
限外ろ過膜を利用したコリンエステラーゼ(ChE)阻害薬のアセチルコリン

エステラーゼ(AChE)活性阻害作用の持続性の検討と解離反応の解析

○小原圭将、田中芳夫

東邦大学薬学部薬理学教室

【目的】低活動膀胱治療薬としての適応をもつ末梢性ChE阻害薬であるジスチグミン

(Dis) は、12時間以上もの長時間に亘り膀胱の収縮機能を増強する。この長時間に亘る作

用の持続性はDisの血中濃度に依存するものではなく、DisがAChEから解離しにくい性質に

よるものである可能性が考えられた。そこで、本研究ではこの仮説の妥当性を検証する目

的で、特殊な分析装置を必要とせずにDisのAChEからの解離反応のみを選択的に進行させ

その反応の解析が可能となる実験系の確立を試み、他のChE阻害薬 (ピリドスチグミン

(Pyr)、ネオスチグミン (Neo)、アンベノニウム (Amb) ) の解離反応と比較した。【方

法】遺伝子組換え型ヒトアセチルコリンエステラーゼ (rhAChE) により、アセチルチオコ

リンの分解の結果生じたチオコリンをDTNB法に従い吸光度測定を行い、吸光度からAChE活

性を算出した。各種ChE阻害薬処置後、限外ろ過膜付き遠心ろ過デバイスであるNanosep®

10Kを利用してrhAChEと未反応のChE阻害薬の分離 (洗滌) 操作を行うことでChEからの薬

物の解離反応のみを選択的に進行させ、解離反応に関わる諸定数を算出した。【結果】1)

Pyr、Neo、Amb (それぞれ10−6 M) は、rhAChEの活性を2–35%にまで低下させたが、低下し

た酵素活性は洗滌により2–4時間後には対照実験の酵素活性水準まで回復した。また、各

ChE阻害薬のrhAChEに対する解離速度定数 (ke) は、それぞれ、0.51 ± 0.05 h−1、0.66

± 0.03 h−1、1.41 ± 0.08 h−1、解離半減期 (t½) はそれぞれ1.36 h、1.05 h、0.49 hと

算出された。2) Dis (10−6 M) では、洗滌後6時間経過しても阻害されたAChE活性は全く

回復しなかった。しかし、その後非常に緩徐に回復し、48時間後では17%から49%まで回復

した。DisのrhAChEに対するkeは0.012 ± 0.001 h−1、t½は57.8 hと算出された。【結論】

限外ろ過膜を利用することで、各ChE阻害薬のAChEからの解離反応に関わる諸定数算出す

ることが可能であり、Disは他のChE阻害薬と比較すると40–120倍AChEから解離しにくい性

質を有することが明らかとなった。
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酢酸誘発慢性腎不全マウスモデルの確立

〇與儀早和子　橋本光正　本田一男　野部浩司

昭和大・薬・生体制御機能薬学・薬理

【目的】我が国の透析導入患者数は増加の一途を辿っており、慢性腎不全 (CKD) に有効

な治療薬についての研究が急務となっている。CKDのモデルとしては、5/6腎臓摘出モデル

が薬効評価に広く用いられているが、マウスでは致死率が高いという問題点がある。そこ

で、慢性潰瘍あるいは潰瘍性大腸炎モデル等の作成に用いられる酢酸の腎への塗布による

新規慢性腎不全モデルの作成を試みた。

【方法】イソフルラン麻酔下、ddY系雄性マウスの右側腹部を切開し、腎臓を露出して腎

動・静脈を結紮、右腎を摘出した。3～4週間の回復期間の後、左側腹部を切開し、腎臓の

両面に酢酸を10回塗布し、これを1クールとして5分間隔で2クール行うことにより腎不全

を惹起した。その2、4、8および12週後に採血、採尿を行い、血中尿素窒素 (BUN)、血清

クレアチニン (sCr)、尿量および尿中タンパク質を測定することにより腎機能を評価し

た。併せて心拍数、血圧の経時推移についても検討した。クレアチニンクリアランス

(Ccr) および病理組織学的変化は、12週後に評価した。

【結果・考察】酢酸塗布によりBUNおよびsCrは経時的に上昇し、BUN、sCr伴に8および12

週後においてsham群との間に有意差が認められた。また、尿量の増加は4週後より、尿中

タンパク質の上昇は8週後より認められた。一方、12週後においては、平均血圧の上昇、

Ccrの低下、病理組織学的には間質への細胞浸潤、尿細管壊死、障害領域内の糸球体に硬

化が認められた。以上の結果より、本モデルでは被膜を通過した酢酸が腎内部に浸透し尿

細管壊死・間質炎さらに、糸球体硬化が生じ、その結果、腎機能低下、血圧上昇が生じた

ものと推察された。また、12週後おける腎機能低下は慢性病態を反映したものと考えら

れ、本モデルの新規CKDモデルとしての可能性が示唆された。
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Na+依存性モノカルボン酸トランスポーター SMCT1と結合PDZタンパク質

