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研究成果の概要（和文）：シスプラチン誘発急性腎不全モデルとプロスタグランジンE2（PGE2)受容体のEP1を欠損する
マウスを用いて、急性腎不全の病態形成におけるPGE2-EP1系の役割について検討した。EP1欠損マウスでは野生型のマ
ウスと比較して、シスプラチン投与後の生存率が著明に改善されることを見出した。また、EP1欠損マウスにおいて、
シスプラチン投与の72時間後における腎機能障害の程度が有意に軽減されることが明らかになった。さらに、EP1欠損
マウスの腎臓における炎症性サイトカインの産生と酸化ストレスの軽減が確認された。以上の結果より、急性腎不全の
病態形成においてPGE2-EP1系が増悪に働く可能性が示唆された。

研究成果の概要（英文）：We investigated the role of the EP1 receptor (a prostaglandin (PG) E2 receptor 
subtype) in the cisplatin-induced acute kidney injury using EP1 knock-out (KO) mice. Three days following 
cisplatin injection, nephrotoxicity biomarkers including plasma creatinine, blood urea nitrogen (BUN) and 
kidney injury molecule-1 (Kim-1) were significantly increased in wild-type (WT) mice, while these changes 
were diminished in EP1 KO mice. Histopathological analyses further showed a significant reduction in 
structural damages in EP1 KO kidney compared to WT kidney after cisplatin injection. In addition, the 
improvements of functional and structural abnormalities consistent with nephrotoxicity observed in EP1 KO 
mice were associated with significantly lower levels of renal inflammatory cytokine expression and 
oxidative stress. These results indicate that PGE2-EP1 system plays a crucial role in cisplatin-induced 
nephrotoxicity.

研究分野： 薬理学

キーワード： プロスタノイド
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１．研究開始当初の背景 
 
 急性腎不全は、様々な疾患に併発する重篤
な病態のひとつである。その発症率は入院患
者で 5％、ICU 入院患者で 20％程度であり、
その頻度は決して低くない（Am. Fam. 
Physician. 72: 1739-46, 2005）。また、我
国では本病態を呈する重篤入院患者の死亡
率が 50%を超えること（JAMA. 294, 813-5, 
2005）や生存患者の中でも長期的な透析治療
を必要とする患者数が増加の一途をたどる
現状にあること（Curr. Opin. Crit. Care. 9: 
491-5, 2003）など、予後の不良と医療費の
増大が社会的に問題視されている。したがっ
て、本疾患の病態形成機構の解明や適切で安
全な治療法の確立は急務といえる。急性腎不
全の基礎研究では、実際にこの病態を惹起す
る原因に即し、虚血性、重金属性、薬物性な
どの急性腎不全モデル動物を用いた解析が
行われている。その中でも、臨床の場で様々
の癌治療に用いられている抗がん剤シスプ
ラチンによって誘発される急性腎不全の動
物モデルは、腎不全病態解明のために汎用さ
れている。 
 プロスタノイドのひとつであるプロスタ
グランジン（PG）E2は、標的細胞に存在する
4種類の特異的受容体（EP1、EP2、EP3、EP4）
を介し、多彩な作用を発揮する生理活性脂質
である（Physiol Rev. 79: 1193-226, 1999）。
急性腎不全においては、腎臓での PGE2 の過
剰産生が認められており、その病態形成にお
けるプロスタノイドの役割が注目されてい
る。しかし、腎臓に高発現するプロスタノイ
ド受容体の本病態形成における役割につい
ては、これまで十分に検討されていないのが
現状である。そこで申請者らは、PGE2-EP1 系
の急性腎障害時における役割とその作用機
序の解明を目指すとともに、プロスタノイド
受容体を標的とする新たな急性腎不全治療
の可能性を模索し、臨床応用へと発展するた
めの研究基盤を確立することを最終目標と
して研究を開始した。 
 
２．研究の目的 
 
 本研究の目的は、PGE2-EP１系が急性腎不全
の病態形成においてどのようなメカニズム
により増悪因子として働くのかを解明する
ことにある。具体的には、急性腎不全病態モ
デルにおける EP1 欠損マウスと野生型マウス
の表現形を比較することで、腎不全病態の形
成過程における PGE2-EP１系の標的因子を同
定し、その作用発現の機構を明らかにする。
また、急性腎不全病態において PGE2-EP1系の
標的となる腎障害関連因子の動態を解析し、
尿細管障害のメカニズムを明らかにする。さ
らに、EP1特異的拮抗薬の作用を検討すること
で、EP1標的薬物の腎不全治療薬としての可能
性を検証し、臨床応用へと発展するための研
究基盤を確立することを最終目標としてい

る。 
 
 
３．研究の方法 
 
 EP1 欠損マウスおよび野生型マウスを用い
て、急性腎不全の病態を反映するシスプラチ
ン誘発急性腎不全モデルを対象とした解析
を行う。具体的には、シスプラチン（20 mg/kg）
を EP1 欠損マウスおよび野生型マウスの腹腔
内に投与し、24、48、72 時間後の腎障害の程
度を経時的に比較検討する。腎機能障害の程
度は、尿量や飲水量の測定に加えて、血清ク
レアチニンや血液尿素窒素の測定すること
で評価する。また、摘出腎を標本として、PGE2

