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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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成熟肝細胞からの肝前駆細胞誘導とその再生医療への応用可能性

○勝田毅、川又理樹、萩原啓太郎、高橋陵宇、山本雄介、保坂和徳、落谷孝広

国立がん研究センター研究所、分子細胞治療研究分野

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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ヒトiPS心筋分化誘導技術の開発と創薬への応用

○内藤 篤彦1、伊藤 正道2、酒井 拓3、橋本 光人3、蔵本 勇希3、

萩原 美帆子1、中村 裕二1、中瀬古(泉) 寛子1、安東 賢太郎1、杉山 篤1

1東邦大学医学部薬理学講座、2東京大学医学部循環器内科、
3大阪大学医学部循環器内科

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

諫田泰成

国立医薬品食品衛生研究所・薬理部

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。

細胞
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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

○平田尚也1, 2、山田茂1, 2、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

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。

細胞
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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
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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
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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
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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
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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。

末梢器官
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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
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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。

末梢器官
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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。

内分泌・末梢
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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

させる

○佐野実咲、金子雪子、森岡亜望、石川智久

静岡県立大学 薬学部 薬理学教室

【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。

内分泌・末梢
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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

○柴田佳代子1)、佐藤裕廸1)、小澤拓弥1)、桑原直子1)、吉江幹浩1)、田村和広1)、

松尾侑希子2)、三巻祥浩2)、山田陽城3)、立川英一1)

1)東京薬大薬 内分泌・神経薬理学 2)東京薬大薬 漢方資源応用学 3)東京薬大薬

【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。

内分泌・末梢
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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

○澤谷俊明、金子雪子、石川智久

静岡県立大学大学院 薬学研究院 薬理学教室

【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。

内分泌・末梢
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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

○小澤史織1)、桑原直子1)、斉藤萌菜美1)、佐藤響1)、吉江幹浩1)、田村和広1)、

横須賀章人2)、三巻祥浩2)、佐藤弘人3)、小森貞男4)、壽松木章4)、立川英一1)

1)東京薬大薬 内分泌・神経薬理学 2)東京薬大薬 漢方資源応用学

3)東京薬大薬 薬学基礎実習教育センター 4)岩手大農 農学生命課程果樹園芸学

【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。

内分泌・末梢
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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

○奥隅 奈都希1、田村 和広1、吉江 幹浩1、鈴木 綺華1、桑原 直子1、 井坂 惠一2、

立川 英一1

1東京薬科大学、内分泌・神経薬理学教室 2東京医科大学、産科婦人科教室

【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。

内分泌・末梢
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「RAMP1シグナルによる自己免疫性肝炎制御」

〇井上智仁1,2)、伊藤義也1)、西澤伸恭1,3)、別當朋広1,2)、山根早紀子1,2)、

大高史聖1,2)、中本修司1,3)、津留世里1)、天野英樹1)、小泉和三郎2)、馬嶋正隆1)

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。
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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。
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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。
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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.
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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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冠動脈疾患に関与する心外膜脂肪組織由来アディポカインの検討

○齋藤アユミ1、刀坂泰史1, 2, 3、砂川陽一1, 2, 3、宮崎雄輔1, 2, 3、秋本剛秀4、

植木力4、 和田啓道2、島津 章2、長谷川浩二1,2、坂口元一4、森本達也1, 2, 3

1静岡県立大学 薬学部 分子病態学分野、2京都医療センター 臨床研究センター
3静岡県立総合病院 臨床研究部、4静岡県立総合病院 心臓血管外科

【目的】心外膜脂肪組織 (EAT) は冠動脈周囲に蓄積される脂肪組織である。EATの量と

CAD罹患率は相関することが報告されている。また脂肪組織はアディポカインを分泌し動

脈硬化の発症に関与することが明らかとなってきた。しかしEATにおけるアディポカイン

の発現とCAD発症の関連性は未だ明らかにされていない。そこで本研究ではCADの発症や進

展に関与するアディポカインのEATにおける発現量を検討することを目的とした。

【方法】静岡県立大学および静岡県立総合病院の倫理委員会の承認を受け、静岡県立総合

病院にて開心手術を行う患者から同意文書を得た後、手術時に剥離されたEATを採取し

た。EATは冠動脈バイパス手術を行った患者 (CAD群) 14人と心臓弁膜手術を受けた患者

(non-CAD群) 22人から採取した。EATにおけるアディポカインの発現量はqRT-PCRで評価し

た。続いて、CAD群とnon-CAD群の間で発現量に有意差のみられた因子と臨床検査値の相関

解析を行った。心嚢液および血清におけるAngptl4タンパク量をELISAで測定した。

【結果】non-CAD群と比較して、CAD群のEATでは、Angptl4の発現が有意に増加していた

(  = 0.018)。Angptl4発現量は肥満者 (BMI≧25) に比べて非肥満者 (BMI<25) でより有

意に増加していた。 (  = 0.004)。また血清と比較して、心嚢液でAngptl4タンパク量が

有意に増加していた (  < 0.0001)。

【考察】以上の結果より、CAD患者のEATにおいてAngptl4発現が亢進していることが示唆

された。このことから、EATから分泌されたAngptl4は局所的に冠動脈に作用し、CADの発

症や進展に寄与すると考えられ、特に非肥満者においてこの働きはより顕著になると思わ

れる。今後、CAD発症及び進展におけるAngptl4の役割を詳細に検討し、Angptl4をター

ゲットとしたCADの治療法の解明につながることが期待される。
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雌性肥満Otsuka Long-Evans Tokushima Fatty (OLETF) ラット胸部大動

脈におけるuridine diphosphate (UDP) 誘発弛緩反応

〇小林 翔太、松本 貴之、安藤 眞、井口 舞香、大島 早貴、大橋 沙央里、

尾関 ありさ、田村 愛、谷 めぐみ、大田 優香、竹野 直、田口 久美子、小林 恒雄

星薬科大学 医薬品化学研究所 機能形態学研究室

【目的】細胞外核酸は、受容体であるpurinoceptorを介して様々な生理機能を担い、血管

緊張性調節においても重要な役割を果たしている。uridine diphosphate (UDP) は P2Y6

受容体を介して炎症反応や動脈硬化に関与しているとの報告がなされているが、血管緊張

性調節に対する作用・機序は不明な点が多い。特に、病態モデルや雌性モデルでの報告は

全くなされていないので、今回、雌性肥満 OLETF ラット胸部大動脈を用いUDP 誘発弛緩

反応の検討を行った。【方法】50～53 週齢の雌性 OLETF ラットおよび対照 LETO ラット

の胸部大動脈において、 UDP 誘発弛緩反応、ACh 誘発内皮依存性弛緩反応、SNP 誘発内

皮非依存性弛緩反応の検討を行った。また、内皮除去標本、nitric oxide synthase

(NOS) 阻害薬、cyclooxygenase (COX) 阻害薬、P2Y6 受容体拮抗薬処置による影響につい

ても検討を行った。【結果・考察】LETO 群と比較して OLETF 群において、体重、血圧、

血中グルコース、インスリン、脂質パラメータの増大が認められた。OLETF 群において

(vs. LETO)、胸部大動脈におけるUDP 弛緩反応の増大、ACh 弛緩反応の減弱が認められ、

SNP 弛緩反応は両群で変化が認められなかった。また、UDP 弛緩反応は内皮除去やNOS 阻

害薬の処置により消失し、高濃度の UDP では収縮反応が認められた。P2Y6 受容体拮抗薬

処置下では、両群間の UDP 弛緩反応の差は消失した。さらに、COX 阻害薬処置により両

群間の UDP 弛緩反応の差は消失した。以上より、UDP 弛緩反応は内皮細胞の P2Y6 受容

体を介する NO 依存性の弛緩反応であり、OLETF 群における弛緩反応の増大には COX 由

来因子が関与していることが示唆された。ACh 弛緩反応の減弱と相反する興味深い反応で

あり、今後さらなるメカニズム、病態生理学的意義の解明が必要である。
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Amitriptyline may have possibility to induce Brugada syndrome rather

than long QT syndrome

◯Nur Jaharat Lubna1), Takeshi Wada2), Yuji Nakamura3), 4), Koki Chiba1),

Xin Cao5), Mihoko Hagiwara-Nagasawa 3), Hiroko Izumi-Nakaseko 3), Kentaro

Ando1), 3), Atsuhiko T. Naito1), 3), Yoshioki Satoh4), Atsushi Sugiyama1), 3), 4)

1)Department of Pharmacology, Toho University Graduate School of Medicine
2)Department of Cardiology, Juntendo University School of Medicine, Urayasu

Hospital Heart Center 3)Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Toho

University 4)Yamanashi Research Center of Clinical Pharmacology 5)Department of

Pharmacology and Therapeutics, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Toho

University

Amitriptyline has been reported to induce long QT syndrome and Brugada syndrome.

We analyzed the potential of amitriptyline to induce these syndromes with the

halothane-anesthetized dogs (n=6). Amitriptyline was administered in doses of

0.1, 1 and 10 mg/kg, i.v., over 10 min every 20 min, which would provide

approximately 1, 10 and 100 times higher plasma concentrations than therapeutic

one, respectively. The low dose hardly altered any of the cardiovascular

variables. The middle dose increased the heart rate, cardiac output and left

ventricular contractility, but decreased the total peripheral vascular

resistance and left ventricular end-diastolic pressure, whereas it did not alter

the electrocardiographic variables. The high dose decreased the mean blood

pressure and left ventricular contractility; suppressed atrioventricular nodal

and intraventricular conduction; shortened the repolarization period without

altering the J-Tpeakc and Tpeak-Tend; and prolonged the ventricular effective

refractory period, providing post-repolarization refractoriness in addition to

the enhancement of the middle dose-induced cardiovascular effects. Thus,

amitriptyline at up to 100 times its therapeutic concentration may have

possibility to induce Brugada syndrome rather than long QT syndrome.
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心肥大期と心不全期ではヒストンアセチル化修飾部位が異なった

〇船本雅文1,2, 砂川陽一1,2,3, 刀坂泰史1,2,3,宮崎雄輔1,2,3, 和田啓道2 ,島津章2,

長谷川浩二1,2, 森本達也1,2,3

1静岡県立大学大学院 薬学研究院 分子病態学講座 2京都医療センター 臨床研究セン

ター 3静岡県立総合病院 臨床研究部

【目的】我々は、ヒストンアセチル化酵素活性を有する p300 が転写因子GATA4と協調的

に作用し、心不全の発達・進展に重要な役割があることを見出した。p300は、ヒストンの

球状ドメインであるH3K122をアセチル化し、ヒストンとDNAの結合を減弱することでヌク

レオソーム構造が緩み遺伝子の転写が活性化することが報告されている。しかし、心不全

時における球状ドメインを含むヒストンのアセチル化修飾を介した制御機構に関して詳細

に解明されていない。そこで、本研究では心不全時にp300がヒストンのアセチル化修飾を

介してエピジェネティックな転写制御行っているか検討した。

【方法および結果】培養心筋細胞にフェニレフリン (PE) 刺激を行い、心筋細胞肥大を誘

導し、ヒストンを抽出した。ウエスタンブロッティング (WB) 法を行った結果、テールド

メイン (H3K9) のアセチル化並びに球状ドメイン (H3K122) のアセチル化が増加した。さ

らに、H3K122のアセチル化のピークはH3K9のアセチル化のピークが遅れていた。また、ク

ロマチン-免疫沈降 (ChIP) 法を行った結果、PE刺激4時間後にH3K9やH3K122のアセチル化

が肥大反応因子であるANFやBNPプロモーター近辺で上昇した。次に、p300を過剰発現させ

た心筋細胞や心臓特異的に過剰発現させたトランスジェニックマウスの心臓ではH3K9や

H3K122のアセチル化が増加した。反対に、p300特異的HAT阻害剤であるクルクミン処理や

siRNAによりp300のノックダウンを行った結果、心筋細胞の肥大と共にH3K9やH3K122のア

セチル化が抑制された。最後に、高血圧性心不全モデルのダールラットを用いて

ChIPにより検討した結果、p300は心肥大期、心不全期ともにANFやBNPプロモーターへのリ

クルートは上昇した。しかし、テールドメインのH3K9のアセチル化は心肥大期に有意に増

加し、反対に球状ドメインのH3K122のアセチル化は心不全期に有意に増加した。

【結論】本研究によりヒストンのアセチル化修飾部位が心肥大期から心不全期にかけて

テールドメインから球状ドメインへと変化するというエピジェネティックな転写制御機構

が明らかとなった。
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アルギニンメチル化酵素PRMT5はp300をメチル化し、心肥大を促進した

〇筒井優介1、櫻井涼賀1、刀坂泰史1, 2, 3、宮﨑雄輔1, 2, 3、砂川陽一1, 2, 3、

船本雅文1, 2、長谷川浩二2、森本達也1, 2, 3

1静岡県立大学 薬学部 分子病態学分野、2京都医療センター 臨床研究センター 展開医

療研究部、3静岡県立総合病院

【目的】心不全は全ての心疾患の最終像であり、非常に予後が悪い疾患である。当研究室

では心不全に関連する細胞内シグナル伝達機構として、p300/GATA4経路を見出し、更にプ

ロテオミクス解析により、GATA4結合タンパク質としてProtein arginine

methyltransferase 5 (PRMT5) を見出した。本研究では、PRMT5の持つアルギニンメチル

化酵素活性が心肥大にどのような影響を与えるのか明らかにすることを目的とした。

【方法】PRMT5とGATA4及びp300の結合をGST pull downで確認した。さらにPRMT5による

GATA4及びp300のメチル化を  methyltransferase assayにより検討した。HEK293T

細胞に野生型のPRMT5または酵素活性部位を欠損させたΔPRMT5とp300を過剰発現させて、

ウエスタンブロット (WB) 法でp300のメチル化を検証した。

心臓におけるPRMT5の役割を明らかにするため、心臓特異的PRMT5過剰発現 (TG) マウスに

大動脈縮窄術 (TAC) を行い、心体重比及び心エコーにより心肥大の評価を行った。また

心臓組織から抽出したヒストンを用いてWB法によりヒストンのアセチル化レベルを評価し

た。

【結果】PRMT5はGATA4及びp300と直接結合した。PRMT5はGATA4をメチル化しなかったが、

p300をメチル化した。HEK293T細胞でもPRMT5はp300を対照的にジメチル化した。しかし、

ΔPRMT5共発現ではp300の対照的ジメチル化が減少した。心臓特異的PRMT5-TGマウスでは

TACによる著明な心肥大と心短縮率及び左室駆出率の有意な低下が見られた。また、ヒス

トンH3K9のアセチル化も、TACにより亢進した。

【考察】PRMT5はp300を対照的にジメチル化することで圧負荷による心肥大誘導を促進す

ると考えられる。またPRMT5はp300をメチル化することでp300のアセチル化活性を上昇さ

せることが示唆された。今後、心肥大反応時におけるp300とPRMT5の関係性をより詳細に

検討することで、本研究が心不全発症のメカニズム解明に繋がることが期待される。
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心筋細胞内Ca2+動態に対する催不整脈性RyR2変異体の影響

〇哲翁直之1、呉林なごみ1、村山 尚1、黒川洵子2、櫻井 隆1

1順天堂大・医・薬理、2静岡県立大・薬・生体情報分子

わが国では年間10万例もの突然死が報告されており、このうち心臓が原因となっているも

のが6万例ほどでその大部分を心室細動が占める。突然死を引き起こす疾患として特発性

心室細動 (IVF)、カテコラミン誘発性多形性心室頻拍 (CPVT)、QT延長症候群 (LQTS) な

どが知られている。その機序の大部分は未だ明らかとなっていないが、最近の次世代シー

ケンサーの発達により、心筋の興奮収縮連関の中心的な役割を担う2型リアノジン受容体

(RyR2) の変異が不整脈に関与する例が数多く報告されるようになった。RyR2は心筋の筋

小胞体に特異的に発現するCa2+誘発性Ca2+遊離 (CICR) を起こすチャネルであり、これら

の疾患変異はRyR2からの異常な自発的Ca2+遊離を引き起こし、不整脈を誘発すると考えら

れている。しかし異なる不整脈疾患がどのように起こるか理由はよく分かっていない。今

回我々はIVF、LQTSおよびCPVTに関連付けられているRyR2変異体が心筋のCa2+動態に対し

異なる影響をおよぼすかどうか、培養細胞を用いて検討することにした。

これまでに我々は、[3H]リアノジン結合実験からCPVTの変異体はすべてCICR活性が増加す

るgain-of-functionの性質を示す一方、IVFとLQTSの変異にはloss-of-functionの表現型

を示すものとgain-of-functionを示すものがあることを明らかにしてきた。今回はバキュ

ロウィルス発現システムを用いて上記の変異RyR2 (gain-of-function2種類、loss-of-

function5種類) を、活動電位によるCa2+トランジエントを示すHL-1細胞およびiPS由来心

筋分化細胞に発現し、Ca2+指示薬Cal520により細胞内Ca2+を測定した。gain-of-function

タイプの外来RyR2を発現するとCa2+トランジエントに加えて細胞内を伝播するCa2+ waveを

示した。興味深い事にloss-of-function タイプは、Ca2+ waveを起こさずにCa2+トランジ

エントの大きさを減少させるものと、Ca2+ waveを頻発するものに分けられた。以上の結

果を元に、RyR2変異体のCICR活性と細胞内Ca2+動態との関係について考察する。
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PRMT5選択的阻害剤EPZ015666は心筋細胞肥大と心臓線維化を抑制

