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要旨

一日中医学協会助成事業ー

中国の腎炎患者における重症度と白血球浸潤に関する研究

研究者氏名

日本所属機関

共同研究者

中国所属機関

名取泰博

国立国際医療センター研究所臨床薬理研究部

欧周羅

復旦大学基礎医学院生物化学教研室

組織への白血球浸潤にはケモカインと呼ばれる一群のサイトカインが重要と考えられているが、ケモカ

インの中で唯一膜結合性であるフラクタルカインに関する研究は少ない。本研究では、復旦大学医学院附

属中山医院に受診した腎疾息患者を対象として、フラクタルカイン及びフラクタノレカイン受容体の発現を

免疫組織化学的に解析した。

正常腎組織にはフラクタノレカイン及びフラクタルカイン受容体の発現はほとんど見られなかったのに対

し、腎疾患患者 52例中 15例の腎尿細管間質領域(多くは尿細管上皮細胞)にフラクタルカインが、 35例

の間質にはフラクタルカイン受容体が検出された。フラクタノレカイン陽性例の多くはフラクタノレカイン受

容体も陽性例であった (15例中 13例)。またフラクタノレカイン陽性例では陰性例に比べて、血液尿素窒素、

血清クレアチニン値、尿蛋白のいずれも高値を示した。間質への白血球浸潤の程度はフラクタノレカイン及

びフラクタノレカイン受容体の発現が高い症例ほど顕著であり、フラクタルカインが陽性の尿細管の周囲に

は多数の白血球が観察されることが多かった。フラクタノレカインの発現はいずれの浸潤白血球数とも相関

し、特にフラクタノレカインの発現と CD68陽性細胞数との相闘が最も強かった。以上の結果から、フラクタ

ノレカインは腎炎における間質白血球浸潤に重要な役割を担うことが示唆され、新しい診断あるいは治療の

標的となり得ることが示唆された。

Key Words 糸球体腎炎、ケモカイン、線維化、白血球、腎間質

緒言:

慢性腎不全の多くは数カ月から数年かけて不可逆的に進行し、腎死へと至る。血液透析療法が広く普及

している我が国では腎死が愚者の死に直結しないが、患者の QOLの問題や長期透析療法の保険財政への経

済的圧迫などから慢性腎不全の防止は依然として重要な課題である。一方、中国においても慢性腎不全息

者は年々増加し、少なく見積もっても現在約 70万人の患者がいると推定されている。中国では腎移植の件

数は年間約 3，000人と言われ我が国より多いが、血液透析の普及は低く(普及率約 20%)、未だに慢性腎不

全が原因で死亡する例が多い。従って中国では日本以上に慢性腎不全防止が重要な課題である。

慢性腎不全の原因疾患として、糖尿病性腎症の割合が著しく増加した我が国と比較し、中国においては

依然として慢性糸球体腎炎の比率が遥かに高いと言われている。また、欧米諸国と比べて日中両国では慢

性糸球体腎炎の中に占める IgA腎症の割合が高く、両国で最も多い糸球体疾愚となっている。従って中国

においては IgA腎症を主とした慢性糸球体腎炎の予防や治療が慢性腎不全対策として最も重要で、ある。ま

た IgA腎症の患者数の多さから日中両国がその病態解明や診断・治療法の開発を強力に推進すべきと考え

られる。

糸球体腎炎の進展の速度は、糸球体病変そのものよりも尿細管間質病変と良く相関することが古くから

知られている。また尿細管間質病変は、糸球体腎炎の進展の結果であるばかりでなく増悪因子としても作

用すると考えられており、尿細管間質病変の進展抑制は慢性糸球体疾患における腎不全阻止に有効な手段

となることが示唆されている。従って尿細管間質病変進展の分子機構を明らかにすることは、慢性腎不全
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への進展を阻止する新しい治療法を開発するのに有用と考えられる。

尿細管間質病変は、尿蛋白の増加に由来する尿細管上皮細胞の活性化から、間質の白血球浸潤、間質の

線維化へと進展すると考えられている。これまで、腎間質への白血球の浸潤には多くの遊走因子が関与す

ることが知られており、中でもケモカインと呼ばれる白血球遊走活性化能を有する一群のサイトカインに

ついては数多くの報告がある。フラクタルカイン 1)は比較的新しく同定されたケモカインの一種であり、

数あるケモカインの中で唯一の膜蛋白質である。フラクタルカインは活性化された血管内皮細胞に発現し、

血管から間質組織への白血球浸潤に関与すると一般に考えられている。一方、フラクタノレカイン受容体は

単球、ナチュラノレキラー (NK)細胞、活性化 T細胞に発現すると言われており、特にヒトの末梢血細胞を

用いた研究からはパーフォリンやグランザイムなどを発現する細胞障害性 T細胞及び NK細胞に発現すると

報告されている。しかし腎炎においてフラクタルカインの発現充進に応じて集積する細胞についてや、フ

ラクタルカイン及びフラクタルカイン受容体の両方の発現を分析した研究は報告されていない。

本研究では、ヒトフラクタルカイン及びフラクタノレカイン受容体 2)に対する特異抗体を用いて、種々の

腎症愚者におけるそれらの発現を解析し、その発現パターンを種々の白血球の浸潤や臨床データと比較す

ることにより、腎症の白血球の浸潤におけるフラクタノレカインの意義について検討した。

対象と方法:

上海・復豆大学医学院附属中山医院の腎臓内科に受診した IgA腎症及び他の糸球体疾患患者 52名を対象

とし、その腎生検組織を免疫組織学的検索に用いた。疾患別の内訳は以下の通りである:IgA腎症 22名、

微小変化型腎症 16名、膜性腎症 3名、巣状分節性増殖性腎炎 4名、巣状糸球体硬化症 2名、メサンギウム

増殖性腎炎 2名、膜性増殖性腎炎 l名、半月体性糸球体腎炎 2名(病理診断名は同病院の分類に従った)。

その臨床デ}タを表 1に示す。正常コントロールとしては腎癌患者 4名から摘出した腎組織の正常部分を

用いた。また抗体反応のための陽性コントローノレとして肩桃腺炎愚者計 8名から摘出した扇桃腺を用いた。

これらの組織を本研究に用いることは同医院の倫理委員会にて承認されている。

用いた一次抗体は以下の通りである:マウス抗ヒト C057モノクロ一ナノレ抗体 (NK細胞の検出、 Becton

Dickinson社製)、マウス抗ヒト CD68モノクロ一ナノレ抗体(単球/マクロファージ、 OAKO社製)、マウス抗

ヒト C04モノクローナル抗体 (CD4陽性 T細胞、 AntibodyDiagnostics社製)、マウス抗ヒト CD8モノクロ

ーナル抗体 (C08陽性 T細胞、 Nichirei社製)、マウス抗ヒトトリプターゼモノクローナノレ抗体(マスト細

胞、 DAKO社製)、マウス抗ヒトフラクタノレカインモノクローナノレ抗体(カン研究所今井博士より供与)、ウ

表1.腎症患者の内訳及び臨床データ

疾患名

IgA腎症 (n=22)

微小変化型腎症 (n=16)

膜性腎症 (n=3)

巣状分節性増殖性腎炎 (n=4)

巣状糸球体硬化症 (n=2)

メサンギウム増殖性腎炎 (n=2)

半月体性糸球体腎炎 (n=2)

膜性増殖性腎炎 (n=1)

年齢

44:1: 12 

44 :1: 14 

48 :1: 21 

33 :1: 18 

42，69 
35，46 

60，61 
49 

性比

(M:F) 

7:15 

3:12 

2:1 

2:2 

0:2 

1:1 

1:1 

0:1 
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血液

尿素窒素

(mM) 

6.0:1: 3.1 

5.0:1: 1.3 

5.1土 2.6

7.1:1: 1.7 

7.7，20.4 

4.8，6.2 

19.2， 28.9 

4.7 

血清 尿蛋白

空レアチーLjj直

(μM) (g/24h) 

92土37 2.2 :1: 1.9 

63:1: 10 1.6 :1: 2.6 

68:1: 12 9.9 :1: 2.3 

89:1: 39 1.5 :1: 1.9 

134，152 3.0， 16.1 

75，81 2.1，2.3 

147，979 0.11， 1.16 

68 0.19 



サギ抗ヒトフラクタノレカイン受容体ポリクロ一ナノレ抗体(カン研究所今井博士より供与)。薄切した凍結切

片をこれらの抗体で反応させた後、対応するピオチン標識二次抗体及び ABCキット (Vector社製)を用い

て発色させた。メチノレグリーンにより染色後、光学顕微鏡を用いて鏡検した。統計解析には Mann-Whitney U 

テストあるいは Spearmanの順位相関テストを用いた。

結果:

正常腎組織には、間質及び糸球体への白血球浸潤やフラクタノレカイン及びフラクタ/レカイン受容体の発

現はほとんど見られなかった。

腎疾患患者の腎生検組織にはフラクタルカインが検出される症例が 52例中 15例あり、陽性例の疾患別

の内訳は、 IgA腎症 5例、膜性腎症 3例、巣状糸球体硬化症 2例、半月体性糸球体腎炎 2例、巣状分節性

増殖性腎炎 1例、メサンギウム増殖性腎炎 I例、膜性増殖性腎炎 l例であった。これらの症例でフラクタ

ノレカインは尿細管間質領域にのみ検出され、その多くは尿細管上皮細胞に検出され、また一部は間質細胞

に見られた。一方、糸球体内にはフラクタ/レカインの発現は見られなかった。

フラクタルカイン陽性例では陰性例に比べて、血液尿素窒索、血清クレアチニン値 (P=O.OI)、尿蛋白

(p=O.OOI) のいずれも高値を示し、フラクタノレカインの発現は臨床的に重症であるほど顕著であることが

明らかとなった。

表 2. フラクタルカイン発現の有無と臨床パラメータの比較

年齢 性比 血液 血清 尿蛋白

尿素窒素 クレアチニン値

(M:F) (mM) (州) (g/24h) 

陽性例 (n=15) 47 :l: 17 5: 10 9.9 :l: 7.7 168土 228 5.3 :t 4.6 

陰性例 (n=37) 44 :t 14 11:26 5.9 :t 3.8 78 :l: 39 1.6土 2.0

フラクタルカイン受容体の発現はフラクタノレカインの発現より頻度が高く、また腎間質だけでなく、糸

球体内にも見られた。腎間質での陽性例は 35例、糸球体内陽性例は 21例あり、そのうち両方が陽性だっ

た例は 18例あった。間質陽性例の疾愚別の内訳は、 IgA腎症 12例、微小変化型腎症 10名、膜性腎症 3例、

巣状分節性増殖性腎炎 3例、巣状糸球体硬化症 2例、半月体性糸球体腎炎 2例、メサンギウム増殖性腎炎

2例、膜性増殖性腎炎 l例であった。またフラクタルカイン陽性例 15例のうち腎間質でのフラクタノレカイ

ン受容体陽性例が 13例あり、フラクタルカインが尿細管間質領域に発現すると、その受容体発現細胞が集

積することが示唆された。間質のフラクタルカイン受容体陽性例と陰性例の聞には臨床的パラメータにつ

いて有意な差は見られなかったが、全ての愚者についての面積当たりのフラクタルカイン受容体陽性細胞

数と尿蛋白値との相閥解析では有意な相関を示した (p=0.387，Pく0.01)。

表 3に示すように、間質への白血球浸潤の程度はフラクタノレカイン及びフラクタルカイン受容体の発現

が高い症例ほど顕著であった。フラクタルカインが陽性の尿細管の周囲には多数の白血球が観察されるこ

とが多く、またフラクタノレカイン受容体陽性細胞の分布は NK細胞 マスト細胞、単球/マクロフア}ジの

分布と類似していた。フラクタノレカインの発現はいずれの浸潤白血球数とも相関し、特にフラクタノレカイ

ンの発現と CD68陽性細胞数との相闘が最も強かった (pく0.01)。

- 22 -



表3.フラクタルカイン発現の有無による白血球浸潤の比較

受容体 C057 C068 C04 C08 tryptase 

(cells/nun2) (cells/nun2) (cells/nun2) (cells/nun2) (cells/nun2) (cells/nun2) 

陽性例 13.3土 23.2 11.4:t 11.2 13.2:t 18.4 31. 1 :t 37.2 33.2 :t 40.8 11. 2土 9.5

陰性例 2. 7土 4.7 4.7 :t 4.9 2.3 :t 4.9 8.5:t 16.8 11. 5 :t 16. 9 7.0士 6.6

考察:

本研究の結果から、腎炎の重症度が高いほどフラクタノレカインの発現が充進しており、また白血球浸潤

の程度も高いことがわかった。さらにフラクタノレカインを発現する尿細管上皮細胞の周囲にはフラクタノレ

カイン受容体発現細胞や単球/マクロフア}ジ、 NK細胞などが集積していることが示され、フラクタ/レカ

インがこれらの白血球浸潤に関与することが示唆された。

これまで、動物モデルを用いて腎炎におけるフラクタノレカインの役割について調べた報告がいくつかあ

るが、尿細管間質での発現に関する報告はない。そこで申請者は共同研究者の欧周羅らとともに、ラット

のピユーロマイシンアミノヌクレオシド腎症モデルにおけるフラクタノレカインの発現を調べた結果、同モ

デノレの初期には糸球体内にのみ発現が認められたが、蛋白尿が出始める腎炎惹起 5日目頃から尿細管上皮

細胞にフラクタノレカインの発現が起きるようになることを見出した(未発表)。また、臨床例の場合と同様、

フラクタノレカイン発現尿細管上皮細胞の周囲には白血球浸潤が観察され、フラクタルカインがこれらの白

血球に対して遊走活性を示していることが示唆された。現在、この動物モデルを用いて、尿細管間質にお

けるフラクタノレカイン発現の尿細管間質病変における役割を検討中である。

本研究の結果で興味深い点の一つは、微小変化型腎症の患者腎組織にはフラクタルカインの発現が 1例

も見られなかったことである。これらの症例のうち蛋白尿が 3.5g/日以上を示したのは 2例のみであるが、

いずれもフラクタ/レカインの発現はなく、一方、同程度の蛋白尿を示した他の疾息患者 9例中 8例にはフ

ラクタノレカインの発現が見られた。症例数が少ないので結論を出すことはできないが、微小変化型腎症で

は尿細管上皮細胞におけるフラクタノレカインの発現誘導がかからないことが示唆され、同疾患が予後が良

いことと関連するかも知れない。また尿細管上皮細胞で発現する蛋白質は尿中にも現れる可能性が十分に

あり、尿中のフラクタルカイン測定がこれらの疾患を識別するのに有用な診断法となる可能性も考えられ

た。
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環境ホルモンによる環境汚染及び生物の内分泌機能への影響に関する調査と研究

日本側研究者代表

津口彰子

東京女子医科大学教授

要旨

中国側研究者代表

王彦吉

中国刑事警察学院教授

日中両国においてヒトの健康の保護や生活環境の保全を目的として、大気、水、土壌、騒音等について

種々の環境基準等が定められている。現行の環境基準等においては、従来の金属、無機成分に加え農薬を

はじめとする有機化学物質が多くを占めているのが分かっている。日本においては、環境省が優先的に内

分泌撹乱化学物質の調査項目及び分析方法等が設定され、調査研究を進めている。中国においては、有機

化学物質等の規制に対する動きが見え始めてきたところであるが、内分泌撹乱化学物質の調査項目及び分

析方法に対する組織的な調査・研究等はほとんど見られないところである。今回、我々は日中両国におけ

る環境ホルモンによる環境汚染の現象及び生物の内分泌機能への影響に関する調査を行い、環境ホルモン

として注目されている化学物質 25種及びヒト健康への影響等を解明した。今後、両国においては、積極

的に進められている調査研究によって環境ホルモンの環境汚染レベルを上昇させないため、新たな環境流

出を極力抑えるとともに拡大させないことが重要であり、統一的な評価手法の確立、モニタリング手法の

改善、廃棄物管理と処理の徹底、土壌汚染対策、使用量の低減化等が必要であると考える。

Key Words 内分泌撹乱化学物質、環境汚染、内分泌機能障害、生殖器障害、

緒言

環境ホルモン(生物体内の分泌撹乱物質)の問題については、近年提示された新たな課題であり、内

分泌撹乱作用の有無、種類、程度等に未解明な点が多く、その評価手法も確立されていないため、我が

国においても国際的にも手探りで調査研究を進めているところである。環境ホルモン問題は、世界共通

の課題として WHO、OECDを中心とした国際的な枠組みの構築を進めている。日本も国際的な枠組みに

積極的に参加し、二国間及び多国間における内分泌撹乱化学物質対策に係る協力の推進を図る必要があ

る。

最近、人の精液量・精子数の減少、精子の運動率の低下、精子奇形率の増加や、がん、過敏症、アレ

ルギ一、不妊症の増加等について、これらの分泌撹乱化学物質の影響が疑われている。内分泌撹乱化学

物質問題は、人の健康影響、雌では性成熟の遅れ、生殖可能齢の短縮、妊娠維持困難・流産などが見出

され、雄では精巣萎縮、精子減少、性行動の異常等との関連が報告されている。特に環境ホルモンの問

題は、世代を超えた影響が指摘されていることが問題であり、早急にその調査研究を推進するとともに、

必要に応じ対策を講じる必要がある。

中国は、 960Km2の広大な国土と約 13億人の巨大な人口を抱え、圏内各地及び国境を越えてさまざま

な環境問題に直面している。従来型の大気汚染や水質汚濁のみならず、ダイオキシン、環境ホルモン等化

学物質などさまざまな課題の同時対応を迫られている。日本は、昭和 30年代に工場からの大気汚染や水

質汚濁問題に真剣に取り組み始め、都市の公害や有害物質問題等は顕在化しておらず、生活型公害問題の

解析を進めている。現在、全世界で約8万種類の化学物質が使用されており、その中で環境ホルモンと疑

われている化学物質は約 70種類ある。これらの物質については、分析法が確立されていないものもあり、

早急に分析法を開発して調査を行う必要がある。更に、大量に生産されている物質などを対象に環境ホル

- 6 -



モン作用の有無を試験し、作用があると判定された物質についても環境濃度を調査する必要がある。

今回、我々は日本および中国における環境ホルモンによる環境汚染の現象及び生物の内分泌機能への影

響に関する調査により、科学的に情報を集め、分析し、判断し、前向きの予防対策を検討したので報告す

る。

対象と方法

日中両国における環境ホルモンとして注目されている化学物質及びヒト健康への影響等を調査対象とし、

大気環境中の内分泌撹乱化学物質、水環境中の内分泌撹乱化学物質及び食物中の環境ホルモン物質につい

て調査を実施した。本調査では、両国における生活環境基準値および分析方法等の概要を参考するととも

に、環境管理・研究機関の訪問、聴き取り調査、情報収集等を合わせて分析した。

結果

1.日中両国における環境ホルモンとして注目されている化学物質

本調査では、大気環境中の内分泌撹乱化学物質、水環境中の内分泌撹乱化学物質及び食物中の環境ホル

モン物質の 3つ経路を別けて調査した。大気環境中の内分泌撹乱化学物質は、職業履曝露、日常生活品、

室内建築材料、ゴミ焼却場からの煙化学工業から化学物質の分解等を由来した。水環境中の内分泌撹乱化

学物質の由来は、農薬が地下に浸透して地下水を汚染し、工業から化学物質の廃物が河川、湖、ダム、海

域等に流れて水環境を汚染した。食物中の内分泌撹乱化学物質は、主な由来が食品、日常用品等の汚染で

あり、農業産物に使われた残留性農薬(有機塩素系、 DDT等)が食べ物に残留されたもの、食品に使わ

れている容器・包装等から混じってくるもの、食品に使われている添加剤が食べ物に侵入されたもの、畜

産に使われているホルモン製剤が食肉に残留されたもの、環境ホルモンを汚染した魚等があった。両国に

おける環境ホルモンとして注目されている化学物質、ヒト健康への影響、用途等の調査結果は、表 1に示

した。

2. 中国における環境ホルモンとして注目されている化学物質

中国では、注目されている汚染物質はジクロロジフェニルトリクロロエタン (DDT)、ヘキサクロロベ

ンゼン (HCB)、ポリ塩化ピフェニール類 (PCB)、フタル酸エステル (PAE)、トリフェニルスズ (TBT)、

フタル酸ジプチル (DNBP)、フタル酸ジイソプチル (DIBP)、アルキルフェノール等がある。地域によっ

て汚染物質の種類や汚染物質の濃度も変わってきている。表2には中国の洋河流域における化学物質の種

類及び濃度を示した。

中国は農業大国であり、農業生産の発展とともに、大量の農薬が使用されている、 20年前に、湖南省

の洞庭湖流域は中国の有名な農作地で、平均 150kg!ha/年の農薬を使用し、その農薬の 70%は DDT系であ

る。 1983年以来中国では DDT、HCBの生産を中止しているが、すでに使用された農薬が土壌に残留して

いるだけでなく、水生生物や人体にまで蓄積している。 1986年、洞庭湖流域における人体脂肪中の DDT、

及び HCBの濃度は、侯らの調査結果を表3に示した。

3. 日本における環境ホルモンとして注目されている化学物質

日本では、年間約 3700万トンのごみが焼却されており、アメリカの 1.3倍、ドイツの 4倍になる。日

本の環境庁が 1996年に測定した全国 21地点におけるダイオキシンの平均大気中濃度 (pgTEQ/m3) は工

業地帯の住宅地で 0.69、大都市地域 0.65，中都市地域 0.56であり、大気汚染濃度が明らかに諸外国より

高い。日本の環境庁が環境調査を実施している化学物質は47種類である。それらの化学物質のうち、環

境ホルモンとして注目されている化学物質は、ポリクロロジベンゾフラン (PCDF)、ポリクロロジベンゾ

-pージオキシン (PCDD)、ヘキサクロロベンゼン、 トリフェニルスズ (TBT)、ベンゾ (a) ピレン、ビ

スフェノール A、フタル酸ジー 2ーエチルヘキシル等がある。表4には、日本における環境中の内分泌撹

乱化学物質の種類及び濃度を示した。
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表1.両国における環境ホルモンとして注目されている化学物質

化学物質 名 由来 . 用 途等 摂取源 人 の 健 康 影 響

ポリクロロジベンゾフラ 非意図的生成物・除草剤、殺虫剤、ゴミ 水、大気、 皮膚炎、多発性神経症、肝機能不

ン (PCDF) 焼却場からの煙、製紙工場からの排水 食物 全、過敏症，免疫抑制

ポリクロロジベンゾー p非意図的生成物・除草剤、殺虫剤、ゴミ 水、大気、 精巣題湯、男性不妊、内分泌撹乱

ージオキシン (PCDD) 焼却場からの煙、製紙工場からの排水 食物 作用，過敏症.発がん等

ポリ塩化ピフェニール類 絶縁油、熱媒体、工業化学用品、家庭電 水、大気、 精巣腫痕、男性不妊、内分泌撹乱
(PCB) 気製品、塗料 食物 作用、精子奇形、胎児の死亡等

ノニルフェノール (NP) 洗浄剤、分散剤、繊維工業、製紙工業、 水、食物 内分泌機能障害、癌細胞の異常滑

金属工業、農薬工業、界面活性剤 殖、

ピスフェノール A エポキシ樹脂、 PCプラスチック食器、 水、大気、 乳がん、細胞の異常増加、内分泌

(Bis-A) 防かび剤、抗酸化剤、染料、歯科材料等 食物、投与 機能障害

キシレン 農薬、染料、可塑剤、医薬品の原料 水、食物 生殖機能障害、精子数減少、細胞|

の増加異常等

アルキルフェノール 界面活性剤の原料 水、食物 生殖機能障害、精子数減少、細胞

の摺加異常等

オク チ ル フ ェ ノール 界面活性剤の原料 水、食物 繁殖毒性の誘発、胎児発育障害、
(op) 発がん

ペンタクロロフェノール 河川水系、土壌、防腐剤、除草剤、殺虫 水、食物 生殖機能障害、雌性生物体内の黄
(PCP) 剤等 体機能抑制、

ベンゾフェノール 医薬品合成原料、保香剤 水、大気、 繁殖毒性の誘発、胎児発育障害、

食物 奇形、発がん

ペンゾ (a) ピレン 非意図的生成物 水、大気、 精巣機能障害、卵巣機能障害、胎

食物 児の発達障害、

フタル酸エスァル 可塑剤、フィルムシート、塗料、接着剤、 水、大気、 甲状腺機能障害、精子数減少、催

(PAE) 塩ピレザー、電線被覆、建築材料等 食物 奇作用

ポリ塩化ピニル (PVC) 人造皮革、床壁用タイル、室内装飾品、 水、大気、 催奇作用、催眠作用、生殖毒性、

可塑剤、電線被覆、塗料、容器包装等 食物 免疫異常、アレルギー疾患等

フタル酸ジプチル 殺虫剤、染料、香料溶剤、潤滑油、塗料、 水、大気、 催奇作用、先天異常、生殖毒性等
(DBP) 接着剤、レザ一、インク、安全ガラス等 食物

フタル酸ジ 2ーエチルヘ 合成・製造、可塑剤、容器包装、器具、 水、大気、 催奇作用、生殖毒性、発育障害等

キシJレ(DEHP) 食品加工の器具 食物

プチルフタリルプチルグ 可塑剤、食品包装、飲料用チューブ、レ 水、大気、 生殖器障害、甲状臨機能障害、

リコレート (BPBG) コード、シート、医療器具、安全衣等 食物

ジメチル (DMP) アセアート、セルロース、プラスチック 水、大気、 生殖機能障害、精子数減少等

及びラッカーの製造、可塑剤、殺虫剤等 食物

トリフェニルスズ 船底塗料、漁綱の防汚剤、防腐剤、農薬 水、食物 生殖機能障害、雌性生物体内の黄
(TBT) 等 体機能抑制、

ジプロもクロロプロパン 農薬等 水、食物 生殖機能障害、精子数減少、精巣

(DBCP) 毒性等

クロミフェン 合成女性ホルモン剤、医薬品、流産防止、 投与 乳がん、腫がん、胎児の生殖障害・

更年期症の治療 内分泌器官の発育異常等

ジエチルスチルベストロ 合成女性ホルモン剤、医薬品、流産防止、 投与(経口、 腫がん、精巣癌、胎児の生殖障害・

ール (DES) 更年期症の治療、皮膚炎の治療 筋肉注射) 内分泌の発育異常・脳神経障害等

ジクロロジフェニルトリ 河川、表層水、土壌の残留、農薬{現在 水、食物 生殖機能障害、雌性生物体内の黄

クロロエタン (DDT) 禁止使用) 体機能抑制、発がん

ヘキサクロロシクロヘキ 河川水系、水田土壌、有機塩素農薬 水、食物 繁殖毒性の誘発、胎児発育障害、

サン (HCH) 奇形、異常性周期、発がん

Transーノナクロル 殺虫剤 水、大気、 生殖機能障害、甲状腺題湯、子宮

食物 や乳腺の異常、発がん等

Transークロルデン 殺虫剤 水、大気、 生殖機能障害、甲状腺腫湯、子宮

食物 や乳腺の異常、発がん

ヘキサクロロベンゼン 河川水系、水田土纏、殺虫剤等 水、食物 繁殖毒性の誘発、胎児発育障害、

(HCB) 奇形、異常性周期、発がん
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表 2 中国における河川中の化学物質の種類及び濃度 (μg/L)

化学物質名
洋河等 12検査地点

化 学 物 質 名
洋河等 12検査地点

検出範囲 検出頻度 検出範囲 検出頻度

Methyl巴neChioride 0-1.304 0.25 4・Isopropyltoluene 0-0.03 0.25 

1， 1・Dichloroethane 0-0.307 0.17 n-Butylbenzene 0-0.05 0.17 

1， 2 -Dibromo・3・Chloroprop 0-1.270 0.08 Naphthalene 0-0.05 0.17 

Hexachloroethane 0-0.470 0.42 1，3・Dichlorobenzene 0-0.06 0.83 

Trans-l，2・Dichloroethene 0-0.120 0.42 1，2，3・Trichlorobenzene 0.04-0.25 1.00 

ciss・1，2・Dichloroethene 0-0.01 0.17 1，2，4・Trichlorobenzene 0-0.20 0.33 

Trichloroethene 0-0.81 0.17 Nitrobenzene 12.32-17.82 1.00 

Tetrachloroethene 0-0.01 0.08 Di~thyl ether 0.31-1.33 1.00 

Hexachlorobutadiene 0-0.08 0.25 Methyl-t-butyl ether 0-0.20 0.08 

Benzene 0-0.02 0.58 Acrylonitrile 0-0.25 0.25 

Ethylbenzene 0-0.08 0.33 Chloroacrtonitrole 1.14-81.33 1.00 

Ip-Xylene 0-0.05 0.50 Chloroacrtonitrole 0-62.79 0.92 

n-Propylbenzene 0-0.01 0.17 

表 3 中国の洞庭湖流域における人体脂肪中残留した農薬濃度 (mg/l)

洞 庭湖 流域 検 体 数
HCB DDT 

検出範囲 平均値 検出範囲 平均値

常徳地区 81 4.30-58.4 24.3 2.00-42.8 15.9 

岳腸地区 38 4.60-64.4 24.1 1.12-43.0 14.7 

南西自治州地区 47 1.70-35.6 10.4 0.75-35.8 5.19 

彬州地区 51 4.90-47.3 17.6 1.00-32.6 8.72 

表4 日本における環境中の内分泌撹乱化学物質の種類及び濃度

化学物質名
水環境中(μl/l) 土壌環境中(mg/kg) 大気環境中(ng/m3

) 魚類等(mg/kg)

検出範囲 検出頼度 検出範囲 検出顔度 検出範囲 検出頻度 検出範囲 検出頻度

2，3，7，8-TCDD 0.075ng/g 0.97 3.0PlU m3 0.0075neJe: 0.37 

PCB類 0-0.33 0.67 0.02-0.74 1.00 

トリフェニルスズ 0-0.88 0.61 0-1.1 0.77 0-2.6 0.82 

トリプチルスズ 0-0.042 0.29 0-0.57 0.94 0-0.54 0.30 

ピスフェノール 0-0.268 0.28 0-0.60 0.48 0-0.287 0.04 

ぺンゾ (a) ピレン 0-0.005 0.06 0-3.7 0.91 0-6.37 0.91 0-0.008 0.008 

フタル酸ジー 2ーエチ.ルへ 0-6.8 0.12 0-22 0.49 0-323 0.61 0-0.96 0.33 

キシル

フタル酸ジ・n・プチル 0-1.4 0.17 0-0.58 0.23 0-140 0.87 0-0.30 0.33 

DDE 0-0.0011 0.06 0-0.028 0.89 0-0.131 0.88 

DDD 0-0.018 0.67 0-0.014 0.36 

HCH 0-0.0085 0.11 0-0.0034 0.44 0-0.007 0.03 

DDT 0-0.013 0.47 0-0.0021 0.14 

Cisークロルデン 0-0.51 0.60 0-5.0 0.25 0-0.053 0.79 

Transークロルデン 0-0.075 0.68 0-8.5 0.45 0-0.069 0.69 

Transーノナクロル 0-0.055 0.54 0-2.8 0.22 0-0.074 0.83 

ペンタクロロフェノール 0-0.2 0.04 0-0.36 0.20 

オキシクロルデン 0-0.0003 0.02 0-0.009 0.38 

ヘキサクロロベンゼン 0-0.0045 0.08 0-0.48 0.83 0-3.5 0.33 0-0.013 0.97 
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4. 日中両国における注目されている環境ホルモンによるヒトの健康への影響

ダイオキシン類では、全部で 200以上の種類があり、最も毒性が強いのは、 2ム7，8・テトラクロロジベン

ゾ-p・ジオキシン (2ム7，8・TCDD)である。ダイオキシン類は、消化管、皮膚、肺から吸収され、肝、皮

膚、脂肪組織、腎、降、甲状腺、肺、脳、筋等に広く分布して健康障害を起こす(表 5)。ペンタクロロ

フェノール (PCp)及びヘキサクロロベンゼン (HCB)等殺虫剤では、雌性生物体内の黄体ホルモン機能

抑制、異常性周期、受精卵着床阻害等の生殖・繁殖関連毒性が誘発される。ベンゾ (a) ピレン、ジプロ

モクロロプロパン (DBCP)等では、内分泌異常を示唆すると思われる子宮、乳腺、下垂体、甲状腺腫痕

及び男子の精子をつくる精巣障害が誘発される。最近は、体格が良く、病気をしたこともない 20代若者

のに、精子がゼロというケースもあった。実験動物での環境ホルモンの投与実験や内分泌の撹乱実験より、

環境ホルモンによる影響と精子数減少や不妊との因果関係は明らかになってきている。日中両国の男子に

おける精子数、精子活力等の調査結果は表6に示された。

表5.環境ホルモンによるヒトの健康への影響

一般毒性 発がん性 生殖毒性 免疫毒性

頭痛、食欲減退、神経過敏、 軟部組織腫療、硬口蓋、 子宮内膜症、胎児 胸腺委縮、抗体産生

疲れやすい、筋力低下、重減 鼻甲介、肺、甲状腺等 の口蓋裂、腎の形 と細胞免疫抑制等

少等 腫痕 成異常
一一

表 6.環境ホルモンによる男子の精子数、精子活力等の影響

日 本(平均値) 中 国(平均値)

年代(サンプル数)
量(ml) 精子数 (lml) 精子活力 不妊症率 量(ml) 精子数(lml) 精子活力 不妊症率

40......50 (50人) 2.8 7800万個 78% 3.1 8384万個 75% 

20......30 (50人) 2.5 4600万個 57% 20% 2.9 3992万個 67% 12.5% 

考察

1.環境ホルモンによる環境汚染の予防対策

今までの環境ホルモン問題は、致死作用、癌化あるいは催奇形性といった健康影響に焦点があてられ

てきた。我々の体は、既にかなり汚染されている。母乳からは、健康リスク評価指針値をはるかに超える

ダイオキシンが検出され、その他ハロゲン化合物、殺虫剤なども検出されている。環境ホルモンの問題は、

その生命システムを根幹から揺さぶる重大なものと考える。

人の健康被害防止の観点からの内分泌撹乱化学物質問題に関する研究は、諸外国の調査研究結果の提供

等を加え、統合的な研究を推進していく必要がある。日中両国の調査研究結果により統一的な評価手法が

確立され、その手法を食品添加物や農薬などの化学物質の安全性評価に採り入れていかなければならない。

また、食品用容器包装中の内分泌撹乱化学物質、海洋汚染物質、地下水汚染物質などによる環境汚染につ

いて予防対策を考える。

2.化学物質の安全性評価手法の確立

日本では、食品等の多くを輸入に依存しており、輸出国における化学物質の使用が国民の健康に与える

影響は少なくないと考えられる。そのため、先進国における本問題の調査研究の結果を踏まえ、必要に応

じて開発途上国へ情報提供に努めるなどの措置を講じる必要がある。これは、開発途上国の人々の健康被

害の防止、環境保全の推進を図ることにもなる。両国において、積極的に進められている調査研究により

統一的な評価手法が確立されたときには、これから開発される新しい食品添加物や農薬などの化学物質の

安全性評価に採り入れていくことも検討していく必要がある。

両国においては、環境ホルモンの環境汚染レベルを上昇させないため、新たな環境流出を極力抑えると
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ともに拡大させないことが重要であり、モニタリング手法の改善、廃棄物管理と処理の徹底、土壌汚染対

策、使用量の低減化等が必要であると考える。

参考文献

及川紀久雄，川田邦明:中国における環境水中の化学部質規制と分析体制の現状.資源環境対策， 39 (1)， 

121・129"2003. 

川田邦明，及川紀久雄:中国の水環境中における化学部質の分布. Keo Economic Observatory Discussion 

Paper" No" G・138，慶慮義塾大学産業研究所， 2001。

川田邦明，及川紀久雄:中国における低質中の有基塩素系化合物類およひ'多環芳香族炭化水素類の分布.

環境化学， 12， 2001. 

Kang Yuehui， Gong Zhengyu， Wang Zijian， Li Guogang : The study of VOCs in Guanting Reservoir and 

Yongdinghe River. Acta Scientiae circumstantiae， 21 (3) 338・343，2001. 

小島正美，井口泰泉:環境ホルモンと日本の危機.東京書店， 1998. 

片瀬隆雄:可塑剤フタル酸エステルの影響.環境ホルモン&ダイオキシン，化学同人， 7ルー78，1999. 

門上希和夫:環境ホルモンと疑われている化学物質.環境ホルモン&ダイオキシン，化学同人， 31-33， 

1999. 
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一日中医学協会助成事業ー

日本語と中国語による消化管を中心とする医用画像データベースの構築に関する

研究

研究者氏名 牛 尾 恭 輔

日本研究機関 国立病院九州がんセンター

共同研究者名 挑文慶

要旨

最近、医学の場でも情報化の推進に向かつて、世界での取り組みが急速に進んでいる。その中で、イン

ターネットを活用した医学の教育・研修、遠隔診療は、世界的にみて今後必要となる。しかしその際に

必要となる医用画像データベースの構築は、不十分である。医学の中で、日本と中国は食生活で類似性

を示すため、がんを含めて種々の消化管の疾患にも共通性がみられる。わが国においては、消化管がん

の画像に関して世界をリードしており、質の高い症例と画像は蓄積されている。そこで、これまで 41 

1症例の X 線像、内視鏡像、切除標本、病理組織像などの 4， 586画像を、検索機能をもった医用画

像データペースとして創造した。日本語のみならず中国語でインターネット上で発信し 35，000を

こすアクセスがあった。

Key Word 消化管腫第、遺伝子腫蕩、医用画像、データベース、多言語

緒言

世界的にみて、インターネット上での医学の遠隠教育、遠隔診療が進みつつある。しかし、その際に

必要となる画像データベースの構築はまだ不十分である。わが国においては消化管がんの画像に関して

最も進んでおり、世界を指導するような早期がん、進行がん、遺伝性のがん、がんに類似した腫蕩など

の質の高い症例と画像が蓄積されている。そこで、医学の中で重要な課題であるがんに対して、アジア

の地理・特色にあったがんの画像データベースを構築し、多言語化を通してアジアのみならず世界へ発

信し、医学の発展へ貢献する。

対象と方法

国立がんセンター、九州がんセンターで診断された消化管腫療の症例を主体とした。また全国がん協

議会に参加している病院を中心に、全国 14ヶ所で行われている多地点合同テレイメージカンファレン

スで提示された症例のみならず主要な病院、医師会の参加病院からの症例も対象とした。これらは症例

別(一つの症例ごとにまとめたもの)と疾患別(特定の疾患ごとにまとめたもの)に画像データベース

化した。また、中国語で発信するために、中国の腫癌病院から共同研究者を選び、翻訳とともに医学的

なチェック機構を整えた。登録症例としては、各種ある消化管腫壊で、典型例、非典型例、まれな例、

腫痕と間違われやすい例、遺伝性・家族性腫蕩などとした。とくに国際的な注目が高い遺伝性・家族性
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の消化管腫蕩として、家族性大腸ポリポーシス、 Peutz-Jegers症候群、若年生ポリポーシス、 Cowden

病などの消化管ポリポーシスと遺伝性非ポリポーシス大腸癌 (HN P C C) などを対象にした。これら

の画像は腫蕩の形態および病理組織、大きさ、キーワードなどで検索できる方法とした。なお、倫理面

への配慮として、画像の表示については、個人の同定ができない画像のみを登録し、 ID、撮影年月日な

どが表示されないようにした。また、学会や研究会との連携を深め、その許可の元に行った

結果

消化器腫壌を中心に 41 1症例の 4、 586画像をインターネット上に公開した。これらの症例は X

線像、内視鏡像、切除標本、病理組織像などからなり、疾患や病変の種類、腫蕩の形態および病理組織

像、大きさ、キーワードなどでの検索機能をもった医用画像データベースとして登録・発信した。これ

まで圏内外から 35，423件のアクセスがあった。また、中国語による医用画像データベースの進展

を契機として、アジアや欧米語での発信を目指し、英語のみならず、 20 0 2年 4月に韓国語、同年 1

1月にスペイン語による発信を開始した。これらの成績は、 20 0 2年 11月に開催された国際シンポ

ジウム iInnovative Achievements in Cancer Imaging Jにおいて、 GastrointestinalRadiology in 

Japan and Multilingual Providing of Images through Internetの題で報告し、その中で多言語の 1

つとして中国版を発表した 1)。

考察

九州がんセンターでは、以下の理由により、ます消化管がんの画像に関してわが国の中心的な役割を

果たすべくインターネット上で画像データベースを登録・発信してきた。

(http: / /www.kgan.minami.fukuoka.ip/dbD。

1 )アジアの多くは米食を主体とする食生活であるため、消化管がんに類似性が多い。

2 )世界的に見て、消化管がんに対する画像診断のレベルが最も高く、内容の濃いカンファレンスが

行われている。

3 )消化管の早期がん、進行がん、その他の腫壊、遺伝性腫療などの症例の蓄積が、過去 25年にわ

たり質の高い画像とともに蓄積されている。

4) アジア方面の人達が、実際に九州に受診しており、地理的にみて、その数は今後ますます増える

と見込まれる。

次に、日本語での消化管画像データベースの充実とともに、アジアとくに中国語による登録・発信法

の具体的な検討が必要になった。そこで、 2000年 10月に約 10日聞にわたり、中国の 2カ所の主

要ながん専門施設である遼寧省の腫癌病院と、山東省の腫癌防治病院で、医用画像データベースを使っ

て講演した。中国では現在、情報革命が国策として急速な整備・普及が行われており、関心は予想以上

であった。このような背景のもとで、九州がんセンターと遼寧省の腫癌病院との間で、共同研究のーっ

として、共同の画像データベースを作成することが計画された。その後、数度にわたり、中国から来日

した共同研究者との間で、日本語の症例のタイトル、解剖学的な部位、病理組織学的な分類の用語、検

索方法の説明文などについて、統一化をはかった。これにより中国語での登録・発信が進展し、実際、

中国における家族性大腸ポリポーシスの症例の登録がなされた。現在、翻訳と内容の医学的なチェック

は、電子メールにて行っている。

情報は「力 jであり「第 4の資源Jともいわれ、 1990年ごろより、医学と医療にも圏内外から情報

化の大きな波となって、急速にしかも世界的な規模で打ち寄せている。国の政治・経済、科学、文化な

ども情報なくしては成り立たなくなりつつある。とくに先進国は、自然科学と社会科学の両面を持ち、
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文化としても重要な側面を持つ医学・医療の情報化に力を入れている。この医学・医療の情報化のうち、

文字情報のみでなく、画像のデータベースの構築は重要である。ところで医学者は貴重な症例のスライ

ドや原板フィルムを、多く保持し種々の典型例、非典型例のほかに、重要な症例、医学上で興味ある症

例が存在する。なかには年に 1"-2回しか経験できないような症例や、世界的にみても極めて貴重な症

例やその画像もある。このような貴重で重要な画像は、医学全体の資産でもあるので、後輩の医学者に

継続して残すべきである。現在はようやくこれらを効率的に、また効果的にデジタル画像として蓄積し、

外に発信できる時代に入っているといえる 2)。医用画像データベースの創造、その中でもとくに消化

管の画像データベースの構築は、医学者や研究者に課せられた使命の 1つである。今後とも、医学の立

場からアジアのみならず世界へ貢献すベくコンテンツの充実をはかるつもりである 3)。

参考文献

1) Kyosuke Ushio， Gastrointestinal Radiology in Japan and Multilingual Providing of Images 

through Internet. The tirty-third international symposium of the Princess Takamatsu 

Cancer Research Fund rlnnovative Achievements in Cancer ImagingJ 2002 

2)牛尾恭輔、若尾文彦、森山紀之、関口隆三。ハイビジョンテレビを使った多地点合同カンフアレン

スと画像データベース。日本医学会 第 106回日本医学会シンポジウム「情報化社会と医学J 2 1 -

3 0， 1996 

3)牛尾恭輔、相木征三郎。 21世紀の消化管がんの診断と治療。臨床と研究 79:149-160， 

2 002 

注:本研究は 2002年 6月 30日『第 155回日本医学放射線学会九州地方会』、 2002年 8月 30日『宮

崎消化器疾患研究会』、 2002 年 10 月 18 日『日本癌治療学会総会~ 2003年 2月 8日『第 29回香川県

放射線科医会』にて口演発表

作成日:2003年 3月 7日
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一日中医学協会助成事業一

レジオネラ感染に苅する漢方薬の予防効果に関する基礎研究

研究者氏名 辻明良

日本研究機関 東邦大学医学部看護学科感染制御学

共同研究者氏名 李秀華

中国所属機関 中日友好病院看護部

要旨

レジオネラ感染症は環境中に存在するLegjonellapneumophjJaを含んだエアロゾルを吸引することによ

って感染する。日本において、給水・給湯水、冷却塔水、循環式浴槽、加湿器、蓄熱槽、温泉水、修景用

水などのレジオネラ汚染が注目されている。 L.pneumophjlaは日和見感染菌として、感染抵抗性の減弱し

た宿主(いわゆるcompromisedhost)に感染するのが特徴で、とくに高齢者、乳幼児などの呼吸器感染症

(肺炎)の重要な原因菌の一つである。今回、生薬および漢方薬のL.pneumoph j 1 aに対する抗菌作用を臨

床分離株と環境分離株について検討し、また同様にStaphylococcusaureus. Escherjchja colj. Serrat-

ja marcescens. Pseudomonas aerugjnosaの標準株についても検討した。分与された生薬11種のうち、 L

pneuOlophi laに対する抗菌作用を示したのが、 Daucuscarotra (カクシツ)、 Coptjsjaponjca (オウレン)、

Phellodendron aOlurense (オウバク)、 Astertatarjcus (シオン)、 Cornusoffjcjnaljs (サンシュユ)、

Paeonja lactjflora (ハクシャクヤク)、 Aralja cordata (ドクカツ)、 Cjtrusaurantjum (キジツ)であ

った。とくにDaucuscarotra (カクシツ)は著明な効果を示した。 Coptjsjaponjca (オウレン)、 Phel-

lodendron aOlureJJse (オウバク)、 CitrusaurantjuOl(王子ジツ)ではE.coljに対し、 Cornusofficjnalis 

(サンシュユ)、 Paeonjalactjflora (ハクシャクヤク)はS.aureusとP.aerug j nosaに抗菌作用が認めら

れた。中国産の金銀花、野菊花、敗醤、紫花地丁、ジャスミン茶はL.pneumophilaに対し抗菌作用を認め、

金銀花、黄柏、苦参はよ col~ ~ marcescensに弱いながらも抗菌作用が認められ、ジャスミン茶はS.

aureusに抗菌作用を示した。

Key Words レジオネラ、生薬、抗菌作用、黄色ブドウ球菌、大腸菌、セラチア、緑膿菌

緒言

Legjonella pneumophilaは通常水中や湿った土壌中などの環境に広く分布し、とくに水系に混入し、藍

藻類やアメーバなどと共生して増殖する。また、日本においては給水・給湯水、冷却塔水、循環式浴槽、

加湿器、蓄熱槽、温泉水、修景用水などのレジオネラ汚染が注目され、そのエアロゾルを吸引することに

より感染する。 Legjonellapneumophi laは日和見感染菌として、感染抵抗性の減弱した宿主(いわゆるco

mpromised host)に感染するのが特徴で、とくに高齢者、乳幼児などの呼吸器感染症(肺炎)の重要な原

因菌の一つである。今回、生薬および漢方薬のL.pneumophilaに対する抗菌作用を臨床分離株と環境分離

株について検討し、またR犠 ~:Staphylococcus aureus、Escherjchiacolj、Serratjamarcescens、Pse-
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udomonas aeruginosaの標準株についても検討した。

材料と方法

生薬と漢方薬:生薬11種、 ArtemisiacapiJ laris (インチンコウ)、 Daucuscarotra (カクシツ)、 Cop-

tisノ初onica(オウレン)、 Digeneasimplex (ゴシュユ)、 Glycyrrhizauralensis (カンゾウ)、 Phello-

dendron amurense (オウバク)、 Astertataricus (:シオン)、 Cornusofficinalis (サンシュユ)、 Paeo-

nia lactiflora (ハクシャクヤク)、 Araliacordata (ドクカツ)、 Citrusaurantium (キジツ)は東邦大

学薬学部生薬学・二階堂保教授より分与され、生薬(刻み)10gを熱水100mlで1時間抽出したものである。

抗菌試験には粉末40mg/mlと4mg/mlを使用した。金銀花、黄柏、苦参、野菊花、楯子、敗醤、魚、腹草、紫

花地丁、ジャスミン茶の 9種は中国から入手し、生薬 5gを50mlの熱水で抽出し、ミリポアーフィルター

でろ過除菌した。抗菌試験には原液と1/3希釈液を使用した。

使用菌株:1. pneumoph i 1 a 4株のうち、臨床分離株の L.pneumophi1aTY-R2， L. pneumophila TY-R5 

は東邦大学医学部山口恵三教授より分与されたもので、環境分離株のL.pneumophi1a LG1802， L. pneumo 

phiJa LG1860は三菱化学BCLの小林寅詰博士より分与されたものである。また、 S. aureus ATCC25923， E. 

coli ATCC25922， ~ marcescens ATCC8100， P. aeruginosa ATCC27853は本感染制御学研究室に保存して

いるものを使用した。

抗菌試験:1. pneumophi 1aの培地として、 B-CYEα(bufferedcharcoal yeast extract supplemented 

wi thα-ketoglutarate)寒天培地(pH6.9、自家調整)およびWYOα培地(栄研)を用いた。また、 S.au-

reus， E. co1 i， S. marcescens， P. aeruginosaに対してはMueller-Hinton培地 (Difco)を用いた。

1. pneumoph i 1 aについては、 B-CYEα培地に350C4日間培養して得た集落を 1McFarland (108cfu/ml)に

なるよう調整した。他の菌種ではMHAで350C18時間培養して得た集落を108cfu/mlになるよう調整した。こ

の菌液を用い、 1.pneumoph i 1 aではB-CYEα培地に接種し、コンラージした後、滅菌ペニシリンカップを

置き、その中に検液を入れ、 350C4日間培養し、生じた阻止円径を測定した。一般細菌については、 MHA

に接種し、同様に350C20時間培養し、生じた阻止円を測定した。抗菌効果の認められた生薬については、

菌接種後、経時的(1， 2時間)に生菌数を測定した。

結果

分与された生薬11種のL.pneumoph i 1 aに対する抗菌作用の成績を表 lに示した。 40mg/mlの作用させた

Daucus carotra (カクシツ)、 Coptisノ'aponica(オウレン)、 Phellodendronamurense (オウバク)、

Aster tataricus (:シオン)、 Cornusofficinal is (サンシュユ)、 Paeonialactiflora (ハクシャクヤク)、

Aralia cordata (ドクカツ)、 Citrusaurantium (キジツ)に抗菌作用が認められ、とくにDaucuscarot-

ra (カクシツ)で著明であった。 S. aureus ATCC25923， E. coli ATCC25922， S. marcescens ATCC8100， 

P. aeruginosa ATCC27853に対する成績は表 2に示した。 Coptisjaponica (オウレン)、 Phe1 lodendron 

amurense (オウバク)、 Citrusaurantium(キジツ)ではE. colnこ対し、 Cornusofficinalis (サンシユ

ユ)、 Paeonia1actiflora (ハクシャクヤク)はS.aureusとP.aeruginosaに抗菌作用が認められた。

中国産の 9種の生薬については、金銀花、野菊花、敗醤、紫花地丁、ジャスミン茶はL.pneumoph i 1 aに

対し抗菌作用が認め(表 3)、金銀花、黄相、苦参はE. col i， S. marces何 'nslこ弱いながらも抗菌作用が

認められ、ジャスミン茶ではS.aureusに抗菌作用を示した(表4)。
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表1 Legionellaρneumo.ρ，hilaに対する生薬の抗菌作用

生薬 40mg/ml しoneumoohila
でず-R2 TY-R5 しG1802 しG1860

Artemisia 'capillaris インチンコウ 一 一
Daucus carotra 力クシツ +++ +++ +++ +++ 
Coptis jaPOnica オウレン ++ ++ + + 
Digenea simplex ゴシュユ 一
G/Ycyrrhiza uralensis カンゾウ

Phellodendron amurense えつれつ + + ++ + 
Aster白 taricus シオン ++ + +++ 
Comus officinalis サンシュユ + + + 
Pal回 nialacti，恥ra ハクシャクヤク + + + +++ 
Aralia∞rdata ドク力ツ + + ++ 
Citrus aurantium キジツ + + + + 

次亜塩素酸ナトリウム 0.5% +++ +++ +++ +++ 
0.05% ++ +++ ++ +++ 

ポピドンヨード 10% + +++ +++ +++ 
1% + + + 
阻止円径 +++: >21.0mm ++ : 15.0-20.0mm 

+ 8.0 -14.0mm <8mm 

表2 各種細菌lこ苅する生薬の抗菌作用

S aureus E coli S maliαお'cens 尺 aeruginosa
生薬 40rng/ml ATCC25923 ATCC25922 ATCC8100 ATCC27853 

Artemisia capillaris インチンコウ

Daucus carotra 力クシツ 一
Coptis jaoonica オウレン +++ 
D泡rmeasimplex ゴシュユ
G/Ycyrrhiza ura/ensis カンゾウ 一
Phellodendron amurense っさつnワ 一 + 一
Aster tataricus シオン

Comus officinalis サンシュユ + + 
Paeonhョlactiflora ハクシャクヤク + + 
A回]包∞rdata ドク力ツ + 
Citrus aurantium キジツ 一 + 

次亜塩素酸ナトリウム I 0.5% +++ +++ +++ +++ 
0.05% ++ ++ 

ポピドンヨード I 10_~ +++ + +++ + 
1% ++ 
阻止円径 +++: >21.0mm ++ : 15.0-20.0mm 

+ 8.0 -14.0mm 一 <8mm 
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表3 Legionel/aρneumo.ρIhl1aに対する生薬の抗菌作用

