
アミノ酸トランスポーターLAT1は脊索及び眼の発生に必須である

○堅田智久、櫻井裕之

杏林大学医学部薬理学教室

　LAT1は中性アミノ酸を輸送基質とするNa+非依存性のトランスポーターである。この分

子はマウスの発生初期から胚に発現することが明らかになっており、胎児の発生に何らか

の役割を持っていることが示唆されているが、その機序は不明である。

　我々は、LAT1の発生期における機能を明らかにするためにLAT1ノックアウトマウスを作

出し、その表現型を解析したところ、10.5日胚において頭部神経系の形成不全と眼の欠損

が観察され、12.5日で胚性致死となった。そこで発生研究により適したモデル動物である

アフリカツメガエルを用いて解析を続けることにした。

　アフリカツメガエルLAT1はLAT1a及びLAT1bの2種類が存在し、LAT1aは原腸胚期から発現

が増加し始めるのに対し、LAT1bは未受精卵にすでに発現していることが分かった。ま

た、whole-mount in situ hybridizationの結果から、マウスと同様にLAT1は神経胚後期

から眼に局在が見られ、脊索にも強く発現していることが分かった。

　次にmorpholino antisense oligonucleotide (MO) を用いて、機能阻害実験を行った。

LAT1の翻訳を阻害すると、神経胚期において神経管の閉鎖不全が見られ、尾芽胚期におい

て眼の欠損が見られた。これはLAT1ノックアウトマウスの表現型と一致しており、LAT1が

アフリカツメガエルにおいても発生期に重要であることが示唆される。MO投与により、神

経胚期において脊索のマーカーであるchordinの発現が乱れ、初期神経マーカーである

sox2は神経管の閉鎖不全に合致する発現パターンを示していた。これらのことから、脊索

の神経板に対する誘導シグナルが阻害された結果、神経や眼の発生に異常が起きたことが

示唆される。より後期のステージでも、前脳マーカーであるotx2や網膜マーカーである

pax6の発現は減少していた。

これらの実験結果から、マウス及びアフリカツメガエルにおいてLAT1は脊索と眼の正常発

生に必須であると考えられる。
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LAT1阻害薬はアポトーシスによらずに癌細胞増殖を抑制する

◯江藤 晃一朗、山賀 貴、櫻井 裕之

杏林大学　医学部　薬理学教室

LAT1 (L-type amino acid transporter 1) は癌細胞特異的に発現が亢進しているアミノ

酸トランスポーターであり、JPH203はLAT1を特異的に阻害する薬物である。JPH203の投与

により、白血病細胞株のアポトーシスを誘導すると報告されているが (C Rosilio et

al, Leukemia 2014)、頭頸部癌細胞株を用いた我々の実験ではJPH203による著名なアポ

トーシスは観察されなかった (Ueno et al, J Pharmacol Sci 2016)。今回、口腔癌細胞

株Ca9-22を使用してJPH203の抗腫瘍効果について詳細に検討することにした。Ca9-22に

JPH203を添加後72時間後にMTTアッセイで計測したところ100μMでコントロールの36%と

なった。電気的抵抗値の変化を計測することでリアルタイムに細胞の増殖の程度が検出で

きるxCELLigenceシステム (Acea社) を用いて、JPH203と殺細胞性を持つシスプラチンに

よるCa9-22の増殖に対する効果を経時的に比較したところ、シスプラチンでは1～100μM

で細胞数の減少が見られたが、JPH203では最高濃度の100μMで増殖の抑制が見られたのみ

だった。この結果からJPH203はこの細胞のアポトーシスを誘導しているとは考えにくい。

それを確かめる為、フローサイトメトリーを行い、JPH203[100μM]の添加後48時間経過時

点で、G1期の細胞は53.5%であり、コントロールの40.5%に対して増加していた。

以上の結果からJPH203は少なくともCa9-22細胞においては殺細胞的に働かず、G1アレスト

を起こすことにより増殖を抑制していると考えられる。
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トリプルネガティブ乳がんNon-Basal TypeにおいてmiR-195発現増加が

Wnt/β-cateninシグナル経路を不活化する

〇岡﨑 敬之介1),3),4),佐々木 晶子1),古屋貫治1),2),辻まゆみ1),宇髙結子1),

小山田英人1),木内祐二1)

