
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。

C-8

第138回 日本薬理学会関東部会

免疫



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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