
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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興奮性/抑制性バランスの維持おけるパルミトイル化によるAMPA型グ

ルタミン酸受容体制御の役割

○伊藤政之1、山下真梨子1、山田大輔2、奥野浩行3、阿部学4、山崎真弥4、

夏目里恵4、金子雅規1、貝塚利恵1、崎村建司4、関口正幸2、和田圭司2、星野幹雄1、

三品昌美5,6、林崇1,6

1国立精神・神経医療研究セ・神経研・病態生化学、2国立精神・神経医療研究セ・神経研・

疾病4部、3京大・医、4新潟大・脳研・細胞神経生物、5立命館大・総研・脳科学、6東大院・

医・分子神経生物

AMPA型グルタミン酸受容体 (AMPAR) は中枢神経系における速い興奮性神経伝達の主体と

なる受容体であり、そのシナプス発現制御は記憶・学習など高次脳神経機能の分子基盤で

ある。我々は、神経細胞の初代培養系を用い、翻訳後脂質修飾のパルミトイル化がAMPAR

のシナプス発現を制御する事を既に報告し、更に個体レベルでの生理機能の解明のため

AMPARのGluA1サブユニットのパルミトイル化部位を非修飾型に置換した遺伝子改変マウス

(GluA1CS) を作製し、現在解析中である。海馬および大脳皮質における各種グルタミン酸

受容体サブユニット及び足場タンパク質PSD95のタンパク質の発現量は、海馬では有意な

差は見られなかったが、大脳皮質においてGluA1CSマウスではGluA1の発現上昇がみられ

た。また海馬においてはシナプス移行に伴い上昇するGluA1のリン酸化がGluA1CSマウスで

は有意に増加していた。GABAA受容体アンタゴニストであるpentylenetetrazol (PTZ) 投

与によりてんかん様痙攣発作を誘発させると、GluA1CSマウスでは、PTZ依存的な痙攣発作

の誘発頻度が有意に高く、また低濃度PTZを反復投与することで全般性発作を成立させる

キンドリング反応も成立しやすかった。同時に、神経活動依存的に発現が上昇する最初期

遺伝子産物のc-FosとArcについて、GluA1CSマウスにおいて健常状態および痙攣誘発時の

大脳皮質および海馬で発現量が野生型を上回った。以上の結果から、AMPARのパルミトイ

ル化は、AMPARタンパク質の安定性やシナプス発現制御を通じて興奮性/抑制性シナプス活

動のバランス維持に重要な役割を果たすと考えられた。現在、シナプス可塑性における

GluA1のシナプス移行制御の重要性が最も確立している海馬CA3-CA1シナプスに着目し、電

気生理学的解析を進めている。
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Positive allosteric modulator によるμ オピオイド受容体の細胞内シグ

ナル制御機構の解析

中浜　萌1)、水上想莉1)、関口美緒1)、風祭英人1)、有馬崇充1)、河田美穂1)、

成田道子1)、葛巻直子1)、上園保仁2)、成田　年1), 3)

(1)星薬科大学　薬理学教室 (2)国立がん研究センター研究所　がん患者病態生理分野 (3)

星薬科大学　先端生命科学研究センター(L-StaR)

　近年、同定された μ オピオイド受容体の positive allosteric modulator ( μ-

PAM ) は、単独ではその活性を示さず、併用したμ オピオイド受容体作動薬の細胞内シ

グナル活性の増強や指向性の変化を引き起こすことが知られているが、その詳細なメカニ

ズムは明らかにされていない。そこで、本研究では、μ-PAM の一つである BMS-986122

を用いて、μ オピオイド受容体作動薬や内因性オピオイドとの併用処置による細胞内シ

グナル制御機構の検討を行った。μ オピオイド受容体の下流シグナルとして、Gタンパク

質依存的シグナルである cAMP シグナルとGタンパク質非依存的シグナルである β-アレ

スチンリクルートメントシグナルが知られている。そこでまず初めに、BMS-986122とモル

ヒネを併用処置した際のこれらの細胞内シグナルの変化について検討を行った。その結

果、モルヒネ単独処置と比較して cAMP シグナルに変化は認められなかったが、 β-アレ

スチンリクルートメントは、併用処置により有意に増強した。続いて、BMS-986122 と内

因性オピオイドである β-endorphin を併用した際の cAMP および β-アレスチンシグナ

ルの変化について検討を行った。その結果、β-endorphin 単独処置と比較して、併用処

置により、 β-アレスチンリクルートメントの亢進が認められたのに対し、cAMP シグナ

ルには有意な変化は認められなかった。次に、BMS-986122 と Met-enkephalin を併用し

た際の β-アレスチンシグナルの検討を行った結果、 β-アレスチンリクルートメントの

最大反応の増強が認められた。以上、本研究の結果より、BMS-986122 は、μ オピオイド

受容体作動薬や内因性オピオイドとの併用処置により、 β-アレスチンシグナルを著しく

増強させることが明らかとなった。今後は鎮痛効果発現への寄与が大きい cAMPシグナル

を増強させるμ-PAM の合成が期待される。
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視床下部室傍核 µ-オピオイド受容体を介した弓状核 POMC 神経の活

