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ここに、上記平成23年度に研究助成を受けられた方々による研究成果を、助成研究報告第

49集として刊行するものです。 

 本財団の研究助成によって、薬理学，薬学に係わる基礎的研究が着実に進められていること

は、誠に悦ばしいことであります。 

 研究助成を受けられた方々におかれては、本財団の設立の趣旨を体し一層のご精進を期待し

ております。 

  

平成24年12月 

公益財団法人 薬 理 研 究 会 

理事長  大塚 正徳 

 

なお、平成22年度研究助成を受けられた、北里大学薬学部の松尾由里講師の研究成果は、研究

期間延長のため、本第49集に合わせて掲載します。 
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１．クローディン-2 を標的にした新規肺腺がん治療薬の開発 

 五十里 彰  

（静岡県立大学 薬学部 生態情報分子解析学） 

 

 医療技術の進歩や優れた新薬の開発により、人間の寿命は延長してきた。しかし、がん

による死亡者数が増加傾向にあり、新しい予防法と治療法の確立が期待される。肺がんに

よる死亡者数は、全がん死の約 20% を占め第一位である。がん細胞の浸潤や転移のメカニ

ズムが解明されてきているが、未だ不明な点が多い。細胞間接着装置は細胞増殖の調節に

関与しており、その異常が正常上皮細胞のがん化に関与すると考えられる。細胞間接着装

置は膜貫通型タンパク質のクローディン、オクルディン、足場タンパク質の ZO-1、ZO-2

などで構成される。クローディンは 20 種類以上のメンバーからなるファミリーを形成し、

各組織におけるクローディンの発現パターンは異なる（1、2）。クローディンの組み合わせ

の違いにより、細胞間接着装置の機能が変化すると考えられる。近年、乳がんや膀胱がん

などでクローディンの発現量が変化することが報告され、クローディンが新しい腫瘍マー

カーとして利用され、さらに創薬のターゲットになると期待されている。しかし、クロー

ディンの発現パターンはがんの種類によって異なることから、各臓器におけるクローディ

ンの発現変化を網羅的に解明する必要がある。これまでに我々は、ヒトの正常肺組織とが

ん組織から抽出した遺伝子を用いて、網羅的にクローディンの発現パターンを解析し、腺

がん組織でクローディン-2 の発現量が増加していることを発見した。さらに、クローディ

ン-2 は細胞移動性を促進することを突き止めた（3）。 

 本研究では、クローディン-2 が新しい肺腺がん治療薬の標的になることを明らかにする

ため、次の 2点を目的として研究を進めた。 

1. 肺腺がん細胞におけるクローディン-2 の発現調節機構の解明 

2. クローディン-2 発現の低下作用を有する食品因子の探索 

以下に本研究助成で得られた成果の概要を記す。 

 

１．肺腺がん細胞におけるクローディン-2 の発現調節機構の解明 

 肺腺がん由来の A549 細胞を用いて、クローディン-2 の発現に対する MAP kinase 経路

阻害剤の影響を調べたところ、MEK 阻害剤の U0126 でクローディン-2 の発現量が低下し

た。他の阻害剤は、ほとんど影響しなかった。また、クローディン-1 や裏打ち蛋白質であ

る ZO-1 の発現量も変化しなかった。MEK は増殖因子の受容体への結合によって活性化さ
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れる。そこで、培養上清中の上皮成長因子（EGF）の濃度を測定したところ、培養時間に

依存して濃度が増加した。この EGF 濃度の増加は、マトリックスメタロプロテアーゼ-2

（MMP-2）阻害剤によって阻害されたことから、腺がん細胞では MMP-2 の働きによって

EGF が分泌されることが明らかになった。 

細胞内シグナル伝達機構を詳細に検討したところ、クローディン-2 の発現量は、EGF 中

和抗体、EGF 受容体阻害剤、ERK 阻害剤の処理によって低下した（図 1）。蛍光免疫染色

によりクローディン-2 の細胞内分布を調べたところ、ZO-1 とともに細胞間接着部位に分布

していた（図 2）。MAP kinase 経路阻害剤の処理により、クローディン-2 の赤色のシグナ

ルは消失したが、ZO-1 の緑色のシグナルは変化しなかった。以上の結果から、EGF 受容体

／MEK／ERK 経路の活性化を介してクローディン-2 の発現量が増加することが明らかに

なった。ERK の下流には、AP-1、Egr-1、Sp1 といった転写調節因子が存在する。AP-1 は

主に c-Fos と c-Jun のヘテロダイマーまたは c-Jun のホモダイマーで形成される。コント

ロール細胞では、c-Fos と c-Jun のリン酸化がみられ、MAP kinase 経路阻害剤の処理によ

り c-Fos のリン酸化量が低下した。一方、c-Jun のリン酸化量は変化しなかった。このこと

から、c-Fos のリン酸化によって、クローディン-2 の発現量が増加すると示唆された。 

リアルタイム PCR 法により、クローディン-2 とクローディン-1 の mRNA 量を測定した

ところ、MAP kinase 経路阻害剤の処理によりクローディン-2 の mRNA 量が低下した。こ

のことから、クローディン-2 の発現は転写レベルで調節されると示唆された。そこで、ク

ローディン-2 のプロモーター領域をクローニングし、ルシフェラーゼレポーターアッセイ

を行った。-1,031/+37 の領域でルシフェラーゼ活性が観察され、この活性は MAP kinase

経路阻害剤の処理により低下した（図 3）。-395/+37 の領域では活性が観察されたが、MAP 

kinase 経路阻害剤は効果がなかった。このことから、-1,031/-396 の領域に c-Fos が作用す

る部位が存在すると示唆された。この領域には一カ所の AP-1 結合部位が存在したため、

この部位に変異を導入してルシフェラーゼ活性を調べたところ、MAP kinase 経路阻害剤

と同様に活性が低下した。以上の結果から、c-Fos がクローディン-2 のプロモーター領域に

結合し、クローディン-2 の転写活性を増加させると示唆された。 

クローディン-2 のプロモーター領域に c-Fos が結合することを確認するため、クロマチ

ン免疫沈降（ChIP）アッセイとアビジンビオチン複合体（ABC）アッセイを行った。ChIP

アッセイにおいて c-Fos 抗体で免疫沈降したところ、PCR のバンドが観察された。一方、

MAP kinase 経路阻害剤を処理した細胞では、PCR のバンドがみられなかった。ABC アッ

セイにおいて AP-1 結合部位の塩基配列にビオチンを付加し、A549 細胞の核タンパク質と
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インキュベートしたところ、c-Fos の結合が確認された。AP-1 結合部位に変異を導入した