1)昭和大学医学部薬理学講座医科薬理学部門,
2)昭和大学藤が丘病院整形外科,3)昭和大学薬学部病院薬剤学講座,
4)昭和大学病院薬局医薬品情報管理室

トリプルネガティブ乳癌 (TNBC) はホルモン感受性がなく、標的治療法が確立されていな

い予後不良な疾患である。TNBCは basal like (BL) type (基底細胞型) とnon-basal

like (NBL) type (非基底細胞型) に亜分類され、各タイプの標的ターゲットの確定が望

まれている。Wnt/β-cateninシグナル伝達経路はWnt受容体の活性化によりβ-cateninタ

ンパク質が蓄積されて発がんに関与することが報告されている。我々は先行研究にて、

TNBC NBL typeは抗がん剤のeribulin曝露によりmiR-195発現が増加し、ターゲットとする

Wnt3a発現が低下することを報告した (Hum Cell. 2016; 29 (2) : 76-82)。 本研究では

miR-195発現増加がWnt/β-cateninシグナル経路を不活化させ細胞増殖を抑制することを

明らかにすることを目的とした。

方法:ヒト乳がん細胞株のBL type (HCC1143 cells)、 NBL type (MDA-MB-231 cells) を

用いてmiR-195 mimicで細胞導入後、miRNA PCR arrayを用いて発現解析した。MTT assay

および細胞増殖能を測定し、Wnt3a、 β-cateninをELISA法で測定した。

結果:miR-195 mimicを細胞導入しmiR-195を高発現させてから24時間後の細胞増殖を測定

したところ、HCC1143、 MDA-MB-231の細胞数は無処置のコントロールに比べて有意に減少

した。HCC1143ではmiR-195の高発現によりWnt3a発現量は増加が観察されたが、β-

cateninは低下し生存する細胞数は減少した。一方、MDA-MB-231ではmiR-195高発現により

Wnt3aとβ-cateninは低下し、生存する細胞数も減少した。この結果よりHCC1143では

Wnt/β-cateninシグナル経路以外で細胞増殖を抑制すること、MDA-MB-231ではmiR-195高

発現がWnt/β-cateninシグナル経路を不活性化し、細胞増殖を抑制する可能性が示唆され

た。

結論: TNBC NBL typeのMDA-MB-231細胞では、miR-195高発現によりWnt/β-catenin シグ

ナル経路を不活性化し、細胞増殖を抑制することが明らかとなった。
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培養ヒト滑膜肉腫細胞に対するメカニカルストレス負荷関節炎モデルの

確立

〇小林 義人、宇高 結子、白子 春菜、辻 まゆみ、木内 祐二

昭和大学医学部薬理学講座(医科薬理学部門)

