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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。
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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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