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研究成果の概要（和文）：血管石灰化病変は糖尿病や腎不全患者において見られ、血管平滑筋細胞の骨芽細胞様細胞へ
の分化が関与していると考えられている. 糖尿病モデルマウスであるdb/dbマウスの大動脈壁において骨芽細胞マーカ
ーであるRUNX2の発現増加が見られた。培養血管平滑筋細胞において無機リン刺激はサイクロフィリンAの自己分泌に必
要であるRho-kinaseを活性化させ、Rho-kinase阻害剤の前処置により、無機リン刺激によるALP活性の上昇・Ca沈着の
増加は抑制された。無機リンによるALP活性の上昇・Ca沈着には、Rho-kinase活性化およびサイクロフィリンAの自己分
泌が介在している可能性が示唆された。

研究成果の概要（英文）：Arterial calcification is accompanied by several cardiovascular diseases such as a
therosclerosis, diabetes mellitus, and renal failure. Osteogenic differentiation of vascular smooth muscle
 cell (VSMC) plays important role in vascular calcification. It was observed that the inorganic phosphate 
(Pi) increased rho-kinase activation which is reported to be involved in the autocrine of cyclophilin A, a
lkaline phosphatase (ALP) activity, and calcium accumulation in cultured VSMCs. The pretreatment with rho-
kinase inhibitor inhibited Pi-induced ALP activity and calcium accumulation. From these results, it was su
ggested that rho-kinase activation and the autocrine of cyclophilin A might be related with Pi-induced vas
cular calcification.
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１．研究開始当初の背景 
(1) 血管石灰化の形成には血管平滑筋細胞

(VSMC)の骨芽細胞様細胞への分化や, 
アポトーシスなどが関与する.高血糖や
酸化ストレスなどによって VSMC の骨分
化シグナルが活性化されることが明ら
かとなっているが, その詳細な分子メ
カニズムは明らかとなっていない. 

(2) Rho-kinase は酸化ストレスに感受性を
示し, VSMC において細胞の収縮, 遊走, 
細胞分裂等を惹起し, くも膜下出血後
の血管攣縮や高血圧, 動脈硬化など心
血管疾患の病態に深く関与しているこ
とが報告されている.血管石灰化への作
用としては, Rho-kinase 阻害剤が VSMC
の石灰化を抑制し得ることが報告され
ている.  

(3) サイクロフィリン A (CypA) は Reactive 
oxygen species (ROS) に応答して VSMC
から自己分泌される. in vitro および
in vivo にて CypA は炎症・大動脈瘤形
成・アテローム硬化症などに寄与するこ
とが報告されている. VSMC に CypA 阻害
剤を処置すると, 高血糖刺激によるオ
ステオポンチン発現が抑制されること
が報告されているが, 現在までに CypA
の血管石灰化における役割を検討した
報告はまだない. 

 
２．研究の目的 
糖尿病性血管石灰化・VSMC 骨分化シグナルに
おける Rho-kinase および CypA の役割を明ら
かにすることを目的として実験を行った. 
 
３．研究の方法 
(1) 徳島大学病院病理部より得られた病理

解剖検体の中から, 動脈硬化患者より
得られた動脈について CypA および
Runx2 発現が増加しているか否かについ
て免疫染色法にて検討する.  

(2) 石灰化をきたしていることが報告され
ている, 20 週齢の糖尿病モデル db/db
マウスの大動脈壁における CypA, Runx2
蛋白発現について免疫染色法を用いて
検討する.  

(3) 培養ラット大動脈平滑筋細胞(RASMC)に
おいて無機リン(Pi)刺激により石灰化
を惹起させる.  

(4) Pi 刺激による石灰化誘導シグナルにお
ける Rho-kinase 活性化, CypA の関与に
ついて検討する.  

 
４．研究成果 
(1) 病理解剖された患者組織における CypA
の発現について検討を行った. CypA は心筋, 
血球細胞に豊富にあることが知られている
が, 心組織および正常大動脈の免疫染色像
より正常血管壁にはその発現は少ないこと
を確認した(図 1A, B). 一方著明な動脈硬化
病変の形成を認める脳底動脈, 大動脈にお

いては平滑筋層あるいは新生内膜を中心に
CypA 発現の著名な増加を認めた(図１C, D). 
同様に, 病変血管ではRunx2の発現も正常血
管に比べ増加していることを明らかにした.  

