
3  若手研究者の活動

【講演要旨】

【背景】

　心臓型脂肪酸結合蛋白質 (Heart-type fatty acid-binding protein; H-FABP)は、心筋細胞に特異的に存在する

低分子可溶性蛋白質であり、心筋細胞が傷害を受けることによって血中に流出するため、現在、心筋梗塞などの

心筋に傷害を来たし得る疾患において臨床応用されている。我々は、以前、慢性心不全患者において入院時に血

液検査を施行したところ、心不全の重症度に伴い血清H-FABP値が上昇し、血清H-FABP値が高値を示す症例

では予後が不良であることを認めた。今回は、入院時と退院時のH-FABP値を比較し、より詳細に心不全患者

のリスク層別化が可能かどうかを検討した。

［方法］

　連続した113例の慢性心不全患者において、入退院時に血清

H-FABP値を含めた血液検査や心臓超音波検査を施行し、心イ

ベントについて、予後を追跡調査した。血清H-FABP値のカッ

トオフ値は、以前の検討で作製したROC曲線より求めた値(4.3 

ng/ml)を使用した。

［結果］

　経過観察中に33例の患者で心イベントを認めた。内訳は、心臓死した症例が12例で、心不全増悪による再

入院した症例が21例だった。又、入退院時の血清H-FABP値の結果から、3つのグループに分類することがで

きた。グループ 1は、入退院時ともに、H-FABP値が低値であった群 (41例)、グループ 2は、入院時に高値を

示したが退院時には低下していた群 (21例)、グループ 3は、入退院時ともに高値を示した群 (51例) である。

心臓の容量負荷のマーカーである血漿BNP値は、全ての症例において、心不全の症状の改善とともに退院時に

は有意に低下していた。グループ 3では、より高齢者が多く、入院時のNew York Heart Association (NYHA) 

機能分類が重症であり、左室拡張末期径が大きく、左室収縮率が低いという結果だった。又、グループ 3では、

心臓死、心不全増悪による再入院率が高率であった。Kaplan-Meier法を用いて心イベント発症率について検討

した結果では、グループ 3は、グループ 1とグループ 2に比較して有意に心イベント発症率が高かった。

［考察］

　入退院時の血清H-FABP値の測定により、心不全患者を3つのグループに分類できることがわかった。そし

て、現在の一般的な心不全の治療により、心機能、血漿BNP値、心不全の症状の改善した症例においても、血

清H-FABP値が持続的に高い症例においては、心不全の予後が不良であることがわかった。以上のことから、

入退院時における連続した血清H-FABP値の測定は、慢性心不全患者の治療効果の判定や管理において重要な

情報を与え、新たなmonitoring toolと成り得る事が示唆された。 
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口演者　新関　武史
（山形大学大学院医学系研究科医学専攻　循環・呼吸・腎臓内科学専攻）
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【講演要旨】

　FUNCTIONAL ANALYSIS OF THE SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM IN SECRETORY 

PHOSPHOLIPASE A2-IID

Akira IGARASHI,1 Yoko SHIBATA,1 Noriaki TAKABATAKE,1 Shuichi ABE,1 Sumito INOUE,1 Yoshikane 

TOKAIRIN,1 Tomomi ISHIKAWA,1 Keiko YAMAUCHI,1 Daisuke OSAKA,1 Yoko YAMAGUCHI,2 Takashi 

ONO,2 Jun ISHIZAKI,2 Kohji HANASAKI,2 Isao KUBOTA,1

1

Department of Cardiology, Pulmonology, and Nephrology, Yamagata University School of Medicine,　 Yamagata, Japan 
and 2The Shionogi Research Laboratories, Shionogi and Co, Ltd., Osaka, Japan 

Introduction  We previously demonstrated the relationship between single nucleotide polymorphism (NCBI 

SNP reference: rs584367) in secretory phospholipase A2-IID (PLA2G2D) gene and the body weights in 

COPD patients. Its T-allele misssense-mutates the 80th amino acid of PLA2G2D protein, glycine (C-allele) 

into serine. Carriages of its T-allele results in significant body weight loss compared with those of C-allele. 

However, it is still unknown why patients with COPD who carrying this T-allele lose body weight. 

Secretory phospholipase A2 (sPLA2) is known to be not only the enzyme which metabolize the 

phospholipid, but also modulate the inflammatory response in many cells. In this study, we evaluated 

whether this allelic change of PLA2G2D gene results in the difference of cytokine inducibility.

Materials and Methods  Human pulmonary epithelial cells (A549 cells) were transfected with plasmid 

contracts containing the human PLA2G2D wild type (C-allele, PLA2G2D-glycine) or mutated (T-allele, 

PLA2G2D-serine), and transfected cells were selected by neomycin to generate stable cell lines. These stable 

cell lines (A549-PLA2G2D-glycine cells and A549-PLA2G2D-serine cells) were analyzed for cytokines 

mRNA levels by real-time PCR. 

Results   IL-8 and IL-6 mRNA levels significantly increased in A549-PLA2G2D-serine cells compared to 

those in A549 cells and A549-PLA2G2D-glycine cells. 

Conclusion  PLA2G2D-serine enhances the expression of  cytokines, such as IL-8 and IL-6, compared to 

PLA2G2D-glycine. These enhanced expression of cytokines may be associated with body weight loss in 

COPD patients 
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3  若手研究者の活動

【講演要旨】

A Single Nucleotide Polymorphism in CCL1 Gene Predicts Acute Exacerbations in Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease

N. Takabatake, M.D., Y. Shibata, M.D., S. Abe, M.D., I. Kubota, M.D., Yamagata, Japan 

Rationale: Acute exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease (AECOPD) are a major cause of 

morbidity and mortality in COPD. The marked heterogeneity in the host defense mechanisms may be 

attributed to the single nucleotide polymorphisms (SNPs) in the inflammatory chemokines that show 

enhanced expressions in the airway of AECOPD. Methods: We investigated four SNPs in CCL11, CCL1, and 

CCL5 genes with relation to the frequency and severity of AECOPD in the retrospective and prospective 

study of a cohort of 276 male patients with COPD. Results: In the retrospective study for two years, one SNP 

(NCBI SNP reference: rs2282691) in the predicted enhancer region of CCL1 gene, encoding a chemotactic 

factor for a series of leukocytes, was significantly associated with the frequency of AECOPD in a dominant 

model {Fishers exact test [odds ratio (OR) (95% confidence interval): 2.70 (1.36 - 5.36), P=0.004], logistic 

regression [OR: 3.06 (1.46 - 6.41), P=0.003], and Kruskal-Wallis test (P=0.003)}. In the prospective study for 

30 months, the A allele was a significant risk allele for the severity of AECOPD with gene dosage effect 

[Kaplan-Meier method with log-rank test; AA vs. TT; log-rank 

statistic: 7.67, P=0.006. Cox proportional hazards regression method; OR: 5.93 (1.28 - 27.48), P=0.023]. The 

electromobility shift assay showed C/EBP, a key transcriptional factor in response to pulmonary infections, 

binds to the T allele, but not to the A allele. Conclusions: Variants in CCL1 gene are associated with 

susceptibility to AECOPD through their potential implication in the host defense mechanisms against 

AECOPD 
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【講演要旨】

A Novel Polymorphism in Secretory Phospholipase A 2-IID Is Associated with Body Weight Loss in Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease

N. Takabatake, M.D., Y. Shibata, M.D., S. Abe, M.D., I. Kubota, M.D., Yamagata, Japan 

Rationale: Chronic and systemic inflammation, a potential cause of body weight (BW) loss in patients with 

chronic obstructive pulmonary disease (COPD), may be associated with the proinflammatory properties of 

secretory phospholipases A2 (sPLA2s), especially the group II subfamily sPLA2s. We tested our hypothesis 

that the individual susceptibility to BW loss in COPD patients is attributed to the genetic variances of this 

sPLA2 gene region. Methods:A total of 12 single nucleotide polymorphisms (SNPs) encompassing the sPLA2 

gene region were determined in 276 male COPD patients. Results:We first analyzed our patients whose body 

mass index (BMI) was at the bottom 100 (BMI,17.131.29 kgm2) and at the top 100 (23.831.98) in relation to 

SNPs. Both the Fishers exact test [odds ratio (OR),2.36; 95% confidence interval (CI),1.344.18; p=0.004] and 

logistic regression analysis (OR,2.10; 95% CI,1.133.90; p=0.019) showed statistical significance between one 

SNP (National Center for Biotechnology Information SNP reference: rs584367) and the reduction of BMI in 

the recessive model in COPD patients. Using all the patients, a significant difference between the values of 

BMI (log transformed) of the mutant group (CT+TT) and that of the nonmutant group (CC) of this SNP 

(mean[SE],1.293[0.005] vs.1.317[0.006]; p=0.003) was found after adjustment for age, smoking habit, and 

lung function (analysis of covariance). This SNP caused a change in amino acids in sPLA2-IID protein 

(Gly80Ser). Conclusions:These results suggest that sPLA2-IID may be one of the susceptibility genes that 

contribute to BW loss in patients with COPD.
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口演者　高畠　典明
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3  若手研究者の活動

【講演要旨】

Relationship among blood pressure, salt intake, renal injury and plasma renin activity in Japanese general 

population: The Takahata Study

日本人一般住民における血圧、塩分摂取、腎障害および血漿レニン活性の関連について：高畠研究

　レニン－アンジオテンシン－アルドステロン系（RAAS）は、血圧および電解質代謝の調節を通して腎障害の

進展に重要な役割を果たしている。特に腎障害進展におけるアンジオテンシンⅡの役割については動物実験での

裏付けがあり、アルドステロンについてもその関与を示唆する報告があるが、RAASの律速段階であるレニン

については、現在まで直接に腎障害を惹起し得たとの報告はない。この研究では、一般住民の横断研究のデータ

を用いて血圧、塩分摂取、腎障害と血漿レニン活性の関係を検討することで、レニンの腎障害進展に関する役割

を明らかにすることを目的とした。

　今回の研究の被験者は、山形県高畠町の40歳以上の住民について同意を得て実施した特殊検診の受検者から

選抜した。RAASへの薬剤による修飾を出来る限り除くため、既に高血圧症に対して投薬がなされているケー

スは除外した。レニンはイムノラジオアッセイで測定した血漿レニン活性（PRA）で評価した。尿アルブミン－

クレアチニン比（UACR）と24時間尿ナトリウム排泄量予測値（e24hUNa）は早朝に採取した1回スポット尿

より計算した。分析対象となった被験者総数は2056例で、男性934例、女性1122例、平均年齢60歳であっ

た。PRAの中央値（ng/ml/hr）は、それぞれ男性1.1、女性0.7で、PRAが正常上限（2.0 ng/ml/hr）を上回っ

たのは、男性193例（20.7%）、女性139例（12.4%）であった。血圧、e24hUNa、UACR等について、それぞ

れ低値になるほどPRAが高値になる傾向が示唆された（ANOVA法）。MDRD法によるGFR推算値はPRA値

と有意な関連を認めなかった。これらの因子について多重ロジスティック回帰分析を行ってその独立性を検討

したところ、血圧低値とe24hUNa低値がPRA高値（＞2.0 ng/ml/hr）となるための独立した関連因子である

ことが示された。また塩分摂取とPRAの関係では、e24hUNa高値（≧250 

mEq/day）例でPRA値の抑制が顕著であった他、過去の報告に比して本研

究の母集団は全般にPRA値が抑制されており、当該地域の住民は、過剰な

塩分摂取によってRAASが抑制されていることが考えられた。

　今回の横断研究によって、日本人一般住民におけるPRAは主に血圧と塩

分摂取量の影響を受けており、腎障害には直接関与しない事が示唆された。 
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口演者　安孫子　広
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【講演要旨】

Hyperprolactinemia associated with chronic hepatitis C and induction of prolactin mRNA in human 

peripheral blood mononuclear cells stimulated by hepatitis C virus

背景と目的：C型肝炎ウイルス (Hepatitis C virus; HCV) 感染では、感染者の70-80％に高率に持続感染が成立

する。近年、感染症における免疫反応との係わりにおいてProlactin (PRL) が免疫機構の機能維持に関わってい

る点で注目されているが、HCV感染におけるPRLの発現動態は不明である。私達はHCV感染者の血清PRL値

を住民検診およびC型慢性肝炎患者で検討した。また、末梢血単核球細胞 (PBMC) におけるPRL mRNA定量

法を確立し、C型慢性肝炎患者のPBMCにおけるPRL mRNA発現レベル、およびヒトPBMCのin vitro HCV

粒子によるPRL mRNAの発現増強を検討した。

方法と対象：HCV感染者が多い山形県Ｒ町の20歳以上の住民297名の血清PRL値を測定した。当院に通院中

のC型慢性肝炎患者 (男性) 31例について血清PRL値を測定し、Interferon (IFN) 治療前後での血清PRL値を

検討した。また患者PBMCにおけるPRL mRNAの発現を検討した。in vitro  HCV感染系から分離したHCV

粒子をヒトPBMCへ感染させPRL mRNAの発現を検討した。血清PRL値はELISA法、PRL mRNAはreal-time 

PCR法で測定した。

成績：１．住民検診における検討。血清PRL値はHCV抗体陽性者では陰性者に比し有意に高かった (10.3 ± 

9.7 vs. 8.4 ± 8.7 : p < 0.01)。性差別の検討で、男性の血清PRL値はHCV抗体陽性者では陰性者に比し有意に

高値であった (10.3 ± 8.5 vs. 5.6 ± 2.8 : p<0.001）が、女性では差は見られなかった。HCV抗体陽性者 (男性

) における高PRL値症の頻度は健常者に比し有意差に高かった (26.5% vs. 7.7% : p <0.05)。２．C型慢性肝炎患

者における検討。血清PRL値は患者では健常者に比し有意に高かった (12.0 ± 9.0 vs. 6.3 ± 3.6 : p<0.01)。C

型慢性肝炎患者(男性)における高PRL血症の頻度は健常者に比し有意に高かった (29.0% vs. 8.8%: p <0.05)。

IFN療法前後での検討では、血清PRL値はHCV完治者で治療後に有意に低下した (12.3 ± 11.9 vs. 7.2 ± 6.1: 

p<0.05) が、治療無効者では変化はなかった。C型慢性肝炎患者のPBMCにおけるPRL mRNA発現の検討では、

C型慢性肝炎患者では健常者に比し有意な発現増加が見られた (7.7 ± 6.1 vs.0.35 ± 0.36:ｐ<0.001）。in vitro 

HCV粒子添加後にヒトPBMCにおけるPRL mRNAの発現量は増加した。

結語：PRLは、遺伝子レベルでHCV感染PBMCにおける発現増強があり、血清蛋白レベルでHCV感染者にお

いて高値であることが確認さ

れた。PRLのHCV感染への関

与が示唆された。本研究は、

21世紀COEプログラム研究

より助成を受けた。
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3  若手研究者の活動

【講演要旨】

Expression of Notch signaling markers in bone marrow cells that differentiate into a liver cell limeage

