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経堤細胞において Gata6 の機能を喪失したマウスでは心

研究の背景
先天性心疾患は、出生 1000 人につき 5 〜 10 人におこ

臓流出路異常をきたすことが報告されており、Gata6 が

る最も頻度の高い先天異常の一つであり、心臓発生の異

心臓神経堤細胞の発生を制御する可能性が示唆される

常に起因する。高等動物の心臓発生は、時間的、空間

（Lepore JJ, et al. J Clin Invest. 2006）
。
二次心臓領域細

的に秩序だった複雑な過程によって成立する。最近 10 年

胞を制御する TB と、心臓神経堤細胞表面に発現する受

間の心臓発生研究の大きな成果として、心臓の各領域の

容体 plexinA2（Plxna2）のノックアウトマウスは、いずれ

発生にはいくつかの由来の異なる前駆細胞が協調的に働

も心臓流出路と大血管の発生異常を起こすことが報告さ

き、転写因子、増殖因子などをコードする多くの遺伝子が

れている
（Feiner L, et al. Development 2001; Brown CB,

関与することが判明してきた。特に心臓流出路と大血管

et al. Development. 2001）。私たちは、Sema3C および

の発生には、側板中胚葉細胞以外に心臓神経堤細胞と

Plxna2 ゲノム上に心臓流出路の発現を制御する領域を

二次心臓領域細胞と呼ばれる心臓前駆細胞が関与する

特定し、Gata6 がその領域にある種を越えて保存された

ことが判明した（Waldo et al. Development 2001; Kelly

GATA 結合配列に直接結合し、Sema3c および Plxna2

et al. Dev Cell 2001）。原始心筒が looping する頃、そ

の発現を制御する分子機序を明らかにした
（Kodo K et al.

の背側にある咽頭弓臓側中胚葉に由来する二次心臓領

Proc Natl Acad Sci USA 2009）。この結果は、GATA6

域細胞が心臓へ流入し、流出路心筋・平滑筋に分化す

遺伝子変異に起因する心臓流出路異常は、SEMA3C と

る。さらに、神経管（外胚葉）背側に起源する間葉系細

PLXNA2 の発現低下による semaphorin-plexin シグナル

胞である心臓神経堤細胞が流出路まで移動・分布し、流

伝達の障害により発症することを示唆する重要な所見で

出路中隔が形成される。心臓神経堤細胞は第 3, 4, 6 咽

ある。一方、二次心臓領域における Tbx1 の発現低下が、

頭弓動脈にも分布して血管平滑筋に分化し、大血管のリ

Sema3c の発現低下に関連することを示唆する報告もあ

モデリングにも関与する。この発生過程において、転写

る
（Theniau-Ruissy M, et al. Circ Res. 2008）。Tbx1 が

因子 Tbx1 が二次心臓領域に発現し、Fox 転写因子の制

Gata6 と協調して直接的に Sema3C の発現を制御するか

御を受け、線維芽細胞増殖因子 Fgf8/10 を介して、心臓

どうかについての研究はこれまでにないが、私たちの検討

流出路の発生に機能することが、これまでに明らかにさ

では、Tbx1 は Sema3C の心臓流出路の発現調節領域

れている
（Yamagishi et al. Genes Dev 2003; Yamagishi

に対して直接的な転写活性を示さず、また Gata6 と Tbx1

& Srivastava Trends Mol Med 2003; Hu, Yamagishi et

の直接的な分子間相互作用は認められなかった（未発表

al. Development 2004; Maeda, Yamagishi et al. Dev

データ）。したがって、心臓流出路発生において、Gata6

Dyn 2006）。TBX1 は、心臓流出路異常を高率に合併す

とTbx1の下流に共通する未知の pathwayないし cofactor

る 22q11.2 微細欠失症候群の主要な疾患原因遺伝子で

が介在し、多数の分子のネットワークにより構成される

ある。私たちの研究室で維持している Tbx1 発現低下マ

semaphorin-plexin シグナル系の調節の 1 つ、Sema3C の

ウスでは、総動脈幹症、大動脈弓離断症などの 22q11.2

発現が制御される複雑な遺伝子調節分子機構が存在す

症候群と同様の心臓流出路および大血管の異常が認め

る可能性が示唆される。

られる。

これまでに国内、海外共に、semaphorin-plexin シグナ

最近、私たちは心臓流出路異常をきたすヒトにおける

ルを介する二次心臓領域および心臓神経堤細胞間の相

新規疾患原因遺伝子として転写因子 GATA6 を同定した

互作用の詳細なメカニズムや、相互作用の異常が心臓流

（Kodo K et al. Proc Natl Acad Sci USA 2009）。心臓神

出路の表現型に与える影響を検討した報告はほとんどな
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い。そこで私たちは、ヒト心臓流出路発生異常の病因遺

（４）Tbx1 による Sema3C 制御機構の検討

伝子として GATA6 および TBX1という２つの転写因子に

上記、候補因子アプローチとして、先天性心臓流出

着目し、その下流の semaphorin-plexin シグナルの調節に

路異常の原因遺伝子として最も頻度の高い TBX1 によ

関与する新たな共通の分子機構を同定することにより、二

り、Sema3C のダイナミックな発現が制御を受けるかどう

次心臓領域および心臓神経堤細胞間相互作用の解明を

かを検討する。すでに有力な候補配列として、Sema3C

目指すことに着想した。

の 3’UTR の領域約 2kb に Tbx1 結合配列が存在するこ
とを確認している。そこで、この結合配列が Tbx1 によ
り転写制御を受けるかどうか、上記同様 luciferase assay、

研究計画
（１）Sema3C 心臓流出路特異的発現制御領域の特定

EMSA および ChIP assay により解析する。さらに、上

先行研究
（Kodo et al. Proc Natl Acad Sci USA 2009）

記トランスジェニックマウスとTbx1 発現低下マウスを交配

により、Sema3C の GATA6 結合配列依存性の発現制御

し、Sema3C のダイナミックな発現が Tbx1 の発現低下に

領域は、Sema3C 遺伝子のイントロン 1 内に特定されて

より変化するかどうかを検討する。Tbx1 発現低下マウス

いる。さらに、トランスジェニックマウスを用いた検討で、

は、流出路中隔形成不全による心臓流出路異常（総動脈

Sema3C の心臓流出路特異的発現を制御する領域を、ゲ

幹症）を呈する。したがって、この実験系を用いて、心

ノム 5’ 側 4.7kb ＋ 3’ 側 2kb に絞り込んで、重要な発現制

臓流出路異常と Sema3C の発現変化の関連について検

御エレメントを特定する。

討することができる。

（２）Sema3C 心臓流出路特異的発現制御領域の時間的
空間的解析

結果

上記特定された発現制御領域に lacZ レポーター遺伝

VISTA データベースより Sema3C のゲノム遺伝子制御

子を導入したトランスジェニックマウスを応用し、流出路

領域に存在する、種を越えて保存された転写因子結合配

発生における lacZ 遺伝子発現を X-gal 染色を用いて解析

列を検索し、その領域をサブクローニングした。転写活

する。解析は、流出路の発生時期（マウス胎生 9.5 日か

性について luciferase assay により、DNA 結合能につい

ら 14.5 日）に合わせて経時的に
（0.5 日間隔で）行う。ま

て ChIP assay により、in vivo の発現制御について lacZ

た、lacZ 遺伝子が発現する細胞を空間的に特定する。流

レポーターを用いたトランスジェニックマウスにより解析

出路を形成する心臓幹細胞には、おもに咽頭弓臓側中胚

した。その結果、Sema3C を制御する最有力候補として、

葉から移動して流出路心筋を形成する二次心臓領域由

Sema3C ゲノム上流（5’ 側）約 -500bp 付近に、種を越

来細胞と、神経管背側から移動して流出路中隔を形成す

えて保存された Forkhead（Fox）転写因子群の結合配列

る神経堤由来細胞がある。Sema3C のダイナミックな発

が検出された（図 1A）。トランスジェニックマウスによる

現が、流出路発生のどの時期にどの幹細胞に認められる

検討では、この結合配列を含む -492bp から -691bp の

かを、以上の時間的空間的解析により明らかにする。

領域および上記 Fox 結合配列が Sema3C の心臓流出路

（３）Sema3C 心臓流出路特異的発現を制御する因子の
特定

における発現に必須であることが示唆された（図 1A-G）。
luciferase assay（図 1H）および ChIP assay（図 1I）に

上記特定された発現制御領域を VISTA データベース

より、Fox 転写因子群の中で、Foxc1 および Foxc2 が上

を用いて解析し、Sema3C の心臓流出路特異的発現制

記 Fox 結合配列に結合して転写を活性化することが観察

御領域に存在する、種を越えて保存された転写因子結合

された。さらに、Foxc1 および Foxc2 のノックアウトマウ

配列を検索する。Sema3C の心臓流出路発生における

スの心臓流出路において、Sema3C の発現低下が全胚 in

ダイナミックな発現は、時間的空間的に協調した複数の

situ hybrydization（ISH）解析（図 1J-M）により認めら

転写因子群とその結合配列により制御されると推測でき

れた。以上の結果より、Foxc1 および Foxc2 が心臓流出

る。VISTA 解析で候補として抽出された転写因子および

路における Sema3C の発現を制御する転写因子として特

結合配列について、転写活性を luciferase assay により、

定された。

DNA 結合能を EMSA および ChIP assay により解析する。
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一方、Sema3C の下流（3’UTR 領域）には、私たちの

図１ Sema3C は上流制御領域の Fox 結合配列を
介して Foxc1/c2 に直接制御される

図２ Tbx1 は Sema3C の発現を抑制性に制御する
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先行研究により種を越えて保存された T-box 転写因子結

は未だ明らかではない。そこで、新たに Tbx1 の下流で

合配列が検出されている（図 2A）。この T-box 結合配列

Fgf8 が発現し、二次心臓領域から心臓神経堤細胞にシ

と私たちが先に報告した GATA 結合配列
（Kodo K, et al.

グナルを伝達することにより Sema3C の心臓神経堤細胞

PNAS 2009）を含む Sema3C ゲノムを用いた luciferase

での発現を抑制し、心臓神経堤細胞の分化を抑制しなが

assay で は、 興 味 深 いことに、Tbx1 が Gata6 による

ら、移動および増殖を促進する、という仮説に基づき実

Sema3C の転写活性化を抑制した（図 2B）。また、ChIP

験系を立ち上げた。胎生 10.5-11.5 日前後のマウス胚およ

assay では、Tbx1 が上記 T-box 結合配列に結合すること

び HHstage18-22 前後のニワトリ胚より摘出して培養した

が示唆された（図 2C）。さらに、上記 Sema3C 発現制御

心臓神経堤細胞を用いた実験系で、Fgf8 を添加して刺激

領域に lacZ レポーターを挿入したトランスジェニックマウ

した場合および抗 Fgf8 抗体（Fgf8ab）により Fgf8 を抑

スを用いた in vivo の検討では、Tbx1 の発現が正常のマ

制した場合の Sema3C の発現を、免疫組織化学法と定

ウス（図 2D, Tbx1neo/+）に比して、Tbx1 の発現が低下し

量的 PCR 法で解析した。その結果、Fgf8 の添加により

たマウス（図 2D, Tbx1

）において、lacZ の発現が

培養心臓神経堤細胞における Sema3C の発現は抑制さ

異所性に亢進していることが認められた。以上の結果は

れ（図 3A, B）、抗 Fgf8 抗体による Fgf8 の抑制により培

すべて、Tbx1 が Sema3C の発現を抑制的に制御すると

養心臓神経堤細胞における Sema3C の発現は亢進し
（図

いう仮説に合致する。さらに in vivo の実験として、Tbx1

3A, C）、上記仮説に合致する結果が得られた。

neo/neo

発現低下マウス（Tbx1neo/neo）において、Sema3C の発現
を表す lacZ 遺伝子の発現は、組織学的には二次心臓領

考察

域由来および心臓神経堤由来の両細胞群において異所
性に亢進していることが観察された（図 2D）。

以上の結果より、心臓流出路形成において、
図 4 に示す
分子モデルが得られた。すなわち、咽頭弓の二次心臓領

上述のように「Tbx1 は Sema3C の発現を抑制的に制

域ないし心臓流出路遠位では、
Tbx1が発現してSema3C

御する」という結果を得たが、Tbx1 は二次心臓領域に発

の発現を抑制する。また、その周辺の心臓神経堤細胞に

現するが、
心臓神経堤には発現しない転写因子であるため

対しては、Tbx1 の下流標的因子である Fgf8 が発現して

（Garg, Yamagishi et al. Dev Biol 1999）、Tbx1 発現低下

二次心臓領域から分泌され、心臓神経堤細胞を未分化、

マウスの心臓神経堤細胞で Sema3C が過剰発現する分

遊走状態に維持する。一方、流出路近位から肺動脈円錐

子メカニズムにおいて、Tbx1 の下流標的因子として二次

部では、Gata6 および Foxc1/c2 により Sema3C の発現が

心臓領域で発現し、分泌されて近傍に遊走してきた心臓

活性化され、上記により遊走してきた心臓神経堤細胞を

神経堤細胞に作用するシグナル伝達分子が存在すると考

流出路近位へと誘導する。Sema3C 陽性の流出路近位部

えられる。過去の文献では Tbx1 の下流で分泌因子 Fgf8

ないし肺動脈円錐部に到達した心臓神経堤細胞は、流出

が機能することが報告されているが（Hu, Yamagishi, et

路中隔細胞へと分化し、同時に Sema3C を発現するよう

al. Development 2004）、その分子経路の機能の詳細

になる。そして分泌された Sema3C により、次々に心臓神

図３ Fgf8 は心臓神経堤細胞における Sema3C の発現を抑制する
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経堤細胞が誘導され、流出路中隔細胞へと分化し、さら

