
    

様式様式様式様式 CCCC----19191919    

科学研究費補助金研究成果科学研究費補助金研究成果科学研究費補助金研究成果科学研究費補助金研究成果報告書報告書報告書報告書    

 

平成  23年  4月  1日現在 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 研究成果の概要（和文）： Wistarラットを sham群、心筋梗塞後に合成 HDL 6mg/kgを静脈投与した群 (MI + rHDL 群)、心筋梗塞後のプラセボ投与群 (MI 群)の 3群に分割。4週後、MI + 

rHDL 群は MI 群と比較し、左室駆出率改善、線維化領域縮小、ERK と Rb の発現上昇を認めた。さらに、arrest of cell growthを誘導したラット心筋細胞に合成 HDLを加えると arrest of 

cell growthは抑制され、その効果は ERK阻害薬で消失した。以上より、合成 HDLの心筋梗塞後左室リモデリング抑制効果は、ERKの経路を介していると考えられた。 

 研究成果の概要（英文）：Wistar rats were divided into three groups: Sham, and myocardial infarction 

rats model that injected placebo (MI group) or rHDL (6 mg/kg, MI + rHDL group). The MI + rHDL 

group increased LV ejection fraction and expression of ERK, Rb and decreased fibrotic area of MI 

compared to that in the MI group. In addition, rHDL suppressed arrest of cell growth in myocytes. This 

effect was blocked by PD98059, an ERK inhibitor. In conclusions, rHDL has beneficial effects that 

prevent LV remodeling, and may prevent arrest of cell growth through ERK pathway in myocytes. 

  交付決定額                                （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

2009年度 1,000,000 300,000 1,300,000 
2010年度 1,000,000 300,000 1,300,000 年度    年度      年度    総 計 2,000,000 600,000 2,600,000 
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 １． 研究開始当初の背景 

 医学と医療の進歩とともに多くの疾患が制御されるようになり、その結果平均寿命が著しく延長し、わが国は世界一の長寿国として注目されている。しかし、生活習慣と関連して発症し、長期にわたって徐々に進行する高
血圧などの生活習慣病がわが国の医療の中心的な位置を占めるようになり、それに基づく動脈硬化によって発病する脳血管疾患や心筋梗塞などが日本人の死因の1/3を占めている。    動脈硬化により発症する疾患において、冠動脈疾患である急性心筋梗塞後の虚血による心筋細胞死は、梗塞部位菲薄化による左室内
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腔拡大から健常部肥大、そして左室リモデリングまでの進展に非常に深く関わる因子である。急性心筋梗塞後の左室リモデリングの進展は、重篤な心不全を引き起こす原因となり、それにより生命予後も不良となる。このことより、心筋梗塞発症後の左室リモデリングへの進展をどれだけ早期に抑えるかが、現在我々が直面する大きな課題となっている。さらに、このような冠動脈疾患に対して、
HDL(high-density lipoprotein)が重要な役割を果たしているという報告が数多くなされている。元来のHDLの主作用は、末梢組織から余分なコレステロールを引き抜いて肝臓へ送るというコレステロール逆転送系であるが、その他にも抗炎症作用、抗酸化作用、血管弛緩作用といった多面的効果があるとされている。ま た 、 ス タ チ ン に よ る LDL(low-density 

lipoprotein)コレステロールの低下だけでは、心血管疾患の発症の2/3は抑制できない。そこで、次の目標としてHDLの作用を増強させることに注目が集まっている。しかし、スタチンのHDL増加作用は弱く、他に開発中のコレステロールエステル転送蛋白阻害薬、
peroxisome proliferatror-activated receptor刺激薬などがあるが、その効果は十分ではない。そこで、最近、HDL作用を増強させるために、直接的な作用を期待して人工的に作製された合成HDL (reconstituted-HDL, rHDL)の開発が進められており、この合成HDLもHDL同様、主作用のみならず多面的効果をもたらすと考えられている。 現在までに我々は、合成HDLを加えることで、コレステロール引き抜きの重要な担い手であるpreβ HDLが増加するという報告（Zhang 

B. et al. Atherosclerosis. 2005）、新型合成HDLにより内皮の管腔形成が促進されるという報告（Matsuo Y. et al. Atherosclerosis. 2007）、下肢虚血マウスに合成HDLを投与することで、側副血行路の形成が促進され、下肢虚血が改善したという報告（Sumi M. et al. Arterioscler 

