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臨床医と基礎研究者のクロストーク 
セッション１ 「基礎研究者が知っておくべき最近の臨床内分泌の進歩(その１)」 

 
シンポジウム 

 

 

内分泌学と環境医学との接点 

 

 

森 弘毅 

ＪＲ仙台病院 健康管理センター 

 

 

近年環境汚染物質の健康への影響に関する認識が深まり、それとともに環境汚染対策が推進された結果、

過去問題となった公害病が今後発生する可能性は極めて低い状況にある。しかし現状では人類が生産活

動を続ける限り、環境中への化学物質の排出がゼロとなることはありえない。このことから微量の化学物質

への慢性的な曝露がどのように健康へ影響を与えるかに研究者の関心が注がれてきた。内分泌学領域で

は内分泌撹乱物質（環境ホルモン）の性分化への影響などが注目を集めてきたが、ポリ塩化ビフェニル

(PCB)などの化学物質に比べると、メチル水銀(MeHg)などの重金属がホルモン作用に及ぼす影響に関し

てはこれまで十分な検討がなされていなかった。MeHgは昭和30～40年頃に熊本県水俣市や新潟県阿賀

野川流域で発生した水俣病の原因物質で、発達中の中枢神経系を強く障害する。MeHg は活性中心にチ

オール基をもつ酵素の活性を強く抑制し、またセレニウムとの間に相互作用を認めることから、われわれは

「脳内の脱ヨード酵素への影響を通じて MeHg が中枢神経毒性を発現する」可能性について検討を行なっ

た。各種培養細胞を用いた検討では MeHg は 2 型脱ヨード酵素（D2）活性を抑制したが、妊娠マウスに

MeHg を投与して胎児および新生児マウスの大脳 D2 活性をみた検討では明らかな影響を認めなかった。

われわれの検討からはMeHgの中枢神経毒性におけるD2の役割は明確にされなかったが、脱ヨード酵素

や甲状腺ホルモンレセプターなどの甲状腺ホルモンの作用を制御する分子群の発現は、胎生期、新生児

期を通じて時間的、空間的にダイナミックに変化しており、MeHg と甲状腺ホルモン作用との関係を評価す

るにはこれらを考慮した実験系を構築する必要がある。疾病の発症・進展に遺伝的素因と並んで環境因子

が大きな役割を果たしているのは周知の事実であり、臨床医も環境因子としての化学物質や重金属に今

以上に関心を払う必要があるのではないだろうか。 

ＳＹ１-１ 
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臨床医と基礎研究者のクロストーク 
セッション１ 「基礎研究者が知っておくべき最近の臨床内分泌の進歩(その１)」 

 
シンポジウム 

 

 

副腎静脈採血法を駆使した副腎皮質疾患の診断と治療 

 

 

大村 昌夫 1)、牧田 幸三 2)、松井 青史 3)、西川 哲男 1) 
1)横浜労災病院 内分泌・糖尿病センター 
2)東京北社会保険病院 放射線科 
3) 横浜労災病院 放射線 IVR 科 

 

 

副腎静脈採血(AVS)は、各種内分泌負荷試験で原発性アルドステロン症(PA)の診断確定後アルドステロン

(A)の過剰分泌が片側副腎由来か否かを確定する診断法と考えられてきた。最近副腎静脈採血を容易に

するため開発した副腎採血用マイクロカテーテルは従来の副腎中心静脈での採血時間を短縮すると同時

に、中心静脈より上流の副腎内一次静脈分支での採血も可能とした。そこで、このカテーテルを用いた超

選択的 ACTH 負荷副腎静脈採血法(SS-ACTH-AVS)を開始した。その結果、SS-ACTH-AVS と CT の所

見と組み合わせることで、アルドステロン産生腺腫(APA)、特発性アルドステロン症(IHA)、片側副腎過形成

病変によるPA、コルチゾール産生腺腫(CPA)、非機能性副腎腺腫、正常副腎が種々の組み合わせで左右

または両側の副腎生じているか診断可能となった。また SS-ACTH-AVS を行うことで、CT で確認されてい

る副腎腫瘍が A や C の過剰分泌の原因となっているか否かを診断できることから、正常副腎を温存する

APA や CPA を含めた副腎部分切除が可能となり、片側副腎全摘と同様の治療成績がえられることが判明

した。さらに SS-ACTH-AVS は、両側副腎からの A過剰分泌を示す両側 APA と IHA の鑑別、そして CPA

と APA 合併例での A と C 過剰分泌局在診断も可能とし、片側副腎部分切除を含む両側副腎外科治療も

新たな治療法として選択肢に加えることで、より綿密な副腎皮質ホルモン過剰分泌疾患の治療計画を立案

できるようになった。 

この SS-ACTH-AVS の検査法と診断法を御紹介する。 

ＳＹ１-２ 



	 