【目的】

　近年、障害肝において、骨髄細胞から肝細胞への分化が報告されているが、その過程については不明な点が多

い。我々はCCl 4、肝切除による肝障害と2AAF、肝切除による肝障害モデルラットを作成し、GFPラットより

採取した骨髄細胞を肝障害モデルラットの脾臓内へ移植し、移植骨髄細胞の動態、性質を検討したので報告する。

【方法】

　骨髄細胞はオスGFPラット(8W)の大腿骨より採取した。移植骨髄細胞は、磁気抗体(CD4、CD8、CD161、

CD45RA、OX43)を用いたマグネットビーズ法によるNegative selectionにより得た。移植細胞は、肝障害モデ

ルラットの脾臓内へ5.0×105個をシリンジにて注射した。CCl 4モデルでは移植２週前からCCl 4を0.8ml/kg

週２回投与し、移植時1/3肝切除施行、移植後も投与を続け２週間後に犠死とした。2-AAFモデルでは移植5

日前より2-AAFを30mg/kg毎日投与、移植時2/3肝切除を行い1、2、4週後に犠死とした。摘出した脾臓お

よび肝臓を4%パラホルムアルデヒド固定しGFP、CK19、Notch-1、Jagged-1の発現について免疫組織学的に

検討した。

【成績】

　両モデルとも脾臓内にはGFP陽性細胞は確認できなかった。2AAFモデルでは1、2、4週いずれにおいても

肝臓内にGFP陽性細胞は確認できなかったが、CCl 4モデルでは門脈域周辺に小型のGFP陽性細胞が確認でき

た。同細胞はCK19、Notch-1、Jagged-1も陽性であった。

【結論】

　１、骨髄細胞の肝臓内への生着と分化は、高度の肝障害下においておこるものと考えられた。２、骨髄細胞が

肝細胞へと分化する過程において、Notch-1、Jagged-1などのNotchシグナルの関与が示唆された。本研究の

一部は21世紀COEプログラム研究助成をうけて行なわれた。
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【講演要旨】

　「Biological contribution of G-protein-coupled receptor kinases to phoshorylation of alpha-synuclein at 

Ser129 in pathogenesis of sporadic Parkinson's disease」という演題をポスターセクションで発表いたしました。

　発表内容は、パーキンソン病の病態に関する基礎研究です。パーキンソン病の脳内に蓄積される異常封入体で

あるレビー小体は、α- シヌクレイン（α S）が凝集したものです。レビー小体を構成するαSは、その大部分

が 129番目のSer残基でリン酸化されています。α S Ser129のリン酸化がα Sの異常凝集を増強させ、パーキ

ンソン病の発症または悪化（進行速度）を促進すると考えられています。現在、α Sのリン酸化の病的意義につ

いて研究が進んでおります。しかし、α S Ser129のリン酸化を司るキナーゼ（リン酸化酵素）についての知見

は、乏しいのが現状です。私達は、G- タンパク質共役型受容体キナーゼ（GRK）ファミリーに着目し、培養細

胞SH-SY5Yにおいて内因性レベルでGRK5とGRK6がα S Ser129リン酸化反応に寄与していることを発見し、

発表しました。

　発表では発表時間を越えて多くの質問を受けました。そのいくつかを列挙すると、（1）他の候補キナーゼであ

るカゼインキナーゼ1及び2のα S Ser129リン酸化の寄与について、（2）リン酸化α Sは保護的または神経毒性の

どちらに作用するのか、（3）GRKがどのようにパーキンソン病の発症に関与しているのか、などについて尋ねら

れました。多くの海外の研究者達との議論を通じて、彼らの疑問、見解について、その一端に触れた感じがしま

した。

　関連する研究として、リン酸化部位をつぶしたα S変異体をラット脳に過剰発現させた報告がありました。こ

の変異体がよりドパミン神経毒性を発揮していることが示されていました。実験内容の詳細は明らかではなく、

今後私たちも、リン酸化α Sの病的意義の有無について早急に取り組まねばならないと思いました。

　初めて大きな国際学会に参加して、パーキンソン病の基礎研究はラット等のin vivoでの実験が大部分を占めて
いることが分かり、世界の潮流を実感出来ました。研究成果を臨床応用するためにはin vivoの研究が必須です
ので、今後、私たちもin vivoで解析を進めていかねばならないと痛感しました。
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口演者　原　　　進
（山形大学大学院医学系研究科生命環境医科学専攻後期課程生命情報内科学専攻）

学　会　Society for Neuroscience（国際神経科学学会）
 カリフォルニア州サンディエゴ　2007年11月2日から7日

３－1　国際学会発表　Vol.8



3  若手研究者の活動

Best Poster Awardを受賞

【講演要旨】

Fibroblast growth factor 2 produced by bone marrow cells is involved in the differentiation of hepatic 

epithelial stem cells into hepatocyte lineage in virto 

目的：肝再生療法として骨髄細胞移植の有用性が示唆されているが、肝内での移植骨髄細胞と肝幹細胞間の相互

作用は不明である。本研究の目的は骨髄細胞共培養下におけるhepatic stem-like cells (HSLCs)の増殖能および

肝細胞への分化誘導について検討することである。方法：骨髄細胞はSDラットの大腿骨より採取したものを、

肝幹細胞は肝上皮幹細胞株であるHepatic stem-like cells(HSLCs）を使用した。(1) pore size 0.4μ mの半透膜

で分離された培養皿を用い、骨髄細胞とHSLCsの共培養を行った。HSLCsの増殖能はWST-1 assayにて測定

し、肝特異遺伝子をreverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR)にて検討した。(2)骨髄細胞の

HSLCs共培養下での遺伝子発現動態を、非共培養の骨髄細胞を対照として、DNA マイクロアレイで解析した。

(3) (2)の骨髄細胞の変動する遺伝子の一つであったfibroblast growth factor 2（FGF2）をHSLCsに添加し、肝

特異的遺伝子の発現や増殖能を検討した。結果：(1)骨髄細胞共培養下のHSLCsにおいてAlbumin、Tryptophan-

2,3-dioxygenase mRNAの発現が認められた。骨髄細胞共培養下のHSLCsは、非共培養下のHSLCsに比し、

有意な増殖能の増加を示した。 (2)DNA マイクロアレイにてHSLCs共培養下の骨髄細胞では、非共培養の骨髄

細胞に比しFGF2が7.50倍の遺伝子発現増加を示した。(3)HSLCsをFGF2 (0、10、20ng/ml)で培養したとこ

ろ、3群において有意な増殖能の差は認められなかった。FGF2濃度10、20ng/mlでAlbuminおよびtyrosine 

aminotransferaseのmRNA発現が認められた。結論：骨髄細胞はHSLCsを増殖させ、肝様細胞へ分化誘導す

ることが示唆された。FGF2は、骨髄細胞からHSLCsへの作用因子の一つと考えられ、HSLCsを分化誘導する

ことが明らかとなった。本研究の一部は、21世紀COEプログラム研究より助成を受けた。
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口演者　芳賀　弘明
（山形大学医学部附属病院第二内科）

学　会　The 6th JSH Single Topic Conference
 （第6回肝臓病シングルトピックカンファレンス）
 Appi, Japan、Hotel Appi Grand　2007年9月28日

３－1　国際学会発表　Vol.9



【講演要旨】

 　“Contribution of endogenous GRKs to phosphorylation of α-synuclein at Ser129 in cultured cells”という

演題をポスターセッションで発表。

　山形県におけるパーキンソン病（PD）の有病率は10万人あたり76.6人であることから示されるように1）、

PDは神経変性疾患の中では頻度の高い疾患であります。PDは中脳ドパミン細胞の脱落とレビー小体の形成を特

徴とします。レビー小体の主要構成成分はα- シヌクレイン（α S）です。孤発性PD（sPD）のレビー小体を構

成するα Sは、そのほとんどが129番目のセリン（Ser129）がリン酸化されていることがわかっています。α S 

Ser129のリン酸化は、ショウジョウバエを用いた研究からドパミン神経細胞死を促進させると考えられていま

す。α Sリン酸化のメカニズムを明らかにすることは、PDの治療標的としての可能性を検討する上で重要と考

えられます。

   これまでの報告では、α Sをリン酸化するキナーゼとして、カゼインキナーゼ、Gタンパク質共役型受容体キ

ナーゼ（GRK）ファミリーが候補として挙げられています。当講座では、培養細胞において過剰発現したGRK5

がα SのSer129をリン酸化すること、GRK5によるリン酸化はα Sの可溶性重合体形成を促進させることを示

し、GRK5がα Sのリン酸化を介してsPDの病態に関与する可能性を報告しました2）。今回の報告では、GRK5

に加え、GRK2、GRK6にも焦点をあて、内因性レベルで各キナーゼのα Sリン酸化反応への寄与を培養細胞に

おいて検討しました。具体的には、内因性GRKsのヒト胎児腎細胞・神経細胞における発現、神経細胞におい

てGRKドミナントネガティブ変異体を用いた実験、ヒト胎児腎細胞においてsiRNAによるGRKsのノックダ

ウン実験を行い、培養細胞においてα SのSer129リン酸化反応に内因性GRK6が寄与していることを発表しま

した。培養細胞によって、GRKsの寄与に違いがある可能性があり、今後、神経系細胞でのGRKsの寄与につい

て、培養細胞、初代培養、GRK5ノックアウトマウスを用いて、さらに検討しなくてはいけないと考えています。

　今回の学会では、PD以外にもアルツハイマー病、びまん性レビー小体病、前頭側頭型認知症の基礎的研究が

数多く発表されました。家族性前頭側頭型認知症の原因遺伝子を明らかにしたMayo ClinicのProf.Mike Hutton

の講演や、昨年、前頭側頭型認知症の脳に蓄積する未知の封入体の構成成分（TDP-43）を明らかにした

Pennsylvania大学のDr.Neumannの講演および日本人研究者の活躍など、最新の研究成果やトピックに触れる

ことができました。これらの発表は、脳に異常な封入体が蓄積する神経変性疾患としてPDの研究にも非常に参

考になるものでした。また、多くの若い医師が基礎的分野でも活躍していることに強い刺激を受けました。

1) Kimura et al. Neuroepidemiology 21, 292-296, 2002
2) Arawaka et al. J. Neuroscience 26, 9227-9238, 2006
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口演者　佐藤　裕康
（山形大学大学院医学系研究科医学専攻　生命情報内科専攻）

学　会　2007年国際老年精神医学会（第26回日本認知症学会との合同開催）
 大阪　2007年10月14日から18日

３－1　国際学会発表　Vol.10



3  若手研究者の活動

　COE21プログラム「地域特性を生かした分子疫学研究」では、本学医学系研究科医学専攻及び同生命環境医

科学専攻後期課程に在籍する学生を対象に、優れた人材の意欲と創造力を最大限に発揮し、若手研究者が早期に

独立して自分の研究に専念できるよう研究費の助成を行っている。 また、これらの人材をリサーチアシスタン

トとして採用して経済的に支援し、研究に没頭できる環境を提供している。

　COE21主催の国際シンポジウムの開催するにあたり、これらの若手研究者の研究成果を発表する場を提供す

るため、ポスターセッション及び英語での口演をプログラムに入れた。この成果の概要を掲載した。

　　　　実施期日　平成19年９月７日（金）

　　　　開催場所　山形テルサ
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３－２　ポスターセッション・発表



P80 山形大学大学院医学系研究科生命環境医科学専攻後期課程

  医療情報学（平成19年3月修了）  　　志梅

P81 山形大学大学院医学系研究科医学専攻

  循環・呼吸・腎臓内科学 新関　武史

P82 山形大学大学院医学系研究科医学専攻

  神経機能再生外科学、腫瘍分子医科学 佐藤　　篤

P83 山形大学大学院医学系研究科医学専攻

  消化器病態制御内科学（平成19年3月修了） 石井　里佳

P84 山形大学大学院医学系研究科生命環境医科学専攻後期課程

  生体分子機能学 小沼　邦重

P85 山形大学医学部消化器病態制御内科学講座 奥本　和夫

P86 山形大学大学院医学系研究科生命環境医科学専攻

  生命情報内科学 原　　　進

P87 山形大学大学院医学系研究科医学専攻

  循環・呼吸・腎臓内科学 五十嵐　朗

P88 山形大学大学院医学系研究科医学専攻

  循環・呼吸・腎臓内科学（平成19年3月修了） 東海林佳兼

P89 山形大学大学院医学系研究科生命環境医科学専攻

  生命情報内科学講座（平成19年3月修了） 坂本　雅弘

P90 山形大学医学部発達生体防御学講座小児医科学 小田切徹州

P91 山形大学大学院医学系研究科医学専攻

  循環薬理学 岡崎　　雅

P92 山形大学大学院医学系研究科

  公衆衛生学講座 邵　　　力

P93 山形大学大学院医学系研究科医学専攻

  女性医学 尹　　麗梅

P94 山形大学大学院医学系研究科医学専攻

  運動機能再建・回復学 成田　　淳

P95 山形大学大学院医学系研究科医学専攻

  消化器・一般外科学 潘　　　雷

P96 山形大学大学院医学系研究科生命環境医科学専攻

  遺伝子実験医科学 周　　凌雲

P97 山形大学大学院医学系研究科医学専攻

  小児医科学分野 阿部　暁子

P98 山形大学大学院医学系研究科医学専攻

  免疫学、小児医科学 小野田正志

P99 山形大学大学院医学系研究科医学専攻

  運動機能再建・回復学 山川　淳一

P100 山形大学大学院医学系研究科生命環境医科学専攻

  遺伝子実験医科学 清水　和弘

P101 山形大学医学部消化器病態制御内科学講座 大武さや香 
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3  若手研究者の活動

