
ストレスとレジリエンスを司る分子・神経回路基盤と創薬への可能性

〇古屋敷 智之

神戸大学大学院医学研究科薬理学分野 教授

社会環境や生活習慣から受けるストレスは、我々の心身に様々な影響を与える。短期的

で回避可能なストレスは、ストレスへの馴化とともに、将来のストレスに対するレジリエ

ンス (抵抗力、回復力) を高める。一方で、長期的で回避不可能なストレスは、抑うつ、

不安亢進など情動変容を引き起こし、うつ病など精神疾患をはじめ様々な疾患のリスク因

子となる。しかし、ストレスやレジリエンスのメカニズムには不明な点が多く、これらを

標的とした創薬は確立していない。我々は、マウスの反復社会挫折ストレスを用い、スト

レスやレジリエンスを司る分子・神経回路基盤の一端を明らかにしてきた。第一に、単回

ストレスが、内側前頭前皮質 (mPFC) に投射するドパミン系を活性化し、浅層興奮性神経

細胞のドパミンD1受容体を介して、その尖端樹状突起を造成しつつ、ストレスに対するレ

ジリエンスを増強することを示した。第二に、反復ストレスが、炎症関連分子であるプロ

スタグランジンPGE2とその受容体EP1を介して、mPFCドパミン系の応答性を抑制し、mPFC

ドパミン系を介するレジリエンスを低下させ、情動変容を誘導することを示した。この過

程には、ストレスにより活性化されるミクログリアに由来するPGE2が重要であることも示

唆した。第三に、反復ストレスが、自然免疫受容体Toll-like receptor (TLR) を介し

て、mPFCでのミクログリア活性化、興奮性神経細胞の樹状突起萎縮や応答性減弱、情動変

容を誘導することを示した。これらの変化にはmPFCでのTLRを介したミクログリア活性化

が重要であることも示した。これら一連の研究は、短期的なストレスがmPFCドパミン系に

よるmPFC神経細胞の造成を介しレジリエンスを増強すること、長期的なストレスがミクロ

グリアに端を発する脳内炎症を介しmPFCドパミン系によるレジリエンスを弱めるととも

に、mPFC神経細胞の萎縮を介し情動変容を促すことを示唆する。従って、ストレス関連疾

患のための創薬には、ストレスの多様な作用のメカニズムを理解し、ストレスの各作用を

選択的に制御する薬物の開発が重要であると考えられる。
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心筋自らがもつACh産生系 non-neuronal cardiac cholinergic systemと

その脳心連関のもつ意義

○柿沼　由彦

日本医科大学大学院医学研究科生体統御科学　大学院教授

これまで知られてきた副交感神経である迷走神経終末から放出される神経由来のAChの他

に、種々の細胞において自らAChを産生する能力があることが1990年代ごろから報告され

始めてきた。当初は免疫担当細胞でこの能力は見出されたが、その後徐々に他の細胞にお

いても同様に報告され始めていた。一方、心筋細胞においても同様の能力、すなわち、非

神経性ACh産生系、いわゆるa non-neuronal cardiac cholinergic system (NNCCS) また

はnon-neuronal cardiac ACh (NNA) とも呼ばれるものが、2000年後半から我々の報告を

発端とし、他の研究グループからも報告が続いてきた。これにより、心筋細胞自らがACh

産生能をもつという機構については、ほぼ確立されたものと考えられている。さて、これ

まで、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、アンジオテンシンII受容体拮抗薬、アルドステ

ロン受容体拮抗薬、βブロッカーなどの循環器疾患に対する治療効果が多数報告されてき

た中で、さらに近年は迷走神経に着目した迷走神経刺激による治療方法も模索されてきて

いる。しかし、迷走神経終末の心臓における分布は心房が主であり、心室では非常に少な

く、であればこの迷走神経刺激という治療法のメカニズムは単一のものではなく、当初予

想されていたよりも複雑なものと考えられはじめており、実はNNCCSを介している可能性

について、我々の研究によって示唆されている。当初このNNCCSの生理機能の重要性につ

いては懐疑的であったが、我々の作製したNNCCS機能亢進遺伝子改変マウスの詳細な検討

から、予想以上に有意義な機能を有していることが明らかとなってきた。今回は、NNCCS

の発見について紐解き、心臓特異的NNCCS機能亢進モデルマウスの表現型までを概説し、

その中でも心臓のみに限局せず中枢にまでおよぶ表現型を解析した結果から、NNCCSが体

内でどのような影響力をもつ可能性があるかについて報告する。
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脾臓平滑筋のフェニレフリン収縮に対する各種選択的ホスホジエステ

