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研究課題；急性大動脈解離形成と炎症応答の関連
― High-mobility group box 1 発現の検討―
慶應義塾大学医学部循環器内科

河

野

隆

志

マチン変性に関与する非ヒストン核蛋白として当初は同

はじめに
高齢化社会の到来に伴い増加している大動脈解離の

定されたが、細胞外ストレス ( 機械的、ずり応力、酸化ス

自然予後は極めて不良であり、早期の診断及び治療が極

トレス ) で炎症細胞や血管平滑筋細胞が活性化されると、

めて重要である。大動脈解離の治療方針は、Stanford 分

細胞外に放出され炎症性サイトカインや MMP の発現亢

類に基づいて緊急の外科的加療を必要とするか否かの

進させることが明らかにされた 8-10。 我々は塩化カルシウ

迅速な判定が行われ、上行大動脈を含む場合は A 型に

ム塗布による腹部大動脈瘤モデルで、HMGB1 中和抗体

分類され緊急手術の適応となる。それ以外のものは B 型

投与が、血管壁の炎症細胞浸潤及び MMP 活性を抑制

に分類され比較的良好な予後とされ、血圧及び疼痛管理

し、動脈瘤伸展を軽減することを報告しており、11 大血管

に代表される内科的治療が中心となるが、時に動脈瘤伸

病変に対する HMGB1を標的とした薬理学的治療の可能

展・破裂、臓器虚血、肺酸素化障害などの致死的合併

性を明らかにした。本研究では当施設で確立したマウス

症を伴うことあり、その発症機序の解明とともに新たな治

大動脈解離モデルを用いて、大動脈解離発過程における

療標的の開発が期待されている。

炎症細胞浸潤の詳細なプロファイルを明らかにした後に、

大動脈解離の発症機序として血管局所の炎症が着目

HMGB1 発現についてはマウスモデルに加えて、ヒト解離

され、血管壁の炎症細胞浸潤及び細胞外マトリックス分

血管壁標本も含めて検証することを目的とし、HMGB1 を

解酵素 (Matrix metalloproteinase; MMP) の活性化の

標的とした大動脈解離治療の可能性について検討した。

関与が明らかにされてきた。1 これまでの臨床研究におい
ても大動脈解離発症後の C-reactive protein (CRP) の上

方法；

昇が早期晩期合併症発症と関連することが報告され、

マウス大動脈解離モデルによる検討

2-5

我々は急性大動脈解離症例で、発症後の過剰な炎症応
3
答が肺酸素化障害の合併に関与することを報告した。
以

1；マウス大動脈解離モデル

上より、大動脈解離で惹起される炎症が不良な予後と関

3 週 齢 C57/BL6 マ ウ ス に β -aminopropionitrile

連することが明らかにされてきたが、炎症が惹起される機

monofumarate (BAPN; lysyl oxidase 阻 害 薬 Sigma-

序については不明であり、その一因として検証するための

Aldrich, St. Louis, MO, USA [1g/kg/day]) を 4 週間経

動物実験モデルが無いことがこれまでに指摘されてきた。

口投与した後に、浸透圧ポンプ (Alzet, Cupertino, CA,

アンジオテンシン II (AngII) による大動脈解離の発症

USA) で AngII を 72 時間投与して大動脈解離を作成し

が ApoE ノックアウトマウスや高齢マウスにおいて報告さ

た。1

6, 7
その発症は稀であり実験モデルとして確立
れてきたが、

するには至っていなかった。
当施設で、
細胞外マトリックス

2；造影 CT 検査

の主要タンパク質であるエラスチンやコラーゲンの成熟架

造影剤使用下の CT 検査により、解離血管の部位同

橋を行う lysyl oxidase の阻害薬（β -aminopropionitrile

定に加えて、範囲・最大径の評価を行った。深麻酔下

monofumarate; BAPN）と AngII 投与による大動脈解離

で、ex Tron nano 12000 (Miltenyi Biotec, Sunnyvale,

モデルを確立し、24 時間で 100% の確率で大動脈解離

CA, USA) 70ul 静注を行い、Micro-CT II (Rigaku Co.,

を発症することが確認された。

Tokyo, Japan)

1

12

を用いて呼吸同調照射を用いて評価し

た。血管径は OsiriX Imaging Software (OsiriX) を用い
High mobility group box protein 1 (HMGB1) はクロ

て評価した。
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た (Tree Star, Ashland, OR, USA)。以下の抗体を使用し

3；病理学的評価
大動脈壁を慎重に切除した後に、ホルマリン固定・パラ

た (4℃、25 分 )。Anti-Ly6G-PE、anti-CD45-PE、anti-

フィン包埋を行い、
5um 厚切片を作成した。Hematoxylin

CD45-FITC、anti-CD45.1-PE、anti-Ly6C-APC、anti-

and Eosin 及び Elastica van Gieson 染色による形態学

CD3-APC (BD Bioscience)、anti-Ly6G-APC、anti-

的評価に加えて、連続切片を用いた免疫組織染色を行っ

CD1b-FITC,anti-CD45.2-APC (BioLegend)、anti-

た。免疫ペルオキシダーゼ法を用いて免疫組織染色を

CD11b0PerCP-Cy5.5, anti-F4/80-APC (eBioscience,

行った。内因性ペルオキシダーゼブロッキング後に、抗

San Diego, CA, USAS)。

HMGB1 抗 体 (Shino-Test Corporation, Japan) 及び 抗
Ly6B 抗 体、 抗 CD3 抗 体 (Serotec, Oxford, UK)、 抗

ヒト大動脈解離症例における検討

Mac3 抗 体 (BD Bioscience, San Jose, NJ, USA) を 一
次抗体として用いた (4℃、overnight)。Vectastain ABC
elite Kit (Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA)、

大動脈解離手術検体を用いて、上記病理学的評価を
行った。

3,3’-diaminobenzidine を用いた後に、Hematoxylin によ
る染色を行った。

結果；マウス大動脈解離モデルによる大動脈解離発症の

4；FACS

経時的変化

大動脈組織から単細胞懸濁液を用いてフローサイトメ

造影剤を用いた CT 検査を施行したところ、BAPN/

トリーを施行し (FACSCalibur [BD Bioscience]) 解析し

AngII 投与されたマウスでは大動脈解離の発症が確認さ

図 1； マウス大動脈解離モデルにおける解離伸展の経時的変化
A; アンジオテンシン II (AngII) 静注・lysyl oxidase の阻害薬（β
-aminopropionitrile monofumarate; BAPN）前処置をされたマウスにおける
CT による大動脈評価。下行大動脈近位部より遠位部への解離伸展を認めた。
黄矢印 ( 非解離腔 )・赤矢印 ( 解離腔 )。B; 大動脈解離径拡大と破裂 / 血胸 (*)。
C; カプランマイヤー生存曲線 (Vehicle; コントロール群、BAPN; 大動脈解離群 )
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図2

