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Stretch-Relaxationによる真皮線維芽細胞の

増殖および分化への影響
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Althoughdermalfibroblastsreceivestretchandrelaxationexertedbymusclemove-

ment,biologicaleffectsofthemechanicalforceinthecellsremainsunclear.Inthepre-

sentStudy to assesseffectsofsもTe油 and Fe且axation on cellproliferation and

myoribroblastdirrerentiationordermalribroblasts,cellsWereloadedinabiaxial

straindevice,whichwascontrolled by computer. Cellsweresubjected to cyclic

sigmoidalst.retch and relaxation atsix cycles/min with lO% maximum change.

Immunoblotassayshowedthaも α-smoothmuscleaCtin(ty-SMA)expressionofcells,

e油eTenhancedbytransfoTming酢OWthfactor-β1 (TGF-勘 )oynot,wasdecreased

byCyclicstrain.Flowcytometrysuggestedt･hatallcells,eitherstimulatedwithTG

F-lil0rnot.decreasedthe α-SMA expressioninresponsetothestrain. Immuno-

fluoreseencemicroscopyshowedthattherewerestar-like.spreadcellsthatwerehighly

positivefor a -SMAandspindlecellsthatwerenegativeorslightlypositivefora-

SMA,andthattheratiooftheformercellstothelatteroneswasdecreasedinre-

sponsetothestrain.Thecellnumberwasincreasedinstrainedcellscomparedwith

non-strainedones,andTGF一声 tShowedanadditionalerreetto thestrain-indused

stimulationorcellprolireration.Conditionedmediumfromcellssubjectedtothecyclic

strainhadnoeffectoncellproliferationnora-SMAexpressionofnon-strainedCells,

indicatingthatthestrain-inducedeffectswerenotmediatedthroughautocrinemecha-

nism.Genisteinabolishedboththestimulatoryerrectorstrainoncellproliferation
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anditssuppresiveeffecton α-SMA expression,whereasstaurosporineandpertussis

toxindidnot.Thesedataindicatethatthest-rain-inducederrectsonbothcellprolir -

erationanda-SMAexpressionaremediatedbytyrosinekinase-dependentmechanism.

Keywords:dermalfibroblast,myofibroblast-,α-smoothmuscleactin,TGF-i31.

stretch-relaxation

真皮線維芽細胞,筋線維芽細胞,a-smoothmuscleaetin,TGF-/3I,

伸展弛綬刺激

は じ め に

線維芽細胞は,創傷治癒や隈器の線維化,上皮系腫痔

に対する間質の反応などの生理的および病理的状態にお

いて表現型が変化する112).筋線維芽細胞はこのような

状況下で線維芽細胞が変化 したもので,破痕形成におい

て重要な働きをしている.この細胞には中間系フヤラメ

ントや接着構造などの平滑筋細胞に認められるいくつか

の構造が存在することが電顕的に確認されている.α-

smoothmuscleaetinLα-SMA)はアクチンの 1

型で,収縮作周をもつ 3湖 .このタンパクは筋線維芽細

胞の免疫染色のマーカーとして用いられている 215161

線維芽細胞の表現型の変化のメカニズムに関してほとん

ど解明はされていない.しかし,最近,生理的 ･病理的

状況下で,細胞外基質の炎症細胞や間質細胞から分泌さ

れる様々な成長因子やサイトカインが,線維芽細胞の分

化においてどのような働きをしているのか研究が進めら

れている.transrol,ming gl･OWthractor一石 (TG

F-/ブ1)は基質再構築において重要な調節を担ってお

り7),おそらく線維芽細胞の酎 ヒの調整も行っていると

考えられている.

細胞は,それが属する組絶や臓器自身が持つ張力とそ

の組織や臓器の周囲からの張力を受けている.この力に

対 し,細胞は.遺伝子発現やタンパク合成,形態変化と

いった様々な反応をする81.寅皮線維芽細胞もこのよう

な2種類の物理的な刺激を受けているように思われる.

1つは関節の曲げ伸ばしで生 じるような伸展 と弛横で.

もう1つは線維芽細胞同士が引っ張 り合って生じる持続

的な張力である.伸展と弛緩の繰 り返し刺激 (以下,悼

展弛緩刺激)により.真皮線維芽細胞は整然と並び,pp

60sreの活性を高める9).また,持続伸展刺激の強さは,

筋線維芽細胞への分化における TGF-I131の効果に景三

響 していが 0).これらの事実は,線維芽細胞が張力に対

し生物学的に反応する能力を持つこと,さらに筋線維芽

細胞への分化に影響 している可能性があることを示唆し

ている.