した

○佐藤 光1、村田謄行1、北條祐也1、宮崎雄輔1, 2, 3、刀坂泰史1, 2, 3、

砂川陽一1, 2, 3、 和田啓道2、島津 章2、長谷川浩二1, 2、森本達也1, 2, 3

1静岡県立大学 薬学部 分子病態学分野、2京都医療センター 臨床研究センター、
3静岡県立総合病院

【目的】心臓に高血圧などのストレスがかかると、代償機構として心肥大が起こるが、ス

トレスが持続的にかかると、さらなる心肥大と間質の線維化が亢進する。これら心臓のリ

モデリングが進行することで最終的に心不全へと至る。当研究室ではprotein arginine

methyltransferase-5 (PRMT5) が圧負荷による心肥大を促進することを明らかにした。し

かし、PRMT5阻害剤の心肥大への効果は不明である。本研究の目的は、PRMT5選択的阻害剤

であるEPZ015666 (EPZ) を用いた心筋細胞肥大と心臓線維化に対する抑制効果を検討する

ことである。

【方法】新生仔ラットの初代培養心筋細胞をEPZ (30, 100 µM) で処理し、2時間後心筋細

胞肥大を誘導するPhenylephrine (PE, 30 µM) で細胞を刺激し、48時間後免疫染色を行

い、心筋細胞面積を測定した。また、心肥大関連遺伝子であるANF, ET-1の転写活性変化

をレポーターアッセイ法にて検討した。さらに、初代培養心臓線維芽細胞をEPZ (3, 10,

30 µM) で処理し、2時間後トリチウム標識したL-Prolineを添加、続けて線維化を誘導す

るAngiotensin II (Ang II, 100 nM) またはTGF-β (10 ng/ml) で刺激し、48時間後、液

体シンチレーションカウンターにて、線維化の指標であるL-Proline取り込み量を検討し

た。

【結果】EPZは100 µMでPE刺激によって誘導された心筋細胞肥大を有意に抑制し、心肥大

関連遺伝子であるANF, ET-1の転写活性上昇も有意に抑制した。また、EPZはAng IIとTGF-

βによって誘導された心臓線維芽細胞のL-Proline取り込み増加に対しても有意な抑制効

果を示した。

【結論】EPZ処理により心筋細胞肥大と心臓線維化ともに抑制効果がみられたことから、

PRMT5阻害剤が新規心筋細胞肥大・心臓線維化阻害剤となる可能性が示唆された。今後さ

らにPRMT5の心不全抑制メカニズムを解明することで、PRMT5を標的とした新規心不全治療

薬の開発につながることが期待される。
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モルモット肺静脈心筋自発活動におけるα、βアドレナリン受容体の役

割

〇田中 悠介、入江 雅彦、濵口 正悟、行方 衣由紀、田中 光

東邦大学薬学部薬物学教室

肺静脈には心筋組織 (肺静脈心筋) が存在しており、肺静脈心筋の異所性自動興奮が心房

細動の主要な発生原因となることが近年の研究により明らかとなった。また、心房細動の

発生・維持に自律神経が関与することが知られており、実際にnoradrenaline (NAd) が摘

出肺静脈心筋において自発的電気活動 (自発活動) を誘発することが明らかとなってい

る。本研究では、モルモット摘出肺静脈にガラス微小電極法や収縮力測定法を適用し、

NAd誘発性自発活動におけるα、βアドレナリン受容体の役割を解明することを目的とし

た。

NAdは肺静脈心筋自発活動を誘発し、自発活動発生頻度を増加させた。同様に、α受容体

刺激薬methoxamineも自発活動を誘発したが、NAd誘発のものに比べると発生頻度は低値で

あった。β受容体刺激薬isoproterenolは自発活動を誘発しなかったが、methoxamineで誘

発した自発活動にisoproterenolを追加処置したところ、自発活動発生頻度は著明に増加

した。NAd誘発性自発活動に対し各種アドレナリン受容体選択的遮断薬を処置したとこ

ろ、α1受容体拮抗薬prazosin及びβ1受容体拮抗薬atenololが自発活動の頻度を減少させ

た。同様に、NAd誘発性自発活動にカルシウムキレート剤BAPTA-AMを処置したところ、高

確率で自発活動が停止した。更に、アドレナリン受容体刺激が肺静脈心筋の活動電位波形

に与える影響を検討した。1Hz電気刺激により惹起した活動電位波形はα刺激 (atenolol

存在下NAd処置) により、最大拡張期電位が脱分極方向に移動し、緩徐脱分極の傾きは増

加した。一方で、β刺激 (prazosin存在下NAd処置) により再分極の後半が加速され、最

大拡張期電位が過分極方向に移動した。α+β刺激 (NAd単独処置) では、α単独刺激に比

べ緩徐脱分極の傾きが著明に増加し、自発活動の発生に至った。

これまでの結果から、α受容体刺激とβ受容体刺激は異なるイオン機序を介し、共働的に

自発活動を誘発することが明らかとなった。また、これらのイオン機序の一部に、肺静脈

心筋細胞内でのCa2+動態の変化が関与することが示唆された。
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Poly (I:C) は NF-κB/iNOS pathway を介して NO 依存性血管弛緩反応

を減弱させる

○安藤 眞、松本 貴之、小林 翔太、井口 舞香、大橋 沙央里、尾関 ありさ、

田村 愛、谷 めぐみ、大島 早貴、大田 優香、竹野 直、田口 久美子、小林 恒雄

星薬科大学 医薬品化学研究所 機能形態学研究室

【目的】Nitric oxide (NO) /cGMP シグナルは血管機能の恒常性に重要であり、このシグ

ナルの破綻は種々の疾患時における血管機能障害に関与している。近年、自然免疫受容体

である Toll-like receptors (TLRs) と血管障害との関与が示唆されている。しかし、

TLR3 の血管機能への関与については未だ不明である。そこで今回我々は、ラット摘出上

腸間膜動脈における NO/cGMP シグナルに対する Poly (I:C)  (TLR3 ligand) の影響を検

討した。【方法】器官培養法を用いて、上腸間膜動脈を Poly (I:C) または Poly (I:C)

+ 阻害薬で約24 時間処置後、NO/cGMP シグナルに関連した弛緩反応を測定した。さら

に、Western blot法によりタンパク発現を、EIA 法により cGMP 産生量を、NOx アナライ

ザーにより培養上清中の NO代謝物量を測定した。【結果・考察】SNP (NO donor) 誘発弛

緩反応は Poly (I:C) により減弱し、TLR3 inhibitor によって改善された。8-Br cGMP

[phosphodiesterase (PDE) -resistant cGMP analog] 誘発弛緩反応およびprotein

kinase G (PKG1) 発現に変化は認められなかった。また、IBMX (PDEs inhibitor) 前処置

での SNP 誘発弛緩反応では依然として Poly (I:C) による減弱が認められ、PDEs 発現に

変化は認められなかった。次に、SNP 刺激時の cGMP 産生は Poly (I:C) で顕著に低下し

たが、guanylyl cyclases (GC-α1、GC-β) 発現に変化は認められなかった。培養上清中

の NO 代謝物量および iNOS 発現は Poly (I:C) で増加し、iNOS 発現の増加は PDTC

(NF-κB inhibitor) によって改善された。また、Poly (I:C) による SNP 誘発弛緩反応

の減弱は 1400W (iNOS inhibitor) および PDTC により改善された。以上のことより、

Poly (I:C) はTLR3 シグナルを介して cGMP 産生量を低下させることで NO 依存性弛緩反

応を減弱させることが明らかとなった。その要因として、cGMP 以降のシグナルや PDEs

による cGMP の分解機構の異常によるものではなく、NF-κB/iNOS 経路による過剰な NO

産生が関与している可能性が示唆された。
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クルクミン類似体Y030はクルクミンよりも低用量で圧負荷による心肥大

と心機能の低下を改善した

〇清水果奈1,2)、船本雅文1,2)、源平麻衣1)、砂川陽一1,2,3)、刀坂泰史1,2,3)、

宮崎雄輔1,2,3) 、柴田浩行4)、和田啓道2)、長谷川浩二1,2)、森本達也1,2,3)

1静岡県立大学大学院 薬学研究院 分子病態学教室、
2京都医療センター 臨床研究センター、 3静岡県立総合病院 臨床研究部、
4秋田大学医学系研究科臨床腫瘍学講座

【目的】高血圧や心筋梗塞などのストレスにより、心臓は代償的な肥大を経て心不全へと

至る。心筋細胞核内に存在するp300のヒストンアセチル化酵素 (HAT) 活性は心筋細胞肥

大において重要な役割を担っている。我々は、p300特異的HAT阻害作用を有する天然物ク

ルクミン (CUR) が心筋細胞肥大や病理的な心不全の進展を抑制することを見出した。し

かしCURの生物学的利用率は低いため、CURをリード化合物としたより効果的な誘導体を探

索する必要がある。本研究ではCURより強力な抗がん作用を持つCUR類似体Y030に着目し、

p300-HAT活性や心筋細胞肥大、心不全の進展に対する効果を検討した。

【方法&結果】p300-HATドメインのリコンビナントタンパクを用いた  HATアッセ

イの結果、CURのIC50は9.4µMであったのに対し、Y030のIC50は1.1 µMであった。次に初代

培養心筋細胞で検討したところ、1 µM のY030は、フェニレフリン刺激によって増加する

ヒストンH3K9のアセチル化、肥大反応因子であるANFやBNPのmRNA量及び心筋細胞の肥大を

10 µMのCURと同程度、有意に抑制した。最後にC57BL/6jマウスに大動脈縮窄術 (TAC) を

行い、溶媒、CUR (1, 50 mg/kg)、Y030 (0.1, 0.5 mg/kg) の5群にランダムに振り分け、

6週間の連続経口投与を行った。心臓超音波検査の結果、50 mg/kgのCUR はTACによる左室

後壁の肥厚や左室内径短縮率の低下を有意に改善したが、Y030は0.5 mg/kgでこれらを50

mg/kgのCURと同程度、有意に改善した。50 mg/kgのCUR はTACによる心体重比やANF、BNP

のmRNA量の増加を有意に抑制したが、Y030は0.5 mg/kgで50 mg/kgのCURと同程度、有意に

抑制した。Y030投与による副作用はみられなかった。

【考察】Y030はCURより強いp300-HAT活性阻害作用、心筋細胞肥大抑制効果を示した。ま

た、Y030はCURよりも低用量で圧負荷による心不全の進展を抑制することが判明した。以

上より、Y030がCURよりも効果的な新規心不全治療薬となりうる可能性が示唆された。
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Nobiletin binding protein1は Nobiletinの心不全改善作用に寄与する

○鈴木杏奈1、砂川陽一1,2,4、小川原慎太郎1、佐々木華1、櫻井涼賀1、船本雅文1,2、

清水果奈1,2、薮田亜沙美1、宮崎雄輔1,3,4、刀坂泰史1,2,4、菅敏幸4、浅川倫宏4、

村上明5、稲垣暢也6、今泉厚6、和田啓道7、長谷川浩二)1,3、森本達也1,2,3

静岡県立大学 薬学部 1分子病態学分野 2医薬品製造化学講座、 3京都医療センター 臨床研

究センター、4静岡県立総合病院 臨床研究部、 5兵庫県立大学 環境人間学部、6京都大学院

医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学、 7株式会社セラバリューズ プロテオミクスリ

サーチセンター

【目的】高血圧などのストレスは心臓を肥大させ、最終的に心機能の低下を伴った心不全

へ至る。そのため心肥大を抑制することが心不全の予防や治療につながると期待される。

我々は、柑橘類の果皮成分であるノビレチンが心筋細胞肥大を抑制すること、圧負荷や心

筋梗塞後の心不全の進展を抑制することを見出した。さらに、プロテオミクス解析により

ノビレチン標的因子として新たにノビレチン結合蛋白質 (NBP1) を同定した。本研究で

は、ノビレチンがNBP1を介して心肥大抑制作用を示すかどうかをNBP1ノックアウト (KO)

マウス及びNBP1過剰発現 (TG) マウスを用いて検討した。

【方法】8-10週齢のNBP1-TGマウス及び野生型 (WT) マウスに大動脈縮窄術 (TAC) または

Sham手術を施した。また、8-10週齢のNBP1-KOマウス及びWTマウスにTACまたはSham手術を

行い、翌日からノビレチン (20 mg/kg) または溶媒の連日経口投与を行った。その後、心

臓超音波検査、心体重比の算出、肥大反応マーカーであるANFやBNPのmRNA量の定量化、組

織学的検査を行った。

【結果】TACによる左室後壁厚の増加、左室内径短縮率の低下、心体重比の増加、ANFや

BNPのmRNA量の亢進、心筋細胞径の増加や血管周囲の線維化はNBP1-TGマウスでは抑制され

ていた。TAC手術を施したWTマウスは上述のような変化をノビレチンの経口投与により有

意に改善していたが、NBP1-KOマウスではノビレチンの効果が認められなかった。

【考察】以上のことから、ノビレチンの心不全抑制作用にはNBP1が関与していることが示

唆された。今後更にNBP1の詳細なメカニズムを検討することで、ノビレチンの心不全抑制

作用のメカニズムの解明につながることが期待される。
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心筋梗塞による心不全進展をクルクミンは用量依存的に抑制した

〇清水聡史1、砂川陽一1,2,3、船本雅文1,2、刀坂泰史1,2.3、宮崎雄輔1,2.3、

和田啓通2、島津章2、長谷川浩二2、森本達也1,2,3

1静岡県立大学大学院 薬食生命科学総合学府 分子病態学講座、
2京都医療センター 臨床研究センター、3静岡県立総合病院 臨床研究部

【目的】我々は心不全の進展にはヒストンアセチルトランスフェラーゼ (HAT) 活性をも

つp300が重要であること、p300特異的HAT活性阻害物クルクミンが心筋梗塞後の心不全の

進展を抑制することを見出した。しかしクルクミンがどの程度の用量で心不全改善作用を

発揮するのかは分かっていない。そこで、本研究の目的は心筋梗塞モデルラットを用いて

心機能改善効果を示すクルクミンの最適量を求めることである。

【方法】雄性SDラットに心筋梗塞手術及びSham手術を施し、術後1週間後に心機能の指標

である左室内径短縮率 (FS) が40%以下 (平均28.9%) のラットをコントロール群、クルク

ミン低・中・高用量 (0.5, 5, 50 mg/kg) 投与群にランダムに分け、連日経口投与を6週

間行った。その後、心エコー検査や組織学的検査にてクルクミンの心不全改善作用を評価

した。また、クルクミン低・中・高用量をラットに経口投与し、2時間後に採血を行い、

LC-MS解析にかけることで血中クルクミン濃度を定量した。

【結果】術後1週間後において心筋梗塞手術を行った各群の心室機能に差はみられなかっ

た。薬物投与6週後において、心筋梗塞によりFSは低下するが (15.5%)、クルクミン中用

量群では改善傾向を示し (19.6%)、クルクミン高用量で有意に改善していた (25.2%,

<0.001)。また、心筋梗塞によって増加した左室体重比、心筋細胞径や面積、血管周囲の

線維化はクルクミン中用量群で改善傾向を示し、クルクミン高用量群で有意に改善した。

クルクミン投与2時間後の血中クルクミン濃度はクルクミン高用量群においてのみ検出す

ることが出来た (10.7 ng/ml)。

【考察】心筋梗塞後の心不全の進展に対してクルクミンは5 mg/kgで改善傾向、50 mg/kg

の有意な改善みられた。以上の結果より、クルクミンの最適量もこの範囲内に含まれるこ

とが示唆された。今後、心機能改善効果を示し、副作用の発現も起こらない最適な投与量

を求めることで、クルクミンの臨床への応用を目指していきたい。
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Azithromycinは のQT間隔を短縮した

○後藤 愛1)、萩原美帆子2)、中村裕二2)、中瀬古(泉)寛子2)、安東賢太郎1,2)、

内藤篤彦1,2)、杉山 篤1,2)