図 2； マウス大動脈解離モデルにおける外膜への炎症細胞浸潤
A; 解離及び非解離大動脈の病理切片 (Hematoxylin and Eosin [HE] 及び Elastica van Gieson
[EVG] 染色 ); 外膜における過剰な炎症細胞浸潤 ( 矢頭 ) が、急性大動脈解離で認めた。
BAPN; β -aminopropionitrile monofumarate、AngII; アンジオテンシン II、B; 免疫組織染色に
よる AngII 投与 48 時間後解離血管壁の炎症細胞浸潤の評価。(Ly6B.2; 好中球 [ 左 ]、Mac3;
マクロファージ [ 中央 ]、CD3; T リンパ球 [ 右 ])、C; 代表的フローサイトメトリー・ドットブロット
CD45+ CD11b+ Ly6G+ 好中球、CD45+ CD11b- F4/80+ マクロファージ、CD45+ CD11b- CD3+ T
リンパ球、D; マウス大動脈解離血管における炎症細胞浸潤の定量
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図 3； 急性大動脈解離における HMGB1 発現
A; ヒト大動脈解離血管壁外膜における HMGB1 陽性細胞 ,
B; マウス大動脈解離モデルの外膜におけるマクロファージ
  及び HMGB1 陽性細胞
れ、AngII 投与後数時間で解離が形成された。下行大動

14
り、
BAPN/AngII 投与によるマウス大動脈解離モデルが

脈近位部より解離が形成され、腹部大動脈へと伸展する

ヒト大動脈解離における炎症細胞を評価する上で適切な

ことが確認された ( 図 1A)。下行大動脈径は徐々に拡張

動物モデルであることを確認した。

して、破裂・血胸を合併した ( 図 1B)。約 70% のマウス
が 48 時間以内に大動脈破裂のため死亡したが、BAPN

ヒト大動脈解離及びマウス大動脈解離モデルにおける

未投与の AngII 投与マウスでは死亡は認めなかった。( 図

HMGB1 発現
急性大動脈解離手術検体の免疫染色では、解離血

1C)

管壁外膜における炎症細胞において HMGB1 発現が亢
進していることを確認した ( 図 3A)。マウス大動脈解離

マウス大動脈解離モデルにおける炎症細胞浸潤
BAPN/AngII 投与マウスの解離血管壁を用いて病理学

モデルを用いてあらためて検証したところ、外膜における

的評価を行った。外膜における著明な炎症細胞浸潤が

HMGB1 発現細胞が免疫組織染色で確認されており、そ

確認されたが、BAPN 未投与 AngII 投与マウスでは認め

の局在としてマクロファージが考えられた ( 図 3B)。以上

なかった ( 図 2A)。免疫組織染色による炎症細胞浸潤

よりヒト大動脈解離症例において確認された解離血管壁

の詳細を確認したところ、主に Ly6B.2 好中球が解離

における HMGB1 レベルの上昇は、マウス大動脈解離モ

血管壁外膜に浸潤していることが確認され、Mac3 マク

デルにおいても同等の所見が確認された。

ロファージ及び CD3 T リンパ球の浸潤も確認された ( 図

考察及び今後の展開

+

+

+

+

2B)。解離血管壁を用いた FACS による検討では、CD45

近年、大動脈解離発症の分子機序を明らかにする試み

CD11b- Ly6G+ 好中球は、AngII 投与 24 時間後より増加

が行われており、本研究で用いた BAPN/AngII 投与によ

し、引き続いて CD45 CD11b F4/80 マクロファージと

るマウス大動脈解離モデルにおいて、浸潤した好中球由

CD45 CD11b CD3 T リンパ球が増加した ( 図 2C・D)。

1
来のMMP-9 が解離発生に関与することが報告された。
本

AngII 投与後 48 時間までに解離血管壁に浸潤する炎症

研究では、大動脈解離発生の経時的変化を形態学的及

細胞は主に好中球であった。BAPN 未投与 AngII 投与マ

び炎症細胞浸潤の観点から詳細に検討した。またヒト大

ウスでは、これらの炎症細胞浸潤は認めなかった。同様

動脈解離及びマウス大動解離モデルにおける解離血管壁

の炎症細胞浸潤過程がヒト大動脈解離でも報告されてお

における HMGB1 レベルの亢進を明らかにした。

+

+

-

+

+

+
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BAPN/AngII 投与による大動脈解離モデルでは、24 〜

4.

48 時間かけて下行大動脈近位部から解離が発生し遠位
部へと伸展することを確認した。その後に解離血管径が
拡大して、70% 程度の症例で破裂による死亡が確認され

5.

た。解離血管の拡大及び破裂には、血管外膜の過剰な
炎症細胞浸潤が関連していることが示唆された。
我々は HMGB1 発現細胞が解離血管壁外膜において
増加していることをマウス大動脈解離モデル及びヒト大動

6.

脈解離検体を用いて明らかにした。HMGB1 発現の局在
として、解離発症後に遊走するマクロファージや好中球な
どの炎症細胞が考えられた。外膜細胞には myofibroblast
や resident マクロファージも存在し、解離後炎症細胞

7.

遊走に寄与すると考えられている。解離血管壁における
HMGB1 発現由来の詳細についての検証が必要と考えて
いる。その上で HMGB1中和抗体 11, 13 投与のプロトコール
を確定して、大動脈解離発生及び伸展予防における治療

8.

標的となりうるかを明らかにすることが今後の課題となる。
中和抗体の解離発症前投与による大動脈解離発症予防
を検討するのみならず、解離発症後に中和抗体を投与が
慢性期の動脈瘤形成を予防することが可能であれば、よ
り創薬としての可能性が広がると期待している。

9.

10.
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11.
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生体光分子イメージングによる心血管イベントの発症予測
自治医科大学分子病態治療研究センター分子病態研究部
東京大学 循環器内科 ・JST さきがけ（兼務）

