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1⽇のうち8時間眠るとすると、⼈⽣の1/3もの時間を睡眠に費やすことになる。それにもかかわら
ず、睡眠覚醒がどのように調節されているのかについては未だによく分かっていない。

近年の研究から、神経ペプチド「オレキシン」を産⽣するオレキシン神経視床下部が睡眠覚醒調節に
重要な役割を担っていることが分かってきた。オレキシン遺伝⼦⽋損マウスがナルコレプシーに酷似し
た症状を⽰したため、オレキシンとナルコレプシーとの関係の研究が⾏われた。ナルコレプシーの主症
状は、⽇中の耐え難い眠気、⼊眠時幻覚、情動脱⼒発作である。実際にナルコレプシー患者の脳ではオ
レキシン神経だけが無くなっていることが明らかになった。これらのことから、オレキシン神経特異的
な脱落がナルコレプシーの原因であることが判明し、オレキシン神経が睡眠覚醒調節において重要な役
割を担っていることが明らかとなった。オレキシン神経は覚醒中枢に投射し、これを活性化させること
から、睡眠中枢と覚醒中枢との間の相互抑制関係を安定化し、覚醒状態を維持するのに重要な役割を
担っていると考えられる。これまで技術的な問題から神経活動と睡眠覚醒状態変化を明らかにする研究
が難しかったが、新しい研究技術である光遺伝学「オプトジェネティクス(Optogenetics)」を⽤いるこ
とによって、神経活動と⾏動発現との因果関係について個体を⽤いて直接解析することが可能となり、
その調節の仕組みの⼀部が解明されつつある。
今回の講演では、視床下部のオレキシン神経、メラニン凝集ホルモン(MCH)神経の⽣理的役割を明ら
かにした、睡眠覚醒と記憶の調節機構についての新しい知⾒を紹介する。
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脂肪細胞における機械刺激感受性チャネルの役割
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メタボリックシンドロームは内臓型肥満に、耐糖能異常またはインスリン抵抗性、⾼⾎圧、⾼中性脂
肪、低HDL⾎症などの代謝性危険因⼦が組み合わさり、⼼臓病や脳卒中などの動脈硬化性疾患を引き
起こしやすい病態である。メタボリックシンドロームは栄養の過剰摂取などエネルギーのバランスが崩
れている、もしくはエネルギー代謝調節機能に異常のある状態である。脂肪細胞は、熱産⽣に伴いエネ
ルギーを消費し肩甲骨間などに胎児期より存在する褐⾊脂肪細胞、寒冷暴露などにより誘導されて熱産
⽣に伴いエネルギーを消費するベージュ脂肪細胞、脂肪滴としてエネルギーを貯蔵する⽩⾊脂肪組織の
3種類にわけられる。褐⾊脂肪細胞およびベージュ脂肪細胞の熱産⽣は体温維持のために寒冷暴露に
よって亢進される。褐⾊脂肪における熱産⽣は、ミトコンドリアでの酸化的リン酸化を脱共役させエネ
ルギーを直接熱へと変換することで⽣じる。

私たちは、機械刺激感受性チャネルの１つであるTRPV2が脂肪細胞に強く発現し、褐⾊脂肪におい
て熱産⽣に関与していること、及び褐⾊脂肪細胞の分化の過程においてTRPV2の活性化に伴う細胞内
へのCa2+流⼊は分化を抑制することを明らかにしている（Sun et al. 2016）。⼀⽅、TRPV2は⽩⾊脂肪
組織にも発現するがTRPV2の活性化は⽩⾊脂肪細胞の分化には影響しなかった。⽩⾊脂肪細胞におい
ては、低浸透圧などの機械刺激によって活性化されるTRPV4が分化に関与していることを⾒出した。

褐⾊細胞細胞への機械刺激は分化を抑制するが、この作⽤はTRPV2阻害薬によって部分的しか回復
しないことから他の機械刺激感受性チャネルの関与が⽰唆された。他の機械刺激感受性チャネルの発現
を検討した結果、Piezo1が褐⾊脂肪細胞において発現しており、Piezo1が分化に関与することを⾒出し
た。
本発表では、褐⾊脂肪並びに⽩⾊脂肪に発現する機械刺激感受性チャネルの役割について紹介し、機械
刺激感受性チャネルがエネルギー代謝に関連する疾患治療のターゲットとなる可能性について議論した
い。
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尿酸は受動的に細胞膜を透過できないため、尿酸の全⾝動態制御においては、トランスポーターによ
る尿酸輸送がきわめて重要な役割を果たしています。尿中への尿酸排泄については、糸球体濾過により
原尿中に出された尿酸が再吸収・分泌を繰り返し、最終的に濾過された尿酸の約10％が尿中に排出さ
れると考えられており、再吸収に関わる分⼦として、URAT1とGLUT9が同定されています。遺伝⼦変
異によりこれらのトランスポーターの機能が低下している場合、尿酸の再吸収不全により⾎清尿酸値が
低下し、腎性低尿酸⾎症となることが分かっています。

⼀⽅、⻑らく不明であった尿酸分泌トランスポーターの実体として、発表者らの共同研究の結果、
ABCG2が⾒出されました1)。また、ABCG2が腸管から糞中への尿酸排出を担い、ABCG2の機能低下が
新たな病態分類である“腎外排泄低下型”⾼尿酸⾎症を引き起こすことが明らかになりました2)。さら
に、ABCG2による尿酸輸送を強く阻害し、臨床濃度においてABCG2を介した尿酸排泄を阻害しうる尿
酸降下薬の存在が⽰されました3)。

本講演においては、このようなトランスポーターによる尿酸動態制御と薬物療法について、最新の知
⾒4,5)を交えてお話しする予定です。
参考⽂献：
1) Sci Transl Med. 2009 Nov 4;1(5):5ra11.
2) Nat Commun. 2012 Apr 3;3:764.
3) Front Pharmacol. 2016 Dec 27;7:518.
4) Ann Rheum Dis. 2020 Jan;79(1):164-166.
5) Proc Natl Acad Sci U S A. 2020 Aug 4;117(31):18175-18177.
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肺静脈の起始部には⼼房筋から連続する⼼筋細胞層が存在する。⼼房細動の引き⾦となる⼼房性期外
収縮の約90％が肺静脈起源であると報告されたこともあり、肺静脈⼼筋がいかなる性質を有するのか
注目されている。我々が記録したモルモット肺静脈⼼筋の電気的⾃発活動は、洞房結節⾃動能と同様
に、緩徐脱分極を有していた。また肺静脈⼼筋の活動電位は左⼼房筋と⽐較して静⽌膜電位が浅く、こ
れは内向き整流性K+電流密度が⼩さいことに起因することが判明した。すなわち肺静脈⼼筋は再分極
⼒が弱く、緩徐脱分極およびそれに続く⾃発活動の発⽣を許容しやすい性質を有すると考えられた。ま
た単離肺静脈⼼筋細胞では⾃発的なCa2+オシレーションが観察され、⾃発活動の発⽣頻度は、細胞内
Ca2+濃度を上昇させる処置によって増⼤した。薬理学的検討の結果、筋⼩胞体からの放出により細胞質
の局所で増加したCa2+がNa+/Ca2+交換機構により細胞外にくみ出される際に内向き電流が⽣じ、これが
肺静脈⼼筋の⾃発活動の源となる、という仮説に到達した。この機序以外にも、Na+チャネルを介した
持続性の電流成分であるlate INaが⾃発活動の発⽣に関与しており、新規の創薬標的となることも⽰唆さ
れた。なお、現在⼼房細動の治療薬として⽤いられているⅠ群抗不整脈薬（Na+チャネル遮断薬）の中
にも、late INa遮断作⽤を有し、肺静脈⼼筋⾃発活動を抑制する薬物が存在することが明らかになった。
さらに、肺静脈⾃発活動の発⽣は神経伝達物質や病態によっても影響されることを⽰す知⾒も得てい
る。このように肺静脈⾃動能に関与する分⼦や病態との関連が明らかになれば、肺静脈選択的な治療薬
の開発に繋がると期待される。
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肺⾼⾎圧症とは、様々な要因により慢性的に肺動脈圧が上昇する予後不良の疾患である。最も典型的な
臨床像を⽰す肺動脈性肺⾼⾎圧症（PAH）は、肺⾎管での病変に起因する難病である。PAH治療薬と
して、エンドセリン受容体拮抗薬、プロスタサイクリン製剤、ホスホジエステラーゼ5型阻害薬などが
⽤いられているが、根治治療には⾄っていない。そのため、新たな作⽤メカニズムを有する治療薬が期
待されるアンメット・メディカル・ニーズが⾼い領域である。肺動脈平滑筋の細胞内Ca2+濃度が正常範
囲内で上昇すると収縮や増殖が起こる。しかし、Ca2+シグナルの増強によって過度の細胞内Ca2+濃度増
加が持続すると過収縮（攣縮）や肥厚（リモデリング）が起こる。これらの病変によって肺⾎管内腔が
狭⼩化した結果、肺動脈圧が持続的に上昇し、最終的には右⼼不全に陥る。これまでに、Ca2+透過性イ
オンチャネル（TRPC6）やCa2+感受性受容体がPAH病態形成に関与し、それらの標的創薬が新規PAH
治療薬として有望であることを報告してきた。本研究では、PAH患者由来肺動脈平滑筋細胞を⽤いた
DNAマイクロアレイ解析を⾏い、PAH病態形成に関与するCa2+関連イオンチャネルおよび受容体を探
索した。その結果、PAH細胞において、2ポアドメイン型K+（K2P）チャネル（KCNK1/TWIK1、
KCNK2/TREK1）の発現亢進を⾒出した。K2Pチャネル阻害薬であるキニーネやテトラペンチルアンモ
ニウムは、PAH細胞の過剰な増殖を抑制した。さらに、KCNK1やKCNK2チャネルのsiRNAノックダウ
ンもPAH細胞の過剰な増殖を抑制した。K2Pチャネルの発現増加による過分極は、増殖型平滑筋細胞で
発現する電位非依存性Ca2+チャネルからのCa2+流⼊を促進すると考えられる。そのため、KCNK1や
KCNK2チャネルは新規PAH治療薬の標的となる可能性が⽰された。また、PAH細胞では、スフィンゴ
シン-1-リン酸（S1P）受容体（S1P3）の発現も亢進していた。S1P受容体作⽤薬で多発性硬化症治療薬
として知られているフィンゴリモドは、PAH細胞の過剰な増殖を抑制し、肺⾼⾎圧症ラットの右室収
縮期圧の上昇や肺⾎管リモデリングを阻害した。さらに、フィンゴリモドは肺⾼⾎圧症ラットの死亡率
も抑制した。そのため、フィンゴリモドがPAHに対するドラッグ・リポジショニングとして有⽤であ
ることが⽰唆された。本研究成果は、PAH病態機構の解明および標的創薬（イオンチャネル創薬およ
び受容体創薬）につながることが期待される。
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受容体作動性カチオンチャネルの分⼦実体と考えられるtransient receptor potential canonical (TRPC)
タンパク質は、様々な⽣理機能発現のみならず、⼼不全などヒト疾患の発症・進展にも関わる重要な創
薬標的分⼦である。我々は脂質作動性のTRPC3とTRPC6のヘテロ多量体チャネルの発現増加が様々な
物理化学的刺激による⼼筋細胞の肥⼤化を仲介することを最初に⾒出した。しかしその後、TRPC⽋損
マウスを⽤いた⼼機能解析から、TRPC3とTRPC6がそれぞれ独⽴した機能を有することがわかってき
た。例えばTRPC3タンパク質は、病態特異的に活性酸素⽣成酵素NADPH oxidase 2とタンパク質複合
体を形成することで、酸化ストレスを伴う⼼筋萎縮を誘導することを明らかにした。⼀⽅、TRPC6
チャネルは重⾦属イオン、特にZn2+を透過することで、圧受容反射による⼼臓の陽性変⼒作⽤を増強さ
せることを最近⾒出している。本シンポジウムでは、⼼臓を⽤いて⾒出されたTRPC3/6タンパク質の
新たな機能と、それらを標的とする創薬戦略の可能性について紹介する。
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β遮断および Kr遮断が薬物性torsade de pointes（TdP）発生に及ぼす影響：催不整脈
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【背景・目的】我々は -sotalolの 体の有するβ受容体遮断作⽤が 体および 体による Kr遮断に起因す
るQT間隔の延⻑とshort term variabilityの増⼤を促進し、TdP発⽣を増加させることを報告した（J
Pharmacol Sci 2019:141:86-89）。⼀⽅、risperidoneは強⼒な Kr抑制作⽤（IC50 0.26 µM）を有するに
もかかわらず、無⿇酔下で催不整脈モデル⽝に過量（3 mg/kg/10 min, iv）投与してもTdPを誘発させ
なかった（J Pharmacol Sci 2020:143:330-332）。Risperidone投与後に⽣じる⾎圧低下が反射性に交感
神経緊張を亢進させ、TdPの発⽣を抑制したと推測されているので、本研究ではこの仮説を検証した。
【⽅法】ビーグル⽝をthiopental sodium（30 mg/kg, i.v.）で全⾝⿇酔し、房室結節をカテーテル焼灼
し、完全房室ブロックを作製した。⼿術後6週以上経過した個体を催不整脈モデルとして実験に使⽤し
た（n=4）。無⿇酔下でホルター⼼電計を装着し、体表⾯第II誘導⼼電図測定下で、β1遮断薬atenolol
（1 mg/kg）を5分かけて静脈内投与した。Atenolol投与開始10分後にさらにrisperidone（3 mg/kg）を
10分かけて静脈内投与した。Atenolol投与開始1時間前から投与後21時間までの⼼電図を解析した。
【結果】Atenolol投与前のQT間隔、J-Tpeak、Tpeak-Tendおよび⼼室拍動数は324±16 ms、196±16 ms、
46±3 msおよび33±2 bpmであった。Atenolol投与後⼼室拍動数は15±3 bpmに減少し、4例中1例で
TdPが発⽣し、⼼室細動に移⾏した。⼀⽅、risperidone投与開始後3例中2例でTdPが発⽣し、内1例は
⼼室細動に移⾏、残りの1例は⾃然停⽌した。
【結語】β受容体遮断作⽤はTdP発⽣リスクを増⼤することが確認された。また、β受容体遮断下では
risperidoneの催不整脈作⽤が増強したので、交感神経緊張はrisperidoneによるTdP発⽣に対して抑制的
に作⽤すると考えられた。
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ハナショウガ成分Zerumboneは圧負荷心不全の進展を抑制した
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【目的】⼼疾患は我が国の主な死亡原因の1つであり、中でも慢性⼼不全は予後不良であり克服すべき
重要課題である。慢性⼼不全の治療薬について開発研究が進んでいるが、⼼不全の重要なリスクファク
ターである⼼肥⼤および⼼線維化の抑制を作⽤機序とする治療薬は開発途上である。ハナショウガの主
成分であるZerumbone (Zer) は様々な⽣理活性を有しているが、⼼不全に対する作⽤は不明である。そ
こで本研究では、⼼筋細胞肥⼤、⼼臓線維化および圧負荷⼼不全に対するZerの薬理効果の検討を目的
とした。
【⽅法・結果】新⽣仔ラット初代培養⼼筋細胞に対してZer (0.3-3 µM) で前処理し、2時間後、フェニ
レフリン (PE) 刺激を⾏い、⼼筋細胞⾯積測定及び⼼肥⼤マーカーANFおよびBNPのmRNA量、また
WBにてAktのリン酸化を検討した。PE刺激による⼼肥⼤応答、Aktのリン酸化増加はZerにより有意に
抑制された。次にZerで前処理した新⽣仔ラット初代培養⼼臓線維芽細胞に線維化応答を誘導する
TGF-β刺激を⾏い、L-Proline取り込み量と線維化関連遺伝⼦の発現を検討した。ZerはTGF-βによる
L-Proline取り込み量の増加を有意に抑制した。さらにZerは筋線維芽細胞マーカーであるα-SMAの
mRNAおよびタンパク質発現量の亢進を抑制した。続いてC57BL/6j雄性マウスに⼤動脈縮窄術 (TAC)
を施し、⼿術の翌⽇よりZer (20 mg/kg/day) 及びVehicleを連⽇経⼝投与した。⼿術8週間後、⼼臓超⾳
波検査、⼼重量、ANF, BNPの発現量、⼼筋細胞⾯積の測定を⾏った。TACによって左室後壁厚は増加
し、左室短縮率は低下したが、Zer投与群でそれぞれ有意に改善した。またTACにより亢進した⼼肥⼤
はZer投与群において有意に抑制されていた。最後に⼼臓組織を⽤いてWBにてAktのリン酸化を検討し
たところ、TACによるAktのリン酸化の増加は、Zer投与で有意に抑制された。
【考察】本研究より、Zerは⼼筋細胞においてAkt経路を阻害し、また線維化反応を阻害することで、
圧負荷応答による⼼不全を抑制することが⽰唆された。今後、Zerを⽤いた⼼不全予防の開発につなが
ることが期待される。



O-03
新規クルクミン製剤であるcurcuRougeTMは心筋梗塞モデルラットにおいて心収縮能の

低下を抑制した

〇髙井 秀通1、砂川 陽一1,2,3、船本 雅文1,2、清水 果奈1,2、清水 聡史1,2、刀坂 泰史1,2,3、今泉 厚4、橋本 正4、

和田 啓道2、長谷川 浩二2、森本 達也1,2,3

1静岡県立大・薬・分子病態学分野、2国立病院機構京都医セ・臨床研究センター・展開医療研究部、3静岡県立

総合病院・臨床研究部、4株式会社セラバイオファーマ

【目的】当研究室では天然物ウコンに含まれるcurcuminが⼼不全の進展を抑制することを⾒出した。
しかし、curcuminは吸収性効率が悪いため、新たに非晶質形態の新規クルクミン製剤である
curcuRougeTMを開発した。本研究ではcurcuRougeTMと既存の⾼吸収クルクミン製剤である
TheracurminⓇの⼼筋梗塞に対する効果を⽐較、検討した。
【⽅法】SDラットに⼼筋梗塞 (MI) ⼿術を施し、curcuRougeTM (0.2 mg/kg curcumin) または
TheracurminⓇ (0.2 または 0.5 mg/kg curcumin)を術後1週目から、6週間連⽇経⼝投与し、⼼エコーを
⾏った。その後、⼼臓の輪切り切⽚にヘマトキシリン・エオジン (HE) 染⾊及びピクロシリウスレッド
(PSR) 染⾊を⾏った。さらに、肥⼤反応遺伝⼦(ANF、BNP)、及び線維化誘導遺伝⼦(α-SMA)の
mRNA レベルの定量化をqPCRにて、ヒストン H3K9 のアセチル化レベルをウエスタンブロット法に
て検出した。
【結果】⼼エコーの結果、MI⼿術により低下した⼼機能は、0.2 mg/kg curcuRougeTMと0.5 mg/kg
TheracurminⓇ投与で有意に同程度改善したが、0.2 mg/kg TheracurminⓇでは有意な改善がみられな
かった。0.2 mg/kg curcuRougeTMと0.5 mg/kg TheracurminⓇ投与群はMI⼿術により増加した個々の⼼
筋細胞径、⾎管周囲の線維化、ANF・BNP、α-SMAのmRNAレベル、ヒストンH3K9のアセチル化を
有意に減少させたが、0.2 mg/kg TheracurminⓇ群では改善が認められなかった。curcuRougeTMによる
副作⽤などは観察されなかった。
【考察】新規クルクミン製剤であるcurcuRougeTMは、TheracurminⓇより低⽤量でも同等の⼼不全進展
抑制作⽤を発揮することが⽰された。今後curcuRougeTMを⽤いた臨床試験を⾏うことで、様々な疾患
の予防・治療につながることが期待される。



O-04
メチルグリオキサールのラット頸動脈ウリジン二リン酸誘発収縮反応に対する増大効

果とその機序

〇加藤 麻衣、松本 貴之、下山 瑠惟、永井 瀬名、田中 佑奈、新谷 涼葉、佐藤 悠太、山田 愛子、小澤 恵介、

垣花 志帆、田口 久美子、小林 恒雄

星薬科大・薬・機能形態学研究室

【目的】⾼反応性のジカルボニル化合物であるメチルグリオキサール (MGO) は、⽣体内で様々な悪影
響を及ぼす。また、ウリジン⼆リン酸 (UDP) は、細胞外核酸として⾎管緊張調節物質としての役割を
果たす。MGOは、⾎管機能に影響を及ぼすことが明らかとなりつつあるが、UDP誘発⾎管反応への影
響は不明である。我々は、ラット頸動脈にて、UDPは収縮反応を誘発することを明らかとしているた
め、今回、MGO急性暴露によるUDP誘発収縮反応への影響を検討した。さらに、その機序について検
討した。【⽅法】雄性 Wistarラットの頸動脈リング標本における⾎管反応を検討した。MGO (1 hr) 処
置/非処置標本に対し、UDPによる収縮反応検討した。また、⼀酸化窒素合成酵素阻害薬存在下、
UDP誘発収縮反応におけるp38 MAPK阻害薬、protein kinase C (PKC)阻害薬の影響について検討し
た。また、N-acetyl-L-cysteine (NAC) 処置下におけるMGOのUDP収縮に対する影響について検討し
た。さらに、p38 MAPKのリン酸化量についてウエスタンブロット法にて検討した。【結果・考察】
ラット頸動脈において、UDP誘発収縮はMGO処置により増⼤したが、セロトニンや⾼カリウムによる
収縮はMGOで影響が認められなかった。また、p38 MAPK 阻害薬処置でUDP誘発収縮の抑制が両群
で認められ、p38 MAPK阻害薬存在下では、control群、MGO処置群における収縮反応の差が消失し
た。また、p38 MAPKのリン酸化量は、UDP刺激下、非刺激下にて、MGO処置によりいずれも増加し
た。さらに、PKC阻害薬処置によりMGO処置群のみ、UDP誘発収縮が抑制した。NACを処置するこ
とで、MGOによるUDP収縮増強が部分的に抑制された。これらの結果から、頸動脈でのMGOによる
UDP誘発収縮の増強には、p38 MAPKの活性化、PKC経路の特異的増強、酸化ストレス増⼤が関与す
ることが⽰唆された。



