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【要旨】
スフィンゴシン 1 リン酸（S1P）は、血管拡張作用や血管内皮結合性維持などの
抗動脈硬化作用を有する一方で、脂肪細胞ではプラスミノーゲンアクチベータ
ーインヒビター1（PAI-1）の産生を増加させる催動脈硬化作用も報告されている。
S1P は循環血漿中では高比重リポ蛋白上のアポ蛋白 M（ApoM）あるいはアルブ
ミンを運搬体として存在している。本研究では、成熟脂肪細胞において、ApoM
結合 S1P が、アルブミン結合 S1P と比較して、S1P 受容体 2→NF-κB 経路の活性
化作用が弱く、結果として PAI-1 発現誘導効果が小さい可能性を示した。S1P は、
PAI-1 の産生を促進するが、その作用は S1P の運搬体により異なると考えられた。
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【略号リスト】
ACS: acute coronary syndrome
ApoM: apolipoprotein M
GPCR: G protein-coupled receptor
HPLC: high-performance liquid chromatography
NCA: normal coronary artery
PA: plasminogen activator
PAI-1: plasminogen activator inhibitor 1
PKC: protein kinase C
PLC: phospholipase C
rApoM: recombinant apoM
ROCK: Rho-associated protein kinase
SAP: stable angina pectoris
SphK: sphingosine kinase
S1P: sphingosine 1-phosphate
S1PR: sphingosine 1-phosphate receptor
TNFα: Tumor Necrosis Factor α
TGFβ: Tumor Growth Factor β
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【序文】
血栓症は、わが国を含めた全世界において未だに致死率の高い病態であり、
その発症起序、危険因子の解明が重要な課題となっている

1,2

。心筋梗塞、脳梗

塞に代表されるアテローム血栓症は、動脈の粥状硬化により血管壁が障害され、
結果的に内腔が狭小化した血管に血小板血栓が形成される病態である。一方で、
深部静脈血栓症に代表される静脈血栓症は、手術、外傷、長期臥床などが原因
となり、血液の停滞、血管内膜の損傷、血液凝固能亢進が引き起こされ、フィ
ブリン血栓が形成される病態である。いずれも致死率の高い病態である。
さて、このような血栓症を引き起こす凝固反応を制御する重要な因子の一つ
として、プラスミノーゲンアクチベーターインヒビター1（Plasminogen Activator
Inhibitor 1; PAI-1）がある。健常状態では、血液中で形成された血栓は、線溶因
子が十分に働くことで溶解され、過剰な血栓形成が起こらない制御機構が存在
する。このような制御機構に重要な線溶因子であるプラスミノーゲンアクチベ
ーター（Plasminogen Activator; PA）は、プラスミノーゲンをプラスミンに変換す
ることにより活性化させ、線溶系を開始させる役割がある。PAI-1 は、PA と結
合することにより線溶系を抑制し、血栓の溶解を遅らせる 3。すなわち、血液中
の PAI-1 濃度の増加は、血栓症の誘因と考えられる（図１）。
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図 1 止血線溶カスケード
プラスミノーゲンアクチベーターインヒビター1（PAI-1）の濃度が上昇すると、
プラスミノーゲンアクチベーター（PA）の作用が抑制され、プラスミンの産生
が低下する。

このように血栓促進因子として重要な PAI-1 は、主に脂肪組織で産生されると
報告されており 4、内臓脂肪の蓄積に伴って脂肪組織における PAI-1 遺伝子発現
量が増加し、血液中の PAI-1 濃度も上昇することが確認されている 5。また、心
血管疾患患者において血漿 PAI-1 濃度が上昇しているという報告も複数ある

。

6-8

以上より PAI-1 は、肥満と血栓症を関連付ける重要な悪玉アディポサイトカイン
であると考えられる。
近年、脂肪細胞における PAI-1 発現の制御因子として様々な候補が挙げられて
いる。その中には、腫瘍壊死因子（TNF）9、腫瘍成長因子（TGF）10、グ
ルコース 11、インスリン 12、低酸素 8 などが含まれるが、スフィンゴシン 1 リン
酸（S1P）という生理活性脂質も PAI-1 の発現を誘導すると報告されている 13。
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S1P は、構造上、リゾリン脂質という脂質グループに分類される。リゾリン脂
質とは、細胞膜を構成するリン脂質から派生した脂質であり、1 本の長い疎水基
と１つの親水基からなる脂質の総称である。その両親媒性という性質により、
高濃度では特に強い界面活性作用を有する。S1P は、スフィンゴ脂質性のリゾリ
ン脂質である（図 2）。

図2

S1P の構造

S1P は、生体内の広範囲の細胞で産生されるが、赤血球や血小板などの一部の
細胞を除いてその多くが分解されてしまうため、細胞内における S1P 濃度は低
い 14。S1P の産生は、細胞内の小胞体において、セリンとパルミトイル CoA が
縮合することにより始まり、生成されたジヒドロスフィンゴシンに脂肪酸がア
ミド結合し、ジヒドロセラミドを経て、セラミドが生成される（De novo 合成）。
あるいは細胞膜を構成するスフィンゴミエリンがスフィンゴミエリナーゼによ
り分解されることによりセラミドが生成される。これらのセラミドが、セラミ
ダーゼにより脱アシル化されてスフィンゴシンとなり、さらにスフィンゴシン
キナーゼ（SphK）により、スフィンゴシンの 1 位の水酸基がリン酸化され、S1P
8

が産生される（図 3）。

図3

細胞内におけるスフィンゴシン 1 リン酸の産生、分解経路

この S1P の産生過程において律速酵素となる SphK は、現在までに SphK1 と
SphK2 の 2 種類のサブタイプが同定されている 15。産生された S1P は、主にリ
9

ソソームにおいて S1P リアーゼの働きによりホスホエタノールアミンと、ヘキ
サデセナールに分解され、やがてグリセロリン脂質へと代謝される。このよう
に S1P は、発見当初は、スフィンゴ脂質とグリセロリン脂質の中間代謝産物と
考えられていたが、近年では、細胞内におけるセカンドメッセンジャーとして
の役割に加えて、ABCA1、ABCB1、 ABCG2、ABCC1 などの ABC トランスポ
ーターや Spinster 2（Spns2）により細胞内から循環血液中へ放出され、細胞の外
から細胞膜に存在する G 蛋白質共役受容体（GPCR）に結合するリガンドとして
の役割が注目され、強力な生理活性を発揮する脂質メディエーターと考えられ
ている 14。
現在、S1P の特異的 GPCR として、5 種類の S1P 受容体（S1PR）が同定され
ている（表１）。S1PR1、2、3 は広範囲にわたる組織において発現していること
が確認されている一方で、S1PR4 は胸腺や脾臓、肺など、S1PR5 は神経組織、
皮膚などに発現が限局していると報告されている 16。さらに、各 S1PR によって
共役する G 蛋白質、伝達される下流のシグナルが異なることが報告されている
。すなわち、S1PR1 は主に Gi と共役し、下流の Ras/ERK や PI3K/Akt カスケー
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ドを活性化して、細胞増殖や細胞遊走を亢進させるのに対して、S1PR2 は G12/13
との共役が最も優勢であり、Rho/ROCK 経路を活性化して、細胞遊走の抑制や
収縮反応の促進といった生物学的作用を有する

10

16

。また、S1PR3 は、S1PR2 と

同様に様々な G 蛋白質と共役しているが、S1PR1 と同じ共役 G 蛋白質である
Gi に加えて、PLC/Ca2+を活性化させることにより細胞増殖や細胞遊走を亢進さ
せる Gq とも強く共役していると報告されている 14,17。

表 1 現在までに同定されている S1P 受容体
A：S1P 受容体の種類とその共役 G 蛋白、受容体発現部位（太字は優位に働く共
役 G 蛋白）
B：共役 G 蛋白とその下流シグナル、関連する生体機能

11

このように、活性化する S1PR の種類により、S1P は少なくとも部分的に相反
する作用を発揮し、特に細胞遊走、細胞増殖といった点においては実際に様々
な検討が報告されている。例えば、2003 年には、ラット肝細胞において、S1P
が S1PR2-Rho 経路を活性化させることにより細胞増殖を抑制するという結果か
ら、肝臓の再生に対して S1P は負の制御因子である可能性が示された 18。また、
S1PR2 のみが発現しているマウスメラノーマ細胞において、S1P は RhoA の活性
化を亢進させ、Rac の活性化を抑制することにより細胞遊走を抑制する作用を発
揮し、この作用によりマウス体内におけるメラノーマの血行性転移を抑制する
と報告された。同報告では、S1PR2 の過剰発現により、さらに S1P の転移抑制
効果が強くなり、一方で S1PR1 の過剰発現においては、転移抑制効果が減弱し
たとも報告されており
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、悪性腫瘍の転移という点においても、活性化される

S1PR のサブタイプの違いが深く関連していると考えられる。同様に、S1PR2 の
活性化は、S1PR1、3 の活性化とは反対に、Rac の活性化を抑制することにより、
血管内皮細胞の形態形成、血管新生に対して抑制的に働くとも報告されている
20

。
動脈硬化症・血栓症の分野における S1P の報告は、抗炎症作用

21

や血管拡張

作用 22、さらに血管内皮細胞のバリア機能亢進作用などの抗動脈硬化作用が多く
報告されているが、この作用は S1PR1、3 を介した作用と考えられている
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23-25

。

一方で、線溶抑制因子である PAI-1 の産生に関しては、S1P は S1PR2 を介して
PAI-1 の産生を促進すると報告され

8,13

、抗動脈硬化作用に加えて催動脈硬化作

用を有するとも考えられている。すなわち、S1P の動脈硬化に対する両極性の作
用は、S1PR の種類により異なると考えられてきた。
ところで、主にアルブミンと結合していると考えられている他のリゾリン脂
質と異なり、S1P は、約 65％が高比重リポ蛋白（HDL）に結合して運搬され、
約 30%がアルブミン、残りは低比重リポ蛋白（LDL）や超低比重リポ蛋白（VLDL）
などに結合して運搬されている

26,27

。さらに、S1P が HDL 上に存在するマイナ

ーアポ蛋白であるアポ蛋白 M（ApoM）により運搬されていることが解明された
28,29

。S1P の生物学的作用についての基礎研究のほとんどにおいて、アルブミン

を運搬体とした S1P が細胞に投与されてきた。しかし近年では、S1P の運搬体
による生物学的作用の相違についての報告がされ始めている。例えば、
HDL/ApoM 結合 S1P が、アルブミン結合 S1P と比較して、膵臓β細胞における
インスリンの分泌を増加させる

