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学位論文の内容の要旨 

 

炎症性腸疾患（inflammatory bowel disease, IBD）は，病態の違いからクローン病と潰瘍性大

腸炎に分類されるが，いずれも有効な治療法が確立されていない。多くの患者が寛解と再発を繰り

返し，長期に及ぶ IBDでは大腸癌のリスクが増加する。これらの病態の発生機序は不明な部分が多

く，新規予防薬及び治療薬の探索が重要な研究課題となっている。本研究では IBDの発生機序とし

て血小板の活性化を起点とした炎症と酸化ストレスが関与することを勘案し，抗血小板凝集剤の

cilostazol（CZ），抗酸化物質である酵素処理イソクエルシトリン（enzymatically modified 

isoquercitrin, EMIQ）及びα-リポ酸（α-lipoic acid, ALA）を候補物質として取り上げ，第 1

章では IBDの病態モデルとして広く利用されている dextran sulfate sodium（DSS）誘発大腸炎モ

デル，第 2章では IBD関連大腸癌のモデルである azoxymethane (AOM)/DSS 誘発大腸癌モデルを用

いてそれらの治療または予防効果を検討した。さらに，第 3章及び第 4章では，第 1章にて実施し

た大腸炎組織の cDNAマイクロアレイによる網羅的遺伝子発現解析の結果に基づき，足場蛋白の A-

kinase anchor protein 13（AKAP13）とその下流シグナル分子である Rho-associated coiled-coil 

containing protein kinase（ROCK）について大腸炎及び大腸癌の病態への関与を検討した。 

第 1 章では CZ（0.3%），EMIQ（1.5%）又は ALA（0.2%）の混餌投与条件下において，DSS（5%）

の 8 日間飲水投与により大腸炎を誘発した。全身性影響として一般状態，体重及び血漿中サイトカ

イン濃度を測定し，大腸への影響として血便・軟便を含めた糞便スコア，大腸炎による組織の収縮

を指標にした大腸長，炎症・粘膜傷害等の病理組織学的な大腸炎スコアを用いて 3物質の大腸炎に

対する影響を精査した。その結果，3物質ともに糞便スコア，血漿中 interleukin (IL)-6及び tumor 

necrosis factor αを含むサイトカイン濃度並びに大腸炎スコアを低下させ，本モデルにおいて

（２） 



大腸炎抑制作用を有することが明確に示された。また，cDNA マイクロアレイ解析において 3 物質

に共通して足場蛋白である Akap13の発現変動が認められた。 

第 2章では，第 1章と同じ用量の 3物質を用いて，AOM（10 mg/kg, i.p.）単回投与後に DSS（3%）

を一定期間飲水投与することにより大腸癌を誘発し，一般状態，体重，血液生化学的検査，大腸長，

大腸重量，腫瘤数，腫瘤容積，前癌病変指標のムチン枯渇巣（mucin depleted foci, MDF）数及び

異形陰窩数，病理組織学的指標として大腸炎スコアに加え，増殖性病変を異形成（低・高グレード），

腺腫及び腺癌に分類して評価した。大腸癌抑制作用を示す anthocyanin（AC，5%）を比較対照とし

て用いた。大腸癌に対する影響は試験期間 5 週の発癌初期と試験期間 9 週の発癌後期の 2 時点で

評価した。その結果，発癌初期において EMIQ 及び ALA が前癌病変指標の MDF 数を減少させた。ま

た，発がん後期において CZ 及び EMIQ は大腸重量及び腫瘤容積を減少させ，EMIQ は大腸炎スコア

も減少させた。これらの結果は，ACと同程度であり，CZ及び EMIQが大腸癌抑制作用を示すことが

示された。血液生化学的検査では 3物質とも肝臓等への副作用は検出されなかった。さらに DSS誘

発大腸炎の初期変化について検討した結果，CZ及び EMIQは DSSによる大腸粘膜上皮の増殖抑制作

用を軽減させ，DSS 誘発粘膜傷害から大腸粘膜を保護することが明らかとなった。4 種のヒト大腸

癌細胞株（HT-29，LS174T，DLD-1及び COLO205）の細胞増殖への影響を in vitro条件下で評価し

たところ，CZ及び ALA がヒト大腸癌の増殖を直接，抑制することを確認した。以上のように数種

