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第叩軍　緒言

1　糖尿病血管合併症とその成因に関する研究の経緯

糖尿病患者は40歳以上の国民の約一割を占め、その合併症である糖尿病網膜症

と糖尿病腎症は、それぞれ中途失明原疾患の第1位（本邦で年間約3000人）、慢性

透析療法導入原疾患の第2位（本邦で年間約8200人）を占めている（赤沼，1996；日

本透析医学会統計調査委員会，1996）。これらの患者のqu汕tyof耐eの低下とその

杜会的影響を勘案すると、糖尿病合併症の予防と進展防止は、現代医療における

最重要課題の一つであるといっても過言ではない（Nathan，1993）。糖尿病合併症

の大部分は血管障害であり、これらの糖尿病血管合併症は細小血管合併症と大血

管合併症とに大別される。特に三大合併症（diabetic　t村opathy）といわれる糖尿病

に特異的な網膜症，腎症，神経障害は、いずれも細小血管（毛細血管）障害がその共

通の病態である。網膜症の場合は、初期の浸出性変化，微小動脈瘤，点状出血など

からIRMAや毛細血管閉塞を経て、血管増殖性変化、すなわち脆弱な新生血管の

出現とその破綻による硝子体出血や牽引一性網膜剥離へと進行する（Engeman，

1989）。腎症の場合は、メサンギウムの増殖，基底膜の肥厚を経て、浸出性病変や

K㎞melstieトWnson結節，fib㎞capなどに代表される硬化性病変
（91omem！osc1erosis）へと進行する（C1肛k，1995）。従来これらの合併症に対して

は、血糖正常化が唯一の予防法とされてきた。しかし実地臨床においては、高血

糖の程度や持続期間と合併症の程度が必ずしも並行せず、同程度の糖尿病歴を有

する症例であっても、出現する合併症の種類や時期については、かなり個人差が

大きいことがよく知られている。すなわち血糖コントロールがかなり良好に保た

れているにも関わらず急速に合併症が進行する例や、逆に血糖コントロールがか

なり悪いにも関わらずほとんど合併症が出現しない例が多くみられる。また特に

網膜症や腎症は、ある程度以上進行するとそれ以降はたとえ血糖コントロールを

正常化させても増悪し続けることが知られている。したがって、糖尿病合併症の

発症および増悪の機序は単に高血糖の持続のみでは説明できず、高血糖の持続と

合併症の発症，進展との問にはまだ解明されていない複雑なメカニズムが介在する

（Nathan，1993；C1肛k，1995）。もちろん血糖コントロールを正常化することによっ

て合併症の発症，進展を防止することは糖尿病治療の根幹であり、その意義と重要

性は、今日においても少しも色槌せてはいないが、一方高血糖から合併症発症に

至る何らかのメカニズムを阻害して合併症を防止するというもう一つのアプロー

チが最近脚光を浴びている。

糖尿病に伴う高血糖状態から、これらの糖尿病特有の細小血管障害が発症する
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機序については多くの検討が重ねられてきた。その主なものとして、ポリオール

代謝経路の活性化によるソルビトールの蓄積（Ras㎞，1987；Kad－or，1988），タン

パクのグリケーションやそれによるAGEの生成（Brownlee，1992．1994），細胞内

ミオシトール濃度の低下およびNa＋／K＋ATPase活性の低下（堀田，1994），細胞内

プロテインキナーゼC（PKC）の活性化（Dembeれis，1994），アラキドン酸カスケー

ドの活性化によるPGI．／TXA。比の低下（Haユushka，ユ985；Sone，ユ996），活性酸素

の産生九進（Hayakawa，1990），凝固能や血小板凝集能克進（Preston，ユ978）また

は血液レオロジーの異常（P㎞ng，1983；Tooke，1986；Atta］i，1990），酸素濃度

に応じた網膜血管自動調節能の障害（Emest，1983）などがあげられる。実際には

これらの機序は、グリケーション（谷口，1996）やPGI2／TXA2比の低下（梅田，

1994）が活性酸素産生を九進させたり、ポリオール代謝経路の克進がグリケーショ

ンの促進やNOの産生低下に結びつく（堀田，1994）などの例でも明らかなように

相互に密接に関連し合いながら、さらには遺伝的因子も加わって発症，増悪してい

くものと思われる。しかし、その詳細はまだ十分には解明されていない

（Merimee，1990；Frank，1991）。

2　糖尿病網膜症と血管新生

前項に挙げた様々な糖尿病血管合併症の成立機序とともに、特に網膜症におい

ては著明な血管新生が中心的病態の一つを占める。血管新生は、既存の血管から

新しい血管が枝分れして次第に大きな血管ネットワークを構築してゆく過程で、

生理的には発生，胎盤形成や創傷治癒などで観察される。この現象は、①タンパ

ク分解酵素（プラスミノーゲンアクチベーター，プラスミン，コラゲナーゼなど）に

よる血管基底膜の融解、②血管内皮細胞の血管外への遊走、③血管内皮細胞の分

裂，増殖、④管腔形成（tube　fomation）の4つのステツプからなる（図H）

（Fo阯man，1992；山下，1994）。糖尿病状態の網膜になぜ、この血管新生が起きて

増殖性網膜症が発症するかについてはいままで明らかではなかったが、種々の増

殖画成長因子またはサイトカインの関与の重要性がかなり以前から指摘されてき

た（Michae1son，1948；Schu1tz，1991；Frank，1991；Ba㎞aga，1995）。すでに

1948年よりMichae1son（1948）は、糖尿病網膜症の病態において、その特徴的な

血管新生性変化を惹起する何らかの未知の液性因子”factor－X”の存在を想定して

いた。これまで新たなサイトカインが見つかる度に、それらがこの”factor・X”で

ある可能性について検討され、そのうち特にGH／IGF－IやbFGF，Iレ6，PDGFに

ついては、その有力候補として網膜症との因果関係が諸家により詳細に研究され

てきた（Ba自naga，1995）。
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　このうちGH／IGF－Iと網膜症との関連（A㎞d，1994）については、若年発症

IDDM患者であっても網膜症は思春期前にはほとんどみられず、成長期に出現し

て増悪しやすいこと（Frank，1980．1982），小人症合併IDDM患者（Me血nee，

1970．1978）には網膜症がみられないこと、さらに下垂体卒中（Poulsen，1953）画

下垂体切除後（Kohner，1976）画ヘモクロマト．一シス（Passa，1977）などの症例に

おいて糖尿病網膜症の改善や進行停止が認められるという臨床的事実から特に注

目を集め、網膜症患者の硝子体内GH／IGF－I濃度（Grant，1986；Meyer，1993）お

よび血中GH／IG卜I濃度（Me二血ユee，1983）の上昇が認められたという報告もある。

しかし両者の関連については、近年の大規模な臨床研究の結果からむしろ否定的

な意見が多くなってきた（Hyer，1988．1989；Dius，1990；Lee，1994；Wang，

1995）。一方bFGFは、増殖網膜症患者の硝子体手術検体に高濃度に検出され

（B疵d，1985）、特に活動性の強い網膜症患者由来の硝子体中に高濃度に認められ

たことが報告されている（Siv前ngεm，1990）。IL－6も増殖網膜症患者の硝子体中

で上昇し（Kauff皿am，1994）、さらに網膜症の活動性と相関していたことが報告

されている（Abu，1992）。またPDGFおよびその受容体も、糖尿病網膜症の網膜

において強く発現していることが報告されている（RObb㎞s，1994）。Frank

（ユ994）は、糖尿病網膜症における上記の”factorX11、すなわち糖尿病網膜症の発

症，進展に寄与する因子の条件として、①網膜局所において産生されるか、また

は少なくとも血管新生が進行している時期に網膜局所に存在する，②その因子の

受容体が血管内皮の血管内腔側に存在する，③その因子の局所投与（例えば硝子体

内注射）が網膜血管新生病変を惹起する，④網膜血管新生を惹起する特異的な条件

により、その因子が産生誘導または活性化される，⑤その因子の特異的阻害剤に

より網膜血管新生が阻止できる，の5項目をあげている。しかしこの基準に照らし

てみるとGH／IGF－IやbFGFは、いずれも増殖糖尿病網膜症患者の眼局所に常に

発現しているとは限らず（Dius，1990；Wan9．1995；Hameken，1991）、また必ず

しも病期との相関がはっきりしないため必ずしも”factorX”の条件を満たしてい

なかった。したがってこれら以外の新たな”factorX”の候補となる因子の発見が

待たれていた。

3　血管内皮増殖因子（VEGFlVPF）の特性とその研究の経緯

Sengerら（1983）は腫瘍患者の腹水およびモルモツト肝細胞癌セルラインの培

養上清から、強い血管透過性克進作用を有するタンパクを見出し、血管透過性因

子（vascUユ肛Permeab血tyfactor；VPF）と命名した。一方、Fe江araら（1989）も独

自に、ウシ下垂体ろ胞細胞の培養上清中より極めて強い血管内皮細胞増殖作用を
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有するタンパクを精製し、これを血管内皮増殖因子（vascu1肛endothe舳

興owthfactor；VEGF）と呼ぶことを提唱した。その後のクローニングの結果、

これらは同一物質であることが判明した（Leung，1989；Keck，1989）。

VEGF／VPFは血管内皮細胞にほぼ特異的に作用し、血管内皮細胞増殖作用およ

びヒスタミンの5000倍にも及ぶ著明な血管透過性九進作用を発揮するのみならず、

前項に述べた血管新生の4つのすべての過程（馴一1）［すなわち基底膜融解，血管

内皮細胞遊走，同分化増殖，管腔形成（Fo皿man，1992）コをいずれも促進する、既

知のサイトカイン1成長因子のうちでは最強の血管新生刺激物質であることが判

明している（Neufeld，1994）。VEGF／VPFは分子量40～46kDのペプチドであ

り、2分子がジスルフィド結合した二量体として分泌，作用し、そのアミノ酸配列

はPDGFと18－20％の相同一性を有する（Fe江趾a，1992）。VEGF／VPFには、図

卜2に示すように、単一遺伝子からのa！temativespuci㎎による4種類のアイソ

フォームの存在が知られており（Tischer，1991）、ヒトではそれぞれ121，165，

189，206アミノ酸（それぞれVEGF／VPF．21，VEGF／VPF165，VEGF／VPF18g，

VEGF／VPF。。。と表記される）からなる（Houck，ユ991）。生体内では、主に前3者

が生成されると考えられている。これまでに、ヒト（Leung，1989），ウシ

（Tischer，1989），ブタ（Sh狂ma，1995），モルモット（L煎t！e，1994），ラット

（Conn，1990），マウス（C1証fey，1992；Breier，1995）のVEGF／VPF遺伝子がクロー

ニングされているが、種差はほとんど数アミノ酸の範囲であり種特異性に乏しい

ことが明らかになっている。VEGF／VPFはPDGFなどと同様にシグナルペプチド

を有し、細胞外へ効率的に分泌される点がFGFとは異なる（Yeo，1991）。4つのア

イソフォームのうち、VEGF／VPF。。。，VEGF／VPF！。5が主に産生細胞から遊離し

て作用するのに対し、VEGF／VPF。。。，VEGF／VPF。。。は塩基性アミノ酸に富むエ

クソン6を含み強いヘパリン親和性を有するため、分泌後ほとんど細胞膜上や細胞

外マトリックスのヘパラン硫酸に結合することが知られている（Houck，1992）。

これらの結合型と遊離型が、VEGF／VPFの血管新生や血管透過性九進作用にお

いて、それぞれどのような役割を担っているかについてはまだ明らかでない。

VEGF／VPFはその後、検索されたほとんどすべての腫瘍細胞（P1ate，1992；

Brown，1993；Ber㎞an，1993）や腫瘍起源のセルライン（Rosenth証，1994；

Kondo，1993）から産生され、血管平滑筋細胞（Feπ班a，1991），卵胞穎粒細胞

（Garrido，1993；Yan，1993），角化細胞（Ba」ユaun，1995），毛細血管内皮細胞

（Ladoux，1993；S㎞orre，1994），心筋細胞（LadoUxラ1994）など多くの正常細胞，

組織からも産生されることが明らかになっている（Ferr孤a，1992）［すなわち血管

内皮細胞に関しては、autoc血【e　pathwayも存在する（S㎞oπe，1994）］。
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VEGF／VPFの受容体としては、今までにfms一肚et皿osbe㎞ase－1（Flt－1）