塩基配列では、c-Fos は結合しなかった。以上の結果から、クローディン-2 のプロモーター

領域に c-Fos が結合することが明らかになった。本研究成果は、Biochimica et Biophysica 

Acta 1823 (2012) 1110-1118 に掲載された（4）。 

 

2. クローディン-2 発現の低下作用を有する食品因子の探索 

 柑橘類や玉ねぎに多く含まれるフラボノイドのケルセチンは、抗がん作用、抗炎症作用、

抗酸化作用があると報告されている（5）。肺がんに対しても、細胞増殖の抑制作用がある

ことが報告されている。我々はケルセチンの抗がん作用に、クローディン-2 に対する効果

が関与するのかを検討した。ケルセチンは、時間・濃度依存的にクローディン-2 のタンパ

ク質量を低下させた（図 4）。クローディン-2 の mRNA 量も低下したため、転写活性に対す

る効果を調べたが、転写活性は低下しなかった。以上のことから、ケルセチンはクローデ

ィン-2 の発現量を低下させるが、転写調節以外の作用が関与すると示唆された。 

 

まとめ 

肺腺がんにおいてクローディン-2の発現量が増加しており、これにはEGF受容体、MEK、

ERK、c-Fos 経路の活性化が関与することが明らかになった。クローディン-2 の発現によ

り、細胞の運動性や増殖性が亢進するため、クローディン-2 の発現量を低下させる薬剤や

食品因子は肺腺がんに対する新しい治療薬になると考えられる。我々はフラボノイドのケ

ルセチンがクローディン-2 の発現量を低下させることを発見した。ケルセチンは抗がん作

用を有することが既に報告されているが、この作用にクローディン-2 が関与すると示唆さ

れた。クローディンを標的にした薬剤は、新しい作用機序の抗がん剤になると期待される。 

 

謝辞 

 本研究を実施するにあたり、助成をいただきました財団法人薬理研究会の関係各位に深

く感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

－3－



 

引用文献 

1. Furuse, M., Fujita, K., Hiiragi, T., Fujimoto, K., Tsukita, S. 

    Claudin-1 and -2: Novel integral membrane proteins localizing at tight junctions 

with no sequence similarity to occludin. 

Journal of Cell Biology  (1998) 141, 1539-1550 

2. Turksen, K., Troy, T.C. 

   Barriers built on claudins. 

Journal of Cell Science  (2004) 117, 2435-2447 

3. Ikari, A., Sato, T., Takiguchi, A., Atomi, K., Yamazaki, Y., Sugatani, J. 

   Claudin-2 knockdown decreases matrix metalloproteinase-9 activity and cell 

migration via suppression of nuclear Sp1 in A549 cells. 

Life Sciences  (2011) 88, 628-633  

4. Ikari, A., Sato, T., Watanabe, R., Yamazaki, Y., Sugatani, J. 

Increase in claudin-2 expression by an EGFR/MEK/ERK/c-Fos pathway in lung 

adenocarcinoma A549 cells. 

Biochimica et Biophysica Acta (2012) 1823, 1110-1118 

5. Zheng, S.Y., Li, Y., Jiang, D., Zhao, J., Ge, J.F. 

Anticancer effect and apoptosis induction by quercetin in the human lung cancer 

cell line A549. 

Molecular Medicine Reports (2012) 5, 822-826 

－4－



 

 

Claudin-2

Claudin-1

Claudin-2

Claudin-1
 

 

図 1 MAP kinase 経路の阻害によるクローディン-2 発現の低下 
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図 2 A549 細胞におけるクローディン-2 の細胞内分布 
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図 3 MAP kinase 経路阻害剤によるクローディン-2 プロモーター活性の低下 

 

 

 

図 4 ケルセチンによるクローディン-2 発現の低下 
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２．シナプス伝達効率亢進による慢性疼痛発症の新規メカニズム解

明と創薬への応用 
大澤 匡弘  

（名古屋市立大学大学院 薬学研究科 中枢神経機能薬理学） 

 

研究背景 

 痛み（疼痛）は生体の異変を脳へ伝える役割を果たしており、生命の維持に

必須の反応であるとはいえ、不快な感覚であり一般的に早く消失することが望

まれる。また、疼痛は長期間放置すると神経系に記憶として残存し、難治性疼

痛へと進行することもある。難治性疼痛は、組織障害等が改善された後も残り、

疼痛のみを与えるために治療する必要があるものの、その治療法の確立は未だ

なされていない。 

 痛覚感受性亢進の原因には、神経障害性疼痛モデルの解析からシナプスにお

ける神経伝達の亢進が関与していることが明らかにされている 1)。このシナプス

伝達効率は、脊髄における神経細胞の可塑的変化やグリア細胞の活性化によっ

て亢進すると考えられる 2)。一方、シナプス伝達効率の亢進に直接関わる神経細

胞の可塑的変化に関する詳細なメカニズムについては不明である。 

 シナプス伝達効率の亢進は、海馬や大脳皮質などの上位中枢において解析が

進んでいるが、その発現メカニズムの全体像は不明であり、断片的な解明に留

まっている。そこで本研究では、慢性疼痛の発症に対する脊髄後角神経の興奮

性上昇のメカニズムを解析し、我々が痛覚過敏に関与することを示唆している

RhoA/Rho キナーゼ系 3-5)により活性が調節されるタンパク質の変化を、慢性疼

痛モデルで解析した。 

 

実験方法 

使用動物 

 行動学的および分子生物学的解析は ddY 系雄性マウス（体重約 25 g）を、電

気生理学的解析は Wistar 系雄性ラット(7－9 週齢、210－340 g)を用いた。 

痛覚閾値の測定 

 痛覚閾値は、von Frey フィラメントを用いて測定した。 
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Western Blot 法 