性化は抗腫瘍免疫を増強する

○金尾奈穂美1)、濱田祐輔1)、伊藤 航1)、藤森由梨1)、吉田小莉1)、成田道子1)、

田村英紀2)、手塚裕之2)、鈴木雅美3)、山中章弘4)、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)国立が

ん研究センター研究所・がんゲノミクス研究分野

4)名古屋大学・環境医学研究所神経系分野Ⅱ

　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

介した遠心路の中軸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。一方、PVN は、μ-オピオイド受容体 (MOR) が豊富に発現しており、視床下部弓状

核 (arcuate nucleus; ARC) 領域から proopiomelanocortin (POMC) 神経が投射している

ことが知られている。したがって、ARC-POMC 神経から遊離した β-endorphin による

PVN 領域の MOR の活性化が、末梢免疫機構を調節している可能性が考えられる。そこで

本研究では、ARC-POMC 神経の人為的活性化による PVN-MOR の活性化が抗腫瘍免疫へ及ぼ

す影響について検討を行った。担がんモデルマウスは、Lewis 肺がん細胞および B16

melanoma 細胞をマウスの右腰背部へ皮下移植して作製した。ARC-POMC 神経の人為的活性

化は、POMC-Cre マウスを使用し、薬理遺伝学的手法に従い、遺伝子改変型ヒトムスカリ

ン受容体 (hM3Dq) を ARC-POMC 神経特異的に発現させた POMC-Cre/hM3Dq マウスを作製

し、hM3Dq の特異的リガンドである clozapine N-oxide を腹腔内投与することで行っ

た。その結果、ARC-POMC 神経の活性化により腫瘍の肥大化の有意な抑制が認められた。

この抗腫瘍効果は、血中 IFN-γ 量の増加を伴った NK 細胞数の増加により引き起こされ

る可能性が示唆された。このような条件下、ARC-POMC 神経の投射先であるPVN 領域及び

中脳水道周囲灰白質 (periaqueductal gray matter; PAG) 領域に、MOR 拮抗薬であるナ

ロキソンを微量持続注入した際の ARC-POMC 神経の活性化による抗腫瘍効果への影響につ

いて検討を行った。その結果、この抗腫瘍効果は、ナロキソンの PAG への持続注入によ

り変化が認められなかったものの、ナロキソンの PVN への持続注入により有意な減弱が

認められた。以上、本研究により、ARC-POMC 神経の活性化による抗腫瘍効果は、PVN-MOR

の活性化を介して引き起こされる可能性が示唆された。
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中枢神経系に発現するGPCR間の異種複合体形成と機能的相互作用

◯坂入伯駿1、上窪裕二1、田端俊英2、櫻井隆1

1順天堂大・医・薬理、2富山大・院・理工(工)・神経情報工学

　Gタンパク質共役型受容体 (GPCR) のシグナル伝達機構は種々の生命現象において重要

な役割を果たしており、またそれゆえに多くの疾患治療薬の標的ともなっている。中枢神

経系においても、神経細胞やグリア細胞上に多くのGPCRが発現し、神経伝達やシナプス可

塑性をはじめ、多様な神経機能における制御機構の基盤となっている。

　従来考えられてきたGPCRのモデルは、単量体でGタンパク質と共役し細胞内シグナル伝

達を行うというものであった。近年、同種または異種のGPCR同士が二量体や多量体を形成

し、機能的に相互作用するという報告が盛んになされている。このような複合体形成によ

り、GPCRは単量体では成しえない複雑なシグナル調節を行い、輸送制御やリガンドの選択

性にも影響を与えていることが明らかになりつつある。

　我々は、中枢神経系に発現する2つのGPCR、代謝型グルタミン酸受容体1型 (mGluR1) と

アデノシンA1受容体 (A1R) の相互作用に注目し、研究を進めてきた。mGluR1は小脳や海

馬の神経細胞に多く発現し、特に小脳のプルキンエ細胞においては、運動学習における細

胞レベルの基礎的過程である長期抑圧 (LTD) に重要な役割を持つことが知られている。

一方、A1Rはほとんどの中枢神経細胞に発現し、不眠や不安、疼痛など多様な神経活動の

機能調節に関与することが知られている。

　これら2種のGPCRにおける異種複合体形成、およびその機能的相互作用の可能性につい

て、イメージングや生化学的手法により解析・検討を行った。その結果、これらのGPCRが

細胞表面上で共局在し、さらには互いのシグナルを抑制し合うことが明らかになった。今

回の結果は、これらのGPCRが生体の中枢神経細胞において複合体を形成し、抑制的な機能

的相互作用を行うことを示唆するものである。
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内在性神経毒類似タンパク質Ly6Hによるニコチン受容体調節