患の約 30% に認められ、新生児・乳児期に外科手術を

なる心臓神経堤細胞を誘導する。このようにして、神経管

必要とする症例も多い。心臓流出路発生異常に対する手

背側から次々に移動してきた心臓神経堤細胞が正確に流

術治療成績は改善されてきたが、術後遠隔期の合併症・

出路に誘導され、流出路中隔を形成する機構が制御され

遺残症を予防し、長期予後を改善するための理想的な治

ていると推測される。

療法として、①自己組織から誘導した幹細胞により心臓

本研究成果は、これまで各起源の心臓幹細胞の個々

流出路を再構築する、②心臓流出路を体外で幹細胞から

の解析だけから検討されてきた心臓流出路発生の概念

形成し移植する、など再生医療を応用した新たな戦略が

に、新たなインパクトを与える意義を持ち、心臓流出路異

期待される。心臓流出路発生の分子・細胞レベルでの機

常の基礎的理解のみならず再生医療に関する知見を提

序解明は、このような先天性心疾患に対する再生医療の

供できる有用性がある。心臓流出路異常は、先天性心疾

実現に向けて必要不可欠である。

図４ Sema3C 発現制御による心臓流出路発生モデル

—  5  —

動脈硬化形成における制御性 T 細胞の関与の解明と
新規動脈硬化予防法・治療法の開発
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特異的かつ容易に Foxp3 陽性 Treg を減少させることが

[ 背景と目的 ]
近年ますます増加している動脈硬化性疾患の発症機

可能である 6)。このマウスを用いて、Treg が動脈硬化抑

序を解明し、有効な治療法や予防法を開発することが切

制に関与することの直接的な証明と、分子レベルでの抑

に望まれている。動脈硬化症は、血管内皮細胞障害から

制機序について詳細に検討する。

始まる慢性炎症性疾患であるという考えが一般的となっ

我々は、動脈硬化症における炎症・免疫反応の関与

てきた 。動脈硬化病変には何らかの特異的抗原や因子

の解明および、その制御による新規の動脈硬化治療法

が存在し、それがマクロファージや樹状細胞などの抗原

の開発を目指して研究を行ってきた。内在性の CD25 陽

提示細胞によってヘルパー T 細胞に抗原提示されて、T

性 Treg は胸腺内のみならず、腸管関連リンパ組織にお

細胞の活性化が起こり、病態を進行させていると考えら

いても産生され、誘導型 Treg と言われ注目されている 7)。

れる 2)。しかし、直接的にその炎症・免疫反応を制御す

我々はマウスに抗 CD3 抗体の経口投与を行い、腸管内

ることによる治療法は、未だ臨床において確立されていな

での Treg の誘導を促進することにより、有意に動脈硬化

い。近年、自己免疫疾患やアレルギー疾患などをはじめ、

初期病変の形成が抑制されることを報告した 8)。Treg の

様々な慢性炎症を主体とした疾患において、過剰な免疫

誘導には、腸管内に多く存在する免疫寛容に働く樹状細

応答を抑制するような制御性 T 細胞／ Regulatory T cell

胞 (Tolerogenic DCs) が関与することが報告されている

(Treg) が病態を制御していることが報告されている 。動

9)

脈硬化症に関しての最初の研究として、高脂血症モデルで

ることにより、腸管内にて Tolerogenic DCs および Treg

ある apoE-KO マウス
（アポリポ蛋白遺伝子 E 欠損マウス）

を誘導して、有意に動脈硬化病変形成を抑制することを

を用いて、Treg の数が減少した CD80/86、CD28 ノック

発見し、報告した 10)。さらに、マウスに Eicosapentaenoic

アウトマウスの骨髄細胞および末梢 T 細胞の移入を行い、

acid (EPA) の経口投与を行い、Tolerogenic DCs を誘導

内在性の CD25 陽性 T reg の割合を減少させると、動脈

して、動脈硬化病変の退縮を得ることができた 11)。この

硬化が悪化することが報告された 4)。しかし、以前に Ait-

実験では Treg の増加は認めなかったが、近年の研究に

Oufella Hらが行った実験系では、Treg だけでなく免疫応

より Treg と Tolerogenic DCs とは密接に関係することが

答を引き起こすエフェクターT 細胞の数や機能にも影響を

明らかになってきており、Tolerogenic DCs もまた動脈硬

与える可能性があり、Treg の減少により動脈硬化病変形

化の病態制御に関わる可能性があると予想される 9)。国

1)

3)

。最近、我々はマウスに活性型ビタミン D の経口投与す

成が促進されるということの直接的な根拠にはならない

外のグループからは、マウスに抗 CD3 抗体の経静脈投与

と考えられる。転写因子であるFoxp3 は内在性 Treg に最

12)

も特異的な分子であり、その抑制能の維持において必要

胞移入 14) などを行い、Treg を誘導することによる新規動

不可欠である 5)。最近我々は、独国 Tim Sparwasser 博

脈硬化治療法の可能性について報告されており、Treg は

士との共同研究により、
DEREG (Depletion of regulatory

動脈硬化治療の新規ターゲットとして期待される 15)。

、酸化 LDL の経口投与 13)、および免疫寛容性樹状細

T cell) マウス
（Foxp3 陽性制御性 T 細胞特異的ジフテリ

以前より、紫外線 (UV) 照射（特に UVB, 290-320nm

アトキシンレセプタートランスジェニックマウス）を入手し

の波長）により、マウスの接触性皮膚炎のモデルにおい

ており、このマウスへのジフテリアトキシンの投与により、

て免疫反応を抑制すると報告されていたが、最近、その
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一つの機序として UVB 照射による Treg の誘導が報告さ

Treg の特異的なマーカーにおいて多少の違いはみられる

（apoE-KO
れている 。UVB 照射を動脈硬化モデル動物

が、その最も特異的な分子である転写因子 Foxp3 の欠

マウス）に対して行い、Treg の誘導に伴い動脈硬化が抑

損により、致死的な自己免疫疾患をきたすことから、Treg

制されるかどうかを明らかにする。また、もし抑制される

は人とマウスいずれにおいても自己免疫寛容の維持のた

のであれば、UVB 照射による動脈硬化抑制の機序およ

めに必須であると思われる 17,18)。人においても、安全にそ

び Treg の誘導の機序を明らかし、新規動脈硬化予防法

の活性や数を増やすことができるような方法が開発され

の開発を目指す。

れば、将来、自己免疫疾患のみならず、動脈硬化性疾患

16)

動脈硬化疾患では、複数の特異的抗原が存在し、そ

の患者の治療にも応用することができると期待される。

れらがヘルパー T 細胞を活性化して病態を進行させてい
ると予測されるが、その抗原をすべて同定するのは困難

[ 方法および結果 ]

である。生命の維持に重要な、すべての免疫反応を抑制

制御性 T 細胞を減少させることによる免疫反応への影響

してしまうような免疫抑制剤などは、望ましいものではな

DEREG マ ウ ス と apoE-KO マ ウ ス とを 交 配 して

い。一方、Treg はある抗原特異的な過剰な免疫反応のみ

DEREG/apoE-KO マウスを 作 製した。 図 1 のように、

を抑制するため、その機能を高めたり数を増加させるよう

apoE-KO もしくは DEREG/apoE-KO マウスを用いて、ジ

な方法は、
全身的な免疫抑制をきたすことはないと考えら

フテリアトキシン (DT) の投与
（1 回 1 μ g を 2 日間連続投

れ、副作用が少なく、臨床応用可能な動脈硬化治療法に

与）を行い、フローサイトメトリー (FACS) を用いて CD4

なり得ると思われる。近年、免疫学をはじめ様々な分野

陽性 T 細胞中の Treg の割合を評価した。DT 投与 2 日

で Treg は精力的に研究されており、その抑制の機序など

後には、DEREG/apoE-KO マウスの脾臓およびリンパ節

もマウスでは詳細に分かってきている。人とマウスとでは

での CD4 陽性 T 細胞中の Foxp3 陽性 Treg の割合の減

図１ 実験プロトコール、CD4 陽性 T 細胞中の Foxp3 陽性 Treg の評価
Sp: 脾臓、LN: リンパ節、n=3 per group

図 2 インターフェロン - γ生産 CD4 陽性 T 細胞の評価
Sp: 脾臓、LN: リンパ節、
n=3 per group, *P ＜ 0.05 versus control ApoE-KO mice
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少を認めた。1 週間後には脾臓では Treg の割合は DT

IL-4, 10, 17 産生 T 細胞の割合に変化は認めなかった。

投与前の状態まで回復したが、リンパ節では 2 週間後で
も Treg の割合の減少を認めた。次に T 細胞から産生さ

制御性 T 細胞を減少させることによる動脈硬化病変形成

れる炎症性・抗炎症性サイトカインの評価を FACS を用

への影響

いておこなった。図 2 のごとく、DT 投与 1 週間後には、

一定期間の DT 投与を行うことにより Treg を減少させ

DEREG/apoE-KO マウスでの CD4 陽性 T 細胞中のイン

て、動脈硬化病変形成に与える影響および分子レベルで

ターフェロンγ(IFN-γ) 産生細胞の割合は著明に増加し

の抑制機序について検討することにした。以上の結果よ

た。インターロイキン 4, 10, 17 (IL-4, 10, 17) 産生 T 細胞

り、持続的に Treg を減少させるための DT の投与量およ

もまた増加する傾向が見られたが、有意ではなかった。

び回数としては、1 回 1 μ g の 2 日間連続投与を週に 1 回

次に、DT の投与量をさらに減量して、同様の効果が見

行うのが効果的ではないかと思われたが、予備実験にて

られるかどうかを検討した。DT を 0.5 μ g 投与を 1 回行

マウスが衰弱したため、多量の DT 投与による毒性を回避

い、Treg の割合の評価を行った。図 3 に示すように、DT

することを考えて、DT 0.5 μ g 投与を週に 1 回行うことに

投与翌日には DEREG/apoE-KO マウスにおいて著明な

した。まず図 5 に示すようなプロトコールにて、apoE-KO

Treg の減少を認め、4 日後には脾臓およびリンパ節での

もしくは DEREG/apoE-KO マウスを用いて、動脈硬化病

Treg の割合は DT 投与前と同じレベルまで回復した。T

変の評価を行った。16 週齢でマウスを安楽死させて、大

細胞から産生されるサイトカインの評価を FACS を用いて

動脈基部を摘出して、脂肪染色を行い、動脈硬化プラー

おこなった。図 4 に示すように、DT 投与 4 日および 7 日
後には、DEREG/apoE-KO マウスでの CD4 陽性 T 細胞
中の IFN- γ産生細胞の割合は著明に増加した。しかし、