	 

25	 

臨床医と基礎研究者のクロストーク 
セッション１ 「基礎研究者が知っておくべき最近の臨床内分泌の進歩(その１)」 

 
シンポジウム 

 

 

 

骨粗鬆症の診断と治療 update 

 

 

細井 孝之 

国立長寿医療研究センター 臨床研究推進部 

 

 

  骨は身体を支持・保護するという物理的な機能のほかにカルシウム代謝における主要臓器としても機能し

ている。このため骨組織は骨吸収と骨形成の両方が常に進行している代謝的にも活発な臓器である。骨粗

鬆症とは骨の脆弱性が亢進し、骨折を起こしやすくなった状態である。骨脆弱性亢進の大きな要因は骨量

の減少であるが、「骨質」の劣化も関与していると考えられている。本症は加齢とともに発生率が上昇する疾

患として代表的なものであり、高齢者における骨折は自立した生活の阻害因子になるのみならず、生命予

後をも悪化させる。社会の高齢化が進行する現在、骨粗鬆症の予防と治療はますます重要になっている。

高齢者の骨折を予防するためには、骨脆弱性をもたらす疾患としての骨粗鬆症に対する対策とともに転

倒・転落対策も必要である。骨粗鬆症による代表的な骨折の一つである大腿骨近位部骨折のわが国にお

ける発生数は、1992 年から 2007 年の間に約２倍に増加しその総数は 15 万例にも達している。男女別なら

びに年齢層別の解析では、60 歳台と 70 歳台の女性における発生頻度に低下の傾向が観察されているが

80 歳以上については男女とも発生頻度に上昇の傾向がうかがわれている。 

 骨粗鬆症は単一の疾患ではなく、まず原発性骨粗鬆症と続発性骨粗鬆症とにわけられる。一般に原発性

骨粗鬆症にはまれな疾患である若年性骨粗鬆症もふくまれるが、圧倒的に多いものは 50 歳を平均年齢と

する閉経以降の骨量減少亢進に伴う閉経後骨粗鬆症である。なお、男性においては続発性骨粗鬆症の

割合が女性よりも高いことは注意すべきである。男性における続発性骨粗鬆症の原因の一つとして前立腺

癌のホルモン療法があり、今後見込まれる患者数のことも考えあわせると大きな課題である。 

加齢にともなう骨量の減少は多数の要因によって規定され、それらは遺伝的素因と生活習慣に関連するも

のとにわけることができる。遺伝的素因については、候補遺伝子アプローチやゲノムワイドアプローチによる

研究が行われてきた。生活習慣のなかで運動と栄養の因子は代表的なものであり、予防ならびに非薬物

療法における 2 つの柱である。栄養因子のうちもっとも重要なカルシウムについては、加齢に伴うカルシウ

ム摂取量や腸管からの吸収低下、ならびに体内ビタミン D3 量の低下などが２次性の副甲状腺機能亢進症

とそれによる骨量減少をもたらすことが考えられてきた。近年ビタミン D が持つ転倒・転落予防効果に注目

が集まっており、ビタミン D やその誘導体による骨折予防効果の一端がこの作用を介していることも示唆さ

れている。ビタミン K 不足が骨粗鬆症性骨折の発症要因のひとつであることが示され、ビタミン K の作用メ

カニズムに関する検討も進んでいる。また、骨代謝に関連する代表的なビタミンK依存性蛋白質であるオス

テオカルシンの機能については、骨代謝のみならず糖代謝やエネルギー代謝との関連も示唆されている。

この他にも、骨粗鬆症は臨床的にも基礎研究の面でも、他の臓器とのネットワークの中でとらえていくべき

疾患であることを示す知見が充実してきた。骨粗鬆症治療薬についてはその選択肢が増えてきており、そ

れぞれの特徴を踏まえた利用が望まれる。 

ＳＹ１-３ 
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臨床医と基礎研究者のクロストーク 
セッション２ 「臨床医が知っておくべき最近の基礎内分泌学の進歩(その１)」 

 
シンポジウム 

 