 摘出した脊髄を細胞抽出液中でホモジナイズし、遠心分離により得られた上

清をタンパク溶解液とした。タンパク溶解液を SDS-PAGE により分離後、western 

blot 法によりタンパク質発現を解析した。特異的抗体はリン酸化 GluR1、リン

酸化 GluR2、リン酸化コフィリンおよび、それぞれの非リン酸化タンパク質に

対するものを用いた。 

電気生理学的検討 

 ラットを麻酔 (urethane 1.5 g/kg, 腹腔内投与) 後、脳定位固定器にセットし、

第 13 胸椎 (Th13) および第 1 腰椎 (L1) の脊椎骨を骨鉗子で剥離し、腰髄部 (第

4 腰髄：L4－第 5 腰髄：L5) を露出させた。また、左足坐骨神経を剥離し、流動

パラフィンで組織を覆い、電気刺激を行った。 

 銀-塩化銀双極刺激電極を用いて坐骨神経を刺激し、脊髄後角表層から 300－

500 mm に刺入したタングステン微小電極により、誘発される集合電位を記録し

た。記録された電位は、生体用増幅器で増幅後、データ記録・解析システムに

取り込み解析した。高頻度刺激として 100 Hz、1 秒間の刺激を 20 秒間隔で 2 回

行うことにより LTP を誘導した。 

 

実験結果 

坐骨神経高頻度刺激による脊髄神経系の反応性増大の検討 

 坐骨神経を高頻度で反復刺激すると、脊髄後

角膠様質の集合電位が長期的に増強すること

が知られている。この長期的な集合電位の増強

は、痛覚過敏の形成に深く関与することから、

痛覚過敏形成におけるRhoA/Rhoキナーゼ系の

関与を明らかにするため、本実験系を用いて検

討を開始した。 

 坐骨神経を高頻度で刺激すると、脊髄後角神

経の反応性が増大し、高頻度刺激後での神経細

胞の反応性は著しく増大した（図１）。 

 次に、シナプス効率亢進における RhoA/Rho キナーゼ系の関与について検討に

移ったが、基礎的データを得るだけで研究期間内に RhoA/Rho キナーゼ系の関与

について検討できない恐れが出てきたため、より簡便な慢性疼痛モデル動物を

図1.坐骨神経高頻度刺激後のC線維刺

激による脊髄後角での興奮性の変化 
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用いた解析を開始した。 

 

オキサリプラチンによる痛覚過敏における RhoA/Rho キナーゼ系の関与 

 白金系抗がん剤であるオキサリプラチンは、

高い確率で神経障害性疼痛を引き起こす。そ

こで、オキサリプラチン投与による痛覚過敏

が脊髄における RhoA/Rho キナーゼ系の活性

化と、それによる細胞内情報伝達系により引

き起こされるか検討を行った。 

 オキサリプラチンの処置は、7 日以上持続す

る痛覚閾値の低下を引き起こした（図３，４）。

このオキサリプラチン処置動物の脊髄を摘出

し、タンパク質リン酸化の変化について検討

を行った所、コフィリンのリン酸化が上昇し

ていた（図２）。一方、AMPA 受容体サブユニ

ットである GluR1 ならびに GluR2 サブユ

ニットのリン酸化の発現変化は認められ

なかった。 

 次に、オキサリプラチンによる痛覚過敏

に対するRhoA/Rhoキナーゼ系の関与につ

いて検討を行ったところ、RhoA の活性化

を抑制するシンバスタチン 5)では痛覚過敏

が改善しなかった（図３）。 

 

 

 

考察 

 本研究の結果より、脊髄において痛覚伝達の亢進にコフィリンタンパク質の

リン酸化が必要であることがあきらかになり、その機序には RhoA/Rho キナーゼ

系以外の細胞内情報伝達系が関わることが示唆された。今後、坐骨神経高頻度

刺激モデルでの解析を進め、痛覚過敏形成における RhoA/Rho キナーゼ系の関与

について解析を行う。 

図 3.オキサリプラチンによる圧刺激に対す

る閾値の低下とシンバスタチンの効果 

図 2.オキサリプラチン処置による脊髄で

のコフィリンリン酸化 . *P<0.05 vs. 
vehicle group. 
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３．薬物依存を繰り返す脳内神経機構の解明 

金田 勝幸  
（北海道大学 大学院薬学研究院 薬理学） 

 

はじめに 

麻薬や覚醒剤などの乱用とそれによる薬物依存症は、乱用者個人の問題であるのみでなく

深刻な社会的問題である。薬物依存は依存性薬物を繰り返し摂取することにより､脳内で

様々な可塑的変化が誘導されることによって形成・維持されると考えられているが、中で

も、中脳辺縁ドパミン神経系での変化が重要であることが知られている（1－4）。しかし、

ドパミンニューロンの活動制御に重要なコリン作動性神経を含む背外側被蓋核（LDT）が

薬物依存の形成・維持に関与するかどうかについては不明である（5－6）。本研究では、

cocaine による依存の形成・維持に LDT から腹側被蓋野（VTA）へのコリン作動性投射が

関与しているのではないか、また、そこでの可塑的変化が神経回路の異常を引き起こし、

繰り返し依存性薬物を摂取することにつながるのではないかという仮説を、行動薬理学的

および電気生理学的手法を用いて検証した。 

 

方法、結果および考察 

（1）Cocaine 依存形成に対する LDT の役割の解明 

薬物依存形成の指標として汎用される条件付け場所嗜好性試験（CPP test）を用いて、

cocaine による場所嗜好性形成に対する LDT の関与を検討した。CPP test 開始の 1 週間以

上前に 5－6 週齢の雄性 SD ラットに、LDT あるいは VTA に薬物局所投与用のカニューレ

を埋め込んだ。CPP test は白黒 2 つの box が隣り合わせになっている装置を用い、プレテ

スト、6 日間の条件付け、ポストテストを行った。プレおよびポストテストではラットに

15 分間、2 つの box を自由に移動させ、各 box の滞在時間を計測した。条件付けは 1 日 1

回、交互に cocaine あるいは saline を投与直後に 30 分間一方の box に閉じ込めることで行

った。Cocaine 条件付けは、プレテストで滞在時間の短かった box を用いた。Cocaine 投与

の 5 分前に、LDT にはムスカリン性アセチルコリン受容体（mAChR）刺激を介して LDT

ニューロンの活動を抑制することが知られる carbachol（3.0 µg/0.2 µL/side）あるいは

vehicle を、VTA には mAChR の拮抗薬である scopolamine（50 µg/0.5 µL/side）あるいは

vehicle を局所投与した。Cocaine 条件付けによる場所嗜好性は、プレとポストテストでの

滞在時間の差である CPP score により評価した。 

LDTへの vehicle投与では cocaine条件付けにより顕著な場所嗜好性（CPP scoreの上昇）

が認められたが、carbachol 投与では CPP score が有意に減少することが分かった（図 1）。

一方、LDT 外に carbachol を投与した場合には有意な影響は認められなかった。また、VTA

への vehicle 投与では cocaine により顕著な場所嗜好性が認められたが、scopolamine 投与
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により CPP score は有意に減少することが分かった（図 2）。以上の結果は cocaine による