本研究の目的は,真皮線維芽細胞の増殖と筋線維芽細

胞への分化における伸展弛緩刺激の効果を究明すること

である.本研究により,伸展弛横刺激は,細胞増靖を促

進 し,かつその分化を抑制すること,さらにこの効果に

は proteint.),rosinekinase(PTIく)を介したメカニ

ズムが関与することが明らかとなった.

材 料 と 方 法

l)細胞培養

4名の患者について,良性腫蒔周囲の軽骨皮帝より初

代の衆皮線維芽細胞の採取を行った,年齢,性別,採取

部位については,表1に示した.37℃,5%COL,インキュ

ベー ター内で,10%胎仔 ウシ血清 (FCS)(Gibco

BRL社,Nl',USA)加 Dulbecco'snlOdiriedEa-

!･IL∴､Ih.･LiLH:Il ll.1111.＼1 .<Jt:,＼●＼.ヒ.＼!.,､.しト＼

で継代を行った.実験には4代-10代の細胞を用いた.

2) 伸展弛横刺激

細胞は0.01%EDTA･0.02% トリプシンでデ イシュ

よI)剥離 し,1mg/mlsoybean トリプシン阻害剤

(SIGMA 杜)加 DMEMで中和し,底が伸縮する 1型

コラーゲンコー トの6穴プレー トFlexplate(Flexcell

礼,PA,USA)に移し,1%FCS加 DMEM で24時

間培養 した.その後.long/mlTGF-lil(Pepro

tec社,NJ,USA)添加 1%FCS加 DMEM ない し

TGF-i31を添加 しない 1%FCS加 DMEM で各々72

時間培養した.それぞれ対応する培地で培地交換を行っ

た後.細胞伸展器具 FX3000(Flexeell社)で刺激を

加えながら同様の培地で72時間培養を行った.この装置

は,培養プレー トの下からポンプで除圧を加え,佳意の

周期と伸展率で,再現性よく伸展弛緩刺激

ができる.1分間に6回の周期で長大伸展塞

加えること

が10%で正

弦波型の伸展弛嬢刺激を加えた.対照実験として,同 じ

プレー トに培養 L.1%FCS加 DMEM で24時間培

養し,long/mlTGF-i31添加 1%FCS加 DMEM
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表1 食皮線維芽細胞を搾取した4例

症例 年令 性別 托耽部位

l
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下

顔

上

背

ないし TGF-I31を添加 しない 1%FCS加 DMEM

で72時間培養後,伸展弛緩刺激を与えず 72時間培養を

行った,実験の最終段階で,継代時の細胞密度が 1ウェ

ルあたり3xlO5eellsの時コン7ルエン トになり,1

ウェルあたり6Ⅹ104cellsの時はサブコンフルエン ト

になることを確認している.

3) ウェスタンブロット法

細胞密度を1ウェルあたl)6Ⅹ104cellsで開始 し,

上述の通り培養した.ただし,伸展準は5%でも行った.

氷上で 1mM Na3VO4添加リン酸緩衝液 (PBS)

で洗浄後.0℃で細胞溶解用横衝液 (50mM Tris/

Hel,pH7.4,5mh,IEDTA.150mh･･tNael.lワb

SDS,lmhJ･iNa3VO.I,50m九･,INaF,1%Nonidpt

p-40.1%sodium deoxycholate,0.1mM PMSF,

1/Lg/mlaprotininト で溶解 した,不溶性の物質は

12000xg.15分間遠心 し,除去 した.

タンパク濃度は BCA proteinasseykit(Pierce

礼,IL,USA)を用いて測定した.SDS試料調製用緩

衝液 (125mM Tris/HCl,pH6.8,69もSDS.40%

ショ糖,0.02%プロム7ェノールブルー,6%2-メル

カプ トメタノール)を加え.95℃で5分間煮沸した.ミ

ニウェスタンブロットシステム (BioRad杜,CA,

USA)を用いて等量のサンプルを10%SDSゲルで 電気

泳動 した後,分離されたタンパクを PVDF メンブレ

ン LAmereham 社.Buckinghamshire,England)

上に転写した.1%ウシ血清アルブ ミン (BSA)を含

む TBS-0.1%Tween20(SIGMA 社)で4℃で一晩

ブロッキングを行った.抗 α-SMA ない し抗 I3aetin

マウスモノクローナル抗体 (いずれも SIG九･･IA 杜)と

(HRP)標識の抗マウス IgG ウサギ抗体 (DAKO札

Glostrup,Denmark)と室温で2時間反応させた衡

ECLウエスタンプロ･ソト検出システム (Anlel･Shanl

社)を用い,X線フィルム Hybond-P(Amersham

社 ) に現像 した. イメージスキ ャナー GT-8000

(EPSON 杜,Nagano,Japan)で画像を取 り込み,
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h･･IacOS 9 (Apple Computer.Cupertino.CA.