30

、血管内皮細胞のバリア機能を強める

31

とい

った報告などがある。さらにアルブミン結合 S1P ではなく、HDL/ApoM 結合 S1P
が、リンパ球産生や中枢神経系の炎症を抑制するといった報告がされ始めてい
る 32。以上のように、多様な細胞において、S1P の運搬体による作用の相違が報
告されている背景から、動脈硬化性疾患における S1P の両極性の作用において
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も、S1P の運搬体の違いが関与しているのではないかと考えた。実際に、冠動脈
疾患を有する患者において、HDL 結合 S1P 濃度がアルブミン結合 S1P 濃度に比
べて低いという報告もされていることから 33,34、アテローム血栓症との関連が報
告されている PAI-1 の産生制御においても、S1P の運搬体による作用の違いがあ
るのではないか、と仮説を立てた。
我々のチームで、急性冠症候群（ACS, n=38）、安定型狭心症群（SAP, n=71）、
正常冠動脈群（NCA, n=32）の 3 群の血漿活性型 PAI-1 濃度を測定したところ、
ACS 群における血漿 PAI-1 濃度は、他の 2 群と比較して有意に上昇し（P < 0.01）
（図 4A）、これまでに報告されている冠動脈疾患患者血漿における PAI-1 濃度の
上昇と一致した結果であった。さらに、血漿における総 S1P 濃度と ApoM 濃度
を測定し、PAI-1 濃度の関連を調べると、ACS 群における血漿活性型 PAI-1 濃度
は、ApoM 濃度との間には有意な相関がなかったが、総 S1P 濃度とは相関係数 r
=0.425 と有意な正の相関が存在した（P < 0.01）
（図 4 B、C）。この研究において
は、厳密に HDL 結合 S1P とアルブミン結合 S1P を分離して検討しているわけで
はないが、HDL 上の S1P の運搬体である ApoM 濃度と PAI-1 濃度の間には相関
がなく、総 S1P 濃度と PAI-1 濃度の間には有意な正の相関があるという結果か
ら、アルブミン結合 S1P が PAI-1 を制御し、HDL/ApoM 結合 S1P は PAI-1 に影
響を与えない、もしくは、影響が少ない可能性が示唆された。
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図4

ACS 患者血漿において、PAI-1 濃度は上昇し、PAI-1 濃度は S1P 濃度と正

の相関を認めた
正常冠動脈群（NCA, n=32）、安定型狭心症群（SAP, n=71）、急性冠症候群（ACS,
n=38）の 3 群より得た血漿 PAI-1 濃度の比較（A）。** P < 0.01。ACS 群におけ
る血漿 PAI-1 濃度と ApoM 濃度の相関（B）、血漿 PAI-1 濃度と S1P 濃度の相関
（C）。

生体内の PAI-1 は、脂肪細胞において主に産生されていることが報告されてい
る 4。脂肪細胞の他には、肝細胞 35、血管内皮細胞 36 での産生も報告されている
が、血漿 PAI-1 濃度は内臓脂肪における PAI-1 発現量と相関する 4、と報告され
ている脂肪細胞に対して、他の 2 つの細胞における PAI-1 発現量と血漿 PAI-1 濃
度との相関についての報告はない。そこで、脂肪細胞において、S1P が PAI-1 産
生制御に与える影響について検討している報告を調べると、現在までに 3 報の
報告がされていた。そのうち 2 報は、アルブミンを vehicle として S1P を投与し
た報告であり 8,37、もう 1 報は HDL3 を vehicle として S1P を投与した報告である
38

。どちらの報告でも、S1P が脂肪細胞における PAI-1 発現量を増加させること

を示しているが、アルブミン結合 S1P と ApoM/HDL 結合 S1P を直接比較した検
15

討は行われていない。そこで、本研究ではマウス 3T3L1 細胞を分化させた脂肪
細胞を用いて、S1P が PAI-1 の発現誘導に与える影響が S1P の運搬体（アルブミ
ンあるいは ApoM/HDL）により異なるかについて主に検討を行った。
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【方法】
材料
D-erythro-S1P（SL-140; Enzo Life Science, Plymouth Meeting, PA）は、メタノール
に溶解して-30℃で保管し、使用する直前にメタノールを窒素ガスで飛ばし、各
種 vehicle に再溶解して使用した。VPC23109（857360P; Avanti Polar Lipids,
Alabaster, AL）、JTE013（10009458; Cayman Chemical, Ann Arbor, MI）、Y27632
（257-00511; WAKO Pure Chemical Industries, Osaka, Japan）、wortmannin、YC-1
（W1628, Y102; Sigma-Aldrich Co）、SIS3（sc-222318; Santa Cruz Biotechnology, Inc.
TX）、 BAY11-7082（sc-200615; Santa Cruz Biotechnology, Inc. TX）は、ジメチル
スルホキシド（Dimethyl sulfoxide; DMSO）に溶解し、終濃度が 10 µM となるよ
うに調整して添加した。

多血小板血漿の調整と血小板刺激
健常者血液を 10%クエン酸採血で正中肘静脈より採取し、150 g、20 分、4°C
で遠心分離を行って、多血小板血漿（PRP）を得た。PRP は、その後 2 つの群に
分けた。１つは終濃度が 10 µg/ml となるようにコラーゲン（collagen reagent Horm;
Nycomed, Munich, Germany）を加えて 1000 rpm、15 分間撹拌し、それを 10000 rpm、
1 分、4°C で遠心して上清を回収した。もう一方は、コラーゲンを加えずに、1000
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rpm、15 分間撹拌して、10000 rpm、1 分、4℃で遠心して上清を回収した。すべ
ての実験参加者には書面による説明と同意の取得を行った。本研究は、東京大
学大学院医学系研究科・医学部倫理委員会にて承認済みである（審査番号
1584-3）。

HDL とリポプロテイン欠損血漿（LDP）の分離
上記と同様の手順で、健常者から得た血液を超遠心分離により各リポ蛋白分
画に分離した。HDL2（1.063 < 比重 ≦ 1.125 g/mL）、HDL3（1.125 < 比重 < 1.21
g/mL）、総 HDL（1.063 < 比重 < 1.21 g/mL）を、Ti 70 ローターを用いた標準超
遠心により分離した（Beckman-Coulter Instruments, Palo Alto, CA）
。HDL 除去後
の残りの検体は、リポ蛋白除去血漿（lipoprotein-depleted-plasma; LDP）とした。
各検体は、4℃の PBS（pH 7.4）を用いて 48 時間透析をし、使用するまでの間 4℃
で保存した。3T3L1 細胞における PAI-1 発現に対して、HDL と LDP が及ぼす影
響を比較検討するため、既報を参考に、それぞれの蛋白量の終濃度は 800 µg/ml
に調整し、統一した 38。

S1P 濃度の測定
ヒト HDL と LDP、マウス血漿における S1P 濃度は、以下のように S1P 抽出後、
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HPLC にて測定した 39。
・S1P の抽出
各検体 200 µl、生食 250 µl、内部標準として 2 µM C17S1P（860641P, Avanti Polar
Lipids）50 µl（0.8 mg/l）をねじ式試験管に入れ、そこに氷冷された 3 ml のクロ
ロホルム/メタノール（1:2）を加えて 30 分間超音波処理を行い、完全に溶解さ
せた。その後、クロロホルム 2 ml、1M KCl 2.1 ml、3N NaOH 100 µl を加えて、
ボルテックスミキサーでよく混和した後 15 分間静置し、2300 rpm、15 分で遠心
した。上層 3.8 ml を別のねじ式試験管にとり、4 ml クロロホルム、200 µl HCl
を加えて、ボルテックスミキサーでよく混和した後、2300 rpm、15 分で遠心し、
上層を取り除き、下層をすべて別の試験管に移して 3000 rpm、5 分で遠心した。
・HPLC 法
分離カラムとして WakoPack Ultra C18-5（232-02661, WAKO Pure Chemical
Industries, Osaka, Japan）、移動層として流速 0.8 mL/min の 84% methanol ＋ 16%
0.05 mM K2HPO4/KH2PO4（pH 7.5）を用いて、S1P を分離した。

3T3L1 脂肪細胞
3T3L1 線維芽細胞（JCRB cell bank）を、10 %牛胎児血清（FBS, 10099-141; Gibco
BRL, Eggstein, Germany）と 1%ペニシリン/ストレプトマイシン（15070-063; Gibco,
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Grand Island, NY）を含む DMEM（D5796; Sigma-Aldrich Co.）を培養液とし、CO2
インキュベーター内にて 37℃、5%CO₂の条件下で培養を行った。6 well の培養
プレート（3516, Corning, Inc., NY）に細胞をまき、細胞密度がコンフルエンスに
達してから 2 日後に、3 イソブチル 1 メチルキサンチン（099-03411, WAKO Pure
Chemical Industries）を 0.5 mM、デキサメサゾン（047-18863; WAKO Pure Chemical
Industries）を 1 µM、インスリン（I1882; Sigma-Aldrich Co.）を 10 µg/ml 含む分
化誘導剤を投与した（Day 0）。Day 3 に、培養液を 10%牛胎児血清（FBS, 10099-141;
Gibco BRL, Eggstein, Germany）と 1%ペニシリン/ストレプトマイシンを含む
DMEM にインスリン 10 µg/ml を添加した培養液に換えた。その後は Day 5、Day
7 に新しい培養液（10%牛胎児血清と 1%ペニシリン/ストレプトマイシンを含む
DMEM）に換えて 3T3L1 脂肪細胞に分化させた 40。

オイルレッド O 染色
分化誘導剤を添加した日を Day 0 とし、Day 0、Day 4、Day 7、Day 10 において
脂肪細胞への分化の程度を、以下のようにオイルレッド O 染色液によって確認
した。
3T3L1 細胞の培養液を吸引後に PBS で 2 回洗浄し、10%ホルマリンを 1 ml/ well
ずつ投与して室温で 10 分間静置し、さらに PBS で 2 回洗浄した。続いて 60%
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イソプロパノールを 1 ml/ well ずつ加えて 1 分間置き、イソプロパノールを除い
た。さらにオイルレッド O 染色液（オイルレッド O（SIGMA O-0625）30 mg に、
100%イソプロパノール 10 ml を加えて、攪拌器で 20 分間混和した後、滅菌蒸留
水を加えてイソプロパノールの濃度が 60%になるように調整し、フィルター濾
過して作成）を 1 ml/ well ずつ加えて 20 分間静置後に除去し、60%イソプロパノ
ールをさらに 1 ml/ well ずつ加えて 1 分後除去し、PBS で 2 回洗浄した。最後に、
100%イソプロパノールを 500 µl ずつ加えて回収した。96 well マイクロプレート
に回収した溶液の原液、2 倍希釈液、4 倍希釈液をそれぞれ 200 µl ずつ加えて、
540 nm の吸光度計で吸光度を測定した。

