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【はじめに】 

本研究室長である河原教授に多大なるご指導とご尽力を賜りました結果、

記念すべき第 20回日本病態生理学会におきまして研究奨励賞を受賞することが

できました。この場をお借りして深く感謝致します。また審査に関わった先生

方、そして発表を聞いて下さった先生方に厚く御礼を申し上げます。これから

の研究人生において、何よりも代えがたい糧となりました。今後とも病態生理

からの応用研究を通して少しでも人々の役に立てるよう、精進していきたいと

思います。本当にありがとう御座いました。 

 

【研究背景】 

  虚血などの障害時では、細胞から細胞外に対してエネルギー源である ATP

が放出される現象が認められている。その放出経路として ABC transporter、

maxi-anion channels、connexin or pannexin hemichannels、voltage dependent or 

independent anion channels などが同定されている。放出された ATP は、隣接する

細胞あるいは自分自身のATP/ADP感受性受容体であるプリン受容体にリガンド

として働き、細胞外のシグナルを細胞内に伝達する。ATP 感受性プリン受容体

（P2受容体）はイオンチャネル型の P2Xと三量体 Gタンパク質と共役した P2Y

がある。第 19回の本会で、グリア細胞であるアストロサイトが虚血耐性効果を

惹起するためには、ATP-P2Y 受容体シグナル伝達を介した細胞外情報伝達由来

で細胞間同士の Ca
2+情報伝達機構（Ca

2+波）の活性化が関係している可能性を報

告した。 

近年、P2X7受容体を構成するチャネルが pannexin（Px）である可能性が示

唆された。Px hemichannels の開口時には 900 kDa以下の分子を通過させ、脳虚

血模擬時などでは、1) P2X7受容体由来で細胞内に Ca
2+流入が生じること、2) 細

胞内 Ca
2+濃度上昇が hemichannels を開口すること、3) 神経細胞では速やかに

hemichannels が開口して ATP やグルタミン酸などが放出することなどが報告さ

れている。脳虚血模擬時では、アストロサイトの Px hemichannels から、ATP や

グルタミン酸が細胞外に放出され、過剰に神経細胞を興奮した結果、神経細胞

死が生じる可能性も未だ議論されている。 

 



【研究目的】 

虚血時に P2X7受容体阻害剤を負荷して Px hemichannels を閉口することで、

不必要な ATP やグルタミン酸放出が抑制され、その結果として神経細胞を保護

する可能性が容易に考えられた。そこで、まずアストロサイトの虚血時におけ

る Px hemichannels の開閉に関する挙動を把握することにした。 

 

【実験材料と結果】 

ラット大脳皮質由来アストロサイト培養系に対して、虚血模擬（脱グルコ

ース、脱酸素）を行い、P2X7受容体阻害剤有無群における細胞外 ATP 濃度を測

定した。D ルシフェリン－ルシフェラーゼ反応を用いたキットで ATP 濃度を測

定した。P2X7受容体阻害剤には Brilliant Blue G（BBG）及び KN-62 を用いた。 

虚血中は神経細胞での報告と同様に Px hemichannels が開口しており、その

結果として ATP 放出が増加する可能性が考えられたので、P2X7受容体阻害剤負

荷により Px hemichannelsを閉口させると有意に細胞外ATP濃度が減少すると予

想した。しかしながら本研究結果では、逆に P2X7受容体阻害剤負荷により、有

意に細胞外 ATP 濃度が増加しており（図 1）、蛍光色素 lucifer yellow の取り込み

試験より、確かに Px hemichannels が開口することがわかった。一方、Px に関連

した RNA 干渉を処置したアストロサイトでは、P2X7 受容体阻害剤負荷による

ATP 濃度上昇（図 2）や lucifer yellowの取り込み率が有意に抑制された。様々な

検証試験より、アストロサイトは虚血時には Px hemichannels を閉口する可能性

が考えられ“ATP 放出に関する負帰還制御機構”が存在することを示唆できた。

また、この負帰還制御機構により長時間の虚血模擬に対してアストロサイトが
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図 1: 細胞外 ATP 濃度に関するグラフ. 虚血模擬処置 2 時間後の細胞外 ATP 濃度を 100%

として, P2X7 受容体阻害剤負荷群における ATP 濃度を算出した. sOGD; 虚血模擬, 

BBG or KN62; P2X7受容体阻害剤負荷群. （*
p < 0.05 or 

**
p < 0.01, paired-t-test） 



抵抗性を有することを、LDHを用いた細胞障害の検証により把握できた。 

 

【考察】 

  アストロサイトが虚血に暴露されると、1) 細胞外に ATP が積極的に放出さ

れ、2) P2Xまたは P2Y 受容体に作用して、3) 細胞外または細胞内シグナル伝達

経路を介して Px hemichannels が閉口することで、4) 不必要な細胞外への ATP

放出が抑制されるため、5) 長時間の虚血に抵抗性を有する可能性が示唆できた。

我々は現在、P2Y受容体下流シグナル伝達経路が細胞内から Px hemichannels の

開閉を行っている可能性を考え、特に一酸化窒素の関与を疑っている。また、

この ATP 放出に関する負帰還制御機構がアストロサイト特有のものであるのか、

神経細胞との共存培養系においても発動するのか否かを研究している最中でも

ある。今後の本会で機会があれば報告したいと願っている。 

虚血が発症した場合、早期の血流回復が最も重要な治療法であるが、再灌

流障害などの疾患に Px hemichannels の開口が関与していないか、もし関与して

いる場合は Px hemichannels を閉口することで再灌流障害が抑制できないか等を

今後は研究していきたいと考えている。我々が発見した ATP 放出に関する負帰

還制御機構が、病態生理学の進歩に少しでも貢献できれば幸いである。 
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図 2: 虚血模擬処置 2時間後の細胞外 ATP 濃度を 100%（図中(-)で表記）として, scramble 

RNA干渉（siCont）、Px hemichannels RNA干渉（siPx1）処置群における ATP 濃度

を算出した. P2X7受容体阻害剤負荷による細胞外 ATP 濃度上昇が Px hemichannels

の RNA 干渉により生じなくなった.（*
p < 0.05 or 

##
p < 0.01, paired-t-test） 

 