（Vdes，1992）とfetaユuver1dnase－1／k㎞ase　inseれdoma㎞一cont創n㎞g

recePtor（Flk－1／KDR）の2つが同定されており（Quhn，1993；Mユ！auer，1993）、

これらはいずれも細胞内にチロシンキナーゼドメインとキナーゼインサートを有

し、細胞外にイムノグロブリン様構造を7回繰り返す構造をしているが、その細

胞内シグナル伝達機構はまだ十分に解明されていない（Neufe1d一，1994）。

VEGF／VPFは生理的には、胎生期における循環器系を中心とする組織形成

（Jake皿an，1993），胎盤形成，成人女性の性周期に一致した黄体形成および子宮内

膜の一過性増殖，創傷治癒などの血管新生を伴う生理的現象に密接に関与し、血管

内皮細胞の維持にも関与していることが推測される一方、眼内血管新生性疾患や

固形腫瘍増大の他、慢性関節リウマチ（Nagash㎞a，1995；Koch，1994），甲状腺

機能充進症（Sato，1995），卵巣過刺激症候群（McC1ure，1994）などの病態におい

て重要な役割を果たすことが明らかになりつつある。

VEGF／VPFは前述のように強い生理活性を有する増殖因子であるため、その産

生を刺激，誘導する因子に関しては、表1一に示すように、多くの検討（Shwe㎜，

1992；Go！d皿ao一，1993；H砒ad－a，1994；Kieser，1994；Lユdoux，1994；

Peけov鮒a，1994；Li，1995；Stavd，1995a，1995b；Brauchle，1996；Hyder，

1996）がなされてきた。現在のところ、これらのうち最も強い刺激因子は低酸素

状態である可能性が高いと考えられており、低酸素に曝された網膜細胞（Pe’er，

1995；Shima，1995；Aieuo，1995；Hata，1995）を含む各種細胞において、速やか

かつ著明なVEGF／VPFの産生上昇が認められている（Shwe胴，1992；Brogi，

1994；M㎞chenko，1994a，1994b；Sh㎞a，1995）。これは、虚血状態に陥った組

織が自らVEGF／VPFを分泌することにより、虚血部位への側副血行路の発達を

誘導し、その低酸素状態を代償しようとする合目的な生体反応であると考えられ

ている。しかし一方、このことが糖尿病網膜症の網膜においては、毛細血管閉塞

に基づく低酸素によりVEGF／VPFが産生されることを通じて、脆弱で破綻しや

すい新生血管を増生さ也増殖網膜症の発症，進展につながると考えられている。

しかし低酸素状態以外の臨床的に知られている様々な網膜症の増悪因子と

VEGF／VPFとの関連についてはまだ検討されていない。

VEGF／VPFが網膜に存在し、血管内皮細胞特異的に作用することはChenら

（1987）により明らかにされた。その後この成長因子が、前項で述べた糖尿病網膜

症の”factorX”の条件（①～⑤）を、既知のサイトカイン，増殖因子以上によく満

たしていることが次第に明らかになりつつある（Barinaga，1995）。さらに、毛細
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血管閉塞による組織虚血により網膜局所で産生されるというGH／IGF－IやbFGF

にはみられない特徴を有する上、血管新生作用もGH／IGF－IやbFGFよりはるか

に強力である。しかも著明な血管透過性克進作用も有し、浸出性病変との関連も

想起される。臨床的にも、VEGF／VPFと糖尿病網膜症との関連を示唆する報告

（P！ouet，1993；Adanis，1994；Maユecaze，1994；んeuo，1994）が次第に増加して

おり、VEGF／VPFは糖尿病網膜症に限らず、網膜中心静脈閉塞症などの血管新

生が中心的な役割を果たす疾患群、すなわち眼内血管新生性疾患の病態において、

もっとも重要な候補因子の一つである可能性が高まりつつある（Frank，1994；

Badnaga，1995）。

4　本研究の冨的一糖尿病血管舎併症とVEGFlVPF

本研究の目的は、糖尿病細小血管合併症、特に網膜症の発症，進展における

VEGF／VPFの役割を、加切vo（臨床，動物モデル），加枕ro（細胞）の両面で明ら

かにすることである。そのために、まず第2章では臨床的検討として、糖尿病合

併症患者の前房水，血清，尿検体におけるVEGF／VPFタンパク濃度を検討した。

次に第3章では、実験動物を用いた検討として、糖尿病モデルラットであるGKラッ

トとSTZ糖尿病ラットを用いて、その眼，腎組織におけるVEGF／VPF濃度を検討

し、さらにその組織内におけるVEGF／VPFタンパクの局在も検討した。また、

糖尿病網膜症と共通の病理学的所見を呈するガラクトース血症イヌの眼房水中

VEGF／VPF濃度を検討した。さらに、糖尿病網膜症類似の血管増殖性病変を呈

する新生仔ラツト／マウス高酸素網膜症モデルに、抗VEGF／VPF抗体を投与する

ことにより、その病変を阻止することが可能かどうかを検討した。第4章では、

各種培養網膜細胞のVEGF／VPF産生能や、臨床的に糖尿病網膜症を増悪させる

ことが知られているいくつかの環境因子で網膜培養細胞を刺激した際に、網膜細

胞のVEGF／VPF産生がどのように変化するかなどについて加耐roでの検討を行っ

た。
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第2章　網膜症または腎症合併NlDDM患者の各種検体
　　　　　におけるVEGFlVPFレベルの検討

1　研究の冒的

　VEGF／VPFは前述のように、生体内において種々の病態との関連が疑われて

いたが、これまで高感度の測定系がなかったため、臨床検体を用いた検討は限ら

れており、VEGF／VPFを極めて大量に産生する腫瘍関連の報告（Kondo，1994）

を除いてわずかしかみられなかった。増殖網膜症を有する糖尿病患者房水中の

VEGF／VPF濃度は、単純，前増殖網膜症患者と比較して高値を示すことがすでに

報告されているが（Plouet，1993；Ad㎝㎡s，1994；州euo，1994）、これらの検討で

用いられた測定系は感度が不十分で、特に単純，前増殖網膜症例由来のかなりの検

体の測定値は測定感度以下であった。

　今回新たにHar1ataniら（1995）により作成された抗ヒトVEGF／VPF12。ウサギポ

リクローナル抗体（Kondo，1993）を用いた高感度ELISA系により，健常人の血清

を始めとする各種臨床検体中のVEGF／VPF濃度を直接測定することが可能になっ

た。そこで，これを用いて糖尿病患者由来の各種検体におけるVEGF／VPFレベ

ルと糖尿病合併症との関連を検討した。また増殖網膜症にしばしば合併し、その

視力予後をさらに悪くすることで臨床的に問題となっている糖尿病血管新生緑内

障では、その名が示すように血管新生が病態の中心的役割を演じているにも関わ’

らず、VEGF／VPFが関与しているかどうかについてはこれまで検討されていな

い。そこで糖尿病性血管新生緑内障患者を含む糖尿病網膜症患者の前房水

VEGF／VPF濃度を測定し、その網膜症の程度，血管新生緑内障合併の有無などに

より分類して比較検討した。

　糖尿病増殖網膜症患者の血清IGF－Iレベルが、網膜症非合併または非増殖網膜症

合併糖尿病患者の約2倍に上昇していたことが報告されている（Me血nee，ユ983）。

同様の現象がVEGF／VPFにおいても認められるかどうかを検討し、もし血清

VEGF／VPF濃度と糖尿病網膜症の活動性が相関すれば、網膜症の発症，増悪の簡

便なスクリーニング法になり得ると考え、NIDDM患者の血清VEGF／VPF濃度を

測定し、網膜症の有無やその程度との相関を検討した。またそのための予備実験

として、これまで十分な検討がなされていなかった健常人血清VEGF／VPF濃度

について、各年齢層および男女別に詳しく検討した。

また、STZ糖尿病ラットの腎糸球体におけるbFGF，PDGF，TGF一β，TNFiα
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などのサイトカインのmRNAレベルが上昇していたことが報告されている

（Nakamura，1993）。また、タンパク尿合併糖尿病患者の血清IGF－Iレベルが、タ

ンパク尿非合併糖尿病患者と比較して有意に上昇していたことも報告されている

（Hyer，1988）。これらのサイトカインと同様、VEGF／VPFが網膜症のみならず

糖尿病性腎症の病態にも関与している可能性について検討するために、血清また

は尿中VEGF／VPF濃度と糖尿病性腎症の有無やその進展度との相関を検討した。

すなわち、NIDDM患者および健常対照者において、血清および尿中の

VEGF／VPF濃度（尿VEGF／VPF濃度はC肥補正値）を測定し、これと糖尿病腎症

の早期指標とされている尿中微量アルブミン値，尿中トランスフェリン値、さらに

尿蛋白量との関係を検討し、血清または尿中VEGF／VPF濃度が臨床的に腎症の

発症，増悪のマーカーになりうるかどうか調べた。

2　研究対象および方法

（1）各種進行度の網膜症または血管新生緑内障を合併したNIDDM患者お

　　　よび白内障患者における前房水VEGF／VPF濃度の測定

　糖尿病合併症について協力して治療を行っている眼科病医院で眼科手術を行っ

た白内障または網膜症を合併していたNIDDM患者49名（男性28名，女性21名，平

均年齢：53．4±14．O歳）、および①白内障または網膜剥離の患者で、NIDDMその

他の全身疾患を有さない者6名（男性3名，女性3名，平均年齢48．O±ユ7．7歳）を対象

とした。このうちNIDDM患者については予め眼科的診察により、②網膜症非合

併（すなわち白内障のみ）群，③単純性網膜症群，④前増殖網膜症群，⑤増殖網膜

症群，⑥血管新生緑内障合併群に分類した。①～⑥の各群の構成および臨床的特徴

を表2－1に示した。これらの患者の眼科手術時に採取した前房水中の

VEGF／VPF濃度を本項（5）に後述する高感度ELISA法により測定し、非糖尿病

患者群を含む各群間の差異を検討した。検体は測定まで一20℃で保存した。なお

これらの手術検体は、小沢眼科内科病院長小沢忠彦先生および松本眼科医院長松

本雄二郎先生のご厚意により、事前に各患者に充分な説明に基づく同意をいただ

いて、手術手技に差し支えないように採取された。測定結果は平均±標準偏差で

表示し、統計学的検討にはKru－ska1－Wajユisの検定およびM独rWh工tneyのU検定

を用い、P＜O．05を有意水準とした。

（2）健常人群における血清VEGF／VPF濃度の測定

　血清VEGF／VPF濃度の標準値を設定するための予備的検討として、一般健常

人群における血清VEGF／VPF濃度の検討を行った。15歳から64歳の健常献血者
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を、10歳ごとに5つの年齢層別群（15－24歳，25－34歳，35－44歳，45－54歳，55－64

歳）に区切り、各年齢層群ごとに40人（男女各20人）ずつ計200人分の血清検体（無

記名）を無作為に抽出した。なお、これらの検体は日本赤十字社茨城支部血液セン

ターの川口隆司所長のご厚意により、献血の輸血前血清検査に用いられたものの

残余分を用いた。なお血液比重，生化学，血清検査にて異常値を認めたものは予め

対象から除外した。検体は測定まで一20℃で保存した。これらの血清検体中の

VEGF／VPF濃度を本項（5）に後述する高感度ELISAにより測定した。測定結果

は平均土標準偏差で表示し、統計学的検討にはF検定および対応のないt検定，

KmskaユーWa皿sの検定，one－factorANOVAを用い、P＜O．05を有意水準とした。

（3）各種進行度の網膜症を合併したNIDDM患者における血清
　　　VEGFlVPF濃度の測定
　筑波大学附属病院および糖尿病合併症について協力して治療を行っている前記

眼科病医院において経過観察中のNIDDM患者計106人（男性59人，女性μ人，平均

年齢59．5±13．6歳）を対象にした。血清クレアチニン値が正常上限を越えている

腎症合併患者および自覚症状を有する神経障害合併患者は予め対象から除外した

が、外来処方薬は変更なく継続された。対象患者は予め眼科的診察により、①網

膜症なし群，②単純性網膜症群，③前増殖網膜症群，④増殖網膜症群，⑤非活動性

（沈静化）網膜症群の全5群に分類された。各群の臨床的特徴を表2－2に示した。

これらの患者の外来受診時に採血を行い、血清を分離し測定まで一20℃で保存し

た。これらの血清VEGF／VPF濃度を、本項（5）に後述する高感度ELISAにより

測定した。なお血清は、各患者に充分な説明に基づく同意をいただいた上で、診

療上の必要により行われた採血の剰余分を用いた。測定結果は平均土標準偏差で

表示し、統計学的検討にはKmskaユーWa皿sの検定およびMar1n－WhitneyのU検

定を用い、P＜O．05を有意水準とした。

（4）各種進行度の腎症を合併したNIDDM患者における血清および尿中

　　　VEGFlVPF濃度の測定
　筑波大学附属病院および糖尿病合併症について協力して治療を行っている関連

病院にて経過観察中のNIDDM患者計50人（男性28人，女性22人，平均年齢55．3±

12．7歳）を対象にした。外来処方薬は変更なく継続されたが、増殖網膜症合併患者

および自覚症状を有する神経障害合併患者は予め対象から除外した。これらの対

象患者は、外来で毎月1回、随時尿を用いて行われている尿タンパク定性検査（試

験紙法），尿中微量アルブミン濃度（クレアチニン1グラムあたりの補正値）測定（ラ

テツクス凝集法）の、直前3ヵ月間の結果に基づいて、①これらのすべてが正常範
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囲内（尿タンパク陰性かつ尿中微量アルブミン値≦10㎎／g－CRE）であった「腎