紫

生薬 L. pneumophila 

LY-R2 しG1802 LG1860 
金銀桔(中国産〉 原液 ++ ++ ++ 

1/3希釈液 + + + 
黄柏〈中国産〉 原液 + 

1/3希釈液 一
苦参(中国産〉 原液

1/3希釈液 一
野菊桔 Yejuhua(中国産〉 原液 ++ ++ +++ 

1/3希釈液 + + 十

帽子 Zhizi(中国産〉 原液 + + + 
1/3希釈液 一 一

敗醤 8aijiang(中国産〕 原液 +++ +++ +++ 
1/3希釈液 + + + 

魚野草 Yuxingcao(中国産) 原液 + 
1/3希釈液

:括地丁 Zihuadiding(中国産〉 原液 +++ ++ ++ 
1/3希釈液 一

ジャスミン茶〔中国産〕 原液 ++ ++ ++ 
1/3希釈液 + 

阻止円径 +++: >21.0mm ++ : 15.0-20.0mm 
+ : 8.0 -14.0mm ー: <8mm 

表4 各種細菌に対する生薬の抗菌作用

紫

生 薬 S. aureus E∞，Ii S. maliα'3scens P. aeruginosa 

ATCC25923 ATCC25922 ATCC8100 ATCC27853 
金銀括〈中国産〉 原液 + + 

1/3希釈液 一
黄相〈中国産〉 原液 一 + 

1/3希釈液

苦参(中国産) 原液 + + 
1/3希釈液

野菊桔 Yejuhua(中国産〉 原液 一
1/3希釈液 一

据子 Zhizi(中国産〉 原液 + 
1/3希釈液

敗醤Bajjjang(中国産) 原液 一
1/3希釈液 一

魚龍草 Yuxingcao(中国産〉 原液

1/3希釈液

2括地丁 Zihuadiding(中国産) 原液

1/3希釈液

ジャスミン茶(中国産〕 原液 + 
1/3希釈液 + 一
阻止円径 +++: >21.0mm ++ : 15.0-20.0mm 

+ : 8.0 -14.0mm - : <8mm 
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考察

漢方生薬の科学化の方策として各生薬の微生物に対する作用が検討されてきており、成分の中には抗菌

作用を示す物質が含まれていると報告されている。私はこれまT抗菌薬の開発、抗菌薬の抗菌評価につい

て研究してきた。この経験を生かし生薬の抗菌作用に注目し再確認したいと考え、高齢者など易感染宿主

に感染するレジオネラを中心に検討した。分与された生薬11種のうち、 L.pneumoph i 1 aに対する抗菌作用

を示したのが、 Oaucuscarotra (カクシツ)、 Coptisjaponica (オウレン)、 Phellodendronamurense (オ

ウバク)、 Astertataricus (シオン)、 C01刀usofficinalis (サンシュユ)、 Paeonialactiflora (ハクシ

ャクヤク)、 Aralia cordata (ドクカツ)、 Citrusaurantium (キジツ)であった。とくにOaucuscarotra 

(カクシツ)は著明な効果を示した。 Coptisjaponica (オウレン)、 PbellodendronaOJUrense (オウバ

ク)、 Citrusaurantium(ヰジツ)ではE. coliに対し、 Cornusofficinalis (サンシュユ)、 Paeonialac-

tiflora (ハクシャクヤク)はS.aureusとP. aeruginosaに抗菌作用が認められた。中国産の金銀花、野菊

花、敗醤、紫花地丁、ジャスミン茶はL.pneωophilaに対し抗菌作用が認められた。また、金銀花、黄柏、

苦参はE. col i， S. marcescensに弱いながらも抗菌作用が認められ、ジャスミン茶ではS. aureusに抗菌

作用を示した。現在、 L.pneuOloph i 1 i aを含む各種細菌のバイオフィルム (Biofi1m)形成菌について検討し

ており、その結果を各種学会に発表予定である。抗菌薬耐性菌に対する生薬の有用性についても期待され

る。今後、各種生薬の有効成分の解析および臨床応用における予防効果についてさらに検討し貢献したい。
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一日中医学協会助成事業ー

中国人小児の歯科疾患擢患状況調査とそれに基づく予防プログラム

の作成と実施

研究代表者名鈴木基之 昭和大学歯周病学講座

共同研究者名 山本祥子，川崎英之，佐々龍二

昭和大学歯学部

貌秀峰 吉林大学口腔医学院

要旨

近年、急速な中国社会の発展に伴い、大都市部において歯科疾患が増加していると報告された。

一方、都市化の進む地方都市部でも、歯科疾患の増加が懸念されるが、その実態は明らかにされ

ていない。そこで、今回我々は、地方都市である吉林省長春市にて、長春市在住の幼稚園児、小

学校児童を対象として、小児における口腔健康調査を行い、その結果をもとに予防教育を行った。

その結果，麟蝕について低年齢児より有病率，一人あたり甑蝕歯保有率が高く、またこれらの

麟蝕歯は未処置のまま放置され重症化していた。一方歯周組織については全対象者の約 90%に

何らかの歯肉の炎症症状が見とめられた。以上の結果と生活習慣調査より中国人小児においての

口腔清掃が不良であることが判明した。

以上のことより中国人小児に対する口腔保健指導の必要性が示唆されたため、吉林大学口腔医・

学院に対し口腔保健指導についての意見提言を行い、中国人共同研究者らと口腔保健指導を行っ

た。

Key Words踊蝕擢患状況、歯肉炎擢息状況、口腔清掃指導、

緒言

中国における歯科疾患擢患状況については 1990年代より日本人研究者らにより調査され，そ

の中で歯科疾患の低擢患状況が報告されている。

一方、歯科疾患擢患状況は経済発展および都市化の進行に従い悪化すると一般的に言われている。

中国における経済発展は近年著しい、また地方都市の都市化が進行しており、生活習慣・食習

慣なども急激に変化している。このような現状において都市型生活における歯科疾患の急増が懸

念されるためその実情を明らかにするため踊蝕・歯肉炎についての擢患状況調査を行い、あわせ

て予防教育を行い中国歯科界に予防教育の重要性を認識させることを目的に本研究を行った。

対象と方法

1. 歯科疾患擢患状況調査

対象は、本歯科疾患実態調査についての事前説明を受けた上、保護者の参加同意の得られた長

春市吉林大学付属幼稚園の園児 113名と自強小学校の学童 159名の計272名とし、

年齢別に以下の 5群に分けた。

1群:41名(年齢 3，4歳)2群:77名(年齢5，6歳)3群:47名(年齢 7，8歳)

4群:64名(年齢 9，10歳)5群:43名(年齢 11，12歳 )

麟蝕の程度は、 COから C4の5段階で評価した。
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歯周組織状態の診査は、 PPD(Probing Pocket Depth )、 GI(Loe， H & Silness， J、Gingival Index ) 

を用いて評価した。

口腔清掃状態は、 Pll ( Silness，J & Loe，H、Plaquelndex )を用いて評価した。

2. 口腔保健指導

口腔保健指導は長春市において初めての試みのため、個人指導が行えるように自強小学校とし

た。

口腔保健指導開始にあたり、事前に保護者に口腔保健指導の意義、注意点などについて記載し

た説明文書を配布し、同意の得られた児童 540名を対象とした。

口腔保健指導は吉林大学報告庁大講堂にて全校児童に対し、踊蝕・歯肉炎の発生原因、口腔清掃

の必要性、正しい食習慣についての講演と自強小学校でのクラス別口腔清掃実地指導を行った。

結果

①，齢蝕擢患者率は、 1群:92.7%、2群:89.7施、

3群:100%、4群:92.2%、5群:76.7犯であった。

②，ー;人平均 df歯数は、 1群:5.8、2群:5.3、

3群:6.3、4群:2.4、5群:0.4であった。

一人平均DF歯数は、 l群:0.0、2群:1.0、

3群:0.9， 4群:5.0、5群:3.0であった。

③，踊蝕擢患者はは 91%と高率であり、

年齢別麟蝕擢患者率，年齢月 l人平均麟蝕経験歯数

を図 1，2に示す。

@)，乳歯踊蝕の処置率は、 9覧と低く未処置のまま

放置され、一部重症化しながら、永久歯の交換期

を迎えることが推察された。

⑤， PPD 3四以上を有していた場合は、上顎臼歯部

および上顎乳臼歯部で高く、 l群で 53.2%、2群で

64.3潟、 3群で 58.7潟、 4群で69.5%、5群で 79.7誌

であった。

@，全被験者の 90%以上が GI1以上を有していた。

⑦，各学年別平均 PPDとGIを表 1，2に示す。

③，口腔清掃状態は、匝群までは年齢が上がるに

つれ清掃状態は悪くなる傾向を示し、 N群、 V群

と良好になる傾向を示した。

⑨， V群では、上顎臼歯部において PPD3胴以上、

年齢別
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GI 2を有する者の割合は 61%であった。 乳歯 永久歯

⑮，上記結果をもとに吉林大学口腔医学院と協議のうえ、

長春市において口腔保健活動を実施することを決定した。 図2年齢別 l人平均麟蝕経験歯数

⑪口腔保健活動は 2003年3月10日より 4日間にわたり

自強小学校児童 540名に対して行った。

内容は、全体教育としての講演とクラスごとでの口腔清掃実地指導からなる。

1 )全体教育 麟蝕・歯肉炎の発生原因、口腔清掃の必要性、正しい食習慣についての講演を

中国人歯科医師により約 30分間の講演を行った。

2)口腔清掃実地指導 各クラスごとに日本人・中国人歯科医師により学童にブラッシング
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方法を模型上で説明後、プラーク染色液にて染色後各自の口腔状態を確認させた後にプラッシ

ングさせブラッシングの効果を確認させて行った。

表1歯種別PPD平均値 表 2歯種別GI平均値

単位(mm)

会ぞと1

1年生 4年生
2年生 4年生 6年生

16 1.111土0.39 1..1:!: 0.49 1.53:!: 0.51 

16 12.7;1土HUZW土日 76 1.3."57".7 
1 市ーー-1 I I 

t't  
11 1.01I:!:1I.54 1.13 :!:0.311 1.37:!:0.49 

11 12.o，:l剖IL!竺F ド 4出1.6~

26 il.N3 :t:1I.~!) 山 J71」;33±H・85
-16 ド・6J:!::叩 !1.51i土*fl.ω |. 3叩 I.S5

16 1.1山 4011.4山 50 同士H・~9 I 
46 1017:!:1I.38ω:!:0.41 11.35土川|

本:P<0.05 (平均値:tS.D.)
(平均値:tS.D.)

考察

中国の歯科疾患擢患状況は従来の日本人研究者の報告や 1995年実施の中国衛生部による歯

科疾患実態調査結果に比べ擢患状況は非常に悪かった。

これは近年中国の経済発展に伴い急激な都市化が進行したためと推察された。しかし本研究

地長春市では現在まで口腔保健活動が行われておらず、今後歯科疾患の急増が予測される。

このような状況を吉林大学口腔医学院に提言し、 2002年 11月より本口腔保健活動について

協議し、 2003年 3月に口腔保健活動を実施した。

本活動に対する吉林大学側の理解状況は極めて良好であるが、現時点では吉林大学に予防に

関する専門家が存在せず、また予防活動に従事する歯科医師が不足しているため、今後も日本

人歯科医師との共同で本事業を行うことが望まれる。

参考文献

1. 中国衛生部:第 2次全国口腔健康流行病学抽調査. 1998.人民衛生出版社.北京

2. 中田 稔:中国人小児の歯科疾患と歯科的特質に関する実態調査. 1992.文部省科学研究費
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要旨

一日中医学協会助成事業ー

昆虫和漢薬における薬効評価のための共同調査研究

(日本側)

研究者氏名

所属機関

(中国側)

奥山恵美

千葉大学大学院薬学研究院

共同研究代表者 Feng Ying 

同 所属機関 中国林業科学院、資源昆虫研究所

共同研究者 Chen Xiaoming 

同 所属機関 中国林業科学院、資源見虫研究所

共同研究者 Lin Qing 

同 所属機関 雲南中医学院中薬系

近年、社会的ストレスの増大や生活習慣病(あるいはその予備的状態)への対処において、和漢

薬の果たすべき役割も大きく、医療や健康維持への貢献をより積極的に進めるべきであると思われる。

様々な和漢薬の中でも、昆虫薬は中国でも古来から利用されている魅力的な素材であるにもかかわらず、

蜂蜜やローヤルゼリーなどの極一部を除いてこれまであまり注目されることがなかった。その理由とし

て、多くのの見虫薬利用が特定の地域に局在的であり、また特異な分野でもあることから、十分な情報

とグローバルな理解を得るに至らなかったと思われる。見虫薬の有効利用を図るに際し、科学的理解に

基づく EBM(Evidence-Based Medicine)としての提供や天然資源としての配慮も必要である。そこ

で、これらの足がかりを与えるべく利用状況や用法の調査研究を行った。

中国は世界的にも見虫を多く利用している国であるが、その中で量的にも種類的にも利用率が高

い雲南省を調査地域とし、中国側共同研究者とともに、それぞれの専門分野を有機的に活用して調査を

進めた。雲南省は、変化に富む気候と多様な生物で知られ、また多数の少数民族が暮らしていることを

鑑み、特色のある 4地域(熱帯雨林地帯の Xishuangbanna地区、寒温帯の Lijiang地区、照葉樹林帯

Dali地区および Kunming市街)で実施した。本調査研究では、実際の利用状況を短期間で正確に把

握するために、現地調査とともに地域の病院、研究所、大学等における研究者からの情報収集を優先し

た。

今回の調査により、見虫利用は雲南省における人々の生活の中に浸透しており、昆虫を医食同源

的に利用していることが確認された。地域の特殊性に関わらず、どの市場でも見かける種類の見虫薬あ

るいは食用品虫がある一方で、民族薬としての利用も認められ、風i昼、痛症、中風、皮膚病等の様々な

治療を目的として使われている。また、都市部においては伝統的な用法とは異なる利用が行われている

ようであり、 EBMとしての提供を急ぐ必要がある。さらに、資源昆虫研究所において、有用と思われ

る薬用見虫 80種をリストアップし、今後の詳細な研究への状況把握と基礎ができたものと思われる。

Key Words 和漢薬、昆虫薬、昆虫の有効利用、民族薬、雲南省

緒言:

近年の健康志向や自然志向を反映して、栄養補助食品や薬用ハープ等の利用が世界的に急増して
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いる。その背景には、社会的ストレスの増大や生活習慣病(あるいはその予備的状態)への危倶、老人

人口の増加などがあり、これまでの西洋医学のみの対処では満足できない状況にあるものと思われる。

一方、日本や中国では、ともに漢方薬や中医薬を利用してきた長い歴史があり、様々な生薬の豊富な臨

床情報も蓄積されてきた。現在のこのような状況においてこそ、和漢薬の持続的な有効利用を計り、人々

の健康維持や医療への貢献を積極的に進めるべきであると思われる。

様々な和漢薬の中でも昆虫薬は特異な素材であり、ローヤルゼリー等の一部を除けば、用法や効

果に関する情報や研究は非常に限られている。現在、日本において昆虫薬は動物薬の一部に僅かに入れ

られているにすぎず、中華人民共和国薬典においても数種の見虫薬が記載されるに留まっている。しか

し、中国における有名な古典である本草綱目の虫部第 39巻-42巻に多数の見虫薬が記載されている

ほか、最初の本草書といわれる神農本草経の上品(長期の使用でも安全で、かつ命を長らえる生薬を集

めたもの)にも、いくつかの興味ある見虫薬が記載されている。現在の臨床における昆虫薬の用例は、

日本において限られているものの、通常の漢方方剤の他に見虫薬を服用させたところ治療効果が培大し

たという例も耳にする。これらを鑑み、見虫薬は人々の健康維持やこれからの医療にとって魅力ある天

然素材であると期待されるが、それらに関する臨床情報と研究の不足により医療現場での関心も低く、

有効利用がなされていない。そこで、まず昆虫薬の利用状況やその用法等を調査することにより、持続

的に有効利用可能な素材を取り上げると共に、その科学的薬効評価を得るための足がかりを与えるべく

本調査研究を行った。

対象と方法:

中国雲南省は多様な生物が生息していることで知られ、我々はすでにその中心的生薬市場を視察し、

調査対象としてたいへん魅力ある地域であると認識していた。同省には本研究の中国側パートナーであ

る中国林業科学研究院 資源昆虫研究所があり、本研究所の FengYing主任研究員および Chen

Xiaom in g所長の意見も踏まえて、本共同研究にとっても最適な地域であるとの判断に至った。

本省は中国西南に位置し、山地あるいは山麓地が 94%を占めるといわれる地域であり、高低の変化

が大きく気候の変化に富み、熱帯雨林地帯から寒温帯、高山地帯までを含んでいる。すなわち、‘ 7つ

の気候帯が並存する'といわれる地域である。また、省の全人口中に占める少数民族の割合も 30%以

上にのぼり、現在中国に暮らす漢民族を除く少数民族 56のうち、 25の民族がこの雲南省にくらして

いるとされる。従って、本地域における気候、生物並びに民族の多様性を鑑み、見虫利用における幅広

い情報が得られるものと期待された。

以上の地域特性を考慮し、現地調査に関しては民族薬に詳しい雲南中医学院のLinChin副教授を協

同研究者に加えて検討を行った。調査地域として、熱帯雨林地帯の Xishuangbanna地区、寒温帯の

Luiang地区、照葉樹林帯 Dali地区の 3カ所での初期実地調査を計画し、それにより昆虫利用の実態を

大まかに掴むこととした。また、 Kunmingおよびその近郊においては、市場での調査、雲南農業大学

植物保全学院昆虫系スタッフからの情報収集、資源昆虫研究所において所蔵する書物やこれまで蓄積さ

れたデータの見直し等の共同作業を行い、有用と認められる昆虫のリストアップに勤めた。

結果:

1 . Xishuangbanna地区における調査(現地調査 2002年 9月 15日......1 7日)

熱帯雨林地帯の Xishuangbanna地区は 14の少数民族を擁しているが、 Dai族自治州に属し、

Dai族が最も多く暮らしている。 Dai族には独自の文字とその伝統医学があり、中国でもめず

らしい民族医学の医院である西双版納州俸医医院がある。本医院を訪問見学すると共に、附属

する西双版納州民族医薬研究所にて、 Dai族医学に造詣の深い科研科科長、Lin医師と面談し、

Dai族医学における昆虫利用の実態をお聞きした。Lin医師によると、 Dai族医学においてよ
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く用いる昆虫はアリ類、蜂類、甲虫類であり、用法としては、風湿、痛症、抽風、皮膚病等の

様々な治療を目的とし、単品であるいは合剤として、水で煎じたり、酒に漬け込んで、服用す

る。しかし、今回の調査期間が限られていたため、本地域での昆虫生薬の入手並びに同定には

至らなかった。その後の資源昆虫研究所における調査によると、雲南省では 7種の cockroach

利用が記録されているが、そのうち、最も価値があるとされる Periplanetaamericana 

(Linnaeus)がこの Dai地区において広く培養されており、その抽出エキスは傷や肝炎の治療、

心臓疾患などに使用されている。

また、 Dai族村ーカ所を訪れて短時間ながら調査をおこなったところ、本地区は雲南省内でも

植物相や昆虫の種類において多様な地域ではあるが、高温多湿下での腐敗や虫害などが多いせ

いか、村の中で昆虫薬を実際に目にすることはなかった。それぞれの家庭内における詳細な聞

き取り調査が必要と思われる。なお、この地域では食用見虫としてアリを使ったピネガー(ア

リをお湯に入れて作る)を料理に用いることはよく知られている。本昆虫に関しては

Oecophylla smaragdinaと同定されている。

2. Lijiangにおける調査(現地調査 2002年9月17日'"1 9日)

寒温帯の Lijiang地区は Nashi族自治州であり、 Nashi族は古くからその独自の Dongba(東

巴)文字および Dongba文化を有していたことで知られている。雲南省社科院東巴文化研究

所では 2000年に古代 Dongba文字を解読した書物(納西東巴古籍訳注、雲南人民出版社)全

100巻を刊行したが、その最後の第 100巻が Dongba医療関係になっている。本書物製作の

第一人者である王世英氏らに Dongba医療における生薬類について見虫薬利用を中心に伺つ

た。 Nashi族は本来多くの生薬類を用いていたようであるが、 Dongba医療に関しては資料が

少なく、また王世英氏らの研究分野も異なるため、さらなる研究が必要とのことである。現在

のNashi族村における現地調査も併行して行われる必要がある。

Ujiang地区よりさらに北西部はチベット族が暮らす地域が広がっており、チベット医学の影

響で Lijiang地区でも蔵薬類を多く利用しているようである。この地区で入手した数種の生薬

に関して、後に雲南中医学院の何人かの中医師に相談したが、中医学とは全く異なる生薬であ

るためわからないとのことであった。

Lijiangの北にそびえる玉龍雪山 (5596m)地区では、ロープウェイで登った 3000mほどの

地点に、ことを訪れる観光客用に小庖がいくつも並んでいる。特に数種の高山特有の雪蓮花や

霊芝などの生薬を扱う庖が多かったが、それと共にアリ類の見虫薬を置いている庖も何カ所か

見かけた。山麓にある信頼できる生薬庖(玉龍雪山参霊館)にて、 bigblack ant (Sample 1) 

並びに redant (Sample 2)を購入し、資源見虫研究所にて同定を行った。これらのサンプル

のうち、後者は先の小庖であつかっていたものと似ていたが、若干大きめであった。同定の結

果、 Sample2はDai族が利用しているアリと同じ種類であることが判明したため、本 sample

の採集あるいは培養地域につき、さらに調査が必要である.

big black ant (Sample 1): PolyrIlachis lamellidens Smith (Formicidae， Formicinae) 

red ant (Sample 2): Oecophylla smaragdina Fabricius (Formicidae， Formicinae) 

これらのアリ類は一般に抗炎症、鎮痛、鎮静、肝保護作用、抗痩筆等に幅広く利用されている

ようであるが、地域や種に特定した具体的利用に関してはさらに詳細な現地調査が必要である。

Lijiang市内地の食堂では、 bambooinsectやwasp(成虫蜂)類の唐揚げを提供していた。

KunmingやDali市内でも同様に提供されており、これらの見虫が食用として雲南省で広く

利用されているようである。

3. Dali地区における調査(現地調査 2002年9月20日"'21日)

Daliは大理由(Bai)族自治州の州都であり、昔から交通の要所であったため多くの民族が出入

-32 -



りしていた地区であるが、元々住んでいるのは最も多い Bai族、 Yi族を始め 13ほどの少数

民族ではないかとのことである。市街地近郊での民族独自の生活調査は難しい状況であり、Dali

市街地から離れた村での調査が必要と思われた。なお、湖の近くに位置する観光客用のレスト

ラン兼売庖では、この地域の生薬を含め様々な名産を取り扱っていたが、その中に黒アリの一

種 (blackant， Sample 3)を認め購入した。本 Sample3は特有の臭いがあり、事前に特別

な処理を行っているかは不明である。同定は、資源見虫研究所で行った。

black ant (Sample 3): Formi伺 aauiloniaYarrow ( Formicidae， Formicinae) 

また、本地域には中洋医学の医院として中心的な大理医学院附属医院があり、また大理医学院

薬学系には見虫薬の製剤化 (cochochs;火傷等に使用する、外用内服共に可)により圏内特

許を取得したことで知られているLiShu-nan教授が在籍している。そこで、Li教授の研究

施設並びに附属医院の視察を行うと共に、Li教授を含めてスタッフとの討議を行った。Li教

授は現在新しい昆虫薬開発をめざし検討中であり、附属医院での臨床知見を得る際、希望者を

募り、無料で治療を行うことでデータを蓄積しているとのことである。今後協同研究等で昆虫

の有効利用を図ることを申し合わせた。

4. Kunmingにおける調査並びに資源昆虫研究所における有用昆虫のリストアップ (2002年 9

月 12日"'14日、 9月22日"'25日)

Kunming市内にある花鳥市場での調査において、いくつかの庖舗で見虫薬を目にしたが、最

も多く取り扱っていた昆虫は‘臭殻虫'であった。特に、烏の餌を扱っている庖で売られてい

ることが多い。用法としては、生きている虫をそのまま酒につけて一ヶ月以上おいて飲用する、

あるいは鍋に入れて加熱乾燥後、粉砕してそのまま飲む、とのことである。効用の説明は庖に

よって異なるが、総合すると、消炎、リュウマチ、癌、高血圧、子供のおたふく風邪などに良

いということである。しかし、抗炎症作用はあるが癌はわからないと説明する人もいる。癌に

は 10匹Idayあるいは、 500匹I1L酒で作って 1日3回少量ずつ飲むとのことである。購入

している人がいたので尋ねてみたところ、肝臓癌と診断されたのでこの昆虫を定期的に購入し

て飲んでいるとのことであった。実際の効果については、信頼できる判断材料がないため不明

である。なお、本昆虫は生きたまま販売されることが多いが、乾燥したものを大量に扱ってい

る庖(培養しているとのことであった)より購入し(臭殻虫 Sample4)、資源、見虫研究所に

て同定を行った。

beetle(臭殻虫)Sample 4: Balaps japanesis YUl1l1anel1sis Mars. 

資源見虫研究所のその後の調査によると、雲南省における甲虫類利用の歴史は長く、それらを

熱、咳、腹の痛み、痔、癌などの治療に利用しているとのことである。

Kunming市内レストランでは前述の bambooinsect (竹虫)や wasp(成虫蜂)類の唐揚げ

を提供している所がよくあり、大きめの wasp(成虫蜂)を酒につけた薬酒も見かけた。他の

種類の見虫もいろいろ食しているようであるが、入手できる時期的要素も関係しているのかも

しれない。人々の日々の生活の中で、昆虫が食と健康に普段から利用されているようである。

資源見虫研究所スタッフによると、雲南省では 177種以上の edibleinsectを用いているとの

ことであった。

雲南農業大学植物保全学院昆虫系におけるスタッフに、雲南省で一般に利用されている見虫薬

について話を伺った。見虫標本に基づいて 3，4種の昆虫を示唆して頂いた(中には毒性の強

いとされるものも含まれる)が、本研究院においては見虫の有効利用の視点での研究は少なく、

むしろ我々の本研究を奨励された。昆虫利用の盛んな雲南省においても、昆虫研究分野がそれ

ぞれ独自の研究を行っており、昆虫薬有効利用のためには、様々な分野の有機的な結びつきが

必要と思われる。
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また、資源見虫研究所において、同研究所所有の蔵書等を活用して有用見虫のリストアップを

行い、 80種を選出した。今後、このリストよりさらに有用と思われる昆虫を絞り込み、詳組

な用法や利用状況の調査並びに見虫の同定を行っていく予定である。

5. 天然資源としての昆虫

考察:

昆虫利用に関しては、その天然資源としての環境への配慮は十分になされなければならない。

従って、生育環境の調査や培養条件等の研究が必要であり、これらに関しては資源見虫研究所

が担当することになっている。同研究所にて昆虫の細胞培養等の研究を立ち上げるため、 Feng

YingとLinQin g両氏が来日し (2002年 11月 10日'"1 1月 16日)、日本の大学や研究所

における施設並びに研究についての視察を行った。得られた情報は、現在建築中である資源見

虫研究所の新施設にて応用するとともに、見虫培養細胞を利用した資源の確保を含めて様々な

方向から検討を行っていく予定である。さらに、重要な中薬である冬虫夏草などは、その産地

である雲南省においてさえ入手が難しくなっている現状があり、一般にはその培養菌体で代用

していることが多い。代用品の薬効が正品と同等であるか疑問があり、正品に相当するものの

培養等を本資源見虫研究所で行うことが可能であるか検討中である。

昆虫薬有効利用を鑑み、その利用状況を調査し、科学的薬効評価を得るための足がかりを与えるべく、

中国雲南省にて調査研究を行った。中国側共同研究者の所属する中国林業科学院資源昆虫研究所内に

おける調査と併行して、気候や民族の大きく異なる 3カ所の地域、並びに Kunming市場で初期実態

調査を行った。

雲南省における昆虫利用は、医療や食生活において広く人々の生活に浸透しており、医薬同源の言葉

どおり、食用とする昆虫を医薬としても利用していることが多い。気候や地域性に関わちず、一般的に

利用している見虫と、地域あるいは民族特有のものがあるようである。一方で、特に癌治療などにおい

ては、かなり毒性の強い昆虫を利用している例も認められる。特に都市部の市場等においては、伝統的

用法が正しく認識されているか疑問が残る場合もあり、口コミで新たな利用が開始されたと思われる見

虫も見かけることから、人々の健康被害も危倶される。やはり、根拠に基づいた情報、すなわち EBM

としての昆虫薬利用が必要であると思われる。また、見虫の種の同定は容易でないため、利用している

見虫が明確でなく、さらに採取地域の特定や‘培養品か天然品か'の判断が困難であることも多い。確

認されている部分とそうでない部分を分離整理して、理解していくことが必要であろう。

昆虫薬の有効利用を図る際には、地域における詳細な見虫利用の調査、見虫の同定、用法に基づく薬

効解析、活性物質の同定、臨床知見、昆虫の培養と供給、自然界における昆虫の生態と役割等の様々な

科学的研究が必要とされ、それらの情報が有機的に共有される必要があると思われる。境界領域を網羅

する総合的研究の必要があるにも関わらず、これまで細切れ的な一部の研究しかされていない。しかし、

関連領域の研究者との話し合いにおいて、この総合的研究発展の必要性をそれぞれの研究者が感じてい

ることが確認された。昆虫薬はこれからの保健医療や健康維持等に寄与する可能性が大きいとの手応え

を得、研究者間の有機的な協同研究を含めた総合的な基礎研究の推進を図っていきたい。

参考文献:

1) Chen Xiaoming， Feng Ying、中国食用見虫、中国化学技術出版社、北京。
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Abstract 

馬恩龍

恒枝宏史，王敏倖，木村郁子

富山医科薬科大学(院)薬学研究科臨床薬理学講座

藩陽薬科大学薬理研究室

官lephysiological role of cerebral microvasculature is to establish the blood-brain ba汀ier(BBB). Cerebral microvascualr 

abnonnalities have been implicated in some diseases such as diabetic complications in由ecentral nervous system (CNS) and 

cognitive dysfunction. At present， the pathology of cerebral microvessel in diabetes mellitus is still uncertain. ln this study， 

We investigated the e能ct of serl.lm fi'om STZ-induced diabetic rat and the several subs回 tes incJuding 

W-(叩凶xym拙 yl)lysine(CML) and leukemia inhibitory factor (LIF) on the proliferation of the porcine microvessel 

endothelial cells (CMVEC). To do this， as甘ocyteswere isolated fi'om newbom Wister rats and as甘ocytes-conditioned

medium was collected. Then the microvessels合actionswere prepared合'Omthe porcine cerebral co口ex.By甘eating

ou匂rowingcelJs fi'om the microvessels wi出theendothelianl 回 IItηrpsin，the porcine CMVEC were obtained. We observed 

that serum合'OmSTZ・induceddiabetic 1ヨtsignificantly inhibited the cell proliferation. Neither CML (0.ト10μglmL)or L1F 

(0.0ト30nglmL) alone produced any inhibitory e民cton the proliferation of the porcine CMVEC. The proliferatiol1 

inhibitory e能 ctofserum合'OmSTZ-induced diabetic rat on the porcine CMVEC suggests that the diabetic serum contains 

some inhibitory factors， although they have not yet been identified. More work is required to elucidate the mechanism 

underlying the diabetes-induced cerebrovぉcularcomplication. 

Key Words Cerebrocortical microvessel endothelial cells， Diabetic rat serum， Advanced glycation end prl吋uct(AGE)， 

N三(回rboxymethyl)lysine(CML)， Leukemia inhibitory factor (L1F) 

Intr(刈uction:

Cerebrovascular disease is an卸lpOltantcomplication of diabetes mellitus. Epidemiological studies show that diabetes is a 

risk factor for ischemic stroke and vascular dementia. The pathogenesis of diabetes-associated cerebrovascualr disease 

ap伊 都 tobe linked to excessive glycation， oxidation， endothelial cells dysfunction and insulin resistancel. It is gene凶 Iy

ac田 ptedthat cerebral microvessel endothelial cells foml the so-cal1ed blood-brain barrier (BBB) in vivo， which regulates the 

homeostasis of the central nervous system. The cerebral capillaries display a typical ultr百 tructl.lrecrucial to execute BBB 

function. Brain・derivedmicrovascular endothelial cel1s are characterized by minimal pinocytic activity， the absence of 

fenestrations， and the presence ofhighly resistant， t泡htintercel1ular junctions， which lead to the high resistance vall.les of批

brain endothelium. The endothelial cel1s are surrounded by a 30・to40-nm-thick basement membrane (BM) which is often a 

target of investigation dl.le to its合equentlyobserved malfonnations under pathophysiological conditions (for exrunple 
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Alzheimer's disease).官1eex回 cellularmatrix components of the BM， namely出eintrinsic collagen， heparan sulfate 

prot，ωglycan (HSPG)， laminin and the extrinsic fibronectin are known to be produced by the cel1 types of the capi11aries. 

Those BM constituents are arranged into a tri1aminar s加 C旬rewith an endotheliallayer (Iamina rara intema)， an as加 c凶c

layer (Iamina rara extema) and a岡市itory，fused layer in-between the two (Iamina densa). Those characteristics endow 

endothelial cells with the ability to regulate the甘ans・andparacellular passage of most substances and drugs fi'om blood into 

the brain2
• Cerebral microvessel endothelial cells are also relevant to the pathophysiology of many CNS disorders such as 

diabetic complications， ischemic brain damage and d巴mentia.Moreover， cerebral microvessel endothelial cells are key 

elements of tissue revascularization and angiogenesis， which may have imp0I1ant consequences for the repair of 

postischemic bra加damageor tumor progression2大

Materials and methods: 

Materials 

Heparin (Sigma)， trypsin TRL (Worthington)， collagenase type III (Gibco BRL) ， DNAse (Wo巾 ington)，endothelianl 

cel1町!psin(Sigma)， collagen type 1 (BD Bioscience)， fibronectin (Roche)， poly-D-Lysine (Sigma) 

Collectioll of astrocyte・cOllditiolledmedillm 4-J 

As甘ocyteswere isolated合omnewbom Wister rats (3 days old). Isolated cortices were自llgmentedand incubated with 

ttypsin-EDTA in Dulbecco's modified Eagle medium (DMEM) at 37'C. The suspension was filtered through a 120・and45・

μm nylon mesh， respectively， and cultured for 3 days in DMEM containing 10% fetal bovine se1um (10% FBS-DMEM) in 

plastic tissue f1asks at 37'C， 10% CO2・百1emedium was refi'eshed every other day. When conf1uent， the cultures were 

passaged with町中sin-EDTAin a split ratio of 1:3 to poly-D-Iysine-coated f1asks and grown to conf1uent again. Then， 

as甘ocytes-conditionedmedium was collected eve1)' other day for 2 weeks. 

Isolatioll ofporcille cerebrocortical microvessesl4
-
J 

Fresh porcine brain was obtained at a slaughterhouse in Toyama and St01吋 onthe ice while回 nsp0I1ingto出el8凶l1ltory.

Cerebellum and stem were removed and the hemisphere was separated. Then the hemispheres were carefully wぉhedwith 

cold PBS. ln the Petri dish containing cold 10% FBS-DMEM， grey matter was colJected， and cerebrocortical microvessel 

fragments were prepared by manual homogenization using a Wheaton homogenizer and subsequent1y trap戸don 150・ドm

nylon meshes. Then the blood microvessels were digested in digest complex solution for 1 h at 3TC and subsequently 

fiItered through a 200・μmnylon meshes. In the end， the cerebrocortical microvessels合'actionswere resuspented in仕切ze

mix (FBS with 10% DMSO) and stored at・80・'C，after ovemight， microvessels were transfered into liqid nitrogen. 

PrimaηI isolatioll of cerebrocortical microvessel elldotlle/ial cells 4・5

Cerebroco11ical microvessels in a vial were transfel吋 intoa tube with 37'C， 8.6% FBS-DMEM. After centrifuge， 

microvessels were resuspended with 10 mL 37'C， 10% FBS-DMEM， and ttllnsfered into colJagen type 1 and 

fibronectin-coated f1ask. The f1ask was kept at 37・'C， 10% CO2 until microvessel attached to the f1ask. Then th巴medium

was changed with 10 mL growth medillm consisting of a 1: 1 mixtllre of 10% FBS-DMEM and th巴お甘OC)司令conditioned

medium supplemented with 100 U/mL heparin， and cells were cultured at 37・'C， 10% CO2 until prima1)' ECs were conf1uent. 

Passage of cerebrocortical 11ticrovessel elldotlle/ial cells 

Upon reaching conf1uence， the cerebrocortical microvessel endothelial cells were sllspended by exposure to EC ttypsin. 

After centrifi.1ge， CMVEC were 1百 uspended，celJs were then passaged in a split ratio of 1:3 to ∞lJagen type 1 -coated 

f1asks. 

Preparatioll of rat Serll11l 

Rats were decapitated and blood was acquIt'吋.Bloαiwas kept in the ice for 1 h， and centrifuged at the speed of3000中m

for 30 min. Then serum was aspil'ヨtedcarefully and kept in・20・'C.Before used， l1lt selUm was deactivated in the water bath 

of 56'C for 30 minutes， then filtered to sterilize. 
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円城ifei附 ion回 S句

For counting the cell numbers， all田lIswere detached合omdishes by treating with endothelial-cell trypsin. TJηrpan blue 

was added into the cell s凶 pentionto exclude dead cells， and the number ofliving cells was counted using Fuchs-Rosenthal 

hemacytometer. 

Results: 

Isolation ofporcille cerebrocortical microvessels 

Morphology ofporcine cerebrocortical microvessels were shown as Fig. I a and b. Five h after s田d叫 CMVECbegan to 

atthach to flask， and cobblestone-sha戸dendothelial回日swere growing合omthe attached microvessels a恥r6day.

、;• : • " ~ '.'工、7・4・;.~~~，，'>:~"~..・".;.:.... ./'に." :.~. . ... 
・. ー ‘ 一回

a b 

Fig. 1 Morphology of the po問 inecerebrocortical microvessels at 5 h (a) and 6 day (b) after seeded in f1ask coated 

with collagen type 1 and fibronectin. 

a b 

Fig.2 Morphology ofthe porcine ce陀 brocorticalmicrovessel endothelial cells. 
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Isolatio1l ofporci1le cerebrocorticalmicrovessel el1llotltelial cells 

Morphology of confluented the porcine cerebrocOltical microvessel endothelial cells was shown as Fig. 2. After confluent， 

the porcine cerebrocortical microvessel endothelial cells presented characteristic mo巾hology，i.e， cobblestone shape， spindle 

shape and with a centered oval nucleus. 

ξ'flect of serum from diabetic rats 011 the groJllth of first passage porcil1e cerebrocortical microvessel el1llothelial cells 

Po1'cine cerebrocOltical microvessel endothelial cells were seeded in 35mm dishes coa飽dwith collagen type 1 at the 

densities of 1 x 1 05 cells/mL and maintained in grow出mediumwith different concentrations of FBS-DMEM at 37'C， 5% 

CO2・Andcells were allowed to grow for 2 h. Then seIUm fi'om STZ・diabetic1'at or normal rat was added in the 

end-concentration of 5%. Cells were allowed to grow for 7 day before subjected to the viability test by trypan blue assaテAs

showen in Fig. 3， when the porcine CMVEC were incubated with seIUm合omdiabetic rat， the growth of cells was 

si伊i釘cantlyinhibited. 
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Effects of serum from STZ-induced diabetic rat (25 weeks old) on the porcine CMVEC. Data a問 shownas Fig.3 

* p<0.05，帥 p<O.Ol，difference be何'een伽 ogroups was determined by Student's unpaIJ吋mean士S.E.M(n=5). 

t-test 

Effect of N' -(carbo.¥.)'lIletltyl)lysille-HSA (CML-HAS) 011 the groJlltlt offirst pllssage porcille cerebrocortical microvessel 

elldotltelial cells 

Fi1'st passage po1'cine cerebrocOItical microvessel endothelial cells were seeded in 35mm dish coated with collagen type 

1 at the densities of 1 x 105 cells/mL. Cells were maintained in g1'owth medium at 37'C， 5% CO2 and g1'own fo1' 2 h. Then 

CML-HSA in the concen佐官tionsindicated in the Fig. 4 were added. Cells were g1'own for 7 d before subjected to th巴

viability test by tJypan blue assay. As showel1 il1 Fig. 4， CML-HSA p1'oduced 110 obvious e仔ects011 the growth ofthe porcine 
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Fig.4 

句作'ct01 leukemia illllibito砂舟ctor(LIIヲ011tlle growtll 01 tlle tllird passage porcille cerebrocortical microvessel 

elldotllelial cells 

Porcine cerebrocortical microvessel endothelial celJs (passage 3) were seeded in 35mm dish coated with colJagen type 1 

at the densities of 1 x 1 05 cells/mL. Cells were maintained in growth medium at 37・C，5% CO2 and grown for 2 h. Then LIF 

in the concen回 tionsindicated in the Fig. 5 were added. Cells were grown for 9 d before subjected to the v泊bi1itytest by 

訂ypanblue assay. As showen in Fig. 5， LIF produ回 dno obvious effects on出egrowth of CMVEC. 
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EfTects of leukemia inhibitoηfactor (Ll町 onthe third passage porcine CMVEC. Data are shown as Fig.5 

m回 n:!:S.E.M(n=3-4). 

Discussion: 

Hyperglycemia is the m吋orfactor for development of various diabetic complication， al出oughhow hyperglycemia 

provokes these complications has not been fulJy elucidated yet. In this report， we have applied diadetic rat seml11 to甘'eatthe 

缶百tpassage CMVEC. As shown in Fig. 3， the diabetic seml11 inhibited the growth of cells. Because of complicated 
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component in the seIUm， it is however di而cultto decide which factor acts to produ印刷se俄 ct.Recent1y， advanced 

gly回iionend products (AGE)， non-enzymatically glycated protein derivatives， have been recognized as a candidate for 

some diabetic complication6-7. We further investigated the effect of CML-HSA on the porcine CMVES which is AGE 

oxidative sress product and predominant AGEs in human body in order to explain the roles of CML on microvascular brain 

diseases induced by diabetes. Yet， CML・HASproduced no obvious e能ctson the growth ofthe porcine CMVEC (Fig. 4). 

LlF belongs to a family of IL・6・relatedcytokine and is known to inhibit the growth of macrovessel ECs8
• Until no川 no

papers about effects of LIF on出egrowth of CMVEC was reproted. In our pr右liminarytest， we have observed that LIF 

produced inhibitory e能ぬonthe bovine Cル1VECat fourth passage. Here we investigated the e能ctsof LIF on the porcin巴

CMVEC at the third passage. Interestingly， LIF pr吋 ucedno obvious e能ctson the growth of the porcine CMVEC at the 

third passage (Fig. 5). 

From ours加dy，the inhibitory e能 ctofselUm fi.om STZ-induced diabetic rat on the proliferation ofCMVEC suggests that 

the diabetic seIUm contains some inhibitory factors r~lated to microvesseel pathology in diabetes mellitus. Until now， they 

have not been identified. More work is 児 quiredωelucidatedthe mechanism underlying the diabetes-induced 

cerebrovascular complication. 
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要旨

一日中医学協会助成事業ー

ツインスロットブラケットにおける歯の移動様相に関する検討

研究者氏名 沈剛

中国所属機関 上海第二医科大学教授

日本研究機関 東京医科歯科大学大学院

岐合機能制御学分野

指導責任者名 教授相馬邦道

共同研究者 堀内洋輔

島芳夫

簡 野 瑞 載

マルチプラケット装置は矯正臨床において現在最も普及している装置の一つであり、代表的なものである

edgewise法は、Angle，E. H.により発表された後、 Strang，R. H. W.をはじめとする後継者らによって確立され、

さらにさまざまな改良が行われながら今日にいたっている。その基本的な概念は、プラケット中心部に長方形の

溝を与え、角型ワイヤ}を用いて歯の三次元的な移動を行えるように考えられたものである。

これに対し、ワイヤーとプラケットの摩擦を最小限に抑え、かっ3次元的な歯のコントロールも容易に行える

ように、ツインスロットプラケットを考案した。このプラケットは、歯冠頂側に 0.018インチスロット、歯頚側

に0.022インチスロットと、ワイヤースロットを 2つ有することにより、丸型ワイヤーだけの使用による歯の三

次元的な移動が可能であると考えられる。その臨床応用に向けたプラケット構造の検証や歯の移動法を確立する

ことを目的に、シリコンパスに人工歯を浮かべた歯の移動様相をレーザー変位計を用いて計測する実験モデルを

作製し、その有用性について検討した。

実験結果から、レーザー変位計を用いて経時的に歯の移動距離を計測出来ることが確認された。また、ワイヤ

ーとプラケットの組み合わせによらず、負荷の大きさの増大に伴い、移動距離と時間により算出された移動速度

が大きくなる一方、移動速度が途中で変化するものも見られ、これは人工歯の傾斜により大きくなったワイヤー

とプラケットとの摩擦により起こったものと推察された。

繍富

矯正臨床において現在最も普及している装置の一つであるマルチプラケット装置は、さまざまな種類のプラケ

ットの開発に伴い、治療法も確立されてきている。なかでもエッジワイスプラケットをはじめとした、角型ワイ

ヤーを用いる治療法は、歯の三次元的な移動を可能にしている。

これに対し、歯の移動時の傾斜を抑えることにより、ワイヤーとプラケットの摩擦を軽減し、かっ3次元的な

歯のコントロールも容易に行えるように、ツインスロットプラケットを考案した。このプラケットは、ワイヤー

スロットを2つ有することにより、丸型ワイヤーだけの使用による歯の三次元的な移動が可能であると考えられ

る。本研究では、臨床応用に向けたプラケット構造の検証や歯の移動法を検討することを目的に、歯の移動実験

モデルを作製し、その有用性について評価を行った。

材科および方法

モデルの作製
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今回用いた歯の移動実験装置およびその模式図を示す(図 1a-d)。

l-a 実験装置の側面観 l-b 実験装置の上面観

パーソナル
コンビュータ

l-c l-d シリコンパス

エッジワイスシングルスロットプラケットあるいはツインスロットプラケットを人工歯にスーパーボンドで

接着し、移動実験に用いた。前者は、 0.016インチの丸型あるいは 0.016x 0.022インチの角型ステンレススチ

ールワイヤー上に、また、後者は、歯冠頂側の 0.018インチスロットには 0.016インチ、歯頚側の 0.022インチ

スロットには 0.018インチの丸型ステンレススチールワイヤー上に、出来るだけ摩擦が少なくなるように、ゆる

く結繋した。アクリル製のシリコンパスの両端にワイヤーを固定し、人工歯を歯頚部までシリコンパス内に挿入

した状態で、滑車を介して、 10g、15g、20gの分銅にて牽引を行った。シリコンパスは、信越シリコン社製のシ

リコン(阻-1600)を用いた。人工歯の移動距離の測定には、 Keyence社製のレーザー変位計 (LK-030)を用い、

PC-CARD型 NR-110(Keyence)で集計して、パーソナルコンピューター上で移動距離および所要時聞から移動速

度を計算した。

結果

レーザー偏位計により得られた経時的な人工歯の移動距離を図 2に示す。また、それにより求めた平均移動速

度を図3に示す。計測は各三回ずつ行った。
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平均速度

2 

。

その結果、レ}ザー偏位計を用いて人工歯の移動距障を経時的に計測できることが確認された。

図2より、グラフの傾きすなわち移動速度は常に一定ではなく、変動する部分もあることが認められた。図3

より、シングルスロットプラケットと角型ワイヤ}の組み合わせにおける 2()g'負荷時を除き、荷重の増加に伴い、

移動速度も増加する傾向を示した。移動速度の観点からは、ツインスロットプラケットは他のものに比べ、遅い

傾向が見られた。

宥事

ツインスロットプラケットは、二つのワイヤースロットを用いることにより、歯牙移動時の歯軸の傾斜を抑え、

摩線を軽滅できること、また、ワイヤーの組み合わせにより、他歯に対する反作用を起こさずに該当歯を動かす

ことが出来ることを目的に考案された。しかしながら、臨床応用に向けたプラケット構造の検証や歯の移動法の

確立はいまだなされていない。そこで本研究では、シリコンパスおよび人工歯、レーザー偏位計を用いて歯の移

動実験モデルを試作した。

実験結果から、このそデルを用いて移動速度を計測できることが確認されたが、一つのレーザ}偏位計で測定

できるのは、人工歯上の一点における進行方向上の偏位のみである。レーザー偏位計を複数用いて異なる点を計

測することにより、歯の傾斜や回転についても評価できるものと考えられる。

図2のグラフに関して，経時的な移動距離が直線的でなかったのは，歯が傾斜と整直を繰り返しながら移動し

ていることを示唆している。今回、ワイヤーとプラケットを結紫線により固定したが、その強さがすべて均等に

なるよう行うのは困難であると思われるため、プラケットスロットをチュープとするなど、ワイヤーの把持方法

を再度検討する必要がある。

図3において、ツインスロットプラケットでの移動速度が他のものよりも遅い傾向があったのは、二本のワイ

ヤーの平行性を保つのが困難であったこと、また、試作品であるツインスロットプラケットの構造が組雑であっ

たことなどが原因として挙げられる。生体における反応はこれとは異なることが予想されるが、臨床応用に向け

た、更なる改良が必要であると恩われる。

さらには、透明度の高いシリヨンを用いれば、視覚的にも移動様相を観察できるものと思われる。

以上のことから、歯の移動様相を検証する本モデルは、改良を試みることにより、さらに有用性が増すことが

示験された。
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Abstrad: 

一日中医学協会助成事業ー

髄腔内へ投与された麻酔薬の薬物動態の研究

研究者氏名

日本研究機関

指導責任者名

共同研究者名

足立泰

鳥取大学医学部麻酔・集中治療医学教室

教授石部裕一

聞大期、岡崎直人、稲垣喜三

Purpose:百世sstudy was designed to investigate the phanilacokinetic profiles of ketamine and s-ketamine after 

epidural administration by measuring the concentrations of two drugs both in plasma and CSF. Methods: 16 white 

Japanese rabbits were divided into 2 groups with 8 in each group which received ketamine and s-kitamine 

respectively. Anesthesia was induced with pentobarbital and maintained with inhalation of sevoflurane in oxygen. 

Two catheters inserted at L5・6epidural space and C2-3 subarachnoid space for epidural injection and CSF samples 

collection respectively. The right carotid artery was catheterized for blood samples collection. Both of blood and 

CSF samples were collected at 1，3，5，10，15，30，60 and 120min after epidural injection of ketamine (2mg/kg) or s-

ketamine (2mg/kg). Plasma and CSF concentrations were measured with high-performance liquid 

chromatography(HPLC). Pharmacokinetic parameters of plasma and CSF were estimated with 3・comparlment

model. ResuIt: AUC were significantly different between ketamine and s-ketamine in plasma and (p<0.05). Cmax 

of ketamine and S-ketamine in plasma were similar but were significantly higher than that in CSF (p<0.05). Both 

Tmax of ketamine and S-ketamine in plasma were similar to that in CSF. TIl2 s of S-ketamine in plasma was 

significantly longer th姐 lhatin CSF (p<0.05). 

Conclusion: There were significant differences of AUC， Cmax and elimination half-life between ketamine and S-

ketamine in plasma and CSF， the differences are remain to be ful1y elucidate. 

Key words: ketamine， S-ketamine， cerebrospinal-fluid (CS町， high-performance liquid chromatography (HPLC) 

Backgeound 

Ketamine is not only a anestbetic but also a powerful analgesic whicb bas been widely used in clinical anesthesia 

and pain clinic. Cli凶cal1y-usedketamine is a racemic mixture of two isomers， S-ketamine and R-ketamine. Smitb et 

al. suggested tbat ketamine is able to bind stereospecifical1y to opiate receptors in tbe brain and spinal cord. Tbe 

existence of opioid receptors in tbe spinal cord led the possibility to administer ketamine by epidural route. After 

stereoselective sep釘 ation，the S-ketamine is now clinical avai1able. Although several studies of pharmacokinetics 

and pharmacodynamics of ketamine or S・ketamineafter i.v. administration bad been carried out， however， only a 

little had evaluated the pbarmacokinetic profiles of ketamine and S-ketamine after epidural administration. This 

study was designed to investigate the pharmacokinetic profiles of ketamine and s-ketamine after epidural 

administration by measuring the concentrations of two drugs both in plasma and CSF. 

Materials and Methods 
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This s如dyobtained the approval of institutional ethics committee for animal experiment 16 white Japanese 

rabbits weighs 2.6-3.5kg were divided into 2 groups with 8 in each group which received ketamine and Sketamine 

respectively(K group and S-k group). 

After anesthesia， tracheotomy and mechanical ventilation were performed. Anesthesia was maintained with 

inhalation of 2-3% sevoflurane in oxygen. Then， a catheter was inserted into the right carotid artery for col1ecting 

blood samples and for monitoring arterial pressure. Rabbits were fixed in a prone position and laminectomy was 

carried out at C2-3 intervertebral space and a polyethylene catheter was inserted to subarachnoid space for 

collecting CSF sample. And thell， epidural puncture were performed at L5-6 intervertebral space and a polyethylene 

catheter was placed for injection keamine alld Sketamine. 

Ketamine or S-ketamine was admillistered at a dose of 2mg/kg through the epidural catheter. Blood samples 

(2ml) and CSF samples (0.2ml) were collected simultalleously at 1，3，5，10，15，30，60 and 120min after epidural 

injection of ketamine or s-ketamine. The blood samples were collected into heparinized tubes and centrifuged at 

3000g for lOmin without delay and the plasma samples were decanted. The CSF samples were transferred 10 ultra-

centrifugal filter unils and were ultra-centrifuged at 12000g for 40min. All plasma and CSF samples were stored at 

-20'C until analysis. 