PDZRN3のタンパク質相互作用の解明

〇大塚裕介1,5, 大野雄太2, 大谷直由3, Jutabha Promsuk4, 降幡知巳1, 林啓太朗4,

大内基司4, 鶴岡秀一5, 安西尚彦1,4

1千葉大学大学院医学研究院薬理学、2岐阜大学附属病院薬剤部、
3大分大学医学部臨床薬理学講座、4獨協医科大学医学部薬理学講座、
5日本医科大学大学院医学研究科腎臓内科学講座

【背景・目的】Sodium coupled monocarboxylate transporter SMCT1は、腎臓の近位尿細

管の管腔側でモノカルボン酸の再吸収を担う。我々はこれまでに、SMCT1のC末端に結合し

うるタンパク質として酵母two hybridスクリーニングによりPDZK1とPDZ domain

containing ring finger 3 (PDZRN3) を見出し、さらにPDZK1との結合はSMCT1の輸送活性

を増加させることを明らかにした。本研究では、未だ詳細が不明なPDZRN3とSMCT1間の相

互作用のさらなる検証とそのSMCT1の機能制御における役割の解明を目的とした。

【方法】SMCT1とPDZRN3の結合及び共局在の解析は、それぞれHEK293細胞を用いた免疫沈

降法および免疫細胞染色法により行った。SMCT1の機能は、上記PDZタンパク質の存在下ま

たは非存在下での[3H]ニコチン酸取込み実験により解析した。

【結果】免疫沈降法の結果、抗SMCT1抗体による免疫沈降物の中にPDZRN3が存在すること

が明らかとなった。また、免疫細胞染色法の結果、両タンパク質の染色像は細胞膜上で共

局在することが明らかになった。そこでSMCT1の機能解析を行ったところ、PDZRN3の単独

発現はSMCT1のニコチン酸取込み活性に影響を及ぼさなかったが、PDZK1およびPDZRN3の共

発現時ではPDZRN3はPDZK1によるSMCT1の機能促進効果を抑制した。

【結論】本研究の結果、PDZRN3とSMCT1は相互作用することが明らかとなり、PDZRN3は

SMCT1とPDZK1の相互作用を阻害する機能を有する可能性があると考えられた。
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腎尿酸排泄低下型モデル作成とin vivoにおけるカルシウムチャネル阻

害薬による尿酸排泄効果の検討

○森田亜州華1、堀貴行1、2、大内基司1、大塚雄介3、4、大谷直由5、

ジュタバプロムスク1、藤田朋恵1、安西尚彦3

1) 獨協医科大学医学部薬理学講座、2) 獨協医科大学医学部心臓・血管外科学講座、 3) 千葉

大学大学院医学研究院薬理学、4)日本医科大学大学院医学研究科腎臓内科学講座、 5)大分大

学医学部臨床薬理学講座

高尿酸血症は生活習慣病の一つであり、腎障害や心血管疾患と関連することが知られてい

る。メカニズム解明に基礎的検討が必要だが、ヒトと実験動物に多く用いられるげっ歯類

では尿酸代謝に大きな種差があり、ヒトの高尿酸血症発症機序に類似したモデルはない。

ヒトの高尿酸血症の約9割の患者で腎尿酸排泄低下が見られるが、高尿酸血症モデルとし

て用いられているオキソニン酸投与マウスは尿酸産生過剰型のモデルであり、腎尿酸排泄

低下型のモデル作成は高尿酸血症に関連する研究の上で重要である。また、抗結核薬であ

るピラジナミド (PZA) は尿酸排泄を抑制するため、副作用として高尿酸血症が挙げられ

る。そこで、PZAを用いた尿酸排泄低下型動物モデルの作成を試みた。また、我々は近年

in vitroでカルシウム拮抗薬 (CCB) がURAT1を介した尿酸の取り込みを抑制することを報

告したが、このモデルを用いてin vivoでCCBの尿酸降下作用の検討を行った。

ICR (♂、10週齢) マウスにPZA 400mg/kg、DMSO、水を投与した。またPZA投与30分後に、

さらに、ベンズブロマロン (BENZ) 3mg/kgもしくは10 mg/kg、ロサルタン (LS) 3mg/kg、

ニルバジピン (NV) 1.0mg/kgもしくは 3.2mg/kg、ニトレンジピン (NT) 3.2mg/kg、ニ

フェジピン (NF) 3.2mg/kg、アゼルニジピン (AZ) 3.2mg/kgもしくは10 mg/kgを投与後、

個別に代謝ケージに入れ、6時間の排泄尿を回収した。また膀胱穿刺でも尿を採取し、尿

中尿酸、クレアチニンを測定した。血中尿酸、クレアチニン測定も行い、Fractional

Excretion of Uric Acid (FEUA) とクレアチニンクリアランス (Ccr) を算出した。PZA

群、DMSO群、水群のCcrに差は認めず、PZA群のFEUAはDMSO群、水群に比し有意に低下して

いた。BENZ (10mg/kg) 群、LS群、NV (1.0mg/kg、3.2mg/kg) 群のCcrはPZA群に比し差は

認めなかったが、FEUAは有意に増加していた。また、CCB投与によるCcrの変化は認めず、

NT群、NF群のFEUAはPZA群より有意な高値を示した。これらの結果から、PZA投与マウスが

尿酸排泄低下型モデルとして有効であり、またCCBがin vivoで尿酸排泄を促進する可能性

が示唆された。
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医学部薬理学実習における臨床データベースの活用(in silico実習)