症なし群」，②尿タンパク定性は3回とも陰性であったものの計3回の尿中微量

アルブミン値測定の平均値が正常参照値より上昇していた「早期腎症群」，③尿

タンパク定性検査が1回以上陽性であった「顕性腎症群」の計3群に分類された。

各群の臨床的特徴を表2－3に示した。これらの患者の外来受診時に採血を行い、

血清を分離し測定まで一20℃で保存した。これらの血清中のVEGF／VPF濃度を、

本項（5）に後述する高感度ELISAにより測定した。さらに上記のNIDDM患者の

うちから無作為に抽出した25人（男性15名，女性10名，平均年齢55．3±9．4歳）に

ついては空腹時採血と同時採尿を実施し、尿，血清中VEGF／VPF濃度を本高感度

ELISA系を用いて同時に測定した。さらにそのうちから無作為に抽出された一部

（15人分）の尿検体については、タンパク量および微量アルブミン濃度、微量トラ

ンスフェリン濃度の測定を行った。これらの測定にはそれぞれミクロTPテスト

（和光純薬，大阪）およびミクロアルブミンHAテスト（和光純薬），スーペリオールミ

クロトランスフェリンテスト（日本DPC，千葉）を用いた。VEGF／VPF濃度を含む

尿検体測定値に関しては、いずれも同時に測定した各尿検体中の酵素法により測

定されたクレアチニン濃度により補正し、クレアチニン1グラムあたりの値として

表示した。なお、これらの尿および血清検体は、各患者に充分な説明に基づく同

意をいただいた上で、診療上の必要により採尿，採血された検体の剰余分を用いた。

このうち一部は、東取手病院院長檜山輝夫先生の御協力により集められた。測定

結果は平均±標準偏差で表示し、統計学的検討にはKmskaユーWa皿sの検定および

Mam－WhitneyのU検定，Pe趾sonの相関係数を用い、P＜O．05を有意水準とし
た。

（5）検体中のVEGF／VPF濃度の決定

　検体中のVEGF／VPFタンパク濃度の測定は、Hanataniら（1995）によって作

成された抗ヒトVEGF／VPF。。。ウサギポリクローナル抗体（Kondo，1993）を用い

た高感度化学蛍光サンドウィッチELISAにより行った。すなわち、イースト

（S∂ccわ跡o㎜yces　cer帥s1∂e）に、ヒトVEGF／VPF．2。遺伝子を導入し、その培養

液を精製することにより得られたリコンビナントヒトVEGF／VPF。。。（Kondo，

1995）を、グルタチオンS一トランスフェラーゼと融合させたタンパクでウサギを

免疫して、その血清中のIgG画分を精製することにより、抗ヒトVEGF／VPF．2。

ウサギポリクローナル抗体を得た（Kondo，1993．1994）。このポリクローナル抗

体を、O．1M塩化ナトリウム圃O．025M炭酸緩衝液（PH竈g．O）に10μ9／mユになる

ように溶解し、96穴マイクロタイタープレート（Microf1uorb1ockPlate；

Dynatech，USA）の各ウェルに100μ1ずつを固相化し、O．1％ウシ血清アルブミ
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値を示すことが判明したサイトカイン，増殖因子としては、IGF－I（Grant，1986；

Meyer，1993），1L－6（Kauffmam，1994），bFGF（B疵d，1985；Siv汕㎎am，1990）

などが挙げられる。Ad㎝ゴsら（1994）は、増殖綱膜症患者8例の硝子体中

VEGF／VPF濃度をt廿：ne寸esolved㎞munofluorometric　assayで測定し、その

測定値の中央値29．1pMが、非糖尿病患者12例の硝子体VEGF／VPF濃度の中央

値（8．1pM）と比較して、高値であることを示した。またP！ouetら（1993）は、増

殖網膜症患者14名の硝子体VEGF／VPF濃度は28．5±8，1ng／mユ（平均±標準偏差）

で、非糖尿病患者13名の平均2．1±1．O　ng／㎞より有意に高いことを報告してい

る。さらにMaユecazeら（1994）は、糖尿病増殖網膜症由来の硝子体手術検体14例

について、それまでに糖尿病網膜症との関連が示唆された8種類の成長因子の発現

をRT－PCRで検討した。その結果、bFGFおよびIGF－Iの発現がそれぞれ14例中2

例および3例のみに認められたのに対し、VEGF／VPFは14例全例に発現が認めら

れ、GH／IGF－IやbFGFよりむしろVEGF／VPFが、糖尿病性網膜症の発症，進展

に中心的な役割を果たしている可能性を指摘している。

　さらに刈euoら（1994）は、164人分210房水検体中のVEGF／VPF濃度を、刷A

及びrad－ioreceptorassayで測定したところ、非糖尿病患者由来の検体では31検体

中2検体のみにVEGF／VPFが検知されたのに対し、糖尿病網膜症患者由来の検体

では136検体中69検体（新生血管を伴う検体では38検体中29検体）にVEGF／VPF

が検知されたことを報告した。実際に測定可能であった房水検体中の

VEGF／VPF濃度は、非増殖網膜症ではO．1土0．1ng／mユ（平均±標準偏差）であっ

たのに対し，活動性増殖網膜症患者検体では3．6±6．3n9／mユ，沈静化した増殖

網膜症ではO．2±O．6ng／mユであった。さらに光凝固療法施行後に房水

VEGF／VPF濃度が低下した症例も認められた。硝子体VEGF／VPF濃度（8．8±

9．9ng／㎞）は，房水VEGF／VPF濃度（5．6±8．6ng／二mユ）より高く、眼内濃度勾配

を認めた。また、培養液中に活動性増殖網膜症患者の房水を添加した際に認めら

れた網膜血管内皮細胞の増殖が、抗VEGF／VPF抗体の添加により阻止されたこ

とを示し、VEGF／VPFが増殖網膜症における血管新生に主要な働きを演じてい

ることを示した。

　しかし、彼らの用いたVEGF／VPFの測定系の感度は50P9／杣とそれほど高く

はなく、増殖網膜症以外の網膜症、または網膜症なしの群においてはほとんど測

定感度以下であった。今回の検討で用いられたELISAは3P9／㎞と高感度で、増

殖網膜症以外の群においても測定値が得られた。その結果、やはり増殖網膜症の

患者の前房水VEGF／VPF濃度は、網膜症を有さない患者より有意に高値であっ
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た。本研究の結果では、州euoら（1994）の報告と比べて、増殖網膜症群と非増殖

網膜症群との測定値の差が少ないようにみえるが、こ汕汕euOらの報告におけ

る「増殖網膜症群」に、本研究では分離して検討した糖尿病性血管新生緑内障の

症例が含まれていた可能性も考えられる。

刈euoら（1994）の報告も含め、その名のとおり血管新生が病態の中心的な役割

を演じていると考えられる糖尿病血管新生緑内障にVEGF／VPFが関与している

かどうかは、これまで検討されてこなかった。血管新生緑内障は、線維柱帯網

（trabecu！肛meshwork）を覆うように線維血管膜が増生し前房隅角が非可逆性に

閉塞し、眼圧上昇を来す病態である［さらに新生血管の透過一性克進も関与するとも

いわれる（Reh砥，1992）コ。網膜循環障害によく合併することが知られているが、

この線維血管膜増殖と透過性充進の直接的な原因は不明であった（Rehak，1992）。

VEGF／VPFはこの線維血管膜増殖と透過性九進、さらには循環障害に基ずく低

酸素状態との関係を一元的に説明しうる因子であると考えられたため今回の検討

では、　「血管新生緑内障合併」増殖網膜症群と「血管新生緑内障非合併」増殖網

膜症群とにわけて検討を行った。その結果、血管新生緑内障患者の房水

VEGF／VPF濃度は、増殖網膜症群と比較しても10倍もの著しい高値を示すこと

が明らかになり、VEGF／VPFが本疾患の病態において中心的な役割を演じてい

る可能性が高いことが示唆された。ただしこの増殖網膜症群との著しい差に関し

ては、①血管新生緑内障を来すような症例は増殖網膜症の中でも活動性が高い例

が多いこと、②血管新生緑内障では血管新生の部位が網膜のみならず前房付近に

も及んでいることから、前房水の採取部位とVEGF／VPFの産生源との距離が近

いこと、などの影響も考えられた。

　この血管新生緑内障の治療としては、薬物療法はもとより通常の緑内障患者に

対して行われるstandardfnteringsurgeryでは、出血などの合併症により満足す

べき効果が得られないのが現状であり、冷凍凝固術を併用した手術が行われてい

る。VEGF／VPFが主要な因子であることがさらにはっきりすれば、将来的には

抗VEGF／VPF抗体の局所投与により血管新生をコントロールする治療法も考慮

される可能性がある。なおごく最近、Tolentinoら（1995）がサル眼内にヒト

VEGF／VPFを注入し、虹彩ルベオーシスと血管新生緑内障を誘発し得たことを

報告し、血管新生緑内障とVEGF／VPFとの関連についての本研究の仮説を裏付

ける研究結果として注目される。

本研究における健常人の血清VEGF／VPF濃度は、200人というあまり多くない
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母集団で、なおかつ採血時問や食事などの細かい採血条件もコントロールされて

いないものの、比較的正規分布に近い分布を示しており、正常基準値として妥当

性が高いと思われる。VEGF／VPFは生理的にも、発生、月経周期、創傷治癒な

どに大きな役割を果たしており、血清VEGF／VPF値は、かなり多くの因子によ

り影響を受けていることが予想されたが、やはり健常人血清においてもかなり大

きな個体差がみられることが判明した。当初、月経との関連で、成熟期女性が高

値を示すことが予想されたが、実際には男性群との間に有意差は認められなかっ

た。これは、女性群において、個体の性周期による変動が平均をとることにより

相殺された可能性も考えられた。また、高年齢層の方が有意に高値を示したが、

この理由については現在のところ明らかではない。

　血清VEGF／VPFと各種疾患との関連では、POEMS（Po1yneuroPathy，

organomegaユy，endoc二血Le　disord－ers，M－proteh　and　skh　changes）症候群（別

名Crow－Fukase症候群）患者の血清VEGF／VPFが著高値を示すことが報告され

ている（Watanabe，1996）。また、一部の担癌患者において血清VEGF／VPF濃度

の上昇が認められており（Kondo，1994）、VEGF／VPFが腫瘍マーカーとして臨

床的に有用である可能性を示すものとして注目されている。これらの疾患と同様

に、もし血清VEGF／VPF濃度と糖尿病性網膜症の活動性とが相関して変動すれ

ば、網膜症の発症，増悪の非侵襲的かつ簡便なスクリーニング法またはマーカーに

なるのではないかと考え両者の関係を検討した。しかし、糖尿病性網膜症患者で

は、健常者群と比較して有意な血清VEGF／VPFレベルの上昇は認められなかっ

た。糖尿病患者の血中EGFおよびPDGF濃度は、非糖尿病群と比較して有意に高

値であることが報告されているが、いずれも網膜症を始めとする合併症の有無と

の相関は認められていない（Lev，1990）。血中IGF－I濃度に関しても、急速進行性

の糖尿病増殖網膜症患者血清において高値を示したという報告（Merimee，1983）

がある一方、網膜症の有無や病勢との相関について否定的な検討結果（Hyer，

1988．1989）もみられ、未だに結論が得られていない。IGF－Iが体内の網膜以外の

部位で主に産生され、血流により網膜に運ばれ網膜症増悪に関与すると推察され

るのに対して、VEGF／VPFは主に網膜組織で産生され、眼内局所においてパラ

クライン的に作用するものと思われる。さらに血液網膜関門（b1ood－retinaユ

b㎝ゴer）の存在も手伝って、循環中に流出して血清VEGF／VPF濃度を上昇させる

には至らないものと考えられた。

　VEGF／VPFはその名が示すとおり、強い血管透過性九進作用をも合わせ持つ

ため、特に糖尿病腎症の初期からみられる尿タンパクの機序との関連が疑われて
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かな相関を認めなかった。また健常人のデーターと比較しても有意差は認

められなかった。

（4）NIDDM患者群において，血清，尿中VEGF／VPF濃度は，

　　進行度とは明らかな相関を認めなかった。

いずれも腎症の
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第3章　糖尿病モデル動物の網膜症芦腎症における
　　　　　　VEGF／VPFの関与に関する墓礎的検討

1　研究の目的
　前章の臨床検体を用いた検討により、糖尿病網膜症特に増殖網膜症または血管

新生性緑内障患者の前房水中においてVEGF／VPFが高濃度に存在することが明

らかになった。そこでまず加㎡V0において、長期間また短期問の高グルコース濃

度環境下で、VEGF／VPF産生が誘導されるかどうかを、代表的な糖尿病モデル

動物を用いて検討した。すなわち慢一性的高血糖モデルとしてGKラットを、急性の

高血糖モデルとしてSTZ糖尿病ラットをそれぞれ用い、それらの腎皮質組織中の

VEGF／VPF濃度を測定し、対照の非糖尿病Wis耐ラットの腎皮質組織中

VEGF／VPF濃度と比較検討した。また、GKラットの眼組織中のVEGF／VPF濃

度が、糖尿病状態の持続と並行してどのように変化してゆくかを経時的に観察し、

非糖尿病Wistarラツトと比較した。さらにGKラツトおよび、肥満を伴うNIDDM

モデルとしてKawanoら（1992）により近年開発されたOLETFラツトの眼組織中

におけるVEGF／VPFの局在を免疫組織化学法により検討した。

　主要な糖尿病モデルラットのうち多くのものが腎症を発症し、タンパク尿やヒ

トの糖尿病性腎症と同様の病理学的変化を呈する（Ve1asquez，1990）。しかし網

膜症に関しては、適当な動物モデルがほとんど存在しないことが、研究を極めて

困難なものにしてきた（Manda血o，1992；E㎎eman，1995a）。現在、高血糖に

よりヒトの網膜症に近似した眼底所見を呈する唯一の動物モデルとして、アロキ

サンにより膵障害を起こさせた糖尿病イヌが知られている。しかしその網膜症発

症には通常3－5年を要し、その間のインスリン投与などを含む維持の煩雑さのた

め、網膜症動物モデルとして用いられることは少ない（Mand餉no，1992）。実験

動物として最も汎用されるマウスやラツトは、糖尿病状態にすると数カ月から1年

以上で網膜血管周細胞消失や基底膜肥厚などの網膜症初期の特徴的変化が出現す

るものの、増殖性変化を始めとするそれ以上の眼底病変はみられない。これは主

に寿命の短いことにより、年余にわたって進行する網膜症のすべての経過を示す

に至らないためと一般には理解されている（Mandarino，1992）。そこで従来から

典型的な増殖網膜症と近似した眼底所見を呈し、なおかつ比較的容易に作成可能

ないくつかの動物モデルが考案されてきた。その一つであるガラクトース血症イ

ヌは、高ガラクトース含有食を3－5年継続させたイヌが、ヒトの糖尿病網膜症と

同様の経過で、典型的な網膜症と同様の眼底所見を呈することから、糖尿病網膜

症のモデルとして便宜的に使われてきたものである［高ガラクトース血症ラツトに
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おいても微小動脈瘤など一部の変化は認められる（E㎎eman，1995）1。もうひと