 

核内受容体スーパーファミリーとオーファン核内受容体 

－SXR/PXR と ERR を例にして 

 

 

井上 聡 

東京大学大学院医学系研究科抗加齢医学講座 

埼玉医科大学ゲノム医学研究センター遺伝子情報制御部門 

 

 

ホルモン受容体は核に存在して作用する核内受容体と膜に存在する膜受容体に大別される。核内受容

体は、1990 年代にグルココルチコイド、エストロゲン受容体が分子生物学の手法により相次いで同定され、

その後、その他のステロイドホルモン、甲状腺ホルモン、レチノイン酸、ビタミン D などもこれら受容体を介し

て働くことが明らかになり、核内受容体スーパーファミリーと名付けられている。2000 年以降の全ヒトゲノム

の解明から、ヒトには 48 種類の核内受容体が存在することが判明した。ホルモンや脂質などの低分子を受

容するものと、リガンドが不明なオーファン受容体に分類され、オーファン受容体もその一部は、後の研究

でリガンドが明らかになってきたものもある。ここでは、このような受容体群の中から、リガンドが順次明らか

になってきた SXR と、生理的なリガンドは未だ同定されていない ERR を例に取り上げ紹介する。 

ビタミン K は、γ-カルボキシル化蛋白修飾に必須な補酵素であり、ビタミン K 不足状態では、凝固因子の

修飾異常により出血傾向となる。一方、ビタミン K は骨の健康の維持に重要で、本邦で骨粗鬆症の治療薬

として実際に使用されている。われわれは、ビタミン K の作用として、古典的なγ-カルボキシル化を介する

メカニズムに加えて、ステロイドや異物をリガンドとすると想定されている核内受容体ステロイド X 受容体

（SXR）を介する新規メカニズムを明らかにした。SXRは細胞外マトリックス蛋白質の発現制御により、骨芽細

胞機能を調節することを示した。さらに、SXRのマウスにおける相同遺伝子PXRを欠損した動物は、著明な

低骨量を示し、骨粗鬆症様の表現型を呈することを見出した。ERR に関しては、α、β、γの 3 種類があり、

生理的なリガンドは同定されておらず典型的なオーファン受容体といえる。最近、これらのエネルギー代謝

とミトコンドリア機能における役割が注目されており、脂肪細胞における役割とあわせて概説する。 

ＳＹ２-１ 
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臨床医と基礎研究者のクロストーク 
セッション２ 「臨床医が知っておくべき最近の基礎内分泌学の進歩(その１)」 

 
シンポジウム 

 

 

PPARγ とレチノイド受容体：臨床に還元できる基礎研究を目指して 

 

菅原 明 1)、宇留野晃 2)、松田 謙 3)、箱田明子 4)、工藤正孝 3)、伊藤貞嘉 3) 

1)東北大学大学院医学系研究科 病態検査学分野 
2)東北大学大学院医学系研究科 医化学分野 
3)東北大学大学院医学系研究科 腎・高血圧・内分泌学分野 
4)東北大学大学院医学系研究科 小児病態学分野 

 

 

