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はじめに

アンジオテンシン II （Ang II）、エンドセリン -1 （ET-1）、ノルアドレナリンを初めとする血圧調

節に重要なペプチドホルモン・神経伝達物質は、G 蛋白質共役受容体（GPCR）に結合してその生理機

能を発揮している。血圧は、（1）それらの個々の血管作動性ホルモン量（とくに Ang II）の増減により、

また、（2）それらの受容体（GPCR）の血管平滑筋細胞上の発現量や受容体のリン酸化やインターナリ

ゼーション機構による細胞膜上の受容体量（とくにアンジオテンシン１受容体、AT1）の増減などに

より変動することが知られている。さらに近年、細胞内の G 蛋白質シグナル調節蛋白質（RGS）によ

る血圧調節の重要性が明らかになりつつある。とくに、（3）Ang II により活性化された AT1 受容体シ

グナルが細胞内調節蛋白質（RGS2）により大きく調節されることが後述するように遺伝子欠損マウス

の研究より近年明らかになってきた [1]。

RGS 蛋白質は、GPCR を介する情報伝達を抑制する細胞内調節因子ファミリー蛋白質で、分子内に

約 120 アミノ酸残基か

らなる RGS ドメインを

含む [2-6]。RGS ドメイン

が活性型（GTP 結合型）

G αサブユニットと結合

して、Gαのもつ内在性

GTPase 反応を増強して

GDP 結合型 Gαに加水分

解して Gαを不活性化す

る。そして下流への情報

伝達を抑制し、刺激に対

する順応・脱感作（G 蛋

白質シグナルの強度お

よび活性化時間を抑制）

を引き起こす（図１）。 図１　受容体刺激後のＧ蛋白質シグナルと RGS 蛋白質による調節
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多くの RGS 蛋白質の RGS ドメインは Gαi、Gαo、Gαq/11 サブユニットと結合して抑制活性を示す。

現在、約 40 種の RGS 蛋白質が知られている。R4 サブファミリーに属する RGS 蛋白質は、分子内に、

短い N 末側と C 末側に RGS ドメインを持つ短い RGS 蛋白質の一群で、血管平滑筋には、RGS1、RGS2、

RGS3、RGS4、RGS5、RGS16 などの発現が知られている。

R4 ファミリーに属する RGS2、RGS4 と RGS5 は Gαq の GAP （GTPase activating protein）として特

に心血管系の調節因子として注目を浴びている [5,7-9]。強力な Gαq の GAP として知られる RGS2 は、ア

ンジオテンシン II やエンドセリン受容体シグナルを抑制することが知られている。RGS2 を欠損させ

たマウスは、ヘテロ欠損でもホモ欠損でも強度の高血圧を示す [1]（図２）。一方、同じ R4 ファミリー

に属する構造のよく似た RGS5 欠損マウスはすこし低血圧であり [10]、RGS4 欠損マウスでは変化はな

い [10]。これは RGS2 が AT1 受容体と選択的に相互作用して平時より Gαq シグナルをかなりの程度抑

制していると推定される。現在、RGS2 は高血圧の原因遺伝子として、RGS2 遺伝子の点突然変異が見      

出だされ注目されている [11]。また、RGS4 を心筋細胞特異的に発現させたトランスジェニックマウス

では、圧負荷により死亡率の増加・心肥大の抑制が見られ、RGS2 および RGS4 の欠損マウスでは圧負

荷による心肥大・心不全と死亡率が増加している [10]。

同じ血管平滑筋に存在し、RGS 蛋白質としてよく似た構造と特性を持つ RGS2、RGS4、RGS5 の各ノッ

クアウトマウスの特徴が大きく異なることから、我々はアンジオテンシン AT1 受容体の情報伝達に対

し、RGS2 が受容体選択的に強い抑制効果を持っている可能性を考えた。また、閉経後高血圧症はエ

ストロゲンとの関連が指摘されており、発症機序は諸説が報告されている。RGS 機能の機能制御の例

として、神経系で足場（scaffold）蛋白質である spinophilin （SPL）が RGS2 と受容体に結合すると

RGS2 の抑制機能が促進され、類似の足場蛋白質である neurabin が結合すると逆に抑制されることが

報告された [12]。

本研究は、その SPL による RGS2 の抑制機能の増強作用に注目し、血管平滑筋に存在して血圧上昇

作用を持つアンジオテンシン AT1 受容体と、細胞内シグナル抑制因子 RGS2、足場蛋白質スピノフィリ

ン（SPL）の３者がエストロゲンと深く関係して閉経後高血圧の発症に関係する可能性を考えた。そ

こで、上記の３者（AT1 受容体、RGS2、SPL）の分子間相互作用を、関連蛋白質を遺伝子工学的に作製

図２　

RGS2のノックアウトマウス

の Ang II受容体シグナル

の調節

RGS2 の欠損により、平時と比

べて Gα qの活性が強く亢進

するため、PLC活性化が増強し

て、細胞内カルシウム濃度の

上昇が強くなり、強い収縮が

引きおこされて高血圧となる。
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して生化学的・薬理学的に解析することか