〇浅井　聰

日本大学・医学部・薬理学分野

医療情報の利用形態の種類には、一次利用 (本来の目的である患者の診断、治療の目的に

利用) と二次利用 (臨床医学の研究など本来の目的以外で利用) に分けられる。医療情報

データの効果的な二次利用を目的にする場合、データ項目の長さや単位、日付型が異なっ

ていたり、異なるDB間での一貫性が無い、DB間のデータを利用者側が整理・変換するのは

煩雑などの理由から、診療情報の二次利用に発展しづらい。

日本大学医学部では、10年以上前から病院情報システムから独立した臨床データウエアハ

ウスである「日本大学臨床データマネジメントシステム ( NUSM's CDMS) 」を構築してき

た。概要は、患者プロファイリング (性別、生年月日、病院コードなど約238万人の患者

情報)、病歴情報 (約122万人)、15年間分の検査履歴情報 (患者約77万人) や8年分の薬剤

オ-ダリング情報 (患者約64万人)、患者注射履歴情報 (約27万人) を格納等、細かな条件

で絞り込んでも統計解析が可能な大規模な臨床情報を格納しており、長期間にわたる時系

列の情報の提供も可能である。SAS Enterprise BI serverを採用し、企業や研究者からの

ニーズに応じたデータ抽出、加工、マイニング、レポーティングを可能にし、研究者の要

望に対する意思決定のスピードと情報品質の向上を目指してきた。研究では、薬剤疫学研

究や、臨床医学,医療現場から生じた疑問を科学的に検証することを主眼とし、仮説を明

確にしてこれをテストする疫学研究や、仮説の生成、すなわち新たな副作用の発見や、既

知の有効性や副作用に関する新たな問題の発見などを目的とする研究、すなわち臨床医

学,医療現場から生じた疑問を科学的に検証することを主眼とし、10編以上の研究成果を

論文に発表してきた。

近年、医学教育においては、このNUSM's CDMSを活用し、テーマを絞った問題解決、解析

をするin silicoの学生実習を行っている。本学会では、この一端を紹介したい。
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マウス前部帯状回皮質の神経回路オシレーション、および、プレパルス

抑制に対するグルココルチコイドの影響

○北條泰嗣1、松永洸昴1、小松睦実1、伊藤健治1、瀧澤恵子2、野口彩紀子2、

伊藤吏那1、中野貴成1、 橋爪幹1、村越隆之1

1埼玉医科大学医学部生化学、2埼玉医科大学保健医療学部健康医療科学科

前部帯状回は共感、注意、意思決定といった高次の脳機能を司り、その機能発現には局所

神経細胞集団が発する神経オシレーションが深く関与している。また、この部位はストレ

スに対して脆弱な部位でもあり、統合失調症を初めとする精神疾患患者ではオシレーショ

ン活動が低下するとの報告がある。様々なストレスに反応して、生体は副腎皮質からグル

ココルチコイド (GC) を分泌する。慢性的なGC暴露は、樹状突起の委縮や神経細胞脱落な

ど、神経系の機能に対して悪影響を及ぼす。しかし、GCが前部帯状回のオシレーション活

動にどのような影響を与えるのかはわかっていない。

4週齢C57BL/6Jマウスに25 μg/mL のコルチコステロン (げっ歯類におけるGC) 水溶液を

飲料水として7日間与え、8日目にプレパルス抑制 (PPI) 試験を行い、統合失調症様の行

動を示すかどうかを解析した。PPI試験の翌日、マウスから前部帯状回を含むスライス

(450 μm) を作成し、皮質Ⅱ/Ⅲ層から細胞外電位を記録した。3 μMカイニン酸灌流刺激

により誘発される局所電位の振動を、高速フーリエ変換してパワースペクトル密度 (PSD)

