年1,2)

1)星薬科大学 薬理学教室、2)星薬科大学 先端生命科学研究センター(L-StaR)、
3)神戸大学大学院医学研究科 薬理学分野

いじめや虐待などの身体的あるいは精神的ストレスの慢性的な負荷は、うつ病や不安障

害などの精神疾患の発症に関与することが知られている。一方、腹側被蓋野から側坐核へ

投射する中脳辺縁ドパミン神経系は、報酬系を司る重要な神経回路であり、この神経系の

活動異常が、うつ病や統合失調症などの精神疾患の病態に大きく寄与することが知られて

いる。さらに、中脳辺縁ドパミン神経系の活動を、側坐核に存在する神経が直接的または

間接的にフィードバック制御することが報告されている。そこで、本研究では、慢性的ス

トレス下における側坐核領域の機能的変容に着目し、TRAP-seq 法を用いて、慢性的スト

レス時の側坐核内活性化細胞における遺伝子発現変動の網羅的解析を試みた。まず、身体

的ならびに精神的ストレスを慢性的に負荷する方法として、社会的敗北ストレス負荷試験

を用いて慢性的ストレスモデルマウスを作製した。その結果、マウスに10日間に渡って社

会的敗北ストレスを負荷することにより、様々なストレスモデルにおいて多く認められる

飲水量の増加やスクロース嗜好性の減少傾向が認められた。さらに social interaction

test にて社会行動の評価を行ったところ、社会的敗北ストレス負荷群において、

interaction zone における滞在時間の減少、すなわち、社会行動の減少がみられた。こ

うした慢性的ストレス負荷実験において、社会行動の減少が認められた個体をストレス感

受性群、社会行動の減少が認められなかった個体を、ストレス耐性群とした。このような

条件下、cFos-TRAP マウスを用いて慢性的ストレスモデルマウスを作製し、10 日目の攻

撃暴露後に標識を行った慢性的ストレス活性化側坐核細胞における遺伝子発現変動の網羅

的解析をTRAP-seq 法に従い、行った。その結果、対照群と比較し、ストレス感受性群に

おいて、多くの発現変動遺伝子が認められ、中でも pregnancy-associated plasma

protein-a (Pappa) の著明な発現低下が認められた。さらに、対照群と比較し、有意な発

現変動の認められた遺伝子のGO解析により、ストレス感受性群では免疫応答に関与する遺

伝子群の発現変動が多く認められた。

以上、本研究により、ストレス感受性群の側坐核内活性化細胞において、Insulin-like

growth factor (IGF) の活性調節に関与すると考えられる Pappa の発現低下が認められ

た。こうした現象が、神経細胞内における異常な免疫応答の誘導、さらには、社会行動の

減少に一部関与する可能性が示唆された。
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Proteomic Analysis Identifies Associated Molecular Networks Early in

Alzheimer’s disease.

◯Aladeokin Aderemi Caleb1, Ayuko Kimura2, Yayoi Kimura2, Hisashi Hirano2,

Jun Nakabayashi2, Aoi Jitsuki-Takahashi1, Haruko Nakamura1, Hiroko

Makihara1, Fumio Nakamura3, Takaomi Saido4, Yoshio Goshima1

1Dept of Mol Pharmacol & Neurobiology, 2Advanced Medical Research Center, Yokohama

City University 236-0004, Japan; 3Dept of Biochemistry, Tokyo Women’s University,
4RIKEN Brain Research Institute

The defining neuropathological lesions in Alzheimer’s disease (AD) are

extracellular plaques of Aβ and intracellular neurofibrillary tangles (NFT) of

Tau. Collapsin response mediator protein 2 (CRMP2) exhibits hyperphosphorylation

in the AD brains. Both Aβ and NFT trigger down-stream processes that result in

synaptic failure and neuronal death, which are precursors of memory loss in AD.

However, the precise elucidation of the molecular pathways including the

associated candidate proteins in the up-stream mechanisms preceding synaptic and

neuronal impairments has remained elusive. Here, we analyzed the hippocampal

proteome of the single knock-in mouse model of AD at the age of 8 months

when cognitive impairment and global Aβ deposition have not yet occurred. We

utilized liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)

to carry out label-free quantitation of differentially expressed proteins in the

hippocampus of this mouse compared to the age-matched wild-type. From the

proteomic data obtained, we investigated the hippocampal-wide protein

interaction network and differences in the underlying molecular pathways

including gene ontology (GO) terms which are functionally enriched in the single

knock-in AD mouse model. The most up-regulated proteins in the mouse model

are AT1A3, SPTB2, ACON, BASP1, and MYPR with fold-change of 18135.2, 9427.8,

977.6, 720.4, and 559.0 respectively. GO enrichment analysis of biological

process identified proteins related to the tricarboxylic acid cycle and

oxidation-reduction process as functionally enriched. GO enrichment analysis of

molecular function identified proteins related to protein binding as

functionally enriched. GO enrichment analysis of cellular component identified

proteins related to the myelin sheath, extracellular exosome and post-synaptic

density as enriched. KEGG pathway analysis also revealed an enrichment of

proteins associated with AD. These findings suggest the occurrence of aberrant

network activity long before dementia in AD.
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人工誘導プレシナプスを用いた神経活動計測系の開発