3T3L1 分化脂肪細胞への S1P の投与
Day 10 に、細胞蛋白と細胞 RNA を抽出して分析を行った。まず、Day 9 に牛
胎児血清を含まない DMEM の培養液に換えて 18 時間細胞を培養し、その後
vehicle と共に S1P を投与した。投与後、30 分間、1 時間、あるいは 4 時間培養
して、蛋白と RNA の解析を行った。ヒト健常者より得た HDL、アルブミンを
S1P の vehicle として用いた検討においては、最終投与濃度は 800 µg protein/ ml
となるようにして用いた。S1P の投与濃度である 10 µM に比較して、HDL 内の
S1P 濃度は非常に低濃度であったため（総 HDL 75.9 nM、HDL2 40.8 nM、HDL3
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73.5 nM、LDP 16.4 nM）、リポ蛋白に含まれる内因性の S1P 量については考慮せ
ずに検討を行った。薬理学的阻害剤を用いた検討では、3T3L1 細胞に、あらか
じめ各阻害剤を終濃度 10 µM となるように調整した牛胎児血清を含まない
DMEM を 投 与 し 30 分 間 培 養 後 、 無 脂 肪 酸 牛 血 清 ア ル ブ ミ ン （ A8806,
Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO）を 0.4%添加した PBS に再溶解させた S1P を、
終濃度 10 µM になるように投与した。

各種 vehicle の作成
HepG2 細胞（ATCC, Manassas, VA）は、10 %牛胎児血清（FBS, 10099-141; Gibco
BRL, Eggstein, Germany）と 1 %ペニシリン/ストレプトマイシンを含む DMEM を
培養液とし、CO2 インキュベーター内にて 37℃、5%CO₂の条件下で培養を行っ
た。細胞が 10-cm collagen-coated dish 上 70%コンフルエンスに達した後、ApoM
を発現するアデノウイルス 41、ブランクのコントロールアデノウイルスを 1.0 ×
1010 pfu/10 mL にて投与し、あるいは、ヒトアルブミンに対する siRNA（si-Alb,
sc-45606）、ヒト ApoM に対する siRNA（si-ApoM, sc-61978）、control siRNA（si-Ctl,
sc-37007）を lipofectamin RNAi MAX を用いて投与した。アデノウイルス、ある
いは siRNA を投与して 48 時間後に、培養液を無牛胎児血清の DMEM 12 ml に
換えて、さらに細胞を 24 時間培養した。培養液を回収して、Amicon Ultra-15
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（UFC901008; Millipore Co., Bedford, MA）を用いて 500 µL に濃縮させた 42。
各 vehicle と一緒に投与した S1P の vehicle 内での分布を調べるために、C17S1P
を終濃度が 1 µM となるように vehicle に混入し、超遠心分離によって HDL 分画
（比重 < 1.21）、LDP 分画（比重 > 1.21）に分けて、各分画における C17 S1P の
濃度を測定した。

動物実験
オス C57BL6/J マウスを、CLEA Japan（Tokyo, Japan）から購入し、動物実験
室にて 12-12 hour light-dark cycle 下、水と通常のマウス飼育食（Oriental Yeast Co,
Tokyo, Japan）を自由に摂取できる環境で飼育した。生後 9 週齢に、ApoM をコ
ードするアデノウイルス、あるいはブランクのコントロールアデノウイルスを
尾静脈注射によりそれぞれ感染させた（以下 ApoM マウス、Null マウス）。アデ
ノウイルス感染後、5 日目に血漿、脂肪組織を以下のように採取した。
血漿検体は、ペントバルビツール麻酔下にて retro-orbital plexus より採取した。
頸椎脱臼を行い安楽死させた上で開腹し、精巣周辺の脂肪組織を両側から採取
し て 液 体 窒 素 に て 凍 結 保 存 し た 。 血 漿 PAI-1 濃 度 は 、 ELISA ア ッ セ イ
（1MPAIKT-TOT; Innovative Research, Novi, MI）を用いて測定し、脂肪組織中の
PAI-1 mRNA 発現量の解析は、リアルタイム PCR 法を用いた。すべての動物実
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験は、東京大学大学院医学系研究科動物実験委員会の承認を受け、東京大学動
物実験実施マニュアルを遵守して行った。

リアルタイム PCR 法による mRNA 発現量の解析
3T3L1 細胞の PAI-1 mRNA の発現量を比較検討するために、vehicle と S1P を
同時に投与し、1 時間、あるいは 4 時間培養した。マウスの脂肪組織は、動物実
験の項に示した通りに採取した。3T3L1 細胞由来の脂肪細胞と、マウス脂肪組
織から GenElute Mammalian Total RNA Miniprep kit（RTN70-IKT, Sigma-Aldrich Co.）
を用いて mRNA を抽出した後、ReverTra Ace qPCR RT Master Mix（FSQ-201,
TOYOBO Co., LTD, Osaka, Japan）を用いて逆転写 PCR を行い、cDNA を作成し
た。リアルタイム PCR 法は、7300 Real Time PCR System（Applied Biosystems,
Foster City, CA）を用いて施行した。リアルタイム法に用いたハイブリダイゼー
ションプローブとプライマーは、Taqman（Applied Biosystems）で購入した、PAI-1
（Mm00435860_m1）43 と、内在性コントロールとして 18S（Mm03928990_g1）
44

を使用した。

ウエスタンブロット法による moesin, NFB の活性化の解析
培養脂肪細胞の全成分における蛋白量の解析には、細胞を PBS で 2 回洗い、

24

RIPA バッファー（1 M Tris-HCL（pH 7.6）、1% NP40、10% SDS、4 M NaCl、0.5%
Sodium Deoxycholate、1 mM NaV3、2 mM PMSF、protease inhibitor cocktail）にて
蛋白質を抽出して用いた。核成分のサンプルは、10 mM HEPES（pH 7.9）、 1.5 mM
MgCl2、10 mM KCl、0.5 mM DTT、0.05% NP40、protease inhibitor cocktail を含む
溶液にてホモジナイズした後、700 g で 10 分間遠心して、沈殿をさらに 5 mM
HEPES（pH 7.9）、1.5 mM MgCl2、0.2 M EDTA、0.5 mM DTT、300 mM NaCl、26%
glycerol、protease inhibitor cocktail の溶液を用いてホモジナイズ後、24000 g で 20
分間遠心することにて得た上清を用いた。
サンプルは 2× サンプルバッファー（ 0.125 M Tris-HCl（pH 6.8）、10%
2-Mercaptoethanol、4% SDS、10% Sucrose, Bromophenol blue）と等量ずつ混ぜた
後、95℃で 5 分間加熱することで変性させ、アクリルアミドゲルを用いて分離
した後、セミドライ式ブロッティング（15 V、20 分間の条件）にてニトロセル
ロース膜に蛋白を転写した。その後は、1 晩 Block-Ace（UK-B80, DS Pharma
Biomedical Co., Ltd, Osaka, Japan）でブロッキングし、以下の一次抗体を Can Get
Signal Immunoreaction Enhancer Solution1（NKB-201, TOYOBO Co., Ltd, Osaka,
Japan）にそれぞれ 1 / 1000 に希釈して、24 時間反応させた。
一次抗体: anti-human apoM antiserum

41

、anti-apoA-I antibody（AB740; Chemicon

International Inc., Temecula, CA）、anti-human albumin antibody（E80-129A; Bethyl
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Laboratories, Inc. Montgomery, TX）、anti-phosphomoesin、anti-total moesin、anti-total
p65（SAB4504260, 4501926, 4502620; Sigma-Aldrich Co.）、anti-lamin A/C（sc-20081;
Santa Cruz Biotechnology）、anti--actin（PM053; MBL, Nagoya, Japan）。
その後、二次抗体: anti-Rabbit IgG antibody（70745, Cell Signaling Technology）
を Can Get Signal Immunoreaction Enhancer Solution 2（NKB-301, TOYOBO Co.）に
1 / 1000 に希釈し 3 時間反応させ、Immobilon Western Chemiluminescent HRP
Substrate（WBKLS0500, Millipore Co., Bedford, MA）、ImageQuant LAS 4000（GE
Healthcare Life Science）を用いた化学発光法にて検出した。検出されたバンドは、
ImageJ（from NIH）を用いて定量した。

リコンビナント ApoM の構築
リコンビナントヒト ApoM は、Brevibacillus Expression System（HB300, TaKaRa
Bio Inc., Shiga, Japan）を用いて、既報通りに作成した 41。プライマーは、 forward
primer

：

5’gatgacgatgacaaaatgttccaccaaatttgg3’

、

reverse

primer

：

5’catcctgttaagctttcagttattggacagctcac3’ を 用 い た。構 築し たリ コン ビナン トヒト
ApoM は、HisTrap FF equipped with AKTA system（17-5255-01, GE Healthcare
Bio-Science AB, Uppsala, Sweden）を用いて精製し、蛋白濃度は DC Protein Assay
（5000112JA, Biorad laboratories, Inc. Hercules, CA）を用いて測定した。
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統計学的解析
結果は、平均±標準誤差で示した。2 群間の比較は、Student’s t 検定を用いて
行い、3 群間以上の比較については、one-way ANOVA テストを用いて比較し、
相違があった場合、多重比較にて各群間を比較した。P < 0.05 であるデータを、
統計学的有意差を有するものとみなした（*P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001）。
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【結果】
1

活性化血小板より放出された S1P は、HDL 分画よりも LDP 分画に分布する
血小板の活性化により放出された S1P のリポ蛋白分画への分布を調べるため

に、PRP を用いて検討した。PRP にコラーゲンを添加して血小板を刺激した群
は、刺激しない群と比較して、LDP 分画中の S1P 含有量は上昇したが（P < 0.05）、
HDL 分画中の S1P 含有量は変わらなかった（図 5）。この結果から、活性化血小
板から血漿中へと放出される S1P は HDL よりも LDP 分画に存在するアルブミ
ンを運搬体として選択しやすい可能性が示唆された。

図 5 血小板活性化により増加する S1P の血漿内分画における分布
健常人よりクエン酸採血で得た血液を遠心して多血小板血漿（PRP）を作成した。
PRP にコラーゲンを添加して血小板を活性化させた群（n=3）、コラーゲンを添
加しなかった群（n=3）の 2 群を、
それぞれ超遠心分離によって HDL 分画（d > 1.21）
、
LDP 分画（d < 1.21）に分けて各分画における S1P 濃度を測定した。各分画にお
ける S1P 濃度（nmol/L）に各分画の検体量をかけ、血漿検体量で割り、S1P 含有
量を求めた。A：コラーゲン刺激の有無による HDL 分画中の S1P の分布。B：
コラーゲン刺激の有無による LDP 分画中の S1P の分布。* P < 0.05（Student’s t
検定）。
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2