依存形成に LDT から VTA への mAChR を介した神経伝達が重要であることを示唆してい

る。 

 

（2）LDT コリン作動性ニューロンにおける可塑的変化の解析 

Cocaine 投与により LDT コリン作動性ニューロンにおいて可塑的変化が誘導されるか否か

を、電気生理学的手法を用いて検討した。Cocaine あるいは saline を 1 日投与、 5 日投与 

あるいは 5 日投与後 5 日退薬したラットから脳スライス標本を作製し、LDT コリン作動性

ニューロンからホールセル記録を行い、近傍への 2 回の電気刺激により誘発される興奮性

シナプス後電流（EPSC）を記録することで paired pulse ratio（PPR）を算出した。その

結果、cocaine 5 日投与群は

saline 5 日投与群と比較して有

意に小さい PPR を示し、この

PPRの減少は cocaine投与から

5 日後には認められなくなって

いることが分かった（図 3）。こ

の結果は、cocaine 投与により

LDT コリン作動性ニューロン

への興奮性入力が一過性に増

大するというプレシナプス性

の可塑的変化が起こっている

ことを示唆している。また、

cocaine 投与前に NMDA 受容

図 1 LDT ブロックによるコカイン場所

嗜好性の抑制。*P < 0.05, ANOVA with 
post hoc Dunnett test. 

 
図 2 VTA でのムスカリン性アセチルコリン受

容体遮断によるコカイン場所嗜好性の抑制。 
***P < 0.001, Student t-test. 

図 3 コカイン慢性投与によるLDTコリン作動性ニューロンへの

興奮性入力の増大作用。**P < 0.01. 
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体アンタゴニストである MK-801 あるいは NO 合成酵素阻害薬である L-NAME を前処置

することによって、PPR の減少が抑制されたことから（図 4）、NMDA 受容体の活性化と

それに続く NO の産生が興奮性入力の増大を誘導すると考えられた。一方、cocaine 5 日投

与群と saline 5 日投与群との間で AMPA/NMDA ratio に有意な差は認められなかったこと

から（図 5）、cocaine 投与によりポストシナプス性の可塑的変化は誘導されないことが示唆

された。 

 

 

まとめ 

以上の結果は、LDT から VTA へのコリン作動性神経伝達がコカインによる薬物依存の形成

において重要な役割を果たす可能性を示すとともに、LDT コリン作動性ニューロンにおけ

るプレシナプス性の可塑的変化が LDT ニューロンを過剰に興奮させ、それにより引き起こ

される脳内報酬系の異常な活性化がコカイン依存の再燃に関与している可能性を示唆して

いる。 
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図 4 コカインによるシナプス伝達増強に対する MK-801
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図 5 コカイン慢性投与はポストシナプス可塑性

を誘導しない。 
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４．心筋細胞保護に基づく心臓虚血再灌流障害治療薬の開発 

 

久米 利明  

（京都大学 大学院薬学研究科 薬品作用解析） 

 

セロフェンド酸はウシ胎仔血清より単離された

アチサン型環状ジテルペンを基本骨格とする低分

子化合物である（Fig. 1）1)。これまでに培養神経細

胞において、セロフェンド酸がグルタミン酸神経

毒性に対して抗アポトーシス作用を示すこと、お

よび過酸化水素毒性に対して抗ラジカル作用を示

すことが報告してきた1, 2)。さらに、培養心筋細胞

において、セロフェンド酸が過酸化水素毒性に対し

て保護作用を示すことも報告している3)。これらの

in vitroにおける結果により、生命維持に重要な臓器である脳および心臓における虚血性障害

をセロフェンド酸が制御することが示唆される。そこで本研究では、心臓においてセロフ

ェンド酸がin vivoでも心筋細胞保護作用を発現するかについて、ラット左冠動脈前下降枝一

過性閉塞モデルを用いて虚血-再灌流障害に対するセロフェンド酸の保護作用を検討した。 

 

＜方法＞ 

心臓虚血再灌流モデル 

Pentbarbital (50 mg/kg)麻酔下、気管挿管し人工呼吸器による調節呼吸とした。頚部を切開

し左総頚動脈を露出した後、左総頚動脈に血圧測定用のカニューレを挿入し血圧・心拍数

を測定した。左第四肋間を開胸し、肺に注意し心膜を切除した。左冠動脈前下行枝を目視

で確認し、左冠動脈前下行枝の周囲に5-0ナイロン糸をかけた。実験は20分間の安定化の後

に行った。ナイロン糸を縛ることで25分間虚血状態とした後、縛りを解くことで再灌流し、

再灌流120分後に心臓を摘出した。 

 

薬物投与 

右大腿静脈よりカニューレを挿入し、薬物投与のラインを確保した。虚血開始15分前、

再灌流5分前に投与した。 

 

リスクエリアの測定 

心臓摘出後、再度ナイロン糸を縛り、大動脈より逆行性に蛍光色素を注入した。色素が

灌流されていない部分を虚血に晒された領域（リスクエリア）とした。 

Fig1. Chemical structure of  

serofendic acid 
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梗塞巣体積の評価 

心臓を摘出した後凍結させ、2 mmの切片を4枚作製し、 37℃において 1% 

2,3,5-triphenyltetrazolium chloride（TTC）で10分間インキュベートし染色した後、10%中性ホ

ルマリン溶液で固定した。 TTCで染色されなかった白色の部分を梗塞巣として面積を測定

し、虚血に晒されたリスクエリアで割ることにより梗塞巣の割合を算出し評価した。 

 