○武田怜之雅、Shumaia Parvin、佐々木幸生

横浜市大院・生命医科学・機能構造科学

脆弱X症候群等の発達障害ではシナプス伝達に異常が生じることが知られているが、有効

な治療法がなく、治療薬の探索は急務といえる。しかし、神経活動の測定で従来から用い

られる電気生理学的手法はスループット性が低いため、スクリーニングに多大な労力がか

かる現状がある。そこで我々は、効率のよい神経活動の測定のため、プレシナプスオーガ

ナイザーであるLeucine-rich repeat transmembrane neuronal protein 2 (LRRTM2) を付

加したビーズを用いてプレシナプス形成を誘導させ、シナプス小胞蛍光プローブである

AM1-43の放出を測定した。この方法を多数の神経細胞をボール状に凝集させて培養する

ニューロンボール法に応用することで、ボールの周囲に高密度に発達した軸索にLRRTM2

ビーズで誘導したプレシナプスの活動を多点で同時に測定することが出来たので報告す

る。

マウス大脳皮質神経細胞をニューロンボール法で培養し、上記のビーズを静置したとこ

ろ、免疫染色法によりシナプス小胞マーカーであるシナプトフィジンの集積が観察され

た。さらに、高濃度KClに依存したAM1-43の取込と共局在していたことから、機能的なプ

レシナプスの形成が確認された。取り込まれたAM1-43の放出を高KCl刺激により惹起した

ところ、蛍光の減衰が多点で同時に測定できたことから、プレシナプス活動の計測系とし

て機能することが明らかとなった。次に、本測定系を用いて、プレシナプスの活動を抑制

するカンナビノイドの一種であるWIN55,212-2 (WIN) の効果を検討した。ニューロンボー

ル法は細胞体、樹状突起を除去し、軸索のみの状態でも測定が可能であるため、細胞体の

有り無しでWINの効果を検討したところ、どちらでも有意にAM1-43の放出を抑制した。

従って、WINがプレシナプスに作用することが直接的に示された。従来法である分散培養

を用いた場合と比べて、人工誘導プレシナプスを用いた計測系は、①シナプスがビーズ上

に形成されるため蛍光が明瞭に観察でき、定量領域の選定が容易。②細胞体の除去によっ

て、薬剤の作用点 (プレ・ポスト) を明確に示すことが可能。などの利点がある。今後

は、脆弱X症候群の病態モデル動物由来神経細胞・iPS細胞由来神経細胞を用いたアッセイ

を検討し、難治疾患に対する薬剤探索への応用を目指す。
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疾患特異的 iPS 細胞技術を応用したパーキンソン病態下におけるアス

トロサイト分化成熟度の評価

○小泉美優1、須田雪明1、葛巻直子1,2、赤松沙綾1、鈴木柊子1、成田道子1、

手塚裕之3、服部信孝4、岡野栄之2,3、成田 年1,3

1) 星薬科大学薬理学教室、 2) 慶應大学医学部生理学教室、3) 星薬科大学先端生命科学研究

センター (L-StaR) 、4) 順天堂大学医学部脳神経内科

アストロサイトは中枢神経系に豊富に存在する細胞であり、神経細胞へのエネルギー供給

や構造的支持など脳環境の恒常性維持に関与する他、脳梗塞や神経変性疾患などの神経細

胞死を伴う神経病態においても重要な役割を果たすと考えられている。一方、神経変性疾

患であるパーキンソン病 (PD) は、黒質線条体ドパミン神経に着目した研究が中心に進め

られてきているが、アストロサイトを含む神経細胞外微小環境の影響については未だ不明

な点が多い。そこで、本研究では、ヒト iPS 細胞からアストロサイトへの分化誘導法を

確立し、PD 病態下におけるアストロサイトの分化成熟度の変化について検討を行った。

まず、健常者ならびにPD 患者由来 iPS 細胞から神経幹細胞を誘導し、BDNFならびにGDNF

をはじめとした神経栄養因子の存在下で培養することにより、神経細胞とグリア前駆細胞

を含む神経系細胞への分化誘導を行った。続いて、こうして誘導した神経系細胞からCD44

+ / CD184+ 細胞分画を分取することにより、より純度の高いグリア前駆細胞を分離し

た。分離したグリア前駆細胞は、アストロサイトへの分化を促進することで知られるBMP2

ならびにCNTF 存在下でさらに培養することによりアストロサイトへの分化誘導を行っ

た。その結果、健常者由来細胞では GFAP ならびに S100β陽性を示すアストロサイトの

存在が多数確認されたが、PD 患者由来細胞では分化誘導を進めても成熟したアストロサ

イトの存在がほとんど認められなかった。そこで、グリア前駆細胞マーカーである

vimentin ならびに nestin の発現について検討を行ったところ、これら因子の発現は健

常者と患者間で同程度であった。以上より、PD 患者iPS 細胞由来グリア前駆細胞は、ア

ストロサイトへの分化誘導過程に何らかの障害を生じ、未熟なまま分化が停止した状態に

ある細胞集団である可能性が示唆された。
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気管支上皮細胞由来のPGD2がアレルギー性肺炎を抑制する