Analytical Tachnique 

Measurement of ketmine and S-kelamiane in plasma and CSF were performed by HPLC. Bupivacaine was 

selected as interval standard in this s加dy.0.01 ml bupivacaine (20ug/ml， as I.S) was added into O.lml CSF sample， 

mixed 5min and 10 ul was injected onlo HPLC column for measurement. The plasma extraction procedure is shown 

as following: 

叫 l加a部sma日一+叫0山 li

ず
i討v… 仰 gl仰/油m叫l.a出sI.S) 
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5ml c句叩y戸c仙 … ( 閃 ltずt“ωi白on時itation for 5min) 

transfer叩 n吋erto a second tu 
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i吋ect10ul onto HPLC column for measurement 

Results 

AUC were significantly different between ketamine and s-ketamine in plasma and (pく0.05).Cmax of ketamine and 

S-ketamine in plasma were similar but were significantly higher than that in CSF (pく0.05).Both Tmax of kelamine 

and S-ketamine in plasma were similar to that in CSF. TI/2 s of S-ketamine in plasma was significantly longer than 

that in CSF (p<0.05).The pharmacokinetic parameters of kelamine and Sketamine in plasma and CSF were 
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summarized in table 1. 

Table l. Pharmacokinetic parameters of ketamine andS-ketamine in plasma and CSF 

AUC Cmax Tmax TI12α TII2s 
Ket Plasma 77.3(37.1)*# 1.7(0.7)# 6.0(4.4) 10.9(6.8)* 147.0(133.1)* 

CSF 29.9(4.9) 0.6(0.2) 8.6(3.3) 14.2(11.6)* 133.5(110.1) 
S-ket Plasma 141.0(48.1)# 2.1(0.4)# 9.8(4.7) 31.3(27.6)# 228.1(201.5)# 

CSF 36.4(5.5) 0.6(0.1) 7.9(4.1) 7.0(3.7) 95.7(33.7) 

AUC = area under the concentration-time curve (ug/ml/min)， 

Cmax = maximal concentration (ug/m1)， Tmax = time of maximal concentration (min) 
TI/2α= distribution half-life (min)， TI/2 s = elimination half-life (min) 

Parameters presented as mean(SD)， 

*p < 0.05 (ketamine vs.S-ketamine)， #P < 0.05 (plasma vs. CS町

Discussion 

In this study， the time courses of ketamine and S・ketamineafter epidural administration were similar to that of 

oral or intramuscular administration. Both Tmax of ketamine and S-ketamine in plasma or CSF were short， this 

demonstrated that ketamiue and S-ketamine transferred rapidly to the CSF and with a high vascular eptake. This 

properties are account for the rapid increase in drug concentration in CSF and plasma. And significant vascular 

absorption reduced the concentration gradient relatively quickly. This also can be demonstrated from this study by 

both of the ketamine and S-ketamine had a long elimination half-life， which were 147.0 (133.1) and 228.1 (201.5) 

min respectively. The pharmacokinetics of the epidural route of drug administration are complicated because of 

several processes can influence the different steps of drug absorption， distribution and elimination， such as， dural 

penetration， fat deposition and system absorption. Some other factors such as physicochemical properties of drugs， 

pKa and degree of lipid solubility are also play a important role in the pharmacokinetics of drugs. 

Pedraz JL et al. found the Cmax of CSF of ketamine was higher than that of plasma (about 2times). However， we 

got contrary results， in our study， both of Cmax of ketamine and S-ketamine in plasma were higb than that of in CSF 

(about 3times). Because only a little investigations evaluated the pharmacokinetics of ketamine and S-ketamine 

after epidural administration， tbe pharmacokinetic profiles of racemic ketamine and it's two isomers， S-ketamine 

and R-ketamine are remained to be fully elucidated. 
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Purpose: This s加dywas desi伊 edto observe the effects of three kinds of muscle rel邸 antson the pulmonary circulation 

in isolated peIfused rabbit lung. Methods: 18 Japanese white rabbits were divided into 3 groups with 6 in each group 

which received atracurium， vecmonium姐 drocuroniwn respectively. After anesthesia， tracheostomy and stemotomy 

were peIfonned. The pulmon釘 yartery and left atrIlun were cannulated and isolated peIfused rabbit lung prep釘 ation

were establisbed. The perfusate were consists of PSS peIfusate and autologous blood. The doses of each muscle relaxant 

were i吋ectedto the perfusate reser¥'oir in an accumulative m組 ner，which from 4 times of ED95 to 32 times of ED95 of 

each muscle relaxant. The Ppa， ppv ， Pao， Pvo and L¥PPa after HPV were recorded. The resistance of p叫mon訂y

circulation and HPV i曲ibitionrate (percentage) were calculated. Res叫ts:There were not significant changes of ppa， ppv 

and resistances of p叫monarycirculation (Rt， Ra and Rv) after each dose of muscle relaxant.τ'here were significant 

inhibition effects of all three muscle relaxant on tbe HPV. (p < 0.05). Conclusion: Atracurium， vecuronium and 

rocuro凶umdid not in11uence the p叫monarypressure and resistances of p叫mon釘 ycirculation.τ'hey had inhibition 

effects on HPV. 

K.ey 羽wo町r由 : Ar抗taωcu凶11肘riu凹凹nn払1， ve民cu町lTon凶ium，rocuronium， isolated peIfused lung， resistance， hypoxia p叫mon釘 y

vasoconstriction， inhibition 

Background 

Atracurium， vecuronium and r，ωuronium are intermediate duration nondepolarizing nemomuscular block agents which 

are most widely used muscle relaxants in clinical anesthesia. Several investigation were carried out on白einfluence of 

血esemuscle relaxants on血ehemodynamics. However， a11 of these investigations were concentrated on systemic 

circulation. The effects of muscle relaxants on出epulmonary circulation were not clear.百lisstudy was designed to 

observe whether or what kind of effects these muscle relaxants have on the pulmonary circulation. 

Materials and Methods 

Animals and IsolatedLung Preparation 

This study was approved the Tottori University Faculty of Medicine Laboratory Animal Care Committee. 18 female 

Japanese white rabbits (weighing 1.8・3.0kg)，，，'ere divided into 3 groups with 6 in each group which received atracurium， 

vecuronium and rocuronium respectively. After anesthesia and anticoagulation. Tracheostomy and stemotomy were 

perfolmed.百lelungs were ventilated with a warm humidified gas mixture of 21 %02， 5%C02， and balanced N2・The
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cannulation of pulmonary artery and left atrium were completed.百四 hear，lung and mediastinal structures were removed 

en bloc from the chest cavity. The isolated lungs were perfused with a peristaltic pump at a flow rate of 40 ml_kg.l_min・1

monitored with an electromagnetic blood flowmeter. The perfusate volume was lOOml which contained自pproximately

60 ml PPS and 40 ml autologous blood.百四 hematoclitof白eperfusate was adjusted to approximately 15%. The PH of 

出eperfusate was adjusted to 7.35・7.45.Pulmonary arterial (Ppa) and venousσpv) pressures were monitored 

continuously. 

Experimental protocol and measurement 

After 30 min of stabilization， the doses of each muscle relaxant were i吋ectedto the perfusate reservoir in an 

accumulative manner， which from 4 times of ED9S to 32 times of ED9S of each muscle relaxant. The whole experiment 

separated into four 25・minuteperiods. During each period， at 3 min and 10 min after muscle relaxant was i吋ected，the 

Ppa， Ppv， arterial and venous occlusion pressures (pao and Pvo) were measured. The pulmonary vascular resistances 

were calculated using the following equations: l)Rt = (Ppa _ Ppv)/Q， 2)Ra = (Ppa _ Pao)/Q， 3)Rv = (pvo _ Ppv)/Q， 

where Rt， Ra and Rv represent resistance of total pulmonary vascular， pulmonary arterial and pulmonary venous 

respectively. Q represent blood 11ow. Then， HPV was induced by switching the inhaled gas to a hypoxia gas mixture 

(3%02， 5%C02， balanced N2) for Smin. The pulmonary vascular re叩onseto HPV was expressed as the difference in Ppa 

(企，Ppa)before and after 5 min of hypoxia stimuli. The inhibitory effect of muscle relaxants was calculated in percentage 

by dividing each M'pa after each dose of muscle relaxant by白e6Ppamax， which was measured during the control phase 

before恥 initialdose of muscle relaxant was injected. After the 5・minHPV response test， a fresh normoxic gas mixture 

was inspired again to a110w the Ppa to return to the baseline level. At the end of experiment， the Ppa， Ppv， Pao and Pvo 

weJ'芭 measuredagain to compare with the baseline level. The whole experiment protocol is graphically presented in 

Figurel. 
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Fig. 1 experiment procudures 

25min 25min 

Statistics 

All data were presented as mean土 SD.Differences within groups were analyzed by白eone-way analysis of variance 

with repeated measures. 

Results 

No significant changes in Ppa， Ppv and resistance of pulmonary circulation were find after each dose of muscle 

relaxant in a11 three groups. The e町民tsof 3 kinds of muscle relaxants on Ppa， Ppv， Rt， Ra and Rv are shown in Tab.l ω 

Tab.3 respectively. 
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Tab.l Effects of atracurium on Ppa， Ppv and resistances(mean土SD)

Atr ppa ppv Rt Ra Rv 

base 12.4土1.6 5.~0.3 69.3:1:10.2 39.8:1:8.5 24.5:1:4.5 

lmg/3' 12.3:1:1.4 5.5:1:0.3 68.9:1:12.4 37.1:1:5.9 26.6:1:7.6 

lmg/lO' 12.2土1.4 5.5:1:0.3 67.8:1:11.9 37.5:1:5.9 24.7:1:8.4 
2mgβ' 12.4:1:1.3 5.~0.3 69.7:1:10 41.3:1:12.9 23:1:4.6 

2mg/lO' 12.3:1:1.2 5.~0.3 69.2:1:10.1 38.3土5.9 25.1:1:5.7 
4mg/3' 12.8:1:1.3 5.4:1:0.3 73.7土8.4 42.3:1:6.7 25.9:1:5.5 
4mg/lσ 12.9土1.3 5.5土0.3 74.2土8.6 42.6:1:7.4 25.3:1:5.4 
8mg/3' 13.3:1:1.4 5.5:1:0.4 77.5土10.7 48.5:1:14.8 22.6土7.5

8mg/1O' 13.3:1:1.4 5.5土0.3 78.3:1:11.4 48.7土15.1 23.5土6.7

Tab.2 Effects ofvecuronium on Ppa， Ppv and resistances(mean土SD)

Vec 時a 均v Rt Ra Rv 
base 10.7土0.5 5.4:1:0.3 54.9:1:4.8 30.2:1:10.4 25.5:1:6.7 
0.2mg/3~ 10.8土0.5 5.4:1:0.2 53.7:1:5.2 32.4:土6.6 21.5:1:6.2 

0.2mg/lQ' 10.7:1:0.5 5.4:1:0.2 54.8:1:5.3 32.6:1:6.5 22.0:1:6.6 

0.4mg/3' 10.7:1:0.5 5.3:1:0.2 55.0土5.7 32.9:1:7.8 21.9:1:7.8 

0.4mg/l0' 10.6:1:0.5 5.3:1:0.2 会t3:1:6.1 30.9:1:6.7 23.4:1:6.0 
0.8mg/3' 10.8土0.5 5.3:1:0.3 56.4:1:6.2 33.4:土6.8 22.8:1:7.0 
0.8mg/l0' 10.8:1:0.5 5.3土0.3 56.1土6.7 33.7:1:6.2 22.0:1:7.6 

1.臼19l3' 11.0:1:0.5 5.3土0.3 58.6:1:6.7 36.0:1:6.1 22.5:1:7.1 

出 血gjlQ' 11.0:1:0.5 5.3:1:0.3 58.2:1:6.7 34.5:1:6.4 23.3:1:8.1 

Tab.3 Effects ofrocuronium on Ppa， Ppv and resistances(mean土SD)

Rω ppa ppv Rt Ra Rv 
base 12.8:1:1.3 5.5:1:0.4 84.1:1:9.0 53.8:1:8.9 27.9:1:8.1 

1.2mg/3' 12.8:1:1.3 5.4士0.5 85.0土10.6 49.7:1:7.2 32.7:1:14.0 
1.2mg/lO' 12.9土1.4 5.5:1:0.5 86.1:1:10.2 53.0:1:9.5 30.6土10.0
2.4mg/3・ 13.0土1.7 5.4:1:0.5 87.2:1:12.9 53.5:1:7.0 31.1:1:13.8 
2.4mgI10' 13.0:1:1.6 5.4:1:0.5 86.7:1:12.6 55.8:1:8.7 28.3:1:13.6 
4.8mg/3' 13.1:1:1.9 5.5:1:0.6 88.2:1:16.2 55.1:1:10.1 30.1:1:12.9 

4.8/mgl0' 13.4土2.1 5.3:1:0.5 90.1土18.3 55.0土12.7 28.2:1:16.4 
9.6mg/3・ 13.7:1:2.0 5.5:1:0.5 94.1:1:16.5 61.4:1:11.9 29.8:1:15.6 

9.6mg/l旦L 13.7:1:2.1 5.5:1:0.5 94.5:1:17.8 59.6:1:13.3 32.0:1:14.5 

Ppa = pulmonary arterial pressure(mmHg)， Ppv = pulmonary venous pressure(mmHg)， Rt， Ra and Rv represent 

resistance of total p凶mon創-yvascu1ar， pulmonary arterial and pulmonary venous respectively (mmHgιImin). 

百leHPV re平onsewere significantly inhibited by all of three kind of muscle relaxants. The inhibition percentages 

after each dose of each kind of muscle relaxant were shown in table 4. 

Tab.4 Dose-HPV Re平onseofMuscle Relaxants (mean土SD)

Atr &'pa(mmHg) 

Inhibition(% ) 

Vec &'pa(mmHg) 
Inhibition (%) 

Roc oPpa(mmHg) 

Inhibition (%) 

叩<0.05 versus base value of oPpa 

#p < 0.05 versus base inhibition rate 

Discussion 

Base lmg 

5.12:1:1.82 4.07:1:1.60* 
21.02:1:3.99# 

Base 0.2mg 

3.87:1:1.67 3.02:1:1.40* 
22.84:1:3.02# 

Base 1.2mg 

4.04:1:1.61 3.25:1:1.34本

20.01:1:2.73# 

2mg 4mg 

3.53:1:1.48* 3.04:1:1.31* 
31.79:1:6.61# 41.14:1:6.85# 

O.4mg 0.8mg 

2.63:1:1.14* 2.32:1:1.01* 
32.35:1:2.91# 40.22:1:5.79# 

2.4mg 4.8mg 

2.94:1:1.23* 2.59:1:1.14* 

27.68:1:3.29# 36.76:1:3.47# 

8mg 
2.66土1.26*
48.96:1:7.68# 

1.6mg 
1.97:1:0.94* 
49.29:1:8.31 # 

9.6mg 
2.16:1:1.01* 

47.52:1:5.37# 

Almost all the nondepolarizing drugs can potentially block all autonomic re回 ptors.Interactions with cholinergic 

re∞eports， including ni∞tinic and muscarinic receptor， form the basis for some of the classic cardiovascular side effects 
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of由巳 musclerelaxants. Many investigations were carried out on the hemodynamic changes induced by muscle relaxants 

and almost of these investigation were concentrated on the systemic circulation. As most one of widely used three kinds 

of intermediate duration nondepolarizing muscle relaxants， atracurium， a ben勾lisoquinolinium，may cause histamine 

release剖 highdosage and result in decreasing of mean arterial pressure and tachycardia. Vecuronium is about 20 times 

weaker as a vagolytic substance than pancuronium. The markedly reduced vagolytic pro戸rty，together with absent 

ganglionic blocking and histamine release， results in noteworthy minimal cardiovascular effects of vecuronium. 

Rocuronium， a newer steroidal relaxant， it 's safety ratio for vagal block is about 10 times less than that of vecuronium. ln 

回 mestudies， when rocuronium was administered at high dose， increasing in heart rate of about 20 percent may be 

observed. This may due to the weak vagolytic effect. Rocuronium was reported may cause pulmonary vascular resistance 

increasing especially in patients with pulmonary hypertension or valvular heart disease. Atracurium was reported 

associated wi白 increaseof pulmonalγartery pressure in Fallot Tetralogy patients. ln血isstudy， there were no significant 

changes of Ppa， Ppv and pulmonary resistance after each dose of a11 of three kinds of muscle relaxant. The Ppa and 

pulmonary resistance slightly increased at the larg巴 doseof rocuronium compare to that of baseline， however， it was not 

statisticallY significant.百lenew discover in this study was that a11 of three kinds of muscle relaxants had significant 

inhibition effects on HPV-r・E叩onse.The mechanism of this inhibition effect is unclear. It may results from the interaction 

of muscle relaxants with some receptors located in pulmonary vascular or possibly other vosoactive substances are 

released. Further studies釘 enecessary to elucidate the mechanism of the interesting HPV inhibition effect. 
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藤野善久

中国内モンゴル河套平野の枇素汚染地域において、飲料井戸水の 90%が中国の基準である 50μg/L以上の枇

素濃度であった。また、枇素汚染地域における慢性枇素中毒症状の皮膚病変有病率は 40%以上であった。さら

に、枇素汚染地域の住民では、非汚染地域住民と比べて、皮膚症状以外に、咳、動惇、泌尿器症状および流産

の発生が多いことが示された。

緒言

枇素を含んだ飲料水の慢性的摂取による健康被害は現在世界各地で報告されている。被害人口は数千万人以上

と推定され、環境が及ぼす最大規模の健康被害と言って過言ではない。しかし、被害地域の多くが発展途上国

であり、地理的、経済的な問題を抱えていることから対策は遅れていて、被害は依然拡大し続けている。現荘、

各地で問題となっている枇素汚染の多くは、批素に汚染された井戸水を摂取することで生じている。このよう

な飲料水による慢性批素中毒は近年になって生じたと考えられている。 1970年頃から、衛生上の観点よりそれ

まで使用されてきた表層水利用の浅い井戸から、ポンプ式くみ上げ井戸への変換が推進され、下痢などによる

乳幼児死亡を減少させるのに成功してきた。しかしながら、不幸にして、深い地層に含まれる水脈に枇素が含

まれていたため、慢性枇素中毒が発生する事態となった。枇素による健康影響としては、初期に皮膚の異常角

化、色素沈着などが出現し、その後ボーエン病(前がん病変)、皮膚がんが発生することが知られている。また、

皮膚症状以外にも、糖尿病、高血圧、抹消循環障害、虚血性心疾患、さらに各種がんとの関連が報告されてい

る。

中圏内モンゴル自治区においても 1990年に初めて慢性枇素中毒患者が報告されて以来、黄河流域を中心とした

地下水枇素汚染が明らかになってきた。これまでに地質、水質学的な研究は多くなされてきたが、人々の生活

や健康面に関する疫学調査は少ない。そのため、問題の対策を図る上で重要な被害人口、有病率、疾病構造な

ど基本的な情報は限られている。

本研究の目的は中圏内モンゴル自治区枇素汚染地域における枇素汚染状況、慢性枇素中毒症状の有病率、およ

びその他自覚症状などについて、枇素による健康影響を明らかにすることである。

対象と方法

対象: 内モンゴル自治区五原県の批素汚染地域住民 432名および、非汚染地域住民 189名

住民健診: 参加した住民を対象に、専門医による皮膚症状の診察を行った。手掌、足底の角化、体幹、四肢
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の色素沈着、白斑の有無を確認。また、調査票により、咳、動倖、腹痛、不眠、関節痛などの自覚症状の有無

を調べた。また女性については自然流産の経験についても調査した。自覚症状、および流産経験について、非

汚染地域住民を対象にオッズ比を求めた。

井戸水枇素濃度調査: 調査対象村の井戸 106箇所(枇素汚染地域)、および 19箇所(非汚染地域)の枇素濃

度を測定した。

結果

井戸水枇素濃度調査:

批素汚染地域 106箇所の井戸のうち 96箇所 (90.6%)が 50μg/L(中国の飲料水安全基準、 WHO基準は 10

μg/L以下)以上の枇素濃度を検出した。非汚染地域の井戸 19箇所からは 50μg/L以上の批素を検出した井

戸はなかった。

皮膚症状有病率:

枇素汚染地域の住民 432人のうち皮膚症状有所見者は 192人 (44.4%)であった。

自覚症状:

咳轍症状:素汚染地域住民における咳轍症状の有訴率は40%であり、非汚染地域と比較したオッズ比は12.6

であった。

胃 痛 :枇素汚染地域住民の胃痛の有訴率は 44%で、非汚染地域と比較したオッズ比は 6.5であったロ

動 倖 :枇素汚染地域住民の動倖の有訴率は 12%で、非汚染地域と比較したオッズ比は 5.0であった

泌尿器症状:枇素汚染地域住民の泌尿器症状の有訴率は 8.5で、非汚染地域と比較したオッズ比は 14.5であ

った。

流 産 :批素汚染地域住民女性における流産の経験率は 5.8%で、非汚染地域と比較したオッズ比は 3.5

であった

考察

WHOが推奨する飲料水中の枇素濃度の基準は 10μg/Lである。本研究対象地域である内モンゴルの黄河濯甑流

域である河套平野は広範囲に枇素汚染が広がっていることは、著者らによってこれまでに報告されている。今

回の対象村においても、村内の 90も以上の井戸において中国圏内の安全基準である 50μg/Lを超えており、深

刻な地下水枇素汚染地域であることが明らかとなった。

これまでに、内モンゴル地域における枇素汚染についての十分な疫学調査は行われていない。本研究において、

対象地域の枇素による皮膚症状の有病率が 40%以上であることが推定された。この値は、これまでに報告され

ているパングラディッシュや他の地域における有病率と比較して、やや高い印象である。本研究の対象地域の

汚染程度が、パングラディッシュや他の地域の枇素汚染程度とほぼ同程度であることからも、枇素症状の発現

に関して、枇素暴露以外に食生活や環境要因などによる影響が示唆される。

枇素による健康影響としては皮膚症状の他に、末梢の動脈硬化病変 (BlackFoot diseaseとして有名)、虚

血性心疾患、および皮膚、肺、腸脱、肝臓がんの発生が増えることは良く知られている。近年、それ以外で特

に呼吸器症状が増加するとの報告もある。しかしながら、これまでに内モンゴルの枇素汚染地域において、皮
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膚症状以外の健康影響については報告がない。本研究の結果、内モンゴノレ枇素汚染地域住民で、は、非汚染地域

住民と比べて、咳、動倖、泌尿器症状、および流産のリスクが高いことが示された。このことは、枇素による

健康影響は皮膚だけでなく、生体の広範囲にEることを示唆している。枇素の毒性についての機序は解明さら

えていない点が多く、症状、生体内代謝の両面から毒性を検討していくことが必要である。

現在の慢性批素中毒の多くは、井戸形態が表層水利用からポンプ式井戸に変わったことが直接的の原因である

と考えられる。また、中圏内モンゴルにおける枇素汚染は河套平野、特に黄河濯瓶流域地帯に広がっているこ

とから、地下水枇素汚染の原因として濯瓶形態との関連も指摘されている。このように、飲料水枇素汚染問題

については、人々の行動様式、農業形態、環境などさまざまな要因が関連している。従って、その対策につい

ては、地質・水質工学的アプローチだけでなく、行動変容を促すような住民への啓蒙活動、関係当局への情報

提供など多角的な検討が必要である。
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要旨

一日中医学協会助成事業一

サイトカイン遺伝子、自殺遺伝子を用いた癌に対する遺伝子治療

研究者氏名

中国所属機関

日本研究機関

指導責任者

共同研究者

単保恩

河北医科大学第四医院科研中心

千葉県がんセンター病理研究部

部長 田川雅敏

鵜飼伸一、余玲、永川博康

難治性腫擦に対して現在有効な治療手段が少なく、その治療成績の向上は大きな課題の一つである。

そこで本研究では、直接的な殺細胞効果を狙う治療戦略のーっとして、腫1嘉融解性のアデノウイルスを

用いて、腫蕩特異的な遺伝子発現に基づく新規遺伝子治療の基礎的開発と、新規サイトカイン

interleukin(IL)-21を用いて生体の防御反応を利用した抗腫蕩効果について検討した。細胞融解能を有

するウイルスのうち、野性型のアデノウイルス(5型)は強力な融解能を保持しているため、このウイ

ルスの初期応答遺伝子の一つである EIA遺伝子を腫療においてのみ発現させれば、腫蕩特異的に細胞

融解をおこす可能性のあるウイルスとなることが想定される。この腫蕩特異的発現のために、本研究で

は、正常組織においてはほとんど発現がなく、多くの消化器がん等で高発現をみるミッドカイン遺伝子

のプロモーターを利用した。同プロモーターを EIA遺伝子の直前に挿入した組換えアデノウイルスを

作成し、その殺細胞効果をインピトロで検討した。その結果、このウイルスの正常細胞における殺細胞

効果は比較的低かったが、ヒト肝がん細胞における効果は極めて高いものであった。また、本アデノウ

イルスの増殖も正常細胞より腫蕩細胞の方が充進し、腫擦を特異的に融解しうると考えられた。また、

マウス由来の IL-21遺伝子を単離し、レトロウイルスベクターを利用してマウス結腸がん細胞に IL-21

遺伝子を導入した。この遺伝子導入細胞を同系マウスの皮下に接種し、腫1嘉増殖を検討したところ、遺

伝子導入細胞は一度生着するものの、その後腫蕩は完全に消失することが判明した。以上の結果は、消

化器がんを中心とする固形腫癌に対して、腫蕩融解性アデノウイルスおよび IL-21の腫蕩内遺伝子発

現は、遺伝子治療として有用であることを示唆している。

Key Words 遺伝子治療、アデノウイルス、サイトカイン、 IL-21

緒言:

肝がん、食道がんなどの消化器固形腫療は本邦ならびに中国においてその頻度が高く、その早期診断

法、有効な治療法の確立にむけての努力は現在もなお必要である。近年のバイオサイエンスの進捗に基

づく新規治療法のーっとしての遺伝子治療は、難治性腫寝の治療成績の向上に大きく寄与する可能性が

あると考えられ、いくつかの治療法について米国を中心に臨床試験研究が現在実施されている。そこで

本研究では、直接的な殺細胞効果を狙う将来の治療戦略のーっとして、腫癒融解性のアデノウイルス

( 1 )を用いて、腫揚特異的な遺伝子発現に基づく新規遺伝子治療の基礎的な抗腫蕩効果について検討

することにした。野性型のアデノウイルス(5型)は強力な細胞融解能があり、感染細胞よりウイルス

を放出させ最終的にこの細胞を死滅させることが可能である。このウイルスの初期応答遺伝子産物の一

つである EIA蛋白は、感染細胞における細胞周期の S期への移行等をはじめ、感染性ウイルス産生過

程の最初で直接的なスイッチを入れる働きをしている。従って、隠蕩においてのみ EIA蛋白が発現さ

せることができれば、腫蕩特異的な融解性アデノウイルスとなることが期待される。この腫蕩特異的発

現のために、本研究では 604-bpのミッドカイン遺伝子のプロモーターを利用した(2、 3)。ミッド

カインは胎生期の中枢神経系等で発現を認める分泌蛋白で、その生物学的機能は未だ明確ではない。し
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かし、この遺伝子は多くの消化器がん(大腸がん、肝がん、食道がん)等で高額度かつ高発現が認めら

れる特徴を有している (4、 5)。一方、大人の正常組織では小脳歯状核、肺に弱く発現を認めるのみ

で、その発現様式の随蕩特異性は極めて高い。またそのプロモーターの転写活性化能も SV40のプロモ

ーターや、既存の c-erbB-2やアルファーフェトプロテインのプロモーターよりもはるかに強力である

ことが明らかになっている。そこで、ミッドカインプロモーターを用いて E1A遺伝子の発現を制御し

うる組換えアデノウイルスを作成し、その抗腫療効果を検討することにした。

また難治性腫擦のコントロールには、生体の免疫応答を利用した治療も重要である。この抗腫揚効果

の主体をなすのは、腫嬉特異的な細胞傷害性 T 細胞である。最近一部の消化器腫擦で腫蕩抗原ペプチ

ドが同定され、免疫応答を利用したがん治療の可能性が示唆されている。しかし、腫蕩抗原ペプチドの

同定には細胞傷害性 T細胞株の樹立をはじめとする多くの手技が伴い、また主要組織適合抗原 (MHC)

拘束性によって、同定されたペプチドもその応用範囲が限定されることが想定される。一方抗!陸揚効果

を担う細胞性免疫応答にはガンマインターフエロン、インターロイキンー 2 (IL-2)を分泌する Th1タ

イプのへルパー T 細胞の活性化が必須である(6 )。また主にクラス I抗原陰性の腫蕩等に対して傷

害活性を有し広範な生体防御作用を司るナチュラルキラー細胞も、その重要性が再認識されている。そ

こで本研究では末梢の活性化へルパー T細胞より分泌される新規サイトカイン遺伝子 IL-21に着目し、

その抗腫蕩活性を検討しようとした。 IL-21受容体は T、B細胞およびナチュラルキラー細胞に限定さ

れ、末梢の活性化 T 細胞、さらにナチュラルキラー細胞の増殖に関与し、ナチュラルキラー細胞の殺

細胞効果を増強することがインピトロの実験によって示されている(7 )。そこでこの IL-21遺伝子

を腫寝細胞に発現させ、腫蕩局所より分泌される IL-21が、腫蕩周囲に集積する細胞傷害性 T細胞や

ナチュラルキラー細胞を活性化し、最終的に生体の免疫応答を活性化しうるかどうかを検討した。

対象と方法:

1 )組換えアデノウイルスの作成

ミッドカインプロモーターを Roclriguezの方法(8 )にしたがって、アデノウイルスの塩基配列 522

番目の位置に挿入した。すなわち MicrobixBiosystems社の pXC.1を用いて、 522番目に制限酵素部

位 Age1を作成し、この部位に 604-bpのミッドカインプロモーター領域を組み入れた後、 293細胞に

pBHGE3 (Microbix Biosystems社)と共に遺伝子導入した。生じたプラークよりアデノウイルスを

回収し、 293細胞を用いてウイルスを増幅させた。

2 )細胞傷害性試験

96穴プレートを用いて培養したヒト正常繊維芽細胞 (HFF)とヒト肝がん細胞 (HuH-7)に一定量

のアデノウイルスを加えて、さらに 5日間培養した。その後 WST試薬(和光純薬)を加えて、 2-3時

間培養し、 450nmにおける吸光度を測定し、ウイルス非添加群を 100%とて算出した。

3 )ノザンプロット解析

アデノウイルスを multiplicityof infection (moi)=20の条件下で細胞に感染させ、 48時間後に感染

細胞より RNAを Trizolを用いて抽出した。この RNA(20μg)をフォルムアルデハイドを含むアガロ

ースゲルにて電気泳動後、ナイロンフィルターに転写し、 [αー:l2p]clCTPで標識した E1A遺伝子でハイ

ブリダイズさせた。この時 glyceralclehycle3-phosphate clehyclrogenase (GAPDH)プロープを RNA

の対照として使用した。またマウス大腸がん細胞 Colon26、およびこの細胞に IL-21遺伝子を導入し

た細胞等より RNAを抽出し、:l2pで標識した IL-21遺伝子でハイプリダイズさせた。この時 elongation

factor 1-α(EF-1α)プロープを RNAの対照として使用した。

4) IL-21遺伝子の単離とレトロウイルス発現ベクターの作成

マウス牌臓細胞由来の cDNAより逆転写酵素を利用した polymerasechain reaction法にて IL-21

遺伝子を単離した。このときプライマーとして、 5'-A TTAAAGCTTCTGGTGGCATGGAGAGGAC-3・
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Colon 26 

(5・primer)と 5・-TAGGATCCTGTGTTCTAGGAGAGATGCTG-3・0・primer)を利用した。 IL-21cDNA

をレトロウイルスベクター LXSNに連結させ、これをパッケージング細胞 Psi-2 (エコトロピック)さ

らに PA317細胞(アンフォトロピック)に遺伝子導入をおこない、培養上清中にレトロウイルスが分

泌されていることをスロットプロット解析で確認した。

5 )遺伝子導入細胞の作成

PA317細胞培養上清中に含まれるレトロウイルスをポリプレン (Alclrich社)の存在下で

細胞に感染させたのち、 G418(800μg/ml、Gibco社)添加培義液で培養した。 G418薬剤耐性とな

った細胞をクローニングし、これを IL-21遺伝子導入細胞として使用した。

6 )抗腫揚効果の測定

細胞(1x101i個)を BALB/cマウスの皮下に接種して腫擦を形成させ、計時的に腫蕩体積を

径)x (腫蕩短径)2+2という式を用いて算出した。

(腫楊長

結果:

1)腫療融解性アデノウイルスの細胞傷害効果

ミッドカインプロモーターを挿入したアデノウイルス (Acl/MK) を用いて、ヒト正常繊維芽細胞

(HFF)とヒト肝がん細胞 (HuI-l-7)に対する細胞傷害活性を検討した(図 1)。その結果、 Acl/MK

を感染させた正常繊維芽細胞は高濃度のウイルスであっても比較的よく生存したのに対して、 Acl/MK

を感染させた肝がん細胞は低濃度のウイルスでも死滅する割合が高かった。この場合両者の IC;;uの比

較を行うと、 Ad/MKは正常細胞に比較して、肝がん細胞に対しては約 1000倍もの殺細胞効果がある

と考えられた。また他のヒト肝がん細胞を用いても Ad/MKに対する感受性は、 HuH-7細胞と同様に

高かった。

HuH-7 
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HuH-7 
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~・一一100 
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決
)
時
祉
制
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図2:アデノウイルス感染細胞

における遺伝子発現

25 

。。 100 10 1 0.1 

アデノウイルス添加量 (μl/well)

図1:細胞傷害活性

2)腫痕融解性アデノウイルスの腫療細胞における増殖

野生型のアデノウイルス (Acl/WT)および Ad/MKを一定の moiで HuH-7細胞の感染させた後、

これらの細胞のおける E1A遺伝子の発現を検討した(図 2)。その結果、 E1A発現は Acl/WT、Acl/MK

感染細胞とも大差がなく、非感染の親株 (Parent) では発現を認めなかった。同様に正常繊維芽細胞

HFFにAd/MKを感染させた場合、 E1A遺伝子の発現はほとんど検出されなかった (clatanot shown)。

Ac1/MKを感染させた細胞の RNAでは Acl/WTを感染させた場合に比較して、分子量の大きな E1A

mRNAが検出されたが、 mRNAサイズより判断するにこの転写産物は本来の E1A転写開虫台点から始ま

り MKのゲノム領域を含むものと考えられた。
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3)IL-21遺伝子導入細胞における遺伝子発現

マウス大腸がん細胞 Colon26にレトロウイルスで IL-21遺伝子を導入した細胞 (Colon26/IL-21) 

を薬剤耐性マーカーを用いて作成した。この遺伝子導入細胞をクローニングし IL-21mRNAの発現が

高い 2つのクローンを単離した(IL-21#1および IL-21#2)

導入した細胞を Vectorとして表記した)。

レトロウイルスベクターのみを(図 3、

また主要組織これらの IL-21遺伝子導入細胞のインピトロにおける増殖は親株のそれと変わらず、

適合抗原(トト2Kおよび H-2D)の発現は親株と比較して大差がなかった (clatanot shown)。

Vect 一一『。一ーPar巴nt一-cトー
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図3:遺伝子導入マウス大腸がん細胞

おけるIL-21遺伝子の発現
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腫療接種後の日数

図4: IL-21遺伝子導入マウス大腸

がん細胞の抗腫療効果

。。

4) IL-21遺伝子導入による抗腫揚効果

親株、レトロウイルスベクター導入細胞、 Colon26/IL-21細胞を同系マウスである BALB/cマウス

の皮下に接種し、その腫療体積を計時的に測定した(図 4)。その結果、ベクター導入細胞は腫擦を形

成し、その増殖は親株腫蕩の増殖と同じであった。しかし、 Colon26/IL-21細胞は一旦腫療を形成す

るも、しだいに退縮を始め、その後 2つのクローン由来の腫療とも完全に消失した。

考察:

腫揚特異的発現に関与する転写調節領域をアデノウイルスの遺伝子発現に利用し、腫傷融解性を持

たせた例としては、本研究以外に前立腺がん特異的な PSAプロモーター(8 )、肝がん特異的な

alpha-fetoproteinプロモーター(9 )、乳がん等で高い発現をみる MUC1(1 0)の転写調節領域を

用いたものがあり、いずれも目的の腫療を効率的に融解することが報告されている。ミッドカインが比

較的広汎な臆療に高い発現を示すことから、同遺伝子のプロモーター領域を組み込んだアデノウイルス

は多くの腫蕩で殺細胞効果を示すことが期待され、この点は今後ともさらなる解析が必要である。また、

cox -2 (cyclooxygenase-2)、テロメラーゼ (telomerase)あるいはサパイピン (survivin)遺伝子な

どの腫蕩特異性の高い遺伝子の転写領域を用いて、 EIA遺伝子の制御に加えて、第二の初期応答遺伝

子である E1B遺伝子の発現を制御する改変型腫蕩融解性アデノウイルスの抗腫蕩効果も、今後検討す

べき課題である。従来より遺伝子導入用とした使用されてきたアデノウイルスは E3領域の欠損株であ

った。今回、腫痕融解性の観点から E3領域の有無と抗腫療効果を検討したところ、多くの細胞株の場

合、 E3領域を含み野生型に近いアデノウイルスの方が、強い抗腫療効果を示した (clatanot shown)。
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この実験結果は Yuらの報告と一致している(1 1 )。本治療法の安全性であるが、投与されたアデノ

ウイルスは、最終的に生体の免疫応答によって排除されるため、持続的なウイルス血症を起すことはな

いことが知られている。したがって局所投与においては、比較的安全に使用可能で、かつ有効な抗腫揚

効果が惹起されると考えられる。本研究とほぼ同様な構築によるアデノウイルスによる臨床試験は、米

国の Calyclol1社(現 Cel1Gel1esys社)が前立腺癌に対して、 PSAプロモーターを使用して実施してお

り、これまでのところ該当ウイルスは安全性が高いことを報告している(1 2)。アデノウイルスは凍

結等で保存が容易であり、化学療法や放射線療法との併用も可能で、内視鏡下、エコーガイド下投与と

いう臨床応用への道が聞かれる可能性を秘めていると考えられる。

本研究の第二の目的は新規サイトカイン IL-21の抗腫療効果であり、隠寝細胞より分泌される IL-21

は、同系マウスにおいて完全に隠擦を拒絶せしめることが可能であることを示した。この場合の抗腫療

効果を担当する細胞であるが、成熟 T細胞を欠くヌードマウスでは Colon26/IL-21腫揚は生着したこ

とから、 T細胞がまず必要であることがわかる。またヌードマウスでの Colol126/IL-21腫揚増殖は親

株腫揚より低下していることから、ナチュラルキラー細胞も関与していると推定される。これらのイン

ビポの抗腫療効果から得られる結果は、インピトロでの解析で判明している IL-21の機能、すなわち

末梢の活性化 T 細胞、ナチュラルキラー細胞の増殖とその殺細胞効果の増強、と一致している。この

ような細胞免疫応答を活性化するサイトカインの遺伝子を腫療に発現させる治療法は、個々の腫癌抗原

の特異性や患者個人の:¥4HCを考慮する必要がなく、より広範な腫擦を対象とすることが可能と思われ

る。
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要旨

一日中医学協会助成事業一

分子生物学的手法を用いた新規放射線療法の開発

研究者氏名

中国所属機関

日本研究機関

指 導 責 任 者

共同研究者名

易俊林

中国医学科学院腫癌医院放射線腫痕学

京都大学大学院医学研究科腫療放射線科学

教授平岡民寛

柴田徹、小倉自和、劉軍叶

腫蕩が放射線治療に対して抵抗性を示す大きな要因としては、個々の腫療の放射線

感受性の大小という内的要因と、腫蕩内の低酸素分画の多寡という外的要因が重要な役割を

果たすとされている。これらの 2つの障壁が克服されれば、がん放射線治療効果の飛躍的増

大に繋がると考えられる。我々は、第一に、遺伝子工学的手段を駆使して、放射線照射によ

る遺伝子発現の活性化や修復経路の修飾を行うことにより、ヒト腫揚細胞の放射線感受性を

変動させる試みを開始した。この目的のために、 Rad51遺伝子の活性制御を標的として RNAi
の応用可能性について検討した。予備的検討であるが、標的配列の内、少なくとも一つにお

いて、導入後 36-48時間にウエスタンプロットにより Rad51蛋白の量的抑制効果が観察され

た。現在、放射線感受性の変動について詳細な解析を行っている。第二に、放射線抵抗性を

示す低酸素細胞の評価のための実験モデルを構築すべく、腫痕細胞に低酸素誘導性プロモ}

ターに連結したレポーター遺伝子の導入を行った。 分離したクローンは invitroの好気的

条件では殆ど蛍光を示さないが、低酸素下培養により選択的な GFP発現の増強が認められ、

24時間後の GFPの定量にて 1000倍以上の極めて高い誘導効率が得られた。ヌードマウス移

植腫痕モデルにて、非侵襲的に腫蕩内での緑色蛍光の描出が可能であった。この GFP誘導発

現系は、腫痕内低酸素分画の生体内動態解析において有用な実験モデルとなりうる。

Key Words :放射線感受性、遺伝子導入、 DNA修復、低酸素

緒言:

腫療の放射線治療による根治線量は、周辺の正常組織の耐容線量と癌の放射線感受

性をもとに設定されているが、放射線による治療効果は疾患毎に大きく異なり、リンパ腫、

臨芽腫などの高感受性を示すものから、神経腰芽腫、肺癌など感受性が低いものまで多岐に

渡る。また、個々の症例においても放射線感受性の多様性が指摘されている。放射線抵抗性

のいわゆる難治がんについては、放射線単独での根治可能性は低く、従来より放射綜と化学

療法の併用などが試みられているが、未だ十分な成果が得られていない。近年、放射線照射

による遺伝子発現の変化や遺伝子損傷の修復などの知見がゲノムレベルで利用可能になって

きており、腫蕩細胞の放射線感受性のみを修飾することができれば、難治がんの治療成績向

上に役立つと考えられる。

また、腫療に特異的な環境として低酸素の存在が指摘されており、子宮頚癌、頭頚

部癌などで腫蕩内の酸素分圧測定を行った多くの臨床研究で、低酸素の多寡が局所制御率、

生存率に影響に大きく影響していると報告されている。低酸素細胞は放射線抵抗性を示すた

め、従来より放射線治療効果不良の主因とされてきた。実験動物やヒト腫蕩において、低酸

素領域をリアルタイムに可視化し、放射線治療に伴う経時的変動、血管新生や腫蕩壊死部と

低酸素領域の関係を立体的・包括的に評価することができれば、腫蕩内低酸素の研究におい

て有望な実験手法を提示し、画像診断、放射線治療効果予測への応用を含めた新たな知見を

生み出す可能性がある。

対象と方法:

( 1 ) RNA interferenceを用いた Rad51遺伝子活性の制御
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DNA二重鎖切断修復、組み換え修復に関わるヒト Rad51遺伝子の活性制御による放射線増感

を目的として、標的遺伝子に特異的配列を持つ短長の二重鎖 RNA分子を発現するベクターを

構築した。 Rad51の塩基配列より、 362-380(sequence1)、516-532(sequence2)、63ト
649 (sequence3)を選択し、自己相補的配列とへヤーピンループを形成する合成配列を作成し

た。ベクターは pSilencer1.0を用い、 ApaI，EcoRI部位に挿入した。これらをヒト腫痕細胞

HTI080(6xl06/6cm dish)に5μgのDNAをリポフェクション法(SuperfectReagent， Quigen) 
にて導入し、 Rad51の時間的・量的変動を SDS-PAGE、ウエスタンプロット法により解析した。

一次抗体は、 Anti-hRad51(Oncogene) ，また anti-actin (9EI0) (Sigma)を使用した。シグナル

検出は、 ECFWestern Blot kit (Amersham)を用い、 Fluorimager595にて取込み、画像処理

を行った。 0-12GyのX線照射を行った後の蛋白レベルの変動についても同様に検討した。ベ

クター導入による放射線増感効果は、 FACS解析によるアポトーシス誘導、コロニー形成法に

よる測定を行っている。

( 2) 低酸素分画の生体内可視化

独自に開発した低酸素誘導性プロモーター/エンハンサーを用いて、 GFP発現ベクターを構

築した。マウス細胞株 (SCCVII)およびヒト腫蕩細胞株 (HT1080、Bell)にリポフェクショ

ンにより導入し、 G418選択により安定組み込み株を樹立した。自作の低酸素培養チェンパー

を用いて酸素濃度を 0.02怯舗に調整し、インキュベータ?内で 370Cにて培養した。個々のク

ローンにおける G開発現は、蛍光顕微鏡観察、 FACSによる定量的解析を行い、反応性の良い

株を選択した。 FACSを用いて、低酸素培養時間、酸素濃度、再酸素化などの影響を測定した。

腫揚細胞をヌードマウスに移植し、適当な光学フィノレター、励起光を選択し、腫鹿内での低

酸素細胞の存在の評価の可能性について検討した。

結果:

( 1 )ヒト腫蕩細胞 HT1080を使用した。 iRNA発現ベクターを導入後、 12時間毎に細胞を回

収し、 SDSサンプノレバッファーに溶解した。全蛋白濃度測定後、 30μgを SDS-PAGEに供した。

セミドライシステムにて、ニトロセルロースに転写後、 anti-hRAD51-antibody(Oncogene)を

結合させ、二次抗体を添加後、 ECFシステムにてシグナノレを検出した。放射線を 12Gy照射し

た後のサンプル解析では、放射線による蛋白レベルの増加が認められ、 Rad51遺伝子の放射

線誘導性発現が確認された。下図は、非照射サンプルのプロット結果を示す。ベクター導入

より 36時間の時点での解析で、 sequence3により蛋白レベノレの低下が認められた。

Sequence 1および2については抑制効果は軽度であった。
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(2 )独自の低酸素応答性コンストラクトを用いた GFP発現ベクターの作成を試みた。但し、

nativeなGFPは、細胞内の半減期が極めて長い蛋白質として知られ、比較的短い時間スケー

ノレでのレポーターアッセイには不向きであるとされていたが、 d2EGFPは、その生体内半減期

が短く、我々の実験目的に合致すると思われたため、これを使用した発現ベクター系の作成

を行った。まず、マウス細胞株 (SCCYII)およびヒト腫痕細胞株 (HTl080、Bellなど)に、

d2EGFPを連結した低酸素応答性ベクター(5HRE-GFP)およびコントロールとして CMYプロモー

ターベクター(CMY-GFP)を導入し、各々安定組み込み株を得た。低酸素応答性ベクターを導入

して得られたクローンを、嫌気性培養装置により 6ー24時間の低酸素培養後、蛍光顕微鏡で

観察した。使用した細胞株によって異なるものの数?数十%の安定組込み株が GFPの細胞内

発現を示した。ルシフエラーゼアッセイの検討と同様に、マウス腫蕩に比べヒト腫蕩株にお

いて大きな低酸素誘導性を示す傾向が認められた。比較的良好な発現誘導が観察されたクロ

ーンを選択し、低酸素培養後に FACSを用いて、定量的解析を行った。まず、我々の腫痕系に

おける d2EGFPの動態を確認すべく、コントロールの CMY-GFPクローンを cyclohexamideにて

処理し、 2時間毎にサンプリングし蛍光を測定したところ、ほぽスペック通りの細胞内半減

期(約 2時間)を示した。一方、下図 0.02%の低酸素状態での結果を示す。低酸素応答性ク

ローンでは、持気性条件下では殆どパックグラウンドレベ/レの蛍光を示すのみであったが、

18-24時間の低酸素刺激により数百倍?千倍の蛍光強度の上昇を示し、極めて高い感度で低

酸素細胞を選択的に同定できる可能性が示唆された。
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また、ヌードマウスモデルの下腿皮下に樹立したクローンを移植した。 3-15mm程度

のサイズに達した時点で、適宜経時的観察を行った。蛍光顕微鏡を応用した適切な励起光と

市販の光学フィルターの利用により、直視下で非侵襲的に腫蕩内での緑色蛍光の描出が可能

であった。下図に、 12mmの腫療を持つヌードマウスを暗室にて観察した結果を示す。 CMV-

GFPクローンでは腫痕全体が鮮やかな緑色蛍光を呈していたが、 5HRE-GFPクローンでは全体

の蛍光強度は弱く、不均一な分布を呈していた。腫療の中の低酸素分画に一致しているもの

と推測された。このことは、少なくとも腫蕩内に我々の低酸素応答性ベクターの転写活性化

に十分な低い酸素分圧の組織が存在することを物語る重要な所見である。この GFP誘導発現

系は、腫痕内低酸素分画の生体内動態解析において有用な実験モデルとなりうる。
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考察:

放射線は DNAの切断を引き起こし、中でも二重鎖切断がその致死効果の主因と考え

られている。下等真核生物の酵母から晴乳類細胞まで、二重鎖切断の過程に関与する遺伝子

群の欠損した細胞株の解析で、極めて高い感受性を示すことは既に確認されている。ヒトで

はATM，DNA-PKといった遺伝子が二重鎖切断修復のシグナノレ伝達系に関与しているとされ、こ

れらの上流下流の経路や修復系の実行分子の活性を制御することができれば、細胞の放射線

感受性を修飾することが可能ではないかと考えられる。二重鎖切断修復、組み換え修復に関

わる遺伝子 Rad51の発現抑制により放射線増感が得られることは、これまでいくつかの報告

があり、いわゆるアンチセンス法により、蛋白レベルでの抑制と放射線効果の増強が認めら

れている。我々は、今回実験モデルとして Rad51を選択し、線虫では以前より知られていた

が、晴乳類細胞においても近年報告が相次いでいる短鎖 RNA分子による遺伝子発現抑制減少

(RNA interference)を応用した放射線増感が可能か否かを検証した。予備的検討ではある

が、標的配列を設定した 3つのうちの 1つで、 Rad51の蛋白レベルでの発現抑制が認められ

ている。この手法で放射線増感が得られれば、放射線修復、シグナル伝達に関与する任意の

分子を抑制し、特に、放射線にて根治の困難な神経腰芽腫をはじめとするいわゆる難治癌に

対して新しい治療法としての将来的な応用が期待される。

実験動物やヒト腫蕩において、放射線抵抗性を示す低酸素領域をリアルタイムに可

視化し、放射線治療に伴う経時的変動、血管新生や腫痕壊死部と低酸素領域の関係を立体

的・包括的に評価することができれば、腫蕩内低酸素の研究において有望な実験手法を提示

し、画像診断、放射線治療効果予測への応用を含めた新たな知見を生み出す可能性がある。

GFP発現ベクターによる低酸素分画の評価に関しては、当初 GFP蛋白の蛍光化に分子状酸素

の存在が必要と想定していたが、試験管内の実験でほぼ完全な無酸素状態から比較的短時間

の再酸素化により GFPの蛍光強度が回復することが確認された。酸素濃度依存性の検討でも

通常腫蕩内に存在すると想定される 2-0.2覧程度の低酸素分圧では、ほぽGFPの蛍光の観察が

可能と推定される。腫場内の壊死組織近傍に存在する慢性低酸素分画のような極めて低い酸

素分圧の領域での発現が認められるか否かについては、今後の確認を要するが、これらの新

手法によってこれまで不可能であった腫痕血流の変動や不均一によって起こるとされる急性

低酸素の画像化が可能かも知れない。我々の実験室にて利用可能な各種実験モデル(スフエ

ロイド、マウス皮下ウインドウチェンパー、移植腫蕩モデル)における低酸素分画の可視化

についての検討では、ヌードマウスモデルにて適切な励起光と光学フィルターの利用により、
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非侵襲的に腫蕩内での緑色蛍光の描出が可能であり、新しい低酸素モデルの実験系としての

有用性が示唆された。
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一日中医学協会助成事業ー

中央診療部としての検査部、とくに病理部の在り方と精度管理に関する

指導報告

聾旨

研究者氏名 日本大学医学部病理学講座

同附属板橋病院病理部長

教授 根本則道

中央診療部では直接忠者を診察する機会はほとんどないが、医療現場においてはきわめて専門的かっ

高度な医療情報を与え確定診断ならびに治療の選択を決定する上で重要な役割を担うとともに、医療の

質の向上ならびに精度管理を担っている。わが国においては中央診療部を構成する診療部(科)として病

理部(科)、臨床検査部(科)、麻酔科、放射線科などが含まれる。病理部における業務内容は病理組織診

断、術中迅速診断、細胞診ならびに剖検(病理解剖)診断からなる。剖検診断を除く前三者はその診断

結果がリアルタイムで受持医ならびに担当医グループに報告され、確定診断ならびに治療方針の決定に

関与する。一方、制検診断結果は患者本人の治療方針に直接反映されるものではないが、生前に行われ

た阪療内容を総合的に評価し、その結果を庚療の改善に繋げる意味ではきわめて重要である。また、剖

検診断結果にもとづく医療評価は臨床・病理検討会 (CllnicopathologicalConference; CPC)などの場

で討論されることで、併修医をはじめとして受持医ならびに担当医グループにフィードパックされ生涯

教育にもきわめて重要な役割を担っている。このように病理部における精度管理システムの構築は、医

療の質の管理と向上を含む医療の精度保証に不可欠なものである。今回の北京老年病院からの要請によ

る新病院における病理部を中心とする中央診療部の精度管理体制の整備は、当病院に求められる新たな

医療の展開の面からも早急に完了すべき課題であると考えられる。

Key Words 病理部、病理診断、剖検、精度管理、医療の精度保証

緒雷
今回の研究交流ならびに指導の目的は北京老人病院BeiJingGeriatrics Hospital (元北京胸科病院

Beijing Chest Hospital)における中央診療部としての検査部、とくに病理部の在り方とその精度管理

に関する指導である.