O-05
心房におけるトリガー発生は慢性的なaldosterone負荷と容量負荷の共存により増強す

る

〇相本 恵美、永澤 悦伸、高原 章

東邦大・薬

【背景】Trigger-based AFは近年提唱された⼼房細動（AF）持続の病態の⼀つであり、難治性AFに位
置付けられている。しかしながら、⼼房におけるトリガーの発⽣に関わる要因は明らかでない。持続性
⼼房細動患者の⾎漿 aldosterone 濃度が健常者と⽐べて有意に⾼値であることに注目し、本研究では、
aldosteroneが⼼房におけるトリガーの発⽣およびAFの持続性に与える影響を正常ラットおよび慢性容
量負荷モデルラットを⽤いて検討した。
【⽅法】Wistarラット8週齢を動静脈瘻（AVS）形成処置およびaldosterone（Aldo）投与の有無により
4群（Sham群、Sham+Aldo群、AVS群、AVS+Aldo群）に分けた。AldoはAVS処置と同時に腹腔内に留
置した浸透圧ポンプより持続的に投与し、術後25-28⽇の時点で⼼房中隔に電極カテーテルを留置する
ことで電気⽣理学的評価を⾏った。
【結果】Aldo投与群（Sham+Aldo、AVS+Aldo）において、⼼房期外収縮の発⽣が全例で観察された。
また、⾃発的な⼼房細動の発⽣がSham+Aldo群の1/8例（約13％）、AVS+Aldo群の5/6例（約83%）
に観察された。⼀⽅で、Aldo非投与群（Sham、AVS）では⼼房期外収縮はほとんど観察されず、⾃発
的なAFの発⽣は⼀例も認めなかった。⾼頻度刺激により誘発したAFの平均持続時間は、Sham+Aldo群
はSham群（12±4秒）の約2倍であったが、AVS+Aldo群はAVS群（14±3秒）の約8倍に延⻑し、最⻑
で59分間持続する⼼房細動が観察された。⼼房内伝導速度を反映する体表⾯⼼電図のP波幅は、4群の
中でAVS＋Aldo群が最も⻑く、Sham群に⽐べて有意に延⻑した。⼀⽅で、⼼房有効不応期は4群間に有
意な差を認めなかった。また、⼼房重量はAVS処置により有意に増⼤したが、Aldo投与の有無による群
間差は認めなかった。
【結語】Aldosteroneはトリガーの発⽣を通じてAFの持続に対し促進的に作⽤し、その作⽤は慢性容量
負荷の存在下で強く顕在化した。このことから、trigger-based AF発⽣基盤の構築には、慢性容量負荷
による⼼房リモデリングに加えてaldosteroneが重要な因⼦である可能性が⽰唆された。



O-06
自然発症高血圧ラット大腿動脈における extracellular uridine nucleotides 誘発収縮反

応

〇佐藤 悠太、松本 貴之、小澤 恵介、山田 愛子、下山 瑠惟、永井 瀬名、田中 佑奈、新谷 涼葉、垣花 志帆、

加藤 麻衣、田口 久美子、小林 恒雄

星薬科大・薬・機能形態学研究室

【目的】持続的な⾼⾎圧は⾎管機能障害を引き起こし、⼤腿動脈においても種々の内因性物質による⾎
管反応性の異常が認められる。ウリジン⼆リン酸(UDP)、ウリジン三リン酸(UTP)といったウリジン
ヌクレオチドは⾎管緊張調節を含む⾎管系のホメオスタシスに重要な役割を果たす内因性の細胞外核酸
としても知られている。しかしながら、⾼⾎圧下におけるUDP、UTPによる⼤腿動脈における反応性
に関しては不明であったため、spontaneously hypertensive rat (SHR)と対照WKYラットを⽤いて検討
した。【⽅法】12ヶ⽉齢のSHR、WKYより⼤腿動脈を摘出、リング標本を作成しオルガンバス法によ
り収縮反応を観察した。また、⼀酸化窒素合成酵素阻害薬存在下においても検討した。【結果・考察】
⼤腿動脈においてWKY群と⽐較して、SHR群においてUDP及びUTPによる収縮反応の増⼤が認められ
た。⼀酸化窒素は、⾎管弛緩物質として知られ、⾼⾎圧病態において、そのバイオアベイラビリティー
が低下し⾎管機能障害に関与することが知られている。そこで、⼀酸化窒素合成酵素阻害薬存在下にお
いても検討したところ、非存在下と同様、WKY群と⽐較して、SHR群においてUDP及びUTPによる収
縮反応の増⼤が認められた。⾼カリウムによる収縮反応は、SHR群、WKY群で差が認められなかっ
た。これらの結果から、持続的な⾼⾎圧は、UDP、UTPによる収縮反応を増⼤させることが明らかと
なった、この増⼤は、平滑筋におけるカルシウム流⼊の増⼤や、⼀酸化窒素による収縮への寄与の違い
によるものではないことが明らかとなった。



O-07
自然発症高血圧ラット頸動脈におけるウリジン三リン酸誘発弛緩反応の減弱とその機

序

〇香留 智樹、松本 貴之、田口 久美子、小林 恒雄

星薬大・薬・機能形態学

【目的】 ウリジン三リン酸 (UTP) は、細胞外核酸として情報伝達物質としてはたらき、炎症、⾎管新
⽣、⾎管緊張調節など、多彩な⽣理作⽤、病態形成に関わっていることが明らかとなりつつある。⼀
⽅、持続的な⾼⾎圧は種々の動脈において、緊張調節の異常を引き起こすが、⾼⾎圧時における頸動脈
での UTP による反応とその機序については未だ完全に明らかとはなっていない。そこで今回我々は、
spontaneously hypertensive rat (SHR) 及び対照 Wistar Kyoto rat (WKY) の頸動脈を⽤いて検討を⾏っ
た。【⽅法】 SHR 及び WKY より頸動脈を摘出し、リング標本をオルガンバスへ懸垂した。
Phenylephrine 収縮下における UTP の累積反応を検討した。頸動脈内⽪保持あるいは除去標本におけ
る UTP 誘発弛緩反応、P2Y2 受容体拮抗薬、⼀酸化窒素合成酵素 (NOS) 阻害薬、非選択的 COX 阻害
薬、選択的 COX 阻害薬存在下あるいは、トロンボキサン-プロスタノイド(TP)受容体拮抗薬存在下に
おける UTP 誘発弛緩反応について検討した。また、頸動脈におけるプロスタノイド産⽣について検討
した。【結果・考察】 頸動脈において、UTP は弛緩反応を⽰し、SHR 群において WKY 群と⽐較して
減弱が認められた。UTP 誘発弛緩反応は、内⽪除去や、NOS 阻害薬処置により消失した。また、SHR
群と WKY 群で⽣じた弛緩反応の差は、P2Y2 受容体拮抗薬処置あるいは、COX 阻害薬処置により消失
した。COX-1 阻害薬処置あるいは、TP受容体拮抗薬処置では、依然として、UTP 誘発弛緩反応は、
SHR 群で減弱していたが、COX-2 阻害薬処置において弛緩反応の差が消失した。頸動脈における
PGE2、PGF2a、PGI2 遊離は、UTP 非存在・存在下いずれの条件でも SHR 群で増加していた (vs. WKY
群)。⼀⽅、頸動脈において WKY 群において UTP 刺激で TXA2 遊離は増加したが、SHR 群では変化
が認められなかった。これらより、SHR 頸動脈では、UTP 誘発弛緩反応が減弱し、これには、P2Y2

受容体シグナル、NO シグナルの減弱や COX-2 由来の⾎管収縮性プロスタノイドが関与する可能性が
⽰唆された。



O-08
ヒスチジン含有ジペプチドのAnserineは圧負荷誘導性心不全モデルマウスの心収縮能

の低下を抑制した

〇山田 美帆1、片桐 宇大1、前川 健也1、清水 聡史1,2、砂川 陽一1,2,3、刀坂 泰史1,2,3、宮崎 雄輔1,2,3、船本 雅文1,2、

清水 果奈1,2、浅川 倫宏4、和田 啓道2、長谷川 浩二1,2、森本 達也1,2,3

1静岡県立大・薬・分子病態学、2NHO京都医療セ・臨床研究セ・展開医療研、3静岡県立総合病院・臨床研、4東

海大・海洋・創造科学技術研

⼼臓への慢性的なストレスは⼼筋細胞を肥⼤させ、最終的には⼼不全へと⾄る。そのため、⼼筋細胞肥
⼤を抑制することが⼼不全の予防、治療につながると考えられる。当研究室では、ヒストンアセチル化
酵素 (HAT) 活性を有する核内転写コアクチベーターであるp300が⼼不全進展に関与し、p300-HAT活
性は⼼不全治療のターゲットになることを報告している。⼼肥⼤抑制効果のある天然由来化合物の探索
を⾏い、マグロやカツオなどの回遊⿂や⿃類の筋⾁に含まれるヒスチジン含有ジペプチドである
Anserineに着目した。本研究では、Anserineの⼼臓における作⽤を および で検討した。

ラット初代培養⼼筋細胞において、10mMのAnserineはフェニレフリン刺激によって亢進する細胞⾯
積、ヒストンH3K9のアセチル化、肥⼤反応因⼦のANF、BNPのmRNA量の増加を抑制した。
p300-HAT Assayを⾏ったところ、Anserineが直接p300のHATを阻害し、そのIC50は1.9 mMであっ
た。
最後に、⼼不全モデル動物におけるAnserineの効果を検討した。C57BL/6Jマウスに⼤動脈縮窄術
（TAC）を⾏い、溶媒（0.5% CMC-Na）、Anserine含有製剤（Anserineとして60 mg/kg , 200
mg/kg）の3群に振り分け、8週間の連続経⼝投与を⾏った。⼼臓超⾳波検査の結果、200 mg/kg
Anserine含有製剤では TACによる左室後壁の肥厚や左室内径短縮率の低下を有意に抑制した。また、
TACによって増加した⼼体重⽐も有意に改善した。さらに⼼臓薄切切⽚にHematoxylin-Eosin染⾊を施
し、組織学的解析を⾏った。その結果、TACにより増加した個々の⼼筋細胞の肥⼤をAnserineは有意
に抑制した。またTAC⼿術によって亢進したANF, BNPのmRNA量をAnserineは⽤量依存的に抑制し
た。

以上から、Anserineは⼼筋細胞肥⼤反応および⼼収縮能低下を抑制することが⽰唆された。今後、動物
でのヒストンアセチル化や線維化を検討することで新規⼼不全予防薬・治療薬の開発へと繋がることが
期待される。



O-09
線維芽細胞特異的PRMT5ノックアウトマウスにおいて圧負荷応答性心臓線維化が改

善する

〇矢部 晴海1、刀坂 泰史1,2,3、曾布川 実里1、船本 雅文1,2、Nurmila Sari1、清水 果奈1,2、清水 聡史1、

砂川 陽一1,2,3、長谷川 浩二1,2、森本 達也1,2,3

1静岡県立大・薬・分子病態学分野、2NHO京都医療センター・臨床研究センター・展開医療研究部、3静岡県立

総合病院・臨床研究部

【目的】⼼臓線維化は慢性⼼不全における主要な危険因⼦である。当研究室では⼼不全における
Protein arginine methyltransferase 5 (PRMT5) の機能解析を進めている。⼼臓線維化の進展において、
線維芽細胞から筋線維芽細胞への分化が重要であり、この過程は様々なエピジェネティック因⼦により
制御されているが、⼼臓線維化におけるPRMT5の機能は未だ明らかになっていない。そこで本研究で
は、動物モデルにおいて、線維芽細胞内のPRMT5が、圧負荷応答性の⼼臓線維化にどのような影響を
与えているか検討することを目的とした。
【⽅法・結果】Col1A2MerCreMer (MCM) マウスとPRMT5Flox/Floxマウスとの交配を⾏い、線維芽細胞特異的に
PRMT5をKOしたマウスを作成した。また、⼼不全時に活性化した⼼臓線維芽細胞におけるPRMT5の
機能を解析するため、Periostin (Postn) 陽性線維芽細胞特異的なPRMT5のKO（PostnMCMマウスと
PRMT5Flox/Floxマウスとの交配）を⾏った。作成したマウスにタモキシフェンを投与 (40 mg/kg) し、
PRMT5のKOを誘導し、⼤動脈縮窄術 (TAC) を⾏うことで、圧負荷応答性⼼不全モデルを作成した。
⼿術8週後に⼼臓超⾳波検査、摘出した⼼臓を⽤いて、⼼体重⽐測定、HE染⾊、WGA染⾊、ピクロシ
リウスレッド染⾊、蛍光免疫染⾊(αSMA)、qRT-PCR (αSMA, Postn) を⾏った。⼼機能について、
TACによる左室駆出率の低下、左室後壁厚の増加は、PRMT5のKOにより有意に改善した。⼼体重⽐
はTACによって増加し、Col1A2MCM ; PRMT5Flox/FloxマウスにおいてPRMT5のKOによる有意な変化はみ
られず、⼼筋細胞⾯積においても同様の結果が得られた。PostnMCM ; PRMT5Flox/Floxマウスにおいては、
⼼体重⽐、⼼筋細胞⾯積の抑制がみられた。⼼臓の線維化はTACによって増加し、PRMT5のKOで有
意に抑制された。
【考察】以上の結果より、線維芽細胞特異的PRMT5ノックアウトマウスでは、圧負荷応答性の⼼臓の
線維化、収縮能の低下を抑制することが⽰唆された。今後PRMT5が、⼼不全の新たな治療ターゲット
となることが期待される。



O-10
糖尿病性心筋症早期ステージの心室筋細胞におけるjunctophilin-2の発現と局在の異

常

〇三上 義礼1、伊藤 雅方1,2、冨田 太一郎1、大島 大輔1、赤羽 悟美1

1東邦大・医・生理・統合生理、2関東学院大・栄養・管理栄養

糖尿病性⼼筋症は冠動脈病変を伴わない糖尿病に合併する⼼機能障害と定義される。その病態の特徴と
して、早期に拡張機能障害が認められ、代償機構を通じて⼼不全に⾄る臨床経過をたどる。⼼室筋細胞
におけるCa2+シグナル制御の破綻が左室拡張不全の原因のひとつと考えられているが分⼦機序は不明な
点が多い。そこで我々はCa2+シグナル制御破綻の機序解明を目的として、streptozotocin（STZ）誘発
１型糖尿病（T1DM）モデルマウスの解析を⾏った。STZ投与４週後における⼼エコーによる解析で、
拡張機能が低下していた。⼀⽅、左室駆出率の低下は認められなかった。なお、この時点で⼼室の線維
化ならびに炎症性細胞の浸潤は認められなかった。次に⼼室におけるCa2+シグナル制御関連分⼦の発現
を解析した。T1DMマウス⼼室ではjunctophilin-2（Jph2）のmRNA発現レベルと蛋⽩発現量がコント
ロールマウスに⽐較して有意に低下していた。⼀⽅、電位依存性L型Ca2+チャネルCaV1.2、リアノジン
受容体RyR2、SERCA2の蛋⽩発現量は変化がみられなかった。これらの蛋⽩質の⼼室筋細胞における
細胞内局在を検証したところ、コントロールマウス⼼室筋細胞ではT管膜と筋⼩胞体膜の接合膜構造へ
CaV1.2とJph2が⾼度に集積していたのに対して、T1DMマウス⼼室ではそれらの集積性が低下し接合膜
構造以外にも散在していた。T1DMマウスの糖尿病性⼼筋症早期ステージにおけるインスリンシグナル
の寄与を明らかにするために、STZ投与1週間後からインスリン徐放性ペレットを⽪下投与したとこ
ろ、⼼筋拡張能およびJph2発現量が回復した。さらに、インスリン投与によりT1DMマウスのJph2お
よび CaV1.2の接合膜への集積がコントロールマウスと同等レベルまで回復した。以上の結果から、1型
糖尿病モデルマウスの糖尿病性⼼筋症早期において、⼼室筋の線維化ならびに炎症性細胞の浸潤に先⾏
してJph2の転写レベルでの抑制が進⾏しており、Jph2発現低下を引き⾦としてCa2+シグナル制御分⼦の
局在異常が引き起こされると考えられる。１型糖尿病に起因した糖尿病性⼼筋症早期ステージにおい
て、インスリンシグナル低下により接合膜構造を起点としたCa2+シグナル制御の破綻が拡張機能障害を
もたらすことが⽰唆された。



O-11
糖尿病マウスへのERK1/2阻害剤投与はMPs誘発血管機能障害を改善する

〇金子 望、田口 久美子、伊能 幸菜、佐々木 康、竹内 瑠那、野村 美月、寺前 和沙、松本 貴之、小林 恒雄

星薬科大・医薬品化学研究所・機能形態学研究室

【目的】糖尿病性合併症は⾎管内⽪機能の損傷による⾎管機能障害が原因とされている。⾎管機能障害
の要因の⼀つとして、細胞膜から放出される膜⼩胞であるマイクロパーティクル (MPs) が挙げられ
る。近年、当研究室は糖尿病時に⾎⼩板から産⽣される MPs には Extracellular Signal-regulated Kinase
1/2 (ERK1/2) が含まれ、その MPs が⾎管機能障害を引き起こすことを報告している。そこで今回、
ERK1/2 阻害剤である PD98059 (PD) を糖尿病モデルマウスに投与することにより、産⽣される MPs
の質的および機能的な変化を検討した。
【⽅法】Streptozotocin 誘発糖尿病マウス (DM)、PD を腹腔内投与した DM マウス (DMPD) および
対照マウス (Cont) より胸部⼤動脈 (Aorta) を摘出し⾎管反応を検討した。また、各群のマウスの動脈
⾎より MPs を作成し、MPs 中に含有されるタンパク量を測定した。これら MPs を Aorta に処置し⾎
管反応の検討および処置後の⾎管におけるタンパク量を測定した。
【結果】DM 群で認められた内⽪依存性⾎管弛緩反応の減弱は、DMPD 群ではみられず、DM 群によ
る PD 投与は⾎管機能障害を改善させる可能性が⽰唆された。そこで、DM 群または DMPD 群より作
成した MPs (DM MPs または DMPD MPs)を Cont 由来の Aorta に処置し内⽪依存性⾎管弛緩反応を
検討したところ、DM MPs 処置では減弱したが、DMPD MPs 処置では Cont 群と変化が⾒られなかっ
た。ところが、DM 群の Aorta に直接 PD を処置しても反応は減弱したままだった。そのため、PD の
作⽤点が⾎管ではなく MPs にあったのではないかと考え、MPs 中のタンパク発現を検討したところ、
DMPD MPs は DM MPs と⽐較し ERK1/2 発現量は増加したままだが、その活性が減少していた。さ
らに、DM MPs 中で発現の増加がみられた NO 合成酵素 (eNOS) も、DMPD MPs では Cont MPs と
同量となった。内在するタンパク質の変化という質的変化が⽣じた MPs が⾎管へどのように影響を与
えているか検討するため、これら MPs を⾎管に処置したところ DM MPs 処置では⾎管の ERK1/2 発
現量が増⼤していたが、DMPD MPs 処置では増加はみられなかった。また、eNOS 発現量は DM
MPs 処置で減少し、DMPD MPs 処置では eNOS 発現の減少はみられなかった。
【考察】ERK1/2 阻害薬投与は糖尿病時の⾎管機能障害を改善させる可能性が⽰唆された。そのメカニ
ズムとして、ERK1/2 阻害剤投与は MPs の産⽣量に影響を与えることなく、ERK 活性を抑えた MPs
を放出し、⾎管内における MPs 誘発 eNOS 含有 MPs 放出を抑制することで⾎管機能の改善に貢献し
たと考えられた。