3T3L1 脂肪細胞を用いた実験系の検証
3T3L1 脂肪細胞を用いた実験を行うにあたり、まず既報のように脂肪細胞へ

と分化できるかを検証した。オイルレッド O 染色を用いて、脂肪細胞の分化の
程度を Day 0、Day 4、Day 7、Day 10 でそれぞれ確認した（図 6A、B）。Day 4
では、分化誘導を行った群はコントロール群と比較して有意に吸光度は上昇し
たが（P < 0.05）、肉眼的な染色の相違はわずかであった。Day 7、Day 10 では、
肉眼所見、吸光度はいずれも 2 群間で有意な相違を認め、分化誘導により脂肪
細胞へと成熟していることが確認された。
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図 6 実験系の検証
A：マウス 3T3L1 細胞を培養し、分化誘導を行った。誘導剤を添加した日を Day
0 として Day 4、Day 7、Day 10 にそれぞれオイルレッド O 染色を行って肉眼的
に分化の程度を確認した。Day 0（a）、Day 4（b）、Day 7（c）、Day 10（d）、上
段は分化誘導剤を加えた群、下段は分化誘導剤を加えなかった群（a-d）。
B：Day 0、Day 4、Day 7、Day 10 において、分化誘導剤を加えた群と加えなか
った群におけるオイルレッド O 染色による吸光度の比較（n=3/各群）。*P < 0.05,
* * P < 0.01（Student’s t 検定）。
（C、D）Day 10 の成熟脂肪細胞を、あらかじめ牛胎児血清を含まない培養液で
18 時間培養してから、無脂肪酸牛血清アルブミンを添加した PBS に再溶解した、
様々な濃度の S1P（0、0.1、1、10 µM）をそれぞれ添加して培養し（n=5-6）、1
時間後（C）、4 時間後（D）に mRNA を回収して、PAI-1 発現量をリアルタイム
PCR 法で解析した。*P < 0.05, * * P < 0.01（多重比較）。 .

次に、Day 10 の脂肪細胞に、無脂肪酸牛血清アルブミン（A8806, Sigma-Aldrich
Co., St. Louis, MO）を 0.4%添加した PBS に再溶解した S1P を、0 µM、0.1 µM、
1 µM、10 µM の 4 段階の濃度で投与して 1 時間あるいは 4 時間培養し、mRNA
を回収して、PAI-1 mRNA 発現量を比較検討した。図 6C のように、投与 1 時間
後の PAI-1 mRNA 発現量は、S1P の投与濃度が 10 µM で有意に増加した。また、
図 6D のように投与 4 時間後では、S1P の投与濃度が 10 µM で PAI-1 mRNA 発現
量が有意に増加したが、1 µM では PAI-1 の発現量は変化しなかった。
以上の検討から、3T3L1 細胞は分化誘導を開始して 10 日後（Day 10）に成熟
脂肪細胞へと分化しており、検討を行うのに問題ないと判断した。また、生体
内の HDL、ApoM を豊富に含む vehicle 中の S1P 濃度は 50-100 nM であるため 30、
これらの内因性の S1P の影響を無視するために、以下の大部分の検討では、S1P
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濃度は 10 µM、投与後の検討時間は 4 時間後と実験の条件を設定した。

3

HDL と共に投与した S1P よりも LDP と共に投与した S1P の方が 3T3L1 細

胞の PAI-1 発現量を増加させる
脂肪細胞に、HDL を運搬体として投与した場合と、LDP を運搬体として投与
した場合で、S1P による PAI-1 発現促進作用が異なるかについて検討した。ヒト
PRP を超遠心分離によって分け、濃度調整した HDL2、HDL3、総 HDL、LDP と、
これらを vehicle として 10 µM S1P を脂肪細胞に投与して 4 時間培養後、mRNA
を回収して PAI-1 発現量をリアルタイム PCR 法で解析した。

図 7 HDL を vehicle とした S1P と LDP を vehicle とした S1P の脂肪細胞での
PAI-1 発現誘導の相違
健常人よりクエン酸採血で得た血液を遠心して多血小板血漿（PRP）を作成した。
作成した PRP を超遠心分離によって、HDL2（1.063 < d < 1.125 g/mL）、HDL3
（1.125 < d < 1.21 g/mL）、総 HDL（1.063 < d < 1.21 g/mL）に分け、各分画を回収
し、残った上清をリポ蛋白欠損血漿（LDP）とした。得られた各リポ蛋白、LDP
を PBS で透析後、無牛胎児血清培養液中の蛋白濃度が 800 µg/mL となるように
調整し、vehicle とした。あらかじめ牛胎児血清を含まない培養液で 18 時間培養
した成熟脂肪細胞に（Day 10）、作成した各 vehicle と 10 µM S1P を添加して 4
時間培養し、mRNA を回収して PAI-1 発現量をリアルタイム PCR 法で解析した
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（n=3-4/各群）。*P < 0.05（多重比較）。

いずれの HDL を vehicle として S1P を投与した群も、何も投与しない群（none）
と比較して PAI-1 発現量に統計学的有意差は認めなかった。一方で、LDP を
vehicle として S1P を投与すると、何も投与しない群（none）と比較して、PAI-1
発現量は有意に増加した（P < 0.05）
（図 7）。この結果から、HDL と結合した S1P
ではなく、LDP に存在するアルブミンと結合した S1P が、脂肪細胞における PAI-1
発現量を増加させることが示唆された。

4

作成した vehicle における ApoM、アルブミンの発現、S1P のリポ蛋白への

分布の検証
アデノウイルスを HepG2 細胞に感染させて作成した ApoM に富む vehicle
（ApoM 群）、コントロール vehicle（Null 群）のそれぞれにおける ApoM、アル
ブミンの分布をウエスタンブロット法により調べた。
ApoM 群においては、ApoM を過剰発現させることにより vehicle 中の ApoM
蛋白レベルは増加していた（図 8A）。また、ApoM 群、Null 群、ヒト PRP より
分離された HDL（HDL 群）の、それぞれリポ蛋白分画（d < 1.21）、LDP 分画（d
> 1.21）に超遠心分離し、各分画における ApoM、アルブミンの蛋白発現量をウ
エスタンブロット法により調べたところ、HDL 群では、リポ蛋白分画で ApoM
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図 8 作成した vehicle における ApoM、アルブミンの発現、S1P のリポ蛋白へ
の分布の検証
A：作成した ApoM に富む vehicle（ApoM 群）、コントロール vehicle（Null 群）
のそれぞれにおける ApoM、アルブミンの蛋白量の比較。
B：ApoM 群、Null 群、ヒト PRP より分離された HDL（HDL 群）をそれぞれリ
ポ蛋白分画（d < 1.21）、LDP 分画（d > 1.21）に超遠心分離した。それぞれの分
画における ApoM、アルブミン分布の比較。
C：アルブミン群、Null 群、ApoM 群、ヒト PRP より分離した HDL 群の 4 つを
vehicle として 1 µM C17 S1P を加え、超遠心分離によってリポ蛋白分画（d < 1.21）、
LDP 分画（d > 1.21）に分け、それぞれの分画における C17 S1P 含有量を調べた
（n=3/各群）。* * P < 0.01（多重比較）。
濃度が高く、ApoM 群では、リポ蛋白分画、LDP 分画の ApoM 濃度が高く、
一方で、Null 群では LDP 分画においてアルブミン濃度は高いが、ApoM はわず
かに検出されるのみであった（図 8B）。この結果から、HDL 群に含まれる ApoM
はリポ蛋白分画に多く存在することが確かめられ、また、作成した ApoM に富
む vehicle 中の ApoM は、実際のヒト HDL と同様にリポ蛋白分画にも存在して
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いることが分かった。
次に、アルブミン群、Null 群、ApoM 群、HDL 群の 4 つの vehicle 中のどの分
画に S1P が分布するかを調べた。生体内に存在している S1P と区別するために、
生体内には存在しない C17 S1P 1 µM を各 vehicle に溶解し、超遠心分離によって
リポ蛋白分画（d < 1.21）、LDP 分画（d > 1.21）に分け、各分画の C17 S1P 濃度を
測定した。その結果、C17 S1P は、Null 群、アルブミン群では、主に LDP 分画に
分布していたが、ApoM 群、HDL 群では主にリポ蛋白分画に存在しており、実
際のヒト HDL 同様に、作成した ApoM に富む vehicle 中でも、S1P はリポ蛋白分
画にも存在することが分かった（図 8C）。

5

ApoM に富む vehicle を用いて投与した S1P は、コントロール vehicle を用

いて投与した S1P よりも脂肪細胞における PAI-1 の発現量増加が小さい
次に、ApoM に富む vehicle（ApoM）あるいはコントロール vehicle（Null）を
用いて 10 µM S1P を脂肪細胞に投与し、PAI-1 発現に与える影響が異なるかを検
討したところ、ApoM よりも Null を vehicle として S1P を投与した方が PAI-1 の
発現量の増加は著しかった（図 9A）。続いて、ApoM 発現抑制 vehicle（si-ApoM）、
アルブミン発現抑制 vehicle（si-Alb）、コントロール vehicle（si-Ctl）を用いて 10
µM S1P を脂肪細胞に投与し、PAI-1 発現に及ぼす影響を比較した。作成した

34

si-ApoM、si-Alb、si-Ctl のそれぞれの vehicle における ApoM、アルブミン量は、
si-Ctl と比較して si-ApoM では ApoM の発現が低下し、si-Alb ではアルブミンの
発現が低下していた （図 9B）。PAI-1 の発現誘導は、si-ApoM を vehicle として
S1P を細胞に投与すると、si-Ctl を vehicle として S1P を投与するよりも PAI-1 発
現量の増加の程度が大きく（図 9C）、si-Alb を vehicle として S1P を投与すると、
si-Ctl を vehicle として S1P を投与した場合と比較して PAI-1 発現量の増加の程度
は小さかった（図 9D）。

図 9 ApoM に富む vehicle を用いて投与した S1P は、コントロール vehicle を用
いて投与した S1P よりも脂肪細胞における PAI-1 の発現量増加が小さい
（A、C、D）あらかじめ牛胎児血清を含まない培養液で 18 時間培養した成熟脂
肪細胞に（Day 10）、作成した各 vehicle と 10 µM S1P を添加して 4 時間培養し、
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mRNA を回収して PAI-1 発現量をリアルタイム PCR 法で解析した。ApoM、Null
を vehicle とした検討（n=4）
（A）、si-ApoM、si-Ctl を vehicle とした検討（n=4-6）
（C）、si-Alb、si-Ctl を vehicle とした検討（n=4-6）
（D）。*P < 0.05, * * P < 0.01, ***
P < 0.001（多重比較）。
B：作成した si-ApoM、si-Alb、si-Ctl のそれぞれにおける ApoM、アルブミンの
蛋白量の比較。