その経緯は笹川医学奨学金制度第 19期研修生(1996年 10月1日-1997年9月30日)とし

て、また、日中笹川医学研究者制度第 10期特別研究者 (2001年4月1日-2002年3月 31日)

として当教室で研修した北京胸科病院(現北京老人病院)の席 家寧副主任医師(当時)を介し、北京

老人病院の黄 衛祖病院長から中央診療部の精度管理のシステムの整備に関する指導を要請されたこと

にはじまる。研究者は1998年、当時の北京胸科病院の病院長の要請で病理診断に関する指導を行っ

たことがある。

北京老人病院BeijingGeriatrics Hospitalは1949年に当時の中共中央華北局幹部療養院として開

設され、その後 1970年に結核専門病院、 1989年北京胸科病院を経て2001年 10)::1に現在の

状態に改組名称変更された。なお、 1998-1999年当時、北京胸科病院は北京地区における老人

医療センター化構想の最中で、基幹施設としての北京老人病院への移行の準備段階にあった。そこで、

急性期医療と共に慢性長期療養型の医療を提供する上での新たな中央診療部としての検査部ならびに病
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理部の在り方を整備する必要性が生じた。現在、北京老人病院の病床数は600床であるが、数年以内

にし 000床規模のセンター施設になる予定である。その中で、席 家寧医師は新病院の全体的な整

備計画に参画し、かつ、中央診療部における検査部の整備に関して中心的な立場としてその任に当たっ
ている。

指導内容
中央診療部における検査部、とくに病理部の業務内容は 1)病理組織診断、 2)術中迅速診断、 3)

細胞診、 4)剖検(病理解剖)診断が主なものである。このうち、前三者はその診断結果がリアルタイ

ムで受持医ならびにそのグループへ送付され、最終診断ならびに治療方針の決定に関与する。

今回の訪中に際しては、病理組織診断、細胞診を中心とした病理診断の精度管理についての指導を行
った。その理向は、当該施設においては術中迅速診断の需要は低く、また、剖検(病理解剖)の実施自

体が比較的少ないことによる。しかし、剖検により得られる医療の総合評価の必要性とその重要性につ
いては十分に説明した。また、制検結果を CPCなどの場で討論することは、受持医ならびにそのグル
ープが行った医療内容の総合評価につながり、医療の質の向上と精度管理を行う上ではきわめて重要で

あることを述べその理解を得た。とくに、 CPCの開催は北京老人病院が今後センター化された場合、研
修医を指導・教育する上ではきわめて重要な役割を担うことを討論会で説明した。
【病理組織診断の質の向上と精度管理】

病理診断の正雄度に影響を与える要素としては、検体の受領から病理組織標本の作製にいたる過程と、
鏡検から診断報告書作製までの過程に大きく分けられる。前者においては手術切除検体においては病理
医による肉眼観察と切り出しによる標本作製部位の決定以外は検査部(科)の技師に委ねられる。従っ
て、免疫組織化学などの特殊染色を含む、検査技師教育の重要性を具体的に説明した。とくに、補助診
断としての免疫組織化学は現在当該施設の病理部門でも日常的に施行されており、前回の訪中に比較し
てその件数も増していた。

病理診断については病理医の生涯教育整備の必要性をあげ、悪性疾患については複数の病理医による
peer revlewの励行、複数回の病理診断歴を有する場合は前回病理診断の再検による診断のチェック体
制の整備の重要性について指導した。
【細胞診の質の向上と精度管理】

細胞診に関してはわが国と異なり、細胞検査士の数はきわめて少数である。細胞検査士の業務は悪性
細胞ないしその可能性を否定できない細胞の存在をチェックすることであり、わが国においては細胞診
断医と共に細胞診を支える重要な役割を担っている。細胞診における診断の正確度の向上と精度管理に
は細胞検査士の教育と整備の重要性を説明した。現在、より侵襲性の少ない検査でより高度な医療情報
を得ることが求められていることから、今後さらに細胞診の需要が増すことが予想されることを説明し
た。また、中国においても肺癌は増加傾向にある悪性腫揚の一つであることから、肺癌の早期発見にお
ける略疲細胞診の重要性と、わが国における肺癌検診の実体について述べた。 細胞診に関する検体処
理、染色法、診断正確度をあげるための補助手技(免疫細胞化学、 lnsitu hybrldizatlon、laserassisted 
microdissection法の細胞診への応用)などの現状を説明し、施行可能なものについての指導を行った。

施設の視察結果ならびに指導と交漏
中央診療部としての機構はまだ完備していない。一方、病理診断ユニットには2名の病理が配置され

ており、病理組織診断ならびに細胞診に従事している。組織診断に関しては特殊な症例を除けば診断に

はとくに大きな問題は生じていないようである。しかし、免疫組織化学に関しては手技的な面では問題
はないものの、診断に用いることが可能な試薬(抗体など)の種類は制限があることが明らかであった。

免疫組織化学の需要も以前に比較すると増しているが急激な増加でではない。

細胞診に関しては北京胸科病院時代から肺癌の早期発見のための暗疲細胞診はひろく行われている。
また、 CTなどの普及による無症候性肺結節性病変の発見も増加しており、質的診断の確定のための穿

刺吸引細胞診の需要が増しているとのことであった。なお、当該病院では穿刺吸引細胞診は病理医によ

っても施行されていた。細胞診の診断報告に関して、細胞所見についての評価の実務と報告の書式につ

いての指導を行った。また、細胞診の精度管理としては組織診断との対比が重要であること、また、陰
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性検体(良性)に関しても無作為抽出による約10%の二重チェックの必要性、その実務的内容ならび

に方法を指導した。

北京老人病院の施設を視察したのち、研究者施設の現状を中心に病理診断の精度管理に関する講演を

行った。とくに細胞診についての陰性症例の二重チェックの具体的方法、病理の負担などについての質

問があった。講演終了後、黄衛祖病院長、席家寧主任医師をはじめとして病院のスタッフ数名とで

会食した。

考察
病理組織診断ならびに細胞診断に関する補助的手技についての指導を行ったが、今回の指導の成果に

ついてはある程度の時間を要すると思われる。また、実技指導の面では時間的制約もあり十分ではなか

った。現在、北京老人病院は市の老人医療に関するセシター化を目指した改組が進んでおり、旧病棟の

全面的改修に加え、診療棟ならびに入院棟の新設計画のもと大幅な病床数の拡大が図られている。それ
に伴い、中央診療部門としての検査部、病理部の整備が進んでいる。しかし、現在まで中央診療部とし

ての概念が不十分であったため、診療スタッフにその概念を理解してもらい、かつ協力を得るには一定

の時聞がかかることが予想される。しかし、席家寧医師は研究者の施設における研修中、東京都老人
医療センターをはじめ、わが国における先進的な老人医療施設をいくつか訪問し、内科的診療、外科的

診療、リハビリテーションなどの内容を視察した経験を有している。従って、老人医療のセンターとし
ての在り方についての理解は十分と思われる。また、研究者の施設においては中央診療部としての病理

部ならびに臨床検査部の在り方については実際の体験を通しての理解が十分である思われる。従って、
今後は席家寧医師を中心に整備が進むと考えられる。
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一日中医学協会助成事業ー

吉林省におけるペスト制御を目的としたエルシニア菌の分布調査

研究者氏名 福島博

日本研究機関 島根県保健環境科学研究所

要旨

ベスト菌 (Yersi17iapestis)はベスト菌より病原性の弱いエノレシニア菌 (Y. pseudotuberculosis と

Y. enterocolitica)と共にエノレシニア (Yersi17ia)属に含まれる極めて病原性の強い病原菌であるが、これらの 3

菌種はプラスミド内に再感染阻止に関与する V抗原を保有し、3菌種のいずれかに感染した動物は同一菌種又は

他の菌種に暴露されても再感染は阻止される。この理論に基づき、野生動物にエノレシニア菌が分布する地域では

V抗原に対する免疫を獲得した動物がベストバリアーとして働き、ベスト菌の拡散が阻止されベストの流行が抑

制されると指摘されている.吉林省では 1940年代まで人ベストの発生、 1986年まで動物ベストの流行が観察さ

れたことからペスト自然疫源地に指定され、現在でも動物ベストの流行の監視が継続されている.本調査はベス

ト自然疫源地の中心に位置する吉林省白城市周辺とベスト自然疫源地外にある長春市周辺において、野生動物

と家畜におけるエルシニア菌の分布状況を把握し、動物ペストの終息へのエノレシニア菌によるベストバリアー

の関与の可能性を探求することを目的に実施した.併せて、野生動物および家畜におけるヱノレシニア菌の調査法

と菌検査法についての技術指導を行った。自城市周辺ではベスト保菌動物である黄鼠と沙祉鼠 77匹をはじめ、

野鳥 5羽、犬 103頭、豚 169頭、兎 64羽、合計 420頭、長春市南部の農村地帯では豚 219頭、兎 101羽、犬 10

頭、合計 350頭の動物の糞便を採取し、両地域で合計 770頭の動物について保菌状況を調査した.その結果、白

城市周辺の豚 3頭 (1.8%)から Yersiniaenterocolitica血清型 03菌 (1頭)と血清型 09菌 (2頭)、長春市周辺

の豚2頭 (0.9%)から血清型 03菌が検出されたが、野ネズミと兎、犬、野鳥からはエノレシニア菌は検出され

なかった.今回の調査で調査地域にはベストバリアーとなるエノレシニア菌が豚に低率ではあるが分布している

ことが初めて明らかにされた。しかし、本調査は短期間かっ限定地域で実施したため、今後広範囲にわたる継

続調査により吉林省におけるベストバリアーの把握の必要性が指摘された。

Key Words ベスト、エノレシニア菌、 Yersinia. enterocolitica，豚

緒言

中国では建国以来、ベスト予防対策として衛生教育をはじめ生活環境の改善やげっ歯類の駆除、げっ歯類が

生息する草原の縮小のための植林等が誹じられ、人ベストの発生は激減している。中国におけるベストの実態

は今回の共同調査の中国側招聴機関である吉林省地方病第一防治研究所の元所長である高崇華先生によって

1990年に初めてわが国に紹介されているが、今回の訪中で中国における最新のベスト流行調査データを入手し

たので紹介するー。表 1に中国における人ベストの発生状況、表 2に動物ペストの発生状況、表 3にネズミおよび

寄生ノミからのベスト分離状況を示すように、中国にはげっ歯類などの野生動物にベストが流行するベスト自

然疫源地が内陸部の 10地域に分布し、多くのベスト自然疫源地でネズミやノミからベスト菌が検出され、人ベ

ストによる死亡者の発生は今でも雲南省や青海省，四川省、内蒙古自治区などで報告されている.今回の調査

地域である吉林省では 1940年代に人ベストの発生がみられたが、以後発生は報告されていない。動物ベストの

流行は 1986年まで省北部で観察されたが、 1987年以降は観察されていない。しかし、吉林省では白城市から東

に 120Kmの地点に設置されたベスト流行監視点で今でも動物ベストの流行の監視が継続されている ωベスト菌

(Yersi17ia pes ti s)はベスト菌より病原性の弱いエルシニア菌 (Y.j)selldo tuberclll osis と 1~ enterocolitica) 

と共にエルシニア (Yersinia)属に含まれる極めて病原性の強い病原菌であるが、これらの 3菌種はプラスミド
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表 1.中国における人ペスト発生状況、 1985-2000年

年代 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000合計

病例数 6 8 7 8 10 75 33 35 29 7 12 98 43 24 14 254 663 

死亡数 6 3 2 5 6 2 11 5 6 4 11 7 。7 5 3 83 

表 2.中国における動物ペスト流行状況(省)、 1985-2000年

省 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000合計

青海 14 10 5 4 5 7 8 7 4 5 3 5 4 3 3 87 

チベット 3 2 5 4 7 5 9 8 13 14 13 8 5 98 

甘粛 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 4 4 44 

ウイグル 5 6 5 8 5 3 9 3 3 4 3 4 4 4 5 71 

内蒙官 6 10 8 7 9 5 4 10 11 10 11 6 2 7 107 

寧夏 5 

キョウ西 2 

河北 2 

四川 3 

雲南 3 2 2 2 6 8 9 6 8 11 17 19 19 19 16 147 

広西

貴州 2 2 

吉林

合計 33 32 27 26 33 30 40 26 38 42 49 58 49 41 46 570 

表 3.中国におけるペスト菌分離および血清学的検査結果、 1985-2000年(高崇華氏提供)

年代 動 物 間接凝集 毘 虫

検体数 菌株数 検体数 陽性数 検体数 菌株数

1985 12，525 183 6，830 374 12，105 128 
1986 15，470 180 54，915 394 6，687 114 
1987 157，992 477 185，668 466 32，913 

1988 148，579 164 166，012 328 33，999 67 
1989 55，025 186 36，279 607 19，383 47 
1990 142，488 517 138，103 719 52，668 190 

1991 149，002 288 131，514 361 11，675 65 
1992 144，436 382 133，243 341 35，936 121 

1993 132，895 184 135，736 295 56，966 46 
1994 117，278 435 124，109 220 26，299 128 
1995 120，773 370 118，631 534 30，367 66 
1996 119，434 606 113，647 312 30，845 99 
1997 132，581 149 120，074 234 28，305 129 

1998 126，955 395 109，430 143 26，158 137 
1999 138，740 234 123，057 189 34，220 51 

2000 138，635 418 121，494 377 25，888 175 

合計 1，852，808 5，168 1，818，742 5，894 464，414 1，563 
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内に再感染阻止に関与する V抗原を保有し、3菌種のいずれかに感染した動物は同一菌種又は他の菌種に再度感

染することはない。本現象により、野生動物にエノレシニア菌が分布する地域ではベスト菌の拡散が緩慢にでは

あるが阻止され、ベストの流行は抑制されるという理論がフランスのパスツール研究所の Morallet博士らによ

り提唱されている。しかし、実際にベスト自然疫源地において本理論を証明した研究は報告されていなかった

が、私たちは 1997"'1999年に実施した中国寧夏回族自治区との共同研究において、 2つのベスト自然疫源地で

のエノレシニア菌の分布を調査し、本理論に基づくベスト制御が可能であることを指摘した.

エノレシニア菌の研究は 1960年代に欧米で始まり、わが国では 1970年代初めに相次いで発生した集団食中毒

を契機に盛んに行われたが、食中毒事例が減少した現在では激減し、研究者も減少している。中国でも 1970年

代後半にエノレシニア菌の全国調査が実施されているが、エノレシニア菌の検査法はあまり普及していない.特に、

ベスト流行監視点である地方病防治所ではベスト菌の監視が重視され、エルシニア菌の検査は元よりベスト菌

とエノレシニア菌の疫学的関係についての研究は全く行われていない.このような現状において、中国のベスト研

究者とわが国のエノレシニア菌研究者が協力し，エノレシニア菌の再感染阻止の現象に基づくベストバリアーとし

ての働きをベスト自然疫源地で実証することは中国をはじめ世界各地に点在するベスト自然疫源地におけるペ

スト予防対策にとって極めて重要なことである.さらに、本共同調査によりエノレシニア菌の検査技術を指導し、

中国で自主的に調査を継続できる体制を確立することが重要である。

今回は、極めて短期間の滞在期間に実施した調査ではあったが、ペストバリアアートなるエルシニア菌が豚

から検出されたのでその概要を報告する。

対象と方法

検査材料

吉林省地方病第一防治研究所鼠疫科と協議し、調査地域をベスト自然疫源地内にある白城市周辺とし、対象

地域としてベスト自然疫源地外にある長春市南部の農村地帯を選定した。白城市周辺地域においてはエルシニ

ア菌検査法の指導と疫学調査を兼ねた作業を実施する約 1ヶ月前に野ネズミと豚、兎、犬の検体を採取し、材

料を燐酸緩衝液に 10%に浮遊し、冷蔵庫に保存し低温増菌したものを検査材料とした.検体採取法の指導を兼ね、

白城市周辺地域ではさらに豚と兎、犬の糞便を追加採取した。長春市南部では農村地帯の農家を訪問し豚、兎、

犬の糞便材料を採取した。一連の検体採取作業により、白城市周辺ではベスト保菌動物である黄鼠と沙祉鼠 77

匹をはじめ、野鳥 5羽、犬 103頭、豚 169頭、兎64羽、合計 420頭、長春市南部の農村地帯では豚 219頭、兎

101羽、犬 10頭、合計 350頭の動物の糞便を採取した。野ネズミについては回腸末端部の材料と直腸内容文は

糞使、腸間膜リンパ節の 3部位から材料を採取した.両地域で合計 770頭の動物から 924検体の材料を採取し検

査に供した.

検査方法

白城市周辺地域で採取し、低温増菌培養した材料はアルカリ処理法で央雑菌を除去した後、IN培地に塗布し、

280C24時間培養した。現地で採取した検査材料は直接分離培養と低温増菌培養に供した.直接分離培養は検査材

料の 10%浮遊液をアルカリ処理した後、 IN培地に塗布し、 280C24時間培養した。また、現地で採取した材料の

低温増菌培養液は3週間後に吉林省地方病第一防治研究所鼠疫科がエノレシニアの分離培養を行う予定である伺エ

ルシニア菌の分離は上記の 2つの方法で培養した寒天平板を観察し、寒天平板上に発育した菌のなかでエルシ

ニア菌と疑われる菌の集落を釣菌し、 TSI，LIM，エスクリン培地、トリプトケースソイ培地に 28
0

Cまたは 37
0

C、

24時間培養し、スクリーニング検査を行った.エルシニア菌と推定される菌株は更に生化学性状の検査を行い同

定した.血清型別はデンカ生研のエノレシニア型別用抗血清を用いて行った.

結果

白城市周辺の豚 3頭(1.8%) から 1~ enterocolitica血清型 03菌 (1頭)と血清型 09菌 (2頭)、長春市

周辺の豚2頭 (0.9%)から血清型03菌が検出されが、 y.pseudotubel'culosisは検出されなかった.
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表 4.吉林省における動物からのエノレシニア菌の検出結果

陽性頭数

Yersinia enterocolitica 

生物型 2 生物型3VP陰性

地域 動物 検査頭数合計 (%)血清型 09 血清型 03

自城市周辺 野ネズミ 77 0 

野鳥 5 0 

豚 169 3 ( 1.8 ) 2 l 

兎 64 0 

犬 103 0 

長春市南部地域豚 219 2 ( 0.9 ) 2 

兎 101 0 

犬 10 0 

.L.ロL量ロ+ 748 5 ( 0.7 ) 2 3 

考 察

吉林省白城市周辺地域の家畜、特に豚から χenterocolitica血清型 03生物型 3VP反応陰性菌と血清型 09生

物型 2菌が、長春市南部の農村地帯では y.entel"ocolitica血清型 03生物型 3VP反応陰性菌が検出された。吉

林省においては 1985"""87年の全国調査において下痢症患者4名から y.enterocoli・tica血清型03菌の検出が報

告されているが、同時に調査された家ネズミ 80匹と黄鼠 170匹からは y.pselldotllberculosisや病原性をもっ

χentel'ocoliticaは検出されていない。 χeJJtel"ocoliticaの主な保菌動物は豚であるが、これまで吉林省では

調査されておらず、今回の共同調査で吉林省においても豚が χentel"ocoliticaを保菌していることがはじめて

明らかにされた。全国調査によると豚における 1~ enterocoliticaの分布は血清型 03菌が福建省と江西省、寧

夏回族自治区、青海省、遼寧省などで、血清型 09生物型 2菌が江西省と寧夏回族自治区、青海省、黒竜江省な

どで報告されている。私たちは 1995"""97年の寧夏回族自治区との共同研究でベスト自然疫源地内の農村地域に

飼育されている豚が'1~ enterocoli・tica血清型 03生物型 3VP反応陰性菌と血清型 09生物型 2菌を保菌してい

ることを確認している。これらの成績から、中国の豚には χenterocolitica血清型 03生物型 3VP反応陰性菌

または血清型 09生物型 2菌が広く分布していることが推察される。

私たちは寧夏回族自治区との共同研究で 40年前に人ベストが発生し、1991年に動物ベストが流行した甘寧黄

土高原ベスト自然疫源地の海原県と今でも動物ベストが流行している内蒙古ベスト自然疫源地の西端に位置す

る塩池県でエノレシニア菌の分布状況を調査した。その結果、海原県では豚を中心にエノレシニア菌が分布し

χenterocolitica血清型 03と血清型 09菌が豚から 6.7%、犬から 5.2%、農家の周辺に生息するネズミから

8.3%検出されたが、塩池県ではエルシニア菌がほとんど分布せず、豚の 0.1%、犬の1.8%、野ネズミの 0.5%

から検出されたにすぎなかった.このことから、家畜や野生動物にエルシニア菌が分布している海原県ではベス

ト菌の侵入が阻止されるが、今でもベスト菌が流行する内蒙古ベスト自然疫源地の塩池県ではエルシニア菌.の

侵入が阻止されているであろうことを考察した。今回の吉林省の調査で、はエノレシニア菌の分布が極めて希薄で

あり、豚の 0.7%から χenterocoliticaが検出されたのみで、野ネズミや犬、家兎からはエルシニア菌が全く

検出されなかった。このことは過去におけるベスト菌の流行によりエルシニア菌の侵入と流行が阻止されたこ

とによるのか、地理、気象等の影響によるのか、また他に何かの要因があるのかは短期間における限定された

地域における調査結果のみでは考察することができなかった。これらの課題を解明するためにはより広範な地

域においける野生動物と家畜を対象とした系統的な疫学調査の必要が指摘された。

作成日:2002年 6月 24日
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一日中医学協会助成事業ー

交流報告書

吉林省におけるペスト制御を目的としたエルシニア菌の分布調査

研究者氏名 福島博

日本研究機関 島根県保健環境科学研究所

講演

吉林省地方病第一防治研究所鼠疫科の職員を対象とし、「極東地域に分布するエルシニア菌とベスト菌の起

源に関する研究Jについて講演した。

指導肉容

エ/レシニア菌の分布調査に必要な野外での検体採取とエノレシニア菌の検査法について以下の点を重点、に共同

作業しながら指導した

家畜からの検体採取と疫学データの収集

げっ歯類および家畜の糞便からのエルシニア菌の分離法

分離菌株の同定法

分離菌の血清型別法

訪問先の状況

訪問先の検査施設は写真に示すように極めて貧弱なものであった。例えば、培地滅菌用の高圧滅菌器は自動減

圧装置、タイマー等がなく常時監視と圧力調節を必要とする機種であった.分離培養に不可欠なシャーレ、試験

管、試験管立て等も数量が少なく、滅菌洗浄し再利用しなければならない。しかし、小型の高圧滅菌器と手洗

いによる試験管の洗浄ではシャーレや試験管を効率よく回転利用することが困難であった。事前の打ち合わせ

で施設・器具・機材の現状を把握できたので、滅菌済みプラスチックシヤ}レ 500枚と試験管 1000本を日本から

送付し、調査に供した。

地方病第一防治研究所の職員の労働時間は午前 8時半から 11時30分、午後 2時から 5時と短く、 5時以後は

残業ができないため、日本で行っていると同様な検査は困難であり、いかに効率的な作業を計画するかが、成

功のポイントであった.

課題

共同調査を担当した職員は今後エルシニア菌の分布調査を継続する意志は強いが、継続に必要な欧米製の培

地類の調達が極めて困難であり、我々が調達した培地類がなくなった後の入手方法と、担当のルーチン業務を

主体に行っている他職員の積極的な協力が得られるかが課題である.

今後の交流計画

今後、島根県から研究員が中国を訪問し共同調査等を実施する計画はないが、地方病第一防治研究所の独自

の調査で得られた成績等の情報を交換し、成績の解析・指導等を地道に実施する予定である。
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吉林省地方病第一防治研究所でのエルシニア菌の分布調査と講演

吉林省地方病第一防治研究所正面
エノレシニア菌検査作業

学術報告会

実験準備室の様子 日本の 30年前の設備と機械(オートクレープ)が使われている

. 
予魯
， 

叫九d麿宮をE 
四 ... 

家兎、豚、食用犬からの検体採取作業

主主，-
P 、.，・噌'司伊
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ω日杏鳳開閉成事業

2 0 0 2年度日中医学協会共同研究等助成事業報告書

一日本人研究者派遣一

λ00  z.年す月ヲo 日

財団法人日中医学協会

理事長殿

訪中者氏名 ゑ ω 放 》 議議
所属機関名節手先今彦衆:AR~f.す為加久ヰ約一

部署・役職 主計制今;級官級枚

所在地〒rlJ.-o1?b J!塁手年九み奇弁Jb~ ムト/
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所 在 地ギゆ;じ浮き句色注た(¥、も労急iBl乙Jき

招請責任者氏名勧も葬 職名私致計人

2.中国滞在日程 (訪問都市・機関名等主な日程を記入して下さい)

~11 / Iヨ 持利治北注する
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τ向凶 北方、託、 1tl~ ， ~~年ゐ

3.交涜報告書

別紙f研究報告書の作成についてJの体裁に倣い、講演・指導内容、訪問地の状況・課題、今後の交流計画等

を指定の用紙で作成し報告して下さい。

講演・手術指導等の写真を添付して下さい。

※訪中記等発表に当っては、 81/11*，学tlJ~1JIl成金jごck-!J旨を付記して下さい。
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一日中医学協会助成事業ー

中国の看護事情視察及び看護に関する講演

要旨

研究者氏名

日本研究機関

森田敏子

熊本大学医療技縦捌大学部看護学科

中国の看護実態を視察し、看護事情について意見交換を行う。中国の看護の質的向上を図る目的で依頼された

日本の看護について、看護管理、看護教育、患者自立度調査、看護評価、癒しの看護のテーマで講演する。

任清護管理:看護管理の目的、看護管理の定義、看護管理者の役割等

@清護教育:教育制度、現任教育と生涯教育、専門看護師と認定看護師、これからの看護教育に求められるもの

③患者自立度調査:患者自立度調査の目的、自立度調査内容、自立度調査計画

@清護矧面:看護矧面の目的、看護霊訓面内容、言判面結果の活用

信満しの看護:癒しの言葉の意味、看護師の癒し体験、癒しに関連する用語及以患者が癒される時の因子分析、

癒しの段階、癒しの看護

この講演を基に具体的な指導を行う予定でいたが、相互理解の関係から内容の解説にとと、まった。次年度は、

中国の実情にあわせて、患者自立度調査院盾護翻面等について理解を深められるようにすることが課題である。

KeyWords 看護管理、看護教育、患者自立度調査、看護5軒面、癒しの看護

諸言

中国の看護は、近年の医学の進歩発展に伴って看護の専門的な知識・技術が求められ資質向上は大きな課題

となっている。病気を中心とした看護から、健康を中核に据えた患者を中心とした整体看護(全人看護)が大き

く位置づけられている。より資質の高い看護実践をめざす中国の看護においては、看護管理、看護教育、看護評

価、患者自立度、癒しの看護はより重要なテーマであると考えられる。

渡中前の打ち合わせの段階における調整においては、北京中医薬大附属東直門医院及び北京中医薬大附属東方

医院の招轄を受けて、看護管理及7.fl看護教育システム、癒しの看護に関する講演及E朗究指導を行う予定であっ

た。北京中医薬大附属東直門医院の都合により日時変更(日時未定)となったため、急濯、河北省唐山市中医院

及び首都医科大学附属北京朝陽病院等の看護師への講演を行なった。

中国で訪問した病院の看護師はいずれも明るく、楽しそうに働く姿が印象的である。臨床で働く看護師と話を

すると「忙しいJと言いながらも、おおらかさが受け取れた。このおおらかな伸びやかさは、中国の看護師の長

所として伸ばし、的確かつ迎車に行う看護実践能力の資質を高めることが課題と恩われた。

1.中国の看護事情

中国においても人口の高齢化問題があり、高齢者の有病率は高くなっている。特に多い疾患は、悪性頬毛患、脳

血管障害、心臓育、糖尿病、腎不全で透析を受ける患者であり、日本と同傾向にある。中国には国民皆保険制度

や介護保険制度がないため、患者の医療費の負担は大きく、十分に健康を回復しないまま早期退院を希望する患

者が多い。一般青床平均在院日数で比較すると、 1998年のデータでは日本33.5日、中国 11.3日である。この

ことから患者の自立度を促進するケアや指導・教育が非常に重要であり、地域看護の必要性が高くなっており、

訪問看護部門の発達につながっている。中国では公的なサービスとして在宅療養を支援する「家庭病床Jの制度

があり、医師による巡回訪問診療などカt行なわれているが、その普及は不知士である。

中国看護協会を訪問し、意見交換およr..t書籍の交換を行う。中国の看護関係の書籍は不十分であり、これから

充実させていくことが期待されている(写真1)。
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病院の病棟における看護単位は、病院の規模や大きさによっても異なるが1看護単位は20""30床と日本より

小さく、 1人の看護師長が管理するスタッフナースも 5人""2 0人と小規模である。復興医院における訪問看護

部門の利用者は年々増加傾向にある(写真2・3.4)。

唐山中医院においては、病棟には看護スタッフの写真がファイリングしてあり、患者が看護師のプロフイ'ール

を知ることができる。医師については患者が主治医を選ぶシステムになっている。糖原病患者への生活指導など

も充実している(写真5・6. 7・8)。

2.看護についての講演(写真9. 10・11・12・13・14)

(1)看護管理

看護管理は、看護の対象への看護サービスを間接的に支える一連の過程であり、人、物、予算、時間の管理を

する重要な意義を持っている。 WHOで定義された看護管理は、 q凄求される看護の仕事を、最小限の時問、エ

ネルギ一、経費、人員をもって一般に承認されている程度の看護内容で実行する。@清護師の潜在能力や関連分

野の職員およU輔助的職員、あるいは設備や環境、社会の活動を用いて、人間の健康向上のためにこれらを系統

的に適用する過程である。日本看護協会は、「病院における看護管理とは、病院の目的を達成するために、組織

系統と権限、責任などを明らかにして、看護職員の持つ知識や技術が有効に発揮されるように、人事配置、環境、

設備などの条件を整えて、直接の作業が順調に行われ、 24時間(終日終夜)最良の看護業務が継続実施される

ように規制・整備、指導・援助を行うことである。」と定義している。この定義を果たすことが看護管理の目的

となる。看護管理者には、コーディネータ一、モチベーターとしての役割が求められている。

望ましい看護管理を行うために管理的評価とケア評価(進行中評価と回顧的評価)は重要であり、看護管理者

はリーダーシップpを発揮し、看護の対象に対して十分適切な看護が行えるよう、看護職集団あるいはチームを方

向づける必要がある。より良い看護管理には、やる気とモラールが大切であり、看護管理の理解は、「やる気(目

的成就の決意)Jを生み、それが「実Eおにつながり、その「効果Jが発揮される。モラールには、個人モラー

ル、チームワークモラール、職場の気風・傾向モラールがあり、より適切なより良い看護管理は、看護の質を高

め、看護師の満足度も高めるので必要かつ重要なことである。

(2)看護教育

日本の看護教育制度は複雑で幾つかのコースがあり、大きくは准看護師の教育と看護師の教育に分けられる。

1.高等学校の「衛生看護科」で学び准看護師になるコース

2.准看護師養成所で学び准看護師になるコース

3.看護師養成所で学U看護師になるコース

4.短期大学 (2年課程、 3年課程)で学て清護師になるコース

5.大学で学て盾護師、保健師、助産師になるコース(看護大学・大学看護学部・看護料ヰ)

6.大学院(修士課程・博士課程)でさらに械買をつむといったコースがある。

入学定員の割合は 3年課程が最も多く 43%、次に2年課程の31%、大学12%、短期大学 (3年課程)8 %、

高等学校専攻科5%、短期大学 (2年課程) 1 %となっている。

看護師になってからの教育は、現任教育(職場外教育)と院内教育があり、管理者教育、教育者教育、臨床専

門分野教育、一般教育といったものがある。近年では、ジェネラリストナースとあわせて看護の専門性が高いス

ペシャリストナースを育成しているが、そのような看護師を「専門看護師Jと「認定看護師Jといっている。

1.専門看護師は、「がん看護、成人看護(慢性)、母性看護、小児看護、老人看護、精神看護、家族看護、

感染看護、地域看護、クリテイカルケア看護Jといった分野の看護を行うスペシャリスト。

2.認定看護師は、「救急看護、創傷・オストミー・失禁看護、重症集中ケア、ホスピス、がん性痕痛看護、

がん化学療法看護、感染管理Jの分野で活躍するスペシャリスト。

看護は時代の発展に柔軟な対応が求められることから、①医療人としての能力・適性に留意した人材選考をす
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ること、②人間性豊かな看護職であること、③患者中心・患者本位の立場に立った看護職であること、④多様な

環境の中で育つ看護職であること、⑤生涯学習する看護職であること、。也球人として活動する看護職であるこ

とといった有能な資質を持った看護職者が求められている。これからの看護教育は質の向上が問われる。

(3)患者自立度調査

患者自立度調査の目的は、患者が自分の生活をどれだけ自立して行えるのかを把握し、看護支援を適切に行う

ことにある。このことによって、適切な観察、適切な身体ケア、適切な生活指導、適切な心理サポートができ、

入院患者全体の適切な看護を実現することができる。

患者自立度は、観察の必要度、生活の自由度、基本的欲求の充足度等を尺度する。たとえば、観察では、①常

時観察が必要、②折続的に観察が必要、 G灘続した観察が必要、@勤務シフト内で1回は観察 :8時間に 1回観

察する患者というように看護師の観察の必要の有無から患者の自立度を把握する。

生活の自由度の視財Eらは、①常に寝たままである、②ぺッド上自力で寝返りし、身体を起こせる、③車椅子

に座っていることができる、⑩青室内歩行ができる、⑤日常生活はほとんど不自由なくできる、といった状態か

ら患者の生活の自由度を把握する。以下、“食事"、“排世"、‘清潔"といった基本的欲求の視点から患者自立度

を把握する。次に病気に関連した悩み・不安、身体的痛みに関連した苦痛・苦悩の視点から把握する。さらに、

生活指導の視点、病気からの回復・健麟住持・病気との共存に関する家族の協力要請といった視点から把握する。

以上のように、「患者自立度調査Jは、患者個々の生活自立度を適切に把握することによって、 G漣、者個々に

適した看護を提供する。②看護師の適切なケア配分を行う。③患者ケア満足度を高める。@清護師のケア満足度

を高める。§清護師の適性配置を行うといったことに有効であり、入院曹、者への適切ケアが実現する。

「看護自立度調査Jは、 q澗査内容の検討と作成、②看護自立度の調査、@澗査結果の検討、@澗査結果に基

づく業務改善への提言、信淀期的調査5ステップの段取りで、計画的に行うことで効果をあげることができる。

(4)看護評価

看護評価は、①より良い看護をより効果的に、患者個々の必要に応じて提供する。 G清護部の組織としての目

的・理念・目標に基づき、責任と権限が明確になり、組織が活性化される。③他職種との調整・連携のもと看護

サービスを充実させる目的で行う。評価のカテゴリーは幾つか考えられるが、ここでは6項目を紹介する。

1.看護サービスの組織に関する評価:看護部の理念・目標を明示しているかどうか、婦長会議・副婦長会議を

定期的に聞いているかどうかなど6項目

日看護職員の教育に関する言判面:院内教育プログラムを立案し、実践しているかどうか、~刑彦派遣を計画

的に行い、実践しているかどうかなど6項目

ill.設備と環境に関するa謝面:看護に必要な用具か整っているかどうか、廃棄物処理ガイドラインを守っている

かどうかなど6項目

N.就業規則・人事に関する害訓面:人事考課は明確、合理的基準で行うかどうか、業務改善・効率化を図ってい

るかどうかなど6項目

v.看護サービス評価:患者の安全への配慮をしているかどうか、患者個々の看護計画を立て、実践・評価して

いるかどうかなど12項目

V1.看護サービスの運営に関する評価:管理・業務上の統計を取り継続的に分析・活用しているかどうか、看護

職員のモラール調査をしているかどうかなど6項目

看護実践は定期的に評価することが大切であり、病院の実情に応じて何を曇謝面するのかを明らかにするため評

価内容を検討し、評価票を作成する。「き訓面区分Jは、 3段階評価あるいは5段階評価とし、常に同じ基準で評

価検討する。評価結果から看護ケア改善への提言を検討し、新しい目標を設定する。看護評価は定期的に行うこ

とで看護業務の改善かe図れる。
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(5)癒しの看護

辞書には「癒し」は、⑪侯の渇きを癒す、⑫甫みや傷を癒す、@溶の苦しさを癒すと記述してある。喉が渇く

と水を飲むが、「癒し」は、病を抱え込んだままの有り様ということであろう。「癒し」の「いJは、不可視のエ

ネルギーで、息の「いJ、命の「い」を表し、また、忌むべきこと、厭うべきことの意味もある。「い」に所を表

す「ろJがついて「いやしろ」、癒すところとなり、「いJrやすらかになる」といった意味になる。

看護師1.070名に、患者を癒した経験を調査すると、「癒した経験ありJ39%、「癒した経験なしJ45%、「ど

ちらともいえないJ7 %、「わからないJ9%で、あった。「癒しJにもっともイメージが近い言葉に5点で評点を

つけると、「やすらきfJrたたかさJrいたわりJといった言葉が高い。それを統計学的に処理し、因子分析する

と、第1因子ゆ崎線(やすらぎ)、第2因子は心樹叢(謙迎、第3因子は人間関係(祈り)、第4因子ゆ心と

身体(存在)、第5因子は人間関係(安定)、第6因子ゆむと身体(一体)が抽出された。患者はどのような時に

癒されるかは、「家族との関わりJr家族に支えられるJr家族に愛される」というように、家族が大きな位置を

占めている。それを因子分析すると、第1因子は医師・看護師との対話、第2因子は家族の支援、第3因子は医

師・看護師からの承認、第4因子は家族との愛、第5因子は誰かの役に立つ・死の受容、第6因子は基本的欲求

の充足という 6因子方抽出された。

癒しは、愛に包まれた心の肯定的な感情、自分は癒えていると思える感覚、他者と共に生きている感覚、他者

を受け入れ、受け入れられている感覚、相互に信頼し、癒し、癒される相補的関係であるので、癒しは体験概念

であるといえる。癒しは、状t兄によってその程度に段階があり、 5つのレベルで考えると次のようになる。

レベル1:癒しグッスマ気持ちか落ち着く状態。慰安・生き方の模索、・社会生活への適応。

レベル2:痛みからの解放・心身の調和。痛みから開放されることで、基本的欲求の充足。

レベル3:自己受容・自己成長。他者との連帯感が生まれ、相互主観性が育つ。

レベル4:心の執着から開放。死を受容し、全体性か獲得される。

レベル5:お蔭様で生かされているといった感謝の気持ちの発露。自己琶越され、新しい自分の存在。

癒しの看護を行うには、健康生活・病気の回復の視点からその人らしい生き方をサポートすることが大切であ

る。患者が意思表示しやすいように関わり、患者の感情に焦点をあててよく聴き、よく観察し患者の行動の意味

を受け止め、看護者の価値観を押しつけない。患者を孤独にせず、患者の苦痛を最少にし、患者の希望にそうこ

とが重要なケアポイントである。患者と家族の紳を深め、患者の家族の考えを尊重することが大切である。

癒しの看護は、患者に看護者が関わることによって、患者は、安心と安らぎ、落ち着きに包まれ、自然への慈

しみや畏敬の念が生まれ、今まで生きてきたこと今生きていることを感謝し、心の執着から開放され、他者の幸

せを願い、新たな希望も生まれるという状態になることである。“癒し"の看護は、どうあったらよいのか、看

護実践での課題として、一人ひとりのケアを暖かく実践していくことが大切である。

3.今後の交流に向けて

中国の看護事情の視察及び日本の看護に関する講演を通して日中の交流を図ることで、両国間の理解が深まっ

た。北京中医薬東方医院では看護研究顧問を拝命し、河北省唐山市中医医院では看護教育顧問を拝命した(写真

15・16)。この機会を得て今後両国の看護の発展及び充実のために交流を深めていく必要がある。より良い看護

実践を目指して、次年度以降も看護に関する講演およ的旨導を行い、看護研究に発展させていく予定である。
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要旨:

一日中医学協会助成事業ー

心血管リモデリングにおけるアンジオテンシンE受容体サブタイプの機能解析

~サイトカイン産生調節との関連~

研究者氏名

中国所属機関

日本研究機関

指導責任者名

共同研究者名

呉蘭

広東医学院・生物化学・講師

愛媛大学医学部医化学第一講座

教授堀内正嗣

岩井勝，窪泰輿，浜井盟子

心血管リモデリングにおけるアンジオテンシンE受容体サプタイプの機能とその刺激伝達因子について

特にケモカイン・サイトカインの発現調節に焦点をおいて解析した。その結果、炎症反応を含めた心血管

リモデリングにおいてアンジオテンシンEは重要な調節因子であることが確認されたが、その作用は、 AT1

受容体を介したリモデリング促進作用に対し、AT2受容体の刺激が措抗的に作用するという調節機序をとっ

ていることが新たに判明した。さらに、この AT2受容体の機能発現に、 IRF-1やSHP-1などのホスファター

ゼが重要な因子であることが明らかとなった。

Key Words アンジオテンシンI!， 心血管リモデリング， MCP-1， IRF-1 

緒言:

アンジオテンシンEは昇圧作用のみでなく、近年、心血管リモデリングにも重要な役割をもつことが報

告されている。アンジオテンシンEは2種の受容体サブタイプを有しており、それぞれ AT1および AT2と

よばれている。心血管を中心にほとんどの臓器に分布している ATl受容体に対し、 AT2受容体は成体ではほ

とんど発現がみられないが、心血管障害など病的変化に伴い再発現するという特徴をもっ。指導責任者で

ある堀内らは AT2受容体をクローニングし、その心血管障害における作用機構を中心に研究を行ってきた

が、最近サイトカインにより産生される IRF-1がAT2受容体発現に深く関与することを報告した。そこで、

本研究においては、心血管障害に伴うサイトカイン産生と、 AT2受容体発現および心血管リモデリングの関

わりについて、 AT2受容体遺伝子欠損マウス・ IRF-1遺伝子欠損マウスを用いて解析を行った。

対象と方法:

1)カフ血管傷害モデルにおける検討:マウスの大腿動脈周囲にポリエチレンチューブをカフ状に留置

して炎症性血管傷害を誘発し、傷害血管における新生内膜形成・細胞増殖について形態学的・組織学的に

検討し、またケモカインである MCP-1の発現・サイトカインである TNF-α、IL-6の発現について Northern

blot、Westernblotにより調べた。これらの変化について AT2受容体遺伝子欠損マウス、 IRF-1遺伝子欠

損マウスにおいても検討した。

2)圧負荷心肥大モデルにおける検討:マウスの腹部大動脈を狭窄させることにより心臓に圧負荷をか
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け心肥大モデルを作成し、肥大心における冠動脈肥厚および線維化を組織学的に検討した。また、 AT2受容

体の発現、 MCP-lの発現、 TNF-α、IL-6の発現について測定した。これらの変化について AT2受容体欠損マ

ウスにおいても検討した。

3)培養血管平滑筋細胞を用いた検討:ラットより胎児期の血管平滑筋細胞を分離し継代培養を行う。

この培養血管平滑筋細胞にアンジオテンシンEを作用させ、 MCP-lの発現を Northernblotにて検討し、用

量依存性と時間経過について調べた。さらに、このアンジオテンシンEの作用に対し、 AT1受容体プロッカ

ーおよびAT2受容体ブロッカーを添加した場合の変化を調べた。

結果:

1 )カフ血管傷害における AT2受容体の役割

マウス大腿動脈周囲にカフを留置し、血管傷害を引き起こすと傷害血管における AT1受容体の発現増加

とAT2受容体の発現が認められるとともに、新生内膜形成、 DNA合成増加、 MCP-l・TNF-α、IL-6の発現増

加が引き起こされた。 AT2受容体遺伝子欠損マウスを用いて同様に血管傷害を誘発した場合には、野生型マ

ウスよりも、これらの変化が増強していた。また、 AT1受容体ブロッカーである valsartanを投与すると、

血管傷害時の変化が抑制されるが、 valsartanの抑制効果は AT2受容体欠損マウスにおいて減弱していた

(図 1、図 2)。さらに、 IRF-l遺伝子欠損マウスを用いて血管傷害を誘発すると、 AT2受容体欠損マウス

の場合と同様にリモデリングの増強が認められた。
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2)心肥大モデルにおける AT2受容体の役割

マウス心肥大モデルにおいても、冠動脈の肥厚および冠動脈周囲の線維化が認められ、これらの変化は

AT2受容体遺伝子欠損マウスにおいて野生型マウスよりも増強しており、また valsartanによる抑制効果も

野生型マウスよりも AT2受容体遺伝子欠損マウスにおいて減弱していた。 AT2受容体の発現は、肥大心の特

に冠動脈平滑筋層に認められた。
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3)培養血管平滑筋細胞を用いた検討

ラット胎児期の血管平滑筋細胞を分離培養し、アンジオテンシンEを作用させると MCP-1の発現が増加

した(図 3)。この増加は、 ATl受容体ブロッカーである va1sartanにより抑制され、 AT2受容体ブロッカ

ーである PD123319を作用させると逆に増強した。さらに、細胞内に変異SHP-1を過剰発現させるとアンジ

オテンシンEによる MCP-1発現がさらに増加した。
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考察:

本研究における実験結果において、カフ血管傷害と圧負荷心肥大の双方において、その傷害に伴う形態

学的変化と炎症反応および線維化が、 AT1受容体プロッカーにより抑制されたことから、心血管リモデリン

グにおいてアンジオテンシンEが ATl受容体を介して促進的に作用することが確認された。また、これら

病態モデルにおいて病変部位に発現しており、心血管リモデリングが AT2受容体欠損マウスにおいて増強

すること、およびATl受容体ブロッカーの抑制作用が AT2受容体欠損マウスにおいて減弱していた結果か

ら考察すると、AT2受容体は心血管リモデリングに対しATl受容体に措抗するかたちで抑制的に作用するこ

とが判明した。

さらに、この AT2受容体の作用を細胞レベノレで確認するために、培養血管平滑筋細胞を用いて検討を行

ったが、その結果、 AT1受容体を介した刺激がMCP-1の産生を増加させ、 AT2受容体を介した刺激はこれに

措抗してMCP-1産生に対し抑制的に作用することが明らかとなった。さらに、 1RF-1がAT2受容体の作用発

現に関与しており、また AT2受容体を介した刺激伝達系において SHP-1が重要な役割を担っていることも

判明した。
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注:本研究の成果については、 2002年 10月 11日から 13日に開催された「第 25回日本高血圧学会総会・

国際セッションjにてポスター発表、また 2002年 11月 17日から 20日にアメリカ合衆国シカゴにて開催

されるAmericanHeartAssociationの第 75回総会にて口演発表。

作成日:2002年 10月23日
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Pleural effusion is a common clinical problem arising as a result of many etiologies. 

Parapneumonic effusion caused by inflammatory pathogens and characterized by a massive protein 

exudation and leukocyte infiltration is associated with an increased morbidity and mortality. 

Examination and management of pleural fluid is an important clinical problem. However， our 

current understanding of the basic mechanisms by which fluid and leukocytes accumulate within 

the pleural space is very poor. 

To clarify the mechanisms by which leukocytes penetrate across the pleural mesothelial layer， 

a mouse model with acute inflammatory pleural effusion triggered by intrapleural LPS injection 

was employed in this study. Normal and LPS-stimulated mouse parietal pleurae were investigated 

immunohistochemically， as well as with conventional transmission electron microscopy (TEM) and 

scanning electron microscopy (SEM). We found that nor闘 1parietal pleural mesothelial cells 

in the immediate vicinity of ribs were morphologically distinct from those in the other areas. 

Following LPS-stimulation， the mesothelial cells in these regions changed firstly from 

dome-shaped to spherical. The subsequent leukocyte penetration across mesothelial layer 

occurred primarily in these regions， too. Examinations of the expression of IC釧 -1，VCAM-1， 

ICAM-2， PECAM-1， MAdCAM-1， ELAM-1， PNAd and fibronectin on parietal pleura were performed with 

immunological scanning electron microscopic (immuno-SEM) method. Only ICAM-1 was demonstrated 

to be constitutive on the parietal pleura and up-regulated with LPS stimulation. VCAM-l was 

significantly induced. Their distribution on the mesothelial cell surface was restricted to 

the microvilli. The results from these morphological investigations prompted us to conduct a 

further investigation wi th blocking antibodies specific for ICAM-l， VC釧ー1，LFA-l， Mac-1， VLA-4 

and integrain s2chain. Blocking these cell surface adhesion molecules resulted in a marked 

inhibition (75.1覧....97.9覧)of neutrophil accumulation in the pleural space， which indicated that 

ICAM-l and VCAM-l were directly and essentially involved in leukocyte penetration through the 

mesothelial layer. 

Based on this study， we conclude that the immediate vicinity of ribs in the parietal pleurae 

may be the source of leukocyte penetration into the pleural space when inflammation occurs there. 

The pleural mesothelial cells play an important role in this process because ICAM-1 and VCAM-1 

are expressed on their microvilli. 

KeyWords: 

pleural mesothelial cell; LPS; ICAM-l; VCAM-l; neutrophil. 

lntrl叫uction

An array of studies concerning the influence of proinflammatory cytokines on human pleural 
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and peritoneal mesothelial cells cultured in vitro have yielded similar results， namely， that 

IL-1s， TNF-αand IF-V can stimulate the mesothelial cells to express IL-8 as well as ENA-78， 

which is the C-X-C chemokine chemotactic for neutrophils [1，2，3・4，5，6，7，8)，and MCP-1 as well as MIP-1α， 

which is the C-C chemokine chemotactic for monocytes [2， 6， 9)， The expression of ICAM-1 and VCAM-l， 

two members of the immunoglobulin superfamily on mesothelial cel1s， was found to be simul taneously 

upregulated in these studies [5・6・10，11・13). Neutralizing chemokines of IL-8 and MCP-1 with specific 

antibodies resul ted in a significant reduction in neutrophil and monocyte transmigration [5， 10)， 

附enICAM-l expressed on the mesothelial cel1s was blocked， neutrophil transmigration across 

the mesothelial mono1ayer from the baso1atera1 to the apica1 side was significantly inhibited 

too [5， 11，12). The expression of VCAM-1 on the rat pleura1 mesothelia1 cells was a1so demonstrated 

recently [14]. 

These previous investigations seem to suggest that the p1eura1 mesothe1ial ce11s may p1ay 

an important ro1e in 1eukocyte transmigration into the pleural space. They may faci1itate 

1eukocyte infil tration by inducing dysfunction of the mesothelia1 barrier， re1easing chemokines 

chemotactic for 1eukocytes and expressing ICAM-l and VCAM-l on their surface. A1though the 

expression of ICAM-l and VCAM-l on human and rat pleura1 mesothelia1 cells has been proved， how 

they are distributed on the cell surface remains unknown. Similar1y， the questions of how they 

are invo1ved in leukocyte penetration through the paracellular space and whether ICAM-l and VCAM-1 

function equa11y in this process have rare1y been addressed. 

Materia1s and Metbods 

For these experiments， 60 ICR ma1e mice weighing 28-30g (SLC， Hamamatsu， Japan) were used. 

P1eurisy was induced in 42 mice by intrap1eura1 injection of 1ipopo1ysaccharide (LPS， 

Escherichia co1i purchased from the List Bio1ogical Laboratories，INC， Ca1ifornia， USA.). LPS 

powder was solubilized in water to a concentration of 250μg/m1. After successfu1 anesthetization， 

a sma11 incision (0.5-1.0cm) was made into the skin， and a volume of O. 16~0. 18m1 (1.5μg/gBW) 

of the LPS solution was injected with a micromanipulator into the murine 1eft p1eura1 cavity 

through the intercosta1 space. The incision was sutured after comp1etion of the injection. For 

the eight negative contro1s， the same vo1ume of norma1 saline (NS) instead of LPS was injected 

into the p1eural space. 

Blocking lreatment in vivo 

A tota1 of 14 mice were subjected to the b10cking analysis. The antibodies used for 

neutra1ization， rat monoc1onal antibodies (mAbs) against mouse ICAM-1， VCAM-1， LFA-1 and Mac-1 

were purchased from Southern Biotechno1ogy Associates， Inc (Birmingham， USA)， and rat mAbs against 

mouse integrainchain， VLA-4 as we11 as norma1 rat IgG were purchased from BD Biosciences 

Pharmingen (San Diego， CA). All these purified antibodies were supplied in 1. Oml of 1001醐 borate

buffered saline， PH 8.0， without the addition of any preservatives or amino-containing buffer 

sa1 ts. The 14 mice were di vided into seven groups of two. At 6~8hr after intrap1eural 

LPS-injection， each of the seven groups was anesthetized and administered one of the fo11owing 

seven antibodies: rat mAb against mouse ICAM-1 (250μg)， VCAM-1 (250μg)， ICAM-1 in combination 

with VC釧 寸(200μg/100μg)，LFA-1 in combination with Mac-1 (150μg/150μg)， integrain s2 chain 

(100μg)， integrain s2chain in combination with VLA-4 (100同/150同)and norma1 rat IgG (300μg). 

These antibodies were injected into the same sites where LPS had been introduced. 
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Experimental Oesign 

Mice in group 1 (n=10) were norma1 contro1 anima1s. Mice in group II (n=8) were treated wi th 

norma1 sa1ine and sacrificed at 24hr. LPS-stimu1ated mice in group 111 (n=24) were sacrificed 

1， 2， 8， 16， 24hr (eight mice in 24 hr and four mice in each of the other time points) after 

intrap1eura1 LPS-injection. The remaining LPS-stimu1ated mice in group 1V (n=18) were 

adniinistered neutralizing antibodies or norma1 rat 19G and sacrificed at 24hr. All these anima1s 

were sacrificed under deep anesthesia induced with nembuta1 (1.0mg/20gBW). The p1eura1 f1uid 

samp1es were obtained fo11owing an intrap1eura1 injection of O.5m1 norma1 sa1ine before the 

p1eura1 cavities were opened. 

Resu1ts were ana1yzed with the aid of techniques of immunohistochemistry， transmission 

e1ectron microscopy (TEM) and scanning e1ectron microscopy (SEM). 