Objective　The metabolic syndrome is associated 
with increased risk of chronic kidney disease, 
cardiovascular disease and mortality. However, the 
association between microalbuminuria and the 
metabolic syndrome has not been reported in 
general population in Japan before. Therefore, we 
undertook the population-based study to examine 
the association between microalbuminuria and the 
metabolic syndrome in Takahata, Japan.
Methods　Subjects of this cross-sectional study 
were individuals aged from 40 to 87 years old. The 
metabolic syndrome was defined according to the 
criteria of the Adult Treatment Panel III. 
Microalbuminuria was defined as a urine albumin-
creatinine ratio of 30 to 300 mg/g.
Results　A total of 2,321 subjects (mean age 64 
years old) were entered into the final analysis. 
Among them, the prevalence of the metabolic 
syndrome, microalbuminuria was 16.5%, 13.7%, 
respectively. There was a significant positive 
correlation between the number of components of 
the metabolic syndrome and the corresponding 
prevalence of microalbuminuria (p<0.001). In 
subjects with the metabolic syndrome compared 
with those without the metabolic syndrome, age- 
and gender-adjusted odds ratio of microalbuminuria 
was 1.99 (95% CI, 1.49-2.66). Multiple logistic 
regression analysis revealed that high glucose, high 
blood pressure and obesity were independently 
associated with microalbuminuria.
Conclusions　Our study revealed a strong 
relationship between microalbuminuria and the 
metabolic syndrome in general population in Japan. 
More comprehensive and intensive management of 
the metabolic syndrome at its early stage is 
important to prevent the progression of renal injury 
and cardiovascular complications.

【背景・目的】微量アルブミンは腎・心血管疾患の危険因子

であることが報告されている。また、メタボリックシンド

ローム（MS）は慢性腎疾患、心血管疾患の増加、死亡率増
加の危険因子であることも報告されている。しかし、日本

の一般住民において、微量アルブミンの発現頻度や危険因

子、また、MSが微量アルブミン尿へ与える影響について
は不明な点が多い。今回、我々は、高畠町の一般住民にお

ける微量アルブミン尿発現とMSの関連について検討した。
【方法】対象者は特殊検診を受けた40歳から87歳までの
山形県高畠町の住民。飲酒・喫煙などのアンケート調査、

身体測定、血液検査、血圧測定、検尿などが行われた。微

量アルブミン尿はスポット尿から測定し、尿中Cr濃度で補
正した尿中アルブミン・クレアチニン比（UACR）で評価
した。UACRは30から300mg/gが微量アルブミン尿、
300mg/g以上はマクロアルブミン尿と定義した。MSの診
断基準は米国コレステロール教育プログラム（NCEP）の
ATPⅢ基準を用いた。【結果】最終分析対象者は2321人(
平均年齢64歳、男性1034人、女性1287人)。微量アル
ブミン尿とMSの頻度はそれぞれ13.7%、16.5%であった。
MSの5つの構成因子のうち、男女とも血圧高値が最も高頻
度であった。構成因子を一つ持っている人が最も多く、そ

の中では、血圧高値が最多であった。MS群が非MS群と
比較すると微量アルブミン陽性者がそれぞれ20.8％、
12.2％であった。男女ともMS因子増加と微量アルブミン
尿の頻度は有意な相関があった。多変量ロジスティック解

析により、男女とも高血糖、血圧高値が微量アルブミン尿

の有意な独立危険因子となった。MS群における年齢で補
正した微量アルブミン尿出現の非MS群に対するオッズ比
は男性では、1.92 (95% CI, 1.29-2.84)、女性では、 2.03 
(95% CI, 1.34-3.09)であった。【結論】一般住民においてMS
は高頻度に存在し、微量アルブミン尿と強く相関していた。

腎疾患、心血管合併症の予防のために、MSの早期介入が
必要である。 
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氏　名　 　　志梅　Hao Zhimei
（山形大学大学院医学系研究科生命環境医科学専攻後期課程医療情報学（平成19年３月修了））

研究テーマ　一般住民における微量アルブミン尿発現とメタボリックシンドロームの関連性
について

［ポスター発表及び口演］

The Association between Microalbuminuria and Metabolic Syndrome in General Population in Japan
Zhimei Hao1, Tsuneo Konta1, Satoshi Takasaki1, Hiroshi Abiko1, Mizue Ishikawa1, Toshiyuki Takahashi1, Ami Ikeda1,
Kazunobu Ichikawa1, Takeo Kato2, Sumio Kawata3, Isao Kubota1.
Department of Cardiology, Pulmonology, and Nephrology1, Department of Neurology, Hematology, Metabolism, Endocrinology 
and Diabetes2, Department of Gastroenterology3, Yamagata University School of Medicine, Yamagata, Japan



Background: For the assessment of precise reference 
values, it is important to know influence of 
biological variations. Although it has been reported 
that heart-type fatty acid-binding protein (H-FABP) 
is a new marker for myocardial cell injury and brain 
natriuretic peptide (BNP) is increased in advanced 
heart failure patients and provides prognositic 
information, the impact of age, sex, and other 
physiologic characteristics on these markers are 
unknown. In this study we examined physiological 
variations of these markers in a large general 
population.
Methods and Results: We measured H-FABP and 
BNP levels in 2099 subjects received annural 
healthy check. Plasma BNP levels were higher in 
women compared to men as previous studies. Serum 
H-FABP levels were higher in men compared to 
women. H-FABP and BNP levels increased with 
aging significantly. Multiple logistic regression 
analysis showed that increased H-FABP and BNP 
levels were influenced by various factors.
Conclusion: Our study indicates that H-FABP and 
BNP levels were affected by physiologic 
characteristics in a large group of volunteers.  These 
effects should be taken into account in determining 
appropriate reference values and will aid in the 
precise identification of elevated H-FABP and BNP 
levels in clinical practice. Elevated H-FABP levels 
with aging, hypertension, and ECG abnormality 
subjects may represent subclinical cardiac injury 
and have important clinical implications.

　ヒト心臓型脂肪酸結合蛋白（H-FABP）は心筋傷害

のマーカーとして、脳性利尿ペプチド（BNP）は心臓

の容量負荷のマーカーとして、現在、臨床の場におい

て利用されているが、それらの正常値や性別、年齢な

どによる影響についてははっきりとは知られていない。

今回、我々は健診を受けた健常者2099人において血中

のH-FABP、BNPの値を測定した。血漿BNP値は、

過去の報告と同様に女性において高値を示したが、血

清H-FABP値は、男性において高値を示した。また、

H-FABP、BNPともに加齢に伴い有意な増加傾向を示

した。ロジスティック回帰分析の結果、H-FABPが高

い症例においては、高齢者、血圧が高い症例、心電図

異常を呈する症例が多かった。今後は、臨床の場にお

いてもこれらの影響を考慮しながら利用していく必要

性が示唆された。
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氏　名　新関　武史    Takeshi Niizeki
（山形大学大学院医学系研究科医学専攻循環・呼吸・腎臓内科学）

研究テーマ　心不全の分子機序の検討

［ポスター発表及び口演］

The circulating levels of heart-type fatty acid-binding protein (H-FABP) and brain natriuretic peptide (BNP) 
in Japanese general population: Effects of age, sex, and other physiologic characteristics
Takeshi Niizeki, Yasuchika Takeishi, Noriaki Takabatake, Naoki Nozaki, Osamu Hirono, Tetsu Watanabe, Joji Nitobe,
Takehiko Miyashita, Yo Koyama, Satoshi Suzuki, Tatsuro Kitahara, Tsuneo Konta, and Isao Kubota.
Department of Cardiology, Pulmonology, and Nephrology, Yamagata University School of Medicine, Yamagata, Japan



3  若手研究者の活動

Background: Accumulating evidence now indicates 
that non-apoptotic, caspase-independent 

mechanisms play a critical role in oncogene- as well 

as anticancer treatment-induced cellular suicide. We 

have found that the ras oncogene induces non-
apoptotic programmed cell death in glioma and 

neuroblastoma cells, but the molecular mechanism 

involved therein remains undefined.

Methods: Cell death was induced by transient co-
transfection of active Ras- and GFP-expressing 

vectors, and was assessed on the basis of 

morphology of GFP-positive cells. Ras and JNK 

protein expression levels were determined by 

immunoblotting with specific antibodies for each. 

Activation of JNK was monitored by immunoblot 

analysis using an antibody that specifically 

recognizes JNK phosphorylated at Thr183/Tyr185. 

Blockade of JNK activity was achieved by the use 

of SP600125.

Results: Increase of phosphorylated JNK was 
detected in the course of Ras-induced non-apoptotic 

cell death. Dose-dependence analysis showed that 

increased expression of Ras (via transfection of 

increasing amounts of Ras expression vector) is 

associated with increased JNK activity, yet an 

inactive Ras mutant failed to activate JNK as well 

as cell death itself. Time-course analysis 

demonstrated that JNK activation followed Ras 

expression and preceded cell death. SP600125 

inhibited Ras-induced cell death in a range of 

concentration where it efficiently inhibited JNK 

activity.

Conclusions: The results indicate that i) Ras 
activates JNK during cell death induction, 

depending on its ability to transduce intracellular 

signals, and that ii) JNK likely plays an essential 

role in Ras-induced cell death. The data together 

suggest that JNK is involved in the death signal 

transduction of Ras-mediated non-apoptotic 

programmed cell death.

　我々はこれまでにRasの異常活性化がnon-

apoptoticプログラム細胞死を誘導すること、またその

ような細胞死が神経芽腫の自然退縮に関与している可

能性を示してきた。このことはRas依存的non-

apoptotic細胞死が生体内において異常活性化Rasを

もつがん細胞の排除に関わっていることを示唆するも

のである。そこで現在我々はこのようなRas依存的

non-apoptoticプログラム細胞死のin vitroモデル実験

系を用いてその制御機構の解析をすすめている。その

なかで今回はnon-apoptotic細胞死への関与が示唆さ

れているJNKに着目して検討を試みた。その結果、以

下の諸点を明らかにした。１）Rasにより神経芽腫細

胞に細胞死が誘導される過程でJNKが活性化される。

２）JNKの活性化をJNKの特異的阻害剤である

SP600125を用いて抑制したところ、Rasによる神経芽

腫細胞死の誘導も抑制された。これらの１）、２）の結

果はJNKがRasからの細胞死シグナル伝達に関与し

ている可能性を示唆している。
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Background: Prolactin (PRL) is a pituitary hormone associated 
with lactation and reproduction. It is also known as an 
immunoregulatory hormone secreted from lymphocytes, and 
noted to have influence on cell immunity in infectious disease. 
PRL stimulates the production of IFN-γ and increase the 
effect of IL-2 in lymphocytes. Elevation of serum PRL levels 
have been reported in patients with HIV or in those with some 
infectious diseases, and hyperprolactinemia has been 
demonstrated in 20% of HIV-infected men. Thus PRL 
influences cell immunity in infectious diseases, however, PRL 
induction in relation to HCV infection has not been elucidated. 
Methods: We examined serum PRL levels and frequency of 
hyperprolactinemia in both 232 subjects of our HCV cohort 
study and 31 male patients of the hospital, who were 
chronically infected with HCV. Serum PRL levels in healthy 
individuals without HCV infection were used as controls. 
Furthermore, serum PRL levels were compared in 20 male 
patients before and after anti-viral therapy using interferon. We 
measured expression of PRL mRNA level in PBMCs in 12 male 
patients and 6 healthy controls, and also investigated PRL 
mRNA of PBMCs collected from 5 healthy men that stimulated 
by HCV produced by Huh7.5 cells in vitro. The levels of serum 
PRL and PRL mRNA in PBMCs were measured by 
chemiluminescence immunoassay and real-time PCR, 
respectively. Results: Serum PRL levels were significantly 
higher in the HCV-infected subjects than in the controls (p< 
0.01). They were significantly higher in HCV-infected male 
subjects than in the controls (p< 0.001), however, the 
difference was not significant between HCV-infected female 
subjects and controls. Frequency of hyperprolactinemia was 
significantly higher in HCV-infected male subjects than in the 
controls (p< 0.05). Serum PRL levels were significantly higher 
in male patients as than in the controls (p<0.01) Frequency of 
hyperprolactinenia was significantly higher in male patients 
than in the controls (p< 0.05). Serum PRL levels decreased 
significantly after anti-viral therapy using interferon in 10 
patients with sustained 
virological response to therapy 
(p<0.05), but no changes were 
found in 10 patients without 
response to therapy. The levels of 
PRL mRNA in PBMCs derived 
from HCV-infected patients were 
significantly higher with 12 male 
patients than that of the controls 
(p<0.001), and the enhancement 
of PRL mRNA expression was 
found after HCV stimulation in 
PBMCs of all five healthy men in 
vitro. Conclusion: These findings 
suggest that HCV infection 
induces the expression of PRL.
 

