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研究成果の概要（和文）：再発性のぶどう膜炎のマウスモデルを確立した。エンドトキシン誘発

ぶどう膜炎（EIU）において、1日目の好中球主体の炎症および 5日目のマクロファージ/単球

主体のさらに炎症の強いパターンを確認した。その炎症の主座である虹彩毛様体から RNA を

1,3,5,7日目に抽出し、マイクロアレイ解析を行った。正常眼に比べ、約 1,300の遺伝子が変動

した。その経時的変動パターンは 7クラスターに分けられた。 

 
研究成果の概要（英文）：A recurrent murine model of uveitis was established. The main 

infiltrating cells into anterior chamber were neutrophils at day 1 and macrophages/monocytes at day 5 in 

the eyes with endotoxin-induce uveitis. A microarray analysis using RNA extracted from iris-ciliary 

body with EIU at day 1, 3, 5, and 7 was done. Over 1,300 genes were significantly up- or down- 

regulated compared with those in normal eyes. The expression pattern was divided 7 clusters. 
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１． 研究開始当初の背景 

(1) ヒトのぶどう膜炎には、サルコイドー

シス、原田病、ベーチェット病の 3大疾患

を始め、数多くの疾患がある。ヘルペスウ

ィルスによる急性網膜壊死などは一過性の

強い炎症により、失明に至ることがある。

一方、ベーチェット病の眼発作は再発を特

徴とし、網膜障害が繰り返され、失明に至

る。また、発症頻度の高いサルコイドーシ

スにおいても慢性炎症により続発性白内障、

続発性緑内障、黄斑浮腫が生じ、矯正視力

(0.1)以下の社会的盲に至ることがある。こ

れらのぶどう膜炎に対して、副腎皮質ステ

ロイドホルモンが使用されているが無効症

例が存在する。加えて、眼局所においては

ステロイド白内障やステロイド緑内障の副

作用を起こしうる。また、全身投与時には、

胃潰瘍、糖尿病、神経症、満月様顔貌、骨

粗鬆症、感染症、ショックといった全身性
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の重篤な副作用が生ずることがある。従っ

て、治療継続が不可能な症例にもしばしば

遭遇する。ステロイド剤の無効症例では免

疫抑制剤や抗癌剤の代替治療が行われるが、

有効症例は少なく、また肝臓機能障害や腎

障害といった副作用がある。このような現

在のぶどう膜炎治療の限界および眼局所の

病態解明をふまえた有効かつ副作用の少な

い薬剤の開発が必要である。 

(2) Ohtaらは、ラットエンドトキシン誘発

ぶどう膜炎における眼局所のマイクロアレ

イ法による網羅的な解析で、多数の重要な

因子の存在を明らかにすることに成功した

（Ohta K, Exp Eye Res 80:401-12, 2005）。一

方、申請者らはこの報告に先立ち、LPS投

与後 6時間後に上昇したストレス関連遺伝

子群のヘムオキシゲナーゼ 1を抑制するこ

とでぶどう膜炎を抑制できた(Ohta K, 

Kikuchi H, Arai S, Yoshida N, Sato A, Exp 

Eye Res 77:665-673, 2003)。従って、眼局所

の炎症時の遺伝子プロファイリングは、新

しい治療薬を開発するためにも極めて重要

である。 

 
 

２．研究の目的 

(1) ヒトのぶどう膜炎における慢性的な炎

症は、白内障、緑内障さらには黄斑浮腫に

よる網膜障害を起こし、高度の視力低下に

至らせている。ラットのエンドトキシン誘

発ぶどう膜炎は急性の一過性炎症なので、

ヒトのぶどう膜炎に準じた新しいモデルを

用いた解析が必要である。近年、報告され

たリポポリサッカリドによるマウスぶどう

膜炎モデルは慢性・再発性のモデルになる

ことが示唆された（Kozhich AT, Invest 

Opthalmol Vis Sci 41:1823-1826,2000）

(Shen DF, Arch Ophthalmol 118:521-527, 

2000)。この報告をもとに、マウスでの慢

性・再発性ぶどう膜炎モデルを確立する。 

 

(2) つづいて、眼局所における遺伝子発現

をマイクロアレイ法により解析する。炎症

再発時に特異的に増減する遺伝子に着目し、

タンパクレベルでも確認する。本研究によ

る新たな炎症関連遺伝子の同定と遺伝子産

物の機能解析は再発性・慢性ぶどう膜炎の

治療薬の開発の上で大きな知見をもたらす

ものと考えられる。 
 

 