西

村

智

８０年の一生に、ほぼ１回しかおきない心血管イベント

験的にこれらを ex vivo、in vitro で再現することは不可

を理解するにはどうすればいいのだろうか。どのように生

能であった。実際に、これら一連の過程には血小板のみ

体の血栓イベントは予測できるか。一つの答えは、生体で

ならず、各種炎症性細胞、血管内皮細胞とその障害、局

血栓を誘発し、形成過程を観察することである。我々は

所の血流動態変化
（血流とずり応力）が関わっている。こ

二光子顕微鏡によるバイオイメージングと、血栓形成を促

のような多細胞からなる複雑病変とそのダイナミクスが血

す光操作技術を生かし、生体での血栓過程にアプローチ

栓性病態の本質であり、これらを生体内で検討する手法

した。

が、病態理解の上で求められている。その検討を可能に
したのが我々の開発した「生体分子イメージング」手法で
ある。

１．生体イメージングとは
本邦の死因の上位を占める脳・心血管障害の多くは動
脈硬化を基盤とした血栓性疾患であり、心血管イベントは

２ 生体内の組織の可視化 生体分子イメージングの開発

確率的に生体内で動脈硬化巣の粥腫が破綻して起きる

動脈硬化のように血管が主な傷害の場になる病態だけ

と考えられている。従来、心血管イベント予知を目指した

でなく、血栓症、腫瘍やメタボリックシンドロームにおい

血小板検査については多様なデバイスが開発されてきた

ても、血流や血管機能といった生体内のダイナミックな変

が、in vitro による限定的な検討手法に過ぎず、いずれも

化、組織学的変化に先行する初期の炎症性変化を捉える

生体での血栓性疾患を予測するには至っていない。

ことが可能な生体内分子イメージング技術は非常に有用

粥腫（アテローム）の破綻部位においては、血小板は活

である。従来の生体内観察では、透過光による観察が容

性化され、血小板血栓が形成される他、凝固系も病態に

易な腸間膜の微小循環を用いた研究が主に行なわれてき

関与し、心血管イベントの引き金となる。しかし、動脈硬

たが、近年の光学観察系・蛍光プローブの開発により、蛍

化巣の破綻は偶発的かつ高速に進行する病態であり、実

光物質をトレーサーとして、透過光観察が不可能な厚み

図 1 「生体イメージング」でみる代謝組織・血管
「生体イメージング」では手に取るように末梢臓器や
血管における生体内の各種細胞の動きが分かる。
図では、CAG-eGFP マウスに、texas Red Dextran と
Hoechst を投与し、高速二光子顕微鏡で精巣表面の動静脈を
観察している。
緑矢印は白血球、黄矢印は血流の方向
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を有する脂肪組織をはじめとする実質臓器の血流観察も

等の因子も血栓性を促進しており、これらの炎症性サイ

可能となっている。現在、時間・空間解像度も飛躍的に

トカインは血管内皮に作用し、インテグリンシグナルと協

改善し、細胞内小器官レベルでの解析が可能となってお

同して、血栓の安定化に寄与していた。従来、炎症と血

り、高速マルチカラー二光子生体イメージングも簡便に行

栓については多様な報告によりその関連が示唆されてい

なわれるようになっている。図１は二光子顕微鏡で観察し

たが、本解析により血栓形成過程のうち、血管内皮に

た、末梢血管での血球動態である。単一血小板が明確に

おける炎症性サイトカインのシグナリングが血栓形成に関

同定されている。マルチカラーイメージングでは、生体内

わっていることが示された（Nishimura et al, 2008 JCI,

で複数の細胞種を染め分けて同定するとともに、機能プ

Nishimura & Takizawa et al, 2010 JCI, Nishimura et al,

ローブを組み合わせ、形態と機能の同時観察が可能であ

2012 Blood）。このモデルは後述のとおり、iPS 細胞由来

る。これらの手法を応用し、生体末梢血管による心血管

人工血小板の機能解析にも有効である。

イベントリスク予測が可能になると考えられた。

3 － B 血管内皮損傷血栓モデル
あるいは、血管内皮をレーザーにより物理的に破壊、血

3 生体内の血栓形成過程の可視化
現在、
「生体分子イメージング」
「バイオイメージング」と
して行われている生体レベルでの生命現象の画像化・可
視化は、
「（ある一時間の・一個体の）形をみただけ」と
いう形態学から脱却できていないものが大半である。
これ
では、当然、血栓の形成過程を追うことはできない。そ
のために、我々は光操作技術を応用し、血栓を体内に誘
導し、ブレイクスルーとしている。光による血栓形成の反
応を観察することで、血栓症の基礎メカニズムと背景にあ
る分子機構を明らかにしている。
3－A

図2

ROS 誘導血栓モデル

我々は、レーザー傷害による ROS 産生を伴う血栓形成
モデルと、上記の生体イメージングを組み合わせ、最初に
血栓形成を高速共焦点で観察した。これは、従来の Rose
Bengal などの色素を用いた血栓形成と近い。しかし、一

生体内における血栓形成過程
レーザー照射により誘発された微小血栓の形成過
程。生体イメージングとレーザー傷害を組み合わ
せることにより、精巣表面の静脈で、血栓を誘発し、
血栓形成に寄与する単一血小板を可視化している。
レーザー照射に伴う血栓形成に注目されたい。

方、我々のシステムでは、
「血栓形成の観察」と「光刺激

管外のマトリックスを露出し、血栓を誘導することも可能

による誘導」を同一の光源を用いて行っている。本手法

である （図３）。観察と同時に、高出力のレーザーを一

では圧倒的に高い時間・空間解像度が得られるのが特

部の関心領域（ROI）に集光することができる。刺激と観

徴である。図 2 のように、ROS 刺激により高い再現性を

察がやはりひとつの光源で行えるメリットは大きい。
レーザー傷害を用いて、内皮の境界面を破壊すると、

もって、血管内に血栓を誘導することに成功している。さ
らに、一血小板が同定できる解像度で、血栓が可視化さ

「出血」に伴い、血小板凝集・凝固線溶因子の活性化と
いった
「止血」反応が生じる。さらにそれだけではなく、炎

れたのもはじめてのことである。
我々のモデルでは楕円形を伴った血小板のみが血栓

症性白血球が傷害部位にすみやかに遊走し、初期の「自

形成しており、一方、血管内皮の構築は保たれていた。炎

然免疫反応」が生じる。相互に連関したこれらの３つの

症性サイトカインのノックアウトマウス、キメラマウスの解

反応（出血・止血・免疫）には、強いつながりがあるとか

析の結果、TNF- αをはじめとする炎症性サイトカインが、

んがえられ、その記載は Virchow の時代にさかのぼるこ

ROS 刺激下での vWF 因子の血管内皮表面への表出に

とができる。そして、これらの動的反応について、生体内

関わっていることが明らかになった。さらに、IL-1、IL-6

部で一番初期の遺伝子・細胞応答を、光イメージングは
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図３ 血管内皮のレーザー傷害に伴う血栓形成
赤四角（ROI）のみに高出力のレーザーを集中し、血管内皮
のレイヤーを破綻させる。初期には、出血（赤いデキスランと
赤血球が血管外に漏出）とともに、血小板が凝集する。その後、
血管内部から多くの白血球が遊走している。
明らかにすることができる。通常の分子生物学的手法で