図5
図 3 実験プロトコール、CD 陽性 T 細胞中の Foxp3
陽性 Treg の割合の評価
Sp: 脾臓、LN: リンパ節、n=3 per group

図 4 インターフェロン - γ生産 CD4 陽性 T 細胞の評価
Sp: 脾臓、n=3 per group
*P ＜ 0.05 versus control ApoE-KO mice

実験プロトコール、
大動脈基部動脈硬化プラークの定量評価、
n=3 to 4per group, P =NS

図 6 実験プロトコール、
大動脈基部動脈硬化プラークの定量評価、
n=8 to 10per group, P =NS
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図 7 UVB 照射装置

図8

クの定量評価を行った。図 5 に示すように、Treg の減少

までの合計 14 回行うことにした。apoE-KO マウスを、5kJ/

は動脈硬化形成に影響を与えなかった。動脈硬化悪化が

m2 の UV を照射する群、コントロール群の 2 群に分け

見られなかった理由として、長期間の DT の繰り返し投与

て、処置期間中普通食とし、UVB 照射は週に 1 回行い、

により、DT に対する中和抗体が誘導されて、効果が消失

20 週齢にて大動脈基部での動脈硬化の定量評価を行っ

してくる可能性も考えられた。そこで、図 6 に示すようなプ

た。図 8 に示すように、UVB 照射群にて有意な動脈硬

ロトコールにて、比較的短期間の DT 投与を行い、動脈

化形成の抑制を認めた。

硬化形成への影響を調べることにした。16 週齢での Treg

UVB 照射による制御性 T 細胞を含めた免疫反応への影響

の割合は、コントロールマウスに比べて DEREG/apoE-

週に 1 回の UVB 照射を合計 3 回行い、FACS を用い

KO マウスでは有意に減少していた。しかし、予想に反し

て、皮膚の所属リンパ節および脾臓での Treg を含めた

て、動脈硬化病変については、Treg の減少による影響は

免疫細胞の変化について調べたところ、UVB 照射により

見られなかった。

Foxp3 陽性 Treg の絶対数および比率の著明な増加を認

UVB 照射による動脈硬化形成への影響

め（図 9）、一方、CD8 陽性 T 細胞、CD11c 陽性樹状

apoE-KO マウスの背中の毛を剃り、図 7 に示すような

細胞、Ly6C 陽性単核球、NK 細胞、NKT 細胞などの

UVB 照射機を用いてマウスに UVB 照射を行った。予備

免疫細胞については明らかな変化は認めなかった。さら

実験を行い、皮膚に炎症を起こすことなく全身で Treg の

に FACS を用いた検討で、UVB 照射群の Treg におい

比率を上昇させるのに有効なUVB 線量 (5kJ/m2)を決定

て、その抑制に関わる重要な分子の一つである CTLA-4

し、1 週間に 1 回の照射を 6 週齢から開始して、20 週齢

(cytotoxic T lymphocyte antigen 4)

図9
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19)

の著明な発現増

図 10

図 11 制御性 T 細胞によるエフェクター T 細胞の機能抑制の機序
加を認めた（図 10）。実際に、誘導された皮膚所属リン

性化できなくなると考えられる。次に、通常のマウスの脾

パ節の Treg をセルソーターにて分離し、抗原提示細胞・

臓から CD11c 陽性の樹状細胞を磁気ビーズを用いて分

抗 CD3 抗体の存在下で CD25 陰性 T 細胞と共培養を

離して、それぞれのマウスから Treg を分離して、抗 CD3

行い in vitro での細胞増殖抑制能を調べると、UVB 照

抗体の存在下にてCD25 陰性 T 細胞とともに共培養を行

射群の Tregは照射しないコントロール群の Tregと比較し

い、樹状細胞における CD80/CD86 の発現に与える影響

て、より強い増殖抑制能を示した（図 10）。図 11 に示す

について検討した。図 12 に示すように、UVB 照射群の

ように、Treg が活性化エフェクター T 細胞の機能を抑制

マウスの Treg は、非照射群のものに比べてより強く樹状

する主要な機序の 1 つとして、樹状細胞などの抗原提示

細胞における CD80/CD86 の発現を低下させた。以上の

細胞おける共刺激分子であるCD80/CD86 の発現を低下

ことより、UVB 照射群のマウスの Treg は、CTLA-4 の

。T 細胞の活性化におい

著明な発現増加により、樹状細胞における CD80/CD86

て、T 細胞受容体を介した経路と、副刺激経路と呼ばれ

の発現を低下させ、細胞増殖・活性化抑制をきたしてい

る CD28-CD80/CD86 経路の活性化が必須である。樹

ると考えられた。

させることが報告されている

20)

状細胞において CD80/CD86 の発現が減少すると、この

次に、全身での T 細胞の免疫応答への影響について

副刺激経路からのシグナルが伝わらなくなり、T 細胞を活

検討した（図 13）。それぞれのマウスより脾臓細胞を分離
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図 12

図 13
し、T 細胞の刺激薬である Concanavalin Aで刺激して上

変部での相対的な Treg の割合が増加していることが示

澄みの細胞培養液中のサイトカインについて ELISA を用

唆された。最近の報告によると、全身のリンパ組織内より

いて測定したところ、Th1（タイプ 1 ヘルパー T 細胞）由

も動脈硬化プラーク内での Treg の割合が、動脈硬化抑

来の炎症性サイトカインである IFN- γの有意な産生低下

制において重要であるとの意見もあるが 21）、我々は UVB

を認めた。他の Th2（タイプ 2 ヘルパー T 細胞）由来の

照射により、リンパ節および動脈硬化病変部の両方にお

サイトカイン IL-4、Th17（タイプ 17 ヘルパー T 細胞）由

いて Treg の割合の上昇を認めたため、いずれの部位での

来のサイトカイン IL-17 については UVB 照射の影響は見

炎症抑制が動脈硬化抑制に寄与しているのかは不明で

られなかった。

ある。

免疫染色を用いて動脈硬化病変部での炎症性細胞浸

なお、動物実験については神戸大学動物実験委員会の

潤の評価を行ったところ、UVB 照射群にて、マクロファー

承認を得た上で、諸規則に則り動物愛護の精神を持って

ジおよび CD4 陽性 T 細胞の浸潤の著明な減少を認めた

行った。

（図 14）。Foxp3 陽性 Treg の動脈硬化プラーク内での数

[ 考察および今後の展開 ]

は両群で変わらなかった。リンパ節や脾臓だけでなく、病
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動脈硬化症の病態抑制において、炎症免疫反応を促

図 14 動脈硬化病変部における免疫細胞の評価
進させるエフェクターT 細胞とそれを抑制するTregとのバ

の数のホメオスタシスが極めて厳密に保たれており、また、

ランスが重要であると報告されている。すなわち、T 細胞

活発に増殖していることを示唆している。より高容量（1

のフェノタイプを Treg 側に傾けることにより、動脈硬化形

回 1 μ g を 2 日間連続投与）の DT 投与を行えば、上記

成を抑制することが期待される。しかし、以前の報告のご

のように 1，2 週間の間 Treg を減少させることができるが、

とく、Treg は過剰な免疫応答を抑制することにより、動

繰り返し投与によりマウスが衰弱してしまう。通常、
マウス

脈硬化症の病態抑制において重要な役割を果たす可能

の細胞は DT に感受性が極めて低いために、DT の毒性

性が示唆されているが、その直接的な証拠は未だない。

が影響することは少ないと考えられるが、比較的高容量の

本研究において、Treg が動脈硬化抑制に関与するこ

DT を反復投与することにより、毒性を与えてしまう可能性

との直接的な証明と、分子レベルでの抑制機序について

が考えられる。そのために、動脈硬化を調べる実験にお

明らかにすることを試みた。そのために、薬剤投与により

ける DT 投与のプロトコールとしては、0.5 μ g 投与を週に

Foxp3 陽性 Tregを特異的に減少させることができる易動

1 回、合計 4 週間の投与を行うことにした。動脈硬化悪

脈硬化マウス
（DEREG/apoE-KO マウス）を作製し、Treg

化が見られなかった 2 つ目の理由としては、長期間の DT

を減少させることによる免疫反応および動脈硬化病変形

の繰り返し投与により、DT に対する中和抗体が誘導され

成への影響について検討した。一旦 Treg を減少させるこ

て、DT の効果が消失してくる可能性が考えられる。以上

とにより、4 日後には CD4 陽性 T 細胞中の IFN- γ産生

のことより、我々の実験系において、Treg の動脈硬化形

細胞すなわち Th1 細胞の割合は著明に増加した。他の

成への影響を検討するにあたり、DT の投与量および投与

ヘルパー T 細胞のサブセットである Th2、Th17 細胞につ

期間について、さらなる検討が必要であると考えられた。

いては増加する傾向にあったが有意ではなかった。Th1

次に、適量の UVB 照射による動脈硬化形成への影響

細胞は動脈硬化症の病態悪化において重要な役割を果

の検討を行ったが、有意な動脈硬化形成の抑制を得るこ

たすことが報告されており、Th2、Th17 細胞の関与につ

とができた。我々の用いた UVB の線量は比較的低線量

いては未だ統一された見解はない 。少なくとも、我々の

であり、実験観察期間内においては、マウスの健康に悪

実験結果は、Treg が Th1 細胞の抑制により動脈硬化形

影響は与えなかった。動脈硬化抑制の機序としては、強

成を抑制している可能性があることを示唆している。しか

い抑制能を有するTreg が皮膚所属リンパ節および全身で

し、我々の実験系では、Treg を減少させることによる動

誘導され、エフェクターT 細胞の活性化が抑制されている

脈硬化の悪化は認めなかった。その理由としては、以下の

ことが考えられた。UVB 照射により誘導された Treg がエ

いくつかの可能性が考えられる。まず 1 つ目には、DT 0.5

フェクターT 細胞の機能を抑制する機序としては、in vitro

μ g を 1 回投与により大部分の Foxp3 陽性 Treg を除去

の共培養実験の結果から、抗原提示細胞である樹状細

できるが、DT 投与 4 日後には Treg はほぼ元の数に回復

胞における CD80/CD86 の発現を低下させることが考え

してきてしまうことが考えられる。これは、体内では Treg

られた。他にも Treg の抑制機序としては、抗炎症性サイ

2）
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トカインである IL-10 や TGF- βなどの産生を介する機序

胞を一時的に除去して、UVB 照射による Treg の誘導が

について報告されており 、今後これらの関与についても

見られなくなるかどうかを検討することであるため、この

検討する予定である。我々の実験結果からすると、UVB

マウスを用いることにより証明が可能であると考えられた。

照射による動脈硬化形成の抑制の機序としては、活性化

動脈硬化形成への影響もまた検討することを考慮して、
こ

された Treg の誘導が重要である可能性が示唆されるが、

のマウスと apoE-KO マウスとを交配して Langerin-DTR/

直接的な証明はなされていない。in vivo での Treg の動

apoE-KO マウスを作製した。まず予備実験として、この

脈硬化抑制における役割を調べるために、現在、上記で

マウスに DT の投与を行い皮膚樹状細胞を一時的に除去

作製した Treg を減少させることのできる DEREG/apoE-

して、UVB 照射による Treg の誘導に与える影響について

KO マウスを用いて、UVB 照射の実験を進めている。予

検討した。驚いたことに、皮膚 Langerin 陽性樹状細胞

備実験の結果ではあるが、このマウスでは UVB 照射によ

を除去したマウスでは、UVB 照射による Treg の有意な

る動脈硬化抑制効果は消失する傾向にあり、さらなる検

増加は見られなかった。つまり、皮膚 Langerin 陽性樹状

討を進めている。

細胞は UVB による Treg の誘導に必須であることが示唆

3)

UVB 照射による Treg の誘導において、皮膚 Langerin

される。UVB 照射による Treg 誘導および動脈硬化抑制

陽性樹状細胞の機能修飾の関与を示唆する報告がなさ

における、皮膚 Langerin 陽性樹状細胞の果たす役割の

れている

さらなる検討を行っていく予定である。

22)