○渡邉みずほ1、森脇康博1、久保那月1、加藤総夫2、三澤日出巳1

1慶應義塾大学　薬学部　薬理学講座 2東京慈恵会医科大学　神経科学研究部

【目的】α7ニコチン性アセチルコリン受容体 (α7 nAChR) は生体内で重要な役割を担う

にも関わらず、内在性修飾因子については殆ど報告がない。新規の内在性α7 nAChR修飾

因子を同定する目的で、内在性神経毒類似タンパク質ファミリーLy6SFの一つであるLy6H

に着目し、生化学的および電気生理学的手法によりα7 nAChR修飾作用について解析を

行った。

【方法】 共免疫沈降法によりα7 nAChRとLy6Hとの結合を解析した。α7 nAChRのリガン

ド結合領域とグリシン受容体のイオンチャネル領域を融合させたキメラ受容体 (α7-gly

Chimera) を構築し、Ly6Hのα7 nAChR修飾作用をパッチクランプ法により解析した。ま

た、アラニンスキャンニング法を用いてLy6Hのα7 nAChR修飾作用において重要な部位の

同定を試みた。さらに、Biotinylation assayや細胞蛍光イメージングにより細胞膜上の

α7 nAChR発現量への影響について解析した。

【結果】 共免疫沈降法によりα7 nAChRとLy6Hとの結合が検出された。α7-gly Chimera

とLy6Hを共発現させたHEK293細胞にAChを投与したところ、controlと比較して有意に流入

電流が抑制された。また、α7-gly Chimeraとアラニン変異を施したLy6Hを共発現させた

HEK293細胞では流入電流の抑制が減弱される傾向が得られた。さらに、α7 nAChRの膜上

発現は、Ly6Hの発現により変化しないという結果を得た。

【結論】Ly6Hは、細胞膜上においてα7 nAChRの細胞外領域に作用し、流入電流を抑制す

る可能性が考えられた。
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アストロサイト微細突起Ca2+シグナルにおけるP2Y1受容体の役割

〇繁冨英治1、平山幸歩1、小泉修一1

1山梨大学大学院薬理学講座

アストロサイトは、その微細突起に発現する種々の機能タンパクを介して細胞外環境を感

受し、シナプス機能を制御すると考えられている。このことから、アストロサイト微細突

起とシナプスの機能連関を明らかにすることは、中枢神経系におけるシナプス制御機構を

理解する上で重要な課題の1つとなっている。活動依存的にシナプス前終末から放出され

た神経伝達物質は、アストロサイト微細突起に発現するGqタンパク質受容体 (GqPCR) を

活性化し、アストロサイトにCa2+シグナルを誘発する。しかし、その一方で、アストロサ

イトの微細突起上で高頻度に発生する自発局所Ca2+シグナルはGqPCRアンタゴニスト非感

受性であると報告されている。そのため、アストロサイトの微細突起上で起こるCa2+シグ

ナルと局所神経活動の関係性、及び、局所Ca2+シグナルの機能的意義は不明なままであ

る。

アストロサイトに発現するGqPCRの中で主要なものの1つと考えられているP2Y1受容体に着

目し、この受容体をマウスのアストロサイト特異的に過剰発現させ、その影響をCa2+感受

性タンパク質による脳スライスCa2+イメージング法で解析した。海馬歯状回において、

P2Y1受容体アゴニスト投与によりアストロサイトCa2+シグナルの増強、及び、神経線維の

連発刺激に応じたアストロサイトCa2+シグナルの増強、が観察された。しかし、アストロ

サイト微細突起上で起こる局所Ca2+シグナルの発生頻度は増加しなかった。一方、P2Y1受

容体過剰発現により複数のアストロサイトに拡がるCa2+ウェーブが生じた。このCa2

+ウェーブはP2Y1受容体活性化に依存し、活動電位に非依存的であることから、グリア細

胞由来のATPにより生じるものと考えられた。以上の結果は、アストロサイト微細突起上

で観察される局所Ca2+シグナルはP2Y1受容体活性化を介さないことを示し、アストロサイ

ト微細突起上の局所Ca2+シグナルは定常時の局所的神経活動に非依存的なメカニズムによ

り起こると解釈された。
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長時間の生体イメージングを可能にする再生可能蛍光分子タグ・プロー