＜結果＞ 

セロフェンド酸の虚血性心筋障害に対する作用を明らかにする目的で、ラット左冠動脈

前下行枝一過性閉塞モデルを用い、セロフェンド酸静脈内投与の梗塞巣体積に対する作用

を検討した。セロフェンド酸を虚血前と再灌流前の2回静脈内投与したところ、再灌流後の

心筋の梗塞巣体積を著明に減少した（Fig. 2）。 

さらに、セロフェンド酸の梗塞巣体積減少作用は用

量依存的であった（Fig. 3）。セロフェンド酸のin 

vivoにおける細胞保護作用機序を解析する目的で

以下の検討を行った。これまでに培養心筋細胞を用

いた検討において、セロフェンド酸の保護作用はミ

トコンドリアATP感受性カリウムチャネル（mitoKATPチャネル）の開口を介して発現するこ

とが示唆されている3)。そこで、セロフェンド酸とmitoKATPチャネル開口薬のdiazoxideの心

筋虚血-再灌流障害に対する保護作用を比較したところ、両薬物は梗塞巣体積を同程度に減

少した（Fig. 4）。セロフェンド酸およびdiazoxideの心筋保護作用は、mitoKATPチャネル遮

断薬の5-hydroxy-decanoateの投与により完全に消失した（Fig. 4）。これらの結果から、セロ

フェンド酸はin vivoにおいて心筋保護作用を発現し、その作用には心筋のmitoKATPチャネル

Fig2. Representative images showing the effect of 

serofendic acid (10 mg/kg) on infarct volume. 

Fig.3 Dose-dependent effect of 
serofendic acid on infarct volume. 
*P  0.05, compared with vehicle. 
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の開口が重要な役割を果たすことが示

唆された。また、セロフェンド酸は

mitoKATPチャネルの開口を介して虚血-

再灌流負荷により惹起されるミトコン

ドリア膜電位の低下を抑制することが

示唆された（data not shown）。したがっ

て、セロフェンド酸は、虚血-再灌流時

のミトコンドリア膜電位の消失を抑制

することにより、心筋保護作用を発現す

ると考えられる。 

 

＜結論＞ 

以上、著者はラット左冠動脈前下降枝

一過性閉塞モデルを用いて、セロフェン

ド酸が心筋虚血-再灌流障害に対して保護作用を発現することを明らかにし、その機序とし

てミトコンドリア内膜に存在するmitoKATPチャネルの開口によるミトコンドリアの膜電位

の維持が重要であることを示した。本研究の成果は、心臓における虚血-再灌流障害に対し

てセロフェンド酸の全身投与が保護作用を示すことを明らかにしたものであり、虚血性心

筋障害に対する治療薬を開発する上で重要な基礎的知見を提供するものである。 
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Fig.4 5-HD, a mitochondrial ATP-sensitive K+ 
channel blocker, abolished the protective effect of 
serofendic acid and diazoxide, a mitochondrial 
ATP-sensitive K+ channel opener. *P  0.05, 
compared with vehicle. 
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５．サイトカイン誘導性膜タンパク質の誘導メカニズムおよび下流

シグナルの解明 

 

中島  晶  

（名古屋大学大学院 医学系研究科 医療薬学） 

 

1. 目的 

 妊婦のウイルス感染は胎児の脳・神経発達に影響して統合失調症の発症リス

クを高めるが、その分子機構はほとんどわかっていない。我々は、周産期擬似

ウイルス感染モデルとして、新生児マウスに合成二本鎖ポリヌクレオチド

(PolyI:C)を投与することにより、統合失調症様行動異常とグルタミン酸神経伝

達障害を呈する PolyI:C 誘発性神経発達障害モデルマウスを開発した (Ibi et 

al., 2009)。本モデルマウス脳の網羅的遺伝子発現解析により、アストログリ

ア細胞にインターフェロン誘導性膜タンパク質(IFITM3)が発現することを発見

しており、IFITM3 がエンドサイトーシスを制御することにより神経発達に影響

を及ぼす可能性が示唆されている。さらに、アストログリア細胞に PolyI:C を

処置する事により種々のサイトカインが誘導されるが、これらサイトカインが

神経発達障害に寄与する可能性が示唆される。そこで本研究では、培養アスト

ログリア細胞を用いて、PolyI:C により誘導されるサイトカインの IFITM3 遺伝

子発現に対する効果について検討した。また、IFITM3 遺伝子発現を誘導する細

胞内情報伝達経路を明らかにするため、PolyI:C 誘発性 IFITM3 遺伝子発現増加

に対する種々の阻害剤の効果について検討した。 

IFITM3 はインターフェロンの抗ウイルス活性に重要な役割を果たしている

ことが知られている (Brass et al., 2009; Everitt et al., 2012)。神経精神

疾患との関連では、統合失調症、双極性障害､自閉症患者の死後脳で IFITM3 の

発現増加が報告されている(Iwamoto et al., 2004; Arion et al., 2007; Garbett 

et al., 2008)。 

 

2. 実験方法 

培養アストログリア細胞の調製 

 実験には ICR 系マウス（日本エスエルシー、静岡）を使用した。本実験は名

古屋大学医学部実験動物指針に準じて行った。生後２ー３日の新生仔マウスか
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ら海馬および大脳皮質を取り出した。髄膜を剥がし dispase および DNase を用

いて酵素処理をした後、初代培養としてフラスコに播いた。90-95%コンフルエ

ントになった時点で二次培養を行った。全ての実験には二次培養アストログリ

ア細胞を用いた。インターフェロンーβ（IFN— β）、腫瘍壊死因子（TNF-α）、

インターロイキンー１β（IL-１β）、PolyI:C を処置し、２４時間後に細胞を

回収した。Nuclear factor κB (NFκB)の阻害剤 helenalin および TANK-binding 

kinase の阻害剤 BX795 は PolyI:C 処置の１時間前に処置した。 

 

リアルタイム PCR による遺伝子発現量の解析 

 培養アストログリア細胞から抽出した RNA を SuperscriptIII (Invitrogen)

を用いて cDNA に変換した後、7300 real-time PCR (Applied Biosystem)を用い

て ifitm3 mRNA 量を定量した。 

 

統計解析 

 データは平均±標準誤差で示した。独立多群間の比較には一元配置分散分析

（one-way analysis of variance, ANOVA）を用い、有意差が認められた場合に

は Tukey の検定を行った。いずれの検定においても危険率 5%以下の場合を有意

差ありと判定した。 

 

