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論 文 内 容 の 要 旨 

 

microRNA は，標的となる mRNA の 3′-非翻訳領域に結合することにより遺伝子発現を制御し,細胞の分

化・増殖や細胞死といった過程で重要な役割を担っている。近年 micro RNA と心血管疾患に関する多

数の報告が見られる。miR-145 は血管壁で最も豊富であり血管平滑筋の増殖及び動脈硬化を抑制すると

報告されている。またアポトーシスに対して心筋保護的に作用するという報告もある。しかし,虚血再

灌流障害に対する心筋保護効果は未確認である。そこで我々は虚血再灌流モデルを作成して miR-145

を投与し,miR-145 が心筋梗塞サイズを縮小させ, 左室リモデリングと左室機能を改善させるかどうか, 

またその分子メカニズムについて検討した。 

 

【対象と方法】 

 日本白色種ウサギ（2.0-2.5Kg）で 30 分間冠動脈閉塞後に再灌流させる心筋梗塞モデルを作成した。

対照群（control micro RNA 群, n=10）,miR-145 投与群（miR-145 群, n=10）,miR-145 及びクロロキ

ン投与群（miR-145 + chloroquine 群, n=10）を作成し, 再灌流直後にそれぞれ投与した。 

2 日間,2 週間,4 週間再灌流モデルを用いて,それぞれ心臓カテーテル検査（血圧, 心拍数, dP/dt）や

心臓超音波検査による血行動態評価を行った。その後に屠殺し, TTC 染色, Masson Trichrome 染色を

用いて心筋梗塞サイズを比較した。2 日間再灌流モデルにおいて心臓の境界領域,非虚領域及び梗塞領

域において組織中のmiR-145の発現量を測定しWestern blot法によりLC3I/II, p62/SQSTM1, Akt, ERK,

リン酸化 Akt, リン酸化 ERK 等のタンパクの解析を行った。また miR-145 による心筋保護機序を調べる

ために,ラット心臓横紋筋由来培養細胞(H9c2)へ miR-145 の transfection を行った。Western blotting

法により LC3I/II, FRS2, Akt, ERK,リン酸化 Akt, リン酸化 ERK 等のタンパクの解析を行いオートフ

ァジーとの関連を解析した。更に FRS2 遺伝子が miR-145 の標的遺伝子であることを示すため

luciferase assay を行い FRS2-3′-非翻訳領域における miR-145 結合部位を変異させ,luciferase 活性

を比較した。miR-145によるオートファジーの亢進とFRS2との関連を解析するためにFRS2のsilencing

を行い LC3I/II や cell growth との関連を調べた。また FRS2 vector を使用し miR-145 によるオート

ファジー亢進が抑制されるか検討した。 

 

【結果】 

 再灌流後,電子顕微鏡を用いて心筋梗塞境界領域で autophagosome の形成が確認された。心筋組織に

おける miR-145 の発現量は, 2 日間再灌流モデルで対照群と比較して境界領域,梗塞領域で有意に高か

った。心臓カテーテル検査や心臓超音波検査による血行動態評価では,miR-145 投与群で他群と比較し

[   ] 



て有意に左室機能と左室リモデリングの改善を認め,心筋梗塞サイズは他群と比較して有意に縮小し

た。Western blot 解析では miR-145 投与群において境界領域と梗塞領域でリン酸化 Akt の有意な亢進

を認め,LC3Ⅱの上昇,p62/SQSTM1 の低下を認めたが,4 週間モデルにおいてはオートファジーの亢進を

示す結果は認められなかった。H9c2 細胞を用いた vitro の実験では miR-145 の transfection により

cell growth は抑制され,電子顕微鏡で autophagosome が確認された。Western blot 解析ではリン酸化

Akt の亢進,LC3Ⅱの上昇を認めた。Luciferase assay では FRS2-3′-非翻訳領域の変異により wild type

において認められた luciferase 活性抑制が阻害された。また FRS2 の silencing により,容量依存的に

LC3Ⅱを上昇させ cell growth の抑制を示し,上昇した LC3Ⅱは FRS2 vector の co-transfection により

容量依存的に低下した。 

 

【考察】 

 虚血再灌流モデルにおいて,miR-145 の投与により心筋梗塞サイズの縮小や左室機能及びリモデリン

グ改善が確認され,境界領域及び梗塞領域でmiR-145の有意な発現量増加が認められたことから障害心

筋へ miR-145 が作用したと判断した。miR-145 により電子顕微鏡で autophagosome が認められ,オート

ファジー亢進を示す Western blot 解析の結果から,オートファジーによる心筋保護作用が寄与してい

ると考えた。またリン酸化 Akt の亢進から,PI3K/Akt シグナル経路による心筋保護作用も示唆された。

miR-145,FRS2,LC3I/II の関係に関する結果から FRS2 が miR-145 の標的遺伝子であり FRS2 に抑制的に

作用することで,オートファジーの亢進が誘導されたと考えられた。以上より,投与された miR-145 は

虚血再灌流モデルにおいてFRS2を標的遺伝子としてオートファジーを誘導することで心筋保護的に作

用していると考えられた。 

 

【結論】 

 miR-145 は,FRS2 を標的遺伝子とし,心筋のオートファジーを介して心筋梗塞サイズ縮小, 左室機能

改善と左室リモデリング改善をもたらした。 

 

 

論文審査の結果の要旨 

 

 申請者 東 賢志は,ウサギ虚血再灌流モデル及びラット心臓横紋筋由来培養細胞を用いて miR-145

が FRS2 を標的遺伝子としてオートファジーを誘導し,梗塞サイズ縮小,左室機能改善,リモデリング改

善をもたらすことを明らかにした。本研究成果は,循環器病学の発展に寄与するものと認める。 
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