ブ技術の開発

〇林康文、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

　生体標本において蛍光標識した分子の時空間ダイナミクスを長時間に亘って観察できる

技術のニーズが高まっている。しかしながら蛍光タンパク質やHaloTag等の分子タグを用

いた既存の蛍光分子標識法では蛍光イメージングによる観察が長時間に及ぶ際には長時間

の励起光の照射により蛍光分子が退色してしまい高精細な蛍光イメージングを妨げてしま

う。本研究では、長期の蛍光イメージングに有用な再生可能な蛍光分子標識法を開発し、

細胞での蛍光イメージングにおける有用性を示すことを目的とした。

本研究では標的分子への蛍光標識の仕組みとしてDe-QODEシステムを開発した。De-QODEシ

ステムでは蛍光消光団であるジニトロフェニル基に対する一本鎖抗体を分子タグ (De-

QODEタグ) として利用し、蛍光団とDNPが共有結合した化合物 (QODEプローブ) がDe-QODE

タグと結合しDNPによる蛍光団の消光が解除され、蛍光性となるようにした。De-QODEタグ

とQODEプローブ間の結合は可逆的であり、励起光照射により退色したQODEプローブは周辺

のナイーブなQODEプローブに交換されることでQODEタグを付加した分子の持続的な蛍光標

識が期待できる。Hela細胞にDe-QODEタグを付加したアクチン分子を発現させてQODEプ

ローブとしてシリコンローダミンにDNPを共有結合させた化合物 (6SiR-DNP) を負荷した

ところ、フィロポディアや繊維状の構造での蛍光シグナルが赤色励起光の照射開始直後に

一過性に減少し、その後持続した蛍光シグナルが観察された。光照射停止後には60%程度

の蛍光の回復が観察でき、再生可能な蛍光標識が確認できた。またQODEプローブの誘導体

化によって蛍光の退色、回復のカイネティクスが制御可能であることが明らかになった。

De-QODEシステムを利用して、強いレーザー光照射を必要とするSTED法による超解像イ

メージングにおいてアクチンやシナプス関連分子の高精細な超解像イメージが取得でき

た。今後のD-QODEプローブQODEプローブ間の結合・解離過程の精密な制御によって用途に

合わせたマルチモーダルな蛍光標識の実現が期待できる。
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Muscimolが無麻酔非拘束ラットの側坐核の細胞外アセチルコリン量に

及ぼす効果

○渡邉由梨子1、青野悠里2、小宮　正道1、三枝　禎2

日本大学松戸歯学部　口腔外科学講座1、薬理学講座2

　GABA受容体は、中脳辺縁系ドパミン (DA) 神経の主たる投射先である側坐核に発現して

いる。我々は無麻酔非拘束ラットを用いたin vivo脳微小透析法による研究から、GABAA受

容体antagonistのbicucullineは側坐核のDA神経終末上のGABAA受容体の遮断を介してDA放

出を増大させるが、GABAA受容体agonistのmuscimolは側坐核のDA神経を抑制するGABA介在

神経上のGABAA受容体を刺激してDA放出を促進する可能性を報告した (Aono et al., Eur

J Pharmacol, 580, 2008)。側坐核にはGABA受容体が発現するコリン性介在神経が分布し

ているが、この神経活動にmuscimolが及ぼす影響の詳細はin vivoの条件下では明らかで

ない。そこで本研究ではmuscimolが側坐核のコリン性介在神経活動に及ぼす効果につい

て、細胞外アセチルコリン (ACh) 量を指標としてGABAA受容体の関与の面から検討した。

比較のため、GABAB受容体agonistのbaclofenのACh量に対する効果についても観察した。

　実験にはSprague-Dawley系雄性ラット (体重約200 g) を用いた。In vivo脳微小透析法

により低濃度のacetylcholinesterase阻害薬のphysostigmine (50 nM) を添加した改良リ

ンゲル液を1 μl/minで側坐核へ灌流し、15分毎に細胞外液を試料として回収した。試料

中のAChは、酵素カラムを用いたHPLC-ECD法により分離し定量した。使用薬物は透析膜を

介した逆透析で側坐核へ25または50分間灌流投与した。薬物の投与量は灌流液中の総量

(mol) で示した。GABA受容体系薬物は側坐核の細胞外DA量に目立った影響を及ぼさない用

量を用いた。

　その結果、側坐核から得た試料中の基礎的なAChはmuscimol (30 pmol) で約27%まで、

baclofen (300 poml) では約45%までそれぞれ減少した。また、試料中のAChは

bicuculline (6, 12 noml) により最大約832%まで用量依存的に増加した。Muscimol (30

pmol) が誘発したAChの減少は、基礎ACh量に影響を与えない低用量のbicuculline (300

pmol) の併用により打ち消された。

　以上の結果から、muscimolまたはbaclofenの側坐核への灌流投与は同部位の細胞外ACh

量を低下させることが示された。さらにmuscimolは側坐核のGABAA受容体刺激を介して同

部位のACh放出を減少させることが示された。また側坐核のGABAA受容体は同部位のコリン

性介在神経の活動を抑制することが示唆された。
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マイクロRNA382のエクソソームを介した分泌機構と標的遺伝子の解析