1)東邦大学大学院医学研究科、2)東邦大学医学部薬理学講座

【背景・目的】Azithromycinはマクロライド系抗菌薬であり、心血管リスクおよび心臓死

を増加させることが報告されているが、その機序は明らかでない。以前我々はイヌモデル

を用いて、azithromycinはQT間隔を延長するがtorsade de pointesを誘発しないことを証

明した。一方、azithromycinを投与された患者において、QT間隔の延長を伴わない多形性

心室頻拍の発生が最近報告された。今回我々は、azithromycinによる心血管リスクをより

詳細に検討するために、イヌと異なる薬剤感受性を示す新規非齧歯類実験動物

を採用した (n=4)。

【方 法】体重約8～12 kgの をketamine、xylazineとpropofolで麻酔導入

後、気管内挿管し、100%酸素通気下に1%halothaneで麻酔を維持し、人工呼吸下で血圧と

体表面心電図を測定した。Azithromycinは臨床血中濃度を達成できると推定される0.3

mg/kg/10 min、さらにその10倍および100倍の投与量となる3および30 mg/kg/10 minを静

脈内投与し、心血管指標の変化を観察した。

【結 果】低用量は各指標に対し有意な作用を示さなかった。中用量はQT間隔およびQTc

を短縮したが、心拍数、平均血圧、PR間隔およびQRS幅には有意な作用を示さなかった。

高用量は平均血圧を低下させ、QRS幅を延長し、QT間隔を短縮したが、心拍数、PR間隔お

よびQTcに対しては有意に変化させなかった。4例中1例において血圧が低下し、血行動態

の破綻が誘発された。

【考 察】QTcが中用量でいったん短縮し高用量で前値に回復したことから、内向きおよ

び外向き電流に対する正味の作用が用量により異なることが示唆された。また、高用量で

認められたQRS幅の延長および血圧の低下は、直接的なNa+チャネル遮断によると考えられ

た。QT間隔短縮あるいはNa+チャネル遮断がazithromycinによる心血管リスクおよび心臓

死の増加原因になりうると考えられた。
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抗がん剤起因性の心毒性に対するグレリン・デスアシルグレリンの治療

効果

○野中美希1)、呉林なごみ2)、村山尚2)、杉原匡美3)、宮野加奈子1)、白石成二1)、

細田洋司4)、岸田昭世5)、寒川賢治6)、櫻井隆2)、上園保仁1)7)

1) 国立がん研究センター研究所 がん患者病態生理研究分野、2) 順天堂大学医学部 薬理

学講座、3) 順天堂大学附属順天堂医院 臨床検査医学科、4) 国立循環器病研究センター研

究所 再生医療部、5) 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 医化学分野、6) 国立循環器病

研究センター研究所、7) 国立がん研究センター研究所 先端医療開発センター 支持療法

開発分野

【目的】ドキソルビシン (DOX) は、様々な新規抗がん剤が開発されている現在において

も重要な抗がん剤として多くのがん腫に使用されているが、心筋組織への重篤な有害作用

を持つため、その使用が制限されている。摂食促進ホルモンであるグレリンとアシル化修

飾のないデスアシルグレリンが近年、心機能改善効果を有する可能性が示唆されてきたが

その分子メカニズムについては明らかとなっていない。そこで本研究では、DOXによる心

筋障害および心筋アポトーシスへのグレリン、デスアシルグレリンの効果を比較検討し

た。

【方法】DOX心毒性に対するグレリン、デスアシルグレリンの効果を、ラット心筋由来

H9C2細胞を用いた 実験およびC57/BL6マウスを用いた 実験により評価し

た。H9C2細胞はDOX (0-1 μM) とグレリンまたはデスアシルグレリン (1 μM) を72時間

処置した。また、8週齢のC57/BL6マウスにDOX (15 mg/kg) 投与前日よりvehicle (生理食

塩水) を1日2回投与した群と、DOX投与前日よりデスアシルグレリン (100 μg/kg) を1日

2回投与した群の2群を設定した。DOXは腹腔内へ1回投与を行い、vehicle、デスアシルグ

レリンはともに皮下投与を行った。

【結果】H9C2細胞におけるグレリンあるいはデスアシルグレリン処置は、DOX単独処置で

認められる細胞障害を有意に抑制し、その効果はデスアシルグレリンが優位であった。さ

らに両ペプチドとも、DOXによるアポトーシスを有意に抑制した。マウスを用いた

実験におけるデスアシルグレリン処置は、DOXによっておこる心筋収縮力の低下を有

意に抑制した。

【結論】 実験により、グレリン、デスアシルグレリンは、DOX誘発性心毒性に対

して細胞障害、アポトーシスを抑制すること、さらに 実験によりデスアシルグレ

リンは心筋収縮力の低下を抑制する可能性が示された。
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肥大反応を司るGATA4のホモ二量体形成にはp300による アセチル化

修飾が関与する

〇茂木光1、清水聡史1、砂川陽一1,2,3、刀坂泰史1,2,3、宮﨑雄輔1,2,3、 和田啓道2、

長谷川浩二1,2、森本達也1,2,3

1 静岡県立大学 薬学部 分子病態学分野

2 京都医療センター 臨床研究センター 展開医療研究部

3 静岡県立総合病院 臨床研究部

【目的】我々は2つのZinc Fingerドメイン (ZF) を有する心筋特異的転写因子である

GATA4が心筋細胞肥大や心不全の発症・進展を制御していることを見出した。GATA4と同じ

GATAファミリーに属するGATA1ではC末のZFで直接結合し、ホモ二量体形成することで転写

活性を調節すると報告されている。我々はGATA4でも同様にホモ二量体形成が転写活性調

節に関与していると考えた。そこで、本研究ではGATA4はホモ二量体を形成するのか、ホ

モ二量体形成が肥大反応に寄与しているのか検討した。

【方法と結果】GATA4全長または欠失変異体を用いたGST Pull-down法及びグルタルアルデ

ヒド化学架橋反応法によりGATA4はC-ZFで直接結合し、ホモ二量体形成していることが判

明した。次にHEK293T細胞にp300とGATA4を過剰発現させ、免疫沈降-ウェスタンブロット

法 (IP-WB) にてGATA4のアセチル化と二量体形成の関係を検討した。p300の過剰発現によ

りGATA4の二量体形成も増加していた。次にGATA4の二量体化部位をタンデムに3つつなげ

た3xG4Dを同様にHEK293T細胞に過剰発現させ、IP-WBおよびレポーターアッセイを行っ

た。3xG4D過剰発現は、GATA4のアセチル化レベルは変化させずに二量体形成を抑制し、肥

大遺伝子であるANF、ET-1のプロモーター活性は有意に抑制した。最後に、ラット初代培

養心筋細胞に3xG4Dを過剰発現させ、phenylephrineによる刺激を行ったところ、3xG4Dの

過剰発現は心筋細胞面積の肥大を抑制した。

【考察】本研究において、GATA4はC-ZFで直接結合し、ホモ二量体を形成していること、

さらにp300によりアセチル化されることにより二量体形成が増加することが判明した。ま

た、3xG4DはGATA4のアセチル化には関与せず、ホモ二量体形成による肥大反応にドミナン

トネガティブ体として働くことが示唆された。今後さらなる詳細なGATA4の二量体形成の

メカニズムを解析することによって新規心不全治療薬の開発につながることが期待され

る。
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新規GATA4結合タンパクRACK1のリン酸化は心筋細胞肥大誘発時及

び 心不全病態時に亢進した

〇清水圭貴1、鈴木秀敏1、宮崎雄輔1,2,3、刀坂泰史1,2,3、砂川陽一1,2,3、和田啓道2、

長谷川浩二1,2、森本達也1,2,3

1静岡県立大学 薬学部 分子病態学分野、 2京都医療センター 臨床研究センター 3静岡県

立総合病院 臨床研究部

【目的】我々は、転写因子GATA4が心筋細胞核内のヒストンアセチルトランスフェラーゼ

(HAT) 活性を有する転写コアクチベータp300と機能的な複合体を形成すること、さらに

はGATA4がp300によってアセチル化されることでDNAとの結合能が増加し、心筋細胞肥大や

心不全の進行に関連していること見出した。しかしながら、p300/GATA4複合体の詳細は明

らかになっていない。そこで、GATA4結合タンパク質を網羅的に解析し、新規GATA4結合タ

ンパク質としてActivated Protein Kinase C1 (RACK1) を同定した。本研究では、心筋細

胞肥大誘導時、及び心不全病態時におけるRACK1によるp300/GATA4複合体の制御機構につ

いて検討を行うことを目的とする。

【方法】まず、培養心筋細胞にRACK1の過剰発現やノックダウンを行い、フェニレフリン

(PE) 刺激による肥大誘導後、免疫沈降-WB (IP-WB) によりRACK1のリン酸化やGATA4との

結合及び、p300とGATA4との結合を検討した。次に、高血圧性心不全モデルのDahlラット

(DSラット) を用いて、Ⅰ群:コントロールとしてDR、Ⅱ群:DS+溶媒、Ⅲ群:DS

+Candesartan の3群に分け、11週齢から8週間連日経口投与を行った後、心不全期の18週

齢の心臓を用いてIP-WB を行い、培養細胞と同様の検討を行った。

【結果】培養心筋細胞を用いた検討によりRACK1がp300とGATA4の結合阻害により心筋細胞

肥大を抑制すること、心筋細胞肥大時にRACK1がリン酸化され、GATA4とRACK1との結合が

減少することを見出した。さらに、DSラットを用いた検討により、心不全期の18週齢時

に、Ⅰ群:DRと比較してⅡ群:DS+溶媒ではRACK1のリン酸化が増加、RACK1とGATA4の結合が

減少し、GATA4のアセチル化が増加した。一方、Ⅲ群:DS+Candesartanでは高血圧による

RACK1のリン酸化が抑制され、RACK1とGATA4の結合やGATA4のアセチル化の増加が抑制され

ていた。

【考察】生体内において心不全治療時にRACK1のリン酸化が抑制されたことから、RACK1の

リン酸化が心不全発症に重要な役割を果たしており、RACK1が新規心不全治療薬のター

ゲットになる可能性が示唆された。
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メカニカルストレスによる心筋リプログラミングの効率改善

○黒津祥太1、2、鈴木岳之1、家田真樹2

1慶應義塾大学薬学部薬学教育研究センター、2慶應義塾大学医学部循環器内科

心筋梗塞をきっかけに線維化した心臓が再生することはなく、心臓移植以外に根本的な

治療法はない。我々は心筋特異的な3つの転写因子 (Gata4、Mef2c、Tbx5) を線維芽細胞

に導入することで心筋細胞に直接リプログラミングできることを世界で初めて報告し

(Ieda  2010)、心筋梗塞モデルマウスで心筋リプログラミングにより心臓再

生できることを示した (Inagawa  2012)。しかしながら心筋リプログラ

ミングによる心臓再生医療の実現にはさらなるリプログラミング効率の改善やメカニズム

の解明が必要である。

近年、間葉系幹細胞を硬さの異なるハイドロゲル上で培養すると柔らかい足場では神経

細胞に、硬い足場では骨細胞に、中間的な硬さでは筋細胞に、細胞分化の方向性を制御で

きることが報告された (Engler  2006)。このように足場の硬さなどのメカ

ニカルストレスが発生や分化の過程において遺伝子制御に働いていること (メカノトラン

スダクション) は知られているが、細胞リプログラミングにおけるメカノトランスダク

ションは未だ解明されていない。

そこで私はメカニカルストレスが働く生体内環境での心筋リプログラミングと培養皿上

での心筋リプログラミングとを比較検討した。その結果、生体内環境で誘導した心筋細胞

は培養皿上で誘導した心筋細胞に比べてリプログラミング効率が高いことを見出した。次

に私は生体内組織の硬さに着目し、ハイドロゲルを用いて心臓組織の足場の硬さを

に再現することで、メカニカルストレスが心筋リプログラミングを促進するメカニ

ズムを解析した。その結果、YAP/TAZと呼ばれる転写共役因子が、心臓組織の足場の硬さ

に応じて核内から細胞質へ移行することで、線維芽細胞の形質を司るYAP/TAZ関連遺伝子

の発現が抑制され、心筋細胞へのリプログラミングが促進されるという全く新しいメカニ

ズムを解明した。さらに私は、低分子化合物を用いてYAP/TAZシグナルを阻害することに

より、心筋リプログラミングの効率化に成功した。

心血管・その他

52



セラミド-1-リン酸によるEphA2動態制御機構の解明

〇田森瑞貴、成岡詩織、中村浩之、西野将平、山下尚大、村山俊彦

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

セラミド-1-リン酸 (C1P) はセラミドキナーゼ (CerK) がセラミドをリン酸化して生成

される生理活性物質である。C1Pは細胞増殖を促進し、がんの増悪に寄与すると考えられ

ているが、その詳細なメカニズムは不明である。当研究室ではこれまでに、CerKに結合す

る蛋白質としてEphA2を同定した。EphA2はがん細胞に高発現する受容体型チロシンキナー

ゼであり、がん増悪に寄与することが知られている。EphA2はリガンドであるephrin-A1と

結合すると内在化し、初期エンドソーム、後期エンドソームを経由した後、リソソームに

おいて分解される。本研究ではC1P/CerKがEphA2の内在化に与える影響を解析した。

まずEphA2が高発現するA549細胞 (ヒト肺胞上皮腺癌細胞) を用いてephrin-A1刺激による

EphA2の分解を評価した。その結果、CerK阻害剤の処理あるいはCerKのノックダウンによ

り、リガンド刺激による分解が遅延することが見出した。次に、この分解の遅延が生じる

タイミングを明らかにするために、リガンド刺激によるEphA2の自己リン酸化を評価し

た。その結果、CerKのノックダウンはEphA2の自己リン酸化に影響しなかった。そこで、

リガンド刺激後のEphA2の細胞内局在を観察することで内在化を評価した。初期エンド

ソームマーカーのEEA1とEphA2を免疫染色法により二重染色し、リガンド刺激後の内在化

を経時的に観察した。その結果CerK阻害剤処理あるいはCerKのノックダウンにより、

EphA2の初期エンドソームへの移行が遅延することが示唆された。

これらの結果から、C1P/CerKはephrin-A1刺激によるEphA2の初期エンドソームへの移行を

正に制御することが明らかになった。
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JNK活性化動態と炎症性サイトカインの発現制御機構

〇山口君空 冨田太一郎 伊藤雅方 村上慎吾 三上義礼 赤羽悟美

東邦大学医学部 生理学講座 統合生理学分野

【背景・目的】 神経変性疾患や細胞のがん化は炎症反応により誘導されることが知られ

ている。c-jun N-terminal kinase (JNK) は、下流で炎症性サイトカインの発現を行うこ

とで炎症反応を惹起する。従来、短時間のJNK活性化は生存を、長時間では細胞死を誘導

することが報告されており、JNK活性化動態が下流の遺伝子発現に影響を及ぼすことが示

唆されていた。我々は、新規のJNKレポーターを作成し、リアルタイムイメージングによ

りIL-1β依存的なJNKの活性化を単一細胞レベルで定量する系を確立した。そこで、JNK活

性化動態と炎症性遺伝子の発現との対応関係を明らかにすることを目的として本研究を遂

行した。

【方法】 JNK活性を定量するため、JNKレポーターを発現させたHeLa細胞に、IL-1β (10

ng/ml) を与えてイメージングを行った。また、ウェスタンブロット法でタンパク質発現

およびリン酸化を解析した。IL-6、IL-8のmRNAの発現量はq-PCR法で解析した。

【結果・考察】IL-1β刺激依存的なIL-6とIL-8の発現は、JNK阻害剤SP600125 (20μM) の

前処置により抑制された。様々なJNK活性化パターンを作るため、細胞にIL-1βで6分間刺

激をした後washoutし、その後周期的に同じ操作を繰り返した。その結果、IL-1β刺激の

間隔が長い場合 (120 min以上)、JNKは刺激に応じて繰り返し強く活性化された。一方、

刺激間隔が短い場合 (120 min未満)、JNK活性は弱く持続的になった。そこで、同様のIL

-1β刺激条件下で炎症性サイトカインのIL-6とIL-8の発現を定量して、これらのJNK活性

化動態と下流の遺伝子発現との関係を解析した。その結果、IL-6とIL-8のmRNA発現量はど

ちらもIL-1β刺激の周期に応じて変化した。しかしながら、興味深いことにそれらの発現

量は細胞がIL-1βに暴露される時間とは必ずしも比例していなかった。

【結論】 IL-1β刺激による炎症性サイトカインIL-6とIL-8の発現はJNK活性に依存し、

JNK活性化動態の違いが炎症性サイトカインのmRNA発現量に影響を及ぼすことが示され

た。
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がん特異的遺伝子Cancer-type OATP1B3標的型RNA trans-splicing分

子によるがん遺伝子治療の基盤構築

○森尾 花恵1、降幡 知巳1, 2、孫 雨晨2、原田 まなみ2、秋田 英万2、

Ulrich Koller3、Anna Stierschneider3、Josefina Piñón Hofbauer3、

Christina Gruber3、千葉 寛2、安西 尚彦1

1千葉大院・医・薬理学、2千葉大院・薬・薬物学、
3 Lab. for Mol. Ther., EB-Hause Austria

RNA trans-splicing molecule (RTM) は、がん遺伝子治療における有用なツールとして期

待されている。RTMは、がん特異的に発現する遺伝子のpre-mRNAを標的とし、その発現部

位においてがん自殺遺伝子 (herpes simplex virus thymidine kinase (HSV- ) など)