背景と目的：C型肝炎ウイルス（Hepatitis C virus; HCV）
感染では、感染者の70-80％に持続感染が成立する。近年、
感染症における免疫反応との係わりにおいてProlactin
（PRL）が注目されているが、HCV感染におけるPRLの発
現動態は不明である。

方法と対象：山形県Ｒ町の20歳以上の住民297名の血清
PRL値を測定した。C型慢性肝炎患者（男性） 31例について
も血清PRL値を測定し、さらにInterferon（IFN）治療前後で
の血清PRL値を検討した。患者PBMCにおけるPRL 
mRNAの発現を検討した。in vitro  HCV感染系から分離し
たHCV粒子をヒトPBMCへ感染させPRL mRNAの発現
を検討した。血清PRL値はELISA法、PRL mRNAはreal-
time PCR法で測定した。
成績：１．住民検診における検討では、血清PRL値はHCV
抗体陽性者では陰性者に比し有意に高かった。性差別の検

討で、男性の血清PRL値はHCV抗体陽性者では陰性者に
比し有意に高値であった。HCV抗体陽性者（男性）におけ
る高PRL値症の頻度は健常者に比し有意差に高かった。２．
C型慢性肝炎患者における検討では、血清PRL値は患者で
は健常者に比し有意に高かった。C型慢性肝炎患者（男性）
における高PRL血症の頻度は健常者に比し有意に高かっ
た。IFN療法前後での検討では、血清PRL値は著効例では
治療後に有意に低下したが、無効例では変化はなかった。

C型慢性肝炎患者のPBMCにおけるPRL mRNA発現の検
討では、C型慢性肝炎患者では健常者に比し有意な発現増
加が見られた。in vitro HCV粒子添加後にヒトPBMCにお
けるPRL mRNAの発現量は増加した。
結語：PRLは、遺伝子レベルでHCV感染PBMCにおける
発現増強があり、血清蛋白レベルでHCV感染者において高
値であることが確認された。PRLのHCV感染への関与が示
唆された。 
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3  若手研究者の活動

　Strategies to identify the molecules that regulate tumor 
metastasis are mostly exhaustive methods utilizing genomics and 
proteomics. Other approach is to analogize the molecules which 
are suspected to be closely associated with metastasis, especially 
those recognized in the process of normal embryonic 
development, or extravasation of inflammatory cells. Similarities 
have been pointed out between metastasis of tumor cells and 
infiltration of inflammatory cells. We therefore speculated that by 
analyzing the principal nature of transendothelial migration of 
inflammatory cells we might be able to find a clue to identifying 
novel molecules that control tumor metastasis. GPI-80, an 80 kDa 
human glycosylphosphatidyl-inositol-anchored glycoprotein, was 
originally identified and cloned at Yamagata University (J 
Immunol 162: 4277-4284, 1999). This molecule affects neutrophil 
adherence and transendothelial migration; however, its precise 
function is yet unclear. We examined therefore how metastatic 
properties are modified when GPI-80 expression is enforced in 
tumors. GPI-80 cDNA was subcloned into pcDNA3.1 expression 
vector, and transfected into cells of a highly tumorigenic and 
metastatic mouse fibrosarcoma, QRsP-11. GPI-80-transfected cells 
inhibited metastatic ability as compared to vector-transfected 
cells or parental cells when those cell lines were individually 
injected into syngeneic C57BL/6 mouse intravenously. We 
analyzed the possible mechanism responsible for the suppression 
by using several in vitro models which mimic each step of in 
vivo tumor metastasis. GPI-80 prevented aggregation in the 
spheroid culture system, which is a floating circulation to provide 
cells with the condition for their survival and aggregation. 
Moreover, invasion and motility of tumor cells were also 
downregulated following GPI-80 expression. On the other hand, 
the tumor cells' sensitivity to natural killer (NK) cells, i.e., the 
main immune component to kill the tumor cells in the 
circulation, attachment to vascular endothelium and growth, in 
either subcutaneous site of syngeneic hosts or in vitro culture 
system, were not changed. To date, 15 genes have been 
identified to have metastasis-regulating functions. From our 
results, GPI-80 will be one of the molecules possibly to have an 
anti-metastatic function.

　これまでに癌転移制御遺伝子は、いずれも臨床あるいは実験的転移性

癌細胞と、これの対照としての原発腫瘍由来で非転移性の癌細胞との間

に見いだされる遺伝子・タンパク質発現の違いを指標として同定されて

きた。その一方で、転移性癌細胞に共通する特徴である運動能あるいは

浸潤能の亢進に関わる分子を、胎生発生期に見られる嚢胚陥入に関わる

分子や、炎症細胞の炎症局所への浸出時に関わる分子等の解析から類推

する手段もとられるようになってきた。炎症細胞の浸出は、血中に存在

する癌細胞が遠隔臓器転移を形成する際に必須な過程である血管内皮

への接着、血管内皮細胞の乖離と経内皮運動および血管外への遊走等と

その多くが共通した過程をとる。そこで本研究は、転移過程を制御する

分子を同定することを目的として、好中球の炎症局所への浸出過程を制

御することが推察されているglycosylphosphatidyl inositol-80 （GPI-
80）に焦点を当てて解析を行った。GPI-80は、分子量80 kDaの
glycosylphosphatidyl inositol-アンカータンパク質であり、山形大学で
初めて同定された(J Immunol 162: 4277-4284, 1999)。この分子は、ヒ
ト好中球に発現し、血管内皮への接着および血管外浸出に関わることが

報告されている。しかし、GPI-80による接着・運動能は、経内皮運動
時に一過性の亢進を示すものの直ちに抑制されることからも、その機能

はまだ十分に明らかにされていない。そこでGPI-80遺伝子を癌細胞に
強制発現させ、転移形成に関わるどのような過程を制御するのかを検討

した。pcDNA3.1発現ベクターにヒトGPI-80遺伝子を組み込み、これ
をC57BL/6マウス由来で、高腫瘍原性・高転移性の線維肉腫細胞（QRsP-
11）に遺伝子導入した。GPI-80遺伝子導入株を尾静脈内移植したとこ
ろ、親癌細胞およびベクター導入株に比べ転移能が著しく抑制された。

しかしながら、皮下移植した際の増殖能や、通常の平面培養条件下にお

ける増殖能には差を認めなかった。そこでこの癌転移の抑制機構を血管

内播種後に想定される複数の段階について検討した。その結果、GPI-80
遺伝子導入による転移能の抑制は、基質との接着を阻害した場合に観察

されるスフェロイド凝集性増殖能の喪失、細胞運動能および浸潤能の低

下によるものと推定された。しかし、抗腫瘍エフェクター細胞（NK細
胞）に対する感受性や、血管内皮に対する接着能に起因するものではな

いことを明らかにした。癌転移制御遺伝子の多くは、シグナル伝達やイ

ンテグリン等の細胞接着・情報伝達等に関わり、現在までにわずか15
分子の報告がなされているのみである。本研究よりGPI-80分子は、新
規の癌転移制御遺伝子となりうる可能性が示唆された。 
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Background and Aim. Hematopoietic growth factors 
including stem cell factor (SCF), thrombopoietin 

(TPO) and granulocyte colony stimulating factor (G-

CSF) have a potential role in inducing bone marrow 

hematopoietic stem cells to move into the 

circulation, and the association of these factors with 

liver regeneration have gotten a lot of attention 

recently. The aim of this study was to determine the 

serum levels of such factors in patients with acute 

liver injury. 

Methods. The subjects included 25 patients with 
acute hepatitis (AH) who had a favorable prognosis, 

and 26 patients with fulminant hepatitis (FH), of 

whom 11 were alive and 15 had died. Sixty-six 

healthy subjects matched for age and sex served as 

controls. Serum samples were collected before 

treatment, and the levels of SCF, TPO and G-CSF 

were measured using enzyme-linked 

immunosorbant assays. 

Results. The levels of SCF and TPO were 
significantly lower in FH patients than in AH 

patients and the controls, and were also 

significantly lower in the 

FH patients who died, 

compared to the surviving 

patients. The G-CSF level 

did not differ among them. 

Conclusions. These results 
suggest that the low serum 

levels of SCF and TPO may 

be linked to poor prognosis 

in patients with severe liver 

injury.

　骨髄幹細胞を抹消へ動員する因子として、Stem Cell 

Facto (SCF)、Thrombopoietin (TPO)、Granulocyte 

colony stimulating factor (G-CSF) などが知られてい

る。今回の研究では急性肝障害（急性肝炎、劇症肝炎）

時のこれらの血清濃度を測定し、検討した。SCF、TPO

においては、急性肝炎に比し、劇症肝炎、特に死亡例

で有意に血清濃度の低下を認めた。G-CSFにおいては

有意差はなかった。これらの因子の低下が予後を悪化

させる可能性があると考えられた。
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3  若手研究者の活動

　α-synuclein ( α S) is a major component of 

intracytoplasmic fibrillary aggregates called Lewy 

bodies (LBs), the neuropathological hallmark of 

Parkinson's disease. α S deposited in LBs is 

phosphorylated at Ser129 and is truncated at the C-

terminus. Abnormal oligomerization and 

aggregation of α S, which are enhanced by 

phosphorylation of Ser129 and C-terminal 

truncation, is considered to play a key role in the 

pathogenesis of PD. However, the process of 

oligomerization and aggregation of α S is not fully 

understood. Exposure of α S to polyunsaturated 

fatty acids (PUFAs) has been known to trigger the 

formation of soluble oligomers of α S. Here, we 

demonstrate that α S binds to PUFAs through the N-

terminal region (residues 2-60) of α S. In HEK293 

cells, α S mutants lacking the N-terminal region 

fails to form soluble oligomers in response to PUFA 

treatment. PUFA-induced α S oligomerization is 

accelerated by C-terminal truncation or 

phosphorylation of Ser129, however, the N-terminal 

region of α S is essential for PUFA-induced 

oligomerization of truncated or phosphorylated α S. 

The binding of PUFA to α S may have a crucial 

role in oligomerization of α S.

背景：パーキンソン病は、神経病理学的に中脳黒質の
ドパミン神経細胞の変性・消失に加え、レビー小体
（LB）と呼ばれる細胞内凝集体の出現によって特徴づ
けられる。LBの主要構成成分は、α -synuclein ( α S) 
である。LBを構成するα Sの大部分が129番目のセリ
ン残基（Ser129）でリン酸化され、また一部のα S は
C末端で切断されていることが明らかになっている。
α SのSer129のリン酸化、C末端の切断は、α Sの異
常重合体の形成、それに引き続く凝集体の形成を促進
し、神経細胞死に影響を及ぼすと推察されている。ま
た、不飽和脂肪酸はα Sの可溶性重合体の形成を促進
する外的要因のひとつとして知られている。しかし、
これらα S自体の翻訳後修飾と外的要因のα S異常重
合・凝集化における相互作用は不明である。
目的・方法：本研究では、α SをN末端から連続的に
アミノ酸配列を欠失させた変異体のセットを作製し、
in vitro（無細胞系）および培養細胞を用いて、脂肪酸
結合領域の同定、脂肪酸により惹起される可溶性α S
重合体の形成におけるα Sの脂肪酸結合領域の役割、
さらに脂肪酸により惹起される可溶性α S重合体の形
成におけるα SのC末端切断及びα S S129のリン酸化
の役割について解析した。
結果：in vitro脂肪酸結合分析より、α Sはアミノ酸配
列2-60の領域で脂肪酸と結合することを見出した。
HEK293細胞において、脂肪酸の添加により惹起され
る可溶性α S重合体の形成は、α Sの脂肪酸結合領域の
欠失によって抑制された。α SのC末端欠失及び
Ser129リン酸化は、脂肪酸によるα S可溶性重合体の
形成を促進するが、α SのN末端脂肪酸結合領域の欠
失によって、その重合体形成は抑制された。
考察：α SはN末端領域を介して不飽和脂肪酸と結合
し、α S可溶性重合体の形成を開始することが示され
た。さらに、α SのC末端欠失及びSer129リン酸化
といった翻訳後修飾は、不飽和脂肪酸によって惹起さ
れるα S可溶性重合体の形成の促進因子と考えられた。
α Sと不飽和脂肪酸の結合は、パーキンソン病の病態
において重要な役割を担っている可能性がある。 
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Introduction  We previously demonstrated the relationship 
between single nucleotide polymorphism (NCBI SNP 
reference: rs584367) in secretory phospholipase A2-IID 
(PLA2G2D) gene and the body weights in COPD 
patients.1 Its T-allele misssense-mutates the 80th amino 
acid of PLA2G2D protein, glycine (C-allele) into serine. 
Carriages of its T-allele results in significant body weight 
loss compared with those of C-allele. However, it is still 
unknown why patients with COPD who carrying this T-
allele lose body weight. Secretory phospholipase A2 
(sPLA2) is known to be not only the enzyme which 
metabolize the phospholipid, but also modulate the 
inflammatory response in many cells. In this study, we 
evaluated whether this allelic change of PLA2G2D gene 
results in the difference of sPLA2 activity.
Materials and Methods  Human pulmonary epithelial cells 
(A549 cells) were transfected with plasmid contracts 
containing the human PLA2G2D wild type (C-allele, 
PLA2G2D-glycine) or mutated (T-allele, PLA2G2D-
serine), and transfected cells were selected by neomycin 
to generate stable cell lines. We measured sPLA2 activity 
in the supernatants of these stable cell lines (A549-
PLA2G2D-glycine cells and A549-PLA2G2D-serine cells).
Results   sPLA2 activities of A549-PLA2G2D-serine cells 
did not differ from those of A549-PLA2G2D-glycine cells. 
Conclusion  This result suggests that severity of body 
weight loss in COPD patient is not attributed to difference 
of the activity of PLA2G2D. 
References
1.Takabatake N, Sata M, Shibata Y, Muramatu M, Kubota 
I. A novel polymorphism in secretory phospholipase A2-
IID is associated with body weight loss in Chonic 
Obstractive Pulmonary Disease. Am. J. Respir. Crit. Care 
Med. 2005; 172: 1097-1104. 
Key words：COPD, SNP, PLA2G2D