ラーゼ阻害剤の影響

○金田剛治1)・三浦加奈子1)・佐々木典康2)・田島　剛1)・浦川　紀元1)・清水一政1)

日本獣医生命科学大学　獣医学部　獣医学科

獣医薬理学研究室1)　獣医生化学研究室2)

[背景]　脾臓は赤血球の造血作用やリンパ球の成熟など造血器官として働くほかに、血液

を貯蔵する。また、脾臓はスキンダイビング時に収縮し、この収縮は血圧および心拍出量

の減少による圧受容器反射の抑制により増強されることが知られてことから、脾臓は循環

器としても機能する。脾臓の収縮弛緩反応は脾柱に存在する平滑筋が担っており、摘出標

本を用いた実験でアドレナリンα受容体作動薬などによって収縮することが報告されてき

た。しかし、弛緩反応に関する報告は少ない。また、脾臓平滑筋は他の平滑筋と同様に収

縮反応の制御に環状ヌクレオチドが関与することが考えられるが、ホスホジエステラーゼ

(PDE) 阻害剤の収縮への影響に関する報告はない。[目的]本研究は、ブタ脾臓平滑筋の

フェニレフリン (PE) 収縮に対する各種選択的PDE阻害剤の影響について検討し、さら

に、脾臓におけるPDEアイソフォームのmRNA発現について調べた。

[材料と方法]ブタ脾臓は屠畜場より入手した。張力実験は張力トランスジューサーを用い

て等尺性に測定した。RT-PCRは常法に従い行った。また、cGMP含量はELISAにより測定し

た。

[結果]脾臓において各種選択的PDE阻害剤の前処置はPE収縮をいずれも濃度依存的に抑制

し、その抑制効果はvinpocetine (1型) ≒ vardenafil (5型) >milrinone (3型)

>BAY736691 (9型) ≒ Ro20-1724 (4型) >BRL-58481 (7型) >EHNA (2型) の順に大きかっ

た。脾臓において、RT-PCR分析よりPDE1-5型、7,9型のmRNA発現が確認された。また、

vardenafil (30 μM) およびvinpocetine (100 μM) は、cGMP含量を有意に増加した。

[結論]以上より、ブタ脾臓においてPDE1および5型阻害剤は他の選択的阻害剤に比べPE収

縮をより効力的に抑制したことから、ブタ脾臓平滑筋の収縮反応の制御には主にPDE1およ

び5型が関連することが示唆された。
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ラット大動脈のフェニレフリン収縮に対するnobiletinの影響