【目的】変形性関節症 (osteoarthritis : OA) は、膝、股、肩、脊椎など全身の様々な

関節に生じ、軟骨破壊または増殖変化、滑膜の炎症といった種々の病態が重なり合う加齢

変化を基盤とした変性疾患で、有病者も年々増加している。これまで、OA関連培養細胞

に、起炎物質としてInterleukin (IL) -1βを用いたin vitroの炎症惹起実験報告はある

が、原因の根底となるメカニカルストレスによる報告は無い。本研究では、培養ヒト滑膜

肉腫細胞を用い、メカニカルストレス負荷後、誘発される炎症性サイトカインや軟骨破壊

マーカーを測定し、細胞レベルでOAモデルを確立することを目的とした。

【方法】細胞は、ヒト培養滑膜肉腫細胞 (SW982細胞) を用いた。関節内摩擦を想定した

メカニカルストレスは、力学的負荷として振盪ストレス (shake : 振幅2mm、振盪速度範

囲1,000rpm) を、軟骨破壊による微細骨片としてハイドロキシアパタイト (HA) 5μg/ml

を添加し、48時間 (h) 負荷した。 その後、転写因子のNFκBリン酸化能、炎症性サイト

カインTNF-α、IL-6生成量、軟骨破壊マーカーMMP-3 生成量をELISA法にて測定した。

【結果】2種類のメカニカルストレスを同時負荷すると、NF-κBリン酸化能、IL-6、TNF-

α、 MMP-3生成量の全てにおいて、無処置コントロールに比べ有意な増加が認められた。

shake単独負荷ではIL-6以外のすべての因子が、一方、HA単独負荷ではTNF-αのみが有意

な増加を認めた。

【考察】今回、メカニカルストレス負荷が細胞膜への刺激となり、NFκBが活性化され、

TNF-αやIL-6生成が刺激され炎症が増幅されたと同時に、MMP-3を誘導し軟骨破壊 (関節

破壊) へと導かれるメカニズムが示唆された。今回のメカニカルストレス負荷により増加

したTNF-α、IL-6といった炎症性サイトカインは、実際にOA患者の関節液中からも検出さ

れていることから、OAモデルとしての有用性が示唆された。
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リボソームプロファイル法を用いた乳癌幹細胞の増殖制御因子の探索

〇平田尚也1, 2、山田茂1, 2、中林一彦3、秦健一郎3、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、
3国立成育医療研究センター・周産期病態研究部

　近年、MycやRas等の発癌シグナルの下流で癌の増殖や進行に関わる分子の翻訳が選択的

に亢進していることが報告され (Nat Rev Cancer 16: p288-304, 2016)、癌における翻訳

制御の重要性が示唆される。多くの癌は癌幹細胞と呼ばれる少数の細胞をもとに形成され

ることが明らかになり、癌の根治には癌幹細胞の増殖メカニズムを解明する必要がある

が、その標的となる分子などはほとんど分かっていない。そこで我々は、乳癌幹細胞にお

いて選択的に翻訳される分子の探索を行った。

　乳癌幹細胞は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

性を指標としたアッセイ系を用いて単離した。まず、乳癌細胞株MCF-7から単離したALDH

陽性細胞と陰性細胞でタンパク質の合成量を比較するために、アラニンアナログの取り込

み量を測定した。その結果、ALDH陽性細胞ではALDH陰性細胞に比べてアラニンアナログの

取り込み量の亢進が認められた。

　次に、ALDH陽性細胞で翻訳が亢進している分子を探索するために、リボソームに結合し

ているmRNAを単離して次世代シークエンスにより網羅的に解析するリボソームプロファイ

ルを行った。各mRNAの翻訳効率は、リボソームに結合しているmRNAの量を全mRNAの量によ

り補正して算出し、ALDH陽性細胞とALDH陰性細胞で比較した。FPKM (fragments per

kilobase of exon per million reads mapped ) 値が1以上の分子10432個を解析したとこ

ろ、ALDH陽性細胞で翻訳効率が2倍以上増加した分子が1218個あり、癌遺伝子であるH-

Ras、細胞周期の進行に関与するCyclin-dependent kinaseなどが含まれていた。一方、

ALDH陽性細胞で翻訳効率が半分以下に減少した分子は680個であった。

　以上の結果から、乳癌幹細胞において翻訳効率が増加している分子が明らかとなった。

これらの分子が癌幹細胞の機能制御に関与している可能性が考えられ、現在、検討を行っ

ている。
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オーロン誘導体の定量的構造‐細胞傷害性相関解析

〇植沢芳広1、坂上宏2、池添成彦3、高尾浩一3、加賀谷肇1、杉田義昭3

1明治薬科大学臨床薬剤学、2明海大学歯科医学総合研究所(M-RIO)、
3城西大学薬学部生物有機化学

【緒言】Auroneはフラボン誘導体の一種であり、抗腫瘍活性、抗菌活性、抗炎症活性等の

多様な生理活性を有することが報告されている。合成展開が容易であること、毒性が低い

ことからaurone誘導体は抗腫瘍薬のシード化合物として有望であると考えられる。そこ

で、17種類のaurone誘導体の細胞傷害性を調査すると共に、腫瘍細胞に対する選択性に関

連する本化合物群の物理化学的特徴を定量的構造活性相関 (QSAR) 解析法を用いて検討し

た。

【方法】細胞の生存率は、MTT法で測定した。濃度依存曲線より50%細胞傷害濃度 (CC50)

