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研究成果の概要（和文）：本研究では脳梗塞誘導に誘導されるプラスミン（Pli）活性の役割をマウス脳定量傷
害モデル及び脳由来培養血管内皮細胞系を用い検討した。
脳梗塞に伴う血管透過性亢進領域サイズの経時的な縮小がPli遺伝子欠損により有意に減少、および傷害誘導4日
目の血管透過性亢進部位でのPli活性の血管に沿った血管基底部側での分布を認め、Pli活性が血管基底部のリモ
デリングに寄与する可能性を示唆した。培養血管内皮細胞では、虚血を模した低酸素・低グルコース処理（6時
間）によって血液脳関門の構成因子の発現量は減少するもののPliの添加影響しないことを明らかにし、Pliは血
液脳関門の破たんには寄与しないことを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：Roles of plasmin activity associated with ischemic stroke was studied using 
a mouse brain damage model and brain derived endothelial cell line. 
It was found that the sequential reduction of the vascular permeable region size was significantly 
reduced by gene deficient of plasminogen and plasmin activity was distribute apical side of the 
vessel at the region where vascular permeability was increased. These findings suggested the 
involvement of plasmin activity on the remodeling of basal lamina. I was also found that the 
expression of tight junction molecules in cultured brain derived endothelial cell line was 
suppressed by hypoxia mimicking oxygen-glucose deprivation treatment but not affected by plasmin 
treatment. These findings suggested plasmin did not contribute to the blood brain barrier disruption
 under ischemic condition. 

研究分野： 病態生理学
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１．研究開始当初の背景 

脳梗塞に伴う血管透過性亢進は血液脳関門

の構造的な変化に起因するが、その詳細に

は不明な点が多い。我々は、(1)脳梗塞 4

日後では脳傷害周囲の特定の血管のみで血

管透過性が亢進し細胞接着因子の VE 

Cadherin 免疫陽性反応が消失すること、

(2)同領域でプラスミンの活性が特定の血

管に局在していること、さらに(3)この領域

の血管透過性は 7日目には低下しているこ

と見いだしており、プラスミンが血管透過

性亢進に寄与する可能性を見い出した。 

 

２．研究の目的 

本申請課題では、脳梗塞 4日目にプラスミ

ンが細胞接着因子の分解あるいは発現の制

御を介して血管透過性の亢進に寄与する可

能性を検討するとともに、脳梗塞後の傷害

部位の血管における血管透過性の継時的変

化を検証することを目的として研究を行っ

た。 

 

３． 研究の方法 

(1) プラスミノゲン（Plg）遺伝子欠損（KO）

マウスと野生型（WT）マウスの脳傷害後４

日後の脳梗塞領域の血管におけるプラスミ

ン活性、MMP 活性の局在と血管透過性マー

カーとの共在を検討し、血管透過性亢進に

おけるプラスミンの寄与を検証した。また、

プラスミノゲン活性化因子である tPAおよ

び uPAの遺伝子欠損マウス（tPAKO, uPAKO）

とその野生型対象（tPAWT, uPAWT）マウス

におけるプラスミン活性の誘導を確認した。

また、血管マーカーのトマトレクチンを投

与し、トマトレクチンとプラスミン活性の

分布を比較し、プラスミン活性の詳細な分

布を検討した。 

(2) 単層培養した血管内皮細胞株 bEnd.3

に酸素グルコース除去とプラスミン添加を

行 い 、 VE-Cadherin 、 Occludin 、

21-Integrin の mRNA 発現量とタンパク

発現量および細胞層の物質透過性を検討し、

プラスミンによる細胞接着因子の発現制御

を検討した。 

 
４．研究成果 

(1) PlgWTマウスで認められた脳梗塞 4日

の傷害周囲部でのプラスミン活性は PlgKO

マウスで認められないこと（図１）、および

同領域で MMP 活性は PlgWT マウスでも

PlgKO マウスで同様に認められることを示

し、プラスミンは MMPの活性化を介さず寄

与する可能性を明らかにした。 

A B

図1 傷害4日目の脳におけるPlgWTマウス
（A）とPlgKOマウス（B）プラスミン活性の局在。
WTの傷害周囲部（矢印）に認められた活性
がKOでは消失した。

 
また、本プラスミン活性は tPAKO マウス

では tPAWTマウス同様に認められるものの

uPAKO マウスでは消失することから、uPA

により活性化されることが明らかとなった。

さらに、トマトレクチンとプラスミン活性

の局在の比較から、プラスミンは血管内腔

側 で は な く 、 血 管 基 底 部 に 分 布 す

10mm

図2 トマトレクチン（緑）とプラスミン活性

（赤）の分布。一部の血管（矢印）で活性の
共在が認められた。



ることが示され、プラスミン活性が血管基

底部のリモデリングに寄与する可能性が示

唆された(図 2)。 

 

(2) マウス脳由来血管内皮細胞である

bEnd.3を用いた検討において、血液脳関門

の 構 成 因 子 で VE-Cadherin お よ び

Claudin-5のタンパク質量及び mRNA量が虚

血を模した低酸素・低グルコース処理（6

時間）によって減少するものの Pliの添加

によっては変化しないことを明らかにし、

血液脳関門の破たんには Pliは寄与しない

ことを明らかにした。 
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