O-12
糖尿病時の Insulin 誘発血管弛緩反応減弱に対する GLP-1 の改善メカニズム

〇奥平 奏美、田口 久美子、金子 望、兼目 彩加、鄧 慧里、松本 貴之、小林 恒雄

星薬科大・医薬品化学研究所・機能形態学研究室

糖尿病の⻑期的な罹患は⾎管内⽪機能障害を引き起こし、様々な合併症発症のリスクをあげる。当研究
室では、糖尿病性⾎管内⽪機能障害時、G protein-coupled receptor kinase 2 (GRK2) 活性上昇により
β-arrestin2 と Akt の相互作⽤が阻害されることで Insulin 誘発⾎管弛緩反応が減弱することを⾒出し
ている。⼀⽅、Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) はインクレチンホルモンとして⾎糖降下作⽤を有
し、糖尿病時の⾎糖コントロールに使⽤されているが、近年、我々は GLP-1 が Akt 活性を上昇させる
ことで⾎管内⽪保護作⽤を⽰すことを報告した。そこで、本研究では、GLP-1 が糖尿病時に減弱した
Insulin 誘発弛緩反応を改善させるかに着眼し、またその作⽤機序について検討を⾏った。⾃然発症 2
型糖尿病モデルマウス ( 群) を使⽤した。 群において、NO 産⽣量の減少により Insulin
誘発弛緩反応が減弱したが、GLP-1 処置により NO 産⽣量が増加し、弛緩反応が改善した。さらに、
この改善反応は、β-arrestin2 を siRNA によってノックダウンすると、完全に相殺された。よって、

群における GLP-1 処置 Insulin 誘発弛緩反応の改善には β-arrestin2 が関与していることが⽰唆
された。 群において、Insulin 単独刺激により低下した Akt の活性が、GLP-1 処置 Insulin 刺激
により上昇した。さらに、Control 群と⽐較して 群で増加した GRK2 発現は Insulin 単独刺激お
よび GLP-1 処置 Insulin 刺激において変化は⾒られなかった。しかし 群で増加した GRK2 活性
は、Insulin 単独刺激においては変化せず、GLP-1 処置により低下した。このことから、GLP-1 は糖尿
病時の GRK2 活性を抑制することにより、Akt 活性を上昇させ、Insulin 誘発弛緩反応を改善すること
が⽰唆された。⼀⽅、control 群において、β-arrestin2 は Insulin 刺激により細胞膜上に移動した。し
かし、 群では β-arrestin2 の Insulin 刺激による細胞膜上への移動は認められず、GLP-1 刺激に
より細胞膜上に移動し Insulin 誘発弛緩経路を活性化した。これらの結果より、GLP-1 は糖尿病時の
GRK2 活性を抑制し、β-arrestin2 の細胞膜への移動を促すことで Aktを活性化し、Insulin 誘発⾎管弛
緩反応を改善することが⽰唆された。したがって、GLP-1 は⾎糖降下作⽤を有しているだけでなく、
⾎管内⽪障害を改善する効果を持ち合わせ、⾎管保護薬としての可能性が⽰された。



O-13
膵β細胞における妊娠期メラトニンシグナリング関連分子の発現および機能解析

〇一瀬 健太朗、金子 雪子、高橋 夏実、八木 雄也、石川 智久

静岡県立大・薬・薬理学分野

【背景】
メラトニンは松果体においてセロトニンからAANATによるN-Acetyl serotonin (NAS) の産⽣を経て
HIOMTにより⽣成される概⽇リズムを形成するホルモンである。膵β細胞において、セロトニンは妊
娠期に膵β細胞において産⽣が亢進すること、セロトニンが妊娠期における膵β細胞増殖に関与するこ
と、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などが報告されている。
これらのことより、膵β細胞内で妊娠期にセロトニンより変換されたメラトニンが膵β細胞に作⽤する
可能性が考えられた。そこで、膵β細胞および妊娠マウス単離膵島におけるメラトニン関連分⼦の発現
および機能の解析を⾏った。
【⽅法】C3H/Heマウス単離膵島、および膵β細胞株(INS-1)を⽤い、[Ca2+]iオシレーション測定、イ
ンスリン分泌測定及びメラトニン関連分⼦の発現変化の解析を⾏った。
【結果・考察】セロトニン産⽣が増⼤するとされる妊娠12.5、15.5⽇目におけるC3H/Heマウスから単
離した膵島においてメラトニン合成酵素AANATとHIOMTの発現がRT-PCR法により認められ、膵島
内でメラトニンが産⽣されていることが⽰唆された。そこでAANATの発現調節機構についてINS-1細
胞を⽤いて検討した結果、INS-1細胞においてアデニル酸シクラーゼ活性化薬forskolin 処置により
AANATの発現が有意に増⼤した。すなわち、AANATは細胞内cAMPレベルの上昇を介して発現が増⼤
することが⽰唆された。さらに、メラトニンの膵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オシレーションとインスリン分泌がメラトニン処置により有意に抑制され、
その抑制反応は非選択的メラトニン受容体阻害薬Luzindoleの処置で消失した。以上の結果より、膵β
細胞においてメラトニンシグナリングがインスリン分泌を抑制性に制御すること、さらにメラトニンシ
グナリングは細胞内cAMP濃度変化によって制御され、妊娠期にはその制御が変化する可能性が⽰され
た。ゲノムワイド関連解析により妊娠糖尿病とメラトニン受容体遺伝⼦の変異との関連が明らかとなっ
ており、妊娠期におけるメラトニンシグナリングの変化が妊娠糖尿病発症に関与する可能性が考えられ
る。



O-14
脂肪組織由来幹細胞に高発現するNr4a1の組織線維化に対する役割の解析

〇鈴木 一生、齋藤 桜子、山口 賢彦、黒川 洵子

静岡県立大・薬

【背景・目的】脂肪組織由来の幹細胞は⾃⼰複製能と多分化能をもつ間葉系幹細胞である。肥満の進⾏
過程おいて脂肪組織由来幹細胞は脂肪細胞へ分化し、脂肪滴の貯蔵やアディポカインの分泌を⾏う。ま
たコラーゲンやフィブロネクチンを産⽣し脂肪組織の線維化に寄与することも報告されている。しかし
脂肪組織由来幹細胞の機能破綻と、⽣活習慣病などの発症リスクとの関連についてはほとんど理解され
ていない。これまでに当研究室では脂肪組織由来幹細胞の遺伝⼦発現を網羅的に解析し、nuclear
receptor 4a1（Nr4a1）が⾼発現していること、Nr4a1の安定発現株では脂肪分化を抑制することを明ら
かにしている。そこで本研究では脂肪組織由来幹細胞選択的Nr4a1⽋損マウス（Nr4a1-cKOマウス）を
作成し、 においてNr4a1が脂肪組織由来幹細胞の機能調節を介して、⽣理機能の恒常性維持や疾
患発症に関連する可能性を調べることを目的とした。
【⽅法・結果】Nr4a1-cKOマウスにTamoxifenを25 μg/g/dayで6⽇間腹腔内投与することによりNr4a1
⽋損を誘導した。2週間の回復期間をおいた後、脂肪組織を採取しflow cytometry 法により脂肪組織由
来幹細胞（PDGFRα (+)CD31(-)細胞）を分取した。Nr4a1の発現量をRT-qPCR法にて定量した結
果、Nr4a1-cKOマウスにおいて約60%の減少が確認できた。次にNr4a1が肥満の進⾏や病態悪化に寄与
するか検討するため、Nr4a1-cKOマウスに⾼脂肪⾷を8週間摂餌させた。Nr4a1-cKOマウスでは体重増
加量が有意に減少した。また、Adiponectinと炎症促進因⼦（TNFα、IL-6、Ccl2、PAI-1）の発現量
に有意な差は認められなかったが、線維化調節因⼦であるTGFβ1とCol1a1の発現量は⽪下及び内蔵脂
肪で減少していた。さらに、各脂肪組織から分取した脂肪組織由来幹細胞における線維化調節因⼦の発
現量を定量したところ、Col3a1、Mmp2、Timp1の発現量が⽪下脂肪組織由来幹細胞で有意に減少して
いた。
【考察】以上の結果より、脂肪組織由来幹細胞においてNr4a1を⽋損させると、肥満の進⾏下において
線維化調節因⼦が抑制されることが⽰唆された。今後、Nr4a1による線維化調節機構と⽣活習慣病と関
連しているか解明されることが期待される。



O-15
ヒト人工多能性幹細胞（iPSCs）から機能的な膵β細  胞への分化誘導

Sawatani Toshiaki1、Fantuzzi Federica1、Cai Ying1、Pachera Nathalie1、Igoillo-Esteve Mariana1、

Chae Heeyoung2、Marselli Lorella3、Marchetti Piero3、Gilon Patrick2、Eizirik Decio1、Cnop Miriam1

1Universite Libre de Bruxelles (ULB)・Faculty of Medicine・ULB Center for Diabetes Research、2Université

Catholique de Louvain・Institute of Experimental and Clinical Research、3University of Pisa・Department of

Clinical and Experimental Medicine

背景
膵β細胞障害は、糖尿病の中⼼的な病因である。ヒト⼈⼯多能性幹細胞（iPSCs）のβ細胞への
分化は、糖尿病研究のための新たなβ細胞源となりうる。ここでは、iPSC-β細胞を分化させ、
およびiPSC-β細胞移植マウスにおける で、それらの機能を解析した。
⽅法
iPSCsは、5週間の7ステッププロトコルを⽤いてβ細胞へ分化させた。 β細胞マーカーは、qPCRと免
疫細胞化学によって評価し、臓器提供者ヒト膵島と⽐較した。 iPSC-β細胞機能は、グルコース
刺激インスリン分泌によって評価した。NOD-SCIDマウスの腎被膜下にiPSC-β細胞を移植し、移植後
7、14、20週間で腹腔内ブドウ糖負荷試験を実施した。 21週目に、ストレプトゾトシン（STZ）により
マウスβ細胞を選択的に除去し、1週間⾎糖値を測定後、移植⽚の 機能を評価するため腎摘出術
または 腎灌流を⾏った。
結果
iPSC-β細胞は、遺伝⼦発現によって決定される適切な発⽣段階を経た。免疫細胞化学において、
iPSC-β細胞のインスリン陽性細胞は、ヒト膵島における割合と同等であった。ステージ7のiPSC-β細
胞は、 において16.7mMグルコース刺激によるインスリン分泌を有意に増強しなかった。さらに
6週間培養した後、iPSC-β細胞は において有意なグルコース応答性を⽰し、成熟β細胞マー
カーであるNTPDase3の発現が確認された。iPSC-β細胞移植マウスにおいて、ヒトC-ペプチド分泌が
移植後7週間で検出され、移植⽚は14〜20週間でグルコース応答性を⽰した。STZ投与後、移植マウス
は、腎摘出術による移植⽚除去まで正常⾎糖を維持した。 腎灌流において、移植⽚は20 mMグル
コース刺激に応答して顕著なヒトインスリン分泌反応を⽰し、これは1 μMフォルスコリンによって増
強された。250 µMジアゾキシド（KATPチャネル開⼝薬）はインスリン分泌を完全に阻害し、⼀⽅で25
µMグリクラジド（KATPチャネル阻害薬）または30 mM KClはインスリン分泌を強く刺激した。
結論

分化により得られたiPSC-β細胞は、未成熟なβ細胞機能特性を⽰す。⼀⽅、移植後の 環
境は、iPSC-β細胞が成⼈のヒト膵島と同等の機能的特徴を獲得する程度までβ細胞の成熟を促進す
る。この技術は、糖尿病におけるβ細胞機能不全と細胞死を研究するために有⽤なヒトβ細胞の無制限
の供給を我々に提供するだろう。
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5,6-DiHETEはマウスのヒスタミン誘発性の結膜炎を抑制する

〇鈴木 十萌歌、永田 奈々恵、村田 幸久

東京大・院農学生命科学・応用動物科学専攻

【背景】
アレルギー性結膜炎は、花粉などの抗原によって引き起こされる結膜のアレルギー反応であり、涙の増
加、結膜の浮腫、眼の掻痒感などの症状を伴う疾患である。この反応は、結膜に存在する肥細胞が抗原
を認識してヒスタミンなどの炎症誘発物質を放出し、これらが結膜の⾎管や神経を刺激することで起こ
る。我々はω-3脂肪酸EPAの代謝産物である(±) 5,6-dihydroxy-8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoic acid
（5,6-DiHETE）が、マウスの⽿におけるヒスタミン誘発性の炎症を抑制することを報告した。本研究
では、マウスのヒスタミン誘発性結膜炎に対する5,6-DiHETEの治療効果を検討した。
【⽅法・結果①】
雄性Balb/cマウスに0.04または0.08 mg のヒスタミンを点眼して結膜炎を惹起した。瞼の外観を観察す
るとともに、シルマー試験紙を⽤いて涙の量を、静脈内に投与した⾊素の結膜への漏出量により⾎管透
過性の変化を評価した。0.04 mgのヒスタミンを点眼すると、約5分後からマウスの瞼が腫れ、眼を閉
じる様⼦が観察された。また、15分後には涙の増加と結膜への⾊素漏出量の亢進が観察された。ヒス
タミン受容体の阻害剤であるケトチフェンを0.2 mg、15分前に腹腔内投与するとマウスが瞼を閉じる
様⼦に変化はなかったが、ヒスタミン投与による涙の量の増加が54.6 ％、⾎管透過性の亢進が100 ％
抑制された。ヒスタミン投与の15分前に0.3 mg の5,6-DiHETEを、腹腔内投与したところ、ヒスタミ
ン投与による眼の張れと瞼の閉鎖が改善し、涙の増加と⾎管透過性の亢進が、それぞれ73.2 %、87.5
%抑制された。
次に点眼による5,6-DiHETEの効果を検討した。マウスに0.08 mgのヒスタミンを点眼すると、約5分後
からマウスの瞼が腫れ、眼を閉じる様⼦が観察された。上記と同様に15分後に涙の増加や⾎管透過性
の亢進が観察された。ヒスタミン投与の45と15分前に、0.1 µgのケトチフェンを点眼すると、マウスが
瞼を閉じる様⼦はなかったが、ヒスタミン投与による涙の量の増加が52.4 ％、⾎管透過性の亢進が
98.6 ％抑制された。ヒスタミン投与の45分及び15分前に1 µgの5,6-DiHETE を点眼したところ、ヒス
タミン投与による眼の腫れと瞼の閉鎖に変化はなかったが、涙の増加と⾎管透過性の亢進が、49.6
%、92.0 %抑制した。
【結論】
以上より、5,6-DiHETEの0.3 mg腹腔内投与、⼜は1 µgの点眼による投与は、ヒスタミン投与によるマ
ウスの結膜炎症状を有意に抑制した。



O-17
骨格筋における敗血症誘発性炎症に対する17β-エストラジオールの作用

〇山下 ほのか、坂本 多穂、竹下 舜也、日比 千尋、黒川 洵子

静岡県立大・薬・生体情報分子解析学

【目的】感染に起因する多臓器不全を敗⾎症とよぶ。敗⾎症での⽣存率は、臨床において⼥性は男性よ
りも⾼い。また敗⾎症モデル動物においてもメスの⽣存率がオスよりも⾼い。我々は以前、敗⾎症動物
モデルの⼀つ、⾼内毒素⾎症マウスにおいて、骨格筋が炎症性サイトカイン分泌を起こし、筋萎縮・筋
⼒低下を呈すことを報告した(Ono, Sakamoto et al, Sci Rep 2020)。また最近、敗⾎症時の骨格筋サイ
トカイン産⽣量がメスマウスにおいて多く、これが敗⾎症性差の要因だと考えられている(Laitano et
al, Sci Rep 2021)。この性差の要因として、⼥性ホルモンである17β-エストラジオール(E2)の関与が考
えられるが、詳細は明らかになっていない。本研究では、敗⾎症性差の発現機序を解明するため、骨格
筋炎症反応へのE2の作⽤を検討し、そのメカニズムを解析した。
【⽅法】敗⾎症モデルマウスでの骨格筋炎症反応へのE2の作⽤を検討するため、卵巣切除(OVX)マウ
スに浸透圧ポンプでE2を投与し、2週間後に盲腸結紮穿孔術(CLP)で敗⾎症を発症させた。筋⼒は握⼒
測定及び摘出⻑趾伸筋収縮⼒で評価した。In vitro解析ではマウスC2C12細胞由来筋管(C2C12筋管)を
⽤いてリアルタイムPCRでmRNAを定量解析した。C2C12筋管のサイトカイン産⽣は培養上清のサイ
トカイン量をELISA法により測定した。
【結果】敗⾎症(CLP)マウスではE2投与群において前肢握⼒低下が有意に緩和された。摘出⻑趾伸筋
収縮⼒もE2投与群で有意に⾼かった。C2C12筋管では、E2処置により内毒素(LPS)誘発性TNFα
mRNA発現誘導および分泌量が有意に抑制された。⼀⽅IL6のmRNAの発現量は変化しなかった。E2に
よる抗炎症作⽤には、他の細胞種においてエストロゲン受容体β(ERβ)/Nrf2経路の関与が報告されて
いる。しかし、ERβ阻害薬PHTPPはE2の抗炎症作⽤を抑制しなかった。また、Nrf2により転写調節
をうけるHO-1のmRNA発現量を調べたが、E2による有意な変化はなかった。
【考察】骨格筋の敗⾎症誘発性炎症反応はメスの⽅で⾼いことが報告されている。しかし本研究では、
E2は敗⾎症モデルマウスの筋収縮⼒低下とC2C12筋管におけるLPS誘発性炎症性サイトカイン誘導を
抑制した。これらの結果は予想とは逆であり、骨格筋の敗⾎症誘発性炎症反応における性差は性ホルモ
ンによるものではなく性染⾊体が関与する可能性が⽰唆された。本研究でE2は敗⾎症時に抗炎症作⽤
を介した筋保護への関与が⽰された。その機序はERβ/Nrf2経路に非依存的であり、E2の新規作⽤標
的の存在が考えられる。
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マウス新生仔の成長に伴う腸管内の脂質産生動態の変化

〇山本 紗衣、中村 達朗、宮崎 美知代、村田 幸久

東京大・院農学生命科学・放射線動物科学研究室

【背景･目的】ヒトの腸管には約1000種類、100兆個の腸内細菌が⽣息し、腸内細菌叢を形成してい
る。腸内細菌叢の形成は出⽣直後から始まり、成⻑に伴いその構成が変化していく。分娩や育児⽅法、
様々な化学物質への曝露が原因で細菌叢の構成に異常が⽣じると、宿主腸管内の脂質などの物質代謝や
免疫応答を変化させて、アレルギーや肥満など様々な疾患の有病率を上昇させると考えられている。し
かし、新⽣児の成⻑に伴う腸管内の物質代謝の変化については明らかになっていない。本研究では、マ
ウスの新⽣仔の成⻑に伴う、盲腸内の脂質代謝の変化を明らかにすることを目的とした。
【⽅法】5⽇齢と3週齢、6週齢のBALB/cマウスの腸管と盲腸洗浄液を採取した。摘出した腸管は病理
切⽚を作成してHE染⾊やアルシアンブルー染⾊を⾏い、その形態を観察した。質量分析装置を⽤いて
盲腸洗浄液中の⽣理活性脂質と短鎖脂肪酸の⼀⻫分析を⾏った｡
【結果】マウスの週齢に依存した腸管の発達が観察された。空腸と回腸では､5⽇齢から6週齢で柔⽑が
50μm以上伸⻑した。また、5⽇齢から6週齢の腸管全体で杯細胞数が約2倍に増加した。盲腸洗浄液中
の⽣理活性脂質を解析したところ、5⽇齢のマウスでは25種の脂質が検出され､そのうちアラキドン酸
（AA）代謝物が12種類、リノール酸（LA）代謝物が6種類であった。ドコサヘキサエン酸（DHA）や
エイコサペンタエン酸（EPA）の代謝物は検出されなかった。3週齢のマウスでは、71種類の脂質が検
出され、このうちAA代謝物が29種類、DHA代謝物が13種類、EPA代謝物が8種類、LA代謝物は8種類
であった。6週齢のマウスからは、70種類の脂質が検出され、AA代謝物が30種類、DHA代謝物が13種
類、EPA代謝物が8種類、LA代謝物は8種類であった。3週齢と6週齢では67種の脂質が共通して検出さ
れた。短鎖脂肪酸は、5⽇齢マウスの盲腸洗浄液中では2種類、3週齢と6週齢では9種類が検出された。
これらの短鎖脂肪酸のうち年齢による検出量の変化が確認されたものがあった。
【結論】 マウスの新⽣仔では、成⻑に伴い腸管形態と脂質代謝が変化した。特に、離乳期である3週齢
で盲腸における⽣理活性脂質と短鎖脂肪酸の産⽣が⼤きく変化した。⺟乳から固形飼料への⾷餌の変化
が⼤きく影響する可能性が⽰唆された。今後はこれらの脂質産⽣動態と腸内細菌の⽣着、免疫応答との
相関について解析を進めていきたい。
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抗血小板薬であるサルポグレラートはERK1/2-GATA4経路を阻害することで心不全の