以上の結果から、ApoM と結合した S1P は、アルブミンと結合した S1P と比
較して、PAI-1 の発現誘導作用が低いことが示唆された。

6

ApoM 過剰発現による血漿 S1P の増加は、マウス血漿 PAI-1 濃度、脂肪組織

PAI-1 発現量を変化させない
これまでの in vitro の実験から、ApoM に結合した S1P は PAI-1 発現誘導作用
が小さいことが示唆された（結果 3、5）。次に、in vitro の実験結果が、in vivo
に外挿できるかどうか、動物実験にて検討した。
アデノウイルスを用いてマウス肝臓に ApoM を過剰発現させたところ、既報
通り、ApoM マウスでは、Null マウスと比較して血漿 ApoM 濃度、S1P 濃度がと
もに有意に増加した（図 10A、B）。しかし、血漿 PAI-1 濃度と脂肪組織におけ
る PAI-1 発現量は、ApoM マウスと Null マウスの 2 群間において統計学的有意
差は認めなかった（図 10C、D）。以上より、in vivo においても ApoM と結合し
た S1P は、脂肪組織中の PAI-1 発現を誘導する作用がない可能性が示唆された。
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図 10 ApoM 過剰発現によるマウス血漿 PAI-1 濃度、脂肪組織 PAI-1mRNA 発現
量の変化
9 週令オス C57BL6J マウスに、ヒト ApoM をコードしたアデノウイルス、その
コントロールアデノウイルスを感染させて、ApoM マウス、Null マウスを作成し、
5 日目に解析を行った（n = 4-6/各群）。各群における血漿ヒト ApoM 濃度（A）、
血漿 S1P 濃度（B）、脂肪組織中の PAI-1 mRNA 発現量（C）、血漿 PAI-1 濃度（D）
の結果。* * P < 0.01（Student’s t 検定）。

7

S1P は、脂肪細胞において S1PR2 を活性化して PAI-1 発現量を増加させる
序文に記載したように、S1P は複数の S1P 受容体を活性化し、様々な生物学

的作用を発揮するため、PAI-1 発現に関与する S1P 受容体を検討し、それらの受
容体の活性化作用が ApoM に結合した S1P とアルブミンに結合した S1P で異な
るかどうかを検討した。S1P 受容体は、5 種類同定されているが（S1PR1-5）、脂
肪細胞においては S1PR1-3 の発現が確認されており 38、アルブミン結合 S1P は、
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S1PR2 を活性化して PAI-1 発現量を増加させると報告されている 8。
そこで、まず S1PR2 の拮抗剤である JTE013、あるいは S1PR1、3 の拮抗剤で
ある VPC23109 を用いて、アルブミン結合 S1P の PAI-1 産生増加作用における
S1PR の関与について検討した。

図 11 S1P は、S1PR2 を活性化して PAI-1 発現量を増加させる
（A、B）あらかじめ牛胎児血清を含まない培養液で 18 時間培養した成熟脂肪細
胞に（Day10）、30 分間各阻害剤（JTE013、VPC23019、wortmannin）あるいは、
コントロールとして DMSO を添加して培養した後、無脂肪酸牛血清アルブミン
を 0.4%添加した PBS に再溶解した 10µM S1P と受容体阻害剤を共に添加して 4
時間培養し、
mRNA を回収して PAI-1 発現量をリアルタイム PCR 法で解析した。
A：S1PR2 阻害剤（JTE013）、S1PR1/3 阻害剤（VPC23019）を用いた検討（n=4-6）。
*P < 0.05、* * P < 0.01、* * * P < 0.001（多重比較）。
B：PI3K 阻害剤（wortmannin）を用いた検討（n=6）。*P < 0.05（多重比較）。
その結果 JTE013 は、アルブミン結合 S1P による PAI-1 mRNA 発現増加作用を
阻害したが、VPC23019 は、アルブミン結合 S1P の PAI-1 発現増加作用をむしろ
亢進させた。また、VPC23019 単独投与にても PAI-1 発現量は増加する傾向にあ
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った（図 11A）。
以上より、アルブミン結合 S1P は、S1PR2 を介して PAI-1 発現増加を誘導する
ことが示唆された。また、VPC23019 単独投与にても PAI-1 発現が増加傾向にあ
った結果より、VPC23019 投与によるアルブミン結合 S1P の PAI-1 の更なる発現
誘導は、S1P 受容体を介するものではなく、多面的効果である可能性も考えられ
た。そこで、さらに S1PR1、3 の下流にある PI3K 阻害剤である wortmannin を用
いて検討したところ、wortmannin は、アルブミン結合 S1P による PAI-1 発現誘
導作用を増強しなかった（図 11B）。よって、S1PR1、3 経路は PAI-1 発現誘導に
は関与していないと考えられた。

ApoM を vehicle とした S1P は、モエシンを活性化させない

8

S1P は S1PR2 を介してモエシンを活性化すると報告されている

。そこで、
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ApoM に富む vehicle（ApoM）およびコントロール vehicle（Null）を用いて S1P
を脂肪細胞に投与し、モエシンのリン酸化を調べることにより、ApoM に結合し
た S1P とアルブミンに結合した S1P の S1PR2 の活性化作用の相違について検討
した。
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図 12

ApoM を vehicle とした S1P は、モエシンを活性化させない

牛胎児血清を含まない培養液で 18 時間培養した成熟脂肪細胞に(Day 10)、各
vehicle と共に 10 µM S1P を加えて 30 分後に蛋白を回収し、ウエスタンブロット
法にてモエシンのリン酸化を比較した。
A：ApoM、Null を vehicle として S1P を投与した場合のウエスタンブロット法に
よるモエシンのリン酸化の比較。B：Image J を用いて、A の結果を定量し、比
較した（n=4）。* * P < 0.01、*** P < 0.001（多重比較）。

Null のみを投与した群と比較して、Null を vehicle として S1P を投与した群で
はモエシンのリン酸化が増加したが、ApoM を vehicle として S1P を投与した群
では Null のみを投与した群と比較して、モエシンのリン酸化の程度は変わらな
かった（図 12A、B）。
以上より、アルブミン結合 S1P は S1PR2 シグナルを活性化するが、一方で、
ApoM 結合 S1P は S1PR2 シグナルを活性化しないことが示唆された。

９

アルブミン結合 S1P は、S1PR2→ Rho/ROCK→NFB 経路を活性化させる

ことにより PAI-1 の発現を誘導させる可能性がある
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次に、薬理学的拮抗剤を用いて S1PR2 の下流のシグナルについて検討を行っ
た。S1PR2 の下流には Rho/ROCK が存在することが報告されているため、Rho
阻害剤によりアルブミン結合 S1P による PAI-1 の発現誘導が阻害されるかどう
か検討した。予想通り、Rho/ROCK 阻害剤である Y27632 は、アルブミン結合
S1P の PAI-1 の発現増加作用を阻害した（図 13A）。

図 13 S1P による PAI-1 発現増加作用は、Rho 阻害剤、NFB 阻害剤により阻害
される
（A-C）あらかじめ牛胎児血清を含まない培養液で 18 時間培養した成熟脂肪細
胞に（Day10）、阻害剤あるいは、コントロールとして DMSO を添加して 30 分
間培養した後、無脂肪酸アルブミンを含む PBS に再溶解させた S1P（終濃度 10
µM）と受容体阻害剤を共に添加して 4 時間培養し、mRNA を回収して PAI-1 発
現量をリアルタイム PCR 法で解析した。
A：Y27632（Rho 阻害剤）を用いた検討（n=4-5）。B：YC1（HIF1阻害剤）、SIS3
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（Smad3 阻害剤）を用いた検討（n=5-6）。C：BAY117082（NFB 阻害剤）を用
いた検討（n=6）。*P < 0.05、* * P < 0.01、* * * P < 0.001（多重比較）。

S1PR2→Rho/ROCK のさらに下流に位置する経路についての関与は報告がな
い。そこで、次に PAI-1 のプロモーター領域に結合部位を有するさまざまな転写
因子（HIF1、Smad3、NF-B）の阻害剤を用いて、S1PR2→Rho/ROCK と PAI-1
発現誘導の間に存在するシグナル経路について検討した。HIF1阻害剤である
YC1、Smad3 阻害剤である SIS3、NFB 阻害剤である BAY11-7082 の、アルブミ
ン結合 S1P による PAI-1 発現誘導に対する影響を検討したところ、YC1、SIS3
は、S1P による PAI-1 発現誘導を阻害しなかったが、BAY11-7082 は、S1P によ
る PAI-1 発現誘導を阻害した（図 13B、C）。以上より、アルブミン結合 S1P は、
脂肪細胞において S1PR2-Rho/ROCK を活性化し、さらに NFB を活性化させる
ことにより、PAI-1 の発現を誘導する可能性が示唆された。
ApoM を vehicle とした S1P は、Null を vehicle とした S1P と比較して S1PR2
の下流に存在するモエシンをリン酸化する程度は弱かったため、NFB の活性化
の程度も vehicle により異なるのではないかと考えられた。NFB は、p65（RelA）
と p50 のヘテロ二量体で構成され、リポポリサッカライドなどにより細胞が刺
激されることにより、IBのリン酸化、分解を経て活性化され、核に移行する
転写因子である。そこで、vehicle による S1P の NFB の活性化の違いを比較す
るために、Null、ApoM の 2 種類の vehicle を用いて S1P を脂肪細胞に投与し、
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ウエスタンブロット法を用いて核蛋白の p65 発現レベルを調べた。

図 14 vehicle による S1P の NFB 活性化の相違
（A、B）牛胎児血清を含まない培養液で脂肪細胞を 18 時間培養し、各 vehicle
と共に 10 µM S1P を細胞に加えて 30 分後に核蛋白を回収し、ウエスタンブロッ
ト法にて核内 p65 発現量を確認した。
A：ApoM 群、Null 群を用いて S1P を投与した場合のウエスタンブロット法によ
る核内 p65 発現量の比較（n=3）。
B：ImageJ を用いて A の結果を定量し、比較した（n=3）。*P < 0.05、* * P < 0.01
（多重比較）。

Null、ApoM の 2 群間で核内 p65 発現量に相違は認めなかったが、Null を vehicle
として S1P を投与した群では、Null 単独群と比較して核内 p65 の蛋白濃度は高
かったが（P < 0.05）、ApoM を vehicle として S1P を投与した群では、p65 の核
内移行は見られなかった（図 14）。
以上より、アルブミン結合 S1P は NFB の活性化作用があるが、ApoM 結合
S1P はその作用がないことが示唆された。
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リコンビナント ApoM を vehicle として S1P を投与しても PAI-1 発現量は増

