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研究成果の概要（和文）：STOX1遺伝子導入マウスが作製できたが、交配しても流産し、妊娠高血圧腎症モデル
マウスとして解析が進まなかった。一方、妊娠高血圧腎症妊婦の血清を胎盤細胞に添加すると、炎症性サイトカ
インが増加し、細胞死が誘導された。この血清中から抽出したcell free DNAを胎盤細胞に添加すると炎症応答
が惹起された。妊娠高血圧腎症妊婦の胎盤組織からは正常妊婦のものより多くのcell free DNAが培養上清中に
放出されていた。病態発症血清を添加すると、細胞外DNAを認識する機構としてしられるToll like receptor 9 
の遺伝子およびタンパク質発現が増加し、これに関与している事が判明した。

研究成果の概要（英文）：We produced the STOX1 transgenic mice. The pregnant mice had miscarriages 
all the times. They didn’t work out as the model mice of preeclampsia. In human placental cell 
culture, inflammatory cytokines were increased in the culture with the sera of preeclampsia women 
and induced apoptosis in the culture. Cell free DNA extracted from the sera of preeclampsia women 
induced inflammation in the human placental cell culture. Cell free DNA was secreted in the 
placental tissues of preeclampsia more than of normal pregnancy. Toll like receptor 9 recognizes 
extracellular DNA. The genes and proteins of toll like receptor 9 increased in the culture with the 
sera of preeclampsia women. It may be related to the system. 

研究分野： 妊娠高血圧症候群
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１．研究開始当初の背景 
《妊娠高血圧症候群の現状》 

妊娠高血圧腎症は、全妊娠の 3～7%に発

症する。本病態を発症した妊婦は高血圧・

蛋白尿を呈し、HELLP 症候群・子癇や胎児

発育遅延などを引き起こす。妊娠高血圧腎

症については多くの研究がなされているが、

今なお、その分子機序が特定されていない。 

 

《妊娠高血圧腎症と炎症反応の関与》  

ヒト妊娠高血圧腎症は出産後にその症状

が軽快するため、胎盤由来の細胞に病態を

引き起こす原因物質の存在が推定されてい

る。現在、本病態は Two-step theory と呼ば

れる以下の 2 段階変化が存在しているとの

仮説が有力である。 

第一段階：何らかの機序により、絨毛細胞

の脱落膜・子宮筋層への浸潤が抑制さ

れ、螺旋動脈のリモデリング障害が起

きる。それに伴う胎盤への血流量が減

少する結果、胎盤は慢性的な低酸素状

態に陥り、虚血性変化が起きる。 

第二段階：虚血状態の胎盤から soluble 

fms-like tyrosine kinase 1（ sFlt1）や

soluble endoglin（sEng）が大量に産生

され、母体血中の free VEGF と free 

PlGF 濃度が低下する。この様な変化で

血管内皮障害が起き、母体高血圧・蛋

白尿が発症する。 

 

本病態の分子機序の解明が進まない理由

の１つとして、ヒト病態に類似した動物実

験モデルの作製が困難であったことが挙げ

られる。従って、妊娠初期の分子機序を解

明するためには新規の動物実験モデルが必

要である。 

 

《STOX1 遺伝子導入（トランスジェニック）マウ

スによる新規妊娠高血圧腎症病態モデル》  

最近、親子 3 世代で家族性の本病態を発

症した母親からの遺伝学的解析により、本

病態発症に転写因子 STOX1 が関与すると

報告された（van Dijik et al., Nat Genet 2005）。

STOX1 は主に胎盤に発現し、栄養膜細胞の

増殖や遊走を調節する。本研究の海外共同

研究者 Vaiman 博士はヒト STOX1 遺伝子導

入マウスを作製し、既に❶STOX1♂マウス

と野生型♀マウスを交配させると、妊娠中

の母体血圧が急激に増加し、分娩によって

改善されること、❷高血圧を呈した♀マウ

スは尿蛋白増加および sFlt1・sEng 濃度が増

加し、腎臓血管障害が起きるという結果を

得た（Doridot et al., Hypertension 2013）。

STOX1 病態モデルマウスは妊娠早期から

血圧上昇が見られ、母体血圧は 60 mmHg

以上も増加する重度の妊娠高血圧症候群病

態を発症し、

ヒトの妊娠

初期の本病

態に類似し

た新規の動

物モデルで

ある。 

 
２．研究の目的 
《なぜ胎盤炎症が惹起されるのか》  

感染が関与しない妊娠高血圧腎症におい

て、なぜ炎症反応が惹起されるのかは不明

である。感染や異物排除に働く生体機構が

炎症反応である。一方、自己の細胞から放

出されるある種の因子が細胞外に出ると、

それを危険シグナルと認識して炎症反応を

誘導することが明らかになり、感染性の炎

症と区別される無菌性の「自然炎症」が注

目されている。妊娠高血圧腎症における虚

血状態の胎盤では細胞死が誘発され、細胞

破片や cell free DNAが大量に放出されるこ

とが予想でき、これらが自己由来の危険シ

グナルと認識される可能性が高い。 

妊娠高血圧症候群病態マウスモデルにお

ヒトSTOX1遺伝子導入♂マウスと交配した♀マウスは
ヒトに類似した重度の妊娠高血圧腎症病態を発症する
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ける炎症機構の重要性を解明することで、

