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研究成果の概要（和文）：PAI-2を, 線溶系システムでPAI-2が本来持つ線溶系抑制作用とは異なる新たな喘息治療のタ
ーゲット分子として捉え，そのリガンドであるウロキナーゼ（uPA）による喘息治療の可能性について検証した。気道
上皮細胞モデルにおいて、IL-4とTNFαによる刺激でEotaxin, RANTES, Eotaxin-3といった喘息関連メディエーターがu
PA濃度依存性に発現が抑制されるという良好な結果が得られた。

研究成果の概要（英文）：PAI-2 is regarded as the target molecule of new asthma treatment, that is 
different from the fibrinolysis inhibiting activity. We have examined the possibility of asthma treatment 
with urokinase(uPA) as a ligand of PAI-2. In airway epithelial cell model, good results of asthma related 
mediators such as Eotaxin, RANTES, Eotaxin-3 in the stimulation with IL-4 and TNFα is suppressed 
expression in uPA concentration dependence was obtained.

研究分野： 気管支喘息

キーワード： 気管支喘息　uPA　PAI-2
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 
線溶系は，plasminogen が plasmin へと活性
化され，plasmin がフィブリンを分解する線
溶システムであるが，この活性化反応は２種
の 促 進 因 子 （ tissue-type plasminogen 
activator (tPA), urokinase-type 
plasminogen activator (uPA)）と２種の抑
制因子（plasminogen activator inhibitor-1 
(PAI-1), plasminogen activator inhibitor 
-2 (PAI-2)）により調節されている. 
Plasminogen や PAI-1 のノックアウトマウス
が，Ovalbumin (OVA)喘息モデルにおいて，
気道へのコラーゲンの沈着減少を呈したと
いう報告（AJRCCM 2007, 176; 333，Biochem 
Biophys Res Commun 2002; 294: 1155）等か
ら，線溶系関連分子が細胞外基質の調節を介
して気道のリモデリングに関与しているこ
とが示唆されて来ている． 
一方，共同研究員らは，喘息患者の気道上皮
細胞を用いた解析から，線溶系関連分子のひ
とつ PAI-2 が，抗原刺激により 10 倍の発現
亢進を示すことを発見した（AJRCCM 2005）．
次いで喘息患者の血漿や肺胞洗浄液（BALF）
中では蛋白レベルでも上昇していることを
つきとめた．さらに，PAI-2 のノックアウト
マウスを用いたOVA喘息モデル実験において，
Th2サイトカインの発現低下，抗原特異的IgE
の産生低下，気道過敏性の低下などを呈する
ことを見いだした（AJRCCM 2007; 175: A252 
(Abstract)）． 
これらの知見より，PAI-2 は喘息気道でアレ
ルギー性炎症に関わり，かつ Th2 分化の成立
にも関与する重要な分子と推測される．
PAI-2 が本来持つ線溶系抑制作用とは異なる
新たな機能を解明することは，＜線溶系シス
テム＞と＜アレルギー性炎症＞とのクロス
トーク解明の端緒となることが期待される．
同時に，PAI-2 を新たな喘息治療のターゲッ
ト分子として捉え，そのリガンド（JBC 2006; 
281: 10206）であるウロキナーゼ（uPA）に
よる喘息治療の可能性について検討する． 
uPA はまた、好酸球、マスト細胞、好塩基球
にも作用することが知られている。好酸球は
uPA によって刺激され、走化性が増す(Throm 
research 1997; 88: 373)．マスト細胞上に
は uPA 受容体が発現しており、tryptase によ
り uPA を活性化する(JBC 1994; 269: 9416)．
また uPA はマスト細胞に対する chemotaxis
と(JBC 1997; 272: 7824)、好塩基球に対す
るchemotaxisを有している(J Immunol 2004; 
173: 5739)．しかしこれらの機序と Th2 分化
や喘息との関連は解明されておらず、生体内
の uPA の機能解析を端緒に、＜線溶系システ
ム＞と＜アレルギー性炎症＞との関連性が
解明できる可能性がある。 
 
２． 研究の目的 
 
(1) PAI-2 の気道上皮での発現調節 

PAI-2 の喘息気道における機能を解明するた
め，in vitro で気道上皮細胞における PAI-2
の発現調節につき検討する．すでに我々は
H292細胞やBEAS-2B細胞などの気道上皮細胞
系で，TNFα，IL-4 等により，PAI-2 の発現
が亢進することを見いだしており、気道上皮
におけるPAI-2の発現調節に関わる刺激因子
を特定したい． 
 