これまで我々は、ホルモン核内受容体である PPARγ およびレチノイド受容体に焦点を当て、臨床への還

元を目指した基礎的研究を進めてきたので、本セミナーにて紹介する。 

１）PPARγ：近年、その血糖降下作用以外の pleiotropic effect が注目されているが、我々は血管平滑筋細

胞（VSMC）におけるアンジオテンシン II タイプ 1 受容体（Endocrinology 2001; 142: 3125, Hypertens Res 

2001; 24: 229, Hypertens Res 2003; 26: 623）ならびに副腎細胞におけるアルドステロン合成酵素（J Mol 

Endocrinol 2011; 46: 37）の発現が、活性化PPARγにより抑制されることを初めて見出した。さらに、VSMC

におけるトロンボキサン（TX）受容体（JBC 2002; 277: 9676）やマクロファージにおける TX 合成酵素（JBC 

2000; 275: 33142）の活性化 PPARγ による発現抑制も認められた。一方、腎臓においては PPARγ の腎

血管・糸球体における発現（Hypertens Res 2004; 27: 417, Yonsei Med J 2007; 48: 308）、PPARγ リガンド

による腎血管拡張作用（JASN 2002; 13: 342）ならびに腎障害抑制作用（Am J Transplant 2005; 5: 1856）

が認められた。以上から、PPARγはレニン-アンジオテンシン-アルドステロン系ならびにTX系の両者を抑

制し、かつ腎保護作用を示すことにより、降圧・抗動脈硬化作用を招来する可能性が示唆された。PPARγ

リガンドによる降圧・抗動脈硬化作用は種々の動物実験や大規模臨床試験においても最近明らかにされ

ており、我々の知見はそれらを裏付けるものと考えられる。 

２）レチノイド受容体：全トランス型レチノイン酸（ATRA）の受容体である RAR は、VSMC において TX 受容

体の発現を抑制する（Hypertens Res 2003; 26: 815）一方で、血管内皮細胞においては eNOS リン酸化／

NO産生亢進を誘導する（Circulation 2005; 112: 727）ことが明らかとなった。さらに、RAR による血管新生

促進作用（Endocrinology 2007; 148: 1412）も認められたことから、RAR が血管内皮障害・閉塞性障害を有

する動脈硬化性病変に有効である可能性が考えられた。ATRA を治療薬として使用する際の問題点として、

レチノイン酸症候群が挙げられる。これは ATRA による血球表面 CD38 発現誘導を介した血球-血管内皮

間の接着亢進に伴う病変であるが、新規RARアゴニストであるAm80を使用した場合は、CD38発現ならび

に血球-血管内皮間の接着が ATRA に比して著明に減弱する（J Leukoc Biol 2011 Epub ahead of print）

事が認められた。以上から、Am80 が動脈硬化性病変の potential な治療薬たり得る可能性が強く示唆され

た。 

ＳＹ２-２ 
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臨床医と基礎研究者のクロストーク 
セッション２ 「臨床医が知っておくべき最近の基礎内分泌学の進歩(その１)」 

 
シンポジウム 

 

 

オミックス解析による天然・人工化合物のエストロゲン活性評価 

 

 

木山 亮一 

独立行政法人 産業技術総合研究所 バイオメディカル研究部門 

 

 

 エストロゲン活性は、身の回りにある多くの化学物質が持つ活性で、フェノール誘導体やフタル酸エステル

などの工業製品だけでなくイソフラボンやポリフェノールなど多くの食品成分もこの活性を有している。例え

ば、エストロゲン活性を評価することで、食品の持つ効能や品質（その年ごとの変化など）について情報を

得ることが可能であり、したがって、適当な遺伝子のセットを選択することで例えば天然物由来の製品加工

法の開発や改良、例えば年ごとや産地などによる有効成分の変化の評価、さらには機能性食品開発のた

めの有効成分の検出や抽出・精製など様々な利用が考えられる。また一方で、これらの中にはビスフェノー

ルＡなど環境ホルモンとして問題になっている化合物も含まれており、化学物質の管理や環境汚染・環境

修復の評価などへの利用も考えられる。 

 天然・人工化合物の持つ疾病予防機能や健康増進機能を効率良く利用するためには、それらの機能に

ついて科学的根拠に基づいた評価を行い、製法・加工法や使用法・摂取法、さらには有効成分の検出や

抽出を効率良く行う必要がある。その科学的な解析法として最近注目されてきているのが、オミックス解析

である。オミックス解析とは、生体物質のもつあらゆる分子情報を、トランスクリプトームやプロテオームなど

の様々な生物学反応の階層について網羅的・包括的に計測して分析する技術である。本講演では、オミッ

クス解析を用いて天然・人工化合物から得られる情報を、エストロゲンの活性評価という視点から利用する

例を紹介したい。 

 具体的なトピックとして、まず化学物質の管理の問題点と新しい技術の必要性について紹介し、次に我々

が開発した DNA チップをもとにしたトランスクリプトームレベルでのエストロゲン活性評価法の紹介し、それ

を用いた天然・人工化合物の分析法の将来を議論し、さらに、化学物質の管理や機能性食品などの開発

などについて具体的な事例を示して紹介したい。 

 DNA チップ法は、化学物質が細胞に与える影響を遺伝子による応答を指標に判定するバイオアッセイで、

エストロゲン活性評価のためにはエストロゲンに応答する遺伝子を集めてDNAチップを作成してアッセイを

行う。アッセイは、まず化学物質によって処理された細胞から mRNA を精製して、ラベルで標識した後に

DNA チップに対してハイブリダイゼーションを行って、結合した標識核酸（cDNA）を定量する。それぞれの

遺伝子の機能情報をもとにして細胞がどういう影響を受けたかが推定できる。この情報が 100~200 個のエ

ストロゲン応答遺伝子について得られるので、統計解析により信頼性の高い結果を得ることが可能である。 

 さらに、DNAチップによって得られる遺伝子転写レベルの情報（トランスクリプトーム）をタンパク質レベルの

情報（プロテオーム）と融合することでさらに有用な情報を得ることが可能になる。このようにオミックス解析

は将来の医薬品・食品開発や化学物質管理などにおいて重要な技術になると考えられる。 
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シンポジウム 

