
熱性けいれんフェノタイプに対するGABA受容体作用薬の影響

〇笠原由佳、井形秀吉、佐々木拓哉、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

乳幼児期のてんかん発作は脳発達及び将来の脳機能に影響を与える可能性があるため、正確な

対処が必要となる。臨床上の問題として、GABAシグナリングを増強する既存の抗てんかん薬

は、成体期のてんかん発作には有効だが、乳幼児期のてんかん発作に対する効果が弱いことが

挙げられる。この理由として、乳幼児期の脳ではGABAシグナリングが脱分極性に働く未成熟神

経細胞が多く存在することが考えられる。そこで、本研究では、乳幼児期の代表的なけいれん

である熱性けいれんのモデルマウスを用いて、GABAA受容体賦活薬のペントバルビタール及びジ

アゼパムが熱性けいれんのフェノタイプに与える影響を検証した。まず、ペントバルビタール

投与群及びジアゼパム投与群では、間代性けいれん発作までの潜時が短縮した。さらに、ペン

トバルビタール投与群では間代性けいれん発作の持続時間が延長した。次に、熱性けいれん誘

導時の神経活動へのGABAA受容体賦活薬の作用を評価するため、乳幼児期マウスにおける脳波及

びビデオモニタリング同時測定システムを新規に確立した。このシステムを用いて熱性けいれ

ん誘導時に大脳皮質における局所フィールド電位記録をおこなった。その結果、ペントバルビ

タール投与群では、コントロール群に比べ、熱性けいれん誘導時に観察されるてんかん様脳波

の発生が早まることが明らかになった。以上のことから、ペントバルビタールはマウス熱性け

いれんモデルにおける神経回路の興奮性を上昇させることが示唆された。そこで、最後に、未

成熟神経細胞の脱分極性GABAシグナリング発生の要因の一つとなるNa+-K+-Cl-共輸送体アイソ

フォーム1 (NKCC1) の阻害薬であるブメタニドをペントバルビタールと共投与したところ、て

んかん様脳波及び間代性けいれん発作が抑制された。以上より、本研究はGABAA受容体賦活薬が

脱分極性GABAシグナリングの増強によって熱性けいれんフェノタイプを悪化させる可能性を示

した。
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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

〇小野寺 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。そ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。そして、顆粒

細胞の軸索とマイクログリア突起の相互作用にBDNFが関与する可能性を検証することを目的と

した研究を行った。Q1まず、生後8週齢のマウスの顆粒細胞のBDNFをBDNF shRNA搭載AAVを用い

てノックダウンし、4週間後に免疫染色を行った。顆粒細胞の軸索投射領域であるCA3野透明層

に着目したところ、BDNFノックダウンによりマイクログリア上のリン酸化Trk受容体レベルが

低下したことから、顆粒細胞由来のBDNFがマイクログリアのTrk受容体を活性化させているこ

とが示唆された。さらに、BDNFノックダウンによりCA3野透明層におけるマイクログリア密度

が上昇することや、顆粒細胞軸索の一部がマイクログリアに貪食されることが明らかになっ

た。また、これらのBDNFノックダウンの影響は、マイクログリア活性化阻害薬を持続的に投与

することによって抑制された。以上の結果から、歯状回顆粒細胞の軸索から放出されるBDNFが

マイクログリアを忌避し、軸索の形態や性質を保持していることが示唆された。
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古い文脈的恐怖記憶に対するリルゾールの効果

〇赤木希衣1, 2、山田美佐1、岡淳一郎2、山田光彦1

1国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 精神薬理研究部
2東京理科大学 薬学部 薬理学研究室

【背景・目的】これまでに我々は、ラットを用いた文脈的恐怖記憶条件づけ試験において、リ

ルゾールが消去学習を促進するのみならず、再固定化を阻害することを報告している。一方、

過去の報告では、条件づけから長期間経過すると恐怖記憶の固定化が進み、それを変容させる

ことが困難となると考えられている。そこで本研究では、再曝露時間を区別した文脈的恐怖条

件づけ試験を用い、条件づけから8週間経過した古い恐怖記憶の消去学習及び再固定化に対す

るリルゾールの影響を検討した。

【方法】実験動物は、雄性Wistar/STラット (条件づけ時8週齢) を用いた。装置は床に電気グ

リッドを設置したチャンバーを使用した。文脈的恐怖条件づけは、チャンバーで電気刺激

(0.4 mA、1秒間、40秒間隔を3回) を与えて行った。条件づけ後8週目に、チャンバーへ3分

間、10分間、または30分間再曝露し、直後に試験薬を皮下投与した。再曝露の翌日および4週

目の評価日にチャンバーへ曝露し、すくみ行動を6分間観察した。

【結果・考察】条件づけ後8週目に行った再曝露の翌日の評価日におけるリルゾール (3

mg/kg、s.c.) 群のすくみ行動は、10分再曝露、30分再曝露群では対照群 (生理食塩水、s.c.)

と同等であった。一方、3分再曝露群では、対照群と比較してすくみ行動は有意に減少してい

た。この結果から、リルゾールは古い恐怖記憶に対しても再固定化を阻害する可能性が示唆さ

れた。

【結論】リルゾールは条件づけから8週間経過した古い文脈的恐怖記憶に対しても、曝露条件

を工夫することにより、恐怖反応を減弱させることが明らかとなった。臨床における不安性障

害の曝露療法は、恐怖体験から長期間経過した状態から開始する場合が多いため、古い記憶に

対して作用するリルゾールは、不安性障害の曝露療法併用薬としてさらに有利な特徴を持つと

考えられた。
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トラマドールの脳内報酬系に及ぼす影響

◯淺利友紀1) 池田裕美子2) 舘野周3) 大久保善朗3) 飯島毅彦1) 鈴木秀典2)

1)昭和大学歯学部全身管理歯科学講座歯科麻酔科、2)日本医科大学大学院医学研究科薬理学分野、
3)日本医科大学大学院医学研究科精神・行動医学分野

トラマドールはWHO方式がん疼痛治療における第2段階の非麻薬性の弱オピオイド鎮痛薬に分類

され、また非がん性疼痛では抜歯後疼痛等に使用されている。トラマドールはμオピオイド受

容体への作用の他にもセロトニンおよびノルアドレナリン再取り込み阻害作用を持つ。動物実

験ではトラマドール投与により、報酬機能の中心的役割を担っている側坐核において細胞外ド

パミン量を増加させ、行動試験において場所嗜好性の増強が報告されており、トラマドールの

脳内報酬系への作用が示唆されている。しかしながら、ヒトを対象としてトラマドールの報酬

系への影響を検討した機能的磁気共鳴撮像 (fMRI) 研究は報告されていない。本研究では、健

常成人を対象としたプラセボ対照二重盲検クロスオーバー試験を行い、トラマドール50mg単回

投与の効果についてfMRIを用いて検討した。トラマドールまたはプラセボを服用2時間後、

fMRI撮像中に研究参加者は金銭的報酬予測に対する神経反応を惹起する課題 (monetary

incentive delay task) を遂行した。服薬前後に主観的な気分の評価を行った。fMRI検査にお

いて、トラマドールは報酬予測時の側坐核のBlood oxygenation level-dependent (BOLD) 反

応をプラセボより増大させた。主観的な気分評価において、トラマドールはプラセボと比較し

て状態不安を低下させ、活気、満足感を増大させた。本研究においてトラマドールが報酬機能

において重要な領域である側坐核の活動を増強することが観察され、この結果からトラマドー

ルは依存を惹起する薬物群と同様の作用を有する可能性が示唆された。
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神経障害性アロディニアに関与する一次求心性Aβ線維:光遺伝学的解析

〇関根美鈴1、田島諒一1、古賀啓祐1、八尾 寛2、井上和秀3、古江秀昌4、津田 誠1

1九州大院・薬・ライフイノベーション、2東北大院・生命科学・脳機能解析、 3九州大院・薬・薬

理、4兵庫医科大・生理学神経生理部門

神経系の損傷や機能不全により慢性疼痛が発症する (神経障害性疼痛)。主な症状として触刺

激により痛みが誘発されるアロディニアが知られているが、既存の鎮痛薬では十分に奏功し難

いことから、そのメカニズムの解明と有効な治療薬の開発が急がれている。アロディニアの原

因として、触刺激を末梢から脊髄後角へ伝達する一次求心性神経Aβ線維を介した神経回路異

常が想定されているが、Aβ線維の役割を直接的に証明した報告はなく、神経障害後のAβ線維

刺激による疼痛行動の実証も皆無である。そこで本研究では、Aβ線維を含む大型の後根神経

節 (DRG) 神経にチャネルロドプシン-2 (ChR2) を発現する遺伝子改変ラットを用いて検討を

行った。同ラットの第5腰部脊髄神経を結紮・切断することで神経障害性疼痛モデルを作製

し、足底部への青色光 (470 nm) 照射により誘発される後肢逃避行動をスコア化した。神経損

傷後に、損傷側足底部への光刺激によって後肢逃避行動が出現し、スコアは経日的に増加し

た。また、損傷側への光刺激によって痛覚領域である脊髄後角第Ⅰ層で神経活動マーカーc-

Fosの陽性神経が多数出現した。同ラットは大型DRG神経 (NF200陽性) の68%でChR2が発現して

いたため、アロディニア発症の責任神経線維をさらに絞り込むため、ChR2発現をNF200陽性DRG

神経の一部 (5%) に限局させたマウスを用いて検討した。その結果、神経損傷後に後肢逃避ス

コアが経日的に増加し、さらに損傷側への光刺激により脊髄後角第Ⅰ層でのc-Fos陽性神経の

出現も観察された。以上の結果から、神経障害性アロディニアがAβ線維刺激により誘発され

ることが初めて証明され、さらに同線維サブポピュレーションがその中核を担う可能性が示唆

された。
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脊髄 HMGB1 関連受容体/グリア細胞/NOS シグナルを介する 脳卒中後疼

痛の発現機序の解明

〇松浦 渉1)、原田慎一1)、劉 克約2)、西堀正洋2)、徳山尚吾1)

1) 神戸学院大学 薬学部 臨床薬学研究室、2) 岡山大学 大学院医歯薬総合研究科 薬理学研究

室

【背景】我々は、脳卒中後疼痛 (central post-stroke pain: CPSP) の発症機序に脊髄の

high mobility group box-1 (HMGB1) が関与する可能性を提唱してきた。近年、HMGB1 がその

受容体である receptor for advanced end products (RAGE)、toll-like receptor 4 (TLR4)

を介し、疼痛に関与するグリア細胞の活性化および nitric oxide synthetase (NOS) を調節

することが示唆されている。そこで、本研究では、CPSP の発現における脊髄の HMGB1 関連受

容体/グリア細胞/NOS シグナルの関与について検討した。

【方法】5 週齢の ddY 系雄性マウスを用い、CPSPモデルは 30 分の両側総頸動脈閉塞法

(bilateral carotid arteries occlusion: BCAO) によって作成した。BCAO 3 日後に、マウス

後肢の機械的刺激に対する逃避行動回数の変化をvon Frey test を用いて行った。さらに、

BCAO 3 日後に抗 HMGB1 抗体、L-NAME (NOS 阻害剤)、LPS-RS (TLR4 アンタゴニスト) および

LMWH (RAGE アンタゴニスト) を脊髄腔内投与し、疼痛評価を行った。また、BCAO 3 日後にお

けるグリア細胞の活性化および NOS 活性はそれぞれ免疫染色法および比色定量法を用いて測

定した。

【結果】BCAO 3 日後における有意な逃避行動回数の増加は、抗 HMGB1 抗体 (20

μg/mouse)、L-NAME (300 μg/mouse)、LPS-RS (10 μg/mouse) および LMWH (70 μg/mouse)

の投与によって有意に抑制された。さらに、BCAO 後に脊髄グリア細胞の活性化および NOS 活

性の上昇が確認され、それらは抗 HMGB1 抗体 (20 μg/mouse) および LPS-RS (10

μg/mouse) を投与することによって、有意に抑制された。一方、LMWH (70 μg/mouse) の投

与は、グリア細胞の活性化に影響せず、NOS 活性を有意に抑制した。

【考察】CPSP の発現機序の一部に、脊髄におけるHMGB1/TLR4/グリア細胞の活性化、

HMGB1/TLR4/NOS および HMGB1/RAGE/NOS シグナルの変動が関与している可能性が考えられ

た。
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慢性ストレス暴露後の脳内遊離脂肪酸変化が痛みの慢性化に与える影響

〇相澤風花1、山下琢矢2、中本賀寿夫1、糟谷史代2、徳山尚吾1

1. 神戸学院大・薬・臨床薬学 2. 神戸学院大・薬・毒性学

【目的】脳の大半を占める脂質は、近年エネルギー源のみならず、直接受容体へ作用しシグナ

ル伝達を担う重要な因子であることが示されている。特にうつ・不安などの情動機能異常や痛

みの慢性化において、脳内や血中の n-3 系脂肪酸の減少が関与していることが示唆されてい

る。我々は、これまでに長鎖脂肪酸の受容体である GPR40/FFAR1 が情動および痛みを制御す

るとの知見を得ている。本研究では、慢性ストレス暴露によって誘導される痛みの慢性化機構

における脳内遊離脂肪酸の変化について検討した。

【方法】C57BL/6J 系統の雄性マウス (9 週齢) に、10 日間の社会敗北ストレス (SDS) を負

荷した。情動機能は、tail suspension 試験および elevated-plus maze 試験を用いて評価し

た。SDS 後の術後痛は、Brennan らの方法に従い、右後肢足底部へ惹起し、von Frey 試験を

用いて機械的痛覚過敏を評価した。SDS負荷 1 日、10 日目における前脳および視床下部の遊

離脂肪酸量は LC-MS/MS を用いて解析した。

【結果】tail suspension 試験において、SDS 負荷群は非 SDS 群と比較して無動時間が有意

に増加した。Elevated-plus maze 試験において、SDS 負荷群は非 SDS 群と比較して open

arm への滞在時間が有意に減少した。von Frey 試験において SDS 負荷群は非SDS 群と比較し

て術後痛惹起後の機械的痛覚過敏性は有意に持続し、28 日目に消失した。SDS 負荷 1 日目の

前脳では非 SDS 群と比較して、リノール酸 (LA)、ドコサヘキサエン酸 (DHA)、アラキドン酸

(AA) が有意に増加したが、視床下部の遊離脂肪酸量は何ら変化を示さなかった。SDS 負荷 10

日目の前脳および視床下部では非 SDS 群と比較して、ステアリン酸、オレイン酸、LA、DHA、

AA が有意に増加した。

【考察】慢性ストレス暴露後の情動機能異常に伴う痛みの慢性化機構の一部には、ストレス後

の脳内の遊離脂肪酸量の変化が関与している可能性が示された。
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FFAR1/GPR40は疼痛遷延化に伴う情動行動変化に関与する

〇1水沼亮太、1栗原 崇、1神戸悠輝、2平澤 明、3中本賀寿夫、4大吉達樹、
3徳山尚吾、 4有田和徳、1宮田篤郎

1鹿児島大院・医歯・生体情報薬理、2京都大院・薬・薬理ゲノミクス、 3神戸学院大・薬・臨床薬

学、4鹿児島大院・医歯・脳神経外科学

FFAR1/GPR40 (以下、FFAR1) は遊離中/長鎖脂肪酸を内因性リガンドとするGタンパク質共役型

受容体である。末梢では膵β細胞に強く発現し、インスリン分泌に関与することが知られてい

る。一方、FFAR1は中枢神経系にも広く発現することが示唆されていたが、その機能に関して

は不明な点が多い。最近我々の研究グループは、視床下部、青斑核、延髄 (縫線核等) に存在

するFFAR1が、オピオイド-モノアミン系 (下行性疼痛抑制系) を賦活することで抗侵害作用を

示すことを見出した。本研究では、FFAR1作動薬 (GW9508)、FFAR1拮抗薬 (GW1100) および

FFAR1遺伝子欠損マウスを用い、FFAR1は疼痛遷延化に伴う情動行動変化に関与するか否かを検

討した。

本研究では慢性疼痛モデルマウスとして、遷延性炎症性疼痛モデル (Freundの完全アジュバン

ト後肢投与モデル:CFAモデル) と末梢神経障害性疼痛モデル (L4/5 spinal neve ligationモ

デル: SNLモデル) を用い、尾懸垂試験を行った。その結果、両疼痛モデルにおける疼痛様行

動をFFAR1欠損マウスの方が強く呈し、また尾懸垂試験における不動時間延長の程度も大き

かった。さらに、三環系抗うつ薬のアミトリプチリンは、CFAモデルに有効であり、SNLモデル

には無効であった。

次に脳内モノアミンおよびそれらの代謝物遊離におけるFFAR1の機能的関与を検討するため、

正常マウス線条体においてin vivoマイクロダイアリシスを行った。FFAR1欠損マウスにおいて

基礎ドーパミン遊離量は有意に上昇しており、一方、セロトニンの基礎遊離量は減少傾向で

あった。また、GW9508を線条体局所投与すると、野生型マウスではセロトニン遊離を顕著に増

加させたが、欠損マウスではこの効果は消失していた。

以上の結果から、FFAR1/GPR40は脳内セロトニン遊離を調節することで、うつなどの情動行動

に関与することが示唆された。
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ダウン症者で見られるカルシニューリン-NFATシグナルの調節異常とアルツ

ハイマー病関連分子の関連解析

〇浅井 将1,2、髙島 志風1、金城 亜衣美2、栁下 聡介3、丸山 敬3、

岩田 修永1,2

1長崎大学大学院医歯薬学総合研究科、2長崎大学薬学部、3埼玉医科大学医学部

ダウン症 (Down syndrome, DS) 患者は低身長や肥満、特異的顔貌等の身体的特徴を示すと

共に、知的障害や先天性心疾患、内分泌異常、消化器疾患、眼科的疾患、アルツハイマー病

(Alzheimer’s disease, AD) 様の認知症等の合併症を併発する。白血病の発症率は健常者の

10～20倍と言われているが、固形癌の有病率は同年代の10%未満であることが疫学調査で明ら

かとなっている。その要因は、Ca2+によって活性化するホスファターゼであるカルシニューリ

ン (Calcineurin, CN) と転写因子である活性化T細胞核内因子 (nuclear factor of

activated T-cells, NFAT) によるシグナル伝達の調節異常であることが明らかになってい

る。しかしながら、CN-NFATシグナルとDS患者で見られるその他の合併症との関連性は明らか

になっていない。そこで本研究は、CN-NFATシグナルがDS患者で早期から観察されるAD関連分

子の発現や活性にどのような影響を及ぼすか解析した。

NFAT応答配列の下流にルシフェラーゼ遺伝子を組み込んだプラスミドをヒト神経芽腫細胞株

SH-SY5Y細胞に導入し、安定発現系を構築した。常法に従ってCN-NFATシグナルを活性化させた

ときのAD関連分子であるAPP、Tau、Neprilysin (NEP) の各遺伝子の発現を定量した結果、Tau

およびNEPの発現が有意に低下した。一方、CN阻害剤で処理すると、TauおよびNEPの発現量に

は変化がみられなかったが、APPの発現量が有意に低下した。さらにNEPの活性低下に伴って、

培養上清中のβアミロイド (amyloid-β peptide, Aβ) 量が増加した。これらの結果は、CN-

NFATシグナルの調節異常がADの発症および病態の進行に寄与することを示唆する。またCN阻害

剤の長期間の投与でNEPの発現変化を伴わずに活性が低下したことは、NEP活性がリン酸化と脱

リン酸化で制御され、この脱リン酸化反応にCNが直接または間接的に関与していることを示唆

する。DS患者におけるCN-NFATシグナルの調節異常は、固形癌の発生を抑制すると共に早期か

らAD発症を引き起こすという諸刃の剣となっていると考えられる。
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網膜色素変性症モデルマウスにおける microRNA の解析

〇澤田翔平, 森麻美, 坂本謙司, 中原努

北里大・薬・分子薬理

【背景と目的】網膜色素変性症 (RP) は、遺伝性、進行性、かつ難治性の網膜疾患であり、全

世界に約300万人の患者が存在する。iPS細胞などを用いた網膜移植や遺伝子治療などの研究が

行われているが、有効な治療法は確立されていない。microRNA (miRNA) は、遺伝子発現を抑

制的に調節し、生体の恒常性維持に重要な役割を果たしていることから、その制御系の破綻は

疾患を引き起こすと考えられる。しかし、RPの視神経障害に対するmiRNAの関与についてはほ

とんど明らかにされていない。本研究では、RPモデルマウスを用いて、視細胞死の進行と

miRNAの発現変動との関係を検討した。

【方法】 にミスセンス変異をもつRPモデルマウスである マウスを用いた。 (1)

miRNAの発現変動:P10、P15、P25で眼球を摘出し、網膜を単離した。Total RNAを抽出後、SYBR

green法で定量的RT-PCRを行った。 (2) miRNA mimicの保護作用:P15において、片眼にmiRNA

mimicを、反対眼にmiRNA mimic negative controlを網膜下投与した。その10日後 (P25) に、

視機能を評価するため、明順応下で網膜電図を測定した。網膜を単離後、錐体細胞を特異的に

標識するalexa fluor 488標識ピーナッツアグルチニンで染色し、網膜whole mount標本を作製

した。共焦点レーザー顕微鏡を用いて画像を取得し、網膜0.3 mm2に含まれる錐体細胞数を計数

した。 (3) miR-133a mimicの網膜下投与が網膜におけるフェリチン発現と酸化ストレスに与

える影響: (2) と同様にmiRNA mimicの投与と眼球の摘出を行った。眼球をパラフィン包埋

し、厚さ4 µmの薄切切片標本を作製した。抗フェリチン抗体および抗8-OHdG抗体を用いて免疫

染色し、共焦点レーザー顕微鏡で観察した。網膜外顆粒層に含まれる8-OHdG陽性細胞を計数し

た。

【結果と考察】 マウスにおいては、日齢の進行に伴い、miR-133aの発現減少が認められ

た。P25の マウスにおいては、明順応下網膜電図の振幅の減少、錐体細胞の脱落、およ

び視細胞層におけるフェリチンの発現上昇が観察された。P15にmiR-133a mimicを網膜下投与

すると、これらの変化が有意に抑制され、加えて外顆粒層において8-OHdG陽性細胞数が有意に

減少した。以上の結果から、RPの神経障害の進行にmiRNA発現変動が関与しており、miRNAの発

現を制御することによりRPの症状の進行を抑制できることが示唆された。
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マウスNMDA 誘発網膜神経傷害におけるmiR-124の役割

〇曽根康平、森 麻美、坂本謙司、中原 努

北里大・薬・分子薬理

【背景】緑内障は我が国における後天性失明原因第1位の疾患である。現在のところ、有効な

治療法は眼圧降下療法のみであり、視神経保護薬は未だ実用化されていない。近年、がんや神

経変性疾患など、様々な疾患の発症や進行にmicroRNA (miRNA、miR) の発現変動が関与してい

ることが報告されている。最近、我々はマウスの硝子体内にNMDAを投与すると、網膜における

miR-124の発現が減少することを報告した。今回、本現象と視神経節細胞死との関連について

検討を行った。

【方法】実験には7-8週齢のC57BL/6Jマウスを用いた。 (1) miRNA mimicおよびinhibitorを用

いた検討:1日目にマウスの両眼にmiR-124 mimicまたはmiR-124 inhibitor、miRNA mimic

negative control (miR-mimic NC) またはmiRNA inhibitor negative control (miR-

inhibitor NC) (10 pmol/eye) を、2日目にマウスの片眼にNMDA、反対眼にsalineを硝子体内

投与し、その7日後に網膜を単離した。その後、alexa fluor 488標識抗NeuN 抗体を用いた免

疫染色により視神経節細胞を蛍光標識し、網膜フラットマウント標本を作製した。共焦点レー

ザー顕微鏡を用いて画像を取得し、NeuN陽性細胞を計数し、細胞残存率を求めた。視神経節細

胞のアポトーシスとmiR-124の標的mRNAであるアポトーシス促進因子Baxの発現変動は NMDA投

与8時間後に評価した。眼球のパラフィン包埋切片を作製し、TUNEL染色と抗Bax 抗体を用いた

免疫組織化学を行い、共焦点レーザー顕微鏡を用いて画像を取得した。

【結果】miR-124 mimicは、NMDA投与8時間後の網膜視神経節細胞層において観察されるTUNEL

陽性細胞数の増加、Baxの平均蛍光強度の上昇およびNMDA投与7日後におけるNeuN陽性細胞の減

少を有意に抑制した。また、miR-124 inhibitorの単独投与によりNeuN陽性細胞の減少傾向が

観察された。

【考察】本実験成績は、miR-124が視神経節細胞の生存に関与していること、そしてNMDA誘発

網膜神経傷害にはその発現減少を介したBaxの発現増加によるアポトーシスが関与しているこ

とを示唆している。

A-11

第138回 日本薬理学会関東部会

中枢神経（グリア細胞を含む）、末梢神経



マウスNMDA 誘発網膜神経傷害に対するsalubrinalの影響

〇小口 拓海、森 麻美、坂本 謙司、中原 努

北里大学・薬・分子薬理

【背景】緑内障は本邦における後天性失明原因第一位の疾患であり、網膜視神経節細胞 (RGC)

の脱落により失明を引き起こす。変性タンパク質が小胞体に蓄積した際に起きる小胞体ストレ

ス応答 (unfolded protein response: UPR) は、アルツハイマー病等の神経変性疾患の分野で

注目されているが、網膜変性疾患における報告は少ない。本研究では、UPR経路の下流に位置

する翻訳開始因子eukaryotic initiation factor 2 (eIF2α) とRGC傷害との間の関連に着目

し、リン酸化eIF2αの脱リン酸化阻害薬salubrinalがマウスNMDA誘発網膜神経傷害に及ぼす影

響を検討した。

【方法】ICR系雄性マウス (7～9週齢) の硝子体内にNMDA (40 nmol/eye) とsalubrinal (3

nmol/eye) を投与した。投与7日後に眼球を摘出して網膜whole mount標本を作製し、alexa

fluor 488標識抗NeuN 抗体を用いた免疫染色によりRGCを蛍光標識した。共焦点レーザー顕微

鏡を用いて画像を取得し、NeuN陽性細胞を計数し、細胞残存率を求めた。さらに、NMDA投与2

時間後に眼球を摘出して作製した組織切片を用い、リン酸化eIF2αの下流に存在する

activating transcription factor 4 (ATF4) の発現を観察し、12時間後に眼球を摘出して作

製した組織切片を用いて、酸化ストレス傷害の指標となる8-OHdG陽性細胞数を定量した。

【結果】Salubrinalの処置により、NMDA投与7日後のRGC生存率は有意に改善され、またNMDA投

与12時間後の網膜視神経節細胞層に存在する8-OHdG陽性細胞数も減少していた。網膜視神経節

細胞層におけるATF4の発現は、NMDA硝子体内投与によって減少したが、salubrinalを同時に投

与することで、その発現量は保持された。

【考察】ATF4は、シスチントランスポーターxCTなどの抗酸化反応に関係する分子の発現亢進

に関与しているとの報告がある。Salubrinalの網膜神経傷害保護作用には、NMDA投与後早い段

階で認められるATF4の発現減少の抑制を介した抗酸化反応の増強が関与している可能性が考え

られた。
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パーキンソン病モデルでの脳炎症反応におけるEP3受容体の役割

〇花田美憂1 、佐々木萌1 、内藤康仁1 、渡辺俊1 、岩井孝志1 、尾山実砂1 、

田辺光男1 、松尾由理1,2

1北里大 薬 薬理, 2北陸大 薬 医療薬

パーキンソン病 (PD) とは振戦等の運動障害を特徴とし、病理学的には黒質ドパミン (DA) 神

経の脱落を特徴とする神経変性疾患である。病因は未だ不明で進行性の神経変性を抑制できる

治療薬も存在しない。当研究室ではこれまでに、6-hydoroxydopamine (6-OHDA) 処置PDモデル

にて、黒質DA神経細胞で膜結合型PGE合成酵素-1 (mPGES-1) が誘導発現し、産生されたPGE2が

DA神経細胞死を促進する事を示してきた。本研究では、PGE2の下流に存在するEP受容体の寄与

について、 および PDモデルにより検討した。 PDモデルは、胎生15

日齢のWistarラットの中脳神経細胞を単離培養し、6-OHDAを処置する事で作成した。6-OHDAに

よるtyrosine hydroxylase (TH) 陽性DA神経細胞数の減少は、EP3受容体アンタゴニスト

(ONO-AE3-240) にて有意に回復した。また、COX-2阻害薬 (NS-398) によっても回復したが、

EP3受容体アゴニスト (ONO-AE-248) で有意に悪化した。そこで、EP3受容体の役割を

PDモデルで検討した。C57BL/6系雄性のEP3受容体欠損型 (EP3KO) または野生型 (WT) マウス

の左線条体に6-OHDAを投与して7、14日後に脳を摘出し解析に用いた。抗TH抗体、逆行性ト

レーサーであるFluoro-Goldを用いた解析より、投与14日後の黒質DA神経の脱落と黒質―線条

体投射経路の障害は、WTに比べEP3KOでは有意に軽度だった。また、アポモルヒネ誘発の回転

行動や、四肢の運動障害 (Rota-rod試験)、運動量低下もWTに比べEP3KOで有意に軽度であっ

た。さらにIba-1、GFAPの免疫染色より、投与7日後にミクログリアが、14日後にアストロサイ

トがWT黒質で活性化したが、EP3KOでは顕著な活性は見られなかった。Real-time PCR法による

解析から、6-OHDA処置による線条体でのIL-1β、TNF-αのmRNAの発現増加は、EP3KOでは顕著

に抑制された。以上より、6-OHDA誘発PDモデルにて、EP3受容体は炎症反応を促進し、DA神経

細胞の脱落と運動障害に寄与することが示唆された。従って、EP3受容体は、PD患者における

神経変性を抑制する、新規治療ターゲットとなることが期待される。
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AMPA受容体をターゲットとした新規抗うつ薬の開発