USA)上で画像解析プロ'/ラム (NIllimage:NIIli

DivisionorComputerReserehandTechnology,

MD.USA)を開いて解析 した.′3actinの発現を用い

て(r-Sh:･IA の標準化を行った.

4) フローサイ トメ トリー

各ウェ ルに6xlOleellsずつ線維芽細胞を加え,同

様の培養条件で培養 した.つまi)TC.F-/31非添加 ･

伸展弛緩刺敵なし,TGF-,31非添加 ･伸展弛横刺激あ

り,TGF-i31添加 ･伸展弛緩刺激なし,TGF-/31添

加 ･伸展弛緩刺激ありの4群の実験を行った.トリプシ

ン処理後. 1mg/nllso),bean トリプシン阻害剤加

Dh了IE九L･Ⅰで中和 した.浮遊細胞は PBSで 2回洗浄 L.

4℃にて30分間4%パラフォルムアルデヒドで固定 した

徳,室温にて0.02%ToritonX-100で10分間浸透さ

せ,細胞膜の透過性を高めた.PBSで 2回洗浄 し浮遊

させた後.抗 oL-SMA モ ノクローナル抗体で反応 させ

た.3回洗浄し,室温にて fluoreseeinisothioeyanate

(FITC)標識抗マウス IgG ウサギ抗体 (DAIくO 社)

で30分間反応させた.各サ ンプル IxlOleells以 卜を

FACScntl(BtゝctonDickeinson社.CA,LTSA)で

解析 した.

5)免疫染色による形態観察

各ウェルに3xlO4eellsずつ線維芽細胞を加え,同

様の培養条件で こl群の実験を行った.洗浄後.4℃にて

30分間竣%パラフォルムアルデヒドで固定 し,室温にて

0.02%ToritonX-lOOで10分間浸透させた,PBSで

2回洗浄し,室温で抗oISMA モ ノクローナル抗体,

FITC標識抗マウス IgG ウサギ抗体 (DAKO杜)で

各 々30分間ずつ順次反応 させた.蛍 光抗 体顕微鏡

Axioseop(CarlZeiss社.Oberkoehen.Germany)

で観察した.

6)細胞増殖

各実験群で 6ウェルずつ培養 して検討 した.初期細胞

数を1ウェルあたり3xlO4cellsとし.前述の条件で7

2時間培養し.その後10%伸展率で伸展弛緩刺激を72時

間与えた.トリパンブルーで細胞を染色し.顕微鏡下に

計数器で細胞数を計測した.データは平均値士標準偏差

(SEM)で表示し,対応のない2群の t検定を行った.

p値が0.05未満を有意差ありとした.

7)細胞増殖とα-SMA発現における培兼上清の

影響

喪皮線維芽細胞の増殖や筋線維芽細胞-の分化が,伸

展弛緩刺激によって分泌された成長囚~f一によってなされ
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図1 伸展弛壌刺激に対するa-SMA発現の影響のウェスタンブロット法所見

TGF一銅 掴 咽 /ml)を添加もしくは衡 添加で72時間培養乳 72時間伸展弛緩刺激 摘 回漕 )を与えた線維

芽細胞と静置した細胞につき.r)ェスタン7●ロ､ソト法による0--Sh:tA解析を行った.対照 としてJ3aetinの発現

を示 した (a).イメ-ジスキャナ-で画像を取 り込み,MacOS9上で画像解新プログラム 掴fHima耶 )を用い

てタンパクの半定量を行った.α--･SMA/′.3aetinの比をとり,TGF･-il熊添加で非伸展弛緩刺激細胞のサンプ

JLlを100とした (bl.TGF--[.I1の有軽によらず.伸展弛横刺激によりa･一一Sh,IAの党規が抑制された.
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図2 伸展弛緩刺激に射するぼISMA発現の影響のプロ-サイトメトリ-所見

伸展弛緩刺激を与えた線維芽細胞と静置した細胞を浮遊させ,a-SMAで免疫染色し,プロ-サイ トメ トリ-

を行った.TGF-β1無添加 (a),TGF-Pl添加 (ら)とも伸展弛嬢刺激によりα-SMAの発現が低下し,グラ

ブは左方に平行移動した.