 

 

骨と性ホルモン 

 

 

三木 康宏 1)、熊本 裕行 1)、笹野 公伸 2) 
1)東北大学大学院歯学研究科 口腔病理学分野 
2)東北大学大学院医学系研究科 病理診断学分野 

 

 

骨粗鬆症の患者数は現在、約49万人となっており、年々増加する傾向にある。さらに潜在患者を含めた骨

粗鬆症の推計患者数は 1,100 万人にのぼるとされている。男女を比較すると圧倒的に女性の罹患が高く

（図１）、特に高齢の女性が占める割合が多い（図 2）。女性は閉経後に急激に血中エストロゲン量が減少し、

それと反比例するように骨量が減少していく。エストロゲン欠乏は種々の骨吸収性サイトカインの発現を亢

進し、破骨細胞の分化を促す。一方、エストロゲンは骨芽細胞に直接作用し、その細胞増加を促すことが

明らかにされている。エストロゲン投与が骨粗鬆症治療に有益であることは明白だったが、大規模前向き臨

床試験Women's Health Initiative は、長期エストロゲン投与はベネフィットに比べ乳癌や心血管へのリスク

が上回ると評価した。選択的エストロゲン受容体モジュレーター（SERM）であるラロキシフェンやバゼドキシ

フェンは、乳腺に対しては抗エストロゲン作用を示すが、骨組織に対してエストロゲン同様に保護作用を示

すことが知られている。一方、乳癌抗ホルモン療法では、副作用としての骨粗鬆症が重要視されており、薬

剤の選択においても骨粗鬆症のリスクが念頭に置かれ

る。このように閉経後女性の骨組織の機能維持のため

には副作用の少ない薬剤を選択する必要があるが、そ

の効果に対する科学的な立証が重要である。一般的

にはげっ歯類を用いた薬剤の検証が行われるが、外

観はもちろんのこと歩行様式による加重の違いなど骨

格系の種差は歴然である。また、マウスの骨芽細胞は

ヒト正常骨芽細胞の約 1/3 の大きさで、代謝回転が非

常に亢進しているヒトとほぼ同じ大きさであることが知ら

れている（伊藤骨形態計測研究所）。ヒトにおける

SERM や抗エストロゲン療法のデータとげっ歯類のそ

れらのデータを比較しながら、性ホルモンの骨組織へ

の影響を検証することによって、さらに実験動物の有

用性が高まると考えられる。 

図 1.	 骨粗鬆症	 患者数	 

図 2.	 骨粗鬆症	 年代別患者数	 

平成 20 年	 総患者数，性・年齢階級×傷病小分類別	 
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シンポジウム 

 

 

視床下部-下垂体-副腎系疾患の病態解明における corticotropin-releasing 

factor (CRF) 統御機構の分子生物学的検討とその臨床的意義について 

 

 

蔭山 和則、須田 俊宏 

弘前大学大学院医学研究科 内分泌代謝内科学講座  

 

 

 Corticotropin-releasing factor (CRF) は、中枢神経系においてストレス反応の中心的役割を果たしている。

ストレスに反応して、視床下部室傍核小細胞では、CRF、vasopressin及びinterleukin-6の発現が増加し、

相互に協調してストレス反応に関わる。一方、ストレス反応をホメオスタシスへ導く重要な因子としてグルコ

コルチコイドがあり、更に、inducible cAMP early repressorやsuppressor of cytokine signaling-3も関与する。