10

加しない
最後に、アルブミン結合 S1P と ApoM 結合 S1P の PAI-1 発現誘導をより純粋
に比較するため、リコンビナント ApoM（rApoM 群）を構築し（図 15A）、アル
ブミン結合 S1P と rApoM 結合 S1P による PAI-1 発現誘導の相違について検討し
た。rApoM は 1 mg/ml、アルブミンは 3.5 mg/ml に濃度調整してモル数を合わせ
て用いた。アルブミンを vehicle として S1P を投与した群では、投与濃度 1 µM
で PAI-1 発現量は有意に増加した（P < 0.05）が、rApoM を vehicle として S1P
を投与しても PAI-1 発現量は増加しなかった（図 15B）。以上より、ApoM 結合
S1P はアルブミン結合 S1P と比較して PAI-1 発現誘導作用が弱いと考えられた。

図 15 リコンビナント ApoM を vehicle として投与した S1P とアルブミンを
vehicle として投与した S1P の PAI-1 発現誘導の相違
A：作成したリコンビナント ApoM（rApoM）中の ApoM 発現量。B：牛胎児血
清を含まない培養液で 18 時間培養した成熟脂肪細胞に（Day10）、1 µM アルブ
ミン、あるいは作成した 1 µM rApoM（A）と共に 1 µM S1P を細胞に加えて 1
時間培養後に、mRNA を回収してリアルタイム PCR 法で PAI-1 mRNA 発現量を
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解析した（n=3）。*P < 0.05（多重比較）。
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【考察】
本研究では、主にアルブミン結合 S1P と ApoM/HDL 結合 S1P の PAI-1 発現誘
導における相違について検討した。その結果、①活性化血小板より放出される
S1P は、HDL 分画よりもアルブミン分画（LDP 分画）に分布しやすい、②
ApoM/HDL 結合 S1P はアルブミン結合 S1P と比較して PAI-1 発現誘導作用が弱
い、③脂肪細胞においてアルブミン結合 S1P の PAI-1 発現誘導作用において、
S1PR2→Rho/ROCK→NFkB の活性化が関与している可能性があり、このシグナ
ルの活性化は、ApoM 結合 S1P では見られないことを明らかにした。以下、本
研究の結果を順に考察する。
①活性化血小板より放出される S1P は、HDL 分画よりもアルブミン分画（LDP
分画）に分布しやすい
血小板を活性化させると、血小板が活性化されない群と比較して LDP 分画に
おける S1P 含有量が有意に増加した（図 5）。この結果から、血小板内に貯蔵さ
れていた S1P が、血小板の活性化に伴って循環血液中に放出され、特にアルブ
ミンの存在する LDP 分画に分布しやすい可能性が示された。S1P は、細胞外に
おいて主に運搬体と結合して存在すると報告されており 46、血小板から循環血液
中へ放出された S1P は原則として、これらの運搬体と結合することにより、代
謝分解を受けにくくなることが報告されている 47。一方で、運搬体と結合できな
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かった遊離型 S1P は、S1P ホスファターゼや S1P リアーゼによる代謝を受けや
すくなり、血液中には長く存在できないと考えられる。実際、遊離型 S1P は、
血漿 S1P のわずか 2-4％（およそ 4-8 nM）に過ぎないと報告されており 26,27,48、
低濃度でかつ半減期が非常に短いと推測される遊離型 S1P が、生体内において
S1PR アゴニスト作用を有するとは考えにくい。
血小板から S1P が放出される機序についての報告は多くないが、Jonnalagadda
らは、2 つの機序を提唱している。すなわち、血小板膜に存在する貯蔵部位から
の S1P の放出で、血小板の刺激に因らない放出と、顆粒に貯蔵されている S1P
が血小板の活性化に伴ってエキソサイトーシスによって細胞外へと放出される
機序である
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。一方で、Igarashi らは、血小板内の S1P は、顆粒からのエキソ

サイトーシスによらず、血小板膜に局在している S1P が、トロンビンあるいは
カルシウムによる刺激により放出される、と提唱しており 50、結論は出ていない。
血小板から短時間に放出された高濃度の S1P は、本研究の結果からは HDL 分画
中の ApoM よりも LDP 分画中のアルブミンを運搬体として選択していると考え
られる。血小板から放出される S1P の運搬体選択性についての既報はないが、
アルブミン濃度を増加させることにより、活性化血小板からの S1P 放出が増加
するという報告や 49、アルブミンと比較して HDL は活性化血小板から S1P を放
出させる効果が弱い 51、という報告もあり、活性化されていない血小板において
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も、先に述べたように刺激によらずに S1P が放出されていることが報告されて
いるが、この放出についてもアルブミンが必要と報告されている 50,52,53。これら
の報告は、血小板由来の S1P の放出のされやすさについての検討ではあるが、
S1P が循環血漿中においては原則として、運搬体と結合して存在し、遊離 S1P
は代謝分解されやすいといった性質を考慮すると、血小板由来の S1P の放出の
されやすさは、放出された S1P の運搬体への結合のしやすさをある程度反映し
ているとも考えられる。
健常人の生体内の血漿 S1P 濃度は数 100 nM 程度であり、赤血球濃度に依存す
ると報告されている

。その理由として、血小板 1 つに含まれる S1P 濃度は、
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赤血球 1 つあたりに含まれる S1P 濃度のおよそ 9 倍とも報告されているが、直
径 2-3 ミクロンの血小板は、直径 7.5 ミクロンの赤血球よりも 1 血球あたりの体
積が小さく、赤血球は血液細胞のおよそ 95％を占めるため、総体積は血小板よ
りも赤血球の方が極めて大きいことが挙げられる 54。一方で、血小板に多く貯蔵
されている S1P は、血小板の活性化に伴って血液中に放出されると報告されて
おり 55、実際に急性冠症候群のように血小板の活性化が著しい病態においては、
血漿 S1P 濃度は血小板に由来する部分が大きくなる 48,56。現在までに、急性冠症
候群の血漿 S1P が上昇した、という報告はない。一方で、冠動脈疾患の患者血
漿では、アルブミン結合 S1P に比較して HDL 結合 S1P が高い、とも報告されて
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おり、同報告では、HDL コレステロール濃度が冠動脈疾患群において有意に減
少していたものの、両群における HDL 1mg あたりの S1P 含有量を測定した結果
においてもなお、冠動脈疾患群の S1P 含有量は健常者と比較して低い、と報告
している 34。よって、冠動脈疾患群において HDL-S1P が低い原因は、HDL 濃度
の減少の他にもある可能性が示唆される。
なぜ、活性化血小板由来の S1P が、ApoM/HDL よりもアルブミンを運搬体と
して選択しているのか、について本研究では解明できていない。しかし、アル
ブミン結合 S1P と比較して ApoM 結合 S1P は、代謝分解を受けにくく血液中に
おいておよそ 5 倍長く存在するとも報告されており 30、S1P と ApoM との結合は、
S1P とアルブミンとの結合よりも強い、あるいは長く維持されていると考えられ
る。よって、血小板血栓が形成される局所において、短時間に高濃度の S1P が
血小板から放出される病態では、S1P との結合を解きやすいアルブミンの方が、
ApoM よりも血小板由来の高濃度の S1P と新たに結合しやすい、と予想される。
また、ヒトにおける血漿 ApoM 濃度はおよそ 1 µM 程度 57、血漿 S1P は数 100 nM
程度 52、血清アルブミン濃度は 3.5 - 5 g/dl58 (モル濃度に換算すればおよそ 600 800 µM)であり、アルブミンは ApoM に比較して非常に多く血液中に存在してい
る一方で、1 µM 程度と報告されている ApoM は、飽和されている可能性も考え
られ、血液中の運搬体の濃度の違いが、局所における S1P との結合のされやす
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さに影響している可能性もある。ただし、数 100 nM と報告されている血漿 S1P
の約 2/3 が ApoM と結合している既報からは、ApoM 結合 S1P 濃度は、総 ApoM
濃度の半分以下と考えられ、血液中の ApoM が飽和されていない可能性も考え
られる。
また、健常者における血漿 S1P 濃度は主に赤血球由来の S1P であり、これら
は主に ApoM/HDL と結合している。一方で、活性化血小板より放出される S1P
は、運搬体の選択性の意義は上記のように解明できていないが、少なくとも本
研究の結果からはアルブミンと結合しやすいと考えられる。このように、同じ
S1P ではあるが、産生細胞が赤血球であれば ApoM/HDL と結合しやすく、活性
化血小板であればアルブミンと結合しやすい、といった産生細胞による S1P の
違いにより、選択される運搬体が異なる可能性もある。赤血球と血小板におけ
る S1P の産生において大きく異なる点として、律速酵素である SphK1、2 のどち
らの活性が高いか、が挙げられる。すなわち、赤血球では SphK1、血小板では
SphK2 の活性がそれぞれ高いと報告されている。SphK の種類による S1P の作用
の違いについて直接比較検討している報告はないが、SphK1 と SphK2 が生体に
及ぼす影響は同じでないことが報告されている。例えば、SphK1 の過剰発現に
より乳癌細胞の増殖や浸潤が強くなるという報告や
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、SphK2 を活性化させた

マウスで、肝硬変やインスリン抵抗性が改善するという報告
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などがある。血