。Treg の誘導における、皮膚 Langerin 陽

性樹状細胞の関与を証明するために、共同研究により

適量の UVB 照射により、有意な動脈硬化形成の抑制

Langerin-DTR マウス
（Langerin 陽性樹状細胞特異的ジ

が得られた。その機序の一つとして、皮膚 Langerin 陽性

フテリアトキシンレセプターノックインマウス）を入手した

樹状細胞の機能修飾によって、強い抑制能を有する Treg

。最近、Langerin 陽性樹状細胞は表皮に存在するラン

が皮膚所属リンパ節および全身で誘導され、T 細胞の活

ゲルハンス細胞と、真皮に存在する Langerin 陽性樹状細

性化が抑制されていることが予想される（図 15）。UVB

胞、さらに皮膚以外の Langerin 陽性樹状細胞が存在す

照射による皮膚での免疫細胞の機能修飾および Treg の

ることが報告されている

。すなわち、このマウスに DT

誘導は、全く新規の動脈硬化性疾患の治療法となり得る

を投与すると、すべての Langerin 遺伝子を発現する樹状

ことが示唆される。さらなる動脈硬化抑制の分子機序の

細胞が一次的に除去されることになる。
我々の研究目的と

解明を行い、臨床応用に結びつけたいと考えている。

23)

24)

しては、少なくとも皮膚に存在する Langerin 陽性樹状細

図 15
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血管内皮前駆細胞の抗アポトーシス機能増強による
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虚血組織中の酸化ストレスによってアポトーシスを余儀な

１. 研究背景
生活習慣の欧米化に伴い動脈硬化危険因子（以下、危

くされているかもしれないというレシピエント側における

険因子）が重積する患者が急増し、重症虚血肢 (CLI) も

問題点も治療効果不を低下させる原因の一つとして考え

増加の一途をたどっている。各種治療法の発達にも関わ

られる。そこで我々は下肢虚血組織へ投与する前に EPC

らず、未だ１年以内の下肢切断率が 25％と予後不良であ

の抗アポトーシス能力、特に酸化ストレスに対する抗アポ

り、臨床上の重大な課題となっている。我々の施設では

トーシス能力を高めることで血管新生効果を増強できな

外科、内科、形成外科が連携したフットケア・チームによ

いかと考えた。

り、既存の治療法では病状の改善が困難な CLI 例に対

最 近、 アポトーシス制 御 に forkhead transcription

する「自家骨髄細胞移植による血管新生療法（TACT）」

factor (FOXO) が重要な役割を果たしていることが報告

を 2000 年末より実施し、その長期治療効果および安全

FOXOファミリーは reactive oxygen species
されている 6)。

性について報告してきた 1,2,3)。本治療法は血管内皮前駆

(ROS) などの酸化ストレスで誘導され、アポトーシスを促

細胞 (endothelial progenitor cell:EPC) の血管新生機能

進する転写因子ファミリーである 7)。血中酸化ストレスでも

を応用した手法であるが、実臨床の場においては危険因

ある動脈硬化危険因子が重積している患者由来の EPC

子による機能障害が原因となり、この治療法が奏功しな

は FOXO ファミリーの中でも特に FOXO4 の発現が高い

い場合もある。2008 年に多施設共同研究結果として報

ことから 8)、FOXO4 の発現抑制が EPC のアポトーシス

告した長期治療効果判定でも、全症例における虚血肢切

耐性を強化する可能性がある。そこで我々は、虚血肢組

断回避率が 88% であったのに対し、閉塞性動脈硬化症

織内における酸化ストレスと同組織内へ投与された EPC

(ASO) 患者では治療有効率は 45% と低かった。Buerger

のアポトーシスとの関連性を検証し、small interfering

病患者と比較してその治療効果が乏しいことが明らかとな

RNA(siRNA) を用いて FOXO4 を選択的にノックダウン

り 2)、その解決が急務となっている。細胞移植による血管

した、アポトーシス耐性 EPC の投与で血管新生効果の向

新生効果は投与された EPC 数に比例すると言われている

上を図る新たな治療法の開発を試みた。

が、実際に投与 EPC の虚血部位への生着率や集積率は
著しく低いと報告されている 4)。我々の研究グループはそ

２. 方法及び結果

の原因の一つとして危険因子によるEPCの遊走能障害の

１）虚血組織の酸化ストレス評価

可能性を報告した が、虚血組織内へ投与された EPC が
5)
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ラット下肢虚血モデルを用いて酸化ストレスを評価し

た。本実験は当大実験 動物倫理委員会承認の下、動

２）虚血組織における EPC のアポトーシス評価

物倫理に十分な配慮を行ったうえで施行した。イソフル

当大学病院倫理委員会承認の下、患者のインフォーム

ラン持続吸 入全身麻酔下に 8-12 週令の F344/N-rnu/

ドコンセント実施後に危険因子を有した患者（65 歳以上、

rnu 雄ヌードラットで片側下肢虚血モデルを作製した。虚

高血圧、脂質異常症、糖尿病、喫煙のうち 2 つ以上の危

血作 製 14 日後に虚 血下肢 筋および 非虚 血下肢 筋の

険因子を有する）の末梢血から ficoll を用いた比重遠心分

dihydroethidium(DHE) 染色を行い、酸化ストレスの活

離法で末梢血単核球を単離し、fibronectin コーティング

性度を比較した。虚血下肢筋内では非虚血筋内より明ら

プレート上で細胞培養液 EBM-2 を用いて 4 日間培養し、

かに dihydroethidium 陽性細胞が多く、酸化ストレス活

EPC を獲得した。次に EPC をラット虚血片側下肢および

性が増加していた（図１）。

対側の非虚血下肢に筋注投与し、24 時間後の下肢組織
を TUNEL 染色した。虚血下肢組織内における TUNEL

（図１） 虚血肢と非虚血肢筋組織における DHE 濃度

（図２） 健常人および動脈硬化危険因子患者 EPC 内の FOXO4 発現

陽性 EPC の割合は明らかに非虚血下肢に比べて高値で

り健常人由来 EPC の FOXO4 発現は亢進していたが、危

あったことから、虚血下肢内に筋注投与された EPC のア

険因子が重積している患者から得られた EPC は、定常

ポトーシスが亢進していることが示唆された。

状態および H2O2 負荷状態において FOXO4 発現がさら
に亢進していた（図２）。

３）酸化ストレス下での FOXO4 発現量の評価
In vitro 培養下の EPC に H2O2 (1mM,18 時間 ) 負荷す
ることで EPC のアポトーシスを誘導した。H2O2 負荷によ

４）アポトーシス耐性 EPC の作製
EPC の酸化ストレスに対する抗アポトーシス能力を高
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（図３） マグネトフェクション法による FOXO4 siRNA 導入効果

（図４） in vitro における H2O2 負荷での TUNEL 陽性細胞

（図５） in vitro における H2O2 負荷でのプロアポトーシ
ス因子発現

（図６） ヌードラット下肢虚血モデルにおけるレーザー
ドップラー血流量

（図７） ヌードラット下肢虚血モデルにおける CD31 陽性
毛細血管密度

めるため、FOXO4 を選択的にノックダウンした EPC を

と結合した磁気粒子 (SilenceMag TM) が EPC 細胞質内

作製した。今回我々は、磁気粒子を用いたマグネトフェ

および核内に導入されたことをプルシアンブルー染色で

クション法を用いることで危険因子重積患者から得られ

確認し、FOXO4.siRNA 導入によって EPC 内の有効な

た EPC 内へ siRNA を導入することに成功した。siRNA

FOXO4ノックダウン(FOXO4.KD.–EPC)が得られたことを

—..17...—

（図８） 虚血肢、非虚血肢における TUNEL 陽性細胞 EPC の割合
ウェスタンブロット法で確認した（図３）。また、negative

子である Bim や cleaved caspase-3 発現が明らかに減少

control siRNA 導入 EPC 群はコントロール EPC 群と比

していた（図５）
。すなわち、EPC アポトーシス制御には

べ FOXO4 発現量に差を認めなかったことから、マグネッ

Bim や Caspase-3 を介した経路が重要であることが判明

トフェクション法自体が FOXO4 の発現に影響を及ぼさな

した。

いことを確認した。

７）ラット下肢虚血モデルにおける血流改善評価
ヌードラット下肢虚血モデルを用いて EPC 筋肉内投

５）EPC の表現型および分泌能評価
フローサイトメトリー法を用いて培養 EPC の表面抗原
マーカーである CD133、CD34、CD31、KDR の変化を
FOXO4 ノックダウン前後で比較した。FOXO4

KD

–EPC

とコントロール EPC の表面抗原マーカーの発現度は同等
であった。次に ELISA 法を用いて EPC 培養上清液中の
血管新生関連タンパク (VEGF、b-FDF、SDF-1 α、IGF1)を測定した。いずれのタンパク濃度もFOXO4 KD –EPC

与 (5x105 細 胞 数 /1 個 体 )

14 日後の下肢 血流 改善

度をレーザードップラー血流測定器を用いて評価した。
FOXO4

KD

–EPC 投与群は、PBS 投与群のみならず、コン

トロール EPC 投与群においても明らかに下肢血流の改善
効果が高かった（図６）。下肢骨格筋組織における CD31
染色による毛細血管密度評価でもFOXO4 KD –EPC 投与
群は他群に比べて、高密度を示していた（図７）。
８）筋肉内投与 EPC のアポトーシス評価

群とコントロール EPC 群で有意差は認めなかった。
また、negative control siRNA 導入 EPC 群とコント

EPC を筋肉内投与前に予め蛍光色素 Dil でラベリン

ロール EPC 群でもその表現型および分泌能に差は認め

グし、筋肉内投与 24 時間後の EPC のアポトーシス率

なかった。すなわち FOXO4siRNA 導入は EPC の表現

を EPC 投与骨格筋組織 TUNEL 染色後に定量評価し

型および分泌能に影響を及ぼさないことが明らかとなった。

た。虚血下肢筋肉内における FOXO4 KD –EPC 群のア
ポトーシス率はコントロール EPC 群に比べ低値を示して
いた（図８）。

６）EPC のアポトーシス耐性能の評価（in vitro）
前述の H2O2 負荷により、酸化ストレス下での EPC ア
ポトーシスをフローサイトメトリー法で評価した。APODIRECT kit を使用し TUNEL 陽性細胞数をカウントし
たところ、FOXO4

KD

–EPC 群はコントロール EPC 群に

３. 考察
本研究では虚血組織内における酸化ストレスが投与
EPC のアポトーシスを亢進させ、血管新生効果を減弱さ

比べてアポトーシスが抑制されていた (EPC 群：66.3%、

せている可能性に着目し、EPC アポトーシスのメカニズム

FOXO4

として最近報告された FOXO 転写因子に注目した。EPC

KD

–EPC: 39.7%、図４)。さらに、ウエスタンブ

ロット法では FOXO4

KD

–EPC 群でプロアポトーシス因

内の FOXO 転写活動を FOXO4 siRNA のトランスフェク
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ションで人工的に抑制し、
EPC 投与前にその抗アポトーシ

も細胞毒性が低く、ベクターを用いずに迅速かつ効率的

ス機能を高めることで、より多くの投与 EPC を虚血組織

に遺伝子導入が可能なことが報告されている 12)。血管内

内で生存させ、より多く血管新生に貢献させることで、血

皮細胞に対するマグネトフェクション法による遺伝子導入

管新生効果の向上に成功した。

法はすでに報告されているが 13)、最近我々は磁気粒子を

酸化ストレスは活性酸素の産生・集積と生体内の抗酸

用いた本法が EPC の表現型や分泌能に影響を及ぼさず、

化作用との不均衡により生じるが、その原因の一つに組

生体内にも安全であることを報告している 14)。そして今回

織の虚血があげられる。そこで我々はまずラットにおい

我々は本手法を用いて初めてEPCに FOXO4 siRNAをト

て動脈閉塞による下肢虚血が酸化ストレスを生じるかを

ランスフェクションするプロトコールを確立し、FOXO4 の

DHE 染色にて検討したところ、虚血肢では非虚血肢に比

有効なノックダウンを可能とした。この FOXO4

べ DHE 発現が亢進しており、より多くの酸化ストレスに

は H2O2 負荷による酸化ストレス下において、アポトーシ

暴露していることが明らかとなった。酸化ストレスは DNA

ス促進タンパクである BimEL や cleaved caspase-3 発現

損傷を引き起こしアポトーシス誘導に作用するが、事実

が有意に減少しており、EPC のアポトーシスが抑制される

EPC をラット下肢筋肉内に投与すると、投与 24 時間後に

ことが示された。
さらにヌードラット下肢虚血モデルに FOXO4

おけるアポトーシス EPC の数は非虚血肢に比べ虚血肢

KD

KD

–EPC

–EPC

で明らかに増加していた。In vitro においても H2O2 負荷

を筋肉内投与すると、14 日後の時点でコントロール EPC

は EPC のアポトーシスを誘導したことより、筋肉内投与

投与群に比べて明らかに下肢血流および毛細血管密度の

された EPC は虚血下肢における酸化ストレスによりアポ

改善が得られた。TUNEL 染色で虚血組織内における

トーシスを生じていることが示された。

FOXO4

KD

–EPC のアポトーシスが減少していることが証

細胞に酸化ストレスが加わると、JNK により活性化さ

明されたことから、
虚血組織からの EPC の喪失が抑制さ

れた FOXO 転写因子は細胞質から核内へ移行し、Bim

れ EPC の生存能が高められた結果、EPC 投与による血管

などのアポトーシスタンパクの転写を促進し、アポトーシ

新生効果を低下させなかったことがその理由として考えら

スを誘導することが報告されている

れる。コントロール EPC、FOXO4

6,7)