視床下部ではこのように、ストレス反応に対する刺激系と抑制系がはたらきストレス反応が統御されている。

現在、CRF family peptidesの受容体として、CRF1受容体及びCRF2受容体の２種類のサブタイプが知られて

いる。ストレス反応に対するCRF受容体の相反する役割があり、CRF family peptidesのurocortin (Ucn)は

CRF2受容体を介することで、CRFのストレス反応に拮抗するはたらきがあるとされる。最近、膵においてグ

ルココルチコイドが受容体の発現をCRF1受容体からCRF2受容体へ移行させることでUcn3に対する感受性

を高めるとの報告があり、興味深く思われる。 

 我々は、CRF ノックアウトマウスの検討から、下垂体における prohormone convertase type 1 及び

p21-activated kinase 3 の発現が CRF 及び glucocorticoids 依存性に調節されることを明らかにした。

p21-activated kinase 3 はネルソン症候群などの CRF 依存性 ACTH 産生細胞の増殖に寄与している可能

性がある。Prohormone convertase type 1 は正常なACTH産生過程に必須の酵素と考えられ、下垂体での

正常な ACTH のプロセシングと分泌には CRF が不可欠である。近年、日本で診断薬として用いられるよう

になった GH-releasing peptide (GHRP) は、強力な GH 分泌作用を有する合成ペプチドで、健常人とラット

において、GHRP は視床下部における CRF を介して ACTH 分泌をも促進させる。クッシング病においては、

GHRP による ACTH の過大反応が引き起こされることが知られている。副腎における Ucn は、ステロイドや

カテコラミンの合成や細胞増殖統御などに関わる重要なはたらきがあると考えられる。Ucn1及びUcn3の発

現を認め、高血圧症を呈さなかった褐色細胞腫の症例がある。Ucn による血管拡張作用のほか、最近、

Ucn2 がカテコラミンの合成や分泌を抑えるとの報告がある。 

 CRF family peptides は、内分泌系と神経系、免疫系を互いに関連させて、生体内や各組織におけるスト

レス反応及びその防御反応をコントロールしている。視床下部-下垂体-副腎系の多くの病気で、CRF 

family peptides とその受容体の統御機構の破綻が病気の一因を担っていると考えられる。 
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シンポジウム 

 

 

肺高血圧症病態のパラダイムシフト―循環内分泌疾患から腫瘍性増殖疾患へ― 

 

 

江本 憲昭 

神戸薬科大学 臨床薬学講座 

神戸大学大学院医学研究科 循環器内科学分野 

 

 

 かつて、「きわめて予後不良で、短期間で死に至る難治性疾患」としてとらえられてきた肺高血圧症は、

様々な治療薬の開発に伴い、「早期の適切な内科的治療によりコントロールし得る慢性疾患」へと、その臨

床的な疾患概念を大きく変えつつある。しかしながら、依然として進行性の疾患であり、病態の解明や新た

な治療法の開発が求められている。本講演では、肺高血圧症の病態概念の変化とそれに伴う治療標的の

変遷について概説する。 

 肺高血圧症は、1980 年代には、主に病理学的なアプローチにより「血管収縮が重要な役割を果たし、こ

れによる圧の上昇が結果として血管のリモデリングをもたらす病態」と考えられた。その後、プロスタサイクリ

ン（PGI2）、一酸化窒素（NO）、エンドセリン(ET-1)などの血管内皮由来の新しい血管作動物質の発見とも

相まって、1990 年代には「血管内皮障害に伴う血管収縮物質と拡張物質の不均衡が肺高血圧症の病態

である」という概念が広く受け入れられた。実際、これらの血管作動物質を標的とした治療薬が開発され、

肺高血圧症症例の QOL を改善し、一部は予後を改善することが可能となった。 

 しかしながら、臨床的知見が集積されるにつれ明らかになったのは、血管収縮を標的とした治療では病状

の進行を遅らせることができても治癒には至らないということである。そこで、提唱されたのは、「肺高血圧症

の病態は血管内腔を構造的に狭窄させる腫瘍性増殖疾患である」という考え方である。この考え方は、遺

伝性肺動脈性肺高血圧症の原因遺伝子として TGFβスーパーファミリーの受容体のひとつである BMPR2

遺伝子が同定されたことで、さらに支持されることになった。 

 現在、この仮説に基づき、チロシンキナーゼ阻害薬であるイマチニブやソラフェニブが肺高血圧の治療薬

として期待されており、臨床試験が進行中である。肺高血圧の病態概念の変化とともに新たな治療薬が開

発され、治癒をゴールとした新たな治療法の確立が期待される。 

ＳＹ３-３ 



	 

	 

32	 

臨床医と基礎研究者のクロストーク 
セッション４ 「臨床医が知っておくべき最近の基礎内分泌学の進歩(その２)」 
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レニン・アンジオテンシン系と甲状腺機能・造血 

 

 

