
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。

P-6

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）



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。
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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。
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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。
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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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