〇木村貴洋　田中智美　佐々木幸生

横浜市立大学大学院　生命医科学研究科　機能構造科学研究室

マイクロRNA (miRNA) は19～24塩基長の短鎖非翻訳RNAである。いくつかのmiRNAは分泌さ

れたエクソソームを介して細胞間を移動し、受け手の細胞で標的遺伝子の翻訳を抑制す

る。以前、我々はマイクロRNA382 (miR-382) が神経軸索に局在し、脱分極刺激を受ける

と神経細胞からエクソソームを介して分泌されるmiR-382の量が増加することを明らかに

した。しかし、miR-382の神経細胞外への分泌機構や神経細胞での役割は不明である。そ

こでまず、神経細胞におけるエクソソーム分泌機構を明らかにするために、神経細胞に多

く発現する細胞接着分子Neural Cell Adhesion Molecule 1 (NCAM1) に着目した。

HEK293T細胞内でNCAM1とmiR-382を共発現させ、エクソソーム画分のmiR-382を定量した。

その結果、NCAM1はエクソソームへのmiR-382の取込みを促進することを見いだした。さら

にその作用はNCAM1の細胞内領域の関与を示す予備的知見を得た。従って、NCAM1は細胞内

領域を介してエクソソーム内にmiR-382を取り込む可能性がある。

次にmiR-382による遺伝子翻訳制御を解析するために、miR-382の標的遺伝子の同定を試み

た。miRNAのデータベース (Diana-Tools) を用いて、miR-382の認識配列の長さや保存性

を考慮したスコアが高く、かつ神経に発現するものを解析し、軸索伸長に関わるSlain1を

その標的遺伝子の候補とした。miR-382がSlain1の翻訳を抑制するかを検討するために、

miR-382の認識配列を含むSlain1の3’非翻訳領域をルシフェラーゼ遺伝子の下流に挿入し

たプラスミドを構築した。そのプラスミドをHEK293T細胞に導入し、ルシフェラーゼアッ

セイを行ったところ、miR-382が特異的にSlain1の3’ 非翻訳領域を認識して活性を抑制

することが明らかになった。今後、miR-382がNCAM1を含むエクソソームを介して神経細胞

間を移動し、受け手の細胞の標的遺伝子を制御するか検討する予定である。miR-382の発

現量は脆弱X症候群や統合失調症で増減することから、これらの疾患と標的遺伝子の翻訳

制御機構との関連が注目される。
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BDNFを介したニューロン-マイクログリア相互作用

○小野寺　純也、小山　隆太、池谷　裕二

東京大学大学院薬学系研究科薬品作用学教室

マイクログリアは突起の伸縮を繰り返し、近傍のシナプスと接触する。この接触の頻度や

持続時間はニューロンの神経活動によって変動し、スパインの形成や除去に関与すること

が知られている。この現象から、ニューロンからマイクログリアへのシグナル伝達が行わ

れていることが示唆される。これを担う分子として、私たちはbrain-derived

neurotrophic factor (BDNF) に着目し、研究対象として、BDNFを豊富に含有する歯状回

顆粒細胞を選択した。BDNFのshRNAを搭載したAAVウイルスベクターの感染によって顆粒細

胞のBDNFをノックダウンし、顆粒細胞とマイクログリアの相互作用に与える影響について

検証した。生後8週齢のマウスの顆粒細胞のBDNFをノックダウンし、ウイルス投与の4週間

後に免疫染色を行った。軸索に着目した解析を行ったところ、BDNFノックダウン群では、

軸索の投射領域である海馬CA3透明層においてマイクログリアの密度が有意に上昇した。

さらに、BDNFノックダウンにより、軸索の一部がマイクログリアに取り込まれることを示

唆する結果を得た。以上の結果から、歯状回顆粒細胞において、軸索から放出されるBDNF

がマイクログリアを忌避し、軸索の形態や性質が制御されていると考えられた。
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ADHDモデルラット前帯状皮質抑制性シナプスにおけるドーパミンの修