小板の活性化がない通常の血管内において、赤血球の他に、血小板や血管内皮
細胞を由来とする S1P が血漿 S1P に寄与しており 47、これらの由来の違いによ
る S1P の運搬体の選択性の相違は報告がない。しかし、以上のような S1P の産
生細胞における SphK の活性の違い、SphK の種類により異なる細胞応答を考慮
すると、やはり同じ S1P ではあるが、その性質は異なる可能性は否定できない。
以下、脂肪細胞における検討で用いた S1P は、すべて赤血球由来のものであ
る。現在販売されている研究用 S1P は、赤血球由来のものに限られ、血小板由
来の S1P はないため、由来による S1P の作用の違いについて検討できていない
点は、本研究の限界として挙げられる。
②ApoM/HDL 結合 S1P はアルブミン結合 S1P と比較して PAI-1 発現誘導作用が
弱い
本研究では、PAI-1 発現誘導に対する、S1P の運搬体の相違について以下のよ
うな vehicle の組み合わせにおいて検討した。
1) HDL と LDP の比較
健常人採血により得た血漿から超遠心分離し、蛋白濃度調整を行った各 HDL、
リポ蛋白欠損血漿（LDP）を vehicle として 10 µM S1P を脂肪細胞に投与したと
ころ、LDP を vehicle として S1P を投与した場合のみ PAI-1 発現量が有意に増加
した（図 7）。S1P を加えていない状態の各 vehicle 中の S1P 濃度は、total HDL 75.9
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nM、HDL 2 40.8 nM、HDL 3 73.5 nM、LDP 16.4 nM と、10 µM と比較して非常に
低濃度であり、これらの内因性の S1P の影響は無視できると考えた。また、図
８に示す vehicle 中の S1P の分布も考慮すると、脂肪細胞において PAI-1 発現量
を増加させるのは、HDL と結合している S1P ではなく、LDP 分画に分布してい
る、おそらくアルブミンと結合している S1P であると考えられる。
HDL を vehicle として S1P を投与して PAI-1 産生を調べている論文は１報しか
ない 38。既報において Lee らは HDL 3 を成熟脂肪細胞に投与すると、HDL 3 の濃
度依存性に脂肪細胞での PAI-1 産生量が増加するという結果から、HDL 3 に含ま
れる S1P が PAI-1 産生を亢進させる可能性を示していたが、本研究においては、
得られた各リポ蛋白を脂肪細胞に投与して、4 時間後の PAI-1 mRNA 発現量を検
討し、いずれのリポ蛋白の投与によっても PAI-1 mRNA 発現量は有意には増加
しなかった（図 7）。この結果の相違の理由としては、実験方法の違いが挙げら
れる。すなわち、本研究ではあらかじめ 18 時間にわたり牛胎児血清を含まない
培養液で細胞を培養することで、余計なアルブミンや牛胎児血清中の S1P を可
能な限り除去してから S1P を投与して検討を行っているが、既報では、特に培
養液中の牛胎児血清を除く手段はとられていない。よって、HDL を投与した場
合に含まれる S1P が、
残存する培養液中のアルブミンと結合した可能性がある。
本研究においては、S1P を直接各 vehicle に溶解して細胞に投与しているため、
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vehicle 作成時にリポ蛋白、アルブミンが混ざり合う可能性は極めて低いと考え
られる。
また、HDL のうち ApoM を有する HDL は全体の 5 - 10％程度、さらに血漿
ApoM 濃度は 1 µM 程度と報告されており 61、投与された S1P がすべて HDL と
結合しているとは考えにくい。よって、本研究の限界として、遊離 S1P の存在
について検討していない点、また HDL について、ApoM を有する HDL、ApoM
を持たない HDL に分けて検討していない点が挙げられる。
2)ApoM と Null の比較、si-ApoM、si-Alb と si-Ctl の比較
ApoM に富む vehicle（ApoM）を用いて S1P を投与した場合、コントロールの
vehicle（Null）を用いて S1P を投与した場合よりも PAI-1 の発現増加の程度は小
さかった（図 9A）。逆に、ApoM の発現を抑制した vehicle（si-ApoM）を用いて
S1P を投与した場合、コントロールの vehicle（si-Ctl）を用いて S1P を投与した
場合よりも、
脂肪細胞における S1P の PAI-1 発現増加効果は大きかった（図 9C）。
図 8 にて検討した vehicle の性質（ApoM に富む vehicle は HDL 分画に S1P が多
く分布し、コントロール vehicle ではアルブミンの分布する LDP 分画に多く分布
する）を考慮すると、この結果は、ApoM に結合した S1P はアルブミンに結合
した S1P と比較して、少なくとも PAI-1 誘導作用は弱いことが示唆される。
もっとも、si-Alb を vehicle として S1P を投与しても、si-Alb の単独投与群と
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比較して PAI-1 発現量は有意に増加していたが（図 9D）、その理由として、si-Alb
中には、少量のアルブミンも存在しているため（図 8D）、溶解した S1P が ApoM
だけでなく、ある程度はアルブミンと結合し、アルブミン結合 S1P の影響が反
映されたためと考えられ、ApoM 結合 S1P が、全く PAI-1 を発現誘導しない可能
性もある。しかし、この検討においても、前述のように、遊離 S1P の存在につ
いて検討できていない。遊離 S1P は、生体内では、運搬体と結合している S1P
と比較して、血液中における濃度は非常に低く、代謝分解されやすいため、S1PR
アゴニスト作用を有するとは考えにくい。一方で、細胞培養液中においては、
S1P の分解酵素である S1P リアーゼ（SPL）、あるいは S1P の他のリゾリン脂質
も基質とする Lipid phosphate phosphohydrolase（LPP）が生体と同様に存在して
いるとは考えにくい。よって、本研究のような培養細胞を用いた in vitro の検討
において、遊離 S1P の存在は無視できず、今後検討が必要な点である。ただし、
マウスに ApoM を、アデノウイルスを用いて過剰発現させた in vivo の検討結果
からは、ApoM マウスでは血漿 S1P 濃度が上昇するが、血漿 PAI-1 濃度と脂肪組
織 PAI-1 発現量には変化がみられなかった（図 10）。肝臓における ApoM の過剰
発現に伴って上昇した S1P が、ApoM とアルブミンのどちらの運搬体と結合し
た S1P であるのかは検討していないが、血漿 ApoM 濃度に伴い、ApoM 結合 S1P
は増加している可能性は高い。それに加えて、血漿アルブミン結合 S1P が、ApoM
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の過剰発現に伴って増加した、あるいは減少した可能性も否定はできない。
ApoM 結合 S1P のみが増加した、あるいは ApoM 結合 S1P が増加してアルブミ
ン結合 S1P が減少した、と仮定すると、やはり ApoM 結合 S1P には PAI-1 発現
誘導作用はない、あるいはわずかである、また ApoM 結合 S1P の方が、アルブ
ミン結合 S1P よりも結合が強靭であると考えられる。一方で、ApoM 結合 S1P
とともにアルブミン結合 S1P が増加した、と仮定すると、ApoM の過剰発現は、
S1P の産生あるいは血漿への輸送を増加させ、血漿中に増加した ApoM に加え
て、もともと多く存在するアルブミンも S1P の運搬体として動員された、とい
う機序が考えられる。この場合には、アルブミン結合 S1P による PAI-1 発現誘
導作用を、共に増加した ApoM 結合 S1P が打ち消した、あるいは、アルブミン
結合 S1P の増加の程度が小さかった、と考えられるが、いずれの場合において
も、ApoM 結合 S1P の、PAI-1 発現誘導作用はわずかであると考えられる。
3)リコンビナント ApoM、アルブミンの比較
最後に、ApoM 自体とアルブミンを直接比較するため、リコンビナント ApoM
（rApoM）あるいはアルブミンを vehicle として S1P を脂肪細胞に投与し PAI-1
mRNA 発現量について比較した。その結果、アルブミンを vehicle として S1P を
投与すると PAI-1 発現量は有意に増加したが、rApoM を vehicle として S1P を投
与しても PAI-1 発現量は変わらなかった（図 15B）。この結果から、直接的に ApoM
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結合 S1P は、アルブミン結合 S1P と異なり、PAI-1 発現誘導作用はない、という
ことが示された。
さて、ApoM は、約 26 kDa の糖蛋白で、リポカリン蛋白ファミリーのひとつ
であり、疎水性の結合ポケットを有し、そこに脂溶性のリガンドを結合させる
ことができる 29,62。主に、肝臓、腎臓から分泌され、血漿中では約 1 µM 程度存
在し、HDL のうち ApoM を含む HDL の割合は 5-10％程度である 57。HDL とは、
N 末端アミノ酸配列によってつながっており、この配列が壊れると ApoM と HDL
の結合は解消され、ApoM は腎臓で代謝されやすいと考えられ、さらにヒトやマ
ウスの体内における検討から、血漿 ApoM 濃度と総 HDL 濃度に正の相関がある
ことが示されている 57。in vitro の検討においては、ApoM を含まない HDL に比
較して、ApoM を含む HDL は、LDL の酸化を防ぐ作用が強く、泡沫細胞からコ
レステロールを運び出す効果が高いことが示され 63、糖尿病モデルマウス、糖尿
病患者、メタボリックシンドロームの基準を満たす患者において、ApoM 発現量
が減少しているという報告もされている 64,65。これらの既報から ApoM は抗動脈
硬化作用を有するアポ蛋白であると考えられているが、本研究ではさらに、
ApoM には S1P による PAI-1 の誘導を減弱させるという新しい抗動脈硬化作用を
有することが示唆され、動脈硬化の分野における rApoM の治療医学的な応用が
期待される。
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③

脂肪細胞においてアルブミン結合 S1P は、S1PR2→Rho/ROCK→NFB を

活性化させて PAI-1 発現量を増加させるが、このシグナルの活性化は、ApoM
結合 S1P では見られない
１）アルブミン結合 S1P と ApoM 結合 S1P の S1PR2 活性化作用の相違
S1P の運搬体による生物学的活性の相違（ApoM/HDL 結合 S1P とアルブミン
結合 S1P の相違）については、近年様々な細胞で検討されている。例えば、
HDL/ApoM 結合性 S1P は、血管内皮細胞のバリア機能維持や 66、膵臓β細胞か
らのインスリン分泌を亢進させ 30、リンパ球の増殖には抑制的に働くという報告
がある 32。いずれの報告においても、ApoM/HDL と結合した S1P は、S1PR1 あ
るいは S1PR3 の活性化作用が強い、と考えられている。しかし、脂肪細胞にお
ける運搬体による S1P の作用の相違を調べた既報はなく、本研究が初めてであ
る。さらに、本研究では、脂肪細胞において、ApoM 結合 S1P はアルブミン結
合 S1P と比較して、S1PR2 に対するアゴニスト活性が低い可能性を示唆した初
めての研究である。
S1PR2 以外の S1PR は、主に Gi-PI3K-Akt 経路に関与して、血管内皮細胞の機
能維持や 67 や膵臓細胞のインスリンの分泌亢進作用 30 などといった作用が示さ
れてきたが、S1PR2 は G12/13 と主に結合しており、Gi とは優位に結合していない
ことが報告され、網膜における血管新生作用
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、血管内皮細胞の機能不全
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と

いった作用も報告されている。
PAI-1 の誘導に関しても、本研究からは S1PR2 が責任受容体と考えられ（図
11）
、次のように既報と合致する結果である。2010 年に Lee らは、薬理学的ある
いは siRNA を用いて S1PR2 を阻害することにより、S1P は S1PR2 を介して PAI-1
産生を増加させることを報告しており 38、 2013 年に Ito らも同様に S1PR2 によ
り PAI-1 発現が誘導されることを示している 8。このことは、本研究において
S1PR2 の下流に存在する Rho/ROCK を阻害することによりアルブミン結合 S1P
の PAI-1 発現誘導を阻害できたという結果も支持している。
S1PR アンタゴニストを用いた実験において、興味深いことに、本研究では、
S1PR1、3 のアンタゴニストである VPC23019 の存在下では、S1P の PAI-1 発現
増加作用がより強い、という結果を得た（図 11A）。また、S1P 非存在下でも
VPC23019 は、PAI-1 発現を増加させる傾向があった。この結果は、2010 年の Lee
らの論文と合致する。これらの結果の機序としては、まず、S1PR1 あるいは S1PR3
経路は PAI-1 発現を抑制する作用があることが考えられる。S1P 非存在下でも
VPC23019 は PAI-1 産生が亢進した理由として、細胞膜に存在する S1P が S1PR1
に結合し、S1PR1 アゴニストとして関与した可能性が考えられる。実際、2012
年に Hanson らによって報告された S1PR1 の結晶構造によれば、S1PR1 の結合部
位は膜貫通部位に存在し