つのモデルは、新生仔ラット／マウスにおける高酸素網膜症であり、生後間もない

ラット／マウスを高酸素環境におくことにより、未熟児網膜症類似の血管増殖性病

変を起こさせるものである。これらはいずれも、直接高血糖によってもたらされ

た変化ではないものの、糖尿病増殖網膜症と類似の眼底所見を示すことから糖尿

病網膜症および眼内血管新生性疾患のモデルとして広く使用されている（尉CCi，

1988；Reyαaud，1994；Smith，1994）。特に前者は、高血糖は有さないものの、

糖尿病性網膜症に認められるほとんどすべての病理学的変化が、糖尿病性網膜症

とほぼ同じ経過で観察されることが知られている。そこで本研究では、これら2

種類の網膜症モデル動物を用いて、その網膜病変におけるVEGF／VPFの関与を

検討した。すなわちガラクトース血症イヌの眼房水中VEGF／VPF濃度を測定し、

さらにアルドース還元酵素阻害剤（エパルレスタツト）の影響も検討した。さらに

高酸素網膜症新生仔マウスにおいて、抗VEGF／VPF抗体を投与することにより

その網膜病変を阻止しうるかどうかも検討した。

2　実験材料および方法

（1）GKラツトおよびSTZラツトの腎皮質組織中VEGF／VPF濃度の測定

　28週齢雄性GKラツト（体重380－4309）と、同条件下で飼育され体重をマツチ

させた同週齢同性Wistarラツト各7匹をエーテルにて深麻酔後、大動脈からの全採

血により安楽死させた直後に両腎を摘出した。なお、これらのラツトは東北厚生

年金病院後藤由夫名誉院長のご厚意により、武田製薬創薬第二研究所池田衡先生，

白木孝先生より御供与を受けた。14週齢雄性Wist狂ラット（日本SLC，静岡）10匹

（体重300－350g）のうち5匹の尾静脈に、O．01Mリン酸緩衝液（pH5．5）O．31mユ

に溶解したSTZ（Sigma，USA）30㎎／㎏を静注し、STZ糖尿病ラツトを作成した。

残り5匹は対照群として、O．01Mリン酸緩衝液（PH5．5）O．3mユのみを静注し、

STZ投与群と同条件で飼育した。これらの投与10日後に全ラツトより前項と同様

に全採血し両腎を摘出した。各ラツトの血清血糖値をグルコースオキシダーゼ法

（ドライケム，富士写真工業，東京）により測定した。なお本研究に用いたラツトは

いずれも実験期間中、ラツト用普通飼料（MF－2，オリェンタル酵母工業，東京）お

よび水道水を自由摂取させ、飼育室の点灯時間は午前7時から午後7時までとした。

また本研究における実験動物の取り扱いはすべて”P血1ciP1es　of1aboratory

an一㎞aユc眠”（NIH）に準拠した。摘出した腎は皮質部分1グラムを計り取りメスで

細切した。これをTris塩酸緩衝液（pH7．O）2mユとともに、ポリトロンホモジェナ

イザーで充分破砕した後、4℃／15000印mで30分間遠心し、上清中の
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VEGF／VPF濃度を第1章に既述の高感度ELISAにより測定した。なお検体は測

定時まで一70℃で保存した。測定値は平均±標準偏差で表示し、統計学的検討に

はMam－WhitneyのU検定を用い、P＜0．05を有意とした。

（2）各種週齢におけるGKラットの眼組織中VEGF／VPF濃度の測定

　6，12，18，28週齢雄性GKラット各7匹と、同条件で飼育され体重をマッチさせ

た同週齢同性Wistarラット各7匹を前項と同様に安楽死させ両眼球を摘出した。各

ラットにつき両側分の眼球をまとめてThs塩酸緩衝液（pH7．O）2mユとともにマイ

クロホモジェナイザーで破砕後、4℃／15000印mで10分間遠心し上清を得た。上

清中のVEGF／VPF濃度を前項と同様に測定し、GKラット，Wistarラット各群の

眼組織中VEGF／VPF濃度の週齢による変動を比較検討した。さらに28週齢のGK

およびWistarラットのうち各5匹については、前項と同様に腎皮質組織中

VEGF／VPF濃度を測定し、各個体ごとの眼組織VEGF／VPF濃度と腎皮質組織中

VEGF／VPF濃度との相関の有無について検討した。測定値は平均±標準偏差で

表示し、統計学的検討にはMann－WhitneyのU検定およびone－wayANOVA，

FischerのPLSD，Pearsonの相関係数を用い、P＜O．05を有意とした。

（3）GKラツト，OLETFラツトの眼組織におけるVEGF／VPF抗原の免疫

　　　組織化学染色

　28週齢雄性GKラツトおよび同条件で飼育され体重をマツチさせた同週齢同性

のWistπラット各3匹の眼球を前項と同様の方法で摘出し、VEGF／VPFを抗原

とする免疫組織化学染色を実施した。また、32週齢の雄性OLETFラットおよび

その非糖尿病対照ラツトである同週齢同性のL肌’○ラツト各3匹についても同様

に検討した。なお、OLETF／LET○ラットは、大塚製薬徳島研究所木村征夫先生，

河野」弥先生のご厚意により供与されたものを用いた。摘出後の眼球は、4％パラ

ホルムアルデヒド3％サッカロースOユM　PBS（pH7．4）液で4℃／48時間固定後パ

ラフィン包埋し、4μmの切片にした後、脱パラフィンの上、ストレプトアビジ

ンービオチン法によるヒストファインSAB－P○キツト（ニチレイ、東京）を用いて

免疫組織化学染色を行った。切片は、O．3％過酸化水素O．1％アジ化ナトリウム液

にて15分間室温でインキュベートして内因性ペルオキシダーゼを不活化し、10％

正常ヤギ血清にて10分間室温でブロツキングした後、第1抗体として抗ヒト

VEGF／VPF。。。マウスモノクローナル抗体であるMV303岨sano，1995）を100μ

9／mユで、4℃／24時間インキュベートした。第2抗体として10μ9／mユビオチン標

識抗ヤギIgGウサギ抗体を用い、10分間室温でインキュベートした。その後、ペ

ルオキシダーゼ標識ストレプトアビジンおよびジアミノベンチジンを用いて発色
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させ、ヘマトキシリンで対比染色を行ったものを鏡検した。GKラツトと対照の

Wist肛ラツト、また○LETFラツトと対照のLET○ラツト由来の検体は同一スライ

ドグラス上で同時に各操作を行った。観察結果は網膜の各層および脈絡膜につき、

一（染色像なし）、十（わずかに染色）、十十（中等度の染色）、十十十（強い染色）の4

段階で評価し比較検討した。

（4）ガラクトース血症イヌの眼房水中VEGF／VPFの測定

　生後6ヵ月より44ヵ月間、30％ガラクトース含有食餌にて飼育した雄性ビーグ

ル犬23頭と、同じ期間を30％セルロース含有食で飼育した対照の雄性ビーグル犬

計4頭をペントバルビタールにて麻酔後、前眼部を穿刺し片眼の前房水O．1mユを

採取し、測定まで一2ぴCで保存した。27頭の内訳は、①通常食群（N＝4），②ガラ

クトース血症群30％ガラクトース含有食群（N＝9），③30％ガラクトース含有食

十エパルレスタツト（小野薬品工業，東京）20㎎／㎏体重／日投与群（N＝5），④

30％ガラクトス含有食十エパルレスタット50㎎／㎏体重／日投与群（N19）で

ある。なお、食餌は3509／日の制限給餌とし、水道水は自由に摂取させた。エパ

ルレスタツト投与群では上記一日用量を水溶液として一日2回の分割経口投与と

し、その他の飼育環境は他群と同一にした。採取した前房水中のVEGF／VPF濃

度を第1章に既述の高感度ELISAにより測定した。なお、ガラクトース血症イヌ

の検体は福井医科大学眼科学教室赤木好男教授，高橋幸男助教授のご厚意により、

小野薬品工業福井研究所より提供を受けた。測定値は平均±標準偏差で表示し、

統計学的検討にはone－wayANOVA，FischerのPLSDを用い、P＜0．05を有意と

した。

（5）新生仔マウスの高酸素網膜症に対する抗VEGF／VPF抗体投与効果

の評価

①高酸素負荷による血管新生性網膜病変（高酸素網膜症）モデルの作成

　Smithら（1994）の方法に準じて、新生仔マウスを高酸素条件下で飼育すること

により血管新生性綱膜病変を誘導した。まず同一日にプラグを確認した妊娠

C57B1／6マウス（Char！es　RiverJaPan一，横浜）6腹を購入し、一分娩前1週問飼育して

環境に馴化させた。分娩後各親マウスの仔マウスを互いに交換し、各親が哺育す

る仔マウスの生みの親の割合が等しくなるように予め調節し、さらにすべての親

マウスを2日に1回ずつ順送りに交代させることにより、すべての仔マウスの哺育

条件ができるだけ等しくなるようにした。出生後7日目に、仔マウスのうち無作為

に抽出した30匹を任意に各群10匹ずつ計3群に分け、A群，B群，C群とした。A群

は対照群として全実験経過中、大気圧，通常空気下で飼育した。B群，C群について
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は、出生後7日目より5日間、75％酸素濃度下で飼育することにより網膜血管新生

性病変を惹起した。すなわち酸素ボンベに接続し、酸素濃度検知機（○V－621，理

研計器，東京）により酸素濃度が75±1voL％になるように調節した50cm四方の

強化ガラス製密閉ケース内（内部は常に1気圧に保持，二酸化炭素吸収装置付き）に、

B群，C群の仔マウスを親マウス3匹と共に入れた。高酸素吸入による親マウス呼吸

器系の負担を考慮して、親マウス3匹は48時間ごとに大気下で飼育している3匹と

交代させた。飼育室温は22℃、自由摂食および飲水とし12時間ごとに点灯と消灯

を行った。

②抗体の調製と投与

　高酸素曝露終了日（すなわち出生後12日目）より全仔マウスをroom疵の同条

件に戻し、さらに5日問（すなわち出生後17日目まで）飼育を続けた。B群のマウス

については、この5日間（すなわち出生後13日目から17日目まで）、第2項（5）で

述べた抗ヒトVEGF／VPF。。。ウサギポリクローナル抗体を1日1回、1回につき

100μg（生理食塩水に希釈し容積がO．1mユになるように調製）／マウスずつ皮下注

射により投与した。C群の仔マウスについては、高酸素曝露終了2日後（すなわち

出生後14日目）に1回のみ、右眼硝子体内に同抗VEGF／VPF抗体（20μ9／μ1）を1

μ1投与した。硝子体内投与にあたっては、仔マウスを工一テルにより麻酔後11

号メスの刃先で眼瞼をわずかに切開し、31ゲージ注射針（特注）とHPLC用試料注

入用（1μ1）シリンジ（いずれもH肛血ton，USA）を用いて注入し、直後にオフロ

キサシン点眼液（第一製薬，東京）を点眼した。本実験における抗VEGF／VPF抗体

の投与用量は、ラツトに移植された腫瘍の生長を本抗体が抑制することを示した

既報の検討（Kond○，ユ993）を参考に、腫瘍生長抑制効果を示した用量に基づいて

決定した。

　なおこれらの投与法に関する対照については、高酸素負荷装置のガラスケース

内に一度に収容できるマウス数の関係および、実験動物の両眼に同時に処置を加

えることを禁じたAssociationforResearch㎞Vision㎜d　Ophth出no10gy

Statementon　theUse　ofAnimaユs　hOphth伽c　andVision　Rese趾chの制限

により、別の予備実験を行った。すなわち、生理食塩水（b．1㎞）または正常ウサ

ギIgG（DAKOXg03，USA）100μ9／マウス（O．1．mユになるよう生理食塩水で希釈）

をそれぞれ上記と同じスケジュールで皮下注射した際、また、生理食塩水1μ1ま

たは上記正常ウサギIgG（20μ9／μ1）1μ1をやはり上記と同じスケジュールで硝

子体内投与した際に、これらの処置が本モデルの網膜血管新生病変の形成に影響

を及ぼさないことを予め確認した。
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③眼検体の処理と血管新生の評価