背景　COPD患者の原因不明の体重減少は独立した予

後規定因子である。われわれは以前、PLA2G2D遺伝子
多型とCOPD患者の体重減少との関連について検討し、

その遺伝子内の一塩基多型（NCBI SNP reference: 

rs584367）とCOPD患者のBMI値の低下との間に統

計的有意性を示した。すなわちPLA2G2Dの第80番目
のアミノ酸がグリシンからセリンに置換された群では

体重減少が著明であることを報告した。分泌型ホスホ

リパーゼA2はホスホリピッドを分解する作用だけで

なく、様々な細胞において炎症反応を調節する働きが

ある。本研究ではこのPLA2G2D遺伝子内の一塩基多型
がPLA2G2Dのホスホリパーゼ活性に変化をもたらす

かについて検討した。

方法　ヒト肺上皮細胞株A549に2種類のPLA2G2D
（グリシン型、セリン型）の遺伝子を導入し、それぞれ

のプラスミドベクターにて安定発現細胞株を確立した。

グリシン型、セリン型の各細胞株の上清中の酵素活性

の測定をおこなった。

結果　グリシン型とセリン型のPLA2G2Dのホスホリ
パーゼ活性には有意差がなかった。

考察　COPD患者の体重減少はPLA2G2Dのホスホリ
パーゼ活性の違いによるものではないと考えられた。 
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3  若手研究者の活動

Background and objective: Pulmonary emphysema is 
associated with frequent respiratory infections but little is 
known about the reasons for this susceptibility to 
bacterial infection. We previously demonstrated an 
impaired inflammatory response to Streptococcus 
pneumoniae in an experimental emphysema mouse model 
at 24 h, or longer following bacterial inoculation. Toll-like 
receptors (TLRs) have been recognized as regulators in 
the inflammatory response. We examined the expression 
of TLRs on alveolar macrophages in experimental 
emphysema mice and evaluated the immediate 
inflammatory response of the emphysematous lung to 
streptococcal infection.
Methods: Elastase was administered once into mice 
trachea to induce pulmonary emphysema. Three weeks 
later, expression of TLR-2 and -4 in the BAL cells was 
examined by immunostaining. Following the intra-
tracheal inoculation of Streptococcus pneumoniae, pro-
inflammatory cytokine concentrations were measured in 
the BAL fluids of the control and emphysema mice.
Results: The expression of TLR-2 and -4 was significantly 
elevated in the alveolar macrophages of emphysema mice. 
Six hours after infection, neutrophils in the BAL fluid of 
emphysema mice were significantly increased, and the 
levels of tumour necrosis factor-a, interleukin-1 b and 
interleukin-6 were significantly elevated, compared with 
the control mice. At 3 h post-inoculation, macrophage 
inflammatory protein-2 levels were significantly elevated.
Conclusions: The immediate inflammatory response in the 
emphysematous lung is significantly enhanced in 
response to streptococcal infection. This may be partly 
attributed to the increased expression of TLRs in the 
alveolar macrophages of emphysema mice.
Key words: COPD, Toll-like receptor, alveolar 
macrophage, pro-inflammatory cytokine

【背景】肺気腫は細菌感染症から、急性増悪を来たしやすく、
健常者に比し、気道局所の免疫能の異常が指摘されている。
また、肺炎球菌は依然、市中肺炎の起因菌の第１位であり、
高齢者では大葉性肺炎など、致命的な感染症となる。今後、
肺気腫に罹患した高齢者の増加が予想されており、その病
態生理を解明することは、医学的にも、社会的にも重要な
ことと位置づけられる。
【目的】近年、細菌感染初期の免疫反応にToll-like 
receptor(TLR) が関与すると言われている。特に、TLR-2
はグラム陽性菌の表面抗原であるpeptidoglycanや
lipoteichoic acidを認識するといわれ、TLR-4はグラム陰
性菌のlipopolysaccharideを認識するといわれている。そ
のため、この2つのレセプターに着目し、肺気腫での肺炎
球菌感染前後における免疫反応を検討する。
【動物と方法】8週齢ICRマウスに、全身麻酔下にブタ膵エ
ラスターゼ6単位を気管内投与し、3週間後に肺組織にて肺
気腫の形成を組織学的に確認した。さらに、気管肺胞洗浄
(BAL)を行い、BAL細胞でのTLRの発現を免疫染色とRT-
PCR法にて比較検討した。また、肺気腫マウスとコント
ロールマウスに肺炎球菌を経気道的に投与し、菌感染6時
間後のBAL液中白血球細胞分画とサイトカイン濃度を比
較検討した。
【結果】BAL細胞において、TLR-2陽性細胞が肺気腫群で
は、41.2 ± 13.4%であったのに対し、正常肺群では、1.0 
± 1.1%であった（P<0.001 v.s control）。また、TLR-4陽
性細胞が肺気腫群では、48.8 ± 10.7%であったのに対し、
正常肺群では、0.5 ± 0.6%であった（P<0.001 v.s control）。
肺組織中においても、肺気腫群でTLR-2、及び-4陽性細胞
を認めたが、正常肺群では認めなかった。mRNAのレベル
においても肺気腫群でTLR-2、-4のmRNAが強発現してい
た（TLR-2 P=0.013 v.s control、TLR-4 P=0.038 v.s 
control）。肺炎球菌感染6時間後のサイトカイン濃度は、IL-
6、TNF-alpha、IL-1betaが、肺気腫群で有意に上昇して
いたが、12時間後、24時間後ではその差はなくなってい
た。BAL細胞分画でも、肺気腫群で、著明な好中球の集積
を認めた。
【結論】マウス肺気腫モデルでは、肺胞マクロファージにお
いてTLR-2、-4が有意に強発現しており、肺炎球菌感染初
期において炎症は増強していることが示された。 
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[Objective] Alpha-Synuclein ( α S) is a major 
component of Lewy bodies (LBs), the 
neuropathological hallmark of sporadic Parkinson's 
disease (sPD). Most of α S deposited in LBs has been 
reported to be phosphorylated at Ser129. 
Furthermore, phosphorylation of α S at Ser129 has 
been shown to enhance the toxicity of α S to 
dopaminergic neurons in a Drosophila model of PD. 
These findings implicate that phosphorylation of  α S 
at Ser129 plays a key role in the pathogenesis of 
sPD. Previous report has demonstrated that G 
protein-coupled receptor kinases (GRK) 2 and GRK5 
phosphorylate α S at Ser129 using the cells 
overexpressing GRK2 and GRK5. Here, we 
investigated the contribution of endogenous GRKs 
to phosphorylation of  α S at Ser129 in cultured cells. 
[Method] We analyzed the level of α S 
phosphorylated at Ser129 in SH-SY5Y cells 
expressing wild-type or dominant negative mutant 
of GRK2, GRK5 or GRK6. Also, we examined it in 
HEK293 cells transfected with small interfering 
RNA (siRNA) selectively targeting the isoform of 
GRKs. [Result] In HEK293 cells and SH-SY5Y cells, 
endogenous GRK2, GRK5 and GRK6 were 
detectable. Overexpression of GRK2, GRK5 and 
GRK6 promoted the level of α S phosphorylated at 
Ser129. In SH-SY5Y cells, overexpression of 
dominant negative mutant GRK6 significantly 
reduced phosphorylation of α S at Ser129. In 
HEK293 cells transfected with GRK6-siRNA, the 
knockdown of endogenous GRK6 significantly 
attenuated phosphorylation of α S at Ser129.
[Discussion] We demonstrated that GRK6 was the 
novel kinase to 
phosphorylate  α S at Ser129 
in the cultured cells. 
Phosphorylation of α S by 
GRK6 may be one of the 
therapeutic targets in sPD. 
Further study is needed to 
determine the contribution 
of endogenous GRKs to 
phosphorylation of α S in 
other cell lines and primary 
cultured neurons, which 
would provide an insight 
for selecting an effective 
therapeutic target for sPD.
 

背景：パーキンソン病 (PD) は、中脳黒質ドパミン神経細胞の選択
的な変性を特徴とする神経変性疾患であるが、神経細胞死のメカニ
ズムは解明されていない。α- シヌクレイン ( α S) は、孤発性PD 
(sPD) を病理的に特徴づけるレビー小体 (LB) の主要構成成分であ
り、LBに沈着した大部分のα Sにおいて、129番目のSer残基がリ
ン酸化されている。近年の研究より、リン酸化α Sは非リン酸化α
 Sより凝集し易いこと、α Sトランスジェニックショウジョウバエに
おいてα S Ser129のリン酸化がドパミン神経細胞死を促進させる
ことが示されている。Ser129のリン酸化が、α Sの重合及び細胞毒
性の発揮に重要と考えられている。α S Ser129のリン酸化を担うキ
ナーゼ候補として、これまでにカゼインキナーゼ (CK) 1、CK2 及
びGタンパク質共役型受容体キナーゼ (GRK) 2、GRK5がある。し
かし、これら候補キナーゼが細胞内でどの程度α S Ser129のリン酸
化反応に寄与しているのか不明である。
目的・方法：GRKファミリーのうち、種々の細胞に発現が確認されて
いるGRK2、GRK5、GRK6に焦点をあて、内因性レベルでα S Ser129
のリン酸化反応に寄与する分子を同定するため、培養細胞において
ドミナントネガティブ変異体及びRNA干渉法を用いて検討した。
結果：HEK293細胞及びSH-SY5Y細胞におけるGRKファミリー
の発現はGRK2、GRK6、GRK5の順に多かった。野生型GRK2、
GRK5に加え、GRK6の過剰発現によってもリン酸化α S量の増加を
認めた。これらの結果を基礎にα S安定発現SH-SY5Y細胞株に
GRKドミナントネガティブ変異体を過剰発現させたところ、GRK6
変異体が有意にリン酸化α Sの産生を抑制した。GRK2、GRK5の
変異体は抑制効果を示さなかった。次にα S安定発現HEK293細胞
株において、RNA干渉法を用いて検討した。内因性GRK2及び
GRK5の発現を抑制させた場合、α S Ser129のリン酸化反応は抑制
されなかったが、内因性GRK6の発現を抑制させた場合、α S 
Ser129のリン酸化反応は有意に抑制された。
考察：培養細胞においてGRKファミリーの中で、GRK6がα S 
Ser129のリン酸化反応を担うキナーゼのひとつであることを示し
た。しかし、GRK6と同じサブファミリーに属するGRK5について
は、今回用いた培養細胞においてその発現が極めて少量であること
から、α Sのリン酸化反応への寄与を過小評価している可能性があ
る。今後、初代培養神経細胞において各キナーゼの寄与を明確にす
ることは、sPDの治療標的としてのα Sリン酸化阻害剤の開発に重
要な知見を与えると考えられる。 
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3  若手研究者の活動

Background:  Sudden infant death syndrome (SIDS) is 
defined as the sudden unexpected death of an infant <1 
year of age, with onset of the fatal episode apparently 
occurring during sleep, which remains unexplained after a 
thorough investigation.  Its incidence is estimated as 0.3-
1.0/1000 live births in the United States and 0.3-0.5/1000 
in Japan where SIDS is the third leading cause of infant 
death.  Since the first suggestion in 1976 that prolonged 
QT interval in electrocardiogram (ECG) may relate to 
SIDS, the relationship between ventricular arrhythmias 
including long QT syndrome (LQTS) and SIDS has been 
increasingly reported.  However, few studies have 
reported the association of the mutation of major LQTS 
causing-genes with Japanese SIDS victims.  
Materials and Methods:  We performed a comprehensive 
molecular analysis of the 3 genes (KCNQ1, KCHH2, 
SCN5A), major LQTS causing genes, in total 42 Japanese 
SIDS victims.  Mutations of all exons of the 3 genes were 
screened by denaturing high-performance liquid 
chromatography (DHPLC) and were confirmed by 
sequence determination.  To distinguish between 
pathogenic mutations and benign variants, currents of the 
channels associated with the 3 genes were recorded using 
heterologous expression systems.
Results:  Four of 42 SIDS victims (9.5%) were found to 
possess mutations in LQTS associated genes.  One case 
had the K598R mutation in KCNQ1, two cases had the 
F532C or F1705S mutations in SCN5A, and one case had 
the T895M mutation in KCNH2 and the G1084S mutation 
in SCN5A.  When expressed heterologously, SCN5A-
F1705S and KCNH2-T895M mutant channels exhibited 
profound gating abnormalities that could lead to 
significant changes in QT intervals.
Conclusions:  This study represents one of the most 
comprehensive molecular 
studies probe into the causal 
association between SIDS and 
cardiac channelopathy with 
detailed functional assessment. 
 Arrhythmia seems to be one 
of the most possible causes of 
SIDS because few diseases or 
symptoms can plunge an 
infant into sudden death.  Our 
study provides further 
reconfirmation of possibility 
that SIDS can in part be 
explained by arrhythmic 
diseases. 