○金田　寿子、大友　理恵子、浦川　紀元、清水　一政、金田　剛治

日本獣医生命科学大学　獣医学部　獣医薬理学研究室

　柑橘系植物果皮由来のポリフェノールであるnobiletinは、抗腫瘍作用、抗酸化作用あ

るいは抗炎症作用などを有するが知られている。一方、nobiletinは高血圧自然発症ラッ

トおよび糖尿病ラットにおいて心血管障害を改善することが報告されきた。しかし、摘出

血管標本に対する報告はほとんどない。そこで本研究は、nobiletinの内皮存在下および

非存在下のラット大動脈におけるフェニレフリン収縮に対する影響について検討した。

1) 内皮存在下および非存在下のラット大動脈においてフェニレフリン (PE,1 μM) 誘発

性収縮に対しnobiletinは濃度依存性に収縮を抑制したが、その抑制は内皮存在下の標本

において非存在下の標本に比べより低濃度で誘発された。また、L-NAME前処置は、内皮存

在下の収縮抑制を減弱したが、インドメタシン処置は影響しなかった。これらの結果か

ら、nobiletinによるPE収縮抑制の一部は内皮細胞から一酸化窒素 (NO) の遊離を介して

誘発されることが示唆された。2) 内皮非存在下でnobiletinは、KCl (65mM) 誘発性収縮

を抑制したが、その抑制はPE収縮より小さかった。3) Nobiletinは、PE誘発性の収縮張力

と細胞内Ca2+ ([Ca2+]i) レベルの増加をともに抑制した。4) 内皮非存在下のラット大動脈

におけるPE誘発性収縮に対するnobiletinの収縮抑制は、ニトロプルシド (1 nM) 前処置

により減弱したが、ベラパミル (1 μM) 前処置では影響しなかった。これらの結果か

ら、nobiletinは血管平滑筋においてニトロプルシドと同様な機序でcGMP含量を増加して

PE収縮を抑制する可能性が示唆された。

以上より、nobiletinは内皮依存性にNO遊離を介して、内皮非依存性に[Ca2+]iレベルの低

下によりラット大動脈のPE収縮を抑制することが示唆された。また、内皮非依存性の[Ca2

+]iレベル低下の機序には一部、cGMPを介した経路が関与することが示唆された。
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敗血症モデルにおける内臓脂肪内SerpinA1aの発現と

その意義について

○黒田 陽仁1、田村 和広1、松谷 毅2、松田 明久2、内田 英二2、吉江 幹浩1、

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日本医科大学、消化器外科

【目的】敗血症は,生命を脅かす臓器障害を伴う感染症発症患者の一部でみられる全身性

炎症反応症候群 (SIRS) である。敗血症に至る肥満患者の症例数は多く、特に内臓脂肪型

肥満患者では重症化して多臓器不全を招く。しかし、内臓脂肪型患者での敗血症時の主要

臓器機能の変化と臓器障害機構は不明である。敗血症モデルマウスでは、脂肪組織内で実

質細胞の他、血球の浸潤や細胞死も観察され、脂肪機能がSIRSの増悪や多臓器不全に深く

関わることが推察される。主に肝で産生され炎症時に血中濃度が上昇する急性期蛋白質の

SerpinA1a (別称:α₁-antitrypsin) は、多機能なセリンプロテアーゼである。今回、脂

肪組織に着目し、SerpinA1aの発現とその機能について、敗血症モデル動物とin vitroヒ

ト脂肪細胞培養系を用いて解析を行った。【方法】内臓脂肪型肥満マウス (TSOD) とその

対照動物 (TSNO) における盲腸結紮穿刺術 (CLP) 後の生存率を比較した。また、脂肪組

織中のSerpinA1a発現をイムノブロットにて解析した。in vitro敗血症モデルとして、分

化を誘導した培養ヒト脂肪前駆細胞株SW872とマクロファージの共培養系にLPSまたは小胞

体 (ER) ストレス惹起因子を処置した。アディポカイン発現はqRT-PCR法、メディウム中

IL-6レベルはELISAにて定量した。【結果】 TSOD動物は、CLP後2日目にて全例が死亡し敗

血症誘発による死亡率がTSNOと比較して著しく高かった。敗血症を誘起したマウス脂肪組

織内のSerpinA1a発現量は、Sham群と比較して、TSNO とTSOD両動物で低下した。また、

SerpinA1a量は予想外に肝臓と比べて高値を示した。脂肪細胞培養系におけるIL-6発現並

びにその分泌量は、ERストレス惹起因子 (タプシガルギン) 処置により促進され、この上

昇は、SerpinA1a処置により抑制された。【考察】内臓脂肪組織において発現している

SerpinA1aは、炎症性アディポカイン産生阻害作用を介して、敗血症を抑制することが示

唆された。したがって、SerpinA1aは、脂肪細胞機能の破綻を保護する内因性因子である

可能性が推察された。
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気道粘液産生抑制薬としてのibudilastの有用性とその機序