産生酵素群（COX および PGE 合成酵素）と EP1

の発現動態を経時的に解析する。さらに、腎
障害の一因となる炎症性サイトカインなど
の炎症関連因子の動態と酸化的ストレスに
ついて検討する。これらの解析により、
PGE2-EP1 系が急性腎不全の病態形成にどのよ
うに関与しているかを評価した。また、シス
プラチン誘発急性腎不全の病態に対する EP1

拮抗薬の効果を検討する。 
 
 
４．研究成果 
 
 シスプラチン（20 mg/kg）を野生型マウス
の腹腔内に投与し、24、48、72 時間後の血清
クレアチニンと血液尿素窒素を測定するこ
とで、腎機能障害の程度を経時的に評価した。
その結果、血清クレアチニンと血液尿素窒素
は共に、シスプラチン投与の 24 時間後より
増加しはじめ、その後さらに時間依存的に増
加し、48 時間後および 72 時間後には対照群
に比べて有意な増加を示した。この結果は、
摘出腎の切片標本を用いて腎組織病変の変
化を病理学的に解析した結果と相関してい
た。また、シスプラチン投与群では、腎臓に
おける尿細管障害のマーカー分子のひとつ
である kidney injury molecule-1 (Kim-1)
の発現の著明な増加を認めた。 
 シスプラチン投与後の摘出腎を標本とし
て、PGE2の産生に必須なシクロオキシゲナー
ゼ(cyclooxygenase: COX)の発現と、COX の下
流でPGE2の産生に特異的に働く膜型PGE合成
酵 素 -1 （ microsomal PGE2 synthase-1: 
mPGES-1）の発現動態をリアルタイム RT-PCR 
法にて経時的に解析した。その結果、COX の
アイソザイムのひとつである COX-2 と
mPGES-1 の mRNA 発現は共に、シスプラチン投
与 24 時間後より対照群と比較して有意に増
加しはじめ、その発現の増加は 48 時間後お
よび 72 時間後にプラトーとなった。一方、
COX-1 の発現については、シスプラチン投与
群と対照群の間で差を認めなかった。したが
って、COX-2 と mPGES-1 の発現の誘導が、シ
スプラチンによって誘発される急性腎不全
の病態形成過程における PGE2 の過剰産生に



寄与する可能性が示唆された。 
 PGE2 受容体サブタイプのひとつである EP1
を欠損したマウスを用いて、PGE2-EP1 系が急
性腎不全の病態形成にどのように関与して
いるかを調べるためにシスプラチン誘発急
性腎不全モデルを対象とした解析を行った。
EP1 欠損マウスでは野生型のマウスと比較し
て、シスプラチン投与後の生存率が改善した。
また、シスプラチン投与の 72 時間後におけ
る血清クレアチニンや血液尿素窒素の動態
を指標とした腎機能障害の程度が、EP1欠損マ
ウスでは野生型のマウスと比較して有意に
軽減されることが明らかとなった。この結果
は、摘出腎の切片標本を用いて EP1 欠損マウ
スと野生型マウスの腎組織病変の変化を病
理学的に解析した結果と相関していた。さら
に、尿細管障害マーカー分子の Kim-1 の腎臓
での mRNA 発現増加が、EP1 欠損マウスでは野
生型マウスに比べて著明に軽減されること
を見出した。PGE2－EP1系が、シスプラチンに
よって誘発される急性腎障害の病態におい
て増悪因子として働くことが明らかとなっ
た。 
 腎障害の一因となる炎症関連因子として、
炎症性サイトカインとその受容体の発現に
ついて EP1 欠損マウスと野生型マウスを用い
て比較検討した結果、シスプラチン投与後の
野生型マウスの腎臓で認められるインター
ロイキン-1β（interleukin-1β: IL-1β）、
腫瘍壊死因子（tumor necrosis factor-α: 
TNFα）および TNFα受容体の発現増加が、EP1

欠損マウスでは有意に軽減されることを見
出した。さらに、摘出腎中のチオバルビツー
ル酸反応性物質（TBARS）を測定することで、
酸化的ストレスの主要な指標である脂質の
過酸化を評価した結果、シスプラチン投与後
の酸化的ストレスの程度が、EP1欠損マウスで
は野生型マウスに比べて有意に軽減してい
ることが明らかとなった。シスプラチン誘発
急性腎不全の病態形成において増悪因子と
して働くPGE2-EP1系の作用機序のひとつとし
て、炎症性サイトカイン産生の亢進と酸化ス
トレスの増大が寄与する可能性が示唆され
た。 
 シスプラチン誘発腎不全病態モデルを用
いて、急性腎障害に対する EP1 拮抗薬の経口
投与による効果を検討した。その結果、薬物
投与群では対照群に比べて、血清クレアチニ
ンと血液尿素窒素で評価される腎障害の程
度が軽減する傾向を認めたものの、EP1欠損マ
ウスを用いた検討から予想された結果とは
異なり、現段階では統計的に有意な抑制効果
を認めることはできなかった。薬物の投与経
路ならびに投与量などの諸条件について、更
なる詳細な検討を要すると考えられる。 
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