飾効果

○佐藤寛栄、齋藤文仁、鈴木秀典

日本医科大学　薬理学

　注意欠如・多動症 (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: ADHD) は不注意・衝

動性・多動性の三つの症状を特徴とする神経発達障害である。ADHDの病因は明らかになっ

ておらず、解剖学的に萎縮が見られる前頭前皮質・大脳基底核・小脳が責任部位の可能性

が高いと考えられている。これまでADHDの病因仮説の一つとしてドーパミン神経系の機能

低下が提唱されている。ドーパミン神経系は嗅球・前頭前皮質・大脳基底核などに限局的

に投射している。高血圧自然発症ラット (Spontaneously Hypertensive Rat: SHR) は

ADHD研究において幅広く用いられているモデルラットである。前頭前皮質は認知機能を

担っており、ADHDではその機能障害が起きていると考えられている。正常ラットの前帯状

皮質を含む前頭前皮質内側部へピクロトキシンを微小局所投与してGABAA受容体を阻害す

ると5-選択反応時間課題での注意機能の指標である正解率が低下する。同様にSCH23390で

D1様受容体を阻害すると元から正解率が高かった群で正解率が低下するとの報告がある。

また、前頭前皮質の錐体細胞で記録されるGABA作動性の誘発性IPSC (eIPSC) はドーパミ

ンにより修飾を受けることが知られている。これらのことからADHDモデルラットではドー

パミンによるGABA作動性シナプスへの修飾効果が変化していると考えられた。そこで本研

究ではSHRと対照ラットであるWKY (Wistar-Kyoto) から脳スライス標本を作製し、前頭前

皮質の一部である前帯状皮質第五層錐体細胞で記録されるeIPSCに対するドーパミンの修

飾効果を検討した。ドーパミン灌流投与によりeIPSCの振幅は増大し、その効果はWKYに比

べSHRで有意に小さかった。薬理学的実験の結果、ドーパミンによるeIPSCの振幅増大効果

はD1様受容体を介していることが明らかになった。D1受容体遺伝子DRD1がADHD患者で不注

意に関与しているとの報告もあることから、本研究結果は、ADHDではD1様受容体を介した

情報伝達系の機能不全がGABA作動性シナプスの修飾効果を不十分にし、注意力の低下に関

与していることを示唆している。
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担がんマウスにおける恐怖記憶の変化と脳内サイトカインの関与

○今井　貴士1、池田　弘子1、米持　奈央美1、清水　孝恒2、亀井　淳三1

1星薬科大学　薬物治療学教室 2星薬科大学　病態生理学教室

日本人の死因第1位はがんであり、その患者数は年々増加している。がんに付随する様々

な症状に対応し、がん患者のQOL向上に努めることが今後ますます求められる。がん患者

に生じる症状の中でも、特に不安やうつといった精神症状がQOLの低下につながると考え

られるが、その発生機序は明らかになっていない。一方、悪性腫瘍ではサイトカインが産

生されることから、これらが中枢機能へ影響を及ぼす可能性が考えられる。そこで本研究

では、マウス骨肉腫AXT細胞を移植したマウスにおいて恐怖記憶に変化が生じるか、サイ

トカイン量の変化が恐怖記憶に影響を与えるのか検討した。まず、恐怖条件付け試験を

行ったところ、対照群とAXT移植群に有意なすくみ行動持続率の差は見られなかった。一

方、恐怖記憶の消去学習試験を行ったところ、対照群では経日的にすくみ行動持続率が低

下したのに対し、AXT移植群ではすくみ行動持続率は低下しなかった。これにより、担が

んマウスでは、恐怖記憶の獲得や想起は変化しないものの、恐怖記憶の消去が障害される

ことが示唆された。次に、恐怖記憶に関与する海馬および扁桃体のサイトカインのタンパ

ク質量を測定した。その結果、AXT移植群の海馬ではinterleukin (IL) -2、IL-9およびKC

のタンパク質量が、扁桃体ではIL-5のタンパク質量が有意に増加した。次に、これらのサ

イトカインのmRNA量を測定した。AXT移植群の海馬において、IL-2およびIL-9のmRNA量は

変化しなかったがKCのmRNA量は増加した。AXT移植群の扁桃体では、IL-5のmRNA量の増加

が認められた。これらの結果から、担がんマウスの海馬ではKCの産生が、扁桃体ではIL-5

の産生が増加していると考えられる。最後に、増加の認められたサイトカインを脳室内投

与し、恐怖記憶が変化するか検討した。IL-2またはIL-9を投与したマウスでは、すくみ行

動持続率は変化しなかった。一方、KCを脳室内投与したマウスではすくみ行動持続率が増

加した。以上の結果より、担がんマウスでは恐怖記憶の消去が障害されており、この障害

に海馬のKCの増加が関与する可能性が示唆された。
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認知症モデルマウスにおけるoxytocinの学習・記憶改善作用

○植田　雄大1,2、濱田　幸恵1、秋田　智后2、山下　親正2、岡　淳一郎1

1東京理科大学薬学部薬理学研究室、2DDS・製剤学研究室

　Oxytocinは、脳内で産生されるペプチドホルモンである。近年、oxytocinの経鼻投与に

よって自閉スペクトラム症の改善が報告され、治療薬として臨床試験の段階まで進んでい

るが、学習・記憶に関する報告は少ない。本研究では、oxytocinの学習・記憶に関する作

用について、lipopolysaccharides (LPS) 誘発性認知症モデルマウスを用いたY-maze試

験、及びβアミロイドタンパク質 (Aβ) 誘発性認知症モデルマウスを用いたY-maze試験

及びモリス水迷路 (MWM) 試験で検討した。

　雄性ddYマウス (6週齢) にLPS (10 μg) を5 µL側脳室内投与 (i.c.v.) し、投与から3

日後にY-maze試験を行った。また、37℃でAlCl3 (8.9 µg) と共に4日間インキュベートし

たAβ (25-35) を雄性ddYマウス (6週齢) にi.c.v.し、投与から1週間後にY-maze試験で

学習記憶障害の有無を確認した。両モデルマウスとも、行動試験の20分前にoxytocinをi.