、リガンドは S1PR1 の側方にアプローチして結合す
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ると考えられる。このような S1PR1 の構造上の特徴から、内因性、特に膜性の
S1P が S1PR1 に結合する可能性もある。もう一つの可能性としては、VPC23019
の S1PR1、3 に対するアンタゴニスト作用以外の作用による可能性が考えられる。
実際、S1PR1、3 の下流に存在する主なシグナル伝達経路である PI3K→Akt 経路
を阻害する wortmannin を投与しても、PAI-1 発現は増加していなかった（図 11B）。
また、S1PR1 アゴニストである SEW2871 を脂肪細胞に投与しても、PAI-1 発現
量は減少しなかった（結果の掲載なし）。よって、S1PR1、3 の活性化が PAI-1
の発現抑制作用を有する可能性は低いと考えられ、やはり VPC23019 の S1PR1、
3 アンタゴニスト作用以外の作用によるのかもしれない。本研究の結果からは、
VPC23019 が S1PR2 アゴニスト作用を有する可能性も考えられるが、VPC23019
の各 S1PR に対するアゴニスト作用を検証している既報によれば、VPC23019 は
S1PR4、5 に対するアゴニスト作用を有するが、S1PR2 アゴニスト作用はない 71。
S1PR4、5 は、共に Gi、G12/13 と共役しているが、脂肪細胞における発現量は
S1PR1-3 と比較してわずかであり 38、その関与は考えにくい。
このように、S1P と S1PR1-5 の関係は複雑であり、薬理学的拮抗剤による検
討のみでは十分でなく、si-RNA を用いて各受容体の発現を抑制し、さらに詳細
な検討を行う必要がある。
さて、アルブミン結合 S1P は、S1PR2 経路を介して PAI-1 発現を誘導してい
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ることから、ApoM 結合 S1P には S1PR2 経路の活性化作用がない、もしくはわ
ずかであると考えられる。そこで、S1PR2 の下流にある Rho 経路の活性化によ
ってモエシンがリン酸化されることは既に報告されているため 72、モエシンのリ
ン酸化の程度を比較することによって、アルブミン結合 S1P と ApoM 結合 S1P
による S1PR2 経路活性化の相違を検討した。その結果、コントロール vehicle を
用いて S1P を投与するとモエシンのリン酸化が亢進するが、ApoM に富む vehicle
を用いて S1P を投与してもモエシンのリン酸化が亢進しないことが分かった（図
12）
。よって、ApoM 結合 S1P は S1PR2 経路を活性化しない可能性が示唆された。
本研究において、ApoM 結合 S1P の、S1PR2 に対するアゴニスト活性が低い
機序については解明できていない。一方で、S1P が ApoM の中に組み込まれ、
それによって S1P が S1PR1 に対して結合しやすくなると提唱する報告もある 28。
また、HDL 上に存在する ApoM 結合 S1P は、スカベンジャー受容体 BI などの
HDL 結合受容体を選択することにより、アルブミン結合 S1P とは異なるアプロ
ーチで細胞と相互作用する可能性もある 21。
前述のとおり、動脈硬化症の分野においては、S1PR1、3 経路は抗動脈硬化作
用、S1PR2 経路は催動脈硬化作用を発揮することを考えると、ApoM 結合 S1P
とアルブミン結合 S1P の各 S1PR に対するアゴニスト活性の相違の可能性は、
S1P を治療医学的、検査医学的に応用する際に重要な課題であり、今後さらなる
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検討が必要である。
2) アルブミン結合 S1P と ApoM 結合 S1P の NFB の活性化作用の相違
S1P と PAI-1 をつなぐシグナル経路のうち、Rho 経路以下のシグナルについて
の既報はないため、本研究では、PAI-1 遺伝子のプロモーター領域に結合すると
報告されている様々な転写因子（Smad3, HIF1, NFB）の薬理学的阻害剤を用
いて、S1PR2 と PAI-1 の間に存在するシグナル経路についてさらに検討を行った。
まず、Smad3, HIF1は、PAI-1 発現制御において関連が報告された転写因子であ
るが 73 74、我々の検討においては、Smad3, HIF1の阻害剤を用いてもアルブミン
結合 S1P による PAI-1 発現増加は抑制されなかったため、いずれの転写因子も、
S1P による PAI-1 誘導には関与しないと考えられた。ただし、Smad3 の阻害剤の
存在下においては、S1P の PAI-1 発現誘導作用はより亢進した点は、無視できな
い。Smad3 は、TGFにより活性化される転写因子であり、TGFは PAI-1 のプロ
モーター領域に存在する Smad binding element (SRE)を介して発現誘導する、
PAI-1 の正の制御因子である
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。よって、Smad3 のリン酸化を抑制する SIS3 の

投与により、
S1P の PAI-1 発現誘導作用がかえって亢進した結果は、TGFSmad3
シグナル経路が、S1P→PAI-1 経路に対して負の制御作用を有する可能性を示唆
する。年には、Smad3 発現抑制マウスにおいて S1PR3 の発現が減少すると
報告されており 76、
Smad3 と S1P のクロストークが存在する可能性も考えられ、
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TGFと S1P の関連については今後さらなる検討が必要である。
一方で、NFB の阻害剤である BAY11-7082 は、アルブミン結合 S1P による
PAI-1 発現増加作用を阻害した。
さて、NFB とは、p50 / p105、p52 / p100、p65、c-Rel、RelB 蛋白が形成した
ホモ二量体あるいはヘテロ二量体のことである。転写抑制因子である IB 蛋白
と結合している状態では不活性化されているが、IB がリン酸化されることによ
り、NFB が活性化され細胞質から核内へと移動し転写因子としての役割を獲得
する 77。BAY11-7082 は、不可逆的に IBのリン酸化を阻害することにより、細
胞質内の p65 / p50 ヘテロ二量体が活性化されて核内に移動することを阻み、結
果的に NFB の転写因子としての働きを抑制する。S1P と NFB の関連について
は、これまでに多数の報告があるが、いずれの報告においても、S1P の運搬体に
よるシグナルの違いについては検討されていない。本研究の限界として、S1PR1
と NFB の関連について直接検討を行っていない点が挙げられるが、S1PR1 の
アンタゴニストである VPC23019 を用いてもアルブミン結合 S1P の PAI-1 発現誘
導作用が抑制できなかったことから、少なくとも PAI-1 発現誘導機序において
S1PR1 の活性化による NFB 活性化が関与している可能性は低いと考えられた。
さらに、多くの細胞において Rho の活性化により NFB が活性化されると報告
されているため 78、脂肪脂肪においてアルブミン結合 S1P は、S1PR1 ではなく、
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S1PR2 の活性化を通じて NFkB を活性化し、PAI-1 発現を誘導している可能性が
考えられた。
この想定される NFB の活性化に関して、アルブミン結合 S1P と ApoM 結合
S1P で相違があるかどうか検討するために、本研究では、p65 の核内移行を調べ
た。核内の p65 検出量はコントロール vehicle を用いて S1P を投与した場合は増
加し、一方で、ApoM に富む vehicle を用いて S1P を投与した場合は変化がなか
った（図 14）。NFB の活性化は、乳癌 79、急性骨髄性白血病の進行 80 といった
悪性腫瘍、アルツハイマー病などの神経疾患 81、アトピー性皮膚炎 82、気管支喘
息
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といったアレルギー疾患などの多くの疾患に関連しており、S1P の運搬体

による NFB の活性化の相違が、他の細胞、組織で見られるかは不明であるが、
本研究成果を他の疾患に応用するために今後さらなる検討が必要と考えられる。
また、薬理学的阻害剤を用いた検討、核の p65 発現量の比較により、NFB の活
性化が S1P の PAI-1 発現誘導作用に関与している可能性が示されたが、レポー
ターアッセイを用いた転写活性については検討できておらず、より確実な検討
が今後必要である。
以上より、血小板が活性化され、血栓形成が生じる局所においては、活性化
血小板より放出された高濃度の S1P が、主にアルブミンと結合した形で作用し、
S1PR2 への結合を介して線溶抑制因子である PAI-1 の発現を促進することが想
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定された。
炎症刺激を受けた血管内皮細胞が S1PR2 を発現することを考えると

84

、脂肪

細胞で観察されたことは血管内皮細胞にもあてはまることが予想され、より催
動脈硬化作用を発揮することが想定される。健常の血管内を循環している S1P
は、主に赤血球由来とされており 52、この S1P はアルブミンよりも HDL/ApoM
に多く結合し、血管内皮細胞上の S1PR1 への結合を介して血管拡張作用、血管
内皮結合維持作用といった抗動脈硬化作用を有すると考えると 22,23、生体におけ
る S1P の運搬体依存の作用の重要性が想定される。
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【結語】
本研究では、アルブミン結合 S1P は PAI-1 を誘導するが、ApoM 結合 S1P に
はそのような作用がない可能性を示した。その機序としては、前者は
S1PR2-Rho-NFB 経路を活性化するが、後者はこの経路の活性化作用がない、あ
るいはわずかであると考えられた。ApoM 結合 S1P が S1PR2 に対するアゴニス
ト活性が弱い機序については解明されていないが、本研究の結果から動脈硬化
性疾患における ApoM の治療医学的あるいは検査医学的有用性が示唆された。
すなわち、ApoM は、S1PR1、3 を介して、血管拡張作用、血管内皮細胞のバリ
ア機能を増加させる作用といった、既知の作用に加え、血栓促進因子である
PAI-1 の発現を誘導する S1P の有害性を弱める性質も持ち合わせている可能性が
考えられた。リコンビナント ApoM や ApoM ペプチドの開発によって、動脈硬
化性疾患に対する新規治療法および、動脈硬化性疾患の危険性を予測する検査
方法として、今後の ApoM の臨床応用が期待される。
最後に、本研究をまとめた図を記す（図 16）。
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図 16 本研究のまとめ
活性化血小板より放出された S1P は、ApoM/HDL よりもアルブミンと結合し、
脂肪細胞の細胞膜上の S1PR2 への結合、Rho/ROCK→NFB の活性化を介して
PAI-1 の発現誘導作用を発揮する。
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