(2) PAI-2 の遺伝子導入および干渉による気
道上皮表現系の変化 
PAI-2 の発現亢進モデルとして，気道上皮細
胞に PAI-2 遺伝子導入を行い，他の喘息関連
分子（特に Th2 サイトカインや接着分子の発
現など）に与える影響を検討する．同時に，
PAI-2 特異的 siRNA を用いて，気道上皮細胞
における RNA 干渉実験を行い，Th2 サイトカ
イン等の発現調節における PAI-2 の影響を，
過剰発現系と干渉抑制系の両面から検討す
る． 
 
(3) uPA による喘息関連メディエーターの発
現制御 
我々は, 気道上皮細胞であるBEAS-2B細胞を
用いて,IL-4 と TNF-αによる刺激後に uPA処
理 を 行 う こ と で , Eotaxin-1, RANTES, 
Eotaxin-3 など喘息関連メディエーターの発
現 が 抑 制 さ れ て い る こ と を 確 認 し た
(European Respiratory Society 2010)。さ
らに NHBE 細胞や tPA による効果についての
検証も行う。 
 
(4) PAI-2 の抗原感作成立への関与とウロキ
ナーゼ治療 
PAI-2 の発現は単球系細胞にも認められるた
め，PAI-2 欠損マウスにおける Th2 反応の減
弱は，気道上皮のみならず免疫担当細胞が関
与している可能性が高い．そこで OVA の経腹
腔感作のみを行い，気道暴露を行わない感作
マウスの網内系組織を用いて，PAI-2 の欠損
が Th2 分化に及ぼす影響を検討する． 
さらに，野生型マウスに，抗 PAI-2 抗体や
PAI-2 のリガンドである uPA を投与すること
で，PAI-2 の中和実験を試み，抗原感作に与
える影響を検討する．すでに uPA 投与実験は
予備的に試行しており，OVA 喘息モデルマウ
スにおいて，全肺抽出の mRNA レベルにおい
ては，MUC5AC の発現が uPA 投与群で有意に低
下することが real-time RT-PCR で確認され
た.  
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この結果および喘息マウスへのtPA吸入が気
道過敏性を改善するとの報告（J Clin Invest 
2004; 114: 104）をふまえ，喘息へのウロキ
ナーゼ治療の効果につき，喘息マウスモデル
を用いて検証したい． 
 
(5) 気道炎症細胞に対する uPA の作用 
uPA の好酸球に対する影響を、ヒト健常者血
液検体より分離したのちに評価する.すなわ
ち in vitro で uPA を投与し、好酸球自体へ
の uPA による影響を走化性、上皮細胞への接
着能などの観点で評価する．また、uPA のマ
スト細胞に対する影響を、ヒトマスト細胞株
HMC-1 を用いて解析する．さらに、ヒト健常
者血液検体より磁気細胞分離法で好塩基球
を分離し、in vitro での評価を行う．すなわ
ち IL-4 などの Th2 サイトカイン産生や、
chemotaxis を評価する． 
 
３．研究の方法 
 
(1)PAI-2 の気道上皮での発現調節 
気道上皮細胞モデルにおいて、IL-4 と TNFα
による刺激を行い、uPA の投与により PAI-2
の発現が抑制されるかについて評価を行う。
同モデルでPAI-2の発現についてタイムコー
スを作り、最適な PAI-2 の発現を定量するタ
イミングを図る。 
 
(2) PAI-2 の遺伝子導入および干渉による気
道上皮表現系の変化 
市販の気道上皮細胞系においては， H292 細
胞，BEAS-2B 細胞，NHBE 細胞等に比べて，A549
細胞がもともとの PAI-2 の発現が少なく，刺
激によるPAI-2の発現誘導は顕著に見られる
ため（未発表データ），まず A549 細胞を用い
て遺伝子導入実験を行う． 
遺伝子導入の操作自体による他の遺伝子発
現への影響を極力減らすため，Invitrogen 社
の GeneSwitch システム（Invitrogen 社カタ
ログ番号 K1060，PNAS 1994; 91: 8180-84）
を用い，PAI-2 蛋白発現のタイミングを人為
的にコントロールする．同システムが A549
細胞で有効に働くことは，当研究室において
すでに検証済みであり，特に RANTES など遺
伝子導入の操作により発現に影響を受けや
すい遺伝子の発現解析において威力を発揮
する． 
具体的には，GeneSwitch システムを用いて
PAI-2 遺伝子を導入した stable 株を確立し，
PAI-2 蛋白の発現前後で影響を受ける遺伝子
を，Th2 サイトカインや接着分子を中心に調
査する．もし，特異的な変化を示す遺伝子の
候補を容易に見い出せない場合には，
GeneChip を用いた網羅的解析を行う．
GeneChip の使用についても当研究室は遺伝
子解析を得意としており経験が豊富である． 
これら遺伝子導入実験から得られた候補遺
伝子群を対象に，PAI-2 特異的 siRNA による
候補遺伝子の発現低下を確認する．具体的に