ているのか否か検討するため,ま0%伸展刺激を72時間与

えられた細胞と,刺激を与えられていない細胞の培養上

清を剛 叉した.新たに線維芽細胞を Flexplateに移 し,

この培養上清を加え,伸展刺激を与えず72時間培養した

その後,前述のように細胞数の計測と,ウェスタンブロッ

ト法によるa-SMA の発現の検討を行った.

8)細胞増殖とα-SMA発現における蛋白キナ-

せ,PTk など受容体阻害薬の影響

伸展弛緩刺激によって生 じた細胞増殖と分化を介する

シ グ ナ ル伝 達 経 絡 を検 討 す る た め , dyme抜yl

sulphoxide(DMSOH SIGMA 社)に潜解 した百 EI

咳轟(pertussistoxinH lOng/mlHCALBIOLIHE九:･Ⅰ

社.Darmstadt,Germany),staurosporin(ヨon九:I)

(STGMA fIH,genistein (300′tLh･:I)(SIGMA 社 )

ないし DMSO単独 (125nl/ml)を伸展弛緩刺激開始

2時間前に添加 し,72時間伸展弛礎刺激を加えた.細胞

数を計測 し,ウェスタンブロット法でa-SMA の発現

を検討 した.

結 果

1) α-SMA の発現に対する伸展弛緩刺激の効果

最初に,筋線維芽細胞のマ-力-であるa-SMA の

発現に対する伸展刺激の効果を,ウェスタンブロット法,

フローサ イトメトリーおよび免疫染色を用いた形態観察

で検討 した.ウェスタンブロット法では複症例につ き検

討 したが,いずれも伸展弛緩刺激によりa-SMA の発

現が著明に減少した (図1aL図1は症例2の代表例を

示す.凝太伸展率5%の細胞で も抑制は認め られたが,

10%のものに比べ抑制率は低~卜していた (チ-タ示 さ

ず1.このため,後の'-=f験は伸展宰10%で施行した.α-

sh:IA と.;jactinの党規をイメージスキャナーで取 り込

み.画像解析プログラムでバン ドの強度を半定量化 し,

a-SMA のバンド強度をβactim のそれで標準化 した

(図1b).この症例では.TGF-Jl無添加では伸展弛

磯刺激により群…SMA の発現が 68.4%に減少 した.

非伸展弛緩刺激細胞では TGF-β1添加により｡-S

MA の発現が 2.01倍に増加 した.TGF-ijlによって

先進したα-SMA の発現は,伸展弛横刺激によl)43.3

%に減少 した.つまり,伸展弛緩刺激 は TGF榊 勘
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図3 lEll展弛綿利敵に対するaMSMA 党規の啓三骨の免疫染色所札

TGF-,31(long/ml､)を添加もLくは無添加で72時間増産後.72時間伸削 也緯刺激 (6IJrT召ナlを与:iた線維

芽細胞と静置した細胞につき.(～ ShL＼で免疫染色を行い.蛍光蹄微錆で形態観察を行一･一た.図は耳lLI燕rjlでrllL",F

.,?1無添加し/)ち())を示す.伸展地線刺激fiJl]'･え/=細胞 (bうは.･J伸J敵細胞 Lalに比べ,くrA-Sh･･lA強陽性U)線維を

持ち.伸展し/+=細胞卜矢印卜が少なか･-た.

の有無に関わらずα-SMA の発現を抑削するが戸将に予

の方がより大 きかった｡

-/tト-サ イトメトリーでは症例1と症例2につき検討

F-β1非存在下,非伸展弛緩刺激細胞ではa-SMA は

比較的発現が低いが,伸展弛礎刺激により更に低下 した

(図 2al.(-LILil･･Ij＼発現は TL",ド--･-･--i～1添加によi月卜

添加に比べ高 く,JJ:･･,.)た し図 2aと図2bを比較).TGF-

/?1添加によi)在進 した(申酎 也載利敵細胞の(一一一SMA

発現は.伸展弛緩刺激によi)低 卜していた (図2bl.こ

れらの所見はウェスタンブロット法で得られた結果と合

致する.TGF-勘 存在下および非存在下の何れの条件

緩刺激によ吟左方に平行移動 してお り,そのグラフに分

裂や肩は認められなかった.TGF-勘 非存在下での伸

展弛緩剤激細胞 と非刺激細胞の平均蛍光強度は,各々

77.51,1L)5.55で.TGF-131存在 下での伸展弛緩刺激

細胞 と非刺激細胞の平均蛍 光強度は 139.10,306.71で

ある.