Thromb Vasc Biol. 2007）、合成HDL投与により、再灌流性不整脈が抑制されたという報告（Imaizumi S. et al. J Am Coll Cardiol. 2008）を行っており、「HDL治療」という新しい分野の確立を進めている。 

 ２． 研究の目的 

 前述したように、これまでに我々は合成
HDL の多面的効果についていくつか報告している。今回、我々は心筋梗塞ラットモデルを用いて、心筋梗塞後左室リモデリングに対する合成 HDL の効果およびメカニズムを検

討する。 動物実験では、合成 HDL 投与が、心筋梗塞部位の菲薄化による左室内腔拡大→健常部肥大→左室リモデリングのどの過程で効果的に働いているのかを明らかにする。また、実験終了後に摘出した心臓を用いて、MAP 

kinase を中心としたシグナル蛋白を測定し、合成 HDL がどのシグナルに影響を与えているのか、そのメカニズムを明らかにする。 細胞実験では、動物実験で得られたデータをもとに、さらなる詳細なメカニズムを検討する。培養した心筋細胞に合成 HDL を濃度別に添加し、アポトーシスのシグナルを中心に、どのような変化がもたらされているのか明らかにする。これにより、急性心筋梗塞後の虚血による心筋細胞死に対して、合成 HDLがどのような効果をもたらすか明らかにする。 

 ３．研究の方法  ① 動物実験 
16 匹の雄 Wistar ラットを無作為に 

sham-operated 群 (n=6)、心筋梗塞後にプラセボとして PBSを週に 1回、4週間、尾静脈から投与した群 (MI 群、n=5)、心筋梗塞後に合成 HDL 6mg/kgを週に 1回、4週間、尾静脈から投与した群 (MI + rHDL 群、n=5)の 3群に分割。合成 HDL は、フォスファチジルコリンとアポリポ蛋白 A-I を 100:1 の割合で結合させたもので、人工的に作製された HDLである。心筋梗塞は左冠動脈結紮を行うことで作製し、心電図にて ST 変化を確認しながら行った。 心筋梗塞発症 1週後と 4週後には、心臓超音波で各群の心機能評価（心室中隔厚、左室後壁厚、左室拡張末期径、左室収縮末期径、駆出率測定など）を行った。4 週後には、各群の心臓病理標本を観察し、各群の線維化領域、心筋細胞の肥大の程度、vWF染色による血管新生の評価を NIH imageを用いて定量した。 摘出した心臓において、左室リモデリングに重要な p38, JNK(Jun N-terminal kinase), 

ERK(extracellular-signal-regulated kinase)といった MAP (mitogen- activated protein)キナーゼファミリーを始めとしたシグナル蛋白の発現を western blotにて評価した。 また、合成 HDL 投与により心筋梗塞部位が抑制され、左室駆出率が改善されるのであれば、単に合成 HDL が梗塞に伴う心筋細胞死を抑制しているだけではなく、その他の
pathway にも影響を及ぼしている可能性があ



 

 

る。前述したように我々は、合成 HDL により内皮の管腔形成が促進されるという報告（Matsuo Y. et al. Atherosclerosis. 2007）や、下肢虚血マウスに合成 HDL を投与することで側副血行路の形成が促進され、下肢虚血が改善したという報告（Sumi M. et al. Arterioscler 
Thromb Vasc Biol. 2007）をしているが、合成
HDL投与により、梗塞部の血管新生が促進され血流が保たれ、梗塞部の縮小と左室駆出率の改善が認められると考えられる。さらに、合成 HDL により血管新生が促進されると、血管内皮より Nitric oxide（NO）の産生増加を認めると考えられる。NO は血管内皮細胞において、L-アルギニンを基質として内皮型
NO合成酵素(endothelial NO synthase; eNOS)に触媒されることにより産生される。NOは、平滑筋弛緩を引き起こし、その他にも血小板粘着・凝集抑制、平滑筋細胞の増殖抑制、抗炎症作用、抗酸化作用などをもたらすため、 心筋梗塞後左室リモデリング進展抑制に対して、重要な factorの 1つであると考えられる。さらに、HDL は、eNOS 活性化を介し
NO 産生を増加させるが、この効果は Akt 系や ERK 系の活性化を介していると報告されており（Mineo C et al. J Biol Chem. 2003）、合成 HDLにも同様の効果があると推定される。 一方、高血圧と脂質異常症は、前述したように心筋梗塞発症の重要な risk factorである。我々は、合成 HDL の多面的効果のひとつとして、脂質に対する影響も評価した。13匹の雄 SHR（自然発症高血圧ラット）を無作為に、プラセボ投与群 (control群、n=6)、合成 HDL 