　出生後17日目にA，B，C群の全仔マウスについて、ペントバルビタール腹腔内過

剰投与により麻酔後両眼を摘出した。摘出眼は、4％パラホルムアルデヒド3％サツ

カロースO．1M　PBS（PH7．4）液で、4℃／24時間固定した。標本の作成および新生

血管の評価法はSmithら（1994）の方法に準拠した。すなわち脱水，パラフイン包

埋後、耳側極より鼻側極まで、矢状断面に沿って全眼を厚さ6μ皿の連続切片とし

た。これらのうち、各眼につき、視神経乳頭を中心とした互いに60μm間隔の

intactな切片8枚を評価対象とした。これをPAS一ヘマトキシリン染色を施して鏡

検し、内境界層を越えて硝子体腔内に侵入している新生血管細胞核の総数を8枚の

切片について数えて平均し、各眼の1切片あたりの核数で表示した。測定値は平

均±標準偏差で表示し、統計学的検討にはMann－WhitneyのU検定および

one－wayANOVA，FischerのPLSDを用い、P＜O．05を有意とした。

3　実験成績

（1）GKラットおよびSTZラットの腎皮質組織中VEGFlVPF濃度測定の

成績

GKラツト群の血清グルコース濃度は15．1±2．3㎜o1／1で、対照のWi1t孤ラツ

ト群5．8±O．3㎜o1／1と比較して有意に高値であった。またSTZ糖尿病ラット群

の血中グルコース濃度はll．2土4．3㎜o1／1で、対照のWi1tarラツト群の5．5±O．6

m皿o1／1と比較して有意に高値であった。GKラツト群の腎皮質組織中

VEGF／VPF（402．5±83．3P9／㎞）は、対照のWistarラツト群（104．5±10．O

P9／mユ）と比較して著明な上昇を認めた（P＜O．01；図3－1）。STZ糖尿病ラツト群で

は、逆に眼，腎皮質組織中VEGF／VPF濃度（眼；57．9士12．5P9／mユ，腎皮質；

73．5±27．7P9／mユ）とも対照のWistarラツト群（眼；123．O土48．OP9／mユ，腎皮質；

10L6±35．1pg／mユ）より有意に低下していた（図3－1）。

（2）各種週齢におけるGKラットの眼組織中VEGF／VPF濃度測定の成績

　GKラツトおよび対照のWistarラツトの両群において、週齢の経過とともに眼組

織中VEGF／VPF濃度の有意な低下がみられた（図3－2）。Gkラツト群とWist肛ラツ

ト群との比較では、6週齢（GK；197．3土80．6P9／mユ，Wist孤；190．3±59．1

P9／mユ），12週齢（GK；129．3±4L2P9／mユ，Wist肛；128．6±42．7P9／mユ）および18

週齢（GK；86．3±53．6P9／㎞，Wist肛；56．8±37．6P9／㎞）では有意差が認められ

なかったものの、28週齢（GK；283．O±225．3P9／mユ言Wistar；98．5士37．4P9／mユ）

ではGKラツト群の方がWistarラツトより有意に高値を示した。各個体の眼，腎皮

質両組織中VEGF／VPF濃度の間には、GKラツト群，W工st紅ラツト群のいずれに
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おいても、有意な相関は認められなかった（図3－3）。

（3）GKラツト，OLETFラツトの眼組織におけるVEGF／VPF抗原の免疫

　　　組織化学的検討の成績

　GKラットおよび○LETFラットの眼組織におけるVEGF／VPF抗原の局在の顕

微鏡写真を図3－4、図3－5に示し、それぞれの所見を表3－1、表3－2にまとめ

た。GKラットの網膜においては、神経線維層，神経節細胞層，内穎粒層，網膜色素

上皮細胞に強い（十十十）VEGF／VPFの局在を認めた。対照のWist肛ラットにおい

ては、神経節細胞層を中心に中等度から軽度の染色が認められたが、GKラットほ

ど強い染色性は認められなかった（表3－1）。また、GKラットでは、脈絡膜にお

いても、中等度（十十）の染色が認められたのに対し、Wistarラット脈絡膜におい

ては、弱い染色にとどまった。○LETFラツトは有色ラツトであるため網膜色素上

皮および脈絡膜には大量のメラニン色素が存在し、これらの部位の抗原の局在に

ついては評価が困難であったが、その他の部位ではGKラツトとほぼ同様の所見が

認められた（表3－2）。

（4）ガラクトース血症イヌの眼房水中VEGF／VPF濃度測定の成績

　ガラクトース食餌群（A皿非投与）の眼房水中VEGF／VPF濃度は198．1±15L3

P9／mユと、対照の通常食餌群46．1±92．2P9／mユと比較して有意に高値であった

（図3－6）。しかし、ガラクトース食餌十A則（低用量）投与群では227．9±68．7

pg／mユ、ガラクトース食餌十AR［（高用量）投与群では175．9±144．1pg／mユであり、

A皿非投与ガラクトース食餌群と比較して有意な低下を示すには至らなかった。

（5）新生仔マウスの高酸素網膜症に対する抗VEGF／VPF抗体の投与成

績

　通常酸素濃度下で飼育したA群の仔マウス網膜においては、新生血管は認めら

れず（図3－7）、内境界膜を越える血管細胞数も4．3±O．6個／切片と極めて少なかっ

た（図3－8）。高酸素を曝露したB，C群の仔マウスのうち、未処置のまま放置され

たC群仔マウス左眼では著明な網膜血管新生を認め、内境界膜を越えて硝子体に

侵入していた新生血管細胞核数は86．7±17．3個／切片であった。これに対して抗

VEGF／VPF抗体を硝子体内に投与されたC群マウス右眼では、同新生血管細胞核

数は41．9±22．3個／切片と著明な減少を認めた（P＜O．01）（図3－8）。抗

VEGF／VPF抗体を全身皮下投与されたB群のマウスでは、内境界膜を越える同新

生血管細胞核数は7L1±10．5個／切片で、対照のC群左眼（正常IgG投与側）よりは

有意に（P＜O．05）減少が認められたが、硝子体内に投与したC群右眼の方が、減少
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幅が有意に大きかった（図3－8）。C群の各個体ごとの左右眼で比較したところ、

ほとんどの個体で抗VEGF／VPF抗体を硝子体内投与された右眼で、新生血管細

胞核数の減少を認めた（図3－g）。C群において、抗VEGF／VPF抗体投与側の右眼

では、対照の左眼と比較して、網膜内では同程度の新生血管の増生が認められた

が、内境界膜を越えて硝子体に侵入していた新生血管はかなり少ない所見が認め

られた（図3－7）。

4　考案

　GKラット（鈴木，1994）は、正常集団からの選択交配により作成された多因子

遺伝に基ずく自然発症NIDDMモデルである。特徴的な膵頭線維化や膵β細胞にお

ける糖輸送担体（GLUT2）の低下を示し、生後早期から耐糖能異常を、また生後4

週頃から血糖上昇を来す。しかし、その血糖上昇の程度は中等度に留まりケトー

シスなどを来すことはない。合併症に関しては、生後早期から神経伝達速度の低

下などの神経障害を認める。腎症については、耐糖能障害が中等度であることを

反映して著明なタンパク尿を来すことはないが、6週齢頃より腎糸球体基底膜の肥

厚と尿中微量アルブミンの上昇を来す。本研究の結果、GKラツト群では眼組織中

VEGF／VPFタンパク濃度は、対照のWistarラツト群と比較して高値を示した。

前述のように、GKラツトに限らずラットでは明らかな網膜症の眼底所見を示す糖

尿病モデルは知られていない。今回の検討により、明らかな網膜症の眼底所見を

呈する以前から、GKラットの眼組織中VEGF／VPF濃度が上昇していることが明

らかになった。前章の糖尿病患者検体を用いた検討結果においても、増殖網膜症

や血管新生緑内障には及ばないものの、単純網膜症または前増殖網膜症の時期に

おいてすでに、網膜症非合併例よりは房水中VEGF／VPF濃度の上昇が始まって

いる。これらの結果は、VEGF／VPFの産生上昇が糖尿病網膜症のかなり初期（あ

るいは発症前）においてすでに始まり、血管増殖が起こる時期以前の初期の網膜症

病変（特に浸出性変化）にも関与している可能性を示唆している。一方逆に、この

ように極めて強い血管新生促進作用を持つVEGF／VPFが存在しているにも関わ

らず、糖尿病の病初期には血管増殖性変化が起きない理由として、①糖尿病の病

初期には、今のところVEGF／VPFの最大の分泌刺激であると考えられている毛

細血管閉塞による組織の低酸素状態がまだほとんどみられず、VEGF／VPFの組

織内濃度が血管新生の閾値に達していない、②何らかの未知の血管新生阻害物質

が存在して、VEGF／VPFの作用に拮抗しているなどの可能性が推測された。

培養ウシ腎糸球体血管内皮細胞カWEGF／VPF産生能を有することはすでに報
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告されている（Uchida，1994）。また、正常ヒト腎において、免疫組織染色と加

s加hybれdぬtionにより、それぞれVEGF／VPFタンパクとVEGF／VPFmRNA

が糸球体血管内皮細胞に局在していることが示されている（Uchida，1994）。鍵本

ら（1994）は、8，16，24週齢のGKラツトの腎よりtotaユRNAを抽出し、No汕em

blott㎞gでVEGF／VPF発現を検討した結果、同週齢の対照群（Wistarラット）と比

較して，16週齢で1．4倍，24週齢で2．5倍の増加を認めたことを報告しており、さ

らに糸球体のみ分離して同様に検討したところ、16週齢でL8倍、24週齢で3．5倍

の増加を認め、これらの増加が尿タンパク量増大の経過と並行していたことも見

出している。本検討により、GKラットの腎皮質組織中VEGF／VPFは、対照の

Wist紅ラツト群と比較して、皿RNAレベルのみならずタンパク濃度においても高

値であることが確認された。糖尿病腎症の病理学的な変化は血管新生より、むし

ろK㎞me1stieトWlson結節やfibhncaPで代表されるような浸出性，硬化性病変が

主体であることが知られているが、初期の変化としては、タンパク尿特に微量ア

ルブミン尿の出現が特徴的である。GKラツトでは6週頃から急激に尿中微量アル

ブミン量増加が認められるが、VEGF／VPFがこの微量アルブミン尿の発症機序

と糸球体基底膜の血管透過性九進作用を通じて関与している可能1性も考えられた。

　一方、膵β細胞障害に基づくインスリン欠乏により急性に高血糖を来たした、

いわばIDDMのモデルラツトであるSTZラツトにおいては、腎皮質組織中

VEGF／VPF濃度が、むしろ対照群より有意に低下していた。本検討ではSTZ投

与10日後のSTZラツトを用いたが、藤田保健衛生大学医学部内科伊藤靖敏先生

（1996）とのPer1on証10㎜uni！ationによると、8週齢Wi1t趾ラツトに㎜60

㎎／㎏を腹腔内投与して4週後の腎のVEGF／VPFタンパクレベルをWestem

blottin9により検討した結果、対照の同週令Wis倣ラツトに対して約2．5倍に上昇

しており、さらにこれがPGI2の4週間の投与により対照群と同レベルに復したこ

とが確かめられている。今回の検討で、これとは逆にむしろVEGF／VPFの低下

を認めた原因として、主にSTZの一過性かつ非特異的な細胞障害作用による影響

が最も考えられたが、STZに何らかの特異的なVEGF／VPF抑制作用があるという

可能性も否定できない。㎜糖尿病ラツトの腎糸球体におけるbFGF，PDGF，

TGF一β，TNF一αのmRNA発現は上昇していると報告されているが（Nakamura，

1993）、これらはSTZ投与後4週から24週間経過し、糖尿病状態がかなり持続した

後のラツトを対象にした検討結果であり、本研究のようなSTZ投与後短期問のラツ

トを用いた検討ではない。本研究では、比較的急激に出現した高血糖の影響をみ

るという目的でSTZ投与10日後のSTZラツトを用いたわけであるが、STZの直接

的な影響の残存が否定できないため、この時期のSTZラットをこの目的で用いる

　　　　　　　　　　　　　　　　　一26一



ことは適当でないと考えられた。

　上記のように、短期間の高血糖曝露がVEGF／VPF産生誘導における影響が、

STZラットを用いることにより充分に検討できなかったため、いろいろな週齢の

GKラットを用いて、眼組織中VEGF／VPF濃度の各週齢における変化を経時的に

観察した。その結果、対照の非糖尿病ラツト眼組織においては週齢が増加するに

つれてVEGF／VPF濃度は著明な減少が認められたが、これは眼の生理的発達に

VEGF／VPFが関与しているためではないかと考えられた。生理的状態における

新生仔ラット網膜のVEGF／VPFの局在および発現を、免疫組織化学法または加

s伽hyb打dizationにより検討したMurataら（ユ996a）の最近の報告によると、

VEGF／VPFは、生後3日目から7日目付近の網膜の生理的な血管新生が盛んな時

期に神経節細胞層と内穎粒層を中心に発現が一過性に上昇し、生後14日には血管

新生の終了とともに次第に低下したという。彼らの検討結果は、本研究で得られ

た結果と同様に、VEGF／VPFが生後しばらくの問、網膜血管の生理的発達に関

与している可能性が高いことを示している［さらに最近、Stoneら（1996）は、低

酸素刺激によりグリア細胞から分泌されるVEGF／VPFが、ラットおよびネコ網

膜の生理的発達に関与することを、加切Vo／加枕roで確認した］。これに対して

GKラツト群では、対照のWistarラツトで認められた、週齢と並行した

VEGF／VPFレベルの低下の程度が少なく、18週齢までは両者に有意差はないも

のの、本項（1）で認められたように、28週齢で両者の間に有意差が認められるよ

うになった。GKラツトでは4～8週頃より高血糖が明らかになってくるが（鈴木，

1994）、この高血糖自体または高血糖を介する何らかの刺激によりVEGF／VPFの

産生が持続しているものと考えられた。なお本研究で用いたVEGF／VPFの測定

系は、抗ヒトVEGF／VPF。。。抗体を用いているため、以上のラツト由来の検体を

用いた測定結果は、必ずしもVEGF／VPFタンパク濃度の絶対値を示すものでは

ない。しかし第1章で述べたように、VEGF／VPFは種特異性に乏しいため、少な

くともラット同士の各群間の比較には充分使用し得るものと考えた。

　サル（M皿er，1994），ネコ，ラツト（Stone，1995）の網膜新生血管モデルおよび正

常ヒト剖検眼（McGoo㎞，1992）において、免疫化学染色および加s伽

hybhdぬtionにより、VEGF／VPFの局在を検討した報告によると、VEGF／VPF

はグリア細胞を中心に広汎に分布することが観察されている。例えばヒト網膜で

は、VEGF／VPFは神経線維層，神経細胞層，光受容体，外および内網状層に強

く発現し，特に神経線維層や網状層の細胞突起部に強く発現していた

（McGoo㎞，1992）。しかし、これらの検討はいずれも糖尿病患者由来の検体ま
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たは糖尿病モデルを用いて行われたものではない。Murataら（1996b）はS㎜糖尿