○石橋 純平、堀江 一郎、礒濱 洋一郎

東京理科大学薬学部・応用薬理学研究室

【目的】粘液の過剰産生いわゆる痰は、炎症性呼吸器疾患に共通の症状であり、呼吸困難

やQOL低下の一因となる。また近年では、粘液の主成分であるムチン分子が炎症の増悪因

子として機能することも明らかとなり、これまで以上に粘液制御が重要視されているが、

粘液産生に特化した治療薬は未だ存在しない。当研究室では、これまでにPDE阻害薬とし

て知られるibudilastに気道粘液の主成分であるMUC5ACの産生抑制作用を見出してきた。

そこで本研究では、このibudilastによるMUC5AC産生抑制作用の機序解明を試みた。

【方法】実験標本には気道上皮細胞株NCI-H292細胞を用いた。本細胞をTGF-α (50

ng/ml) で刺激してMUC5ACの発現を誘発し、ibudilast (100 μM) または陽性対照薬の

dexamethasone (100 nM) の効果を判定した。なお、MUC5ACタンパク質量はELISA、mRNAは

定量的RT-PCR法にて、また、プロモーター活性はルシフェラーゼアッセイでそれぞれ測定

した。

【結果・考察】Ibudilastは、TGF-αで誘発したMUC5ACのタンパク質産生およびmRNA発現

を著明に抑制した。しかし、本作用はPKA阻害薬で抑制されず、また細胞内cAMPの増加を

生じる他の薬物では同様の作用を生じないことから、ibudilastによるMUC5AC産生の抑制

はPDE阻害とは異なる機序によると考えられた。一方、ibudilastはTGF-αによる細胞増殖

やEGF受容体下流の主要なシグナル分子であるERKのリン酸化には影響しなかった。また、

ibudilastはMUC5AC mRNAの安定性には影響せず、MUC5ACプロモーター活性を著明に抑制し

たため、本薬物はMUC5ACの転写調節に選択的な機序を抑制すると推定された。MUC5AC遺伝

子の5’-プロモーターの活性化には、NK-κB、AP-1、CREBおよびSp1の各転写因子の重要

性が示唆されている。現在、ibudilastがこれらの転写因子の活性を抑制するか否か検討

中である。

Ibudilastの作用機序は、種々の気道疾患に伴う気道粘液の過剰産生を抑制する新規戦略

に繋がる可能性があり興味深い。
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チリダニ抽出物 (HDM)で誘発した気管支喘息モデルにおけるステロイド

抵抗性の気道粘液産生亢進

○町田渉、堀江一郎、礒濱洋一郎

東京理科大学薬学部・応用薬理学研究室

【背景・目的】気管支喘息において、気道粘液の過剰産生すなわち痰は、憂慮すべき症状

の一つである。痰は、吸入ステロイドで炎症を良好にコントロールできている喘息患者で

も問題となることが少なくない。従って、喘息病態の管理・治療には、吸入ステロイドに

加え、粘液産生の制御に特化した薬物が求められているが、未だそのための薬理学的概念

さえ確立していない。本研究では,ヒトの喘息病態に近いステロイド抵抗性の粘液産生を

呈する動物モデルを確立するとともに、本モデルにおける気道粘液産生の機序を調べた。

【方法】喘息モデルは、雄性BALB/cマウス気管内にチリダニ抽出物 (HDM) を複数回気管

内注入して作製した。本動物での、気道粘液の主成分MUC5ACおよび各種サイトカイン産生

については定量的PCR法によりmRNA量を測定した。

【結果・考察】HDM誘導気管支喘息モデルマウスでは、BALF中の好酸球数の増加すなわち

炎症反応や気道過敏性の亢進と共に,MUC5ACの発現が著明に増加し、感作から31日後に

ピークとなった。本モデルにdexamethasone (DEX; 1 mg/kg, i.p.) を投与すると、炎症

反応はほぼ完全に抑制されたが、MUC5ACやIL-13、IL-17の発現は感作17日目以降、徐々に

増加し、31日後では非投与群とほぼ同値を示した。また、IL-13およびIL-17をマウス気管

内に投与すると、両サイトカインは相乗的にMUC5ACの産生を亢進した。これらの成績よ

り、HDM気管支喘息モデルで認められる難治性の粘液産生の亢進にIL-13およびIL-17の相

互作用が一部関わる可能性が示された。
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オルガンバスを用いたラット摘出膵でのインスリン分泌評価と大豆由来