Results 

A small number of cells were detected in the normal p1eura1 f1uid where neutrophils were very 

infrequent. Both normal saline and LPS induced a marked inf1ux of cells into the pleural cavi ty 

(2. 51X104/μ1 and 9. 56X104/μ1). The average concentration of pleural fluid cells in the 

LPS-stimulated mice was about 2.8 times more than that in normal saline-stimulated mice， whi1e 

neutrophi1s (1.69X103/μ1 and 8. 96X104/μ1) increased nearly 52 times， and accounted for 

approximate1y 93.7見ofthe tota1 p1eura1 f1uid cel1s in LPS-stimu1ated mice. 

One hour after LPS intrap1eura1 injection， the mesothe1ial cel1s over1ying the surface in 

the immediate vicini ty of the ribs， which normally are dome-shaped， became spherica1 as if they 

had contracted. The intercel1ular junctions between these ce1ls were disrupted and the cel1s 

separated completely. Microvi11i on these ce11s aggregated from the peripheries to the convex 

centra1 areas. 

Significant 1eukocyte infil tration on parietal p1eural surface was detected wi thin 16 hr after 

LPS injection. The 1eukocyte recruitment on the parietal p1eura surface was concentrated in 

the regions in immediate vicinity of the ribs. After 24 hr， some areas denuded of their 

mesothe1ia1 lining were observed. 

1mmunohistochemical Staining found that the LPS-stimu1ation induced significant 

up-regulation of 1CAM-1 expression on the mesothelial and vascu1ar endothe1ial ce11s of murine 

parietal pleurae in vi vo. The dense distribution of capi llaries in the connecti ve tissues close 

to ribs was also confirmed. 

1n the LPS-stimu1ated parietal pleurae， on the other hand， abundant transmigrated neutrophi1s 

appeared both in the connective tissues and on the mesothelial surface c10se to the ribs. 

Staining for macrophages in the LPS-stimulated parietal p1eurae showed on1y a scattering of 

positive cel1s among the numerous transmigrated neutrophi1s. 

1mmunogo1d-1abe1ed 1CAM-l， VCAM-l， 1CAM-2， PECAM-1， MAdCAM-1， ELAM-I， PNAd and fibronectin 

on the normal and LPS-stimu1ated parieta1 p1eurae and endocardia were examined wi th backscatter 

electron (BSE) imaging. A1though the expressions of these adhesion mo1ecules， except PNAd， 

ELAM-1 and fibronectin， were observed on both norma1 and LPS-stimu1ated endocardia1 cells， on1y 

1CAM-1 and VCAM-1 were detected on the parieta1 p1eura1 mesothe1ia1 ce11s. 

Administration of amp1e neutralizing antibodies for mouse 1CAM-1， VCAM-1 and 1CAM-1 combined 

with VCAM-1 in LPS-stimu1ated mice reduced neutrophi1 infi1tration significant1y compared to 

that in LPS contro1s. Combining of 1CAM-1 and VCAM-1 had no additiona1 effect. Sufficient 
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neutralization for LFA-l combined with Mac-l consistently led to a similar inhibition of 

neutrophil infiltration. 

Discussion: 

1n our study， disruption of the intercellular junction in mesothelial cells was detected as 

early as lhr after intr叩 leuralLPS-injection. The mesothelial cells in the immediate vicinity 

of the ribs where transmigration occurred later became spherical and had dense microvilli 

irradiating from their surface， giving them a hedgehog-like appearance. The tight membrane 

connections between these cells were completely disrupted. 1ntact basallamina could be observed 

through the gaps between these separated mesothelial cells， but no transmigrated leukocytes on 

the mesothelial surface or underlying the mesothelial layer were observed at this time. 1n fact， 

transmigration of leukocytes across the mesothelial layer began between 8hr and 16hr after 

LPS-injection. This time lag between separation of mesothelial cells and emergence of leukocytes 

on the mesothelial surface precludes the possibili ty that leukocyte adherence to the mesothelium 

is a prerequisite for mesothelial cell disassociation. 

1n contrast to human peritoneal mesothelial cel1s which constitutively express 1CAM-l， VCAM-l 

and PECAM-l on their surface随.15. 16.l， PEG訓ー1was not detected on the murine pleural mesothel ial 

cells with our immunoassay鵬 thod. The expression of VCAM-l was too feeble to be clearly 

distinguishable from that in negative control. We think this difference may be due to the 

difference in the species used in our study and in others. 

Our study found that， where the adhesion molecules of 1CAM-l and VCAM-l had clustered together， 

the LPS-stimulated murine pleural mesothelial cells became spherical with microvilli radiated 

from their surface. This suggests that i t is a possible for acti vated pleural mesothelial cel1 

to interact with the leukocytes traveling through the mesothelial layer with the aid of 

microvilli. 

To confirm the participation of 1CAM-1 and VCAM-l in the process of leukocyte transmesothelial 

migration， LPS-stimulated mice were subjected to blocking. Significant inhibi tion of neutrophil 

transmigration into the pleural space was induced by sufficient neutralization for 1CAM-l， VCAM-1， 

and ICAM-l combined with VCAM-l， LFA-l combined with Mac-1， s2 chain combined with VLA-4 

respectively. This finding leads us to conclude that both ICAM-1 and VCAM-1 play a pivotal role 

in neutrophil transmigration across the murine pleural mesothelial layer. 

The source of leukocytes that.have transmigrated into the pleural cavity has remained unclear. 

The observations obtained in our study indicate that the immediate vicinity of the ribs in the 

parietal pleurae are morphology specific regions. Mesothelial cells covering these regions in 

normal parietal pleurae are dome-shaped and PCNA positive. LPS stimulation resulted in 

morphological changes and the subsequent leukocyte transmigration across the mesothelial layer 

in most of these regions. Immunohistochemical staining for ICAM-1 showed strong1y stained 

intercosta1s blood vesse1 networks that had located in the 100se connective tissues of these 

regions. Massi ve 1eukocytes accumu1ated in these loose connecti ve tissues and easily detectab1e 

1eukocytes attached to the inner surface of the b100d vessels in these regions were a1so observed. 

These visible signs strong1y suggest that these regions in the immediate vicinity of the ribs 

in murine parieta1 p1eurae were the source of 1eukocytes infi1trating into the p1eura1 cavity. 

1n conclusion， the immediate vicini ty of the ribs in normal murine parieta1 pleurae is thought 

to be the source of 1eukocyte filtration into the p1eura1 space. Fol1owing LPS stimulation， 
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the mesothelial cells covering these regions first separated， which is a prerequisite for 

leukocyte transmigration across the pleural mesothelial layer. ICAM-l and VCAM-1 were the only 

two adhesion molecules identified on murine pleural mesothelial cells. Blocking with 

neutralizing antibodies for ICAM-1， VCAM-l and their counter-receptors on leukocytes produced 
significant inhibi tion of neutrophil infil tration into the pleural space. The mesothelial cells 

can thus be assumed to participate in the passage of neutrophils through the mesothelial layer 

by means of morphological changes and via the adhesion molecules localized on their microvilli. 
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唐津忠宏，前側恒男，尾崎栄二郎

クロストリジウム属にはレシチナーゼ産生菌が多数存在する。特に Clostridiumperfringensレシチ

ナーゼ (Cpa:α トキシン)は同菌の主要病原因子でもある。クロストリジウム属レシチナーゼで一次構

造が明らかなのは C.perfringens (Cpa)の他は C.bifermentans (Cbp)とC.novyi (Cnp)の計3菌種

のみである。そこで本研究では種々のクロストリジウム属菌からレシチナーゼ遺伝子のクローニングを行

った。さらに C.sordelliiレシチナーゼ (Csp)については既知のクロストリジウム属レシチナーゼとの

構造および酵素活性，生物活性の比較を行った。その結果， csp遺伝子は 1197ヌクレオチド， 399アミ

ノ酸残基から成っており，成熟タンパクは 371残基で， 28残基のシグナルペプチドを有していることが

明かとなった。 Cspと， Cbp， Cnp， Cpaとのアミノ酸配列同一性は各々 77.4%， 56.7%， 53.4%で特に

Cbpとの聞に高い相向性を有していた。 Cpaの活性を 1とした場合， Cspは，卵黄レシチン水解活性 0.38，

p-ニトロフエニルフォスフォリルコリン水解活性 0.08，溶血活性く0.01，マウス致死活性く0.1であり，

溶血，マウス致死活性が弱い点は Cbpに類似していた。クロストリジウム属菌によって引き起されるガ

ス壊痘に対する，効果的な治療法や予防法を確立するためには，さらに様々なレシチナーゼの比較解析が

必要であると考えられた。

KeyWords:ガス壊痘，クロストリジウム属菌，病原性，レシチナーゼ，遺伝子クローニング

緒言:

Clostridium perfringensはαトキシン (Cpa)と呼ばれるレシチナーゼを産生する。これはクロスト

リジウム属菌のレシチナーゼ中では最も詳しく研究されており 16.11酵素学的にはホスホリバーゼ Cに

属する 17.Cpaは動物に対して毒性を持ち， C. perfringensの最も重要な病原因子の一つである 16.17.C. 

perfringens以外のクロストリジウム属菌にもレシチナーゼ産生菌が多数存在するが，その性状や病原性

についてはほとんど解っていない 16.17。クロストリジウム属レシチナーゼで一次構造が明らかなのは

Cpa6・13.18の他は C.bifermentansのホスホリバーゼ C(Cbp)18とC.novyiのタイプAホスホリバーゼ C

(Cnp)19の計3種類だけである。

C. bifermentansと C.sordelliiは生物学的な性状は似ているが，遺伝学的には別々の菌種である。そ

して， C. sordelliiのレシチナーゼはその分子性状が解析されていないクロストリジウム属レシチナーゼ

の一つでもある。そこで本研究では， C. sordelliiのレシチナーゼ (Csp)を中心に種々のクロストリジウ

ム属レシチナーゼ遺伝子をクローニングし，特に Cspについては既知のクロストリジウム属レシチナー

ゼとの構造および酵素活性，生物活性の比較を行った。

材料と方法:

盆足直盤 レシチナーゼ遺伝子のクローニングには C.sordellii NCIB10717 (ATCC 9714)， C. 
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perfringens KZ 221， C. bifermentans KZ 1012 (SJ2) を主に用いた。その他， C. absonum， C. 

sardinienseについても金沢大学医学系研究科細菌感染症制御学分野保存株を用いてレシチナーゼ遺伝子

のワロ一二ンザを試み1乙。

E.CR 2種類のプライマー， KAG209 (5・TGGGATGGAAAAGATTGATGGAACAGG3')および、 KAG210

(5' TTTCTCTTTTC廿 'ATCCACATATTCTTGTATATC3')は Cbp，Cnpおよび Cpaの高度保存領域か

らデザインした。プライマー mF2(5' GAGCTCGTAAAGTGGCCAAATCTAACGT 3・)は pKF3プラス

ミド上の配列に相当する。 KAG211 (5' CTGCAGTAGATAGTCCAGGTCATGT 3')， KAG212 (5' 

CCTGTATCTGGGTCAAAGAAATGGTC 3')および KAG213(5' CTGCAGACAATGAATATGCAGGAA 

C 3・)は各々 csp遺伝子のヌクレオチド 768-792，545-570および 1134-1158の配列に相当する。 PCR

反応は，予備加熱 94'C1分後に， 94'C20秒一60'C15秒一72'C30秒を 30サイクルの条件で行った。

His-tag付加レシチナーゼとタンパク精製 His-tag Cspをコードするプラスミドを構築するために，プ

ライマー KAG243(5・GAGAGGGCCCGCACAMGGGC1TITMGGTATT3' ;下線はヌクレオチド 220-

242に相当)および KAG244(5・GAGAGGTACCTAATTAGTGATGGTGATGGTGATGTTTGTTTATAT

CATAMCTTGATTACCTGAAMTAC 3';下線はヌクレオチド 1424-1459に相当)を用いた PCR増幅

産物を，プラスミド pCRII-TOPOのApaI-KpnI部位にライゲーションした。His-tagCpaとHis-tagCbp 

をコードするプラスミドは，プライマー KAG245(5' GAGAGGGCCCAMTTMCGGGGGATATMAAA 

TGAAAAGAAAGA3・;下線は accessionNo. 032124のヌクレオチド 147-180に相当)および KAG246

(5・GAGAGGTACCTAATTAGTGATGGTGATGGTGATGI"O寸:ATAl寸:AIAAGTTGAATITCCTGAAAI

CCA 3';下線はヌクレオチド 1329-1361に相当)を用い， C. perfringens KZ 221から増幅した ONA

断片と，プライマー KAG241(5・GAGAGGGCCCGCAATGCMGA:廿i¥GAGGATATIAG3' ;下線は

accession No. AB061869のヌクレオチド 1-25に相当)およびKAG242(5・GAGAGGTACCTAATIAGT

GATGGTGATGGTGATG竹寸i¥TTTAIGTAAIAAGTITCGTIACCTGT3';下線はヌクレオチド 1202-

1231に相当)を用い， C. bifermentans KZ1012から増幅した ONA断片をそれぞれプラスミド pCRIト

TOPOに挿入して作製した。各 His-tagタンパクは， HisTrapカラムおよび MonoQ カラム(アマシャ

ムファルマシア)を用いて精製した。

酵素的.牛物的活#劇f 卵黄レシチン水解活性測定は，適宜希釈したサンプルに同量の 10%卵黄溶液

を加えて 37'C3時間保温した後， 620 nmにおける濁度 (00620) を測定することにより行った。 00620

値の 1.0の上昇を， 1卵黄レシチン水解活性単位とした。溶血活性測定は，希釈したサンプルに同量の 1%

マウス全血 PBS溶液を加え(終濃度 0.5%)37'Cで 1時間保温後遠心し，上清の 540nmにおける吸光度

(AS40) を測定することにより， 0.5%マウス血液を 50%溶血させるレシチナーゼ量を求めた。 p-ニトロフ

エニルフォスフォリルコリン (NPPC)水解活性の測定は既報 5に従い，サンプルを 1mLの反応溶液 (20

mM  NPPC， 0.25 M Tris-Cl [pH 7.2J， 60% glycerol)中で 35'C2時間保温後， 410 nmにおける吸光度

仏410) を測定した。モル吸光係数を1.51X 104として生成した pーニトロフェノール量を計算した。

EL益企免疫したマウスの抗体価は en勾市le-linkedimmunosorbent assay (ELISA)により測定した。

プランクの 2倍以上の吸光度を示した最大希釈倍数をもって血清サンプルの抗体価とした。

マウスの舟症 4週齢の雄 ddYマウスの皮下に 3回 (0，14， 28日目)，精製レシチナーゼ (2μg/100

μL His-tag Csp， 2μg/100μL His-tag Cbpまたは 0.5μg/100μLHis-tag Cpa)を20μLのアジュ

パント(キアゲン)とともに接種した。血清サンプルを 7，14， 21， 28， 31日目に採取し， ELISA法で

血中抗体価を測定した。 35日目に His-tagCpaのチャレンジを行った。

結果:

レシチナーゼ遺伝子のクローニングまず最初に Cbp，Cnpおよび Cpaのアミノ酸配列を比較し，保存

性の高い領域に PCRプライマー KAG209および KAG210を設計した (FIG.1， 2)。このプライマーセッ
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トはレシチナーゼ遺伝子中の約 1kbの領域を増幅する。さらに openreading frameの全長をクローニ

ングするために， single specific primer PCRI4を行った (FIG.1)0 FIG. 1は， C. sorde1liiを代表例と

して示してある。 C.sorde1liiの他， C. absonum， C. sardinienseについてもレシチナーゼ遺伝子全長

のクローニングに成功した。

一次棒浩の比齢解析 csp遺伝子は 1，197塩基から成り， 399アミノ酸残基をコードしていた (FIG.2)。

他のクロストリジウム属レシチナーゼとの比較から 3.IRシグナルペプチドと成熟タンパクは各々 28残

基および 371残基と推定された。他のレシチナーゼとの比較解析の結果 (FIG.2， TABLE 1)，アミノ酸

配列全体において， Cspは Cpa(53.4%同一性)や Cnp(56.7%)よりも Cbp(77.4%)と特に類似してい

ることが判明した。 Cspと Cbp間の比較では， N末端側領域と， C末端側領域の同一性は各々 81.7%お

よび 71.8%であった。 4種類のクロストリジウム属レシチナーゼ間の比較では， N 末端側領域が C 末端

側領域よりも相向性が高かった。

醇素話伴および溶IfI1倍些 FIG.3に精製した His-tagレシチナーゼタンパクの SDS-PAGE像を示す。

また TABLE2には，各 His-tagレシチナーゼタンパクの，卵黄レシチン水解活性，溶血活性およびNPPC

水解活性を示す。 His-tagCpaは全ての実験において， His-tag Cspまたは His-tagCbpよりも高い活

性を示した。 His-tagCspおよびHis-tagCbpの卵黄レシチン水解活性は，各々 His-tagCpaの 38.2%

および 6.1%であった。同様に NPPC水解活性において， His-tag Cspおよび His-tagCbpの活性は

His-tag Cpaの各々 7.6%および 2.5%であった。 His-tagCpaは 29.8ngで 50%溶血活性を示したが，

His-tag CspとHis-tagCbpは3μgでも 10%以下の溶血活性しか示さなかった。このことは， His-tag 

Cpaが， His-tag Cspや His-tagCbpの 100倍以上の溶血活性を持つことを示していた。

His-t8.fZ レシチナーゼの免疫と His-to.gGDJaチャレンジ His-tagレシチナーゼを免疫したマウスの 31

日目の血中抗体価を FIG.4に示す。抗 His-tagCpa抗体価と，免疫したタンパク (His-tagCspまたは

His-tag Cbp)に対する抗体価の間には，特別な関係は認められなかった。免疫したマウスに His-tagCpa 

によるチャレンジ (5μg，ip)を行った結果 (FIG.4)， His-tag Cbpを免疫したマウスの内 5匹 (n=31)と，

His-tag Cspを免疫したマウスの内 2匹 (n=31)は生き残ったが，統計的な有意差は見られなかった。

一方， His-tag Cpaを免疫したマウス (n=6)は全て生存し，何も免疫しなかったコントロールマウス

(n=10)は全て死亡した。

考察:

本研究では， Cspは構造的，機能的に， Cpaや Cnpよりも Cbpにより類似していることが明かとなっ

た。 Nagahamaら7-10および Guillouardら2はCpaのアミノ酸残基について， Wl， H68， H126， H136， 

H148， E152が亜鉛分子との結合に， D56とT74が酵素活性に， D130と T272が構造維持にそれぞれ

必須であると報告したが，これらのアミノ酸残基は全て Cbp，Cnp， Cspにも保存されていた (FIG.2)。

このことは，これらのアミノ酸残基がクロストリジウム属レシチナーゼの基本構造や機能の維持において，

重要な役割を持っていることを示している。

Cpaの強力な毒性(溶血毒性や致死毒性)の分子メカニズムを解明するには，有毒および無毒クロスト

リジウム属レシチナーゼの，構造や機能の比較解析が重要である。結晶解析により， Cpaは柔軟なペプ

チドリンカーを介する 2 ドメイン構造を持っていることが明かとなった 110 N 末端側ドメインは，ホス

ホリバーゼ Cの活性を持っており， C末端側ドメインは，カルシウム依存性にリン脂質に結合すると考

えられている 11.120C末端側ドメインは，スフィンゴミエリナーゼ，溶血，致死活性に必須である 150Jepson 

ら 3は， Cbpの N末端側ドメインと， Cpaの C末端側ドメインからなるハイブリッド毒素を作製した。

そのハイブリッド毒素は， Cbpよりも高い溶血，致死活性を有していたが， Cpaほどではなかった。 Cpa

のアミノ酸残基， D293， D305， K330は，細胞膜のリン脂質を認識することで，溶血活性，細胞毒性，

筋肉毒性の発現に関与していると考えられていた 20が，本研究の結果，それらのアミノ酸残基は Cspや
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Cbpにも保存されていたため， Cpaの強力な活性には，さらに別のアミノ酸残基が必要であると考えら

れた。

Alape-G ironら lは Cpaのアミノ酸残基， D269， Y275， Y307， Y331， D336が毒性に必要であると

報告した。また Jepsonら 4は， Y331と F334が必須であると報告している。これら 6個のアミノ酸残

基の中で， Y307と D336に相当する残基は Csp，Cbpともに保存されていた。しかし， D269， Y275， 

Y331， F334に相当するアミノ酸残基は， Cspでは各々 y，N， R， 1に， Cbpでは各々 y，N， y， 1に

置換されていた。また， CpaのC末端側ドメインには 3箇所のカルシウム結合部位が見い出されており，

各々 Ca1(E32， D269， E271， D336， A337)， Ca2 (D293， N294， G296， D298)， Ca3 (T272， D273， 

N297， D298)と呼ばれている 12。本研究の結果，これら 3つのカルシウム結合部位およびその近傍のア

ミノ酸残基は，基本的には Csp，Cbp， Cnpともに保存されており，毒性の違いが，カルシウムを介し

たリン脂質の認識の違いに起因しているのではないことが示された。

WilliamsonとTitba1l21は，ペプチド Cpa247-370(Cpaの C末端側ドメイン)で免疫したマウスは，

LD1ω の 10倍量以上の精製 Cpaチャレンジや， C. perfringensの生菌感染に抵抗することを示した。本

研究では， His-tag Cbpや His-tagCspで免疫したマウスは， His-tag Cpaの毒性を防御することがで

きなかった。これらのことは， Cspや Cbpと， Cpaの C末端側領域の構造的な違いが， Cpaの致死活性

の防御に重要であることを示している。

以上のことから，様々なクロストリジウム属レシチナーゼの比較解析を行うことが， Cpaに致死活性

を与えている要因を明らかにし， C. perfringensによるガス壊痘に対する，効果的なコンポーネントワ

クチンを開発するために必須であると考えられた。また， C. perfringens以外のクロストリジウム属菌

によって引き起されるガス壊直の治療法開発にも寄与することができると考えられた。
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TABLE 1. Comparison of amino acid sequences of Csp， Cbp， Cpa， and Cnp' 

% Identiザ(N-terminaldomain/C-terminal domain) to: 
Phospho日開路

Csp Cbp C戸 Cnp 

白C白白H1p p p 

77.4 (81.7n1.8) 53.4((558.1/4532) ) 56.7(((55槌99 .8β3.9) 
77.401.7/71.83) ) 53.0 (57.7/46. 54.6 (59.4/48 
53.4σ σ8.1145. 53.0σ(597 •. 47114486 .. 72) ) 

61.9 (68.7β1.37) ) 

56.7 (59.8/53.9) 54.6 61.9 (68.7β1.3) 

• Data for Csp and Cbp are from this study， and data for Cpa and Cnp are from reference 19. 

Phospholi戸時

T:ABLE 2. Enzymatic activities of Cbp， Csp， and Cpa 

E邸 yolk-ph邸内olipidhydr仰sis NP陀 hydrolysis'
(U/mg/rnin) (nmoVmg/min) 

(% activiザrelativeωCpa) (% activiザrelativeωCpa) 
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(% activity relative to Cpa) 

>3，叩0(<1)
29.8 (1∞) 

>3，000 (<1) 

. Experirnents were回 rrilωoutat least three times， and the numbers are m回 n:!: standard deviation. 
・ Experiments明日間riedout at least three times， and the doses which shows 50%恥molysisin the assay wereωIculated. 
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守

日G.1. Schematic presentation of the s旬glespecific primer PCR 
凶 edto clone the csp gene. A 1・kbpartial fragment of the csp gene was 
amplified from C sordeJlu NCIBI0717 total DNA with KAG2ωand 
KAG210 PCR primers， designed in highly conserved regions among 
白 p，Cnp， and Cpa. Using a H.的dIIIDNA 1ゐraryof C. sordelIu 
NCIBI0717 as a template， PCR was∞nducted with mF2， Iocated on 
pK目， and with KAG212 or KAG213， located on the known 1・kb
合agment.NucJeotide sequen<疋sof the upstream， the known 1・kb，and 
the downstream DNA fragments showed an open reading frame of 
Csp.百lethick arrowed line depicts the csp gene.τ'he fil1ed and open 
areas indicate nucleotide sequ叩 ce・determined(known) and ・・nonde-
termined (u出nown)regions， respectively. 
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KAG209 

一一一一歩
KAG212 

4←一一. .. *w** ***. • *t * *... •••• *. 
Csp WOGKKOGTGTHAL1AEHGLT MLNNOU守口'NEPKP1KQN1E1LNKYLKDLKLGSTFPDYOPN AYDLFQDHFFOPDTGNlIFTL ONKWYVASP1YDTAETQVRK 100 
Cbp .......... .5.......5 ..... .5G..5OQV.D. .K. • .E..白..... ..Y...... ... .Y.. ..Y....... ..1 . .5. .A5Y...... ...... 100 
Cpa . ...1...... .M.V可 .V5I.E...5K...E5VRK.L.. .K割削E.Q....Y....K. . ...Y.. ..W. ...D...5K ..5..L.Y5.P..G.5.I.. 100 
Cnp .......... .SM.Vτ可JAVKV. E. .M5KD. . E1V... FK. .00'悶制KFQ....Y...... . .K..... .W....凶 ..5K . .L. .L5Y5.K... .5.... 100 

KAG211 
-一一ー惨. .・ ..... .・ ・・・.‘・ ー........合唱骨・・・・・・・.・・ ・・噌・.. 4・・・b

.. 
Csp FATLAENEWKKGNYKEATFL LGQG崎町LGDLNTPYHAANVTAVOSPGHVKYETFVENRKE NYALNTAGNDTTQGIYKDAV ANKDFDQWMTQNSVKYAXKA 200 
Cbp .....K...E...F...... ....L............5.. ................E..O ......5.....5.V..E.M E.P5.NK. .....1..，.I. 200 
Cpa .5A. .RY..QR... .Q...Y . .EA. ..F..10.. ..P... .. ...且....F...A.E...Q.K1....CK.NEAF.T.1L K....NA.SKEYARGF. .TG 200 
Cnp .TA. .R. ..E... .EK..WY F. .A. ..F...... ...... .. ...1. .T.. .G.A.K..O Q.RI. .T.1K.NE.F.A..L K.5N. .S.SKEYCKGW. .Q. 200 

-・・・b・・・・ ・・・・ ..... *** ..* …↓… •• ** ***. 
Csp KALVYSHSTM氾剖WDDWDYSGREAIKNSQVCTAGFLYRF1 NEVS 
Cbp ・D........5.5....... ...................M •... 

2; :;!:::.fj32::::?:3fh:Z::::;::::::::Jrr主主主??;?:?ZZ:::::計二15:::はず:::::::?;::
.. .・・ • ....* * ** •• • * 

Csp KNQTDNYILKVKNOVKVNτ'N D1τKYWVRKENRTP15DDWE LSN1KL1SNGKV1LQKDINK VfSGNQVYD1NK 
Cbp R..V... ...T .OGEE.DI. N.SN..1.. .KL. 5...... .. .P.. .A.... .0.0. V.. ..T. .ET. Y... 
Cpa ro5K.T.TF.L.-.ENLK1D..Q!冊1.1..RKY.AF..AYK PE...I.且....VVD....E W1...ST.N.-. 
Cnp A.. E.T. ... I.-KP5IKP5 • .NRM.I. .A. P.. V....K VKG.. V.AD.5.QYE.Q... WIH. .EK. Y..-

.. 一一一一ー

371 
3n 
370 

370 

KAG21 0 

FIG. 2. Amino acid alignment of clostridial phωpholi阿倍 fromC sordellii (Csp)， C b俳nnentans(，白p)，Cpe砂仇gens(Cpa)， and C noηi 
(Cnp). Identical amino acid residues and gapped residues are depicted by dots and dashes， respectively.百leresidues conserved in all of the 
phωpholipases are marked with asterisks.τ'he peptide Iinker be!Ween the N-terminal and the C-terminal domains is boxed.τbe Iocation of PCR 
primers is depicted with arrows. Data for Csp and Cbp are from this study， and data for Cpa and Cnp are from reference 35. 
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FIG. 4. Anti加dyresponses of His tag Csp-immunized (1己負)and 
His tag Cbp-inlmunized (right) mice and the result of the His tag Cpa 
challenge. Ttiters for day 31 are presented. Numbers in open circles 
indicate the number of mice that had the indicated titer. Log2 values 
(10-2 anti-His tag Cpa titer) of His tag Cpa-immunized mice were 6 (11 
= 2)，9 (n = 2)， 10 (n = 1)， and 12 (n = 1). In His tag Cpa challenge， 
5μg of Cpa was injected intraperitoneally. AII nonimunized mice (n = 
10) died， and all His tag Cpa-immunized mice surv加ed.The number of 
solid arrowheads indicates the number of survivors. 

FIG. 3. Sodium dodecyl sulfate-polyacxylamide gel electrophoresis 
of His tag Cbp (Iane 1)， His tag Cpa (Iane 2)， and His tag Csp (Iane 3). 
Each pu品 edprotein (1時;)was electrophoresed and stained with 
Coomassie brilliant blue R250. M， protein standard marker. 

2003.3.14作成

-147 -



匂思惑思ER朗成事業

2 0 0 2年度日中医学協会共同研究等助成事業報告書

一在留中国人研究者研究助成一

年月日
2003' 03" 11 

財団法人日中医学協会
理事長殿

1 .研究テーマ

2.本年度の研究業績

所属機関名梧揺十堂匡盛部缶詰砂成品席能砂場臨

指導責任者氏名持軒亘憧

職 名安部科挙動官 斡樗

所在地干 791・0②95温泉郡重信町大牢京津川

電話 089・960・5274 内線

変異リステル菌による免疫応答制御

(l)学会・研究会等における発表 ぐ⑤・ 無 (学会名・演題)

2002 日本免疫学学会総会学術集会

変異リステル菌による免疫応答制御

(2)学会誌等に発表した論文 有 ・~(雑誌名・論文名)

-117 -

;gi 



3.今後の研究計画

本実験は、弱毒化リステリア菌が動物細胞に遺伝子を導入するためのベクター

として用いて使用できることが明らかになった。今後、リステリア菌の病原性

を完全、かつ遺伝子導入の効率を上がる方法を捜索することが必要であると考

える。また、今回構築した遺伝子を用いて、感染症のみならず、免疫系の異常

でおきる種々の疾患の動物モデルを用いる、治療実験を行う予定である。

4.指導責任者の意見

溶華君は、極めて熱心に研究に打ち込み、当初の目的をある程度達成するこ

とができたと思う。リステリア菌をベクターとして用いて、宿主の免疫応答を

制御する試みでは、特定の病原体に感受性のマウス系統を、感染抵抗性にシフ

トすることが可能であることを示し、その効率の向上のため種々の試みを継続

している。経口感染可能なリステリア菌の作出を試みているが、未だ成功して

いない。しかしこの過程をとおして多くの分子生物学的手法を学んだと思う。

さらに、教室が現在もっとも力を入れて解析している、宿主免疫応答を制御す

る病原体遺伝子の同定には、積極的に関与し、自らも種々の解析手法等を学ん

だと思う。この間の研究に対する態度は極めて熱心で、また、研究者としての

優れた資質を感じさせます。今後何らかの形で、経済的支援が得られればと考

えています。

指導責任者氏名後計苓博、(寄

5.研究報告書

別紙「研究報告書の作成についてjにより、指定の用紙で作成し添付して下さい。

研究発表中または研究中のスナップ写真を添付して下さい。

※研究成果を発表する場合は、発表原稿・抄録集等も添付して下さい。

※発表に当っては、 B!f1a，学ts.会'I!b，成主金jごJ:-!J旨を明記して下さい。
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Abstract 

We showed that intracytoplasmic infection by Listeria monocyωgenes (Lm) influ巴ncesthe T cell 

differentiation pro回 ssand resulted in dominance of the type 1 T ce11 subset， and proposed a two-step T 

ce11 differentiation pathway during pathog巴ninfection. Base on this study， w巴establish巴da nov巴1method 

for Lm-mediated gene transfi巴rinto mammalian田l1sto manipulate the immun巴 responseof the host 

during infection by pathogens. We demonstrate that th巴genemanipulated Lm containing a s巴lf-destroying

gene functions as a possible carrier for gene transduction into mammalian host cells. 

Key words gene transfer， Listel匂 moncytogenes，type 1 T ce11 subset， pathogen infection， immune 

r巴sponse

Introduction 

T helper C百1)cells are divided into two subsets according to the set of cytokines that th巴yproduce. 

乃pe1 T ce11s which produce IFNy play an important role in the c1earance of intrace11ular pathogens， 

whereas可pe2 T ce11s which produce ir出 rleukin(IL) -4 eliminate extrac巴11ularones. Shift to one of 

these two subsets from precursor can determine the outcome of the diseases in many intraceIIular 

pathogens infection， such as leishmaniasis. During Leishmania major (L. m司or)infection， resistant 

C57BU6 mic巴 developprotective Th1 responses that control infection， on the contrary， susceptible 

BALB/c mice fail to control infection due ωan aberrant Th2 response (1). Cytokines present at the 

initiation of the immune respons巴 atthe stage of ligation of the T ce11 antigen receptorσCR) d巴termine

the type 1 or type 2 T ce11 diffl巴rentiationfrom the precursor. It is known that巴ffectiveprimary immunity 

against L.major requires IL-12・dependentproduction of 1開・ yfrom Th1 ce11s (2，3). On the other hand， 

some oth巴rcytokines， such as IL・4and IL-10， act as candidat巴thatinduce Th2 cells (4・6).After infected 

with L. major， the early production of IL・4in susceptible BALB/c limits the ability to induce a protective 

Th1 response (5). Treatment with recombinant IL・12(rIL-12) in the early stagl巴 ofinfection shows 

protective e百ectin BALB/c mice infect巴dwith L. major (2). Therefore， it is possible to optimize immune 

response to control pathogens by modification the balance of cytokines at the time of antigen stimulation. 
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Recently， the t巴chniqueusing intracellular bacteria for DNA transfer into mammalian host cells was 

performed successfully (6)， which provides not only an e任巴ctivemethod to study the immune res凹nse

but also therapy to many kinds of diseases. Attenuated strains of intracellular bacteria are ideal candidates 

which can d巴liverplasmids DNA to target cells. Listeria Monocytogenes is a Gram-positive intracellular 

bacterium which invades both phagocytic cells and nonprofessional phagocytic cells. It is now known that 

various genes and proteins directly involved in the various st巴psof the infectious pro田 ss:Internalization 

by nonprofessional phagocytic cells is often mediated by internalins， of which Internalin A and B are the 

best characterized (η. Upon entry into the cells， Listeria be∞m巴engulfedwithin a vacuole. Hemolysin in 

combination with phospholipases is largely r巴sponsedfor mediating escape from the vacuole to cytosol 

(8). Once in th巴 cytosol，bacteria multiply. Intracytoplasmic bactria are immediat巴lysurrounded by a 

cloud composed of actin filaments and us巴 theforce generated by actin polimerization to move 

intracellularly and th巴nspread from cell to cell (9). Taking advantage of this knowledge， attenuated 

strains of Lm which are able to undergo self-destruction in the cell cytosol by production of a phage 

巴ndolysincould deliver functional plasmids DNA into the cell (10). 

In the pres巴ntstudy， we estabIished a Lm-mediated gene transfer system which can transfers IL-12， 

IL-4， IFNy， and IL-10 cDNA into mamrnaIian host cells. With this system w巴 investigatedthe T cell 

differentiation in th巴murinemodel of cutaneous Iishmaniasis. 

Matel"Ials and methods 

cDNA: cDNA from murine IL-4 ， IFNy and IL-12 p70 were obtained from Dr. H. Karasuyama， Tokyo 

Metropolitan Institute of Medical Science， Tokyo， Japan and by Dr. H. Yamamoto， Osaka University， 

Osaka respectively cDNA from ply118 was kindly provided by Dr. W. Go巴belTheodor-Bov巴r-Institutfur 

Biowisenschaften， Wurzburg， Germany and Dr. M. J Loessner， Institut Fur Mikrobiologie， Technische 

Universitat Muchen， Freising， Germany. 

Mice: OVA-peptide-specific TCR TG mic巴 wereoriginally developed by Dr. D. Loh. Mice and their 

littermates were reared under specific pathogen free conditions in the animal faciIity of Ehime University 

School of Medicine. BALB/c and C57BU6 mic巴werepurchas巴dfrom Charles River Japan (Yokohama， 

Japan). All mice were used in accordance with th巴institutionalguides for animal experimentation. 

in vitro stimulation of T cells: T cells of uninfected-and Lm-infected TCR-TG mice were prepared as 

non-adherent cells as d巴scribed(11)， and were stimulated in vitro with T cell depleted splenic APC from 
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uninfected-and Lm・infectedsyngeneic BALB/c mice in th巴 presenceof l!lM sp巴cificOVA p巴ptides.

C巴lIswere collected and washed， and re-stimulated with APCs and homologous antigen for 2 days. 

Amounts of IL・4and IFNy in the culture supernatant were d巴t巴rminedby ELISAassay (12-1の.

Exprimetal infections in vivo and Pathogens: Listeria Monocytogenes (EGD strain) was provid巴dby Dr. 

P. Cossart， Past巴urInstitute， paris， France and 2x103 of bacteria were inoculated intraperitoneally. 

in vitro infection with Lm: For in vitro infection of splenic APCs with Lm， T cell depleted spleen c巴lIs

were infected with Lm at MOI of 5:1 for 1h followed by extensive washing and X-irradiation at 3000 rad. 

These treated splenic APC cells were cocultured with T cells from TCR-TG mic巴.For gene transfer by 

Lm， cultured cell lines were inf，巴ctedwith gene manipulat吋 LmIn vitro at MOI of 5:1 for 1h and 

follow巴dby巴xtensivewashing and cultivation for 2 days. The expression of the transferred gene was 

detect巴deith巴rby f1uoresc巴ncemicroscopy or ELISA. 

Results and Discussion 

W巴 us巴dOVA-peptide specific T cell receptor transgenic (TCR-TG) mice (15) and the intracellular 

infl巴ctiouspathogen Lm to evaluate the effect of pathogenic infection. When T cells of uninfected TCR-

TG rnice were stimulated with a sp巴cificantigen and antigen presenting cells (APC) in vitro， the cells 

differentiated predominantly into an IL-4-produci暗 type2 T cell subset σig. 1a). In contrast， Lm-

infection app聞記dto stimulate T cells to diffl巴rentiateinto an IFNy-producing type 1 T cell subset. This 

e妊'ectthat infection had on T cell subset differentiation was observed even in RAG-1-deficient mice 

wher巴 Tcells are specific exclusively for OVA-peptide and no Lm-specific T cells are present (Fig. 1の.

These results suggest that T cells in Lm・infl巴ctedmice differentiated predominantly into the typ巴 1subset. 

In addition， the effect of infection may b巴 mediatedby APCs. This possibility was directly tested by 

stimulating T cells of uninfected TCR-TG mice with APCs from Lm-infected mice (Fig. 1b). When 

uninfected naive T cells were stimulated with infected APCs， the T cells shifted to the IFNy-producing 

type 1 T cell subset. Therefore， it sugg巴ststhat Lm-infection influences T cell di百'erentiationthrough the 

APC function. 

Bas巴don these obs巴rvations，w巴 thoughtthat the intracellular pathogen Lm functions as an immun巴

r巴sponsemodulator and also as a good candidate for a vector to deliv巴ra gen巴intomammalian cells to 

modulate the acquired immune response (16，17). We constructed the plasmid for gene transfer into 

mammalian cells using Lm. Lm is attenuated by introducing a geneやか118)which functions to lyse Lm 

(18).百lepか118gene is inserted with an actA gene promoter to lyse the bacteria during inf，巴ction.Lm 
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which carries cDNA coding for cytokines (Lm (cytokine)) delivered cDNA into mammalian cells by in 

vitro infection as shown in Fig. 2. Cytokine production by Lm-infected c巴llswas also test巴dusing Cos7 

and H巴pG2ce11 lines. Although the amount of cytokin巴 producedby these ceIJs varied， the pattem of 

cytokir】eproducion was specific for those strains of Lm which were infected ill vitro. Th巴s巴 results

demonstrate that the gene manipulate Lm function to deliver gene into mammalian ceIIs and induce 

expression of the introduced gene. 

We next tested wh巴therthes巴manipulatedLm can modulate immun巴responsein vivo. To ass巴ssthis 

qu巴stion，BALB/c mice wer巴 inoculatedwith Lm EGD strain (wild type)， EGD carrying IL-12 p70 cDNA 

in the hind leg 10 days prior to inoculation with L. major in the footpad of the same hind leg (Fig. 3). The 

foゅtpadswelling in the L. major susc巴ptibl巴 strainBALB/c mice gradually increased， while that in the 

resistant strain C57BU6 p巴akedat 2.5 wk aft巴rinfection and gradua11y diminished by 8 wk aft巴rinfection. 

The footpad swelling of BALB/c mice infected with EGD was suppr巴ssedat 6 wk after infection. The 

peak magnitude of footpad sw巴llingwas suppressed in the susceptible strain BALB/c mice infected with 

EGD carrying IL・12cDNA even when ∞mpared with the resistant strain C57BU6. This state of 

suppression stiIl p巴rsistedat 5 wk after L. major infection. This result suggests that g巴netransfer by 

attenuated Lm infection functions to moduJate the host defense syst巴magainst pathogen infection. 

It is known that Shigella， Listeria， Salmollella and Escherichia coli are able to act as g巴nedelivery 

vectoIS. Listeria is one of the most巴fficientat gene transfer among the facultative intrace11ular pathogens 

(19). In this report used self-d巴stroyedLm as vector， up to 10% of Cac02 cells were transfected after 

infection (data not shown). Specific cytokines production which were produced by transfected c巴11lin巴s

varied in the d出er巴ntrecipient ce11 and cytokines (Fig 2). In the same cellline， production of IL-4， 1刊 y，

and IL-10 were more abundant than that of IL・12.In several cell Jines that were tested， epithelium cells 

and hepatocytes were r巴adilytransfected， whereas transfection in macrophage c巴IIlines were not e出cient

(data not shown). This result was consistent with previous report (10，19). 

We have shown that we established a gene transfer system with L. mOllocytogenes modulating 

immun巴 systemto control th巴 dis巴ase.This system may be used for the d巴velopmentof vaccines and 

immunotherapy against other intracellular pathogens. 

Note 

This study was presented as a poster on The 32nd Annual Meeting of The Japanese Society for 

ImmunoJogy 
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T130 mutation in HNF・4αgeneis a loss-of-function mutation 
and is associated with late-onset type 2 diabetes in Japanese subjects 
(準備中)
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HNF-4α 遺伝子 T130I変異と日本人2型糖尿病の関係を

検討いて

Abstract: 

研究者氏名

中国所属機関

日本研究機関

指導責任者

共同研究者名

朱情

首都医科大学

大阪大学医学部第2内科

教授 松津佑次

助手 山懸和也

τlte T1301 mutation in HNF-4αis a missense mutation and it was suggested this mutation 

cosegregated with typical late-onset NIDDM. From screening for T1301 mutation， we found白紙 the

frequency of the mutation was significantly higher (P=O.015) in出etype 2 diabetic group compared with 

nondiabetic subjec岱 (15out of 423 diabetic su吋ec岱 and3 out of 354 nondiabetic subjects).From clinic 

data， we found the serum HDL-cholesterol level was significantly lower in血egroup with白eT1301 

mutation. Next， we found伽 t山 transcriptionalactivity of T1301 -HNF-4αwas significantly decreased 

by 46.2%compared with血atof W下HNf.・4αinHepG2 cells and human hepatoma cell line， but the 

difference of the transcriptional activity between T1301岳町F-4αamdW下E到 f-4αwasnot significantly 

in HeLa cell and MIN6 cell. line. And the binding ofT1301・HNF-4αrelativeto W下HNf-4αwassimilar 

under both equilibrium and non-equilibrium conditions. More studies and HNF-4αknockout mouse 

modcls will be necess紅 Yto provide additional insights into the molecular mechanism. 

Key Words: HNF・4αNIDDMserum HDL-cholesterollevel human hepatoma cellline 

Introduce: 

MODY is a monogenic form of type 2 diabetes characterized by autosomal dominant inheritance， 

early-onset (usually before 25 ye釘sof age)， and impaired insulin secretion. Mutations in the HNF-4α 

gene cause a fomi a MODY (MODYl). Recent studies obtained the nominal evidence for linkage of 

markers in the region of出巴 HNF・4αgeneon chromosome 2Oq12・q13wi出 NIDDM.And a genetic 

variation in the HNF-4αcosegregated with typical late-onset NIDDM. The TI 301 mutation is a missense 

mutation affecting a residue of the DNA-binding region (A-box region). In Danish and Japanese study， 

白efrequency of this aII巴lewas significantly higher in individuals with type 2 diabetes than in control 

subjects. In出isstudy， we examine the diabetogenic impact of the T1301 mutation by emplying genetic 

and functional analyses. 
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Subjects and Methods: 

Subjects: We screened 423 unrelated Japanese subjects with type 2 diabetes and 354 unrelated 

Japanese nondiabetic control su句巴ctsfor T1301 mutation in HNF・4αgene.Exon 4 and flanking intron 

were amplified-using PCR. T130I mutation generates a BsmI site and it was detected by PCR-restriction 

仕agmentlengtb polymorphism. 

Plasmid: T130I mutant HNF-4αwas generated from human HNF・4α2cDNA using a Chameleon 

Double -Stranded Site-Directed Mutagenesis Kit (stratagebem Jol1a， CA) and cloned in PcDNA3.1 

expression vector (Invirogen， San Diego， CA).百leconstruct was tested by DNA sequencing. 

Cell culture and Luciferase assay: Mouse primary hepatocyte were prepared using collagenase 

perfusion method and plated in six-well tissue culture plates. HeLa， MIN6， HepG2 cell and primary 

hepaocytes were transfected with 500ng expression and reporter vectors toge出erwith 10ng of pRL-τx 

(promega， Madison， WI) as an internal control， using LIPOFECTAMIN PLUS reagent. Transactivation 

activities were measured after 48 hours using the Dual Luciferase Reporter Assay system. 

Western blot analysis and electrophoretic mobility shift assay (EMSA): Westem blot analysis 

W出 performedusing anti-HNF・4αantibody(Santa Creuz Biotechnology， Santa Cruz， CA) as described 

previously. Wi1d type and T130I-HNF-4αproteins were synthesized using τNTτ7 Quick Coupled 

Transcriptionrrranslation System (Promega). In viro translated proteins were incubated with 32P-labeled 

oligonucleotides containing HNF・4αbindingsite of HNF-lαgene in a 20・ul-reactionmixture. DNA-

protein complexes were analyzed on 5 % polyacrylamide gels using 0.5XτBE buffer.百lepolyclonal 

anti-HNF-4αantiserum was used for supershift analysis. 

Result: 

First， T130I mutation w出 foundin 15 out of 423 diabetic subjects (3.4%) and in 3 out of 354 

nondiabetic subjects (0.8 %)， indicating that the frequency of the mutation was significantIy higher 

(p=O.015) in the type 2 diab巴ticgroup compared with the nondiabetic Japanese subjects. The c1inical 

features of the diabetic subjects with the Ile codon at 130 are shown in Table1. The average age at 

diagnosis of diabetes with MODYl was 28.2土 15.2years. The mean age at diagnosis was significantly 

higher for patients with the T1301 mutation (47.1土 8.8years， p=1.0xl06) than for those with other 

HNF-4αmutations.百四 serumHDL-cholesterol level was significantly lower in the group with the Tl30I 

mutation. 

Next， we investigated the function of T130I -HNF-4α. HeLa cells and MIN6 cells were transfected 

with wild-type (WT) HNF-4αor T130I HNF・4αexpression.The levels of WT and T130I-HNF-4α 

expression were simiJar. (Fig. lA IB and lC). However， when the same amount of expression vector was 
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transfected into HepG2 cells， a human hepatoma cell line， the transcriptional activity of T130I-f岱lf.・4α

was significantly decreased by 46.2%(P.く0.001)compared with白紙 ofW下HNF-4α(Fig1 D). Figure 1E 

shows that impaired transactivation of T130I-HNF・4αinHepG2 cells were found at all doses tested， 

while T1301・HNF・4αachievedsimilar transactivation compared wi出 Wt-HNF-4αinMIN6 cells at these 

doses (data not shown). Reduced transactivation of T130I-HNF・4α(27.9%ofW下HNF-4α，P=9.7xl0-

5)was also found in primary hepat∞ytes (Fig . 1町.HNF-lαand L-type pyruvate kinase (PKL)釘 etarget 

genes for HNF・4α.Transcriptional activation of the HNF-lαgene (78.2%， P=0.024) and PKL gene 

(77.1 %， P=O.oo勾byT130I-f別手4αwasimpaired ( Fig. 10). these data s佐onglysu能 stthat Tl30I-

HNF・4αcatsas a loss-of-function mutation in hepatic cell environment. 

Since the A-box region is considered to be important for DNA binding， we also tested the DNA 

binding ability of T13OI-HNF・4α.Wτ~f王NF-4αand T130I-HNF・4αspecifically bound to 血e

oligonucleotide (Fig 2A). The binding of T130I-HNF・4αrelativeto W下HNF-4αwassimilar under both 

equilibrium and non-equilibrium conditions. (Fig 2B)， suggesting that this amino acid change does not 

later DNA binding at least in virto. At present， it is not clear why the T130I mutation only a紅白ts

transactivation activity in hepatic cells. Further studies will be necessary to clarify the niechanism 

involved. 

Conclusion: 

ln this study， we demonstrated that T130I mutation in HNF・4αgenewas associated with late-onset 

type 2 diabetes in Japanese individuals and found that this loss-of-function mutation， at least in 

hepatocytes. The molecular mechanism by which low HNF-4αactivity in hepatocytes， but not in 

pancreatic s-ceIls， leads to late-onset diabetes is unknown at present. More studies and HNF-4α Iiver 

knockout mouse models wilI be nec回 saryto provide additional insights into the molecular mechanism. 

Fig肝ur，叫e1.1i官Tr宮加a

A-C: τT官'ran創叩ns蹴a低ct伽i討va“副tionactivities 0ぱfWTandTl日30凹I-HNF巳-4仰αi泊nHeι:La川(仏仰A刈)， MIN6 (B). and HepG2 (C) cells. 

Cells were transfected with 500ng of expression vectors together with loong of pHNF4・tk-Lucand 

10ng of pRL-TK. D:Transactivation activities of T130I-HNF・4αinHeが}2cells. Increasing amounts 

of expression vecωrs (50・2oong)~ere transfected with pHNF-4-tk-Luc. Transcriptional activity of 

T1301-HNF-4αwas impaired in HepG2 cells. Data are mean土 SDvalues of three independent 

experiments. E-G: Mouse primary hepatocytes at a density of 3xl05 cells/well were transfected with 

expression vectors together with loong of reporter genes. (E:pHNF-4・tk-Luc;F:HNF・

1αpromoter;G:PKL promoter). Data are mean土 SDvalues of six independent experiments. H: 

Expression of WT and T130日町民4αinHeLa cells. Eight ug of expression v巴ctorswere transfected 

and Westem blot was performed after 48 hours. 
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Figure 2. DNA binding ability of WT and T130I-HNF-4α.A: HNF-4αproteins were in vitro translated 

from 1 ug of pcDNA3.1 expression vector using TNT in virto transcriptionltranslation system and used for 

EMSA. Equal expression lev巴Isof in vitro translated proteins were confirmed by Western blot analysis 

(data not shown). An excess (50-fold) of unlabed oligonucleotide was used as a competitor. Lane7and8 

show supershift of bands. B: cDNA binding ability of Tl30I-HNF-4αin non-equilibrium conditions. W下

HNF・4αandTl30I-HNF-4αwere bound to the labeled oligonucleotide in the presence of increasing 

amount (10， 25 and 50 molar excess) of unlabeled competitor in non-equilibrium conditions. 

本文は投稿中です。

作成日:2003年3月 15日
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TABLE1 
Clioical characteristics of the type 2 diabetic subjects with aod without T130日町下旬mutation

Characteristic Thr{fhr 官官江le P 

n 408 15 

MIF 245/163 8n 

age (years) 64.0:!: 9.0 61.5土6.3 NS 

age at diagoosis 47.7:!: 8.2 47.1 :!: 8.8 NS 
of diabetes (years) #28.2土15.2(n=40) 

(p=1.0x10・6**)

BMI (kglm2) 22.9 :!: 3.1 24.3 :!: 3.6 NS 

maximum BMI '(kglm2) 26.2:!: 3.5 27.3土 3.6 NS 

FPG (mgldl) 151:!: 47 153:!: 44 NS 

HbAlc(%) 7.6:!: 1.6 7.2:!: 1.4 NS 

HOMA-IR (mol mU/12) 2.4 :!: 1.8 (0=134) 2.2:!: 1.1 (0=8) NS 

T-chol (mgldり 202之36(n=244) 195 :!: 39 (0=9) NS 

triglyceride (mgldl) 139 :!: 119 (0=244) 158主75(0=9) NS 

HDL-chol (mgldl) 55 :!: 18 (0=239) 40土13(n=9) 0.006料

Data are means :!:SD. #Age at diagoosis of MODY1 su吋ects(data are cited from references 14-22). 
HOMA-IR =FPG x fIRI/22.5. P values were obtaioed by the two-tailed Student's t test.本*P<O.01.
NS; not significant. 
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1ι王ー量、加藤直也、椎名秀一郎、白鳥康史、小俣政男(第38回日本肝臓学会総会 大阪 2002年6月)

C型肝炎における肝発癌の高危険群と IL-1b遺転子多型

2.也旦旦担g，Naoya Kato， Shu i ch i ro Sh i nna， Yasush i Sh i rator i， Masao Omata. (53rd Annua I Meet i ng of the 

AASLD， Boston， Massachusetts， November 1-5， 2∞2. ) 

Interleukin-1s gene polymorphisms associated with hepatocel lular carcinoma in hepatitis C virus 

infection. 

