
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。

B-9

第138回 日本薬理学会関東部会

心、血管



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.

B-11

第138回 日本薬理学会関東部会

心、血管



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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