を計算し、ネットワークオシレーションの指標として用いた。摂取したコルチコステロン

量と体重当たりの胸腺重量 (Thy/Bw) に負の相関がみられたので、Thy/Bwをストレスレベ

ルの指標とした。

予想に反して、PPIの抑制率はストレスレベルと負の相関を示した。一方、ストレスレベ

ルが大きいほど、ドーパミン (10 μM) によるオシレーションパワーの増強率が大きく

なった。このことからGCは前部帯状回のオシレーション活動とそれが関与する行動を変化

させることが示唆される。

さらにGCの作用部位を解析するために、グルココルチコイド受容体 (GR) に対する免疫組

織染色を行った。その結果、GRはオシレーション活動に関与するグルタミン酸作動性の神

経細胞、および、パルブアルブミン陽性細胞に局在することがわかった。

O7-1

第137回 日本薬理学会関東部会

口頭発表7　中枢4



電気けいれん刺激による海馬神経成熟マーカー発現変化に関する細胞

内シグナルの探索

○川崎真由1、井本有基2、瀬木(西田)恵里1.2

1.東京理科大学大学院　基礎工学研究科　生物工学専攻

2.京都大学大学院　薬学研究科

うつ治療の1つである電気けいれん療法では、グルタミン酸放出による神経活性化が起き

ることが分かっており、うつ治療の標的として海馬歯状回の機能調節が挙げられる。電気

けいれん療法は、治療効果が非常に速く現れることが知られており、刺激応答の早い遺伝

子の発現減少やその細胞内メカニズムは、うつ治療効果の即時性やうつ治療の細胞内メカ

ニズムとも関与している可能性が考えられる。そこで、電気けいれんによる刺激に関与す

る細胞内シグナルのうち、どのシグナルが重要であるのかを調べることを目的としてい

る。マウス電気けいれん療法モデル刺激は、最初期遺伝子の発現を増加し、成熟の指標と

なる成熟マーカー遺伝子の発現を減少させることが明らかとなっていることから、本研究

では、刺激に応答して活性化する転写因子であるSerum response factor (SRF) に着目し

ている。SRFは、MAPキナーゼシグナルによって活性化される転写因子であり、活性化によ

り様々な最初期遺伝子の発現を誘導する。そこで、 SRFの発現抑制を行うために人工的に

合成したSRFのmiRNAを含むAAVウイルスを作製し、海馬歯状回に投与した。その結果、AAV

ウイルス投与後6週間後にSRFのタンパク質の発現抑制が起きることが分かった。

現在、SRFの発現を抑制したマウスに電気けいれん刺激を与え、最初期遺伝子の発現量変

化を調べることで、電気けいれん刺激による最初期遺伝子の発現変化に対するSRFの寄与

について調べている。電気けいれん刺激による最初期遺伝子の発現増加の変化を調べるこ

とで、電気けいれん刺激によるシグナル伝達は、転写因子SRFを介して、最初期遺伝子の

発現を調節している可能性が考えられる。

さらに、電気けいれん刺激により、成熟マーカーの発現が減少することが分かっているた

め、成熟マーカーの発現変化を調べることで、電気けいれん刺激によるシグナル伝達の解

明につなげていきたい。これらの解析を行うことで、うつ治療の標的である海馬の機能調

節において、重要な役割を担っているシグナルを明らかにしていきたい。
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電気けいれん刺激による海馬でのオステオグリシン発現変化とその機

能探索

○山本芙実1、井本有基2、瀬木(西田)恵里3

1)東京理科大学大学院　基礎工学研究科　生物工学専攻

2)京都大学大学院　薬学研究科

　うつ治療法の一つである電気けいれん療法は、神経活性化を引き起こし、抗うつ効果を

発揮するが、そのメカニズムには不明な点が多い。また、海馬歯状回はうつ治療の有力な

標的部位として着目されている。近年私たちは、慢性の電気けいれん療法モデル刺激によ

り、海馬歯状回における神経発火閾値の減少、つまり神経興奮性の増大や、成熟マーカー

の発現低下を明らかにしている。これらの知見から、電気けいれん刺激により海馬成熟神

経が若返る方向に機能変化することが示唆されるが、このような機能変化を引き起こす分

子実体は不明である。そこで、電気けいれん刺激による海馬成熟神経の機能変化に関与す

る分子の同定を目的とした。

本研究において、プロテオグリカンの一種であるオステオグリシンに着目している。海馬

歯状回におけるDNAマイクロアレイの結果より、電気けいれん刺激によるオステオグリシ

ンの発現低下が示唆され、この発現低下が成熟神経の機能変化に関与しているという仮説

を立てた。

これまでに、急性の電気けいれん刺激によりオステオグリシンの発現が一過性に低下し、

慢性の電気けいれん刺激によりこの発現低下が持続化することを明らかにした。また、オ

ステオグリシンが海馬の顆粒細胞層特異的に発現していることを明らかにした。

現在、前述の仮説を検討するために、海馬の顆粒細胞層へのアデノ随伴ウイルスの投与に

より、オステオグリシンを発現抑制し、海馬成熟神経の機能変化が起きるかを検討してい

る。これにより、海馬の顆粒細胞層におけるオステオグリシンの機能を明らかにする。以

上の解析により、慢性の電気けいれん刺激による神経機能変化における新たな分子標的の

同定に繋げたい。
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電気けいれん刺激による海馬神経の生存・分化への影響