〇宮﨑 智之、中島 和希、藤川 薫、波多野 真衣、有澤 哲、高橋 琢哉

横浜市立大学・医学部・生理学

うつ病は、抑うつ気分、意欲・興味・精神活動の低下などを特徴とした精神障害であり、日本

国内だけで104万人以上の有病者が存在する。しかし治療薬開発が有病率低下に寄与しておら

ず、また適切にうつ病と診断されていない事が多いことも社会問題となっている。その一因と

して、病因が多岐にわたり、分子メカニズムに基づいた診断 (疾患分類) ならびに治療を行え

ていないという問題がある。これまでに多様なうつ病モデル動物が作成され、mRNAやタンパク

発現レベルにおいてAMPA受容体の量的変化が生じることが報告されてきた。近年ではうつ病患

者の死後脳を用いた研究からもうつ病とAMPA受容体の量的変動の関係が報告されており、こう

した長年にわたる研究結果の蓄積に基づいて、AMPA受容体を標的とした抗うつ薬の開発が全世

界的に注目されている。

過去の研究報告を鑑みて、うつ病に対する高い有効率を示す薬剤の条件として、①高い脳移行

性、②AMPA受容体に対する高い結合活性能が挙げられると考えた。私たちはまず、質量分析装

置を用いたスクリーニング系の構築により、高い脳移行性を示す薬剤の発見に成功した。その

化合物を母核とし、さらに脳移行性を高めるべく化合物の合成展開を行った。また代謝パター

ンを同定することで、分解されづらい化合部の合成にも成功した。

これら有望な化合物については、電気生理学的特性を調べた。急性海馬切片を用いたwhole

cell記録を行い、薬剤投与前後でAMPA電流がどの程度変化するかを検討した。抗うつ作用の評

価には行動実験を行った。主に強制水泳試験を実施し、薬剤投与30分後 (急性作用) および7

日間連続投与後 (慢性作用) に強制水泳試験の結果が薬剤投与によりどの程度変化するかを検

討した。この結果、合成展開した化合物群の中で特に脳移行性が高く、代謝を受けにくい化合

物が、最も高い抗うつ効果を示すことが明らかになった。また市販されているSSRIや抗うつ薬

として治験中であるAMPA受容体作動薬についても同様の行動評価を行い、比較検討した。その

結果、本化合物のみ急性効果を示し、また休薬一週間後にも抗うつ効果が残存していることが

わかり、他の抗うつ薬に比して本化合物が優れていることを示すことができた。
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貪食性アストロサイトによる神経回路リモデリング

〇小泉修一、森澤陽介、平山友里

山梨大学 大学院総合研究部医学域 薬理学

アストロサイトは、脳内外の環境変化を感知すると、反応性アストロサイトとなり、その形状

も性質も大きく変化する。これまで、プレコンディショニングによる「虚血耐性」の獲得に、

活性化したアストロサイトが中心的な役割を果たすことを見出し、反応性アストロサイトを神

経保護的な視点から解析してきた (J Neurosci 2015, Glia 2017)。今回、軽度脳卒中負荷後

に、アストロサイトが貪食能を獲得すること、その分子メカニズム、脳内リモデリングとの関

連性について報告する (Nat Commun 2017)。

マウス中大脳動脈閉塞 (MCAO) モデルを用い、短時間虚血負荷後のアストロサイト形態及び

性質を観察した。アストロサイトは虚血周辺部位でGFAP強陽性の反応性アストロサイトとな

り、galectin-3陽性で、lysosomeと共に多くのシナプス構造を含む断片を内包していた。アス

トロサイトが種々シナプス構造を内包する像は、透過電顕及び3D電顕でも確認でき、虚血後に

アストロサイトが貪食性を獲得していることが明らかとなった。これまで脳内の貪食細胞とし

ては、ミクログリアが中心的な役割を果たすと考えられて来た。実際、本虚血負荷後にも、多

数の貪食性ミクログリアが観察されたが、これらは虚血直後から主に梗塞巣の中心部位で観察

された。一方、貪食性アストロサイトは、虚血後しばらくしてから、梗塞巣周辺の所謂ペナン

ブラ領域にアセンブリとなって観察された。このように両者が一見棲み分けをするかのごとく

時空間的に異なる分布を呈することは、ミクログリアとアストロサイトの貪食が果たす、生理

的及び病態生理的な役割の違いを強く示唆するもので興味深い。貪食関連分子のスクリーニン

グにより、貪食性アストロサイトには、ATP-binding cassette transporterのABCA1が発現亢

進していることを見出した。さらに本分子を薬理学的及び分子生物学的に機能及び発現を抑制

すると、アストロサイトの貪食は著しく低下することが明らかとなった。また、ABCA1の発現

亢進により、アストロサイトの貪食は亢進した。以上、虚血負荷後の反応性アストロサイト

は、ABCA1を発現亢進させることで貪食性アストロサイトとなり、主にペナンブラ領域のリモ

デリングで重要な役割を果たしている可能性が示唆された。
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血管内皮細胞の遊走に対する五苓散の抑制作用

〇村上一仁、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】五苓散は、利水作用を有する代表的な漢方方剤であり、近年では、本方剤は慢

性硬膜下血腫の術後再発の防止に有効であるとの臨床報告がなされている。慢性硬膜下血腫の

患者では、未熟な血管の新生とその破壊が繰り返され、血腫の肥大を来たし、再発・増悪す

る。従って、本疾患の再発予防には、血管の新生を抑制することが重要となる。そこで本研究

では、五苓散が血管新生を阻害するのではないかとの仮説のもと、血管内皮細胞の遊走・増殖

に対する五苓散の作用を調べた。

【方法】実験標本には、ヒト血管内皮細胞株HUVEC細胞を用い、本細胞の遊走能はscratch

assay法にて調べた。また、各種タンパク質の発現はwestern blot法にて検出した。

【結果・考察】HUVEC細胞の遊走は、血管内皮増殖因子 (VEGF) によって亢進したが、五苓散

はこの遊走を処理濃度 (0.01-0.1 mg/ml) 依存的に抑制し、0.1 mg/mlの濃度ではコントロー

ルの約50%まで低下させた。VEGFによる内皮細胞の遊走にはERKの活性化が重要であるため、

ERKリン酸化に対する五苓散の作用を検討した。VEGFを処理した細胞では、ERKリン酸化亢進が

生じたが、五苓散はこれを著明に抑制した。また、MEK-ERK阻害薬U0126が五苓散と同様にVEGF

による遊走を抑制したため、五苓散による血管内皮細胞の遊走抑制作用の一部にERKシグナル

の阻害が関与すると考えられた。一方、興味深いことに、五苓散は、U0126とは異なり、無刺

激時の基礎遊走能をも抑制した。この基礎遊走能の抑制にはVEGFシグナル以外の標的分子が存

在すると考え,水チャネルのaquaporin-1 (AQP1) に着目した。AQP1は内皮細胞のleading edge

に局在し、その伸長を促す。五苓散を処理した細胞でのAQP1の発現量を調べると、VEGFの有無

に関わらず、タンパク質、mRNAともに、コントロールに比べて著明に減少していた。また、

AQP1欠損細胞では、五苓散による遊走抑制が認められなかったことから、五苓散はAQP1発現を

低下させることで基礎遊走能を抑制すると推定された。本研究の成績は、慢性硬膜下血腫に対

する五苓散の有効性を裏付ける基礎的データであるとともに、五苓散を血管新生が関わる他の

疾患へ応用できる可能性を示しており興味深い。
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PGD2が血管内皮細胞への単球の接着に与える影響

〇藤井省太、前原都有子、中村達朗、村田幸久

東大・院・放射線動物科学

【背景・目的】炎症刺激は内皮細胞における細胞接着分子の発現を増強し、単球の接着を促す

ことで粥状動脈硬化症のリスクを上げる。炎症において内皮細胞はプロスタグランジンD2

(PGD2) を含むPG類を多く産生するが、その生理作用は分かっていない。本研究では内皮細胞へ

の単球接着に対するPGD2の影響を明らかにすることを目的とした。

【方法】ウシ大動脈内皮細胞 (BAEC) を実験に用いた。RT-PCRにより、細胞接着分子 (E-

selectin、 ICAM-1、 VCAM-1) のmRNA発現量を評価した。質量分析装置によりBAEC培養上清中

のPGの濃度を測定した。免疫蛍光染色により、NF-κBの核内移行を評価した。ヒト単球系細胞

株U937の内皮細胞への接着を評価した。

【結果】BAECに細菌性毒素であるLPS (0.1 ng/ml) を処置したところ、細胞接着分子の発現が

上昇し、PGD2合成阻害薬AT-56 (100 μM) の前処置はその発現を増強させた。PGD2の受容体作

動薬 (1 μM) の前処置は細胞接着分子の発現に影響を与えなかったが、PGD2の代謝産物15d-

PGJ2 (3 μM) の前処置はこの発現を有意に抑制した。また、15d-PGJ2の受容体と考えられる

PPARγの阻害薬GW9662 (5 μM) の前処置は、LPSによる細胞接着分子の発現を増強した。BAEC

培養上清中の脂質濃度を測定したところ、LPSの処置は、PGD2と15d-PGJ2の濃度を上昇させ、AT

-56の前処置はこれらの上昇を抑制した。さらに、LPSの処置は、BAECにおけるNF-κBの核内へ

の移行を誘起し、単球の接着を促進した。AT-56の前処置はこれらの反応を増強し、15d-PGJ2の

前処置は抑制した。

【結論】炎症刺激に乗じて、内皮細胞から産生されるPGD2は15d-PGJ2に代謝され、15d-PGJ2が

PPARγやNF-κBのシグナルを介して細胞接着分子の発現を抑制し、内皮に対する単球の接着を

抑制していることが示された。
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心臓組織性マクロファージは心筋細胞の代謝を制御することで心機能を保

護している

〇石井 貴浩1,2、幸 龍三郎1、工藤 藤美1、柴田 宗彦1、高野 博之2、

真鍋 一郎1

1千葉大学大学院医学研究院 長寿医学、2千葉大学大学院薬学研究院 分子心血管薬理学

わが国では、心疾患による死亡率はがんに次いで2位であり、平成26年の推定患者数は170万人

を超えている。特に心疾患の死者数の半分を占めている心不全は急増しており、新しい治療薬

の開発が喫緊の課題になっている。近年の研究において心臓にはマクロファージが常在し、心

機能を保つために重要な役割を果たしていることが報告されている。しかし、心臓マクロ

ファージがどのようにして心保護に関わっているかはよくわかっていない。心不全では心筋代

謝の異常が認められる。そこで、我々は心臓マクロファージが放出しているamphiregulin

(AREG) に注目し、心筋細胞の代謝にどのように関わっているのかを解析した。心筋細胞は主

に脂肪酸を酸化してATPをつくっており、グルコースからの解糖系はあまり使われていない

が、ストレス下では脂肪酸の代わりに解糖系を使ってATPを得るようになる。この代謝の柔軟

性は心筋の恒常性を保ち、心不全を起こさないようにするために重要であると考えられてい

る。培養マウス心筋細胞にAREGを作用させたところ、解糖系からTCA cycleに入る制御をして

いる酵素であるpyruvate dehydrogenase (PDH) のリン酸化したタンパク量は、AREGがないも

のに対して減少していた。また、PDHのリン酸化を制御するPdk4、Pdp2の発現は、PDHのリン酸

化を抑制していると考えられた。したがって、解糖系からTCA cycleへの基質の流れを亢進さ

せると考えられる。実際、AREGにより乳酸の蓄積が減り、ミトコンドリアの呼吸量も増えてい

ることから、酸化的リン酸化によるATP産生が増加している。このことから、AREGは心筋細胞

のPDHのリン酸化を制御することによって糖代謝が酸化的リン酸化を活性化する。つまり、心

臓にいる組織マクロファージは心筋細胞の代謝を制御することで心機能の保護の一翼を担って

いるものと考えられる。
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新生仔マウス網膜において観察される血管異常と細胞外マトリックスとの関

連:新規未熟児網膜症モデルとしての可能性

〇森田 茜、郷古朋美、松村麻美、森 麻美、坂本謙司、中原 努

北里大・薬・分子薬理

【背景】未熟児網膜症では、未だ血管が形成されていない領域 (血管未形成領域) と既に血管

が形成された領域 (血管形成領域) との境界部に境界線が形成された後、硝子体腔方向への血

管新生が生じる。我々は、新生仔期マウスの網膜血管新生を VEGF 受容体 (VEGFR) チロシン

キナーゼ阻害薬により一時的に抑制すると、その後、血管未形成領域と血管形成領域との境界

部に異常な血管が形成されることを報告している。今回、本現象における細胞外マトリックス

の役割と新規未熟児網膜症モデルとしての可能性について検討を行った。

【方法】網膜表層の約 50% を血管が覆う 4 日齢のマウスに VEGFR チロシンキナーゼ阻害薬

KRN633 (10 mg/kg) を 2 日間皮下投与した。そして、血管未形成領域と 1 度形成された毛細

血管が退縮して生じた血管退縮領域における血管形成の様子と細胞外マトリックス (type IV

collagen 又は fibronectin) の分布について経時的に観察した。さらに、fibronectin を産

生するアストロサイトについても検討を行った。

【結果】KRN633 の作用消失後に生じる血管新生は血管未形成領域よりも血管退縮領域で優先

的に生じ、血管退縮領域が再び血管で覆われるまでの期間、血管未形成領域への血管伸長は抑

制されたままであった。そして、血管未形成領域と血管形成領域との境界部に太くいびつな形

態の血管が認められるようになった。Type IV collagen は血管内皮細胞周囲にのみ分布して

いたが、fibronectin は血管内皮細胞周囲に加えて血管未形成領域においても認められた。

KRN633 処置後のマウスでは、血管未形成領域における fibronectin 及びその産生細胞である

アストロサイトのネットワークが大きく乱れ、異常が認められた。

【考察】4 日齢のマウスに VEGFR チロシンキナーゼ阻害薬を投与すると、網膜血管新生が抑

制された後、ヒトの未熟児網膜症と類似した血管異常が認められた。その異常血管の形成には

血管内皮細胞遊走の足場となる fibronectin とその産生細胞であるアストロサイトのネット

ワーク異常が関与している可能性が示された。本モデルは未熟児網膜症における血管異常とそ

の治療法を研究するための有用な実験モデルとなると考えられる。
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心筋細胞におけるKir6.1強制発現マウスに認められた突然死の解析

〇松本明郎1、渡部恭大1、岸本充2、中谷晴昭1

千葉大学大学院医学研究院 1薬理学、2病態病理学

心筋細胞におけるKATPチャネルはKir6.2/SUR2Aにより構成され、細胞内ATP代謝に応答し心筋保

護効果を示す。KATPチャネル機能低下を伴うヒト拡張型心筋症例が報告されたが、KATPチャネル

遺伝子欠損マウスでは病態が再現されていない。

血管平滑筋のKATPチャネルを構成するKir6.1遺伝子を心筋細胞に高発現させたトランスジェ

ニックマウス (Kir6.1TG) を作成した。Kir6.1TG心筋細胞では電位依存性K電流密度とピナシ

ジル誘発性KATP電流密度の低下が認められ、心電図QT間隔や心筋細胞活動電位幅 (APD) が著明

に拡大する原因と考えられた。Kir6.1TGは生育・繁殖に異常を認めないものの、APDの慢性的

な延長によりCa2+過負荷状態が若週齢から続いていることが示唆された。生後30週齢頃から

Kir6.1TGの突然死が認められるようになり、52～55週齢までに半数が死亡した。Kir6.1TGは、

加齢とともに心室の線維化が進行し、40週齢では内膜側から外膜側まで拡大し、心筋細胞の腫

大傾向も認められた。ノルアドレナリン負荷によりKir6.1TGは心室内伝導異常と考えられる心

電図変化を高頻度に生じ、ノルアドレナリンの繰返し負荷により心停止を来した。Kir6.1TG心

室筋におけるKir6.2/SUR2遺伝子発現はともに抑制されていたのに加え、心不全マーカーとし

てのBNP、線維化マーカーPOSTNは野生型に比較し有意に上昇し、経時的な増大傾向を認めた。

Kir6.2がKATPチャネルを構成している心筋細胞にKir6.1遺伝子を高発現させることにより、心

筋KATPチャネル機能の大幅な抑制とAPDの延長が生じた。心筋組織の線維化が経時的に進行し、

カテコラミン誘発性の心室内伝導障害等が関与して、突然死が生じるものと考えられた。K

チャネル機能低下を示すKir6.1TGマウスは、遺伝子欠損マウスでは再現できない病態をヒトに

類似した時間経過で自然発症するモデル動物と考えられ、解析が進んでいなかったチャネル異

常に起因する心筋症病態の解明や治療法の検討への活用が期待される。
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プリン作動性P2Y6受容体の多量体化とその生理的意義

〇下田 翔1, 2、Caroline Sunggip1、西村 明幸1, 2、田中 智弘1、 冨田 拓郎1,2、

西山 和弘3、西田 基宏1, 2, 3, 4

1自然科学研究機構 岡崎統合バイオサイエンスセンター(生理学研究所) 心循環シグナル研究部

門 2総合研究大学院大学 生命科学研究科 生理科学専攻 3九州大学大学院薬学研究院 創薬育

薬研究施設統括室

我々は最近、プリン作動性のGタンパク質共役型受容体 (P2Y6R) が加齢高血圧リスクを高める

原因タンパク質となる可能性を見出した (Science Signal., 2016)。P2Y6R阻害剤MRS2578処置

やP2Y6R遺伝子欠損によりアンジオテンシンII誘発性の高血圧が抑制されたことから、P2Y6Rが

心血管病治療薬の新たな標的分子となる可能性を期待していた。ところが、P2Y6R欠損マウス

に横行動脈縮窄 (TAC) による圧負荷を施したところ、野生型TACマウスと比べて死亡率および

心不全が顕著に悪化することがわかった。しかし一方で、MRS2578投与マウスではTAC誘発性心

不全が顕著に改善されていた。そこで本研究では、MRS2578がP2Y6Rに作用することで、プリン

作動性シグナルとは異なる未知の心筋保護シグナル経路を活性化する可能性を検証した。

野生型マウス心臓およびラット新生児心筋細胞にMRS2578を処置したところ、extracellular

signal-regulated kinase (ERK) の活性化およびheme oxygenase 1やsuperoxide dismutase 2

(SOD2) の発現が誘導された。MRS2578によるこれら保護シグナルの誘導は、P2Y6R欠損により

消失した。FLAG-P2Y6Rを発現させたHEK293細胞にMRS2578を処置したところ、P2Y6Rタンパク質

の単量体バンドが高分子側にシフトすることがわかった。免疫染色においても、MRS2578処置

によりP2Y6Rは内在化することが明らかとなった。この現象は内因性リガンドであるUDP刺激で

は認められなかった。さらに、Gタンパク質と共役しないP2Y6R (AAY) 変異体にMRS2578を処置

した場合にも多量体化が誘導されることが明らかとなった。

以上の結果から、MRS2578は既存のプリン作動性シグナリングとは異なる機構を介してP2Y6R

の多量体化を誘導し、心筋保護シグナルを活性化している可能性が初めて示された。MRS2578

と同様の化学特性をもつ環境化学物質がP2Y6Rの品質管理 (多量体化) を介して心血管リスク

を調節しているのかもしれない。
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高血糖マウス心臓におけるTRPC6発現増加の生理的意義

〇小田 紗矢香1,2、冨田 拓郎1,2、西村 明幸1,2、西田 基宏1,2,3

1岡崎統合バイオサイエンスセンター(生理学研究所)心循環シグナル研究部門、
2総合研究大学院大学、3九州大学大学院薬学研究院創薬育薬研究施設統括室

【背景・目的】受容体作動性のCa2+透過型カチオンチャネルが次世代チャネル創薬の標的分子

として注目を集めている。Transient receptor potential canonical (TRPC) タンパク質は受

容体作動性チャネルの分子実体であり、様々な疾患・病態においてTRPCタンパク質の発現増加

が報告されている。特に心血管系では、心肥大に相関して脂質活性化型のTRPCチャネルタンパ

ク質 (TRPC3とTRPC6) が発現増加することが知られている。我々は最近、TRPC3の発現増加が

チャネル活性非依存的にNADPH oxidase 2 (Nox2) のプロテアソーム分解を抑制することで活

性酸素生成を増強し、結果的に心臓の線維化 (硬化) や心筋萎縮を引き起こすことを明らかに

した。一方、TRPC6は様々な負荷により強く発現増加することが知られているものの、病態と

の因果関係についてはよくわかっていない。そこで本研究では、高血糖による心筋TRPC6タン

パク発現増加が心不全発症リスクに及ぼす影響を、TRPC3-Nox2タンパク複合体との相互作用の

視点から検討した。

【方法・結果】ストレプトゾトシン誘発高血糖モデルマウスの心臓においてTRPC6発現量が増

加し、Nox2発現量は低下していた。ストレプトゾトシン投与は、野生型マウス・TRPC3欠損マ

ウス・TRPC6欠損マウスの血糖値を同程度に上昇させたが、TRPC6欠損マウスにおいてのみ心機

能の顕著な低下と酸化ストレスの増大が観察された。高血糖培養ラット心筋細胞のTRPC6を

ノックダウンすると、酸化ストレス・炎症マーカーの発現量が上昇した。HEK293細胞の過剰発

現系において、TRPC3とTRPC6はともにNox2と複合体を形成したが、TRPC6はNox2発現量を増加

させなかった。TRPC3/C6両者をNox2と共発現させると、TRPC3/C6-Nox2三者複合体が形成され

たものの、TRPC3によるNox2発現上昇が打ち消された。TRPC6はチャネル活性非依存的にTRPC3

によるNox2発現増加を阻害した。

【考察】高血糖による心筋TRPC6発現増加は、TRPC3-Nox2複合体形成を阻害することでNox2発

現量の増加を抑制し、高血糖時の心不全リスク軽減に働くことが示唆された。
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ヒトiPS細胞由来心筋細胞の動きベクトル解析による

抗がん薬心毒性の評価

〇酒德航平、岩崎菜々美、杉本真太朗、山口賢彦、坂本多穗、黒川洵子

静岡県立大学薬学部 生体情報分子解析学分野

【背景】医薬品の薬剤クラスによらない心毒性には急性と慢性があり、特に抗がん薬による慢

性毒性では投与後長い期間を経て心筋の収縮機能が減弱する。非臨床安全性試験では慢性毒性

の評価は動物モデルで行われていることからヒトへの外挿性は低く、依然として種差は解決す

べき課題である。そこで本研究では、ヒト心筋の収縮機能に対する抗がん薬の慢性毒性を評価

するために、新規評価方法の構築を目指すこととした。

【目的】ヒトiPS細胞由来心筋細胞 (iPS心筋) を用いて、抗がん薬を8日間暴露したときの心

収縮機能変化をライブセルイメージングで評価する。

【方法】ヒトiPS心筋 (iCell-cardiomyocyte, CDIJ) を96穴プレートにシート状に培養し、実

験に用いた。心筋シートの超高速ビデオ画像から動きベクトルを算出し (Field Motion

Imaging)、機能を評価した (SI8000, SONY)。画像は、培養液を置換する前に撮影した。抗が

ん薬等の薬剤は交換する培地に含め、24時間毎、8日間投与した。細胞はステージトップイン

キュベーター (TOKAI HIT) で、撮影中も37℃、5%CO2を維持した。

【結果】各心筋シートは抗がん薬投与開始までに充分な安定性を示し、コントロール群では実

験終了までに12日間の安定した拍動率、収縮速度、変形距離を維持した (低下率は5%以下)。

心毒性の報告があるドキソルビシンの長期投与 (既報では最長の8日間) では濃度依存的に心

収縮機能が低下した。これまでの報告の3日間投与では毒性が見られない低濃度 (0.1 μM) の

ドキソルビシンを8日間連続投与したところ、心筋シートの形態を維持しながら心収縮機能が

40～60%低下した (n=6)。また、7-AAD/HO342を用いた死細胞・生細胞染色による細胞死チェッ

クにて濃度依存的な細胞死が見られた。特にドキソルビシン高濃度群 (1 μM) では低濃度群

(0.01 μM) と比べ細胞死割合が約60%高かった (n=4-8)。

【考察】本研究より、ヒトiPS心筋のライブセルイメージングは長期間投与による抗がん薬心

収縮毒性を非侵襲的かつ簡便に評価可能であると示され、本実験系が慢性毒性評価系構築に有

用だと考えられる。今後は本評価系により心保護薬併用時の収縮機能を研究する。
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LapatinibはQT間隔を延長するが、致死的な不整脈を誘発しない

〇安東賢太郎1,2)、内藤篤彦1,2)、中村裕二1)、長澤 (萩原) 美帆子1)、後藤 愛2)、

千葉浩輝2)、Nur Jaharat Lubna2)、中瀬古 (泉) 寛子1,2)、杉山 篤1,2)

1) 東邦大学医学部薬理学講座、2) 東邦大学大学院医学研究科

【背景・目的】LapatinibはEGFR (ErbB1) とHER2 (ErbB2) を可逆的に阻害する乳癌に適応を

有するがん分子標的薬である。臨床試験を通じてQT間隔延長や左室駆出率低下などの心毒性が

報告されているが、その機序や程度をin vivoで詳細に検討した非臨床試験はない。今回我々

は、lapatinibによる心血管系に対する作用をハロセン麻酔犬モデルおよび完全房室ブロック

犬モデルを用いて評価した。

【方 法】ビーグル犬 (約10 kg、♀、5例) をthiopentalで麻酔導入後、気管内挿管し、100%

酸素通気下に1%halothaneで麻酔を維持した。人工呼吸下で体血圧、心拍出量、左室圧、体表

面心電図、His束電位図、洞調律時と心室ペーシング時の心室単相性活動電位持続時間 (MAP90)

および心室有効不応期を測定した。また、経皮的心臓超音波検査で収縮能および拡張能を評価

した。Lapatinibは0.3および3 mg/kgを10分間かけて静脈内投与した。さらに、lapatinib投与

後の血中lapatinib、NT-pro BNP、トロポニンI、CK、ASTおよびLD濃度を測定した。また、完

全房室ブロック犬 (約10 kg、♀、4例) にlapatinib 3 mg/kgを10分間かけて静脈内投与し、

投与後21時間にわたってホルター心電図を測定し、催不整脈性を評価した。

【結 果】ハロセン麻酔犬においてlapatinibは低用量では各指標に対し作用を示さなかっ

た。高用量では末梢血管抵抗の増加、QT間隔およびQTcの延長、逆頻度依存的なMAP90の延長お

よび心室有効不応期の延長を示したが、収縮能および拡張能には影響しなかった。また、血中

トロポニンI濃度を上昇させた。高用量の最高血中濃度は臨床有効血中濃度に相当していた。

完全房室ブロック犬モデルおいて催不整脈作用を示さなかった。

【結論】臨床用量のlapatinibは Krの阻害作用および心臓組織障害作用を示したが、致死性心

室不整脈の発生は観察されなかった。
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包括的催不整脈作用評価のパラダイム構築に向けて:慢性房室ブロック犬

を用いたE-4031の催不整脈作用の定量評価

〇後藤 愛1)、中村裕二2)、千葉浩輝1)、Nur Jaharat Lubna1)、長澤(萩原)美帆子2)、

中瀬古(泉)寛子1,2)、安東賢太郎1,2)、内藤篤彦1,2)、杉山 篤1,2)

1)東邦大学大学院医学研究科、2)東邦大学医学部薬理学講座

【背景】2013年7月に薬物性不整脈のリスク評価の新しいパラダイムを検討するシンクタンク

会議が米国で開催され、包括的 催不整脈アッセイ (CiPA) が提案された。2014年1月

に霧島会議が開催され、CiPAに加えて非臨床 評価および臨床心電図試験の役割が明確

にされた (霧島宣言) 。CiPAにおいて、E-4031は選択的 Kr遮断作用を有し、 モデル

ではTdPを、ヒトiPS由来心筋細胞標本では早期後脱分極を誘発する代表的な陽性対照薬であ

る。一方、E-4031は臨床第I相およびII相試験でQT間隔を延長し、2例で心原性失神を誘発した

が、非臨床 評価でE-4031のtorsade de pointes (TdP) 誘発性を定量評価した報告はな

い。

【目的・方法】代表的な 催不整脈モデルである慢性房室ブロック犬を用いて、E-4031

の生体における催不整脈作用と薬物動態を評価した。 (実験1) 慢性房室ブロック犬にホル

ター心電計を24時間装着し、E-4031 (0.03、0.1および0.3 mg/kg) を各10分間かけて静脈内投

与後、催不整脈作用を評価した (n=4) 。 (実験2) 慢性房室ブロック犬に実験1と同様にE

-4031を静脈内投与し、経時的に薬物血中濃度を測定した (n=2) 。

【結果】 (実験1) E-4031は用量依存的にQT間隔およびQTcを延長し、心室固有調律および再分

極時間の時間的ばらつきを増加させた。4例中、中用量は1例、高用量は全例でTdPを誘発し

た。 (実験2) E-4031投与後10分、30分および60分後の血中濃度はそれぞれ、低用量で16.6、

3.6、2.0 ng/mL、中用量で60.9、15.8、6.9 ng/mLおよび高用量で182.8、39.6、17.8 ng/mLで

あった。TdPが発生した際の推定薬物濃度はヒトiPS由来心筋細胞標本で早期後脱分極が誘発さ

れた濃度 (4.0～40.2 ng/mL) に近似していた。

【結論】E-4031は、CiPAおよび霧島宣言で提唱された包括的催不整脈作用評価における陽性対

照薬として適切であることが示された。今回の結果は、CiPAに基づいた開発候補化合物による

TdP誘発の安全域を推定する際に有用なガイダンスとなる。
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Characterization of halothane-anesthetized using

anti-influenza virus drug oseltamivir

〇Nur Jaharat Lubna1), Yuji Nakamura2), Ai Goto1), Koki Chiba1),

Mihoko Hagiwara-Nagasawa2), Hiroko Izumi-Nakaseko2), Kentaro Ando1), 2),

Atsuhiko T. Naito1), 2), Atsushi Sugiyama1), 2)

1) Department of Pharmacology, Toho University Graduate School of Medicine
2) Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Toho University

We analyzed electrophysiological characteristics of  under the

halothane-anesthesia using anti-influenza virus drug oseltamivir (n=4) , which has

been known to possess multi-channel blocking properties, including Na+, Ca2+ and K+

channels. Oseltamivir in doses of 0.3, 3 and 30 mg/kg was infused over 10 min with

an interval of 20 min, which provided peak plasma concentrations of 1.4, 7.4, 125.5

µg/mL, respectively. The low dose did not alter any of the cardiovascular variables.

The middle dose decreased the heart rate at 30 min after the start of the infusion.