トリプシンinhibitorによるインスリン分泌量変化の検討

○大内基司1、森田亜州華1、寺田節2、佐藤慶太郎3、 大谷直由4、林啓太朗1、

安西尚彦5、藤田朋恵1

1獨協医科大学医学部薬理学講座、2獨協医科大学実験動物センター、
3朝日大学歯学部歯科薬理学分野、4大分大学医学部臨床薬理学講座、
5千葉大学大学院医学研究院薬理学

糖尿病の有病者数は増加しており、治療学においてインスリン分泌誘導物質の探索や、基

質によるインスリン分泌への影響を検討することは重要である。簡便にインスリン分泌誘

導物質を探索する実験法としてオルガンバスを用いたex vivo実験系に着目し、応用を検

討した。実際には、オルガンバス内に吊るしたラット摘出膵より、Tyrode溶液中に分泌さ

れたインスリン量およびアミラーゼ活性を測定し、任意の時間経過における測定値につい

て検討した。

同一ラット個体より膵右葉側と膵左葉側を部分摘出した。インスリン分泌は右葉側と左葉

側との間で有意差を認めなかった。しかし、このインスリン分泌は、両葉側とも時間経過

に伴った減弱が見られた。一方、アミラーゼ分泌は右葉側と左葉側との間で有意差を認め

ず、時間経過に伴った分泌の減弱も見られなかった。右葉側を用いて、インスリン分泌誘

導物質であるGlucagon-like peptide-1 (GLP-1) を1 µM添加すると、非添加群に比しイン

スリン分泌が有意に増強した。一方、アミラーゼ分泌はGLP-1添加群と非添加群との間で

有意差を認めなかった。時間経過に伴い生じるインスリン分泌の減弱において、トリプシ

ンによる自己消化の関与を検討するため、摘出した膵に大豆由来トリプシンinhibitorを

作用させた。その結果、インスリン分泌の時間経過に伴う減弱は抑えられ、インスリン分

泌量が増加していた。また、トリプシンinhibitorはアミラーゼ分泌において影響を認め

なかった。

本実験法はGLP-1誘導性インスリン分泌を検出できた。よって、オルガンバスを用いた分

泌誘導実験は、インスリン分泌誘導物質を簡便に探索可能な実験法として有用なことが示

唆された。また、トリプシンinhibitorは本実験法で生じる自己消化を軽減し、摘出膵の

インスリン分泌能に関与している可能性が示唆された。
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トランスサイトーシスを介したTrkAの軸索への局在化機構