進展を抑制した

〇清水 果奈1,2、船本 雅文1,2、砂川 陽一1,2,3、刀坂 泰史1,2,3、村井 範行1、清水 聡史1,2、長谷川 浩二1,2、

森本 達也1,2,3

1静岡県立大・院薬・分子病態学講座、2NHO京都医セ・臨床研究セ、3静岡県総病院

【目的】近年、世界的に新薬開発コストが増加する中、既存薬を再利⽤するドラッグリポジショニング
戦略は低コスト・効率的な⼿段として注目されている。我々は、既に承認されている医薬品を⽤いて
フェニレフリン（PE）による⼼筋細胞肥⼤抑制効果に対するスクリーニング研究を⾏ったところ、⼼
不全治療薬の候補としてセロトニン5-HT2A受容体拮抗薬である抗⾎⼩板薬サルポグレラートを⾒出し
た。本研究では、サルポグレラートの⼼筋細胞肥⼤抑制メカニズム及び⼼不全に対する効果について検
討を⾏った。
【⽅法と結果】初代培養⼼筋細胞に1 µMのサルポグレラートを前処理し、2時間後に各種肥⼤刺激剤を
⽤いて⼼筋細胞肥⼤を誘導した。抗MHC抗体を⽤いた蛍光免疫染⾊および細胞⾯積測定の結果、1 µM
のサルポグレラートはPEやアンジオテンシンII、エンドセリン1による⼼筋細胞⾯積の増加をいずれも
抑制した。次にPE刺激に着目し、サルポグレラートの⼼筋細胞肥⼤抑制メカニズムについて検討を
⾏った。定量的PCRの結果、PE刺激によりセロトニン合成酵素であるtyrosine hydroxylase-1やtyrosine
hydroxylase-2のmRNA量は変化しなかった。同様に、PE刺激により5-HT2A受容体のmRNA量及びたん
ぱく質レベルは変化しなかったが、1 µMのサルポグレラートはPEによるERK1/2及びGATA4のリン酸
化を抑制した。最後に、C57/BL6Jマウスに⼤動脈縮窄術 （TAC） を施して⼼不全を誘導した。⼿術
翌⽇より、TACマウスに溶媒（⽔）、1 mg/kgまたは5 mg/kgのサルポグレラートを連⽇経⼝投与し
た。⼼不全期である8週目の⼼臓超⾳波検査の結果、5 mg/kgのサルポグレラートはTACによる左室後
壁厚の肥厚及び左室内径短縮率の低下を抑制した。H&E染⾊およびMT染⾊による組織学的解析の結
果、5 mg/kgサルポグレラートはTACによる⼼筋細胞⾯積の増加及び⾎管周囲の線維化を抑制した。定
量的PCRの結果、5 mg/kgのサルポグレラートは肥⼤反応遺伝⼦であるANF及びBNPのmRNA量の増
加を抑制した。また、ウエスタンブロッティングの結果、5 mg/kgのサルポグレラートはTACによる
ERK1/2やGATA4のリン酸化を有意に抑制した。
【結論】本研究より、サルポグレラートは5-HT / 5-HT2A受容体を介さずにERK1/2-GATA4シグナル経
路を抑制することで⼼肥⼤及び⼼不全の進展を抑制することが判明した。ドラッグリポジショニングに
より、安全性の確認されたサルポグレラートが新規⼼不全治療薬となることが期待される。
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アフェレーシスを利用した犬血中循環腫瘍細胞の採取法の開発

〇森 正寛、山本 晴、臼井 達哉、佐々木 一昭

東京農工大学・農学部 共同獣医学科・獣医薬理学研究室

【背景と目的】
アフェレーシスは遠⼼分離によって循環⾎液から単核球や⾎漿など目的成分を分離する装置であり、⼈
医療において幅広い症例で⽤いられているが、獣医療では実⽤化されていない。単核球の⽐重はがん細
胞に近いため、転移がん罹患動物にアフェレーシスを⾏うことで、⾎中循環腫瘍細胞(CTC)を採取
し、新たな診断マーカーの探索や治療法の開発につなげられるのではないかと考えた。そこで本研究で
は、健常⽝での最適なアフェレーシス条件を検討した後に、アフェレーシスを⽤いて⽝からCTCの回
収が可能かを検討することを目的として実験を⾏った。
【⽅法】
健常⽝2頭を⽤いてアフェレーシスを実施した。1x107個のヒト乳がん細胞株MCF-7を撓側⽪静脈に注
⼊し、単核球バッグに回収した細胞を培養し、免疫蛍光染⾊を⽤いて上⽪細胞マーカーの発現を観察し
た。その後、アフェレーシス前後のMCF-7を⽤いて、細胞の形態、上⽪間葉転換(EMT)マーカーの発
現量、細胞増殖能、細胞浸潤性、抗がん剤感受性およびin vivoにおける腫瘍形成能について⽐較解析を
⾏った。
【結果】
アフェレーシスによって回収した細胞の形態は間葉系細胞様の紡錘状に変化し、上⽪系マーカーE-
cadherin発現の減少および間葉系マーカーN-cadherin発現の増加が認められた。また、アフェレーシス
後のMCF7は、より⾼い増殖能と浸潤性を⽰した。4種の抗癌剤に対する薬剤感受性はアフェレーシス
前後で異なる結果となった。In vivoにおける腫瘍増殖性は、移植後25⽇目までアフェレーシス後の
MCF-7で有意に増加していたが、やがて縮⼩傾向が観察され、移植後34⽇目の腫瘍摘出時にはアフェ
レーシス後のMCF-7を移植した4例中2例で腫瘍が消失していた。
【考察】
これらの結果から、⽝を⽤いたアフェレーシスによってがん細胞の回収および再培養が可能であること
が明らかになった。さらに、がん細胞が⾎液を循環する際にEMTが引き起こされることや薬剤感受性
が変化する可能性が⽰唆された。今後、アフェレーシスを利⽤したCTC採取の研究を進めるうえで、
回収されたCTCがEMTにより形質や機能に変化が⽣じている可能性を考慮する必要性が⽰唆された。
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ニコチンの効果におけるドーパ受容体GPR143の役割解明

〇高萩 亮、増川 太輝、北村 慧、金井 香央里、笠原 由佳、内村 放、五嶋 良郎

横浜市立大・院医・分子薬理神経生物学

L-DOPA(ドーパ)は、単なるドパミンの前駆体として位置づけられ、ドーパそのものには薬理作⽤はな
いと考えられてきた。⼀⽅、我々はドーパ⾃体が神経伝達物質であるとの仮説を提唱してきた。我々は
今まで、ニコチンが、ドーパを側坐核および線条体から遊離することや、ニコチンの⾏動に及ぼす効果
の⼀部が、ドーパ拮抗薬であるドーパシクロヘキシルエステルにより抑制されること等を明らかにして
きた。また、最近になり、ドーパ受容体分⼦としてGタンパク質共役型受容体GPR143が同定された。
今回、ニコチンの薬理作⽤におけるGPR143の役割を解明するために、野⽣型およびGPR143遺伝⼦⽋
損（GPR143-KO）マウスにおけるニコチン作⽤を⽐較・解析した。野⽣型マウスにおいて、ニコチン
(0.6, 1.0 mg/kg, i.p.)は、⾃発運動量を抑制した。その効果はGPR143-KOマウスにおいて減弱した。ま
た、ニコチン(0.1, 0.3, 0.5 mg/kg, i.p.)による報酬効果を条件付け場所嗜好性試験で評価したところ、
野⽣型と⽐較し、GPR143-KOマウスにおいて減弱した。GPR143とドパミン神経マーカーのチロシン
⽔酸化酵素（TH）およびニコチン性アセチルコリン受容体（nAChRs）の局在性についてin situ
hybridizationおよび免疫染⾊法を⽤いて検討した。GPR143 mRNAシグナル陽性の細胞体は、側坐核お
よび線条体において認められ、これらは、TH免疫陽性繊維と近接していた。GPR143 mRNAは腹側被
蓋野および⿊質においてTHおよびnAChRsと⼀部、共局在していた。以上の知⾒は、GPR143が、ニコ
チンの急性・慢性効果に関与することを⽰唆する。



O-22
ラットにおける NMDA 誘発網膜神経傷害に対する AMPK を介した resveratrol の保護

効果

〇金森 俊樹、浅野 大樹、森田 茜、柏原 俊英、中原 努

北里大・薬・分子薬理

【目的】緑内障及び糖尿病時の網膜神経変性において、グルタミン酸興奮毒性の関与が⽰唆されてい
る。過剰量の -methyl-D-aspartic acid (NMDA) を硝⼦体内に投与すると、速やかに網膜神経傷害が
⽣じる。当研究室ではこれまでに、糖及び脂質代謝に重要な役割を演じている AMP 活性化プロテイン
キナーゼ (AMPK) の活性化が、ラットにおける NMDA 誘発網膜神経傷害に対して保護効果を⽰すこ
とを⾒出している。Resveratrol はブドウの果⽪に豊富に含まれるポリフェノールの⼀種であり、抗酸
化作⽤や AMPK 活性化作⽤を有することが報告されている。本研究では、resveratrol がラットにおけ
る NMDA 誘発網膜神経傷害に対して保護効果を⽰すか否か、及びその保護効果における AMPK の意
義について検討を⾏った。
【⽅法】8~9 週齢の Wistar 系雄性ラットを⽤いた。硝⼦体内に NMDA (25, 50 ⼜は 100 nmol) と
resveratrol (100 nmol) ⼜はその溶媒である DMSO との混合液を投与した。AMPK の意義については
NMDA (50 nmol) と resveratrol (100 nmol) の混合液に、AMPK 阻害薬である compound C (10 nmol)
⼜は DMSO を混合して投与することにより検討した。投与 7 ⽇後に眼球を摘出し、網膜断⾯の薄切切
⽚を作製して HE 染⾊を⾏った後、視神経節細胞層に存在する細胞数及び内網状層厚を測定した。
【結果】NMDA (25-100 nmol) は⽤量依存的に視神経節細胞層に存在する細胞の脱落及び内網状層の
菲薄化を引き起こした。NMDA (50 nmol) による傷害は、resveratrol を同時に投与することによって
抑制された。Compound C は、resveratrol の保護効果を有意に抑制した。
【考察】本実験成績は、ラットにおける NMDA 誘発網膜神経傷害に対して resveratrol が保護効果を⽰
し、その保護効果には AMPK の活性化が関与していることを⽰唆している。
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成体動物において発火活動を記録した神経細胞の遺伝子発現解析

〇柳下 晴也1、岡本 和樹2,3、郷 康広4、池谷 裕二1,5、佐々木 拓哉6

1東京大・院薬・薬品作用学教室、2順天堂大・医・神経生物学・形態学講座、3順天堂大・健康総合科学先端研

究機構、4生理学研・生命創成探究センター・認知ゲノム研究グループ、5東京大・Beyond AI 研究推進機構、6東

北大・院薬・薬理学分野

脳を構成する多種多様な神経細胞は、存在する脳領域や機能に応じて固有の発⽕特性を⽰す。こうした
神経細胞同⼠がシナプス結合により精巧なネットワークを形成することで、我々の多彩な脳機能がもた
らされている。近年のスライス標本や培養細胞を⽤いた 実験から、個々の神経細胞のもつこれ
らの特性は、それぞれの遺伝⼦発現と関連することが⽰唆されている(Zeisel et al. 2015, Cembrowski et
al. 2018)。しかし、実際に⽣きた動物脳の中で活動する神経細胞の発⽕特性と、それらの遺伝⼦発現パ
ターンの対応付けはなされていない。本研究では、この課題に対し、⽣きた動物脳の神経活動の⽣理計
測と、遺伝⼦発現解析を融合するための新しい実験法の開発を目的とした。雄性のC57BL/6J マウス
(21-35 ⽇齢)にウレタン⿇酔(1.5 g/kg-weight)を腹腔内投与したのち、ガラス電極(12-30 MOhm)を⽤
いて単⼀細胞の発⽕活動を記録した。記録終了直後に、電気パルスを印加することで電極内に充填した
蛍光分⼦（Alexa 594 hydrazide）を記録細胞内に導⼊した。その後、脳を取り出しPFA固定などを⾏わ
ない急性スライスを作成することで、記録した神経細胞を⽣きたままの状態で同定した。顕微鏡下にお
いて急性スライスからガラスピペット（先端径1-2 µm）を⽤いて神経細胞を回収し、単⼀細胞RNA
シーケンス法を⾏うことで神経細胞のもつ遺伝⼦発現プロファイルを解析した。我々の開発した実験法
により、多様な脳領域において、様々な⾏動と関連する神経細胞の発⽕特性と遺伝⼦発現を紐づけるこ
とが可能となる。本⼿法で⽤いたガラス電極による電気⽣理記録法は⾃由⾏動下に適⽤可能であること
が報告されており(Tang et al. 2015)、今後は様々な感覚刺激や⾏動を表象する神経細胞の遺伝⼦発現パ
ターンの解明を目指す。
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P2Y1受容体活性化はAQP4抑制を介して眼圧を下降させる

〇濱田 健太郎1、篠崎 陽一1,2、行方 和彦3、大野 伸彦4,5、原田 高幸3、柏木 賢治6、小泉 修一1,2

1山梨大・院医工・薬理、2山梨大・GLIAセンター、3東京都医学総合研究所・視覚病態、4生理学研究所・超微形

態、5自治医科大・医・解剖、6山梨大・院医・眼科

緑内障は進⾏性の視神経症であり、本邦における失明原因第１位の眼疾患である。緑内障における失明
は網膜の視覚情報を脳へ伝達する網膜神経節細胞(RGC)の傷害や脱落によって誘発される。本疾患の
最⼤の危険因⼦は⾼眼圧である事から、眼圧下降薬による治療が第⼀選択である。しかし、既存の治療
薬は作⽤不⾜や薬剤抵抗性、副作⽤などの問題があり、新たな分⼦標的探索が急務となっている。我々
は、緑内障患者の眼房⽔ではATPレベルや代謝酵素に異常が⽣じる事からP2受容体が眼圧の制御に関
わると仮説を⽴てて検証した結果、P2Y₁受容体が眼圧制御に関わる事を発⾒した。本発表ではP2Y₁受
容体活性化が眼圧を抑制性に制御する事、並びにその下流シグナルに関する知⾒を報告する。P2Y₁受
容体作動薬は野⽣型マウスの眼圧を⽤量依存的に低下させた。眼圧は眼房⽔の産⽣及び排出により制御
される。免疫組織化学染⾊から、P2Y₁受容体は眼房⽔産⽣に関わる⽑様体突起の無⾊素上⽪に発現し
ている事を⾒出した。同部位にはアクアポリン４(AQP4)が発現していた。P2Y1受容体作動薬の点眼
は、眼房⽔産⽣を強く阻害した。同様に、AQP４阻害薬も眼房⽔産⽣を強く抑制した。AQP4阻害薬存
在下ではP2Y1受容体作動薬による眼房⽔産⽣阻害作⽤は認められなかった。⼀⽅、P2Y1受容体⽋損
(KO)マウスでは眼房⽔産⽣は過剰となっており、この時、AQP4阻害薬はより強い眼房⽔産⽣阻害作
⽤を呈した。これらの結果より、P2Y1受容体活性化はAQP4を抑制する事によって眼房⽔産⽣低下並び
に眼圧下降作⽤をもたらすと考えられた。次に、P2Y1受容体による制御機構の破綻と緑内障との関係
について検証を⾏った。P2Y1KOマウスの眼圧は⽉齢に関わらず⾼く、慢性的⾼眼圧にある事が明らか
となった。しかし、P2Y₁KOマウスは3カ⽉齢ではRGC脱落は認められず、12カ⽉齢で有意なRGC数の
減少を認めた。さらに12カ⽉齢P2Y1KOマウスは、RGCのアポトーシスや網膜神経線維層の菲薄化、視
覚機能の減弱などの所⾒を呈した。以上P2Y1受容体は、加齢依存的な⾼眼圧型緑内障様症状と強くリ
ンクする受容体である事が明らかとなった。
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AM404 はカンナビノイド CB1 受容体を介して NMDA 誘発網膜神経傷害を抑制する

〇森 麻美、柴崎 智亮、上園 崇、坂本 謙司

帝京大・薬・医薬品作用

【背景・目的】AM404 はアセトアミノフェンの代謝産物であり、内因性カンナビノイドであるアナン
ダミドを輸送するトランスポーターを阻害する作⽤を有する。この AM404 は、海⾺スライス標本にお
ける神経毒性に対し保護作⽤を⽰すことが報告されている。我々は、AM404 が -メチル-D-アスパラ
ギン酸 (NMDA) によるマウス網膜神経傷害を抑制することを報告したが、その作⽤機序については明
らかではない。本研究の目的は、NMDA 誘発網膜神経傷害に対する AM404 の保護作⽤に、カンナビ
ノイド CB1 受容体あるいはカンナビノイド CB2 受容体が関与するか否かを明らかにすることである。
【⽅法】実験には B6.Cg-Tg (Thy1-CFP) 23Jrs/J マウス (網膜神経節細胞に ECFP を発現させたトラン
スジェニックマウス) を⽤いた。NMDA (40 nmol/eye) による網膜神経節細胞傷害に対する AM404 (3
nmol/eye) の保護効果と、それに対する SR141716A (カンナビノイド CB1 受容体遮断薬, 10 pmol/eye)
あるいは SR144528 (カンナビノイド CB2 受容体遮断薬, 10 pmol/eye) の影響を検討するために、
NMDA あるいはその溶媒と、各被験薬物の混液を硝⼦体内投与した。7 ⽇後に眼球を摘出して網膜フ
ラットマウント標本を作製し、共焦点レーザー顕微鏡を⽤いて観察した。視神経乳頭に近接する 0.2
mm2 の領域におけるECFP陽性細胞数を測定し、細胞残存率を求めた。
【結果・考察】NMDA 誘発網膜神経節細胞の脱落は、AM404 により有意に抑制された。この AM404
の NMDA 誘発網膜神経節細胞傷害に対する保護作⽤は、SR141617A によりほぼ完全に抑制された。
⼀⽅、SR144528 は AM404 の網膜神経保護作⽤に影響を及ぼさなかった。以上の結果から、AM404
の NMDA 誘発網膜神経傷害に対する保護作⽤にはカンナビノイド CB1 受容体が関与しており、カンナ
ビノイド CB2 受容体の寄与は⼩さいことが⽰唆された。



O-26
３次元オルガノイド培養法を用いたイヌ正常膀胱の実験モデルの確立

〇藤坂 航大、モハメド エルバダウィー、山本 晴、石原 勇介、臼井 達哉、佐々木 一昭

東京農工大学・農・共同獣医学科

オルガノイドは、⾃⼰複製及び⾃⼰組織化が可能な幹細胞由来の3次元細胞集団である。⽣体内臓器と
同様の構造や機能、遺伝学的特徴を有することから、様々な医学研究や個別化医療に応⽤されている。
当研究室では、膀胱がん罹患⽝の尿を⽤いて膀胱がんオルガノイドの培養法を確⽴し、膀胱がんの新た
な実験モデルとしての活⽤や各個体の抗がん剤感受性の効果判定に有効であることを明らかにしてきた
(Elbadawy & Usui et al., , 2019)。しかしながら、健常⽝に由来する正常膀胱オルガノイ
ドは未だに確⽴されていない。そこで、尿路感染や腫瘍化を再現する実験モデルとしての応⽤を目的と
して、イヌ正常膀胱オルガノイドの作製を試みた。

尿道カテーテル法を⽤いて膀胱粘膜を軽く掻把した後に採尿することにより、低侵襲的に健常⽝の膀胱
粘膜細胞を回収した後に、オルガノイド培養を⾏い、最適な培養液成分を探索した。また、作製したオ
ルガノイドを⽤いて細胞マーカーの発現観察や電⼦顕微鏡像による構造の確認を⾏った。加えて、病理
組織学的な構造解析やフローサイトメトリー、培養液成分の検討、RNAシークエンスを⽤いたイヌ膀
胱がんオルガノイドとの⽐較解析を⾏った。

作製したオルガノイドは、細菌のコンタミネーションもなく、安定した増殖を⽰し、球状の形態が観察
された。また、尿路上⽪の層構造の再現およびCK7やUPKIIIAなどの尿路上⽪マーカーの発現が観察さ
れた。さらに膀胱がん罹患⽝の尿中細胞から作製したオルガノイドとは異なる病理組織像や構成細胞の
割合、培養液成分への依存度、遺伝⼦発現が観察された。以上の結果から、カテーテル法を⽤いて非侵
襲的に作製したイヌ正常膀胱オルガノイドは、イヌ泌尿器疾患の再現やより詳細な病態の解明に向けた
貴重な実験モデルとなる可能性が⽰された。また、イヌ膀胱がんの診断や治療、予防に関する新たな知
⾒を得られることが考えられる。
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新規Nobiletin非晶質固体分散体製剤は結晶Nobiletinより高い経口吸収性と組織移行