髙橋 信行 

東北大学大学院薬学研究科医療薬学講座臨床薬学分野 

 

 

 レニン・アンジオテンシン系は体液と血圧の調節に重要な役割を果たしていることはよく知られているが、

近年この系がメタボリック症候群に関与していることが明らかになってきている。レニンのノックアウトマウス

は基礎代謝量の増加と脂肪の便中への喪失のため体脂肪量が少ない。基礎代謝量の増加から甲状腺機

能の亢進が予想されるが、実際にはレニン・アンジオテンシン系を抑制すると甲状腺機能が低下し、そのた

めに貧血になることが明らかとなったので概説する。 

 

ＳＹ４-１ 
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臨床医と基礎研究者のクロストーク 
セッション４ 「臨床医が知っておくべき最近の基礎内分泌学の進歩(その２)」 

 

 
シンポジウム 

 

 

プロレニンと(プロ)レニン受容体 

 

 

市原 淳弘 

東京女子医科大学医学部内科学（第二）講座 

 

 

腎傍糸球体細胞においてレニン遺伝子から産生されたプレプロレニンは、小胞体・ゴルジ体で「酵素前

駆体である不活性プロレニン」となり自由なエキソサイトーシスにより細胞外へ分泌する。またプロレニンの

10 分の 1 が、プロセッシング酵素を含む分泌顆粒中で「酵素活性を有する活性レニン」に変換され細胞外

へ分泌する。その結果、血漿中の不活性プロレニンは活性レニンに比べ約9倍の高濃度で存在するが、な

ぜ不活性酵素が活性酵素よりも多く循環血液中に存在するのか、その意義は不明であった。また近年、腎

傍糸球体細胞以外の細胞においてもレニン遺伝子が存在することが知られるようになった。両側腎臓を摘

出した患者の血漿レニン濃度は測定限界以下であるが、血漿プロレニン濃度は正常人に比べ半減するに

留まる。つまり、腎臓以外の他組織で産生されるレニン遺伝子の最終産物はプロレニンであり、不活性プロ

レニンが組織の中でどのようにしてアンジオテンシノーゲンをアンジオテンシンIに変換しているのかは不明

であった。 

2002 年ヒト腎臓から 1 回膜貫通型蛋白である(プロ)レニン受容体が同定された。この受容体は主にプロ

レニンと結合し、レニンに対しても弱い結合親和性を有する。プロレニンとの結合によって細胞内シグナル

として MAP キナーゼ系が活性化したことから、循環血液中に多く存在するプロレニンは内分泌因子として

の顔も有することが明らかになった。また、(プロ)レニン受容体と結合したプロレニンでは分子量を変えない

まま立体構造変化が起こり、アンジオテンシノーゲンをプロレニン分子構造内部の酵素活性中心に受け入

れることが明らかになった。つまり、組織プロレニンは組織(プロ)レニン受容体と協力して組織レニン‐アンジ

オテンシン系を活性化する重要な因子であった。種々の動物研究により、プロレニンと(プロ)レニン受容体

の結合は、糖尿病や本態性高血圧のような病態における臓器障害の発症と進展に重要に関与すること報

告されている。 

最近、(プロ)レニン受容体を細胞特異的にノックアウトできるマウスが開発され、(プロ)レニン受容体の生理

機能の解明が進みつつある。(プロ)レニン受容体はその分子の内部に vacuolar H+-ATPase (v-ATPase)と

結合する部分を保有する。V-ATPase は、細胞内小器官内の酸性環境維持を介して、オートファジー、膜

癒合、エキソサイトーシス、受容体リサイクルなど細胞生命維持に必須な分子であることが知られているが、

(プロ)レニン受容体は、v-ATPase の構成と機能に必須であることが判明している。以上より、内分泌学分野

において(プロ)レニン受容体は、①それ自身がホルモン受容体として、②組織レニン‐アンジオテンシン系

調節因子として、③エキソサイトーシス、受容体リサイクルなど内分泌学の根幹にかかわる因子として働い

ていることが示唆されており、益々注目を集めている。 
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シンポジウム 

 

 

エリスロポエチン受容体と循環器疾患 

 

 

加賀谷 豊 

東北大学病院卒後研修センター  

 