との間で融合mRNAを産生させることで、細胞毒性の発現を可能とする。一方、これまでに

我々は、がん細胞において顕著に発現するCancer-type organic anion transporting

polypeptide 1B3 (Ct-OATP1B3) を同定しており、その特異性からCt-OATP1B3はRTMの有望

な標的候補となると考えられる。そこで本研究では、Ct-OATP1B3を標的とするRTMを同定

し、その抗がん効果を実証することを目的とした。

まず、Ct-OATP1B3のpre-mRNAと最も効率的にトランススプライシングを引き起こす配列

と、がん自殺遺伝子であるHSV- 遺伝子を用い、RTM44を構築した。また、RTM44のトラン

ススプライシング活性を失活させたmutRTM44も作製した。次に、ヒト大腸がん細胞株であ

るLS180細胞にRTM44およびmutRTM44をそれぞれ安定発現させたRTM/LS細胞および

mutRTM/LS細胞を作製した。これら細胞を用い、RT-PCRによりCt-OATP1B3-HSV- 融合mRNA

の発現を解析した結果、RTM/LS細胞において融合mRNAの発現が認められたのに対し、

mutRTM/LS細胞においては認められなかった。そこで、HSV- 遺伝子により代謝されて細

胞毒性を発現するガンシクロビル (GCV、50 µM) を用いて、RTM44の抗がん効果を解析し

た。その結果、GCVを曝露したRTM/LS細胞の数は、対照群と比較して16.4 ± 4.8%まで顕

著に減少したのに対し、mutRTM/LS細胞ではGCVの毒性は認められなかった。

以上、本研究の結果から、Ct-OATP1B3を標的としたRTM44は優れた抗がん効果を示すこと

が明らかとなった。このことから、本治療はがん治療における新たなツールとして有用と

なる可能性が考えられた。
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軽度肥満者において香煎茶は肝機能マーカーを改善した

〇宮﨑雄輔1, 2, 3、刀坂泰史1, 2, 3、筒井優介1、砂川陽一1, 2, 3、船本雅文1, 2、

岡村信子1、 斎藤アユミ1、山陰一2、遠山和成4、鈴木美香5、清水篤6、

長谷川浩二1, 2、森本達也1, 2, 3

1静岡県立大学 薬学部 分子病態学分野、2京都医療センター 臨床研究センター 展開医

療研究部、3静岡県立総合病院、4 SBS静岡健康増進センター、
5聖隷健康サポートセンター、6株式会社サンダイヤ

【目的】緑茶カテキンは抗酸化作用や肥満改善作用、肝機能改善作用を持つことが知られ

ており、カテキンを含む緑茶を摂取することで健康寿命を延ばすことが期待される。しか

し緑茶カテキンそのものは非常に渋味の強い成分であり、これらの効果が期待できる量を

日常的に摂取するのは困難である。この問題を克服するために我々は緑茶茶葉を高圧・高

温処理することで緑茶カテキンを重合化し、渋味を軽減した香煎茶を開発した。本研究の

目的は香煎茶の健康に対する効果を明らかにすることである。

【方法】本研究は静岡県立大学の倫理委員会で承認を受けた上で行った。BMIが25以上30

未満の健常ボランティア54名を無作為割り付けし、香煎茶またはプラセボの麦茶を1日3回

毎食ごとに、12週間継続して飲用していただいた。試験開始前、飲用6週目、12週目に体

重、BMI、体脂肪率、血中肝機能マーカーの測定を行った。内臓脂肪面積は試験開始前と

12週目時点で測定した (UMIN000020068)。

【結果】香煎茶及びプラセボの連日摂取12週間において有害事象は見られなかった。主要

評価項目である体重、BMI、体脂肪率、内臓脂肪面積は香煎茶の飲用による変化は見られ

なかった。副次的評価項目の肝機能マーカーであるALTの変化率は香煎茶の摂取12週目で

有意に減少した (香煎茶: -0.111 ± 0.327 vsプラセボ: 0.085 ± 0.234,  = 0.019)。

γ-GTの変化率も有意ではなかったものの香煎茶摂取12週目で減少傾向が見られた

(-0.115 ± 0.292 vs 0.023 ± 0.212,  = 0.063)。またASTの変化率はプラセボ群に比

べて香煎茶の摂取6週目で有意に減少した (-0.091 ± 0.247 vs 0.043 ± 0.148,  =

0.024)。

【考察】本試験では香煎茶の肥満改善効果は見られなかったが、肝機能マーカーの改善が

見られた。今後、香煎茶が肝機能改善効果を持つ機能性食品として、人々の健康に寄与す

ることが期待される。
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L-DOPAの肺高血圧モデル肺血管におけるフェニレフリン応答の修飾作

用

◯古賀資和1)2)、増川太輝1)、中村史雄1,3)、菅原陽2)、水野祐介2)、後藤隆久2)、

五嶋良郎1)

1)横浜市大・分子薬理神経生物学 2)横浜市大学・麻酔科学

3) 東京女子医大・生化学

これまでに我々は、カテコラミン前駆物質、L-ドーパ (DOPA) が、神経伝達物質として

作動しうることを報告してきた。近年DOPA受容体候補分子としてGタンパク共役型受容体

GPR143が発見され、中枢神経系以外の末梢組織に広く分布していることが分かった。最

近、我々は、DOPAが、末梢α1アドレナリン受容体の修飾を介して末梢血管抵抗を制御す

ることを見出した。本研究は、正常及び肺高血圧モデルラットにおける肺血管において

DOPAによる血管収縮応答制御と病態に伴う変動の有無を検証することを目的とした。

SD ラット から麻酔下で心臓と肺を摘出し肺血管を採取、リング標本を作成した。作成

した標本は、マイクロマグヌス装置にセットし、0.1gの負荷を与えた状態で張力を計測し

た。血管収縮薬として、フェニレフリン (1nM-3µM)、セロトニン (5HT2 10µM-100µM)、プ

ロスタグランジンF2α (PGF, 10µM-100µM)、エンドセリン (ET, 10pM-100nM) を累積積算

で処理し濃度反応関係を確認した。その後、DOPA (1µM) 前処置による濃度反応関係の変

化の有無を検討した。さらに、肺高血圧を誘発する薬物、モノクロタリン (MCT) 60mg/kg

をラットに単回皮下投与後7、14、そして肺高血圧症を呈する21日後に、摘出肺血管応答

の変化の有無を比較・検討した。

DOPAは、フェニレフリンによる血管収縮応答を増強した。一方、DOPAは、5HT2、PGF、

ETの収縮応答に対し、いずれも無作用であった。フェニレフリン応答に対するDOPAの効果

を、肺高血圧モデルで解析したところ、モノクロタリン投与後7日目以降において、DOPA

のフェニレフリン誘発血管収縮の増強作用は消失することが明らかになった。

今回我々は、DOPAが肺血管において選択的にフェニレフリン誘発性収縮応答を増強する

事、並びに、この増強効果が肺高血圧発症前の早期に消失することを見出した。本知見

は、DOPAによる血管収縮応答の修飾作用が、肺高血圧症の進展過程や病態に関与する可能

性を示唆する。
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2型糖尿病ラット大動脈培養内皮細胞からの ヒドロキシルラジカル発生

作用とNO遊離作用に対するエンドセリンの影響

〇野澤(石井)玲子 丸茂圭太郎 高村雅夫 加賀谷肇

明治薬科大学 臨床薬剤学研究室

【目的】Wistarラットを起源とするGoto-Kakizaki (GK) ラットは、非肥満、インスリン

分泌不全、インスリン抵抗性という特徴を併せ持つ日本人の2型糖尿病に近いモデル動物

である。糖尿病性血管障害は、その発症・進展に内皮細胞の機能変化が大きく関与してい

る。そこで本研究では、糖尿病病態時における血管障害について検討する目的で、GKラッ

ト摘出大動脈と大動脈培養内皮細胞を用いて、ヒドロキシルラジカル発生作用と一酸化窒

素 (NO) 遊離作用について検討した。

【方法】12週齢のWistarおよびGKラットから大動脈を摘出した。血管標本は、30 Mの4-

Hydroxbenzoic acid (4-HBA) を添加したKrebs液中でエンドセリン-1 (ET-1) とエンドセ

リン-3 (ET-3) で刺激し、NO遊離作用およびヒドロキシラジカル発生作用を検討した。ま

た、摘出した大動脈から外植片法により内皮細胞を培養した。培養細胞も同様に実験を

行った。4-HBAは、ヒロキシルラジカルをトラップすることにより3,4-Dihydroxybenzoic

acid (3,4-DHBA) を生成する。Krebs液中の3,4-DHBAはHPLC-電気化学検出器で、NOは

Griese法を応用したHPLC法で測定した。

【結果】GKラットにおいて、10-8 MのET-1は3,4-DHBAの発生量を有意に増強した。一方、

Wistarラットおいて、10-8 MのET-3でNO遊離量が減少から増加に転じた。アンブリセンタ

ンは、3,4-DHBA発生量を減少させた。一方、ボセンタンは3,4-DHBAの発生量を増加させ

た。

【考察】GKラットでヒドロキシラジカルの発生量が増えていることから、糖尿病血管障害

により内皮機能が低下していることが考えられる。拮抗薬の作用は、受容体選択性の違い

により差が出たと考えられる。
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心筋遅延整流性カリウムチャネルと カルシウムシグナリング分子複合

体の解析

〇児玉昌美1、永森收志2、五十棲規嘉2、木村彩瑛3、福田俊1、藤塚美紀1、

山口賢彦3、 山崎泰広3、喜多紗斗美4, 5、岩本隆宏4、金井好克3、古川哲史1、

黒川洵子1, 3

1東京医科歯科大学 難治疾患研究所 生体情報薬理学分野 2大阪大学大学院 医学系研究

科 生体システム薬理学 3静岡県立大学 薬学部 生体情報分子解析学分野 4福岡大学医

学部 薬理学教室 5徳島文理大学 薬学部 薬理学

固有心筋細胞の再分極過程は、KCNQ1およびKCNE1から成る Ca2+感受性の遅延整流性カリ

ウム (IKs) チャネルによって制御される。IKsチャネルは分子複合体によって調節される

事例が示されているが、その全容は解明されていない。

IKsチャネルを含む分子複合体を網羅的に探索するため、ヒトKCNQ1-KCNE1融合タンパク質

を過剰発現させたトランスジェニック (IKs-TG) マウスの心室細胞抽出液から、抗KCNQ1

抗体の免疫沈降物を単離し、LC-MS/MS分析を行い、IKs-TGマウスと野生型マウスのスコア

比が2以上のタンパク質を163種、同定した。これらのタンパク質に対してパスウェイ解析

(IPAソフトウェア) を行ったところ、カルシウムシグナリングが最上位となった。同定さ

れた16種のカルシウムシグナリング関連因子の内、Ca2+膜輸送体タンパク質 (Ca2+-

transporting protein, CTPX) に注目し、解析を進めた。IKs -TGマウスと同様、野生型

モルモット・イヌの心室を用いて、抗KCNQ1抗体による免疫沈降を行ったところ、ウェス

タンブロッティングによって、内在性KCNQ1とCTPXの分子複合体形成が示された。KCNQ1上

のCTPX相互作用部位を同定するため、KCNQ1 のアミノ (N) 末端 (a.a. 1-125)、カルボキ

シル (C) 末端 (a.a. 355-619) の細胞内領域のGST (Glutathione S-Transferase) 融合

タンパク質を作製し、イヌの心室細胞抽出液を用いてGST pull-down assayを行ったとこ

ろ、両領域ともCTPXとの相互作用を示した。そこで、それぞれの領域の一部を含むGST融

合タンパク質を作製し、相互作用部位を絞り込んで行った結果、N末端では近位部 (a.a.

71-125) が、C末端では4つあるへリックス構造 (近位部から順にA, B, C, D) の内、へ

リックスB (a.a. 504-538) が、CTPXとの相互作用に関与することが示唆された。また、

KCNQ1へリックスBは、CPTXの細胞内領域と相互作用することが、CPTXの細胞内領域のMBP

(マルトース結合タンパク質) 融合タンパク質とのGST pull-down assayにおいて示され

た。今後は、この相互作用が、IKsチャネルのCa2+感受性に及ぼす影響について、生化学的

および電気生理学的解析により明らかにしていきたい。
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ヒトiPS細胞由来心筋の活動電位形成に関連する遺伝子 の定量的発現

解析

児玉昌美1、木村麗子1、酒德航平2、岩崎菜々美2、古谷和春3、 永森收志4、

芦原貴司5、古川哲史1、関野祐子6,7、諫田泰成7、〇黒川洵子1, 2

1東京医科歯科大学難治疾患研究所、2静岡県立大学薬学部、 3 大阪大学医学部、

4大阪大学医学部、5滋賀医科大学医学部、 6東京大学薬学部、

7国立医薬品食品衛生研究所

【背景】ヒトiPS由来心筋を利用することにより、非臨床心臓安全性試験の予測性を向上

させようという国際的な動きがある。我々の共同研究チームは、ヒトiPS由来心筋の細胞

株や培養条件による細胞特性のばらつきをインシリコ技術で理解し、もし薬剤評価結果に

影響した場合には、それを補正する技術を開発すること目指している。

【目的および方法】本研究では、細胞特性のばらつきを定量化するために、ヒトiPS由来

心筋の電気的特性の株間差に影響する心筋マーカーを選出し、定量性リアルタイムPCRに

より、市販ヒト心臓サンプル (Clonetech) におけるmRNAの発現と、定量的に比較した。

【結果】標本として、CDI Fujifilm社 (iCell-cardiomyocytes) とAxiogenesis社

(Cor.4U)

とCellartis社が販売している3種のヒトiPS由来心筋細胞株を用いた。各社の説明書通り

に細胞培養を行い、MEA実験の開始と同じタイミングで、それぞれの細胞から全RNAを回収

した。リファレンス遺伝子10種類をgeNormソフトで検証し、細胞株等の違いによらず安定

に発現している内在性コントロールとしてGAPDHを選出した。

今回、心筋マーカーとして、SCN5A, CACNA1C, KCNJ2, KCNH2, KCNQ1, HCN4, NCX1,

ATP1A1, ATP2A2, MYH6, MYH7, PLN, GJA1について、ヒト心臓における発現との相対値を

表としてまとめた。発表では、株間差について議論したい。次に、タンパク発現量および

チャネル電流と比較し、インシリコモデル作成に反映させる予定である。

なお、本研究の一部は、国立研究開発法人日本 医療研究開発機構 (AMED) のご支援によ

り行われた (16mk0104007h9903)。
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舌乾燥に起因する三叉神経脊髄路核尾側亜核のAMPA受容体のリン酸

化

○中谷 有香1)、岩田 幸一2)、小林 真之1)

1)日本大学歯学部薬理学講座、2)日本大学歯学部生理学講座

口腔乾燥症の患者は原因不明の舌痛を訴えることが多いが,その発症機序は不明である。

われわれは、口腔乾燥により引き起こされる舌痛のメカニズムを解明することを目的とし

た。SD系雄性ラットを2時間イソフルラン吸入による浅麻酔下にて、毎日2時間、1週間、

舌を含む口腔内を乾燥状態にさせ,口腔乾燥モデルラット (dry群) を作製した。同様の吸

入麻酔を与えたラットをsham群とした。乾燥開始後7日目、dry群において、舌には組織学

的変化は認められなかったが、舌の侵害機械刺激に対する頭部引っ込め反射閾値 (HWT)

は有意に低下した。また舌へ侵害機械刺激したのち5分後、三叉神経脊髄路核尾側亜核

(Vc) においてPhosphorylated extracellular signal-regulated kinase (pERK) 陽性細

胞数が有意に増加した。また、髄腔内へのERKリン酸化阻害薬である MEK1 inhibitor

(PD98059) の持続投与により、舌の侵害機械刺激に対するHWTの低下およびVcのpERK陽性

細胞数の増加が有意に抑制された。さらに乾燥開始後7日目、舌への侵害機械刺激に対す

るVcの侵害受容ニューロンの発火頻度は有意に増加した。また、PD98059の持続投与によ

り、舌への侵害機械刺激に対するVcの侵害受容ニューロンの発火頻度は有意な抑制を認め

た。さらに乾燥開始後7日目、Vcにおけるリン酸化AMPA受容体陽性細胞数が有意に増加し

た。また、PD98059の持続投与により、リン酸化AMPA受容体陽性細胞数の有意な増加の抑

制を認めた。以上のことから、口腔乾燥に起因する舌の機械痛覚過敏発症にはVcの侵害受

容ニューロンにおけるERKのリン酸化を介したAMPA受容体のリン酸化が関与している可能

性が示された。
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ヒト子宮内膜間質細胞の脱落膜化における5α還元酵素の役割