○上野 美由紀1、井本有基2、瀬木(西田)恵里1,2

1)東京理科大学大学院 基礎工学研究科　生物工学専攻

2)京都大学大学院　薬学研究科

　抗うつ治療の一種である電気けいれん刺激は、海馬における神経新生を促進することが

報告されているが、生存や分化に及ぼす影響に関しては不明な点が多い。以前の報告よ

り、選択的セロトニン再取り込み阻害薬であるフルオキセチンにより、成体マウスの海馬

歯状回で新生された神経の早期の分化と生存が促進されることが明らかになっている。

よって、本研究では、電気けいれん刺激による神経新生プロセスにおける神経の分化と生

存への影響を調べた。

　一つ目に、電気けいれん刺激による神経の分化への影響を明らかにするために、未成熟

神経マーカー (Calretinin) と細胞週齢を決定するマーカー (BrdU) を用いて、特定の日

齢の細胞がCalretininを発現する割合を検討した。成体マウスではCalretininの発現が低

いが、繰り返しの電気けいれん刺激により4日齢、15日齢、22日齢、29日齢の細胞が

Calretininを発現する割合が増加することを見出した。二つ目に、電気けいれん刺激によ

る神経の生存への影響を明らかにするために、BrdUを用いて、マウスの海馬歯状回におけ

る特定の日齢の細胞数を調べた。11回の電気けいれん刺激により、神経の生存が促進され

ることを見出した。さらに、11回の電気けいれん刺激を前期・中期・後期と分けたとき、

新生神経の生存の促進には、11回の電気けいれん刺激の中でも特に中期の電気けいれん刺

激が重要である可能性が示唆された。

　現在、神経前駆細胞マーカー (Doublecortin) 、成熟神経マーカー (Calbindin)、神経

細胞マーカー (NeuN) を用いて、電気けいれん刺激による海馬神経の分化への影響につい

て詳しく検討している。
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スルファチドによるアロディニアの惹起

○森田 元樹、渡辺 俊、野村　夏実、尾山 実砂、岩井 孝志、田辺 光男

北里大 薬 薬理

スフィンゴ糖脂質は神経系に多く存在し、生理学的な役割として神経細胞の軸索を伸長・

再生させる働きや、軸索とミエリンの細胞間相互作用に関与していることなどが知られて

いる。スフィンゴ糖脂質の生合成経路はセラミドに付加する糖の種類により二つに分けら

れる。セラミドにグルコースが結合すると、極めて多様な糖脂質合成の出発物質であるグ

ルコシルセラミドが合成される。一方でセラミドにガラクトースが結合し、さらにこのガ

ラクトースに硫酸基が付加するとスルファチドが合成される。これまでの我々の研究では

グルコシルセラミドから合成されるスフィンゴ糖脂質であるガングリオシドが疼痛に関与

していることを明らかにした。すなわち、マウスの足底部に、ある種のガングリオシドを

投与すると痛みや痛覚過敏を引き起こす。このことを踏まえ、もう一方のカテゴリーに属

する糖脂質であるスルファチドが疼痛においてどのような役割を果たすか検討を行った。

まず、ICRマウスの脊髄にスルファチドを投与し、von Frey testにより機械的刺激に対す

る疼痛閾値を測定した。その結果、コントロール群と比較して疼痛の閾値が低下する機械

的アロディニアが観察された。次にICRマウス足底皮下に起炎性物質である完全フロイン

トアジュバントを投与し、翌日脊髄を採取した後、ガラクトシルセラミドに硫酸基を導入

し、スルファチドを合成する酵素 (gal3st1) の遺伝子発現をリアルタイムPCR法により定

量した。その結果、炎症後1日の時点で脊髄のgal3st1遺伝子発現量が上昇していることが

明らかとなった。以上の結果から、炎症が生じると脊髄においてスルファチドの生合成が

促進され、その結果増加したスルファチドが炎症性疼痛におけるアロディニアの発症に関

与している可能性が示唆された。
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GABAトランスポーター阻害による内在性GABA増強が成熟マウス脊髄

後角シナプス伝達に与える影響

○尾山実砂、渡辺俊、岩井孝志、田辺光男

北里大学薬学部薬理教室

　慢性疼痛病態の形成・維持に関わる要因の一つに、脊髄後角における興奮−抑制のバラ

ンスの崩壊、すなわち、抑制性入力の減弱や興奮性入力の増大が考えられる。そのため、

抑制性神経伝達物質GABAの取り込みを担うGABAトランスポーター (GAT) を阻害し、細胞

外の内在性GABAレベルを増加させて抑制性伝達を強め、興奮−抑制のバランスを回復させ

ることは重要な鎮痛戦略である。脊髄内のGATにはGAT1とGAT3の2つのサブタイプの存在が

知られており、いずれのサブタイプ阻害薬も脊髄内投与により鎮痛効果を示すことが報告

されているが、そのシナプスレベルの機序は未解明である。本研究では、成熟マウスから

作製した脊髄スライスの後角膠様質細胞において、微小興奮性シナプス後電流 (mEPSCs)