欠損した遺伝子改変動物では、流血中の末梢血小板数

アプローチ困難な初期の応答を観察することができるの

が野生型の 5 倍になるにも関わらず血栓性を示さず、む

がこの手法のメリットである。

しろ止血時間が延長しており、Lnk の欠損が血小板機能
に影響をもたらしていると考えた。骨髄移植を行い作成し

3－C

た Lnk キメラマウスを用い、生体イメージングにより血栓

虚血再潅流モデル

あるいは生物学的なモデルで、自発的な血栓形成を

形成過程を観察したところ、血球系でのみ Lnk が欠損し

促すこともできる。我々は、精巣局所への虚血再潅流によ

た Lnk キメラマウスではレーザー傷害により血小板は一

り、血小板凝集・白血球の回転・接着が増加することを

過性に血管内皮に付着するものの、血栓は安定化せず血

確認した。
（図４）従来の腸管膜などのモデルでは全身の

流に崩され、血小板血栓の発達が阻害されているさまが

炎症反応が惹起されているが、このモデルでは局所のみ

可視化された。すなわち、Lnk が血小板血栓の安定化に

の反応であるのが特徴である。こういった、末梢血管で

寄与していることが示された。分子生物学的機序としては

の自発的な血小板凝集による消費と、血栓塞栓による臓

リン酸化した Lnk が、C-Src、Fyn と協同してインテグリ

器障害は、DIC などの病態を説明できる、あるいは、治

ンのシグナリングに関与していた。以上より、Lnk が生体

療薬の効果判定に有用である可能性が高い。

内血栓の形成・安定化に寄与していることが明確に示され

3-D 分子機構の解明

ている（Nishimura & Takizawa 2010 JCI）。

～アダプター蛋白 Lnk の関与～

我々は本手法を用い、Lnk というアダプター蛋白に注

Lnk の遺伝子変異がヒトにおいては、多血症・血小板
無力症や骨髄増殖性疾患を引き起こすことも報告されて
いる。多血症では血小板数は増加するものの、血小板機
能は低下していることが多く、今回、Lnk ノックアウトマ
ウスでみられた表現型にきわめて近いと言え、Lnk の血小
板機能における重要性がマウスだけでなく、ヒトにおいて
も示されている。

図４ 虚血再潅流による自発的血小板凝集と
白血球の遊走

このように近年の光学技術の進歩により、
生体における
血栓形成過程、および、分子機序が明らかになりつつあ

目して実験を進めている。Lnk は血球系幹細胞の維持に

る。今後は、さらに様々な血小板機能に異常を来す遺伝

重要な蛋白であるが、巨核球・血小板にも発現している

子改変動物における血栓形成過程・血小板動態を観察す

が、その機能は不明であった。興味深いことに、Lnk の

るとともに、観察システム・動物モデルをブラッシュアップ
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し、生体内の血栓形成の素過程を分離解析できると予測

捉えられている。さらに、iPS 由来血小板がマウス体内を

する。

循環しているだけでなく、レーザー傷害により誘発された
血栓形成部位においてはホスト血小板と iPS 由来血小板
が相互作用しながら血栓を形成するさまが観察された。
つ

4 iPS 由来人工血小板の体内イメージング
近年の、多能性幹細胞（ES, iPS）の研究の進歩に

まり、
「人工血小板は体内を循環し、血栓も作る」ことが

より、細胞療法を含む再生医学での広い範囲での臨床応

光により証明されたわけである。このように、本イメージ

用が期待されている。しかし、これらの幹細胞を用いた

手法は iPS 分化誘導細胞を用いた細胞療法の臨床応用

基礎研究を臨床現場に繋げるためには、in vitro での知

に向けて、安全性・有用性を評価する上できわめて有用

見をヒトを対象とした研究に応用する前に、実際に試験管

性が高い手法とかんがえている .。

内で作成した細胞が、実際の個体（マウス及び大動物）
の中でどのように機能しているか、どのように病変に働く

5

マイクロ流路での血小板

かを明らかにすることは必須である。しかし、今までこれ

最近では、マイクロデバイスを用い、血小板の機能解析

ら iPS 由来の分化誘導細胞の体内での細胞動態を検討

を行っている。微小流路での血小板機能評価は、他の診

する手法は存在しなかった。

断手法
（aggregometry など）よりも再現性が高い。たとえ

我々は、京都大学 iPS 細胞研究所江藤教授チームとの

ば、von willebrand 因子や collagen をコーティングしたガ

共同研究の結果、iPS 細胞を誘導するのに必要な山中因

ラススライド、もしくは培養した血管内皮細胞の上に、カ

子の中の c-Myc の発現をコントロールすることにより、飛

ルシウムインディケーターを導入した血小板を流し、ガラ

躍的かつ効率的に、ヒト iPS 由来の人工血小板を作成す

ス面および内皮細胞との接着に伴いカルシウム上昇がお

る手法を確立しており、光イメージングの一つの出口応

き凝集することを確認している。また、生体内の血管を模

用とかんがえている (Takayama & Nishimura et al 2010

したデバイスも開発されており、より生理的な生体外診断

JEM, Nakamura Nishimura Eto et al 2014 Cell Stem

デバイスとして今後の展開が期待される。
（図５参照）。こ

Cell)。

の手法をもちいて将来的に抗血小板の治療効果判定・モ

我々は生体イメージングを用いて、不死化した iPS 細胞

ニタリングができると考えられる。

由来巨核球株から得られたヒトiPS 血小板の体内動態の
可視化を行っている。観察に用いた免疫不全マウス
（NOG

6 脂肪組織の生体イメージング手法の確立

マウス）の体内では、iPS 由来人工血小板の細胞動態が

最近の研究により、食生活の欧米化（高脂肪食など）

図５ マイクロ流路における血小板機能評価
A マイクロデバイス B コラーゲンコート、
C 培養血管内皮細胞上におけるヒト血小
板の機能評価をおこなっている。
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に伴うメタボリックシンドロームや糖尿病の背景には慢性