　乳幼児突然死症候群(SIDS)の遺伝的素因について
はQT延長症候群関連遺伝子の異常が注目され報告も
なされているが、多くは症例報告もしくは一遺伝子を
解析したもので、より網羅的な研究結果の蓄積が求め
られている。
　今回、日本人のSIDS42症例を対象とし、QT延長
症候群の主要原因遺伝子(KCNQ1, KCNH2, SCN5A)に
ついて解析し、4症例(約10%)に5つの遺伝子異常を
検出した。
　カエルの卵細胞や哺乳動物細胞に発現させて行った
変異イオンチャネルの機能解析では、SCN5A -F1705S
およびKCNH2 -T895M の変異イオンチャネルにおい
て正常イオンチャネルと有意に異なる電気生理学的特
性を示した。他の3つの変異イオンチャネルでは正常
対照との著しい差は認められなかった。しかしながら、
これら3つの遺伝子変異は150人の正常対照に検出さ
れなかったこと、変異部位のDNA塩基配列が異なる
種でも比較的保存性が高いことからも、突然死の原因
である可能性は十分にあると考えられた。そのうち、
KCNQ1 -K598Rはスプライス部位の近傍に生じたミ
スセンス変異であり、この変異がスプライス異常を生
じる可能性がある。また、SCN5A -F532Cは成人の不
整脈症例での報告があり、この変異がSIDSの原因にも
なり得ると考えられた。
　うつぶせ寝を避けるキャンペーンにより、犠牲者は
減少してきており、環境因子の関与による症例は減少
していくものと考えられる。一方、遺伝的素因による
犠牲者の相対的割合は増加していくことが予測される。
遺伝的素因が明らかにされれば、乳幼児突然死の予防
に役立てられるだけでなく、リスクをもつ家族の生命
を守ることにもなり、その社会的影響は大きいと考え
る。多因子の関与が疑われる本症候群の病態解明には
多角的なアプローチから得られる知見の蓄積が必要で
ある。 
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Background: Long QT syndrome (LQTS) is a 
heritable disorder that predisposes affected 
individuals to sudden death from cardiac 
arrhythmias. Type1 LQTS is caused by loss-of-
function mutations in KCNQ1 that encodes the pore-
forming subunit of the slow component of the 
delayed rectifier K ＋ current (IKs). It is well known 
that IKs is susceptible to modulation by diverse 
receptor stimuli. We have previously reported that 
ETA receptor activation modulated the IKs in a 
biphasic manner in which protein kinase C (PKC) 
was probably involved. Modulation of IKs critically 
affects cardiac excitability. 
Materials and methods: We have investigated the 
molecular mechanisms of modulation of the IKs by 
angiotensin II type1 receptor (AT1R) activation.    
KCNQ1/KCNE1 (the accessory subunit of the IKs 
channel) or KCNQ1 alone was co-expressed with 
mouse AT1R in Xenopus oocytes and whole-cell 
currents were measured using a two-
microelectorode voltage clamp method. We have 
focused on the five PKC sites located in the C-
terminal of KCNQ1. Serine or threonine residues of 
the PKC sites were replaced with alanine, and in 
addition the C-terminal deletion mutant (del) that 
lacks all the five PKC sites was generated by 
introducing a stop codon just before threonine at 
391.
Results: Activation of AT1R by angiotensin II 
modulated wild type KCNQ1/KCNE1 and KCNQ1 
currents in a biphasic manner: a transient increase 
followed by a gradual decrease. The del/KCNE1 
currents, however, showed a monophasic increase 
without a decreasing phase. In contrast, the KCNQ1-
T513A/KCNE1 currents, one of the C-terminal point 
mutants, showed a monophasic decrease without an 
increasing phase. Interestingly, the depressed 
currents were not recoverd by washout of 
angiotensin II.
Conclusions: The present results suggest that the 
five PKC sites in the KCNQ1 C-terminal region are 
probably involved in the biphasic modulation by 
AT1R activation.　Role of each PKC site in the 
biphasic modulation seems to be complicated and 
its elucidation requires further investigation. 
Irreversible decrease of the currents suggests that 
internalization of the channel molecules might 
occur upon AT1R activation.

［背景］ QT延長症候群は時に致死性の不整脈を引き起

こすが、その1型はKCNQ1のloss-of-functionが原因

である。KCNQ1とKCNE1の複合体で緩徐活性型遅延

整流K ＋ (IKs) チャネルは構成され、各種受容体刺激に

より修飾される。［方法］ KCNQ1のC末端の点変異

体およびC末端を欠失させた変異体 (del) を作製した。

Xenopus oocytesにKCNQ1（単独又はKCNE1と共

に）とAT1受容体を共発現させ、2電極膜電位固定法

を用いて全細胞電流を測定した。［結果・考察］ Ang 

II (10-6 M) 投与により、野生型のKCNQ1/KCNE1及び

KCNQ1電流は一過性増大とそれに引き続く減少の二

相性変化を示した。それに対し、del/KCNE1電流は増

大するのみで減少を示さなかった。T513A/KCNE1電

流は減少するのみであった。これらの結果から、AT1

受容体刺激によるKCNQ1/KCNE1電流の修飾に、

KCNQ1のC末端とそこに存在するPKCリン酸化部位

の関与が示唆された。
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Background/Aims:　Genetic association studies for 
disease susceptibility genes depend largely on the 
selection of single-nucleotide polymorphisms (SNPs) 
within candidate genes. The recent completion of the 
HapMap project, a genome-wide survey of genetic 
variation with about a million SNPs typed in four 
populations, provides an invaluable resource that enable 
us to optimize the SNP selection process for association 
studies. Using tag SNP selected from HapMap  data, here, 
we carried out a haplotype-based association study to 
examine the contribution of common genetic variations 
in IKBKA and IKBKB ( NF- κ B inhibitor kinase alpha and 
beta; the crucial mediators of inflammation) to 
progression of live fibrosis in chronic hepatitis C. 
Methods: 1) Based upon the common SNPs 
((MAF>/=0.05) and linkage disequilibrium (LD) 
information derived from the HapMap, we selected 5 and 
3 tag SNPs from IKBKA, and  IKBKB, respectively, by 
Haploview (ver3.2) for genotyping; 2) By using Melting 
Curve Analysis method and Roche LightCycle 2.0 
system, SNPs were genotyped in 217 chronic hepatitis C 
patients, including 80 patients with liver cancer; 3) 
Association between common variations in 
IKBKA/IKBKA and platelet count (Plt) was tested by 
both genotype- and haplotype-based approaches. Results: 
We succeeded in genotyping a total of 8 tag SNPs　that 
efficiently capture common variation within 32 kb- block 
of IKBKA and 25 kb-block of IKBKB. For each of genes 
tested, 5 haplotypes were found in population studied. All 
SNPs were in Hardy-Weinberg equilibrium, but no 
significant association was observed between any single 
tag SNP or haplotype and decreased Plt. Conclusions: Our 
data suggest that it is unlikely that polymorphisms within 
the IKBKA and IKBKB genes are involved in the 
progression of live fibrosis in chronic hepatitis C. The 
information hereby generated, however, imply that 
melting curve analysis is a simple and accurate method 
for SNP genotyping, and haplotype-based association 
analysis is a practicable method for investigating 
common complex diseases, such as cancer and obesity.

【背景】国際ハプロタイプマップ（HapMap）プロジェ
クトにおいて、四人種における100万ヶ所以上の一塩
基変異多型（single-nucleotide polymorphism ; SNPs）
データが確立された。このデータの主要な使用目的と
して、相関解析におけるtagging SNP (tagSNPs) の抽
出がある。近年C型慢性肝炎での肝線維化の進展には
炎症反応が大きく関与することが明らかとなってきた。
我々は炎症を引き起こすNF- κ Bシグナル伝達経路で
重要な役割を担うIKBKAおよびIKBKB遺伝子に着目
し、HapMap databaseにおいてこれら遺伝子のtagSNPs
を探索した。また、近年開発されたLight Cyclerを用
いたMelting Curve Analysis法は、tagSNPsを簡便か
つ高速にタイピング可能であり、同法を用いて上記遺
伝子のHaplotypeと慢性C型肝炎患者における肝線維
化との関連について検討した。【方法】 1）HapMap 
databaseを利用し、IKBKAおよびIKBKB遺伝子の
HaplotypeをHaploview (ver3.2)で分析した。その
Haplotypeに基づき、IKBKA遺伝子の5ヶ所、IKBKB
遺伝子3ヵ所のtagSNPを決定した。2）2003年から
2006年の間に、山形大学附属病院内科を受診した
HCV抗体陽性患者217名（肝癌80名、非肝癌137
名）を対象とした。対象者にはインフォームドコンセ
ントを実施し、問診にて飲酒・喫煙歴などの生活習慣、
および手術歴・輸血歴などの既往歴を確認した後、採
血を行った。血液データについては肝生検等の精査を
施行した確定診断時のものを採用した。3）遺伝子多
型は末梢血中の白血球より抽出したDNAを用い、
IKBKAおよびIKBKB遺伝子のtagSNPsについて
Light CyclerによるMelting Curve Analysis法で調べ
た。4）得られた結果(Genotype、Allele、Haplotype)
と臨床病態との関連を検討した。
【結果】 1）全てのtagSNPsはLight Cyclerによる
Melting Curve Analysisにて検出可能であった。
2)IKBKAでは32kbでIKBKBでは25kbの連鎖不平衡
ブロックが存在し、Haplotype解析の結果、IKBKA・
IKBKBそれぞれ5つのHaplotypeが存在した。3)各
SNP、Haplotypeと血小板数、AST値、ALT値でそ
の頻度を検討したが、いずれも関連を認めなかった。
【結論と考察】今回のHaplotype相関解析では、
HapMapデータベースを利用して遺伝子のHaplotype
と疾患との関連を解析することが出来たが、結果とし
てはIKBKAおよびIKBKBの一般的な遺伝多様性が
HCV肝線維化進展には実質的な影響を与えていない
と考えられた。今後はシグナル伝達のさらに上流域に
位置する他の遺伝子についても同様の検討をする必要
があると考えられる。 
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　Vascular endothelial growth factor (VEGF)-

induced endothelial cell (EC) migration is an 

important component of tumor angiogenesis.  Rho 

and Rho-associated kinase (ROCK) are key 

regulators of focal adhesion, stress fiber formation, 

and thus cell motility.  Inhibitors of this pathway 

have been shown to inhibit EC motility and 

angiogenesis.  In this study, we investigated the 

antiangiogenic effect of fasudil, one of the ROCK 

inhibitors.  Fasudil inhibited VEGF-induced EC 

migration, viability and tube formation in vitro in 
human umbilical vein endothelial cells.  VEGF-

induced EC migration was reduced by fasudil 

associated with loss of stress fiber formation, focal 

adhesion assembly and with the suppression of 

tyrosine phosphorylation of focal adhesion proteins.  

Furthermore, fasudil inhibited VEGF-induced 

phosphorylation of myosin light chain, which is one 

of the main substrates of ROCK.  Therefore, the 

effect of fasudil was suggested to be ROCK-

dependent.  Fasudil not only inhibited VEGF-

induced cell proliferation but also reversed the 

protective effect of VEGF on apoptosis, which 

resulted in the decrease of cell viability.  Moreover, 

fasudil inhibited VEGF-induced angiogenesis in a 

directed in vivo angiogenesis assay.  These data are 
the first demonstration that fasudil has 

antiangiogenic properties.  Therefore, fasudil might 

be useful for the treatment of angiogenesis-related 

diseases, especially cancer.

 

　VEGF (vascular endothelial growth factor)により

誘導される血管新生は腫瘍の増殖や転移に深く関わっ

ている。今回、血管拡張剤として使用されているRho 

キナーゼ阻害剤であるfasudilが、VEGFにより誘導さ

れる血管新生を抑制するか否かを検討した。

　その結果、１）VEGF に誘導されたヒト臍帯静脈内

皮 細 胞（HUVEC）のmigration、tube formationは

fasudilにより抑制された。２）VEGFにより誘導され

るactin fiberの形成、および接着斑蛋白質である

paxillin、FAKのリン酸化はfasudilにより抑制された。

３）Fasudilは、VEGFによる増殖促進およびアポトー

シス抑制効果をキャンセルした。４）VEGFに誘導さ

れる in vivoでの血管新生はfasudilにより抑制された。

以上の結果から、fasudilはVEGFにより誘導される血

管内皮細胞遊走や増殖を抑制し、さらにアポトーシス

も誘導することで血管新生を抑制することが示唆され

た。
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3  若手研究者の活動

[Purpose] The basic fibroblast growth factor (bFGF) have 
been proven to be effective for meniscal tissue regeneration.　
But the lives of bFGF are too short to sustain biological 
activity. To solve this problem, we paid attention to the 
controlled release system using gelatin hydrogel as the drug 
delivery system for growth factors.
　The purpose of this study was to investigate the influence 
that bFGF and gelatin hydrogel give meniscal repair in organ 
culture.
[Methods] 15 Japanese White rabbits, weighing between 2.7 
and 3.2 kg, were used. The lateral menisci were removed 
from both knee joints aseptically. 4mm longitudinal tear was 
made in the anterior portion of the inner two-thirds avascular 
zone. BFGF solution (2 μ g) was added by drops onto the 
gelatin hydrogel sheet and impregnated. The sheet was 
inserted into the tear and the menisci were fixed with one 5-0 
nylon suture (bFGF group). On the other hand, we 
impregnated distilled water of the same amount and sutured 
them (control group).
　Organ culture was performed for 7, 14 days. The specimens 
were embedded in paraffin and cut into 4μ m in thickness, 
along sagittal plane and stained with hematoxylin and eosin.
　The cell number was measured at the six points around the 
tear (cells/10000 μ m2). The gap of the meniscal tear was 
evaluated by four-point grade (Kobayashi et al.). The 
reparative reaction on the meniscal surface was evaluated by 
three-point grade. PCNA immunostaining was performed, and 
a positive rate was examined. In addition, the cell number of 
the menisci before culture was measured.
　The operation and the evaluation were performed in a 
blinded manner whether the specimen was the bFGF group 
or the control group.
[Results] The cell number before culture was 14.4. After 
seven days culture, cell number was 12.6 in the bFGF group, 
and 11.1 in the control group. There was no significant 
difference between two groups. The rate of the PCNA positive 
cells was 55.1% in the bFGF group, and 40.4% in the control 
group. There was a significant difference (p<0.05).
　After 14 days culture, cell number was 13.4 in the bFGF 
group, and 11.3 in the control group, there was a significant 
difference between two groups (p<0.05). The rate of the 
PCNA positive cells was 44.2% in the bFGF group, and 34.2% 

in the control group. There was a significant difference 
(p<0.05). About the gap of the meniscal tear, the score of the 
bFGF group was 0.5, while that of the control group was 0.3. 
There was no significant difference. But about the reparative 
reaction on the meniscal surface, the score was 1.2 in the 
bFGF group, and 0.3 in the control group, the difference 
between the two groups was significant (p<0.05).
[Discussion] The rate of the PCNA positive cells was 
significantly higher in the bFGF group. In the 14 days 
culture, the cell number was higher in the bFGF group. But 
the cell number after culture did not increase as compared to 
before culture. It was suggest that the bFGF with gelatin 
hydrogel sheets promoted proliferation of a meniscal cells, 
and that restrained the decrease of the meniscal cells.
　On the other hand, the gap of the meniscal tear was not 
closed in both groups and the repair was not enough. But in 
the bFGF group, the reparative reaction in meniscus surface 
was better than the control group. These results suggest that 
the bFGF with gelatin hydrogel sheets can promote meniscal 
repair.