c.v.した。AβモデルでのMWM試験は、1週間後のY-maze試験によるモデル完成確認後3日間

連続で行い、4日目にProbe testを行った。1～4日目の毎日、試験の20分前にoxytocinを

i.c.v.した。

　LPSモデルのY-maze試験で、LPSモデル群はコントロール群と比較して自発的交替行動率

が有意に低下し、oxytocin投与群 (0.1、 0.3 µg) で改善傾向がみられた。一方、Aβモ

デルでのY-maze試験で、Aβモデル群の自発的交替行動率が有意に低下し、oxytocin投与

群 (0.03-0.3 µg) では濃度依存的に有意な改善がみられた。また、MWM試験では、Aβモ

デル群はコントロール群と比較してターゲットへの到達時間の減少が有意に障害され、

oxytocin投与群 (0.3 µg) で有意な改善がみられた。Probe testでも同様の結果が得られ

た。以上より、oxytocinの学習記憶改善作用が行動薬理学的に明らかになった。
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ストレス適応障害におけるexcitatory amino acid transporter 2のユビキ

チン修飾の関与

〇宮岸寛子、辻　稔、齋藤淳美、黒川和宏、宮川和也、武田弘志

国際医療福祉大学　薬学部　薬理学分野

【目的】元来、生体にはストレス刺激を認識・処理し、恒常性を維持するための生理機構

(ストレス適応機構) が存在するが、過度なストレス刺激によりこの機構が減弱・破綻す

ると、様々なストレス性精神疾患の発症リスクが高まると考えられている。これまでに演

者らは、マウスに強度の拘束ストレス刺激を慢性負荷することで、ストレス非適応モデル

マウス (非適応マウス) を作成できることを明らかにしている。また、非適応マウスの海

馬において、excitatory amino acid transporter (EAAT) のサブタイプの1つである

EAAT2の発現低下を見出している。EAAT2はユビキチン修飾を受けることが報告されている

が、非適応マウスで認められるEAAT2の発現低下に、ユビキチン修飾が関与するかは不明

である。そこで本研究では、非適応マウスの海馬におけるEAAT2のユビキチン修飾の変化

について検討した。【方法】ICR系雄性マウス (30-35 g) を用い、マウスに4時間の拘束

ストレス刺激を14日間慢性負荷し、非適応マウスを作成した。これらマウスより海馬と大

脳皮質を採取し、定法により細胞抽出液を調製後、各種タンパク質の発現量をWestern

Blot法により定量した。また、海馬を用いて、抗EAAT2抗体および抗ユビキチン抗体を用

いて免疫沈降を行い、その後ユビキチン化EAAT2の発現量をWestern Blot法により定量し

た。【結果および考察】非適応マウスの海馬におけるユビキチン化EAAT2の発現量を検討

したところ、コントロールマウスと比較して有意な増加が認められた。タンパク質のユビ

キチン化にはユビキチンリガーゼ (E3) が関与し、中でもEAAT2のユビキチン化にはE3の1

つであるNedd4-2の関与が報告されている。そこで、非適応マウスの海馬におけるNedd4-2

の発現量を検討したところ、ユビキチン化EAAT2と同様に有意な増加が認められた。以上

より、非適応マウス海馬では、Nedd4-2発現量の増加によりEAAT2のユビキチン化が亢進

し、EAAT2の分解が促進することで発現量が減少することが考えられる。したがって、

EAAT2のユビキチン化の亢進が、ストレス適応の障害に関与することが示唆された。
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急性拘束ストレス負荷マウスの大脳皮質における過分極活性化環状ヌ

