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論 文 内 容 の 要 旨 

 
 血小板の接着および凝集は，損傷した血管での血栓形成の最初のステップであり,一次止血におい

て重要な役割を果たしている。その一方で,血小板は心筋梗塞や脳卒中につながる血管イベントや血

栓形成に伴う血管閉塞に関与している。活性化された血小板からは炎症惹起物質のひとつである

soluble CD40 ligand (sCD40L) の遊離や細胞増殖因子である platelet-derived growth factor 

(PDGF)-AB の分泌が促進され,これらの作用によりさらに血小板が活性化される。 

 また，活性化血小板から産生・放出される主要なアラキドン酸代謝産物であるトロンボキサン A2

も,強力な血小板凝集作用を示す。トロンボキサン A2 はトロンボキサン受容体を介して p38 

mitogen-activated protein (MAP) kinase を活性化し,sCD40L を遊離することが知られている。 

低分子量GTP結合タンパク質の１つであるRhoおよびその下流にあるRho-kinaseは平滑筋収縮や

細胞形態制御など多様な細胞機能に重要な役割を果たしており,血小板においても細胞骨格系の調

節に関与していることが示唆されている。トロンボキサン A2は血小板において Rho/Rho-kinase 経

路を活性化することが報告されているが,その詳細は明らかではない。そこで本研究では, トロンボ

キサン受容体刺激によるヒト血小板活性化における Rho-kinase の役割を検討した。 

 

【対象と方法】 

 健常者から安静空腹時に静脈血を採取し,遠心分離法により多血小板血漿(PRP)を調整した。PRP

をトロンボキサン受容体アゴニスト U46619 で刺激し,レーザー光散乱システムを用いて血小板凝

集を測定した。血小板からの sCD40L の遊離および PDGF-AB 分泌は ELISA 法で解析した。Rho-kinase

活性化は,その基質であるアクチン結合タンパク質 cofilin のリン酸化を指標として,ウェスタンブ

ロット法で解析した。同様に，リン酸化 p38 MAP kinase レベルの測定にもウェスタンブロット法を

用いた。また,これらの反応に対する Y27632 (Rho-kinase 阻害剤),fasudil (Rho-kinase 阻害剤)お

よび SB203580(p38 MAP kinase 阻害剤)の影響を検討した。 

 

【結果】 

1) U46619(1 µM)は時間依存性に cofilin のリン酸化を促進した。 

2) Rho-kinase阻害剤 Y27632および fasudilは用量依存性(0,10,20,30 µM)に U46619による cofilin

のリン酸化を抑制した。 

3) Y27632 および fasudil は用量依存性に U46619 による血小板凝集を抑制した。 
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4) U46619 刺激による sCD40L の遊離と PDGF-AB の分泌は Y27632 および fasudil によって有意に抑

制された。 

5) P38 MAP kinase 阻害剤 SB203580 は U46619 刺激による sCD40L の遊離と PDGF-AB の分泌を用量依

存性(0,10,20,30 µM)に抑制した。 

6) Y27632 および fasudil は U46619 刺激による p38 MAP kinase のリン酸化に影響を与えなかった。 

7) 一方，SB203580 は U46619 刺激による cofilin のリン酸化に影響を与えなかった。 

 

【考察】 

U46619 が cofilin のリン酸化を惹起し, Y27632 および fasudil が U46619 による cofilin のリン

酸化を抑制したことから,トロンボキサン受容体刺激が Rho/Rho-kinase 経路を活性化することを確

認した。Y27632 および fasudil は U46619 による血小板凝集,さらに sCD40L 遊離および PDGF-AB 分

泌を抑制したことから,トロンボキサン受容体の活性化は Rho/Rho-kinase 経路を介して,血小板凝

集,sCD40L 遊離,PDGF-AB 分泌を促進していることが明らかとなった。さらに, SB203580 が U46619

による血小板からの sCD40L 遊離および PDGF-AB 分泌を抑制したことから，p38 MAP kinase もトロ

ンボキサン受容体の活性化による sCD40L 遊離や PDGF-AB 分泌に関与していることが示唆された。し

かし,Y27632 および fasudil は U46619 による p38 MAP kinase リン酸化に影響を与えず,SB203580

も U46619 による cofilin のリン酸化に影響を与えなかった｡以上の結果から,Rho/Rho-kinase 経路

と p38 MAP kinase を介する経路はそれぞれ独立してトロンボキサン受容体刺激による血小板機能の

活性化を制御している可能性が高いと考えられた。Rho-kinase 阻害薬は様々な疾患への臨床応用が

期待されており,本研究の成果は,血小板が関与する心血管イベントに対しても Rho-kinase 阻害薬

が有用である可能性を示唆している。 

 

【結論】 

Rho-kinase が血小板凝集に関与していることはこれまでに報告されているが,本研究において血

小板におけるその細胞内情報伝達の分子作用機序の一部を明らかにすることができた。

Rho/Rho-kinase 経路はトロンボキサン A2によるｓCD40L の遊離および PDGF-AB 分泌を介して血小板

凝集を制御し,その経路は p38 MAP kinase とは独立した経路であることが示唆された。血小板にお

ける Rho/Rho-kinase 経路の活性化は, sCD40L の遊離や PDGF-AB の分泌を介して動脈硬化の進展あ

るいは心血管イベントの発生に重要な役割を果たしていることが示唆された。 

 
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 

申請者 鬼頭祐子 は, Rho/Rho-kinase 経路と p38 MAP kinase を介する経路はそれぞれ独立し

てトロンボキサン受容体刺激による血小板機能の活性化を制御していることを明らかとした。また,
トロンボキサン A2 刺激により活性化された Rho-kinase が血小板凝集のみならず,sCD40L の遊離や

PDGF-AB の分泌にも重要であることを示した。本研究のこれらの知見は,血栓止血学ならびに麻酔科

学の進歩に少なからず貢献するものと認められる。 
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