我々は、血栓イメージングに加えて、独自に開発した「生

炎症が存在することが明らかになってきた。しかし、慢性

体分子イメージング手法」を、肥満した脂肪組織に適応

炎症を基盤とする慢性疾患に関しては、その病態が不明

し、メタボリックシンドロームの病態にアプローチをした。

であることから特効薬が存在せず、依然として多くの有病
患者と高い死亡率を生ずる要因となっている。肥満病態

我々は、生体分子イメージング手法を脂肪組織に応用

では脂肪組織のみならず、免疫組織や腸管にも免疫異常

し、初期の炎症過程を明瞭に可視化し、肥満脂肪組織が

が起き、これらの組織は異常なクロストークを形成してい

炎症の場であることを直接証明しており、その過程では、

ることが明らかになっているが、その詳細な生体内での分

脂肪組織に CD8 陽性 T 細胞が浸潤していることを可視

子メカニズムは不明である。脂肪組織には骨髄由来の活

化・証明している。本研究ではさらにそれだけでなく、脂

性化した、T 細胞、マクロファージ、NK 細胞が浸潤する

肪組織には多くの制御性Ｂ細胞が多量に存在しているこ

が、遊走および賦活化について、その詳細なメカニズム

とが明らかになった。この B 細胞（脂肪 Breg）は通常の

は分かっていない。病態理解のためには、炎症に伴う生

B1、B2 細胞とは表面マーカーの発現が異なり、新たなサ

体内での細胞動態の異常、特に免疫・炎症性細胞の局所

ブセットの細胞であることが示された。サイトカイン産生

での生体内応答について、直接画像化して知見を得るこ

能の検討では、脂肪 Breg は IL-10 を無刺激でも高発現

とは必須であると言える。生体イメージングでは、従来の

していた。これは、今まで報告されている制御性 B 細胞

分子生物学的手法ではアプローチが困難であった、
「まれ

とは異なっている点であり、脂肪 Breg の特異な形質を示

な現象」
「まれな細胞種」
「動的変化」を捉えることが可

している。B 細胞特異的 IL-10 欠損マウスを作成したとこ

能である。

ろ、脂肪組織の炎症が惹起されインスリン抵抗性が増悪
していた。つまり、脂肪 Breg は脂肪組織の炎症を負に制
御していることが示された。
脂肪 Breg は皮下脂肪に特に多く存在しており、皮下脂
肪の間質の 30% を占めている。そして、この B 細胞は肥
満個体では質的・量的、ともに減少していた。肥満個体
における脂肪組織炎症およびインスリン抵抗性の一部は、
脂肪 Breg の減少によって説明されると考えられた。
この知見はマウスのみならず、ヒトにおいても認められ
た。皮下脂肪組織の中の B 細胞マーカーおよび IL-10 の
発現は、肥満したヒトにといて減少していた。脂肪 Breg
の機能は種差を超えて適応されると考えられた。
以上の結果は 2013 年 Cell Metabolism に掲載された
（Nishimura et al, 2013 Cell metabolism）。

図

生体分子イメージングでみる肥満個体における
白色・褐色脂肪組織の構築
高脂肪食負荷にともなう肥満脂肪組織のリモデ
リング過程が捉えられている
赤：蛍光レクチンによる血管染色、
緑：CAG-eGFP 発現による細胞質、
青：ヘキストによる核染色

図：免疫細胞による脂肪組織炎症制御メカニズム

7

オートタキシン（脂質生合成酵素）と肥満表現形
近年、動脈硬化性疾患の重大なリスク要因としてメタボ
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リックシンドロームが注目されている。我々はさらに、リ

た。また、肥満個体においてオートタキシン発現は低下し

ゾホスファチジン酸の生合成酵素であるオートタキシンと

ており、血清レベルの変化を説明すると考えられた。

慢性炎症を基盤とするメタボリックシンドロームの関連を

さらに、我々は検診受診者に対し、一般の検診項目に

明らかにしている。オートタキシンの生体での作用機序

加え、網羅的にオートタキシン血清抗原量、総・高分子

の解析を行うために、オートタキシンヘテロノックアウトマ

量アディポネクチンを測定し、メタボリックシンドロームや

ウス、オーバーエクスプレッションマウス、脂肪細胞特異

インスリン抵抗性の発症へのリン脂質・脂質生合成系の異

的欠損マウスの作成を行った。その結果、脂肪組織、特

常の関与を明らかにした。検診における縦断的検討では、

に前駆脂肪細胞ではオートタキシンが高発現となってお

オートタキシンと Body Mass Index、腹囲、高分子量ア

り、脂肪組織から分泌されるオートタキシンが血清レベル

ディポネクチンに強い相関を認めた。ATX は肥満者・メ

を規定している可能性が示唆された。さらに、腸管でも

タボリックシンドローム患者で有意に低下しており、オート

オートタキシンは高発現となっていた。高脂肪食負荷時に

タキシンは動脈硬化を発症する前段階の、慢性炎症を基

は、欠損マウスでは脂肪組織の重量増加、脂肪細胞数

盤とするメタボリックシンドロームの良いマーカーとなり得

の増加が抑えられていた。さらに、腸管における吸収能

ると考えられた。

が変化し、褐色脂肪組織の機能は欠損により増加し、全

以上より、血清リン脂質とその生合成酵素は新規のメタ

身のエネルギー代謝が変化していた。オートタキシンは腸

ボリックシンドロームに対する有用なバイオマーカーとな

管膜脂肪に高発現していることからも、腸管膜機能を制

るだけでなく、新しい抗肥満・抗糖尿病治療の標的とも

御し、高脂肪食に伴う表現形を規定しているとも考えられ

なり得ると考えられた (Nishimura et al, 2014 Diabetes)。

図

オートタキシン（ENPP2）の血清バイオマーカーとしての意義づけ
A:ENPP2 血清値分布、
B:BMI との相関、
C：アディポネクチン値との相関、
D:MS（メタボリックシンドローム）の有無と血清 ENPP2 値、
E：MS 診断への ROC 曲線
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8 おわりに
臨床現場で広く用いられている形態診断に対し、本稿
でのべたような光解析による動的要素をさらに取り入れ
れば、精度だけでなく診断そのものの範囲を拡げることが
可能である。生活習慣病の発症前診断など、臨床イベン
トの前疾患病態を評価できると思われる。
光を用いた可視化および治療デバイスの開発には、光
学・工学によるハードウェア開発はもちろんのこと、出口
としてのアプリケーション（医学・生物学）、画像データ解
析・定量化ソフトウェアと統計による裏付け・光原理（数
学）、可視化プローブ（有機化学）、光化学反応の生体操
作への利用（生物学）、蛍光蛋白発現マウスの開発（発生
工学）といった分野の縦のつながりが必要である。将来
的な生体への光診断・治療に対して必要な学術分野は多
岐にわたるが、現在は研究者およびコミュニティが完全に
別れており、若手レベルでも交流が行える地盤が無い現
状も存在する。一方、日本の光学機器の開発技術・モノ
作り技術は世界で類を抜いており、高い科学技術とあわ
せると、大きなポテンシャルがあるとかんがえられる。今
後の、新たな枠組みのなかでのブレイクスルーを望みたい。