。そもそも EPC は

KD

–EPC いずれを下

血管内皮細胞に比べ、低酸素刺激や酸化ストレスに抵

肢虚血筋内へ投与しても虚血部位の DHE 染色に差は見

抗性をもつといわれている 9) が、動脈硬化危険因子重積

られなかったことから、FOXO4

患者由来の血中 EPC 数は健常人に比べその数が少ない

機序で虚血組織の酸化ストレスそのものを減少させ、治

10,11)

。これは、酸化ストレスの一つである動脈硬化危険

KD

–EPC 自体が何らかの

療効果を高めたわけではなかった。

因子が血中 EPC のアポトーシスを亢進させた結果かもし
れない。同時に危険因子重積患者 EPC では健常人にくら

４. 結論

べ FOXO 転写因子、その中でも特に FOXO4 の発現量

虚血骨格筋内では酸化ストレスが増加しており、同組

が多いことが報告されており 、事実我々も危険因子重

織内に直接投与された EPC のアポトーシスが亢進してい

積患者 EPC において、定常状態および H2O2 負荷におい

る。EPC の FOXO4 ノックダウンは、この虚血性酸化スト

て FOXO4 の発現が亢進していることを確認した。本研

レスによる EPC アポトーシスを抑制することで、より多く

究では FOXO4 活性までは評価できなかったが、危険因

の EPC がその血管新生能力を発揮し、血管新生効果を

子重積患者 EPC において酸化ストレスが FOXO4 を介し

増強させることができた。今後の血管新生療法の新たな

て EPC のアポトーシスを誘導していることが示唆された。

発展に繋がるものと期待できる。

8)

そこで我々は EPC の FOXO4 を特異的にノックダウンす
ることで危険因子重積患者 EPCの抗アポトーシス機能を
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慢性腎不全の血管石灰化と内皮機能異常の共通制御の機構解明と
治療標的分子の同定
久留米大学医学部内科学講座

1. 背
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ることにより NOS 活性を低下させ、血管内皮機能を低下

景

我が国において透析療法を受けている患者数は 26 万

させていることを発見した 6)。一方、ヒト冠動脈内皮細胞

人を超え、世界的にも増加傾向にある 1)。慢性腎不全

に ADMA を投与し、網羅的遺伝子解析を行った結果で

(CKD) は心血管疾患の独立した危険因子であることが示

は、BMP/Smad 系遺伝子の発現亢進が報告されている

され、末期腎不全患者の約 50% は心血管疾患により死

7)

亡すると報告されている 。
「心腎連関」の概念として注

血圧などの領域で注目を集めてきたが、内皮機能におけ

目されているが、その分子機序は明らかでなく、腎不全に

る役割は不明である。

2)

。BMP/Smad 経路は骨形成、脈管形成、家族性肺高

おいて何が心血管病変を引き起こしているのか、
その病態

CKD 患者において血管石灰化と内皮機能低下が同時

は解明されてない。通常の動脈硬化危険因子から予想さ

に観察されることは、臨床面ではしばしば遭遇する。冠

れる以上に、CKD 患者では心血管疾患の罹患率が高く、

動脈では、CT 上石灰化が多いほど内皮機能が低下して

血管石灰化は心血管病変を引き起こす主な原因の一つと

いたという報告がある 8)。しかし分子メカニズムにおいて、

考えられている 3)。

血管石灰化と内皮機能の関連については不明のままであ

血管石灰化は従来考えられてきた「細胞が壊死した状

る。血清中の BMP2 値が腎機能低下とともに増加すると

態でカルシウムが沈着するという受動的な過程」だけで

いう報告がある 9)。このことから我々は、BMP/Smad 経

はなく、近年は「骨が形成される能動的な過程」つまり、

路が慢性腎不全にみられる特徴的な血管石灰化と内皮

健常状態では抑制されていた血管平滑筋細胞の骨芽細

機能障害の両方を制御する因子ではないかと考えた。

胞様への形質転換が、石灰化過程に傾くと考えられてい
る。骨形成蛋白質である Bone Morphogenetic Protein

2. 方

(BMP) ファミリーは、膜貫通型 Serine ／ Threonine キ

法

8 週令の C57BL/6

雄マウスにおいて左腎臓を 2/3 切

ナーゼ受容体に結合し活性化する。アテローム硬化型石

除し、１週間後に右腎臓を全摘出、5/6 腎臓摘出マウス

灰化病変では BMP/Smad シグナリングの活性化が示さ

を作製した。マウスは C57BL/6J マウス (野生型 ; WT)

れたが 、腎不全にみられる特徴的な血管石灰化 ( メン

と BMP 受容体の一つである ALK3 に対するノックアウト

ケベルグ型 ) における BMP/Smad 経路の関与は不明で

(KO) マウスを用いた。マウス大動脈を用いて免疫組織染

ある。

色により、BMP/Smad 経路と eNOS シグナリングのリン

4)

CKD 患者では軽度腎機能障害であっても、血管内皮

酸化を含むタンパクの発現量を解析した。マウス大動脈

機能低下がみられ、心血管病の initial step であると考

を用いて、アルカリフォスファターゼ染色により osteogenic

えられている 。血管内皮機能の制御において、最も重

differentiation を調べた。血管内皮機能については、摘

要な生理活性物質は Nitric Oxide (NO) であると考えら

出大動脈を用いて血管張力を測定した。Krebs 溶液の中

れている。NO 制御メカニズムの一つとして、内皮 NO

で張力が安定するのを確認後、フェニレフリンにより血管

Synthase (eNOS) シグナリングが知られている。我々は

を前収縮させ、アセチルコリンによる等尺性張力の変化を

CKD モデルマウスの血管では、腎不全により増加した

比較した。培養内皮細胞はヒト臍帯静脈内皮細胞を用い

血 中 Asymmetric dimethylarginine (ADMA) 自 身 が、

た。

5)

eNOSタンパクのSer1177 残基におけるリン酸化を抑制す
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本実験は久留米大学実験動物倫理委員会で承認を得

（図１）

（図３）

（図 2）
ており、動物倫理には十分な配慮を行った上で施行した。
3. 結
3.1

果
腎不全マウスの作成

術後、2 週間毎、12 週間、血圧、血液検査、尿検査
を行った。血圧に大きな変化は見られなかった。非摘出マ
ウス群では血清 BUN 26.9 ± 1.6 mg/dl、Cr 0.19 ± 0.01
mg/dl に対し、5/6 腎臓摘出マウス群では術後 4 週まで
は血清 BUN 60-70 mg/dl、Cr 0.3-0.4 mg/dl の腎機能低
—  22  —

（図４）

下が見られたため、その後の検討は、術後 4 週間のモデ

て ALP 染色を行った。WT でみられていた CKD による

ルを用いた。

増加は、Alk3+/- マウスではみられなかった ( 図 2)。一方、
eNOS シグナルへの影響を調べるために、4 群を用いてリ

3.2

ン酸化 eNOS の発現量を調べた。WT マウスでは CKD

心臓 • 血管の組織学的変化

5/6 腎臓摘出後、２週間毎、12 週間までの心臓と血管

により低下したリン酸化 eNOS の発現量は、Alk3+/- マウ

の組織像を比較した。明らかな炎症細胞浸潤、線維化に

スでは Sham と CKD の間で変化はみられなかった ( 図

違いは見られなかった。

3)。さらに、血管内皮機能を調べたところ、WT マウスで

マウス大動脈における BMP/Smad シグナル

見られた CKD によるアセチルコリン依存性弛緩反応の低

WT+Sham マウスと WT+CKD マウスの大動脈を用い

下は、Alk3+/- マウスでは見られず、CKD 後も血管内皮機

て、BMP/Smad シグナルの effector である Smad5 とリン

能は保たれた。

酸化 Smad5 の蛍光染色を行った ( 図 1)。Total Smad5
は両群間で差が見られなかったが、リン酸化 Smad5 は

4. 考

察

内皮細胞、血管平滑筋細ともに WT+CKD マウスで増加

本研究では、BMP/Smad シグナルが初期 CKD におけ

が見られた。つまり WT マウスでは、CKD により BMP/

る血管平滑筋の osteogenic differentiation だけではなく、

Smad シグナルが活性化していた。

血管内皮機能低下においても大きく関与していることを示

さらに、osteogenic differentiation を調べるためにアル

した。

カリフォスファターゼ (ALP) 染色を行った ( 図 2)。CKD

本研究において、我々は 5/6 腎臓摘出による CKD マ

マウスで は、ALP 発 現 が 増 加しており、osteogenic

ウスを作成し、大動脈の表現形を評価した。5/6 腎臓摘

differentiation が亢進していた。

出では、血清 BUN、Cr は 2-2.5 倍の上昇がみられたが、
血圧には変化が見られず、中等度の腎機能低下モデルと

3.3

考えた。

血管内皮機能の変化

血管内皮機能障害と BMP/Smad シグナルとの関係は、

マウスの摘出大動脈を用いてアセチルコリンによる等尺
性張力の変化を評価したところ、WT+CKD マウスでは、

Alk3+/- マウスを用いて明確に示すことができた。我々は

WT+Sham マウスに比べてアセチルコリン反応性弛緩反

以前、CKD モデルにおいてみられる血管内皮機能低下に

応が低下していた。さらに、NO 産生に大きく寄与する

はeNOSシグナルの活性化低下が大きく関与していること

eNOSシグナルを調べるために、
western blottingを用いて

を示している 6)。したがって、本研究においても血管内皮

sNOS とリン酸化 eNOS の発現量を調べた。Total eNOS

機能低下を引き起こすメカニズムとして、eNOS シグナル

の発現量に差は見られなかったが、WT+CKD マウスで

に着目した。CKD において内皮細胞では BMP/Smad シ

は、WT+Sham マウスに比べてリン酸化 eNOS が減少し

グナルが活性化しており、さらに eNOS シグナルの低下と

ていた。

内皮依存性の血管弛緩反応が障害されていたが、BMP/
Smadシグナル活性化とeNOSシグナル低下の間をつなぐ
シグナル pathway については、現在探索中である。

3.4 ALK3 の役割
培養ヒト臍帯静脈内皮細胞を用いて、リコンビナント

最近、BMP ファミリーが様々な異所性石灰化に関わっ

BMP2 により刺激を加えると、effector であるリン酸化

ているという報告が増えてきた 10)。例えば、動脈硬化に関

Smad5 は濃度依存性に増加した。さらに、BMP2 投与

して、ヒト石灰化動脈硬化性プラークの中では BMP2 の

によりリン酸化 eNOS の低下が見られた。Vivo において

発現が増えていたという報告や

BMP/Smad シグナルの役割を調べるために、BMP 受容

巣摘出した apolipoprotein E 欠損マウスや高脂肪食を負

体の一つである ALK3 に対する KO マウス (Alk3 ) を用

荷された LDL receptor 欠損マウスでは、プラーク性の石

いて CKD マウスを作成した。Osteogenic differentiation

灰化病変において BMP/Smad シグナルが役割を担って

に 対 す る ALK3 の 関 与 を み るた め に、WT+Sham,

いることが示唆されている

WT+CKD, Alk3 +Sham, Alk3 +CKD の 4 群におい

スの血管平滑筋細胞において、BMP/Smad シグナルの活

+/-

+/-

+/-
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4,12)