〇山下 直也1,2、Kuruvilla Rejji2

1順天堂大学 医学部 薬理学講座、2Department of Biology, Johns Hopkins University

　神経細胞を流れる興奮情報は、細胞体から軸索、そして神経終末へと伝搬する。一方、

伸長中の軸索は、その先端 (成長円錐) で受容した局所シグナルを、細胞体方向へ逆行性

に伝える機能も有する。神経成長因子 (NGF) は、成長円錐に局在する受容体 (TrkA) に

結合する。NGF-TrkAは、成長円錐局所で作用するばかりでなく、エンドサイトーシスによ

り成長円錐内に取り込まれ、逆行性軸索輸送を介して細胞体・樹状突起まで情報を伝搬す

る。しかしながら、逆行性軸索輸送されたTrkAに応じ、細胞体で新規に合成されたTrkAを

成長円錐へ供給する機構は不明であった。これに対し我々は、NGF-TrkAの逆行性輸送が、

細胞体表面に局在していた新規合成TrkAを、トランスサイトーシスを介して軸索に提示す

るポジティブフィードバック機構を発見した。成長円錐から逆行性軸索輸送された活性型

TrkAは、細胞体膜に挿入され、相互作用を介して新規合成TrkAをリン酸化した。リン酸化

された新規合成TrkAは、細胞体内に取り込まれた後、プロテインチロシンホスファターゼ

1B (PTP1B) により脱リン酸化されてから成長円錐までトランスサイトーシスされた。一

方、PTP1Bを細胞体において局所阻害すると、TrkAは成長円錐までトランスサイトーシス

されず、細胞体内で分解された。従って、PTP1Bは、NGFを受容できる脱リン酸化 (不活

性) 型TrkAのみを成長円錐へトランスサイトーシスする、ゲートキーパーとして機能する

ことが示唆された。さらに、PTP1B遺伝子欠損マウスでは、TrkAの成長円錐への局在化が

抑制されること、また、NGF依存的な神経細胞の生存、及び、軸索伸長が抑制されること

が分かった。以上の結果から、NGF-TrkAの逆行性輸送と同調し、リン酸化をトリガーとし

た細胞体から軸索へのTrkAトランスサイトーシスの制御機構、及びその生理的意義が明ら

かとなった。
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IgEは皮膚の肥満細胞を増加させる

林亜佳音、中村達朗、村田幸久

東大・農・放射線動物科学

【背景・目的】アレルギー性疾患において、抗原特異的なIgEのみならず抗原非特異的な

IgEの増加が病態を悪化させることが示唆されている。単離肥満細胞を用いたin vitroの

実験において、抗原刺激がなくとも、IgEの結合自体が肥満細胞の寿命延長や活性促進な

どの作用を持つことが報告されている。しかし、in vivoレベルにおけるその作用は証明

されていない。本研究は、マウスを用いて、IgEの投与が肥満細胞の数や活性に与える影

響を明らかにすることを目的とした。

【方法】BALB/cマウスに0.5 mg/kg DNP-IgEを静脈内投与し、1・4週間後の腸管、背中の

皮膚、耳、脾臓、リンパ節、肺の病理標本を作製した。これらの標本を肥満細胞の特異的

な酸性顆粒を染めるトルイジンブルー (TB) と特異的エステラーゼを染めるクロロアセ

テートエステラーゼ (CAE) で染色し、観察した。また、肥満細胞依存的な炎症応答を評

価するために、肥満細胞活性化剤C48/80をマウスの背中に皮内投与し、ひっかき行動と血

管透過性を評価した。

【結果】IgE投与から1週間後、背中の皮膚において肥満細胞が増加しており、4週間後で

もその数は維持されていた。一方で、観察を行った他の臓器では、肥満細胞の有意な増加

は認められなかった。皮膚で増加した肥満細胞は、TBおよびCAEに陽性の顆粒を多く含む

成熟した細胞であることが分かった。C48/80投与による肥満細胞依存的な炎症の評価で

は、IgE投与1週間後において、有意な差は観察されなかったが、4週間後では、ひっかき

時間が延長し、血管透過性の亢進が観察された。

【結論】IgEの投与は、抗原非依存的にマウスの背中の皮膚における肥満細胞数を増加さ

せ、皮膚炎症状を悪化させる可能性が示唆された。
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5-フルオロウラシルによる腸管上皮細胞のアポトーシスはセロトニン3A

