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研究成果の概要： 

 

血管平滑筋の増殖、肥大は、動脈硬化や血管形成術後再狭窄に深く関与する。血管平滑筋細

胞において細胞内 Ca 濃度上昇は、増殖、肥大シグナル活性化に必須の現象であるが、その Ca

増加の actual source は不明であった。我々は、Ca チャネル TRPC1 が STIM1 とともに Ca 流入

機構として働き、血管平滑筋の増殖、肥大反応を制御していることを明らかにした。 
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１．研究開始当初の背景 
 

アンギオテンシン II(AngII)は血管平滑筋

細胞の肥大を引き起こし、動脈硬化や冠動脈

形成術後の再狭窄などの病態に深く関与す

ることが知られている。細胞外からの Ca2+流

入は、それら肥大反応のトリガーとなる重要

なイベントであるが、その Ca2+流入経路につ

いては未だ明らかとなっていない。近年、

Transient Receptor Potential canonical  

(TRPC)チャネル蛋白が、ストア作動性 Ca2+ 
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(SOC)チャネルを形成し、種々の細胞増殖反

応を制御することが知られていた。 

 

 

 

２．研究の目的 
 

平滑筋肥大・増殖反応における TRPC チャ

ネル及び、そのサブユニットと考えられてい

る STIM1 の役割を明らかにすること。 

 

 
３．研究の方法 
 

AngII を培養ヒト冠動脈平滑筋細胞に投与

した動脈硬化細胞モデルを作製し、分子生物

学、電気生理学的手法を用いて平滑筋肥大・

増殖反応における TRPC チャネル及び STIM1

の役割を検討した。 

ヒ ト 冠 動 脈 平 滑 筋 由 来 の 培 養 細 胞 

(hCASMC；3－5 世代) を実験対象として用い

た。全ての細胞は実験前に低濃度血清 (1% 

FBS)培地で培養し、肥大反応に対する血清の

影響を除外した。 

RT-PCR 法； RNA を抽出後、RT-PCR 法を用

いて TRPC1, 3, 4, 5, 6 mRNA の発現を検討

した。 

Western blot 解析；hCASMC から蛋白を抽

出し、TRPC1 の特異的一次抗体を用いて

Western blot を行った。これにより TRPC1 蛋

白質の発現量を比較した。 

蛋白質合成測定； 3[H]-ロイシン取り込み

を測定し、細胞表面積測定とともに細胞肥大

の指標とした。 

Ca2+測定；蛍光指示薬 Fura-2 AM を用い、

細胞内への Ca2+流入を測定した。 

siRNA 法；ヒト TRPC1 特異的 siRNA により

TRPC1 発現を抑制し、肥大への影響等を評価

した。 

Electrophoretic mobility shift assay 

(EMSA)；hCASMC 核抽出物とビオチン標識した

DNA との結合をストレプトアビジン標識抗体

で検出し、NF-kappaB 結合活性を評価した。 

 

 
４．研究成果 
 

AngII 処置(100 nM, 48時間)により hCASMC

における 3[H]-ロイシン取り込みの有意な増

加 (195.0・15.6% vs.control, p<0.01)、及

び細胞表面積の増大を認めた。 

タプシガルギンを用い肥大した hCASMC に

おけるストア作動性 Ca2+流入(SOCE)を測定し

たところ、コントロール群(F340/F380 ratio 

0.91・0.12)に比べ、AngII 投与群で有意な

SOCE の増加(1.45・0.16, p<0.01)を認めた。   

また SOC チャネルの阻害剤、2-APB (100 

・M)、および BTP-2 (10 ・M) 前処置群では、

AngII に よ る 肥 大 反 応 が 抑 制 さ れ た 

(45.4・5.6%, 55.8・8.5%, p<0.01 vs. AngII 

alone)。 

 RT-PCR や Westrn blot 解析の結果から、

hCASMC においては TRPC1、3、4、5、6の発現

が確認されたが、AngII を加えた条件下では

TRPC1 だけが有意な増加を示した。 



 

 

 

siRNA を用い TRPC1 の発現を抑制したとこ

ろ、SOCE の減弱とともに、AngII による 3[H]-

ロ イ シ ン 取 り 込 み も 抑 制 さ れ た 

(68.1・8.8% vs.control, p<0.01)。 

 AngII による TRPC1 発現調節の転写シグナ

ルにつき検討した。私達はヒト TRPC1 遺伝子

の 5’調節領域に 3 つの NF-kappaB 結合配列

を発見し、EMSA, Super shift assay により、

それら配列と NF-・B が結合すること、結合

活性は AngII処置により増強することを明ら

かにした。 

NF-kappaB デコイの投与により、TRPC1 発

現の減少、SOCE の減少と共に、AngII による

肥大反応の減弱を認めた。 

また、SOCE 増加の機序には、TRPC1 だけで

なく筋小胞体内 Ca センサーとして働く

STIM1 蛋白が重要な役割を果たしていること

も証明した。 

 

 

以上の結果から、Ca チャネル TRPC1 は

STIM1 とともに Ca 流入機構として働き、平

滑筋の増殖、肥大反応を制御していることを

明らかにした。 
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