Expandable Megakaryocyte Cell Lines Enable Clinically Applicable
Generation of Platelets
from Human Induced Pluripotent Stem Cells
Nakamura S, Takayama N, Hirata S, Seo H, Endo H, Ochi K, Fujita K,
Koike T, Harimoto K, Dohda T, Watanabe A, Okita K, Takahasi
N, Sawaguchi A, Yamanaka S, Nakauchi H, Nishimura S, Eto
K
Cell Stem Cell, 2014 in publication.
In vivo imaging visualizes discoid platelet aggregations without
endothelium disruption and implicates contribution of
inflammatory cytokine and integrin signaling.
Nishimura S, Manabe I, Nagasaki M, Kakuta S, Iwakura Y, Takayama
N, Ooehara J, Otsu M, Kamiya A, Petrich B, Urano T, Kadono T,
Sato S, Aiba A, Yamashita H, Sugiura S, Kadowaki T, Nakauchi
H, Eto K, Nagai R.
Blood. 2012 ;119(8):e45-56.
Transient activation of c-MYC expression is critifal for efficient
platelet generation from human induced pluripotent stem cells.
Takayama N, Nishimura S, Nakamura S, Shimizu T, Ohnishi R,
Endo H, Yamaguchi T, Otsu M, Nishimura K, Nakanishi M,
Sawaguchi A, Nagai R, Takahashi K, Yamanaka S, Nakauchi H,
Eto K.
J Exp Med, 2010; 207(13):2817-2830
Nishimura S*, Takizawa H*,Takayama N, Oda A, Nishikii H, Morita
Y, Kakinuma S, Yamazaki S, Okamura S, Tamura N, Goto S,
Sawaguchi A, Manabe I, Takatsu K, Nakauchi H, Takaki S, Eto
K. (*equal contribution)
J Clin Invest., 2010, 120(1): 179-190.
CD8+ effector T cells contribute to macrophage recruitment and
adipose tissue inflammation in obesity
Nishimura S, Manabe I, Nagasaki M, Eto K, Yamashita H, Ohsugi M,
Otsu M, Hara K, Ueki K, Sugiura S, Yoshimura K, Kadowaki T,
Nagai R.
Nature Medicine, 2009, 15:8, 914-920.
In vivo imaging in mice reveals local cell dynamics and inflammation
in obese adipose tissue
Nishimura S, Manabe I, Nagasaki M, Seo K, Yamashita H, Hosoya Y,
Ohsugi M, Tobe K, Kadowaki T, Nagai R, Sugiura S.
J Clin Invest. 2008, 118(2): 710-721.
Adipose natural regulatory B cells negatively control adipose tissue
inflammation
Nishimura S, Manabe I, Takaki S, Nagaskai M, Ostu M, Yamashita H,
Sugita J, Yoshimura K, Eto K, Komuro I, Kadowaki T, Nagai R
Cell Metabolism. 2013, 18, 759-766.
ENPP2 contributes to adipose Tissue expansion and insulin
resistance in diet-induced obesity
Nishimura S, Nagasaki M, Okudaira S, Aoki J, Ohmori T, Ohkawa R,
Nakamura K, Igarashi K, Yamashita H, Eto K, Uno K, Hayashi
N, Kadowaki T, Komuro I, Yatomi Y, Nagai R
Diabetes, 2014 in publications
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免疫代謝システムの変調による生活習慣病の分子機構の解明
東京医科歯科大学難治疾患研究所
先端分子医学研究部門 細胞分子医学分野

田

中

由美子

の恒常性の維持に重要な免疫系と代謝系とは個体・組織・

概要
個々の細胞には外的刺激や代謝ストレスに応答し、組

細胞の各階層で密接に連携し制御されている（免疫 - 代

織環境を安定させる恒常性維持機構が存在する。生活

謝システム）。肥満による慢性炎症は個体レベルでのイン

習慣病と癌に共通した基礎病態として慢性炎症が注目を

スリン抵抗性を形成し動脈硬化を促進するほか、組織レ

集めている。慢性炎症はストレス応答の変調や破綻によ

ベルでも肥満に伴い膵島に浸潤したマクロファージは膵

り炎症が適切に収束せずに遷延した病態であると想定さ

β細胞と相互作用しβ細胞機能障害をもたらし糖尿病発

れている。一方、肥満や生活習慣病にともなう慢性炎症

症の原因となる。細胞レベルでの免疫 - 代謝システム連携

の存在は個体における発がんや神経変性疾患など種々

として、私は免疫担当細胞であるマクロファージの機能が

の慢性炎症性疾患のリスク要因となるが、炎症慢性化の

細胞内代謝と密接に連携して制御されているのではない

メカニズムは明確でない。一方、生体の恒常性の維持に

かと想定した。実際にマクロファージが炎症応答を受ける

重要な免疫系と代謝系とは個体・組織・細胞の各階層で

と、炎症初期には解糖系が亢進して活性化され、M1 様

密接に連携し制御されている（免疫 - 代謝システム）。本

の形質を示すが、後期には脂質合成が増加して M2 様の

研究では、炎症慢性化の鍵となるマクロファージの機能が

形質を示す。特に炎症後期には不飽和脂肪酸に代表され

細胞代謝と密接に関連していることに着目し、肥満による

る抗炎症性脂質の合成が著しく亢進し、
それらがオートク

代謝変化が、諸臓器に分布するマクロファージ機能として

リン・パラクリンを介して自身を安定化させる機構が、マ

の炎症応答に変化をもたらし、炎症が慢性化している可

クロファージの炎症収束形質の獲得に重要であることを

能性が高いことを明らかにした。本研究の成果は、
マクロ

明らかにした。すなわち、マクロファージの形質は固定し

ファージの細胞代謝を標的とした新たな抗生活習慣病治

たものではなくむしろ可塑性に富み、組織微小環境の影

療の開発につながるだけでなく、発癌をはじめとした慢性

響を受けて変化しうる。そこで、肥満による全身の代謝

炎症性疾病の病態解明にも応用可能である。

変動が諸臓器に分布するマクロファージ機能としての炎
症応答に変化をもたらし、炎症が慢性化している可能性
が高いのではないかと考えた。本研究では、肥満におい

1. 背景
肥満・糖尿病・動脈硬化症などの生活習慣病や神経

てマクロファージの細胞代謝や機能がどのように変調して

変性疾患、発癌に共通した発症基盤として、慢性炎症が

いるか、その制御機構を明らかにすることを目的として実

注目されている。慢性炎症は、刺激に対する応答として

施した。特に、タンパクがコードされていない領域から発

の炎症反応が適切に収束せずに慢性化したものと捉える

現する転写産物である non-coding RNA にも着目し検討

ことができるが、そのメカニズムは明らかではない。慢性

を行った。

炎症の所見を呈する肥満時の脂肪組織や動脈硬化の生
じた血管壁では、病態の一部始終にマクロファージが観

2. 方法

察され、炎症慢性化のプロセスにマクロファージが重要な

1) 著しい肥満を呈する ob/ob マウスならびにコントロー

役割を果たしていると考えられている ( 文献 1,2)。マクロ

ルマウス (ob/+) より腹腔マクロファージを採取し、TLR4

ファージは多彩な機能をもち、様々な刺激に応答して活

の活性化を経て炎症応答を惹起するリポポリサッカライ

性化され（M1 様マクロファージ）、炎症を促進するのみな

ド (LPS) 刺激後の遺伝子発現の変 動を、次世代シー

らず、炎症を積極的に収束させ組織恒常性の維持に役立

クエンサー (Gene analyzer II, Illumina 社）を用いた

つものもある（M2 マクロファージ、文献 3）。一方、生体

RNA-seq 法により全ゲノムスケールで比較検討した。さ
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らに RNA-seq 法で検出可能な転写産物のうち、non-