クレオチド依存性チャネルの役割

○黒川和宏、宮川和也、宮岸寛子、斎藤淳美、辻稔、武田弘志

国際医療福祉大学・薬学部・薬理学分野

【目的】過分極活性化環状ヌクレオチド依存性チャネル (hyperpolarization-activated

cyclic nucleotide-gated channel: HCN) は、細胞膜が過分極することで開く非選択的陽

イオン (Na+, K+) チャネルであり、中枢神経系における神経細胞の興奮に重要な役割を

果たしていることが知られている。また、この HCN は 4 つのサブニットからなり、細胞

内の環状ヌクレオチド (cyclic AMP) で活性化されることが報告されている。一方、我々

は、拘束ストレス刺激の強度を変えることにより、ストレス刺激に対して適応し情動行動

の低下を示さないストレス適応モデルマウスと、適応機構が破綻し、情動行動の低下を示

すストレス非適応モデルマウスを作製できることを明らかにしている。本研究ではストレ

ス適応機構解明の基礎的研究の一環として、急性拘束ストレス刺激の負荷により誘発され

る情動行動の変化における大脳皮質 HCN の役割について検討した。

【方法】実験には ICR 系雄性マウス (6週齢) を用いた。マウスに 1 時間の急性拘束ス

トレス刺激を負荷し、直後にホールボード試験にて情動行動の変化を評価した。HCN の阻

害薬である ZD7288 は、拘束ストレス刺激負荷の 30 分前に脳室内投与した。また、ホー

ルボード試験後、情動調節に重要な脳部位である前頭皮質領域を採取し、cyclic AMP

ELISA Kit を用いて cyclic AMP活性を測定した。

【結果および考察】1 時間の急性拘束ストレス刺激を負荷したマウスで認められる情動行

動の低下は、ZD7288 を脳室内に前投与することにより、用量依存的かつ有意に抑制され

た。さらに、急性拘束ストレス刺激負荷直後のマウス前頭皮質領域において、対照群と比

較して有意な cyclic AMP の活性化が認められた。以上の結果より、急性拘束ストレス刺

激の負荷により誘発される情動行動の低下には、前頭皮質における cyclic AMP の生成亢

進を伴った HCN の活性化が関与することが示唆された。また、今後、ストレス適応の脳

内メカニズムを解明する上で、この前頭皮質 HCN の役割を詳細に明らかにすることが重

要であると考える。
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胎仔期低酸素で惹起される行動異常と選択的セロトニン再取り込み阻

害薬による介入

永野玲子1、永野昌俊2、中井章人1、竹下俊行1、鈴木秀典2

1日本医大・産婦人科、2日本医大・薬理

妊娠中の低酸素状態が胎児の脳神経系の発達に及ぼす影響に関しては不明な点が多く残さ

れており、成長後の行動の顕在化についても議論がある。我々はマウスモデルを用いて、

妊娠終期の低酸素が仔の成長後の行動に与える影響を検討し、併せて治療介入の可能性に

ついて検討した。

妊娠16日にC57BL/6マウスの双角子宮の片側の子宮動脈をクリップで30分間結紮（低酸素

群）し、一過性低酸素マウスモデルを作製した。反対側は無処置とした（対照群）。妊娠

19日目に帝王切開にて出産させ、成長後（8週以降）行動解析を行った。行動解析後、前

頭前皮質、海馬におけるセロトニン、ドパミン及びそれらの代謝産物を定量した。介入法

の検索においては、 選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRI) であるフルオキセチン

（FLX）またはエスシタロプラム（ESC）のいずれかを生後3日から21日に離乳するまで、

50 µg/kgの濃度で皮下注射による投与を行った。

行動解析において、オープンフィールド試験、明暗選択箱試験、高架式十字迷路試験、プ

レパルス阻害試験、強制水泳試験、恐怖条件付け試験を施行したが、胎児期低酸素群の雄

マウスでは強制水泳試験における無動時間の有意な延長、雌マウスではプレパルス阻害試

験において阻害の有意な低下を示した。雌の海馬におけるドパミン量の有意な増加が認め

られたが、雄では前頭前皮質および海馬いずれの部位においても生化学的変化は認められ

なかった。これらの結果は、胎児期低酸素状態が雌雄で異なる影響を与えることを示して

いる。また、SSRIによって、FLXが雌雄ともに低酸素で惹起される行動異常を改善させた

のに対し、ESCは雌の行動異常のみ改善させた。一方、両薬投与後、低酸素群雌マウスの

海馬ドパミン量は対照群と同様であった。以上より、SSRIによる早期介入は一過性低酸素

で惹起される成長後の異常に対し、一定の効果があることが示唆される。
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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。
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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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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。

O9-3

第137回 日本薬理学会関東部会

口頭発表9　細胞



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。

O10-7

第137回 日本薬理学会関東部会

口頭発表10　心・血管


	137kanto-01
	SL-1
	EL-1
	O1-1
	O1-2
	O1-3
	O1-4
	O1-5
	O1-6
	O2-1
	O2-2
	O2-3
	O2-4
	O2-5
	O2-6

	137kanto-02
	O3-1
	O3-2
	O3-3
	O3-4
	O3-5
	O4-1
	O4-2
	O4-3
	O4-4
	O4-5
	O5-1
	O5-2
	O5-3
	O5-4
	O5-5
	O5-6

	137kanto-03
	O6-1
	O6-2
	O6-3
	O6-4
	O6-5
	O7-1
	O7-2
	O7-3
	O7-4
	O7-5
	O7-6
	O8-1
	O8-2
	O8-3
	O8-4
	O8-5
	O8-6

	137kanto-04
	O9-1
	O9-2
	O9-3
	O9-4
	O9-5
	O9-6
	O9-7
	O10-1
	O10-2
	O10-3
	O10-4
	O10-5
	O10-6
	O10-7