  図 1：CypA (I:intima, M:media,  
A:adventitia) 

 
(2) 20 週齢の db/dbマウスおよびコントロー
ルマウスの大動脈の組織学的検討を行った. 
2 型糖尿病モデルマウスである db/db マウス
の大動脈では, 非糖尿病のコントロールマ
ウスに比べ RUNX2, CypA ともに陽性部位が増
加していた (図 2) . また, 組織の溶解液を
用いたウエスタンブロッティング法でも, 
同様に db/db マウスで RUNX2 蛋白発現量が増
加していることを確認した.  

    図 2：db/db マウス大動脈 
 
(3) RASMC は 8 週齢の SD ラットから単離し, 
10%FBS を含む D－MEM 中で培養した. Pi 刺激
によるアルカリフォスファターゼ(ALP)活性
およびカルシウム沈着を, それぞれ Lab 
assay ALP (Wako), Ca E-test (Wako)を用い
て検討した. その結果, RASMC においてPiの
濃度依存的, 時間依存的にALP活性が上昇し, 
カルシウムの沈着が増加することを確認し
た.  
 
(4)  
① 3 mM の Pi で刺激した結果, 刺激後速や
かに ERK1/2 のリン酸化および Rho-kinase の
内在性基質である MYPT のリン酸化の上昇が
認められ, 刺激後 10 分でピークを示した. 
このことより, Pi 刺激は RASMC において
ERK1/2 および Rho-kinase を活性化させるこ



とが明らかとなった. また, Pi 刺激後 12 時
間において RUNX2 の蛋白発現は約 2倍の増加
が見られた.   
 
② 続いて, Pi 刺激による ERK1/2 および
Rho-kinase の活性化に対する Rho-kinase 特
異的阻害剤であるY-27632の影響を検討した.  
Y-27632 (0, 0. 1, 1, 10 μM) を 30 分前処
置後, Pi (3 mM) にて 10 分間刺激をしたと
ころ, Pi にて上昇した ERK1/2 および MYPT の
リン酸化は, Y-27632 の用量依存的に有意に
抑制された. このことより, Pi による
ERK1/2 の活性化には Rho-kinase の活性化が
関与している可能性が示唆された.  
 
③ ERK1/2 阻害剤である PD98059 (10 μM) 
存在下で 3mM の Pi 刺激を 7日間行い, ALP 活
性の上昇に対する効果を検討した. PD98059
存在下では, Pi刺激による ALP活性の上昇は
抑制された. このことから, Pi による
ERK1/2の活性化がALP活性の上昇, すなわち
石灰化に必要であることがRASMCにおいて確
認された.  
 
④ 7日間のPi (3 mM) 刺激によりALP値, Ca
値は増加したが, Y-27632 (10 μM) 存在下
で は , ALP 値 , Ca 値 は 抑 制 さ れ た . 
Rho-kinase の活性化が Pi による石灰化シグ
ナルに関与している可能性が示された(図
3).  

 
図 3：Y-27632 の ALP 活性, Ca 蓄積への影響 
 
⑤ RASMC に Pi (3 mM) の刺激を行った後, 
培養液を回収しELISA法にて培地中へのCypA
分泌量を測定した. 3mM の Pi 刺激にて 10 分
をピークに CypA 分泌量が増加していること
が明らかとなった. また, Y-27632 (0, 0. 1, 
1, 10 M) の前処置は, Pi 刺激による CypA
の分泌を抑制した.   
 
⑥ 更に, CypA 阻害剤 (0, 1, 10, 30 nM) を
30 分前処置後に Pi 刺激を行ったところ, 
RASMC における Pi による ERK1/2 の活性化は
濃度依存的に抑制された(図 4). これらの結
果から, RASMC において, Pi による石灰化誘
導シグナルには Rho-kinase－ERK1/2 活性化
経路が関与しており, Rho-kinase が CypA の
自己分泌を仲介することで ERK1/2 の活性化
を引き起こしている可能性が明らかとなっ
た.  
 

 
 

 
図 4：CypA 阻害剤の ERK1/2 活性化に対する
影響 
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