3. 結果および考察 

培養アストログリア

細胞において PolyI:C

処置により発現が誘導

されたサイトカインで

ある IFN-β、IL-1βお

よび TNF-αをアストロ

グリア細胞に処置する

と濃度依存的に IFITM3

遺伝子の発現が増加し

た（図１）。これらの結

果より、PolyI:C 誘発性

IFITM3 の遺伝子発現増
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加にこれらサイトカインの関与が示唆される。 

PolyI:C は toll-like receptor 3 (TLR3), melanoma 

differentiation-associated gene 5 (MDA5) 及び retinoic acid-inducible gene 

I (RIG-I) の 3 つの分子により認識され、転写因子である NFκB および

interferon-regulatory factor 3 (IRF3)を介して、IFN-β、IL-1βおよび TNF-

α等の遺伝子発現を誘導する事が知られている（Kawai and Akira, 2006）。 

そこで、PolyI:C 誘発性 IFITM3 の遺伝子発現増加に対する NFκB 阻害剤

helenalin および IRF3 の上流に存在する TANK-binding kinase (TBK-1)の阻害

剤 BX795 の効果について検討した。NFκB の阻害剤である helenalin を前処置

しても PolyI:C 誘発性 IFITM3 の遺伝子発現増加は抑制されなかった（図２）。 

一方、TBK-1 の阻害剤である BX795 の前処置により PolyI:C 誘発性 IFITM3

の遺伝子発現増加は有意に抑制された（図３）。以上の結果より、PolyI:C によ

り誘導される IFITM3 の遺伝子発現には TBK-1 から IRF3 を介した経路が重要で

ある事が示唆された。 

今後は、IFN-β、IL-1βやTNF-α等の中和抗体を用いて、PolyI:C誘発性IFITM3

遺伝子発現における、これらサイトカインの寄与の程度を明らかにしたいと考え

ている。 
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６．小胞体機能改善を標的とした難治疾患治療薬の開発 
 

齋藤  敦  

（広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 分子細胞情報学） 
 

1．研究の成果 

1-1:中枢神経系における OASIS の機能 

中枢神経系において、小胞体ストレスセンサーOASIS はアストロサイトで強く発現してい

る 1)。中枢神経系における OASIS の役割を明らかにするため、OASIS ノックアウトマウスを

用いて解析を行った。その結果、OASIS ノックアウト細胞では神経前駆細胞からアストロサ

イトへの分化が野生型と比較して遅延していることが明らかになった(図 1)。さらに転写因

子 OASIS の中枢神経系における標的遺伝子を同定することを試みた結果、ショウジョウバ

エにおいてアストロサイトへの分化を決定する因子である Gcm1 の発現レベルが OASIS ノッ

クアウト細胞で低下していた。OASIS ノックアウト細胞に OASIS を発現させることで、OASIS

ノックアウト細胞で観察された Gcm1 の発現低下は改善された(図 2)。以上より OASIS がア

ストロサイトの分化を促進する上で重要な役割を果たすことが明らかになった 2)。この成果

は神経ネットワークの異常に起因する精神疾患をはじめとする様々な神経系疾患の原因解

明につながる可能性がある。 

 
 

 

 

 

 
1-2:大腸組織における OASIS の機能 

OASIS ノックアウトマウスの大腸粘膜の構造を野生型と比較したところ、成熟杯細胞が著

しく減少していた(図 3)。また、杯細胞の各分化段階におけるマーカー遺伝子の発現量を

OASIS ノックアウトマウスにおいて RT-PCR 法により解析したところ、成熟杯細胞マーカー

図 1.  OASIS ノックアウト神経前駆細胞はアストロサイトへの分化過程において、アストロサイトマーカー遺伝子

Gfap の発現上昇が弱く、神経前駆細胞マーカー遺伝子 Nestin の高い発現レベルが維持される傾向にある。 

図 2.  OASIS ノックアウト神経前駆細胞は

Gcm1 の発現レベルが低下しているが、

OASIS の N 末端断片を発現させることで

Gcm1 の発現低下は回復する。 
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遺伝子の発現量が減少していた。一方で、未成熟杯細胞マーカー遺伝子の発現量は増加し

ていた。以上より、OASIS は大腸における杯細胞の分化を進めることが明らかになった 3)。

この成果は杯細胞からの分泌物が減少することに起因する大腸炎の原因解明及び治療法確

立に大きな役割を果たすことが期待される。 

 

 
 

1-3:軟骨組織における BBF2H7 の機能 

筆者らが作成した小胞体ストレスセンサーBBF2H7 ノックアウトマウスでは野生型と比較

して、軟骨細胞数が著しく減少していることを見出した。さらに TUNEL 染色を行うと、TUNEL

陽性細胞数が BBF2H7 ノックアウトマウスで増加していた(図 4)。これより、BBF2H7 ノック

アウトマウスの軟骨細胞では、アポトーシスが亢進していることが明らかとなった。BBF2H7

ノックアウトマウスの軟骨細胞では抗アポトーシス因子として知られている ATF5 の発現レ

ベルが極度に低下していることが明らかになった。ATF5 はその下流で、Bcl2 ファミリーの

一つで抗アポトーシス作用を示す MCL1 の発現を誘導し、アポトーシスを抑制することが報

告されている。MCL1 の発現レベルをリアルタイム PCR によって検討すると、BBF2H7 ノック

アウト初代培養軟骨細胞では MCL1 の発現レベルの上昇が抑制されていた。BBF2H7 は小胞体

ストレスに応答して転写因子として活性化することをすでに明らかにしている。

BBF2H7-ATF5- MCL1 経路によるアポトーシス抑制作用が、小胞体ストレス誘導性アポトーシ

スに対して特異的に起こるのか、小胞体ストレスが関与しないアポトーシスを抑制する効

果ももつのか、TUNEL 染色によって検討した。その結果、BBF2H7-ATF5-MCL1 経路は、小胞

体ストレス誘導性アポトーシスに対して抑制的に働くことが分かった。以上より、BBF2H7

は軟骨細胞において小胞体ストレスによって誘導されるアポトーシスを ATF5-MCL1 経路を

活性化させることで回避していることが明らかになった 4)。この成果は軟骨細胞及び軟骨基

質の減少によって発症する軟骨形成不全をはじめとする種々の骨系統疾患の治療法確立に

つながることが期待できる。 

 