性を示した

〇内藤 汐美1、高井 秀通1、砂川 陽一1,2,3、岩下 真純4、船本 雅文1,2、清水 果奈1,2、清水 聡史1、刀坂 泰史1,2,3、

長谷川 浩二3、森本 達也1,2,3

1静岡県立大・薬・分子病態学分野、2静岡県立総合病院、3NHO京都医療センター、4(株)花王

【背景】柑橘類果⽪に含まれるメトキシフラボノイドであるNobiletinは様々な⽣理活性が報告されて
おり、我々の研究室においても⼼不全進⾏抑制効果を⾒出している。しかしながら、結晶Nobiletinは
⽔溶性が低くバイオアベイラビリティが低い。この問題を解決するために、Nobiletin非晶質固体分散
体製剤 (ASD-Nob) を開発した。これまでにASD-Nobは、 実験において⾼い溶出性、膜透過性
を⽰しており、 モデルにおける経⼝吸収性改善が期待されている。
【目的】本研究の目的は、ラットにASD-Nobあるいは結晶Nobiletin経⼝投与後の⾎中Nobiletin濃度、
組織分布、⾎中Nobiletin代謝物について検討することである。
【⽅法】8週齢雄性SDラットにNobiletinとして20 mg/kgのASD-Nob⼜は結晶Nobiletinを経⼝投与し
た。ASD-Nob⼜は結晶Nobiletin投与5、10、30分、1、2、4、8時間後、⿇酔下で採⾎及び肝臓、⼩
腸、⼼臓、骨格筋、肺、腎臓、脾臓、脳の摘出を⾏い、⾎中Nobiletin濃度、組織Nobiletin含有量、⾎
中Nobiletin代謝物を測定した。Nobiletinは代謝の過程でメトキシ基が脱メチル化されることが知られ
ており、今回の実験では8種類のデメチル体について検出した。Nobiletin、Nobiletin代謝物の検出には
LC-MS/MSを⽤いた。
【結果】ASD-Nob投与後の⾎中Nobiletin濃度は、投与後速やかに上昇し、最⾼⾎中濃度到達時間
( max) は1時間であった。ASD-Nob投与後のNobiletin最⾼⾎中濃度 ( max)、⾎中濃度−時間曲線下⾯積
( 0-8h) はそれぞれ1,479 ± 289 ng/mL、4,795 ± 332 ng・h/mLとなり、結晶Nobiletin投与の66
倍、51倍とそれぞれ有意に⾼かった。ASD-Nob投与後の組織におけるNobiletin含有量は、肝臓、⼩
腸、⼼臓の順に⾼かった。ASD-Nob投与後の組織におけるNobiletinの 0-8hを結晶Nobiletin投与後
と⽐較すると肝臓 (6.2倍)、⼩腸 (4.9倍)、⼼臓 (6.2倍)、骨格筋 (7.6倍)、肺 (5.1倍)、腎臓 (3.4倍)、脾
臓 (16.3倍)、脳 (3.8倍)となりASD-Nob投与後が有意に⼤きくなった。ASD-Nob投与後の⾎中
Nobiletin代謝物として、6種類のデメチル体が検出され、7-デメチル体多く検出された。3ʻ-デメチル体
と3ʻ,4ʻ-ジデメチル体は検出されなかった。
【考察】新たに開発したASD-Nobは結晶Nobietinと⽐較し⾼い経⼝吸収性と組織移⾏性を⽰した。今
後、様々な疾患に対して、低⽤量で⾼い⾎中濃度を得られるASD-Nobを⽤いた臨床応⽤が期待され
る。



O-28
栄養膜細胞のプロゲステロン代謝と分化における5α-還元酵素の役割

〇望月 大貴1、吉江 幹浩1、津留 涼也1、近藤 正行1、小島 淳哉2、草間 和哉1、安曇 麻奈1、西 洋孝2、

田村 和広1

1東京薬科大・薬・内分泌薬理学教室、2東京医科大・産科婦人科学教室

【目的】胎児の発育のためにガス交換やホルモン産⽣をおこなう胎盤絨⽑は、単核の細胞性栄養膜細胞
と多核の合胞体栄養膜細胞からなる2層で構成されている。絨⽑表⾯を覆う合胞体栄養膜細胞は、内側
の細胞性栄養膜細胞がcAMPシグナルなどの活性化により分化・融合して形成され、妊娠維持に不可⽋
なヒト絨⽑性ゴナドトロピン（HCG）やプロゲステロン（P4）分泌を産⽣する。栄養膜細胞の分化異
常による胎盤形成不全は、妊娠⾼⾎圧症候群や⼦宮内胎児発育不全と関連する。主にテストステロンを
⾼活性型のジヒドロテストステロンに変換する5α-還元酵素は、脳内においてもP4代謝に関与するこ
とが報告されている。我々はこれまでに、ヒト⼦宮内膜細胞においても5α-還元酵素がP4の代謝に関
与することを確認している。しかし､胎盤におけるP4代謝と5α-還元酵素の関係は不明である｡本研究
では､胎盤栄養膜細胞の分化を再現できる絨⽑がん細胞（BeWo）を⽤いて5α-還元酵素を介したP4代
謝経路の存在意義について検討した｡
【⽅法】BeWo細胞にcAMPによる分化刺激を加え、hCGサブユニット(CGA, CGB)､P4 合成関連酵素
(CYP11A1,HSD3B)､細胞融合因⼦(ERVFRD-1)の発現に対する5α-還元酵素阻害薬であるデュタステ
リドの効果を検討した｡さらに､5α-還元酵素阻害薬の処置またはI型及びⅢ型5α-還元酵素をコードす
る ､ のノックダウン後､P4を添加し､2⽇培養後に培養液中に残存するP4量をELISAに
て測定した｡
【結果】BeWo細胞への分化刺激は､ ､ 発現を顕著に減少させた｡デュタステリドは､分
化刺激によるhCGサブユニット､CYP11A1､HSD3B､ERVFRD-1 の発現を増強し、培養液中のhCG分泌
も増加させた｡さらに､BeWo細胞において5α-還元酵素阻害薬及びI型及びⅢ型のノックダウンは、P4
代謝を抑制した｡
【考察】栄養膜細胞の分化過程において、5α-還元酵素の発現制御によりP4異化能が低下することが
⽰唆された｡この機構は､⼦宮胎盤ユニットにおいて妊娠維持に役割をもつP4の効率的な作⽤発現に寄
与することが考えられる｡



O-29
エリブリンによる子宮平滑筋肉腫細胞の増殖抑制作用における微小管動態調節因子

スタスミンの意義

〇安曇 麻奈、吉江 幹浩、仲地 七海、草間 和哉、田村 和広

東京薬科大・薬・内分泌薬理学

【背景・目的】⼦宮平滑筋⾁腫は、治療抵抗性の予後不良な希少疾患である。エリブリンは、乳がんや
⼦宮平滑筋⾁腫を含む悪性軟部腫瘍に適応される微⼩管重合阻害薬である。我々は以前、乳がんにおい
て、エリブリンの抗腫瘍活性に微⼩管動態調節因⼦であるスタスミンが関与することを報告した。スタ
スミンは、微⼩管を構成するαβチューブリンヘテロダイマーを捕捉し、微⼩管の脱重合を促進するリ
ン酸化タンパク質である。本研究では、ヒト⼦宮平滑筋⾁腫細胞におけるエリブリンによるスタスミン
動態の変化とエリブリンの抗腫瘍活性における役割について調べた。
【⽅法】⼦宮平滑筋⾁腫細胞株（SKN）にエリブリンを処置し、スタスミンのリン酸化と発現変動を
検討した後に、エリブリンによるスタスミンのリン酸化機構を調べるためPKA阻害薬（H89）、
CaMKII阻害薬（KN62）、プロテインホスファターゼPP2A活性化薬（FTY720）を処置した。また、
PP2Aと内因性PP2A阻害因⼦( )の発現に対するエリブリンの作⽤及びエリブリ
ンの抗腫瘍活性に対するスタスミンのノックダウンと過剰発現の効果を検討した。さらに、エリブリン
耐性SKN株（ER-SKN）を作製し、スタスミンの発現を調べた。
【結果】SKNにおいてエリブリンは、スタスミンのリン酸化を誘導し、タンパク質発現量を低下させ
た。このエリブリンによるスタスミンのリン酸化量の増加に対してH89及びKN62の前処置は影響しな
かったが、FTY720は減少させた。またエリブリンは、PP2Aサブユニット及びPP2A阻害因⼦のmRNA
発現に影響することなく、PP2Aサブユニットのタンパク質量を低下させた。エリブリンによる増殖抑
制作⽤は、スタスミンノックダウン細胞では減弱し、スタスミン過剰発現細胞では増強した。ER-SKN
では、対照細胞と⽐較してβチューブリンアイソタイプと薬剤排出トランスポーターの発現が亢進して
おり、スタスミン発現量は顕著に低かった。
【考察】⼦宮平滑筋⾁腫細胞においてエリブリンは、スタスミンの発現を抑制すると共にPP2Aを介し
てリン酸化を誘導することが⽰唆された。エリブリンの作⽤は、スタスミンの過剰発現により増強され
たことから、エリブリンの抗腫瘍活性におけるスタスミンの関与が⽰唆された。



O-30
β-アレスチン2とμ-V1bヘテロマー受容体による相互作用の解析

〇持丸 雄太、Ngamlertwong Nuttawadee、土屋 裕義、東 森生、輿水 崇鏡

自治医科大・医・薬理学講座(分子薬理学部門)

【背景】Gタンパク質共役型受容体は、⼆量体（ダイマー）を形成するが、受容体ダイマーとβ-アレ
スチンの相互作⽤については未解明な点が多い。我々はこれまで、延髄腹側のV1bバソプレッシン受容
体とμ-オピオイド受容体が、β-アレスチン2との相互作⽤を介し、アデニレートサイクラーゼの⾼感
受性を誘導し、モルヒネの鎮痛効果に対する耐性を増強する可能性を⾒出した。しかし、μ-V1bヘテ
ロマー受容体とβ-アレスチン2の直接の共役についてはこれまで証明されていない。
【目的】本研究では、μ-V1bヘテロマー受容体とβ-アレスチン2の相互作⽤の有無やその様式を明ら
かにする。
【⽅法】NanoBiT®スプリットナノルシフェラーゼとVenus間の⽣物発光共鳴エネルギー転移
（NanoBRET）を利⽤し、μ-V1bヘテロマー受容体とβ-アレスチン2による3分⼦間における相互作⽤
を解析する。
【結果】受容体ヘテロマーとβ-アレスチン2の解析にNanoBit-NanoBRET法を世界で初めて⽤いるこ
とにより、アゴニスト非存在下でも、β-アレスチン2がμ-V1b受容体に結合し、3分⼦の複合体を形成
していることが判明した。この恒常的な結合は、当初アゴニストを加えても変化は検出されなかった。
しかし、ルシフェラーゼの発光に対するVenusの蛍光強度の⽐を低下させる実験条件により、
NanoBRET反応のアゴニスト依存性を検出することに成功した。さらに、μおよびV1b受容体の両アゴ
ニストによる同時刺激は、相加的にNanoBRET反応を上昇させた。
【考察】これまで我々は、2分⼦間の相互作⽤解析から、V1b受容体のカルボキシル基末端がロイシン
リッチセグメントを介し、β-アレスチン2と未刺激でも相互作⽤していることを報告してきた。本研究
により、μ-V1b受容体ヘテロマーにおいても、アゴニスト非存在化でβ-アレスチン2と結合している
ことが明らかとなった。この結合を第1相とすると、アゴニスト刺激により、μ-V1b受容体ヘテロマー
とβ-アレスチン2の間に、さらに強い第2相目の相互作⽤が起こることを⾒出した。今回の成果を応⽤
することにより、μ-V1bヘテロマーのバソプレッシン結合部位を標的とした、モルヒネ耐性を軽減す
る化合物のスクリーニングが可能であると考えられた。



P-01
T細胞免疫系の制御を介した膜型プロスタグランジンE合成酵素-1のデキストラン硫酸

ナトリウム誘発腸炎に対する保護的役割

〇日置 優花1、関谷 広樹1,2、三島 絵梨香1、北浦 咲耶子1、久保 誠3,4、北里 英郎3,5、市川 尊文2,3、小島 史章1,2,3

1北里大・医療衛生・薬理学、2北里大学大学院・医療系研究科・生体制御生化学、3北里大学医療衛生学部附

属 再生医療・細胞デザイン研究施設、4北里大学大学院・医療系研究科・臨床免疫学、5北里大学大学院・医療

系研究科・環境微生物学

炎症性腸疾患（IBD)は免疫異常を伴う慢性炎症性疾患であるが、その病因は解明されていない。これ
までに、IBD患者の腸管組織においてプロスタグランジン(PG)E2の⽣合成系の最終段階で働く膜型
PGE合成酵素-1（mPGES-1）の発現を認めることが報告されているが、その役割の詳細は不明であっ
た。そこで本研究では、IBD病態におけるmPGES-1の役割を解明することを目的として、IBDに類似
した腸炎病態を呈するデキストラン硫酸ナトリウム（DSS）誘発腸炎モデルならびにmPGES-1⽋損マ
ウスを利⽤して検討をおこなった。DSS投与後のmPGES-1⽋損マウスでは野⽣型マウスに⽐べて、著
しい体重減少と下痢・⾎便症状の増悪を認めた。また、組織学的にも腸炎を誘発したmPGES-1⽋損マ
ウスの⼤腸では、野⽣型マウスよりも重度の粘膜障害と筋層の肥厚、病変部位への顕著な炎症性細胞の
浸潤を認めた。腸炎を誘発した野⽣型マウスの⼤腸において、mPGES-1発現とPGE2産⽣は共に増加し
たが、⼀⽅でmPGES-1⽋損マウスの⼤腸ではPGE2産⽣能は減弱した。さらに、免疫組織化学染⾊法で
⼤腸におけるmPGES-1の局在を解析したところ、粘膜上⽪細胞ならびに炎症部位に集積する浸潤細胞
がmPGES-1抗体に陽性となり、これらの部位にmPGES-1が発現することが⽰唆された。次いで、腸管
の免疫系に着目した解析を⾏ったところ、IBDの増悪因⼦とされるインターロイキン（IL）-17Aおよ
びインターフェロン（IFN）g の発現がDSS投与後のmPGES-1⽋損マウスの⼤腸で顕著に増加してい
た。また、腸炎を誘発したmPGES-1⽋損マウスにおいては、腸管免疫系において中⼼的な役割を果た
す⼤腸粘膜固有層単核細胞中のTh17/Th1細胞が増加していた。⼀⽅、CD4抗体の投与によってCD4陽
性Th細胞を枯渇化したmPGES-1⽋損マウスでは、CD4陽性Th細胞を有するmPGES-1⽋損マウスに⽐
べて、⼤腸におけるIL-17AとIFNgの発現の減弱を伴ってDSS投与後の腸炎病態が有意に軽減した。本
研究によって、mPGES-1が⼤腸におけるPGE2産⽣の⼤部分を担うことが明らかとなり、mPGES
-1/PGE2系がTh17/Th1免疫系を抑制的に制御することで、腸炎病態に対して保護的に働くことが⽰唆
された。



P-02
文脈的恐怖条件づけ試験における選択的オピオイドδ受容体作動薬の再固定化に対

する影響

〇白方 基揮1、山田 大輔1、河南 絢子1、柳澤 祥子1、飯尾 啓太2、長瀬 博2、斎藤 顕宜1

1東京理科大・院薬・薬理、2筑波大・国際統合睡眠医科学研究機構・創薬化学

⼼的外傷後ストレス障害（PTSD）等、恐怖記憶関連疾患の治療法の⼀つである暴露療法は、
恐怖記憶の消去学習に基づいたものであり、有効性が認められているものの、患者の負担が⼤きいた
め、新たな治療法の開発が求められている。消去学習促進作⽤を⽰すD-cycloserineは、暴露療法補助
薬として期待されているが、消去学習促進作⽤に加えて、恐怖の増強につながる再固定化と呼ばれる過
程をも促進するため問題となっている。我々はこれまでに、選択的オピオイドδ受容体（DOP）作動
薬KNT-127が消去学習促進作⽤を⽰すことを報告してきた。そこで本研究では、DOP作動薬の恐怖関
連疾患治療薬としての有効性を検証するため、恐怖記憶の再固定化に対するKNT-127の作⽤について
検討を⾏った。

C57BL/6Jマウス（7-8週齢）を⽤いて⽂脈的恐怖条件づけ試験を⾏った。〈1⽇目：条件づ
け〉実験箱内で電気刺激（0.8 mA, 2 s, 3回）を与え、条件づけを⾏った。〈2⽇目：想起〉1⽇目と同
じ実験箱へ2分間再暴露し、恐怖記憶を想起させた。薬物（KNT-127およびSNC80：1, 3, 10 mg/kg）
は再暴露直後に⽪下投与した。〈3⽇目:テスト〉恐怖記憶の程度を評価するため、実験箱へ2分間再暴
露した。恐怖記憶の程度はすくみ⾏動時間を指標に評価した。

KNT-127投与により、3⽇目のテストにおけるすくみ⾏動率が濃度依存的かつ有意に低
下した。この作⽤はDOP拮抗薬Naltrindole (NTI)の前処置により消失した。⼀⽅、SNC80投与では3
⽇目のテストにおけるすくみ⾏動率は変化しなかった。以上の結果より、KNT-127はDOP受容体を介
して恐怖記憶の再固定化を阻害すること、SNC80は再固定化に影響しないことが⽰唆され、選択的
DOP作動薬の再固定化に対する作⽤はその⺟骨格により異なる可能性が考えられた。これまでの知⾒
を合わせると、KNT-127は消去学習を促進するだけでなく、再固定化を阻害するという特徴的な薬効
を⽰す。このことから、KNT-127をリードとする化合物は、恐怖関連疾患に対する暴露療法におい
て、D-cycloserineのような副作⽤をもたない新規治療薬候補として有⽤である可能性が考えられる。



P-03
膵β細胞におけるInsulin receptor related receptor (IRR) の機能解析

〇伊藤 慎悟、木村 俊秀、石川 智久

静岡県立大・薬・薬理学分野

【目的】糖尿病は慢性的な⾼⾎糖を主徴とする代謝性疾患であり、その患者は近年増加傾向にある。イ
ンスリンは⾎糖を降下させるホルモンで、膵β細胞から分泌される。また、その分泌障害は糖尿病の主
要な病因である。当研究室では、低分⼦量Gタンパク質であるRab27aに着目し、これまで不活性型だ
と考えられてきたGDP型のRab27aにのみ結合するタンパク質を複数同定し、その結合がインスリン分
泌後の過程、つまりエンドサイトーシスを制御することを報告した。さらに、グルコース刺激により、
Rab27aがGTP型からGDP型に変換されることを明らかにしたが、その分⼦機構は未だ不明である。最
近、当研究室はRab27aをGDP型に変換する酵素であるEPI64に結合するタンパク質を探索し、Insulin
receptor related receptor (IRR) を同定した。そこで本研究では、膵β細胞におけるIRRの機能解析を目
的とした。
【⽅法】まず、IRRの各種変異体を分⼦⽣物学的⼿法により作製した。作製したプラスミドはIRRの全
⻑に加えて、チロシンリン酸化活性を有する細胞内ドメインである。これらのプラスミドをリポフェク
ション法により細胞内へ遺伝⼦導⼊し、抗タグ抗体を⽤いた共免疫沈降法の後、SDS-PAGEおよびイ
ムノブロッティングにより相互作⽤を検討した。また、グルコース刺激の有無によるIRRの細胞内局在
は、免疫染⾊法により検討した。
【結果および考察】IRRは、膵β細胞に特異的な機構を介して、Rab27a関連タンパク質と相互作⽤する
ことが⽰唆された。IRRは、膵β細胞においてグルコース刺激によるEPI64の活性化に関与し、それに
続くエンドサイトーシスを制御することが⽰唆された。



P-04
マイクログリア間の接触によって誘導される移動機構の解明

〇川名 哲1、池谷 裕二1,2,3、小山 隆太1,2

1東京大・薬・薬品作用学教室、2東京大・Beyond AI、3脳情報通信融合研究センター

マイクログリアは脳内で死細胞の貪⾷やサイトカイン放出などを⾏い脳内恒常性の維持に重要な役割
を果たす。マイクログリアは脳全体に排他領域を保ちながら存在し周囲環境を監視するが、マイクログ
リアの密度やターンオーバーを制御し、機能的多様性を⽣み出すメカニズムは未解明である。
そこで本研究ではマイクログリアの分布及び密度に分裂や移動が関与する可能性を検証するために、脳
切⽚培養系を利⽤してマイクログリアの動態をライブイメージングした。また分裂や移動を効率的に観
察するためにクロドロン酸の投与によりマイクログリア選択的に細胞死を誘導し、残存したマイクログ
リアがリポピュレーションしてくる様⼦を観察した。
マイクログリア枯渇後6⽇目では増殖してきたマイクログリアが⾼密度に集合したコロニーが⾒られ
た。またその辺縁ではマイクログリア同⼠の接触により、接触⾯とは逆の⽅向にマイクログリアが押し
出されるように移動する様⼦が観察された。
またコロニー内のマイクログリアは突起を⻑く伸ばした分枝状の形態をとっていたことから、分裂直後
のマイクログリアは細胞全体でアクチンフィラメントの重合が促進され、マイクログリア同⼠の接触に
より局所的なアクチン-ミオシンの収縮・アクチンフィラメントの脱重合が起こることでマイクログリ
ア間の距離を調節するような細胞移動が可能になる可能性がある。