ら、1）血管に発現する他の RGS4・RGS5 と

比べて RGS2 は特異的に AT1 受容体シグナ

ルを抑制すること、2）SPL は RGS2 の抑制

作用を増強すること、3）エストロゲンの

存在は SPL 発現を増強させる因子であるこ

とを示して、新しい閉経後高血圧の発症機

構の可能性を示すことを目的とした。

結　果

【1】血管平滑筋における RGS と SPL の PCR

法による発現解析

心筋・心房・血管平滑筋、培養血管平滑筋に RGS1、RGS2、RGS3、RGS4、RGS5、RGS16 が発現していた。

また、SPL も同様に心筋・心房・血管平滑筋、血管平滑筋由来 A10 細胞に発現していた（図３）。[13]

【2】AT1a 受容体を介する情報伝達に対する RGS の抑制効果

マウス AT1a 受容体を安定発現させた 293T 細胞に、RGS2、RGS4、RGS5 を一過性に発現させ、Fura-2

試薬を用いてアンジオテンシンⅡ刺激による細胞内 Ca2+ 濃度変化を測定し、AT1a 受容体を介する情

報伝達に対する各 RGS の抑制効果について検討を行った（図４）。AT1a 受容体シグナルに対する抑制

効果は、RGS2 が Ang II の全濃度において約 60％を抑制して一番強く、RGS4 と RGS5 は弱かった。[13]

図３　心血管系における

（a）RGS の発現、（b）SPL の発現

図４　

AT1a受容体シグナルに

対する RGS の抑制効果

RGS2 は DNA 濃度依存的に

カルシウム応答を約 20 〜

60％強く抑制する。一方、

RGS4 と RGS5 は Ang II 低

濃度はよく抑制するが、

高濃度では抑制が弱い。
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【3】エストロゲン処理による培養血管平滑筋中の SPL の発現変動の解析

培養血管平滑筋をエストロゲン処理し、ウェスタン法により SPL 蛋白質の発現を検討した結果、

SPL は約２倍に発現が増加することが明らかになった。

【4】細胞内 Ca 応答を指標とした RGS2 の抑制作用の SPL による増強効果の解析

AT1a 受容体を安定発現する HEK293T 細胞（AT1a-293T）に RGS2 と SPL を共発現させ、Ang II に対

する細胞内 Ca 応答変化を比較することにより、RGS2 の抑制効果を SPL が増強するかどうかを検討し

た。SPL 単独発現では Ang II 刺激による Ca 応

答は DS 変化しない。一方、RGS2 を低発現させ

た AT1a-293T 細胞は少し抑制されるが、SPL の

共発現により、SPL の濃度依存的に RGS の抑制

効果が増強した（図 5）。神経系と同様に、SPL

に類似の足場蛋白質である neurabin （NRB）の

共発現ではほとんど RGS2 の抑制作用は変化がな

かった。図５は Ang II 濃度が 10-8M のみを示し

ているが、10-10 〜 10-6M における全濃度で SPL

が RGS2 の抑制を増強することを確認している。

考　察

本研究の結果から、（1）血管平滑筋には RGS2 および SPL が共存すること、 （2）AT1 受容体の安定発

現細胞では、RGS2 は AT1 受容体シグナルを強力に抑制すること、（3）RGS2 の AT1 受容体シグナルの

抑制効果を SPL は強力に増強すること、（4）女性ホルモンであるエストロゲンは血管平滑筋の SPL の

発現を亢進していることが明らかになった。以上のことから、女性の閉経時にエストロゲンが急激に

減少することにより、血管平滑筋の SPL の発現が減少し、平滑筋の Ang II 受容体シグナル経路によ

る収縮を抑制していた RGS2 の抑制作用が減少して、より強く血管を収縮させて高血圧が生じる可能

性が強く示唆された。今後は、RGS2 欠損マウスを用いた実験により、さらに動物レベルでのエストロ

ゲンの SPL や RGS2 に対する作用解析を進めて、より確実な閉経後高血圧の発症機序の証明を行いた

いと考えている。

要　約

本研究により、女性の閉経時にエストロゲンが急激に減少することから、血管平滑筋の SPL の発現

が減少し、平滑筋の Ang II 受容体— Gαq シグナル経路による収縮を抑制していた RGS2 作用の SPL に

よる抑制増強が減少して、細胞内カルシウムが増強することによって、より強く血管を収縮させて高

血圧症が生じる可能性が強く示唆された。

最後に、本研究に賜りました大和証券ヘルス財団調査研究助成に対して、厚く御礼を申し上げます。

図５　AT1a 受容体シグナルに対する

RGS2 抑制作用の SPL による増強効果
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