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血管の異常収縮に対する多価不飽和脂肪酸の新機能
New function of polyunsaturated fatty acids in abnormal vascular
smooth muscle contraction
Although hypercholesterolemia is a major risk factor of vascular diseases, the relationship
between cholesterol (Chol) and abnormal vascular smooth muscle (VSM) contraction has
not been clarified yet. A Rho-kinase (ROK)-mediated Ca 2+ -sensitization of VSM contraction
contributes to abnormal VSM contractions such as vasospasm. We previously identified
sphingosylphosphorylcholine (SPC) as an upstream pathogenic factor for this abnormal
pathway. Interestingly, the degrees of SPC-induced Ca 2+ -sensitization in humans correlated
well with serum total Chol and LDL-Chol, but inversely correlated with HDL-Chol levels.
Since Chol is highly enriched in membrane microdomains, lipid rafts, we focused on the roles
of rafts in the VSM Ca 2+ -sensitization. SPC induced the translocation of cytosolic ROK to
rafts. The depletion of Chol by β-cyclodextrin destroyed rafts and abolished the SPC-induced
ROK translocation and Ca 2+ -sensitization. Furthermore, we have succeeded in developing
the model membrane of lipid rafts, and the surface plasmon resonance measurements on
the model membranes provided the first direct evidence for higher affinity of SPC for the
rafts membrane than for normal (non-raft) membrane. In addition, our finding of selective
inhibition of VSM Ca 2+ -sensitization by eicosapentaenoic acid stimulated us to examine the
effects of more than 60 kinds of polyunsaturated fatty acids on abnormal VSM contraction
induced by SPC, providing some hints of structure-activity correlation.
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はじめに
「血管病」とは、ある日突然襲ってくる血行障害のことであり、そのために、脳卒中、狭心症、心
筋梗塞などの致死的な病気を引き起こす。これらの病気は、その臓器自体の異常ではなく、そこへ
分布している血管に異常が生じて血管の内腔が狭くなり、血流の悪化により起こる病態である。厚
生労働省の統計によると、虚血性心疾患やくも膜下出血後の脳血管攣縮などの血管病は、合計する
と我が国の死因の第2位を占める。これらの血管病の原因は二つあり、一つは、長い年月をかけて
発症する動脈硬化タイプで、高コレステロール、高血糖、喫煙、肥満などがリスクファクターとして
あげられる。もう一つは、上記のリスクファクターが無く、動脈硬化も無いにもかかわらず、血管が
突然、痙攣したように異常に収縮し、血流障害が起こる、血管攣縮タイプである。
正常な血管の収縮は、血管平滑筋の細胞質Ca 2+濃度によって調節されており、血圧維持に重要
な役割を果たしている。細胞質Ca 2+濃度が上昇すると、Ca 2+はカルモジュリン（CaM）と共同でミオ
シン軽鎖リン酸化酵素
（MLCK）を活性化し、活性化されたMLCKが平滑筋ミオシン軽鎖
（MLC）を
リン酸化すると、ミオシンが活性化され、アクチンとの滑り運動が可能となり、収縮が生じる。ミ
オシン脱リン酸化酵素（MLCP）
によってMLCが脱リン酸化されると、ミオシンは不活性化され、弛
1）
緩が起きる（図1；Ca 2+依存性収縮）
。これに対して、血管攣縮を引き起こす血管の異常な収縮は、

Rhoキナーゼを介したCa 2+非依存性の収縮によって引き起こされる。Ca 2+非依存性に活性化された
Rhoキナーゼは、MLCPをリン酸化して不活性化し、結果的にMLCのリン酸化レベルを上昇させる
ことによって異常収縮を引き起こす（図1；Ca 2+非依存性収縮）。Rhoキナーゼは、低分子量G蛋白
質のRhoAによって活性化される酵素として同定されたため、通常、RhoA/Rhoキナーゼ系として議
論されることが多い。しかしながら、RhoAは、G蛋白質共役型受容体
（GPCR）を介して活性化され、
GPCRアゴニストとしては、種々の生理的刺激が存在するため、血管異常収縮に特異的なシグナル