 

 

図 3.  大腸組織における HE 染色(上)及び

PAS染色(下)を行うと、OASISノックアウトマウ

スでは野生型と比較して成熟杯細胞が減少

しており、杯細胞内の粘液顆粒が小さく、数

も減少している。 
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1-4:OASIS 及び BBF2H7 の活性化機構解明 

OASIS 及び BBF2H7 の活性化機構を解明するために、両分子の生化学的特性について解析

した。その結果、以下の特徴を有することが明らかとなった。(1)OASIS 及び BBF2H7 は常に

プロテアゾームによる分解を受けている。(2)小胞体ストレスが負荷されると、OASIS およ

び BBF2H7 は分解から回避し、安定化する。(3)安定化した OASIS 及び BBF2H7 はすみやかに

ゴルジ装置に輸送され、プロテアーゼ S1P 及び S2P による膜内切断を受ける。(4)E3 ユビキ

チンライゲースであるHRD1がOASIS及びBBF2H7のプロテアゾーム分解に関与する (図5)。

HRD1 ノックアウト細胞株を BMP2 処理によって骨芽細胞に分化させると、OASIS タンパク質

の安定化によりタンパク質量が増加し、骨芽細胞における OASIS の標的遺伝子である 1 型

コラーゲンの発現量が上昇した。すなわち、HRD1 の機能を抑制することで、OASIS 依存的

な骨形成能が亢進した。以上のことから、OASIS 及び BBF2H7 は非常に不安定なタンパク質

であるが、HRD1 の発現を減弱させることでタンパク質を安定化させ、転写因子としての機

能を促進できることが明らかになった 5)。この成果は OASIS や BBF2H7 の活性を人為的に制

御する薬剤の選別に生かすことができ、薬剤による小胞体機能の制御に発展する可能性を

秘めている。 

 

図 4.  胎生期 18.5日目のマウス軟骨組織において HE染色(上)及び TUNEL染色(下)を行うと、BBF2H7 ノックア

ウトマウスでは細胞数が減少しており、アポトーシスを起こしている軟骨細胞数が増加している。 

図 5. OASIS及び BBF2H7は Hrd1依存的に常に分解を

受ける。 
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７．ミクログリア細胞のアミロイドβによる活性化に対するイソ

リケナンの作用 

 

松尾 由理  

（北里大学 薬学部 薬理学） 

 

[ 背景と目的 ] 

 

イソリケナンは地衣類であるアイスランドゴケ（Cetraria islandica）由来の多

糖成分である。アイスランドゴケは古くから、傷害された肺や肝、咳などの治

療のために用いられてきた。最近、イソリケナンが、アルツハイマー病に関連

の深いアミロイド β投与による学習障害を改善することが報告された（参考文

献 1）。興味深いことに、静脈内投与したイソリケナンのみ改善作用を示し、脳

室内投与した場合は効果が無かった。従って、血中で代謝され、或いは別の物

質を介して、脳に機能すると予想されたが、その機序については全く分かって

いなかった。一方アルツハイマー病の病態悪化に炎症反応が寄与することが、

最近多数報告されている。つい最近、アイスランドゴケの水溶性抽出物が、免

疫抑制作用を持つことが報告され（参考文献 2）、イソリケナンは脳の炎症反応

を抑制する可能性が考えられた。我々はこれまで、脳虚血やパーキンソン病な

どの神経変性疾患における炎症反応の寄与について研究を行ってきた（参考文

献 3－8）。そこで本研究では、脳炎症反応、特に、脳内免疫担当細胞であるミ

クログリアの活性化に対するイソリケナンの作用について解析を試みた。実際

にはアミロイド β によるミクログリアの活性化が強く認められなかったため、

強力な起炎剤として、大腸菌の膜成分であるリポ多糖（LPS）を用い、ミクロ

グリアの活性化に及ぼすイソリケナンの効果を検討した。本成果は、イソリケ

ナンが各種脳炎症病態の有効な治療薬となる可能性を提案するものである。 
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[ 方法と結果 ] 

 

ミクログリア細胞の活性化に対するイソリケナンの直接作用 

生後１－２日齢のマウス脳よりミクロ

グリアを単離培養し、イソリケナン存在

下、非存在下でアミロイド β 或いは起炎

剤であるリポ多糖（LPS, 1 μg/mL）により

24 時間刺激した。アミロイド β によって

は、顕著な作用が認められなかったが、

LPSによりPGE2合成酵素（mPGES-1）と、

その上流酵素であるシクロオキシゲナー

ゼ（COX-2）が発現上昇した。これに対

し、イソリケナンを共添加すると、COX-2

の発現は変化しなかったが、mPGES-1 の

発現が抑制された（図 1）。またデキサメ

タゾンによっては両酵素の発現とも抑制

された。 

 

ミクログリア活性化に対するイソリケナン腹腔内投与血清の作用 

アミロイド β による記憶障害に対し

て、イソリケナンは静脈内投与では効果

を示したが、脳室内投与では効果が無か

ったことから、イソリケナンは全身投与

された後、代謝されたもの、或いは、何

らかの物質を介して、脳内に作用すると

予想された。そこで、マウス腹腔内にイ

ソリケナンを投与し、その 30 分後に無菌的に血液を採取し、非働化後の血清の

作用を検討することにした。ミクログリア細胞を単離培養し LPS（1 μg/mL）に

て活性化させ、まず血清の作用を調べたところ、血清濃度依存的に COX-2 の発

現を抑制した（data not shown）。従って、血清中にミクログリアの活性化を抑

制する物質が含まれることが予想された。そこで、血清単独でほとんど効果が
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無い量（30-50 μL）において、イソリケナン（400 mg/kg）投与マウス血清の効

果を検討したが、イソリケナン投与の有無で差異は認められなかった（図 2）。 

これは、リポ多糖による刺激が強すぎるものと考えられたため、COX-2 や

mPGES-1 の発現誘導に対する、LPS の濃度依存性を検討した。その結果、LPS 

0.03 μg/mL でも、弱い COX-2 と mPGES-1 の発現誘導が認められた（data not 

shown）。そこで、この条件にて、再度イソリケナン投与血清の効果を検討した

ところ、イソリケナン投与血清では対

照血清に比べ、COX-2 発現レベルが

0.85 倍、mPGES1 発現レベルが 0.9

倍となった（図 3）。従って、イソリ

ケナン投与血清は、弱い抗炎症作用物

質を含むことが示唆された。 

 