【目的】半月板の治癒促進を目的に成長因子を用いる報告がある
が、成長因子は一般に水溶性で、すぐ分散し十分な効果が得ら
れない。私たちはゼラチンハイドロゲル(GH)を用いて成長因子
を徐放化するシステムに注目し、塩基性線維芽細胞増殖因子
(bFGF)及びGHが、半月板修復に与える影響を調べる目的で器
官培養での実験を行った。
【方法】日本白色家兎15 羽の両膝外側半月板を摘出し、無血行
野に長さ4mmの縦断裂を作成した。bFGF群では、シート状の
GHにbFGF 2 μ gを含浸させ、断裂部に挿入後5-0ナイロン糸
で縫合した。対照群では、同量の蒸留水を含浸させた。7、14
日間の器官培養後、HE染色で、断裂部周囲の10000 μ m2あた
りの細胞数を計測した。修復反応の評価は、間隙が閉鎖したも
のが3点満点としてスコア化した。さらに断裂部表層に関して、
単層細胞が架橋したものを2点満点として評価した。また、
PCNA、TUNEL染色を行った。培養前の半月板も細胞数を計測
した。手術及び評価はbFGF群、対照群を盲検下に行った。
【結果】培養前の細胞数は14.4個だった。培養器間7日で、bFGF
群の細胞数は12.6個、対照群は11.1個で有意差はなかった。
PCNA細胞陽性率は、それぞれ55.1％、40.4％、TUNEL陽性
細胞率は70.3％、89.2％でいずれも有意差があった。培養期間
14日で、細胞数はそれぞれ13.4個、11.3個で有意差を認め、

修復反応のスコアは、間隙では0.5点、
0.3点で有意差はなかったが、表層部
は1.2点、0.5点で有意差があった。
PCNA細胞陽性率はそれぞれ44.2％、
34.2％、TUNEL陽性細胞率は67.7％、
91.3％で有意差を認めた。
【考察】今回の器官培養系において、
bFGF含浸ゼラチンハイドロゲル
シートは、半月板細胞の増殖を促進し
ており、DNAの断片化を抑制したと
考えられた。また、間隙は閉鎖せず修
復反応は十分ではなかったが、半月板
表層部においては修復を促進したと
思われた。 
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Background information. It is well known that 

there are two kinds of mechanism response for 

initiation of protein translation in eukaryotic cells. 

One is cap-dependent and another is cap-

independent. Although cap-dependent is 

predomination mechanism of protein synthesis 

during cellular proliferation, the mechanism transit 

to be cap-independent while viral infection, 

apoptosis and special cell cycle. Some research 

group verified that it was C-terminal of eIF4G act as 

scaffold to link eIF4A and eIF3 and facilitate the 

40S ribosome accessing to IRES site of viral mRNA 

or cellular mRNA while viral infection, apoptosis. 

But no evidence showed that eIF4G exerts the same 

function while some cellular protein synthesis by 

IRES-dependent mechanism during special phase of 

cell cycle such as c-Myc during G2/M. Other eIF4G 

homologues did not exert this function yet. The 

question raised is which protein response for 

substitution of eIF4G to support IRES-dependent 

mechanism during special cell cycle such as c-Myc 

during G2/M. We detected transcription pattern of 

MGSAD023 (Mouse Gene Similar to AD023, 

Genbank accession AK150749), which encoded 

amino acids with 58.3% similarity and 41.2% 

identity to eIF4G and matched to middle domain of 

eIF4G well. 

Results. The results of in situ hybridization revealed 
that its transcription pattern was similar with c-Myc 

in seminiferous tubule. The mRNA of both 

MGSAD023 and c-Myc concentrated on the 

seminiferous tubular basement membrane to where 

spermatogonia A and B type located. 

Conclusion. This study is the first demonstration 

that MGSAD023, one of eIF4G homologues, 

expresses with significant level on spermatogonia. 

These results hint a presumption that MGSAD023 

might participate in synthesis of c-Myc or other 

proteins involved crossing G2/M phase. 

　eIF4Gは蛋白質合成の過程に重要な因子である。し

かし、精祖細胞ではeIF4Gの機能が十分できない。今

回はeIF4GのhomologueであるMGSAD023 (Mouse 

Gene Similar to AD023)の転写パターンを調べた。In 
situ hybridization法を行ったところ、MGSAD023は精
祖細胞AとBタイプに高いmRNA発現が初めでわ

かった。MGSAD023は細胞周期のG2/M期に関わる蛋

白質の合成に関係可能性あることが示唆された。 
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3  若手研究者の活動

　Heme oxygenase-1 (HO-1) catalyzes the rate-
limiting step in the oxidative degradation of heme 
to iron, CO and biliverdin. We unexpectedly found 
porphyrin accumulation in teeth of the transgenic 
mice ubiquitously overexpressing mouse HO-1 (HO-
1-Tg mice). As far as we know, the relationship 
between HO-1 and porphyrias, which causes 
abnormal porphyrin accumulation, have not been 
reported. Porphyrias are metabolic disorders 
associated with partial deficiency of enzymes in the 
heme biosynthetic pathway. Such porphyrin 
accumulation was found only among more than 10-
month old males of HO-1-Tg mice, but not among 
young or Tg female mice. The accumulated 
porphyrin profiles of HO-1-Tg mice were compatible 
with those of human porphyria cutanea tarda (PCT), 
which is caused by deficiency of uroporphyrinogen 
decarboxylase (UROD). In fact, an age-dependent 
reduction of liver UROD activities was observed 
among male HO-1-Tg mice, while we found no age-
dependent change of HO activities in liver of HO-1-
Tg mice. But liver HO activities in male HO-1-Tg 
mice were about 4 times as high as in the female 
HO-1-Tg mice, indicating that HO overexpression to 
some extent is necessary for the porphyrin 
accumulation. In concurrence with UROD 
deficiencies, gradual iron overload in liver of male 
HO-1-Tg mice was exhibited like in some PCT 
patients. We discovered an age-independent and sex-
dependent up-regulation of liver ALAS activity 
among HO-1-Tg mice probably due to reduction of 
cellular free heme concentration caused by HO-1 
overexpression, leading to the enhanced 
mitochondrial localization of ALAS proteins.
　In this study, we provided the first evidence that 
in vivo HO-1 overexpression could cause PCT-like 
disorder and liver iron overload, which might be 
attributed to the released iron from heme 
degradation by exogenous HO-1.

　ヘムオキシゲナーゼ-1（HO-1）はヘムを分解して、

鉄・一酸化炭素・ビリベルジンを生成するヘム分解酵

素である。HO-1を全身性過剰発現させたトランス

ジェニックマウス（HO-1-Tgマウス）において、ヒト

ポルフィリン症様のポルフィリン異常蓄積を観察した

ことから、本研究では、HO-1-Tgマウスでの病態を明

らかにし、HO-1過剰発現とポルフィリン異常蓄積と

の繋がりを分子生物学的に理解することにより、HO-1

の生理機能の一端の解明を目指した。

　確立したHO-1-Tgマウスの加齢したオスにおいて

のみ、前歯へのポルフィリン蓄積が認められた（図1）。

HO-1-Tg個体の尿・便中のポルフィリン解析等から、

ヒト晩発性皮膚ポルフィリン症（PCT）の病態と極め

て類似しており、加齢が進むにつれ、PCTに特徴的な

ポルフィリンの異常蓄積が増加していくことが明らか

となった（図2）。ヒトPCTの原因遺伝子であるウロ

ポルフィリノーゲン脱炭酸酵素（UROD）の肝臓にお

ける酵素活性は、HO-1-Tgオスでのポルフィリンの蓄

積と同調して、低下が認められる一方、肝臓における

鉄沈着が加齢依存的に観察された（図3）。

　野生型マウスに対する鉄投与がPCTを引き起こす

ことがすでに報告されていることから、HO-1-Tgマウ

スにおけるポルフィリンの異常蓄積は、HO-1過剰発

現によりヘム分解反応産物である鉄が肝臓内に過剰に

遊離されることより、UROD活性が阻害され、引き起

こされた可能性が高い。これまでのHO-1研究がその

生体防御機能に着目してきたのに対し、本研究は、HO-

1が発現強度に依存して、毒性を発揮する可能性を初

めて明らかにし、ポルフィリン症発症に関与しうるこ

とを示唆した。 
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[Backgrounds]  Charcot-Marie-Tooth disease (CMT) is 
one of the most common hereditary neuropathy, of 
which prevalence is estimated at 1/2500.  There are at 
least 25 disease-causing genes.  To identify the 
pathogenesis of Japanese CMT patients, we have 
screened a variety of gene mutations in Japanese CMT 
patients using SSCP, DGGE or DHPLC. We present the 
results of our study. 
[Subjects and Methods]  We have screened 252 
Japanese CMT patients since 1996 through 2007.  Based 
on clinical characteristics and electrophysiological 
examinations, the patients carrying no 17p11.2 
duplication were divided into 2 subgroups: 
demyelinating CMT (n=161) and axonal CMT (n=91, 
including distal HMN and unclassified cases).  The 
patients with demyelinating CMT were evaluated for 
PMP22, MPZ, GJB1 and LITAF, and the ones with axonal 
CMT were studied about MPZ, GJB1, MFN2, HSP27, 
HSP22 and NEFL by SSCP, DGGE or DHPLC.
[Results]  We found MPZ mutations in 19 cases, GJB1 
mutation in 20 cases, and PMP22 mutations in 8 cases 
and EGR2 mutation in one case, PRX mutations in 4 
cases with demyelinating CMT.  Several polymorphic 
changes were also detected in LITAF.  In axonal CMT, 
we detected MPZ mutations in 3 cases, GJB1 mutation in 
2 cases, and MFN2 mutations in 10 cases.  We found 
HSP27 mutations in 2 distal HMN patients, who were 
classified into axonal CMT.  We also found several 
polymorphic changes in HSP22 and NEFL.
[Discussion]  Based on our findings, 17p11.2 duplication 
was less frequently detected in Japanese demyelinating 
CMT patients compared to that in Caucasian.  We could 
not identify disease-causing mutations in 42% of 
Japanese demyelinating CMT.  As for the patients with 
axonal CMT, we identified MFN2 mutations in about 
10% of Japanese patients.  Nearly all MFN2 mutations 
detected in the patients were located within the specific 
exons encoding a functional 
domain, suggesting that we should 
target on those sequences in the 
screening of this gene.
[Conclusion] Disease-causing 
genes have not been fully (nearly 
half of the patients) identified in 
Japanese CMT patients.  It is 
required to introduce the screening 
methods for evaluating the gene 
dosage in addition to detect the 
nucleotide changes and to 
screen other candidate genes.

［目的］Charcot-Marie-Tooth (CMT)病は有病者が2500人
に1人と、最も頻度の高い遺伝性ニューロパチーである。私
達はCMT病の病態を解明するために、多数の症例を解析し
てきた。しかし、欧米人と異なり、病因遺伝子が不明な症例
が約半数を占めている。日本人のCMT病の遺伝的背景を明
らかにするために、既知および候補遺伝子の変異について

SSCP法, DGGD法、最近ではDHPLC法を用いたスクリー
ニングを確立し、検索を継続してきたので結果を報告する。
［方法］対象は、1996年から2007年までに、当科に遺伝
子検索依頼があった症例のうち、臨床的に髄鞘型CMT病と
考えられ、17q11.2領域の重複を認めなかった161例と軸
索型CMT病（distal HMNおよび分類不能例を含む）と考
えられる91例である。髄鞘型CMT病では、PMP22, MPZ, 
GJB1, LITAF, EGR2, GDAP1, MTMR2, PRXの変異について
スクリーニングを行った。また、軸索型CMT病では
PMP22, MPZ, GJB1, MFN2, HSP27, HSP22, NEFLの変異に
ついてスクリーニングを行った。
［結果］髄鞘型CMT病においては、MPZ変異を19 例に、
GJB1変異を20例、PMP22変異を8例に、EGR2変異を１
例に、PRX変異を4例に認めた。軸索型CMT病について
は、MPZ変異を3例に、GJB1変異を2例に、MFN2変異
を10例に認めた。また、HSP27の変異を2例のdistal HMN
に認めた。髄鞘型CMT病109名、軸索型CMT病74名に
は、遺伝子変異が検出出来なかった。
［考察］当科でこれまで検索した髄鞘型CMT病の結果は、日
本人では17q11.2領域の重複例が少なく、42%で病因が不
明である。一方、軸索型CMT病では、MFN2が約10％を
しめ、多くは病因が不明である。軸索型における最も頻度
の高いMFN2において、これまで検出された変異は全て特
定のエクソンに位置している。これらの領域は重要な部位
をコードする領域であり、今後スクリーニングに際して、
これらのエクソンに限定することが可能かもしれない。
［結論］日本人におけるCMT病では、病因遺伝子が特定さ
れない症例が多く、スクリーニング法の改善を計るととも
に、量的変化を含めた既知および候補遺伝子の検索が必要
である。 
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3  若手研究者の活動