 近年、慢性腎臓病患者においては心血管イベントが多く、一方、心臓病患者が慢性腎臓病を合併すると

予後が不良になる等、心臓病と腎臓病が密接な関係にあることが注目され、心腎連関という概念が生まれ

た。さらに、この病態においては、しばしばエリスロポエチン（Epo）－Epo 受容体系が抑制されて貧血がみら

れることから、心腎貧血連関とも呼ばれる。慢性心不全患者において貧血は予後を悪化させる独立した因

子となり、一方、ヒト遺伝子組み換え Epo を投与すると運動耐応能や生活の質が改善されることが示されて

いる。Epo は赤芽球系細胞の分化と誘導を担うが、近年、Epo 受容体が心血管系を含む多くの臓器に発現

していることが確認された。一方、動物実験において遺伝子組み換えヒト Epo が虚血心筋を保護することも

示されている。我々は、山本、鈴木らが開発した赤血球系の細胞にのみ Epo 受容体を発現し、それ以外の

組織ではこれを欠損するマウス（EpoR-/- rescued マウス）を用いて、赤血球系細胞以外の細胞・組織におけ

る内因性の Epo‒Epo 受容体系を介するシグナルの心筋保護効果を検討した。EpoR-/- rescued マウスは野

生型と比べてヘマトクリット値に差がなかったが、心筋の虚血・再灌流による梗塞サイズが大きく、一方、左

室圧負荷により心不全を容易に発症した。すなわち、内因性の Epo ‒ Epo 受容体系を介するシグナルは、

心筋虚血および圧負荷に際して心筋保護効果を示すことが明らかとなった。その機序の少なくとも一部は、

前者においてはアポトーシスの抑制により、後者においては心筋組織の血管新生の促進により説明できる

ことが示唆された。さらに我々は、ヒト心筋の虚血再灌流傷害に対する内因性 Epo-Epo 受容体系を介する

シグナルの役割を検討するため、冠動脈インターベンションが成功した101人の急性心筋梗塞症患者にお

いて、経時的な血清クレアチン・キナーゼ値から推定される梗塞サイズと来院時の血清 Epo 濃度の関係を

検討した。多変量解析の結果、血清 Epo 濃度は再灌流後の血流改善の指標および梗塞前狭心症の存在

と共に梗塞サイズを予測する独立因子であった。以上の研究からマウスおよびヒトにおいて内因性

Epo-Epo受容体系が心筋保護に重要な役割を持つことが示され、今後、心血管系のEpo-Epo受容体系が

新たな心臓疾患の治療標的となる可能性が示された。 
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シンポジウム 

 

Unbalanced androgen receptor signaling in the PEARKO (prostate epithelial 

AR knock-out) mouse: a model of early stage human prostate malignancy 

 

 

McNamara KM, Handelsman DJ, Simanainen U. 

Andrology Department, ANZAC Research Institute, Sydney, Australia 

 

 

The PEARKO (prostate epithelial androgen receptor knockout) mouse has transcriptionally inactive 

androgen receptor (AR) in the epithelial layer but normal AR in the stroma of the prostate. The epithelial 

AR mutation in PEARKO prostate leads to increased epithelial proliferation, abnormal structural 

differentiation and areas of epithelial abnormality that resemble early stages of human prostatic 

intraepithelial neoplasia (PIN). Features of human PIN include increase in AR and the androgen amplifying 

5α reductase (5αR) enzyme expression. To determine if the PEARKO lesions mimicked the human PIN, 

we determined the expression of AR and 5αR subtypes 1 and 2 (5αR1, 5αR2) as well as estrogen 

receptors α and β (ERα, ERβ) in the PEARKO lesions. Similarly to human PIN, the PEARKO lesions 

were strongly immunopositive for the androgenic markers AR and 5αR. In addition, the PEARKO lesions 

showed increased ERα immunopositivity compared to surrounding tissue as well as strong ERβ 

immunopositivity. Despite the hyperproliferative epithelia in PEARKO prostate, the epithelial lesions do 

not progress onto high grade PIN or prostate cancer (one year follow up). Therefore, we used the well 

established long-term (20 weeks) testosterone + estradiol (E2) treatment to determine if the PEARKO 

epithelial lesions were susceptible to neoplastic transformation. Long-term hormone treatment increased 

the PIN incidence and resulted in high grade PIN and carcinoma in PEARKO prostate demonstrating that 

the early stage lesions in PEARKO prostate can progress to carcinoma. Due to similarities in structural, 

steroidogenic and pathological response between the PEARKO mouse and human PIN lesions we suggest 

that the PEARKO mouse may be a stable model for future research investigating pathogenesis of prostate 

cancer.     
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