図1

血管平滑筋のCa 2+依存性収縮とCa 2+ 非依存性収縮のシグナル伝達機構
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伝達機構の上流分子として、RhoAが主要な分子とは考えにくい。そこで、血管異常収縮（血管平
滑筋のCa 2+非依存性収縮）において、RhoAやG蛋白質を介さずに、特異的にRhoキナーゼを活性
化するシグナル分子を探索した結果、新規分子としてスフィンゴシルホスホリルコリン（SPC）を同定
。SPCは、スフィンゴ脂質の一種であり、細胞膜の主要脂質成分であるスフィンゴミエリン
した2、3）
が脱アシル化されて生成される。血管平滑筋において、細胞質Ca 2+濃度と張力を同時に測定すると、
高K+脱分極刺激では、細胞質Ca 2+濃度の上昇による収縮
（＝Ca 2+依存性の正常収縮）を引き起こす
のに対し、SPC刺激では細胞質Ca 2+濃度を変化させることなく、著明な収縮（＝Ca 2+非依存性の異
常な収縮）を引き起こす。実際に、動物モデルにおいて、SPCを髄腔内に注入すると著明な脳血管
攣縮を引き起こし、また、Rhoキナーゼ阻害薬（Y27632）は、SPCによる脳血管攣縮をほぼ完全に
阻止することを確認している4）
。さらに、くも膜下出血の発症後に高率に起こる脳血管攣縮は予後
を左右する重大な合併症であるが、タンデム型質量分析計を用いて髄液中のSPC濃度を測定したと
ころ、ヒトくも膜下出血患者のSPC濃度は、対照群のくも膜下出血以外の疾患（脳腫瘍、正常圧水
頭症）
患者と比較して、異常に高値を示した5）
。また、SPCは、G蛋白質の活性化に必須であるGTP
が無くてもCa 2+非依存性収縮を引き起こすことができるため、SPCによる血管平滑筋収縮のCa 2+非
依存性収縮において、RhoAを含むG蛋白質およびGPCRの関与は否定的である。一方、Ca 2+非依
存性収縮を引き起こす事が報告されているプロテインキナーゼC（PKC）については、PKC阻害薬は
SPCによるCa 2+非依存性収縮を部分的に抑制したが、これは阻害薬の非特異的作用によるもので
あり、分子生物学的解析により、PKC経路とSPCによる血管異常収縮のシグナル伝達経路は互い
に独立した経路である事が直接証明できた3）
。これらの所見は、SPCが、生理的なGPCRやPKC等
の経路とは異なり、血管異常収縮を引き起こす重要なシグナル分子であることを裏付けるものである。
しかしながら、in vitro の実験系では、SPCは直接Rhoキナーゼを活性化しないことから、他のシグ
ナル分子の介在が示唆された。我々は、この重要な介在分子をスクリーニングした結果、Srcファミ
リーチロシンキナーゼの一種であるFynを発見し、SP/Fyn/Rhoキナーゼ系という新規のシグナル
伝達機構を明らかにした6）
。
SPC刺激による血管異常収縮は、ヒトを含め複数の動物種で観察されるが、血清コレステロール
濃度が正常な動物やヒトの血管平滑筋では起こらず、血清コレステロール濃度が高い動物やヒトで
観察されることを見出した（図2；文献7より改変）。すなわち、SPCによる血管異常収縮は、血清総
コレステロール値およびLDLコレステロール値との間で正の相関関係を示し、HDLコレステロール値
との間で負の相関関係を示した7）
。これらの関係は、臨床大規模試験で認められた善玉コレステロー
ル（HDLコレステロール）および悪玉コレステロール（LDLコレステロール）と心血管イベントによる死亡
率との相関関係と全く同じであり、しかも相関関係の曲線自体も極めて類似しており、興味深い結
果である。さらに、脂質異常症の既往患者でも、薬物療法により血清総コレステロール濃度が低下
した患者の血管では、SPCによる収縮が減弱していた。そこで、血管平滑筋のSPC反応性に対す
るコレステロールの関与について、さらに検討した。β-サイクロデキストリン
（β-CD）処理により、選
択的にコレステロールを除去した血管平滑筋を用いて収縮実験をおこなったところ、SPCによる収
縮が抑制された。高K+脱分極や、自律神経作動薬による生理的収縮は、β-CD処理で抑制されな
かった。すなわち、血管平滑筋のSPCに対する反応性は、脂質異常症に伴う二次的な代謝性変化
ではなく、コレステロールが直接的に血管平滑筋に作用することを明らかにした7）
。実際に、この研
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図2 血清コレステロール濃度と血管平滑筋のSPC反応性との相関
SPCによるヒトの血管異常収縮は、血清総コレステロール値（A）
およびLDLコレステロール値（B）
と正の相関関係を示し、臨床メガスタディにおけ
る「冠動脈疾患相対危険率」曲線と酷似していた（C）。また、SPCによるヒトの血管異常収縮は、HDLコレステロール値との間で負の相関関係を示
した
（D）。
（文献7より改変）