病ラット網膜を用いて、VEGF／VPFのねs伽hybhd－izationを行った結果、神経

節細胞，グリア細胞，血管平滑筋細胞，色素上皮細胞に発現していたことを報告し

ている。Pe’erら（1995．1996）は、血管新生緑内障の合併により失明と眼痛を合

併したため摘出された糖尿病網膜症患者眼球を用いて、VEGF／VPFの加s伽

hybれdizationを行った結果、neurosensoryret㎞aすなわち神経節細胞層，内お

よび外穎粒層に強く発現していることを指摘しているが、同時に症例によるばら

っきが大きかったことを報告している。

　本研究の免疫組織化学的検討の結果、前述のとおり、明らかな増殖網膜症の所

見を示さないGKラツトの網脈絡膜においても、非糖尿病ラツトの網脈絡膜と比較

して、すでにVEGF／VPF抗原局在の差異が生じていることが判明した。局在部

位としては、上記の各報告とかなり近似し、主に神経線維層，神経節細胞層，内穎

粒層，網膜色素上皮が中心であり、グリア細胞や網膜色素細胞などが、高血糖によ

りVEGF／VPFを過剰に産生している可能性が示された。GKラツトが、あまり肥

満を伴わない、いわば東洋人に多いタイプのNIDDMのモデルであるのに対して、

○LETFラットは著明な肥満を伴う欧米人によくみられるタイプのNIDDMのモデ

ルであると考えられている。○L肌Fラットは、離乳直後から過食と肥満を認め、

18週齢頃より高血糖、高インスリン血症を呈し、末期には膵ラ氏島が疲弊萎縮し

て低インスリン血症へと移行する（Kawano，1992）。30週齢以降ではGKラツトよ

り大量のタンパク尿が出現し、病理学的にもヒトの糖尿病腎症に類似した変化を

認めるが、網膜症に関しては他のモデルラツトと同様、蛍光眼底造影を含めてはっ

きりした眼底変化は認められない。このように比較的性格の異なる2種類の糖尿

病ラット網膜において同様の所見が認められたことで、上記の発現部位は高血糖

によりVEGF／VPFが比較的普遍的に発現する部位であると考えられた。ただし

今回の染色結果では、一部の細胞において、細胞質より核の方がより強く染色さ

れている部分も認められるが、VEGF／VPFは核タンパクではなく、さらにFGF

などとは異なり細胞外へ分泌されるタイプのサイトカインであるため、これらは

検体処理などに伴うアーチファクトである可能性も完全に杏定はできない。

　従来、糖尿病網膜症における脈絡膜の意義に関して検討した研究はあまりみら

れなかったが、今回の検討によりVEGF／VPFが網膜の他に、糖尿病モデルラツ

トの脈絡膜に強く局在していることが明らかになった。Hidayatら（1985）は、糖

尿病性血管新生緑内障により失明を来たし、眼痛のために摘出された患者の眼球

を光顕および電顕を用いて検討した。その結果、脈絡膜血管（毛細血管を含む）は
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著明な基底膜肥厚とそれによる閉塞を来し、PAS陽性物質の沈着や

K㎞蛆elsten－Wnson結節様の所見も認められるなど、あたかも糖尿病腎症の病

理組織像のような外観を呈しており、同時に脈絡膜血管新生およびタンパク漏出

とその網膜色素上皮への沈着を認めた。彼らはこれらの所見をまとめて「糖尿病

脈絡膜症（d－iabeticchoroidoPathy）」として提唱した。Fryczkowski（1989）も糖

尿病患者剖検眼の電顕的検討により、脈絡膜血管の蛇行，部分的拡張と狭小化，毛

細血管の消失と新生血管の出現が認められたことを報告している。Langhamら

（1991）は、糖尿病患者および健常人における脈絡膜血流を独自の非侵襲的手法に

より測定した結果、網膜症の進行度と並行して脈絡膜血流量の低下が認められた

と述べている。脈絡膜は極めて血流に富む組織であるが、その血液は基本的には

血液網膜関門外のものであり綱膜組織を直接灌流するものではないと考えられて

きた。しかし一方、外側層網膜の栄養および酸素供給のかなりの部分が脈絡膜血

流に依存するという意見もある（Fryczkowski，1989；㎜dayat，1985）。その病態

学的意義は未だ不明ながら、高血糖が脈絡膜血管の閉塞による虚血などを介して、

網膜のみならず脈絡膜にもVEGF／VPFを発現させている可能性が高い。ごく最

近、Luttyら（1996）は、ヒト剖検眼を用いて、VEGF／VPF抗原の免疫組織染色

を行った結果、非糖尿病患者眼の網膜血管にはほとんどVEGF／VPF抗原が検出

されなかったのに対し、糖尿病患者眼では、網膜血管内皮と血管壁に有意に強い

VEGF／VPF抗原が検出されたことを報告し、同時に脈絡膜でも、非糖尿病患者

眼ではVEGF／VPFがほとんど認められなかったのに対し、糖尿病患者眼では、

脈絡膜毛細血管壁および脈絡膜新生血管に局在したVEGF／VPF抗原が検出され

たことを報告しており、本研究の結果を裏付けるものとして注目される。

　糖尿病網膜症に類似した網膜変化を示す動物モデルとして、M皿erら（1994）は

ミドリゲザル（qnOmo！gusmonkey）の網膜全末梢静脈を眼底観察下に光凝固に

より閉塞させた後、経時的に房水中VEGF／VPF濃度を測定したところ，虹彩血

管新生の進行度と並行して上昇することが認められた。これも高血糖に由来した

モデルではないが、眼内血管新生性病変とVEGF／VPFとの関連を示すものとし

て注目される。ガラクトース血症動物は、イヌ（Frank，1995）やラツト（Kem，

1995）などを用いて作成されているが、イヌの場合、最初の変化である血管周皮

細胞の脱落から、基底膜肥厚、微小動脈瘤、無灌流領域、IRMA、綱膜表面の線

維膜形成など増殖病変の所見も呈する。すなわち、ガラクトース血症イヌは、糖

尿病網膜症の初期から末期に至るすべての眼底所見を示すモデル（Frank，ユ995；

Kador，1995）であり、ガラクトース投与中断後も病変は進行する（Engeman，

1995）。ポリオール経路の活性化により増大するソルビトールと同じ糖アルコー
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ルであるガラクチトールが蓄積すること以外の糖尿病網膜症と共通な発症機序が

ないかどうかは未だ明らかになっていない（Kem，1994）。また、本モデルが明ら

かな腎症を発症しないことは、同じ糖尿病合併症であっても網膜症と腎症の主な

発症機序がかなり異なることを示唆しているという興味深い指摘もみられる

（Engerman，1989）。

　本研究の結果より、ガラクトース血症イヌの網膜血管増殖病変においても、

VEGF／VPFの関与が示唆された。このことより、ガラクトース血症イヌの網膜

病変が病理所見のみならず、その発症機序においてもVEGF／VPFを介するとい

う点で、糖尿病網膜症と共通である可能性が高いことが示された。前記のラット

の場合と同様、本測定系は、抗ヒトVEGF／VPF。。。抗体を用いているため、この

測定結果は、必ずしもイヌVEGF／VPFタンパク濃度の絶対値を示すものではな

いが、群間の比較には問題なく応用し得るものと考えた。ガラクトース血症動物

の網膜病変に対するARI投与の効果については、白内障を防止し、網膜へのガラ

クチトール沈着を90％以上抑制したが網膜病変を防止することはできなかったと

する報告（Engeman一，1993；Kem，1995）と、網膜血管の基底膜肥厚（Robison，

1986）やIRMA（Robison，1995）を有意に抑制したとする報告の両者があり、まだ

結論が得られていないが、少なくとも房水中VEGF／VPF濃度に対しては明らか

な影響は認められなかった。

　新生仔ラットまたはマウスにおける高酸素網膜症とは、75～100％酸素の条件

下で飼育され、その結果高酸素環境に適応して後極部網膜血管が閉塞した生後ま

もないラット／マウスを、急激に通常の酸素濃度の大気中に戻すと、上記の血管閉

塞による網膜無灌流野が低酸素状態に陥り、血管新生が生じるものである。この

高酸素網膜症新生仔ラツト／マウスの網膜におけるVEGF／VPF発現をNoれhem

b1otthgにより検討したPierceら（1995）の検討によると、網膜のVEGF／VPF

mRNAレベルは、組織虚血と血管新生の経過中、約3倍の上昇が認められた。ま

た加s伽hybhdizationおよび免疫組織染色の結栗、VEGF／VPFは内穎粒層に

発現していることが明らかになった。本研究が行われたのとほぼ同時期に、

んe皿oら（1995）およびRobinsonら（1996）は、それぞれ可溶性VEGF／VPF受容

体キメラタンパクまたはVEGF／VPFに対するアンチセンスオリゴヌクレオチド

を、高酸素網膜症新生仔マウスに硝子体内投与して、内境界層を越えて硝子体内

に侵入している新生血管細胞核数をそれぞれ47％および31％有意に低下させたこ

とを報告している。抗VEGF／VPF抗体をこのモデルに初めて硝子体内投与した

本検討の成績も、これらAieuoら（1995）およびRobinsonら（1996）の結果にほぼ
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匹敵するもの（46％低下）であった。本検討の結果、抗VEGF／VPF抗体投与側（C

群右眼）と対照の未治療側（C群左眼）とを比較すると、網膜内においては両側とも

同程度の新生血管の増生が認められたものの、抗VEGF／VPF抗体投与側では、

硝子体内への新生血管侵入は明らかに阻止されていた（図3－7）。このことは、硝

子体内に注入された抗VEGF／VPF中和抗体が、網膜新生血管の硝子体腔への侵

入を阻止していたことを示し、抗VEGF／VPF抗体硝子体内投与の有効性を示し

ている（同時に硝子体内投与では「網膜内」血管新生は抑制されにくいという限界

も明らかになった）。

　本高酸素網膜症モデルに対する全身疫与ヒよる抗VEGF／VPF療法も本研究で

初めて試みられた。本検討における抗VEGF／VPF抗体皮下全身投与では、抗腫

瘍効果を示すほどの高用量の抗VEGF／VPF抗体を連日投与したにも関わらず、

硝子体内単回投与の効果には及ばないことも明らかになった。この理由として、

①全身投与では眼局所の抗体濃度が充分上昇しなかった，②硝子体内では比較的

長期問分解されずに残存するのに対して皮下投与の方が代謝，分解されやすい，③

血液網膜関門の存在により血中に存在する抗体が眼内組織に移行しにくいなどが

考えられた。また本研究の結果は、抗VEGF／VPF中和抗体が、糖尿病網膜症と

同じ眼内血管新生性疾患である未熟児網膜症に対しても有効である可能性を示し、

将来的な治療への応用が期待される。しかし、VEGF／VPFは、特に成長初期に

は器官形成1発達に極めて重要な働きをすることが示唆されており、抗

VEGF／VPF抗体の全身投与には、種々の副作用が伴う可能性がある。したがっ

て臨床応用にあたっては、できれば局所投与の方が望ましいと思われた。

　抗VEGF／VPF抗体を用いた治療としては、ごく最近、前述の光凝固でサルの

網膜静脈を閉塞させた網膜血管新生モデルに対して抗VEGF／VPF抗体を投与す

ることにより、虹彩ルベオーシスが有意に抑制されたことが報告された（Ad㎝寸s，

1996）。しかし高酸素網膜症モデルにおける抗VEGF／VPF抗体の効果はまだ検討

されていない。今回は入手可能な抗体の関係でやむを得ずヒトVEGF／VPFに対

する抗体をマウスに投与したが、VEGF／VPFの種差は極めて小さく予想通りマ

ウスVEGF／VPFを抑制することが可能であった。またこのような異種抗体（本研

究の場合はウサギ抗体）を治療対象動物（本研究の場合はマウス）に投与すると、

異物反応や投与した異種抗体に対する抗体が産生され、反復投与の際にはアナフイ

ラキシー反応や、投与した抗体の効果減弱などの問題点がある。この点に関して

は、抗原に対する特異性や結合能を変化させることなく、抗体そのものの免疫原

性を減弱させたキメラ型（例えばヒトに投与する場合はヒト型）抗体にreshaPin9
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投与したところ、いずれの投与法においても有意な新生血管抑制効果が認

められたが、硝子体内投与の方がより著明に新生血管形成を抑制した。
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第4章　培餐網膜細胞におけるV巨GFlVPF産生刺激因
　　　　　　子の検討