The high dose decreased the heart rate at 5 min and for 20-60 min and the mean blood

pressure for 5-60 min; prolonged the PR interval for 10-60 min and the QRS width for

10-20 min; but shortened the QT interval for 10-30 min and the QT corrected by Van

de Water's formula for 5-60 min. These findings indicate that oseltamivir can more

potently inhibit the inward currents than the outward ones in the heart of

, which was opposite to our previous observation in beagle dogs under

the same experimental conditions, reflecting the unique characteristics of

 as a laboratory animal.
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モンゴル原産生薬キンポウゲ科 水抽出物の心血管系に

対する作用:麻酔ラットでの検討

〇千葉浩輝1)、後藤 愛1)、Nur Jaharat Lubna1)、安東賢太郎1,2)、

長澤(萩原)美帆子2)、中村裕二2)、中瀬古(泉)寛子1,2)、内藤篤彦1,2)、杉山 篤1,2)

1)東邦大学大学院医学研究科 2)東邦大学医学部薬理学講座

【背景・目的】  ( ) の全草はモンゴル伝統医学で脈の不整の

治療薬として用いられる生薬であり、一般的に花が使用される。 は約40種類のア

ルカロイドを含むことが報告されている。伝統的に1回あたり乾燥花として5 mgを内服し、安

易な増量は危険であることは経験的に知られているが、その有効性と安全性に関する研究報告

はない。

【方法】モンゴル産 の乾燥花の粉末1 gを30 mLの蒸留水を用いて、日本薬局方の

浸剤に準拠して抽出液を作製し、ろ液を実験に用いた (33.3 mg/mL)。雄性SDラット (440～

540 g, n=4) を1.5%isofluraneで吸入麻酔し、0.1, 1および10 mg/kgの の水抽出

物を10分間かけて累積的に経静脈投与した。心拍数、体表面心電図、大動脈圧および左室内圧

を低用量、中用量および高用量の投与開始からそれぞれ30、30および60分ずつ連続測定した。

【結果】低用量投与後より心拍数の減少、収縮期および拡張期血圧、左室内圧最大立ち上がり

速度の低下、中用量投与後よりPR間隔およびQT間隔の延長を認めた。QRS幅および左室拡張期

末期圧に有意な変化を認めなかった。実験中に血行動態の破綻や致死性不整脈の発生は観察さ

れなかった。

【考察】 はβ遮断またはCa2+チャネル拮抗に類似する作用を有する可能性がある

が、致死的な心血管有害作用を発現しないことが明らかになった。以上の結果により臨床にお

ける抗不整脈作用の一部を説明できると考えられた。
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糖尿病マウス由来マイクロパーティクルに含まれる因子が変化し血管内皮

障害が引き起こされる

◯成松遥、田口久美子、竹下菜美穂、松本貴之、小林恒雄

星薬大

[目的]マイクロパーティクル (MPs) は様々な細胞の細胞膜から産生放出される微細な細胞膜

断片である。以前、糖尿病ラット由来 MPs が血管障害を引き起こす報告をしたが詳細な機序

はわかっていない。そこで今回、糖尿病時の MPs の性質および、どのように血管障害を引き

起こすのか検討した。[方法]糖尿病マウス (STZ) および対照マウス (Cont) から動脈血を採

血し MPs を作製した。また、これらMPs を Cont 由来胸部大動脈に処置し、検討した。[結

果・考察]STZ MPs 量は Cont MPs 量より有意に増加していたが、内皮依存性弛緩反応では、

Cont および STZ MPs 処置群で無処置群より弛緩反応の減弱が認められた。このことから、

MPs 処置により血管内皮障害が引き起こされ、MPs量に依存しないことが示唆された。その

後、wash out を行い、再度血管弛緩反応を行ったところ、Cont MPs 処置群では wash out 前

と比較して弛緩反応の改善が認められたことから、wash により MPs が血管から剥がれたこと

が示唆された。一方で、STZ MPs 処置群では弛緩反応が改善されなかったことから、wash を

しても血管に MPs が接着し続けた可能性が示唆された。Cont MPs と STZ MPs で MPs の質が

異なっている可能性が示唆されたため、MPs に含まれる分子の検討を行った。すると、Cont

および STZ MPs ともに Akt と p38 MAPKは含まず、eNOS と ERK1/2 が含まれていた。特に、

eNOS と ERK1/2においては Cont MPs よりも STZ MPs で多く含まれていた。また、STZ MPs

を胸部大動脈に処置したところ、 ERK1/2 の活性増強と発現増加ならびに eNOS 発現の減少が

認められた。以上より、糖尿病マウスはeNOS と ERK1/2 を多く含有した MPs が、血管内の

ERK1/2 の活性増強ならびに発現増加と eNOS 発現の減少を引き起こすことによって、血管内

皮障害を引き起こされることが明らかとなった。
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脳血管網3Dイメージングのための血管鋳造法および組織透明化手法の開

発

〇宮脇 健行1、洲崎 悦生2、山口 瞬3、上田 泰己2、池谷 裕二1.

1. 東京大学大学院 薬学系研究科、2. 岐阜大学大学院 医学系研究科、3. 東京大学大学院 医学系研

究科

脳血管は3次元状に広がる栄養源の供給網である。この供給網が、どの脳領域で、どのように

張り巡らされているかを知ることは、脳の栄養供給様式を理解するための基礎となりうる。た

だし、直径数µmしかない微小血管については、このような知見は殆ど存在しない。これは、一

般的な薄層切片では血管の結合関係を捉えられないこと、また3Dで血管を観察するための既存

手法は、擬陰性率、SN 比、標本調製の所要時間、周囲分子の保存、コスト等において問題を

抱えていることが原因である。

そこで本研究では、これらの問題を克服する一連の新規手法を開発した。本手法の特色は以下

の3つである。

① 血液脳幹門を通過しない新規の蛍光架橋剤を合成した。

② 上記化合物・アクリルアミド・温度依存的な重合開始剤を低温で心臓から灌流して全身の

血管に行き渡らせた後、温度を上昇させて重合を開始することにより、細い血管でも詰まら

ず、かつ周囲の分子を架橋する血管鋳造法を開発した。

③ 胆汁酸塩を動物組織透明化のための界面活性剤として初めて用いた。

今回新規に開発した色素と血管鋳造法によって、ほぼ全ての脳血管が高い SN 比で染色され

た。また、胆汁酸塩を用いた透明化手法は、10 日という速さにも関わらず、標本の機械的強

度を保ちながら、組織の屈折率を均一化することがわかった。そして、これらを組み合わせれ

ば、成体マウス脳血管を3Dで大規模に捉えることが可能な標本が、周囲のタンパク質を保った

まま作成できた。更に本研究では、開発した手法を用いてマウス脳血管を 3D 観察することに

より、新規の血管走行経路を発見した。

本手法は、低偽陰性率、高SN比、周囲分子保存という優れた特性を持つにも関わらず、標本

調製の所要時間は10日間と比較的短く、低コストで導入が可能である。これらの特徴より、本

手法は脳血管網の繋がり方を研究する分野の発展に貢献することが期待される。
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PDGFはc-Src依存性に全長型CaV1.2 L型Ca2+チャネルを活性化して血管平

滑筋細胞を遊走させる

〇柏原俊英、郭暁光、中田勉、山田充彦

信州大学医学部分子薬理学教室

アテローム性動脈硬化では、病巣で産生される血小板由来増殖因子 (PDGF) が血管平滑筋細胞

の中膜から内膜への遊走を誘発し、動脈硬化を進展させる。この血管平滑筋細胞の遊走には、

CaV1.2 L型Ca2+チャネル (LTCC) が関与することが知られているが、PDGFがどのようにLTCCを

制御するのかは十分に分かっていない。本研究ではまず、合成型の形質を有するラット大動脈

由来平滑筋細胞株A7r5細胞を用いてPDGFによるA7r5細胞の遊走を調べた。PDGF-BB (10 ng/mL)

は、A7r5細胞の遊走能を有意に高めた。この反応は、LTCC阻害薬のNifedipineとSrcチロシン

キナーゼ (Src) /Abl阻害薬のBosutinibにより濃度依存的に抑制された。Nifedipineと

Bosutinibの併用は、相加的な効果を示さなかった。パッチクランプ法でLTCC電流を調べた結

果、PDGFはA7r5細胞のLTCC電流を約2倍増強し、この効果はSrc阻害因子のC-terminal Src

kinaseで完全に抑制された。収縮型血管平滑筋細胞ではCaV1.2のC末端の一部は、翻訳後プロセ

シングにより近位C末端 (PCT) と遠位C末端 (DCT) に別れる。そして、DCTはPCTと再結合し

て、チャネル活性を自己抑制する。一方、合成型血管平滑筋細胞のA7r5細胞ではCaV1.2の殆ど

が全長型CaV1.2であった。続いて、ヒト胎児由来腎細胞株tsA201にリコンビナント平滑筋型

LTCCを発現させて、c-SrcがLTCCを活性化させる分子機構を調べた。c-Srcは、全長型CaV1.2の

活性を有意に増加させたが、CaV1.2の1763番目以降のDCTを欠失させたCaV1.2Δ1763や

CaV1.2Δ1763 にDCTを加えたもの (CaV1.2Δ1763 + DCT) の活性には影響しなかった。このc-

Srcによる全長型CaV1.2の活性化には、PCT上のY1709とY1758が必要であった。最後に、これら3

種のCaV1.2と c-Srcとの相互作用を調べた。c-Srcは、全長型CaV1.2をCaV1.2Δ1763や

CaV1.2Δ1763 + DCTよりも有意に強くリン酸化した。また、全長型CaV1.2はCaV1.2Δ1763や

CaV1.2Δ1763 + DCTよりも有意にc-Srcと近接していた。以上の検討より、PDGFはc-Src依存性

に全長型CaV1.2 を含むLTCCを活性化して合成型血管平滑筋細胞を遊走させることが示唆され

た。
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血流障害の改善による神経障害性疼痛緩和の可能性

〇石田裕丈、堀江綾香、齊藤真也、石川智久

静岡県大・薬・薬理

【背景】神経障害性疼痛は難治性の慢性疼痛であり、既存の治療薬では患者の疼痛を十分に緩

和しているとは言い難い。一方で、患者やモデル動物において疼痛箇所で血流障害が発生して

いることが報告されているが、その因果関係については明らかとされていない。本研究では血

流障害と神経障害性疼痛との関係性について検討した。【方法】7週齢雄性のC57BL/6Jマウス

の坐骨神経をブレイドシルクで絞扼することで作製した坐骨神経慢性絞扼性損傷 (CCI) マウ

スを手術4週間後に神経障害性疼痛モデルマウスとして使用した。摘出足底動脈の発生張力、

足底部血流と逃避反応に対する血管拡張薬の効果をそれぞれワイヤーミオグラフ、レーザー

ドップラー血流計とvon Frey filamentを用いて測定した。【結果】術足側における

noradrenaline (NAd) の濃度反応曲線 (CRC) は正常足側のそれに比べて低濃度側へとシフト

していた。Hydralazine (10 μM) を作用させると術足側の亢進した収縮反応性は抑制され、

術足側のNAdのCRCと正常足側のそれの間で有意な差は認められなかった。Hydralazine (1

mg/kg) の腹腔内投与から、1時間、2時間、3時間後に術足側の足底部皮膚血流量の増加に伴っ

て疼痛閾値の増加が認められた。正常足側の足底部皮膚血流量は2時間後に増加したが疼痛閾

値に変化は認められなかった。Phentolamine (5 mg/kg) は腹腔内投与から1時間後に術足側の

足底部皮膚血流量と疼痛閾値を増加させたが、正常足側のそれらに対しては影響を与えなかっ

た。CCIマウスの副腎を除去したところ、術足側の足底部皮膚血流量と疼痛閾値はsham群に比

べて増加したのに対し、正常足側において足底部皮膚血流量は減少したが疼痛閾値に影響を与

えなかった。【考察】CCIマウスにおける術足側の足底部皮膚血流障害は足底動脈の収縮反応

性の亢進が関与しており、副腎除去の結果から、液性因子由来のアゴニストに対する応答であ

ることが示された。足底部皮膚血流量の増加と疼痛閾値の増加が相関していたことから、皮膚

血流障害の改善が神経障害性疼痛の緩和に有用であることが示唆された。
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雄性OLETFラット大腿動脈に対するアドレナリン受容体作動薬の反応変化

とSOD発現

〇小嶋 美帆香、松本 貴之、小林 翔太、安藤 眞、井口 舞香、髙柳 奎介、

田口 久美子、小林 恒雄

星薬科大学 機能形態学

【目的】持続的な糖尿病は、全身にわたって様々な合併症を生じ、合併症の発症・進展には血

管機能の障害が関与する。大腿動脈は、下肢へ向かう重要な血管であるが、慢性2型糖尿病時

における大腿動脈の収縮、弛緩反応に関するエビデンスは少ないため、慢性2型糖尿病

(Otsuka Long-Evans Tokushima Fatty; OLETF) ラット大腿動脈における血管反応に関してア

ドレナリン受容体作動薬を中心に検討した。また、 superoxide dismutase (SOD) 活性が

noradrenaline (NA) による反応を調節するという報告がなされていたため、SOD発現に関して

も検討した。【方法】雄性OLETFラット、対照Long-Evans Tokushima Otsuka (LETO) ラット

(共に1-year-old) の大腿動脈を用い、各種ligand誘発収縮・弛緩反応を検討した。また、SOD

のタンパク発現についてimmunoblottingを用いて検討した。【結果】LETO群と比較してOLETF

群でNA収縮は増強したが、phenylephrine収縮には差が認められなかった。LETO群において、

clonidine及びisoprenalineによる微弱な弛緩反応が観察されたが、OLETF群では認められな

かった。一酸化窒素 (NO) 合成酵素阻害薬 (L-NNA) 存在下におけるNA収縮反応は両群間の差

は消失した。一方で、serotonin前収縮下におけるACh誘発内皮依存性弛緩反応やSNP誘発内皮

非依存性弛緩反応は、両群間に変化はなかった。SODs (EC-SOD、Mn-SOD、Cu/Zn-SOD) のタン

パク発現は、両群間で変化が認められなかった。【考察】以上のことより、OLETFラット大腿

動脈におけるNA収縮増大には、α1のみでなくα2や β 受容体が関与する可能性や、NOのみで

はなく他の因子もNA 収縮増強に寄与する可能性が示唆された。
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雄性OLETFラット摘出胸部大動脈におけるuridine adenosine

tetraphosphate誘発反応に対する薬理学的検討

〇髙柳 奎介、松本 貴之、小林 翔太、安藤 眞、井口 舞香、小嶋 美帆香、

田口 久美子、小林 恒雄

星薬科大学 機能形態学

【目的】Uridine adenosine tetraphosphate (Up4A) は、内皮由来収縮因子として同定された

が、血管機能に対して様々な作用を来す。しかし、病態時におけるエビデンスは少なく、慢性

2型糖尿病時の血管機能に関しては不明であるため、雄性2型糖尿病ラットOtsuka Long-Evans

Tokushima Fatty (OLETF) ラットと対照Long-Evans Tokushima Otsuka (LETO) ラット胸部大

動脈を用いてUp4Aの反応を薬理学的に検討した。【方法】13ヶ月齢のOLETF及びLETOラット胸部

大動脈におけるbasal、及びphenylephrine (PE) 前収縮下におけるUp4A累積反応を内皮 (+/−)

標本で検討した。また、PE前収縮下Up4A累積反応におけるcyclooxygenase (COX) 阻害薬、

nitric oxide synthase (NOS) 阻害薬の影響について検討した。さらに、Up4A刺激による

prostaglandinsの産生について検討した。【結果】Basal条件下では、OLETF、LETO群いずれも

Up4Aにより収縮反応がみられ、収縮の大きさは LETO > OLETFであった。PE前収縮下において

は、OLETFでわずかな弛緩反応がみられたが、LETOでは収縮がみられた。内皮除去により、

LETOでは収縮減弱、OLETFでは収縮増強がみられた。COX阻害薬処置によって、特にLETO群にお

いて弛緩反応がみられた。NOS 阻害薬処置により、OLETF、LETO群いずれも収縮反応がみら

れ、収縮の大きさは LETO > OLETFであった。NOS及びCOX阻害薬存在下において、収縮の差が

消失した。LETO群においてUp4A刺激によるprostanoids (PGF2α、PGE2、TxB2) 産生がOLETF群と

比較して増加していた。【考察】OLETFとLETOラット胸部大動脈においてUp4Aの収縮、弛緩反応

に対して内皮、COXの寄与が異なることが明らかとなった。
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筋芽細胞の融合におけるp38の役割

〇山口君空、冨田太一郎、伊藤雅方、村上慎吾、三上義礼、赤羽悟美

東邦大学医学部生理学講座統合生理学分野

【背景】骨格筋は分化した筋芽細胞が融合することで形成される。p38 MAPK活性が筋芽細胞の

分化および融合に必須であることがこれまでに明らかにされている。しかしながら、p38が標

的とする分子メカニズムについては不明である。近年、筋芽細胞の融合を担う2つの融合因子

が同定された。そこで我々は、それらの融合因子の発現制御機構にp38 が関与するのではない

かと考え、本研究を計画した。

【目的】本研究の目的はp38 MAPK活性と融合因子との関係を明らかにすることである。

【方法】筋芽細胞のモデルとしてマウス筋芽細胞由来のC2C12を使用した。遺伝子発現はqPCR

とwestern blotting法を用いて解析した。

【結果】筋分化に伴うC2C12細胞の遺伝子発現を解析したところ、MyoDの発現量は変化しな

かったが、myogeninと2つの融合因子の発現量は未分化細胞と比べて有意に上昇した。C2C12細

胞の分化および融合は様々なキナーゼによって制御される。そこで各種キナーゼの阻害剤を用

いて、融合因子および筋分化の転写因子の発現に必要なキナーゼを探索した。その結果、

myogeninと2つの融合因子はp38阻害剤処置によりそれぞれ有意に減少することを見出した

(SB203580 10μM存在下で分化培養2日後の発現量はそれぞれcontrol比34%、21%、40%)。C2C12

細胞の融合割合を形態学的に解析すると、通常の分化条件下では細胞の形態が伸長した後、多

核の融合細胞が観察されたが、p38阻害剤存在下では形態変化はcontrolと同様に生じたが多核

の細胞の割合が有意に減少しており、細胞融合が抑制されていた。これらの結果からp38は筋

芽細胞の融合因子の発現を促進することが示唆された。

【結語】以上の結果から、p38は筋分化遺伝子の発現に加えて融合因子の発現誘導をすること

で骨格筋形成を促進することが明らかになった。
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マクロファージと血管内皮細胞の細胞間相互作用による血管新生促進機構

の解析

〇小堀 宅郎1、濱崎 真一2、北浦 淳寛2、山﨑 由衣1、 西中 崇1、丹羽 淳子1、

西堀 正洋 3、髙橋 英夫1

1近畿大学医学部薬理学教室、2近畿大学医学部麻酔科学講座、3岡山大学大学院医歯薬学総合研究

科薬理学分野

[目的] Interleukin (IL) -18 は主にマクロファージ (Mφ) から分泌され、種々の炎症性疾

患の微小環境において血管新生を促進するが、その詳細な機構は不明である。これまでに我々

は、IL-18 が Mφ 由来のメディエーターであるオステオポンチン (OPN)、トロンビンおよび

トロンビン開裂型 OPN の産生を増加させ、このことが Mφ M2 分化を増幅し、血管新生を促

進することを見出してきた。本研究では、IL-18 が M2 Mφ の形態変化ならびに血管内皮細胞

との細胞間相互作用へ及ぼす影響とその機構について解析した。

[方法] マウス由来 Mφ 細胞の RAW264.7 細胞を用い、M2 Mφ マーカーである CD163 の細胞

表面における発現量と細胞内局在性について、フローサイトメトリー法または免疫蛍光染色法

によってそれぞれ解析した。Mφ による血管新生作用は、マウス由来血管内皮細胞の b.End5

細胞との共培養による Matrigel tube formation assay で評価した。さらに走査型電子顕微

鏡 (SEM) またはタイムラプスライブセルイメージングを用い、血管管腔形成過程における

Mφ の時空間的な形態変化や局在変化を観察した。

[結果・考察] RAW264.7 細胞への IL-10 と IL-18 の併用刺激は、IL-10 の単独刺激と比較し

て、細胞表面 CD163 発現量および b.End5 細胞との共培養による管腔形成作用をいずれも有

意に増加させた。これらの変化は、OPN またはトロンビン阻害薬によって有意に抑制された。

SEM およびタイムラプス解析の結果、これらの Mφ は新生血管の先端部や分岐部に存在し、

偽足を伸ばして血管内皮細胞同士を連結するかのような像が観察された。興味深いことに、形

態変化を伴う Mφ の偽足の先端部において、CD163 が高度に局在した。さらに Mφ と血管内

皮細胞間の細胞間相互作用および血管新生促進作用は、抗 CD163 中和抗体によって阻害され

た。以上の結果から、IL-18 は M2 Mφ において CD163 発現量を増幅させ、これを介して

Mφ が血管内皮細胞と直接的に相互作用し、血管の橋渡しの役割を担うことによって、微小環

境における血管新生促進機構に寄与する可能性が示された。
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Effects of inter-alpha inhibitor proteins (IAIP) on neutrophil functions

〇Soe Soe Htwe1, Hidenori Wake1, Keyue Liu1, Kiyoshi Teshigawa1,

Barbara S. Stonestreet3, Yow-Pin Lim2, Masahiro Nishibori1

1. Department of Pharmacology, Okayama University Graduate School of Medicine,

Dentistry and Pharmaceutical Sciences., 2. Department of Pathology and Laboratory

Medicine, Warren Alpert Medical School of Brown University and ProThera Biologics,

Inc. USA., 3. Department of Pediatrics, Women & Infants Hospital of Rhode Island, The

Alpert Medical School of Brown University, Providence, RI, USA.

Sepsis is a life-threatening organ dysfunction caused by a dysregulated host

response to infection. As a part of the innate immune system, neutrophils are

activated and produce the pro-inflammatory mediators and reactive oxygen species

(ROS) and release granular enzymes. Administration of protease inhibitors have been

proposed as a therapeutic strategy to restore the balance between proteases and

protease inhibitors in sepsis. One such inhibitor is the inter-alpha inhibitor

proteins (IAIP). It is a serine protease inhibitor found at relatively high

concentrations in plasma (400-800 mg/L). It is composed of heavy and light chain

polypeptide subunits that are covalently linked by a glycosaminoglycan chain. The

light chain, bikunin, contains the serine protease inhibitory activity and it has

been widely used as a drug for patients with inflammatory disorders. The purpose of

the present study was to examine the effects of IAIP on neutrophil functions,

especially focused on their morphology, capillary passage, adhesion on endothelial

monolayer and ROS production. We demonstrated that IAIP maintains neutrophil’s

spherical shape with smooth cellular surface. But bikunin (light chain of IAIP) had

no effect on neutrophil morphology changes compared with IAIP. The IAIP-treated

neutrophils with spherical shape can easily pass through the microcapillary slit and

were prevented from the entrapment inside the slits. Co-incubation of human blood

neutrophils with confluent inactivated human vascular endothelial monolayer shows

that the neutrophil adhesion on endothelial monolayer decreased in IAIP-treated

group. IAIP concentration-dependently inhibited the spontaneous extracellular ROS

production. All these results suggested that IAIP-induced morphological changes

render neutrophils quiescent with respect to the passage through microvasculature,

cell adhesions to vascular endothelial cells and spontaneous release of reactive

oxygen species (ROS).
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T細胞受容体シグナル伝達におけるforminの機能解析

〇桂 義親、タムケオ ディーン、成宮 周

京都大学大学院 医学研究科 創薬医学講座

末梢T細胞は獲得免疫応答の中心を担う細胞である。T細胞は、細胞表面に発現しているT細

胞受容体 (TCR) を介して抗原提示細胞に提示された抗原を認識することにより、免疫シナプ

ス (IS) を形成する。この過程は増殖・分化に不可欠である。これまでの研究から、抗原を認

識したTCRが細胞内で種々のシグナル分子を活性化して細胞内へ情報を伝搬する過程に細胞骨

格アクチンの関与が知られている。しかし、TCRシグナル伝達におけるアクチンの分子作用機

序および分子制御機構については未だ不明な点が多い。

本研究では主要なアクチン核化・重合活性をもつタンパクの一つであるforminに着目し、TCR

シグナル伝達における寄与を検討した。その結果、CD8陽性T細胞において、forminのアクチン

重合活性の阻害がTCR刺激依存的なZAP-70のリン酸化の亢進と、LATのリン酸化の減弱を引き起

こすことがわかった。さらに、IS形成時のF-アクチン重合とISの広がりが、formin活性の阻害

によって抑制されることが明らかとなった。また、その後のTCRマイクロクラスターの中心へ

の集合や、ISの辺縁に特徴的にみられるリン酸化LATの局在も顕著に減弱した。これらの表現

型がどのformin分子によって制御されているのかを明らかにするため、発現や局在解析及び遺

伝子改変マウスを用いた実験により検討を行った。その結果、forminの中でもmDia1とmDia3が

重要であることがわかった。本研究において得られた知見から、formin依存的なF-アクチンの

時空間的なリモデリングがTCRシグナル伝達に不可欠であることが示された。
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肥満細胞由来のPGD2は蜂毒の皮膚からの血中移行を抑制する

〇藤原祐樹、中村達朗、前原都有子、村田幸久

東大・院・放射線動物科学

【背景・目的】蜂刺傷は全世界で毎年多く報告されており、被害者は臓器障害を起こして死に

至るケースもある。皮膚に存在する肥満細胞は、蜂毒 (BV) に曝されると活性化してヘパリン

などを放出してBVの毒作用を弱め、生体を毒から守る働きを持つ。一方でこの肥満細胞は活性

化すると脂質であるプロスタグランジンD2 (PGD2) も大量に放出するが、その役割は分かって

いない。本研究では、BVに対する生体防御反応において、肥満細胞由来のPGD2が果たす役割を

明らかにすることを目的とした。

【方法】PGD2合成酵素であるH-PGDSを肥満細胞特異的に欠損したマウスを実験に用いた。BVを

マウスの皮下に投与した後の、体温低下を評価した。BVをFITCで標識したFITC-BVをマウスの

皮内に投与して体内へ吸収される様子を、共焦点レーザー顕微鏡を用いて観察した。組織中の

FITC-BVの量は分光光度計を用い、血中のBV濃度は質量分析器を用いて測定した。BV投与後の

血管を、VE-cadherinを染色して観察した。

【結果】野生型のマウスの皮下にBVを投与したところ、約6℃体温が低下し、7匹中1匹が死亡

したが、残るマウスはその後回復した。肥満細胞特異的H-PGDS欠損マウスでは、約10℃体温が

低下して7匹中5匹が死亡した。FITC-BVを耳に皮内投与したところ、野生型に比べて欠損マウ

スでは、組織に残存する蛍光の量が短時間で急激に減少した。同様に、BV皮下投与1時間後の

血中毒濃度は野生型に比べ欠損マウスで有意に高かった。耳介におけるFITC-BVの吸収を顕微

鏡下で観察したところ、両系統のマウスにおいてFITC-BVはリンパ管と静脈から吸収された。

これに加え、欠損マウスではFITC-BVが毛細血管からも吸収されるため、その退色が早いこと

が分かった。BVを皮内投与すると野生型マウスでは静脈で内皮バリアの破綻が観察されたが、

欠損マウスではこの破綻がさらに悪化するとともに、毛細血管でも破綻が観察された。

【結論】以上の結果から、肥満細胞由来のPGD2が末梢全域の血管内皮バリアを強化し、毒の血

中への侵入を抑制することで生体を防御する働きをもつことが示された。
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鼻粘膜過敏性亢進を指標としたアレルギー性鼻炎治療薬の再評価

〇神沼 修1,2,3、西村 友枝2、佐伯 真弓2、森 晶夫2,3、廣井 隆親2

1山梨大学・総合分析実験センター、2東京都医学総合研究所・花粉症プロジェクト、
3国立病院機構相模原病院・臨床研究センター

【緒言】花粉症をはじめとするアレルギー性鼻炎でみられるくしゃみ、鼻漏および鼻閉等の症

状は、抗原により細胞膜上のIgEが架橋されて誘発されるマスト細胞の脱顆粒によって、ヒス

タミンやロイコトリエン等、さまざまな化学伝達物質が放出されることで引き起こされる。し

かし、特にその重症化・慢性化に伴い、抗原反応性の増強に加え、非特異的な刺激によっても

症状が引き起こされる、鼻粘膜過敏性亢進がみられる。

我々は、花粉症を含めたアレルギー性鼻炎のマウスモデルを樹立する過程で、感作マウスに

抗原の点鼻チャレンジを反復することにより、鼻粘膜過敏性亢進が発症することを見いだし、

その評価系を確立した。そこで今回、本モデルを用いて各種抗アレルギー薬の効果を検討し

た。

【方法】感作マウスに反復抗原チャレンジし、ヒスタミン誘発くしゃみ反応を指標とした鼻粘

膜過敏性と、鼻粘膜炎症細胞浸潤を評価した。それらの反応に対するヒスタミンおよびロイコ

トリエンの拮抗薬であるクロルフェニラミンおよびモンテルカスト、ならびにステロイド剤の

デキサメタゾンの効果を皮下投与により検討した。

【結果】感作マウスにおける抗原誘発鼻粘膜過敏性亢進は、デキサメタゾン投与により有意に

抑制されたが、クロルフェニラミンおよびモンテルカストによる抑制作用は殆どみられなかっ

た。抗原誘発鼻粘膜リンパ球、好酸球および好中球浸潤も、デキサメタゾン投与群でのみ有意

に減少した。

【考察】抗原誘発鼻粘膜過敏性亢進に対するヒスタミンおよびロイコトリエンの関与は小さ

く、ステロイド剤が有効であることが示された。アレルギー性鼻炎の重症化に伴い、クロル

フェニラミンやモンテルカストの効果は減弱することが知られるが、それは両薬剤の鼻粘膜過

敏性亢進に対する有効性の低さが一因と考えられる。
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アレルギー性鼻炎モデルマウスの鼻汁における脂質メディエーターの産生