およびGABA性抑制性シナプス後電流 (mIPSCs) に対するGAT1阻害薬の影響を調べた。同様

に、記録細胞の近傍を電気刺激して得られる誘発性興奮性シナプス後電流 (eEPSCs) と誘

発性GABA性抑制性シナプス後電流 (eIPSCs) に対するGAT1阻害薬の作用も検討した。GAT1

阻害薬NNC-711はmIPSCsの振幅と頻度を減少させ、eIPSCsの振幅も抑制し、抑制性伝達に

対して増強を示さなかった。一方、mEPSCsの頻度に対しても強い抑制作用を示し、この頻

度減少はGABAB受容体阻害薬CGP55845により拮抗された。坐骨神経部分結紮モデルマウス

において髄腔内投与したNNC-711が引き起こす抗アロディニア作用に対し、15分前に髄腔

内に前投与したCGP55845が拮抗作用を示したことからも、GAT1阻害による鎮痛作用には、

抑制性伝達の増強ではなく興奮性伝達に対するシナプス前性のGABAB受容体を介した抑制

作用が寄与すると考えられる。
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ササヘルスのアミロイドペプチド誘発性神経細胞傷害に対する保護作

用

坂上宏1、増田宜子1,2、友村美根子1,3,5、横瀬敏志2、友村明人3、〇岩間聡一4、

中川美香4、鈴木隼人4、田中健大4、阿部智之4、大石洋平4、田村暢章4、竹島浩4、

鈴木龍一郎6、白瀧義明6、辻まゆみ7、木内裕二7、堀江憲夫8、名取威徳9、

堀内美咲10、勝呂まどか10、大泉浩史10、大泉高明10

明海大学1歯科医学総合研究所(M-RIO)・2 歯学部保存治療学・3生化学・4高齢者歯科学・5総

合教育センター、6城西大学薬学部生薬学、7昭和大学医学部医科薬理学、8埼玉医科大学総合

医療センター歯科口腔外科、9帝京平成大学薬学部医薬有機化学ユニット、10大和生物研究所

【緒言】クマザサ葉アルカリ抽出液 (ササヘルス、SE) は、第三類医薬品に属する一般用

医薬品である。我々、SEのin vitroにおける抗炎症作用、抗菌作用、抗ウイルス作用、紫

外線保護作用、ビタミンCとの相乗作用、マウス破骨細胞成熟分化抑制作用、経口摂取に

よる口腔扁平苔癬様異形成症の改善例、抗がん剤誘発性口腔ケラチノサイト毒性に対する

保護作用について論文報告した。今回、SEによる神経細胞保護作用について検討した。

【方法】培養液中のアミノ酸の消費量はアミノ酸分析機で測定した。アミロイドペプチド

Aβ1-42、Aβ25-35のラット副腎褐色細胞腫PC12細胞、ヒト神経芽細胞腫SH-SY5Y細胞に対す

る50%障害濃度 (CC50)、Aβの傷害性を50%抑制する濃度 (EC50) より、細胞保護の有効係

数SIを求めた (SI=CC50/EC50)。【結果・考察】①PC12、SH-SY5Y細胞いずれも、幅広い細

胞密度範囲 (0.02～40 x104 cells/cm2) で、DMEM+10%FBSの培地中で付着、増殖が良好に

維持できた。逆に、F12 (1:1) 培地とnon-essential amino acidsを添加すると、アミノ

酸の消費量が約半分まで低下した (坂上ら、投稿中)。②Aβ1-42、Aβ25-35を予め6時間ほど

37oCで温めてオリゴマー化を促進すると若干細胞傷害活性が増加した。③Aβ1-42、Aβ25-35

の細胞傷害活性は、8時間以後、プラト―に達し、24時間で最大になった。④SEは、Aβ1

-42およびAβ25-35で誘発される神経細胞傷害を強く抑制した (SI=7.1～141.4)。⑤これに対

して、curcumin (0.2～50 μM) (SI<1)、resveratrol (0.4～400 μM) (SI<1) ,

epigallocatechin gallate (EGCG) (SI=1～6.1)、そして、SEの構成成分のp-coumaric

acid (SI<1) の細胞保護効果は弱かった。【考察】SEの他の構成成分が細胞保護作用を示

す可能性、そして、NGFで神経細胞に分化した細胞についても同様な現象が観察されるか

否かについて今後検討する予定である。
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L-DOPA受容体候補分子GPR143のマウス腹側被蓋野及びその投射野