1　研究の目的
　VEGF／VPFは前述のとおり、種々の腫瘍起源のセルライン（Kondo，1993）や

培養細胞（Fe江ara，1992）などから分泌されることが知られている。培養網膜細胞

としては、網膜血管内皮細胞（Simorre，1994）、網膜周皮細胞（P1ouet，1993）、網

膜色素上皮細胞（Ad肛㎡s，1993）、網膜グリア細胞（Hata，1995）などがそれぞれ

VEGF／VPF分泌能を有することが、mRNAレベルやタンパクレベルで別々に報

告されている。しかし、これらの網膜細胞のVEGF／VPF産生量を同時に定量し、

比較検討した報告はみられない。したがって本研究ではまず予備実験として、培

養網膜血管内皮細胞および網膜周皮細胞、網膜色素上皮細胞の各VEGF／VPF基

礎分泌量を検討した。

　現在のところ既知のVEGF／VPF分泌刺激因子のうちで最も強力なものは低酸

素状態であると考えられているが（Fe江肛a，1992）、その他にも表1－1に示したよ

うに数多くの因子が発見されている。しかし、糖尿病網膜症とVEGF／VPFとの

関係が示唆されているにも関わらず、実際に高グルコース環境が、網膜細胞にお

いてVEGF／VPFの直接的な産生刺激因子になっているかどうかは知られていな

い。そこで本章では次に、高グルコースで培養した際の網膜細胞のVEGF／VPF

産生量について検討した。一般に若年発症のIDDM患者であっても、血糖コント

ロールを良好に保持していれば、血管合併症の予防が可能であることは、大規模

な臨床研究によりすでに明らかにされている（The　Kroc　Couaborative　Study

Groupラ1984；The　Diabetes　Contro1and　CompucationThaユRese孤ch　Group，

1993）。しかし一方、高血糖状態のまま長期間放置されていた糖尿病網膜症患者

の血糖コントロール状態を、厳格な治療により数週間から1ヵ月以内に正常近くの

レベルにまで改善させると、血糖の正常化にも関わらず、時にかえって網膜症が

増悪するという現象が知られている（Lau宜tzen，1983；The　KrocCouaborative

Study　GrouP，1984；Wo1ff，1992；Wan9．1993；The　Diabetes　Contro1and

ComPucationTriaユRese肛ch　GroU－P，1993）。しかしその理由については明らか

ではない（Hanssen，1985；Dah！争1994；C1πk，1995）。そこで本研究では、この

一見奇異な臨床的現象にVEGF／VPFが関与していないかを調べるため、網膜色

素上皮細胞培養液中のグルコース濃度およびその変動がVEGF／VPF産生に及ぼ

す影響について検討した。
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　また、糖尿病網膜症は妊娠中に高頻度に増悪することがよく知られており

（Je1veu，1979；Hooym－ans，1982；Ba皿egooie，1984；Kle㎞，1990；E㎞aα，1990）、

実地臨床上も糖尿病患者の妊娠の許可条件として、活動性の増殖網膜症を有さな

いことが挙げられている。しかし網膜症が妊娠時に増悪しやすい理由についても

定説はない（Dah1．1985；Jovanovic，1991；Rosem，1992）。妊娠個体における最

も顕著かつ代表的な内分泌環境の変化として、血中エストロゲンとプロゲステロ

ンレベルの著明な上昇が挙げられる。そこで、これらの胎盤性ホルモンが

VEGF／VPFを介して、網膜症の増悪に関与していないかどうかを調べるため、

各種濃度のエストロゲン，プロゲステロンまたはその両者を培養液に添加した際の、

網膜色素上皮細胞のVEGF／VPF産生量について検討した。

2　実験材料および方法

　（1）ウシ網膜細胞の初代および継代培養

　ウシ網膜血管内皮細胞および同網膜周皮細胞はCapetandesら（1990）および

Bowmanら（1982）の方法に、同網膜色素上皮細胞はAdaエ㎡sら（1993）の方法に

それぞれ準拠して、以下のように初代培養を行った。ウシ眼球20個を屠殺直後

のウシから摘出し、氷冷生理食塩水に浸して保存運搬し摘出後約2時間以内のも

のを用いた。

　まず網膜血管内皮細胞および同網膜周皮細胞の培養については、角膜輪部の外

側約3mmを外縁に沿って円周状に切開し前眼部，水晶体，硝子体等を除去したの

ち、色素上皮以外の網膜を摘出した［摘出後数時間以上経過した眼球から硝子体を

除去し、網膜を剥離しようとすると、自然に網膜色素上皮層とそれより前方の9層

との間で分離する（東京大学眼科山下英俊先生とのpersOnaユCOm皿uniCatiOnによ

る）］。摘出した網膜はすぐに氷冷したダルベッコ変法イーグル培養液（DMEM，

Gibco聰boratoれes，USA）を満たしたシャーレに浮遊させ、特に周辺部などにみ

られる黒色の部分（：網膜色素上皮細胞を含むと考えられる）を丹念に除去した。

この網膜をO．5％コラゲナーゼ（和光純薬，大阪）を含むDMEM中で、緩く振盤しな

がら37℃で20分間インキュベーションした。その後氷冷しセ反応を停止させた後、

減菌眼科用ハサミで約1～2m皿の細片になるまで切断し、さらにテフロングラ

スホモジェナイザーに入れ、4－5ストロークさせて網膜組織を破砕した。こうし

て得た網膜細胞懸濁液を150μm，75μmのナイロンメツシュで順に濾過し、そ

の濾過液をさらに50μ皿のナイロンメツシュで濾過した。その50μmのメツシュ

に捕捉された細胞を、シャーレに満たしたDMEM内で振り洗いすることによって

得た細胞浮遊液を、4℃／800回転（150G）で4分問遠心し細胞を沈めた。このよ
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うにして集めた細胞を、血管内皮細胞用基本培養液［10％ウマ血清（Bio

附taker，USA）1150㎎／！Endothe捌ceu　growth　supp1ement（lCN

BiOche血c証s，USA）151U／1ヘパリン（NovoNordisk，De㎜肛k）1100㎎／1カ

ナマイシン添加5．5mMグルコース含有DMEM］と周皮細胞用基本培養液［20％

胎仔ウシ血清（Gibco）画100㎎／！カナマイシン添加5．5mMグルコース含有

DMEMlにそれぞれ再懸濁し、いずれも35㎜径ファイブロネクチンコートデイツ

シュ（Comin9，USA）に播種して血管内皮細胞、周皮細胞の初代培養を得た。

　一方、網膜色素上皮細胞の初代培養は以下のように行った。網膜を摘出した残

りの杯状の眼球内に、O．25％トリプシン加O．02％EDTA液（Gibc○）を満たし、

37℃で15分間インキュベーション後にその液を回収し、胎仔ウシ血清少量を加え

てトリプシンを失活させた後すぐに、800回転で4分間遠心し細胞を沈めた。こ

れを色素上皮細胞用基本培養液［10％胎仔ウシ血清固1％モルモツト血清（免疫生物

研究所，群馬）画100㎎／1カナマイシンを添加した5．5mMグルコース含有

DMEMlに再懸濁して、35㎜径コラーゲンコートデイツシュ（Com㎞9，USA）

に播種して、色素上皮細胞の初代培養を得た。

　これらのすべての細胞は温度37℃，湿度95％，5％C02の条件下で培養された。培

養液は1日おきに交換し、コンフルエントに達した細胞はO．25％トリプシン加

O．02％EDTA液を用いて1：4の分割比で継代され、3継代に達した細胞を実験に

供した。血管内皮細胞は第VII咽子関連抗体（Zymed，USA）を、周皮細胞は抗

3G5抗体（Nay疵，1988；Powers，1984）を、色素上皮細胞は抗サイトケラチン抗

体（Sakεmoto，1994；S工gma，USA）をそれぞれ用いた免疫組織化学染色により同

定を行った。

（2）各網膜細胞のVEGF／VPF分泌基礎値の測定

　上記の各培養網膜細胞のVEGF／VPF基礎分泌量を検討するため、本項（1）で

得た網膜血管内皮，網膜血管周皮細胞，網膜色素上皮細胞を、それぞれの細胞用基

本培養液のみを用い、その他の条件を一定にして、それぞれの培養上清中に分泌

されたVEGF／VPF量を測定した。各細胞をコラーゲンコートデイツシュ（径35

mm）5枚ずつに継代し、それぞれの細胞用基本培養液を1．5mユずつ加え、それぞ

れコンフルェントになるまで培養した。その後培養液を交換してさらに48時間培

養した後、各デイツシュより培養液を採取し1000Φm／5分間で遠心して上清を

とり、第1章第2項（5）に示したELISAによりVEGF／VPF濃度を測定した。な

お検体は測定までイO℃で保存した。各ディッシュに含まれる細胞量の相違によ
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る誤差を除外するため、培養液を除去，洗浄後の各ディッシュの細胞タンパク量を

Lowry法（Low町，1951；Protein　Assay，Bio一臨d，USA）により測定し、結果は

細胞タンパク1㎎あたりの産生量（二細胞タンパク量補正値；単位ng／gprote㎞）

として算出した。なおブランク検体として、未使用の各細胞用基本培養液中の

VEGF／VPF濃度も同時に測定した。結果は平均±標準偏差にて表示し、統計的

検討にはKmskaユーWa1ユisの検定を用い、P＜O．05を有意水準とした。

（3）高グルコース下における網膜色素上皮細胞のVEGF／VPF産生量の

測定

　網膜細胞のVEGF／VPF分泌が、高グルコース環境下でどのような影響を受け

るかを検討するために、網膜色素上皮細胞を高グルコース濃度で培養し、

VEGF／VPF産生量を経時的に測定した。まず、①前述の色素上皮細胞用基本培

養液（グルコース濃度5．5mM）および、これにグルコースのみを追加して②11

mMグルコース，③16．5皿Mグルコース，④11mMマンニトール十5．5mMグル

コースになるように調製した培養液計4種類を準備した。本項（1）で得た初代網

膜色素上皮細胞をノンコートウェル（径35㎜，6個）付きプラスチツクプレート

（Becton　Dic㎞sonLabware，USA）4枚に継代し、色素上皮細胞用基本培養液

によりコンフルェントになるまで培養した。その後培養液を、各プレートごとに

上記の①～④のものと交換して（各ウェルに1．5mユずつ）、さらに10日問培養を継

続したこの間・24時間ごとに辛養液を交換し・1日目（O～24時間），3日目（48

～72時間），10日目（226～240時間）の培養液は採取1保存し、前項と同様に処理

してVEGF／VPF濃度（細胞タンパク量補正値）を測定した。結果は平均±標準偏差

にて表示し、統計的検討にはone－wayANOVAおよびFischerのPLSDを用い、

P＜0．05を有意水準とした。

（4）グルコース濃度を低下させた際における網膜色素上皮細胞の

　　　VEGF／VPF産生量の測定

　高グルコース環境下で培養されていた網膜色素上皮細胞の培養液中グルコース

濃度を低下させた際、また生理的グルコース濃度で培養されていた網膜色素上皮

細胞の培養液中グルコース濃度をさらに低下させた際のVEGF／VPF分泌が、そ

れぞれどのような影響を受けるかを検討した。本項（1）で得た初代培養網膜色素

上皮細胞を、本項（3）で行ったのと同様にノンコートウェル（6個）付きプラスチツ

クプレート8枚に継代し、本項（1）で述べた色素上皮細胞用基本培養液でコンフ

ルェントになるまで培養し、各プレートをA群～G群とした。これらを図4－1に示

したように、まず適応期間として10日間、各群ごとに一定濃度のグルコースまた
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はマンニトールを含む培養液で培養し、その後グルコースまたはマンニトール濃