蛍光顕微鏡による形態観察は症例且と症例2につき行っ

たが,紡錘形の細胞と,広がった星形の細胞の 2種が観

察された.またそれぞれの実験で 2榎の細胞の長軸は無

秩序碍方向であった.α-SMA 強陽性の線嫌 は , 鼠形

(/')細胞の細胞質に多数観察されたが.坊錘形の細胞には

ほとんど認めLT)れなか･/〕た (図 31.図3は症例 1を示

す.阜~洞 .;,潮目泡/紡錘形細胞の比は T(i,ド--･･,･71存 在 下 で 増

加した.伸展他紙利敵は rr(i.ド-.I;ilL･')fJ一重 に 関 わ ら ず

こ(/汀Lを低 卜させた.この形態学的,免疫 化学 的 検 索 は .

星形の広が-,'/+=細胞は筋線維芽細胞に該当することを示

している-1''.

2) 細胞増殖に対する伸展弛緩刺激の効果

次に,線維芽細胞の増殖における伸展弛嬢刺激の効果

を検討 Lた.72時間,最 大伸展宰100,0の利敵を与え,細

胞散を計測 した.症例1と症例 2につき検討 したが,2

症例とも同様の効果が認められた.図 上1は症例2を示す,

long./mlTL17F-リ 1添加によっても,伸酎 也横刺激に

よっても,細胞増殖は促進された (図 4).この症例で

は,伸展弛緩利敵により1.15倍の細胞増加率を示 した

のに対 し,TGF-β1添加では 1.23倍の増加率であっ

た.T(i.ド---,･flを添加 し伸展弛緩刺激 を加えると 1.56

倍の増加宰を示し,単独の効果の相加をやや上rlil,･.'てい

た,このヂ-タより,伸展弛緩刺激単独で細胞増殖 を促

進するが,TGF-βlによりこの伸展弛緩刺激効果は,
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図4 伸展弛緩刺激に対する細胞増殖の影響

TGF-,LJ1L10ng/ml)を添加もしくは蝋捌口で73時間培養筏.72時間伸展弛緩利敵 (6札/汁)を与え/+I

線維芽細胞と静覆したものの細胞数を計測した凋瞳値は6ウェルの平均値とし,標準偏差 摘D)を誤差線

で示した,TGF-声1の有季酎こよらず,伸展弛緩刺激細胞と非刺激細胞間で有意差が認められた

増強されることを示す.

3) 伸展弛緩刺激細胞と非刺激細胞の培薫上清の細

胞増殖とα-SMA発現への効果

72時間静置したものと10%伸展弛緩刺激を与えた細胞

の培養上清を新たに準備した細胞に加え.72時間培養L

た.症例1と症例2につき検討した.図5は症例 2を示

す.細胞数 (図5a)とot-Sh:IA 発現 (図5b)は伸

展弛嬢刺激を受けた細胞の培養上清と刺激を受けていな

い細胞の培養上清とで著明な差は認められなかった.こ

のことは,伸展弛緩刺激による細胞増殖促進作周と館-

SMA の発現の抑制作用は autocrine機構を介さない

ことを示している.

4)伸展弛緩刺激による細胞増殖促進作用とα-S

MA発現抑制作用へのシグナル伝達機構の検

討

細胞増殖における伸展弛緩刺激のシグナル伝達経路を

検討するため,症例 2につき,DMSO に溶解 したプロ

テ fンキナーゼ C阻害薬 (st･11urOSPOrine).G タン

パ'/阻害薬 (打日[咳毒).PTlt阻害薬 Lgenistein)な

いし DMSO 単独を添加 し.細胞を72時間静置もしく

は伸展弛緩刺激 した.対照である Dm:ISO 単独添加群

では伸展弛緩刺激は細胞増殖を促進 した (図 6).すな

わち,伸展弛緩剤激細胞の数は常に有意に葬制激細胞 よ

iH曽加していた (pく0.05).対照に比べると.いずれの

阻害薬 も細胞増殖 を抑制 したが,伸展弛緩刺激 は
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図5 伸妓弛嬢刺激に対する細胞増殖とa-SMA発現の尊王響 :autocr_

ine職情の検討

伸展鞄嬢刺激を72時間与えられた細胞と,刺激を与えられていない細

胞の糖蜜上清を回収し 新たに用意した線維芽細胞をこの上酒で伸展刺

激を与えず 72時間培養した.その後,ウェスタンブロット法で a-SM

Aの発現を検討しLa).細胞数を計測した (b).細胞数.a-SMA 党規

とも伸展弛嬢刺激細胞,非刺激細胞間で差は認められなかった,

staurosporine,百 日咳毒によるこれらの抑制効果 を低 しく抑制 したことを示す.