量の変化

〇橘 侑里、中村 達郎、堀上 大貴、村田 幸久

東大・院・放射線動物科学

【背景】花粉症などのアレルギー性鼻炎 (AR) の患者数は世界中で増加している。ARは、肥満

細胞が抗原刺激に反応して、ヒスタミンなどの炎症物質を放出することで発症する。ARの初期

症状としてくしゃみや鼻閉が挙げられるが、類似の症状を呈する上気道炎 (風邪) と見分けが

つけにくく、既存の薬剤が効かないケースも多い。脂質メディエーターの産生量の変化は、

様々な炎症性疾患の発症や進行に関与するが、ARにおけるその変化は明らかになっていない。

本研究ではARの病態進行に伴う、鼻腔洗浄液中の脂質メディエーター産生量の変化を解析し

た。

【方法】BALB/c系統の雌マウスにovalbumin (OVA) を1日1回、5日間もしくは10日間経鼻投与

して軽度と重度のARモデルを作製した。また、lipopolysaccharide (LPS) を単回経鼻投与し

て上気道炎モデルを作製した。各モデルの鼻腔洗浄液に含まれる脂質メディエーター量を、質

量分析装置を用いて解析した。

【結果】軽度ARモデルではくしゃみが、重度では鼻閉が観察された。上気道炎モデルではく

しゃみが観察された。鼻腔組織の免疫染色を行ったところ、軽度ARでは、脂質代謝酵素

lipoxygenase (LOX) を 発現する好酸球の浸潤が、重度ではそれに加えてcyclooxygenase

(COX) 陽性の肥満細胞の浸潤が確認された。一方上気道炎では、COXを発現する好中球が浸潤

していた。軽度と重度ARモデルの鼻腔洗浄液中には、LOX由来の脂質が多く検出され、重度AR

では、これらに加えてCOX由来の脂質が多く検出された。一方、上気道炎の鼻腔洗浄液中には

COX由来の脂質が多く検出されたが、その種類は重度ARモデルのものと大きく異なっていた。

【結論】AR及び上気道炎モデルマウスを用いて、鼻腔洗浄液中に産生される脂質の種類や産生

量が、病態や重篤度によって異なることを明らかにした。これは、鼻腔組織内に浸潤する免疫

細胞の種類や、それらが発現する代謝酵素の違いによると考えられる。
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水チャネルaquaporin類による刺激選択的な炎症応答調節作用

〇小森駿、小川達郎、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】Aquaporin (AQP) は細胞膜を介した水輸送を担う水チャネルである。13種類

(AQP0-12) のアイソフォームが組織選択的に発現し、体内の水分代謝の恒常性維持に重要な役

割を果たしている。一方、近年ではAQP類が単に水輸送に関わるだけでなく、増殖や遊走など

基本的な細胞機能を調節するという新たな働きをもつことが明らかにされている。当研究室で

も、外分泌腺や肺胞上皮細胞に局在するAQP5が炎症性刺激によるサイトカイン産生を調節する

ことを見出し報告している。そこで本研究では、このAQPによる炎症応答調節作用とも言うべ

き新機能の特性およびその機序について調べた。

【方法】内因性のAQP類をもたないマウス線維芽細胞株NIH-3T3細胞に、AQP1からAQP5までの各

アイソフォームを遺伝子導入により発現させ、種々の炎症性刺激に対する応答遺伝子の発現を

定量的RT-PCR法により調べた。

【結果・考察】NIH-3T3細胞にTNF-αを処理すると、ケモカインKCの発現が誘導されるが、

AQP3、AQP4およびAQP5を発現させた細胞では、このKC mRNAの発現はコントロール細胞に比べ

て有意な高値となった。一方、Th2サイトカインのIL-13によって誘導したeotaxin-1の発現

は、AQP3およびAQP5発現細胞では著明に減弱したことから、AQP類は刺激種に応じて、その反

応を正または負に調節する作用を有し、かつその作用はアイソフォーム選択的であることがわ

かった。我々の先行研究では、AQP5発現細胞ではERKのリン酸化が亢進し,これがKC発現の増加

に関わることを見出している。そこでAQP5によるIL-13で誘発したeotaxin-1の発現低下に対す

るERK阻害薬U0126の作用を調べると、本薬物がAQP5による抑制を一部消失させた。また、AQP5

は、Th2サイトカインシグナルで最も重要なSTAT6のリン酸化を著明に抑制したことから、AQP5

はERKリン酸化を介してIL-13-STAT6シグナルを阻害することで,その反応性を低下させている

と考えられた。本研究の成績は、AQP類の有無が細胞内シグナルに影響することで、免疫系の

応答を増減させるレギュレーターとして機能することへの合理性を与えるだけでなく、炎症制

御のための新たな標的としてのAQP類の重要性示唆する興味深い知見である。
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悪性中皮腫細胞HEG1タンパク質に対する抗体の作製

〇加藤 嵩大1)2)、 森脇 康博1)、三澤 日出巳1) 、辻 祥太郎2)

1)慶應義塾大学 薬学部 薬理学講座、2)神奈川県立がんセンター 臨床研究所

【目的】悪性胸膜中皮腫は、胸腔内面に存在する中皮細胞のがん化により生じる難治性の悪性

腫瘍である。この腫瘍は、過去の石綿 (アスベスト) の曝露により発症し、近年、患者数、死

亡者数が急増している。しかし、特異性の高いがんマーカーは発見されておらず、早期発見と

確定診断が困難であり、診断法の確立が急務とされてきた。最近我々は、中皮腫細胞に対して

極めて特異性の高いモノクローナル抗体SKM9-2を樹立し、その抗原HEG1を同定した。本研究で

は、SKM9-2抗体の他に中皮腫の診断と治療に応用できる、より優れた抗HEG1抗体の作製を目的

として研究を行った。

【方法】哺乳類細胞で発現させたHEG1のリコンビナントタンパク質を精製し、マウスあるいは

ラットに複数回免疫後、抗原感作された脾臓を回収した。脾細胞とミエローマ細胞を電気融合

法にて細胞融合し、ハイブリドーマを作製した。HAT培地にてハイブリドーマの選択を行い、

コロニーが形成されたウェルの培養上清を用いてELISA、western blotting、flow cytometry

によってスクリーニングを行った。陽性クローンをクローニングし、無血清培地に順化させた

後、クローンの培養上清からProtein G Sepharoseを用いて、モノクローナル抗体を精製し

た。

【結果と考察】計10000クローンのスクリーニングを行い、ELISA、western blotting、flow

cytometryに使用できる抗HEG1モノクローナル抗体を6種樹立することに成功した。western

blotting では、これまで唯一の抗HEG1抗体であったSKM9-2と同じ分子量の分子を認識してお

り、flow cytometryでもSKM9-2と同様の結合が確認された。また、ELISAを用いたエピトープ

解析では、得られたクローンがSKM9-2と異なるエピトープを認識することが明らかとなった。

今後、得られたクローンの親和性解析やサンドイッチELISAの構築を行う予定である。
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Curcumin Promotes Apoptosis of Activated Hepatic Stellate Cells by

Inhibiting the MyD88 Pathway

Ya-Jun He1, Kenny Kuchta2, Yan-Mei Deng1, Silke Cameron2, Xu-You Liu1,

Guo-Ron Ye1, Xia Lv1, 〇Yuta Kobayashi3, Jian-Chang Shu1

1 Guangzhou Red Cross Hospital, Jinan University, Guangzhou, China, 2 Clinic for

Gastroenterology and Gastrointestinal Oncology, University Medical Centre, Gëttingen,

Germany, 3 Graduate School of Medicine, Shimane University, Izumo, Japan

Activation and proliferation of hepatic stellate cells (HSC) are considered to play

an important role in the progress of liver fibrosis. HSC activation occurs in

response to inflammatory cytokines, cellular interactions with immune cells, and

morphogenetic signals. A role of the adaptor protein MyD88 in fibrosis was

suggested. Curcumin has been shown to exert inhibitory effects on the proliferation

of HSC , however, its influence on the MyD88 pathway in HSC has remained

unclear. Thus, whether curcumin accelerates apoptosis of HSC through the MyD88

pathway was investigated. HSC (rat HSC T6) were divided into a control group, MyD88

small interfering RNA (siRNA) group, curcumin group, and curcumin + MyD88 siRNA

group. The MyD88 siRNA groups were exposed to siRNA for 48 h. The curcumin groups

were cultured in the presence of 25μM of curcumin for 24 h. Apoptosis was detected

by flow cytometry. For Toll-like receptor (TLR) 2 and 4 as well as MyD88 and mRNA

expression of the dependent factors was detected by RT-PCR. Protein expression for

MyD88 was further observed by Western Blot. Both curcumin and MyD88 siRNA inhibited

the mRNA expression of MyD88 pathway-related effectors (TLR2, TLR4, NF- B, TNF- ,

IL-1 ) in HSC. Furthermore, both treatments reduced the expression of MyD88 protein

in HSC and promoted their apoptosis. These effects were more obvious in the curcumin

+ MyD88 siRNA group. The present study demonstrated that curcumin promotes apoptosis

of activated HSC by inhibiting the expression of cytokines related to the MyD88

pathway. It elucidates the possible mechanisms of curcumin in inducing apoptosis of

HSC through the MyD88 pathway.
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長鎖脂肪酸受容体 GPR120/FFAR4 欠損マウスは非アルコール性脂肪性

肝炎の炎症を悪化させる

◯中本賀寿夫1、島田幸季1、平澤 明2、徳山尚吾1

1. 神戸学院大学薬学部臨床薬学研究室、2. 京都大学大学院薬学研究科ゲノム薬理

【背景】長鎖脂肪酸受容体 GPR120/FFAR4 は、中鎖—長鎖脂肪酸によって活性化される脂肪酸

受容体である。近年、GPR120欠損マウスは肥満、炎症系の亢進、インスリン抵抗性や肝機能障

害を呈するとの報告があり、メタボリックシンドロームとの関連が示唆されている。我々はこ

れまでに、GPR120/FFAR4 アゴニストのドコサヘキサエン酸 (DHA) が非アルコール性脂肪性肝

疾患 (NAFLD) モデルマウスの病態進行を予防することを報告し、NAFLD の進行に

GPR120/FFAR4 が関与している可能性を提唱している。そこで本研究では、GPR120/FFAR4 欠損

マウスが NAFLD の進行を増悪させるかどうか検討を行った。

【方法】動物は C57BL/6J (WT) および GPR120/FFAR4 (KO) マウスを使用した。マウスは、普

通食 (SD) または超高脂肪コリン欠乏メチオニン低減飼料 (CDAHFD;メチオニン0.1%、60 Kcal

% 脂肪) を 2 週間摂取させた。炎症および線維化マーカーは、免疫組織染色およびリアルタ

イム PCR にて解析した。血清中の AST および ALT の測定は比色法を用いた。肝臓の形態学

的変化は各種染色法によって評価した。

【結果・考察】肝障害マーカーの AST 値、ALT 値および肝湿重量は、CDAHFD の 2 週間摂取

によって、 KO および WT マウスの両群間に差は認められなかったものの、SD 食を摂取させ

たマウスと比較して有意に高い値を示した。さらに、KO マウスの肝臓では、WT マウスと比較

して、マクロファージマーカーのF4/80によって染色された王冠様構造 (CLS) 数の著明な増加

および肝臓 TNF-α mRNA の発現増加が認められた。一方、線維化マーカーについては何らの

影響も認められなかった。以上の結果から、GPR120/FFAR4 は NAFLD にともなう肝臓の炎症制

御に重要な役割を果たしている可能性が示唆された。
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抗がん剤誘発食欲不振に対するヒスタミンH4受容体遮断薬の効果

〇山本浩一1)、奥井陸也1)、大和谷 厚2)

1) 大阪大院・医・保健、2) 大阪大・名誉教授

【目的】抗がん剤治療を受ける患者はしばしば食欲不振を経験する。この食欲不振は悪心・嘔

吐に随伴することが多いが、制吐剤を使用しても制御が難しく、QOL低下や治療継続拒否の要

因となる。ところで、全身炎症反応にともなって産生されるサイトカインは食欲不振を誘発す

るが、抗がん剤が誘発する食欲不振にもこれらサイトカインの寄与が予想される。一方、免

疫・アレルギー反応に関与することが明らかになってきたH4受容体の遮断薬はサイトカイン産

生抑制による抗炎症作用を有する。そこで、マウスの抗がん剤誘発食欲不振やサイトカイン産

生に対するH4受容体遮断薬の効果を確認することで治療標的としてのH4受容体の可能性を検討

した。

【方法】雄性DBA/2マウスにシスプラチン (7.5mg/kg) を腹腔内投与し、摂餌量の経日変化を

計測した。また、シスプラチン投与直後・24時間後・48時間後に生理食塩水、5-HT3受容体遮断

薬 (グラニセトロン: 0.1・0.5mg/kg)、副腎皮質ステロイド剤 (デキサメタゾン: 0.1・

0.5mg/kg)、H4受容体遮断薬 (JNJ7777120: 10・20mg/kg) を皮下投与し、これら薬剤が摂餌量

に与える影響を観察した。さらに、シスプラチン投与2、26、50時間後に脾臓と視床下部を摘

出し、組織内のTNF-α mRNA発現量を解析するとともに、シスプラチン投与直後・24時間後・

48時間後にJNJ7777120 10mg/kgを皮下投与することで、H4受容体遮断薬がシスプラチンによる

TNF-α mRNA発現増加に与える影響を検討した。

【結果・考察】シスプラチン投与によってマウスの摂餌量は2日目より有意に低下し、投与3日

目では投与前の30%にまで減少した。グラニセトロン、デキサメタゾンは投与2日目の摂餌量の

減少を若干回復させたが、3日目の摂餌量減少に対しては効果がなかった。一方、JNJ7777120

は摂餌量減少に対し有意な改善効果を有し、とくに10mg/kg投与群において観察期間を通して

シスプラチン投与前レベルにまで回復させた。シスプラチン投与26,50時間後の脾臓・視床下

部においてTNF-α mRNA発現量は有意に増加したが、いずれの増加もJNJ7777120によって抑制

することができた。以上の結果から、シスプラチンが誘発する食欲不振 (特に2日目以降の遅

発期) の発症機序として、H4受容体を介した末梢・中枢でのTNF-αの産生増加が起因してお

り、H4受容体遮断薬は抗がん剤誘発食欲不振に対する治療・予防効果を有することが判明し

た。
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炎症性腸疾患モデルマウスにおける温度感受性TRPV1およびTRPM8の局

在変化と内臓痛覚過敏

〇堀江俊治1)、田嶋公人1)、細谷拓司1)、松本健次郎2)

城西国際大学薬学部薬理学研究室1)、京都薬科大学薬物治療学分野2)

【目的】炎症性腸疾患 (IBD) における内臓痛には温度感受性transient receptor potential

(TRP) V1およびTRPM8チャネルが関与している。これらのチャネルは消化管の一次求心性知覚

神経に発現しているが、IBDモデルの下部消化管におけるこれらチャネルの局在や内臓痛覚へ

の関与については詳細な検討がなされていない。そこで、IBDモデルマウスにおいて下部消化

管におけるこれらのチャネルの局在変化および内臓痛覚への関与について検討した。

【方法】IBDモデルマウスはデキストラン硫酸溶液を雄性C57BL/6Jマウスに7日間、自由飲水さ

せ作成した。マウス下部消化管凍結切片におけるTRPV1およびTRPM8の局在は免疫組織染色法に

より観察した。内蔵痛覚はバロスタット法と 疼痛様行動測定法で測定した。

【結果】正常マウスの大腸におけるTRPV1およびTRPM8の発現は粘膜、粘膜下の血管周囲、筋層

の全層において観察され、免疫活性は肛門側に近い下部消化管粘膜において最も多く分布して

いた。IBDモデルマウスの下部消化管粘膜においてTRPV1およびTRPM8発現神経数の変化を検討

したところ、これらのチャネルの発現神経線維の数に顕著な増加がみられた。さらにCGRPおよ

びサブスタンスPとの一部共存も観察された。

IBDモデルマウスにおいて内臓痛覚を検討したところ痛覚過敏が観察され、これはTRPV1遮断薬

の処置により顕著に回復した。また、TRPM8アゴニストWS-12直腸内投与による疼痛様行動を検

討したところ、IBDモデルマウスにおいて疼痛様行動は顕著に増加し、痛覚過敏が認められ

た。

【考察】炎症性腸疾患モデルマウスにおいて、下部消化管粘膜層の温度感受性TRPV1および

TRPM8発現神経線維は増加していることが明らかとなった。おそらくこれが炎症性の内臓痛覚

過敏に関与しているだろうと考えられる。
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ラット回腸平滑筋においてトロンボキサンA2誘導体はPKCおよびRhoキナー

ゼを介して収縮Ca2+感受性を増強する

〇鈴木 智貴1) 2)・田島 剛1)・浦川 紀元1)・清水 一政1)・金田 剛治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)、 獣医学部 獣医保健看護学科2)

【背景】アラキドン酸代謝産物であるプロスタグランジン (PG) は腺分泌、血圧調節、血小板

凝集などの生理作用のほかに、炎症反応に関与する。PGE2は炎症性刺激に応答して様々な細胞

より産生される主要なPGであり、また摘出消化管平滑筋において収縮反応を示すことが報告さ

れている。一方、トロンボキサンA2 (TXA2) はIBDモデルラットにおいて消化管の炎症反応に関

与することが報告されているが、摘出消化管平滑筋収縮への影響に関する報告は少ない。

【目的】本研究は、ラット摘出回腸平滑筋におけるTXA2誘発性収縮反応におけるシグナル伝達

経路を調べた。

【方法】雄性Wisterラットより回腸を摘出し、縦走筋標本を作製、インタクトおよびβ-escin

処理脱膜化標本は等尺性に張力を測定した。また受容体の発現はRT-PCRにて行った。

【結果】1) TP受容体アンタゴニスト (Seratrodust、0.1‐3μM) は回腸縦走筋のU-46619

(3nM‐10μM) 誘発性収縮を濃度依存性に抑制した。2) β-escin処理脱膜化標本においてU

-46619 (3μM) は Ca2+誘発性収縮を増強した。 Seratrodust (30μM)、 選択的Rhoキナーゼ

阻害剤 (Fasudil、30μM) あるいはプロテインキナーゼC (PKC) 阻害薬 (GF-109203X、30μM)

はいずれもU-46619 (3μM) による収縮増強を一部抑制した。3) 回腸縦走筋において、RT-PCR

分析よりTP受容体およびFP受容体のmRNA発現が確認された。

【考察】以上よりラット回腸縦走筋においてTXA2誘発性収縮はTP受容体を介して起こり、その

収縮機序にRhoキナーゼおよびPKCが関連したCa2+感受性を増加するシグナル伝達経路の存在が

示唆された。
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高血糖によるミクログリア機能への影響について

〇飯田 智光、吉川 雄朗、谷内 一彦

東北大学大学院医学系研究科 機能薬理学分野

ミクログリアは脳の免疫細胞と呼ばれ、脳内の恒常性維持に重要な役割を果たしている。そ

のため、ミクログリアの機能異常が、数多くの神経疾患の惹起に関与している。近年、脂質異

常症といった代謝疾患においても、長鎖飽和脂肪酸によるミクログリアの活性化が、エネル

ギー消費の減少や摂食量の増加につながり、病態を増悪させることが解明されてきた。しか

し、高血糖がミクログリアに与える影響については、ほとんど明らかになっていなかった。

まず、初代培養ミクログリアにおいて、高濃度グルコース培地によるミクログリアの形態や

機能への影響を検討した。高濃度グルコース培地により、多くのミクログリアの形態は、様々

な神経疾患と同様にbipolar/rod様に変化した。また、高濃度グルコース培地による短期間培

養により、ミクログリアの貪食能や運動能の亢進及び、炎症性サイトカインや神経保護因子の

発現量の減少が認められた。一方、高濃度グルコース培地の長期間培養では、炎症性サイトカ

インの発現量が有意に増加していた。これらの の結果から、高血糖がミクログリア機

能に大きな影響を与えることが明らかとなった。次に、 においても慢性的な高血糖に

よるミクログリアへの影響について検討した。そこでstreptozotocin (STZ: 200 mg/kg) の腹

腔内投与により高血糖マウスモデルを作製し、ミクログリア機能抑制薬であるminocycline水

(0.416 mg/ml) 摂取群とvehicle群との比較検討をおこなった。STZ投与3週間後、minocycline

群では、血糖値の上昇が有意に抑制された。また、マウスから単離したミクログリアの炎症性

サイトカインの発現量も、minocycline群で有意に減少した。これらの の結果から、ミ

クログリア機能が抑制されることにより、血糖値の上昇が抑えられると考えられた。

以上のことより、高血糖がミクログリアの形態や機能を変化させ、糖代謝調節異常の増悪に関

わることが示唆された。
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膵β細胞概日リズム形成に関わる分子の発現および機能解析

〇鴨志田ありさ、金子雪子、八木雄也、中村哲、石川智久

静岡県立大学大学院 薬学研究院 薬理学教室

【目的】概日リズムに関わるホルモンであるメラトニンは、主に松果体でセロトニンから

Arylalkylamine N-acetyltransferase  (AANAT) によるN-Acetyl serotonin (NAS) の産生を

経てHydroxyindole O-methyltransferase (HIOMT) により生成される。膵β細胞において、セ

ロトニンは妊娠期にβ細胞における産生が亢進し、β細胞増殖に関与することが報告されてお

り、セロトニンから変換されるメラトニンもインスリン分泌調節に関わることが報告されてい

る。しかし、こうした分子の膵β細胞における発現および機能に関しては不明な点が多い。そ

こで、概日リズム形成に関わる分子の膵β細胞における発現および機能を解析することを目的

とした。【方法】C57BL/6Jマウス単離膵島および膵β細胞株 (MIN6, INS-1) を用いた。ま

た、細胞内Ca2+濃度 ([Ca2+]i) 変化は、Ca2+蛍光指示薬fura-PE3を用い画像解析を行った。ま

た、各種分子のmRNA発現検討を行った。【結果・考察】C57BL/6Jマウス松果体では、メラトニ

ンが合成されていないことが知られている (Kasahara et al., , 2010)。しかし、

C57BL/6Jマウス膵島においてHIOMTの発現は認められず、一方でメラトニン受容体 (MT1、MT2)

の発現は認められた。同様に膵β細胞株においてもMT受容体の発現が認められた。すなわち、

松果体や膵β細胞におけるメラトニン合成がなされていない条件下においてもメラトニン受容

体を介したシグナリングがβ細胞に存在することが示唆された。そこで、メラトニン受容体に

親和性を有するメラトニン前駆体であるNASの合成酵素であるAANATの膵β細胞における発現を

検討した結果、膵β細胞にはAANATの発現が認められた。この結果より、NASがMT受容体へのリ

ガンドとして機能している可能性が示された。そこで、NAS の膵β細胞における作用を検討し

た結果、膵β細胞におけるグルコース誘発[Ca2+]iオシレーションがNASの処置により抑制さ

れ、その抑制反応はMT受容体阻害薬Luzindoleの処置で消失した。以上の結果より、膵β細胞

では、AANATにより産生されたNASがメラトニン受容体を介して[Ca2+]iを抑制性に制御している

ことが示唆された。

D-7

第138回 日本薬理学会関東部会

内分泌器官



膵β細胞における柑橘類果皮抽出成分ノビレチンの抗糖尿病効果の解析

〇青柳 有紀、金子 雪子、秋山 季里子、多良 勇輝、山本 萌絵、石川 智久

静岡県立大学 薬学部 薬理学教室

【目的】柑橘類果皮成分ノビレチン (NOB) は抗肥満効果やインスリン抵抗性改善効果など、2

型糖尿病改善効果を示すと報告されているフラボノイドである。当研究室ではこれまでに、

NOBがインスリン分泌促進作用、抗アポトーシス作用を有することを明らかにした。本研究で

は、膵β細胞株を用いて膵β細胞死に対するノビレチンの作用についてさらなる解析を進める

とともに2型糖尿病モデル マウスを用いて、NOBの抗糖尿病効果について検討を行った。

【方法】ラット由来膵β細胞株INS-1細胞に300nM thapsigarginあるいは1mM palmitateとNOB

を共処置し、14時間培養後細胞を回収した。その後Western blotting法によりアポトーシス関

連分子発現量の変化を検討した。また、 マウス5～11週齢にかけて、100mg/kg/dayでNOB

の経口投与を行い、随時血糖値・体重測定を行った。NOB投与終了後に経口糖負荷試験

(OGTT)、血清インスリン濃度・膵臓インスリン含量測定、および免疫染色法による膵島の形態

解析を行った。【結果・考察】INS-1細胞において、thapsigargin処置によるcaspase-3および

JNK活性化は10µMもしくは30µM NOBにより抑制されたが、ERストレス関連タンパク質CHOPの発

現増加には影響を及ぼさなかった。1 mM palmitate誘発アポトーシスに対しては、NOB 100μM

処置下でのみcaspase-3活性化が抑制され、一方で、CHOP、phosphorylated JNKの発現に対し

てはNOB処置により抑制されず、むしろ増加傾向を示した。以上の結果から、アポトーシス誘

導条件によってNOBが細胞死に対して抑制的に働く濃度に違いがあり、抗アポトーシス作用機

序も異なる可能性が示された。 マウスに対しNOBを6週間経口投与した結果、体重および

随時血糖に変化は認められなかった。一方、6週間後のOGTTにおいてNOB投与群の120min AUCは

control群と比較し有意に減少していた。また血中インスリン濃度や膵臓インスリン含量、膵

β細胞面積については、NOB投与による改善傾向が認められた。したがって、NOBを血中に一定

濃度維持することでβ細胞量を保持することによる血糖改善効果が認められること示唆され

た。
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子宮内膜の着床準備機構におけるプロゲステロン受容体膜構成因子1

(PGRMC1)の役割

〇米川 涼1、吉江 幹浩1、田村 和広1、桑原 直子1、立川 英一1、井坂 惠一2、

西 洋孝2

1東京薬科大学、内分泌･神経薬理学教室、2東京医科大学、産科婦人科学教室

【背景・目的】月経周期内において子宮内膜は、ステロイドホルモンの影響下、受精卵の着床

に向けて劇的な変化を遂げる。特に分泌期に起こる子宮内膜間質細胞 (ESC) の分化 (脱落膜

化) と腺細胞の成熟化は着床に不可欠であり、これら過程においてプロゲステロン (P4) は、

P4受容体を介して促進的に作用する。P4の作用発現機構には、この古典的なP4受容体に加え、

それとは異なる非古典的P4受容体も関与することが報告されている。P4受容体膜構成因子1

(PGRMC1) は、この非古典的P4受容体の1つとして認識されているが、子宮内膜における役割は

不明である。本研究では子宮内膜の着床準備機構におけるPGRMC1の関与についてヒト培養ESC

と腺上皮細胞株 (EM1) を用いて調べた。

【結果・考察】月経周期内でのヒト子宮内膜におけるPGRMC1の発現変動を免疫組織染色により

調べたところ、増殖期と比較してESCの脱落膜化や腺の成熟が起こる分泌期においてPGRMC1の

発現が低下していた。初代培養ヒトESCにPGRMC1阻害薬 (AG-205) を処置した後、脱落膜化刺

激としてP4とcAMP誘導体 (db-cAMP) を処置し、脱落膜化の指標であるIGF結合タンパク質1

(IGFBP-1) とプロラクチン (PRL)、さらに着床関連因子であるシクロオキシゲナーゼ2 (COX2)

発現を解析した結果、AG-205は、これらの発現を顕著に増加させた。また、EM1細胞において

も、AG-205は、COX2発現を高進させた。以上の知見から、子宮内膜のPGRMC1は、脱落膜化と着

床関連因子の発現を負に制御しており、分泌期に起こるPGRMC1発現の低下が着床準備機構の促

進に寄与することが示唆された。
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ヒト子宮内膜間質細胞における5α-還元酵素を介した局所的なプロゲステ

ロン代謝と脱落膜化との関係

〇千葉 翼1、吉江 幹浩1、田村 和広1、桑原 直子1、立川 英一1、井坂 惠一2、

西 洋孝2

1東京薬科大学、内分泌･神経薬理学教室、2東京医科大学、産科婦人科学教室

【背景・目的】ヒト子宮内膜間質細胞 (ESC) は、月経周期の分泌期にインスリン様成長因子

結合タンパク質-1 (IGFBP-1) やプロラクチンを産生する脱落膜細胞へと分化する。脱落膜化

は、受精卵の着床に必須であり、その誘導にはプロゲステロン (P4) とcAMPを介したシグナル

伝達経路の活性化が主要な役割を担っている。ESCには、テストステロンをジヒドロテストス

テロン (DHT) へ変換する5α-還元酵素が発現しており、これを介して産生されたDHTが脱落膜

化を促進することが報告されている。5α-還元酵素は、脳内においてP4代謝に関与するが、

ESCにおけるP4代謝、さらに脱落膜化における役割は不明である。本研究では、ヒトESCにおけ

る5α-還元酵素を介したP4代謝と脱落膜化との関係について検討した。

【結果・考察】初代培養ヒトESCにP4とcAMP誘導体 (db-cAMP) を処置した脱落膜化細胞では未

分化細胞に比べてP4代謝が抑制された。ESCに5α-還元酵素阻害薬デュタステリドとフィナス

テリドを処置するとP4代謝が阻害され、P4とdb-cAMPの処置による脱落膜化マーカー (IGFBP

-1、プロラクチン) の発現がさらに促進された。また、脱落膜化細胞では、I型5α-還元酵素

( ) の発現が未分化細胞と比較して低かった。以上の結果から、ヒトESCには5α-還元酵

素を介したP4代謝経路が存在すること、さらに、脱落膜化過程では、5α-還元酵素による局所

的なP4代謝が抑制されることで脱落膜化が促進されることが示唆された。
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高感度カルシウムインジケータータンパク質YC-Nano50を用いた膵β細胞

の生体内イメージング解析

◯金丸和典1,2、太向勇2、北島奈美1、関谷敬1、飯野正光2

1東京大学大学院 医学系研究科 細胞分子薬理学、
2日本大学 医学部 細胞分子薬理学

膵β細胞から分泌されるインスリンは血糖値調節に不可欠であり、その分泌は細胞内Ca2+シ

グナルにより制御されている。これまでの研究では、インスリノーマ細胞株や単離β細胞ある

いは単離ランゲルハンス島 (islet) を用いたCa2+シグナル解析がメインであった。しかし、こ

れらの標本は、自律神経系による制御や血流によるホルモン・血糖・脂肪酸などの供給が絶え

ず行われている生体内環境とは大きく異なるため、生体内におけるβ細胞のCa2+シグナルと異

なる可能性がある。また、血中インスリン濃度の周期的な上昇には、β細胞間さらにはislet

間で同期したCa2+オシレーションが重要である可能性が示唆されており、糖尿病ではこれが破

綻すると言われている。しかし、実際の生体内でこのようなCa2+シグナルが存在するかは示さ

れていない。そこで本研究では、高感度カルシウムインジケータータンパク質であるyellow

cameleon-Nano50 (YC-Nano50) をβ細胞特異的に発現する遺伝子改変マウスを作成した。この

マウスを用いたイメージング解析により、生体内のβ細胞で同期したCa2+オシレーションが起

こることなどが解明できつつある。この手法を用いたさらなる解析は、インスリン分泌メカニ

ズムの理解を深め、β細胞の生理・病態機能のさらなる解明に貢献することが期待できる。
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ラクトフェリンの脂肪減少作用

〇本間 運人1)、出雲 信夫1) 2)、宮崎 誠也1)、櫻井 潤1)、 加賀谷 伸治3)、

速水 耕介1) 2)、中野 真1) 2)、星野 達雄3)、渡邉 泰雄1) 2)