における分布

○瀧澤光太郎1、古賀資和1、増川太輝1、中村史雄2、五嶋良郎1

1横浜市立大学医学部 分子薬理神経生物学 2東京女子医科大学医学部 生化学

我々は、神経伝達物質としてのL-3,4-dihydroxyphenylalanine (L-DOPA) の役割を提起し

てきた。最近、L-DOPAの受容体候補分子としてGタンパク質連関型受容体の1つであるG-

protein coupled receptor 143 (GPR143) を同定した。我々は、ニコチンの腹側被蓋野

(VTA) へのマイクロインジェクションが、側坐核 (NAc) におけるL-DOPA遊離を惹起し、

自発運動を促進することを報告した。本研究では、VTAおよびNAcにおけるニコチン性アセ

チルコリン受容体α7サブユニット (α7NR)、α4サブユニット (α4NR)、チロシンヒドロ

キシラーゼ (TH)、GPR143の発現の有無とそれらの分布を検討した。マウスをパラホルム

アルデヒドで灌流固定し、凍結切片を調製した。フローティング法による免疫組織化学染

色を行い、DABおよび蛍光色素によって可視化した。DAB法では、GPR143と他の分子との間

の局在関係を明らかにするために、形態学的ランドマークを有する隣接切片を使用した。

VTAでは、ドット状ないし線維状のGPR143免疫反応陽性シグナルが観察された。このシグ

ナルはGpr143遺伝子欠損マウスには認められなかった。VTAに分布するGPR143陽性シグナ

ルは黒質に向かってより密に分布しており、VTAと黒質では発現パターンが異なってい

た。VTAのTH陽性細胞は、α4NRおよびα7NR陽性でかつGPR143陰性であった。NAcにおいて

は、GPR143およびTHは類似の発現パターンを示し、その双方がその領域全体に広範囲に発

現していた。また同部位においてはα7NRおよびα4NR陽性シグナルもTHと類似の発現パ

ターンを示した。これら4種類の分子の線維様構造の発現パターンは、背側線条体 (STR)

においても観察された。以上より、GPR143が、VTA、STRおよびNAcの、ドーパミン作動性

神経系に関連する領域に発現することが明らかとなった。
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GPR143遺伝子欠損マウスにおけるメチルフェニデート、コカイン及びニ

コチンの行動に及ぼす効果

〇金井香央里、増川太輝、古賀資和、北村慧、角田貴大、五嶋良郎

横浜市立大学大学院医学研究科　分子薬理神経生物学教室

　ドパミンの前駆物質L-3,4-dihydroxyphenylalanine (L-DOPA) は、それ自体に活性はな

いと考えられてきた。それに対し、我々はL-DOPA神経伝達物質仮説を提唱してきた。依存

性薬物であるニコチン、メタンフェタミン及びコカインはいずれも側坐核よりドパミン遊

離を増大するのに対し、前2者は、ドーパ遊離に対しては促進、コカインは抑制作用を示

すことを明らかにした。長らくドーパ受容体は未同定であったが、最近になり、ラット下

位脳幹部孤束核におけるL-DOPAの降圧・徐脈応答を担う受容体分子が、眼白子症の原因遺

伝子産物であり、7回膜貫通Gタンパク共役型受容体であるGPR143 (G-protein coupled

receptor 143) であることを報告した。今回、我々は、GPR143遺伝子欠損マウス

(GPR143-/y) におけるコカイン、ニコチン、メチルフェニデートの3種類の依存性薬物投与

後の自発運動量、並びに依存性薬物による報酬効果を、野生型マウス (Wt) 及びGPR143-/y

において、比較・解析した。コカイン投与群は、WtとGPR143-/yともに、自発運動量の亢進

を示した。一方、ニコチン投与群は、Wtにおいて、自発運動量の減少を示し、この効果

は、GPR143-/yにおいて減弱した。また、メチルフェニデート投与群は、Wtにおいて、自発

運動量の上昇を示し、GPR143-/yにおいて、その効果は減弱した。さらに、条件付け場所嗜

好性試験を用いて薬物の報酬効果をWtとGPR143-/yにおいて比較・解析した。その結果、3

種類の薬物のいずれについても、WtとGPR143-/y両群において、報酬効果に有意な差は認め

られなかった。以上の結果は、ニコチン及びメチルフェニデートの自発運動に対する効果

に、L-DOPA―GPR143シグナル伝達系が関与することを示唆する。
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FynによるCRMP1のチロシンリン酸化はSemaphorin 3A情報伝達に関与