を求めた。腫瘍選択性 (TS) は、4種のヒト口腔扁平上皮癌細胞 (Ca9-22, HSC-2, HSC-2,

HSC4) に対するCC50の平均 (A) をヒト口腔正常細胞 (歯肉線維芽細胞HGF、歯根膜線維芽

細胞HPLF、歯髄細胞HPC) に対するCC50の平均 (B) で割り求めた (TS=A/B)。また、腫瘍

選択性と細胞傷害性の両方を反映したPSE値を計算した (PSE =　TS/A × 100)。物理化学

的、構造的、量子化学的記述子は、force-field minimizationで至適化された最安定化構

造より計算した。

【結果・考察】全てのaurone誘導体は腫瘍選択性を示した。中でも、 (2Z) -2-[ (4-

hydroxyphenyl) methylene]-3 (2H) -benzofuranone [7]は、doxorubicinや5-FUとほぼ同

等のTS値を示した。[7]は、doxorubicinより弱いが5-FUよりも高いPSE値を与えた。同様

な結果は、ともに歯肉由来のCa9-22とHGFを用いても観察された。多数の化学的記述子が

細胞傷害活性および腫瘍選択性と良い相関を示した。正常細胞および腫瘍細胞に対する毒

性は、脂溶性および静電的相互作用を反映する特徴と相関していた。一方、腫瘍選択性は

分子形状、分子サイズ、および極性等の静電的相互作用によって規定されることが明らか

となった。
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ピペリン酸エステル誘導体の構造活性相関:腫瘍選択性とアポトーシス

誘導

〇坂上宏1、植沢芳広5、増田宜子1,2、友村美根子1,3,4、金本大成6、寺久保繁美7、

宮城昂幹8、村井淳一8、高尾浩一8、横瀬敏志2、加賀谷肇5、中島秀喜7、杉田義昭8

明海大学1歯科医学総合研究所(M-RIO)・2 歯学部存治療学・3歯学部生化学・4総合教育セン

ター、5明治薬科大学臨床薬剤学、 6昭和薬科大学薬学部微生物学、
7聖マリアンナ医科大学微生物学、8城西大学薬学部生物有機化学

【緒言】ピペリンは黒コショウに含有される刺激性アルカロイドであり、併用薬の生物学

的利用率や抗菌活性、抗炎症作用等を向上させることが報告されている。また、肺がんや

腎がん細胞において細胞死を誘導する。我々は最近、12種類の合成ピペリン酸アミドの抗

腫瘍活性を検討し、N-piperoyldopamineに強い腫瘍選択性を見出した。今回の報告では、

11種類の合成ピペリン酸エステルの細胞毒性および抗HIV活性を調査し、定量的構造活性

相関解析 (QSAR) に供した。【方法】細胞の生存率は、MTT法で測定した。濃度依存曲線

より50%細胞傷害濃度 (CC50) を求めた。腫瘍選択性 (TS) は、4種のヒト口腔扁平上皮癌

細胞 (Ca9-22, HSC-2, HSC-3, HSC4) に対するCC50の平均 (A) をヒト口腔正常細胞 (歯

肉線維芽細胞HGF、歯根膜線維芽細胞HPLF、歯髄細胞HPC) に対するCC50の平均 (B) で割

り求めた (TS=A/B)。また、腫瘍選択性と細胞傷害性の両方を反映したPSE値を計算した

(PSE =　TS/A × 100)。アポトーシスの誘導は、ウェスタンブロット法を用いて、

caspase-3の切断活性により測定した。物理化学的、構造的、量子化学的記述子は、

force-field minimizationで至適化された最安定化構造より計算した。【結果・考察】全

てのピペリン酸エステル誘導体は腫瘍選択性を示したが、中でも、 (2E,4E) -5- (3,4-

methylenedioxyphenyl) -2,4-pentadienoic acid 2- (3,4-dihydroxyphenyl) ethyl

ester [4]は、最大の腫瘍選択性を示し、TS値、PSE値は、doxorubicinには及ばなかった

が、5-FUを上回った。同様な結果は、ともに歯肉由来のCa9-22とHGFを用いても観察され

た.[4]は、HSC-2細胞にアポトーシスを誘導した。11種類の誘導体は抗HIV活性を示さな

かった。QSAR解析の結果、3049種の化学的記述子のなかで、17個が細胞傷害活性と腫瘍選

択性とよく相関していた。これらの化合物の腫瘍選択性は分子サイズ、イオン化ポテン

シャル、分子形状、電気陰性度と関連する特徴量と相関することが判明した。
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動物血栓モデルにおけるレーザ血栓溶解システムの有効性および安全