1)横浜薬科大学総合健康メディカルセンター、 2)食化学研究室、 3)NRLファーマ

【目的】ラクトフェリンは、母乳、特に初乳に含まれる鉄結合性のタンパク質であり、好中球

などにも含まれ、免疫機能に関わっていると考えられている。また、代謝系において骨吸収を

抑制する作用や脂肪において作用することが考えられているが、その詳細は不明である。さら

に、ラクトフェリンは、肝臓機能に対して抗炎症作用を示すことも示されている。そこで今

回、我々は、高脂肪食マウスに対するラクトフェリンの効果と肝機能に対し検討を行った。

【方法】6週齢の雄性C57Black6マウスを用い、体重の隔たりがないように3群に分けた。1群に

は、普通食 (CE-2:日本クレア) を2、3群には、脂肪食 (HFD-32:日本クレア) を1日3g与え

た。水は自由摂取とした。また、1、2群には、水道水を10mL/kgの容量で経口投与した。3群に

は100mg/kgのラクトフェリン (NRLファーマより供与) を10mL/kgの用量で経口投与した。投与

開始後、体重を1週間毎に測定した。投与4週間後、動物用CT測定装置ラシータ (日立-アロカ)

を用い内蔵脂肪、皮下脂肪を測定した。また、採血行い血漿におけるGOT、GPTの測定を行っ

た。

【結果】体重の変化は、脂肪食摂取2週間後より、1群に比較して、2、3群において有意な上昇

が認められ4週間後まで持続した。しかしながら、ラクトフェリン投与により減少傾向はしめ

したものの有意な差はみられなかった。内臓脂肪、皮下脂肪の結果、どちらにおいても、脂肪

食摂取4週間において有意な上昇が認められ、ラクトフェリンの投与により有意に抑制した。

また、血漿のGOT、GPTの測定の結果、脂肪食に比較してラクトフェリンの投与により改善傾向

を示すことがみられた。

【まとめ】本研究の結果、ラクトフェリンは、肝機能を調節し、脂肪の代謝を改善することに

より、高脂肪食摂取の内臓脂肪、皮下脂肪を有意に抑制することが示唆された。
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高脂肪食による肥満誘導に抵抗性を示すddY個体群における肝脂質代謝

機能の解析

大沼麻子1、〇下ノ村和貴1、橋本圭祐1、今村美久絵1、斎藤麻希2、前田利男3、

田邉由幸1

1横浜薬科大学薬理学、2岩手医科大学分子細胞薬理学、3静岡県立大学薬学部

【目的】クローズドコロニーに由来するddY系マウスを用いて、高脂肪食による肥満誘導を行

うと、約20—25%の個体が肥満抵抗性を示す。本研究では、これら肥満抵抗性を示す個体群の、

肝臓における脂質代謝能に着目して解析した。

【方法】ddY系雄性マウスに高脂肪食HFDを15週間自由摂取させたのち、選別した肥満群

(HFDfat)、非肥満群 (HFDlean) ならびに通常食摂取群 (ND) について、血漿および肝組織抽出物

の脂質測定と組織化学検査、肝組織の全RNAを用いた逆転写—リアルタイムPCR法による脂質代

謝関連遺伝子の発現レベルの測定を行い、3群を比較した。

【結果と考察】長期のHFD負荷にもかかわらず、HFDleanでは肝での脂肪の蓄積が強く抑制されて

おり、血中LDL値および肝組織でのリポタンパク質生成に関わるapoBやミクロソームトリグリ

セリド輸送タンパク (MTP) の遺伝子発現は、HFDfatに比べて有意に低いレベルを示した。同様

に、肝での脂肪蓄積に関わる核内受容体・転写因子 (PPARγ、LXRα、FXR、SREBP-1a、同-1c)

とそれらのエフェクター因子 (cdeb、fsp27)、トリグリセリドの合成に関わる酵素群

(DGAT2、ACC1, DGAT1, FAS, SCD1)、脂肪酸の酸化に関わる酵素群 (CPT-1a、CPT-2、Aox、

LCAD、MCAD)、脂肪酸やコレステロールの輸送あるいは異化排泄に関わる分子 (CD36、

CYP7A1、ABCB11) の発現は、HFDleanとNDで同程度に留まり、HFDfatよりも低値を示した。各種リ

パーゼ (LPL, ATGL, HSL、Lipc) の発現には明確な差は見られなかった。

以上の結果から、ddYコロニーにおいては、高脂肪食による肥満誘導に抵抗性を示す個体群

(HFDlean) が存在し、持続的な高脂肪食摂餌によっても、脂質合成および脂質蓄積に関連する一

連の遺伝子の発現が上昇せず、脂肪肝の形成が抑制されていることが推察された。
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小胞体ストレス負荷時の脂肪細胞機能とSERPINA1発現

〇黒田 陽仁1、田村 和広1、安藤 友香理1、松谷 毅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】肥満による脂肪組織での小胞体 (ER) ストレスは慢性炎症を誘発し、アディポカイン

産生の異常により、糖尿病や脂質代謝異常をはじめとするメタボリック症候群を引き起こすと

いわれている。敗血症、即ち、全身性炎症反応症候群 (SIRS) に至る内臓脂肪型肥満患者の症

例数は非肥満者よりも多く、内臓脂肪型の肥満患者では重症化して多臓器不全を招く。しか

し、ERストレス時の脂肪細胞機能の変化及び恒常性維持機構は不明である。前部会 (137回)

において、組織保護的に働くことが報告されている循環型セリンプロテアーゼインヒビター

α₁-antitrypsin (SERPINA1; A1AT) は、アディポカイン産生阻害作用をもち、脂肪組織でも

高度に産生されることを示した。今回、脂肪細胞機能の破綻を保護する内因性因子である可能

性を検証するため、ERストレス下の脂肪細胞培養系でのA1ATノックダウンの効果について解析

を行った。【方法】分化を誘導したヒト脂肪前駆細胞株SW872にERストレス惹起因子であるタ

プシガルギンを処置した。siRNA導入によりA1ATの発現を抑制した際の、アディポカイン発現

をqRT-PCR法、メディウム中サイトカインレベルをELISAにて評価した。また、インスリン応答

能をAktのリン酸化レベルにて半定量し、TNFα誘導性アディポカイン発現を対照群と比較検討

した。【結果】タプシガルギンは、脂肪細胞の基底レベルの前炎症性サイトカインIL-1β, IL

-6, IL-8発現を著しく上昇させた。このタプシガルギンによる上昇は、A1ATノックダウンによ

り増強された。また、A1ATノックダウンは、インスリンで刺激されるAktリン酸化量を低下さ

せた一方で、TNFα誘導性前炎症性サイトカイン量を増加させた。【考察】内臓脂肪細胞で発

現しているA1ATは、ERストレス負荷下の脂肪細胞の炎症性アディポカイン発現やインスリン反

応性の変動に対して恒常性を保持する上で不可欠な因子であることが示唆された。
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リン酸化Akt およびMAPK発現変化を介した新規ベンズインドール誘導体の

抗グリオーマ作用の解明

〇藤野 恵理1)、八木澤 昂大1)、渡邊 有加里1)、高橋 詩織1)、Nyo Mi SWE2)、

中谷 善彦1)、渡邊 敏子2)、天野 託1)

国際医療福祉大・薬・薬治1)、国際医療福祉大・薬・創薬有機2)

インドールは、ベンゼン環とピロール環が縮合した構造をとる有機化合物である。ベンズイ

ンドールはそのインドール環とベンゼン環が縮合した化合物であり、中でも直線型に縮合した

ベンズ[f]インドールに関する研究報告はほとんど無い。以前、我々はEthyl 3-bromo

-9pyridinium-benz[f]indole-2-carboxylate (以下、ベンズ[f]インドール誘導体) のヒト

glioblastoma 細胞株T98G、SNB19およびU87MGにおける細胞増殖抑制作用を明らかにし、U87MG

においてはミトコンドリアでのアポトーシス制御に関わる Bcl family関連タンパク質の発現

量調節に関与する可能性を示唆した。一方、他の細胞株におけるベンズ[f]インドール誘導体

による増殖抑制における作用機序は不明であったことから、今回、ベンズ[f]インドール誘導

体のT98G、SNB19およびU87MGに対する細胞増殖抑制とAkt、p44/42 MAPKおよび Rbのリン酸化

における影響の有無について検討した。ベンズ[f]インドール誘導体をT98G、SNB19および

U87MGにそれぞれ暴露しWST-8 assay を行ったところ、全ての細胞株に対し濃度依存的な細胞

増殖抑制効果が認められた。続いて、ベンズ[f]インドール誘導体曝露による細胞増殖抑制効

果の作用機序を明らかにするため、Akt、p44/42 MAPKおよび Rbのリン酸化および非リン酸化

体の発現量をウエスタンブロット法を用いて検討した。その結果、U87MGおよびSNB19ではAkt

のリン酸化の抑制とMPAKのリン酸化の亢進が認められた。一方、T98G では上記タンパク質の

リン酸化に対する影響は認められなかった。以上のことから、U87MGおよびSNB19において、ベ

ンズ[f]インドール誘導体によるリン酸化Aktおよびp44/42 MAPKの発現量変化が、細胞増殖抑

制作用に関与している可能性が示唆された。
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ヒトiPS細胞由来アストロサイトはヒトiPS細胞由来神経細胞の神経回路の同

期活動を増加させる

〇鹿山 将1, 鈴木 郁郎2, 小田原 あおい2,3, 佐々木 拓哉1,4, 池谷 裕二1

1東京大学, 2東北工業大学, 3日本学術振興会, 4戦略的創造研究推進事業さきがけ

培養系において、ヒトiPS細胞由来アストロサイトは、ヒトiPS細胞由来神経細胞の成熟を促進

することが知られている。しかし、このようなヒトiPS細胞由来神経細胞がどのような神経活

動を生じるかについては、不明な点が多い。そこで本研究では、ヒトiPS細胞由来神経細胞の

みを培養した場合と、ヒトiPS細胞由来神経細胞とヒトiPS細胞由来アストロサイトを共培養し

た場合で、ヒトiPS細胞由来神経細胞の集団レベルでの発火活動の違いを比較した。同時に、

各群でのヒトiPS細胞由来神経細胞の細胞集団間における同期活動を評価し、神経回路形成へ

のヒトiPS細胞由来アストロサイトの関与について考察した。16本の多チャネル電極アレイに

よりヒトiPS細胞由来神経細胞の細胞外電位を測定した。また、測定対象として、ヒトiPS細胞

由来神経細胞のみを培養した検体を8例、ヒトiPS細胞由来神経細胞とヒトiPS細胞由来アスト

ロサイトを共培養した検体を10例用いた。結果として、ヒトiPS細胞由来神経細胞とヒトiPS細

胞由来アストロサイトを共培養した場合、ヒトiPS細胞由来神経細胞の発火活動について、以

下の特徴が見られた。 (1) 細胞集団における発火頻度が高い。 (2) 細胞集団間で、同期発火

する確率が高い。 (3) 細胞集団間で、高いコヒーレンスをもつ数秒単位の同期活動が起こ

る。 (4) 細胞集団における発火パターンが、数分単位で大きく変化している。 (1) ～ (3)

の結果から、ヒトiPS細胞由来アストロサイトは、ヒトiPS細胞由来神経細胞の集団レベルでの

同期活動を増加させることが示唆される。また、 (4) の結果から、ヒトiPS細胞由来アストロ

サイトは、ヒトiPS細胞由来神経細胞の神経回路の可塑性に寄与していることが示唆される。

これらの結果は、ヒトiPS細胞由来アストロサイトが、ヒトiPS細胞由来神経細胞の機能的な神

経回路形成を促進することを示す新しい知見である。
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直線経路課題における海馬場所細胞の発火変動の解析

〇八木佐一郎1、井形秀吉1、鹿野悠1、青木勇樹1、佐々木拓哉1,2、池谷裕二1

1東京大学大学院薬学系研究薬品作用学教室、2戦略的創造研究推進事業さきがけ

動物が特定の場所に訪れた際に発火率を上昇させる海馬の神経細胞は場所細胞と呼ばれてい

る。多くの解析において、場所細胞の発火パターンは場所ごとの発火率に基づいて定められて

おり、この発火率は全記録における発火活動の平均値として表記されるのが常である。しかし

場所細胞は、たとえば同じ場所受容野を訪れても発火数は一定ではなく、毎回異なる。本研究

では、直線経路課題を行っているラットの場所細胞の活動記録を用い、試行毎における場所細

胞の発火数がどのように変化するかを解析した。この場所細胞の発火の変化を説明する要因の

候補として、報酬時における同期的な再活動に着目し、試行毎の変化を解析した。場所細胞以

外の細胞も含む細胞群は、ある報酬時における同期活動に参加する傾向があった一方で、異な

る報酬時では異なる細胞群に由来する同期活動が生じていた。興味深いことに、単純な線形回

帰で、各報酬時における時間経過とともに変化する細胞集団の再活動から、直後の走行時にお

ける場所細胞の発火率を予測することができた。この結果は、場所細胞の発火は単に環境から

受け取られる入力だけでなく、時間経過と共に変化する脳内部の細胞集団の状態にも依存する

ことが示唆される。
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マウス不安様行動における大脳皮質と末梢生理活動の定量評価

〇小此木 闘也1、中山 亮太1、佐々木 拓哉1,2、池谷 裕二1

1東大院・薬・薬品作用学、2戦略的創造研究推進事業さきがけ

高架式十字迷路試験は、マウスやラットを用いて、壁のあるクローズドアームと壁のないオー

プンアームの滞在時間から、不安様行動を評価する行動試験である。しかし、動物が各アーム

に存在するときに、脳と心臓や呼吸器などの末梢臓器において、どのような生理学的活動が生

じるかは明らかではない。そこで、一般的な高架式十字迷路試験において、マウスの脳の前頭

前皮質から局所場電位、大胸筋から心電図、後頚部の骨格筋から筋電図、嗅球から呼吸リズム

を同時計測した。まず、このような生理学的計測を組み合わせても、マウスの行動は先行研究

で報告されているものと同様であることを確認した。次に、末梢生理活動を解析したところ、

同じクローズドアームに滞在しても、心拍数や呼吸数は一定ではないことがわかった。そこ

で、呼吸数が2-4Hzで安定している期間を末梢安定状態と定義した。この状態は、オープン

アーム滞在中には決して生じることなく、クローズドアーム滞在中の一部の時間で見られた。

また、この状態を示すとき、筋電図の振幅が安定していないときに比べて有意に小さかったた

め、運動量は少ないと考えられる。さらに、迷路への反復曝露によってこの安定状態が延長す

ること、末梢臓器においてこの状態が生じるときには、脳波のうち1-4Hzのデルタ帯域のパ

ワーが上昇し、6-10Hzのシータ帯域のパワーは減弱することを見出した。以上の結果は、高架

式十字迷路試験における、中枢と末梢の機能的連関を示すものであり、アームの滞在時間だけ

でなく、他の生理活動の変動にも注目する必要性を示唆する。
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ラットにおける洞察様学習の発見とその解析

〇牧野 健一、池谷 裕二

東京大学 大学院薬学系研究科 薬品作用学教室

私たちは試行錯誤学習と洞察学習という2種類の学習様式を有している。試行錯誤学習は、

試行を繰り返すことで、漸進的に達成される学習である (Thorndike, 1898)。一方、洞察学習

は、一般にひらめきと呼ばれる、瞬間的な学習である (Köhler, 1925)。現在までに、洞察学

習は主に、ヒト脳fMRIによる研究がなされてきた (Luo et al., 2004; Shen et al., 2013)。

しかし、ヒトを対象にした研究では、洞察学習のプロセスを神経細胞レベルの活動として捉え

ることは困難である。そのため、本研究では、ラットにおける洞察学習の観測可能性を検証し

た。本研究では、ラットの学習過程を段階的に追跡するため、ノーズポーク試験を用いた。こ

の試験では、装置に設置された2つの穴のうち、片方の穴が試行ごとにランダムに点灯する。

ラットは、点灯していない穴にノーズポークしたときのみ、報酬であるペレットを獲得でき

る。この試験における正解率の推移を観察すると、徐々に正解率を増加させていくラットの他

に、あるセッションにおいて、急峻な正解率の増加を示した個体の存在が認められた。このひ

らめき様の学習を「洞察様学習」と定義し、解析を行った。初めに、ノーズポークを行うまで

の潜時を解析した。洞察様学習を示したラット (洞察様群) では、正解率の急激な上昇と倶発

した、潜時の有意な増加が認められた。その一方で、漸進的に学習を行ったラット (試行錯誤

群) や学習を示さなかったラットにおいては、このような潜時の増加は観察されなかった。さ

らに、学習様式ごとにそれを担う脳領域に差異があるのか検証するため、学習にとって重要な

脳領域の1つである前帯状皮質 (ACC) に着目した。GABAARアゴニストであるムシモールの局所

投与によりACCを不活性化し、試験を行わせた。その結果、ムシモール投与群では、生理食塩

水投与群と比較して、試行錯誤学習の発生割合が選択的に減少することが明らかとなった。以

上の結果から、本実験系を用いることで、ラットにおける洞察様学習と試行錯誤学習との比較

研究が可能であること、さらに、異なる脳領域がそれぞれの学習様式の発生を担う可能性が示

唆された。
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新規がん悪液質治療薬開発を目指した悪液質モデルマウス脳内代謝変化

の解析

〇宇津美秋1、野中美希1、宮野加奈子1、佐藤洋美2、呉林なごみ3、村山尚3、

櫻井隆3、樋坂章博2、上園保仁1, 4

1国立がん研究センター 研究所 がん患者病態生理研究分野、2千葉大学大学院 薬学研究院

臨床薬理学研究室、3順天堂大学 医学部 薬理学講座、4国立がん研究センター 先端医療開発

センター 支持療法開発分野

<背景>がん悪液質は、進行性がん患者の約80%に認められ、食欲不振、体重減少、筋力低下等

を特徴とする全身性代謝異常症候群である。適切な悪液質動物モデルが少ないために、がん悪

液質の発症・進展メカニズムの解明は十分行われておらず、未だ有効な治療法は開発されてい

ない。そこで本研究では、我々が確立したヒトと同様の悪液質症状を呈する動物モデルを用

い、食欲を調節する上で中心的な役割を果たしていると考えられる脳の代謝物を網羅的に分析

し、新規治療標的となり得る脳内代謝経路の変化を探索した。

<方法>BALB/c-nu/nuマウス (8週齢、♂) の皮下にヒト胃がん細胞株85As2を移植することでが

ん悪液質モデルマウスを作製し、経時的に体重、腫瘍径、摂餌量、飲水量を測定した。85As2

移植後2、8週目に脳を採取し、水溶性代謝物を抽出、キャピラリー電気泳動-飛行時間型質量

分析計を用いて約90種類の代謝物の量的変化を分析した。

<結果>85As2移植後2週目より体重は減少し始め、摂餌量・飲水量の低下や骨格筋量の減少と

いった悪液質症状が進行することを確認した。85As2移植後2、8週目の脳において、解糖系代

謝物、核酸代謝物や酸化ストレス関連代謝物の多くに量的変化を認めた。

<結論>がん悪液質の発症初期から脳内の複数の代謝経路に変化が起こることを明らかにした。

今後は、これらの代謝変化と悪液質症状との関係を詳細に解析し、がん悪液質発症・進展メカ

ニズムに基づいた薬物治療法の開発を目指す。
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脳特異的Superoxide dismutase 2欠損マウスはスポンジ状脳症を誘導する

〇泉尾 直孝1, 野田 義博2, 清水 孝彦1

1千葉大学大学院医学研究院 先進加齢医学, 2東京都健康長寿医療センター研究所

【背景・目的】酸化ストレスは、活性酸素種 (ROS) の産生消去の不均衡によって生じ、様々

な神経変性疾患の病態形成に関与していることが示唆されている。特に、反応性の高いROSの

一種であるスーパーオキシドアニオンは、ミトコンドリアでの酸化的リン酸化によって大量に

産生され、抗酸化酵素群により解毒される。ミトコンドリアに局在する抗酸化酵素である

Manganase superoxide dismutase (Sod2) は、スーパーオキシドアニオンを過酸化水素に変換

する活性を有する。本研究では、脳特異的なSod2欠損マウス (B- -/-) を作製し、脳内のミ

トコンドリアに由来するROSの上昇が生体に与える影響と、それを除去するSod2の役割につい

て解析した。【目的】B- -/-は、神経幹細胞特異的なNestinプロモーターの下流にCre

recombinaseを発現するNestin-Creトランスジェニックマウスと、Sod2-flox マウスを掛け合

わせることで作製した。【結果】Controlに比べ、B- -/-は10日齢から有意な低体重を示

し、12日齢から25日齢にかけて全ての個体が死亡した。14日齢のB- -/-の脳スライスでは、

海馬、脳幹、大脳皮質運動野においてスポンジ状の空胞変性が認められ、顕著なグリオーシス

が観察された。またミトコンドリア呼吸鎖複合体の活性を調べたところ、B- -/-では

Complex I, IV活性には変化が見られないものの、complex IIの顕著な活性低下が認められ

た。さらに、21日齢のB- -/-群の脳では、脂質過酸化の指標であるmalondialdehydeが有意

に増加していた。【考察】脳内のミトコンドリアに由来するスーパーオキシドアニアオンの上

昇はスポンジ状の神経変性を誘導し、Sod2はそれを防ぐとともに、幼若マウスの生命維持に必

須であることが示唆される。
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セラミドキナーゼによる神経機能制御機構の解明

〇五木田緑、堀真悠子、中村浩之、村山俊彦

千葉大学薬学部薬学科 薬効薬理学研究室

セラミドキナーゼ (CerK) は,スフィンゴ脂質の中心物質であるセラミド (Cer) をリン酸化し

てセラミド-1-リン酸 (C1P) を生成する酵素である。マウスにおいて、CerKは小脳プルキンエ

細胞に高く発現している事や、シナプス小胞に豊富に含まれることが報告されている。また、

CerK欠損マウスは情動行動に異常を示すことから、CerK/C1Pが高次脳機能に関与する可能性が

示唆されている。しかしながら、神経機能におけるCerK/C1Pの役割は明らかになっていない。

本研究では、神経成長因子 (NGF) により神経細胞様に分化する神経モデル細胞であるPC12を

用いて、NGFにより誘導される神経機能とCerKの関係を検討した。

まずNGFが細胞内C1P産生量に与える影響を検討した。その結果、NGF刺激により細胞内C1P産生

量は時間依存的に上昇し、CerKのノックダウンではその上昇は抑制された。このメカニズムを

明らかにするために、NGF刺激時のCerK発現量を検討した。HAタグのついたCerKを安定的に過

剰発現させたPC12におけるCerK-HA発現量は、NGF刺激により時間依存的に上昇した。これらの

結果から、NGFはCerKの発現量を正に制御し、細胞内C1P産生量を増加させることが示唆され

た。

次に、CerKと神経機能の関係を明らかにするため、NGF刺激によるノルアドレナリン放出を

CerKノックダウン細胞およびCerK-HA過剰発現細胞で検討した。その結果、NGF刺激時のノルア

ドレナリン放出はCerKのノックダウンで抑制され、CerK過剰発現で促進した。また、NGFによ

る神経突起伸展はCerK阻害剤の処理により抑制された。

これらの結果から、NGFがCerK/C1Pを正に制御すること、NGFにより増加したCerK/C1Pが神経機

能を正に制御することが示された。
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MEK阻害薬がプラナリアの個体再生およびドパミン神経の再生に及ぼす影

響

◯榎本圭輔、肱岡雅宣、北村佳久

立命館大・薬・薬効解析科学

【目的】プラナリアは高い再生能力を持つ扁形動物であり、頭部形成にはmitogen- activated

protein kinase (MAPK) であるextracellular signal-regulated kinase (ERK) の活性が関与

することが報告されている。また、プラナリアの蠕動運動は頭部領域に存在するドパミン神経

によって制御されており、ドパミン神経機能を評価するモデルとして有用である。近年、6-

hydroxydopamine (6-OHDA) の注入によりドパミン神経が脱落し、その後再生することが見出

されたことから、本研究ではERKの上流に存在するMAPK/ERK kinase (MEK) の阻害薬が頭部お

よびドパミン神経の再生に与える影響を調べた。

【方法】プラナリア ( ) を切断後、飼育水中にMEK阻害薬であるU0126 (1,

3, 10 µM) を添加し経時的に体長および運動能を計測した。また、6-OHDA (2 µg) 注入後、飼

育水中にMEK阻害薬であるU0126 (1, 3, 10 µM)、PD98059 (1, 3, 10, 30 µM) を添加し、5日

間飼育後チロシン水酸化酵素 (DjTH) に対する免疫組織染色を行った。さらに6-OHDA注入1日

後にはリン酸化ヒストン (H3P) に対する免疫組織染色を行い、プラナリアが有する幹細胞で

あるネオブラストの数を計測した。

【結果】人為的な切断後7日目には頭部の再生および運動能の増加が観察されたが、これらは

U0126の処置により抑制された。また、6-OHDA注入5日後に観察されるDjTH陽性細胞はU0126お

よびPD98059の処置により減少した。6-OHDA注入1日後には頭部でH3P陽性細胞が観察される

が、U0126およびPD98059の処置により細胞数が減少した。

【考察】MEK阻害薬によって頭部およびドパミン神経の再生が抑制されたこと、さらに頭部領

域のネオブラストの増加が抑制されたことから、ドパミン神経の再生にはMEK-ERKシグナルを

介したネオブラストの増殖あるいは移動が重要であることが示唆された。
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DJ-1結合化合物はマウスミクログリアにおいてTLR2を介した炎症反応を抑

制する

〇尾上徹 肱岡雅宣 北村佳久

立命館大学薬学部薬効解析研究室

【目的】パーキンソン病をはじめとした神経変性疾患ではミクログリアの持続的な活性化が起

こる。近年、α-シヌクレインオリゴマーがミクログリア細胞膜上のToll様受容体を刺激する

ことで、炎症応答を誘導することが報告された。また、パーキンソン病原因遺伝子であるDJ-1

は抗酸化能を代表的な機能として持つタンパク質であるが、ミクログリアにおいて炎症を抑制

することが報告されている。我々はこれまでにDJ-1に結合する低分子化合物 (Comp-23) を

バーチャルスクリーニングにより得ているため、本化合物がToll様受容体2 (TLR2) のリガン

ドであるペプチドグリカン (PGN) によって誘導されるミクログリアの活性化に与える影響を

調べた。

【方法】マウスミクログリア細胞株BV-2細胞にPGN (3, 10, 30 µg/mL) を処置することで炎症

反応を誘導した。これに対しComp-23 (0.3, 0.55, 1 µM) を前処置し、PGN処置24時間後に定

量的RT-PCRを行なうことで誘導型NO合成酵素 (iNOS) および炎症性サイトカイン (TNFα, IL

-1β, IL-6) のmRNA量を定量した。さらに、PGN処置1時間後にはNF-κB p65サブユニットに対

する免疫染色を行いNF-κBの核内移行を解析した。

【結果】PGNは処置濃度依存的にiNOSおよび炎症性サイトカインのmRNA量を増加させた。これ

に対し、Comp-23 (1 µM) の前処置はPGN (10 µg/mL) によるiNOSおよび炎症性サイトカインの

mRNAの産生を抑制した。PGN (10 µg/mL) の処置1時間後にはNF-κBの核内移行が認められた

が、Comp-23 (1 µM) はその程度を抑制した。

【考察】DJ-1結合化合物は、ミクログリアにおけるTLR2を介した炎症反応を抑制すること、そ

の作用機序としてNF-κBの局在変化が関与することが示唆された。
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ラット緑内障モデルの網膜α2マクログロブリンおよびアポE含有リポタンパ

ク質の変化と視神経保護に関する研究

〇向垣内 千早、小島 拓也、林 秀樹、小林 美緒、小出 暉、袁 博、

高木 教夫

東京薬科大学 薬学部 応用生化学教室

【目的】日本の失明原因疾患の第1位は緑内障であり、患者の前房水中ではα2マクログロブリ

ン (a2M) 含量の上昇が報告されている。しかし緑内障で観察される視神経変性とa2Mの関わり

は明らかではない。我々は以前のin vitro研究で、アポリポタンパク質E含有リポタンパク質

(E-LP) の初代培養網膜神経節細胞に対する神経保護効果をa2Mが妨害することを明らかにし

た。本研究では、ラット緑内障モデルおよび初代培養網膜グリア細胞を用いてa2MとE-LPの視

神経保護に対する役割を明らかにすることを目的とした。

【方法】ラット硝子体内に -メチル-D-アスパラギン酸 (NMDA) 型グルタミン酸受容体アゴニ

ストであるNMDAを注射し、視神経障害 (緑内障) モデルを作製した。E-LP投与による網膜およ

び前房水中のa2Mの変化をイムノブロット法で解析した。また新生児マウスの網膜からグリア

細胞を初代培養し、細胞および培養上清中のa2Mの変化を検討した。

【結果・考察】ラット緑内障モデルへのE-LPの硝子体内投与が網膜神経節細胞を保護すること

をイムノブロット法および組織染色により明らかにした。また緑内障モデルの網膜および前房

水中でa2Mが上昇し、E-LP投与が有意に抑制することを示した。初代培養網膜グリア細胞への

E-LP処理は、a2Mの細胞内mRNAおよびタンパク質発現量、培養上清中への放出量を減少した。

次に受容体の関与を検討するため、LDL受容体ファミリーの受容体に結合し、他のリガンドの

結合を阻害するreceptor associated protein (RAP) を使用した。RAP処理により、E-LPのa2M

発現抑制効果は減弱した。これらの結果から、緑内障モデルに対するE-LP硝子体内投与は、網

膜グリア細胞のLDL受容体ファミリーの受容体を介してa2M発現および放出を抑制することが示

唆された。以上より、E-LPは網膜神経節細胞を保護するとともに、神経保護妨害因子である

a2Mの増加を抑制することで緑内障に対する視神経保護療法に応用できる可能性が考えられ

た。
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初代培養大脳皮質神経細胞障害時の proprotein convertases の役割に関