究成果は、コレステロールと血管平滑筋収縮のCa 2+非依存性収縮との直接的関連を示した最初の
報告として注目されている8）
。
次に、コレステロールが血管異常収縮のシグナル伝達経路に関与する分子機構について検討し
た。コレステロールは、細胞膜に均一に分布するのではなく、細胞膜上のマイクロドメインである膜
ラフトに限局して蓄積する。膜ラフトとは、コレステロールやスフィンゴ脂質を主成分とする動的な膜
ドメインであり、細胞内情報伝達分子が局在している9）
。β-CD処理した培養血管平滑筋細胞では、
膜ラフトのマーカー蛋白であるカベオリン1の免疫染色が抑制され、また、膜ラフトに局在する糖蛋
白のGM1 ガングリオシドに結合するコレラ毒素Bサブユニットの蛍光染色も著しく抑制され、膜ラフ
トの破壊が示唆された。また、β-CD処理細胞において、SPCによるFynおよびRhoキナーゼの細
胞質から細胞膜への移動が抑制されたことから、FynやRhoキナーゼは、SPC刺激によって細胞質
から細胞膜上の膜ラフトに移動し、異常収縮のシグナル伝達をおこなうことが示唆された。すなわ
ち、膜コレステロールを選択的に除去することで膜ラフトの消失と共に血管病シグナル伝達も遮断さ
れることから、コレステロールが蓄積した膜ラフトが血管攣縮を引き起こすシグナル伝達の反応の場
となっている可能性が高いと考えられた
（図3）
。
SPC/Fyn/Rhoキナーゼ系が血管平滑筋収縮のCa 2+感受性亢進に特異的なシグナル伝達経路で
あることがわかったので、次に、この病的シグナル伝達経路を特異的に抑制し、しかもCa 2+依存性
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図3

膜ラフトを反応の場とするSPC/Fyn/Rhoキナーゼ経路による血管異常収縮のシグナル伝達経路
「SPC → Fyn → Rhoキナーゼ → 血管異常収縮」という一連の反応は、コレステロールが限局した膜ラフトで起こる。

の正常収縮には影響を与えない血管攣縮治療薬の開発に着手した。前述のように、血管平滑筋収
縮のCa 2+感受性亢進には、FynおよびRhoキナーゼという2つの酵素が関与しているが、これらの
酵素は、細胞増殖や細胞遊走などの平滑筋収縮以外の基本的な細胞機能にも重要であるため、単
なる酵素阻害薬では生体に重篤な副作用を招く恐れがあり、治療薬としては不向きであると考えら
れた。そこで、FynおよびRhoキナーゼの活性化機構、すなわちSPC刺激時に起こる細胞質から細
胞膜（膜ラフト）への移動を特異的に阻止することを指標とし、機能的阻害物質を探索した。その結
果、魚油に多く含まれるn-3系多価不飽和脂肪酸
（PUFA）の一種であるエイコサペンタエン酸
（EPA）
を発見した。
Fynの細胞膜への移動には、脂質による修飾が重要であると考えられており、2番目のグリシンへ
の不可逆的ミリストイル化と、3番目および6番目のシステインへの可逆的なパルミトイル化が必要で
ある。EPAが、Fynのパルミトイル化を抑制することや、Tリンパ球におけるFynの細胞内から形質
膜への移動を抑制することが報告されており8、9）
、我々も血管平滑筋細胞でFynの細胞内分布に対
するEPAの効果を検討した。その結果、EPAは、Fynの酵素活性を直接阻害することなく、SPC刺
激によるFynの細胞質から膜ラフトへの移動を抑制することにより、血管平滑筋収縮のCa 2+感受性
亢進のシグナル伝達経路を選択的に阻害することを明らかにした。EPAは、脂質異常症や血流障害
の改善薬として既に市場に出ているが、血管異常収縮に対する効果については明らかにされていな
かった。収縮実験においては、細胞質Ca 2+濃度および高K+脱分極刺激による正常収縮には影響す
ることなく、SPCによるCa 2+感受性亢進を特異的に抑制することが明らかとなった5）
。
しかしながら、PUFA類であれば何でも効くわけではなく、血管異常収 縮のシグナル伝達経路
におけるPUFA類の詳細な抑制メカニズムや構造活性相関については未解明のままである。そこで、
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本研究では、病的シグナル伝達の反応の場である膜ラフトにおいて、EPAを中心とするPUFA類が
担っている機能について検討した。
方法と結果
膜ラフトは種々の細胞機能の反応の場であるため、従来の細胞や動物モデルを用いた実験系では、
純粋に、ある特定の細胞機能における膜ラフトの役割を解析するのは困難である。この問題を解決
するために、我々は、以下の3つの検討を行った。なお、結果については、特許出願準備中のため、
詳細を開示できない。
（1）
ラフトドメインのモデル膜作製
コレステロールやスフィンゴミエリンを豊富に含むラフトドメインのモデル膜作製に成功した（図
4A）。これを、透過型電子顕微鏡を用いて形状観察したところ、直径50-100 nmの球状小胞体形成
が確認できた。そこで、分子間相互作用解析の一つとして、ラフトモデル膜とSPCとの親和性につ
いて調べたところ、膜中のコレステロール含有率が高くなるほど、SPCの結合性が増加する事を明ら
かにした（図4B）
。結合量のみならず、動力学解析を行った結果、膜中のコレステロール含有率の増
加に伴い、[1]SPCが速く結合する事、[2]SPCの結合力が強い事、[3]一度、膜に結合したSPCは、
膜から離れにくい事、を明らかにした。