性

○松本祐直1, 外村和也1, 山下大輔2, 清水良幸2, 高田洋平2,小杉壮2,玉置善紀2,

川嶋利幸2,山下豊2,岡田裕之2, 中山禎司3, 梅村和夫1

1浜松医大・医・薬理、2浜松ホトニクス、3浜松医療センター・脳外

脳梗塞急性期の治療薬としては、血栓溶解薬であるt-PA (tissue plasminogen

activator) が、世界で広く使用されている。しかし、投与可能範囲が発症から4.5時間以

内と短く、さらに脳出血のリスクもあり、全ての患者に使用可能ではないのが実状であ

る。一方、t-PA投与によっても血流の再開が得られない場合や、t-PA治療の適応外の患者

には、血管内手術により血栓を回収する機械的血栓除去術が行われているが、操作性の問

題や血管損傷のリスクは高いといわれている。そこで我々は、レーザ (光エネルギー) を

使用し、血栓のみを溶解し、血管に傷害を来さない血栓除去システムを考案し、本システ

ムの血栓溶解メカニズム、有効性および安全性について検討した。本技術は光源として半

導体励起の固体Neodymium: Yttrium Aluminum Garnet (Nd:YAG) レーザの2倍高調波 (波

長532 nm) を使用し、血栓と血管との光の吸収差を利用 (Lasers Surg Med. 1996;19:397

-406) し、直接血栓にレーザを照射することにより血栓のみを選択的に溶解する。まず初

めに、レーザ照射による血栓溶解機構の解析を行うため、高速度撮像カメラによる動態解

析を行った。in vitro実験にて血栓を擬したゼラチンファントムに対してレーザ照射を

行ったところ、光ファイバ照射端で気泡の発生を認めた。次いで、動物血栓モデルにおけ

る有効性と安全性を検討した。ラット下大静脈またはウサギ頸動脈に塩化鉄を用いて血栓

を作製し、大腿静脈または大腿動脈から挿入した光ファイバを介してレーザ照射を複数回

実施した。ラット血栓モデルにおいて、レーザ照射により有意な血栓溶解が認められた。

ウサギ血栓モデルにおいては、非照射群に比して血流再開までの時間が有意に短縮した。

ウサギ血栓モデルの血流再開から24時間後、神経症状、脳梗塞、脳出血は認められなかっ

た。最後にレーザ照射による血管壁への影響をエバンスブルー染色法にて検討したとこ

ろ、非照射群、照射群いずれにおいてもレーザ照射による血管壁への影響はないことが確

認された。以上のことから、レーザ照射により発生した気泡が脳や血管へ影響することな

く血栓を溶解することが明らかとなった。
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心電図に潜在する呼吸リズム