する研究

〇岩谷結衣、鈴木かおり、山田まりこ、林秀樹、袁博、高木教夫

東京薬科大学 薬学部 応用生化学教室

脳梗塞ではグルタミン酸興奮毒性、酸化ストレス、栄養因子欠乏など様々な機序により脳組織

障害が引き起こされる。この中でも虚血によるグルタミン酸の放出は -methyl-D-aspartate

(NMDA) 受容体を介した細胞内への過剰な Ca2+ 流入を誘導し、神経細胞死を惹起する。NMDA

を介する神経細胞障害は様々な中枢神経系疾患に関わっていることが明らかとなっている。こ

の神経細胞死の過程において proprotein convertase (PC) の担う役割は未だ明らかになって

いない。そこで本研究では、 NMDA 誘発性神経細胞死に対する PC 阻害薬の効果を検討した。

ラット初代培養大脳皮質神経細胞を用いて、NMDA 処置 24 時間後に XTT アッセイにより神経

細胞死を評価した。また、神経細胞死に対する protein convertase subtilisin / kinase

type 9 および Furinの阻害による影響を検討した。その結果、Furin阻害薬により、濃度依存

的に著しい神経保護効果が観察された。さらに、イムノブロット法および生物発光アッセイシ

ステムによりカルパイン活性を解析したところ、 Furin 阻害薬により NMDA によるカルパイ

ンの活性化が抑制された。このことから、NMDA 処置で Furin の活性化が惹起され、それに基

づくカルパインの活性化が神経細胞死誘発の一端を担うことが示唆された。

本研究はNMDA 誘発性神経細胞死における Furin の病態生理学的役割の一端を明らかにし、神

経障害に対する新たな治療標的となる可能性を示した。
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脳梗塞後のactiveミクログリアにおけるprogranulin発現変化

〇堀之北 一朗、林 秀樹、水村 里沙、山口 龍晃、袁 博、高木 教夫

東京薬科大学 薬学部 応用生化学教室

【背景】Progranulin (PGRN) は、脳虚血や脳出血後の神経炎症や血管障害に対して保護的に

作用することが報告されている。また、好中球エラスターゼにより PGRN が切断され生じる

granulin (GRN) は炎症を誘導することが報告されている。本研究では脳梗塞モデル動物およ

び初代培養ミクログリアを用いて PGRN および GRN レベルの経時的変化を検討し、その病態

生理学的意義を考察した。

【方法】ヒト多発性梗塞を模倣したマイクロスフェア脳塞栓 (ME) ラットを作製し 

で病態把握を試みた。またラット新生児初代培養ミクログリアを単離し、lipopolysaccharide

(LPS) で処置することで、活性型ミクログリアを作製し細胞レベルで病態を検討した。PGRNお

よびGRN の変化は western blot法、qPCR 法および免疫組織染色法を用いて検討した。

【結果】PGRN のタンパク質および mRNA レベルは、虚血側大脳皮質で ME 後 3 日目に増加

し、PGRN タンパク質の増加は大脳皮質ミクログリアで観察された。PGRN を分解する

elastase の活性は、ME 後 1 日目で最大となりその後低下した。PGRN の分解産物である GRN

タンパク質レベルはME 後 1 日目から増加した。さらに、LPS 処置後の活性型ミクログリアで

PGRN の発現が増加した。

【考察】本研究で示した ME 後および LPS 処置後のミクログリアでの PGRN の増加はミクロ

グリアで惹起される神経保護シグナルの1つと推察された。また、虚血後早期のelastase 活性

の上昇がPGRN の切断を惹起し、炎症性サイトカイン等を誘導すると考えられた。以上の結果

より PGRN および GRN の発現変化は脳梗塞後の病態に寄与する可能性があり、病態進展と保

護シグナルの関係についてさらに検討していく必要がある。
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ネオエキヌリンAの学習記憶改善作用における作用メカニズムの探索

〇佐藤 匠1)、濱田 幸恵1)、紙透 伸治2)、倉持 幸司3)、菅原 二三男3)、岡 淳一郎1)

1)東京理科大学 薬学部 薬理学研究室 2)麻布大学 獣医学部 3)東京理科大学 理工学部

【背景・目的】炎症反応や酸化ストレスは中枢神経系におけるシナプス伝達機能やその制御機

構破綻の成立要因であり、学習記憶障害とも関連が深い。ネオエキヌリンA (NeoA) は、海生

真菌由来の天然化合物であり、過去のin vitro実験では抗酸化・抗炎症作用による神経保護作

用を有することが報告されている。当研究室では、行動試験において学習記憶改善作用を有す

ることを明らかにした。本研究では、学習記憶の分子基盤とされる海馬シナプス可塑性を指標

として、炎症反応や酸化ストレスによる障害に対するNeoAの作用と作用機序の解明を行った。

【方法】Wistar/ST系雄性ラット (3-4週齢) にNeoAを側脳室内投与し、24時間後に急性海馬ス

ライス (厚さ400 μm) を作製した。Schaffer側枝を電気刺激して細胞外電位記録法により海

馬CA1野における集合興奮性シナプス後電位 (fEPSP) を記録し、高頻度刺激により長期増強

(LTP) を誘導した。この海馬スライスに対して、H2O2 (50 µM) またはIL-1β (0.37 nM) を灌

流することで炎症反応や酸化ストレスを誘導した。また、海馬における生体内ストレス応答分

子の発現を、Western Blot法及びEllman法を用いて定量した。

【結果・考察】電気生理学的検討により、H2O2またはIL-1β存在下でのLTP誘導はControl群に

おいて障害されたが、NeoA前処置によりLTP障害は改善された。H2O2またはIL-1β存在下での

p38 MAPKリン酸化率は、Control群において亢進していたが、NeoA前処置により抑制された。

一方、内因性抗酸化物質であるグルタチオン量は、NeoA前処置群でControl群に比べて海馬に

おいて減少していた。以上より、NeoAの作用はグルタチオンを介した作用とは考え難く、p38

MAPK pathway抑制を含む抗酸化・抗炎症作用によって学習記憶改善作用を示している可能性が

示唆された。現在、作用機序のさらなる解明のために他のpathwayについても検討中である。
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CGRP脳室内投与がマウス脳海馬に与える影響

〇三島脩太、大塚青海、橋川直也、橋川成美

岡山理科大学大学院 理学研究科 臨床生命科学専攻

カルシトニン遺伝子関連ペプチド (CGRP) は37 個のアミノ酸から成る神経ペプチドの1 種

で、中枢神経系で重要な役割を果たす。我々は、これまでにCGRPをマウスに脳室内投与 (i.

c. v. ) を行ったとき海馬依存的な恐怖記憶の消去を引き起こすことを報告してきた。そこで

更に、CGRPがマウス海馬でドーパミンを調節するかどうか評価した。ドーパミンは学習記憶、

動機付け、記憶固定など多くの過程で重要な関与を示している。CGRP (0.5 nmol ) 投与は、

受動回避試験で暗室から明室までに入る時間が短くなり、文脈学習試験ではすくみ時間を減少

させた。CGRP脳室内投与を行った海馬におけるドーパミン濃度を測定した結果、対照群に比べ

て有意に減少していた。さらに、HT22 cells (マウス海馬由来細胞株) を用い、50 mMカリウ

ム溶液にて脱分極させ、ドーパミン遊離量を測定した結果、マウス海馬と同様にドーパミン遊

離量がCGRP 100 nM前処置により減少していた。

一方、我々はCGRP脳室内投与を行ったマウス脳海馬の遺伝子発現をマイクロアレイ解析で評価

した。CGRP脳室内投与で  (ドーパミン輸送体)、  (ニューロトロフィン3) を減少さ

せた。CGRPは  (脳由来神経成長因子)、  、  (グルタミン酸塩デカルボキシラー

ゼ; GAD65)、 を増加させた。これらの結果から、CGRPが恐怖記憶形成の制御を行うにあ

たって、ドーパミンと幾つかの遺伝子発現の調節に関与していることが示唆された。
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アストロサイトに由来するMHC classIの機能解析

◯伊藤 教道1、祖父江 顕1、永井 拓1、シャン ウェイ1、中島 晶2、

村上 由希3、毛利 彰宏4、山本 康子5、鍋島 俊隆4、斎藤 邦明5、山田 清文1

1名古屋大院・医・医療薬学・薬剤部、2弘前大・農・食品、3同志社大院・脳科学・神経発生分子

機能、4藤田保健衛生大・医療科学・先進診断システム探索、5藤田保健衛生大院・保健・病態制

御解析

免疫炎症反応は大うつ病性障害や統合失調症などの精神疾患の病態に関与していることが示唆

されている。免疫炎症反応はインターロイキンなどの炎症性サイトカインや主要組織適合遺伝

子複合体クラスI (MHCI) などが重要な役割を果たしている。以前に我々は、自然免疫を活性

化する二本鎖RNAアナログであるpolyriboinosinic-polyribocytidilic acid (polyI:C) を処

置した培養アストロサイトから発現上昇する分子としてMHCIを同定した。MHCIは神経細胞にお

いてシナプス可塑性に関与していることが報告されているが、アストロサイト由来MHCIの機能

についてはまだ十分に理解されていない。本研究では、アストロサイト由来MHCIの機能を理解

するため神経化学的および行動薬理学的解析を行った。免疫活性化による脳内MHCIの発現変化

を免疫染色法により検討した。PolyI:C投与24時間後のマウスではvehicle処置群に比べGFAP陽

性アストロサイトおけるMHCIの発現が上昇した。ハイドロダイナミクス法によりinterferon-

γを発現させたマウスにおいても同様にMHCIの発現変化が認められた。次に、GFAPプロモー

ター制御下にMHCIを発現させるアデノ随伴ウイルス (AAV) ベクターを作成し、前頭前皮質に

AAVを注入した。MHCIを発現させたマウス群ではsocial interaction testにおける社会性行動

の低下およびnovel object recognition testにおける認知機能の障害が認められた。神経化

学的解析からMHCIを発現したマウスではIba-1陽性ミクログリアが有意に増加しており、逆に

PV陽性神経細胞数の減少が認められた。培養アストロサイトにおけるMHCIの局在を検討した結

果、エクソソームマーカーであるCD63との共局在が認められた。アストロサイト特異的MHCIの

発現による社会性行動の低下はエクソソーム合成阻害薬であるGW4869の投与により改善した。

これらの結果から、MHCIはエクソソームを介してアストロサイトから放出され、神経細胞障害

を惹起することが示唆された。
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幼若期ACTH反復投与によって惹起される抑うつ様行動の週齢変化

〇山口 拓、馬場一輝、前田ふみ、松元秀憲、福森 良、山本経之

長崎国際大学薬学部薬理学研究室

【目 的】本研究では、HPA axisの中心的なストレスホルモンの一つであるACTHの幼若期反復

投与処置による「幼若期薬理学的ストレス負荷ラット」を作製し、幼若期に受けたストレスが

成長後の情動行動に及ぼす影響、特に抑うつ様行動の週齢変化について検討した。

【実験方法】離乳した幼若期 (3週齢) のWistar系雄性ラットに、ACTHの活性アナログである

酢酸テトラコサクチド (100μg/rat) を5日間反復皮下投与した (ACTH群)。対照群として生理

食塩水を同様に投与した。ACTH投与の効果を検討するために、酵素免疫測定法によって血漿コ

ルチコステロン (CS) 濃度を測定した。抑うつ様行動の評価試験として、発達期 (6週齢)、成

熟前期 (10～12週齢) および成熟後期 (20～25週齢) において、1) スクロース嗜好試験およ

び2) Grooming行動を指標としたSplash試験を用いて評価した。さらに成熟期の行動評価終了

後、左右の副腎を摘出して、その湿重量を測定した。

【実験結果】3週齢時のACTH反復投与は、対照群と比較して血漿CS濃度を有意に増加させた。

しかし、成熟期ACTH群の血漿CS濃度は、対照群と同レベルまで減少した。この成熟期ACTH群の

行動変容について、1) スクロース嗜好試験:1%スクロース溶液の飲水量は、ACTH群の成熟前期

では対照群と比較して有意に減少した。この時、48時間の総飲水量は両群間に差がなかった。

2) Splash試験:10%スクロース溶液噴霧によって誘発されるGrooming行動の発現回数および発

現時間は、ACTH群の成熟前期では有意に減少した。いずれの試験においても ACTH群に認めら

れた「スクロース溶液の飲水量の低下」および「スクロース噴霧誘発 Grooming行動の減少」

は、発達期では認められず、成熟前期から発現し、成熟後期まで持続していた。さらに、成熟

期ACTH群では、対照群と比較して副腎肥大が観察された。

【考察および結論】これらの結果から、幼若期薬理学的ストレス負荷ラットは、抑うつ様行動

が成熟期から認められ、この行動異常は成熟後期の少なくとも25週齢まで持続した。さらに、

幼若期のACTH投与による抑うつ様行動は、発達期では認められないことから、成熟期に発症す

る発現様式、すなわち“late onset (遅発性)”を示すことが明らかとなった。
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パクチー(  L.)の中枢作用

〇櫻井 潤、出雲 信夫、桑原 悠、宮崎 誠也、本間 運人、 都築 繁利、

速水 耕介、中野 真、渡邉 泰雄

横浜薬科大学総合健康メディカルセンター

【目的】我が国の「新しい食材」として、マスコミでも取り上げられている「パクチー:

 L.」は、3000年以上前のエジプトの古代医書であるEbers papyrusに民間

療法で使用されていたとの記述がある。パクチーは、香辛料や食用として親しまれているだけ

ではなく、美容材料としても用いられている。一方、独特な匂いの成分のlinaloolやgeranyl

acetate, alipha pineneなど多くの成分の報告がある。しかしながら、各国のパクチーには匂

いの成分含量も異なり、我が国では匂いの少ないパクチーも販売されている。しかも、匂いの

強度と効能は決して相関しないことも報告から示唆される。本研究は、抗菌作用や抗酸化作用

など多機能性を有する事が報告されているパクチーの中枢機能に及ぼす影響に関して行動薬理

学的手法・リアルタイムPCR法を用い検索を行った。

【方法】①実験動物として、ICRマウス (雄性:6週齢) を用いた。②パクチーは、静岡県産で

一般的に食用として使用されている品種を社団法人パクチーアカデミー協会から供与して頂い

た。パクチーエキスに関しては、㈱常盤植物科学研究所で葉からの抽出液を供与して頂いた。

③動物群は、対照群 (水道水)、パクチー3群 (100, 200, 400mg/kg投与群) の4群とした。④

各群は、午前中に体重測定、飼料の摂取状態、毛並み等の観察を行い、強制経口 (10mL/kg)

投与を行った。⑤静穏作用の検索として、ペントバルビタールによる軽麻酔における催眠導入

を指標とした。⑥中枢興奮作用は、ペンテトラゾール (PTZ) による痙攣誘発を指標とした。

⑦日内変動は夜間における自発運動量を指標とした。⑧脳内アミノ酸変動はリアルタイムPCR

法での前頭葉及び海馬におけるGABAA受容体、NMDA受容体、GABA輸送体発現量レベルを指標とし

た。

【結果】①6カ月の強制経口投与で摂食量、外観観察、日内変動等は、対照群と比較して有意

な変動は認められなかった。②2ヶ月間の経口投与においてパクチー投与群は対照群と比較し

て有意な静穏効果が認められた。しかし日内変動には有意な差は認められなかった。③6ヶ月

間の経口投与でも明らかな興奮作用の増大は認められなかった。一方、PCRの結果、パクチー

群でPTZ投与下での脳内GABAの取り込み抑制が示唆された。

【まとめ】本研究結果は、パクチーの長期連続経口投与においてGABA神経系など中枢機能に何

らかの影響を及ぼす事が示唆された。
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Streptozotocin 誘発糖尿病マウスにおける恐怖記憶の変化に対する脳内

AMP 活性化プロテインキナーゼの関与

〇山岸 愛実、池田 弘子、米持 奈央美、亀井 淳三

星薬科大学 薬物治療学教室

糖尿病は網膜症や腎症、神経障害といった三大合併症のみならず精神疾患の罹患率も高いこと

が指摘されているが、その機序は不明である。中枢において glucose はアストロサイトで L-

lactate に代謝され、これが神経のエネルギー源になる。また、L-lactate は AMP 活性化プ

ロテインキナーゼ (AMPK) を抑制することから、糖尿病の脳内では L-lactate が過剰に産生

され、これが AMPK を抑制することで中枢神経機能が変化する可能性が考えられる。これまで

に当教室において、streptozotocin (STZ) 誘発糖尿病マウスでは恐怖記憶が増強することを

報告していることから、本研究では、STZ 誘発糖尿病マウスにおける恐怖記憶の増強に脳内の

AMPK が関与するか検討した。実験には 6 週齢の ICR 系雄性マウスを用いた。恐怖条件付け

試験を行った結果、STZ 誘発糖尿病マウスではすくみ行動持続率の増加、すなわち恐怖記憶の

増強が認められた。次に、恐怖記憶に重要な扁桃体および海馬における AMPK および活性化体

であるリン酸化 AMPK のタンパク質量を Western blot 法を用いて検討した結果、STZ 誘発糖

尿病マウスではリン酸化 AMPK のタンパク質量が有意に減少した。さらに、恐怖条件付け試験

において、AMPK の活性化薬の AICAR をマウスの脳室内に投与すると、用量依存的にすくみ行

動持続率は減少し、AMPK 阻害薬の compound C の脳室内投与では、用量依存的にすくみ行動

持続率が増加した。このことから、AMPK は恐怖記憶を調節することが示された。次に、STZ

誘発糖尿病マウスに AICAR を脳室内投与したところすくみ行動持続率は有意に減少した。こ

のことから、STZ 誘発糖尿病マウスにおいて認められた扁桃体および海馬の AMPK の活性低下

が恐怖記憶の亢進に関与することが示唆された。以上の本研究の結果、中枢の AMPK は恐怖記

憶に関与し、糖尿病時に認められる AMPK の活性低下が恐怖記憶の増強をひき起こす可能性が

示された。
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高糖負荷時の認知学習記憶能に及ぼすマメ科植物クズの影響評価

〇和久田宗、清家稜太、Feng Xiaoyu、Zheng Jingqiao、山下樹三裕

長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科 化学物質生体影響評価研究室

【目的】マメ科植物クズの葛根はアジア地域において伝統的な生薬として長年用いられてお

り、イソフラボングリコシドが豊富に含まれている。葛根については特に、糖尿病モデル動物

や閉経マウスにおける認知機能の改善が多く報告されている。一方で、近年の飽食の時代を背

景とし、増加が予想されている糖尿病と確定診断を受ける前の状態、いわゆる境界型における

研究は少ないことから、本研究では一過性高血糖状態のラットへ葛根抽出物を投与した際の学

習記憶に及ぼす影響およびその性差について評価した。

【方法】本実験では雌雄SDラットを使用した。空間学習記憶の評価には、MAZE testを行い、

体験型学習記憶能はStep-through test、一般活動性及び情動性はOpen-field test、不安様行

動はElevated plus maze testを用いて、それぞれ評価した。ラットには各種行動実験の1時間

前に20%スクロースを腹腔内投与し、その30分後に生理食塩水 (Control群) または葛根抽出物

(1g/25mL。2g/25mL) を1mL/kgの割合で経口投与した後に、各種行動実験を行った。

【結果及び考察】MAZE testの日ごとのTime及びErrorの結果より、雌性ラットでは、MAZE (B)

testにおいてHigh群 (2g/25mL) がControl群と比べて有意にTimeが短く、ErrorはMAZE (A) の

3日目において有意に低い値を示したことから、高用量の葛根抽出物投与は高糖負荷時の雌性

ラットの空間学習記憶能を向上させることが示唆された。一方、雄性ラットでは有意差は認め

られなかった。Step-through testの結果より、葛根処置は雄性ラットの体験型学習記憶能を

若干改善する可能性が示唆された。また、雌雄ラットの高架式十字迷路の結果より、葛根抽出

物投与により若干、抗不安作用が現れることが示唆された。Open-field testの結果より、葛

根抽出物は雌雄ラットの一般活動性及び情動性に影響を及ぼさないことが示唆された。これら

の結果より、葛根抽出物投与は学習記憶を向上させるが雌雄によってその感受性に相違がある

ことが明らかとなった。
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マウス内側前頭前野前辺縁皮質におけるオピオイドδ受容体を介した情動

調節メカニズムについての検討

〇萱島修平1,2、斎藤顕宜1、早田暁伸1,3、 長瀬博4、吉澤一巳2、岡淳一郎3、

山田光彦1

1国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 精神薬理研究部、2東京理科大学 薬学部 疾

患薬理学研究室、3東京理科大学 薬学部 薬理学研究室、4筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構

創薬化学研究室

これまでに我々は、オピオイドδ受容体 (DOP) 作動薬KNT-127が抗不安様作用を有すること

を明らかにしている。一方、マウスの内側前頭前野前辺縁皮質 (PL-PFC) を薬理学的に興奮さ

せると、不安様行動が生じることを明らかにした。PL-PFCにはDOPが高発現しているにも関わ

らず、その情動調節における役割は十分に明らとなっていない。そこで、グルタミン酸トラン

スポーター阻害薬 (TFB-TBOA) をマウスのPL-PFCに局所灌流し細胞外グルタミン酸濃度を増加

させた薬理学的不安惹起モデルを用いて、同部位におけるDOP を介した情動調節メカニズムに

ついて検討した。

実験には、C57BL6/N雄性マウス6-7週齢を用いた。マイクロダイアリシス法を用いて、PL-

PFCに留置した透析プローブを介して透析液を灌流し、灌流開始から2時間後に薬物を含んだ灌

流液を30分間灌流した。細胞外グルタミン酸濃度の定量には電気化学検出器付高速液体クロマ

トグラフィーを用いた。薬液灌流20分後から10分間にわたりオープンフィールド (OF) 試験に

よる行動評価を行った。実験終了後に、マウス脳の灌流固定を行いプローブの挿入位置を確認

した。

PL-PFCにTFB-TBOAを灌流したマウスでは、細胞外グルタミン酸濃度の有意な増加とOF試験に

おける中心部滞在時間率及び移動距離率の有意な減少が認められ、不安様行動の惹起が示唆さ

れた。さらに、TFB-TBOA灌流で惹起された不安様行動はKNT-127の併用により抑制された。KNT

-127の抑制効果は、DOP拮抗薬であるnaltrindoleにより阻害された。一方、TFB-TBOAにより増

加した細胞外グルタミン酸濃度は、KNT-127を併用しても影響を受けなかった。以上のことか

ら、KNT-127はマウスの薬理学的不安惹起モデルにおいて、PL-PFCにおける細胞外グルタミン

酸濃度増加を減少させることなく、DOPを介して抗不安様作用を示すことが示唆された。
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ニコチン性アセチルコリン受容体に対する内在性モジュレーターLy6Hの調

節作用

〇浅野慎介1、森脇康博1、渡邉みずほ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】ニコチン性アセチルコリン受容体 (nAChR) は多数のサブタイプを持ち、特に脳内で

発現が高い。α7nAChRは記憶や情動など高次脳機能において重要な役割を担っている。しかし

α7nAChRは、通常の培養細胞ではcDNA導入法による機能的チャネル発現が困難であり、活性調

節機構の解明が滞っていた。最近、我々はα7nAChRの細胞外領域とグリシン受容体の細胞内領

域を有するキメラ受容体を用いた解析により、新規のα7nAChR 機能阻害タンパク候補として

Ly6Hを同定した。一方で、α7nAChRの発現にはNACHOと呼ばれる補助分子が必要であることが

報告された。本研究では、形質膜上で高度にα7nAChRを発現する細胞を新たに樹立し、Ly6Hの

α7nAChR機能阻害作用について解析を行った。

【方法】 α7nAChRとNACHO及びRIC-3を共発現する細胞 (TARO細胞) を樹立した。Ly6Hの

α7nAChR機能阻害作用を調べるため、TARO細胞にLy6Hを発現させた時の応答電流の変化をパッ

チクランプ法により測定した。次に、Ly6H発現時のα7nAChR形質膜上発現量への影響をビオチ

ン化アッセイやフローサイトメトリーにより解析した。更に、可溶型Ly6Hタンパクを精製し、

投与実験により、TARO細胞におけるリガンド応答性電流の変化を調べた。

【結果】TARO細胞にLy6Hを発現した際に、α7nAChRを介したリガンド応答性電流が有意に抑制

されたことから、Ly6Hがα7nAChR機能を阻害することが確認された。ビオチン化アッセイなら

びに、フローサイトメトリーよる解析によりLy6Hの発現がα7nAChRの形質膜上発現に影響を及

ぼさないことが明らかとなった。更に、可溶型Ly6HタンパクがTARO細胞のリガンド応答性電流

を抑制することが明らかとなった。

【結論】 Ly6Hはネイティブα7nAChRに対しても阻害作用を示すことが明らかとなった。可溶

型Ly6Hタンパクがα7nAChRのリガンド応答性電流を抑制すること、またLy6Hの発現が形質膜上

でα7nAChR発現量に影響を及ぼさないことから、Ly6Hはα7nAChRの細胞外領域に作用すること

で機能を阻害していると考えられる。
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ハイコンテントイメージング解析法を用いた神経細胞発達過程におけるシナ

プス機能評価

〇山川佳苗、小金澤紀子、白尾智明

群馬大学大学院医学系研究科神経薬理学

神経細胞発達過程におけるシナプス機能評価法を開発するため、本研究ではドレブリンを指標

としたハイコンテントイメージング解析法を検証した。ドレブリンはアクチン結合タンパク質

であり、樹状突起スパインの形成やシナプス機能において重要な働きをする。本研究では凍結

ラット海馬神経細胞を用い、培養3、7、14、21日目に細胞を固定、ドレブリン及びMAP2染色を

行った。ドレブリンは2種類のアイソフォームがあり (胎児型ドレブリンEと成熟型ドレブリン

A)、その2種類を区別するためにドレブリンの抗体は2種類使用した。さらに、NMDA型グルタミ

ン酸受容体の機能の成熟度を検討するため、ある細胞群は固定前にグルタミン酸 (30µM) で10

分間処理をした。我々はこれまでに、NMDA型グルタミン酸受容体の活性によりドレブリンが樹

状突起スパインから流出し局在を変えることを見出している (Sekino et al., 2006)。自動画

像取得の後、樹状突起に沿ったドレブリンクラスター密度、樹状突起の長さ、そして細胞数の

自動定量解析を行った。培養3日目では樹状突起長はまだ短く、ドレブリンEのクラスターは検

出できたがドレブリンAはほとんど検出されなかった。ドレブリンEは成長円錐にも存在するの

で、この時期のドレブリンEクラスターは成長円錐に存在するものである可能性が考えられ

た。培養7日目からドレブリンAのクラスターが検出できるようになるが、その数は少なく、グ

ルタミン酸刺激によるドレブリンの局在変化は見られなかった。培養14日目以降、ドレブリン

クラスター数は安定して検出された。また、グルタミン酸刺激により細胞数や樹状突起長に影

響を及ぼすことなくクラスター密度が減少することが確認された。つまり、NMDA型グルタミン

酸の機能が成熟していることが示唆され、それによりドレブリンがその局在を変えたと考えら

れる。以上より、本研究で用いたハイコンテントイメージング解析法は様々な薬物のシナプス

発達 (シナプス形成やシナプス機能) に及ぼす影響を評価する系に応用可能であることが示さ

れた。
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TRPM2活性化を介したマクロファージからのCXCL2産生が多発性硬化症の

病態を増悪させる

〇白川久志、平瀬僚、筒井真人、宮村咲映、永安一樹、金子周司

京都大学大学院薬学研究科生体機能解析学分野

【背景】多発性硬化症 (multiple sclerosis; MS) は、慢性炎症を伴う中枢性脱髄疾患であ

り、末梢リンパ球の中枢への浸潤を抑制する薬剤が一定の効果を発揮している。しかしなが

ら、近年感染症や徐脈などの重篤な副作用が報告され、新たな作用機序に基づく創薬が強く望

まれている。TRPM2は活性酸素種感受性TRPチャネルであり、脳や免疫系細胞に広く分布する。

これまでに当研究室では、ミクログリアやマクロファージに発現するTRPM2がiNOS産生やケモ

カインCXCL2を媒介し、神経障害性疼痛などの炎症性疾患の病態に寄与することを明らかにし

てきた。そこで本研究では、MSにおけるTRPM2の病態生理学的役割を検討した。【方法】実験

にはC57BL/6系雌性の野生型およびTRPM2-KOマウス (7-12週齡) を用いた。MOG35-55ペプチド

および免疫賦活剤を含むエマルジョンをマウス背側部に皮下投与することにより、MS病態を模

した実験的自己免疫性脳脊髄炎 (EAE) を惹起した。臨床スコアは病態の悪化に応じて7段階で

評価し、摘出したL3-L5の脊髄を用いて定量的RT-PCR、ELISA、組織学的評価を行った。【結

果・考察】野生型EAEマウスにおける臨床スコアの上昇は、TRPM2-KOマウスにおいては顕著に

抑制され、TRPM2阻害作用を有するミコナゾールの発症後投与によっても顕著に抑制された。

ミクログリア/マクロファージの指標であるIba1免疫活性の上昇や、好中球と想定されるGr1陽

性細胞の浸潤がTRPM2-KOにより減弱していた。免疫惹起21日目のEAEマウス脊髄では、各種炎

症性サイトカインやケモカインのうちCXCL2産生・遊離がTRPM2-KOにより特異的に減弱してお

り、特に病態早期である免疫惹起14日目において顕著であった。骨髄キメラマウスを用いた実

験より、CXCL2産生細胞は主にマクロファージであると同定された。以上の結果より、TRPM2は

EAE病態の悪化に関与し、その病態形成メカニズムには、マクロファージに発現するTRPM2活性

化によるケモカインCXCL2の産生・遊離、および好中球の局所浸潤が大きく寄与すると考えら

れる。
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イヌトウキ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、〇斎田 圭子2、斎田 悟2、八幡 由花紫2、三間 修3

1明海大学歯科医学総合研究所(M-RIO) 2(株)アピカコーポレーション 3(株)K’sコレクション

【緒言】イヌトウキは、通称日本山人参と称されてセリ科に属する多年生植物であり、牧野植

物博士により発見され、 という学名が付けられている。この植物

は、環境庁のホームページに絶滅危惧植物として掲載されている。最近、イヌトウキの根、

茎、葉、種は、抗腫瘍、抗炎症、抗菌、抗アレルギー、血管拡張作用以外に、メラニン合成阻

害効果があることが報告された。臨床家の間では、イヌトウキに抗糖尿作用、免疫増強作用、

血圧低下作用などの望ましい効果を見出しており、現在では、「日本山人参」という商品名の

健康食品として、一般の利用者が多い。我々は、最近、イヌトウキは、リグニン配糖体と同程

度の抗HIV活性を示し、NOラジカル以外にも、スーパーオキシドアニオンおよびヒドロキシル

ラジカルを消去することを報告した。今回、イヌトウキの葉、根、種の抽出液の細胞保護効果

を更に検討するために、アミロイドβ-ペプチド (Aβ) 誘発性の神経前駆細胞死に対する保護

効果を検討した。

【方法】抽出液の調製:イヌトウキの葉、根と種を機械的に粉砕し、リン酸緩衝液 (PBS)