〇吉江 幹浩1、田村 和広1、千葉 翼1、井坂 惠一2、桑原 直子1、立川 英一1

1東京薬科大学、内分泌・神経薬理学教室、2東京医科大学、産科婦人科学教室

【目的】ヒト子宮内膜間質細胞 (ESC) は、月経周期の分泌期や妊娠時に敷石様形態の脱

落膜細胞へと分化し、インスリン様成長因子結合タンパク質-1 (IGFBP-1) やプロラクチ

ンを産生する。この分化 (脱落膜化) には、プロゲステロン (P4) やcAMPを介したシグナ

ル伝達経路の活性化が促進的に調節している。ESCには、テストステロンからジヒドロテ

ストステロンへの変換やプロゲステロンの代謝に関わる5α還元酵素の存在が報告されて

いるが、その機能については不明である。そこで、ESCの脱落膜化における5α還元酵素の

役割をその阻害薬であるデュタステリドとフィナステリドを用いて検討した

【方法】ESCにⅠ型及びII 型5α還元酵素阻害薬のデュタステリド、または、Ⅰ型5α還元

酵素阻害薬のフィナステリドを1時間処置した後、脱落膜化誘導刺激であるP4とcAMPアナ

ログ (ジブチリルcAMP) とともに72時間培養した。脱落膜化マーカーであるIGFBP-1とプ

ロラクチンの発現をリアルタイムRT-PCRにて解析し、培養メディウム中のIGFBP-1をELISA

にて測定した。

【結果・考察】ESCにP4とジブチリルcAMPを処置すると脱落膜化マーカーのIGFBP-1とPRL

のmRNA発現が顕著に増加した。デュタステリド、または、フィナステリドの前処置は、P4

とジブチリルcAMPにより誘導されるIGFBP-1とPRLの発現をさらに促進した。また、培養メ

ディウム中のIGFBP-1タンパク質量もデュタステリドやフィナステリドの処置により増加

した。これら結果から、ヒトESCには、Ⅰ型及びII型の5α還元酵素が存在すること、ま

た、それらの活性阻害は、脱落膜化を促進することが明らかとなった。脱落膜化過程で

5α還元酵素の発現が低下することが最近報告されており、その知見と併せると、5α還元

酵素を介したP4の代謝機構が脱落膜化過程では抑制されることが推察された。
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マスティック画分の生物活性の化学療法係数に基づいた再評価

〇坂上宏1、鈴木龍一郎6、天野滋2、須永克佳7、金本大成8、福地邦彦9、

寺久保繁美10、白瀧義明6、増田宜子1,3、横瀬敏志7、友村美根子1,4,5、友村明人4、

中島秀喜10、渡邉博文11、大川原正喜11、又平芳春11

明海大学歯学部1歯科医学総合研究所(M-RIO)・2微生物学・3保存治療学・4生化学、
5明海大学総合教育センター、城西大学薬学部6生薬学・7薬物療法学、8昭和薬科大学薬学部

微生物学、9昭和大学大学院保健医療学、 10聖マリアンナ大学微生物学、
11三生医薬株式会社

【緒言】マスティックとは、東エーゲ海に浮かぶギリシャのヒオス島南部にしか生育しな

いウルシ科の低木 var. Chia の樹液状滲出液である。ギリシャの伝

統医学では、胃痛や、消化性潰瘍などの病気に 3000 年以上使用されてきた。マスティッ

クは、抗腫瘍活性、抗酸化作用、抗菌活性、薬物代謝酵素の発現や活性に及ぼす作用や抗

ウイルス作用、創傷治癒作用、抗動脈硬化作用を示し、ピロリ菌や、クローン病に対して

有効であるとされている。そのユニークな形と多彩な作用により、「キリストの涙」と称

されている。ヒオスマスティックは、海外に輸出され、香味、芳香を提供するため、化粧

品、歯磨剤、軟膏、食品などに添加されている。しかしながら、これまでのマスティック

の生物活性の研究者は、マスティックが強い細胞傷害活性を示すにも関わらず、化学療法

係数 (安全域) による生物活性を評価して来なかった。我々は、マスティックを有機溶媒

により、5つに分画し、化学療法係数により生物活性を再評価した。【方法】マスティッ

クガムを砕き、 -ヘキサンに続いて酢酸エチルで抽出、または、メタノールあるいは -ブ

タノールで直接抽出を行った。抗菌活性は、殺菌効果と正常細胞に対する傷害活性から算

出した。腫瘍選択性は、4種のヒト口腔扁平上皮癌細胞と3種のヒト口腔正常細胞 (歯肉線

維芽細胞、歯根膜線維芽細胞、歯髄細胞) の感受性の比率により求めた。抗ウイルス活性

は、ウイルス感染細胞、非感染細胞に対する保護活性および細胞傷害活性の比率により算

出した。CYP3A4阻害活性は、テストステロンのβ-水酸化活性により算出した。【結果】

酢酸エチル抽出液は、他の抽出液よりも僅かに強い腫瘍選択性、一桁強い抗菌活性を示し

た。特に、 に対する殺菌活性が顕著であった。全ての抽出液

は、抗HIV活性を示さなかったが、抗HSVの感染を完全ではないが、一部抑制した。全ての

抽出液は、強いCYP3A4阻害活性を示した。【考察】 -ヘキサンにより細胞傷害活性と

CYP3A4阻物質を除去することにより、マスティックの抗腫瘍活性、抗菌活性が増大するこ

とが明らかになった。
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小胞体Ca2+のモニタリングによる2型リアノジン受容体抑制薬の探索

〇田村真衣1、呉林なごみ1、村山 尚1、湯浅磨里2、森 修一2、影近弘之2、

鈴木純二3,4、金丸和典3,5、飯野正光3,5、櫻井 隆1

1順天堂大・医・薬理、2東京医科歯科大・生材研、3東大院・医・細胞分子薬理、
4カリフォルニア大、5日本大・医・細胞分子薬理

2型リアノジン受容体 (RyR2) は心筋の興奮収縮連関に重要な役割を果たしている小胞体

膜上のCa2+遊離チャネルである。RyR2のアミノ酸変異はカテコラミン誘発性多形性心室頻

拍 (CPVT) をはじめとする多くの致死性不整脈疾患の原因となることが知られる。CPVT変

異RyR2では不整脈誘発の引き金となる自発的Ca2+遊離が起こりやすいため、RyR2を抑制す

る薬物は抗不整脈効果を持つことが期待される。我々はこれまでHEK293細胞発現系を用い

た研究から、小胞体Ca2+インジケータR-CEPIA1erによる小胞体Ca2+シグナルが1型リアノジ

ン受容体 (RyR1) およびRyR2のCa2+遊離活性をよく反映することを示した (Murayama et

al, Human Mut., 2016、Uehara et al. J. Gen. Physiol., 2017, Fujii et al. Heart

Rhythm, 2017)。さらに、小胞体Ca2+モニタリングがRyR1抑制薬のスクリーニングに有用

であることを報告した (Suzuki et al., 第90回日本薬理学会年会)。今回我々は、小胞体

Ca2+モニタリングによるRyR2抑制薬の探索を行った。FlexStation II分光光度計を用いて

RyR2を発現するHEK293細胞のR-CEPIA1erシグナルを96ウェルプレートで測定した。1700種

類の機能既知化合物ライブラリについてスクリーニングを行った。設定した閾値を超えて

小胞体Ca2+を増加させた化合物について、HEK293細胞の単一細胞イメージングおよび心筋

由来株化細胞のCa2+イメージングにより、薬物作用の可逆性や活動電位誘発性Ca2+トラン

ジエントに対する影響を調べ、治療薬への発展性を検証した。我々のスクリーニング法は

RyR2抑制薬の探索にも有用な事が示された。
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WDR5によるp300/GATA4誘導性心筋細胞肥大抑制効果の検討

〇杉山優雅1、刀坂泰史1, 2, 3、天野七菜1、宮﨑雄輔1, 2, 3、砂川陽一1, 2,3、

船本雅文1, 2、長谷川浩二1, 2、森本達也1, 2, 3

1静岡県立大学 薬学部 分子病態学分野、2京都医療センター 臨床研究センター 展開医

療研究部、3静岡県立総合病院

【目的】当研究室はp300/GATA4経路が心筋細胞肥大に重要な役割を果たすことを見出し

た。我々は新規GATA4結合タンパク質としてWD repeat-containing protein 5 (WDR5) を

同定したが心筋細胞肥大に対する役割は不明である。WDR5はリジンメチルトランスフェ

ラーゼMLL1と複合体を形成し、転写調節に関与することが知られている。そこで本研究で

はp300/GATA4経路に対するWDR5/MLL1複合体の役割について検討した。

【方法】大腸菌で作製したGST-GATA4と放射性同位体標識したWDR5を用いてGST pull-down

assayを行った。次にHEK293T細胞を用いたIP-WB法によりGATA4のアセチル化とWDR5、

MLL1、GATA4の直接結合を検討した。ラット初代培養心筋細胞にWDR5を過剰発現させ、

フェニレフリン (PE) 刺激後、細胞面積測定とレポーターアッセイを行った。さらにMLL1

との結合部位を変異させたWDR5 S91Kを用いてラット初代培養心筋細胞でレポーターアッ

セイと細胞面積測定を行った。最後にWDR5とMLL1の結合阻害剤であるMM102を用いて、

ラット初代培養心筋細胞の面積測定を行った。

【結果】GST pull-down assayによりWDR5はGATA4と直接結合することを確認した。GATA4

のアセチル化はWDR5の過剰発現により有意に抑制された。さらにWDR5共発現によりMLL1と

GATA4の結合が増加した。PEによって誘導された心筋細胞肥大と心肥大反応遺伝子の転写

活性はWDR5過剰発現により有意に抑制された。一方、WDR5 S91Kは心肥大反応遺伝子の転

写を亢進させた。WDR5 S91K及びMM102はPEによる心筋細胞肥大を抑制せず亢進させた。

【考察】以上の結果からWDR5はp300/GATA4を介した心肥大反応遺伝子の転写を抑制するこ

とが明らかになった。またWDR5による心筋細胞肥大抑制効果にMLL1が関与することが示唆

された。今後、WDR5/MLL1複合体によるメチル化とp300/GATA4との関連について検討する

ことで、新たな心不全治療戦略の確立につながることが期待される。
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カカオ豆由来ポリフェノールCBPは心筋細胞肥大を抑制した

○本多大樹1、宮崎雄輔1, 2, 3、刀坂泰史1, 2, 3、砂川陽一1, 2, 3、 和田啓道2、

島津章2、長谷川浩二1, 2、森本達也1, 2, 3

1静岡県立大学薬学部分子病態学分野、 2京都医療センター 臨床研究センター、
3静岡県立総合病院

【目的】心臓に高血圧などの負荷がかかると心臓は肥大して代償しようとするが、ストレ

スが持続するとこの代償機構は破綻し、心不全へと至る。近年、ポリフェノールの健康に

対する有用性に注目が集まっている。ポリフェノールは多くの食品に含まれており、代表

的なものとしてチョコレートに含まれるCacao beans polyphenol (CBP) がある。CBPは未

発酵カカオ豆由来のエタノール抽出物であり、Epicatechin, Procyanidin B2,

Procyanidin Cなどが豊富に含まれている。これまでの報告からCBPには抗酸化作用や抗炎

症作用、降圧作用があることは知られているが、CBPの心筋細胞肥大への作用は明らかに

なっていない。そこで、本研究の目的はCBPの心筋細胞肥大に対する作用を検討すること

である。

【方法】新生児ラット初代培養心筋細胞をCBP (3, 10, 30 µM) で前処理し、2時間後に心

筋細胞肥大を誘導するフェニレフリン (PE) を用いて刺激した。48時間後、心筋細胞を抗

βミオシン重鎖抗体を用いて免疫染色し細胞面積の測定を行った。次に同様に処理した心

筋細胞のmRNAを抽出し、肥大反応遺伝子である心房性ナトリウム利尿因子 (ANF) および

脳性ナトリウム利尿ペプチド (BNP) の発現量を定量的逆転写PCR法を用いて検討した。

【結果】PEによって誘導された心筋細胞肥大はCBP 30 µMで処理することで有意に抑制さ

れた。また、肥大反応遺伝子のmRNAの発現量はPE刺激によって亢進したが、CBP 30 µMに

よりANF, BNPともに有意に抑制された。

【考察】以上の結果より、CBPは心筋細胞に直接作用し心筋細胞肥大を抑制する作用を持

つことが示された。今後、 におけるCBPの心不全抑制作用を持つかについて詳細な

検討を行うことによりCBPを用いた新規心不全治療薬の開発につながることが期待され

る。
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アルギニンメチル化酵素PRMT5は老化マウスの心機能を低下させた

〇花島一真1、刀坂泰史1, 2, 3、若林弘樹1、宮﨑雄輔1, 2, 3、砂川陽一1, 2, 3、

船本雅文1, 2、和田啓道2、長谷川浩二1, 2、森本達也1, 3

1静岡県立大学 薬学部 分子病態学分野、2京都医療センター 臨床研究センター 展開医

療研究部、3静岡県立総合病院

【目的】心不全は高齢者の生命予後を悪化させる要因であり、加齢そのものが心疾患の危

険因子であると考えられている。これまでに我々は、Protein Arginine

Methyltransferase 5 (PRMT5) が、心不全につながる心肥大の誘導に関与することを明ら

かにしてきたが、加齢に伴う役割は明らかになっていない。そこで本研究では、PRMT5が

加齢に伴う心肥大においてどのように働いているのか解析を行った。

【方法】3カ月齢及び24カ月齢の野生型C57BL/6Jマウスの心臓を用いて、加齢に伴うPRMT5

の発現量変化をウエスタンブロット (WB) 法及び定量的逆転写PCR (qRT-PCR) 法で検討し

た。また、心臓におけるPRMT5の働きを解析するため、心臓特異的PRMT5過剰発現 (TG) マ

ウスを作成し、3カ月齢と24カ月齢で野生型及びTGマウスの心臓を摘出して、心重量体重

比 (HW/BW) を測定した。さらにヘマトキシリン・エオシン (HE) 染色、WB法、qRT-PCRに

よる解析を行った。

【結果】24カ月齢の野生型マウスの心臓では3カ月齢に比べてPRMT5の発現がタンパク、

mRNAともに有意に亢進した。TGマウスでは9カ月齢以降、野生型に比べHW/BWは有意に亢進

した。24カ月齢TGマウスの心臓HE染色像では野生型に比べ心筋細胞径の有意な増加と、心

肥大関連遺伝子のmRNAレベルの有意な亢進が見られた。TGマウス心臓では野生型に比べヒ

ストンH3K9のアセチル化が有意に亢進した。また老化マーカー分子であるp53のタンパク

発現量、p53下流遺伝子のp21とp16のmRNAレベルが24カ月齢のTGマウスで野生型に比べ有

意に亢進した。

【考察】以上の結果より、加齢に伴い心臓でPRMT5の発現が亢進することで、ヒストンの

アセチル化やp53及びその下流遺伝子の発現が亢進し、心肥大を促進させる可能性が示唆

された。今後、さらに加齢に伴うPRMT5の役割を明らかにしていくことにより、PRMT5を標

的とした高齢者の心疾患治療法開発につながることが期待される。
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新規Nobiletin標的因子であるNBP1は フェニレフリンによる心筋細胞肥

大反応を抑制した

○江部綾華1、砂川陽一1,2,3、鈴木杏奈1、船本雅文1,2、刀坂泰史1,2,3、

宮崎雄輔1,2,3、村上明4、今泉厚5、和田啓道2、長谷川浩二1,2、森本達也1,2,3

1静岡県立大学 薬学部 分子病態学分野、2京都医療センター 臨床研究センター、
3静岡県立総合病院 臨床研究部、4兵庫県立大学環境人間学部、
5株式会社セラバリューズ プロテオミクスリサーチセンター

【目的】心不全の発症の危険因子として心筋細胞肥大が挙げられ、この問題を解決するこ

とは心不全治療において極めて重要である。我々は、近年様々な生理活性を有することが

報告され、機能性物質として注目されている柑橘類果皮成分ノビレチンが、心筋細胞肥大

を抑制すること、心筋梗塞モデルラットにおいて心機能を改善することを見出し、

Nobiletinが新たな心不全の治療薬となる可能性が示された。しかしNobiletinが肥大抑制

作用を示すメカニズムは解明されていない。そこで、本研究の目的はNobiletin標的因子

を同定することで、Nobiletinの心筋細胞肥大抑制メカニズムを解明することを目的とし

た。

【方法と結果】SDラット心臓組織から抽出した蛋白質にBiotin標識Nobiletinを混和、

Streptavidin Sepharoseで回収することでNobiletin結合因子を精製した。これをLC/LC-

MS/MS解析し、新たなNobiletin標的候補因子Nobiletin binding protein 1 (NBP1) を見

出した。次にリコンビナントNBP1とBiotin標識Nobiletinのプルダウンアッセイを行った

ところ、NBP1とNobiletinの直接結合が確認された。  NBP1酵素活性測定を行った

ところ、NobiletinはNBP1の酵素活性を増強させた。培養心筋細胞にNBP1を過剰発現させ

るとフェニレフリン (PE) 刺激によって亢進するANFやET-1の転写活性、心筋細胞肥大を

有意に抑制させた。反対にNBP1をノックダウンさせると、Nobiletinによる肥大抑制作用

が消失した。

【考察】今回新たにNobiletin標的因子としてNBP1を同定した。またNobiletinはNBP1に直

接結合し、NBP1の酵素活性を増強させること、Nobiletinによる肥大抑制にNBP1が関与し

ていることが示唆された。今後NBP1の心筋細胞での作用を詳細に解析することで

Nobiletinの作用機序の解明に繋がることが期待される。
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Curcumin誘導体であるPyrazocurcuminはCurcuminよりも強力な 心筋細