下させ.その細胞数は非刺激条件下の細胞数より有意に

多かった (p<0.05).それに対 し,欝enisもein存在下で

は伸展弛緩剤激細胞 と非刺激細胞で細胞数に明らかな差

はな く,genisteinが伸展弛緩刺激の増殖刺激効果 を普

甜-SMA 発現抑制における伸展弛嬢刺激のシグナル

伝達経路を同様の方法で検討 した (図7a).i.?actinで

標準化 したのち,伸展弛緩刺激 したものと静置 した もの

で α-Sh･･,IA の発現を比較 した (図7b).D九･iSO単独
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図6 伸展弛緩刺激に対する細胞増殖の影響 :シグナル伝達経路の検討

伸展弛緩刺激によるシグナル伝達経路の検討を行うため,伸展弛緩刺激を与える2時間前にDMSOで溶解 した

staurosporinp(2OIlh什 F']'rl咳毒 し1Ong/m圧 gpnistein(300,,IMlないしDMSO単独 し125111/mlトを添加,72

時間培養しァ細胞数を計測した.測定値は6ウェルの平均値とし,標準偏差 (SD)を誤差線で示した.監enisteinの

みが伸展弛緩刺激細胞と非刺激細胞で有意差が認められず,伸展弛緩刺激効果を阻害した.

添加による対照では,常に伸展弛緩刺激 によ りa -

SMA の発現は押倒された,staurospoTine,百 日咳毒

存在下でも,伸展によりα-SMA の発現は抑制された.

しかし,酢nistein存在下では伸展によるa-SMA 発

現抑制は認められなかった.このことは genistein が,

伸展弛緩刺激によるa-SMA 発現の抑制を阻害 してい

ることを示している.

これらの現象は,伸展弛緩刺激による細胞増殖とa-

SMA 発現抑制は PTK 伝達経路を介す ことを示 して

いる.

考 案

本研究により次のことが明らかになった.(日 揮展弛

緩刺激が薬皮線維芽細胞の増殖を促 L,TGF一鋸 が相

加的効果をもたらす.これに射 し,伸展弛磯刺激が TGF

一勘 の有無にかかわらず, a-SMA の発現 を抑制す

る.(2)伸展弛緩刺激に対する増殖とα-SMA の発現

の抑制は,autocrine機構を介さず,PTK 伝達経路 を

介する.

TGF一針 は,細胞増殖,分化,細胞分裂,アポ トー

シスを制御するサイ トカインの一日日日-榎である7)li)12),とく

に,間葉系細胞に射 し主に働 き,線羅芽細胞の筋線維芽
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図7 伸展弛緩刺激に対するO-SMA党規の配管 :シグナル伝達程路の検討

伸展弛緩刺激によるシグナル伝達経路の検討を行うため,伸展弛緩刺激を与える2時間前に statlrOSpOrine,育

H嘆息 genisteinないしDMSO単独を添プ虹 72時間培養し,ウェスタンプロ､ソト法による伸展弛緩刺激に対する

a-SMA発現を検討 した.対照 とLてI3aetinの党規を示 した (a).イメージスキャナーで画憶を取 l)込み,

MacOS9上で画像解析プログラム (NIHimage)を用いて半定量し,(r-Sh,IA/i]aetinの比をとり.DMSO単

独.非伸展刺激細胞のサンプルを100 とした (b).genist-einのみが仲朕弛嬢刺激効果を阻害Lた.
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細胞-の分化や階層原線維.フィブロネクチン.tissue

inhibitorofmat･rixproteinase-1 (TI入:IP-1)

発現を促進し.matrixmetalloproteinase-1(Mh,I

P-1)の発現を抑制する.この作用により,TGF-鋸
は創傷治癒とその癒痕収縮や線維性疾患で重要な役割を

果たしていると考えられている.