(2)学会誌等に発表した論文 @・ 無 (雑誌名・論文名)

1. il盟g_J_， KatoN， HoshidaY， YoshidaH， Taniguchi H， GotoT， MoriyamaM， OtsukaM， ShiinaS， Shiratori 

y， Ito y， Omata M. Interleukin-1beta gene polymorphisms associated with hepatocel lular carcinoma in 

hepatitis C virus infection. Hepatology. 2003:37(1) :65-71. 
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C型肝炎における肝発癌の高危険群と IL-1s遺伝子多型

研究者氏名王岳

中国所属機関 同済大学医学部付属医院、内科医者
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五藤忠、森山優、大塚基之、椎名秀一朗、白鳥康史

HepatitisC対rus(HCV)凶叫onisam母α.risk factor for developing hepatocellul紅白血10ma但CC)，a町e・血m回 ing明 uel

How町民也efi制関白紙affi回 d鎚蹴progressionto HCC have not b但 1血.orou酔lyelucida凶.

G田eticpo加 orphismsin pro-inflanunatory cyto泊明白血回ia必n-l(IL-l):ti卸1I取(IL・lsand ll..-lra)副知m.orn問。由

factor-a (TNF-a)， w，間釦diedin 274 J:叩組問 p油田，ts明也 chronicHCV iIU叫on叩 d55 h回lthyindividuaIs， using由nd副

戸Ilymeraachain 悶凶onゐa副 geno1yping臨制ques.百1e邸悶組onbetw悶 1th臨 polymOIphismsand disease由旬swas四 all国凶，

whileαmtrollingfor回ぜoun曲 gcJinicaIv血ables.

The proporti叩 ofHCCp出回.tsw地位ll..-1s-31r!f (55%， odds ratio to C1C w凶 2.63，同.009)伊 01y戸W俗 higher也m伽t

叫血血.eT/C~判%， odds ratio to C1C w錨1.64，p=D.149)and C/C geno1ypes (35%). The ll..-Is・31andδ111ぬ wereinn町~mpl出

linkage diぉquihb巾m， and世1ell..・1β511ム31haplo1ype C-r was si伊 温 個ltlyassocia凶 withthe戸忘却偲 ofHCC(odds 凶 oof 1.51， 

p=D.02). PO恥no中M盟国泊血eTNF-a gene w'田 notassociated叫thdi蜘 se.Am叫tivaiateanaザ担問叫吋削除1l..-1s-31I汀

geno1y戸:，alpha-feto:阿国1>20時ι，抑制民ofcinh伺S， male鉛x，血dage活Oyl倒'Swere associa凶 叩 血 血epre縄問ofHCC，at 

odds rati.os of3.73σ汀vs.C1C)， 4.12， 4.03， 3.89， and 3.27， r句 ec証明:ly.

h∞nclusion， IL-Is-31 genotype T，庁 andIL-1s-51l月1haplotype C・Tare associated wi白白epresence of 

HCC in Japanese patients with chronic HCV infection. 

キーワード

cirrhosis， infl8D1mation， pro-inflammatory cytokine， single nucJeotide polymorphism， tumor necrosis factor 

本文

町TRODUCIlON

Ith凶加1剖 ma凶世1atmore伽 170凶血.onpeople world叫de，about 3% ofthe wor1d's pop由加，田也ronica1取凶倒d

wi血 hepatitisC古田但CV).1百lemajori1y of indi:羽d叫s明白開討蜘1t凶叫.ond町-e1opchronic h中atitis， which can progr国 b

d由o~orhep釦印刷紅阻むinoma 但CC).46Recent epid町世ological也也cle留守showasign出叩1tinα田sein the inciden田 ofHCC，

町田 indeveloped∞m凶偲7・9百lerisk伽 developingHCC in，α国間wi也世1eseveri1y of凶叩1ffiationand fibro由6，10.11How>町貝世1e

host geneticぬctors伽 lafi副首1ecJini伺lou凶 meremain uncI町.

匂もO凶les，as PI吋uctsof the ho町時onsetoinfl佃1ffiation，pl司Y血 impo血ntrole in defense喝位回吋国凶叫.ons.How即 er，

inHCVinf尚 on，血eymay pl司yapromin田trole in liver dan1昭eYZ13h凶回凶・ls(IL・ls)and tumOTsiαm由 fac10rσN町・α眠 key

cyto凶1凶 inthe inflamm胸 'ryr旬。Inse.I4，ISDuring凶I四1ffiatiOI1， ll..-1 s mediates the imrnune r句 onseby inducing the町F悶叩 of

many other g田 es，either by ini出血gtheir仕組問iptionor by蜘b出血gtheir rnRNA;血鴎加lpo比四1genes include戸oinflammat，αy

cyto凶1egenes回 chasTNF・-a.16Jn fi叫町umleveIsof加也cytokinesare elevated in patients with chronic h叩atitisC，l7，18回 gg応出g血eir
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role in inflamma1Ion of血.eliver.

SeVI悶 1polymOlphisms of the IL-l gene血atare世loUghtto affect IL-l f3 production have b悶 1時 orted.1目 1In Caucasians 

inf倒edwith He/icobacter py/ol"i， the IL・lf3引C江L-lf3-511 T haplotype and the IL-IRN (encodes interleukin 1限定pω，ran匂gorust，IL-lra) 

allele 2 (IL-IRN均 haveb聞 1associa凶 with血 mcrea剖拙ofg釧 cc組閣.20，21IL-IRl伊2has been rela凶 b 田 han剖 IL-lf3
productio九.22inflammatoxy bowe1 disease，23，24 and auto.泊四lUnediseases.25)E 

Six diallelic polymorphisms in the百-W-apromo卸 region，which are也oughttoaff副官-W-a production， have b倒 1時 orted，at 

po剥ons・1031，・863，ー857，・376，・308，血d・238.19，27，28A variety of infectious di鎚asesand inflammatoxy di田rd田 町 出 回ciated叩Iththe 

百-W・α・308allele.19 In a Bri耐1pop叫ati，∞， the 1NF-a・308Aallele wasおぬcia凶 wi世1釦お叩，tJ.b:溢tyto type 1 autoimmune hepatitis.29 

百由 polymorphismin liver回nspl紅白.tiondonors influenl儲世leinflammatoxy r句 onseto HCV re-infection of grafts and凶U路

間 l回 凶 graftinjuxy.30 Moreover，註wasrecently repo制削除・376allele， which affects∞T-l binding to the百-W-apromo町

region， wωassocia凶叩血血crea剖 susceptJ.bilityω 何世almal出a31PO加 orphismsat・1031，-863， and・857have b悶 lpo蜘吻

associa凶 withsu鉛中tib温.tytoCr由1'sDis回seanditsl∞岨on勾

In this蜘 dy，we町 alUal凶血eassociation b伽 reetl白鶴gen由cpo.かmorphismsand the development ofHCC. 

PATI町 TSAND島町田ODS

Patients 

ぽ∞，nsecutiveJapan鵠 patientswi血 chro凶cHCV infection who ∞n皿lted血eou1pa畑 Itclinic of the ui凶v悶 .tyofTokyo 

Hospi凶国 間粗Novembぽ 2∞oand Januaxy 2∞1， we studied 274 patients (172 m四朗d102 women， 25 to 79y回 rsold，悦也amedian

唱eof 61 y回路:)whose genornic DNA w箇 availableafter obtaining wri加 1inform吋∞，nsentfor genotyping. As controls， 55 healthy 

J叩組問volun出部 (48m田 and7 women， 24 to 53 y国民 with a median唱;eof31 y回路:)without any histoxy of liv，ぽ diseasewere 

回 rolledin仕 組 均rafterob出血19informed∞，nsent恥蜘ob凶ned柳 IroValfrom the institutional e必ics∞Imnu胞.

All pati田.tswerepo司.tivefor HCV antibody by the回:ond-genぽ油onenzyme釘lIDunoぉsay~α也oDi噂10鋭部:， Tokyo， Japan)， 

and HCVRNA was m個 別redusing the Ampli∞，rHCV醐iJVI悶 on1 (Roche， Tokyo，均an);all patients w師 neg出vefor hepatitis B 

surfa白血tigen(Abbott Laboratories， No巾 Chi回go，IL). HCV genotypぉ W悶 det回凶nedusing a g'回 otyping邸 ay(S見 Laboratoxy

Co.， Tokyo， J:叩an).Any P油田.twi也 anethanol intake of 80 glday orめovefor more than 10 y回路 W俗∞nsid制もohave a po剥ve

histoxy of al∞hol曲蹴:.The following c刷 calp m伽 sofpa帥 .tswere obtained at the time of whole-b)'叫∞H副叩:郁 g田伽，

M蜘1}'of bl00d回lSfusion，師団nalbumin 1巴:veL悶 umto凶 bi1irubinJ，町乱調umalanine回世1otransfer:鵠 (AL1)level，担umalpha 

ためpro回1(必P)1，町eLprothrombin回 .e，pl臨 :Iet∞lunt， and泊四対ralIoad m制.u'edby the Ampli∞Ir-HCV monitor邸 ay侭吋吋.

Liver biopsies w問問fonnodm 180 patients wi創n6 months， and diagnosis of liver cirrho由 W岱 madebased on liver histology 

ω∞Irding to the回 附aofD回 nef2and Sch田町 etal.おInpatients without biopsy specimens， diagnosis of cirrho也 wasba剖 onthe 

pre町田 ofclini叫 manifestationsof po由 1hy戸也lSion(eιvarices， en押 hal叩地y，or asci回:)， bi，∞:herni叫 abnorm必ties(e1eva凶

担 umbilirubin， decrea剥 町 田albumin， or prolonged pro血rombintime)，血dobvious morphological change of the liver de協同by

hepatic im明 g(eι 叫岡田nography，∞mpu凶蜘0伊 Iphy，側10伊 phy，or magnetic悶 nan白 血 相ng).Diagnosis of HCC was 

madeby sev，叫m相ngmodalities and∞nfirmed出 tologi噛 bysonogr，叩勾引dedfme needle biopsy脚加脳血all125 patienl包.

All patients were proved not to have othぽcan伺 sinan凶制釘ぽning田 arnination.

PO加 o甲hismGenotyping 

Genornic DNA was e油包凶from100 !-u of whole blood using a SepaG田 .ekit(S釦koJuny北ll，Tokyo， Japan)鉱:cordingto也e

manuf鶴岡ぜsinstructions.政仕協同DNAwぉ di釦 lvedin 20同ofTris・HClbu街 (10mM， pH 8.0)∞n凶ning1 rnM EDTA， and 

由同 at-300Cun出use.The biallelic polymorphisms for IL-l s and 1NF -a were d蜘 minedby dirω:tse明白血Igofan amp日iedgene 

企噌n回Itofeachg回.e.

To de回 nine-31 C庁 polymorphi田lSof the IL-l f3 promo岡 a2相-bpfragment of the IL-l s promo町 W田町pIifiedby the 
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戸恥n回 sechain reaction (pα)悶ng駅仕切凶g田 omicDNAasa回npl抱 Pαwasperfonned俗 previo叫 d開 市 姐11usingReady-

T.o・G.oPCR beads (Amer泣lamPh四naciaBio帥，Upp鉛1a，Sweden)血dprim邸 L・1B-31・，F(sense primer， nt・134to・115，5'-AGAAGC

TTC CAC CAA TAC TCろう andL・1B・31・R(血也回sep血ner，nt +85ω+104， 5'-AGC ACC TAG TTG TAA GGA AG・3う.百1e

世1回 nocycIing∞Illditi.onswere as f.oll.ows: 940C for 10 min;血田5cycles of940Cf.or30 s， 650Cf.or30 s， and 720Cf.or30 s; then30 cycles 

.of 940C f.or 30 s， 600C f.or 30 s， and 720C for 30 s;血血5cycles.of 940C f.or 30 s， 550C f.or 30 s， and 720C f.or 30 s. For single-nud国語de

po加 oポ血n(母-JP)d蜘古血ation，命出向leIlcingwas perf.onned bi-du叫onallyusing 10 ng .of QIA中ickSpin (Qiagen，回ldeIl，

G四叩Iy)-purifiedPCR阿 uct，eith叫 esense or田町 田PCRprimer， and the Bi向 e'Il町田la10rCycle S叩四cingRI叫 rRe叫 on

(pEA即日吋Bi.osy蜘ns，Fo蜘 Ci1y，CA)， f.ollowed句d出 cti.on.on an ABI 310印刷a凶 叫1田町田Appli<吋Biosy細菌1).34

T.ode回由1e・Sl1C庁polymαphisms.of也eIL-1 s prom.o慨 a155・'bp企agmeIlt.of the IL・1s伊 iffioterwas amplified using the 

錨mepro1o∞，lusedt.o de回出1eIL-1 s-31 polymOIphisms wi'血血e伊賀1邸 L・1B引1-F(SeIlS叩imer，nt-6∞b・581，5'-GCC TGAACC 

CTG CAT ACC GT・3うandL・1B-511・R(an1岡田戸m既 成-46510 -446， 5'-GCC AAT AGC CCT CCC TGT CTめ.百回，制PWお

d蜘 minedas menti.oned above. 

T.ode回minethe variable number tandern r甲eatpo肘n.orphismin intron 2 .of IL-1RN，血issite was amplified using the pro1o∞l 

f.orde回miningIL-1s -31 and -511 polymorphisms明白 prim田 L・1B-RN-F(sense戸mer，nt +12472 10 +124邸， 5'-CCC CTC A'∞ 
AACACTCC-3うandL・lB-RN長 (an也;ense戸imer，nt +1289710 +12913 in allele 1 g回 otype，5'.(氾TCAG AAG GGC AGA GA・3う.

After amplifi凶∞，the amplicon wぉ吋田必剖ona 12.5% poly回 ylamidege1 with appro戸御sizemar支出 Five必eleswere a羽gned

ba剥 叩 副 司pli∞n血e:allele 1 (4時 ea:匂:)442 bp， allele 2ο時錨:)272 bp， alle1e 3 (3時倒的357bp，必ele4 (5時期ts)532 bp，血d

allele5 (6坤剖s)627 bp. 

T.o detennine -238 G/A， -308 G/A，血d・376G/A polymorphi盟国.ofthe百.JF-a. prom.o町;a691・bp企昭n田twas amplified by 

PCR血ularly四 19戸加田百.JFA・1(sense primぽ;nt -584 to -566， 5屯CTTGT CCC TGC TAC CCG C-3うandη.JFA・2(antiser鴎

戸mer，nt +88 to +106， 5屯TCA;∞∞ATGTG∞GTCT・3う.The therm叫 cling∞nd誕onswere as f.ollows: 940C伽lOmin;蜘

35 cycles .of 940C f.or 1 min， 600C for 1 min， and 720C f.or 1 min; theIl 720C伽 10min.F.or剖 Pde回凶natio凡dir制録中即位19w，俗

戸 fonnedbi-du叫onally凶ngthe叫 1叩 cingpr加 国百S品開副-472IfNF明-452(sense戸mer，nt -472 10 -452， 5'羽'TTCCCTC

CAA CCC CGTTT・3うand1NF-re明記・138(血也盟国戸imer，nt・157to・138，5'':πCTGTCTCGGTTTCTTCTCめ.

T.o iden的-857G仇・863G.庁，組d・1031A1Gpo取m.orphisms.of the 1NF -a promotぽ;a 1倒2・bpfragm田t.of郎官-lF・

αpromoterw，ぉ amplifiedu血 gthe細 nepro1o∞1ωde回minethe出reepro祖国1polymorphisms .of百.JF-a.using prim郎官-lF・2-F

(sense primer， nt -122910 -12'ω'，5'.(記TTGT GTG TGT GTG TCT GG・3う血d1NF・2・R(antisense戸担問nt-207ω-188，5屯GA

CAC ACAAGC ATC MG  GGめ.制PWぉdet四凶ned凶 m田，tionedabove， using世1esequ田cingprimers 1NF・2・.f(sense primer， nt 

・1229ωー121ω'，5'.(詑TTGT GTG TGT GTG TCT GG-3うand1NF・2-s問(antisertse戸由民 nt-7811oー761，5'-TGT GGC CAT ATC 

TTCTTAAA・3う.

Stat凶個I血 alysis

Wecal叩 latedthe由也蜘1戸Wぽ記q血吋10de加式也eeffi回.ofan剖 P.on the risk .of h的 oringHCC凶ngam叫，tivariate

l.ogistic時間∞modelincludirtg .other kn.own拙 faωII'Sf.or HCC. The SNP由，tuswas assi伊edacon凶 0国 va1ue.ofX=O， 1，.or2， 

whichr甲 閣1thmnozygous for an allele， h時間'zygouεandhomozyg.ous for a 組 問1tallele， r句 ectively.百1e問 uiredsarnple size， n， 

伽世1em出 variatel.ogistic re，伊豆∞ana肺 was叫叫a凶凶ngthe f.ollowing f.orm叫a:35

n = (ZI-a12 + zli1i/[p(ト P)s可l-Jf)]

where Zu is the upper u也 percentileof the standard n.orma1 distribution， P is the proportion .of patients with HCC when X 

= 1 (we used 0.44 from Table 3)， s* is the effect size .of四 SNP，組dR2 is the multiple c.orre1ati.on c.oefficient relating X 

wi白 the.other ∞，variates (we used O.∞9 from .our datの， which were the f.ol1.owing f.our fact.ors， based .on previous 

studies: the presence of cirrh.osis， male sex， high serum AFP level， and older age.3臼 8When白巴 effectsize of an SNP was 

assumed to be 0.69， which corresponds to an odds ratio of 2， the required sample size was 75 or 100 for statistical power百
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of 80 or 90%， respectively. When the effect size of釦 SNPwas assumed to be 1.39， which co汀espondsto an odds ratio 

of 4， the required s創nplesize was 18 or 25 for statistical powe路 of80 or 90%， respectively. Based on these calculations， 

our samp1e size was sufficient when恥 oddsratio of叩 SNPexceeds 2. 

FOUI蜘 1C出血alpar卸 1e蜘 σ'able1) were eva1uated to detennine an association with血epre棚田 ofHCC using the他st，the 

M釦 n-Whitneyμ同 andthe χ2胤百1eassociation between世1egenotype of蹴:hlocus釦 d血eprl岱叩ceofHCC was evaluated using 

hed回 t百1eωchran-Arrniぬge回 twasu剖 to凶 fortrend. PO羽bleconfoun曲19effe凶 arnongth間 variableswere adj田凶 国nga

m叫tivariate10伊ticregn淘叩model，and odds ratios and 95%∞nfidenoe in回v也 were回 i叩 la凶 .A伽0・凶100p<U.05 was∞nsider吋

話伊海副Allth悶 d脳血吻seswere戸 form吋悶ngSPSS ver. 10β(SPSS Inc.， Chi回 go，11， 1999). H創世y-Weinberg句出briumof

alleles at individ叫 lociwas町a1ua凶凶ngthepro伊 mHWE(fIp:h必u<age.rockefeller.OOulso伽 are).The haploty戸企珂Uerl叩 forpairs

of alleles were悶 na凶悶ngthe田伽師団 for倒 m必ng同，10守戸企句lenc:間(fIp:h品u<age.rockefeller.OOul回伽are).Link唱e

d判岨ibriumcoefficien'包D司 VDmina:回 were叫cu1a凶 usingthe prograrn 2BY2 0食p地u<age.rockefeller.edul:ぬ伽are).

RESULTS 

P紙ientcharacterist耐

As shown in Table 1，せ1erewas no signifi叩 1tdifferen白血a1∞holabuse， histOIy of bl00d回凶邸n但百)， time from BTF， 

HCV genotype， or吋ral10adbetw国 1血.ep油田Itswi血andwithout HCC. In pati田tswith HCC， age，也.eproportion that were ma1e， the 

proporti∞of patients with cir也osiミ担umto凶 bilirubinleveL serum ALT level， and阿国nAFP level were hi俳句 and町四na1burnin 

l町 eLp:抽m 凶1time， and pla凶d∞luntw田 low佐世1釦 inpatients withoutHCC. 

Polymo叩脳血sintbell.rl岨d1NF-agenes

百1ealleles at the individual 11-1 s， 11-1RN， and百iIF-al∞:iwere inH釘rly-Weinberg句必ibriumin bo也patientsand∞n加 ls

(p>0.15 for all10ci ex，回pt百iIF-0.-857， p>O.30 for the 11-1 s 1oci， data not shown).百legenotype企河期ciesin the patients without HCC 

W白血 凶1arto也oseofh回lthy∞n加，lsσめ，le2).百lepro戸Irtionof the T.庁g回 oty戸 of11-1 s-31 in patients wi血HCC(36%) washighぽ

せlaninpati田ltswithout HCC (25%) and h聞lthy∞n加，ls(21切も)σ'able勾.α血epatients with 11-1 s・31T.汀:C汀:and C/C genotypeミ55，

44， and 35% had HCC， 1可制vely.Having a T allele grad田町町田副血eproportion of patients with HCC争=0.02).百le111-s-31 

genotypes T，庁 andC庁 increa剥血e拙 ofhatもo血gHCC∞mpa吋 togenotype C/C wi血od也 ratiosof 2.63 (95% CI: 1.27・5.43，

p=D.∞9) and 1.64 (95% CI: 0.84-3.19，p=O.149)，respectively. The a出b凶ableriお of11-1 s-31 genotype T!f to c/f釦dT，汀toC1Cwere 

9 and 20010，時 ectively.

The企河期lcyof世le11-1s-31 alle1e T in p組問.ts叩血HCC(61%)washighぽ世1anthatin p組問.ts叩血outHCCσ1%)，叫.than

吋 dsratio of 1.49 (95% CI: 1.10・2.33，p=O.02). Si伊出cantlink唱e批判ibriurnwas ob担 ved凶 ween世lel1-1s-31and・5111∞iwi也

linkage批判ibriurn蹴血d臨 ofr悶 r1.∞(∞mpl出 linkage批判ibriurn，data not shown). In both pa同 Its血 d∞n加，ls，them司or

haplotypes ofl1-1s-5111-31 were C-T and T-C.百1e郎町1a凶企珂lertcyof the 11-1 s-511ム31C・Thaplotype in the p油田.tswithHCC 

(61%) was highぽ世laninせlepatients without HCC (50010) wi血anodds ratio of 1.51 (95% CI: 1.01-2.0l，p=O.02)， which was n町】ythe 

sameぉ白紙of也e11-1 s-31 allele. 

For othぽ loci， inc1uding 11-1RN and six polymo中lhicsi回 ofせ1e1NF-o. promo町 gene，th田 wasno differ四回 betw悶 1the 

patiertts with HCC and those叩thoutHCCσ'able2). For 11-1RN and白血lociofthe TNF-o. promo町 gerte，we found no association 

wi血血epr首位1田 ofHCC.

F8I伽悶創socia:飴dw量:hpresenωofHCCin HCV-infected pa侮凶

TI:el1-1s-31 genotypeや=0.ω)，age>ωy回路争<U.∞1)，ma1eや=0.∞'2)，the presen田 ofcinhosis (p<u.∞1)，回umalbumin level <3.9 

gldL (p<U.OO1)， to凶b伽 bin>O.7mgldL伝=O.04)，ALT>80U.ιφ=0.似3)，AFP>20μgιや<U.OO1)， prothrombm time <7脱

(p<U.∞l)，andpl抱 :let∞'unt<12.5x 104 
/，_.r.. (p<U.∞1)w1問中出畑町側cia凶 wi也世lepI1岱四回ofHCCby theX2胤 Toevalu批

theeffi倒 ofthel1-1仰向morphismon the pr閣 lceofHCC，as切羽sem叫tivariate10 gi批 regr悶∞anaゆ was戸 formedusing 

h悶 fOUI蜘 lV泊ables.Five variables (IL-1 s-31，問団na1pha fetoprotein 1悶:l，presen民 ofcinhosis， male， and age) were incIuded in the 
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fmalmodel with od也訓osof3.73σ汀vs.C1C)， 4.12 (>20μ叫 vS.s20μ叫)，4.03伊国担問VS.absen田)，3.89 (male vs. female)， and 

3.27 (age活Ovs.s60y側冒)σable3)，r時 ectively.

DISCUSSION 

h耐S釦 dy，we iden出ieda戸田.unedgenetic mar主erfor suぉep耐 lityto hepa同 arcinogen，岱isin p油田tswi血cbronicHCV

凶ectio乱 α.u-results showed an effi剖 oftheIL-1s-31po加 orphismon the a獄>Cla加n叩.thHCC，a伽∞n加出19for 0血ぽ∞nfounding

clir世間lparam蜘'8.In our result，白egenotype企珂1enl悶 inpatients叩世1cinhosis， but without HCC， W白血凶larto也osein patients 

明.thout叩rho部 組dHCC(白金河期C同 oftheIL-Is-31 T.庁 genoty戸 inth，臨抑ogroups were 24 and 25%， r句 ectively)，sugg噛 19

制耐spo加 orphismis notぉ蜘n訪assocla凶 wi血脈問調1ceof cirrhosis. 

白.u-resul包showed伽 tthe proportioo of pa話回匂曲目CCgrョduallyin悶 sedfrom IL-Is-31 g田 otype∞tocrrto T.庁:In

addition， IL-1 13-31 allele T was si伊出畑町 associa凶叩血性1epresence of HCC. Ba剖 on白鴎results，we can翻 unea∞domin血t

m吋el，血atis， one T allele incr回路血.eriskofhaving HCC，組dtwo T aIIeles白地erinα田setherisk.

税 showed伽 IL-1s-31'and・511were in n町却mp1etelinkage dise明日ibrium， as ob担 vedprevio崎戸1，39indi，ω出g制

oneor加也ofせ1鵠 lぬ mayfimctio叫lyaffi回 HCCdeve10pment in pa同，ts羽白也ronicHCV凶叫onThe IL-Is-31 polymoポ血n，

which invo1v，闘TATAbox，is時 0制 toaffi回均opolysaccharide-inducedIL-1 s戸叫c伽 bym吋ifyingDNA-pro蜘附蜘ns.20，21

It is an a位ativehypo也悶sthat世1eIL-1s-31 T alle1e 拙 ancesIL-1 s producti叩 inthe liv，ぽ;and induces h中 由 明 darn唱e伽 may

h均 1eadto HCC develo阿国tHow町貝El-Omaret al.時 0制脳血eT alle1e was inversely∞間協rl叫血血e託生 ofg叫 c

畑町:20，21IL-1s-511 rni酔tal田 beassociated wi血hepato阻む泊ogl田悶s，al'血oughitdo侭 notal卸 DNA-pro凶 1binding activity.20百1US，

theimpli凶 tionsofl1・113g'蹴 ticpolymorphism in HCC deve10抑制時泊志向池町負mctionalana1ysis. IL-1s is也0即 0制 toa'蜘 uate

m回feron却 ducedantiviral ~凶vi1y:ア叩disa盟lIDedto be c10sely associated with the pathogenesis of cbronic hepatitis C. 白 nv悶 :ly，we 

m凶∞nsiderthepo悶bility伽 tl1-1s-31and-511町 simp1yina蹴 oflinkagedi珂Jihbrium叩血ano伽 unknown加 ctionall叫 S.

Ahomozygl∞S IL-1RN alle1e 2 (IL-1RN*2) is ob銀rvedin 10ω3切も oftheCau回sianpop叫ati，∞， and the 212 genoty戸 is

assぬatedw地 hy伊chlorl】~dria and ga出 ccan町.20，21町∞n回st，we found世1atthe IL-1RN*2 alle1e w鎚 1臨∞mmonin Japan臨

凶 吋duals(h出::rozygo町;5to似，homozygote;0 to 2%). 

Ith俗 b儲 1均 or制也atinJap組問pati田.tswi世1al∞holiclivlぽ disease，I1-1s-5111)庁(i.e.，-31 C1C) is found sigI1江icantlymore 

S司U田.tlyin P姐田.tswi血也市o由(15.似)血anm血osewi血outc抽o由 (9.2~分_39However， we found no笛鉛Cla勘nbetw，田ntheIL-1s 

g側抑制c抽 o血 u豆ng10gistic時悶onana1ysis. This may be叫 lainedby the diff棚田 inthe pa血ogenl問 ofC.:叫 and

al∞iholiccinhosis. 

百1町 isaccumula出.ggl回 etic即 idenceon the progr田釦nof HCC， which invo1ves mutations in p53 or s-ca回in，41-43 10ss of 

heterozygo均，Mmdhm町田句1a蜘 ofthe14-3-3 sigrna gω4“However， none of世1蹴白血ぉ制取叫11ainitspa也ogenesis，due to 

the mul也句血dh蜘 ug田制Snature of h叩atocarcinog'間関.Recent1y， genetic po加 orphisrnsof世1euridine 5'-diphosphate-

glucuron句 1回nsferase(UGTlA'ηgenewl田 foundtobea邸 cia凶 wi也HCCin Germany.47 

百1e町田1aIbumin， to凶 b出ub札制alartinearninotransferase 1evels， and the pro仕Jrombintime and p1a.凶.et∞luntaffi印刷也e

戸問問ofHCC in the univ町 出 血aゆ However，血鵠parame回 didnot remain fj蜘，rsinthem幽 v出atem吋e1，due to the ma制

∞nfoun曲19effi田:tof the pararnl蜘 'pr閣 lceof cirrhosis'. Al血oughaI∞加，1intake is well known to町田sethe risk of HCC， we did not 

find any association betw回 1al∞holin肱:eand HCC. This may be b倒 luse血田wereたweral∞holics in 0町∞hort∞mpar吋 too也ぽ

ぬ1dies.39•48

Inourfmalm叫仕v回出logisticr噂国語α1model， the odds ratios of∞v釦a回 o也.erthanIL・1s-31，AFP，pr政盟問ofcirrho時

間ら血d喝;e，were宿泊larto those of p応vio田副dies_36-38，49，soWhen we in加 duc完din回前:tion旬rnsbe抑留nIL-1s・31and the othぽ

∞v出蜘inourmode1， none ofせ1em叩 ificantlyim抑制御宜tof the model， indiω同削除11-113-31genoty戸hasan凶叩endent

effi倒 onthepr夜組鴎ofHCC.
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Some TNF・-a.polym.orplu町lSenh血 cethe producti，∞.ofTNF・α，and are鶴田cia'凶 witha variety .of inf倒i.ousdi民俗es飢 d

inflammatOIy 伽 rders.19H.owever， we∞uld n.ot fmd any邸ぬationbetween官、W-apo慰問中，lusmsand也.epn岱回目.ofHCC. 

百leref.ore，we∞ncluded that IL-Is-31 gen.oty戸 T庁 andIL-Is-511ム31hapl.otype C・Tw田 associatedwith釦おeptib出ザ ωHCCin 

Jap組 問patientsw油ぬm凶cHCVinf∞tio孔

D匂 itethe 1irni凶∞s.of a cross-S(;油.onal蜘 dy，.0ぼ飢a鞍踏 sh.owedan .obvi.ously prominent effect .of the IL-Is-31 Tff 

g四 otypeand IL-l s引 1ム31hapl.oty戸c-T.on the risk .ofHCC. Sin∞manyp油田包町民f回吋め.0¥11'h.ospita1 f.or the民 a岡田t.ofHCC，

O官邸匂 pop叫ati∞maybe biased t.ow副 shaving HCC .or cinh.o由.H.owever， .0¥11' mu1tivariate model included m.o泣.ofthe previ.ous:取

即位凶 拙fac蜘 f.orHCCpl田IL-ls polym.orphism.百risimplies制 0ぼ間ultcan be gen叫剖ωせleJi叩血臨pop叫組侃百le

m剖 ainty.of the odds rati.os arising from the釦 dydesign migl】iIbe resolved in a sub叫 lent∞n1r.olledtrial. N.onethel悶，itisno蜘 o吻

制也eassoci油.onbetween genetic polym.orphism and HCC was∞mple均 ind仰 ld田It.of血eF蹴蹴.ofcinh.osis.百由 IL-Is-31

g田 0ザpeho託f副 町 出ghtbe u剖 asamarnぽ t.oid図的 a釦bgroupat hig}ler誠 ofHCCin J叩血儲patien'包叩thchronic HCV 

infecti.on 
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Werner Syndrome Flbroblasts Have Defective Cholesterol Efflux and Its Correction by the 

Introduction of Cdc42， a Member of Rho・GTPasesFamilies 
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Cholesterol efflux from the cells is the initial and crucial step of reverse cholesterol transpoは， a major 
protective system against atherosclerosis. Werner syndrome (WS) is characterized by the early onset of 
senescent phenotypes including premature atherosclerotic cardiovascular disease and cancer， though the 
underlying molecular mechanism is not fully understood yet. In the present study， we examined cholesterol 
efflux as well as intracellular Iipid trafficking in the WS fibroblasts. We found that cholesterol efflux mediated 
by apolipoprotein AI and high density Iipoprotein was markedly reduced. The intracellular Iipid trafficking of 
fluorescence ceramide was also markedly retarded in the Iiving WS fibroblasts， demonstrated by 
fluorescence recovery after photobleaching. To know the mechanism for the above abnormallipid transpoは，
we examined the expression of levels of ATP-binding cassette transpoはer・1(ABCA 1) and Cdc42， a member 
of RhoGTPases families. Although the protein levels of ABCA 1 were not altered， those of Cdc42 were 
markedly reduced in the WS fibroblasts. The introduction of WRN cDNA increased cholesterol efflux along 
with the induction of Cdc42 in the WS cells. The introduction of wild-type Cdc42 completely corrected both 
of the retarded intracellular Iipid transpoはanddecreased cholesterol efflux in the WS cells. These effects 
were observed in TD cells as well. In conclusion， WS fibroblasts had defective cholesterol efflux and 
intracellular lipid transpoはinassociation with the decreased expression of Cdc42. The roles of Cdc42 on 
lipid transport appear independent of ABCA 1. 

Key words: aging， atherosclerosis， Cdc42， cholesterol efflux， f1uorescence recovery after photobleaching， 
reverse cholesterol transpoは， vesicular transport， Werner's syndrome. 
Introduction 

Atherosclerotic cardiovascular disease is a major cause of death in the well-developed countries. Reverse 
cholesterol transpoは(RCT)is one of the major protective systems against atherosclerosis， in which high 
density Iipoprotein (HDL) particles or free apolipoprotein (Apo) AI removes cholesterol from Iipid-Iaden cells 
and delivers it to the Iiver， a terminal of RCT. We have continued to elucidate the significance of RCT by 
analyzing the pathophysiology of disorders with abnormal HDL metabolism including cholesteryl ester 
transfer protein deficiency， Tangier disease (TD)， and familial HDL deficiency (FHD). 

Cholesterol efflux from the cells is the initial and crucial step of RCT. In 1999 the ATP-binding cassette 
transpoはer・1(ABCA1) gene was found mutated in patients with TD， which is a familial HDL deficiency 
characterized by the defective cholesterol efflux as well as the retarded intracellular Iipid transpoはintheir 
cells. Many researchers including ours have tried to elucidate the detailed molecular mechanism for 
cholesterol efflux， because the enhancement of cholesterol efflux is believed to be one of the novel 
strategies for the development of treatment against atherosclerosis. 

The gain and loss of function studies demonstrated that ABCA 1 is prerequisite for apo AI-mediated 
cholesterol efflux from the cells. In addition to the identification of novel ABCA 1 mutations in the Japanese 
patients with TO and FHO， we found that the expression of Cdc42， a member of Rho・GTPasesfamilies， was 
markedly decreased in the TO cells by using the cONA subtraction techniques and subsequently 
demonstrated that MOCK cells expressing dominant negative form of Cdc42 had reduced cholesterol efflux. 
Furthermore，. we reported that ABCA 1 may interact with Cdc42 in the over-expressing cells and that the 
ABCA1・inducedchanges in the actin cytoskeletons might be inhibited by the introduction of dominant 
negative form of Cdc42. More recently， we repoはedthat Cdc42 was decreased in in vitro and in vivo aged 
human fibroblasts in association with retarded intracellular lipid kinetics around the Golgi apparatus. We 
proposed a hypothesis that Cdc42 might be important for intracellular Iipid trafficking and its export from the 
cells. 

Werner syndrome (WS)， which was first described by Dr. Otto Werner at the Kiel University in 1904， is 
characterized by the presence of premature aging， atherosclerosis and malignancy. Many patients with WS 
died of acute myocardial infarction and cancer at their 40s. Since it was found that the WS is caused by 
mutations at the WRN locus on chromosome 8p in 1996， the characteristics of WRN protein have been 
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analyzed to show that WRN protein has activities for DNA helicase， ATPase， and exonuclease. However， 
molecular mechanism underlying the premature atheroscleosis is still not fully understood yet. 

In the present study， we examined the cellular lipid transport in the WS fibroblasts. We found that the WS 
fibroblasts had defective cholesterol efflux and retarded intracellular lipid trafficking along with the decreased 
expression of Cdc42. Although these cellular characteristics in the WS cells were similar to those in TD 
fibroblasts， the expression of ABCA1 protein was not apparently changed. We demonstrated that the 
transfection of WRN cDNA corrected the abnormal lipid transport and， furthermore， the introduction of Cdc42 
completely corrected the observed abnormal lipid transport in the WS cells. Although the etiologies were 
different between WS and TD， these data indicated the possible relationship between Cdc42 and Iipid 
transport. 

Materials and Methods 

-Antibodies-
To detect WRN protein， rabbit anti-sera against the carboxy-terminal of WRN protein was kindly provided 
from Dr. Oshima (Seattle， Washington). Polyclonal antibody was Anti-c-myc antibody (9E10) and anti-Cdc42 
antibody were purchased from Santa Cruz Biotechnology. The antibody against ABCA 1 was recently 
generated in our laboratory. 

-Cells and tlssue culture-
WS1 (RCB0155)， WS2 (RCB0387)， and W-V (RCB0252) were obtained from the RIKEN cell bank (Tsukuba， 
Japan). WS1 and WS2 were passage skin fibroblasts from unrelated female patients with WS. W-V was a 
SV40・transformedfibroblasts from a male patient with WS. TD was a fibroblast cell line from a female 
patient with TD who was homozygous for the R1851X truncated mutation in the ABCA1 gene， as recently 
reported. The immunoreactive mass of WRN protein were not detectable in either of the WS cells used， by 
the antibody against the caroboxy-terminus of WRN protein. Normal human fibroblasts were obtained from 2 
4・， 48-，and 54・year-oldfemale after the informed consent， as described previously. The fibroblasts were 
passaged by 1: 4 split to increase cell population doubling level (PDL) by 2 on passage. The cells were 
cultured according to the standard conditions in minimum essential medium (MEM) supplemented with L-
glutamine， nonessential amino acids， and 10 % of fetal calf serum in a humidified 5 % C02 atomosphere at 

37 'C. 

-Plasmids and transfection-
A plasmid encoding full-Iength WRN cDNA driven by CMV promoter， pBSCA・6xHisWRN， was kindly 
provided from Dr. Junko Oshima (Washington University， Seattle). cDNA of myc-tagged wild-type Cdc42 
(myc-Cdc42・WT)was kindly provided from Drs. Kenji Takaishi and Yoshimi Takai (Department of Molecular 
Biology and Biochemistry ， Osaka University， Japan). Plasmid DNAs were transfected into the SV40・
transformed WRN fibroblasts by using Lipofectamine 2000. 

Western blot analysis 
Fibroblasts were Iysed and passed 10 times through 25・gauseneedles. Samples were run on SDS-PAGE， 
blotted onto polyvinylidene difluoride (PVDF) membranes (Millipore). For the analysis of ABCA 1 protein， the 
extraction buffer containing higher concentrations of urea was used， as reported previously. The detection 
was peバormedwith enhanced chemiluminescence (ECL) plus kit (Amersham) according to the 
manufacturer's protocol. 

Construction of Adenovirus Vectors and their Expression in Fibroblasts 
Adenovirus vector encoding. myc-Cdc42・WTor LacZ was constructed according to the protocol of the 
Adeno・Xexpression system (Clontech). The titer of the virus stock was assessed by a plaque formation 
assay using HEK293 cells and expressed as plaque formation units. The infection with adenovirus was 
carried out by incubating cells in serum-free medium for 1 hour at 37 'C under gentle agitation. The medium 
was exchanged with a complete medium and the cells were further incubated at C02 incubator. Five days 
after infection with the indicated m.o.i.， the cells were applied to the experiments. 

Fluorescence recovery after photobleachlng (FRAP) 
Fluorescence recove叩 afterphotobleaching (FRAP) experiment was carried out as follows; Cells were 

stained with C6・NBD-Ceramide(Molecular Probes) for 30 min at 4 "C. After washed twice with ice cold PBS， 
cells were incubated with complete media at 37 'C for 30 min. A beam of light using 488 nm laser Iines was 
focused on the indicated part of C6・NBD-Ceramidepositive regions in the living cells by a confocal laser 
microscopy (Zeiss LSM 510， Carl Zeiss Co.， Ltd.). Typically， 30 iterations were陀 quiredfor complete or 
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almost complete photobleaching. After the appropriate bleach pulse， FRAP was monitored at the bleached 
a陪 auntil 30 seconds after bleaching. The relative fluorescence was measured by dividing the fluorescence 
in the FRAP area by that in the reference spot. The recovery was reasonably fit by a single exponential 
function. After the values of relative fluorescence were plotted， the time constant was calculated. 

-Cholesterol Efflux Assay-
Cellular cholesterol efflux was assayed by a modification of a published method. Briefly， the release of 
radioactive cholesterol to a given acceptor ( e.g. 10μg/mL of human apo AI or HDL) was measured by 

scintillation counting of filtered aliquots of acceptor-containing medium and expressed as the fraction of the 
total isopropanol-soluble label in the cells plus the label release to the medium. AII efflux assays were done 

in triplicate. The cells were pre-Iabeled with 3H-cholesterol by incubation for 18 hours at 37 CC in a C02 
incubator with MEM supplemented with 20 % fetal calf serum (FCS) and an acyl CoA: cholesterol 
acyltransferase (ACAT) inhibitor (F-1394， Fuji Rebio， Japan). In all experiments， fractional efflux was 
corrected for the small amount of radioactivity released to MEM without an acceptor present. 

Results 

Marked Reduction of Apo AI-and HDL-mediated Cholesterol Efflux in Fibroblasts from Werner 
Syndrome 
We tested apolipoprotein (apo) AI・andトmL3・mediatedcholesterol efflux in the passaged skin fibroblasts 
from two unrelated patients with WS， as shown in Flgures 1・Aand 1・B.Apo AI-mediated cholesterol efflux 
was markedly reduced in the two WS fibroblasts Iines by -70 %， comparing with normal fibroblasts (n=3) 
(Figure 1・，A). The observed reduction in cholesterol efflux was not so severe in the WS cells as in the 
fibroblasts from a patient with Tangier disease (TD). HDL3-mediated cholesterol efflux was also decreased 
in the WS cells， which was comparable to that in TD cells ( Flgure 1・B).We also examined the cholesterol 
efflux from the SV40・immortalizedWS and normal fibroblasts. We could obtain the similar data in the 
immortalized cells， showing the reduction in both apo AトandHDL3・mediatedcholesterol efflux in the WS 
cells (data not shown). 

-Markedly Re臼rdedIntracellu俗rL伊IdKinetics加 WSFibroblasts・
Next， we examined the intracellular Iipid trafficking in the living WS cells by the fluorescence recovery after 
photobleaching technique (FRAP)， using a fluorescent ceramide (C6・NBD-ceramide，Molecular Probe) as a 
probe. FRAP is the powe付ultool to examine the intracellular transpo同ofprotein as well as lipids in the 
Iiving cells. The ceramide used in the present study is believed to be metabolized and accumulated in the 
Golgi apparatus and to be sorted and transported to the plasma membrane via vesicular transport. 
Furthermore， the previous studies showed that the kinetics of this ceramide closely reflects that of 
cholesterol. We analyzed the intracellular Iipid transport around the Golgi apparatus using the fluorescent 
ceramide. After incubation， C6・NBD-ceramideaccumulated around the Golgi apparatus. After bleaching， 
the recove叩 offluorescence intensity was monitored and time constants were measured in the defined 
region (Flgure 2). We found that the time constants for recovery were significantly prolonged in the WS 
fibroblasts compared with those of controls (18.5土 2.5seconds versus 7.2土 2.1seconds， respectively (p < 
0.01)). These data indicated that the intracellular transport of Iipids may be markedly retarded in the WS 
cells. 

-Expresslon levels of ABCA 1 and Cdc42・
These data indicated that the WS cells had the defective cholesterol efflux and retarded intracellular Iipid 
trafficking， which resembled those of TD cells. In order to know the mechanism underlying the abnormal 
Iipid transpoばinthe WS cells， we first analyzed the expression levels of ABCA 1 mRNA and protein， which is 
known to be a prerequisite molecule for apo AI-mediated cholesterol efflux and the cause of TD. RNase 
protection assay revealed that the expression levels of ABCA 1 mRNA was not altered in the WS cells (data 
not shown). As shown in Flgure 3， the immunoreactive mass of ABCA1 protein was comparable to those of 
normal cells. There could be a possibility that intracellular localization and activity of ABCA 1 might be 
affected in the WS cells. However， because HDL3・mediatedcholesterol efflux， which is believed a very 
complex process， was also decreased in the WS cells， we focused on molecules other than ABCA 1. We 
tested the expression levels of scavenger陪 ceptorclass B type 1 (SR-BI)， which is known to facilitate HDL3・
mediated cholesterol efflux， showing no expression in either normal or WS fibroblasts. Next， we analyzed 
the expression of levels of Cdc42， which is a member of RhoGTPases families. This is because we have 
reported that MDCK cells stably expressing dominant negative form of Cdc42 had defective cholesterol 
efflux， proposing a hypothesis that this G protein may be important for lipid transport. As shown in Flgures 
3， the expression levels of Cdc42 protein were markedly reduced in the WS fibroblasts ， comparing with 
fibroblasts from normal su同ects.

-ransfectlon of WRN cDNA Increased Cholesterol Efflux and the Expresslon of Cdc42 in WS cells 
In order to correlate the above findings to WRN protein， we examined the effect of transfection of WRN 
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cDNA on cholesterol effux and the expression levels of ABCA1 and Cdc42. As shown in Figure 4， the 
introduction of WRN cDNA induced a significant increase in both apo AトandHDL-mediated cholesterol 
efflux along with the increase of Cdc42， whereas the expression levels of ABCA 1 were not changed by the 
transfection of WRN cDNA. 

-Introduction of Wild-type Cdc42 Comple抱IyCorrected Abnormal L伊idTransport-
Finally， to correlate the decreased expression of Cdc42 with the defective cholesterol efflux as well as 
retarded intracellular lipid transpoは， we examined the effect of introduction of wild-type Cdc42 into the WS 
cells as well as the TD cells. The adenovirus-mediated introduction of wild-type Cdc42 into the WS cells 
was successful (data not shown). Figure 5 shows the effect of wild-type Cdc42 on the intracellular lipid 
transport determined by FRAP. The introduction of WT -Cdc42 completely corrected the abnormal 
intracellular kinetics of cearmide in the WS cells as well as TD cells. We also tested the effect on apo AI-
and HDL-mediated cholesterol efflux in the normal as well as WS fibroblasts ( Figure 6). We could observe 
the dose-dependent increase in cholesterol efflux in the WS cells. In addition， in the normal fibroblasts， the 
cholesterol efflux was significantly increased. These data indicated that the observed abnormalities in lipid 
transpo吋 couldbe corrected by WT-Cdc42 without the introduction of WRN protein. Furthermore， we 
tested the effect of wild-type Cdc42 on apo AI・andトIDL・mediatedcholesterol efflux in the TD cells ( Figure. 
7)， showing that Cdc42 completely corrected the cholesterol efflux. These data suggested that Cdc42・
mediated lipid transport is indep~Ddent of ABCA 1. 

Discussion 

The present study for the first time demonstrated the marked reduction of apo AI-and HDL・mediated
chole~terol efflux and retardation of intracellular lipid transpo吋 inthe WS fibroblasts along with the 
decreased expression of Cdc42. We demonstrated that the introduction of WRN cDNA completely rescued 
the observed phenotypes including the abnormal "'expression.of Cdc42. Finally， we also found that the 
complementation of wild-type Cdc42 completely corrected the above abnormal Iipid transpoはwithoutthe 
introduction of WRN. 

Recently， we have proposed that Cdc42， a member of Rho・GTPasesfamilies， may be important for cellular 
Iipid transport， since we found the decreased expression of this type of small G protein in cells from TD 
cells. In the present study， we detected the comparable expression of ABCA 1 transpo巾 rin the WS cells， 
however the cholesterol efflux was markedly reduced. Even though there could be possibilities that the 
activity or intracellular localization of ABCA 1 might be affected， we think that the present findings indicated 
that ABCA 1 is pre-requisite， but may not be sufficient for cholesterol ettlux. Furthermore， the introduction of 
WT-Cdc42 completely corrected the abnormalities in cholesterol ettlux and intracellular Iipid transport 
without changes in either the expression levels or cell surface expression of ABCA1 protein (data not 
shown). The effect of introduction of Cdc42・WTon cholesterol efflux was also observed in the TD cells 
lacking ABCA 1 transpoはer(Hirano K， et al. Unpublished observation). These data indicated that the effect 
of Cdc42 on cholesterol efflux might be independent of ABCA 1， though it needs to be clarified how Cdc42 
mediates lipid transport. 

It would be of importance to know whether or not the macrophages from patients with WS or WRN 
knockout mice may have defective cholesterol efflux， which we did not have chance to test. Saito and his 
colleagues repoはedthat some patients with WS suffered from tendon xanthomatosis and their 
macrophages had higher cholesterol content. Our unpublished data showed that cholesterol content was 
higher in WS fibroblasts than normal cells， which was associated with the increased expression of caveolin・

1 and decrease in LDL receptor (Zhang， et al. Unpublished). It still remains to be investigated the 
mechanism for the reduction of Cdc42 protein in the WS fibroblasts. There have been revealed that WRN 
DNA helicase protein has multi-function to regulate recombination， transcription， and apoptosis， though the 
introduction of WRN cDNA into the cells induced the expression of Cdc42. Fuパherstudies are required to 
know the regulatory mechanism. 

Even though the molecular characteristics of WRN protein as DNA helicase have been extensively clarified， 
there are still many points needed to be clarified including molecu!ar mechani.~m for premature aging. In 
addition to the present study， we have reported that the expression of Cdc42 was decreased in in vitro and 
的 vivoaged human fibroblasts in association with the retarded intracellular lipid transpo同. Because Cdc42 
is know to play various essential cell biological activities including regulation of actin dynamics， cell cycle， 
transformation， vesicular transpoは， and lipid transport， the malfunction of this type of small G protein could 
induce the many abnormalities at the individual as well as cellular levels. The finding in this repoはmight
provide important implications for the expression of premature atherosclerosis and other senescent 
phenotypes in patients with WS. 
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Figure 2 Markedly Retarded Intracellular Lipid Kinetics in 
WS Fibroblasts 

田
園
ι
L
B
-
-沼
P

・E
・--一一

-m
凶
細
川
…

E
E陣
い
い
一
一
川
町
"
~
%
が
岡

田
園
・

周
囲
・

h
'

圃
車
一
ぷ
i
i
z

Decreased cholesterol efflux in WS fibroblasts 

B 

官
官
是
副
主
2
2
2
ω

-ω智

aw-avJaz劇画・由・・
円
ハ
H
l
l
l

-e'-ME芭
凶

-
E
2
2古
a
u

-
E
S
'
・E・毒。
ad
‘

Figure 1 

A 

Figure 4 Transfection of WRN cDNA Increased 
Cholesterol Efflux and the Expression of Cdc42 in WS 
cells 
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一日中医学協会助成事業一

ヒト神経芽細胞腫 ce11 1 i neにおいて、抗癌剤および IGF-Ireceptor抗体(α1R3)の併

用により apoptosisが促進される

研究者氏名 王宏生

中国所属機関 中国北京医院普通外科

日本研究機関 大阪大学大学院医学系研究科小児発達医学

指導責任者 助教授和佐勝史

共同研究者 清水義之

要旨

Insul in-I ike growth factor 1 (IGF-I)および 1GF-11は IGF-Iレセプター(IGF-1 R)を介して癌細胞の増殖を

促進し、抗癌剤により誘導される癌細胞の apoptosisを抑制する。実験的に担癌動物に IGF-IR抗体を投与した場

合、癌の増殖が抑制されることより、 1GF-I， 1 GF-1 I/IGF-1 R sys t emの癌治療への応用が注目されている。しかし、

IGF-IRと抗癌剤との併用による癌細胞増殖抑制効果に関してはいまだ明らかではない。われわれは抗癌剤に

1(;トIR抗体を併用すると抗癌剤単独投与に比し、 より強い抗腫揚効果を発揮すると仮定し、 小児の代表的な固形

腫療である神経芽細胞腫の ce11 1 ineを用いて、 IGF-IR抗体と抗癌剤との併用効果を細胞増殖の面より検討した。

同時に、その作用機序を apoptosisの面より検討した。抗癌剤を IGF-IR抗体と併用した場合、それぞれの単独投

与に比し、細胞増殖が有意に抑制され、 apoptosisの発見は著明に増加した。抗癌剤投与にて細胞膜の 1GF-)R量

は非投与群に比し増加した。 抗癌剤と IGF-IR抗体と併用により見られた腫揚増殖抑制効果は、 apoptosis促進作

用を介して発揮されると考えられ、本治療法の臨床応用の可能性が示された。

Key Words 抗癌剤、 IGト 1R抗体、 apoplosis 

緒言

神経芽細胞腫は小児固形腫蕩のなかで最も顔度の高い悪性腫痕である。 治療は外科的治療、化学療法、放射線

療法によるが、進行例では治癒率は 30%前後と不良である。 IGF-Iおよび IGF-IIは IGF-IRを介して癌細胞の増殖

を促進する l。実験的に IGF-IR抗体の投与により癌細胞の増殖が抑制されることより 2、本剤の癌治療への応用

が注目されている。 しかし、 IGF-IRと抗癌剤との併用による癌細胞の増殖抑制効果に関してはいまだ明らかでは

ない。本研究の目的は、抗癌剤と IGF-IR抗体を併用することで、それぞれの単独投与に比較して、 癌細胞増殖抑

制効果を有するかどうか、またそのメカニズムを検討することである。

対象と方法

ヒト神経芽細胞の ce11 1 i neとして SK-N-SHを用いた。培養液は 10%FBS、2mMグルタミンを含んだ DMEMを用

い、 5%CO2、95%Air、37'Cの条件下で培養した。抗癌剤として cisp1atin(Cis)と doxorubicin(Dox)、IGF-IR

抗体としてαIR3を用いた。抗癌剤投与量の決定には、細胞を 1 x 105 cells/ml (100μl/well)の密度で 96-we11 

tissu~-cullure plateに植え、 24時間後に Cis<0.2，1， 5，25μg/m 1)または Dox<0.01， O. 05， 0.1， O. 25 ;~g/ßlI) 

を投与し、 72時間後に MTT法で細胞数を測定した。同じ方法で、正常の細胞増殖の約 50%を抑制した Ci s (1 μg/m 1)、

または Dox(0.01μg/m l)にαIR3(0.5凶Iml)を投与し、 l、2、3日後に細胞数を測定した。抗癌剤投与 48時間

後の叩opt os i s、細胞膜の IGF-IR量の変化は flowcytometryを用いて測定した。
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結果

図 lは抗癌剤の濃度が細胞増殖に及ぼす影響である。 l μg/mlの Cis、または 0.01μg/mlの Doxは正常の細胞

の増殖の約 50%を抑制した。
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図].抗癌剤のdose-dependency。ヰPく0.001vs con tro 1。

図 2は細胞増殖の time courseである。抗癌剤または αIR3単独投与群では、投与 2、3日目で controlに比し有

意に低下した。抗癌剤とαIR3併用群では、投与 3日目において、それぞれの単独投与群に比し、 細胞増殖が有意

に抑制された。
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図2細胞増殖のi匝ecourse。キPく0.001vS.control、抑く 0.05vS.Cis 、$Pく0.001vs .Dox。

図 3は抗癌剤およびαlR3投与 48時間後の apoptosisの発現である。 αIR3単独投与群の apoptos i s増加は認め

なかった。抗癌剤とαIR3併用群の apoptosisはCisが 13%から 34潟、 Doxが 17%から 39%と抗癌剤の単独投与群に

比し著明に増加した。
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図3.抗癌剤および、αIR3がapoptosisに及ぼす影響。

図4は抗癌剤が細胞膜の IGF-iRに及ぼす影響を示す。抗癌剤投与により IGF-IR量は非投与群に比し増加した。
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図4.抗癌剤の細胞膜IGF-IRに及ぼす影響。

表1.抗癌剤の細胞膜 iGF-IRに及ぼす影響(蛍光の強さ meam)

5μg/ml lμg/ml O. 2μg/ml control iso-control Ci s 

45.46 42.59 31. 09 22.42 7. 1 mean 

0.05μg/ml 0.01μg/ml 0.002μg/ml control iso-control Dox 

47.74 30.96 23.43 22.42 7. 1 mean 

察

抗癌剤とαiR3を併用した場合、それぞれ単独投与に比較し、より強い腫揚増殖抑制作用を持つことが明らかと

apoptosis促進作用が考えられた。
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1 .研究テーマ
Concordant異種心移植における AdCD40Igand AdCTLA4Igの遺伝子治療と

FK779の短期治療の併用による免疫抑制効果
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第6回 日本異種移植研究会にて口演する.