本病態における自然炎症の免疫学的分子基

盤を提示することを目的とする。 
 
３．研究の方法 
（１）レンチウイルスを用いてヒト STOX1 を過

剰に発現する胎盤細胞株（Sw71）を作製し

た。 

（２）STOX1 遺伝子をホモで有する個体の

作製を行い、妊娠などに及ぼす影響を検証し

た。 

（３）ヒト病態血清による炎症活性化機序を

解明するため、正常妊婦や妊娠高血圧症候

群患者から採血を行い、その血清を用いて

胎盤細胞に及ぼす影響を検討した。 

（４）妊娠高血圧腎症患者で発現や濃度が高

いと報告されている、糖化最終産物（AGE）

やパルミチン酸が胎盤細胞に及ぼす影響を

検討した。 
 
４．研究成果 

（１）ヒト STOX1 過剰発現細胞を作製し、

炎症応答を検討した。STOX1 を過剰発現さ

せても、胎盤細胞から分泌される妊娠高血

圧症候群原因因子（sFlt1 および sEng）の

分泌に変化は見られなかった。また、炎症

を惹起させるために LPS を添加すると、通

常の胎盤細胞と比較して、STOX1 過剰発現

胎盤細胞で炎症関連遺伝子発現の高い増加

率が見られたが、それらの分泌には影響は

見られなかった。 

（２）STOX1 遺伝子過剰発現マウスを交

配させて妊娠個体の検討を行ったが、

STOX1 遺伝子導入の影響が強い可能性が

あり、交配してもすぐに流産を繰り返して

しまった。流産モデルとして成立する可能

性があるが、妊娠高血圧症候群モデルマウ

スとしての解析が難しい結果となった。 

（３）正常妊婦、妊娠高血圧腎症の病態発

症の妊婦の血清を胎盤細胞に添加すると、

病態発症血清添加により炎症性サイトカイ

ン産生が増加し、細胞死が誘導された。正

常妊婦血清と比較して、病態血清中には核

由来およびミトコンドリア由来の cell 

free DNA が多く存在していた。血清から抽

出した cell free DNA を胎盤細胞に添加す

ると炎症応答が惹起され、また血清に DNA

除去剤を処理した後に胎盤細胞に添加する

と炎症応答が抑制されたことから、血清中

の cell free DNA が胎盤細胞における炎症

応答を惹起する要因の 1つでることが分か

った。ヒト胎盤組織を培養すると、培養液

中に cell free DNA が多く放出された。ま

た、妊娠高血圧腎症患者の胎盤組織からは

正常妊婦胎盤組織よりも多くの cell free 

DNA が放出された。病態発症血清を添加す

ると、細胞外 DNA を認識する機構としてし

られる Toll like receptor 9 (TLR9)の遺

伝子およびタンパク質発現が増加し、DNA

除去剤を同時に添加することでその応答は

抑制された。 

（４）老化関連因子の代表として糖化最終

産物（AGE）による炎症惹起機序を検討した。

ヒト胎盤細胞株に AGE を添加すると、濃度

依存的に胎盤細胞の炎症性サイトカイン産

生が増加した。AGE は活性酸素産生を刺激

することで炎症性サイトカインの分泌を刺

激したが、活性酸素阻害剤を用いることで

この作用は消失した。以上から、AGE は胎

盤細胞において炎症を惹起させることが分

かった。 

妊娠高血圧腎症の発症には脂質代謝異常の

関与が考えられるため、飽和脂肪酸の代表

としてパルミチン酸による炎症惹起機序を

検討した。ヒト胎盤細胞株にパルミチン酸

を添加すると、濃度依存的に胎盤細胞のア

ポトーシスが増加した。パルミチン酸はカ

スパーゼ 1を活性化することでインターロ

イキン１βの分泌を刺激したが、カスパー

ゼ 1阻害剤を用いることでこの作用は消失

した。以上から、パルミチン酸は胎盤細胞



においてインフラマソームを活性化させる

ことで炎症を惹起させること、また胎盤細

胞死を引き起こすことが分かった。 
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