11)

、高脂肪食 + 両側卵

。本研究では、CKD マウ

性化だけではなく、ALP の発現増加、つまり osteogenic
differentiation も見られた。さらに、Alk3+/- マウスにお
ける CKD マウスでは、WT マウスで見られたような血管

5）

平滑筋細胞における osteogenic differentiation がみられ
なかった。本研究は、CKD で出現する血管平滑筋細胞
におけるosteogenic differentiationに BMP/Smadシグナ

6）

ルが重要であることをはじめて示すことができた。
5. 結

7）

論

初期 CKD において、BMP/Smad シグナルは血管平滑
筋細胞における osteogenic differentiation 亢進だけでな
く、血管内皮機能低下にも大きく関わっていた。CKD の

8）

患者では、心血管病が予後を左右するが、血管内皮機能
と血管石灰化を予防かつ治療するために、BMP/Smad シ

9）

グナルが治療ターゲットになるかもしれない。
最後に、平成 25 年度木村記念循環器財団研究助成
金を頂き、将来の医学に貢献できる可能性を見いだした
本研究を行うことができましたこと、木村記念循環器財

10）

11）

団ならびに関係者の皆様に心から感謝致します。
12）
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心血管リモデリングにおけるプリン作動性 P2Y6 受容体の役割解析
自然科学研究機構岡崎統合ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽｾﾝﾀｰ（兼

生理学研究所）

・心循環シグナル研究部門

西田
【研究の背景と目的】

基宏

ける P2Y6R の役割解析

血行力学的負荷により誘発される心血管組織の構造

マウスの腹 腔内にアンジオテンシン（Ang）II（1mg/

改変（リモデリング）は，心血管機能不全の増悪要因とし

kg/day, i.p.）を含んだ浸透圧ポンプを埋め込み，4 週間

て注目されている。心血管リモデリングの発症・進展には

の持続投与を行なった。野生型マウスで血行動態解析

ノルアドレナリンやアンジオテンシン II などの神経体液性

を行った結果、AngII 投与では顕著な心肥大が観察され

因子の関与が示唆されており、実際これらの受容体を遮

ず、著しい血圧上昇だけが観察された。この血圧上昇は

断する薬が心血管病治療薬として臨床現場でも使われて

P2Y6R 阻害化合 物 MRS2578（3mg/kg/day, i.p.）投与

いる 。しかし、心血管病を原因とする死亡者数は依然と

マウスまたは P2Y6R 欠損マウスにおいて 50% 程度に抑

して高く、画期的な治療薬の開発に結びつく新たな病態

制されることがわかった。Ang II 投与 4 週間後のマウス

形成機構の解明が望まれている。我々は細胞外ヌクレオ

の腹部大動脈および心臓・腎臓を採取し、固定の後、組

チドに着目した。細胞外ヌクレオチドは、神経終末から放

織形態観察を行ったところ、野生型マウスにおいて観察

出されるほか、細胞死や炎症、機械的伸展刺激などによっ

される AngII 誘発性の血管周囲の線維化（コラーゲンの

ても細胞内から遊離され、細胞膜上のプリン作動性受容

蓄積）が P2Y6R 欠損マウスにおいて有意に抑制されてい

体に作用し、細胞内にシグナルを伝達する 2)。プリン作動

た。実際、胸部大動脈を摘出しリング標本を作成して内

性受容体にはイオンチャネル型の P2X 受容体チャネルと

皮依存性の弛緩反応を観察した結果、野生型マウスの大

G タンパク質共役型の 7 回膜貫通型 P2Y 受容体が存在

動脈血管では、Ang II 投与によりアセチルコリン刺激で

する。このうち、P2Y6 受容体（P2Y6R）と共役する三量

誘発される血管弛緩反応が有意に減弱していたのに対し、

体 G12 ファミリータンパク質が、高血圧負荷により誘発さ

P2Y6R 欠損マウスの血管では内皮依存性弛緩障害が部

れる心臓リモデリング（線維化）の仲介分子として働くこ

分的ではあるものの有意に抑制されていた。血管内皮障

とを初めて明らかにした 。具体的には、心筋細胞をメカ

害の原因として、酸化ストレスの関与が示唆されている 5)。

ニカルストレス刺激にさらすことで細胞内ヌクレオチド（主

AngII 投与を行った野生型マウスの血管周囲では酸化ス

に ATP と UDP）がパネキシンヘミチャネルを介して細胞

トレスマーカーである 4-hydroxy-2-nonenal (4-HNE) や

外に遊離し、これらが P2Y6R を刺激することで G12 ファミ

8-hydroxydeoxyguanosine (8-OH-dG) の発現が増加し

リ－タンパク質を活性化し、線維化促進因子の発現を誘

ていた。これに対し、P2Y6R 欠損マウスの血管ではそれ

導することを明らかにした。さらに，P2Y6R の阻害化合物

が有意に抑制されていた。一方、慢性的な血圧上昇には

MRS2578 が圧負荷誘発性の心不全を有意に改善するこ

腎臓の糸球体ろ過機能低下も深く関わっており、Ang II

とをマウスレベルで実証した。本研究では、P2Y6R が心

投与した腎臓では糸球体周囲で著しく線維化が起こって

不全の新たな標的分子となるかどうかを明らかにするため、

いた。P2Y6R 欠損マウスでは、腎臓の線維化も有意に抑

P2Y6R 欠損マウスを用いて病態解析を行った 。さらに、

制されていた。

1)

3)

4)

初代培養心筋細胞およびラット胎児心筋細胞株 H9c2 を

高血圧の原因には，血管内皮の機能障害や腎機能低

用いて、P2Y6R がメカノセンサーとして機能する分子機構

下だけでなく、副腎の機能障害も深く関与してくると考え

についても解析を行った。

られる。副腎皮質ホルモン（ACTH）の慢性投与が高食
塩誘発性様の高血圧を引き起こす 6) ことから、ACTH 長
期投与で誘発される高血圧における P2Y6R の役割につ

【方法と結果】
１．アンジオテンシン II 誘発性の血管リモデリングにお

いても検討した。血圧は日内変動が大きいことから、血
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圧テレメトリー装置を用いて経時的な血圧変化を観察し

筋細胞（RAoSMCs）を用いて解析を行った。RAoSMCs

た。ACTH 投与 4 日後より徐々に血圧の上昇が観察され、

に Ang II 刺激を行ったところ、一過性の Ca2+ 応答が観

1 週間後には約 20mmHg の血圧上昇が観察された。こ

察された。この Ca2+ 応答は MRS2578 処置および P2Y6R

の血圧増加は P2Y6R 欠損マウスでほぼ完全に抑制され

siRNA 処置によって約 50% 減少した。

た。ACTH 投与 4 週間後に 1 日分の蓄尿および血液を

次に、ラット心線維芽細胞を単離・初代培養し，Ang II

採取し、尿中アルブミン、総蛋白、カテコラミン（ノルア

刺激による線維化応答に P2Y6R がどのように関与するか

ドレナリン・アドレナリン・ドパミン）濃度の測定を行っ

調べた。特に、P2Y6R の下流で低分子量 G 蛋白質 Rho

た。血漿については、アルドステロンや尿素窒素量を測

の活性化や線維化応答が誘導されることから、Ang II 刺

定した。ACTH 投与によりこれらのパラメータの大きな変

激による Rho シグナリングの活性化に P2Y6R が関与する

動は検出できず、尿中アルブミン濃度の増加だけが観察

かどうか検討した。Rho の活性は活性型 Rho とのみ結

された。ACTH 投与による尿中アルブミン濃度の増加は

合できる基質（Rhotekin の Rho 結合ドメイン（Rhotekin-

P2Y6R 欠損マウスにおいて抑制されていた。

RBD））を用いたプルダウンアッセイにより評価し、線維化

以上の結果から、P2Y6R は AngII 受容体の下流に存在

応答はα平滑筋アクチン（α SMA）の発現増加により評

し、血圧上昇に部分的に寄与することが明らかとなった。

価した。AngII 刺激による Rho の活性化およびα SMA

また、P2Y6R 欠損による線維化抑制が特定の組織だけで

発 現 増 加は、MRS2578 処置および P2Y6R siRNA 処

なく、冠動脈血管、胸部・腹部大動脈、腎臓など、様々

置により約半分程度に低下した。AngII 刺激による応答

な組織で普遍的に起こったことから、P2Y6R は AngII 受

は Ang type1 受容体（AT1R）を介して起こることから、

容体と機能的に共役している可能性が示された（図１）。

P2Y6R は AT1R と機能的に共 役することで、AngII 刺

２．AngII 受容体－ P2Y6 受容体との相互作用解析

激による心血管応答を部分的に仲介する可能性が示され

マウス大動脈血管マグヌス標本に AngII 刺激を行っ

た。さらに、HEK293 細胞株に AT1R － Luciferase と

たところ、一 過 性の収 縮が 認められた。この収 縮は

P2Y6R-GFPを発現させ、
両者の物理的相互作用をBRET

MRS2578 処置により約 40% 減少した。また、P2Y6Rを欠

(Bioluminescence Resonance Electron Transfer)の原理

損させた血管では、野生型マウスのそれと比べて Ang II

を用いて解析した。その結果、AT1R と P2Y6R が確かに

刺激による一過性の収縮が約 40％減少していた。次に、

heterodimer を形成していることが明らかとなった。

AngII 刺激が P2Y6R を介して血管平滑筋細胞の収縮を
引き起こすかどうか、初代培養のラット大動脈血管平滑

一方、P2Y6R 刺激は AT1R を直接活性化しないものの、
Ang II 刺激によるシグナリング（主に Ca2+ 応答）を持続

図１ AT1R-P2Y6R 機能的共役による血管リモデリング制御
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させる可能性を予試験的に見出している。そこで、AT1R