(pH7.4) および1.39%NaHCO3 (pH8.0) に懸濁し、オートクレーブ処理により抽出と滅菌を兼ね

た。神経細胞死抑制効果:Aβ1-42のラット副腎褐色細胞腫PC12細胞 (未分化型) 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】葉と根に関しては、中性よりアルカリ性で神経細胞保護作用が増大し

た (SI=3.5～25.1→61.4～387.9)。種に関しては、いずれのpHでも高い活性が得られた

(SI=50.8  33)。【考察】今回の結果は、前回のイヌトウキの葉と根のアルカリ抽出液が抗

HIV活性を示したことと一致しており、共通して細胞保護保効果を示す可能性が示唆された。

今後、分化型の神経細胞に関しても同様な保護効果を示すか否か検討する予定である。

P-25

第138回 日本薬理学会関東部会

中枢神経（グリア細胞を含む）



ササヘルスによるホルメシスおよび神経細胞保護効果の誘導

坂上宏1、友村美根子1,2,5、友村明人2、増田宜子1,3、横瀬敏志3、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、

安井利一6、辻まゆみ7、木内祐二7、小口勝司7、〇堀内美咲8、藤澤知弘8、

勝呂まどか8、大泉浩史8、大泉高明8

1明海大学歯科医学総合研究所(M-RIO)、明海大学歯学部、2生化学・3保存治療学・
4高齢者歯科学・5総合教育センター、6口腔衛生、7昭和大学医学部薬理学、
8(株)大和生物研究所

【緒言】我々は、一般用医薬品のクマザサ葉アルカリ抽出液 (ササヘルス、SE) の抗炎症作

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報告してきた。第137回日本薬理学会関東部会に

おいては、SEが、未分化ラット副腎褐色細胞腫PC12細胞をアミロイドβ-ペプチド (Aβ1-42、

Aβ25-35) による傷害から保護することを報告した。今回、神経成長因子 (NGF) で神経細胞に

分化した細胞についてもSEは同様な保護効果を示すか否かについて検討した。【方法】PC12細

胞は、50 ng/mlのNGF、1%FBSを含むDMEM培地で5～7日間培養して分化させた。3日毎に、NGFを

含む分化培地で培地交換、もしくは、分化培地を重層した。PC12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)。Aβの繊維凝集体形成は、Thioflavinを用いた蛍光法 (励起波長440nm, 蛍光波

長485nm) で測定した。低濃度での増殖促進効果 (ホルメシス) は、最大増殖促進率 (%) で求

めた。【結果・考察】①NGF添加5日以降になると、細胞は神経突起を顕著に延ばしていた。

②SEは、Aβ誘発性神経細胞傷害を緩和する活性が非常に高く、有効係数SI=50～75.3を与え

た。③SEは、未分化PC12細胞では23%、分化したPC12細胞では、22%のホルメシス効果を与え

た。これに対して、未分化系でAβに対する保護作用のないレスベラトロール (SI<1) は、0～

4%のホルメシス効果しか与えなかった。【考察】我々は、第135回関東部会において、SEがド

キソルビシンによるヒト口腔ケラチノサイト毒性を緩和させる時、78%のホルメシス効果を示

すことを報告した。以上の実験結果は、SEは、正常細胞にホルメシス効果を誘導する可能性を

示唆する。SEのAβ誘発性神経細胞傷害を抑制する効果とホルメシス効果との因果関係は不明

である。ササへルスに含まれる有効成分の同定と、作用点の解明が急務である。
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副腎髄質クロマフィン細胞からのカテコールアミン分泌に対するグレリンの

作用

〇伊藤真結子、三家本梨央、笹川展幸

上智大学 理工学部 情報理工学科

〔目的〕摂食促進ホルモンであるグレリンは動物実験において交感神経を抑制し血中カテコー

ルアミン (CA) 濃度を低下させる可能性が示唆されている。しかしその細胞レベルでの効果と

分子メカニズムは明らかになっていない。そこで本研究では、初代培養クロマフィン細胞を用

いてグレリンのCA分泌に対する作用を検討した。

〔方法〕実験に使用したクロマフィン細胞は酵素処理により牛の副腎髄質から調製し、4～7日

間培養した。グレリン、デスアシルグレリン (10, 30, 100nM) を作用させた細胞群 (3.0～

4.0×105 cells/mL) からの刺激に伴うCA分泌をBath application法で検討し、CAは電気化学的

検出器を用いたHPLC法で分離・定量した。単一細胞における刺激に伴う細胞内遊離カルシウム

イオン濃度 ([Ca2+]i) の変化量をFura-2-AMと蛍光顕微鏡を用いて測定した。さらにアンペロ

メトリー法を用いて、単一細胞における刺激に伴う開口頻度および開口過程のキネティクスに

対するグレリンの作用を解析した。

〔結果〕グレリンはACh刺激によるCA分泌を濃度依存的に抑制した。その効果はAChと非拮抗的

であり、開口頻度には影響せず分泌顆粒からのCA放出量を減少した。高カリウム刺激、ベラト

リジン刺激による分泌には影響を及ぼさなかった。また、グレリンはACh刺激による[Ca2+]i変

化量を抑制した。一方、アシル化修飾のないデスアシルグレリンはCA分泌、[Ca2+]iに有意な作

用を示さなかった。

〔考察〕グレリンは副腎髄質クロマフィン細胞からのCA分泌を抑制することが明らかになっ

た。その作用点の1つがニコチン性ACh受容体を介した過程である可能性、抑制にはグレリンの

アシル化が必要であることが示唆された。さらにアンペロメトリー法による解析から、この分

泌抑制作用は分泌顆粒の供給過程や開口頻度に影響するものではないことが示唆された。しか

し詳細なメカニズムは不明であり、今後さらなる検討が必要である。
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腹側被蓋野-側坐核ネットワークの pathological pain 制御機構への関与

〇渡邉 萌1、佐藤大介1、手塚裕之2、濱田祐輔1、近藤貴茂1、宮崎翔悟1、

鵜尾将伍1、安田佳世1、成田道子1、葛巻直子1、山中章弘3、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名古屋大学 環境医学研究所 神経系分野II

痛みは生体防御機構において重要な役割を担う反面、不快情動であることから、快情動に対し

て負の相関を示すことが知られている。一方、これまでに我々は、脳内報酬系として中心的な

役割を担う中脳辺縁ドパミン神経が「鎮痛」を施すことにより活性化されること、加えてその

特異的活性化により慢性疼痛に対する鎮痛効果が得られることを明らかとしている。さらに、

モルヒネが既知の鎮痛発現機序に加え、中脳辺縁ドパミン神経の活性化により快情動を発現さ

せることから、脳内報酬系の活動が pathological pain 制御およびモルヒネ鎮痛効果の発現

に関与している可能性が想定されるものの、その詳細な解析は未だ行われていない。そこで本

研究では、特定細胞の人為的活動制御手法ならびに神経活動依存的に細胞標識が可能な遺伝子

組換え動物を用いて、腹側被蓋野ならびに側坐核におけるモルヒネ活性化細胞の解析およびそ

の活動制御を行った際の疼痛閾値変化を検討した。はじめに、最初期遺伝子である c-fos プ

ロモーターの下流にタモキシフェン存在下にて GFP を発現するような遺伝子改変動物を作製

した。この動物を用いて、まず中脳辺縁ドパミン神経の起始核である腹側被蓋野におけるモル

ヒネ感受性細胞を抽出し、解析を行った結果、その多くがドパミン神経様の特徴を示した。ま

た、その投射先である側坐核において同様に解析を行ったところ、その多くがドパミン D1 受

容体陽性中型有棘細胞様の特徴を示した。次に、腹側被蓋野内モルヒネ感受性細胞の活性をオ

プトジェネティクス手法に従い、特異的に抑制したところ、モルヒネ鎮痛効果の有意な減弱が

認められた。一方、モルヒネ感受性細胞を標識後に神経障害性疼痛モデルを作製し、腹側被蓋

野内モルヒネ感受性細胞を特異的に活性化した際の疼痛閾値変化を検討した結果、

pathological pain に対する一過性の鎮痛効果が認められた。以上、本研究より、腹側被蓋

野-側坐核ネットワークが pathological pain 発現の調節に一部寄与している可能性が示唆さ

れた。
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がん悪液質状態下における“末梢−脳−末梢” 連関の解析: 炎症に伴う視床

下部グリア細胞の細胞の変容

〇浅野克倫1)、濱田祐輔1)、相内俊樹1)、森美貴子1)、吉田小莉1)、金尾奈穂美1)、

成田道子1)、手塚裕之2)、葛巻直子1)、成田 年1,2)

1) 星薬大・薬理、2) 星薬大・先端研 (L-StaR)

末期がん患者の過半数以上に認められるがん悪液質は、全身炎症を伴う消耗性代謝障害であ

り、QOL の低下や生存期間の短縮をもたらす。一方、視床下部は、血液脳関門が脆弱であるこ

とから、末梢からの求心性分子を受容し易く、末梢−中枢連関のゲートとして重要な役割を

担っている。近年、炎症に伴う脳内グリア細胞の機能異常が、様々な疾患の発症に寄与するこ

とが示唆されている。そこで本研究では、全身炎症を伴うがん悪液質状態下における視床下部

グリア細胞の細胞変容機構について解析を試みた。実験には、マウス由来 Lewis lung

carcinoma 細胞を用いたがん移植モデルマウスを作製し、体重・骨格筋量の減少および血中炎

症性サイトカインの増加などの悪液質様症状を呈していることが確認された。このような条件

下、視床下部領域のグリア細胞の分取を行う目的で、magnetic- activated cell sorting

(MACS) および fluorescence activated cell sorting (FACS) により、CD11b 陽性細胞群を

ミクログリア、一方、glutamate/aspartate transporter (GLAST) 陽性細胞群をアストロサイ

トとして分取し、遺伝子発現解析を行った。その結果、がん移植群の視床下部ミクログリアに

おいて、炎症性サイトカインである IL-1β および IL-6 の有意な発現増加ならびに抗炎症性

サイトカインである IL-4および TGF-β の有意な発現低下が認められた。さらに、がん移植

群の視床下部ミクログリアにおいて、炎症性サイトカインの高発現を示す CD11b+/CD45high骨髄

由来ミクログリアの著しい増加が認められた。一方、がん移植群の視床下部アストロサイトに

おいて、C-X-C motif chemokine 12 (CXCL12) の有意な発現増加が認められた。以上、本研究

により、がん悪液質状態下において、末梢における炎症のみならず、視床下部領域におけるミ

クログリアおよびアストロサイトの活性化を介した脳内炎症の亢進が引き起こされている可能

性が示唆された。このような脳内炎症の亢進が、末梢の腫瘍の増悪化に対する feed-back 機

構として寄与している可能性が考えられる。
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薬剤性QT間隔延長に対するα1アドレナリン受容体刺激薬methoxamineの

影響

〇川上 聡士1、永澤 悦伸1、神林 隆一1、長澤(萩原)美帆子1,2、 曹 新1、

相本 恵美1、高原 章1

1東邦大学・薬学部・薬物治療学、2東邦大学・医学部・薬理学

【背景と目的】催不整脈モデルとして古くから知られるmethoxamine負荷ウサギモデルでは、

血圧上昇に伴う反射性徐脈またはα1受容体を介した心筋への直接作用がK+チャネル遮断薬の催

不整脈作用を顕在化させると考えられてきた。前者の機序は当研究室にて証明されているた

め、本研究ではK+チャネル遮断薬による催不整脈作用の顕在化に対するmethoxamineの影響を、

心拍数を固定した徐脈条件で検討した。【方法】NZWウサギを用い、イソフルラン麻酔下で血

圧と体表面心電図、右心室の単相性活動電位 (MAP) を記録した。カテーテル焼灼法にて完全

房室ブロックを作製後、右心室を60回/分でペーシングした。生理食塩水 (control群) または

methoxamine (0.015 mg/kg/min、methoxamine群) の静脈内持続投与下で、nifekalant

(0.03、0.3、3 mg/kg/10 min) を累積的に30分間隔で静脈内投与し、90%MAP持続時間 (MAP90)

の測定、およびR on T型心室期外収縮 (PVC) とtorsades de pointes (TdP) の発生を観察し

た。【結果】Control群 (n=5) とmethoxamine群 (n=5) の両群において、MAP90は用量依存的に

延長した。Nifekalant投与によるMAP90最大変化量は、control群とmethoxamine群でそれぞれ、

低用量で26±11と40±6 ms、中用量で81±30と210±15 ms、高用量で165±54と328±32 msで

あり、methoxamine投与下で有意に増大した。Nifekalant投与後のR on T型PVCの発生総数は、

control群とmethoxamine群でそれぞれ、低用量で2±2と0±0回、中用量で4±3と16±14回、高

用量で196±80と184±74回であり、両群間で有意差を認めなかった。またnifekalant投与後の

TdP発生は、control群で1例、methoxamine群で2例に認められた。【結論】MethoxamineはK
+チャネル遮断薬の再分極時間延長作用を増強するが、トリガーの発生に影響を与えないことが

示された。したがって、K+チャネル遮断薬の催不整脈作用を促進する作用と抑制する作用の両

者がmethoxamineに存在する可能性を示唆している。
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Streptozotocin誘発糖尿病マウス心室筋における心筋弛緩機能不全に対す

る薬理学的検討

〇金江春奈1、濵口正悟1、菅沼万貴1、伊藤雅方2、杉本結衣2、三上義礼2、

冨田太一郎2、 村上慎吾2、赤羽悟美2、行方衣由紀1、田中光1

1東邦大学薬学部薬物学教室、2東邦大学医学部生理学講座統合生理学分野

弛緩機能障害 (拡張機能障害) では、心筋が拡張する能力が障害され、心室に充分な血液を貯

められず、心拍出量が低下する状態になる。原因疾患として、高血圧などに付随する心肥大や

虚血性心疾患などが挙げられるが、糖尿病によっても引き起こされることが明らかとなってい

る。本研究では、streptozotocin誘発糖尿病マウス右心室筋を用いて弛緩機能障害発症機序を

薬理学的に検討した。Streptozotocin誘発糖尿病マウス (STZ) 摘出右心室標本の収縮力は正

常マウス心室筋 (control) と比較して低下しており、弛緩時間は有意に延長していた。ま

た、Ca2+ transientを比較すると、STZ群ではbasal値の上昇、amplitudeの低下、減衰時間の延

長が起きていた。Isoprenalineにより両群ともに弛緩時間およびCa2+ transientの減衰時間が

短縮したが、その作用はSTZ群で顕著であり、高濃度下では群間の差は消失した。心室筋の弛

緩機能はSERCAによる細胞内 Ca2+の筋小胞体への取込みと強く関連付けられるが、そのCa2+取込

み能は、phospholamban (PLN) によって制御されている。PLNは非リン酸化状態ではSERCAの機

能を抑制しているが、リン酸化されることにより抑制を解除する。β受容体刺激は、PKAを介

してPLNをリン酸化するため、結果的にSERCA機能を促進し、筋小胞体へのCa2+再取込みが増加

する。SERCA阻害薬であるcyclopiazonic acidを処置するとその反応性はSTZ群で低下してお

り、SERCAのタンパク量は、STZ群で減少していた。これらのことから、β受容体刺激はSERCA

機能を促進し、PLNによるSERCA機能の抑制はcontrol群と比較してSTZ群で大きく影響を受けて

いることが示唆され、streptozoticin誘発糖尿病マウスで見られた弛緩機能障害は、SERCA機

能の減弱によって引き起こされていることが明らかとなった。

P-31

第138回 日本薬理学会関東部会

心、血管



発表辞退

P-32

第138回 日本薬理学会関東部会

心、血管



カカオポリフェノール投与による血管内皮機能への影響 :メタアナリシスによ

る検討

〇 長井優希, 速水耕介, 大島郁世, 倉持優衣, 福田ぜそく, 出雲信夫, 渡邉泰雄,

中野 真

横浜薬大・薬

【目的】生活習慣病の発症およびその進行について血管内皮機能の関与が注目されており、重

篤化を防ぐために血管内皮機能改善を介したアプローチが期待されている。カカオポリフェ

ノール (CP) は、一酸化窒素合成酵素を刺激し、L-アルギニンの利用性を高め、一酸化窒素の

分解を減らすことで内皮由来の血管拡張作用を示すことが報告されている。こうした理由か

ら、近年CPの血管内皮機能を指標とした臨床研究が報告され始めている。

今回我々は、CPの血管内皮機能に対する影響をメタアナリシスで検討した。

【方法】検索データベースとして、PubMed, Cochrane Library, EBSCO host, 医中誌Webを用

いて RCTで実施された報告を検索した。使用言語は英語と日本語とした。メインアウトカム

は、血管内皮機能パラメーターの一つであるFlow Mediated Dilation (FMD) とした。総合解

析は、Rev.Man.5.3を用い、各アウトカムはWMD (Weight Mean Difference) と95%Clを算出

し、Random Effect Modelで統合解析した。また、異質性はχ2検定、I2統計量で評価した。

【結果と考察】166件の文献がデータベースにより抽出され、最終的に19件の論文を採用し

た。各アウトカムの介入前後の変化について統合解析を行ったところ、FMDの有意な上昇が観

察された。以上の事から、CPの摂取により、血管機能改善作用が期待された。
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ラット摘出灌流心での過酸化水素誘発プレコンディショニングへの HSPB2

の関与

〇小川 惟弘、小林 拓也、丸ノ内 徹郎、田野中 浩一

東京薬大・薬・病態薬理

[目的] Ischemic preconditioning (IPC) による虚血心筋保護効果の発揮には、短時間の虚血

/再灌流 (I/R) 時に産生された活性酸素種 (ROS) の second messenger として働きが関与す

ると考えられている。この ROS の役割を模倣するモデルとして、H2O2 を用いた

pharmacological preconditioning (PPC) がある。しかしながら、H2O2 の心筋組織内での働き

は未だ不明である。Small heat shock protein (small HSP) は、虚血などのストレス条件下

で発現が増加し、細胞を保護すると考えられている。HSPB2 は、骨格筋及び心筋に多く発現

し、虚血や熱負荷などのストレスに応答し、ミトコンドリアに移行することで細胞保護に関与

することが知られている。そこで本研究では、ラット摘出灌流心臓標本を用い、H2O2 プレコン

ディショニングによる I/R 障害に対する心保護作用への HSPB2 の関与について検討した。

[方法] Wistar 系雄性ラットの心臓を摘出し、Langendorff 法で灌流し、左室発生張力

(LVDP) を測定した。灌流心は、35 分間灌流液の供給を停止させることで全虚血を惹起し、そ

の後 60 分間再灌流した。H2O2 は、虚血開始前の 30 分間連続投与した。灌流終了後、心筋組

織から各細胞画分を調製し、western immunoblot 法を用いて HSPB2 含量を測定した。

[結果・考察] 再灌流終了時点の H2O2 処置群の LVDP は、未処置群のそれよりも高値となっ

た。つまり、H2O2 の心筋曝露によるプレコンディショニングの心保護作用が、観察された。

HSPB2 含量は、H2O2 処置後のミトコンドリア画分で増加し、I/R 終了時点まで、この増加した

状態が維持された。これらの結果から、H2O2 プレコンディショニングは、HSPB2 のミトコンド

リアへの移行を促進させることで、虚血心筋保護効果を発揮する可能性が示された。
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ドキソルビシン投与後のラット心筋ジストロフィン関連糖タンパク質の変化

〇藤本 理恵子、武井 彩奈、丸ノ内 徹郎、田野中 浩一

東京薬大・薬・病態薬理

[目的] 抗悪性腫瘍薬 doxorubicin (DOX) は、顕著な心毒性を示すことが知られている。DOX

の心毒性誘発の機序には、酸化ストレスの誘発など様々な仮説が提示されているものの、その

詳細は未だ不明な点が多い。ジストロフィン関連糖タンパク質 (DRGP) は、dystrophin、

dystroglycan (DG)、sarcoglycan (SG) などの筋細胞膜タンパク質の総称で、細胞膜内で

DRGP 複合体を形成する。DRGP 複合体は、細胞外マトリックスタンパク質及び細胞内骨格タン

パク質にそれぞれ結合し、筋細胞の形態維持及び個々の筋細胞の収縮弛緩運動の統合に寄与す

ると考えられている。この DRGP の減少は、心機能を低下させ心不全を誘発させると考えられ

ている。しかしながら、DOX 誘発心毒性への DRGP の変化の関与は不明である。そこで本研究

では、ラットを用いて、DOX 投与後の DRGP の変化について検討した。

[方法] Wistar 系雄性ラットに、DOX を 2 週間隔日投与し、心毒性を誘発させた。投与終了

後の心機能を心エコー法で、左室心筋の DRGP タンパク質含量を western immunoblot 法で測

定した。

[結果・考察] DOX 投与終了後の心エコー所見から心収縮力の低下は観察されなかったもの

の、心拡張機能指標の左室流入血流速波形 E 波とA 波の逆転が観察された。これらのことか

ら、DOX は心拡張機能に障害を生じさせることが示された。同時に、DOX 投与群の左室心筋の

dystrophin、β-DG 及びδ-SG 含量が減少した。一方、DOX 投与群の心筋α、β及びγ-SG 含

量は、Vehicle 群のそれらと同様の値となった。さらに、心筋細胞内で DRGP と相互作用する

actin、α-tubulin 及び dysferlin 含量も減少が示された。これらの結果から、DOX の心毒

性には、心筋 DRGP タンパク質及びこれらと相互作用する細胞骨格タンパク質の減少を介した

心機能低下が関与している可能性が示された。
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アンギオテンシンⅡ誘発高血圧モデルマウスの胸部大動脈と腸間膜動脈の

血管内皮機能の比較検討

〇伊藤政明、小山輝明、林鷹宏、吉田一貴、松岡功

高崎健康福祉大薬 薬効解析学研究室

血管機能は多くの生理活性物質で調節されており、その応答性には血管内皮細胞が重要な役割

を果たしている。血管内皮細胞は刺激に応答して一酸化窒素合成酵素 (eNOS) を活性化し、強

力な血管弛緩反応が生じる。eNOSの活性化には、Gq共役型受容体-ホスホリパーゼC (PLC) 活

性化-細胞内Ca2+上昇経路に加えてPI3キナーゼ-Akt系のシグナルで活性化される機構があり、

この経路は酸化ストレスに影響されやすいことが示されている。本研究では、4週間のアンギ

オテンシン (Ang) Ⅱ持続投与で作成した高血圧モデルマウスの胸部大動脈と腸間膜動脈の内

皮依存性血管弛緩反応を比較検討した。

AngⅡ持続投与により、収縮期血圧、拡張期血圧、平均血圧は対照マウスと比べ有意に上昇し

た。高血圧マウス摘出胸部大動脈では、クロニジン (Clo) によるPI3-K依存的な弛緩反応が対

照群に対して顕著に減弱していた。アセチルコリン (ACh) による弛緩反応の減弱も認められ

たが、その程度は弱かった。また、CloやAChの弛緩応答はNOS阻害剤の前処理により、ともに

消失した。一方、腸間膜動脈機能に与える影響についても検討したが、AChや細胞外ヌクレオ

チドによる血管弛緩応答性にAngⅡ投与の影響は認められなかった。さらに、NOS阻害剤を用い

て検討したところ、胸部大動脈に比べて腸間膜動脈では血管弛緩応答にNOの寄与が小さく、血

管の部位により弛緩機構に違いがある可能性が示唆された。

以上の結果から、CloがPI3-K/Akt経路を介してeNOSを活性化することで血管弛緩反応を惹起し

ており、AngⅡ誘発高血圧モデルではGq-PLC-Ca2+経路に比べPI3-K/Akt経路による弛緩機構がよ

り強く障害される可能性が考えられた。また、血管の部位による弛緩機構の差異がAngⅡによ

る血管障害への感受性に関連している可能性が考えられた。これらの血管弛緩因子の特定によ

り、血管内皮障害が原因となる循環器疾患の治療戦略の構築につながると考えられた。
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アナフィラキシー誘発ラット血圧・心電図変化に対するヒスタミン受容体遮断

薬およびケミカルメディエーター遊離抑制薬投与の影響

〇加納誠一朗、愛澤祐花、佐々木祐輔、森山和成、佐藤佑樹、邱 麗麗

北海道薬大 自然科学

【背景・目的】全身性アナフィラキシー (ANA) により急激な血圧低下が生じる。本研究は、

ANAショック時の血圧低下と心電図の波形変化をヒスタミン受容体遮断薬およびケミカルメ

ディエーター抑制薬を投与の影響を検討した。

【方法】Wistar雄性ラットを用い、イソフルラン麻酔下に左頸動脈と右鎖骨下静脈にカテーテ

ルを留置してそれぞれ血圧測定と薬液投与経路とし、心電図電極を取り付けて実施した。

Compound48/80でANAを誘発する30分前にSaline (S) を対照として以下の薬液を静脈留置カ

テーテルより投与した。薬物はdiphenhydramine (D)、famotidine (F)、dip+fam (DF)、

cromolyn (Cr)、tranilast (Tr) とし、ANA誘発60分値まで、血圧・心電図を記録し、その後

解剖して血液を採取した。

【結果・考察】ANA誘発30分値付近が全群で血圧最低値となり、その後上昇し始めるが前値レ

ベルまでの回復は認めなかった。DF・D・F処置ではANA誘発30分値以降、収縮期圧がS処置より

も高値を示したがCr・Tr処置はS処置との差を認めなかった。DF・D処置群ではヘマトクリット

(Hct) 値が低値を示していたことから、ANA誘発時の循環血漿量が維持され血圧の回復に関与

したことが示唆される。F処置群では、Hct値が高値を示していたが拡張期圧が有意に高値を示

していたことから末梢血管抵抗の上昇が血圧の回復に寄与したことが示唆される。Cr処置では

Hct値は平均値レベルでS処置よりも低値傾向を示し、更に採取血液量が有意に高値を示してい

たことから循環血液の維持が血圧の平均値レベルでの高値に関与したことが示唆される。Tr処

置では顕著な心拍数の減少に加えANA誘発後Hct値は高値となり循環血液量も低値を示したこと

から、血圧の回復が不十分となったことが示唆される。一方、心電図の波形では、ANA誘発後

30分値まで全群で有意にST部分の上昇を認め、心電図に虚血様の変化が現れた。ANA誘発30分

以降S・Cr・Tr処置では上昇していたST部分が低下し始めたのに対し、DF・D処置群はANA誘発

30分値のレベルでST部分は殆ど低下せず60分値まで高値のままであった。ANA誘発30分以降に

おいて血圧の回復が顕著であったグループにおいて心電図波形でST部分が高いまま推移した原

因については、今後更なる検討を要する。
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胆石症モデルマウスにおけるBSEPの毛細胆管膜局在化異常機構の解析

〇三枝 香都貴、小野 千夏、大西 あゆみ、山崎 泰広、黒川 洵子1

静岡県大院・薬

コレステロール胆石症は胆汁中のコレステロールが飽和し、コレステロール結晶 (胆石) が析

出することで発症するため、胆汁分泌を担う脂質トランスポーターの機能調節が重要である。

中でもBSEP (bile salt export pump) は、胆汁中に胆汁酸を排出する胆汁酸トランスポー

ターであり、胆汁中に排出された胆汁酸がコレステロールを可溶化することで胆石の発生を阻

止している。我々はこれまでに、胆石症誘発食 (高コレステロール、高コール酸) をマウスに

摂餌することにより、胆石症モデルマウスを確立した。本モデルマウスの胆汁中胆汁酸濃度が

低下していることからBSEPの機能低下が示唆されたが、mRNA量に変化はなかった。そこで、

BSEPの転写後調節の関与を検討することを本研究の目的とした。

8週齢雄性C57BL/6マウスを胆石症誘発食で7日間飼育し、肝臓におけるBSEPの発現分布を免疫

組織染色法により確認したところ、普通食摂餌マウスと比較して、毛細胆管膜上でのBSEPの局

在は低下していた。そこでBSEPの局在変化をより詳細に解析するため、YFP融合トランスポー

ター発現遺伝子をハイドロダイナミック法によりマウス肝臓に 導入した。遺伝子導入

24時間後における遺伝子産物の局在を免疫組織染色法により解析したところ、胆石症誘発食群

ではBSEP-YFPのシグナルのピークが毛細胆管膜から細胞質側に移動していた。BSEPのトラ

フィッキングにPKCαシグナル系が関与することが過去に報告されているため、胆石症誘発食

摂餌群の肝臓におけるPKCαの活性化状態について調べた。その結果、普通食摂餌群と比較し

て肝毛細胆管膜におけるPKCαの発現量、およびリン酸化の増加が確認された。

以上の結果から、胆石症モデルマウスではBSEPが毛細胆管膜から細胞質側へ移動し、胆汁酸の

分泌が減少することによりコレステロール結石の発生が促進され、さらにPKCαが関与するこ

とが示唆された。
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高濃度のアセチルコリンによるラット小腸弛緩反応の解析

小山昌秀、伊藤政明、〇松岡功

高崎健康福祉大学薬学部 薬効解析学研究室

腸管のアセチルコリン (ACh) に対する収縮反応は、ムスカリン性M3受容体を介して濃度依存的

に安定した反応が生じるため、受容体に対するアゴニスト、アンタゴニストの作用理論を考え

る上で有用であり、薬理学の学生実習にも利用されている。この受容体―収縮連関は低濃度の

ACh (～100 μM) では教科書的な反応が観察されるが、高濃度のACh刺激時には弛緩反応に転

じる事があるもののその作用機序は不明である。高容量のAChはニコチン性ACh受容体に作用

し、消化管内の交感神経や他の壁内神経叢の神経終末を刺激し収縮反応に拮抗する可能性も考

えられるが、実態は解明されていない。本研究ではその弛緩反応がどの受容体を介するもの

か、また、機序解明のため交感神経、副交感神経系、NO神経系など内因性神経の関与を検討し

た。

高濃度のAChによる弛緩反応は、10-3 M以上の濃度で認められ、ネオスチグミンでAChの分解を

阻害すると、より顕著になった。同様に、非水解性アゴニストのカルバコール (Carb) は10-5M

以上の濃度で弛緩反応を惹起した。反応を明確にするために30 mM KClによる収縮時にCarbを

投与することにより生じる弛緩反応を指標に薬理学的解析を行った。このCarbによる腸管弛緩

反応はアドレナリンα受容体、β受容体を阻害しても抑制されず、レセルピン投与により内因

性の交感神経を遮断した標本でも認められた。また、NO合成酵素阻害薬L-ニトロアルギニン、

ニコチン性ACh受容体阻害薬のヘキサメトニウムでも Carbの弛緩反応を抑制できず、ニコチン

は Carbのような弛緩反応を生じなかった。さらに、内因性神経の興奮を抑制するテトロドト

キシン存在下でも影響されなかった。一方、 Carbによる弛緩反応はムスカリン受容体阻害薬

のアトロピンで阻害され、M1受容体選択的な阻害薬のピレンゼピンでは影響されなかった。以

上の結果から、高濃度のAChによる腸管弛緩反応にはニコチン性ACh受容体を介したNO神経など

内在神経活性化は関与せず、ムスカリン性受容体の過剰刺激による反応であると考えられた。

弛緩性のムスカリン性ACh受容体の局在と弛緩機序の解明には更に解析が必要であると考えら

れた。
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副腎細胞からのストレスホルモン分泌に対するリンゴ葉成分由来テルペノイ