受容体シグナルを介して増強される

○三河 翔馬・梶 典幸・三原 大輝・尾崎 博・堀 正敏

東京大学大学院農学生命科学研究科　獣医薬理学教室

5-フルオロウラシル (5-FU) は消化器腫瘍の治療に広く用いられている抗癌剤の一つであ

る。核酸の合成阻害によって抗癌作用を発揮するが、正常な腸管上皮細胞の分裂も阻害し

てしまうため、腸粘膜のアポトーシスを引き起こし、悪心や下痢といった副作用を引き起

こす。セロトニン3受容体 (5-HT3R) 阻害薬は、抗癌剤投与による悪心を抑制する目的で

広く臨床で用いられている。近年、5-HT3R阻害薬が抗炎症・抗アポトーシス作用を持つこ

とが報告され着目されているが、その詳細な分子機構は不明である。そこで、本研究では

5-FUによる腸上皮アポトーシス誘導機構における5-HT/5-HT3Rシグナルの作用について解

析した。マウスに5-FU (50mg/kg) を腹腔内投与し腸上皮アポトーシスモデルを作製し

た。これらのマウスに5-HT3R阻害薬および作動薬を投与し、小腸のアポトーシス細胞を抗

活性型カスパーゼ3抗体を用いて免疫染色し、その細胞数を定量した。5-HT3R阻害薬の併

用投与は、アポトーシス細胞の数を減少させ、逆に5-HT3R作動薬の併用投与はアポトーシ

ス細胞の数を上昇させた。しかし5-HT3R作動薬単独では、腸上皮のアポトーシスを誘導し

なかった。さらに5-HT3AR欠損マウスを用いた解析を行った。まず、5-FU単独投与による

影響を比較したところ、野生型マウスに比べ、5-HT3AR欠損マウスでは5-FUによるアポ

トーシス細胞の数が減少した。しかし、骨髄移植により作製した骨髄由来細胞特異的5-

HT3AR欠損マウスにおいて、5-FUによるアポトーシス細胞数は減少しなかった。よって、

骨髄由来免疫細胞は関与しないことが示唆された。そこで5-HT3AR-EGFPマウスを用い、免

疫組織学的に探索を行ったところ、5-HT3ARは神経細胞およびエンテロクロマフィン細胞

(EC細胞) を含む上皮細胞の一部に発現していた。これらの結果より、5-FU誘導アポトー

シスは5-HT/5-HT3ARシグナルによって増強され、その作用は神経細胞またはEC細胞にある

5-HT3ARを介していると考えられた。
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間葉系幹細胞の全身性投与は神経障害性疼痛を緩和する

○池畑農1、宮野加奈子2、大島佳織2、3、吉田有輝2、4、隠岐勝幸1、白石成二2、

野中美希2、宇津美秋2、吉澤一巳3、樋上賀一4、上園保仁2

1. 株式会社バイオミメティクスシンパシーズ 2. 国立研究開発法人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 3. 東京理科大学　薬学部　疾患薬理学研究室 4. 東

京理科大学　薬学部　分子病理・代謝学研究室

間葉系幹細胞 (MSC) は、皮下脂肪、臍帯、骨髄などの様々な組織から分離される体性幹

細胞の一種であり、抗炎症、抗線維化、免疫抑制、および神経保護作用などの機能を有す

ることが知られている。そのため、脳梗塞および肝硬変などに対する治験が進められ、再

生医療の有望な開発シーズとして着目されている。さらに、MSCが痛みの緩和にも有効で

あると報告されたが、その詳細なメカニズムは不明である。また、MSCは培養方法によっ

て異なる特性を示すことが知られているため、臨床での使用を想定した培養系で調製され

たMSCの薬理作用を評価することが重要となる。そこで本研究では、安全性に配慮した、

ヒト及び動物由来成分を含まない培地 (バイオミメティクスシンパシーズ社製) で培養し

た、ヒト皮下脂肪組織由来MSC (AD-MSC) ならびにヒト臍帯組織由来MSC (UC-MSC) を、坐

骨神経部分結紮神経障害性疼痛モデルラットの尾静脈から全身性に単回投与し、疼痛閾値

の変化を評価した。

その結果、AD-およびUC−MSC投与後3日目において、機械刺激による疼痛閾値の改善を認

め、その効果は数日間持続した。次に、結紮神経が投射する脊髄後根神経節の免疫組織化

学染色を行ったところ、神経結紮により増加した炎症性マーカー Iba-1およびIL-1β陽性

細胞は、AD-およびUC-MSC投与により有意に減少した。さらに、結紮部位の坐骨神経に認

められた脱髄は、AD-およびUC-MSC投与により改善された。以上の結果より、MSCは抗炎症

作用および脱髄改善作用を介し、疼痛緩和をきたしていることが考えられた。
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神経変性疾患関連凝集タンパク質を標的とした分解誘導薬の創製