は，A549細胞にPAI-2特異的siRNAを導入し，
TNFや IL-4 での刺激後に PAI-2 および候補
遺伝子の発現が増強しないことを検証する．
これにより，気道上皮細胞内で PAI-2 蛋白と
相互作用する分子を特定でき，PAI-2 が気道
のアレルギー性炎症に及ぼす分子メカニズ
ムを解明できる． 
次いで同様の実験を H292 細胞等，他の細胞
系を用いて行い，結果の再現性を検証する． 
 
(3) uPA による喘息関連メディエーターの発
現制御 
気道上皮細胞モデルとして、A549、H292、
Beas-2B 細胞を選択し、IL-4、TNFαによる刺
激で Eotaxin、RANTES、Eotaxin-3、GMCSF な
どのについて発現をRNAと蛋白量で評価する。 
動物モデルとして、喘息モデルマウスに uPA
を投与し、喘息関連メディエーターの抑制に
ついて評価する。また、小動物用気道内微粒
子噴霧器マイクロスプレイヤーや動物用呼
吸解析システムflexiVentを用いて気道過敏
性や気道抵抗，肺コンプライアンスの評価を
行う． 
 
(4)PAI-2 の抗原感作成立への関与とウロキ
ナーゼ治療 
マサチューセッツ州立大学 Craig M. Lilly
教授より提供されるPAI-2ノックアウトマウ
スを用いた in vivo 実験を行う． 
OVA 感作マウスより脾細胞を抽出し，OVA 存
在下に数日間培養する．脾細胞内および上清
中にTh2サイトカインの発現増加が予想され
るため（AJRCMB 1997; 17 (2): 156-163, JACI 
2006; 118 (1): 143-151），上清を用いて
Th1/Th2 パ ネ ル 上 の 発 現 パ タ ー ン を
knock-out と wild type 間で比較することに
より，Th1/Th2 分化の差を検出する．脾細胞
内の蛋白発現については，フローサイトメト
リーを用いて CD4 陽性細胞や CD25 陽性細胞
等で発現解析を行う．同様に，LPS 経鼻感作
マウスの脾細胞培養により，Th1 分化の程度
についても比較を行い，Th1，Th2 分化両面か
らの検討を行う． 
ウロキナーゼ（uPA）投与により，喘息マウ
ス肺で粘液ムコ多糖遺伝子 MUC5AC の発現抑
制 が 見 ら れ た こ と (American Thoracic 
Society 2008)から，組織学的解析や同蛋白
の定量も行う．また，抗 PAI-2 抗体（American 
Diagnostica 社）投与による PAI-2 の in vivo
における中和効果も同様に検証する． 
抗原特異的 IgE，BALF 中サイトカインを uPA/
抗 PAI-2 抗体投与群と非投与群間で比較し，
uPA/抗 PAI-2 抗体が Th2反応に与える効果を
検証する． 
気道過敏性への作用については，当研究室の
所持する動物用呼吸解析システム flexiVent
（SCIREQ 社）を用いて，気道抵抗，肺コンプ
ライアンス等につき多角的に検討する． 
前述のように tPA の吸入投与が，特に副反応
なく気道過敏性改善効果を発揮するとの報



告（J Clin Invest 2004; 114: 104）がある
ことから，当研究室で頻用している小動物用
気道内微粒子噴霧器“マイクロスプレイヤ
ー”（Penn Century 社，J Pharmacol Exp Ther 
2005; 312: 954-60）を用いた uPA の気道内
噴霧の効果についても引き続き検討し，投与
経路による uPA の有効性の差異を検討する．
同時に，uPA と tPA の投与効果についても比
較検討する． 
一方，uPA や tPA の投与により出血傾向が増
強するリスクを考慮し，全身臓器の組織学的
検索や，気道内投与群においては BALF 中赤
血球の定量も行い，副反応と投与容量の関係
を明確にする． 
気道上皮におけるPAI-2の機能をさらに検討
するため，PAI-2 ノックアウトマウスから気
管上皮細胞を分離して ex vivo で air-liquid 
interface にて培養し，primary culture の
系を確立する．これにより，cell line や NHBE
細胞系を用いた in vitro の実験結果を検証
する．  
 