TGF-I31の濃度は本実験では 10ng/mlで朋いた

那,創傷治癒における4日目から8日目の組織率濃度と

同等である131.既に報告されている111ように,本実験

においても,この濃度の TGF-β1により寅皮線維芽

細胞の細胞分裂が促進された.さらに,TGF-Iブ1単独

ないし伸展弛緩刺激単独の細胞分裂促進効果は小さかっ

たが,同時に作用させるとその効果は,個々の効果の総

和よりもやや大きく,TGF-(31と伸展弛緩刺激による

相加作周があることがわかった.伸展弛緩刺激とアンギ

オテンシンⅡの相乗効果が血管平滑筋細胞の分裂増殖作

用で報告されている刷.創傷治癒において,TGF…β1

や pletelet-derivedgrowthfat,tOrげDGF).fibro-

blastgrowthfactor(FGFl､epidermalgrowth

factor(ECTF).eonneetivetissuegrowthfactor.

insulinplikegr｡wt･hfactor-1などの成長因子やサ

イトカインが血小板や炎症細胞,肥澗細胞,血管内皮細

胞,線維芽細胞から分泌される15).伸展弛緩刺激は成長

刺激において,髄の成長因子やサイトカインと相乗もし

くは相加的に作用する可能性がある.

前述したように,ウェスタンブロット法,フロ-サイ

トメトリー,免疫染色による今回の検討により.T(:,Fl一

勘 が轟皮線維芽細胞のa-SMA の発現を増強するこ

とが明らかとなった.細胞増殖効果とは対照的に,伸展

弛緩刺激は TGF-/31で増強されたO-SMA の発現

を抑制 した.本実験の7ローサ イトメトリー所見では,

ウェスタンプロ､ソト法で示されたEZlSMA の党規の低

下は,伸展弛緩刺激がa-SMA低発現の締胞を増殖さ

せたためでなく,個々の細胞のα-Sm:IA 発現が低下 し

たためであることを示唆している.免疫染色による形態

観察で得られた所見では,各実験群でa-SMA 高発現

の星形に伸展した彬の細胞と,a-SMA 低発現の紡錘

形の細胞の2種が観察され,線維芽細胞の培養において

α-SMA は様々な比率で常に存在するという過去の報

Plの有季酎こかかわらず,伸展弛緩刺激により減少 した,

このことはウェスタンブロット法やフローサイトメト1)-

の結果と矛盾しない.a-SMA 発現に対する TGF-

勘 による刺激は間質のコンプライアンスのみでなく10),
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間質の伸展弛緩刺激によっても調整されることを示して

おり,過去に報告のない,新しい知見である,

活発に増殖する線維芽細胞では,α-SMA 合成が減

少するため細胞内のa-SMA畳は急速に減少する12).

伸展弛蔵刺激による(7--SMA 発現の抑制は,その刺激

によって増殖がjLL進したことと関連しているのかもしれ

ない.星形に広がった細胞ではa-Sh:IAがストレス7-T

l'バーに取 i)込まれる割合が高くなるが,最近.そのよ

うな細胞ではアポ トーシスを_F-i:_じにくいことが明らかに

されが 2).そのような細胞は収縮能力が高く,長く生 き

残ることが推測されるため.臓器の線維化において重要

な役割を担っているのかもしれない.α-SMA 高発現

の広がった細胞は,筋線維芽細胞と考えられている4)が,

筋線維芽細胞は強皮症における皮膚硬化の病態で麗質な

役割を果たしている6).伸展弛緩刺激は生体内においで

もa…SMA の発現を抑制し,筋線維芽細胞を減少させ

る可能性があり,強皮症の皮膚硬化の治療への応用の可

能性が示唆される.

培養において血管平滑筋細胞や線維芽細胞が伸展方向

に対し垂直に向きを変えることが報告されている緋7)18)

細胞はひずみを牽小限にするため,伸展方向と垂直にな

らぶと考えられている.しかし今回の実験では,真皮線

羅芽細胞の配列に特定の方向性は認められなかった.過

去の実験では 1Hzで20%の均一な伸展であったり17),

0.25Hzで25-30%最大伸展での18)刺激であった.本

実験では0.1Hzで最大伸展率10%で細胞に刺激を与え

た.伸展弛緩刺激の振幅や頻度,もしくは両方の違いの

ため細胞の配列の変化が生じなかったのかもしれない.

このような刺激でも細胞増殖促進作用やα-SMA 発現

抑制作周は認められるという事案から,それぞれの生物

学的な効果に必要な伸展弛緩刺激の強さや頻度に違いが

あることが推測される.

ある健の細胞では,伸展による細胞の成長や細胞外

基質の合成の刺激は,nut.oetline機構が関わってい

る19潮 .機械的な伸展は,腎のメサ ンギウム細胞で

TGF--I31の発現をもたらし,搭原線維や7 (プロネク

チン,ラミニンの合成を刺激する19).また血管平滑筋細

胞でPDGFの発現をもたらし,細胞増殖を刺激する20).