○野村 さやか1,2・友重 秀介2・山下 博子2・大金 賢司2・橋本 祐一2・石川 稔2

1防衛医科大学校薬理学講座、2東京大学分子細胞生物学研究所

　神経変性疾患は、認知障害や運動機能の低下、不随意運動などを呈する疾患であり、ユ

ビキチン・プロテアソーム系 (UPS) の機能低下によるタンパク質の凝集・蓄積が原因の

一端であると考えられている。そのため凝集性タンパク質の効果的な除去が治療に有効で

あると期待されるが、現時点での根治療法は存在しない。我々のグループでは、標的タン

パク質とユビキチンリガーゼ (E3) 活性を示すIAP (inhibitor of apoptosis protein)

との距離を、低分子化合物を用いて物理的に近づけることにより、人工的に標的タンパク

質の分解を誘導する手法として「プロテインノックダウン法」を提案している (J. Am.

Chem. Soc. 2010, 132, 5820)。

本研究ではこのプロテインノックダウン法を利用し、凝集性タンパク質リガンドとして、

凝集性タンパク質の特徴であるβシート構造に高い親和性を示す神経変性疾患診断薬

(BTA, PDB) を、IAPリガンドとしてメチルベスタチンを連結させた化合物を設計・合成し

た。創製化合物における神経変性疾患関連凝集タンパク質の分解誘導活性、およびその作

用機序解析の成果を報告する (Angew. Chem. Int. Ed. 2017, in press)。
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CYP2D6のpHに着目した分子動力学計算

○大滝正訓1 武半優子1　太田有紀1 渡辺実2　中村悠城1 渡邉大輝1 小林司1 飯利太朗1

松本直樹1

1聖マリアンナ医科大学薬理学
2聖マリアンナ医科大学大学院実験動物飼育管理研究施設

【目的】CYP 2D6は抗うつ薬、オピオイドなど薬物の代謝に影響し、その活性機構の検討

は、薬物代謝を理解する上で重要である。CYPは肝臓のみならず、小腸にも発現し、初回

通過効果に影響を与える事が知られている。酵素反応は生体内のpHや温度などで変化する

ことから、肝臓や小腸での反応も異なる可能性があるが、正しく評価することは困難であ

る。我々はヒト組織を用いた研究において、肝臓と小腸から単離したCYP2D6の活性が異な

る可能性を報告した。本研究では、計算科学的な手法を用いCYP2D6の活性化にタンパク質

周囲の環境 (条件) が活性や安定性に与える影響を検討した。

【方法】CYP2D6の分子動力学計算はAMBER16を用い、Protein Date Bank上に登録されてい

るワイルドタイプの構造を初期構造とした (PDB ID 3qm4)。pH5.5-8.5の間で解離状態の

ことなるHis、Cysについて、pH5.5 (共に解離せず)、7.5 (His解離・Cys解離せず)、8.5

(共に解離) で電荷の割付を行った。3qm4には13カ所のHisがあり、ヘム鉄周辺にはHis376

が存在する。Cysについては6カ所あり、Cys443がヘム鉄に配位している。これらの残基の

側鎖について解離状態を変化させ、周期境界条件下で各条件100nsの計算を行い、活性中

心の構造の変化を評価した。

【結果・考察】Hisを解離させた際、結晶構造から大きく変化した残基は、CYP2D6の表面

に露出しているHis416、His477、His478であり、最大で約3Å側鎖が移動した。これは、

His477とHis488が隣接しているため、近距離で強い斥力が生じたためと考えられる。一

方、活性中心近傍のHis376を解離させると、His376自身の側鎖にねじれが生じ、結晶構造

から最大約1Å、約60°のねじれが生じた。しかし、ヘム基に関しては結晶構造との差は

ほとんど見られなかった。このことから、pH5.5～8.5の間で構造変化に由来した活性や安

定性に与える影響は少ないことが示唆された。
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