の実験系を組み合わせ，CZ 及び EMIQの大腸癌に対する有効性が示された。 

 第 3 章では，視点を変えて，新規標的分子の探索を視野に，第 1 章の cDNA マイクロアレイで検

出した AKAP13 とそれを足場として利用する ROCK1 及び ROCK2 の大腸炎及び大腸癌組織における発

現を real-time RT-PCR 又は免疫組織化学染色にて検討した。大腸炎組織として DSS（4%）を 1 週

間飲水投与し，その後 1又は 2週間休薬して得た炎症期及び回復期のサンプルを用い，第 2章で作

製した大腸癌組織と比較した。その結果，AKAP13 及び ROCK1/2 は正常組織と比べて，大腸炎では

炎症期の扁平化した，あるいは粘液を大量に含んだ変性上皮と回復期の潰瘍部を被う単層上皮や再

生陰窩を含む再生上皮で高発現した。大腸癌組織では腫瘍性病変の悪性度に伴って発現の程度が増

加し，腺管状増殖を示す腫瘍細胞で高発現した。いずれの組織も ROCK2の発現の程度は ROCK1と比

較して軽度で，AKAP13 は主に ROCK1 と関連して機能すると考えられた。さらに，粘膜固有層にお

いて AKAP13 及び ROCK1/2 を発現する上皮細胞塊を見出し，これらの細胞が粘膜治癒に関連する多

機能性サイトカインである IL-6 を発現することを確認した。以上より，AKAP13/ROCK シグナルが

大腸炎及び大腸癌の進行過程で粘膜治癒と癌化の双方の細胞増殖に関連して発現する興味深い知

見が示された。 

第 4 章では，大腸炎のごく初期から修復過程までの AKAP13 及び ROCK1/2 の発現解析を行うとと

もに，ROCK 阻害剤の大腸炎に及ぼす影響を検討した。DSS を飲水投与して大腸炎を誘発し（4%，8

日間投与の急性試験又は 2%，16日間投与の亜急性試験を実施），ROCK1/2のリン酸化阻害剤（fasudil 

hydrochloride hydrate，10 mg/kg/dayを 1日 2回，s.c.）を同時投与した。AKAP13及び ROCK1/2

の発現を real-time RT-PCR 及び免疫組織化学染色にて解析し，さらに，一般状態，体重，血漿中

serum amyloid A（SAA）濃度，大腸長，病理組織学的な大腸炎スコア及び粘膜傷害の初期応答指標

である restitution 率を用いて評価した。その結果，DSS 誘発大腸炎の急性期において AKAP13 及

び ROCK1 は粘膜傷害に先行して粘膜上皮に特異的に発現することが示された。また，亜急性期には

潰瘍部を覆う増殖活性を伴わない遊走粘膜上皮である restituted cell に AKAP13が発現すること

を見出した。また，ROCK 阻害剤により大腸炎の増悪を示唆する血漿中 SAA 濃度及び病理組織学的

大腸炎スコアの増加，また，粘膜傷害の修復遅延を示唆する restitution 率の抑制が認められた。

以上より，AKAP13は ROCK1を介した粘膜傷害の初期応答分子として restitutionの制御に関与し，



粘膜修復を促進する機能を有する可能性が示された。なお，粘膜固有層において AKAP13 及び

ROCK1/2 を発現する上皮細胞塊の発現数に ROCK 阻害剤の影響がなかったことから，粘膜修復への

関与について更なる研究が必要であると考えられた。 

第 1章及び第 2章より，CZ及び EMIQの抗炎症作用，抗大腸癌作用並びに粘膜保護作用がマウス

病態モデルを用いて示された。これら 2 物質は IBD 及びそれに関連する大腸癌の予防及び治療薬

の候補物質として期待されるが，IBD治療への応用のためには，他の病態モデルを用いた追加検討

が必要となろう。さらに，第 3章及び第 4章より，AKAP13/ROCKシグナルは，粘膜治癒を誘導する

治療標的の候補となる可能性が示された。粘膜の restitution及び粘膜固有層の上皮細胞塊に着目

した粘膜治癒に関する研究はほとんどなく，今後の発展性が大いに期待できる。また，AKAP13/ROCK

シグナルを視野に入れた CZ及び EMIQ の大腸炎抑制機序の解明が重要な検討課題として挙げられ，

血小板と炎症，酸化ストレス，粘膜再生の多面的な視点からの IBDの新規予防及び治療薬の分子標

的の探索の一助となることが期待される。 

 

審 査 結 果 の 要 旨 

 