P-05
脳組織内オキシトシンの動態解析を実現する新規プローブの開発と応用

〇中村 花穂1、塗谷 睦生2

1横浜国立大学大学院・環境情報学府・自然環境専攻地球科学プログラム、2慶應義塾大学•医学部•薬理学教

室

オキシトシンは脳の⾼次機能や精神機能の発現に重要な役割を担っているペプチド性神経伝達物質の⼀
種だが、その分⼦量は非常に⼩さく通常の蛍光標識による可視化が困難なため、脳内における動態や作
⽤部位などの多くは明らかになっていない。ここで、炭素三重結合からなるアルキンは、非常に⼩さな
タグで、標的分⼦本来の性質をほとんど変えることなく可視化することが期待できる。そこで本研究で
は、ペプチド性神経伝達物質⼀般に広く適⽤できる新規プローブ法としてのアルキンタギング法の確⽴
と、その⼿法を⽤いたオキシトシン模倣プローブの開発と応⽤に取り組んだ。
はじめに、アミノ基を標的とするNHSアルキン⽤いたアルキンタギング法の開発、およびアルキンオ
キシトシンの合成に取り組んだ。ここから、オキシトシンとアルキンが１対１で結合したアルキンオキ
シトシンの合成に成功した。このアルキンオキシトシンを脳組織に適⽤したところ、海⾺に顕著なシグ
ナルを認めた。このシグナルは無標識オキシトシン・バソプレッシンによる競合により有意に減少し、
また、オキシトシン受容体との⾼い共局在が⽰された。これらの結果より、アルキンオキシトシンは、
内在性のオキシトシンと非常に近い挙動を⽰す模倣プローブとして機能することが確認された。
次に、このプローブを⽤いたオキシトシンの脳組織内での挙動の解析を⾏った。アルキンオキシトシン
と細胞マーカーとの共染⾊により、細胞外に投与されたオキシトシは海⾺において主に成熟神経細胞と
反応し、その中でも特にhilusの領域では、苔状細胞やGABA産⽣神経細胞と反応することが明らかに
なった。また、パルスチェース実験により細胞外に投与されたオキシトシンは細胞内に取り込まれず、
細胞表⾯の受容体に結合することが⽰唆された。現在、この新たなプローブを⽤いてオキシトシンの動
態解析を更に進めると共に、他のペプチドへの応⽤研究を進めている。



P-06
膵β細胞におけるジアシルグリセロールキナーゼζの発現と機能解析

〇渡邉 直也1、金子 雪子1,2、石川 智久1,2

1静岡県立大・院薬・薬理学講座、2静岡県立大・薬・薬理学分野

【背景および目的】我々はジアシルグリセロール代謝酵素ジアシルグリセロールキナーゼδ(DGKδ)
がβ細胞の核に局在し、β細胞増殖抑制分⼦として機能することを報告している。DGKζは、線維芽
細胞などで細胞周期を抑制性に制御していることや、ラットβ細胞の核に局在するといった報告がある
ことから、DGKδと類似しβ細胞周期を抑制性に制御する可能性が考えられるが、実際の機能は不明
である。そこで、DGKζのβ細胞における発現および機能について明らかにすることを目的とした。
【⽅法】マウスβ細胞株であるMIN6細胞、ラットβ細胞株であるINS-1細胞を⽤い、DGKζ発現をウ
エスタンブロット法により確認した。また、GFP-DGKζWTおよび核局在シグナルドメイン⽋損変異
体（GFP-ΔNLS）を過剰発現させ、蛍光顕微鏡で局在を解析した。さらに細胞質および核画分に分画
し、ウエスタンブロット法によって局在解析を⾏なった。また、インスリン分泌はバッチインキュベー
ション法にて、細胞周期はフローサイトメトリー法にて解析を⾏なった。
【結果および考察】マウス由来MIN6細胞ではDGKζのタンパク質レベルでの発現は認められなかっ
た⼀⽅、ラット由来INS-1細胞では発現していた。GFP-DGKζWTをINS-1細胞に過剰発現した結果、
⼀部の細胞でDGKζの核局在が認められ、ΔNLSでは核局在は消失した。INS-1細胞を細胞質、核画
分へと分画したところ、内在性DGKζは主に細胞質画分にのみ発現が確認された。また、INS-1細胞
のDGKζをノックダウンしたところ、インスリン分泌は有意に増加した⼀⽅で、細胞周期には変化が
認められなかった。これらの結果より、β細胞におけるDGKζの発現には種差があること、INS-1細
胞においてDGKζは主に細胞質に発現していることが明らかとなった。さらに細胞質に発現する
DGKζは細胞周期には影響を及ぼさずインスリン分泌を抑制性に制御することが⽰唆された。ラット
膵や他の多くの細胞ではDGKζは核に局在し、刺激により細胞質へと移⾏することが⽰されている。
本研究でもDGKζWT過剰発現細胞では、核局在が認められ、ΔNLSでその局在が変化したことか
ら、INS-1細胞においてDGKζの核局在には核局在シグナルが必要であり、核への移⾏を妨げる何等か
の制御が存在している可能性が⽰された。



P-07
5-アミノレブリン酸慢性飲水投与マウスを用いた抗疲労効果の検証

〇岡野 功太郎1、山田 大輔1、隈本 瑛子1、大森 千夏1、吉澤 一巳2、斎藤 顕宜1

1東京理科大・薬・薬理、2東京理科大・薬・疾患薬理

5-aminolevulinic acid（ALA）は、ミトコンドリア内でグリシンとスクシニルCoAより合成さ
れるヘムの前駆物質であり、ミトコンドリア活性化に関与している。すなわち、ALAを投与すること
によりミトコンドリアの活性化がおこり、細胞内でのATP産⽣が増加すると考えられている。⼀⽅
で、脳内のミトコンドリア活性の低下は疲労感と関係することが指摘されている。そこで本研究では、
中枢性の慢性疲労におけるALAの抗疲労効果並びにその作⽤機序について明らかにするため、慢性疲
労モデル動物の確⽴とその中枢神経系の変化について検討を⾏った。

実験には雌性C57BL/6Nマウス（6週齢）を⽤いた。1.2 mg/mLに調製したALA hydrochloride
（ALA飲⽔群）⼜はPBS（溶媒飲⽔群）をそれぞれ給⽔瓶に⼊れ、マウス搬⼊翌⽇から8週間にわたっ
て⾃由飲⽔させることで投与した。中枢性慢性疲労モデルは、4⽇間の⽔浸 (23±1℃) 飼育（疲労群）
⼜は⾦網飼育（非疲労群）を実施することで作製した。また、疲労の程度はtreadmill figure testにおけ
る⾛⾏距離を指標に評価した。試験終了後、直ちに脳を摘出し、サンプル調製後、HPLCにより脳内局
所におけるノルアドレナリン（NA）含量を定量した。

⽔浸飼育した疲労群マウスでは、非疲労群と⽐較してtreadmill figure testにおける⾛⾏
距離が有意に減少した。この結果から、浸⽔ストレスによる疲労モデル動物の作製に成功したと考え
た。また、疲労群で認められた有意な⾛⾏距離の低下は、ALA飲⽔により有意に回復した。⼀⽅、非
疲労群においては、ALA飲⽔による影響は認められなかった。これらの結果より、中枢性慢性疲労モ
デルにおいて、ALAが改善効果を⽰すことが⽰唆された。さらに、内側前頭前野のNA含量は、疲労群
において有意に減少していた⼀⽅で、ALAを飲⽔した疲労群ではこれらの変化は認められなかった。
以上の結果から、ALAによる抗疲労効果には、内側前頭前野のNA神経が関与していることが⽰唆され
た。



P-08
テアフラビンにより口腔内歯周病原因細菌Prevotella inter-mediaの増加は抑制される

〇鳴田 竜也1、刀坂 泰史1,2,3、船本 雅文1,2、Nurmila Sari1、清水 果奈1,2、清水 聡史1、宮崎 雄輔1,2,3、

砂川 陽一1,2,3、長谷川 浩二2、森本 達也1,2,3

1静岡県立大・薬・分子病態学講座、2国立病院機構京都医療センター・臨床研究センター・展開医療研究部、3

静岡県立総合病院・臨床研究部

【目的】⻭周病は⻭周病原因菌の感染によって引き起こされる炎症性疾患であり、予防の重要性が⽰唆
されている。⼝腔内に存在する病原性細菌の増殖抑制が⻭周病予防に重要であり、有効な機能性⾷品の
開発研究が進んでいる。テアフラビンは紅茶などに含まれる抗酸化性のポリフェノールであり、in
vitroの研究結果では⻭周病原因菌の増殖を抑制する効果が報告されている。本研究の目的は、テアフ
ラビンのヒト⼝腔内における⻭周病原因菌に対する効果を検討することである (UMIN000020049)。
【⽅法】本試験は静岡県⽴⼤学および柳澤デンタルクリニックの倫理委員会の承認を得て実施した。試
験のデザインはランダム化、⼆重盲検、介⼊試験である。⻭周病をもたない健常者を対象とし、書⾯に
よる同意を取得した。テアフラビンまたはプラセボを、朝と就寝前の1⽇2回6週間摂取した (16
mg/day)。摂取前、3週間後、6週間後の唾液を採取し、細菌DNAを抽出し、リアルタイムPCR法によ
り⻭周病原因菌であるPorphyromonas gingivalis、Fusobacterium nucleatum、Prevotella intermediaの
細菌量を測定した。
【結果】被験者56名を、ランダムに2群に割り付けた。被験者背景はプラセボ群とテアフラビン摂取群
の間で有意な差は認めなかった。テアフラビンを6週間摂取することにより、P. gingi-valis、F.
nucleatumの菌数および摂取前と摂取後の変化率に差は認められなかったが、P. interme-diaの変化率は
プラセボ群と⽐較して、テアフラビン摂取群で有意に減少した。また⼝腔内検査、唾液量、唾液pH測
定の結果、テアフラビン摂取による変化はなく、有害事象は認められなかった。
【結論】以上の結果から、テアフラビンは⻭周病に関連する⼝腔内細菌を改善することが⽰唆された。
今後作⽤メカニズムを明らかにすることで、安全性の確認されたテアフラビンが⻭周病予防に貢献でき
ると考える。



P-09
ショウガ抽出物であるCompound Aは圧負荷による心肥大や心臓線維化を抑制した

〇川瀬 裕斗1、清水 果奈1,2、船本 雅史1,2、砂川 陽一1,2,3、刀坂 泰史1,2,3、清水 聡史1,2、長谷川 浩二1,2、

森本 達也1,2,3

1静岡県立大・薬・分子病態学分野、2京都医セ、3静岡県総病院

【目的】⾼⾎圧や⼼筋梗塞などのストレスがかかると、⼼臓は⼼筋細胞肥⼤や間質の線維化にて対応す
る。しかしストレスが持続するとこの代償機構が破綻し、⼼不全へと⾄る。そのため⼼筋細胞の肥⼤と
⼼臓の線維化の両者に対して抑制効果を有する化合物は、効果的な⼼不全の予防薬となると考えられ
る。そこで我々は、培養⼼筋細胞や培養⼼臓線維芽細胞でのスクリーニングにより、天然物ショウガの
抽出物であるCompound Aを同定した。本研究では、Compound Aによる⼼筋細胞肥⼤や⼼臓線維化の
抑制効果と⼼不全改善効果について検討を⾏った。
【⽅法】ラット初代培養⼼筋細胞及び⼼臓線維芽細胞において、フェニレフリン（PE）⼜は
Transforming growth factor-beta（TGF-β）刺激により誘導される⼼筋細胞肥⼤及び⼼臓線維化に対す
るCompound Aの効果を検討した。次にC57BL/6Jマウスに⼼不全モデル作成術である⼤動脈縮窄術
（TAC）を⾏った。⼿術翌⽇、TACマウスを溶媒（0.5％ CMC-Na）、0.2⼜は1 mg/kg のCompound
Aの3群に振り分け、8週間の連続経⼝投与を⾏い、⼼臓超⾳波検査、⼼体重⽐の測定、組織学的解析、
及びqPCRにて肥⼤反応遺伝⼦のmRNA量を検討した。
【結果】1 µM のCompound Aは、⼼筋細胞においてPE誘導性の⼼筋細胞肥⼤及び肥⼤反応遺伝⼦の
mRNA量の増加を有意に抑制した。また⼼臓線維化において、1 µM のCompound AはTGF-β誘導性
のL-proline取り込み量及びα-smooth muscle actinのmRNA量の増加を有意に抑制した。さらに0.2、1
mg/kg のCompound AはTACによる左室後壁の肥厚や左室内径短縮率の低下及び、⼼体重⽐や個々の
⼼筋細胞の⾯積、⾎管周囲の線維化、肥⼤反応遺伝⼦及び線維化関連遺伝⼦のmRNA量の増加を有意
に抑制した。
【考察】Compound Aが において⼼筋細胞肥⼤や⼼臓線維化を抑制した。また、 におい
て、Compound Aは圧負荷による⼼不全の進展を抑制した。以上よりCompound Aが新規⼼不全予防薬
となる可能性が⽰唆された。



P-10
アルギニンメチル化酵素PRMT5はヒストンメチル化を介して、心臓線維芽細胞の筋線

維芽細胞への分化を制御する

〇茂木 飛佑馬1、刀坂 泰史1,2,3、曾布川 実里1、村田 謄行1、船本 雅文1,2、Nuemila Sari1、清水 果奈1,2、

清水 聡史1、砂川 陽一1,2,3、長谷川 浩二1,2、森本 達也1,2,3

1静岡県立大・薬・分子病態学分野、2NHO京都医セ、3静岡県総病院

【目的】慢性⼼不全の発症と進展には⼼臓線維化が関与しており、線維化を標的とする創薬研究が期待
されている。病態時において、線維芽細胞が筋線維芽細胞へ分化し、過剰なコラーゲン分泌などの線維
化反応を誘導する。当研究室ではType IIのアルギニンメチル化酵素であるPRMT5が線維化のキーとな
る転写因⼦Smad3と結合することを報告している。そこで本研究では、Transforming Growth Factor-
β (TGF-β) によって誘導される筋線維芽細胞への分化における、PRMT5の機能性と阻害剤の薬理効
果を明らかにすることを目的とした。
【⽅法・結果】PRMT5阻害剤EPZ015666およびsiRNAを⽤いたノックダウンを⾏い、筋線維芽細胞
マーカーであるalpha smooth muscle actin (αSMA) の発現量をウエスタンブロットおよびqRT-PCR法
にて検討した。その結果、EPZ015666およびノックダウンにより、TGF-βによって誘導されたαSMA
の発現亢進を抑制した。次に、クロマチン免疫沈降法 (ChIP assay) にて、新⽣児ラット初代培養⼼臓
線維芽細胞におけるPRMT5のDNA上へのリクルートを検討したところ、TGFβ刺激により線維化関
連遺伝⼦ (αSMA, Col1A1) プロモーター部位へのリクルートが増加した。さらにこのPRMT5のリク
ルートはSmad3のノックダウンにより抑制された。PRMT5はヒストンH3R2対称的ジメチル化を介し
て、転写を促進することが報告されている。そこで同様にTGF-βで刺激し、ChIP assayによりヒスト
ンH3R2対称的ジメチル化の変動を検討した結果、Col1A1およびαSMAのプロモーター部位において
ヒストンH3R2の対称的ジメチル化が増加していた。このH3R2の対称的ジメチル化はEPZ015666およ
びPRMT5ノックダウンにより抑制された。
【考察】以上の結果から、PRMT5は線維化関連遺伝⼦プロモーター上のヒストンメチル化反応を介し
て、線維化関連遺伝⼦の転写を促進することが⽰唆され、この転写反応は阻害剤により抑制された。今
後PRMT5を標的とした分⼦標的薬が、線維化を制御する新たな作⽤機序を有する、⼼不全治療薬の開
発につながることが期待される。



P-11
p300のHAT活性阻害作用を有するツルアラメ抽出物は心不全モデルラットの心不全進

展抑制作用を示した

〇片桐 宇大1、前川 健也1、船本 雅文1,2、砂川 陽一1,2,3、刀坂 泰史1,2,3、清水 果奈1,2、清水 聡史1,2、

長谷川 浩二1,2、森本 達也1,2,3

1静岡県立大・薬・分子病態、2国立病院機構 京都医療セ 臨床研究セ・展開医療研、3静岡県立総合病院 ・臨床

研

【目的】⼼筋梗塞や⾼⾎圧などのストレスが⼼臓に加わると、⼼臓は代償的に肥⼤するが、これは限度
のある代償機構であるため、最終的には破綻し⼼機能の低下した⼼不全へと⾄る。この過程で、個々の
⼼筋細胞の肥⼤が観察されることから、⼼筋細胞肥⼤を抑制することは⼼不全の予防・治療のターゲッ
トになると考えられる。そこで、⼼筋細胞肥⼤を指標に天然抽出物ライブラリーからスクリーニングを
⾏い、褐藻類であるツルアラメ抽出物 (  okamura extract: ESE) に着目した。本研究
では、ESEが⼼筋細胞肥⼤反応抑制作⽤および⼼不全モデルラットにおける⼼不全進展抑制作⽤をもつ
かどうか検討した。
【⽅法・結果】1-3⽇齢ラットの⼼臓から初代培養⼼筋細胞を播種し、24時間後にESEで処理した。処
理2時間後にフェニレフリン (PE) 刺激を⾏うことで⼼筋細胞肥⼤を誘導した。刺激48時間後にα-
actinin抗体による蛍光免疫染⾊を⾏い、細胞⾯積を測定した。さらに定量的逆転写PCR 法により肥⼤
反応遺伝⼦であるatrial natriuretic factor (ANF) , brain natriuretic peptide (BNP) のmRNA量の測定を
⾏った。また、ヒストンの回収を⾏い、ヒストンH3K9のアセチル化をWBにて評価した。最後に

 HAT Assayにより、ESEが直接p300のヒストンアセチル化酵素活性 (HAT) を抑制しているか検討
を⾏った。PE刺激により増加した⼼筋細胞⾯積、ANF, BNPのmRNA量、H3K9のアセチル化をESE
(1000 µg/mL) は濃度依存的に抑制した。  HAT AssayによりESEはp300のHAT活性を直接抑制
し、IC50は505 µg/mLであった。次に での効果を検討するために、SDラットに左前下⾏枝⾎管を
結紮する⼼筋梗塞 (MI) ⼿術を⾏い、術後1週間後に左室内径短縮率 (FS) が40%以下のラットをランダ
ムに群分けし、Vehicle、ESE (0.3 g/kg) 、ESE (1 g/kg) を8週間連⽇経⼝投与した。術後9週間におい
て、ESE投与群ではMI⼿術により低下したFSや肥厚した左室後壁厚を有意に改善した。また、MIによ
り増加した個々の⼼筋細胞の肥⼤や⾎管周囲の線維化、⼼肥⼤反応遺伝⼦および線維化遺伝⼦の転写活
性、ヒストンH3K9のアセチル化はESE投与により有意に抑制された。
【考察】本研究により、ESEは核内に存在するp300によるヒストンH3K9のアセチル化を抑制すること
で、⼼筋細胞の肥⼤を抑制し、⼼筋梗塞後の⼼機能の低下を抑制することが⽰唆された。今後、詳細な
検討を進めていくことでESEを⽤いた新規⼼不全治療薬の開発が期待される。



P-12
クルクミン類似体GO-Y022はクルクミンよりも低濃度で心筋細胞肥大を抑制した

〇平子 裕太1、清水 果奈1,2、船本 雅文1,2、川瀬 裕斗1、WU HANHAO1、砂川 陽一1,2,3、刀坂 泰史1,2,3、

清水 聡史1,2、柴田 浩行4、長谷川 浩二1,2、森本 達也1,2,3

1静岡県立大・薬・分子病態学分野、2国立病院機構京都医療センター 臨床研究センター、3静岡県立総合病

院・臨床研究センター、4秋田大・医学系研究科臨床腫瘍学講座

【目的】⼼筋細胞核内に存在するp300のヒストンアセチル化酵素（HAT）活性は⼼筋細胞肥⼤や⼼不
全の進展において、重要な役割を担っている。我々は、天然抽出物クルクミンがp300-HAT活性を特異
的に阻害することで、⼼筋細胞肥⼤や⼼不全の進展を抑制することを⾒出した。しかしクルクミンは吸
収効率が極めて悪く、バイオアベイラビリティーが低いという⽋点を有している。これを改善するた
め、より低⽤量で⼼不全抑制効果を⽰す誘導体・類似体が求められる。クルクミンのジケトン構造がモ
ノケトン構造に変換された合成類似体であるGO-Y022は、クルクミンよりも⾼い抗腫瘍活性を有して
いる。さらに、GO-Y022はクルクミンの熱変性体としてカレーに含まれていることから、安全性が⾼
いと考えられ、臨床応⽤が期待されている。しかしながら、GO-Y022の⼼筋細胞肥⼤に対する効果に
ついては明らかとなっていない。そこで本研究ではGO-Y022のp300-HAT活性阻害作⽤や⼼筋細胞肥⼤
抑制効果についてクルクミンとの⽐較検討を⾏った。
【⽅法】GO-Y022のp300-HAT阻害作⽤を検討するために、⼤腸菌より作成したリコンビナントp300-
HATドメインを⽤いて  p300-HAT アッセイを⾏った。次に、GO-Y022の⼼筋細胞肥⼤抑制効果
を検討するために、ラット初代培養⼼筋細胞に0.3, 1 µMのGO-Y022及び10 µMのクルクミンを処理
し、肥⼤を誘導するフェニレフリン (PE) 刺激を⾏った。培養48時間後、抗β-MHC抗体による免疫染
⾊及び細胞⾯積測定により⼼筋細胞肥⼤並びに定量的RT-PCR法にて⼼肥⼤マーカーのANFやBNPの
mRNA量を評価した。
【結果】  p300-HATアッセイの結果、GO-Y022はp300-HAT阻害作⽤を有していた。その阻害
効果はクルクミンと同程度であった。⼀⽅で、初代培養⼼筋細胞において、蛍光免疫染⾊の結果、PE
による⼼筋細胞肥⼤をGO-Y022はクルクミンの10分の1の濃度である1 µMで抑制した。同様に、定量
的PCRの結果、PE刺激によって増加するANFやBNPのmRNA量を1 µMのGO-Y022はPEによる⼼筋細
胞肥⼤を10 µMのクルクミンと同程度に抑制した。
【考察】GO-Y022はクルクミンと同程度のp300-HAT活性阻害作⽤を有している⼀⽅で、クルクミンよ
りも低濃度で⼼筋細胞肥⼤を抑制した。今後、GO-Y022を⽤いた⼼不全モデルを⽤いた動物実験を⾏
うことで、GO-Y022がクルクミンよりも効果的な新規⼼不全治療薬となることが期待される。