○佐藤元重、松本信圭、池谷裕二

東京大学大学院薬学系研究科 薬品作用学教室

循環器系と呼吸器系の正常な機能は生存に必須である。そのうち、循環器機能のモニター

には心電図が頻用される。臨床現場では、不整脈の診断や手術中の心機能のモニタリング

に応用されている。心電図から自律神経系の機能解析も可能であることが示されている。

一方、呼吸器機能のモニターには電気生理学的な記録は用いないのが通常である。しか

し、本研究では、麻酔下のマウスの胸筋から心電図を記録し、その周波数特性による分離

解析から、呼吸器系の信号も心電図に含まれているため、同時記録が可能であることを示

す。

胸筋より記録された心電図は、ベースラインの電位が約3 Hzで振動している。この振動

は、心臓の拍動 (麻酔下マウスで約10 Hz) とは一致しないため、呼吸リズムと一致する

と仮説を立てた。本仮説を検証するため、本研究では、 (1) 呼吸リズムを測定する系を

立ち上げ、 (2) 心電図と呼吸リズムの同時記録を行った。さらに、 (3) 薬物処置により

呼吸の興奮および抑制を試み、心電図上の呼吸リズムの変化に反映されるかを検証した。

ウレタン麻酔下のマウスに対し、胸部を切開し胸筋に電極を埋めこみ、心電図を得た。同

時に腹斜筋に縫合糸を括り付け、トランスデューサーを介することで呼吸による腹側部の

力学的な振動を電位変化に変換した。さらに、呼吸リズムをモニターするために嗅球にも

電極を挿入し局所場電位を記録した。これら3つのデータをフーリエ変換し、周波数毎の

強度を検定した。加えて、アセタゾラミドおよびジアゼパムを用いて、呼吸の興奮ならび

に抑制を試み、心電図や嗅球の局所場電位が呼吸成分と同期して変動するかを検討した。

解析の結果、心電図の低周波数成分、腹側部の力学的振動、嗅球の局所場電位の3つは周

波数が一致し、呼吸の興奮・抑制に伴い同期的増減を示した。以上により心電図には呼吸

リズムが潜在し、フーリエ変換で検出できることが明らかとなった。本研究により、心電

図を記録することで、循環器系や自律神経系のみならず、呼吸器系のモニターが可能であ

ることが示された。種々の生理学的実験や臨床現場への心電図の応用が期待される。
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MVP法を用いたヒトiPS細胞由来分化心筋細胞の 心臓部位特異的な薬

効評価技術の開発

○鈴木結衣1、佐野優介1、高橋健太郎2、児玉昌美2、諫田泰成2,3、山口賢彦1、

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.国立医薬品食品衛生研究所薬理部

我々は、心筋の力学的機能すなわち収縮能に対する薬効の評価において臨床予測性を向上

させるため、ヒトiPS細胞由来分化心筋細胞 (hiPS心筋) を用いたアッセイ系の構築を目

指している。これまでに、拍動心筋の超高速ビデオ画像から動きベクトルを算出し、収縮

機能を評価するMVP法を用いて、hiPS心筋の収縮機能を詳細に解析することに成功した

(Hayakawa et.al., JMCC 2014)。一方、hiPS心筋には、心房様や心室様の性質を有する細

胞が混在しているが、それぞれを選別する分化誘導技術は、未だ確立されていない。心房

と心室で反応が異なる薬剤の薬効評価の際には、問題となる可能性がある。そこで、本研

究では、MVP法を用いて心房様・心室様hiPS心筋を識別した薬効評価系を構築することを

目的とし、成体マウスの心房・心室筋細胞を参考に、心房もしくは心室の分子マーカーに

よる識別を試みた。

マウス急性単離心筋細胞 (心房・心室) およびヒトiPS心筋 (iCell-CM,Cor4U) を、35mm

のディッシュに播種し、SI8000システム (Sony Corporation) を用いて動画解析を行っ

た。マウス心筋細胞は、電気刺激 (1Hz) を印加して収縮を惹起した。ヒトiPS心筋は、動

画解析後MLC2a (心房型)、MLC2v (心室型) 抗体を用いた細胞免疫染色にて心筋型を識別

した。

マウス心筋細胞では、既報通り、心室に比べ心房の方が、有意に収縮・弛緩の速度が速

かった。ヒトiPS心筋においても同様に、心室型と比べ心房型で、有意に収縮・弛緩の速

度が速く、薬剤反応の違いが検出できた。

以上より、我々は、MVP法を用いてhiPS心筋の心筋型の識別を可能とした。本法の応用に

より、hiPS心筋を用いた薬効評価の精度が向上することが期待される。

なお、本研究は、科研費補助金 (15H04684) および東京医科歯科大学とソニーイメージン

グプロダクツ&ソリューションズ (株) の包括連携プログラムによる助成を受けた。
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異なる動物種の洞房結節自動房における細胞内Ca2+の関与

