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　　　　　　　　　　　　はしがき

　糸球体上皮細胞（ポドサイト）傷害が慢性腎不全の進行因子である
ことがIgA腎症、糖尿病性腎症で示されている。
　ポドサイトは、生理的条件下ではもちろん、細胞傷害を惹き起こす
病的条件下でも細胞分裂を行なわず、また糸球体の成長過程を通じて
その数が不変である細胞として知られている。このことは、ポドサイ
トは神経細胞のように非常に寿命の長い細胞であり、さらに糸球体濾
過圧に常に直接にさらされていることを考慮に入れれば、ポドサイト
は傷害に強い細胞であるということができる。一端このポドサイトが
死滅するほどの傷害が生じた場合、その再生は行なわれず、不可逆的
な病変形成を惹き起こす。したがって、ポドサイトがどのように陰害
に反応し、これを克服しているのかを理解することは、糸球体におけ
る不可逆性病変の形成機序の解明、さらには治療・予防への新しい戦略

の道を開くものと考えられる。
　我々は、傷害に対するポドサイトの反応を理解するため、ポドサイ
ト傷害モデルであるラットpuromycin　aminonucleoside（PAN）腎症で、
ポドサイトが積極的に合成してくる分子群に注目してきた。その結果、

細胞間接着装置を構成する分子が重要な鍵を握っていることが明らか
となってきた。そのひとつであるCARは巣状糸球体硬化症の原因遺伝
子ポドシンと結合し、ポドサイト間結合に関わっている。また、ギャ
ップ結合を構成するコネキシン43は、ポドサイト傷害に密接に関連し
て劇的に変化し、機序は未だ不明であるが、コネキシン43はこの分子
の存在自体とギャップ結合の形成の両方によって、細胞の生存を促進
することが報告されている。しかしながら、ポドサイトにおいて、こ
れら細胞間結合分子が具体的にどのような役割を演じているのか・ま
た、これらによって構成されるポドサイト間接着装置複合体の全体像
がどのようなものなのか、明らかではない。本研究では、特異形質を
保持したポドサイト初代培養を用いて、細胞間接着分子の役割をより
明確にし、これらを含む細胞間接着装置複合体の全体像を構成分子群
から確定し、ポドサイトが傷害を克服していくための機序を明らかに

してゆきたい。
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研究成果

1．培養系でのポドサイト傷害アッセイ系の確立

（1＞ポドサイト初代培養系の確立：磁気ビーズを腎動脈より灌流し、

腎皮質を細切した後、コラゲナーゼで消化、メッシュを通してさら

に腎を細かくした。この組織片から磁石で糸球体を集め培養を試み

たところ、およそ5×105のオーダーのポドサイトを得ることができ

た。これにより、定量的な実験に用いることのできる数の初代培養

ポドサイトを得ることが可能となった。

（2）培養における細胞傷害モデルの確立：培養細胞として、より培養

の簡単なラット腎上皮細胞（NRK52E細胞）を用いて細胞傷害モデ

ルを検討した。斑貫階では、puromyc血a皿nonucleo8ide（PAN）腎

症を用いるが、培養系では血Viyoに相当するPANの濃度と時間で

は傷害が起こらなかったため、同じ活性酸素の産生によって細胞を

傷害するmenadioneにて検討した。50UM以上の濃度で30分以内

に高度に細胞傷害を惹き起こしてくることが分かった。以上の結果

を基に、ポドサイト初代培養細胞を用いて、in　vitro細胞障害を行

った。やはり、menadione　50μM以上の濃度で30分以内に細胞傷害

を惹き起こしてくることが分かった。

〈3）ポドサイト初代培養への遺伝子導入の検討：DNAの導入試薬と

して、Effectene、　Superfbct、　Lipofectarme、　FuGENE6、1｝ranSIT、

Nucleofbctorを用いた。ポドサイト初代培養への導入効率が高かっ

たものは、7）anslT、　Nucleofectorで、リポフェクション系試薬は、

1％前後の効率であった。ポドサイト傷害時に最も早く著明に増加し

てくるのがコネキシン43（Cx43）である。このCx43をsiRNAの標的と

して、siRNAの導入を7］ranslTで試みた。これにより、約4H間90％

のCx43遺伝子発現がポドサイト初代培養細胞で抑制できることが明

らかとなった。



（4）Cx43遺伝子抑制の効果：培養ポドサイトで上記の方法でCx43の

遺伝子発現を抑制した。したものとしないもので、menadione傷害に

よる細胞生存の差をみたが、差を示すことはできなかった。

2．ポドサイトの細胞間接着構成成分の同定：

PAN腎症をモデルとして細胞傷害時のポドサイトの変化を細胞間接

着装置および細胞骨格を中心に検討した。細胞間接着装置として、

ギャップ結合、タイト結合が新たに形成され、その成分として、Cx43、

Fat　1、CAR、プロトカドヘリン17が存在することが免疫染色、in　situ

hybridizationから分かった。また、細胞骨格としては、中間径フィ

ラメント（ネスチン、ビメンチン、デスミン）が増加してくること

が明らかとなった。そこでCx43、　Fat　1を指標にして、糸球体の膜

画分の精製を行い、一元電気泳動でクローディンの分子量に相当す

る部位を切り出し、LC・MSMSで分析したeその結果、クローディ

ン5，6，15を含む複数の分子を同定できた。さらに、特異抗体を用い

ることによって、クローディンファミリ…一・のうち6を含む複数のも

のがポドサイトに存在することが明らかとなった。

以上の結果より、ポドサイト初代培養系とその細胞傷害のアッセイ系

を確立することができた。また、ポドサイトのタイト結合の構成分子

としてクローディン・6をはじめて同定することができた。