胞肥大抑制作用を示した

〇片山歩実1、砂川陽一1, 2, 3、船本雅文1, 2、清水果奈1, 2、源平麻衣1、

刀坂泰史1, 2, 3、 宮崎雄輔1, 2, 3、和田啓道2、長谷川浩二1,2、森本達也1, 2, 3

1静岡県立大学 薬学部 分子病態学分野、 2京都医療センター 臨床研究センター 3静岡県

立総合病院 臨床研究部

【目的】我々は、心筋細胞核内においてp300のヒストンアセチルトランスフェラーゼ

(HAT) 活性を特異的に阻害する天然ウコン抽出物Curcumin (CUR) が心筋細胞肥大反応や

心不全の進展を抑制することを見出した。 CURは様々な生理活性を持つことが知られてい

るが、生物学的利用率が低いため、より効果的な治療薬を開発すべくCURをリード化合物

としたCUR誘導体の研究も数多く行われている。本研究では、炎症系サイトカインの強力

な抑制効果を持つCUR誘導体であるPyrazoprenylcurcumin (PPC) 及びPyrazocurcumin

(PyrC) のp300-HAT活性阻害作用と心筋細胞肥大抑制作用を検証した。

【方法】まず、  HATアッセイ法によりCUR,PPC,PyrCのp300-HAT活性阻害作用を検

証した。次に、初代培養心筋細胞にCUR,PPC,PyrCを処理し、フェニレフリン (PE) 刺激に

よる肥大誘導後、ウエスタンブロット法によるヒストンH3K9のアセチル化の評価、定量的

q-PCR法による肥大反応遺伝子ANF、BNPのmRNAレベルの測定、抗®-MHC抗体による免疫染色

後に心筋細胞面積測定を行った。

【結果】  HATアッセイ法の結果、CURは60 µMで有意なp300-HAT活性阻害作用を示

したが、PPCやPyrCは200 µMでもp300-HAT活性阻害作用を示さなかった。PE刺激により増

加したヒストンH3K9のアセチル化、ANFとBNPのmRNAレベル、及び心筋細胞肥大に関して、

CURとPPCは10 µMで有意な抑制作用を示したが、PyrCはより低濃度の3 µMで有意な抑制作

用を示した。

【考察】PPCはCURと同程度に、PyrCはさらに低濃度で心筋細胞肥大抑制作用を示すことが

判明した。PPC及びPyrCはp300-HAT活性阻害作用を示さなかったことからCURとは異なる機

構で心筋細胞肥大抑制効果を示す可能性が示唆された。今後、PPC及びPyrCの心筋細胞肥

大抑制作用メカニズムを詳細に解明することで、より効果的な心不全治療薬の開発に繋が

ること期待される。
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ATPによるウシ大動脈内皮細胞の一酸化窒素産生にはプリン作動性

P2X4受容体サブタイプが主に関与する

○清水 祐希、 川地 理加、 黄 洋一、 野部 浩司

昭和大学薬学部 生体制御機能薬学講座(薬理学部門)

ATP受容体は、P2X受容体およびP2Y受容体に大別され、それぞれに複数のサブタイプが存

在するが、血管内皮細胞のNO産生に関与する受容体サブタイプについては、不明な点があ

る。ウシ大動脈内皮細胞には、P2X受容体ファミリーのP2X4およびP2X7サブタイプ、P2Y受

容体ファミリーのP2Y1およびP2Y2サブタイプの存在が報告されている。本研究ではNO産生

に関与するATP受容体サブタイプについて薬理学的に検討した。まず、培養ウシ大動脈内

皮細胞をNO蛍光プローブDAF-FM存在下でATP受容体刺激薬ATPγSにより刺激し、遊離した

NOとDAF-FMとの反応産物であるDAF-FMTを逆相HPLCにより蛍光検出した。その結果、

ATPγS (0〜10 μM) によるNO遊離量の濃度依存的な増加を測定することができた。次

に、ATPγS (3 μM) によるNO産生がP2XあるいはP2Y受容体のいずれを介しているかを検

討した。非選択的P2X受容体遮断薬のPPADSは、培養内皮細胞のATPγSによるNO遊離を濃度

依存的に抑制し、そのIC50値は5.8 μMであった。この値は、PPADSによるP2X受容体阻害

作用の文献値 (IC50 = 1〜10 μM) とほぼ一致した。一方、非選択的P2Y受容体遮断薬で

あるReactive Blue 2のNO遊離阻害作用は、報告されているP2Y受容体阻害作用に比べ著し

く弱かった。そこで、このNO産生がP2X4あるいはP2X7受容体のいずれを介しているかを検

討した。選択的P2X4受容体遮断薬の5-BDBDは、培養内皮細胞のATPγSによるNO遊離を濃度

依存的に抑制し、そのIC50値は2.2 μMであった。この値は、5-BDBDによるP2X4受容体阻害

作用の文献値 (IC50 = 1.2 μM) とほぼ一致した。一方、選択的P2X7受容体遮断薬の

A438079のIC50値は0.1〜0.3 μMと報告されているが、培養内皮細胞のNO遊離は1 μMの

A438079存在下でも抑制されず、また、10 μMでもその抑制率は29%程度であった。以上の

結果から、ウシ大動脈内皮細胞のNO産生は、主にP2X4受容体を介していると結論した。
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アスタキサンチンによる心筋細胞肥大及び線維化改善効果の検討

○村田謄行1、佐藤 光1、刀坂泰史1,2,3、宮崎雄輔1,2,3、砂川陽一1,2,3、 和田啓道2、長

谷川浩二1,2、森本達也1,2,3

1静岡県立大学 薬学部 分子病態学分野、2京都医療センター 臨床研究センター、
3静岡県立総合病院

[目的]心疾患は我が国における死亡原因の第2位であり、克服すべき重要な課題である。

中でも心不全は予後不良であり、心筋細胞肥大、心臓線維化が発症-進展に関与してい

る。当研究室ではこれまでに、ウコンの主成分であるクルクミンや柑橘類果皮成分である

ノビレチンなどの天然化合物が、心筋細胞肥大ならびに心臓線維化を抑制することを見出

した。また、サケなどに多く含まれるカロテノイドの一種であるアスタキサンチン (Ast)

は、抗酸化作用、抗炎症作用など多彩な生理活性を示す機能性成分として、注目を浴びて

いる。そこで本研究では、Astの心筋細胞肥大と心臓線維化に対する効果の検討を目的と

した。

[方法]まず、ラット初代培養心筋細胞をAst (3, 10 µM) で前処理し、2時間後、フェニレ

フリン (PE) 刺激によって心筋細胞肥大を誘導し、抗β-MHC抗体による免疫染色を行い、

心筋細胞面積測定を行った。さらに心筋細胞肥大のマーカーとなるロイシン取り込み量を

検討した。次に、新生仔ラットから単離した初代培養心臓線維芽細胞をAst (3, 10, 30

µM) で前処理し、2時間後、線維化を誘導するAngiotensin II (Ang II, 100 nM) とトリ

チウム標識したL-Proline (0.5 µCi) を添加し、48時間のインキュベート後回収し、線維

化の指標であるL-Proline取り込み量を液体シンチレーションカウンターで測定した。

[結果] 培養心筋細胞において、PEによる心筋細胞肥大を、Astは有意に抑制した。さら

に、PE刺激によるロイシン取り込み量の増加も抑制した。また、心臓線維芽細胞において

Astは、Ang IIによるL-Proline取り込みを有意に抑制した。

[考察]以上の結果から、Astは心筋細胞肥大および線維化を抑制した。今後、 での

検討とともに、Astによるこれらの抑制効果の詳細なメカニズムを検討していくことで、

新たな心不全治療薬の開発につながると考える。
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イソフルラン麻酔モルモットにおけるアゼラスチン及びクレマスチンの

QT間隔延長作用 −テルフェナジンとの比較−

○大村 賢介1、永澤 悦伸1、小林 加寿子2、曹 新1、相本 恵美1、高原 章1

1東邦大学・薬学部・薬物治療学、2東邦大学医療センター大橋病院・薬剤部

【目的】抗ヒスタミン薬のアゼラスチンとクレマスチンは季節性アレルギー性鼻炎などの

アレルギー疾患の治療を目的に医療用医薬品として使用されるとともに、一般用医薬品の

有効成分としても利用されている。両薬物は主作用であるヒスタミン受容体阻害作用の他

に、心室筋の再分極相形成に関与するhERG K+チャネルに対して強い阻害作用 (IC50:約10-8

M) を有することが報告されている。本研究では、アゼラスチンとクレマスチンの心臓電

気薬理学的作用を モルモットモデルで評価し、これらの作用を薬物性QT延長症候

群の陽性対照薬であるテルフェナジンと比較した。

【方法】Hartley系モルモットをイソフルランで麻酔し、体表面心電図および頸動脈圧を

継続的に測定した。右外頸静脈から右心室に単相性活動電位 (MAP) 記録/電気刺激兼用電

極カテーテルを挿入し、右心室のMAP波形を記録した。アゼラスチン、クレマスチンまた

はテルフェナジンの3用量 (0.03、0.3および3 mg/kg) をそれぞれ10分間かけて静脈内に

持続投与し、心電図指標ならびに90%MAP持続時間 (MAP90) の変化を経時的に観察した。

【結果】アゼラスチンとクレマスチンはQT間隔とMAP90を用量依存的に延長させた。クレ

マスチンによるQT間隔延長作用の程度はテルフェナジンと同程度であったが、アゼラスチ

ンの作用はテルフェナジンに比べて強力であった。

【考察】クレマスチンのQT間隔延長作用はテルフェナジンとほぼ同等であったが、アゼラ

スチンはさらに強力なQT間隔延長作用を示した。これらの結果は、従来報告されていたク

レマスチンによるQT間隔延長に関する有害事象の因果関係を説明しうるものと考えられる

が、有害事象報告の無いアゼラスチンについては臨床において更なる慎重な観察が必要と

考えられた。
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クルクミンのp300-HAT活性阻害作用及び心筋細胞肥大抑制効果には

β-ジエノンの二重結合が関与する

〇衣斐遥1、砂川陽一1, 2, 3、船本雅文1, 2、清水果奈1, 2、源平麻衣1、

刀坂泰史1, 2, 3、宮崎雄輔1, 2, 3、和田啓道2、島津章2、長谷川浩二1, 2、

森本達也1, 2, 3

1静岡県立大学大学院 薬学研究院 分子病態学講座、
2京都医療センター 臨床研究センター、3静岡県立総合病院 臨床研究部

【目的】心筋細胞核内に存在するp300のヒストンアセチルトランスフェラーゼ (HAT) 活

性が心不全進展に重要な役割を果たしており、p300特異的にHAT活性を阻害するクルクミ

ン (CUR) が新規心不全治療薬となる可能性が示唆された。しかし、より効果的な心不全

治療薬の開発のためCURの構造活性相関を行う必要がある。そこで、本研究では、クルク

ミノイド及び、CUR代謝物であるTetrahydrocurcumin (THC) を用いてp300-HAT活性阻害作

用及び心筋細胞肥大抑制作用の比較検討を行った。

【方法】in vitro HATアッセイによりクルクミノイドであるCUR、Demethoxycurcumin

(DMC)、Bisdemethoxycurcumin (BDMC)、CUR代謝物のTHCのp300-HAT活性阻害作用を比較し

た。次に、初代培養心筋細胞を各々10 µMで処理し、フェニレフリン (PE) 刺激による肥

大誘導後、ヒストンH3K9のアセチル化をウエスタンブロット法にて検証した。さらに定量

的q-PCR法により肥大反応因子ANF、BNPのmRNA量を測定した。 また、β-MHC抗体による免

疫染色後に心筋細胞面積測定を行った。

【結果】In vitro HATアッセイ法の結果、DMCとBDMCは20, 60 μM で濃度依存的にCURと

同程度のp300-HAT活性阻害作用を示したがTHCは200 μM でもp300-HAT活性阻害作用を示

さなかった。PE刺激により増加したヒストンH3K9のアセチル化、ANFとBNPのmRNAレベル、

及び心筋細胞肥大に関して、CUR、 DMC、BDMCは10 μMで抑制作用を示したがTHCでは有意

な抑制は見られなかった。

【考察】これらクルクミノイドの構造の差異は、両端のフェノール基の3位のメトキシ基

であり、クルクミノイドとTHCの構造の差異は炭素鎖の二重結合の有無であることから、

p300-HAT活性阻害作用及び心筋細胞肥大抑制作用にはメトキシ基は関与せず、炭素鎖の二

重結合が重要である可能性が示唆された。今後、さらに構造活性相関を行うことで、新規

心不全治療薬の開発に繋がると期待される。 (縦22行)
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主要なCurcumin代謝物であるCurcumin glucuronidはp300HAT活性阻害

及び 心筋細胞肥大抑制作用を保持していた

〇源平麻衣1、砂川陽一1, 2, 3、船本雅文1, 2、清水果奈1, 2、宮崎雄輔1, 2,3、

刀坂泰史1, 2, 3 髙橋伸明4 掛谷秀昭4、和田啓道2、島津章2、長谷川浩二1,2、

森本達也1, 2, 3

1静岡県立大学 薬学部 分子病態学分野、2京都医療センター 臨床研究センター
3静岡県立総合病院 臨床研究部、4京都大学大学院 薬学研究科 医薬創成情報科学専攻 シ

ステムケモセラピー・制御分子学分野

【目的】我々は心不全の進展に心筋核内転写コアクチベーターであるp300のHAT活性が大

きく関与していること、p300特異的HAT阻害作用を有する天然物Curcumin (CUR) が新たな

心不全治療薬となる可能性を見出した。CURを経口摂取した場合、腸管からの吸収過程で

CURはCurcumin glucuronid (CUR-G) へと変換され、血中では代謝物のうち約99%がCUR-G

として存在することから、我々はCUR-G が生体内でp300-HAT阻害作用及び、心筋細胞肥大

抑制作用を発揮している可能性を考えた。そこで、本研究の目的はCUR-Gがp300-HAT阻害

作用及び、心筋細胞肥大抑制作用を保持しているか検討することである。

【方法】CUR-GのIC50を算出するため、p300-HATリコンビナントタンパクを用いた

HATアッセイ法を行った。次に、ラット初代培養心筋細胞にCUR またはCUR-G 処理

を行い、フェニレフリン (PE) 刺激によって心筋細胞肥大を誘導した。その後、ヒストン

H3K9のアセチル化をウエスタンブロット法にて評価した。また、RT-PCRにより肥大反応遺

伝子であるANF、BNP のmRNA量の定量化を行った。さらに抗β-MHC抗体による免疫染色

後、心筋細胞面積測定を行うことで心筋細胞肥大を評価した。

【結果】p300-HAT活性に対するCUR-GのIC50は38.5 µMであり、CUR (IC50: 9.4 µM) よりも

p300-HAT阻害作用は弱かった。PE刺激により亢進するヒストンH3K9のアセチル化、肥大反

応遺伝子ANF、BNPのmRNAレベル、心筋細胞肥大はCUR 10 µMで抑制したが、CUR-G 10 µMで

は抑制がみられず、CUR-G 100 µMで抑制した。

【考察】CUR-G はCURよりも弱いながらもp300-HAT活性阻害作用及び、心筋細胞肥大抑制

作用を保持していることが判明した。今後、CURとCUR-Gの心筋細胞への取り込み量の比較

や、動物を用いた でのより詳細な検討を行うことで、生体内でのCURの作用メカニ

ズムの解明に繋がることが期待される。
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合成Nobiletinは圧負荷誘導性心不全モデルマウスにおいて、 天然

Nobiletinと同程度に心不全の進展を抑制した

○佐々木華1、砂川陽一1,3,4、鈴木杏奈1、船本雅文1,4、清水果奈1,4、刀坂泰史1,3,4、宮

崎雄輔1,3,4、 村上明5、浅川倫宏2、菅敏幸2、和田啓道4、島津章4、

長谷川浩二1,4、森本達也1,3,4

静岡県立大学 薬学部 1分子病態学分野 2医薬品製造化学分野、3静岡県立総合病院 臨床研究

部 4京都医療センター 臨床研究センター、5兵庫県立大学 環境人間学部

【目的】心肥大は心不全の重要なリスクファクターであり、この問題を解決することは極

めて重要である。我々は天然抽出物ライブラリーのスクリーニングを行い、柑橘類果皮成

分のNobiletinがラット初代培養心筋細胞において心筋細胞肥大を抑制すること、心筋梗

塞や圧負荷による心不全の進展を抑制することを見出した。しかし、柑橘類に含まれる

Nobiletin含有量は極めて低い。Nobiletinの臨床応用を目指すためには、合成Nobiletin

(S-Nobi) が天然抽出Nobiletin (N-Nobi) と同等の作用を有しているのか検討する必要性

があると考えた。本研究では、圧負荷誘導性心不全モデルマウスを用いて、圧負荷に起因

する心不全におけるS-NobiとN-Nobiの心不全進展抑制効果を比較した。

【方法】8～10週齡の雄性C57BL6/Jマウスに大動脈縮窄 (TAC) 術またはSham手術を施し

た。TAC群、Sham群それぞれをランダムに3群に振り分け、手術翌日からVehicle (1%アカ

シアガム)、S-Nobi (20 mg/kg/day) およびN-Nobi (20 mg/kg/day) を8週間連日経口投与

し、心臓超音波検査を行った。その後心臓を単離し、心体重比、qPCRによる心肥大反応遺

伝子の発現検討および組織学的検査を行った。

【結果】心臓超音波検査の結果、TACにより左室内径短縮率は20%程度低下したが、S-Nobi

またはN-Nobi投与により、いずれもShamと同程度まで改善した。また、S-NobiはTACによ

る左室後壁厚の肥厚をN-Nobiと同程度に改善した。TACにより心体重比は1.5倍に増加した

が、S-NobiおよびN-Nobi投与により同程度に改善した。また、S-NobiはTACにより増加し

た心肥大反応遺伝子であるANF、BNP、β-MHCのmRNA発現をN-Nobiと同程度に抑制した。組

織学的検査の結果、TACによる心筋細胞径および血管周囲の線維化の増加を、S-Nobiおよ

びN-Nobiは同程度に抑制した。

【考察】本研究より、S-Nobiは圧負荷によって誘導される慢性心不全の進展をN-Nobiと同

程度に改善することが明らかになった。以上のことから、S-Nobiが新たな心不全治療薬と

して利用できる可能性が示唆された。
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柑橘果皮由来天然物オーラプテンはPPARαの活性化を介して 心筋梗