○實方健人、濵口正悟、行方衣由紀、田中光

東邦大・薬・薬物学教室

【背景・目的】一般的に、体の小さな動物の心臓ほど早く拍動することが知られている。

このように拍動頻度に差があるということは、心臓の興奮や収縮の仕組みにも大きな違い

があるはずである。心臓拍動の源は、洞房結節の活動電位発生のきっかけとなる緩徐脱分

極相の形成であり、その勾配が心拍数に影響を与えている。近年、この勾配を維持する仕

組みとして、細胞内Ca²⁺を介した自動能の調節機構が注目されている。そこで、本研究で

は心拍数の異なる動物間における細胞内Ca2+の緩徐脱分極相への関与の違いを検討した。

【方法】Hartley系♂モルモット、ddY系♂マウス (4週齢) から摘出した右心房にガラス

微小電極法を適用し、活動電位を取得した。【結果】BAPTA-AM、Ryanodine、Ca2+依存性

Cl-チャネル阻害薬であるNiflumic acidの処置により、マウス、モルモットともに緩徐脱

分極相の勾配 (slope) が低下した。Na+/Ca2+交換機構 (NCX) 阻害薬であるSEA0400の処置

では、マウスでのみslopeが低下した。【考察】マウス、モルモットともに細胞内Ca2+は

slopeの形成に関与しており、筋小胞体上のryanodine受容体が、その供給源として働いて

いる。また、Ca2+依存性Cl-チャネルも、2動物種ともにslopeの形成に関与していると考え

られる。しかし、細胞内Ca2+を電位へと変換するNCXの働きには2種間で違いが確認でき

た。マウスでは、NCXのforward modeを介した内向き電流がslopeの形成に関与しているの

に対し、モルモットではNCXがslopeの形成には関与していない可能性が示唆された。以上

のことから、体の小さな動物は、大きい動物と比較して、より多くの仕組みを駆使するこ

とで、高い心拍数を維持していると考えられる。
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Streptozotocin誘発性糖尿病マウス心筋αアドレナリン受容体刺激の陰

性変力反応に対する活動電位持続時間延長の影響

○金江春奈　若杉結美　濵口正悟　行方衣由紀　田中光

東邦大学薬物学教室

マウス心室筋はαアドレナリン受容体刺激により陰性変力反応を示す。これはNa+/Ca2+交

換機構 (NCX) による細胞外へのCa2+汲み出しの増大を介した反応である。NCXは、1つの

Ca2+と3つのNa+を交換し、その働きは膜電位依存的であることが明らかとなっている。と

ころで、糖尿病では心筋障害が知られており、活動電位波形にも変化が生じていることが

報告されている。私は、そのことがNCXの働きに影響を与え、結果的にαアドレナリン受

容体刺激の陰性変力反応に影響を与えている可能性があると考え検討を行った。今回の検

討で糖尿病マウスの活動電位は正常マウスと比較して持続時間が延長していることが明ら

かとなった。また、糖尿病マウスは正常マウスと比較して心収縮力におけるαアドレナリ

ン受容体刺激による陰性変力反応が減弱していた。さらにSEA0400 (NCX阻害薬) 処置で両

マウスともにαアドレナリン受容体刺激の反応は抑制されるが、SEA0400処置の反応性は

糖尿病マウスで減弱していた。正常マウスに4-aminopyridine (K+チャネル遮断薬) を処

置し活動電位持続時間を延長させると、αアドレナリン受容体刺激の陰性変力反応が減弱

した。また、糖尿病マウスにcromakalim (K+チャネル開口薬) を処置し、活動電位持時間

を短縮させるとαアドレナリン受容体刺激の陰性変力反応が増強した。つまり、正常マウ

スを糖尿病マウスの活動電位に近づけると糖尿病マウスのようなαアドレナリン受容体刺

激の反応が観察でき、逆に、糖尿病マウスを正常マウスの活動電位に近づけると正常マウ

スのようなαアドレナリン受容体刺激の反応が観察できた。これらの結果から、糖尿病マ

ウス心筋でαアドレナリン受容体刺激の陰性変力反応が減弱していた要因の1つとして活

動電位持続時間の延長が寄与していることが示唆された。
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雌性肥満OLETFラット上腸間膜動脈における内皮由来過分極誘発弛緩