P-13
転写因子GATA4のホモ二量体形成阻害は心筋細胞肥大を抑制した

〇塚部 凌輔1、清水 聡史1,3、砂川 陽一1,3、船本 雅文1,3、清水 果奈1,3、刀坂 泰史1,2,3、長谷川 浩二1,3、

森本 達也1,2,3

1静岡県立大・薬・分子病態学分野、2京都医療セ、3静岡県総病院

【目的】⼼筋細胞の核内伝達経路であるp300/GATA4経路は⼼不全の発症・進展に重要な役割を果た
すことを知られている。しかしながら転写因⼦GATA4による転写活性制御の詳細なメカニズムは未だ
不明である。そこで本研究の目的は、GATA4が⼆量体形成をすることで転写活性に関与するのか、さ
らにはその⼆量体を阻害することで肥⼤反応が抑制されるのかを検討することである。
【⽅法・結果】HEK293T細胞に免疫沈降-ウェスタンブロッティング (IP-WB) 法やPull-down法により
GATA4が⼆量体を形成すること、308-326番目のアミノ酸配列のいずれかがアセチル化部位を含んで
おりそのアセチル化が⼆量体形成に必要であることが⽰された。GATA4とp300を共発現すると、
GATA4のアセチル化が上昇し、⼆量体形成も増加した。次に、GATA4の⼆量体形成部位を含む⼈⼯タ
ンパク質 (GATA4 dimerization region protein, GDP) 発現ベクターを作成し、過剰発現したところ
GATA4の⼆量体形成を阻害した。またレポーターアッセイによりp300/GATA4過剰発現による肥⼤反
応遺伝⼦である⼼房性ナトリウム利尿ペプチドやエンドセリン-1のプロモーター活性の亢進をGDPは
抑制した。しかしながら、GDPはGATA4とp300の結合やGATA4のアセチル化量に影響を与えなかっ
た。またクロマチン免疫沈降法やDNA Pulldown法を⾏ったところGDPは、GATA4のDNAプロモー
ター上へのリクルートに影響を与えなかった。初代培養⼼筋細胞を⽤いて、蛍光免疫染⾊で細胞⾯積を
測定したところ、GDPはフェニレフリン (PE) 刺激による⼼筋細胞肥⼤を抑制した。さらに、レポー
ターアッセイを⾏ったところGDPの過剰発現はPE刺激による肥⼤反応遺伝⼦のプロモーター活性を抑
制した。
【考察】GATA4はp300によりアセチル化を受けることで⼆量体形成し、転写活性を上昇させ、⼼筋細
胞肥⼤を引き起こすことが明らかとなった。さらに、⼆量体形成阻害によりGATA4の転写活性化、⼼
筋細胞肥⼤が抑制されたことから、GATA4の⼆量体形成阻害が新規⼼不全治療の標的となる可能性が
⽰された。今後GATA4の⼆量体化形成を阻害する化合物を探索することで、新規⼼不全治療薬の開発
に繋がると考えられる。



P-14
新規p300結合タンパク質p300 binding protein1 (BP1) は心筋細胞肥大に関与する

〇石間 彩花1、砂川 陽一1,2,3、松下 優作1、海野 瑞紀1、船本 雅文1,2、清水 果奈1,2、清水 聡史1,2、刀坂 泰史1,2,3、

長谷川 浩二1,2、森本 達也1,2,3

1静岡県立大・薬・分子病態学分野、2NHO京医セ、3静県総

【目的】⼼不全は⽣命予後が極めて不良な疾患であり、発症の過程において個々の⼼筋細胞が肥⼤して
いることから、⼼筋細胞肥⼤を抑制することが、⼼不全の予防・治療に繋がると期待されている。当研
究室の過去の検討において、核内転写コアクチベーターであるp300のヒストンアセチル化酵素 (HAT)
活性が⼼筋細胞肥⼤や⼼不全の進展に重要な役割を果たしていることを報告していることから、p300-
HAT 活性は新たな⼼不全の治療標的となると考えられる。本研究では⼼不全発症に関与するp300結合
タンパク質を同定し、p300/GATA4経路との関連を調べ、⼼筋細胞肥⼤に対する役割を解明すること
を目的とした。
【⽅法・結果】⼼臓特異的FLAGタグ付p300過剰発現マウスの⼼臓からDignam法によりタンパク質を
抽出後、抗FLAG抗体アフィニティー担体にて免疫沈降により、p300複合体 (BPs) を精製し、LC-
MS/MS解析にて195のBPsを同定した。その中の1つであるリジンメチル化酵素 (BP1) に着目した。Sf
-9にて作成されたリコンビナント全⻑p300及びBP1を⽤いたプルダウンアッセイの結果、BP1はp300
と直接結合していた。初代培養⼼筋細胞でBP1をsiRNA法によりノックダウン (KD) させ、フェニレフ
リン (PE) にて刺激を⾏った。また、レンチウイルスによりBP1を過剰発現させた。48時間培養後、
α-actinin陽性⼼筋細胞⾯積測定並びに⼼肥⼤マーカーであるANF及びBNPのmRNA量の測定を⾏っ
た。その結果、BP1のKDによりPEによる⼼筋細胞⾯積やANFとBNPのmRNA量の増加は有意に抑制
された。BP1の過剰発現は、⼼筋細胞⾯積、ANFやBNPのmRNA量を有意に増加させた。最後に、
ANF-lucとBNP-luc、及びp300、GATA4、BP1をHEK293T細胞にトランスフェクションし、レポー
ターアッセイによりプロモーター活性を測定したところ、p300/GATA4共発現により上昇したANFや
BNPのプロモーター活性はBP1によりさらに亢進した。
【結論】BP1はp300/GATA4経路を介して⼼筋細胞肥⼤反応を誘導していることが⽰唆された。今後、
BP1とp300との関連、⼼筋細胞肥⼤への作⽤を詳細に解析することで、⼼筋細胞肥⼤時の転写調節機
構の解明並びに核内シグナル経路を標的とした新規⼼不全治療薬の開発に繋がること期待される。



P-15
心筋細胞の肥大反応を指標とハイスループットスクリーニングによる新規心不全治療

候補薬の探索

〇清水 聡史1,3、山田 美帆1、片桐 宇大1、砂川 陽一1,3,4、船本 雅文1,3、清水 果奈1,3、茂木 光1、Nurmila Sari1、

刀坂 泰史1,3,4、小郷 尚久2、浅井 章良2、長谷川 浩二1,3、森本 達也1,3,4

1静岡県立大・院薬・分子病態、2静岡県立大・院薬・創薬探索セ、3NHO京都医療セ・臨床研究セ・展開医療研究

部、4静岡県立総合病院・臨床研究部

⾼⾎圧や⼼筋梗塞といった全ての⼼疾患の最終像は⼼不全であり、非常に予後の悪い病態とし
て知られている。そのため⼼不全の予防・治療法を確⽴することは非常に重要である。⼼臓に負荷がか
かると収縮不全となるが、この間個々の⼼筋細胞は肥⼤することから、⼼筋細胞肥⼤は治療ターゲット
となることが⽰唆されている。そこで本研究では、⼼筋細胞肥⼤を指標に化合物ライブラリーからハイ
スループットスクリーニングを⾏うことで、⼼不全の抑制効果のある新規⼼不全治療薬の候補の探索を
⾏った。

初めにスクリーニング系の妥当性を評価するために新⽣仔ラット初代培養⼼筋細胞を
48wellプレートに播種し、⼼筋細胞肥⼤を抑制することの分かっているCurcumin並びにα1 アドレナリ
ンアンタゴニストであるPrazosinで処理した。2時間後、細胞をフェニレフリン (PE) で48時間刺激
し、抗α-actinin抗体にて⼼筋細胞の染⾊を⾏った。その後、ArrayScanTM System (Thermo Scientific,
USA) を⽤い、蛍光イメージングを⾏い、隣接していない単核のα-actinin陽性⼼筋細胞の細胞⾯積を
測定した。その結果、Curcumin、Prazosin共に有意な抑制効果がみられ、本スクリーニングが妥当で
あると⽰唆された。次に、既知活性物質や承認医薬品を集めたオリジナル化合物ライブラリーを⽤い
て、スクリーニングを同様の⽅法で⾏った。化合物は全て最終濃度が1μMになるように処理した。
ヒット化合物の絞り込みは、⼼筋細胞肥⼤抑制率で定め、PE処理無しに⽐べPE処理で増加した⾯積を
100%とし、⼼筋細胞肥⼤抑制率が >50％, <150%の範囲をヒット化合物として抽出した。合計269個を
スクリーニングし、⼼不全に対する効果が知られている化合物を除くと、⼼筋細胞肥⼤反応を抑制する
化合物が21個同定された。最後に濃度依存的な⼼筋細胞肥⼤反応の抑制と、肥⼤反応遺伝⼦である
ANF, BNPの転写抑制を指標にさらに化合物を絞り込んだところ、9個の化合物が同定された。

以上の結果より、初代培養⼼筋細胞肥⼤を指標としたスクリーニングによって⼼不全治療薬の
新規候補化合物を9個同定できた。今後、動物実験で⼼不全改善効果の検討を⾏うことで、⼼不全治療
薬の開発につながることが期待される。



P-16
クルクミン誘導体PyrazoCurcuminはCdk9を阻害することで心筋細胞肥大を抑制した

〇上原 渉1、船本 雅文1,2、砂川 陽一1,2,3、源平 麻衣1、清水 果奈1,2、刀坂 泰史1,2,3、Juan A Collado4、

Eduardo Muñoz4、長谷川 浩二1,2、森本 達也1,2,3

1静岡県立大・薬・分子病態学分野、2NHO 京都医療センター・展開医療研究部、3静岡県立総合病院・臨床研究

部、4レイナソフィア大学病院

【目的】我々はヒストンアセチル化酵素p300が⼼不全の発症・進展に重要な役割を持つこと、天然物
クルクミン (Cur) はp300のHAT活性を抑制し、⼼不全の進展を改善することを⾒出した。Curのα, β
不飽和βジケトン鎖をピラゾール環に置換したPyrazoCurcumin (PyrC)、加えてベンゼン環の 5位にプ
レニル基を付与したPrenylated pyrazol Curcumin (PPC) が炎症サイトカインに対しCurよりも特異的
かつ強⼒な抑制効果を⽰したが、p300のHAT活性に対する効果は検討されていない。そこで本研究で
は、これらがCurよりも強⼒に⼼筋細胞肥⼤を抑制するかどうかについて⽐較検討した。
【⽅法&結果】培養⼼筋細胞を⽤いた実験で、PyrC はCurよりも1/3倍の低濃度で有意にフェニレフリ
ン（PE）による⼼筋細胞肥⼤を抑制したが、PPCはCurと同濃度で⼼筋細胞肥⼤を抑制しなかった。
またPyrCはqRT-PCRで同様にPEによる肥⼤反応因⼦であるANFとBNPの増加を抑制した。次に、

HATアッセイの結果、PyrC は直接的なp300-HAT活性阻害作⽤を⽰さなかった。そこで、⼼筋細
胞を⽤いてp300の活性を制御しているAkt、ERK1/2、p38及びCdk9に対するCur、PyrCの効果を検討
したところ、いずれもAkt、ERK1/2、p38のリン酸化には影響を与えなかったが、PyrCはCurより低濃
度でPEによるCdk9のターゲットであるRNAポリメラーゼIIの C末端ドメインのセリン2のリン酸化を
抑制した。免疫沈降法及びGST-pull downアッセイの結果、PyrCはCurよりも1/10倍の低濃度で
Cdk9/CyclinT1結合阻害作⽤を⽰した。さらに、免疫沈降法によりp300のリン酸化を検討した結果、
PyrCはCurよりも1/3倍の低濃度でp300のリン酸化を抑制した。
【考察】本研究によりPyrCはCdk9/CyclinT1の形成を阻害することで、間接的にp300-HAT活性及び⼼
筋細胞肥⼤反応を抑制していることが⽰唆された。今後、PyrC を⽤いた動物実験を⾏うことで、Cur
よりも強⼒な⼼不全治療の開発に繋がることが期待される。



P-17
紫菊花抽出物はドキソルビシン誘発性心毒性を抑制した

〇小野 雅也1、望月 沙穂1、槌谷 佳那子1、砂川 陽一1,2,3、船本 雅文1,2、清水 果奈1,2、清水 聡史1,2、

刀坂 泰史1,2,3、長谷川 浩二1,2、森本 達也1,2,3

1静岡県立大・薬・分子病態学教室、2NHO京都医療セ・臨床研究セ・展開医療研究部、3静岡県立総合病院・臨

床研究部

【目的】アントラサイクリン系の抗がん剤であるDoxorubicin (DOX) は、乳がん、消化器がん、骨⾁
腫など幅広い悪性腫瘍に適応があるが、⼼筋細胞のアポトーシスを引き起こすことによって不可逆的な
⼼毒性をもたらすが報告されており、悪性新⽣物患者の⽣命予後やQOLを低下させる要因となってい
る。当研究室が保有している天然物ライブラリー⽤いてスクリーニングを⾏い、紫菊花抽出物

 (CME)に着目した。近年、CME が抗酸化作⽤や抗炎症作⽤など
様々な⽣理活性を有しているが、DOX誘発性⼼毒性への効果は不明である。そこで本研究では、DOX
の⼼毒性に対するCMEの効果を検討することを目的とした。
【⽅法・結果】ラット⼼臓由来H9C2細胞にCME 0.3, 1 mg/mLで処理し、2時間後にDOX 1 µMを加え
ることで細胞傷害を誘導した。培養24時間後にWST assayを⾏うことで細胞⽣存率を評価した結果、
DOX刺激により細胞⽣存率は29%まで低下したが、CME 1 mg/mLによる前処理は細胞⽣存率を75%
まで有意に改善した。⼀⽅、ヒト乳がん細胞であるMDA-MB-231細胞に対して同様にCMEによる処理
とDOX刺激を⾏った結果、DOX刺激により減少した腫瘍細胞の⽣存率にCMEは影響を及ぼさなかっ
た。またウエスタンブロットによって、DOXにより増加したアポトーシス関連タンパクであるp53, リ
ン酸化p53, cleaved caspas-9, cleaved caspase-3の発現量は、CME処理により有意に抑制された。次に

で検討を⾏うため、8週齢のC57BL/6J雄性マウスにVehicle及びDOX 20 mg/kgを単回腹腔内投与
することで⼼不全モデルマウスを作成した。これらのマウスをVehicle群、DOX群、DOX + CME 400
mg/kg/day群の3群に割り付け、DOX投与の2⽇前から15⽇間、CME 400 mg/kg/day の連⽇経⼝投与を
⾏った。⽣存率を検討したところ、CMEはDOXによる⽣存率の低下を有意に改善した。またDOX投与
後7⽇目に⼼臓超⾳波検査を⾏ったところ、DOXによって減少した左室内径短縮率、左室駆出率を
CMEは有意に改善した (  <0.01)。 その後、単離した⼼臓から薄切切⽚を作成しTUNEL染⾊を⾏った
ところ、DOXにより増加したTUNEL陽性細胞をCMEは有意に減少させた。
【考察】本研究より、CMEがDOXの抗腫瘍活性を阻害することなくCMEがDOX誘導性の細胞傷害及
び⼼機能低下を抑制することが⽰された。今後CMEのDOX誘導性⼼毒性抑制作⽤についてより詳細な
メカニズムの検討を⾏うことで、⼼不全の新規治療薬の開発につながることが期待される。



P-18
心筋細胞肥大および心不全の進展をBRG-1阻害剤であるPFI-3は抑制した

〇山本 みずほ1、船本 雅文1,2、上原 涉1、砂川 陽一1,2,3、刀坂 泰史1,2,3、清水 果奈1,2、清水 聡史1、

長谷川 浩二1,2、森本 達也1,2,3

1静岡県立大・薬・分子病態学分野、2京都医セ・展開、3静県総病院

【目的】我々は、⼼肥⼤期から⼼不全期にかけてSWI/SNF複合体の主要な構成因⼦であるBRG1とヒ
ストンアセチル化酵素であるp300が協調的に働くことでヒストンの球状ドメインのアセチル化修飾部
位であるH3K122のアセチル化を亢進することを⽰した。しかしながら、BRG1の阻害により⼼筋細胞
肥⼤や⼼不全の進展が抑制されるかどうかは分かっていない。そこで本研究ではBRG1阻害剤である
PFI-3を⽤いて、フェニレフリン（PE）による⼼筋細胞肥⼤や圧負荷⼼不全に対してどのような効果を
与えるか検討した。
【⽅法】ラット初代培養⼼筋細胞にPFI-3を処理し、2時間後にPEにて48時間刺激した。⼼筋細胞を免
疫染⾊後、⾯積測定により⼼筋細胞肥⼤、qRT-PCR法により⼼肥⼤反応遺伝⼦ANF、BNPのmRNAレ
ベル、ウエスタンブロット（WB）法によりヒストンのアセチル化について解析した。続いて⼼不全モ
デル動物におけるPFI-3 の効果を検討するため、transverse aortic coarctation (TAC) ⼿術を施したマウ
スを2群に分け、⼿術の翌⽇から、VehicleあるいはPFI-3 (10 mg/kg) を浸透圧ポンプにより8週間投与
した。投与終了後に⼼機能評価のため⼼臓超⾳波検査を⾏い、⼼体重⽐や⼼脛骨⻑⽐の測定を⾏った。
【結果】⼼筋細胞⾯積測定を⾏った結果、PE刺激による⼼筋細胞の肥⼤はPFI-3の10 μMで有意に抑
制された。また、qRT-PCR法を⾏った結果、PFI-3は10 µMでPE刺激によるANF、BNPのmRNA量の
増加を有意に抑制した。次にWB法を⾏った結果、PE刺激によって亢進したヒストンのテールドメイン
のH3K9やH3K122のアセチル化はPFI-3により抑制された。最後にTAC⼿術を施したマウスにPFI-3を
投与し、⼼臓超⾳波検査を⾏った結果、PFI-3はTACによる左室後壁厚および左室内径短縮率の低下を
改善した。さらにPFI-3はTACによる⼼体重⽐および⼼脛骨⻑⽐の増加を改善した。
【考察】BRG1の阻害により⼼筋細胞肥⼤および⼼不全の進展が抑制されることが⽰唆された。



P-19
柑橘果皮成分であるノビレチンはドキソルビシンによる心筋細胞障害を抑制した

〇岩清水 苑夏1、望月 沙穂1、槌谷 佳那子1、小野 雅也1、砂川 陽一1,2,3、船本 雅文1,2、Nurmila Sari1、

清水 果奈1,2、清水 聡史1、刀坂 泰史1,2,3、長谷川 浩二1,2、森本 達也1,2,3

1静岡県大・薬、2NHO京都医セ、3静岡県総病院

【目的】悪性新⽣物は⽇本における死亡原因第1位の疾患であるが、がん化学療法や放射線療法が目覚
ましい進歩を遂げ、悪性新⽣物の予後は向上している。しかし、抗がん剤の中には循環器系の副作⽤を
有し、悪性新⽣物患者の⽣命予後やQOLを低下させる要因となるものがある。中でもアントラサイク
リン系の抗がん剤であるDoxorubicin (DOX) は⼼筋毒性を⽰す薬物として広く知られている。当研究
室ではポリメトキシフラボノイドであるNobiletin (NOB) が⼼不全に対して⼼保護作⽤があることを⾒
出した。本研究では、NOBがDOXによる⼼筋障害に対して保護効果を⽰すのか検討した。
【⽅法】ラット⼼臓由来H9C2細胞をNOBで2時間処理後、DOX (1 μM) で24時間培養した。MTT
assayを⾏うことで、細胞死抑制効果を検討した。さらに、DOXを添加して後12時間培養し、cleaved-
caspase3及び9の発現量をウェスタンブロッティング法 (WB) にて評価した。また、NOBについて