塞後の心不全進行を抑制した

○薮田亜沙美1、砂川陽一1,2,3、船本雅文1,2、宮崎雄輔1,2,3、刀坂泰史1,2,3、

村上明4、 和田啓道2、島津章2、長谷川浩二1,2、森本達也1,2,3

1静岡県立大学 薬学部 分子病態学分野、2京都医療センター 臨床研究センター、
3静岡県立総合病院、4兵庫県立大学 環境人間学部

【目的】心不全はあらゆる心疾患の最終像であり、その発症過程には心筋細胞肥大が関与

している。我々は天然抽出物ライブラリーから心筋細胞肥大抑制を指標としたスクリーニ

ングを行い、柑橘類の果皮から抽出したオーラプテンに着目した。近年オーラプテンは核

内受容体PPARのリガンドとして作用することが報告された。そこで、本研究では培養心筋

細胞を用いてオーラプテンが心筋細胞肥大を抑制するかどうか、さらにオーラプテンが心

筋梗塞モデルラットの心不全進行を抑制するか検討した。

【方法】心筋細胞にオーラプテン処理後、フェニレフリン (PE) 刺激を行い、細胞面積を

測定した。またmRNAを抽出し、肥大反応因子の転写活性を定量的PCRにて検討した。心筋

細胞にPPAR応答領域 (PPRE) とルシフェラーゼ遺伝子を組み込んだプラスミドを導入し、

オーラプテンやPPARα阻害剤MK886処理を行い、レポーターアッセイを行った。SDラット

に心筋梗塞手術を行い、その後、溶媒あるいはオーラプテン50 mg/kgを7週間連日経口投

与し、心臓超音波検査や組織学的検査、mRNAの定量を行った。

【結果】オーラプテンはPEによって亢進する心筋細胞肥大や、ANFやBNPのmRNAレベルを抑

制した。オーラプテンは用量依存的にPPREを活性化させた。MK886処理により、オーラプ

テンによる肥大抑制効果が消失した。心筋梗塞によって肥厚した左室後壁厚や低下した左

室短縮率はオーラプテン投与で有意に改善した。また心筋梗塞により増加した心筋細胞径

や血管周囲の線維化はオーラプテンによって有意に減少した。さらに心筋梗塞により亢進

したANFやBNPはオーラプテン投与群で有意に改善した。

【考察】オーラプテンが心筋細胞肥大を抑制し、心筋梗塞後の心不全の進展を抑制するこ

とを見出し、その肥大抑制作用にはPPARαが関与していることが示唆された。以上のこと

から、天然物由来のオーラプテンが新たな心不全治療薬となる可能性が示唆された。
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Aldosterone慢性負荷で生じる心房細動の持続化におけるNFATの関与

―動静脈モデルラットを用いた検討―

○小田原 一功、相本 恵美、永澤 悦伸、高原 章

東邦大学 薬学部 薬物治療学研究室

【目的】心房に対して容量負荷およびaldosteroneを慢性的に与えることにより、心房細

動の持続時間が5倍以上に延長することを動静脈瘻 (AV shunt; AVS) ラットを用いた研究

で明らかにしてきた。しかし、本モデルにおける心房細動の持続化に関わるメカニズムは

十分に明らかにされていない。本研究では、本モデルに対するNFATを介したシグナル経路

の関与について、間接的NFAT機能抑制薬fingolimod (FTY720) を用いて検討した。

【方法】8週齢のWistarラットにAVSを作製し、aldosterone (Aldo; 0.5 µg/h) および

FTY720 (12.5 µg/h) の投与の有無によりラットを4群 (AVS群、AVS+FTY720群、AVS+Aldo

群、AVS+Aldo+FTY720群) に分けた。薬液は浸透圧ポンプにより4週間持続投与した。術後

25-28日の時点でラットを麻酔し、心房中隔に留置した電極カテーテルを用いて電気生理

学的評価を行った。

【結果】バーストペーシングにより誘発された心房細動の持続時間は、AVS群に比べてAVS

+Aldo群で約7倍に延長した。AVS+FTY720群の心房細動持続時間はAVS群と同程度であった

が、AVS+Aldo+FTY720群の心房細動持続時間はAVS+Aldo群と比べて約50%短縮した。AVS

+Aldo群の心房有効不応期はAVSより短かったが、AVS+Aldo+FTY720群はAVS群と同程度で

あった。AVS+Aldo群の心房重量はAVS群に比べて大きかったが、AVS+Aldo+FTY720群はAVS

群と同程度であった。

【結語】AVSモデルラットにおける検討において、FTY720はAldo慢性負荷による心房拡大

および心房有効不応期短縮を改善し、心房細動の持続化を抑制した。この機序にNFATを介

したシグナル経路が関与する可能性が示唆された。
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セルモーションイメージングによるマウス心筋の力学的機能の解析

〇佐野優介1、鈴木結衣1、髙橋健太郎2、児玉昌美2、山口賢彦1、笹野哲郎3、

早川智広4、松居恵理子4,古川哲史2、黒川洵子1, 2

1静岡県立大学薬学部、

2東京医科歯科大学難治疾患研究所、

3 東京医科歯科大学医学部、

4ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ株式会社

固有心筋の収縮・弛緩は生命維持の根幹ともいえる生理機能であり、心筋細胞膜の活動電

位が引き金となる興奮収縮連関機構には多くの研究者が注目してきた。近年、我々は、ヒ

トiPS細胞の創薬応用を目指し、自律拍動をするヒトiPS細胞由来分化心筋細胞のセルモー

ションにメージングの実験系を構築した (Hayakawa et.a l., JMCC 2014)。本法では動き

検出 (MVP) 法を応用することによって、非染色で長時間観察を可能にしていることか

ら、汎用性が高く簡便であり創薬応用に有利な点が多い。しかしながら、本セルモーショ

ンイメージングで得られた各種パラメータと心筋収縮関連分子との相関はいまだ不明な点

を多く残す。

そこで、本研究では、マウス心臓から酵素処理により単離した心室筋細胞および心房筋細

胞に対して白金電極から1 Hzの刺激を印加すること (ペーシング) により収縮を惹起し、

セルモーションイメージングによって心室筋と心房筋の力学的機能を比較解析した。MVP

法によって得られた動きデータから、心房筋は心室筋に比べて、収縮速度および弛緩速度

が有意に速いことが示された。収縮―弛緩持続時間については、心室筋の方が心房筋より

も15-20%程度長いという結果が得られたものの、心室筋と心房筋の活動電位持続時間で報

告されている差 (1.5-2倍) に比べて軽度であった。興奮収縮連関に関わる分子の発現量

が心室と心房で異なることが関与していると推察できる。

以上の結果より、MVP法を応用したセルモーションイメージングを用いて、マウス心臓か

ら単離した心房筋細胞と心室筋細胞の力学的機能の差異を明らかにすることに成功した。

今後は、阻害剤等を用いて、動きデータの各種パラメータに寄与する分子を同定し、本手

法を用いて心筋の力学的機能を分子レベルで解析することを目指す。

なお、本研究の一部は、ソニーサポートファンドのご支援により行われた。
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脳梗塞後の神経幹・前駆細胞の増殖・分化とGSK-3β情報伝達系の変

化

○ 折田 真以子1)、喜早 慧士1)、新井 美穂1)、伊藤 剛志1)、林 秀樹1)、

袁 博1)、 田野中 浩一2)、高木 教夫1)

東京薬科大学・薬学部・1)応用生化学教室、2)分子細胞病態薬理学教室

【背景・目的】脳梗塞慢性期の薬物療法は再発予防が第一義的な目的であり、新たな治

療法の開発が望まれている。神経新生の過程は、神経幹・前駆細胞の増殖・分化・遊走・

統合で構成され、脳梗塞後に一過性に増強することが知られている。しかし、その詳細な

機序は明らかでない。GSK-3βは中枢神経系に豊富に存在し、神経幹・前駆細胞の増殖や

分化にも関与していると考えられている。本研究は、脳梗塞後神経新生の初期段階である

神経幹・前駆細胞の増殖・分化過程におけるGSK-3β情報伝達系の役割を検討した。

【方法】Wistar系雄性ラットの右内頸動脈内に直径45μmのマイクロスフェアを700個注入

し、脳塞栓を誘発した。術後に惹起される細胞の増殖・分化過程の評価およびGSK-3β情

報伝達系に関わる各種タンパク質量の解析は、蛍光免疫染色法とウエスタンブロット法で

行った。GSK-3β情報伝達系の変化を検討するため、その上流のPI3K/Akt経路の阻害剤で

あるWortmannin (30 μg/kg) を静脈内投与した。さらに、胎生14日目のラットから神経

幹・前駆細胞を単離し、低酸素を負荷した後GSK-3β情報伝達系の変化を検討した。

【結果・考察】GSK-3β情報伝達系の経時的変化を観察した結果、術後7日目でリン酸化

Aktおよびリン酸化 (Ser9) GSK-3β量が顕著に増加した。また、術後7日目の右海馬で

は、Ki67およびDCX両陽性新生神経細胞が観察され、神経分化に必須因子であるNeuroD陽

性細胞数も増加していた。次に、GSK-3βの上流を阻害した結果、術後7日目で観察された

NeuroD陽性細胞数の増加が抑制された。最後に、単離した神経幹・前駆細胞に低酸素を負

荷し、上述のシグナル変化を検討した。その結果、低酸素負荷はGSK-3β情報伝達系を活

性化し、細胞増殖能も増強した。本研究は、脳梗塞後神経新生の過程にGSK-3β情報伝達

系を介したNeuroD発現の増強が関与する可能性を示した。
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即断は学習を遅滞させる

○八幡洋輔、牧野健一、池谷裕二

東京大学 大学院薬学系研究科 薬品作用学教室

常に変化し続ける環境においては、適切なタイミングで、適切な決定を下すことが重要

である。しかしながら、意思決定の早さ (タイミング) と行動成績 (適切さ) との関係は

いまだに明らかになっていない。本研究ではラットを用いて、光をCue (手掛かり) とし

て適切な穴に鼻先を入れる (ノーズポーク) と報酬が得られる、というオペラント条件づ

けをラットに行い、その学習の過程を観察した。本研究で用いた22匹すべてのラットが4

日間のテスト期間中に学習を成立させたが、正解率80%という学習成立の基準に初めて至

るまでにかかったセッション数 (学習成立セッション) は個体差が大きく、その分布は広

範囲 (4～27セッション) にわたった。個体ごとに解析を行ったところ、学習成立直前の4

セッションにおける反応潜時 (Cue提示からノーズポークまでの時間) は学習成立セッ

ションと負の相関関係にあった。この結果から、意思決定の早い個体ほど、学習成立が遅

くなるということが示唆される。続いて、各試行における思考時間の長さが正しいルール

の理解につながっている可能性があると考えた。そこで、反応潜時を課題正解時と不正解

時に分けて解析を行ったところ、正解時の反応潜時の方が不正解時に比べて有意に長いこ

とが示された。この結果から、各試行における迅速な意思決定は課題の正解にはつながら

ないことが示唆される。最後に、正解時の反応潜時に対する、不正解時の反応潜時の比を

「不注意さ」の指標として用い、学習成立セッションとの関係を解析したところ、潜時比

と学習成立セッションとの間に負の相関関係が認められた。このことから、学習中に急い

だ意思決定をして不正解に終わった個体ほど、ルールの学習が遅くなることが示唆され

る。なお、テスト開始から学習成立までの正解率に、学習成立の早さとの有意な相関関係

は認められなかったため、各試行で正解するかどうかはルールの学習に重要ではないこと

が示唆される。正解すること自体よりも、むしろ、各試行で時間をかけて思案を重ねるこ

とが早期での学習成立に重要であると考えられる。

中枢

80



糖尿病性末梢神経障害に対するファスジルの影響

○小石川衛、梅田雄也、野澤(石井)玲子、加賀谷肇

明治薬科大学 臨床薬剤学研究室

【目的】糖尿病の合併症の一つとして糖尿病性神経障害が知られている。糖尿病性神経障

害のヒトでの症状としては、早期では足の先や足裏などのしびれを左右対称に認めること

が多く、進行すると感覚の鈍麻や下痢と便秘の繰り返しがおこるようになる。今回、2型

糖尿病モデルラットであるGoto-Kakizaki (GK) ラットを用いて、末梢神経障害の治療薬

候補として脳虚血改善薬のファスジルを用いて検討した。ファスジルは、Rhoキナーゼを

阻害することで脳血管れん縮を抑制することが知られている。近年、Rhoキナーゼ阻害薬

に、脊髄損傷後の機能回復を促進する効果があることが報告されている。今回は、GKラッ

トにファスジルを5日間投与し、糖尿病性神経障害の改善が見られるか否かについて検討

した。正常血糖モデルとしてWistarラットを用い、比較した。

【方法】12週齢の雄性WistarおよびGKラットを使用した。疼痛関連行動は、機械刺激とし

てVon Freyテスト、侵害性熱刺激としてTail flickテストを行った。さらにファスジルを

5日間投与した後、両ラットから尾動脈を摘出し、電気刺激 (ES) によるNE遊離実験を

行った。

【結果】疼痛関連行動テストの結果から、12週齢でもGKラットには神経障害が生じている

ことが確認された。またファスジル投与によって、機械刺激に対する閾値が低下した。ES

によるNE遊離実験では、Wistarラット及びGKラットともに、ファスジルを投与してもNE遊

離作用に対して影響は見られなかった。

【考察】ファスジルは、知覚神経に関わる神経障害に効果があることが示唆された。ま

た、交感神経終末からのNE遊離作用に対しては、作用しないことが示唆された。
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ヒト脂肪細胞におけるP2受容体の機能解析: 分化に伴う発現変化と脂

肪分解に及ぼす作用

○牧口知樹、吉田一貴、伊藤政明、松岡功

高崎健康福祉大学薬学部薬効解析研究室

脂肪細胞は生体のエネルギー代謝の恒常性維持に重要な役割を果たしており、その機能は

様々な液性因子により調節されている。一方、細胞外のATPやUTPはプリン受容体を刺激す

ることにより細胞間伝達物質として生体機能の調節に関与することが明らかになっている

が、脂肪細胞の分化およびエネルギー代謝に及ぼす作用は知られていない。そこで、本研

究ではヒト白色脂肪前駆細胞を用いて、脂肪細胞への分化、脂肪細胞から分泌されるアジ

ポカインの発現および脂肪代謝に及ぼすP2受容体を介する作用を検討した。ヒト白色脂肪

前駆細胞は分化誘導により増殖を停止し、継続した培養により顕著な脂肪蓄積が認められ

た。この時、ヒト白色脂肪前駆細胞には、P2Y1,P2Y2およびP2Y12受容体が発現していた

が、分化誘導に伴いP2Y1およびP2Y12受容体の発現上昇が認められた。成熟した脂肪細胞で

は、アディポネクチン発現の著増が認められたが、ATPやADPはアディポネクチン発現には

大きな作用を示さなかった。また、ATPやADPは、単独では成熟脂肪細胞の脂肪代謝に影響

しなかったが、イソプレナリンによって誘発される脂肪分解に対しては用量依存的な抑制

作用を示した。このATPとADPによる脂肪分解の抑制は、P2Y1受容体阻害薬のMRS2179では

影響されなかったが、選択的P2Y12受容体阻害薬のチカグレロルで拮抗され、百日咳毒素

によりGiを不活性化した細胞では認められなかった。さらに、同条件で細胞内cAMP濃度の

変化を検討した結果、ATPやADPはイソプレナリンによるcAMPの上昇を抑制し、その効果は

百日咳毒素処理やチカグレロル存在下では消失した。以上の結果から、成熟した培養ヒト

白色脂肪細胞では細胞外ATPやADPは脂肪分解を阻害し、この作用は発現上昇したP2Y12受

容体を介する応答であると考えられた。
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B16メラノーマ細胞におけるP2X7受容体の機能解析