３．研究の方法 

(1) マウス再発性ぶどう膜炎モデルの炎症

の経時的変化の確認 

① 6-7週齢雄のC57BL/6Jマウスの足底に

リポポリサッカリド(LPS)を皮下注射し、

炎症を惹起する。 

② 投与前、投与後 6時間、12時間、24

時間、2、3、4、5、6、7、10日後に炎症

度の判定を行う。 

i)4%パラフォルムアルデヒドによる灌

流固定後、パラフィン包埋、ヘマトキシリ

ン・エオジン染色による組織学的検討。 

ii)30ゲージ針とミクロピペットを用い、

一眼当り 3-4マイクロリットルの前房水を

採取し、浸潤細胞数をトリパンブルー染色

後にて計測。 

iii)採取した前房水中の一部はタンパク

量も測定する。 

(2) マウス再発性ぶどう膜炎モデルにおけ

るマイクロアレイ法による炎症関連遺伝子

の検索 

① 1にて得られた炎症のピークおよびそ

の前後の炎症が軽減する時間を決定する。 

② 正常眼、LPS投与後の4～5の時点で、

虹彩・毛様体組織を切り出し、すみやかに 

RNAを抽出する。 

③ total RNAより、2本鎖 cDNAを合成

する。in vitro transcription反応を行い、

ビオチン標識された cRNA を調整する。

cDNAを断片化し、GeneChip® 

Expression Array (mouse 430 2.0, 

Affimetrix社)にハイブリダイゼーション

し、ストレプトーアビジンーフェイコエリ

スチンの染色を行い、レーザースキャナー

で画像を取得。専用ソフトでデータ算出す

る。 

④ 経時的に変化する遺伝子に対してクラ

スター解析を行う。 

 

(3) 再発関連因子の探索および発現解析 

① 再発と認められる炎症時の前に発現量

が大きく変動した遺伝子に注目し、虹彩・

毛様体での経時的発現をリアルタイム

RT-PCR法にて確認をする。 

② タンパク発現の確認のために、虹彩・毛

様体組織を採取し、注目因子に関しての

Western blotting法による定性的・定量的

な解析を行う。 

③ 各時点での前房水を随時、採取・保管

し、炎症度の判定のためのタンパク量測定

および ELISA法による注目遺伝子の産物



 

 

に関する定量を行う。 

④ タンパク発現部位同定のため、共焦点レ

ーザー顕微鏡を用い、免疫組織化学染色を

行う。 
 
 

４．研究成果 

(1) マウス再発性ぶどう膜炎モデルの炎症

の経時的変化の確認：マウスでは本来

C3H/HeN種以外にはエンドトキシン誘発

ぶどう膜炎は生じにくいが、C57BL/6Jマ

ウスにおいても軽い前房炎症と軽度の硝子

体内炎症細胞を認めることができた(図 1)。 

 
図 1:マウスの前眼部組織像(ヘマトキシリ

ン-エオジン染色) 

 

また経時的変化では LPS投与 24時間（1

日目）に前房の炎症細胞数が増加し、以後

2,3日に減少した。しかし、5日目には 1

日目よりも細胞数が多く、炎症が生じた。

以降炎症細胞数は減少した（図 2）。 

 LPS投与1日目の炎症のほとんどは好中

球である一方、5日目の炎症では殆どがマ

クロファージ/単球であった。なお、前房水

中の炎症細胞数や前房水中のタンパク濃度

も同様の経時的変化を示した。 

 
図 2:前房水中の細胞数の変化 

 

(2) マウス再発性ぶどう膜炎モデルにおけ

るマイクロアレイ法による炎症関連遺伝子

の検索 

①マイクロアレイ解析：正常眼および

LPS投与 1, 3, 5, 7日後の虹彩・毛様体か

らのRNAにて、Affimetrix社のGeneChip

マウスアレイ（オプローブセット約

45,000）を用い、遺伝子発現に関してのマ

イクロアレイ解析が行えた。 

正常眼に比べ、1, 3, 5, 7日後のいずれか

の時点で測定下限値以上かつ 2倍以上のシ

グナル値が変動したプローブは 1,300余り

となった。非常に多くの遺伝子の発現変動

が確認された。また、1, 3, 5, 7日全ての時

点で測定下限値以上かつ 2倍以上のシグナ

ル値が変動したプローブは 95遺伝子であ

った。 

 ②クラスター解析：上記のサンプルにお

いて、シグナル値の最小値と最大値の比率

が 2 倍以上、かつ最小値と最大値の差が、

測定下限値以上のプローブは 1,204抽出さ

れた。このプローブに対し、階層型クラス

タリング解析を行った。7クラスターに分

割を行うことで、遺伝子変化を把握するこ

とができた。 
 

クラス
ター番
号 

遺 伝 子
数 

パターン 

1 279 5日に著増 

2 122 5日に微増 

3 241 3<5日に増加 

4 185 1日に増加・以降微減 

5 191 1日に減少・3日に微増 

6 57 その他 

7 129 1日に増加・以降急減 

 
 
 

(3) 再発関連因子の探索および発現解析 

① エンドトキシン誘発ぶどう膜炎の炎症

の主座である虹彩・毛様体からメラニン色

素の混入を少なくして、RNAを抽出でき

るようになり、リアルタイム RT-PCRにて

炎症関連遺伝子発現を定量することができ

た。インターロイキン(IL)-1alpa, IL-6, 

TNF-alpha, GM-CSF等の高発現を確認で

きた。なお、純度の高い RNA抽出のため

に多くの虹彩・毛様体、つまりマウスを要

したため、Western blotting法によるタン

パクの定量解析はできなかった。

IL-1alpha, IL-6に関しては前房水をプー

ルし、ELISA法による炎症眼での増加を確



 

 

認した。 

② 慢性炎症に関わる遺伝子群での優位な

発現遺伝子は cell communication、tight 

junction、cell adhesion molecule であり、

現在、さらに検討中である。 
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