で検討するため、8週齢のC57BL/6JマウスにDOX (20 mg/kg) の腹腔内投与を⾏い、NOB (20
mg/kg/⽇) の連⽇経⼝投与を15⽇間⾏い、⽣存率を評価した。さらに、⼼機能評価のため投与後７⽇
目に、⼼臓超⾳波検査を⾏った。
【結果】MTT assayの結果、DOX群で32.9%まで低下した細胞⽣存率は、NOBにより70.4％まで有意
に改善した ( <0.01) 。WBの結果、DOX群でcleaved-caspase3及び9の発現量は増加したが、NOBで抑
制した。 での検討の結果、DOX投与より11⽇目で0％まで低下した⽣存率は、NOB群では50％
であった ( <0.05) 。DOX投与により左室内径短縮率は47.9%まで低下したが、NOB投与により58.2%
まで回復した ( <0.01) 。
【考察】本研究より、NOBはDOX投与による⼼筋細胞傷害を抑制し、⼼機能低下を改善することが⽰
された。今後、より詳細なメカニズムの検討を⾏うことで、DOX治療に伴う⼼毒性の新規予防法の開
発につながることが期待される。



P-20
乳癌患者データベースを用いた癌幹細胞の増殖制御因子の解析

〇平田 尚也、山田 茂、諫田 泰成

国衛研・薬理

【目的】乳癌は、癌幹細胞と呼ばれる幹細胞の性質を持った細胞が⾃⼰複製と分化を繰り返して形成さ
れる。癌幹細胞は薬剤に対する⾼い抵抗性を持っているため、癌の転移や再発に関与すると考えられ
る。したがって、癌を根治するためには、癌幹細胞を標的とした新たな治療法の開発が必要であり、癌
幹細胞の増殖機構の解明は標的分⼦の同定に重要である。近年、Rasなどのがん遺伝⼦によって癌の増
殖や進⾏に関わる分⼦の翻訳が選択的に亢進していることが報告され、癌における翻訳制御の重要性が
⽰唆される。我々は、これまでに癌幹細胞マーカーであるアルデヒド脱⽔素酵素（ALDH）を⽤いて
乳癌細胞株からALDH陽性細胞を単離し、RNA-seqにより遺伝⼦発現を解析した。その結果、翻訳制
御因⼦XがALDH陽性細胞に⾼発現しており、乳癌幹細胞の増殖を誘導することを⾒いだした。そこ
で、本研究では翻訳制御因⼦Xの臨床的意義について検討した。
【⽅法】乳癌患者のシークエンスデータはRNA-seqのデータベース (The National Center for
Biotechnology Information) から取得した。各遺伝⼦の発現量を遺伝⼦解析プログラムのTophatおよび
cufflinksを⽤いて算出した。乳癌患者の予後の解析は、癌患者のデータベース (The Cancer Genome
Atlas) から取得したデータを⽤いて⽣存曲線を作成し⽐較した。
【結果】まず、乳癌患者の癌組織と正常組織、前癌病変のシークエンスデータを解析した。その結果、
癌組織における翻訳制御因⼦Xの発現は正常組織および前癌病変よりも⾼いことが⽰唆された。次に乳
癌のサブタイプとの関連について検討した。悪性度の⾼いトリプルネガティブ型の乳癌患者で、翻訳制
御因⼦Xの発現が最も亢進していることが⽰唆された。さらに、カプラン・マイヤー法により⽣存曲線
を作成したところ、翻訳制御因⼦Xの発現量が⾼い患者は予後が不良であった。
【結論】以上の結果から、in vitroの結果で得られた乳癌幹細胞の増殖制御因⼦は臨床的にも重要であ
ることが⽰唆された。



P-21
血管平滑筋細胞におけるL型電位依存性カルシウムチャネルとストア作動性カルシウ

ムチャネルの関係性解明

〇冨田 拓郎、川岸 裕幸、中田 勉、山田 充彦

信州大

⾎管平滑筋において細胞外からのカルシウム（Ca）流⼊の重要性は、興奮収縮連関および興奮転写連
関と多岐にわたる。⾎管平滑筋におけるCa透過性チャネルはL型電位依存性Caチャネル（CaV1.2）、
ストア作動性Caチャネル（SOC）、transient receptor potentialなど多く報告されている。しかしなが
ら、これらチャネル間の相互作⽤あるいは相反作⽤が、どのように⾎管平滑筋の細胞応答を形成するの
かは未だ明らかにされていない。本研究では、⾎管平滑筋細胞における、CaV1.2とSOCの相互作⽤お
よびその相反作⽤の分⼦メカニズムの解明を目的とした。各種⾎管収縮因⼦に惹起される⾎管収縮に
CaV1.2とSOCの抑制が与える影響を明らかにするため、ラット摘出⼤動脈リング標本を⽤いた収縮試
験を⾏った。Cav1.2とSOCの阻害薬としてそれぞれニフェジピン(Nif)、GSK7975Aを⽤いた。その結
果、ノルアドレナリンはSOC、フェニレフリン、エンドセリンについては、CaV1.2とSOC双⽅、バソ
プレッシン(AVP) は主としてCaV1.2によるCa流⼊により平滑筋収縮を惹起させることを明らかにし
た。⾎管収縮因⼦は、⾎管平滑筋細胞に神経栄養因⼦(NGF発現を誘導する作⽤があることが知られ
る。そこで、ラット⼤動脈平滑筋細胞株A7r5細胞を⽤いて、AVP刺激に誘導されるNGFのmRNA発現
を解析した。その結果、AVPによるNGFのmRNA発現上昇は、GSK7975Aによりほぼ完全に抑制され
たが、Nifによる効果は⾒られなかった。即ち、AVP刺激は、筋収縮と転写活性という異なる細胞応答
を導くため、CaV1.2とSOCそれぞれ異なるCa流⼊経路を利⽤することが⽰唆された。これまでにSOC
の重要な制御因⼦であるSTIM1はSOCの活性化と共にCaV1.2のチャネル活性を抑制することが報告さ
れている。本研究においても、STIM1は、CaV1.2の形質膜表⾯での発現を制御する機能を有すること
を明らかにした。これらCaV1.2とSTIM1の分⼦間相互作⽤が、如何に細胞応答の相互排他性につなが
るかを今後明らかにしていきたい。
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制御性T細胞のmPGES-1/PGE2 axisによる肉芽組織形成の役割
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【はじめに】
様々な病態に関与するProstaglandin E2(PGE2) は、膜結合型プロスタグランジン合成酵素(mPGES-1)
によって⽣合成される。我々はスポンジ移植モデルを⽤いてmPGES-1/PGE2の⾁芽組織形成過程に
Regulatory T cells (Tregs)の集積が関与することを報告した。損傷組織に集積するTregsは免疫寛容の他
に、組織の細胞と相互作⽤して恒常性の維持や組織修復に寄与する報告がある。今回我々は損傷組織に
集積するTregが創傷治癒及び⾁芽組織形成に関与するのか、またそれがmPGES-1/PGE2に依存してい
るのかを検討することにした。
【⽅法】

6-8週の雄性の野⽣型(Wild type=WT)及びPGE2が産⽣されないmPGES-1⽋損マウス(mPGES-1KO)
でウレタン製滅菌スポンジ（厚さ5mm、直径13mm、重量8.1 ± 0.3mg）を背部⽪下に移植することで
⾁芽組織形成モデルを作成した。移植後7、14⽇にスポンジを摘出し,スポンジ⾁芽組織の湿重量の測定
を⾏なった。またmRNAレベルのCD31、VEGF、Foxp3、TGF-βの発現をreal time PCRにて、さらに
⾁芽組織周囲のCD31、FOXp3、TGF-βの蛋⽩レベルの発現を免疫組織化学にて⽐較検討を⾏なっ
た。⾁芽形成におけるTregsの関与についてはCD25、FR4中和抗体を投与することで検討した。
【結果】
スポンジ⾁芽重量はWTと⽐較しmPGES-1KOで有意に低下を認めた(P<0.05)。またスポンジ⾁芽組織
のCD31、VEGF、FOXP3、TGF-βのmRNA発現はmPGES-1KOで有意に低下を認めた(P<0.05)。更
にmPGES-1KOで免疫組織化学にてスポンジ⾁芽組織周囲のCD31、FOXp3及びTGF-βの発現の低下
を認めた(P<0.05)。WTでCD25中和抗体を投与するとスポンジ⾁芽重量及びスポンジ⾁芽組織周囲の
FOXp3陽性細胞、TGF-βの発現は有意に低下を認めたがmPGES-1KOでは抑制は認められなかった。
【考察】

以上の結果より創傷治癒の初期段階でのmPGES-1/PGE2 経路を介して、Tregsを創傷部位に集積し
TGF-βを放出することで⾎管新⽣及び⾁芽組織形成を促進するという機序が考えられた。今後Tregsに
よる細胞治療が新たな創傷治癒の治療のtoolとして期待が持てる。
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YAPの過剰発現は心筋細胞の解糖系を亢進する
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【目的】 Yes-associated protein 1（YAP）は、Hippoシグナル伝達経路の下流で働く主要な転写共役因
⼦であり、細胞の増殖・⽣存・エネルギー代謝等を制御する。本研究では、YAPが⼼筋細胞のエネル
ギー代謝に与える影響を、初代培養新⽣仔ラット⼼室筋細胞（NRVM）を⽤いて検討した。
【⽅法】 NRVMにLacZ（Ad-LacZ）⼜はFLAG-YAP（Ad-YAP）発現アデノウィルスベクターを感染
させ無⾎清培地で6⽇間培養した後、各解析を⾏った。Ad-YAPは、Ad-LacZに⽐べ約3倍YAPの発現量
を増加する量を⽤いた。解糖能とミトコンドリア機能は、Seahorse Extracellular Flux Analyzerでそれぞ
れ細胞外酸性化速度と酸素消費速度を測定することで評価した。
【結果】 YAPの過剰発現は、解糖能のパラメーターであるBasal glycolysis、Glycolytic capacity、
Glycolytic reserve capacityを有意に増加した。YAPが糖代謝関連遺伝⼦群を誘導した可能性を考え、定
量PCR法とWestern blot法でこれらの発現レベルを検討した。YAPの過剰発現は、多くの解糖系関連遺
伝⼦のmRNA量とタンパク質量を有意に増加した。中でもYAPは、Glucose transporter 1（Glut1）の
mRNA量を1.9倍、タンパク質発現量を3.2倍増加し、最も強く誘導した。次に、10 mMグルコース条件
および10 mMグルコース + 1 mMピルビン酸条件の培地でMito stress testを⾏い、ミトコンドリア機能
を評価した。10 mMグルコース条件では、YAPの過剰発現は、ATP産⽣関連呼吸を有意に増加した
が、最⼤呼吸と予備呼吸能を有意に低下した。⼀⽅、10 mMグルコース + 1 mMピルビン酸条件では、
これらのYAPの効果は完全に消失した。この結果は、YAPが解糖系の亢進を介してグルコース酸化を増
加させたことを⽰唆する。また、YAPの過剰発現は、酸化的リン酸化複合体Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴを構成
する遺伝⼦のmRNA量をそれぞれ有意に増加したが、タンパク質量は複合体Ⅱのみ有意に増加した。
【結論】 ⼼筋細胞におけるYAPの過剰発現は、解糖系関連遺伝⼦群の発現を誘導して解糖系を亢進す
ることが⽰唆された。この解糖系の亢進は、ミトコンドリアにおいてグルコース酸化を介したATP産⽣
に寄与することが⽰唆された。
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タバコ副流煙による心筋早期老化の誘導機構

〇西村 明幸1、後藤 拓実2、西山 和宏2、加藤 百合2、田中 智弘1、伊吹 裕子3、西田 基宏1,2

1生理研・心循環、2九大・薬・生理、3静岡県大・食品・光環境

我々は⽇常⽣活の中で様々な環境因⼦に曝されている。⼤気中または⾷品等に含まれる化学物質は⽣
体恒常性を乱すことで疾患リスクを上昇させる。特に、喫煙は⼼疾患やがんをはじめ様々な疾患の危険
因⼦になることが知られている。私たちはこれまでに⼼不全の増悪化の要因となる⼼筋細胞の早期⽼化
現象に着目し、⼼筋ミトコンドリアの過剰分裂が早期⽼化の引き⾦となること、この異常分裂がミトコ
ンドリア分裂因⼦dynamin-related protein 1（Drp1）とアクチン結合タンパク質Filaminとの複合体形
成により引き起こされることを⾒出した。また、マウスへの低濃度メチル⽔銀曝露がDrp1 タンパク質
の624番目のシステイン（Cys624）残基の脱イオウ化修飾を介してDrp1-Filamin複合体形成を促進する
ことで⼼筋ミトコンドリアの異常分裂を誘導し、⼼疾患リスクを⾼めることを明らかにしている。本研
究では、親電⼦物質を多く含むタバコ副流煙がDrp1-Filamin複合体形成を介して⼼筋細胞の早期⽼化
を誘導するかどうか、その機構がメチル⽔銀など他の環境因⼦と同じ（Drp1の脱イオウ化修飾）であ
るかどうか検証を⾏った。

タバコ副流煙を新⽣児ラット⼼筋細胞に曝露したところ、ミトコンドリアの異常分裂および細胞⽼化
が誘導された。これはDrp1-Filamin複合体形成を阻害することで抑制されたことから、タバコ副流煙
がDrp1-Filamin複合体形成を促進すると考えられた。次にメチル⽔銀同様にDrp1 Cys624の脱イオウ化
修飾がタバコ副流煙によるミトコンドリア異常分裂に関与しているかについて検討を⾏った。Drp1
Cys624に変異を加えた変異体ではタバコ副流煙によるミトコンドリア分裂が阻害されると共に、タバコ
副流煙によりDrp1の脱イオウ化が確認された。以上の結果から、タバコ副流煙曝露による⼼筋早期⽼
化および頑健性低下にDrp1-Filamin複合体形成を介したミトコンドリア異常分裂が関与することを明
らかにした。また、Drp1のCys624がタバコ副流煙の機能修飾部位となることが⽰唆された。
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2次性リンパ浮腫は、乳がんや⼦宮・卵巣がんといったリンパ節廓清をともなうがんの⼿術や放射線
治療の合併症として続発的に発症する。この2次性リンパ浮腫は難治性の慢性疾患であり、患者のQOL
を低下させる。⼀⽅、⾎⼩板凝集や⾎管平滑筋収縮作⽤があるトロンボキサンA2に、炎症組織におい
てリンパ管新⽣増強作⽤があることを我々は最近⾒いだした。そこで、トロンボキサンA2のリンパ浮
腫における役割を明らかにすることを本研究の目的とし検討を⾏った。

雌性C57BL/6マウス（野⽣型,WT）とトロンボキサンA2受容体⽋損ノックアウトマウス(TPKO)を⽤
い、マウスの尻尾⽪膚全層を掻把して２次性リンパ浮腫モデルを作成し、尾部径、リンパ管新⽣および
その関連因⼦について⽐較検討した。またマクロファージ特異的TPKOマウスと対照マウスを⽤いて同
様の検討を⾏った。

その結果、術後6週間までの尾部径はWTよりもTPKOで増⼤し、術後3週目の新⽣リンパ管⾯積、リ
ンパ管径、リンパ管新⽣関連因⼦の発現はWTに⽐べてTPKOで減少した。また炎症性マクロファージ
関連マーカーはTPKO で増加し、修復性マクロファージ関連マーカーは減少した。培養マクロファー
ジのリンパ管新⽣因⼦産⽣はTPKOで減少した。加えて、マクロファージ特異的TPKOマウスと対照マ
ウスにおいても同様の結果が得られた。

以上の結果から、マウス尾部浮腫モデルにおいて、内因性トロンボキサンはマクロファージのトロン
ボキサンA2受容体に作⽤し、リンパ管新⽣を促進させることでリンパ浮腫軽減に関与することが⽰唆
された。
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肝虚⾎再灌流障害後の肝修復過程が障害されると、肝不全となり予後は不良となる。しかし肝修復機構
は明らかではない。NKT（Natural Killer T）細胞はT細胞の⼀種であり、CD1d分⼦により提⽰された
糖脂質抗原を認識することで活性化し、IFN-γなどの炎症性サイトカインやIL-4などの抗炎症性サイト
カインいずれも産⽣する免疫調整細胞である。肝臓には他臓器と⽐較しNKT細胞が豊富に存在してお
り、肝臓に存在するNKT細胞の多くはインバリアントTCRを有したInvariant NKT (iNKT)細胞であ
る。iNKT細胞の特異的リガンドとしてα-ガラクトシルセラミド (α-GalCer)が知られている。これま
でに、iNKT細胞から産⽣されるIL-4は炎症性マクロファージ（M1 Mφ）から修復性マクロファージ
（M2 Mφ）へ形質転換を刺激することで肝虚⾎再灌流障害後の肝修復の促進に関与することを報告し
た。しかしながら、iNKT細胞により産⽣されるIFN-γの効果については明らかではない。そこで本研
究ではIFN-γが、マウスの肝虚⾎再灌流後の肝修復およびMφ分化に寄与するかどうかを調べること
を目的とした。α-GalCerまたはPBSを投与したC57BL/6マウスに肝虚⾎再灌流を施⾏した。α-
GalCer投与群では、PBS投与群と⽐較して肝逸脱酵素レベル・肝壊死⾯積の早期改善および肝細胞増
殖マーカーであるPCNAの発現の増強を認めた。さらにα-GalCer投与群では、M1 MφとM2 Mφが早
期に増加した。α-GalCer投与群ではiNKT細胞からIFN-γ産⽣の増加を認めた。そこでα-GalCer投与
マウスにIFN-γ中和抗体を投与し肝虚⾎再灌流を施⾏した。IFN-γ中和抗体投与群ではコントロール
群と⽐較して肝逸脱酵素レベル・肝壊死⾯積の減少、PCNA発現の増強、M1 Mφの割合の減少を認め
た。⼀⽅でM2 Mφの割合に変化は認めなかった。骨髄マクロファージとiNKT細胞を共培養しIFN-γ
の効果について検討した。IFN-γ中和抗体の投与は、M1 Mφ関連遺伝⼦発現を減少させ、M2 Mφ関
連遺伝⼦発現を増加させた。以上の結果より、α-GalCerにより活性化されたiNKT細胞がIFN-γを産
⽣し、M1 Mφへの早期移⾏に寄与していることと、肝炎症を増強させることが⽰唆された。
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【背景】
近年、飲酒の習慣がないにも拘わらず、肝細胞に中性脂肪が蓄積する脂肪性肝疾患が急増しており、非
アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）と呼ばれる。NAFLDはメタボリック症候群の肝臓病と呼ば
れ、その25%は非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)となり、さらに肝硬変、肝がんへと進展する。また
NAFLDは⼼⾎管イベントの危険因⼦でもある。このため、NAFLDの進展を抑制することは⼤きな課
題となっている。⼀⽅、神経系と免疫系とが相互作⽤することによって、炎症が制御されることが最
近、明らかになってきた。われわれは、神経ペプチドであるカルシトニン遺伝⼦関連ペプチドCGRPが
CGRP受容体である受容体活性調節蛋⽩１(RAMP1)に作⽤して、急性腸炎、腹膜炎、肝炎症などの炎
症を抑制することを報告してきた。
【目的】
そこで、本研究ではRAMP1シグナルはNAFLDの炎症を抑制してNASHへの進展を制御する可能性があ
るかどうかを明らかにすることを目的とした。
【⽅法】
野⽣型マウス(WT)およびRAMP1ノックアウトマウス（RAMP1 KO)に⾼脂肪⾷(HFD)または普通⾷
(ND)を12週間給餌した。脂肪肝活動性を評価するために⾎清ALTレベルを測定、組織学的にNAFLD
活動性スコアー（肝組織像から脂肪化、炎症、肝細胞風船化をスコア―化）を調べ、肝線維化を線維化
関連遺伝⼦発現やSiriusRed染⾊などで評価した。
【結果】
NDを給餌したWTとRAMP1 KO とでは体重、ALT値、コレステロール値、脂肪肝活動性などには差は
なかった。HFDを給餌したRAMP1 KOではWTよりも体重、肝重量、内臓(腎周囲)脂肪量、⾎清コレ
ステロール値、⾎清ALT値、肝組織像から評価されるNAFLD活動性スコアーおよび肝線維化マーカー
（Collagen1a1,alphaSMA）, SiriusRed陽性⾯積が増悪した。また炎症性サイトカインTNF,IL-1などの
遺伝⼦発現がRAMP1 KOで増加した。
【結論】
RAMP1シグナルは脂肪負荷による肝内の炎症や線維化を軽減することでNAFLDからNASHへの進展を
抑制する可能性が⽰唆された。