〇前原 都有子1、中村 達朗1、前田真吾2、有竹 浩介3、裏出 良博3、

村田 幸久1

1 東大 農・放射線動物科学、2東大 農・臨床病理、
3 筑波大 国際統合睡眠医科学研究機構

アレルギー性肺炎患者の気管支肺胞洗浄液中では、多くのプロスタグランジンD2 (PGD2)

が検出されるが、その病態生理学的な役割についてはわかっていない。本研究では、PGD2

合成酵素 (H-PGDS) 欠損マウスを用いて慢性アレルギー性肺炎におけるPGD2の役割を解明

することを目的とした。野生型マウス (WT) および、H-PGDS欠損マウスに卵白アルブミン

(OVA) を4日おきに10回経鼻投与することで慢性アレルギー性肺炎モデルを作製した。

OVAを投与したWTマウスで好酸球の肺組織への浸潤、粘液産生を伴う肺機能の低下が観察

された。H-PGDSの遺伝子欠損はこれらの症状を劇的に悪化させた。さらにH-PGDS欠損マウ

スでは上皮の障害と、肺組織でのTNF-α、エオタキシンの産生上昇が認められた。病理学

的な解析から、炎症を起こしたWTマウスの気管支上皮細胞がH-PGDSとTNF- αを強く発現

することが分かった。WTマウスの気管支を組織培養し、LPSを処置するとTNF- αとエオタ

キシンのmRNA発現上昇が観察された。H-PGDSの欠損はTNF- αとエオタキシンの発現をさ

らに上昇させた一方で、PGD2受容体作動薬またはPGD2代謝産物の追加処置はこれらの発現

を顕著に抑制した。さらに、 でWTマウスへの連続的なPGD2受容体作動薬または

PGD2の代謝産物の投与はアレルギー性肺炎の症状を顕著に抑えた。これらの結果から、ア

レルギー性肺炎時に、気管支上皮細胞が産生するPGD2がオートクラインに作用し、TNF-

α産生増加を抑制することで、症状を抑制することが分かった。
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興奮毒性誘発PGD2産生が持続的ミクログリア活性化と 遅発性神経細

胞死を引き起こす

○岩佐 健介、丸山 敬、吉川 圭介

埼玉医科大学 医学部 薬理学

虚血・てんかん・筋萎縮性側索硬化症・パーキンソン病・アルツハイマー病など種々の

神経変性疾患に脳内グルタミン酸濃度上昇を介した興奮毒性による神経細胞死が関与して

いる。生理活性脂質であるプロスタグランジン (PG) 類は興奮毒性により脳内で産生が増

加することが知られており、それらが神経細胞死と神経保護の両者に働く重要な因子とし

て注目されている。これまでに我々はグルタミン酸受容体アゴニストで興奮毒性を引き起

こすカイニン酸 (KA) 投与後のラット海馬においてシクロオキシゲナーゼ-2 (COX-2) 依

存的なPG産生 (特にPGD2、PGE2およびPGF2α産生が主要) が起こることを報告した。また、

KA投与ラットにCOX阻害剤であるインドメタシンを前投与したPG産生阻害試験、その後の

神経病理的解析により、PG産生は興奮毒性後30日以上も続く海馬における遅発性神経細胞

死に関与し、それに伴う海馬萎縮を抑制することを示した。しかしCOX阻害剤は全種類の

PG産生を抑制するため、各種PGの種類別生理活性は不明なままであった。本研究は、興奮

毒性誘発遅発性神経細胞死における個々のPGの生理活性を調べるために、KA投与より先に

COX-2選択的阻害剤であるNS398を前処置することにより海馬PG産生が完全に阻害された

ラットに、PGD2、PGE2およびPGF2αを脳室内投与し、病態を評価した。PGD2およびPGF2αの

投与はKA処置後30日間持続する遅発性神経細胞死を引き起こした。またPGD2は海馬におけ

る遅発性神経細胞死に関与するミクログリアの持続的に活性化した。本研究により脳障害

においてPGD2およびPGF2αの速やかな阻害治療戦略は、興奮毒性によって誘発される脳損

傷を軽減するために重要な戦略であると考えられる。
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