時間培養後、炎症応答後 0, 6, 24 時間目のトランスクリプ

codingRNA に絞ってさらに解 析を行った。ひととおり

トームの時系列変化をグローバルに観察した（図 1）。約

の 解 析 は HOMER software (http://homer.salk.edu/

110,000 の転写産物が遺伝子上にマッピングされ、その

homer/) を用いた。

うち約 30,000 がタンパクに翻訳されうる mRNA と考えら

2) マクロファージにおいては、炎症応答の後期に不飽

れた。解析の結果、マクロファージに炎症刺激を加えた

和脂肪酸の合成が増加すること、この脂質合成の増加に

際、発現が増加あるいは減少する遺伝子の数を比較した

は炎症 刺 激による Sterol Regulatory Element-Binding

ところ、一過性に発現が減少する遺伝子のほうが増加す

Protein (SREBP) の活性化が重要であることをこれまで

る遺伝子よりも多いことが明らかとなった。また、LPS 刺

に見いだした。この経路に支障をきたした SREBPノック

激前には肥満マウス由来マクロファージとコントロールマ

アウトマウス由来マクロファージでは、マクロファージの炎

クロファージの間の転写産物の発現がほぼ同様のパター

症収束形質の獲得が阻害されている可能性が高い。そこ

ンであったのに対し、炎症刺激後には 2 群間で異なる発

でこの仮説を検証するため、筑波大学医学系研究科

島

現パターンを示すクラスターが複数存在することが明らか

野仁先生との共同研究としてsrebf マクロファージ( 文献

となった。すなわち、クラスター A は LPS 刺激後 6 時間目

4) を用いた検討を行った。

にコントロールに比し肥満マウス由来マクロファージにお

-/-

いて発現低下が著明な遺伝子群である。また、クラスター
B はコントロールマウス由来マクロファージでは LPS 刺激

3. 結果
1. 肥満モデルマウス(ob/ob)由来マクロファージはコント

後 6 時間目に発現が低下するが、肥満マウス由来マクロ

ロールマクロファージと異なるトランスクリプトーム発現パ

ファージでは低下が見られない。さらに、クラスター C は

ターンを示す

コントロール細胞では発現が変わらないか増加するのに

肥満を呈する ob/ob マウスとそのコントロールマウス

(ob/+) から腹腔マクロファージを採取し、培養皿上で 24

対し、ob/ob では減少する遺伝子群である。一方、LPS 刺

激 24 時間目に 2 群間の発現差が顕著となるクラスターも
存在した。例えばクラスター D は LPS 刺激後 6 時間目に
発現が減少、24 時間目にコントロールマクロファージでは
発現レベルが刺激前のレベルまで回復するのに対し、肥
満マクロファージでは低値のままであった。これまでに私
はマクロファージによる抗炎症性不飽和脂肪酸の合成を
触媒する遺伝子群
（Stearol-coA desaturase2, SCD2など）
の発現制御に関する検討を行い、定常状態においてはオ
キシステロールなどの内因性リガンドの結合により軽度活
性化された Liver X Receptor (LXR)によって脂質合成関
連遺伝子群の発現が維持されているが、炎症刺激により
LXR 機能が一過性に抑制され、SCD2 発現も減弱するこ
と、炎症後期には活性化 SREBP の働きで SCD2 の発現
が定常レベルを超えて増加することを見いだしている。す
なわち、これらの遺伝子群はクラスター D に含まれると
想定され、マクロファージにおける SREBP 標的遺伝子の

図1

ob/ob ならびに ob/+（コントロール）マウス由来の
腹腔マクロファージにおける炎症刺激によるトラン
スクリプトームの時系列変動。RNA-seq 解析。
LPS 刺激後 0, 6, 24 時間目の mRNA( 左 ) や
non-coding RNA( 右 ) 発現をヒートマップに示し
た。赤は高発現、緑は低発現であることを示す。

少なくとも一部は、炎症後期に発現が誘導され、抗炎症
性脂質の合成に関与することが明らかである。そこで、炎
症後期に発現増加する遺伝子群の発現をコントロールマ
クロファージと肥満マウス由来マクロファージとで比較し
た。siRNA を用いて SREBP を特異的にノックダウンした
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際に発現が変動する遺伝子を SREBP 標的遺伝子と定義

た。低血清培地中で 24 時間培養後、炎症を惹起するLPS

し、その発現をコントロール細胞と肥満マウス由来マクロ

刺激を行い、0, 1, 6, 24 時間後に培養液とマクロファージ

ファージで比較したところ、肥満マウス由来マクロファー

細胞を脂質解析用の特殊ガラスバイアルに回収した。こ

ジでは多くの SREBP 標的遺伝子の炎症後期における発

れらの検体を用いて LC/MS をベースとしたリピドミクス

現誘導が抑制されていることが確認された。このことか

解析を行ったが、刺激前の細胞内ならびに培養液中の各

ら、肥満による組織微小環境の変化がマクロファージに

脂質含量に検体間のばらつきが異常に大きく、残念なが

おける SREBP の活性化に影響を与えている可能性が示

ら信頼しうる結果を得ることができなかった。マウスや細

唆された ( 図 2)。

胞のコンディションが完全に良好な状態ではなかったこと
が原因と考え、現在、週数を揃えたマウスを用意し、来
月再検の予定である。
② SREBP1 ノックアウトマウス (srebf1 ) ならびに野生
-/-

型コントロールマウスより骨髄を採取し、
M-CSF 存在下に
マクロファージに分化させた。この骨髄由来マクロファー
ジを用い、炎症に対する応答の違いを mRNA レベルで
解析した。炎症後期における抗炎症性脂質合成に必須な
SCD2 の誘導は、srebf1

-/-

マウスの骨髄由来マクロファー

ジで著しく低下していた ( 図 3)。また、炎症をすすめる
iNOS の発現は、srebf1

図2

炎症後期に発現が 2 倍以上増加する遺伝子の発現。
RNA-seq 解析。
ob/ob ならびに ob/+（コントロール）マウス由来の
腹腔マクロファージにおいて、LPS 刺激後 24 時
間目に発現が増加する遺伝子の発現量の相違を示
した散布図。SREBP の標的遺伝子の多くが、対
角線より下部にプロットされており、ob/ob で発現
が低下していることが示される。

2. srebf1

-/-

-/-

で高い傾向にあった。現在、こ

れらの RNAを用いて RNA-seq 解析を行い、SREBPの有
無による 炎症応答の時系列変化の相違を全ゲノムスケー
ルで明らかにすべく解析を行っている。

マクロファージでは炎症後期における抗炎

症性脂質の合成酵素群の誘導が減弱し貪食能も低下し
ている
これまでの検討から、マクロファージにおける SREBP

図3

依存性の抗炎症性脂質合成の増加が炎症後期の炎症
収束形質の獲得に重要である可能性が示唆されている。
SREBP1ノックアウトマウス(srebf1 -/-)由来マクロファージ

を用い、マクロファージ機能における SREBP1 経路の重
要性について検討した。

図3

SREBP ノックアウトマウス (srebf-/-) 由来マクロ
ファー ジ で は 炎 症 後 期 に おける Stearol-CoA
desaturase2 (SCD2) の発現誘導が減弱している
野生型ならびに srebf-/- マウスから骨髄細胞を採
取し、培養皿上でマクロファージに分化させた。
LPS 刺激後、0, 1, 3, 6, 24, 48 時間目に細胞より
RNA を精製し定量的 PCR 法を用いて Scd2 遺伝
子発現を検討した。