ことで圧負荷に対する適応ができなくなって結果的に突

－ P2Y6R の機能共役が Ang II シグナルを増幅させるか

然死や心不全を誘発しやすくなる可能性が示された。

どうか検討した。UDP 刺激による Ca2+ 応答は AT1R 阻
害剤で全く抑制されなかった。これに対し、AngII 刺激

４．P2Y6R のメカノセンシング機構の解析

による Ca 応答は MRS2578 処置により部分的に抑制

ノックアウトマウスを用いた解析結果により、阻害剤で

された。しかし、細胞外ヌクレオチドの分解酵素である

の評価とは逆の（P2Y6R が心臓の圧負荷に対して保護的

apyrase を処置しても AngII による Ca 応答は解除され

に働くという）結果が得られたものの、P2Y6R がメカニカ

なかった。この結果は、AT1R － P2Y6R の機能共役は物

ルストレスを感知し、下流のシグナル経路を活性化すると

理的な相互作用によるものであり、細胞内ヌクレオチドを

いう事実は間違いないことが示された。そこで、メカニカ

介した間接的なクロストークによるものではないことを示

ルストレスによる P2Y6R の活性化が本当に細胞外ヌクレ

唆している。

オチドに依存して起こる現象かどうか H9c2 細胞を用いて

2+

2+

検証した。
P2Y 受容体を内因性に発現していない H9c2 細胞株

３．大動脈狭窄による圧負荷誘発性の心不全に対する

に P2Y6R を過剰発現させ、UDP 刺激による Ca2+ シグ

P2Y6R の役割解析
P2Y6R のメカノセンサーとしての役割を確立させるため、

ナル応答を調べたところ、UDP 刺激により一過性の細

よりシンプルなメカニカルストレスモデルである圧負荷を

胞内 Ca2+ 濃度上昇が観察された。UDP 刺激の 30 分前

行った。マウスの横行大動脈を狭窄（transverse aortic

に MRS2578 を処置し、UDP 刺激を行ったところ、驚く

constriction; TAC）し、圧負荷による心臓リモデリングを

べきことに Ca2+ 応答はむしろ増大した。一方、P2Y6R を

誘発した。その結果、驚くべきことに、P2Y6R 欠損マウス

過剰発現させた H9c2 細胞に機械的伸展刺激を与えた

では TAC 後の生存率が野生型マウスのそれと比べて著

際にも Ca2+ 濃度上昇が観察され、この Ca2+ 濃度上昇

しく低下することがわかった。TAC 処置後1 週間以内に野

は MRS2578 を処置することで抑制された。この結果は、

生型マウスでは約 30％程度のマウスが突然死を起こした

MRS2578 が P2Y6R の UDP 結合部位とは異なる部位に

のに対し、P2Y6R 欠損マウスでは約 65％ものマウスが死

作用することで P2Y6R 阻害活性を示す可能性が示された。

亡した。TAC 処置 6 週間後まで運よく生き残った P2Y6R

P2Y6R の細胞外ループを調べたところ、細胞外の第 1

欠損マウスの心機能を測定したところ、野生型マウスのそ

ループにインテグリン結合 RGDドメインがあることに着目

れと比べて心機能が有意に低下していることもわかった。

した。RGD ドメインは P2Y2R にもあることが既に報告さ

TAC 処置 6 週間後の心臓を取り出し、切片作成後、組

れており、P2Y2R の RGD ドメインがインテグリンα v β 3

織染色を行ったところ、野生型マウスの心臓と比べて著し

と結合することで Gi または G12 ファミリータンパク質との

い心筋細胞の肥大（心肥大）、間質の線維化が観察され、

共役が増強されることがわかっている 4)。そこで、RGD を

酸化ストレスマーカーの発現増加も観察された。しかし、

RGE に置換した P2Y6R 変異体（P2Y6R(RGE)）を H9c2

TAC 処置 2 週間後のマウス心臓切片を解析したところ、

細胞株に過剰発現させ、UDP 刺激による Ca2+ 応答を観

P2Y6R 欠損マウスのそれでは心肥大は野生型のそれと同

察したところ、コーティングなしの時と比べてラミニンコー

程度に起こっていたものの、間質の線維化が有意に抑制

トした際に UDP 刺激による Ca2+ 応答が顕著に増大する

されていた。さらに、P2Y6R 欠損マウスでは生存シグナル

ことがわかった。P2Y6R の野生型と P2Y6R(RGE) 変異体

として知られている extracellular signal-regulated kinase

で UDP 刺激による Ca2+ 応答を比べたところ、野生型で

(ERK) や Akt の TAC 処置による活性化が有意に減弱

は UDP 刺激により一過的な Ca2+ 濃度上昇の後数分間

する一方で、ストレス活性化型の p38 mitogen-activated

の間、間歇的な Ca2+ 振動（Ca2+ オシレーション）が観

protein kinase (p38 MAPK) の活性化を増大させること

察され、シグナルが収束したのに対し、P2Y6R(RGE) 変

もわかった。これら結果は、P2Y6R が圧負荷による心臓

異体では UDP 刺激により持続的な Ca2+ 濃度上昇が観

の線維化を仲介する役割を持つ一方で、圧負荷に対する

察された。驚いたことに、P2Y6R 選択席阻害剤と言われ

適応シグナルも活性化しており、適応シグナルが欠失する

ている MRS2578 を処置すると、P2Y6R 野生型発現細胞
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図2

P2Y6R の細胞外基質タンパク結合（RGD）ドメインを介した心筋ストレス適応
シグナル変換（仮説）。

での UDP 刺激による Ca2+ 応答は増強し、P2Y6R(RGE)

方で、長期的に P2Y2R を刺激すると NO シグナル変換が

変異体発現細胞でのUDP 刺激によるCa 応答は変化し

起こり、心筋保護（リモデリング抑制）から心筋老化（リ

なかった。一方、P2Y6R 発現細胞での機械伸展刺激によ

モデリング）誘導へと応答が変わることも明らかにしてい

るCa 濃度上昇は MRS2578 処置によって有意に抑制さ

る 8)。そのため、P2Y2R を心不全治療の創薬標的と考え

れた。しかし、P2Y6R(RGE) 変異体では機械伸展刺激に

るのは困難だと考えられた。一方、我々はもともと三量体

よる Ca 濃度上昇は弱く、MRS2578 処置してもその応

G12 ファミリータンパク質が圧負荷による心臓の線維化を

答は全く変わらなかった。以上の結果は、MRS2578 が

誘導する役割を担うことを発見し、G12 ファミリータンパク

P2Y6R の RGD ドメインに作用することで阻害作用を発揮

質を活性化する責任受容体の探索を行った結果、P2Y6R

している可能性が示された。さらに、MRS2578 が RGD

であることを見出した。
P2Y6Rの選択的阻害化合物と信じ

ドメインを介する P2Y6R と細胞外基質タンパク質
（コラー

られてきた MRS2578 を処置したところ、圧負荷による心

ゲン、インテグリン、ラミニン、フィブロネクチンなど）と

臓線維化が確かに抑制されたことから、P2Y6R は心不全

の相互作用を阻害することにより、機械的伸展刺激による

治療薬の新しい分子標的になることが期待された。しか

P2Y6R の活性化を抑制する可能性が示された。しかしそ

し、P2Y6R 欠損マウスを用いた本研究により、P2Y6R 阻

の一方で、MRS2578 は P2Y6R の細胞間相互作用を減弱

害はむしろ圧負荷に起因する心不全や突然死を悪化させ

させることで、UDP などのリガンド依存的な P2Y6R シグ

ることが示された。しかしその一方で、レニン・アンジオ

ナルを逆に増強させる可能性も示された（図２）。

テンシン系を介した血圧上昇（高血圧）や血管リモデリン

2+

2+

2+

グは P2Y6R 欠損により部分的に抑制された。以上の結果
から、心血管系において P2Y6R は少なくとも２つ（心筋保

【考察】
心不全時において、P2Y2R と P2Y6R の発現量が増加

護と線維化誘導）の役割を担うことが明らかにされた。

することが知られている。このうち、P2Y2R は誘導型一

AT1R と P2Y6R との直接的な相互作用は確認できな

酸化窒素合成酵素（iNOS）を介して AT1R 発現量を減

かったものの、AT1R シグナリングに P2Y6R が部分的に

少させることを我々は明らかにしている 7)。しかしその一

関与していることがノックアウトマウスを用いた解析から
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明らかになった。AT1R と P2Y6R は発現分布が類似して

Caroline Sunggip（博士課程 3 年）、ラット P2Y6 受容体

おり、共に三量体 Gq, Gi, G12 ファミリータンパク質と共役

（野生型および RGE 変異体）遺伝子および P2Y6R 欠損

しうることが知られている。両者がヘテロ２量体を形成す

マウスを提供してくださった井上和秀教授・齊藤秀俊助

ることが G タンパク質との共役に必要なのかどうかは不

教（九州大学大学院薬学研究院薬理学分野）、Bernard

明であるものの、P2Y6R 欠損マウスでは AngII 刺激によ

Robaye 教 授（Institute of Interdisciplinary Research,

る筋収縮（Gq シグナル）や血管の線維化（Gq および G12

Université Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium）に深

シグナル）が有意に減弱することが示された。AT1R を

く感謝いたします。

発現していない H9c2 細胞に AT1R を発現させたところ、
AngII 刺激による Ca2+ 応答が一過的であった。これに
対し、AT1R と P2Y6R を共発現させた H9c2 細胞では
AngII 刺激による Ca2+ 応答が持続的であった。この結果
は、P2Y6R が AT1R シグナリングに持続性を与えている
可能性を示している。
一方、P2Y6R は細胞外第１ループにインテグリン結合
RGD ドメインを持ち、RGD ドメインを介した P2Y6R －
細胞外基質タンパク質間相互作用が P2Y6R のメカノセン
シングに必要であることが初めて明らかにされた。また、
RGD ドメインは UDP 刺激による細胞内シグナル伝達の
増強にも関わっていることが明らかとなり、MRS2578 は
RGD ドメインを介する細胞間相互作用を減弱させること
でリガンド依存的な P2Y6R シグナルを減弱させる可能性
を初めて明らかにした。この機構は、上記のAngII 誘発性
の血管リモデリングに対して P2Y6R が促進的に働くのに
対し、メカニカルストレス誘発性の心臓リモデリングに対
しては保護的に働く理由を裏付けているといえる。今後、
P2Y6R 欠損マウスの心筋細胞特異的に P2Y6R(RGE) 変
異体をレスキューさせた際に、圧負荷による突然死や心不
全が改善されるかどうか明らかにしていくことで、P2Y6R
のリガンドに依存しないメカノセンシング機構を示すこと
が出来るだろう。しかしその一方で、心不全治療薬の新た
な分子標的と考えられた P2Y6R の役割が刺激によってそ
の様相を変化させることも明らかとなり、その処置には十
分な注意が必要であることも浮き彫りになってきた。今後
は、P2Y6R そのものではなく、下流のリモデリング誘導に
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関わるシグナル伝達経路を特異的に抑制する手法の確
立が新たな心不全治療薬の開発の糸口になると考えられる。
【謝辞】
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iPS 細胞による遺伝性 QT 延長症候群の解析
慶應義塾大学医学部循環器内科

湯

浅

慎

介

ていた。しかしながら翌 2007 年にはヒト繊維芽細胞から

はじめに
2006 年 に マ ウ ス 人 工 多 能 性 幹 細 胞 (induced
pluripotent stem cell: iPS cell) の樹立が、京都大学山

のヒト iPS 細胞の樹立が報告され 12、13)、間もなく世界中
で爆発的に iPS 細胞研究が始まった。

中伸弥教授らにより初めて報告された 。最初の報告は、

ヒト iPS 細胞は体細胞から樹立可能な多能性幹細胞

1)

マウス尻尾由来の線維芽細胞に胚性幹細胞（embryonic

であり無限に増殖可能で、体内のあらゆる細胞にも分化

stem cell: ES cell）で高発現する転写因子を導入すると

可能である。患者体細胞から iPS 細胞を樹立した場合に

ES 細胞と同様の増殖能と多分化能を有する iPS 細胞が

は、患者自身の多能性幹細胞が得られることを意味して

作製できたというものであった。ES 細胞は当時、最も幹

いる。患者ゲノムに記録された遺伝情報を全て有している

細胞としての能力の高い細胞として注目されていたが、ヒ

自己幹細胞であり、iPS 細胞分化細胞を移植した際に免

ト ES 細胞を用いるには倫理的な障壁があるとされてい

疫拒絶されることはない。このようなことから再生医療へ

た。すなわち ES 細胞を作製するためには初期胚を用いる

の応用へ向けた研究が世界中で活発に進められている 14、

必要があり、ヒト ES 細胞に関しても同様である。また幹

15)

細胞研究の中でも最も注目されていた再生医療の開発に

ことより、遺伝性疾患の病態解明と新規治療方法の開発

おいても大きな問題があり、ES 細胞は患者にとって自己

に向けた疾患モデル作製としての iPS 細胞研究も活発に

の幹細胞でないために移植した際には免疫拒絶されてし

行われている。すなわち遺伝性疾患を有する患者より体細

まう。これらの事から、ES 細胞の幹細胞としての能力が

胞を得て、同体細胞から iPS 細胞の樹立を行う。このよ

どれほど優れていても、世界的な幹細胞研究の主流では

うにして樹立された iPS 細胞は患者のゲノムにコードされ

なかった。しかしながら、我々はこれらの ES 細胞に関す

た全ての遺伝情報を受け継いでおり、遺伝性疾患の原因

る問題点はいずれ解決され、ES 細胞が臨床応用される

遺伝子、疾患感受性遺伝子や様々な多型等も受け継いで

ようになることを期待し、様々な基盤技術の開発に取り組

いる。例えば遺伝性心筋症などの患者から iPS 細胞を樹

んでいた。ES 細胞を循環器研究・臨床に応用していくた

立し、培養皿上で心筋細胞を分化誘導することにより、患

めには、ES 細胞からの心筋細胞の分化誘導方法の開発

者の遺伝情報を有しており、生きたヒト心筋症心筋細胞が

、ES 細胞由来心筋細胞の純化方法の開発 5-6)、ES 細

容易に、そして無限に作ることができる。これらのヒト心

2-4)

胞由来心筋細胞の評価方法の開発
筋細胞の移植方法の開発
研究開発を行っていた

11)

9,10)

。一方で iPS 細胞が患者の遺伝情報を受け継いでいる

、ES 細胞由来心

筋細胞を解析することにより、
これまでに治療法のなかっ

等が必要であり、それらの

た病気の原因解明や、ドラッグスクリーニングなどで新規

7-8)