(5)気道炎症細胞に対する uPA 治療 
好酸球をヒト健常者血液検体より磁気細胞
分離法で分離する。そして uPA 投与下での走
化性、上皮細胞への接着能などを評価する． 
また、uPA のマスト細胞に対する影響を、ヒ
トマスト細胞株 HMC-1 を用いて行う．具体的
には、IgE による刺激での IL-4 など Th2 サイ
トカイン産生や、chemotaxis を boyden 
chamber 法で測定する．培養上清を用いて好
酸球刺激能の評価を行う． 
さらにヒト血液検体より磁気細胞分離法で
好塩基球を分離し、in vitroでの評価を行う．
uPA による影響について、マスト細胞での時
と同様、IgE 刺激での IL-4 など Th2 サイトカ
イン産生や、chemotaxis を boyden chamber
法で測定する．さらに培養上清を用いて好酸
球刺激能の評価を行う． 
 
４．研究成果 
 
(1) PAI-2 の気道上皮での発現調節 
気道上皮細胞モデルであるBEAS-2B細胞にお
いて IL-4 と TNFαによる刺激で、uPA の濃度
依存性にPAI-2が抑制される結果は得られな
かった。同モデルで PAI-2 の発現についてタ
イムコースを作り、刺激後 24 時間の群で
PAI-2 が高くなることが示された。今後、
PAI-2 の SiRNA を用いて上記メディエーター
の発現の抑制を示し、一連の変化が PAI-2 を
介して起こっている事とuPAによる治療の可
能性を示したいと考える。 
 
(2) PAI-2 の遺伝子導入および干渉による気
道上皮表現系の変化 
GeneSwitch システムを用いて，PAI-2 遺伝子
を導入した stable 株の確立を試みた．複数
の気道上皮細胞系に導入を行ったが，同シス
テムの作動するstable株は得られなかった． 

さらに PAI-2 特異的 siRNA の導入実験を複数
の siRNA を用いて行ったが，mRNA 発現量を十
分に抑制することは出来なかった． 
今後は異なる導入法や，異なる細胞系への
siRNA 導入実験を検討している． 
 
(3) uPA による喘息関連メディエーターの発
現制御 
気道上皮細胞モデルにおいては、BEAS-2B 細
胞において IL-4 と TNFαによる刺激で
Eotaxin、RANTES、Eotaxin-3 について uPA 濃
度依存性に発現が有意に抑制されるという
良好な結果が得られた（下図）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
動物モデルにおいては、Balb/c マウスの OVA
喘息モデルに uPA を気管内投与したが、肺検
体の定量では Eotaxin、RANTES の有意な抑制
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は示されなかった。また、小動物用気道内微
粒子噴霧器マイクロスプレイヤーと，動物用
呼吸解析システムflexiVentを用いて気道過
敏性や気道抵抗，肺コンプライアンスの評価
を行った．uPA 高濃度群で気道過敏性の抑制
がみられる傾向があったが、有意な差は認め
なかった（下図）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
最終年度には、同モデルに対して、マウス肺
における MUC5AC や TSLP の発現を評価したが、
MUC5ACにおいてuPAによる抑制傾向があった
ものの有意差はなく（下図）、TSLP において
はその傾向は認めなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
今後は、同モデルのマウスの血漿に着目し、
OVA 特異的 IgE の測定を行い全身的な uPA の
炎症抑制作用を示したい。 
 
(4)PAI-2 の抗原感作成立への関与とウロキ
ナーゼ治療 
PAI-2ノックアウトマウスの提供を米国UMMS
の Lilly ラボに依頼したが，純粋交配された
はずのマウスに他の anomaly が発見され，戻
し交配が行われていた．その後 OVA 喘息モデ
ルとしてのphenotypeを再確認したところワ
イルドタイプと差が見られず，マウスは廃棄
されたと連絡があり，PAI-2 ノックアウトマ
ウスを用いた実験は行えなかった．今後は、
ワイルドタイプのみを用いた抗PAI-2抗体に
よる in vivo 中和実験や、マクロスプレイヤ

ーを用いた tPA の投与実験を予定している。  
 
(5)これまでの実験において、当初の仮説を
まだ十分に検証しきれているとは言えない。
そのため、まず課題となっている in vitro
におけるPAI-2の過剰発現系および抑制系の
検証、in vivo における Th2 反応性や抗体投
与による中和実験、tPA の気道内投与実験を
優先したいと考えている。これらの実験から
有意な結果が得られれば、Am J Resp Cell Mol
誌等への投稿を予定したい。一方(5)として
提示した健常者ヒト好酸球および好塩基球
を用いた ex vivo の機能実験については、方
法論も手法も異なることから、その後の検討
課題として位置づけたいとを考えている。 
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