反応

○大橋 沙央里、松本 貴之、安藤 眞、小林 翔太、井口 舞香、大島 早貴、

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

小林 恒雄

星薬科大学 機能形態学

【目的】 内皮由来過分極 (EDH) は血管内皮より発生した過分極シグナルが血管平滑筋へ

伝わり弛緩反応を引き起こす現象で、血管径が小さくなるにつれ、内皮由来弛緩としてそ

の寄与が大きくなることが知られている。EDHシグナルは様々な疾患において変化するこ

とが報告されているが、雄性モデルによるものがほとんどであり、雌性モデルによるもの

は少ない。我々はこれまで、慢性2 型糖尿病モデルであるOtsuka Long-Evans Tokushima

Fatty (OLETF) ラット上腸間膜動脈におけるEDHによる弛緩反応の減弱を見いだしてきた

が雌性OLETFラットに関しては報告が無かったので今回、雌性 OLETF ラットおよび対照

Long-Evans Tokushima Otsuka (LETO) ラットより上腸間膜動脈を摘出し EDH シグナルを

介する弛緩反応に着目して検討を行った。【方法】 50〜59 週齢の雌性 OLETF ラット、

対照 LETO ラットの上腸間膜動脈における、NO 合成酵素 (NOS) 阻害薬 (L-NNA) および

cyclooxygenase (COX) 阻害薬 (indomethacin) 存在下における ① acetylcholine

(ACh)、② NS309 (small- and intermediate-conductance Ca2+ activated K+ channel

activator)、③ GSK1016790A [transient receptor potential vanilloid type 4

(TRPV4) agonist] 誘発弛緩反応、④ ACh誘発EDH様弛緩反応におけるHC-067047 (TRPV4

antagonist) の影響について薬理学的に検討を行った。【結果および考察】 OLETF 群に

おいてLETO 群と比較して、NOS/COX 阻害条件下における ① ACh、② NS309、および ③

GSK1016790A 誘発弛緩反応の減弱が認められた。ACh誘発EDH様弛緩反応とTRPV4との関連

を検討するためHC-067047 (TRPV4 antagonist) を処置して検討したところ ④、HC

-067047による影響は両群で認められなかった。これらの結果から、雌性OLETFラットにお

いて、上腸間膜動脈における EDH シグナルを介する弛緩反応の減弱が明らかとなった。

また、AChによるEDH様弛緩反応は、TRPV4活性化以外の経路で生じることが示唆された。
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Spontaneously hypertensive rat 摘出大腿動脈における

noradrenaline 収縮増強メカニズム

○井口舞香、松本貴之、安藤眞、小林翔太、田口久美子、小林恒雄

星薬科大学 機能形態学

【目的】大腿動脈は、下肢へ向かう重要な血管であるが、その機能は他の血管と比べ情報

が少なく特に疾患時におけるエビデンスが少ない。高血圧は末梢動脈疾患といった下肢の

循環障害を引き起こすことが知られているが、持続的高血圧時における大腿動脈における

血管機能は不明である。そこで、spontaneously hypertensive rat (SHR) 大腿動脈を用

い、noradrenaline (NA) 収縮の反応性変化および内皮細胞、一酸化窒素 (NO)、

prostaglandins (PGs) との関連について検討した。【方法】15–18週齢のSHRおよび対照

のWistar Kyoto rat (WKY) の大腿動脈を摘出し、NA収縮反応を、内皮細胞保持・除去、

さらには阻害薬を駆使して、様々な条件にて測定した。また、大腿動脈における

cyclooxygenase (COX) 発現、NA刺激によるPGs産生を測定した。【結果】WKY群と比較

し、SHR群においてNA収縮の増大が認められた。内皮除去により両群共にNA収縮が増大

し、その差が消失した。同様な結果がphenylephrineによる収縮においても認められた。

さらにNA収縮において、NO合成酵素阻害にて両群で増強が認められたが差が消失しなかっ

た。NOのみならずSKCa/IKCaチャネル阻害を行うことで、WKY群のみNA収縮がさらに増強し

この条件で両群の差が消失した。一方、COX阻害薬 (indomethacin) 処置でSHR群でNA収縮

の減弱が認められ、この条件で両群の差が消失した。WKY群と比較してSHR群においてCOX

-2発現の増加が認められた。さらに、NA刺激時における6-keto PGF1α (PGI2代謝物)、

PGE2、PGF2α 産生量が増加したが、TxB2 (TxA2代謝物) 産生量は変化しなかった。5-HT前

収縮下におけるACh誘発内皮依存性弛緩反応、および、内皮由来過分極 (EDH) 誘発弛緩反

応の減弱が認められた。【考察】大腿動脈におけるNA収縮に対し内皮細胞は抑制的に働き

その作用はSHRで減弱することによってSHRでNA収縮が増大することが明らかとなった。特

にこのSHR収縮増大には、EDHの減弱とCOX由来PGs が関与することが示唆された。
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