6mg/kg投与群 (rHDL 群、n=7)の 2群に分割し、それぞれ 3週間、隔日で尾静脈から投与した。血圧測定を４日ごとに、心エコーは実験前後、採血を実験終了後に行い、各パラメーターを評価した。また、脂質の profile は、キャピラリー等速電気泳動法（cITP）にて評価した。 

 ② 細胞実験 実験に用いる心筋細胞は、生後 1日目の仔ラットより心臓を摘出し、既存の方法にて心筋細胞をディッシュに培養した。培養したラット心筋細胞に過酸化水素を濃度別に加えて arrest of cell growthを誘導させる。さらに、それぞれ濃度の異なる合成 HDL を加え、
arrest of cell growthに対する合成 HDLの効果を MTS assayによって評価した。 さらに細胞死、アポトーシスに合成 HDLがどのような影響を与えるのかについても検討した。TNF-αを加え心筋細胞にアポトーシスを誘導させ、合成 HDLを濃度別に加え、

アポトーシスの代表的なシグナル蛋白である caspase-3, さらにその上流の caspase-8, -9の発現がどのように変化しているかを検討した。  ４．研究成果  ① 動物実験 
sham-operated 群、MI 群、MI + rHDL 群の

3群において、4週後の MI + rHDL 群の駆出率は、MI群と比較して有意な改善を認めた。また、心臓病理標本において MI + rHDL 群は
MI 群と比較して、有意な線維化領域の縮小を認めたが、心筋細胞の大きさについては、各群有意差は認めなかった。一方、血管新生はMI群で増加しており、MI + rHDL 群では増加を認めなかった。これは、心筋梗塞による心筋壊死により代償的に梗塞部位周囲に血管新生が起きたが、合成 HDL投与により、梗塞そのものが抑制されたため、MI + rHDL 群における血管新生が促進されなかったと考えられた。 次に、心筋梗塞後の合成 HDL投与により、左室のシグナル蛋白がどのような影響を受けているか検討した。MAP キナーゼファミリーにおいて、MI + rHDL 群における ERKの発現増加を認めた。また、細胞肥大の制御に重要な p21および p27や、アポトーシスにおける重要なシグナル蛋白である caspase-3や proapoptotic factor である Bad および
antiapoptotic factorである Bcl2の発現は、各群有意差は認めなかった。 さらに、rHDL と NO の pathway を評価するため、心臓組織における eNOS の
immunoblottingをしたが、群間差は認めず、
eNOS 活性を評価することも困難であった。血中の IL-6 および NO も測定したが、群間差は認めなかった。 一方で、細胞周期における G1 arrestの指標である Rbの発現量を評価したところ、MI 

+ rHDL 群において有意な上昇を認め、合成
HDLの細胞増殖効果が示唆された。 また、SHRを用いた合成 HDLの検討において、血圧・心機能・血液生化学の各パラメーターにおいて群間差は認めなかった。しかし、cITPの脂質 profileにおいて、rHDL群は 、 control 群 と 比 較 し て 、
intermediate-migrating HDL （iHDL）の泳動のピークを有意に抑制していた。iHDL のピークは apo Eを多く含む分画とされており、動脈硬化進展の重要な factorである。rHDL投与群が iHDL の分画を抑制していたことは、合成 HDL が、動脈硬化の抑制、しいては心



 

 

血管疾患発症の抑制に重要な役割を担っていることが考えられる。                  ② 細胞実験 培養したラット心筋細胞に濃度別に過酸化水素で arrest of cell growthを誘導させたところ、200μMで十分な arrest of cell growthが誘導された。その状態で合成 HDL を加えたところ、濃度依存性に arrest of cell growthを抑制した。さらに、その合成 HDL の効果は
PD98059（ERK阻害薬）で消失した。 一方、TNF-αを加え心筋細胞にアポトーシスを誘導させた状態で、合成 HDLを加えたが、
caspase-3, さらにその上流の caspase-8, -9 の発現に変化は認められなかった。 

 以上より、合成 HDLは ERKの経路を介して心筋梗塞後の左室リモデリングを抑制し、左室機能を改善することが示唆された。  ５．主な発表論文等 （研究代表者、研究分担者及び連携研究者には下線） 
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