〇武藤 魁杜、吉田 一貴、伊藤 政明、松岡 功

高崎健康福祉大学 薬効解析学

P2受容体は細胞外ATPを認識する受容体であり、Gタンパク質共役型状態であるP2Y受容

体とリガンド開口型受容体であるP2X受容体に大別される。これらの受容体のうち、P2X7

受容体はマクロファージ、マスト細胞などの免疫細胞に高発現しており、炎症反応や免疫

反応において重要な役割を担っている。一方で、P2X7受容体は癌細胞にも発現しており、

腫瘍の増殖や転移の促進に関与する可能性が示唆されている。しかしながら、P2X7受容体

がどのようなメカニズムによって腫瘍の増殖や転移を促進させているかは明らかでない。

そこで本研究では、機能的なP2X7受容体を発現しているマウスメラノーマB16細胞を用い

て、細胞増殖および生存シグナル分子の遺伝子発現に及ぼすP2X7受容体活性化の影響を調

べ、細胞内シグナル伝達経路との関連について解析を行った。

まず、B16細胞を用いた担癌モデルマウスにおいて、P2X7受容体の阻害が腫瘍の成長を

抑制するか検討を行った。B16細胞担癌マウスにP2X7受容体阻害剤であるAZ10606120を投

与すると腫瘍の増大は抑制された。次に、P2X7受容体の活性化がB16細胞の増殖を促進す

るか検討を行った。しかしながら、P2X7受容体刺激薬であるBzATPや阻害剤である

AZ10606120はin vitroにおける培養細胞の増殖に影響しなかった。そこで、腫瘍の増殖や

生存・転移を促進するVEGFや抗アポトーシス因子・マトリックスメタロプロテアーゼ等の

生体内の腫瘍環境に影響する遺伝子発現量がP2X7受容体の活性化によって変化するか検討

を行った。BzATPでB16細胞を刺激するとVEGFとBcl-xLの遺伝子発現量が増加し、この反応

はAZ10606120によって阻害された。一方、P2X7受容体刺激によって、どのような細胞内シ

グナル伝達経路が活性化するか検討を行った。B16細胞をBzATPで刺激するとp38 MAPキ

ナーゼやJNK、Jak 2、STAT 3のリン酸化が増加し、これらの反応はAZ10606120によって阻

害された。

これらの結果から、P2X7受容体は細胞の増殖を直接制御するのではなく、抗アポトーシ

スや腫瘍内の環境制御を行うことによって腫瘍の増殖を増強させていることが示唆され

た。

細胞

83



炎症性腸疾患における膜型プロスタグランジンE合成酵素-1の役割

○関谷広樹1,2、河喜多智美3、鈴木沙織1、京極美帆1、倉本大輔1、市川尊文2、

北里英郎3、小島史章1,2

1北里大学 医療衛生学部 薬理学 2北里大学大学院 医療系研究科 生体制御生化学
3北里大学大学院 医療系研究科 環境微生物学

炎症性腸疾患 (IBD) は、免疫異常を伴う慢性炎症性疾患であり、その病態形成機序は解

明されていないことから難病に指定されている。これまでに、IBD患者の腸管組織におい

てプロスタグランジン (PG) E2の生合成系の最終段階で働く膜型PGE合成酵素-1 (mPGES

-1) の発現を認めることが報告されているが、その役割の詳細は不明である。そこで本研

究では、IBD病態におけるmPGES-1/PGE2系の役割を解明することを目的として、IBDに類似

した腸管炎症病態を呈するデキストラン硫酸ナトリウム (DSS) 誘発腸炎モデル、トリニ

トロベンゼンスルホン酸 (TNBS) 誘発腸炎モデルならびにmPGES-1欠損マウスを利用して

検討をおこなった。DSS投与後のmPGES-1欠損マウスでは野生型マウスに比べて、著しい体

重減少と下痢・血便症状の増悪を認めた。また、DSSで腸炎を誘発した mPGES-1欠損マウ

スの大腸では、野生型マウスよりも重度の粘膜障害と筋層の肥厚を認めた。更に、TNBS誘

発腸炎モデルにおいても、mPGES-1欠損マウスは野生型マウスに比べて重篤な大腸の炎症

病態を呈し、重度の潰瘍状の病変も確認された。この病変部位には炎症性細胞の浸潤や壁

肥厚、盃細胞の消失や腺構造の消失なども認められ、これらを総合的に評価した病態スコ

アはmPGES-1欠損マウスで高値を示した。また、DSSおよびTNBSの両モデルで腸炎を誘発し

た野生型マウスの大腸においては、mPGES-1とその上流酵素のシクロオキシゲナーゼ-2

(COX-2) の発現の増加を認めた。更に、mPGES-1欠損マウスの大腸において、IBD病態の増

悪因子として知られるT細胞性サイトカインのIFNγとIL-17Aの著しい発現増加を認めた。

以上の結果より、COX-2/mPGES-1系で産生されるPGE2は、IBD病態で亢進を認めるTh1/Th17

免疫系を抑制的に制御することでIBDの病態に対して保護的に働く可能性が示唆された。
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抗酸化ペプチド・カルノシンによる急性肺傷害の予防効果の解析

○高藤綾香、川原正博、田中健一郎

武蔵野大学薬学部

目的

急性呼吸窮迫症候群 (ARDS) は好中球性炎症や細胞死 (肺胞上皮、血管内皮) を伴う急性

の呼吸器疾患であり、その発症や増悪には活性酸素が重要な役割を果たしている。医療技

術の進歩した現在においても、ARDS発症後の予後を改善できる薬がないため、ARDSの発症

や増悪を抑制することのできる治療方法を確立することは大変重要である。一方、カルノ

シンはβアラニンとヒスチジンからなる内因性のジペプチドで、抗酸化作用、金属キレー

ト作用、pH調整作用、タンパク質の糖化抑制作用など種々の生体保護効果を持つことが知

られている。そこで我々は、カルノシンの抗酸化作用に注目し、ARDSの代表的な動物モデ

ルであるLipopolysaccharide (LPS) 肺傷害に対する予防効果を解析した。

方法

雄性ICRマウスにLPS (1 mg/kg) を経気道投与し、肺傷害を作成した。カルノシン (0,

10, 50, 100 mg/kg) を1日1回経口投与した。肺傷害の程度は、組織学的解析や肺胞洗浄

液中の炎症性細胞数により評価した。活性酸素は、  imaging systemを用いて定量

した。

結果

LPSを経気道投与することにより、肺の透過性亢進、組織傷害、炎症反応が誘発された

が、これらはカルノシンの経口投与により顕著に抑制された。In vivo imaging systemを

用いて肺の活性酸素を測定した結果、LPSによる活性酸素産生が、カルノシンの経口投与

により抑制された。また、カルノシンは、LPSによる好中球性炎症の亢進 (ミエロペルオ

キシダーゼ活性上昇、好中球細胞外トラップの形成) を顕著に抑制した。さらに、我々

は、カルノシンがLPSによる肺組織の細胞死や小胞体ストレス応答の誘導を抑制すること

も見出した。

考察

これらの結果から我々は、カルノシンがLPSによる活性酸素産生の抑制作用を介して、好

中球性炎症や肺の細胞死を抑制し、LPS肺傷害を抑制することを示唆した。したがって

我々は、カルノシンがARDS予防薬 (サプリメント) として非常に有望であると考えてい

る。

呼吸器
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吃逆に対する柿蔕湯の効果 〜柿蔕トリテルペノイドの抗けいれん作用

の検討〜

○石川 知穂1、竹内 万純1、上村 紗英1、野澤(石井)玲子1、福田枝里子2、

馬場正樹2、岡田嘉仁2、加賀谷 肇1

1明治薬科大学 臨床薬剤学教室、2天然薬物学教室

【目的】がん患者においては、化学療法の施行期や終末期にしゃっくり (吃逆) の症状を

呈する患者が散見される。吃逆には、メジャートランキライザーや抗けいれん作用のある

ベンゾジアゼピン系の薬物が使用されているが著効を示す薬剤は少ない。一方、柿蔕湯は

柿蔕、生姜、丁字からなり、古くから吃逆に用いられてきた。そこで、柿蔕は抗痙攣薬と

しての作用を有するのではないかと考え、薬物により誘発される痙攣に及ぼす影響を検討

し、柿蔕の水エキス、メタノールエキス、酢酸エチルエキスの各エキスにも抗痙攣作用が

認められることを報告している。そこで今回、より吃逆に効果的な成分を探索することを

目的に、柿蔕に含まれるトリテルペノイド (ウルソール酸、オレアノール酸、ベツリン

酸) の抗痙攣作用について検討する。

【方法】マウスに柿蔕トリテルペノイドをそれぞれ経口投与後、ストリキニーネまたはピ

クロトキシンをそれぞれ腹腔内投与し、間代性けいれん開始時間、強直性けいれん開始時

間、死亡までの時間を計測した。

【結果および考察】間代性痙攣開始時間はストリキニーネ誘発痙攣において、ベツリン酸

の1時間前投与で有意な延長がみられ、ピクロトキシン誘発痙攣において、オレアノール

酸の1時間前投与で有意な延長がみられた。死亡時間ではピクロトキシン誘発痙攣におい

て、ウルソール酸、オレアノール酸の4時間前投与で有意な延長がみられた。このことか

ら、柿蔕に含まれるトリテルペノイドのうち、どれかただ1つの成分が効果をもつという

のではなく、3つの成分それぞれに延長がみられたので、これらが混合した柿蔕湯で抗痙

攣作用を持つと考えられる。
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ローズヒップ抽出物のキサンチンオキシダーゼ阻害作用および 高尿酸

血症モデルマウスにおける血清尿酸値低下作用の検討

○木暮 里美¹ 、菊地 秀与¹ 、新井 理絵² 、齋野 幸樹¹ 、大久保 温子¹ 、

津田 整³ 、須永 克佳¹

¹城西大学大学院 薬学研究科 医療栄養学専攻 薬物療法学講座

²城西大学大学院 薬学研究科 薬科学専攻 ³城西大学 薬学部 医療栄養学科

【背景・目的】当研究室では、メディカルハーブの安全で有効な活用を目指して薬との相

互作用や新しい機能性を見いだすことを目的に研究を行っている。ローズヒップはイヌバ

ラ ( 、バラ科) の果実であり、豊富にビタミンCを含んでいることからハーブ

ティーやサプリメントとして利用されている。今回、ローズヒップ抽出物のキサンチンオ

キシダーゼ (XOD) 活性および高尿酸血症モデルマウスに対する効果、更に薬物併用にお

ける安全性の観点からCYP3A4活性に及ぼす影響について検討を行った。【実験方法】ロー

ズヒップは熱水、エタノールおよび酢酸エチルにより抽出した抽出物を用いた。XOD活性

の測定はXODと水またはローズヒップ抽出物を含むTris-HCl bufferを5分間インキュベー

ト後、基質であるキサンチンを添加し、30分間インキュベーション後、生成した尿酸量を

測定した。熱水抽出物による血清尿酸値低下作用はオキソン酸投与による高尿酸血症モデ

ルマウスを用いて検討した。CYP3A4活性測定はテストステロン6β-水酸化活性を指標に

行った。【結果】 試験により各ローズヒップ抽出物がXOD阻害作用を示し、その

作用は熱水抽出物 (IC50: 259.6±50.6 µg/mL) ≒エタノール抽出物 (IC50: 242.5±46.2

µg/mL) >酢酸エチル抽出物 (IC50: 1462±544.2 µg/mL) の順であった。高尿酸血症モデ

ルマウスの検討では、ローズヒップ熱水抽出物群 (1 g/20 mL抽出物を5 mL/kg, p.o.) が

オキソン酸投与後2から8時間においてコントロール (水5 mL/kg, p.o.) と比較して有意

に尿酸値を低下させ、この作用は1 mg/kgアロプリノール群とほぼ同じだった。更に、

CYP3A4活性に対する影響を検討した結果、ローズヒップ熱水抽出物は弱い阻害作用を示し

た (IC50: >1 mg/mL)。【考察】ローズヒップ抽出物には、XOD阻害による尿酸産生抑制作

用があり、高尿酸血症モデルマウスにおいて尿酸値低下作用を示すことを明らかにした。

また、弱いCYP3A4阻害作用が認められたが、CYP3A4基質薬物との併用において相互作用の

リスクは低いものと思われる。ローズヒップのセルフメディケーション分野での活用が期

待される。
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細胞の蛍光スペクトルを計測できる、全く新しいセルアナライザー
です。プリズム分光による蛍光のスペクトル測定により、フィル
ターに依存しないありのままの蛍光シグナルを客観的に高精度解析
します。また、Flow Pointによって個々の細胞通過位置をダイレ
クト計測することで、データの信頼性・分解能を向上させることが
できます。 

｢全自動セットアップ･小型化・低価格化｣を実現した新世代セル
ソーターです。ソーティング実施に必要な全調整（光軸調整/液滴
形成/サイドストリーム調整/ディレイタイムの決定）を全自動で
行い、手間のかかる設定作業が不要です。ソーティングチップは、
細胞の種類やアプリケーションに合わせて3種類のオリフィスサイ
ズから選択可能です。また、ディスポーザブルタイプのためサンプ
ルのキャリーオーバーによるコンタミネーションを防ぐほか、簡単
に交換できメンテナンスが不要です。初めてセルソーターを使われ
るお客様からヘビーユーザーの研究者の皆様まで、ワークフローの
大幅な効率改善と低コスト化に貢献します。                              

仕様は予告なく変更されることがあります。 掲載している製品はすべて研究用であり、診断および治療にはご利用いただけません。 クラス１レーザー製品です。 

全自動セットアップ・小型化を実現 
384シングルセルソーティング対応 

SH800S 

ソニー独自の「スペクトル解析機能」を採用。細胞一つ一つから得
られる蛍光スペクトルを検出し、アンミキシング計算により客観性
の高い解析が可能です。また、細胞由来の自家蛍光も測定・分離が
可能で、高精度解析を実現します。 
シングルステイン・フリーとオートサンプラーによる長時間自動測
定機能の充実などにより、機器管理から解析まで快適なワークフ
ローを実現しているほか、直観的かつ効率的に各種設定や測定・解
析作業を行うことができる分かりやすいユーザーインターフェース
を提供しています。 
 

多数のサンプルを高速・簡便に解析できる 
全自動スペクトル型セルアナライザー 

 SA3800 

ソニーの先進技術で最先端の研究を支えるライフサイエンス機器 

お問い合わせ先：ソニーイメージングプロダクツ＆ソリューションズ(株)ライフサイエンス事業部 営業部 
〒243-0014 神奈川県厚木市旭町4-14-1 TEL: 0120-667-010 / FAX: 0120-388-060   

MAIL: cytometry@sony.co.jp  http://www.sony.co.jp/LS 

SH800シリーズの“どなたにでもすぐ使える” “全自動セットアッ
プ・小型化” のコンセプトはそのままに、交換可能な流路系を採用。
電子線/ガンマ線照射済みのシースライン・サンプルライン・ソー
ティングチップは研究者ご自身で簡単に交換できるほか、本体は細
部まで拭き取り/洗浄が容易な構造なので、サンプル間のキャリー
オーバーや微生物の混入を徹底して抑え、装置内でのコンタミネー
ションを防ぎます。さらに専用設計のバイオセーフティキャビネッ
ト（オプション）に設置すれば、よりクリーンで安全な環境での
ソーティングが実現します。 
  

最先端の再生医療の研究に最適な 
流路交換型セルソーター 

 FX500 

フィルターレスにより高分解能を実現 
世界初 スペクトル型セルアナライザー 

SP6800Z 



ラベルフリー・非侵襲で細胞のあらゆる”動き”を定量解析 
新発想のライブセルイメージングシステム SI8000 

ソニー独自の動画像解析技術を応用した新コンセプトの細胞分析用ソリューションシステム。 

撮影は高性能ビデオカメラでカンタン、高画質でオートフォーカス標準装備・最適な環境での 

長期間自動撮影を実現します。1秒間に最大590フレームもの動画を解析できるため、静止画では難しい

高速な動きや微細運動を逃さずとらえ、多彩なデータで細胞機能性評価が可能です。  

【Cardio/Research Basic モデル】もご用意 
 現在お手持ちの顕微鏡*を活用したい等、 

お客様のご希望やご予算に合わせたモデル 
             

*Cマウントカメラが取り付け可能な場合,  
  適用可能な機器についてはお問合せ下さい。  

仕様は予告なく変更されることがあります。 本製品は研究用であり、診断および治療にはご利用いただけません。  

・オートフォーカス標準装備でいつでも高画質 
・視野中の細胞を自動認識！一括解析が可能 

カンタン操作 

複数細胞自動検出・
位置調整不要  複数細胞データ同時解析

ノンラベルでの細胞微細運動の定量評価が可能 

その他、ノンラベルでの細胞遊走・形態トラッキング
機能も搭載し、iPS心筋細胞や神経細胞、受精卵など
様々な細胞の挙動を多彩なパラメーターで評価可能で
す。

 
 

お問い合わせ先：ソニーイメージングプロダクツ＆ソリューションズ(株)ライフサイエンス事業部 営業部 
〒243-0014 神奈川県厚木市旭町4-14-1 TEL: 0120-667-010 / FAX: 0120-388-060   

MAIL: cytometry@sony.co.jp  http://www.sony.co.jp/LS 
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