炎症性腸疾患（inflammatory bowel disease, IBD）は，近年，日本において増加傾向にある難

治性疾患である。本研究では IBD の新規予防/治療物質及び関連分子の探索を目的として，マウス

病態モデルを用いた実験を行った。 

第 1章では dextran sulfate sodium（DSS）誘発大腸炎モデル，第 2章では azoxymethane (AOM)/DSS

誘発大腸癌モデルを用いて，抗血小板凝集剤である cilostazol（CZ），抗酸化物質である酵素処理

イソクエルシトリン（enzymatically modified isoquercitrin, EMIQ）及びα-リポ酸（α-lipoic 

acid, ALA）を IBD新規予防/治療候補物質として取り上げ，それらの効果を検証した。 

その結果，第 1章では 0.3% CZ，1.5% EMIQ又は 0.2% ALAの混餌投与により，DSS誘発大腸炎に

おける糞便スコア，血漿中 interleukin (IL)-6/tumor necrosis factor α濃度及び病理組織学的

な大腸炎スコアが低下した。また，第 2章において，0.3% CZ及び 1.5% EMIQ の混餌投与により，

発癌初期におけるムチン枯渇巣数又は発癌後期における大腸重量及び腫瘤容積が減少した。さら

に，DSS 誘発大腸炎の初期変化及びヒト大腸癌細胞株の細胞増殖への影響を検討し，CZ 及び EMIQ

が大腸粘膜保護作用を有し，CZ がヒト大腸癌の増殖活性を低下させることを明らかにした。これ

らの結果より，CZ及び EMIQ が IBDの新規予防/治療物質として有用である可能性が示唆された。 

第 3 章では，第 1 章において実施した cDNA マイクロアレイ解析の結果より抽出した A-kinase 

anchor protein 13（AKAP13）分子に加えて，その下流のエフェクター分子である Rho-associated 

coiled-coil containing protein kinase（ROCK）1及び ROCK2について，大腸炎及び大腸癌組織

における免疫組織化学的発現を解析した。その結果，AKAP13 及び ROCK1 は正常組織と比べて，大

腸炎では炎症期の変性上皮と回復期の再生上皮に強染した。さらに，粘膜治癒過程の粘膜固有層に

おいて AKAP13 及び ROCK1/2 を発現する上皮細胞塊を見出し，これらの細胞塊が粘膜治癒に関連す

る多機能性サイトカインである IL-6 を発現することを合わせて見出した。大腸癌組織では腫瘍性

病変の悪性度に伴って AKAP13 及び ROCK1の染色強度が増加した。本結果より，AKAP13は ROCK1と

関連して，大腸炎及び大腸癌において細胞増殖に関連して発現する可能性を示した。 

第 4章では，大腸粘膜傷害における AKAP13/ROCKシグナルの役割を明らかにするため，AKAP13及

び ROCK1/2 の大腸炎初期における発現解析を行うとともに，ROCK 阻害剤が大腸炎に及ぼす影響を

検討した。その結果，AKAP13 及び ROCK1は DSS誘発大腸炎の急性期（4% DSS の 8日間飲水投与）

において粘膜傷害に先行して発現し，AKAP13は亜急性期(2% DSSの 16日間飲水投与）には潰瘍部



を覆う増殖活性を伴わない遊走粘膜上皮である restituted cell に発現した。また，ROCK 阻害剤

により血漿中 serum amyloid A 濃度及び病理組織学的な大腸炎スコアの増加とともに粘膜修復の

初期応答指標である restitution 率が低下し，粘膜傷害の修復遅延が生じた。以上より，AKAP13は

ROCK1を介して粘膜傷害の初期応答である restitutionを制御し，粘膜修復を促進する機能を示す

可能性が考えられた。 

本研究を通じて，CZ 及び EMIQ がマウス病態モデルにおいて抗大腸炎及び抗大腸癌作用を示し，

新規 IBD治療物質として有用である可能性が示された。また，AKAP13は ROCKシグナルを介して大

腸粘膜の修復に関与し，粘膜治癒を誘導する治療標的の候補分子となる可能性が示唆された。CZ及

び EMIQ の大腸炎抑制機序と AKAP13/ROCKシグナルに関する更なる検討が，今後，IBDの新規予防

/治療薬の分子標的の探索の一助となることが期待される。 

以上について，審査委員全員一致で本論文が岐阜大学大学院連合獣医学研究科の学位論文として

十分価値があると認めた。 
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