する

〇河嶌　岳1　中村　史雄1, 2　五嶋　良郎1

1横浜市立大学大学院医学研究科　分子薬理神経生物学
2東京女子医科大学医学部　生化学講座

Collapsin Response Mediator Proteins (CRMPs) は、反発性の軸索ガイダンス因子であ

るSemaphorin 3A (Sema3A) の細胞内情報伝達分子として同定された。CRMPsはCRMP1 ～

CRMP5の5種類で構成される。Src type tyrosine kinaseの1つであるFynは、Sema3A刺激に

よって活性化され、Cyclin-dependent kinase 5 (Cdk5) をリン酸化する。Cdk5はさらに

CRMP1とCRMP2の522番目のセリン残基をリン酸化する。またFynはCRMP2の32番目のチロシ

ン残基をリン酸化し、これらのリン酸化過程はいずれもSema3A情報伝達に関わる。2010年

にBuelらが、FynがCRMP1 の504番目のチロシン残基 (CRMP1 Y504) をリン酸化することを

報告したが、この生理学的意義は明らかとなっていない。そこでCRMP1 Y504のSema3A情報

伝達における役割を検討した。HEK293T細胞において、FynとCRMP1 ～ 5を共発現させる

と、CRMP1は他のCRMPファミリー分子と比較して、より強くチロシンリン酸化修飾を受け

た。さらにCRMP1の504番目のチロシン残基を、フェニルアラニンに置換した変異体

(CRMP1 Y504F) を作製し、Fynと共発現させると、CRMP1 Wild Type (WT) と比較して、チ

ロシンリン酸化修飾が抑制された。一方、CRMP1 Y504Fは、Srcと共発現させた場合におい

ては、CRMP1 WTとの間に、チロシンリン酸化修飾の程度に差は認められなかった。精製タ

ンパク質を用いた解析において、CRMP1とFynは相互作用する一方、Srcとの相互作用は検

出されなかった。次にCRMP1 Y504Fを、ニワトリ胎生8日目後根神経節細胞に導入し、

Sema3Aに対する応答を解析した。CRMP1 Y504Fの過剰発現は、神経突起先端部・成長円錐

のSema3A刺激による退縮応答を抑制した。以上の知見は、FynがCRMP1 Y504を特異的にリ

ン酸化し、そのリン酸化がSema3A情報伝達に関与することを示唆する。
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バイカレインの神経炎症抑制を介した脱髄抑制効果

○橋本　真歩1、山本　梓司1、石川　将己1、岩佐　健介1、 丸山　敬1、

Francesca Bosetti2、吉川　圭介1

1埼玉医科大学　医学部　薬理学 2National Institute of Health

　多発性硬化症 (MS) は神経軸索を取り巻くミエリンが破壊される「脱髄」を特徴とした

中枢神経系の炎症性脱髄疾患である。MSは運動麻痺、視力障害、感覚障害などの神経症状

が再発と寛解を繰り返しながら病態が進行する指定難病疾患に認定されている。近年日本

では急激な増加傾向がみられ、MS発症のメカニズム解明および治療法の研究は我が国の重

要課題となっている。

バイカレインは漢方薬の1つである黄芩と呼ばれるコガネバネの根に含まれる成分であ

り、アルツハイマー病や脳梗塞など種々の脳疾患に対して神経保護作用効果があることが

報告されている。本研究はバイカレインのMSに対する効果を検討した。

我々はMS病態のモデルとしてミエリン形成細胞であるオリゴデンドロサイトの特異的細胞

死を引き起こすクプリゾン誘導脱髄モデルマウスを使用した。脱髄発症後のバイカレイン

の腹腔内投与により脱髄の抑制、運動障害の改善が見られた。脱髄進行に関わるグリア細

胞であるミクログリア、アストロサイトの活性化もバイカレインにより抑制された。また

バイカレインは、炎症性サイトカインであるTNFα、IL-1βの産生を抑制し、さらにiNOS

の発現も抑制した。これらの結果よりバイカレインは神経炎症反応 (グリア細胞活性化、

炎症性サイトカイン等の放出) を抑制し脱髄を抑制し、運動障害を改善することが明らか

となった。バイカレインは神経保護効果と神経炎症抑制効果を持ち、新たなMS治療戦略と

して期待できる。
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末梢神経髄鞘化における低酸素応答系の関与

○氏家　悠佳、若月　修二、荒木　敏之

国立精神・神経医療研究センター　疾病研究第五部

【背景・目的】末梢神経髄鞘化にはシュワン細胞の分化制御が重要である。シュワン細胞

は、末梢神経の発生過程において前駆細胞から成熟細胞、ミエリン形成細胞へと段階的な

分化過程を経て髄鞘化に至る。分化のステージごとに特徴的な転写因子を介した遺伝子発

現調節を受けることが明らかにされつつあるが、依然としてシュワン細胞の分化制御機構

は不明な点が多い。近年、中枢神経の髄鞘形成における低酸素誘導因子 (HIF-1α) の重

要性が報告されている。本研究では、末梢神経の髄鞘形成における低酸素応答系の関与に

ついて検討した。

【結果】マウス坐骨神経においてHIF-1αのmRNAは発達期と成熟期で同程度発現している

のに対し、タンパクレベルは発達期で発現増加していた。また、発達期のマウス坐骨神経

でHIF-1αはシュワン細胞に局在していた。シュワン細胞を低酸素環境下で培養すること

でHIF-1αが核に安定して局在し、ミエリン関連遺伝子の発現が増加した。通常の酸素環

境下では、HIF-1αは分子内プロリンが水酸化されることで分解されてしまう。水酸化部

位をアミノ酸置換した変異体は安定的に発現し、その制御下にある遺伝子発現が促進する

ことから、シュワン細胞に変異体HIF-1αを過剰発現させたところ、ミエリン関連遺伝子

の発現増加が認められた。さらに、マウス胎仔のDRG explant cultureを用いたin vitro

myelinationによる評価系において水酸化酵素阻害薬によりHIF-1αを安定化することでミ

エリンタンパクが増加した。

【結論】発達期のシュワン細胞における低酸素応答系の基盤分子であるHIF-1αが末梢神

経髄鞘形成において新規の促進因子となる可能性が示唆される。
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