。そのような中、突然 2006 年

治療方法の開発が可能ではないかと期待されている。

に ES 細胞と同様の能力を有する細胞としてマウス iPS 細
胞樹立の報告がなされた。ただ iPS 細胞を臨床応用する

ヒト末梢血より iPS 細胞樹立方法の確立

ためにはヒト iPS 細胞を開発する必要がある。マウス ES

様々な可能性を有するヒト iPS 細胞が開発されてすぐ

細胞とヒト ES 細胞は似てはいるが違う点もかなり多いこ

に、我々は臨床応用を念頭にヒト iPS 細胞を用いた研究

とも広く知られており、またマウス ES 細胞が開発されて

を始めた。すると、問題点が幾つか残されていることに、

からヒトES 細胞が開発されるまでにかなりの時間が必要

まず気づいた。その一つは初期に開発されたヒトiPS 細胞

であったこと等より、ヒト iPS 細胞が樹立されるようにな

の樹立方法は、皮膚生検により皮膚組織を得て、線維芽

るまでにはもう少し時間がかかるのではないかと考えられ

細胞を樹立する必要があることである。皮膚生検は、消
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毒、麻酔、生検、縫糸、感染予防、抜糸が順次行われ

内の各種イオン濃度により調節されており、心筋細胞膜に

ていく。皮膚生検といえども手術に準じたものであり、患

発現するナトリウムチャネル、
カリウムチャネルやカルシウム

者の痛みや僅かながらの様々な合併症リスクそして傷跡

チャネル等が重要な役割をしている。遺伝性不整脈疾患

の問題がある。特に子供や女性では痛みや傷跡の問題は

の多くは、単一遺伝子変異による疾患であり細胞膜にあ

避けなければならないものである。ヒト iPS 細胞を広く臨

るイオンチャネルの異常により生じる。遺伝性不整脈疾患

床・研究応用するためには、侵襲性が低く採取可能な患

における心臓突然死の多くの原因、特に若年突然死の多

者検体から iPS 細胞を樹立する方法を開発する必要があ

くの原因になっていると言われているが、根本的な治療方

ると考えた。

法は無い。現実には、ある程度の効果が期待される薬物

新たな iPS 細胞樹立方法を開発するためには元となる

療法と植え込み型除細動器を組み合わせて治療すること

ドナー細胞と遺伝子導入方法を決める必要がある。末梢

になる。様々な病気の治療方法を開発するためには動物

血は日常的に臨床の場で血液検査として一般的に用いら

の培養心筋細胞、チャネル遺伝子を導入された心筋細胞

れており、最も低侵襲性で得られる患者検体の一つであ

でない細胞や遺伝子改変マウスなど実験モデルが汎用さ

る。我々は様々な検討の結果、ヒト末梢血中に存在する

れてきた。しかしながら、不整脈疾患の多くは適切な実

最終分化 T リンパ球から iPS 細胞が効率的に樹立しうる

験モデルも無いのが現状であり、飛躍的な進展も期待さ

。遺伝子導入方法は、センダイウィルス

れていなかった。ヒトiPS 細胞を用いることで遺伝性不整

という遺伝子の運び屋を用いることとした。センダイウィル

脈疾患の詳細な分子生物学的・電気生理学的な解析と根

スは、それまでに iPS 細胞研究で広く用いられているレト

治薬の開発を目指して、疾患モデルの作製と薬剤スクリー

ロウィルスと異なりゲノムへ外来遺伝子が挿入されること

ニングが活発に成されるようになってきた。

ことを見出した

16)

はなく、目的の細胞で一過性に遺伝子を発現させること
が可能なウィルスである。センダイウィルスと少量末梢血

遺伝性 QT 延長症候群 1 型特異的 iPS 細胞

から得られる活性化 T 細胞を組み合わせて用いることに

我々は疾患 iPS 細胞研究という新しい研究領域の実験

より、ごく少量の血液サンプルからも、ゲノムに外来遺伝

系の確認と、未知の病態解明、新規治療方法の開発を

子が挿入されずにヒト iPS 細胞が効率的に樹立可能であ

目指して研究を開発した。最初に対象とした疾患は、遺

ることを見出した。疾患特異的 iPS 細胞研究は、多くの

伝性 QT 延長症候群の中でも最も頻度が多く、しばし

患者さんに研究協力していく必要があり、そのためには極

ば突然死をきたす疾患である遺伝性 QT 延長症候群 1 型

力患者さんに苦痛を与えず、また研究者にもなるべく負担

を選別した。典型的な症状を呈し、新規変異 (KCNQ1

をかけずに研究を行えるようにしていく必要がある。非侵

1893delC) を有する遺伝性 QT 延長症候群 1 型患者より

襲的な簡便・迅速・高効率な iPS 細胞樹立方法を開発す

iPS 細胞樹立を行い、
その機能解析を開始した 20)。これま

ることにより 17、18)、幅広い応用を強く推進できると考えて

でに報告されてきた疾患 iPS 細胞の機能解析の多くは既

いる。

知の変異を有する患者からの樹立と機能解析である。過
去に報告されてきた変異遺伝子の機能と整合性が得られ
る結果が得られ、疾患モデルとして有用であるというもの

疾患特異的 iPS 細胞研究
疾患 iPS 細胞研究は、ヒトiPS 細胞が開発された 2007
年より世界中で注目されていた研究手法であるが、実際

であった。我々は臨床現場でしばしば認める新規変異が
疾患 iPS 細胞で機能解析できるかを検討した。

に報告され始めたのは 2010 年の終わりごろからである
。循環器疾患特異的 iPS 細胞研究の中でも最初に報告

まず患者体細胞に OCT3/4, c-MYC, KLF4, SOX2 の

されてのは、様々な不整脈疾患を対象にされている。それ

遺伝子導入を行い、
iPS 細胞を樹立した。続いて樹立 iPS

ぞれ患者特異的 iPS 細胞の作製と同 iPS 細胞由来心筋

細胞が増殖能、多分化能、幹細胞マーカーの発現等がコ

細胞の機能解析を行っている。心筋細胞が適切に収縮と

ントロール iPS 細胞と比較し同等であることを確認し、そ

拡張を繰り返すためには脱分極と再分極を適切に繰り返

の後の研究を行った。iPS 細胞を心筋細胞に分化誘導を

し、電気的恒常性を保つ必要がある。それらは心筋細胞

行い、各種心筋マーカーの発現等を確認し、電気生理学

19)
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的性質の比較検討を開始した。
多電極記録 (MEA)システ

より IKs が遮断され FPD の延長を認めたが、遺伝性 QT

ムを用いて分化誘導した心筋細胞の細胞外電位を記録し

延長症候群 1 型患者由来 iPS 由来心筋細胞においては

たところ、拍動率等に差は中田が、遺伝性 QT 延長症候

既に IKs が障害されているために IKs 遮断薬が作用せず、

群 1 型患者由来の心筋細胞では体表面心電図の QT 時

IKs の機能喪失が疑われた。また心筋細胞の再分極過程

間に相当するとされる細胞外電位持続時間 (FPD) の有

において、IKs と同様に重要なカリウム電流として即時型

意な延長が確認された
（図１）。遺伝性 QT 延長症候群 1

遅延整流性 K チャネル (IKr) があり、IKr 遮断薬である

型は KCNQ1 遺伝子変異により緩徐型遅延整流性 Kチャ

E4031 投与をおこなった。その結果、健常人においては

ネル（IKs 電流）の低下があることが知られており、詳細

E4031 投与によって不整脈は誘発されなかったが、遺伝

な病態を解明するために様々な薬物反応性試験を行った。

性 QT 延長症候群 1 型患者由来の心筋細胞では FPD の
延長と共に、有意に早期後脱分極 (EAD) 様の不整脈が

緩 徐 型 遅 延 整流 性 K チャネル (IKs) 遮 断 薬である

誘発された。さらに高濃度の E4031 投与により、健常者

Chromanol 293B の投与を行ったところ、健常人由来の

には見られない多形性心室頻拍 (TdP) 様の不整脈が誘

心筋細胞の FPD が有意に延長したのに対し、患者由来

発された（図２）。この結果は、本患者における K 電流は、

の心筋細胞では FPD の延長が見られなかった。この結果

健常者に比し IKr に強く依存していることを示唆している。

は、健常人では IKs が機能しているために IKs 遮断薬に

図1

iPS 細胞由来心筋細胞の MEA 解析
上図：コントロール iPS 細胞由来心筋細胞の MEA 解析。
下図：遺伝性 QT 延長症候群 1 型 iPS 細胞由来
心筋細胞の MEA 解析。
平均化された Field potential(FP) であり、両矢
印間を Field potential duration (FPD) とする。

図２ 遺伝性 QT 延長症候群 1 型 iPS 細胞由来心筋細
胞の MEA 解析。IKr 遮断薬（E4031）投与。
上図：E4031 投与後に認められた早期後脱分極
early afterdepolarization（EAD）波形。
下図：E4031 投与後に認められた不整脈所見。
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図３． 遺伝性 QT 延長症候群 1 型 iPS 細胞由来心筋細胞の MEA 解析。Isoproterenol, Propranolol 投与。
左図：Isoproterenol 投与すると、量依存性に不整脈の持続が観察される。
右図：Propranolol を投与すると、時間依存性に不整脈が消失していく。

図４． iPS 細胞由来心筋細胞におけるパッチクランプ解析。
  左    ： コントロール iPS 細胞由来心筋細胞。
  右    ： 遺伝性 QT 延長症候群 1 型 iPS 細胞由来心筋細胞。
上図   ： 全 K 電流。
中図   ： IKs 遮断薬（Chromanol293B）投与下における K 電流。
下図   ： 上図―中図＝ IKs 電流。
また遺伝性 QT 延長症候群 1 型の診断の為にカテコラ

薬の投与により不整脈が停止する現象が確認された（図

ミン試験というものがある。患者にカテコラミンを投与し

3）遺伝性 QT 延長症候群 1 型患者における薬剤負荷試

て心電図の変化や不整脈の誘発性を見るというものであ

験、臨床症状と同様な現象が iPS 細胞由来心筋細胞で、

る。このような薬剤負荷試験が培養皿上で簡便にできな

培養皿上で観察されることを確認した。

いかを検討した。β受容体刺激薬の投与により、遺伝性
QT 延長症候群 1 型患者由来の心筋細胞において持続す

さらに直接 IKs 電流を測定するためにパッチクランプ

る心室頻拍 (VT) 様の不整脈が誘発され、β受容体遮断

法を iPS 細胞由来心筋細胞に行い IKs 電流を記録した。
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その結果、遺伝性 QT 延長症候群 1 型特異的 iPS 細胞由
来心筋細胞において有意なIKs 電流の低下が確認された
（図 4）。これらのことより、患者特異的 iPS 細胞を用いて
新規変異の機能解析が可能であることが示唆された。
最後に

5）

6）

これらの研究は、iPS 細胞が開発される以前とは根本
的に違う点がある。それまでの病態解明のための基礎研

7）

究とは、患者の遺伝情報解析や、遺伝子改変マウスなど
の実験動物を用いた研究が主であった 21-23)。多くの患者
遺伝情報を探索し、病気の原因候補となる遺伝子変異し

8）

発見したとしても、これまではヒトの生きた心筋細胞を用
いた解析というのは不可能であった。その為に、変異遺
伝子を人工的にヒト非心筋細胞もしくは非ヒト心筋細胞

9）

に導入して変異遺伝子の電気生理学的解析等の検討を
行うことや、遺伝子改変動物などを用いて解析することし
かなかった。これらの実験系は人工的であり、ヒト心臓

10）

で起こっていることが、ヒト非心筋細胞や実験動物で、本
質的にヒトの病気の再現ができているかどうかは分から
ず、一部の病気では明らかにヒトの病気は再現できてい
なかった。その為に疾患解析や治療方法の開発は思うよ
うに進んでこなかった。現在は、様々な難治性疾患を対
象として患者特異的 iPS 細胞が作製され、疾患モデル作
製の確認と薬剤スクリーニングが行われている 24-25)。今後
は、これらの実験系をより洗練されたものとし、大規模な
薬剤開発に応用できるような実験系を構築し、ドラッグス
クリーニングに応用されていくと思われる。これまでに治
療方法が無いとされてきた多くの疾患が、
これらの実験系

11）
12）

13）

14）

15）
16）

を用いることで、革新的治療方法が開発され、一日も早く
臨床応用され患者にフィードバックされていくことが強く期

17）

待される。
18）
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