ド関連化合物の影響

〇塚原健太1)、桑原直子1)、澤井美音1)、吉江幹浩1)、田村和広1)、立川英一1)

1)東京薬大薬 内分泌・神経薬理学

【背景・目的】ヒトはストレスに晒されると、副腎髄質と皮質からそれぞれカテコールアミン

(CA) やコルチゾル (Cor) などのストレスホルモンを分泌し、ストレスに対抗する。しかし過

度のストレスは、ストレスホルモンの過剰な分泌を引き起こし、組織を疲弊させ、疾病誘発の

原因となる。そのため、ストレスホルモン分泌を適度に調節することは疾病発症の予防になる

と考えられる。一方リンゴの栽培過程において、葉は果実の生育を促すため大量に摘み取られ

廃棄される。これまでに我々は、リンゴ葉の有効利用を目的として葉からの生物活性成分の探

索を行い、リンゴ葉MeOH抽出物のHP-20カラム70% MeOH溶出画分からIcariside C3等いくつかの

成分を単離し、Icariside C3はAChによるウシ副腎髄質細胞からのCA分泌を抑制することを明ら

かにした。そこで本研究では、Icariside C3のアグリコン類似体であるセスキテルペンの

Nerolidol並びに、その関連化合物や直鎖ジテルペンの副腎細胞におけるCA分泌とCor産生に対

する影響を検討した。【結果】Icariside C3のアグリコン類似体であるNerolidol (cis-

Nerolidol, trans-Nerolidolおよびその混合体) はAChによるウシ副腎髄質細胞からのCA分泌

を抑制した。NerolidolのCA抑制効果はIcariside C3よりも強く、中でもcis-Nerolidolが最も

強い抑制効果を示した。またNerolidolの関連化合物であるセスキテルペンのFarnesolおよび

直鎖ジテルペンのGeranylgeraniolのストレスホルモン分泌に対する影響を検討したところ、

両成分はAChによるCA分泌を濃度依存性に強く抑制した。一方、ACTHによるCor産生には影響し

なかった。【考察】以上の結果は、直鎖テルペノイドがAChによる副腎髄質細胞からのCA分泌

を抑制する活性を有していることを示しており、廃棄されてしまうリンゴ葉にストレスによっ

て誘発される疾病を予防する成分が含まれていることを示唆している。
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高脂肪食による肥満誘導に抵抗性を示すddY個体群の肝臓におけるアドレ

ナリンβ受容体の発現低下とグリコーゲンの蓄積について

橋本圭祐¹、〇今村美久絵¹、大沼麻子¹、下ノ村和貴¹、斉藤麻希²、前田利男³、

田邉由幸¹

¹横浜薬科大学薬理学、²岩手医科大学分子細胞薬理学、³静岡県立大学薬学部-

【目的】クローズドコロニーに由来するddY系マウスを用いて、高脂肪食による肥満誘導を行

うと、約20-25%の個体が肥満抵抗性を示す。本研究では、これらddYマウスコロニー中の肥満

抵抗性群に着目し、耐糖能、肝臓と脂肪組織におけるアドレナリンβ受容体の

発現、肝グリコーゲン蓄積量について解析した。

【方法】ddY系雄性マウスに高脂肪食HFDを15週間自由に摂取させたのち、選別した肥満群

(HFDfat)、非肥満群 (HFDlean) ならびに通常食摂取群 (ND) について、グルコース負荷試験

(ipGTT)、インスリン感受性試験 (ITT)、肝および脂肪組織の全RNAを用いた逆転写-リアルタ

イムPCR法によるアドレナリンβ受容体関連遺伝子の発現レベルの測定、および肝グリコーゲ

ン蓄積量の測定をそれぞれ行い、3群を比較した。

【結果と考察】HFDfatでは明確な耐糖能異常およびインスリン感受性の低下がみられたが、

HFDleanでは、空腹時血糖はNDより低い傾向にあり、ipGTTおよびITTはいずれもNDと同等の範囲

に留まっていた。HFDleanの肝では、特にアドレナリンβ2受容体の発現上昇が強く抑制されてい

た。一方、脂肪組織においてはアドレナリンβ1,β2,β3いずれの受容体アイソフォームについ

ても発現レベルに差はみられなかった。肝ホモジェネートのグリコーゲン量を測定したとこ

ろ、HFDfat が低値を示したのに対して、HFDleanではNDと同程度の肝グリコーゲン蓄積が認めら

れた。

以上の結果から、ddYコロニーの肥満抵抗性個体群では、高脂肪食によるアドレナリンβ₂受

容体の発現上昇が起こりにくく、肝臓におけるグリコーゲン分解は抑制され、ひいては耐糖能

やインスリン感受性が正常範囲に留まる可能性を推察した。
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木クレオソートのcytochrome P450酵素活性に対する影響

〇西村有希1)、岩瀬万里子1)、田村庄太1)、辻 まゆみ1)、伊藤雅文2)、米谷一人2)、

森野博文2)、三浦孝典2)、柴田 高2)、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)大幸薬品株式会社

【目的】近年、セルフメディケーションの推進に伴い、OTC医薬品の使用が増えている。しか

し、これらの安全性に関する情報は不十分であり、特に従来から使用されているOTC医薬品に

ついては、医療用医薬品や他のOTC医薬品との併用による薬物相互作用の検討はほとんど行わ

れていない。木クレオソートは、胃腸薬として100年以上前から用いられているOTC医薬品の1

つであるが、医薬品代謝に重要なチトクロームP450 (CYP) を介する相互作用については不明

である。このような背景をもとに、本研究では、木クレオソートのCYPおよびUDP-グルクロン

酸転移酵素 (UGT) 阻害を介する薬物相互作用を明らかにすることを目的としてin vitro実験

系で検討を行った。

【方法】プールドヒト肝ミクロソーム画分を用い、CYP1A2、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、

CYP3A4、UGT1A1活性として、それぞれethoxyresorufin O-deethylation、S-warfarin 7-

hydroxylation、S-mephenytoin 4’-hydroxylation、bufuralol 1’-hydroxylation、

midazolam 1’-hydroxylation、SN-38 glucuronidationを測定した。木クレオソートの各酵素

活性に対する阻害効果はコントロール活性に対する%で評価し、阻害が示された活性について

はIC50値を算出した。

【結果】木クレオソート10および100 µg/mLでは、CYP1A2、CYP2D6、CYP3A4活性の著明な低下

は認められなかった。一方、CYP2C9、CYP2C19、UGT1A1活性は低下し、IC50値は、それぞれ

20.8、18.9、61.4 µg/mLであった。しかし、これらの濃度は報告されている木クレオソートの

主要成分の血中濃度に比べ、高値であった。

【結論】木クレオソートは、通常用量ではCYP1A2、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、CYP3A4、

UGT1A1阻害を介する薬物相互作用をおこす可能性が低いことが示された。

P-42

第138回 日本薬理学会関東部会

心、血管



トリプルネガティブ乳がん細胞へのエリブリンの曝露はmiR-195を高発現し

Wnt3a/β-Cateninシグナル経路を不活化する

〇佐々木晶子1、岡﨑 敬之介1、古屋貫治2、辻 まゆみ1、小山田英人1、

宇髙結子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

目的:トリプルネガティブ乳がん (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。近年、TNBCは遺伝子プロファイルに基づき6種類のサブタイプ

に亜分類されたことから、各サブタイプにおける標的ターゲットを確定することが望まれてい

る。microRNA (miRNA) は、タンパク質発現を阻害する働きを持つRNA でmiRNAをターゲットと

した分子標的治療が研究されている。今回、我々はチューブリン阻害薬であるエリブリンの新

しい機序として、TNBC細胞のNon basal type (NBL type) におけるmiR-195のWnt3a/β-

Cateninシグナル経路への作用を明らかとした。

方法:ヒト乳がん細胞株のTNBCのNon basal type (MDA-MB-231、BT-549) 細胞およびbasal

type (HCC1143) 細胞を用いて薬剤無添加とエリブリン曝露後のmiR-195発現解析をおこなっ

た。MDA-MB-231細胞にmiR-195 mimicを細胞導入したあとELISA法によるWnt3a、β-Catenin、

Glycogen Synthase Kinase-3beta (GSK-3β) タンパク質の観察と蛍光免疫染色をおこなっ

た。

結果:MDA-MB-231細胞にmiR-195 mimicを細胞導入し高発現させるとWnt3aとβ-Catenin発現量

は無処置のコントロールに比べて有意に減少し、リン酸化GSK-3βは有意に増加した。エリブ

リン曝露後はmiR-195発現量が増加しWnt3aとβ-Catenin発現量は無処置のコントロールに比べ

て有意に減少した。この結果よりエリブリン曝露後、高発現したmiR-195はWnt3a発現を低下さ

せ、GSK-3βによりβ-Cateninがリン酸化を受けて分解することが明らかとなった。

結論:エリブリンの新しい作用経路として、TNBCのNBL typeではmiR-195を高発現しWnt3a/β-

Cateninシグナル経路を不活化することが明らかとなった。
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フラノクロモ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、高尾浩一2、杉田義昭2、加賀谷肇1、奥平准之3、坂上宏4

1明治薬科大学臨床薬剤学、2城西大学薬学部有機化学、3明海大学歯学部薬理学、
4明海大学歯科医学総合研究所(M-RIO)

【緒言】フラノクロモン誘導体は種々の疾病に対する民間療法薬として使用されてきたセリ科

の植物アンミから抽出される天然物である。本誘導体の生理活性に関する報告は、NO産生阻害

活性、α-グルコシダーゼ阻害活性、および細胞毒性に関する数報の論文に限られている。今

回の報告では、12種類の合成フラノクロモン誘導体の細胞毒性を調査し、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、3種のヒト口腔扁平上皮癌細胞 (Ca9-22, HSC-2, HSC-4) 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)。QSAR解析においては、物理化学的、構

造的、量子化学的特徴量288種類を、Corinaを用いて最適化されたフラノクロモン誘導体の最

安定化構造より算出し、腫瘍細胞および正常細胞に対するCC50および腫瘍選択性との相関を観

察した。

【結果・考察】4種類のフラノクロモン誘導体は比較的強い腫瘍選択性を示した。特に、スチ

レンおよびメトキシ基を導入した誘導体は、TS値、PSE値において対象としたdoxorubicinおよ

び5-FUには及ばなかったものの、melphalanと同等の腫瘍選択性を示した。QSAR解析の結果、7

種類の特徴量が細胞傷害活性および腫瘍選択性と良く相関していた。すなわち、フラノクロモ

ン誘導体の腫瘍選択性等は分子内不飽和結合数、分子の柔軟性、分子密度、脂溶性、分子サイ

ズ、および分子形状と関連する特徴量と強く相関することが判明した。以上の知見は、フラノ

クロモン誘導体をシード化合物とした安全かつ有効な抗がん剤の開発に寄与するものと期待さ

れる。
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ADP-ribosyl-acceptor hydrolase 3 は、poly(ADP-ribose) polymerase 1依存

的プログラム細胞死 parthanatos を抑制する

〇間下 雅士1,2、加藤 治郎2、Joel Moss2

1 同志社女子大学薬理, 2 Cardiovascular and Pulmonary Branch, NHLBI, NIH

Parthanatosは、プログラム細胞死のひとつであり、パーキンソン病や脳虚血再灌流障害時

におこる神経細胞死に関与する。Parthanatosは、poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) 1が

DNA損傷により活性化し、核でPARを産生することから始まる。その後、PARは細胞質に移行

し、ミトコンドリア外膜のapoptosis-inducing factor (AIF) を切り離す。細胞質に遊離した

AIFは、核に移行しDNAを断片化する。加えて、PARは解糖系のhexokinase1と結合し、その活性

を阻害することよってATPの枯渇を引き起こす。DNA損傷時、PARP1によって産生されたPARの大

部分はPARP1自身に付加しており、PARの核から細胞質への移行のメカニズムは明らかとなって

いない。

本研究では、PAR 加水分解酵素 ADP-ribosyl-acceptor hydrolase (ARH) 3 が、DNA障害に

よるparthanatos の誘導を抑制することを明らかにした。ARH3は、核、細胞質およびミトコン

ドリアに局在した。 マウス胎児線維芽細胞 (MEFs) は、H2O2 刺激後  MEFsに比べ

PARP1 によって産生された PAR の核における蓄積および細胞質へのPARの移行、AIFのミトコ

ンドリアから核への移行が促進され、parthanatosによる細胞死を促進させた。これらの効果

は、  MEFsにARH3を導入することで抑制された。別のPAR加水分解酵素であるpoly (ADP-

ribose) glycohydrolase (PARG) を部分的に抑制させた  MEFsは、H2O2刺激後核内での

PARの蓄積が亢進するもののPARの細胞質への移行が抑制され、その結果、parthanatosによる

細胞死が減弱した。加えて、 マウスは、中大脳動脈閉塞術による脳虚血再灌流障害時、

マウスに比べparthanatosによる神経細胞死を惹起させた。

以上の結果より、PARGが、PARP1に付加した PAR を断片化することでPARの細胞質への移行を

促進し、ARH3が核および細胞質でPARを分解することでparthanatosの誘導を抑制することを明

らかにした。
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システマティックレビューによるイノシトール経口摂取における安全性評価:

Inositolの臨床試験より

◯倉持優衣, 速水耕介, 大島郁世, 福田ぜそく, 長井優希, 出雲信夫, 渡邉泰雄,

中野 真

横浜薬大・薬

【目的】 我々は、Inositol経口摂取における多嚢胞性卵巣症候群 (PCOS) やインスリン感受

性への影響について検討し、その有用性をシステマティックレビューにより報告した。一方、

その安全性に関しては、網羅的な検証を行なっていない。そこで、イノシトールの安全性評価

を目的に、システマティックレビューを実施した。

【方法】 検索データベースはPubMed、Cochrane Library、医中誌Web、MEDLINEを用い、

Inositolの経口摂取を行ったヒト試験の研究報告について、対照物質及び試験デザイン (RCT)

に制限をかけて検索した。収集した論文は、複数の評価者による一次 (Title、Abstract)、二

次スクリーニング (全文) を経て評価対象論文を選択した。収集した論文より有害事象記載の

有無、さらに有害事象記載のうち、有害事象発生の有無及びその内容を抽出した。また、

Inositolの投与量、投与期間、被験者数、被験者背景などについて調査した。

【結果・考察】 検索収集した候補論文399件より、最終的に57件が評価対象となった。採用

論文内でのInositolの投与量の範囲は200〜20000mg/dayであり、投与期間は1日〜546日であっ

た。サンプルサイズは9人〜526人、対象者の背景は、多嚢胞性卵巣症候群 (PCOS) 21件、糖尿

病7件と疾病者が多かった。有害事象に関して、「記載が無いもの」29件、「記載があるも

の」28件であり、そのうち「有害事象の発生なし」15件、「有害事象の発生あり」13件であっ

た。これら結果を基に、Inositol投与量について検討する。
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桔梗湯の抗炎症効果の検討 -製剤間におけるNO産生抑制効果-

〇南絢子1、鈴木小夜1、成川佑次2、木内文之2、中村智徳1

1慶應義塾大学大学院薬学研究科医療薬学部門、2同 天然医薬資源学講座

【目的】本邦で使用される漢方製剤には煎液とエキス製剤の2種類が存在する。一般にエキス

製剤より煎液の方が効果が高いとされ、エキス製剤化過程における有効成分の損失が一因とさ

れているが、その理由は明確にされていない。そこで本研究では、桔梗湯を対象とし、煎液、

凍結乾燥製剤、エキス製剤における抗炎症効果を比較検討した。

【方法】マウスマクロファージ細胞株RAW264.7を用い、桔梗湯の煎液、凍結乾燥製剤及びエキ

ス製剤、構成生薬である甘草及び桔梗それぞれの煎液、凍結乾燥製剤、桔梗に含まれる

platycodin D (PD)、甘草に含まれるglycyrrhizin (GL)、liquiritigenin (LQ) の10種の抗炎

症作用について検討した。RAW264.7をLPSと各製剤 (桔梗湯、甘草、桔梗;臨床使用濃度を参考

にそれらの1/150、1/50、1/15希釈、PD;1、3、10μM、GL;30、100、300μM 、LQ;3、10、

30μM) を16時間同時曝露した後、培養液中亜硝酸塩をGriess法を用いて測定し、MTS assay

にて算出した細胞生存率で補正した亜硝酸塩量をマクロファージ産生NOとして間接的に各製剤

の抗炎症効果を評価した。

【結果・考察】桔梗湯及び甘草煎液、甘草凍結乾燥製剤では1/50以下、桔梗湯及び桔梗凍結乾

燥製剤、桔梗湯エキス製剤では1/15以下の希釈サンプルでNO産生抑制効果は認められなかっ

た。一方、桔梗湯煎液1/15希釈サンプルではNO産生抑制効果が認められ、NO産生抑制率 (mean

±SD、n=4) %は、薬剤非曝露、エキス製剤、凍結乾燥製剤と比較してそれぞれ30.1±13.8%

( =0.02)、33.0±4.0% ( <0.001)、38.2±11.9% ( =0.01)、甘草煎液では、薬剤非曝露、凍結

乾燥製剤と比較してそれぞれ21.8±4.8% ( <0.001)、27.3±4.2% (p<0.001) であった。GL、

LQ、PDはいずれの濃度でもNO産生を抑制しなかった。

以上より、桔梗湯及び甘草では、煎液、凍結乾燥製剤、エキス製剤で抗炎症効果が異なること

が明らかとなり、さらにこれらに対する桔梗や甘草の既知成分であるPD、GL、LQ、の寄与は高

くない可能性が示された。製剤間におけるNO産生抑制効果の違いは、NO産生抑制効果をもつ他

成分が存在する可能性や、複数含有成分によりもたらされる相乗効果が関与している可能性が

考えられる。さらに含有成分についての詳細な検討が必要である。
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TLR3によるPTEN発現抑制を介したコルチコステロイド治療抵抗性の誘導

〇西本 裕樹、岩本 一平、大出 はるか、勝又 一葵、鈴木 彩加、久住 健太郎、

枝 さゆり、木村 将大、上田 敬太郎、木村 元気、益子 崇、木澤 靖夫

日本大薬

【背景】コルチコステロイドは炎症性呼吸器疾患の治療に重要な抗炎症薬である。しかし、慢

性閉塞性肺疾患や一部の重症喘息患者ではコルチコステロイド治療に抵抗性を示し、炎症の制

御が困難になることが知られている。当研究室では過去に、TLR3のリガンドであるpoly (I:C)

がコルチコステロイド治療抵抗性気道炎症を誘発すること、及びphosphoinositide-3-kinase

(PI3K) を介したhistone deacetylase2 (HDAC2) 活性の低下がコルチコステロイド抵抗性に関

与することを報告している。また、近年TLR4シグナルによってPTENの発現が抑制されること、

及びPTENがPI3K活性を抑制することが報告されている。そこで本研究では、poly (I:C) に

よって誘導された気道炎症モデルにおけるコルチコステロイド治療抵抗性とPTEN発現の関連に

ついて検討した。

【方法】雄性A/Jマウスにpoly (I:C) を6日間経鼻投与し、気道炎症を誘導した。最後のpoly

(I:C) 投与終了から1日後に肺、及び気管支肺胞洗浄液 (BALF) を採取し、BALF中の炎症性細

胞数、及び肺における種々のmRNA発現量を測定した。

【結果及び考察】Poly (I:C) を経鼻投与することでBALF中の炎症性細胞数の増加、及び肺で

のTNF-α mRNA発現が誘導された。さらに、poly (I:C) 投与によって、HDAC2 mRNA発現に抑制

傾向が観察された。加えて、PTEN mRNA発現もpoly (I:C) によって有意に抑制された。

したがって、poly (I:C) によりTLR3シグナルを介してPTEN発現が抑制されることが明らかに

なった。また、PTEN発現の低下により、PI3Kの活性化を介したHDAC2の発現抑制が誘導された

と考えられた。以上の結果から、PTEN発現の調節が、TLR3を介したコルチコステロイド治療抵

抗性気道炎症の治療に寄与する可能性が示唆された。
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マスト細胞のP2X7受容体を介した脱顆粒反応に対するHMG-CoA還元酵素

阻害薬の影響

◯吉田一貴、内田龍之介、伊藤政明、松岡功

高崎健康福祉大学薬学部 薬効解析学研究室

マスト細胞は骨髄由来の免疫細胞でⅠ型アレルギー反応において中心的な役割を担っている。

マスト細胞の活性化は、細胞膜表面に発現しているFcεRIに結合したIgEが抗原によって架橋

されることで引き起こされる。一方、マスト細胞はイオンチャネル型のP2X7受容体が細胞外

ATPによって刺激されることでも抗原非依存的に活性化する。HMG-CoA還元酵素阻害薬 (スタチ

ン) は、コレステロール合成の律速酵素であるHMG-CoA還元酵素を阻害剤しメバロン酸産生を

阻害するが、メバロン酸経路の下流で合成されるファルネシルピロリン酸 (FPP) やゲラニル

ゲラニルピロリン酸 (GGPP) など中間代謝物の枯渇により、蛋白質の脂質修飾が抑制されて

RacやRhoなどの低分子量Gタンパク質の機能が阻害されることも良く知られている。マスト細

胞でもスタチンは低分子量Gタンパク質の機能を阻害して抗原依存的な脱顆粒反応やサイトカ

インの産生を抑制することが報告されている。しかし、P2X7受容体を介する脱顆粒反応におけ

る低分子量Gタンパク質の役割は不明であり、スタチンの影響も知られていない。そこで本研

究では、マウス骨髄由来マスト細胞 (BMMC) を用いてP2X7受容体を介した脱顆粒反応に及ぼす

スタチンの作用を低分子量Gタンパク質に注目しながら検討した。

IgEで感作したBMMCをATPで刺激すると、濃度依存的に脱顆粒反応を引き起こし、P2X7受容体阻

害薬のAZ10606120で抑制された。BMMCをフルバスタチンで前処置すると、ATPによる細胞内Ca2

+濃度の上昇は変化しないにも関わらず、脱顆粒反応は抑制された。また、フルバスタチンの作

用は処理時間および濃度に依存して増大しメバロン酸またはGGPPの添加で解除された。さら

に、ATPによる脱顆粒反応は、Rac阻害剤であるEHOP16存在下で抑制された。このような抑制作

用は抗原刺激による反応の阻害様式とほぼ同じであった。

これらの結果から、スタチンは低分子量Gタンパク質であるRacを介する情報伝達経路を阻害す

ることで、抗原依存的および非依存的な脱顆粒反応を抑制していると考えられた。
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動脈硬化においてCGRPがマクロファージの機能に与える影響

〇松内省太、佐原里菜、曾田沙彩、橋川直也、橋川成美

岡山理科大学大学院 理学研究科 臨床生命科学専攻

カルシトニン遺伝子関連ペプチド (CGRP) は、広く組織に発現が見られ、血管拡張作用や内皮

細胞の機能維持に重要な役割を果たしている。また、 CGRP は知覚神経に含まれる神経伝達物

質であり、痛みや炎症に関与している。最近の報告では、炎症時に単球やマクロファージで

CGRP が産生されることが明らかになっている。

一方で、血管の炎症により引き起こされる動脈硬化における CGRP の役割については明らかに

なっていない。そこで我々は、動脈硬化モデルである apoE ノックアウトマウス (apoE KO)

と CGRP ノックアウトマウス (CGRP KO) を掛け合わせ、ダブルノックアウトマウス

(apoE/CGRP KO) を作製し、動脈硬化における検討を行った。

まず5週齢の apoE KO 、DKO マウスのそれぞれに高脂肪食を投与した。10週間の投与後、大動

脈展開標本を作成し、脂質沈着をoil red Oを用いて染色した。次に、動脈硬化の発生、進展

に大きく関わる事が知られているマクロファージの関与を検討するため、apoE KO 、DKO マウ

スのそれぞれに高脂肪食を1週間投与し、腹腔内マクロファージを取り出し、遊走能、接着能

の変化を検討した。10週間の高脂肪食投与により、apoE KO に比べ DKO マウスにおいて大動

脈の粥種と大動脈起始部の内膜肥厚が有意に増加した。腹腔内マクロファージの遊走能におい

ても、apoE KO に比べ DKO マウスにおいて有意に増加が見られた。次にCGRP欠損がマクロ

ファージの遊走能に影響を与えている機構について炎症性サイトカインに着目した。1週間高

脂肪食を投与したマウス腹腔内マクロファージのIL1、IL6、TNF-α mRNA発現量をreal time

PCRにて解析した。その結果 apoE KO に比べ DKO マウスではIL1、IL6、TNF-α が有意に増加

した。

以上のことから、CGRP欠損はマクロファージの遊走能に影響を及ぼし、炎症性サイトカインを

増加させ、動脈硬化を悪化させる可能性が示唆された。
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立体的かつ構造改変が容易な創薬候補化合物群の探索

−CellKeyTMアッセイシステムを用いて−

〇 芦沢夏鈴1,3、梅本翔1、染谷僚人1,3、唐木文霞1,2、江藤萌子3、野中美希3、

宇津美秋3、宮野加奈子3、平山重人1,2、藤井秀明1,2、上園保仁3,4

1北里大・薬・生命薬化学教室、2北里大・薬・医薬研、3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、4国立がん研究センター研究所・先端医療開発センター・支持療法開発分野

【目的】現在、医療用に用いられている薬剤の大半は、合成が比較的簡便な平坦な形状の化合

物であるが、最近では複雑な立体を有する化合物が臨床応用されやすいことが指摘されてい

る。そこで本研究では、立体的な創薬候補化合物群を合成する手法の確立を目的とし、立体的

なテンプレート分子に対し、標的タンパク質 (受容体) との相互作用に必要な部分構造を付加

した化合物を合成し、各種受容体に対する活性評価を行った。

【方法】新規化合物 (SYK783〜792、810、811、827) の評価は、受容体及びイオンチャネルの

活性を細胞内外の電気抵抗値で検出するCellKeyTMアッセイシステムを用いた。同評価には、オ

ピオイド受容体 (OR) であるμ、δ、κ、μδ二量体ならびにtransient receptor potential

(TRP) チャネルであるTRPA1、TRPV1、TRPM8 受容体を安定発現する各Human Embryonic Kidney

293細胞及びグレリン受容体 (GHSR) を安定発現するHuman Embryonic Kidney 293A細胞を用い

た。

【結果】CellKeyTMアッセイシステムにより13種類の新規化合物の8種類の受容体に対する活性

を評価したところ、SYK786及びSYK787にGHSRアゴニスト活性があることを見出した。

【考察】SYK786及びSYK787の構造上の共通点は、嵩高い ‐ブチルジメチルシリル基を有して

いる点である。既知のGHSRアゴニストであるアナモレリンが有する構造の一部も嵩高いことか

ら、化学構造上、嵩高い部分がGHSRへの結合並びにアゴニスト活性に関与している事が考えら

れる。

またSYK827は、SYK787の ‐ブチルジメチルシリル基を取り除いた構造であるが、SYK787に

比しGHSR活性が乏しいことからも、官能基の嵩高さ及び ‐ブチルジメチルシリル基が重要で

あることが示唆される。

SYK786及びSYK787の構造の違いは側鎖の長さであり、側鎖の長いSKY786に高いGHSR活性があ

ることから、側鎖の長さも活性に影響を与えることが示唆される。今後は同情報を元に、側鎖

を更に長く合成した化合物及び官能基を変化させた化合物等の合成を行い、アッセイを進めて

いく。
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モルヒネの3次元構造をもとに設計された新規化合物の各オピオイド受容体

に対するアゴニスト活性の解析

-CellKeyTMシステムによる細胞アッセイを用いて-

〇 染谷僚人1.2、芦沢夏鈴1.2、江藤萌子2、平山重人1、伊藤謙之介1、宇津美秋2、

野中美希2、宮野加奈子2、藤井秀明1、上園保仁2.3

1北里大・薬・生命薬化学教室、2国立がん研究センター研究所・がん患者病態生理研究分野、3国

立がん研究センター・先端医療開発センター・支持療法開発分野

【背景・目的】モルヒネ、フェンタニル、オキシコドンなどの医療用麻薬は、オピオイド受容

体 (OR) 作動薬として鎮痛効果を発揮し、医療現場で広く用いられている。しかしこれらの薬

剤は副作用や耐性を生じることから、さらに使いやすい新規医療用麻薬の開発が期待されてい

る。近年の研究により、ヘテロダイマーを形成したOR特異的作動薬は副作用が小さく、また耐

性も起こりにくいことが報告された。そこで本研究では、オピオイドμ/δ二量体受容体にさ

らに特異的に作用する化合物の開発を目的とし、合成された新規化合物をCellKeyTMシステムに

てスクリーニングし、その活性についての評価を行った。

【方法】化合物の活性評価にはCellKeyTMシステムを用いた。これは評価化合物をOR発現細胞に

添加することで生じる電気抵抗変化を受容体の活性として評価できるアッセイ方法である。同

システムを用い、μOR、δOR、μ/δORを安定発現するHuman Embryonic Kidney 293 (HEK293)

細胞における各種新規化合物の活性を評価した。また、μ、δ、およびμ/δORに対する

positive controlとして、それぞれDAMGO、SNC-80、ML335を用いた。

【結果・今後の展望】上記システムを用いて現在までに88種の化合物の解析を完了している。

その中で、μ/δORにおいてML335より強い活性を示した化合物が37種、またこれらの化合物中

でδORでSNC-80の75%以下の活性を示す化合物が11種、両方の特性を有しかつμORでDAMGOの

50%以下の活性を示す化合物は5種となった。以上より、μ/δORに特異的な活性を有する作動

薬5種をスクリーニングすることができた。今後は同結果をもとにμ/δOR活性に重要な構造解

明を行い、さらにμδOR選択的な化合物の設計、合成を行い、さらに特異的なμ/δOR作動薬

の同定を目指す。
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