　Interleukin 21 (IL-21) is a member of the common 
cytokine-receptor  γ -chain ( γ c)-dependent cytokines 
and regulates the functions of T cells, B cells, 
natural killer (NK) cells and dendritic cells (DC). IL-
21 is produced by activated CD4+ T cells. But it is 
unclear that from which CD4+ T cell subsets human 
IL-21 (hIL-21) can be produced and acts. In the 
previous reports, CD4+ T cell subsets, which express 
IL-21 message, were confused between human and 
mice. On the other hand, some reports show that the 
homeostasis of CD4+ T cells are still unknown 
whereas the CD8+ T cell homeostasis are maintained 
by IL-7 and IL-15. In this report, we demonstrated 
the hIL-21 expression in CD4+ T cells subsets by 
flow cytometry and the functional role of IL-21 in 
CD4+ T cell homeostasis.
　Human peripheral CD4+ T cells from healthy 
donors were isolated and hIL-21 expression in CD4+ 
T cells was examined by intracellular cytokine 
staining with our newly established anti-human IL-
21 monoclonal antibody. hIL-21 was expressed in 
activated memory CD4+ T cells but not in naive 
CD4+ T cells as. Moreover, when the CD4+ memory 
T cell subsets were examined, hIL-21 was mainly 
expressed in activated CD4+CD45RO+CD45RA-CCR7+ 
central memory T cells (TCM). CD4+ T cells express 
many kinds of cytokines depending on their 
functions. We found IL-21-expressing cells co-
expressed IFN- γ , IL-17 or IL-2, but not IL-4. 
Furthermore, when CD4+ naive cells were cultured 
in TH1 or TH2 skewing condition, only TH1 cells, not 
TH2 cells, could express hIL-21.
　Next, we assessed the function and the 
requirement of IL-21 for homeostatic proliferation of 
CD4+ T cells. CD4+ naive T cells, TCM and effector 
memory T cells (TEM) were isolated by FACSaria 
and labeled with CFSE. These labeled cells were 
cultured with various combinations of exogenous IL-
7, IL-15 and IL-21 for several days and then cell 
proliferation was analyzed by flow cytometry. We 
confirmed that IL-21 alone didn't affect each cell 
proliferation directly. But when cells were cultured 
in combination with IL-15 or with IL-7 plus IL-15, 
IL-21 could strongly upregulate the proliferation of 
not only CD4+ TEM and TCM, but also CD4+ naive T 
cells. To confirm the regulation of CD4+ T cell 

homeostasis by IL-21 systematically, the further 
experiments are now in progress. Taken together, 
hIL-21 is produced in IFN- γ  or IL-17 producing 
CD4+ memory T cell subsets and uniquely regulate 
cytokine driven proliferation in CD4+ T cells. It is 
meaningful to extend the study about the 
involvements with related diseases such as 
autoimmunity and cancer.

　インターロイキン(IL)-21は、IL-2、IL-4、IL-7、IL-
9、IL-15と共に、サイトカイン共通受容体γ鎖を共有
するサイトカインである。既報から、その働きは多岐
にわたり、腫瘍性疾患、自己免疫疾患、アレルギー性
疾患の制御に深く関与することがわかってきた。しか
し、ヒトIL-21産生細胞に関しては不明な点が多い。
本研究では、ヒトIL-21を産生する細胞を詳細に同定
し、さらに特に末梢CD4+T細胞のホメオスタシスにお
けるIL-21の機能を体系的に明らかにすることを目的
とした。
　ヒトIL-21を検出するために、抗ヒトIL-21単クロ
ン抗体を世界で初めて作成した。ヒト末梢血単核球を
健常ドナーから採取し、ヒトIL-21の発現を作成した
抗体を用いて細胞レベルで詳細に検討したところ、ヒ
トIL-21は活性化したCD4+T細胞、特にセントラルメ
モリーT細胞(TCM)、エフェクターメモリーT細胞(TEM)
から産生されることを明らかにした。さらに他のエ
フェクターサイトカインとの共発現パターンの検討か
ら、IFN- γ  産生TH1細胞、IL-17産生TH17細胞がIL-
21を産生することを突き止めた。次に、IL-21と末梢
CD4+T細胞のホメオスタシスの制御を検討したとこ
ろ、IL-21は同じ γ c依存性サイトカインであるIL-7、
IL-15  が 誘 導 す る  CD4+TCM、TEMのhomeostatic 
proliferationを相乗的に促進するのみならず、IL-7、IL-
15に対して反応性の乏しいCD4+ナイーブT細胞の増
殖をも誘導した。さらにこれらの制御機構には、IL-21
が活性化するSTAT3が重要な役割を担っていること
を示した。これ
らの研究成果は、
今後ヒト腫瘍性
疾患の制御、自
己免疫疾患の発
症、制御の解明
に大きく寄与す
ると考えられ
る。 
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　Bone marrow derived mesenchymal stem cells 
(MSC) have been shown to be progenitor that have 
the potential to differentiate into osteoblasts, 
chondrocytes, myocytes, adipocytes, fibroblasts and 
neuronal cells. Clinical application to transplant 
MSC which multiplied it by cell culture for a bone 
regeneration is performed. However, adequate bone 
regeneration was not obtained by MSC independent 
transplant.Bone morphogenetic proteins (BMP) are 
known to drive differentiation of MSC along the 
osteogenic lineage.It has been well established that 
BMP-2 can induce orthotopic and ectopic bone 
formation.
　Our previous studies showed that in MSC 
transplantation, addition of a bone morphogenetic 
factor to assume BMP-2 a representative for effective 
bone formation .Furthermore, MSC which 
introduced BMP-2 gene by a recombinant 
adenovirus showed high quality bone formation in 
rats femoral segment defect model.
　Platelet-rich plasma (PRP), a platelet concentrate 
made of autogenous blood, has been used in recent 
years to improve bone defect healing.
　PRP includes growth factors such as platelet 
derived growth factor (PDGF), transforming growth 
factor beta (TGF-b), vascular endothelial growth 
factor  (VEGF), insulin-like growth factor (IGF). it is 
thought that these growth factors promote wound 
healing, a bone regeneration.
PRP provides an assortment of growth factors, but it 
is still unknown how PRP is effective for a bone 
regeneration.
　The aim of the present study was to evaluate the 
formation of new bone in the presence of PRP and 
to compare it to human-recombinant BMP or BMP-2 
transfected adenovirus-mediated MSC.

　骨髄間葉系幹細胞（MSC）は骨芽細胞、軟骨細胞、

筋細胞、脂肪細胞、線維芽細胞と神経細胞に分化可能

である。

　以前の我々の研究では、組み換えアデノウイルスベ

クターによりBMP2遺伝子を導入した骨髄間葉系幹細

胞移植、ヒト組み換えBMP2蛋白添加した骨髄間葉系

幹細胞移植において良好な骨形成を得ている。

　多血小板血漿（PRP）は自己血より遠心分離を用い

て簡便に作製することが出き、自己血由来のため感染

症、免疫反応の心配がなく、安全性が高い。

　成長因子（PDGF、TGF-b、VEGF、IGF）を含み、

近年、骨欠損部の治癒促進に用いた報告がある。

　PRPを添加した間葉系幹細胞移植において良好な

骨形成を得ることができた。
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3  若手研究者の活動

　Heme Oxygenase-1 (HO-1) is induced by various 
exogenous stimuli such as chemicals, heavy metals, 
oxidative stress, hemoglobin and inflammatory 
cytokines and is known as one of pan-stress-
inducible factors. By means of heme oxygenase (HO-
1) gene-targeted mice, whose HO-1 gene locus is 
inserted DsRed (a red fluorescence protein) gene, we 
developed a tissue-specific stress-monitoring animal. 
In the stress-monitoring mouse (ho-1-DsRed (ho-
1Dsred/+) mouse) we can simply detect tissue-specific 
expressions of HO-1 as DsRed expressions 
synchronized with HO-1 transcriptions. 
　First, we investigated non-induced tissue-specific 
HO-1 expression under normal breeding condition. 
In ho-1-DsRed mice, on the whole, most of basal 
remarkable DsRed expressions were found in a 
fraction of resident tissue macrophages or 
histiocytes of liver, spleen, lung, intestine, heart, 
skin, pancreas, ovary and uterus. Unexpectedly the 
eyeball was discovered to be one of the most HO-1 
expressing tissues such as spleen. We histologically 
confirmed that lens fiber cells in the eyeball 
prominently expressed DsRed in layers and retina 
also showed the red fluorescence. 
　Next, we investigated tissue-specific stress 
responses to administration of endocrine-disrupting 
chemicals (Bisphenol A and Nonylphenol) or known 
potent HO-1 inducers (acetaminophen and cadmium 
chloride) to observe that the basal HO-1 expressions 
of resident tissue macrophages and histiocytes 
augmented by all the tested chemicals. And there 
were some discrepancies between acetaminophen- 
and cadmium-induced HO-1 expression in liver and 
uterus: in the liver of ho-1-DsRed mice, 
acetaminophen induced DsRed expression first in 
hepatocytes around the hepatic portal vein and then 
extended the induction over the whole hepatocytes 
and elevated the DsRed expression of Kupffer cells, 
while cadmium rapidly increased DsRed expression 
of Kupffer cells. In the uterus, acetaminophen 
promoted the DsRed expression selectively in 
epithelium of the endometrium, whereas cadmium 

elevated in macrophages within the endometrium.
　Our analyses suggested that most of chemically 
HO-1 inductions were found in basally HO-1-
expressing tissues, and that there were 
histologically differential HO-1 inductions among 
chemical inducers.

　Heme Oxygenase-1（HO-1）は重金属・解熱剤や鎮
痛剤など化学的、また、病的状態など様々なストレス

により発現の誘導が見られる。本研究では、HO-1の
汎ストレス応答因子としての性質に着目し、組織特異

的なストレス応答の指標としてHO-1発現を簡便に検
出可能な系を確立するため、ho-1プロモーターにより
発現が制御されるように、レポーターDsRed遺伝子を
HO-1遺伝子座に挿入したKnock-inマウス〔ho-1DsRed
マウス（ho-1DsRed/+）〕を作製し、このマウスを用いて各
組織における様々なストレス負荷条件でのDsRed発
現を指標として、組織特異的なストレス応答の解析を

試みた。その結果、非ストレス負荷条件下でのDsRed
発現は肝臓・脾臓・肺・腸・心臓・皮膚（耳）・膵臓・

卵巣・子宮の組織のマクロファージや組織球の一部で

見られた。薬物によるストレス負荷条件下では、HO-
1の強い誘導剤として知られているカドミウムとアセ
トアミノフェンの投与下では、肝臓において、カドミ

ウムにより、Kupffer細胞においてDsRed蛍光発現が
迅速に誘導された後、肝実質細胞を含む肝全体に広が

るのに対して、アセトアミノフェンでは最初門脈周辺

の肝実質細胞でDsRed発現が増加した後、全体の肝実
質細胞とKupffer細胞の両方でDsRed蛍光が増加して
いた。本研究の結果から、非ストレス負荷条件下での

HO-1発現の多くは、マクロファージまたは組織球で
認められること、さらに、誘導剤の違いによるHO-1
の組織特異的誘導が存在すること明らかとなった。 
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Background: It is in the spotlight that colorectal 
carcinogenesis is related to abdominal obesity and 

related metabolic abnormalities. We previously 

reported that visceral fat accumulation and 

decreased plasma adiponectin concentration were 

strongly associated with increasing risk of colorectal 

adenoma. Then, to clarify relationship between 

colorectal cancer as well as adenoma and metabolic 

abnormality including adiponectin, we investigated 

factors related to metabolic abnormality in the 

patients suffering from adenoma, early cancer, or 

advanced cancer. 

Patients and Methods: We entries 129 patients 
(adenoma; 64, early cancer; 39, and advanced 

cancer; 26). Then we determined plasma 

adiponectin, other adipocytokines, serum lipids, 

HOMA-IR, body mass index, blood pressure, and 

plasma glucose. The data were classified in three 

groups (high, middle, and low) and were analyzed 

by logistic regression model.

Results: There was a statistically significant inverse 
association between plasma adiponectin level and 

risk of colorectal adenoma (low vs. high; OR 6.34, 

95% confidence interval (CI) 1.05-38.11, P<0.05). A 

stronger association was revealed in early cancer 

(low vs. high; OR 8.03, 95%CI 1.01-65.04, P<0.05), 

but a significant difference was not recognized in 

advanced cancer. One of the reasons of 

unexpected results in advanced cases seems to 

be that patients with advanced cancer were 

sometimes accompanied with nutritional 

abnormality. In addition, we observed 

significant relationship between HDL-

cholesterol and risk of colorectal adenoma (low 

vs. high; OR 6.13, 95%CI 1.09-34.36, P<0.05), 

early cancer (OR 15.13, 95%CI 1.23-186.3, 

P<0.05), and advanced cancer (OR 23.16, 

95%CI 1.8-297.69, P<0.05), respectively. High level 

of triglyceride brought risk for adenoma (OR 6.67), 

and mean blood pressure also showed risk for early 

cancer (OR 4.40).  As factors of metabolic 

syndrome, risk of colorectal adenoma and cancer 

increased.

Conclusions: Based on these results, we could 
demonstrate that low plasma adiponectin 

concentration and low HDL-cholesterol strongly 

associated with colorectal cancer as well as 

adenoma. This study is offering a new insight to 

understanding colorectal carcinogenesis related 

metabolic syndrome. 

　腹部肥満およびインスリン抵抗性は大腸の発癌に関

与する可能性が示唆されている。そこで、内臓脂肪蓄

積(VFA)、インスリン抵抗性、さらには脂肪細胞より

分泌されるアディポサイトカインに着目し、大腸腺腫

の発生に関与する報告をすでに行っている。今回さら

に種々のアディポサイトカインおよびインスリン抵抗

性の指標が腺腫、早期癌、進行癌の各段階でどのよう

に関与しているかを検討した。メタボリックシンド

ローム関連因子では、特にHDL-choおよびアディポネ

クチンとの関連性が認められ、腺腫に比較して早期癌

ではよりリスクが上昇しており、低アディポネクチン

血症および低HDL-cho血症が発癌のリスクにも強く

関与している可能性が示唆された。
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