MG-5 細胞活性化に対するイソリケナン腹腔内投与血清の作用 

詳細な解析を行うため、より培養が簡便

で再現性の高いと考えられる、ミクログ

リア細胞腫である MG-5 細胞を用いて同

様の解析を行った。LPS 添加により、

COX-2 の発現上昇は認められたが、

mPGES-1 の発現上昇は見られなかった

（data not shown）。そこで COX-2 の発現

に対する、イソリケナン或いは溶媒腹腔

内投与後の血清の作用を検討したところ、

顕著な発現抑制作用が認められ、イソリ

ケナン投与血清で対照の0.56 倍となった

（図 4）。 

そこで、この時の培養液中の PGE2 産生

量を EIA キットにて測定したところ、イ

ソリケナン投与血清にて 0.8 倍と有意な

PGE2 産生抑制作用が認められた（図 5）。 
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[ 考察 ] 

 

 本研究より、ミクログリアの活性化がイソリケナン及びイソリケナン腹腔内

投与血清により抑制することが示され、脳においてイソリケナンが抗炎症作用

を持つことが示唆された。しかし、血清の作用については、イソリケナン自体

か、或いは他の物質を介するのか、詳細な検討を要する。本成果は、これまで

知られていなかったイソリケナンの脳炎症改善薬としての可能性を提案出来る

ものと期待される。 
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８．プロスタグランジン D2産生制御の肺線維症への治療応用 
 

村田 幸久  

（東京大学大学院 農学生命科学研究科 獣医学） 

 

研究の背景と目的 

 

間質性肺炎は、肺間質の「慢性炎症」に伴う肺胞隔壁の線維化を主病変とする疾患であり、その

原因はウイルス感染、抗がん剤の副作用によるものから不明のものまで様々である。その病態は呼

吸機能の低下から心不全へと進行して死にいたることもあり、治療が非常に困難な特定疾患に指定

されている。 
 
プロスタグランジン（PG）の１つである PGD2 は、細胞膜のアラキドン酸を基質として、シクロ

オキシゲナーゼ（COX）と PGD2合成酵素（PGDS）によって代謝・産生される。代表者は PGD2の

病態生理学的な役割に注目した研究を行う中で、PGD2が障害組織における血管透過性とそれに続く

血管新生、免疫細胞の浸潤を強力に抑制する分子であることを発見してきた（Murata PNAS 2008, 
Murata PNAS 2011)。 
 

PGD2は血管透過性のブレーキとして組織の炎症バランスと血管新生を制御する、これまでにない

新しい生理活性物質である。そのシグナルの増強は過度な炎症反応とその慢性化を防げる可能性が

ある。 
 

これらの背景を踏まえ、本研究提案では“血管透過性抑制因子 PGD2の産生制御を肺線維症の治療に

応用すること”を目的として研究を行った。 

 

実験結果 

 

① PGD2合成酵素欠損マウス（H-PGDS KO)を用いて、ブレオマ

イシン誘発性肺線維症モデルを作成し、炎症像と組織線維化

の過程を観察した。その結果、野生型マウス（WT）に比較

して、H-PGDS KO では肺組織の炎症とそれに続く組織の線

維化が有意に促進されていることが分かった。（右上図：青色

はコラーゲンを示す。右下図：肺組織内のコラーゲン含量を

定量したもの、BML はブレオマイシンを示す。) 

 

② 一方で、PGD2受容体 DP の作動薬を連続投与したところ、ブ

レオマイシンによる肺の炎症と線維化の両方を有意に抑制す

ることが分かった。 

 

③ 免疫染色により H-PGDS と受容体の肺組織における発現部位を特定した。その結果、H-PGDS は

炎症初期には血管内皮細胞に、中期には浸潤好中球に、線維化が起こる後期には浸潤マクロファ

ージに発現が観察された。また DP 受容体は肺の血管内皮細胞と上皮細胞に多くの発現が観察さ

れた。 
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④ 線維化肺組織における血管機能（血管透過性）を

評価したところ、H-PGDS KO において、ブレオ

マイシン投与後 3-5 日で肺血管の透過性亢進（エ

バンスブルーの漏出）が確認された。WT と

H-PGDS KO の両マウスにおいて、DP 受容体刺激

（BW）はブレオマイシン投与によって起こる、

血管透過性の増加を抑制した。 

 

⑤ 単離細胞レベルにおいて、PGD2 が血管機能に与える影響につ

いて検討したところ、DP 受容体刺激（BW）はヒト肺内皮細胞

（human pulmonary arterial endothelial cell）が形成する透過性バリア

を強固にすることが分かった（左図：肺内皮細胞の電気抵抗測定

により、そのバリア形成能を評価したもの）。一方で、血管平滑筋

の収縮能に対する PGD2の作用は観察されなかった。 

 

⑥ 肺組織における炎症関連遺伝子の発現を確認した。H-PGD KO においてブレオマイシン投与に誘

起される TNF-、MCP-1 や IL-6 遺伝子発現上昇の度合いが、WT と比較して有意に大きかった。

さらに、DP 受容体刺激はそれらを強く抑制することが分かった。 

 

⑦ 産生された PGD2は血管や免疫活性のみならず、肺線維芽細胞からのコラーゲン産生に直接影響

する可能性がある。単離細胞レベルの検討において、DP 受容体刺激が線維芽細胞の TGF-刺激

によって起こるコラーゲンの産生上昇を有意に抑制することが分かった。 

 

⑧ DP 受容体刺激による線維芽細胞のコラーゲン産生抑制機構について検討した。その結果、DP 受

容体刺激は細胞内の cAMP 濃度を上昇させ、下流にある PKA の活性化することでコラーゲン産

生を抑えていることが分かった。 

 

考察 

 

以上の結果から、H-PGDS から産生される PGD2はその受容体である DP への刺激を介して、肺組

織における炎症を抑制し、それに続く組織の線維化を抑制する作用を持つことが明らかとなった。

その機構として、PGD2-DP シグナル刺激が血管内皮細胞における透過性を抑制し、線維芽細胞の

コラーゲン産生を抑制することが考えられた。 
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