演題: Concordant異種心移植における AdCD40Igand AdCTLA4Igの遺伝子治療と

FK779の短期治療の併用による免疫抑制効果

American Transplant Congress 2003 Washington D.C. 
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一日中医学協会助成事業一

Concordant異種心移植における AdCD40lgand/or AdCTLA41gの遺伝

子治療と FK779の短期治療 の 併 用 に よ る 免 疲 抑 制 効 果

〈要旨〉

研究者氏名

中国所属機関

日本研究機関

指導責任者

共同研究者名

華南

吉林省腫療病院肝胆騨外科 主治医師

北海道大学医学部大学院研究科 消化器、一般外科

教授藤堂省

山下健一郎、橋本卓、増永太郎

【背景】 Concordant異種移植における Delayedxenograft rejection (DXR)には、液性免疫反応のほか、グ

ラフトの血管内皮の活性化が関与していると考えられている。 FK779は Leflunomideの誘導体で、よ

り半減期の短い新規pyrimidine系代謝桔抗剤であるが、その免疫抑制効果は細胞性免疫のほか、液性免疫

をも抑制するという特徴を持つ。一方、 costimulatorysignalである CD40-CD154の遮断は宿主の細胞

性、液性免疫反応を抑制するほか、 invitroの実験系において血管内皮の活性化を抑制することが報告さ

れている。ハムスターからラットへの異種心移植において、 FK779により T細胞非依存性の IgM

を、 CD40-CD154の遮断により血管内皮の活性化を抑制し、さらに CD28-CD80/CD86を遮断することで細胞性

免疫をも抑制することができれば、グラフトの長期生着を期待することができる。更に、 costimulatory

signalsの遮断を、了テ守/ウイルスヘ. ~ ~ーにより CD40Ig及び CTLA4Ig 遺伝子を導入する方法をとる

ことで、より簡便に免疫抑制効果が得られるものである。 【目的】 Concordant 異種心移植における

AdCD40Ig and/or AdCTLA4Igの 遺伝子治療と FK779の短期治療の併用による免疫抑制効果を検討し

た。 【方法】 GoldenSyrianハムスターをドナー、 LEWラットをレシピエントとし異所性心移植を行つ

た。 FK779は国 CMC溶液に懸濁し、移植前日より一週間経口投与した。 AdCTLA4Ig、AdCD40Igはそれぞれ

移植直後および移植 2日前にレシピエントの陰茎静脈より 1x109pfu単回投与した。薬の種類及び組み合

わせにより実験群は 9群とした (n= 6)。検討項目は、グラフト生着期間(中央値:MGS) 、抗ドナー

種特異的 IgM抗体、 HE染色、免疫染色 (IgM，Macrophage， E selectin， P selectin) とした。 【結果】対照

群の MGSは3日であるのに対し、 FK779、 AdCTLA4Ig、AdCD40Igの 3剤併用群では 100日以上であっ

た。 【結論】 FK779と遺伝子治療の併用はConcordant異種心移植において有用であり、特に FK779、

AdCTLA4Ig、 AdCD40Igの 3者の併用で顕著な効果が得られた。

Key Words: xenotransplantation， concordant， costimulation， adenovirus. 

〈緒言〉

現在、臨床移植では臓器不足が深刻な問題となっている。この臓器不足に対する一つの解決策として動

物の臓器を利用する異種移植がある。異種移植は動物種の組み合わせによって discordantとconcordantに

分類されている。 Discordant異種移植の場合、移植臓器の動物種に対する自然抗体と補体を主体とする超

急性拒絶反応 (Hyperacute rejection: HAR)により、臓器は数分から数時間で拒絶されてしまう。また、

HARを克服し得ても、 ドナー特異的抗体の出現と血管内皮細胞の活性化に伴う急性血管性拒絶反応

(Acute vascular rejection: AVR，または Delayedxenograft rejection: DXR)や同種間移植で認められる T細

胞が関与している急性拒絶反応そして慢性拒絶反応と、多種多様な拒絶反応が生じ乗り越えるべき障壁は

高い。近年の遺伝子改変技術の目覚しい進歩に伴い、ドナー動物に対する補体制御因子の遺伝子導入やノ

ックアウト動物が作成され、これら動物を用いた実験的異種移植の成績は良好であり HARの克服は明確
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になた。しかし、 HARに引き続きおこる DXR以降の拒絶反応機構の解明と制御は未だ解決されておら

ず、異種移植を臨床応用する上でこれら拒絶反応の克服は必要かつ急務である。

1990年代初頭からの分子免疫学の発展により、アロ抗原に対する T細胞の活性化には 2つのシク。ナルが

必須で、あることが解明されている。即ち、抗原提示細胞 (Antigenpresenting cell: APC)上のMHC(Major 

histocompatibility complex) Class 11抗原と Tcell receptor (TCR)を介する最初のシグナノレ(シグナノレ

1)、そして APC及びT細胞の細胞膜表面上に発現する接着分子を介するシク守ナル(シグナノレ2)である。こ

の第 2シグナノレには CD80/CD86-CD28、CD40一CD154、CD2-CD48、 CD27一CD70や 1CAM-I-LFA-l等の分子を介

することが知られ、これらシグナルをブロックする CTLA4Igや抗 CD154抗体などを用いた同種間臓器移植

実験で良好なグラフト生着成績が多数報告されており、アロ臓器移植の拒絶反応機構における第 2シグナ

ノレの重要性が示されている。一方、異種移植拒絶反応においても CTLA4Igと抗 CD154抗体の併用効果がラ

ットーマウス聞で、の皮膚及び心移植モデルで最近報告され、異種移植における CD80/CD86-CD28及び

CD40-CD154の第 2シグナノレの関与が示唆された。しかし、異種移植拒絶反応の DXR機構における第 2シグ

ナノレの詳細な役割については全く解明されていない。

Concordant異種移植における Delayedxenograft rejection (DXR)には、液性免疫反応のほか、グラフト

の血管内皮の活性化が関与していると考えられている。 FK779は Leflunomideの誘導体で、より半減

期の短い新規pyrimidine系代謝桔抗剤であるが、その免疫抑制効果は細胞性免疫のほか、液性免疫をも抑

制するという特徴を持つ。一方、 costimulatorysignalである CD40-CD154の遮断は宿主の細胞性、液性

免疫反応を抑制するほか、 invitroの実験系において血管内皮の活性化を抑制することが報告されてい

る。ハムスターからラットへの異種心移植において、 FK779により T細胞非依存性の IgMを、

CD40-CD154の遮断により血管内皮の活性化を抑制し、さらに CD28-CD80/CD86を遮断することで細胞性免疫

をも抑制することができれば、グラフトの長期生着を期待することができる。更に、 costimulatory

signalsの遮断を、 Tテ" } 9イルスヘークターにより CD40Ig及び CTLA4Ig遺伝子を導入する方法を取る

ことで、より簡便に免疫抑制効果が得られるものである。

新しい遺伝子治療を応用した免疫抑制法は、単回治療で有効な免疫抑制効果が得られることや遺伝子導

入のターゲットによっては臓器特異的免疫寛容の誘導がされ、従来の免疫抑制療法における問題点、即

ち、非特異的免疫抑制に起因する移植後感染症や悪性腫壌の発生、薬剤の副作用による臓器傷害や患者の

終生に渡る免疫抑制剤服用の必要性などを解決し得る可能性もある。

〈研究方法〉

Golden Syrian ハムスターをドナー、 LEWラットをレシピエントとし異所性心移植を行った。 FK779は

凶 CMC溶液に懸濁し、移植前日より一週間経口投与した。 AdLacZ、AdCTLA4Ig、AdCD40Igはそれぞれ移植

直後および移植 2日前にレシヒ。エントの陰茎静脈より lxl09 pfu単回投与した。薬の種類及び組み合わせ

により実験群は 9群とした (n= 6)。検討項目は、グラフト生着期間(中央値:MGS) 、抗ドナー種特

異的 IgM抗体、 HE染色、免疫染色 (IgM，C3， Macrophage， E selectin， P selectin) とした。

〈研究結果〉

対照群の MGSは3日であるのに対し、 FK779、 AdCTLA4Ig、AdCD40Igの3剤併用群では 100日以上で

あった 『図-1 jJ。対照群では抗ドナー特異的 IgM抗体血中濃度の上昇を認め、免疫染色でも IgM，E 

selectin， P selectin沈着、 macrophage浸潤が見られたのに対し、 FK779を使用した群では IgM抗体

の血中濃度の上昇は抑えられ，更にAdCD40Igを併用した群では FK779を切れる後 Eselectin， P selectin 

沈着(血管内皮の活性化)も抑制された『図ー 2、3jJ。

〈考査と結論〉

Concordant異種移植における Delayedxenograft rejection (DXR)には、液性免疫反応のほか、グラフト

の血管内皮の活性化が関与していると考えられている。 DXRでは急速増加した抗ドナー種特異的な IgM抗

-183 -



体は主な役割を果たし、 IgM抗体によりグラフトの血管内皮の活性化を起こすことと考えられている。そ

の特徴は抗ドナー種特異的な IgM抗体の急速上昇のほか、グラフトの免染で IgM，P se1ectin， E se1ectin 

の沈着やmacrophageの浸潤もみられている。

FK779投与により抗ドナー種特異的な IgM抗体の上昇を抑制したのみならず、グラフトの血管内皮の活

性化も macrophageの浸潤も抑制できた。しかし、 FK779の短期投与は DXRを完全に抑制できず、 FK779を

切れると異種グラフトはまた DXRに数日以内に拒絶される。一方、 FK779短期投与と AdCD40Igの併用は異

種移植のグラフトの生着期間を延長させた上で、組織で血管内皮の活性化も macrophageの浸潤も抑制でき

た。そして、 CD40-CD154costimu1atory signa1は異種移植の DXRには強く関与することが判明した。更

に、 FK779、 AdCTLA4Ig、 AdCD40Igの 3者の併用で DXRに引き続きおこる同種間移植で認められる T細

胞が関与している急性拒絶反応も抑制でき、顕著な効果が得られた。本実験では長期生着グラフトにおけ

る慢性拒絶反応を見られた.この治療法は慢性拒絶反応に対する不充分であり，今後の研究は移植免疫の

最後の壁となる慢性拒絶反応を解明していくべきであろう.
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Figurel: Xenograft Survivals 
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Figure3: A食ercessation of FK779 treatment in Group VUI xenografts 

were not rejected despite appearing deposition of C3， the pathologic 

findings of xenografts show compJete lnicrovascular endothe1ial outJine 

following suppressions of P selectin and E selectin at post-transplant day7. 
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Abstract 

Purpose: To investigate the role of triptolide on collagen degradation by corneal fibroblasts. 

Methods: Three-dimensional gels of匂'pe1 collagen containing rabbit corneal fibroblasts were incubated with medium 

containing interleukin 1 s (IL-l s) in the presence of triptolide， and the extent of collagen degradation was assessed by 

measurement of released hydro巧'proline.The rel回 seof matrix metalIoproteinases (MMPs) from cultured corneal 

日brobl出 tswas measured by gelatin可mographyand immunoblot analysis， and the abundance ofMMPs mRNA in these 

celIs wぉ determinedby reverse transcription combined with real-time polymerase chain reaction analysis. 

Results: Triptolide inhibited IL-Is stimulated coIlagen degradation by rabbit corneal fibroblasts in a dose and time 

dependent fashion. The expression of 1¥品ilP-l，3 and 9 was inhibited by triptoIide at both protein and mRNA level. 

Conclusions: Triptolide inhibited coIIagen degradation by corneal fibroblasts through the suppression of MMPs 

expression by fibroblasts， suggesting出attriptoIide might be an effective medicine for the treatment of corneal ulceration 

in the白ture.

Key Word corneal fibroblas民 cornealulceration， coIIagen degradation， tIiptolide， matrix metalloproteinases 

Introduction 

The cornea is an avascular釦 d凶 nsp釘enttissue. ln order to assure its transparency， collagen fibrils are more 

densely and neatly packed in the corn白血anany other tissue in the body. Corneal fibroblasts， which are major resident 

cells in the corneal stroma， play an important role in collagen metaboIism， because corneal fibroblasts both synthesize and 
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degrade col1agen fibrils tlu-ough山esecretion ofthe matrix-degrading en司Imessuch as matrix metalJoproteinases (恥仏IIPs).

We also previously established the assay system to measure collagenolytic activity of corneal fibroblasts using出is由民e

dimensional collagen gel culture and repOlted interleukin 1 and elastase derived from pseudomonas aeruginosa stimulate 

collagen degradation by corneal fibroblasts with di宜erentmechanisms. 1. 2 

Triptolide， a diterpene triepoxide， is an extract from the Chinese herb升伊teηrgiumwilfordii hook fσWHF) 

that has been used in traditional Chinese medicine for the treatment of rheumatoid altluitis.3 Trip10lide shows 

anti-inflamma10ry activity in immune cells such as T cells， B cells， and monocytesプ・ sIt also shows potent 

immunosuppressive property to prolong he釘t，kidney and bone manow allograft survival in animal mode1. 6. 7 In recent 

study， triptolide also reportedly acts on tissue resident cells such as epi出elialcells， fibroblasts， chondrocytes， or 

synoviocy1e. In addition， it inhibited the expression ofMMPs in chondrocytes and synoviocyte.8
•
9 Therefore， it is possible 

1ha1 triptolide has inhibitory effect on collagen degradation by corn回 1fibroblasts through the down regulation of M恥1Psin 

corneal fibroblasts. 

The collagen degradation assay established by US， in which corneal fibroblasts are embedded in collagen gels， 

exe此stotal ∞llagenoly1ic activity in vitro. 11 provides a model system with which to investigate the mechanism of corneal 

stromal ul田 ration.With 1his model system， we have now investigated the effects of tIiptolide on IL-l induced collagen 

degradation， as well as the expressions of恥仏江Psby corneal fibroblasts. 

Methods 

1 Cell culture; 2 Three-dimensional culture; 3 Measurement of collagenolytic activity; 4 Gelatin Zymography; 5 

Immunoblot analysis; 6 Quantitative RT-PCR analysis ofMMP-l， 2， 3 and 9 mRNA. 

Results 

瓦(jectoftrψtolide on collagen degradation by rabbit cornea/ jibroblasts 

Corneal fibroblasts (1 x 105) were cultured for 48 hours in collagen gels with various concentrations oftriptolide (0.03μM 

to 3.0μM) in the absence or presence of IL-I s (0.1 nglml). In the absence of IL・1s， triptolide had no significant effect on 
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collagen degradation at any cOl1centration examined. However， triptolide inhibited IL・1induced collagen degradation in a 

dose dependent manner， being statistically significant at a concentration of 0.3μMand3μM compared to those cultured 

in the absence of IL-l s (Fig. 1). 

E.fJect oftr伊tolideon expression ofMMPs by cornealfibroblasts 

We then investigated if triptolide down-regulates MMP expression by comeal fibroblasts by Westem blotting and 

gelatin可mography.Immunoblot analysis wi血 antibodiesto rabbit MMP-l of the culture supernatant revealed a small 

amountof57・kDaimmunoreactive bands corresponding to proMMP-1 and a typical doublet of 49・and45・ゆa

immunoreactive bands ∞rresponding to active MMP-lσig. 2). Addition ofO.l nglml IL・1s stimulated the densi旬of

bands corresponding to proMMP-1 and active MMP・1.Triptolide decreased the intensity ofbo出 proMMP-land active 

:Ml¥在P・1in dose dependent manner. Active 1¥凪0・1at 45 I心aband could not be observed in those treated with 3μM 

triptolide. Immunoblot analysis with antibodies to MMP-3 revealed that comeal fibroblasts produced a small mount of 

57・kDaimmunoreactive protein corresponding to proM恥1P-3and 45-kDa immunoreactive protein corresponding to active 

恥仏伊・3.10Addition ofO.l nglml IL-l stimulated the density ofbands corresponding to proMMP-3 and active MMP-3. 

The addition oftriptolide decreased the intensity ofbands corresponding to both prol¥品。-3and active MMP・3in dose 

dependent manner. 

Gelatin可mographyof the culture supematant revealed three m司jorbands of 89，65 and 57 kDa (Fig. 3)， 

corresponding to intermediate :Ml¥在P-9，proMMP-2 and active MMP-2， respectively. 11 When incubations were performed 

in the additional presence of IL・ls，proMMP・2was not altered and active l¥品0・2was significantly increased; the 

intermediate l'v仏E・9disap戸ared，gelatinolytic bands at 92 and 77 kDa， corresponding to proMMP・9and active MMP-9 

were observed. Triptolide did not a宜ectthe bands of prol¥狙叫P-2and active恥仏0・2;however the intensity ofboth 

proM加1p・9and active Ml¥在P-9was slightly decreased in dose dependent manner. These obselvation demonstrated白紙

IL-l s stimulated the amount of MMP・1，2，3，9.Triptolide inhibited the overexpression ofMMP-l， 3， 9 induced by IL・1.
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Inhibitory ejJect oftriptolide on mRNAはpressiol1of MMPs by corneα1 jibroblasts 

1鳩山巴ninvestigated the e民ctof triptolid巴onthe abundance of 1¥仏!{PmRNAs in corneal fibroblasts by reverse 

transcription combined with real-time polymerase chain reaction analysis. When IL-Is was added， the abundance of 

Ml刈P-l，2， 3 and 9 mRNA was increased. The addition of3μM triptolide decreased the abundance ofIL・1induced 1¥⑪1Ps 

mRNA (Fig. 4). 

DisclIssion 

Our study clearly demonstrated that triptolide inhibited IL-l-induced collagen degradation by corneal fibroblasts in vitro. 

Triptolide is not a恥仏!{pinhibitor to bind the active sites ofMMPs. It did not inhibit the activation ofproMMPs to active 

MMPs. It inhibited the synthesis and secretion ofMMPs at both protein and mRNA level. 

[n the cuπent study， with our model by rabbit comeal fibroblasts in出reedimensional culωre system， we showed that 

triptolide inhibited IL-l induced collagen degradation by corneal fibroblasts. Our work has characterized 1¥仏在Psas novel 

凶rgetsof its inhibitive effect on collagen degradation. Synthesis of MMPs is the prim創'ylevel of regulation determining 

collagenolytic activity in cornea. Cultured corneal fibroblasts reportedly produce Ml¥I1P-l，・2，-3 and -9. 12恥仏!{P-lis the 

main collagenolytic enzyme to degrade collagen勿pe1. MMP-3 although could not degrade collagen type 1， it participates 

the activations of 0出er1v仏1Ps.13 14 15 The two gelatinases， MMP・2andMMP・9have the capacity to fUlther degrade type 1 

collagens after M恥E・1cl伺 vageand subsequent denaturation of the three collagen chains. 16 Triptolide inhibited the 

可nthesisand secretion of pro1v仏APsby corneal fibroblasts at both protein and mRNA level. The activation of proMMPs 

to active 1¥心岨Pswas not altered by triptolide. 

Corneal ulceration， the disintegration of corneal stroma resulting from excessive degradation of collagens， is a devastating 

disorder that can cause blindness. Here we show for the first time that tr中tolidecan effectively suppress lL-l-induced 

collagen degradation by corneal fibroblasts in vitro. The inhibition of Ml¥I1Ps at both mRNA and protein in a similar 

fashion suggests that恥仏在Psare targets of triptolide， and their observed inhibition may be one of the mechanisms for its 

possible e自己ctsin the patients with comeal ulceration. Therefore， besides its known immunosuppressive and 
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anti-inflammatory activity， triptolide may also be an effective anti-ulcer agent for corneal ulceration that deserves 

additional research. 
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一日中医学協会助成事業ー

無髄歯の歯冠補綴処置におけるminimalintervention techniQueに関する研究

要旨

研究者氏名

中国所属樹調

日 柄 腕 鯛

指導責任者名

共開汗究者名

胡書海

中国大連医科大学口腔医学院

昭和大学歯学部

教授川和忠治

長田貴幸，割問汗司

本研究は，漏斗状根管を有するヒト抜去上額中切歯に対して，従来法である鋳造支台築造， MiniJIBI interventi∞(閥)

tee加im肥として，カーボンファイパー製既製ポスト併用レジン支台築造およびレジン単体による支台築造の 3種類を行い，そ

れらの疲労強度を潰健することにより，阻ほ凶iq田の有7捌主について従来法と比較検討した.さらに， ferruleの有無の影響

についても同様に検討した.疲労強度の誤l淀はヒト口胞村で上顎中切歯に力回つる阻鴫圧と同様の繰り返し荷重を機械的に負

荷し，歯根部歯質に亀裂が生じるまでの荷重回数と破壊様相を言鵡した.その結果，阻胤加iq田であるレジン支台築造は，既

製ポストを付与することによって従来法に匹敵するかそれよりも高い疲労強度を示し，既製ポストを付与しない場合は，耐久

性は低いものの，その後の再治療により再び支台歯として櫛旨すること柿]能であると考えられた.また，少なくとも lmnの

ferruleは支台歯の耐久性向上に極めて有利に作用すると考えられた.

陥"!yYOlIS Miniml intervention Root c制 1，加ltinResin悶駒site， Dentin ¥mli田

緒言:

甑蝕や外傷で失われた歯質は，岐合関係や実質欠損の大きさによって成矧嘗復材和伸金属鋳造物，セラミックスなどによっ

て修復される.従来，これら修復法の過程では修復物倒寺のために多量の健全歯質や，場合によってはクリアランス確保の

ために健全歯髄までもが度部包に犠牲にされてきたしかし，近年の歯質接新鋭掛ヰの急速な進歩に伴い，生体保護的な修復

法，すなわちMiniJIBIInterventi団側が張関された.阻は主として有髄歯を対象とするが，日常顔繁に行われている無髄歯の

歯冠掃綴処置においても極めて有効であると考えられる.

無髄歯の歯冠補緩処置は既に修復された歯の再修復として行われることがほとんどである.従来法として最もー蝦的に行

われている鋳造支台築造は築造体を関長法で製作するために鎚壷寵洞形劇時に健全歯質を便宜的に多量に自蛸守する必要があ

る.さらに，鋳造支台築造に関連して，二次韻蝕，築造体の鵬告や歯根樹斤などのトラブルが多く見浸けられる1) 一方，接

着性材料を利用したレジン支台築造は従来法に比べて健全歯質の切削を必要最低限にとどめることが可能となり，より生体

侵襲の少ない修復法であるといえる.

歯根内部に齢的漣行した歯あるいは築造体鵬樹齢歯は患部歯質を削除することによって歯根部歯質が大きく喪失して

事補となったいわゆる漏斗状根管となり，将来的に築造体の目臓や樹蹴折を生じやすい難症例である.しかし，このような

歯を可能な限り保存することはその後の補綴処置の選択肢が広がることなど臨床に非常に有意義なことである.本研究では，

このような歯根部歯質の残存量の少ない症例に対して各種支台築造を行い，疲労強度を測定することにより，帯環効果

σ'errule effect)の有効性およびレジン支台築造にfC表される阻 tee加iQUeと従来法の耐久性について比較検討した.

材料と方法:

1.材料
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材汗究で使用した榊}を表 l に示す.鋪宜支台築造には金銀パラジウム合金(Cast~ll M C. 12 % @)ld，配白111.JaI叫を

用い，接割主レジンセメント但脚内JJdC&B，旬l刷 i四1.加釦)で装着した.レジン支台築造は，日 11叫んlIDTA仰'ako

pure chemical industries， J a:悶n)，おIvol%倒倒)F， Japan)およびClearfill蜘1m!<Kuraray刷 ica1.J印加)から成る試作デン

ティンボンディングシステム(EXP)にて歯面処理後，化学重合型コンポジットレジン (ClearfilFII， Kuraray刷 ical)を用い

て築盛した既製ポスト併用レジン支台築造には，カーボンファイパー製既製ポスト(日間 BiSCQ IL lWを用いた.全

剖続造冠は金銀パラジウム合金で作製し，グラスアイオノマーセメント仇ii1.配白111)で装着した.

2.謝引惜4

ヒト抜去上顎中切歯初本を適法に従って根管処置した後， ferruleの無いグループ加rferruledgrl加。 15本と歯冠部に高

さIrnnのferruleを有するグループ(l咽 ferruled酬 p)15本の2グループに分類した.築造法は，鋳造支台築造(凶:)， C-

rOST併用レジン支台築造側)およE既製ポストを併用しないレジン単体での支台鎚査官C)を行い，誠倒数は各条件 5個

とした.

1)築造鶴岡形成

支台歯を解剖特嫡頚線伽rferruledgr，仰)あるい}拍手自伴的歯霊感勝ら Irnn歯冠但l障りの位置(1咽 ferruledgr仰)で

水平に官断箆ダイヤモンドポイントを用いて，根管壁の厚さか澗 Irnnになるように深さ 8rnnの漏斗状築造寵洞形成を行っ

た.

2)凶

築造体のワックスアップは直接法で行い，急激!静型クリストパライト埋没材 (Crist伽 1i te Quick 20，民白111)にて埋没

した後，金銀パラジウム合金を用いて鋳造した.築造体の装着は臼肺r-t刷舗を用いて，メーカー指示の歯面処理後，務日

法にて行った.

3) fRC，舵

レジン支台築造は既製ポストを併用するもの例記)と併用しないもの倒吃)の 2条件について行った.四で歯面処理し

た後，キャタリストとユニバーサルを練和紙上に採取し，均一になるように加秒間練和し，充填用シリンジにて築造寵洞内に

知真した F配は，コンポジットレジンを築造詣同内に充填後，中心部にポストを挿入した.いずれの場合も，その後さらに

歯冠部にレジンを填塞した

4)支台歯形成

全ての試料は，訂℃水中に 24時間保管後，ジャケツト冠を想定した支台歯形成を行った.高さ 6肌ショルタ.ー幅 U5

肌マージンの位置同開洋的歯頚線の位置とした.

5)鋳造冠

鋳造冠は，直接法でワックスアップし，金銀パラジウム合金を鋳造して作製し，グラスアイオノマーセメント σ'uji 1.配

白血)を用いて支台歯に装着した.

6)試料の包埋

全ての試料は樹良部を常温重合レジン σ'eclmovit制4，1髭raeusKulzer.伽即時を用いて内径 1インチ，高さ 1インチの

プラスチック製リングに解自芹的歯頚線の2rnn下まで包埋した.

3.サーマjレサイクル試験

読料を包埋した後， IO'Cおよび45'Cのサーマルサイクルを 10.鵬町子った.

4.疲労試験

読料を専用の治具に固定し，疲労試験機<K-655，Tcl叩 GikenJa問。にて歯軸に対し 1泊。方向に5.5 kgf (1. 2Hz)の繰り返

し荷重を樹良部に亀裂が生じるまで加え，亀裂発生に要した荷重回数と破壊様相を言諒した荷重位置は支台歯の口蓋側近

遠心中央部でマージンの2rnn歯I周回筒りとした.試1謝喜果の統雪梢執庁は宮部Ver. 10倒SInstitute Inc.)を用いて行った.

各築溜まを行った歯の生存率は， Kap加 弛ier法を用いて解析した.荷重回数の角献では，データの等分散性カ清められjよかっ

たことから，ノンパラメトリックなーヲ配置分散分析法であるKruskal-Wallistestおよび、蜘mWhitney 1トtestを行った (α

=0白，). 
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結果:

各グループの疲労強度の平矧直を表2に.oon-ferruled grl卿およびl叩 ferruledgroop のKapl町~ier累積生存率曲線をそれ

そ守l図1.2に示す.樹良部の亀裂発生に要した荷重回数，すなわち疲労強度は lτmferruled grl仰がnoo-ferrul ed groupに

比べて有意に高い値を示した(P(UOOl).各築造法における疲労強度は ferruleの有無に関わらず，斑吃K!m'配のj頓で、あった

紬 m¥¥bit脚u-tωt:P(O.田).累積生存率曲線からも.F配はCAS， RI屯に比べて歯根部に亀裂を生じるまでの期聞が長いこと

が示された.破壊様相の観察ゆら，斑吃は全ての試料で築造体絢斯したが，樹良部の亀裂は全く認められなかった.rMiお

よびfRCではともに築造体の破折は認められなかったものの，全ての諒料で歯根部に亀裂を生じた.

考察:

本研究は人工的に漏斗状根管を付与した上顎中切歯に対して各種支台築造を行い.ferruleの有刻生，阻ほ加iQUeと従来

法の耐久性について比較検討した.

従来法である鋳造支台築造は最も適応範囲の広い築造法であり，金銀パラジウム合金を用いて適法に従って製作した.装

着材料としては象牙質に対して高い接朝生を有するといわれている接観主レジンセメントを用いた.レジンによる支台築造

は，その隷掘関長係数や，跡率を考慮すると築造体のマージンが歯肉縁下まで達している症例では使用に限界があると考えら

れてきた2) また，歯質に近似した機械均性質を有していることや，接新生レジンセメントと同様に象牙質に対する接新生の

向上カf図られ鋳造支台築造のみ約臨志の症例仲残存歯質の少ない症伊トの応用カ検討されている2)ことから，本研院でも築

造法のーっとして選択した.また，レジンによる築造法で岡正製ポストの併用が望ましい3)とされており，柄形Eでは既製

ポストとして目的'を併用した方法と，既製ポストを併用しない方法の2種類のレジン支台築造について検討を行った.c一
郎 Tは高い引弼虫さと象牙質の弾性係数に近似した弾性係数を有し，樹嵐尉斤防止糊部あるとされているカーボンファイ

パー製既製ポストである.コア材料には化学重合型コンポジットレジンを用いた.これは光が届きにくいポストなどの影

になる部分や深部も化学重合により硬化し，築盛量の大きな支台築造にも使用できること，また，重合収縮による根管壁から

の輔佐防ぐために選択した.さらに，材汗究で使用した試作デンティンボンディングシステムとの組み合わせにより，象牙

質に対して優れた接観主を有している.

支台築造した歯の保持力を実験的に検吉村る方法としては築造体の破壊や脱落あるいは残存歯質の耐肋泡こるまで精霊

を徐々 に増加させた破壊強度試験4-8)と口腔内で行われる岨鴫運動，岨鴫力を想定し，荷重を繰り返し加える疲労試験9-12)

がある.また，クラウン装着前の築造体に直接荷重を加える方法ト7，9-11)とクラウン装着後に荷重を加える方法8.12)があ

る.本研究ではクラウンを装着し，実際の口腔内で生じる力の大きさと方向を想定して，上下顎前歯の唆合接触角を想定し

た歯の長軸に対して45。の口蓋慎l聞向から荷重量5.5 kgf.荷重頻度1.2胞の tIIas/min)の繰り返し荷重を負荷し，歯根部に

亀裂を生じるのに必要な荷重回数を言調し，これを疲労強度として評価した.また.Kap加地ier法を用いた生存分析により，

各築造支台歯の生存率を評価した.

IXmtin ferruleは歯冠部におけるマージンからの残存歯質であり，これを確保することによって高い疲労強度を得ることが可

能となる.本初院の結果から，少なくとも 1mnのferruleカ常在すれば ferruleの無い支台歯に比べて有意に高い疲労強度を

示した.しかし，鋳造支台築造では築造寵洞形劇寺にアンダーカットを全て取り除かなくてはいけないこと，さらに日常臨

床では築造体を開劃まで劉令することがほとんどであり，作業用模型のチッピンク功止のために葬薄な歯質を便宣的に自l除

する必要がある.すなわち，歯冠部に残存している歯質を多量に切目l庁ることになり，このため十分なferruleを確保できな

くなる可能性が高い.このようなケースでは外科的ないし矯正的挺出処置を行い.ferruleを確保する必要があると考えられ

る一方，レジン支台築造では翻司のアンダーカットを前容でき，さらに直接法で築盛するために従来法のように無駄に歯質

を自明ける必要など無いことから，鋳造支台築造に比べてferruleの確保に関して極めて有利であると考えられる.

近年，歯根象牙質に近似した弾性係数を有する榊ヰで支台第宣することは，樹即樹庁の減法、につながると考えられており 1

3}，鋳造支台築造とレジン支台築造では築造榊ゆ物瑚惟質，特に弾性係数が大きく異なり，これカ浸台築造した歯の疲

労強度に影響を及ぼしたと考えられた鋳造支台築造では高い弾性係数を有する金銀パラジウム合金を用いた築造体の協み

量は，弾性係数の低いレジン支台築造に比べて少なく，その結果，支台歯にかかる負担が増加し，比糊句早期に樹良部の亀裂

を生じたと考えられた.反対に，レジン単体による支台築造では築造体の境み量は歯根部歯質に比べて若干多く，築造体の
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機椀朔劃斐が低いことから，築造体のみが破折し樹良部歯質の亀裂発生を防ぐことかできたと考えられた.このように樹良が

樹斤せず，築造体のみ胸骨斤した場合，その後の再治療により再び支台歯として機能できる可能性か濡く，その耐久性は低い

もののfail-safeな築造法であるといえる.象牙質に近似した弾性係数を有する目的を併用したレジン支台築造は，ポスト

による築造体の櫛鰍果によって築造体か淵斤しなかったと考えられた.また，築造体の機欄サ性質がレジン単体による支台

築造と比較してより残存歯質に近似した状態となり，築造体と残存歯質がーィ本化したことが疲労強度の向上につながったと考

えられた.Krejciらは14}，ヒト上顎中切歯に力回つる唆合力は5.5kgf(毎分72回1)，であり， 5年間で約120万回の荷重が加

わるとしている.柄将掛ら得られた繰り返し荷重の回数をこれに当てはめると，最も荷重回数の高かった目的併用レジン

支台築造(1切nferrul凶g卿)では少なくとも約3年は口腔内で安定した状態を維持できる可制主があると考えられた.

以上のことから，阻版刷脚であるレジン支台鎚査は既製ポストを付与することによって従来法に匹敵するかそれよりも

高い疲労強度を示し，既製ポストを付与しない場合は耐久性は低いものの，その後の再治療により再ひ支台歯として機能す

ること阿能であると考えられ漏斗樹脂を有する支台歯の治療法として非常に有用であると示唆されたまた，少なくと

もlmnのferruleは支台歯の耐久性向上に極めて有利に作用すると考えられた
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一日中医学協会助成事業ー

アンジオポエチンとその受容体Tie-2を標的とした唾液腺腺癌の血管新生制御療法

研究者氏名 涯華

中国所属機関 中国第二軍医大学附属長海病院口腔科

日本研究機関 広島大学歯学研究科第一口腔外科

指導責任者 教授岡本哲治

共同研究者名 張雁，重森和子，山本哲彰.岡本康正

要旨

固形腫蕩の培大には，栄養と酸素の供給のために，血管新生が必要であることが知られている。

この血管新生において，我々は血管内皮細胞に発現する受容体型チロシンキナーゼであるTie-2受容体

と同受容体に結合するアンジオポエチン (Ang)が重要な役割を示すことを報告してきた。本研究では，

唾液腹膜癌におけるAng/Tie-2系を標的とした血管新生制御療法の開発することを目的に，以下の研

究を行った。

Key Words Angiogenesis， Salivary carcinoma， Tie-2， Angipoietin-land Angipoietin-2 

緒雷 :

ヒト唾液腺および唾液腺腺癌におけるアンジオポエチン

とその受容体 Tie-2の機能解析

固形腫療の噌大には，栄養と酸素の供給のために，血管新生が必要であることが知られている。ア

ンジオポエチン (Ang)の受容体で、あるTie-2は血管内皮細胞において特異的に発現するチロシンキナー

ゼ型受容体であり，血管新生に関与していると考えられている(1)。我々は，すでにTie-2遺伝子のチ

ロシンキナーゼ領域の変異は，そのチロシンキナーゼの恒常的活性化， MEKおよびSTAT3活性の尤進を

誘導し，静脈奇形を引き起こすことを報告した (2，3)。

一方，唾液腺の管腔形成は発生学的に血管形成機構と共通点が多く， Ang-l/Tie-2のシグナルは唾液

腺においても重要な働きをしている可能性が考えられた。そこで本研究では，ヒト正常唾液腺，唾液

腺腺癌および腺様嚢胞癌におけるAng-l， Ang-2， Tie-2拙NAおよび蛋白質の発現について検討した。

またAng-lの唾液腺上皮細胞の増殖およびTie-2関連シグナルに対する影響についても検討した。

材料と方法:

1.正常唾液腺および唾液腺由来腺癌における Ang-l， -2および Tie-2の発現を免疫組織染色にて

検討した。

2. Tie-2 mRNAの発現を解析するため， Tie-2チロシンキナーゼ領域にプライマーを設計し， cRNA 

プローブを作成後，正常唾液腺上皮細胞 (SMG)，唾液腺腺癌細胞田SG，HSY)および腺様嚢胞癌 (ACC)から
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抽出した totalRNAを用いて Tie-2mRNAの発現を Northernhybridizationにて解析した。

3. ヒト正常唾液腺組織および腺様嚢胞癌組織における Tie-2の発現を insitu hybridizationお

よび免疫組織学的に検討した。

4. pGEX発現系を用い Tie-2のリガントである Ang-lの遺伝子組換蛋白を作成し， Ang-Jの唾液腺

上皮細胞および血管内皮細胞 (MSS)に対する影響を検討した。

5. Ang-l刺激による唾液腺上皮細胞および血管内皮細胞におけるTie-2チロシンキナーゼのリン酸

化活性，臥Pキナーゼ伽itogenactivated protein kinase)および STAT(signal transducer and 

activator of transcription)系シグナルについて検討した。

結果 :

1. Tie-2耐NAの発現をNorthernhybridizationにて解析した結果，正常唾液腺上皮細胞SMG，腺癌

細胞HSG，HSY，ACCの全ての細胞で4.3 Kb Ti e-2m剛Aを発現していることが明らかとなった。

2.正常唾液腺組織におけるTie-2 rnRNAおよび蛋白質の発現をinsitu hybridizationおよび免疫

組織学的に検討した結果，正常唾液腺では血管内皮細胞，介在部導管細胞，筋上皮細胞および柴液細

胞にTie-2の発現を認めた。

3.正常唾液腺由来上皮細胞SMGはkeratinocytegrowth factor (KGF)により，血管内皮細胞MSSは

fibroblast growth factor-2(FGF-2)により増殖促進されたが， Ang-lはいずれの細胞の増殖にも影響

を示さなかった。

4. Ang-l刺激により，血管内皮細胞および唾液腺上皮細胞では， Tie-2チロシンキナーゼ， MEK1I2 

およびSTAT3のリン酸化活性の冗進を認めた。

考察 :

Tie-2は血管内皮細胞からクローニングされたチロシンキナーゼ型受容体であり，構造的には細胞外

にlつの免疫グロプリン様のループとepidermalgrowth factor(EGF)様の繰り返し配列を持ち，それ

に続いて細胞膜直上部の・型フイブロネクチン様の 3回の繰り返し配列へと続く。一回の膜貫通部を

持ち，細胞内にはチロシンキナーゼドメインを有する (4)。 血管内皮細胞において， Ang-lは，その細

胞増殖を促進しないが， Tie-2受容体のチロシンキナーゼリン酸化リン酸化活性， MAPキナーゼおよび

STAT-3リン酸化活性化を促進することが報告されている (5，6)。本研究では，正常唾液腺組織における，

ANG-2およびTie-2は，血管内皮細胞のみならず腺房細胞および介在部導管細胞において発現されてい

た。一方， ANG-lの発現は，筋上皮細胞および間葉系細胞において認められたが，腺房細胞や介在部導

管細胞においては認められなかった。さらに，培養ヒト正常唾液腺由来上皮細胞 (SMG)では， Tie-2 

および釧G-2凶NAの発現を認めたが，唾液腺由来腺癌細胞 (HSG)においてはANG-2時NAの発現は認め

なかった。さらに， Ang-l刺激より， Tie-2のチロシンキナーゼのリン酸化，刷PキナーゼおよびSTAT-3

リン酸化活性を認め，同細胞はKGFにより摺殖促進されたが， Ang-lおよびFGF-2は細胞増殖にも影響を

認めなかった。
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以上の結果から， Tie-2分子は血管内皮細胞のみならず唾液腺上皮細胞においても発現されているこ

と，そして Ang/Tie-2シグナルは血管新生のみならず唾液腺においても重要な働きをしている可能性

が強く考えられた.

参考文献:

1. Hanahan， D. S加lalingvascular morphogenesis and maitenance， Science， 277:48-50，1997. 2.在

華，張雁，岡本哲治:静脈異形成症例の遺伝子診断.治療学， 34: 44ト445，2000. 

3.在華，他:静脈奇形におけるEndotheliaトspecificReceptor Tyrosine Kinase Tie-2遺伝子

の機能解析.口腔組織培養学会誌， 10(1):23-24，2001.

4. Ziegler， S. F. et a1. Molecular cloning and characterizat in of a novel receptor protein tyrosine 

kinase from human placena. Oncogene， 8:663-670，1993. 5. Suri. C. et a1. ReQuisite role of 

angipoietin-l， a 1 igand for Tie2 receptor， during embryonic angiogenesis. Cell. 

87:1171-1180，1996. 6. Korpelainen， B.l. et a1. Endothelial receplor tyrosine kinases activate 

the STAT signaling pathway: mutant Tie-2 causing venous malformations signals a distinct STAT 

ac t i va t i on response. Oncogene， 18: 1 -8， 1999. 

ニ，海綿様血管腫における Tie2遺伝子変異とその機能解析

緒言:

チロシンキナーゼ型受容体Tie2 (Tyrosine kinase wi th Ig and EGF homology domain 2) は

Angiopoietin-I (Angl)およびAng2の受容体であり血管形成に重要な働きをしている (1.2)。また，TIe2 

は家族性静脈奇形の責任遺伝子と考えられている ω。我々は，海綿様血管腫(静脈奇形)において， Tie2 

遺伝子のG2646A変異に基づく， ATP結合領域内のGlycineのAsparticAcidへの置換 (G833DTi e2)および

A2659Tに基づくATP結合領域近傍のGlutamineのHislidineへの置換 (Q837RTi e 2)が存在すること，そし

てG833DTie2はQ83iHTie 2と異なり，内皮細胞の増殖能を促進し，海綿様血管腫の術後再発に関与している

ことを報告した(4.5)。海綿様血管腫の病態解明が進むことにより，生体における病的血管新生機構の解

明，ひいてはその治療法の確立も可能となるものと期待される。そこで本研究では，海綿様血管腫に

おけるTie2遺伝子の変異とその発症の分子機構についての解析を行った。

材料と方法:

G833DT i e 2， Q83i11T i e 2および野生型Tie2遺伝子，またはベクターのみをそれぞれ導入した内皮細胞を

ヌードマウス大腿筋肉に移植し，造腫蕩性を検討した。次に，形成腫揚の組織像， PEC雌ー1(P 1 a te 1 e t 

Endothel ial Cell Adhesion Molecule-J) ， Tie2およびVEGF ~ascular Endothelial Growth Factor) 

蛋白の発現を検討した。また，各導入細胞のVEGFmRNAの発現に及ぼすTie2のリガントであるAnglと
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Ang2 (Angiopoietin-l. -2)の影響についても検討した。

結 果 :

1. T i e2のチロシンキナーゼリン酸化活性について検討した結果， 野生型Tie2を導入した細胞で

は， Anglに依存した活性を認めたが， G833DTid 及びQ837HTi e2遺伝子導入した細胞では， Anglに依存

しない恒常的自己リン酸化活性を認めた。一方， Ang2は野生型Tie2を導入した細胞においてTie2のリ

ン酸化活性を抑制したが G833DTie2細胞に対してはTie2のリン酸化活性を抑制しなかった。

2. Ang-lの刺激により， すべての細胞においてVEGF耐NAの発現が促進されたが，特にG833D細

胞ではVEGFmRNAの発現が著しく促進されることがわかた。 Ang-l存在下で， Ang2を添加すると，ベク

ターのみおよび、野生型Tie2を導入した細胞でのVEGFmRNA発現は抑制したが， G833DおよびQ837H導入細

胞では， VEGF mRNAの発現は抑制しなかった。

3.次に，10 vIlroでの増殖能について検討しました。 0.5%血清を含む培地で， G833D導入細胞は

野生型Tie縛入細胞に比べ，高い培殖能を示した。そこで， 同培養条件でのVEGFmRNAの発現を検討

した。 Q837H，野生型Tie2およびベクターのみを導入した内皮細胞と比較して， G833D導入した内皮細

胞ではVEGFmRNAの高発現を認めた。

4. Q831HT i e 2，野生型Tie2および、ベクターのみを導入した内皮細胞はヌードマウスにおいて造腫揚

性を示さなかったが， GE33BTie2導入内皮細胞は移植後3ヶ月以内に腫療を形成し，形態的に筋肉内血

管腫様の管腔様構造を示した。また，隣接している筋肉にも浸潤していた。 G833DTie2導入内皮細胞移

植後5ヶ月の腫療では，拡張した管腔形成が観察され，同腫揚表面は肉眼上青紫色を呈した。

5.免疫組織学に検討した結果，同腫癒細胞では Tie2，PECAM-lおよび VEGFの高発現を認めた。

この腫揚は G833DTi e 2の変異を有するヒト血管腫の組織像に類似していた。

考 察 :

以上の結果から， Tie2 遺伝子の変異の質的差異 CGenotype)は臨床症状 (Phenotype)に密接に関係

していること.さらに， Tie2遺伝子の変異に基づ、く海綿様血管腫の発症の分子機構の一端を明らかに

することが出した。これらは 今後海綿様血管腫の治療法の選択や予後の予知を行う上で非常に有用

であると考えられた。

【参考文献】

1. Folkman， J. and D' Amore， P. : Cell， 87: 1153-1155，1996. 
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receptor during embryonic angiogenesis. Cell， 87:1171-1180，1996. 

3. Vikkula，阻， Boon， L. M.， et al. : Vascular dysmorphogenesis caused by an activating 
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一日中医学協会助成事業ー

Dimethylnitrosamine (DMN) 1回大量投与ラットの

肝線維化モデルにおける鉄の過剰沈着と線維化との相関
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郭麗梅
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教授円山英昭

金玉蘭、戸井慎、黒田直人、弘井誠、林芳弘、宮崎恵利子

In this study， we investigated the cellular basis of iron-associated rat liver fibrosis induced by a high dose injection of 

dimethylnitrosamine (DMN). Histologically， liver injurγreached a peak at 36h after the injection and showed a 

submassive hemorrhagic necrosis. On day 3， hepatic stellate cells (HSCs) positive for α-smooth muscle actin (ASMA) 

appeared in preserved parenchyma. With time， necrotic tissues and erγthrocytes were phagocytosed by macrophages 

and on day 5， a large amount of macrophages containing iron were observed in the necrotic areas. ASMA-positive 

HSCs distributed along the margin between necrotic areas and residual remaining liver parenchyma. On day 7， 

activated HSCs were diffusely distributed along the sinusoids and thin fibrous septa. On day 14， central-to-central 

bridging fibrosis was formed. In the fibrous septa， macrophages containing iron were in close proximity to the 

collagen-producing myofibroblasts. Afterthat， the extent offibrosis increased in parallel with the infiltration intensity of 

iron-containing macrophages. To our interest， even on months 1， 3， and 6 after injection， a striking iron deposition in 

macrophages in the fibrous septa was sustained. Among the cytokines released in liver diseases， TNF-αplays a crucial 

role in liver inflammation and hepatic regeneration. In our study， immunohistochemically， TNF-α-positive 

macrophages were observed focally at 12h after injection， and they increased in the necrotic areas at days 5 and in the 

thin伍broussepta at week 1. Moreover， a few TNF-αーpositivemacrophages were observed at week 2 and month 1. 

RT-PCR analysis showed positivity at 12h， 3d， 1w a仕erthe injection. These results confirmed the roles of TNF-αin 

liver fibrosis. However， whether TNF-αmay be directly involved in rat liver fibrosis and the association between iron 

deposition and TNF-αexpression needs to be studied further. In brief， we provides a potential model for the study of 

iron-induced liver五brosisand the association between macrophages and HSCs. Iron deposition may be dramatically 

involved in the development and sustenance of liver fibrosis. Furthermore， the iron-containing macrophages may 

influence HSCs through the action of cytokines and play a significant role in the DMN-induced liver fibrosis. 

Key Words iron deposition， liver fibrosis， hepatic stellate cells， macrophages 

Introduction: 

Previous studies have suggested that excess hepatic iron accumulation is a progressive factor in some liver diseases 
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including chronic viral hepatitis， hemochromatosis， liver cirrhosis and liver cancer (1-4). However， it has not been 

clari自edwhether iron-induced hepatotoxicity is directly involved in liver fibrosis. Previous in vivo experimental models 

provided that iron overload may enhance the accumulation ofhepatic collagen 1 mRNA in rodents， especially in hepatic 

stellate cells (HSCs) (5). The cellular iron toxicity is proposed to be mainly due to iron-induced仕eeradical attack and 

iron-induced lipid peroxidation damage (6，7). On the other hand， during the liver injurγ， several cytokines and growth 

factors， including IL-1， IL-6， IL-8， IFN寸， TGF-s， PDGF， and TNF-a. were reported to be increased (8-14). Among 

them， TNF-αhas pleotropic functions on proinflammation， cell proliferation and apoptosis， but its role in liver fibrosis 

has not yet been confirmed. Therefore， in this study we investigated the cellular aspects of iron-induced rat liver 

fibrosis and whether iron may contribute to the development and progression of liver fibrosis， and the role ofTNF-αin 

this process. 

Materials and Methods: 

Animals and ti.注'suesMale Wistar rats (200-250g) were used for DMN-induced liver injuries. Additionally， three 

untreated rats and three saline-injected rats were used as normal controls. Hepatic injurγwas induced by an 

intraperitoneal injection of DMN (WaKo) 50mg/Kg of body weight. To study the morphological changes of liver， three 

rats per each group were sacrificed at 6，12，24，36 hours and 2，3，5，7，10，14 days and 1， 2， 3， 6， and 10 months after 

the injection. Portions of liver tissue仕omcontrol and treated rats were fixed in 10% formalin for histological processing 

and in 4% paraformamide for in situ hybridization， and the remaining tissues stored at -80"C for RT-PCR analysis. 

品旨tologicalassessment HE stain for morphologic evaluation and Berlin blue stain for assessment of iron load were 

performed. Evaluation ofthe staining intensity is graded as -， negative; +， mild; ++， moderate; +++， high expression. 

Immunohistochemistry Immunohistochemical staining was carried out by using streptavidin-biotin peroxidase (SAB) 

method. Monoclonal antibodies for α-smooth muscle actin (lA4， DAKO， 1:50)， ED-1 (Serotec， 1:500)， and polyclonal 

antibody for TNF-α(Endogen， 1:50) were used. 

Jn si・tuhybridization Rat a2 (1) collagen RNA probes for in situ hybridization were created by using specific primers 

(Forward: 5' MCAGGACTTCTTCGGMCCAC3'; Reverse: 5' CATTTGCACCACTTGTGGCTTC3') and RT-PCR 

amplification of a 422bp仕agment.PCR product was purified and ligated to pGEM-T easy (Promega) according to the 

protocol. Then it was transformed and extracted using Midiprep kit (Qiagen). The sequence was linearized by digestion 

of Nhel or Sphl. Sense and antisense collagen 1 probes was labeled with digoxin by in vitro transcription assay (Roche). 

4% paraformamide-fixed paraffin-embedded sections were used for in situ hybridization analysis as previously indicated. 