①細胞内 / 培養液中脂質の網羅的解析
SREBP1 ノックアウトマクロファージ (srebf1 -/-) ならび

③炎症 応答 後 期における脂質合成の誘 導はマクロ

に野生型コントロールマウス (wt) 12 週令、それぞれ 2 匹

ファージの機能にどのような影響を与えるかを検討するた

ずつを用意しチオグリコレート培地を腹腔内注射後に誘

めに、SREBP ノックアウトマクロファージの貪食能を評価

導された腹腔マクロファージを採取し、培養皿に播種し

した。病原体や死細胞を細胞内に取り込み処理する、貪

— 15 —

食能は免疫細胞の中でもマクロファージに特徴的なもの

いることが示唆された。すなわち、SREBP は肥満による

であり、炎症組織から病原体を排除し炎症応答を収束さ

微小環境の変動によって機能が調節されている可能性が

せる重要な機能である。蛍光色素 (GFP) で標識された大

高い。免疫細胞のうち、T リンパ球が炎症刺激を受けると

腸菌をマクロファージに貪食させ、その蛍光強度をカウン

SREBP が活性化され、インフラマソームの形成を担うこ

トすることによって、遺伝子群間の貪食能を評価したとこ

とが報告されている ( 文献 5)。マクロファージにおいても
炎症刺激によって SREBP が切断・活性化されるが、その
メカニズムは明らかではない。肝細胞において SREBP は
通常、小胞体膜上に存在するが、細胞内コレステロール量
の低下をトリガーとしてエスコートタンパクであるSCAPと
ともにゴルジ体に移送され、SREBP cleavage activating
protein (SCAP) - SREBP site 1/2 protease (S1/2P)によ

図4
図4

SREBP ノックアウトマウス (srebf-/-) 由来マクロ
ファージでは貪食能が低下している
a. 蛍光色素 (GFP) で標識された大腸菌を骨髄由
来マクロファージに添加すると、マクロファージが
これを細胞内に取り込む様子が観察される。
b. a のように蛍光標識されたマクロファージを定量
することにより、野生型と SREBP ノックアウト
マウスにおける貪食能を評価したところ、srebf-/由来マクロファージでは野生型に比べ貪食能が低
下していることが明らかとなった。

り膜からの切断を受けて活性化されて核内へ移行し、転
写因子として脂質合成を上昇させる。しかしながらマクロ
ファージにおいては、炎症刺激後に細胞内コレステロー
ル量はむしろ増加すること、コレステロール合成に必須の
HMG-CoA reductase、HMG-CoA synthase などの酵素
群の発現が誘導されることから、細胞内コレステロール低
下ではなく炎症刺激そのものが SREBP 活性化シグナルと
なっている可能性が高い。私はこの点に興味を持ち、さら

ろ、SREBP1 ノックアウトマクロファージ (srebf1 -/-) では

に検討をすすめ、肝細胞で SREBP の切断・活性化に重

野生型に比べ、軽度ではあるが有意に貪食能が低下し

要な S1/2P 以外に、炎症刺激で活性化されたカスパーゼ

ていることが明らかとなった ( 図 4)。このように、マクロ

が SREBP の活性化に重要である可能性を見いだしつつ

ファージの脂質合成は細胞機能と密接に関連しているこ

ある。そこで現在はマクロファージにおける SREBP 活性

とがわかった。貪食にもさまざまな種類があることが知ら

化の分子機構にも焦点をあて、重点的に検討をすすめて

れており、今後詳細について検討を重ねてゆく。

いる。同時に、いかなる微小環境変化が SREBP を活性
化するのかという点についても、リピドミクス解析による各
種脂質成分の網羅的変動解析をはじめとした検討を進

4. 考察
本検討では、肥満・動脈硬化などの生活習慣病の発症、

めている。また、肥満をはじめとした生活習慣病の病態で

進展に重要な役割を担うマクロファージに着目し、細胞

は、脂肪組織だけでなく、肺や大脳基底核など遠隔臓器

機能としての炎症応答が細胞内脂質代謝と密接に関連し

のマクロファージも活性化されていることが知られている。

ていることを明らかにした。特に、ob/ob マウス由来マクロ

本検討では ob/ob マウス由来のマクロファージでは、異な

時系列変動解析では、肥満マウスのマクロファージは肥

興味深いことに、タンパクをコードしている mRNA の発

満のないものと異なる炎症応答パターンを示す可能性が

現レベルだけでなく、タンパク非コード領域から転写され

示された。 ob/ob マウスはレプチンをコードする ob 遺伝子

る non-coding RNA の転写も大きく変動していることが

の欠損によるものであるが、今後は食餌誘導性の肥満モ

明らかとなった。non-coding RNA については未だにアノ

デルマウスでも同様の検討を行い、肥満による微小環境

テートされていないものが多く、アノテートされているもの

の変化がマクロファージ機能にいかなる影響を与えるか

であっても機能は未知なものが多い ( 文献 6)。炎症刺激

を明らかにしてゆきたいと考えている。また、上述の RNA-

で発現が変化する多くの non-coding RNA のうち、肥満

seq 解析では、ob/ob マクロファージでは炎症後期におけ

の有無で発現レベルに違いが生じるものが今回の検討で

ファージを用いた RNA-seq によるトランスクリプトームの

る、複数の SREBP 標的遺伝子の発現誘導が抑制されて

る炎症応答のトランスクリプトーム変化を示すこと、特に

数多く同定された。このうち、どの non-coding RNA に
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着目してその機能や生物学的意義に関する検討をすすめ
るかが、今後、プロジェクトをすすめる上で鍵となると考
えている。私は、炎症後期におけるマクロファージの炎
症後期における脂質合成と炎症収束形質の獲得に注目し
研究を続けてきたこれまでの流れに沿い、抗炎症脂質合
成を触媒する Stearol CoA desaturase2 (Scd2) の発現制
御領域に炎症刺激後に発現する non-coding RNA に着
目し、その機能を明らかにしてゆきたいと考えている。当
初、本研究計画では肥満や生活習慣病の存在が全身に
常駐するマクロファージだけでなく、腫瘍組織に存在する
腫瘍関連マクロファージの形質に及ぼす影響を明確にし、
肥満に伴う慢性炎症が発癌や癌進展のリスク要因となる
分子機序を解明することを目的としていた。しかし、これ
までの一年間の研究期間は、主に常駐マクロファージに
関する検討を行い、腫瘍組織については腫瘍移植モデル
の確立と、フローサイトメトリー (FACS) を用いた腫瘍関
連マクロファージのソーティング法の確立を行うに留まっ
た。今後は腫瘍組織におけるマクロファージの機能にも着
目した検討を行い、マクロファージの細胞代謝を標的とし
マクロファージ安定化を目指した炎症慢性化を防ぐ治療・
予防法の開発へと発展させていきたいと考えている。
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