図4

ラフト人工モデル膜を用いた実験方法
A：モデル膜の作製方法。
B：モデル膜に対する血管病シグナル分子の相互作用解析方法。
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（2）
膜ラフトの動態変化観察
SPC刺激により、FynやRhoキナーゼが細胞質から膜ラフトへ移動し、ラフトの形成（クラスター
化）が顕著になることを示唆する結果を得た。そこで、詳細なクラスター化現象の観察に必要な、
種々の条件検討を行った結果、走査型電子顕微鏡による膜表面解析では、[1]非蒸着（試料を破壊
しない）、[2]低加速電圧測定（微細形状の鮮明観察）、[3]三次元計測、が必要であることを明らか
にした。また、原子間力顕微鏡による膜ラフト構成脂質分子の挙動解析には、[1]原子オーダーとい
う極めて高い分解能、[2]膜最表面観測時間の縮小、[3]石英板への固定、[4]凹凸形状と位相像
の同時取得、が必要であることを明らかにした。
（3）
多価不飽和脂肪酸の機能
飽和脂肪酸を含む約60種類の脂肪酸類を用い、血管の正常収縮には影響を与えず、異常収縮の
みを特異的に抑制することを指標にして、血管異常収縮のシグナル伝達経路におけるPUFA類の構
造活性相関について検討した。ブタの冠状動脈から幅1 ミリの血管中膜条片を作成し、高カリウム
脱分極刺激により張力を安定させた後、SPCを添加して異常収縮を引き起こした。SPCによる異常
収縮が安定したところで脂肪酸類を添加し、異常収縮に対する抑制効果（収縮抑制率および50%抑
制時間）とPUFA構造との関係について評価したが、残念ながら明確な規則性は得られなかった。
まとめ
血管の異常収縮を引き起こす一連のシグナル伝達機構は、血管病の原因分子であるSPCが、細
胞膜の中でもコレステロールやスフィンゴミエリンを豊富に含む膜ラフトドメインに集積し、細胞質に
局在しているFynを膜ラフトの方へ移動させて活性化する。さらに、活性型のFynが、Rhoキナー
ゼを膜ラフトへ移動させて活性化し、血管の異常収縮を引き起こす。一方、膜ラフトがない場合では、
FynやRhoキナーゼが膜へ移動できず、異常収縮が起こらない。すなわち、膜ラフトが、血管異常
収縮のシグナル伝達の反応の場であると言える（図3）。しかしながら、この膜ラフトの詳細について
は不明瞭な点が多い。今後は、本研究で確立した実験条件や解析結果を基に、膜ラフトの全容解
明に向けて、ラフトに局在するシグナル分子群のプロテオーム解析や、ラフト構成脂質の動態変化に
伴うメタボローム解析を行い、血管異常収縮の詳細な分子機構を明らかにしていきたい。
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