RT-PCR RNA was extracted仕om仕ozenliver tissues by using RNeasy Mini Kit (Qiagen) according to the 

manufactures instructions. Rat s-actin and TNF-αprimer sets (MBI) were used for PCR analysis. 

Results: 

The morphological changes observed in a high-dose DMN-treated rats have been extensively reported in our previous 

studies (15). Briefly， normal rat livers (Fig.1) were injured after the injection and reached a peak at 36h， showing a 

submassive hemorrhagic necrosis (Fig.2). On day 3， HSCs positive for ASMA appeared in the preserved parenchyma. 

With time， necrotic tissues and erythrocytes were phagocytosed by macrophages. On day 5， ASMA-positive HSCs 

were distributed along the margin between necrotic areas and residual remaining liver parenchyma and a large number 

ofmacrophages containing iron occurred in the necrotic areas (Fig.3). On day 7， first sign offibrosis was shown (Fig.4)， 

and HSCs (myofibroblasts) and macrophages were di侃lselydistributed along the sinusoids and thin fibrous septa. On 
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day 14， centraHo-central bridging fibrosis was formed throughout Iiver lobes (Fig.5). In the fibrous septa， 

macrophages laden with iron were in c10se proximity to the collagen-producing myofibroblasts (Fig.6). Afterthat， the 

extent of fibrosis increased in parallel with the infiltration intensity of iron-containing macrophages. Even on months 1， 

3， 6， and 10， a striking iron deposition in macrophages in the fibrous septa was sustained (Fig.7). 

Immunohistochemically， ASMA-positive HSCs and ED-1-positive macrophages were shown on day 7 (Fig.8，9). On 

hours 12， 24， 36 and days 2， 3， TNF-α-positive macrophages were was mildly appeared in the necrotic areas. A rapid 

increase was observed on day 4 and it kept the tendency until day 10 (Fig.10). Using antisense probe， in situ 

hybridization of collagen (α2) I confirmed the presence of activated HSCs on week 2. The signals were c1early observed 

in the cytoplasm of the activated HSCs in the fibrous septa (Fig.l1). In keep with these observations， ultrastructural 

examination of Iivers at day 10 showed numerous macrophages laden with iron， activated HSCs， and the presence of 

transitional cells between HSCs and myofibroblasts (Fig.12). Using RT-PCR analysis， we detected a weak content of 

TNFーαonhours 12， 24， 36， day 3， and week 1. ChroJ1，ological summarγof liver injuries， iron deposition and 

immunohistochemical staining intensity was shown in Table 1. 

Discussion: 

Previous in vivo experimental models made by long time feeding with iron-dextran showed two pat terns of iron 

deposition in the Iivers (16， 17). Namely， iron was mainly present in the parenchymal cell resembling in 

hemochromatosis or in nonparenchymal cell foci， as secondary iron overload states. But the association of Iiver fibrosis 

with iron deposition has not yet been reported. Herein， Iiver fibrosis induced by a high dose injection of DMN may be a 

potential animal model for the study of iron-induced fibrosis. 

Response to the sudden submassive necrosis and hemorrhage， monocytes originated form the bone marrow may 

dramatically inf1uxed to necrotic and hemorrhagic areas， forming a phagocytosing macrophages stream. On the other 

hand， some experimental evidences have suggested that cytokines secreted by activated Kupffer cells and factors 

released by hepatocytes undergoing oxidant stress are responsible for the transformation of quiescent HSCs migrated 

into the necrotic areas form day 5 after the injection， and afterthat， both ofthem existed in the fibrous septa even in 10 

months after injection. Such findings may suggest activated macrophages containing iron are responsible for 

recruitment of a large number of activated HSCs and for enhanced transcripts of collagen genes. 

Among the cytokines released in Iiver diseases， TNF-αplays a crucial role in inf1ammation and hepatic regeneration 

(12). In our study， TNF-α-positive macrophages were observed focally at 12h after injection. They increased in the 

necrotic areas at days 5 and in the fibrous septa at week 1. These results confirmed the roles ofTNF-αin Iiver fibrosis. 

However， whether TNF-αmay be directly involved in rat Iiver fibrosis and the association between iron deposition and 

TNF-αexpression needs to be studied further. 

Herein， we provide a potential model for the study of iron-induced Iiver fibrosis and the interactions between 

macrophages and HSCs. In conclusion， iron deposition may be dramatically involved the development and progression 

of Iiver fibrosis. Furthermore， the iron-containing macrophages may inf1uence HSCs through the action of cytokines 

and play a significant role in the DMN-induced Iiver fibrosis. 
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Table 1: Chronological summary of Iiver injuries， iron depositon and immunohistochemical staining intensity. 

Necrosis Fibrosis Iron ASMA-positive HSCs ED-l-positive TNF・α-positive

in parenchyma macrophages macrophages 

Normal . 司 . . ー . 

Hours 6 . . . . . 

12 + . . . + + 

24 ++ . . . + + 

36 +++ . . . + + 

Days2 +++ . . . ++ + 

3 +++ . 土 + ++ + 

4 ++ . + ++ +++ +++ 

5 ++ . ++ ++ +++ +++ 

7 + + +++ +++ +++ +++ 

10 土 ++ +++ ++ ++ ++ 

14 . +++ +++ . ++ ++ 

1 Months . +++ +++ - ++ + 

3 Months . +++ +++ . ++ + 

6 Months . +++ +++ . ++ + 

The intensity is graded as:・， negative; +， weak; ++， moderate; +++， high expression. 

Legends for自gures

Fig. 1. Normal rat liver. C: central vein; P: portal tract. HE stain. 

Fig. 2. Submassive hemorrhagic necrosis with extension into zones 3 and 2 at 36 hours after DMN injection. C: central 

vein; P: portal tract. HE stain. 

Fig. 3. At day 5 after DMN injection， a large amount ofphagocytosing macrophages in the necrotic areas and migration 

of HSCs into necrotic areas along residual reticular fibers. C: central vein. HE stain. 

Fig. 4. At week 1 after injection， thin fibrous septa is formed (arrow). C: central vein. HE stain. 

Fig. 5. At week 2 a仕erinjection， C-C bridging fibrosis (arrows) is formed. C: central vein; P: portal tract. HE stain. 

Fig. 6. At week 2 after injection， Berlin blue staining showed numerous macrophages laden with iron (arrows) in fibrous 

septa. ln inset， high magnification of a macrophage. 

Fig. 7. At month 10， a dignificant iron (arrows)deposition is sustained in macrophages in fibrous septa. Berlin blue. 

Fig. 8. At week 1 after injection， immunohistochemical staining of a-smooth muscle actin staining shows activated 

HSCs (arrows) in necrotic areas and thin fibrous septa. 

Fig. 9. ED-l staining showed plenty of macrophages (arrows) in necrotic area and in fibrous septa. 

Fig. 10. TNF-αis expressed in some of the infiltrating macrophages (arrows) in necrotic area and in fibrous septa. 

Fig. 11. In in situ hybridization of collagen I at week 2， signals were detected in HSCs (arrows) producing collagen. 

Fig. 12. The electron micrograph illustrates one macrophage containing phagocytic debris (M) at days 10 after injection， 

which is in close proximity to the collagen-producing myofibroblast (My). 
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カロテノイドなど脂溶性ビタミンは、抗酸化能によりがん予防の働きがあると考えられている。果物・野菜

の適切な摂取は、がん発症を防御することが証明されている。一方、大腸がん、大腸腺腫については明確な証

拠はない。本研究では大腸がん患者 60名、大腸腺腫患者 60名、健常人 120名の問で、血柴中脂溶性抗酸化物

質(レチノーノレ、 αトコフエロール、 pカロテン、 αカロテン、リコピン、 pクリプトキサンチン、ルテインな

ど)の濃度を比較した。その結果、ルテイン、 αカロテン、リコピン、 Pクリプトキサンチン、総カロテノイド、

レチノーノレの低値と大腸がんリスクの増加との関連が観察された。すなわち、カロテノイド、レチノールの摂

取が少ない人は，大腸がんリスクが上昇する可能性があることを示唆している。

Key Words 抗酸化物質， カロテノイド， 高速液体クラマトグラフィ， 大腸がん， 症例対照研究

緒言

低脂肪で、事裁維成分に富み、抗酸化能があるという 3条件を満たす食品は，大腸がん発症リスクを低下させ

る。さらに，大腸がんと大腸腺腫に関連すると考えられる食事性予防因子は野菜、果物摂取と言われており、

この中で緑黄色野菜や果物に含まれるカロテノイドなど脂溶性抗酸化物質が注目されている。脂溶性ビタミン

には強力な抗酸化作用があり、活性酸素から身体を守り、がんなど生活習慣病予防効果が期待されている。し

かし、これらの抗酸化物質がどのくらい大腸がん予防に有効であるかを知るには，今までのデータではまだ足

りない。

カロテンの中でpカロテンが有名であるが、 pカロテン以外でも、 αカロテンやリコピンなどのカロテノイド

にも重要な発がん抑制作用があると報告されている。今回、我々は抗酸化物質の摂取と血柴カロテノイド濃度

と大腸がん、大腸腺腫リスクとの関連を検討するために、症例対照研究の問診と血清データを用いて、以下の

研究を行った。

対象と方法:

対象は愛知県某大学病院で診断された大腸がん患者 60名、大腸腺腫患者 60名を症例群として、保健所で検

診を受けた健常人 120名を対照群として研究を行った。対象者に問診票、生活調査票、食物摂取頻度調査票を

用いて生活習慣(食生活、喫煙、飲酒、運動習慣など)調査を行った。血液生化学検査値(血清脂質など)特

性を明らかにした。血液は早朝空腹時に採血した。各試料血柴は測定まで-80
0Cで凍結保存した。

症例群と対照群は、 1症例に対して健常人群から性と年齢をマッチさせた2例を対照として抽出した。そして

血艇中のレチノール、トコフエローノレ、 pカロテン、 αカロテン、リコピン、 pクリプトキサンチン、ルテイン

など脂溶性微量栄養素を HPLC(高速液体クラマトグラフィ)法で分画して測定した。 HPLCの測定条件は、カ

ラム:Nucleosil 5u Dos C18、 移動層:メタノールとアセトニトリルとテトラヒドフランを 75:20:5の割合で混合

したもの、流速は 0.6mVminである。検出波長はリチノーノレ292nm、 トコフエロール 325nmで、 Pカロテン、 α

カロテン、 Bクリプトキサンチン、ルテイン 450nm、リコピン 473nmである。血柴抗酸化物質濃度は対数正規
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分布に近い分布を示したので、対数変換して分析に用いた。統計分析は Studentt-test， ANOVA， logistic regression 

modelを用いて行った。

結果

大腸がん症例群と対照群における飲酒習慣、運動状況、血清コレステロール値には統計学的に有意差はなか

った。大腸がん症例群は健康対照群より BMT、エネルギー摂取量、レチノールの摂取量、 αートコフエロール摂

取量は有意に低かった。また、大腸がん症例群と大腸腺腫症例群は健康対照群に比べて喫煙者が多かった

(Tablel)。

大腸がん患者群の pカロテン、 αカロテン、リコピン、ルテイン、総カロテノイド、レチノーノレ濃度は，対照

群より統計学的に有意な低値を示した (Table2)。大腸腺腫群の αカロテン濃度は対照群より有意に低値で、あっ

た (Table3)。

症例対照研究を行った脂溶性ビ、タミンを4分割して，最高群の、最低群に対しするオッズ比は、 α カロテン

0.07 (0.01-0.36)、リコピンo.26 (0. 07-0. 99)、ノレテイン0.11 (0.03-0.40)、総カロテノイドo.11 (0. 03-0， 47)、

レチノール 0.09 (0.02-0.40)で、あった (Table4)。一方、大腸腺腫群については有意な変化を認めなかった

(TableS)。

性別、年齢、喫煙習慣、飲酒、エネノレギー摂取、血清コレステロール値を補正した後のオッズ比は、血柴抗

酸化ビタミンが増加するにつれ、大腸がんリスクが低下する傾向が見られた。

Tabl巴1.Baseline characteristics of60 cases ofcolorectal cancer， 60 cases 

ofcolorectal adenoma and 120 controls 

Parameter Cancer Adenoma Control 

Numberofsubjects 60 60 120 

Age (y) 61.5 60.9 61.5 

Body mass index(kg/m
2
) 22.0 23.6 23.4 

Total energy intake (kcaVday) 1867 2056 2109 

Serum cholesterol (mg/dり 206.2 210.4 208.6 

Dietary retinal (IU) 2848 3490 3607 

Dietary alpha-tocopherol (mg/day) 7.5 8.6 9.0 

Dietary carotenoids (μg/day) 2302 3277 3030 

Smoking status (%) 

Current 37 32 13 

Former 27 28 25 

Never 43 40 62 

Unknown 3 。 。
Alcoholdrinking habit (%) 

Current 42 57 44 

Former 3 5 4 

Never 50 38 52 

Unknown 5 。 。
Physically active during leisure time (%) 45 67 51 
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TabIe2. Comparison ofpJasma concen回tionof carotenoids， 1ちtino~ tocopherol between 

coJorectal cancers and controls 

Cancer 白 ntrol P fordifference 
Plasma cOl1l'onent 

GJrean 5号令95% GJre叩 5%-95% Univariate Multivariate') 

目的tene(μJ1l) Vliter) 0.07 0.02・0.31 0.12 0.04-0.42 o.α)0 0.0∞ 
s-carotene (JlJ1l)Vliter) 0.31 0.05-1.93 0.51 0.11・2.36 o.∞o 0.001 

Lycopene (問nVliter) 0.23 0.06-0.98 0.36 0.09-1.42 o.∞o o.∞6 

Ze!OOnthinllutein (μJ1l)Vliter) 0.38 0.13・1.13 0.56 0.27-1.19 o.∞o o.∞o 

s-cryptoxanthin (μm附 er) 0.17 0.03-1.11 0.23 0.05-1.11 0.027 0.053 

Total carotenoids (μ町田Vl祉er) 1.29 0.37-4.52 2.00 0.87-4.54 o.∞o o.∞o 

Retinol (lmnVliter) 1.44 0.67-3.的 1.% 1.14-3.39 o.∞o o.∞o 

a-tocopherol (μJ1l)Vliter) 26.80 14.87-48.29 29.54 16.04-54.39 0.047 0.246 

1) Multivariate， adjusted for gender， age， body町邸sindex， SJ1l)king and aJcohol drinking habits， dietary 

energy， and serum cholesterollevel. 

Table3.Comparison ofplasrna concen1ration of carotenoids， retino~ tocopherol between 
colorectal adenornas and co附 ols

Plasrna component 
Adenorna Control P for difference 

G.間an 5%・95% G.間an 5%・95% Univariate Multivariate，j 

a-carotene ωmoVliter) 0.09 0.03・0.28 0.12 0.04・0.42 0.001 0.010 

s-carotene (μmoVlit吋 0.41 0.09・1.88 0.51 0.11・2.36 0.073 0.387 

Lycopene (JlmoVliter) 0.32 0.09・1.10 0.36 0.09・1.42 0.367 0.5卯

Zeaxanthinllutein (μmoVliter) 0.53 0.21・1.38 0.56 0.27・1.19 0.387 0.981 

何ryptoxanthin(Jlmoνliter) 0.20 0.04・0.98 0.23 0.05-1.11 0.233 0.883 

Total carotenoids (μmoVliter) 1.71 0.69・4.26 2.00 0.87・4.54 0.026 0.238 

Retinol (μmoVliter) 1.83 1.06-3.16 1.96 1.14・3.39 0.115 0.415 

a-tocopherol (JlmoVliter) 28.67 16.40・50.11 29.54 16.04・54.39 0.533 0.5卯

l)Multivariate， adjusted for gender， age， body rnass indeえsmokingand alcohol drinking habits， dietary 
energy， and serum cholesterollevel. 

考察:

カロテノイドは発がん予防が期待されており、カロテノイドの抗酸化作用によって細胞遺伝子を傷害する活

性酸素やフリーラジカルを抑制するという仮説が有力視されている。

リコピンはトマトの赤い色素に含まれる成分として、 pカロテンの2倍の抗酸化作用を示し、そのままの形で

ビタミンCやクエン酸などと協力して強い働きをする。みかんに含まれる成分であるpクリプトキサンチンは、

マウス実験では皮膚がんの発生を予防する働きが認められ、 pカロテンに比べ約5倍の働きがあるとされている。

αカロテン、 pクリプトキサンチンはビタミンAの先駆体であり、プロビタミン Aとして知られる。 αカロ

テンは主にモロヘイヤやほうれん草などの緑黄色野菜，人参・カボチャ・トマトなどの燈赤や黄色の野菜や果物に含

まれる。 αカロテンは脂溶性ビタミンなので、油脂を同時に摂取すると吸収率が上昇する。体内でピタミAに変化して、細

胞のがん化を促進さ:せる活性酸素を不活化する。

これまで，カロテノイドのがん予防効果を検討するために、多くの動物実験や症例対照研究、コホート研究

によって検討されてきたが、今日においても，不明の点はまだ多い。いくつかの研究から、血柴抗酸化ビタミ

ンとカロテノイドは大腸がん発症リスクを有意に低下させると報告された。一方、フィンランドとアメリカで

行われたpカロテンをサプリメント投与した大規模化学予防介入試験では、がん予防効果は認められず、 pカロ
テンはむしろ肺がんを増加されるという結果に終わった。
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一方，本研究により抗酸化物質総カロテノイド、 αカロテン、 pクリプトキサンチン、ルテイン、レチノー

ルなどの多量摂取と高濃度の血摂は大腸がんの発生予防効果があることが示唆された。すなわち，カロテノイ

ドが多く含まれる緑黄色野菜、果物を摂取する方が大腸がんや大腸腺腫の発症抑制に関連があること推察され。

また、

今回、ビタミン A、ビタミン E、カロテノイドの食事摂取量と血按濃度との関係については検討していない。

今後、食生活調査による食物・栄養素摂取と血紫中栄養素濃度に関する妥当性を検討する予定である。また、

各群の症例数を増やして、問診票、食事調査票、血清生化測定から得られた喫煙状況、エネルギー摂取、血清

コレステロールなとの交絡因子を考慮したうえで、さらに各測定項目と大腸がん、大腸腺腫リスクとの関連の

強さを検討することが必要である。
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Table 4. Odds ratios (OR) and 95%confidence intervals (CI)ゐrco lorecta 1 cancer by vitamin leve Is 

Plasrna component Group Range Cases Controls OR(95%CI) 1) P fortrend 

α-carotene Q1 <0.069 23 22 1.00 o.∞o 
(μmoVliter) Q2 0.069-0.107 17 28 0.57 (0.20・1.65)

Q3 0.108-0.152 13 32 0.28 (0.09・0.89)*

Q4 0.153- 7 38 0.07 (0.01・0.36)*

s-carotene Q1 く0.30 20 25 1.∞ 0.051 

(μmoVliter) Q2 0.30-0.48 21 24 1.34 (0.44・4.13)

Q3 0.49・0.76 10 35 0.47 (0.13・1.67)

Q4 0.77・ 9 36 0.37 (0.10・1.38)

lNcopene Q1 <0.18 19 26 1.00 0.016 

(μmoVliter) Q2 0.18-0.34 21 24 1.25 (0.43・3.67)

Q3 0.35-0.55 12 33 0.50 (0.15・1.64)

Q4 0.56- 8 37 0.26 (0.07・o.卯)*

Zeaxanthinllutein Ql <0.37 28 17 1.00 0.00 

(μmoVliter) Q2 0.37-0.52 16 29 0.17 (0.05・0.55)*

Q3 0.53-0.68 8 37 0.09 (0.02・0.34)*

Q4 0.69- 8 37 0.11 (0.03・0.40)*

s-cryptoxanthin Ql <0.12 21 24 1.00 0.144 

(μmoVliter) Q2 0.12-0.21 15 30 0.48 (0.16・1.50)

Q3 0.22-0.38 13 32 0.27 (0.08・0.92)ホ

Q4 0.39- 11 34 0.44 (0.14・1.39)

Total carotenoids Ql <1.31 26 19 1.00 0.002 

(μmoVliter) Q2 1.31-1.82 17 28 0.41 (0.13・1.25)

Q3 1.83-2.45 10 35 0.22 (0.06・0.76)*

Q4 2.46- 7 38 0.11 (0.03・0.4η*

Retinol Ql <1.49 25 20 1.00 o.∞3 

(μmoVliter) Q2 1.49-1.87 20 23 0.92 (0.31・2.69)

Q3 1.88-2.22 11 36 0.38 (0.31・1.31)

Q4 2.23- 4 41 0.09 (0.02・0.4)キ

α-tocopherol Ql <23.51 22 23 1.00 0.038 

(μmoVliter) Q2 23.51-27.77 16 29 1.14 (0.37・3.53)

Q3 27.78-34.81 11 34 0.69 (0.21・2.26)

Q4 34.82- 11 34 0.30 (0.08・1.21)

1) Odds rations (95% confidence interval)， adjusted for gender， age， body rnass index， s moking and 

alcohol drinking habits， dietary energy， and serum cholesterollevel. 
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Table 5. Odds ratios (OR) and 95o/oConfidence intervals (CI) for colorectal adenoma by vitamin levels 

Plasma component Group Range Cases Controls OR (95%CI) 1) P fortrend 

α-carotene Ql <0.074 19 26 1.00 0.033 

(ドmol/liter) Q2 0.074-0.108 21 24 2.72 (0.95・7.74)

Q3 0.109・0.152 13 32 0.90 (0.29・2.86)

Q4 0.153- 7 38 0.27 (0.06・1.09)

s-carotene Ql く0.30 18 27 1.00 0.373 

(!lmol/liter) Q2 0.30-0.49 16 29 1.34 (0.45-3.96) 

Q3 0.50-0.83 11 34 0.43 (0.13・1.45)

Q4 0.84- 15 30 0.78 (0.24-2.52) 

Lycopene Ql く0.19 13 32 1.00 0.988 

(!lmol/liter) Q2 0.19・0.37 15 30 1.51 (0.49-4.65) 

Q3 0.38-0.58 17 28 1.18 (0.39・3.58)

Q4 0.59- 15 30 1.09 (0.37・3.16)

Zeaxanthinllutein Ql <0.44 16 29 1.00 0.649 

(!lmol!liter) Q2 0.44-0.57 12 33 0.54 (0.18・1.65)

Q3 0.58-0.71 15 30 0.47 (0.16・1.38)

Q4 0.72・ 17 28 0.74 (0.25-2.19) 

s-cryptoxanthin Q1 <0.12 17 28 1.00 0.987 

(μmolniter) Q2 0.12-0.22 15 30 0.85 (0.28・2.54)

Q3 0.23-0.40 15 30 0.95 (0.31・2.95)

Q4 0.41・ 13 32 0.99 (0.32・3.03)

Total carotenoids Ql <1.43 15 30 1.00 0.894 

(μmolniter) Q2 1.43-1.95 16 29 0.82 (0.27-2.52) 

Q3 1.96-2.58 14 31 0.67 (0.20・2.22)

Q4 2.59- 15 30 0.92 (0.29・2.95)

Retinol Q1 く1.61 15 30 1.00 0.202 

(μmol/liter) Q2 1.61-1.97 17 28 0.86 (0.28-2.64) 

Q3 1.98・2.31 13 32 0.63 (0.22-1.84) 

Q4 2.32・ 15 30 0.55 (0.19・1.60)

α-tocopherol Ql <23.9 15 30 1.00 0.208 

(μmol/liter) Q2 23.9・28.6 14 31 0.58 (0.19・1.78)

Q3 28.7・34.6 20 25 0.91 (0.32・2.58)

Q4 34.7- 11 34 0.39 (0.12-1.23) 

1) Odds ratios (95% confidence interval)， adjusted for gender， age， body mass index， smoking and 

alcohol drinking habits， dietary energy， and serum cholesterol leveJ. 

作成日: 2003年 3月 15日
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一日中医学協会助成事業一

生薬甘遂中の抗癌成分の探索と作用機序の解明

要旨

研究者氏名

中国所属機関

日本研究機関

指導責任者

共同研究者名

王立岩

藩腸薬科大学天然薬物教研室

日本大学薬学部生薬学研究室

教授北中進

挑新生，王乃利

生薬甘遂はトウダイクサ科の植物 Eupbo~がakansuiの根であり、山西、河北省など中国北西
部に産出される。古来、甘遂は利水剤として知られ、神農本草経では「下品Jに分類されて、毒

性の強い生薬として知られている。近年、中国での臨床報告によると、甘遂は慢性気管支炎、気

管支噛息などのアレノレギー性疾患や食道癌、乳腺癌、肝癌などの悪性腫療の治療薬としてしばし

ば使用される。 1・5甘遂の成分研究は 1943年から現在まで、十数種のジテノレベン及びトリテノレペ

ンが報告されている。 6・11その中の ingenane型ジテルベン類化合物には抗ウイルス活性〈特に

抗HIV活性)や癌細胞に対する細胞毒性など様々な強い生物活性が認められ、注目されている。

我々は甘遂について、アフリカツメガエ/レのアニマノレキャップ細胞を用い、細胞分裂阻害活性

を指標として活性成分の探索を行なった。今まで 10種類の新規化合物を含む 34種類の化合物

を単離し、それらの構造決定と後期胞脹より得たアニマノレキャップ細胞の細胞分裂に対する阻害

活性について検討した。

さらに、機能解明と医薬品のリード化合物の開発を目指した生理活性の研究についても検討し
たので、報告する。

緒言

最近の中国での臨床報告によると甘遂は慢性気管支炎、気管支鴫息などのアレノレギー疾患及び

食道がん乳腺癌などの悪性腫癖に適用されています。例えば、甘遂甘草散を晩期食道がん患者に

投与して、 12例の症例中に 9人の症状が改善され、 6-15ヶ月の延命効果が認められました。肝

癌の治療に甘遂は大戟、天南星、爵香、アギなどの生薬と配合して、湿布剤として用いられてい

る。また、甘遂は珊砂などと一緒に細かく粉砕して鼻腔に噴射して咽頭癌の治療にも使われます。

われわれは甘遂の抗腫癒成分を明らかにするために、アフリカツメガエルアニマルキャップアッ

セイ法を用いて甘遂の活性成分の検索をしました。

KeyWords: 
甘遂(EupborbiakansuQ， 抗癌成分，アニマノレキャップアッセイ，細胞増殖阻害活性， DNA 

合成活性

研究方法:
アニマルキャップアッセイ法 12

胞脹後期のアニマス細胞をピンセットで培養液中分離する。その、動物極組織から Ca2+の培

養液中で分散細胞を調整する。

0.2 mg/mlのγ-globulinを含む50%アニマルメデイウムを用い、テラさキプレート中で増殖に

対する影響を調べた。翌日、顕微鏡で個々の細胞が分裂しているかどうかを観察する。

DNA合成に対する影響(免疫蛍光実験法)

アニマノレキャップ細胞は 5・bromo・2'-dωxy-uridine (BrdU)を含む培養液中で37'C、 30分
培養する。 BrdUに対する蛍光染色剤を入れて 37'C、 30分染色する。蛍光顕微鏡で DNAの

合成を観察する。
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細胞増殖限害アッセイ

培養された剛T(mouse rnammary tumor ce 11s)、LC540(rat testicular tu即 rce11s)、3T3(即 use

normal 3T3-Swiss albino cells)細胞はmicroculture plates (2-3 x 1000 cells/O. 1m!)に移し、

37"C、 10%C仇で 3-4日培養し、固定、発色した後、顕微鏡で細胞数を数える。

活性成分の分離

中国産の甘遂 15kgを60%エタノールにより 45Lの溶液とし、これを 2回温浸した後、

減圧下で濃縮して 1200gのエキスを得た。これを水 4Lに溶解し、クロロホノレム、酢酸エチ

ノレ、及びプタノーノレの各4Lで、順次それぞれ3回ずつ抽出した。これらを減圧濃縮し、クロロ

ホルム画分からは 16 5 g(G・1)、酢酸エチIレ画分からは23g(G-勾、プタノーノレ画分からは6

4 g(G・3)，水層画分からは800g(G・4)を得た。

上記各画分のうち、もっともアニマノレキャップ細胞に対する増殖限害活性の強い G・1画分濃

縮エキス 150gをシリカゲルカラム， ODS-C18カラム， sephadex-LH20カラム，及び各種頗相

及び逆相の高速液体クロマトグラフィー (HPLC)を用いて繰り返し精製を行い、化合物 1--3
4を単離した。
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活性結果:

1.アニマルキャップアッセイ結果

甘遂エキス及び各化合物のアニマルキャップ細胞増殖に対する影響を調べた。その結果(阻

害率)を、 Figure1、2、3に示す。甘遂の各層エキスの中、 CHCla層 (G-l)の活性が一番強か

った。化合物には、一つの脂肪酸の置換基を持つIngenane型のジテJレペン 1-4，8-9と17-18

は一番強い活性を示した (0.5μglmLの限害率は6()01o以上)。二つの脂肪酸の置換基を持つ

Ingenane型のジテルベン5-7の活性はー桁落ちると見えますが(10μダ叫d の阻害率は500も以上)、

jatrophane型のジテルベンより強い活性が認められた。 16位に脂肪酸の置換基を持つ Ingen制 e

型のジテルベンは特に活性が弱くなった。ただ化合物 12と13は 10μ.glmLの阻害率は6肋b以上

を示した。 jatrophane型のジテノレペンの中、 21番の化合物はある程度の活性を示した (10，50，200
μ.glmlの阻害率は 57%，87%， 98%だった)0Eup油ne/tiru伺 llane型のトリテノレペンも 10μ.glmLの

阻害率は 50%以上を示した。
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Fig. 1 Effects of ~ G・1，G・2，G・3and G-4 trl伺伽lenton the proliferation of ce11s isolated合'ombla臨da
embI)'os ofX初中附

Isolated cells O'om Xel叫pusblastulae were cultured in a medium containing G (70% EtOH extract of E. 
kansUl)， G-l， G・2，G・30rG・4.A食er16 hours， blastomere cleavage w腿 observedunder a micros∞pe. 
百le戸rωntageof non-proliferatingω:1lsωt of出e加旬1(non-pro1iferating cells and prolift苛atingωl1s)
numberof回目sisshown踊 afunction of the concentration of extracts. 
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Fig. 3 Effects of Compounds 25・18treatment on the proliferation of田lIsisolated from blastula embryos 
ofXenopus 

2. DNA合成に対する影響(免疫蛍光実験法): 

化合物 22について、BrdUの取り込み実験をやった結果、対象細胞と比べて、DNAにBrdU
の取り込みの差が認められなかったから、化合物22は細胞の DNA合成に影響をしなかったと

判明した。

e L 

A. B: 

C. D: 

蛍世顕微鏡写真

顕微鏡写真
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‘' 

二μf 主壱
町叫札一代

俳 演、‘

i" :. 

点、‘~・ A

A， C: 化合物22を2ωμ g/副加えた後、さらに8rdUを加え、培養、固定し、発色させた細

胞
B， D: 対象細胞

3.細胞増殖阻害アッセイ結果:

化合物 1，1と21それぞれの MMT(mou鵠 mammarytumor cells)、LC540(rat testic叫町

tumor cells)、3T3(mousenormal 3T3'Swiss albino cells)細胞に対する増殖阻害作用を調べた。

化合物 22は選択的に 3T3細胞の増殖を阻害した (fi酔re4)。化合物2は選択的に MMT細胞の

増殖を限害した。さらに、 MMT細胞培養液に化合物2を入れて一日培養してから、 PBSで細胞

を流し、新しい培養液でまた 2日間培養した後、細胞の数と形は対象細胞と同じ様になった

(日酔re5)。これは、 2のMMT細胞に対する阻害作用は可逆的だと考えられる。化合物1は3

種類細胞の増殖を全て阻害した(畳gure6)。
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Fig. 4 Effects of21 on the proliferation of勘1MT， LC 540 and 3T3 cells. 
MMT， LC 540 and 3T3田11swere cultured at 37

0

Cゐr3 days in the pre田n印 of10μι50μg.， and 

100μglml of 22 or absence of 22 in microplates. The cel1s were then fixed， stained with Giemsa， and 
counted under a 1抱htmicroscope. The per四ntageof proliferating cells ver制 sthe ∞ntrol re伊rdto the 
concentration of12 is shown. A: 10μ仰 1of drug， B: 50μg/凶， C:100μg/ml. 
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Fig. 5 Effects of 1 on the pro脆 rationof.MMT， LC 540 and 3T3田 lls. 
.MMT， LC 540 and 3T3回llssuspended in MEM supplemented with 1 ()c)も fetal伺 Ifserum were 

cultured with or without 2 in microplates for 3-4 days. MMTω11s were also cultured at 37"(; for 24 

hours in the presence of 0.5μg， 2μg， 10μg， and 50μglml of2 or 油田nceof 1 in microplates. After 
washing in PBS， the cells were印 lturedwithωt出edrug for 48hours. The cells were then fixed， stained 
with Giemsa， and counted under a light microscope. The percentage of proliferating cel1s ver叩 sthe 
∞ntrol問gardωtheconcentration of2 is shown. A: 0.5μg/mlof伽g， b: 2μg/ml， c: 10μg/ml， d: 50 

μg/ml. 
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F抱.6 Effects of 1 on t恥 prolifヒrationofMMT， LC 540 and 3T3印l1s.
MMT， LC 540 and 3T3 cells were cultured at 37"(; for 3 days in the prl回 enceofO.5μg，2μg， 10μ 

仏間d50μg/m1 of 1 or absence of 1 in microplates. The cells were then fixed， stained with Giem阻，叩d
counted under a 1抱htmicroscope. The percentage of proliferating印1Isver叫 sthe control re伊rdto the 
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concentration ofl is shown. A: 0.5μ'1/凶 ofdrug，b: 2μglml， c: 10μglml， d: 50μglml. 

考察:

アニマルキャップアッセイ法によって活性追跡分離を行う、 34種の化合物を得た。単離され

たingenane型ジテノレペンはアニマルキャップ細胞の分裂をもっとも低濃度で阻害した。化合物

22について、 BrdUの取り込み実験をやった結果、細胞の DNAに BrdUの取り込みが認めら

れたことから、化合物 22はDNA合成を阻害して細胞の増殖を限害したのではなく、他のノレー

トで細胞増殖を阻害したと分った。アニマ/レキャップ細胞の分裂はSとM期の二期しかないか

ら、 11はDNA合成期のS期ではなく、分裂自身 (M期)を阻害したのではないかと推測した。

化合物(1，2，22)について、さらにMMT(mousemamm町 ytumor cells)、LC540(r副知stic叫ar

tumor cells)、釘3(mo回 enormal 3T3.Swiss albino ceUs)細胞に対する増殖阻害作用を調べた

ところ、 3種類の化合物は別々に特異的な細胞に対して特異な作用が認められたので、科学修飾

により、有望的な抗がん剤のリード化合物になれると期待されている。
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Background and pu叩ose:A registry-based study was conducted to assess the variation in first onset 

stroke amongst weekdays and seasons， in relation to age effects. Method: Between December 1， 1991 and 

November 30， 1998， 10，729 first-onset stroke patients aged 25 or more were registered in 'lbyama 

Prefecture， Japan. We compared weekly and seasonal variation in frrst onset stroke by a one-way goodness 

of直tchi-square test. The relationship between seasonal variation in stroke onset and age was also 

evaluated by the method of Kendall's tau-b for R X C tables with ordered categories. Results: The onsets of all 

strokes and cerebral infarction (CI) were significantly high巴ron weekdays than those at weekend (p<O.Ol). More men had 

strokes and CI on Monday (p<O.Ol)， and more women had c巴rebralhemorrhage (CH) on Monday and CI at the end of the 

week. Stroke incidence was higher in patients aged <60 years (20.6%) than in those aged注60years (18.7%) on Monday 

compared to weekend. By chi-square test， comparing observed vs expected number of stroke onsets， which were weighted 

by the number of days in each 3・monthperiod， the incidence of all strokes， CI and CH were significantly higher in winter 

and spring than in summer. Seasonal variation in the onset of stroke dec1ined with age: all strokes (p<O.OOl) and CH 

(p<O.OOl) in both genders， with subarachnoid h巴morrhage(p<O.OOl) only in men. Conc1usion: Our study shows that the 

onset of stroke is more frequ巴nton weekdays than on weekends， which may be associated with changes in 

psychophysiological stresses between the working days and the weekend. We also observed a c1ear negative dose-response 

relationship between seasonal variations in occurrence with age. It may be speculated that younger people have more 

chance to work outdoors exposed to the winter environment. Their Iifestyle and physiological condition may be very 

different from older people. 

Key Words: Cerebrovascular disease， Season， Week， Age 

INTRODUCTION: 

The influence of the seasons on the incidence of cerebrovascular disease and mortality from this condition has been 

reported during the last three decad巴s，generally with some discrepancy in the resu1ts. Many studies conducted in different 

countries hav巴alreadyreported a marked increase in stroke incidence， mortality and stroke hospitalization in winter-spring 

and a decrease in summ巴トautumn，related to ambient t巴mperature1の.Howev巴r，other investigations have not found 

evidence linking seasonality or temperature variation to stoke rates. The few population-based studies were conducted on 

the basis of smaJl numbers of events observed over short periods of time， or were restricted to subarachnoid hemorrhage. 

Most of the studies have not had sufficient power to analyze the subtypes of strokes. Alternatively， other studies comprising 

of a larger numb巴rofsu吋ectshave often been based on routine mortality statistics or hospital admission registers. However， 

mortality and hospital admission do not necessarily reflect incidence. In Japan， for example， 28・daycase fatality is only 

10-21 %， and the average 1・yearcase fatality is less than 30%3). 
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The peak season for the incidence of stroke was almost consistently found in cold weather， from late fall to early spring， 

with a trough in summer. However， the reverse trend was also reported in countries such as Israel， where more stroke 

patients occurred in summer than in colder seasons. Data on the effect of age on seasonal variations in stroke are limited. 

One study， investigating the magnitud巴ofthe effl巴ctof different age groups on the seasonal variation in stroke mortality， 

suggested that the seasonal variation in stroke mortality increased with age2l. So far， data on the temporal patterns of stroke， 

in term of age effect in community-based samples， are spars巴.

The shift from a leisurely weekend to working on Monday may b巴 unhealthyin some conditions. In contrast to the 

extensively studied seasonal effects on the incidence of stroke， so far， only a few reports document the pattern of stroke 

onset by day of the week. Besides B1ue Monday effects， the different distribution of stroke occurrence between weekday 

and weekend is not also well understood2l. 

The aim of this study was to examine weekly and seasonal variation in the occurrence of stroke by using data from a 

large community-based stroke register. In addition， the e百ectof age on the weekly and seasonal variation in first onset 

stroke was assess巴d.

SUBJECTS and METHODS: 

The Toyama Stroke Registry System project was a prospective， community-based study with an onset date of April 1， 

1991. Stroke was d巴finedas th巴onsetof rapidly developing clinical signs of focal or global disturbance in cerebral function， 

lasting more than 24 hours or leading to d巴ath，with no apparent cause other than one of vascular origin. The final clinical 

diagnosis of stroke and subtype of stroke was d巴terminedby d巴tailedhistory， neurological examination， and ancillary 

diagnostic tests and confirmation at autopsy. All stroke onsets including death cases were required to be registered in three 

ways. From hospitals， after a patient was clinicaJly diagnosed as stroke or stroke subtype， general information such as sex， 

birth date， address， day of stroke onset， hospital admission and discharge from hospital (if the patient was discharged or 

dead)， as weJl as diagnosed subtype of stroke were reported to the local public health center or to the prefecture medical 

association on a predetermined special form. Th巴deathcertificate reports w巴reperiodicaJly recheck巴dto find patients with 

stroke or stroke subtype as the cause of death， which had not been reported合omhospital for any reason. These cases were 

then sent to the local registration teams for巴valuation.The fami1ies w巴revisited and ask巴dto provide the required 

information. The physicians in charge were also required to provide related information. Som巴 ofthe patients went to 

day-service agents directly after stroke onset， so the administrators of these agents were also required to report information 

on stroke patients to the local public health center. 

This study utilized data from December 1， 1991 to November 30， 1998， which included the data from the complete 

7・yearperiod. In the present report， occuπence refers to first onset strokes， i.e.， those occurring without any evidence of a 

clinicaJly recognized previous strok巴eventin the patient's history. During the study period， 10729 new onsets of stroke 

patients w巴reregistered in the monitored population aged 25 or older. Data were analyz巴dby season as foJlows: winter 

(December to February)， spring (March to May)， summer (June to August) and autumn (September to November). Stroke 

onsets by season were corrected for the number of days in each season. Subgroup analyses of seasonal variation were 

performed by ag巴group:<60， 60 to 69， 70 to 79 and >=80 years， and by gender. 

Statistical Methods 

Assuming that the sizes of the monitored populations do not vary by week and season， we examined the null hypothesis 

that the strokes were巴quallydistributed across th巴sevendays of a w巴ekand the four seasons using a one-way goodn巴ssof 

fit chi-squar巴 t巴stto compare observed numbers with those expected on the basis of even distribution. The seasonal 

variation was expressed as a change rate with the difference in stroke onset number between winter and summ巴rdivided by 

the onset number in summer. The trend in seasonal variation by age group was tested by the method of Kendall 's tau-b for 

R X C tables with ordered categories. All analyses were performed on the all stroke sample and also on individual stroke 
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types. Furthermore， analyses were performed for sex巴scombined and separate. The statistical analyses were performed 

with SPSS (version 10.0J， SPSS Inc. USA). 

RESULTS: 

Population characteristics 

During the study period from December 1， 1991 to November 30， 1998， a total of 10769 first onset of stroke patients 

aged 25 years or more were registered in the Toyama Stroke Registry System， including 6520 cerebral infarctions (CI) 

(60.5%)， 2803 cerebral hemorrhages (CH) (26.0%)， 1229 subarachnoid hemorrhag巴(SAH)(11.4%) and 217 others (2.0%). 

Among the patients， there were more men (56.3%) than women (43.7%). For various subtypes， th巴numbersof CI and CH 

in men were more than those in women. On th巴contrary，th巴numberof SAH was higher in women patients. The mean age 

of alJ patients was 69.2 years (standard deviation =12.2， range， 25-101 years)， and the mean age of CI was significantly 

higher than that of CH， which was then significantly higher than that of S組 patients(p<0.001). The mean ages at凶 oke

onset were also significantly different for men and women. The mean ages of women were much higher than those of men 

for alJ strokes and stroke subtyp巴s.CI accounted for 60.5 percent of all strokes. Th巴proportionof CI patients increased 

linearly from th巴youngestgroup， and with the highest proportion of 70.73% in the group aged 80 years. On the other hand， 

th巴proportionof CH and SAH decreased with an increase in age. 

Weekly variation of stroke occurrence and the effect of age 

Table 1 shows the ratios of the number of strok巴casesin weekday to that at we巴kendby stroke subtypes and sexes. 

For the seven days of the week， significantly different distributions of CI and all strokes in men and women， and CH in 

female patients were observed (P<0.05). Stroke onsets were significantly higher from Monday to Friday than weekend for 

all strokes (11-19% increased) and CI (14-21 % increased)._Strokes occurred mostly on Mondays except SAH in men and 

CI in women. There was a different distribution of stroke among the days of the week between sexes. For men， 

significantly more strokes occurred on Monday (p<0.01) for alJ strokes， and on Monday and Wednesday for CI (p<0.01). 

On the other hand， women had a similar distribution for all strokes through the weekdays. Although CH was highest on 

Monday (34% increased when∞mpared to th巴 weekend)，the occurrence of CI was significantly high on Thursday and 

Friday. 

Table 1. Ratios of the number of stroke cases in weekday to that at weekend (with Saturday and Sunday averaged as 1.00) 

by stroke subtypes and sexes， data from the Toyama Stroke R巴gistrySystem project， 1991-1998 

Total Men Women 

CI CH SAH AlI CI CH SAH AlI CI α1 SAH All 

Monday 1.21'. 1.13 1.26 1.19"" 1.26." 1.01 1.05 1.17." 1.12 1.34". 1.40 1.23"" 

Tuesday 1.14. 1.11 1.02 1.12 1.14 1.01 1.02 1.10 1.13 1.27 1.03 1.15" 

Wednesday 1.17". 1.01 1.00 1.11.. 1.19“ 0.94 0.91 1.09 1.15 1.14 1.07 1.14" 

Thursday 1.17.' 0.99 1.06 1.12*. 1.13 0.90 0.91 1.06 1.22. 1.11 1.17 1.20.. 

Friday 1.15.. 1.08 1.12 1.12". 1.10 0.97 0.98 1.06 1.21" 1.25 1.22 1.21“ 

Pt <0.001 0.082 0.200 <0.001 <0.001 0.844 0.895 0.009 0.007 0.007 0.071 <0.001 

T，*， H by one-way goodness of fit chi-square test comparing the observed vs. expected 

t compared among th巴sevendays of a week 

* P<0.05，帥 P<0.01compared with the weekend (Sunday and Saturday averaged) 

SeasonaI variation of stroke occurrence and the effect of age 

Table 2 shows the ratios of the number of stroke cases in winter， spring and autumn to that in summer by sex and by 

subtype of stroke. It demonstrates that all strokes are unevenly distributed throughout the four seasons (p<0.001 in both 
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genders). The onsets of all strokes， CI and CH were significantly high巴rin winter and spring than in summer (p<0.05 for CI 

and CH in men， and CI in women; p<O.Ol for other∞mparisons). Among total strokes， SAH was also highest in winter 

compared to other seasons， and significantly higher than that in summ巴r(p<0.05). 

Seasonal variation in the onsets of CH significant1y declined with increasing age in m巴nand women. In those aged <60 

years， the seasonal change rate of CH onset was 59.59%， which decreased to 35.29% in those aged 60 to 69， 21.79% for 

ages 70 to 79， and only 12.17% for ag巴s>=80 years (P<O.OOl by the test of Kendall's tau-b for RX C tabl巴swith ordered 

categori巴s).The slope of this trend was a 9.75% decrease in s巴asonalchange rate for every increasing decade in age 

(p<O.01). The seasonal variation in the onsets of all strokes also declined strikingly with increasing age for both genders， 

although with a less sharp slope than that of CH， resp巴ctively.Although the proportion of CI among the various subtyp巴sof 

stroke increased linearly with age， there were no significantly different seasonal change rates referencing to age in either 

gend巴r.

Table 2 Ratios of the number of stroke cases in winter， spring and autumn to that in summer (relatively referred as 1.00) by 

stroke subtypes in men and women aged孟25years during the 7・yearperiod of th巴ToyamaStroke Registry System project ， 

1991-1998 

Season CI CH SAH Other All strokes 

Total Winter 1.17" 1.33" 1.23' 0.91 1.21" 

Spring 1.13" 1.32 1.17 0.91 1.18" 

Summer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Autumn 1.01 1.12 1.13 0.98 1.05 

Pt <0.001 <0.001 0.05 0.951 <0.001 

Men Winter 1.12 1.28"" 1.19 0.97 1.17"" 

Spring 1.12" 1.23" 1.08 0.90 1.14"' 

Summer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Autumn 1.01 1.14 1.19 0.90 1.05 

pt 0.005 0.002 0.427 0.97 <0.001 

Women Winter 1.24'" 1.40" 1.25 0.85 1.27" 

Spring 1.15' 1.46" 1.22 0.93 1.23'" 

Summer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Autumn 1.00 1.10 1.09 1.07 1.04 

pt <0.001 <0.001 0.084 0.865 <0.001 

t By one-way goodness of fit chi-square test comparing obs巴rvedvs expected. The expected numbers were weighted by 

the number of days in each 3・monthperiod of the season. 

* p<O.05，判 p<O.Ol by one-way goodness of fit chi-square test comparing obs巴rvedvs expected stroke numbers between 

winter or spring and summer. 

DISCUSSION: 

We have studied weekly and seasonal variations in stroke occurrence using more than 10000 first onset stroke patients 

during a 7・yearperiod of registration in the Toyama Stroke Registry System. This is th巴 largeststudy of seasonal 

occurrence thus far in Japan. Our study demonstrates that first onset stroke has its own temporal distribution， with more 

occurrences on weekdays and in colder seasons of spring and winter. A pronounced age effect in the seasonal variations of 

stroke occu汀encewas also observed. Winter increases in occurrence of stroke were greater in th巴 youngerindividuals 

compared with the elderly， for CH and SAH. 
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In a previous study， the peak incidence of stroke was observ巴don the weekend， suggesting that this may b巴causedby 

short-t巴rmIifestyle changes during the weekend. However， our observation， on the contrary， has demonstrated maximum 

occurrences during the weekdays， and especial1y more occurrences on Mondays. Willich4) hypothesized that external 

factors， such as sudden changes in physical and mental activity on transition from the weekend to workdays， may trigger 

vascular events. In our study， a different we巴klydistribution of strokes between the two genders was observed. The strokes 

occurred more on Monday in men， but through the weekdays in women than those at weekend. This phenomenon may be 

explained， at least partly， by the very different traditional gender role in Japanese family Iife. The elderly men still have to 

be more responsible for public Iife， and face more stress from outsid巴，巴venafter retiring from work， and women are stiIJ 

most in charge of house-keeping. Our analysis points to a need for further exploration in deciphering behavior/risk factor 

di任'erences，both in terms of daily Iiving habits and the tim巴immediatelypreceding the acute onset of strok巴.

The maximum oc氾U汀enceof cardio・cerebrovasculardisease in winter is a well-documented observation. Our study also 

confirms a peak for stroke in winter and in spring. Most of the studies in this field have been performed in countries with 

cold or temperate cJimates， but in a study from Israel th巴 averagedaily incidence of stroke was approximately twice as 

great on hot days as on relatively cold days. This suggests that exposure to extreme temperatures， whether cold or hot， may 

increase the risk of stroke. 

A significant association between season and the occurrence of SAH was found among th巴totalpatients and th巴same

tendency was identified in females (p=0.084). However， some other researchers have reported no significant associationl). 

At least in part， these controversies may be due to the small numbers of patients in these studies and to the relative rarity of 

SAH. The occurrence of SAH also tended to be higher during winter months than during other months in a large 

population-based stroke registery study from Finlandl)， although not significantly so・

The biological reasons for the higher occurrence of strokes during cooler seasons of winter and spring are not well 

known， but several possible mechanisms may be suggested. The seasonaI f1uctuation in blood pressure is very similar to 

that for cerebrovascular disease with a peak in winter and spring and trough in late summer. Hypertension is a recognized 

factor in the aetiology of all forms of cerebrovascular disease. The difference between summ巴rand winter temp巴raturesin 

Britain results in a difference of about 5 mm Hg5l. Sustained differences in blood pressur巴ofthis order are associated with 

at least a 34% di笠'erencein stroke event. Furthermore， serum cholesterol， C-reactive protein and factor VII activity， red 

blood cells and platelet count， and sympathetic tone are all higher under cold temperatures in winter. Elevation of these 

parameters may contribute to an increased tendency toward arterial thrombosis and a higher winter incidence of 

cardio・cerebrovascular diseas巴. Perhaps most importantly， plasma fibrinogen concentration and viscosity show 

considerable s巴asonaIvariations， at least in elderly persons6) and there is evidence that fibrinogen is a significant predictor 

of stroke. 

We aIso observed d巴creas巴dseasonal variation in occurrence with increasing age. So， at younger ages， seasonal 

changes have a larger effect on occurrence of all strokes， CH and SAH than those with increased age. More seasonal 

variation in the occurrence of SAH in younger patients than in more elderly patients has not be巴nreported before. There 

have been only a few reports concerning this ph巴nomenonso far. The greater incidence of ischemic strokes in winter was 

particularly prominent among men aged 25 to 64 years and less prominent in elderly menll. The incidenc巴ofboth CI and 

CH had a significant seasonal variation in subjects aged <64 years， and a high but not significant seasonal variation in those 

aged >75 years in another report from Japan3). Howev巴r，we observed a c1ear dose-response relationship betwe巴nage and 

seasonaI variation in the occurrence of stroke， which had not been examined in previous studies. 

Sheth2l studied seasonal variations in myocardial infarction and stroke mortaIity using 300，00 deaths from the Canadian 

Mortality Database， in which a graded increase in mortality from acute myocardial infarction and stroke with increasing 

age was observed. However， this result based on mortality data may be much different from that based on occurren田 data.

Individuals who have had a stroke are more susceptible to die if they develop an acute respiratory infection， and are also at 
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increased risk of death from influenza， particularly if institutionalized， or if aged 65 or older. The stroke case fatality in the 

first year after strok巴onsetis significantly higher in elder than that in younger patients Although the elderly seem to be 

more sensitive to environmental changes， with greater increases in blood pressure and coagulation parameters， or a greater 

likelihood of infection in wint巴r，the younger people have more frequ巴ntexposure to cold because of outside work and 

other physical activities， and are thus more exposed to cold weath巴rand respiratory infections7l. 

Psychological stress was reported as a significant risk for stroke and coronary artery disease， even after adjustment for 

other established risk factors in middle-aged men. Sudden death in Japan occurred more frequently in April when the new 

business year starts than in other months. It was supposed that the younger person in J apan might have to face stronger 

occupational stress at the end of the old financial year and the beginning of th巴new，from winter to spring. On the contrary， 

the effective protection of houses with insulation and adequate heating may protect older persons; consequ巴ntlyindoor 

temperatures might not vary substantially by season in Japan. On the other hand， acute respiratory infections， which are 

also a kind of disease with strong seasonal variation， may also incr巴asestroke incidence somewhat. Although plausible 

underlying pathogenetic mechanisms remain to be determin巴d，a number of studies have suggested that infections may 

trigger stroke， particularly in young and middle patients， but not in older patients7l. 

In conc1usion， we observed a significantly weekly and seasonal variation in the occurrence of stroke and stroke 

subtypes. Stroke 0∞urrences are high巴ron weekdays than on the weekend， which may be associated with changes in 

lifestyle between working days and the weekend. We. also observed a clear negative dose-response relationship between 

seasonal variations in occurrence with age. The higher occurrences of all strok巴sand the subtypes of CH and SAH were 

particularly prominent in younger patients than in more elderly patients. 
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