本実験では,伸展弛緩刺激を与えた細胞の培養上清を別

の非刺激細胞に加えたところ,爾細胞群閏で細胞増殖と

ぼ-SMA 発現に違いは認められなかった,このことか

ら,本実験での伸展弛緩刺激による細胞増殖と筋線維芽

細胞-の分化は.伸展弛緩利敵細胞から分泌された成長

因子は関わっていないことが示された.
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細胞がいかにして機械的な動きを関知するのか,未だ

解明されていない.粍輔的利敵によって生 じる細胞外

基質の変形は,細胞外基質の構成成分に結合する細胞膜

や †ンテグリン,膜結合受容体の変化に続いて生じると

思われる8).インテグリンはタリン,focaladhesion

killaSe(Fakl.バキシリン.ピンクリン,アクチン線

維といった細胞膜タンパクと結合し,細胞外基質から細

胞内.棺へと情報を伝達する2日221‥血管平滑筋細胞と心

線維芽細胞はインテグリン依存性で基質特異的に機械的

刺激を感知していることが示されている2312小.このこ

とは,真皮線維芽細胞における伸展弛緩刺激の生物学的

効果も.インテグリン依存性で基質特異的な横柄を介し

ていることを示唆している.伸展弛横刺激の α-SMA

党規抑制と細胞増殖促進効果は共に TGF-i31添加時

に-/L進した.TGF-I31は.増強された細胞外基質の沈

着を増やし,インテグリンの発現を先進させることが知

られているが,それによi)在駐線維芽細胞の基質-の接

着を完遂する25).今回の実験では,TGF一勘 を添加

した方が伸展弛緩刺激の細胞増殖促進反応 とoISMA

発現抑制作榊の両作用か大きかった.TGF-I31は甚質

と細胞の相互作鞘を活性化することによ暮),伸展弛緩刺

激効果を高めていることが推測される. 細胞の機械的

刺激によI.)牛じる生物活性におけるシグナル伝達機構に

は.PTl(.プロテインキナーゼ C,G タンパク,イオン

チャネルなどが関与していることが知られている81.午

回の賓験では,伸展弛緩刺激による線維芽細胞の細胞増

殖に対する促進効果とO-SMA 発現に対する抑制効果

の両方が genisteinによi)抑制された.伸展弛緩刺激

により PTIく活性先進やタンパクのチロシンリン酸化

が誘導されるのか確認していないが.この結果は伸展弛

緩刺激による両効果が PTK 依存性であることを示 し

ている.今回と同様に PTIく 阻害剤をF=Ih､た実験によ

O,伸展弛緩刺激の小腸上皮細胞の増殖と分化の促進作

用26)や腎メサンギウム細胞の TGF一鋸 誘導作用27)

も PTK 依存性であることが示されている.それに対

し.r-tlLt]咳毒と staurosporinでは両効果の抑制は認

められなかったことから.Gタンパクとプロテインキナー

ゼ C を介したシグナル伝達機構ではないと考えられる.

PTR には細胞膜を貫通する受容体型と,細胞膜を貫通

しない非受容体型がある28㌧ 受容体型には EGF l､e_

cept･orや FGF I.eCeptOl,.PDGF receptorなどの

成長因子の受容体が知られ,非受容体型には Fak など

focaladhesionに集積し,インテグリンと共役して鞭

能する分子が含まれる釦22).前述 したように培養上清

添加実験では,成長因子が関与していないことが明らか

となっていることから,受容体型の PTIくは関与せず.

非受容体型の PTIくが関与している可能性が高いと思

われる.心臓の線維芽細胞において,伸展弛横利敵はイ

ンテデT)ンを介して ext.racellularsignal-regulated

kinasetERK)と C-jun NH31t.erminalkinase

(JNIく)の活性化を誘導することが知られている24).細

胞外基質.インテグリン,ERK ない し JNK,そLて

桟にいたる一連のシグナル伝達機構が塞要な働きをして

いる可能性がある.

皮膚は泉も大きな臓器であるとも言われているが,坐

体の蝦外層にあi)種々の機械的な刺激に曝されている点

では内臓とは異なる環境下にあると言える.皮盾を構成

するもうひとつの主要細胞であるケラチノサイトが機械

的刺激に反応することがわかっている29)が,今回の研

究で東庄の線維芽細胞もそれに対して反応することが明

らかとなった.これらの緒梁は顔面皮膚のマッサ-ジの

意養,ケロイド形成における関節運動の影響,強皮症に

おける治棟への応用の可能性などを考える一助となるか

もしれない.
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