度を低下させた培養液（各ウェルに1．5mユずっ）で、さらに48時間培養した。培養

液は48時問ごとに交換し、グルコースまたはマンニトール濃度を低下させた後48

時間の培養液を採取して、前項と同様に処理してVEGF／VPF濃度を測定した。

すなわちA群は対照として全実験期間を通して5．5mMグルコースで培養したのに

対し、BおよびC群は高グルコース濃度（B群は16．5mM，C群は33mM）、D群

は高マンニトール濃度（11mMマンニトール十5．5mMグルコース群）から生理

的グルコース濃度（5．5mM）に、EおよびF群は生理的なグルコース濃度から低グ

ルコース濃度（E群は2．75mM，F群はO．5mM）にそれぞれ低下させた。G群は生

理的浸透圧を保ったまま、グルコース濃度のみをO．5皿Mに低下させた。結果は

平均±標準偏差にて表示し、統計的検討にはone－wayAN’OVAおよびFischer

のPLSDを用い、P＜O．05を有意水準とした。

（5）エストロゲン，プロゲステロンを添加した際の網膜色素上皮細胞の

　　　VEGF／VPF産生量の測定

　高エストロゲン／プロゲステロン環境下では網膜色素上皮細胞のVEGF／VPF

分泌がどのような影響を受けるかを検討した。本項（1）で得た初代培養網膜色素

上皮細胞を、本項（3）で行ったのと同様にノンコートウェル（6個）付きプラスチツ

クプレート11枚に、本項（1）で述べた色素上皮細胞用基本培養液を用いて継代し

コンフルェントにした。このうち4枚をエストロゲン単独添加群として、最終濃

度がそれぞれO．01，1，10，100μMになるように17一○Hエストラジオールβ（E2）

（Sigma，USA）を添加した基本培養液を、さらに別の4枚はプロゲステロン単独添

加群として、最終濃度がそれぞれ1，2，10，100μMになるようにプロゲステロン

（P4）（S働na）を、さらに別の2枚はエストロゲン十プロゲステロン添加群として、

E20．01μM＋P41μMと、E21μM＋P．10μMをそれぞれ含有するように調製

された色素上皮細胞用基本培養液（各ウェルにL5㎞ずつ）を加え48時間培養した。

残りの1枚は対照群として基本培養液で48時間培養した。その後前項と同様に、

培養上清を採取し単位タンパク量あたりのVEGF／VPF濃度を求めた。なおE。，P。

はいずれもデキストリン抱合により水溶性とした製剤を使用し、デキストリンの

含有濃度は各群で等しくなるように調製した。結果は平均±標準偏差にて表示し、

統計的検討にはone－wayANOVAおよびFischerのPLSDを用い、P〈O．05を有

意水準とした。
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3　実験成績

（1）各網膜細胞のVEGF／VPF分泌基礎値の成績

　各培養網膜細胞上清中のVEGF／VPF産生量は、血管内皮細胞の4．O±O．4ng／g

prote㎞、周皮細胞の3．6±O．4ng／gproteinに対し、色素上皮細胞は166．7±5．3

ng／gproteinと著高値を示した（P＜O．OO01）。血管内皮細胞と周皮細胞の産生量

の間に有意差は認められなかった。なお、ブランク検体として測定した未使用の

各細胞用基本培養液のVEGF／VPF濃度は検出感度以下であった。

（2）高グルコース下における網膜色素上皮細胞のVEGF／VPF産生量の

成績

　1日目，3日目の検体では、各群のVEGF／VPF産生量に有意差を認めなかった

（図4－2）。しかし10日目の検体では、16．5mMグルコース群は23LO±33．O

n9／9Protehと5．5mMで培養された対照群（173．4±36．7n9／9Protein）に対し、

有意にVEGF／VPFの産生上昇が認められた（P＜O．01）。10日目の検体で、11mM

グルコース群も、対照群に対し上昇が認められたが有意ではなかった。浸透圧対

照である11mMマンニトール十5．5mMグルコース群においては対照群と比して

有意差を認めなかった。

（3）グルコース濃度を低下させた際の網膜色素上皮細胞のVEGF／VPF

　　　産生量の成績

　高グルコースまたは高マンニトール濃度に適応させた後、急激に生理的グルコー

ス濃度（5．5mM）まで低下させたB，C，D群のVEGF／VPF産生量はいずれも、全

期間5．5mMで培養された対照のA群と比較して有意差を認めなかった（図4－3）。

これに対して、5．5皿Mグルコースで適応させた後、急激にグルコース濃度を低下

させたE，F，G群のうち、浸透圧を補正せずにグルコース濃度をO．5mlMに低下さ

せたF群、および生理的浸透圧を保持しながらグルコース濃度のみをO．5mMに低

下させたG群では、それぞれ258．7±41．5n9／9Proteh，249．1±46．9n9／9

Protehと、対照のA群（164．8±24．1n9／9Protejh）と比較していずれも有意な

（P＜O．01）上昇を認めた。なお、F群とG群の間には有意差を認めなかった。

（4）エストロゲン，プロゲステロンを添加した際の網膜色素上皮細胞の

　　　VEGF／VPF産生量の成績

　E。添加群においては、O．01μM群（152．8±18．4n9／9Protein），1μM群

（17L7±22．2ng／gprotein），10μM群（153．5±23．7ng／gprotein）が、いずれ

も対照群（147，7±17．9n9／9Proteb）と比較して有意差を認めなかったのに対し、
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100μM群（204．6±20．3n9／9Prote㎞）のみ対照群と比較して有意に（P＜O．01）

上昇を認めた（図牛4）。P4添加群においては、1μM群（188．6±24．7n9／9

protein）と2μM群（190．6±20．5ng／gprotein）は、いずれも対照群（147．7±

17．9ng／gproteh）と比較して有意差を認めなかったのに対し、10μM群

（214．5±28．3ng／gprotein）と100μM群（211．2±27．1ng／gprotein）はいずれ

も対照群と比較して有意に上昇を認めた。一方、P．1μM，10μlM両群に、E。

をそれぞれO．OユμM，10μMになるように加えた混合添加群においても、E。を

加えなかった群と比較して有意な変化は認めなかった。

4　考案

　前章のGKラツトおよび○LETFラツト眼組織におけるVEGF／VPF抗原の免疫

組織化学的検討の結果が示すように、VEGF／VPFは網膜においてかなり広範な

分布を認めており、糖尿病網膜症眼におけるVEGF／VPFの主な供給源も必ずし

も少数の特定種類の細胞に限られていないと考えられる。培養網膜細胞としては、

今回試みた血管内皮細胞（PinateトS㎞o江e，1994）、周皮細胞（P1ouet，1993）、色

素上皮細胞（Adωs，1993）のほか、グリア細胞（Hata，1995）もVEGF／VPFを分

泌することが報告されているが（すなわち血管内皮細胞に関しては、autOC自ne

Pathwayも存在すると考えられる）、互いに異なった測定系を用いた検討であり、

互いのVEGF／VPF産生能を同じ系で直接比較検討した報告はみられない。今回

の検討の結果、色素上皮細胞のVEGF／VPF産生基礎値が血管内皮細胞、周皮細

胞よりかなり高値を示した。これは各細胞に最も好適と考えられる条件下におけ

る基礎的な分泌量であり、培養液組成やその他の培養条件により変化しうるもの

と思われる。特に血管内皮細胞，周皮細胞はファイブロネクチンコートディッシュ

からコラーゲンコートデイツシュに継代したことの影響も否定できない。また、

今回の検討は単離培養細胞を用いた加枕roのものであり、糖尿病網膜症時にお

ける眼内の主要な産生細胞と一致するとは限らないが、少なくとも今回用いた3

種類の細胞のうちでは、糖尿病網膜症との関連が従来比較的少ないと考えられて

いた色素上皮細胞が、強いVEGF／VPF産生能を有することが明らかになった。

このことは同時に、前章の免疫組織化学的検討で糖尿病モデルラツト眼にのみ網

膜色素上皮細胞のVEGF／VPF局在が認められたという結果を、加枕roで裏付け

るものと思われる。なお、VEGF／VPFの血管内皮細胞増殖作用は、今回の色素

上皮細胞の補正前の培養上清中の濃度と同等の100－150P9／mユで充分認められて

おり（Fer肛a，1992）、この濃度レンジでの産生上昇は加切voであっても有効な

血管新生刺激になっている可能性が高い。今回検討した3種類の網膜細胞の他に
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は、脳腫瘍細胞由来セルラインからVEGF／VPFが大量に分泌されていることか

らも推測されるように、網膜グリア細胞もかなりのVEGF／VPF産生能を有する

ことが明らかになり（Hata，1995）、この細胞由来のVEGF／VPFも糖尿病増殖網

膜症の病態に関与している可能性が高い。

　網膜色素上皮は単層の六角配列をなす網膜色素細胞から成り、網膜全10層の最

後層にブルッフ膜に接して存在する。大量に含まれるメラニン穎粒により光の反

射を防止する役割に加え、光受容体細胞の維持，保護も司る。また、脱落した杵体

と錐体外節を貧食するというマクロファージ様の機能も有する。糖尿病との関連

では、糖尿病網膜症に合併する二次的変性萎縮病変として「糖尿病網膜色素上皮

症」（難波，1988）が提唱されてはいるものの、網膜全10層の最外層というその存

在位置からも従来は、網膜色素上皮（細胞）が網膜症の発症，進展に果たす役割は

それほど大きくないものと考えられていた。しかし近年の検討により網膜色素上

皮細胞は、VEGF／VPFと相乗作用を有するbFGF（Goto，1993；Pepper，1992；

Stavd，1995a，1995b）やPDGF（Robbins，1994）などの細胞増殖因子を分泌し

（Wong，1987；Bost，1992）、糖尿病網膜症の病態に深く関与することが次第に明

らかになりつつある（H狐血ton，1982）。さらに網膜剥離を来した糖尿病増殖網膜

症の患者のうち、単純性の牽引j性剥離の剥離網膜には色素上皮細胞がほとんど含

まれないのに対し、裂孔を伴う糖尿病性の牽引1性剥離の剥離網膜内には色素上皮

細胞が5－20％も含まれることも明らかにされており（Hiscott，1994）、色素上皮細

胞が網膜に生じた裂孔を経て網膜前面や硝子体後面に遊走し、増殖膜形成に関与

している可能性を示唆している。また、もう一つの網膜色素上皮の重要な機能と

して、そのよく発達した細胞間連絡複合体により外側血液網膜関門（Outer

b！ood－retinaユb㎝ゴer）の構造的基盤を形成することが挙げられ、その破綻は糖尿

病網膜症の最初期の病理学的変化の一つとして知られる（Waユtam，1978）。糖尿病

ラツトにおける検討ではこの破綻はtightjunctionの消失によるものではなく、膜

透過性の変化によるものであることが報告されている（Caユdweu，1985）。

VEGF／VPFはその名のとおり膜透過性を著明に増強することが知られており、

色素上皮細胞由来のVEGF／VPFはautocdne系により、’このプロセスにも関与

している可能性が推測された。つい最近Murataら（1996b）は、STZ糖尿病ラツト

眼において、血液網膜関門の破壊とVEGF／VPFの発現が並行することを示し、

上記の仮説を裏付ける実験結果として注目される。

　VEGF／VPFと構造上homo1ogyを有するPDGFもヒト血管内皮細胞において、

高グルコース刺激によって産生が誘導されることが示されている（M㎞tani，
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1992）。しかしPDGFの産生上昇は、高グルコース曝露後24時間という比較的短

時問で出現すること、さらにマンニトールによっても同濃度のグルコースと同程

度に誘導されることより、浸透圧依存性であることが報告されている。これに対

してVEGF／VPFの産生誘導はグルコース特異的，浸透圧非依存性であり、しかも

PDGFよりかなり長期間の高グルコース環境への曝露を要することが明らかにな

り、PDGFとは異なった調節系による転写制御を受けているものと思われる。こ

のグルコース特異的なVEGF／VPFの産生誘導機序の詳細はまだ明らかではない。

マクロファージにおいては、PDGF（㎜rstein，1990）やTNF一α，IL－1（V1ass肛a，

1988）が、AGEによりAGE受容体を介して誘導されることが報告されているが、

産生誘導に慢性の高グルコース環境を要することの説明の一つとして、

VEGF／VPFに関しても同様の機序が推測される。［最近、実際に培養網膜細胞に

AGEを添加すると4～5時間で、VEGF／VPF　mRNAレベルが上昇することが確か

められている。（金沢大学医学部第2生化学教室山岸昌一先生とのpersonaユ

COmmu血CatiOnによる）コ

　糖尿病網膜症患者の血糖コントロールを急速に是正した際の網膜症増悪の理由

として、血中IGF｛レベルの上昇（Tambor1ane，1981；Lawson，1982）、高血糖

状態において増加していた網膜血流の急激な正常化（P㎞h9．1983）、慢性の低血

糖状態自体による網膜障害（Lawson，1982）などが想定されてきた。最近、

Shweikiら（1995）はラツトのグリオーマのセルラインであるC6を用いて

mu！ticeuu！arsPheroids（培養細胞を人為的に塊状にして固形腫瘍のモデルとした

もの）を作成し、その培養液中のグルコース濃度を25mM（約450㎎／d！）から

O．55mM（10㎎／dl）まで急速に低下させた際、VEGF／VPFのmRNAレベルが

上昇することを示し、固形腫瘍が壊死に陥ることなく内部に自ら新生血管を発達

させ急速に増大してゆく機序の説明のひとつとして、グルコース欠乏により

VEGF／VPF産生が誘導されることを想定している。しかし腫瘍をm血ばcした彼

らの実験モデルでは、浸透圧対照がおかれていない上、臨床的な糖尿病状態と比

べてグルコース濃度の低下幅が極端である。今回の実験では、加伽Oでの糖尿病

網膜症の病態に近似させるため、グルコース濃度低下幅をr糖尿病でみられる程

度の高血糖状態から生理的血糖レベルヘのコントロール是正」とr生理的血糖レ

ベルから低血糖発作時相当の血糖レベルヘの低下」に分割して別々に検討した。

その結果、後者のみカWEGF／VPFの産生刺激であることが明らかになり、単な

るグルコース濃度低下ではなく、いわばグルコース欠乏状態がVEGF／VPFの産

生を誘導するという新たな転写調節系の存在が示された。
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　一般に糖尿病網膜症の発症には、年余にわたる高血糖状態への曝露を要し、一

方臨床的にみられる低血糖発作の持続時間は通常数分から数十分である。その点

でわずか10日間の適応期間の後、10㎎／dlグルコースで48時間培養するという

加枕roのモデルから得た結論を、臨床的事実の原因として直接あてはめるわけ

にはいかない。しかし、糖尿病合併症の大規模な臨床研究であるnオスロスタディー

（○sloStudy）”（Dah1．1985；Bhhchmann，1985）では、糖尿病治療により網膜症

が増悪した患者群では、増悪しなかった患者群と比較して、低血糖の頻度が有意

に高かったことが報告されている。今回の検討結果は、この11オスロスタディJ’

でみられた臨床的事実を加切Voで裏付けている可能性があり、高血糖状態を是

正すること自体よりむしろ厳格な血糖コントロールにどうしても伴いがちな低血

糖発作が、VEGF／VPF産生を介して網膜の血管新生性病変を惹起し、網膜症増

悪の原因になっている可能1性が示唆された。同時に今回の検討により、グルコー

ス欠乏によるVEGF／VPFの産生誘導が、腫瘍起源のセルラインのmu1ticeuu1征

sPheroidsに限らず、単層培養された正常組織由来の細胞にも認められることが

明らかになり、VEGF／VPF産生の刺激因子としては細胞種を問わないかなり一

般的な現象である可能性が強いことを示している、、

　妊娠中に糖尿病網膜症が増悪する理由に関してはいくつかの仮説がみられるが

定説はない（Dah！，1985；Laatikま㎞en，1987；E㎞an，1990；Jovanovic，ユ991；

Rosem，1992）。妊娠に合併する高血圧（Rosem，1992）や網膜血流の増大

（Chen，1994）、または前項でも取り上げた、治療による急速な血糖正常化が原因

であるとする臨床研究（Dah1．1985；L鎚tik記nen，1987）もみられる。糖尿病妊婦

では、血中エストロゲン，プロゲステロン濃度とも，正常妊婦より高値を示すこと

が知られており（Le㎡tz，1970；Booth，1974；La血k餉，1982）、特に増殖網膜症

を有する糖尿病妊婦の血中エストロゲン，プロゲステロン濃度はいずれも、妊婦正

常値上限またはそれ以上であることカ潮告されている（Larinkari，1982）。しかし、

エストロゲンやプロゲステロン自体に細胞増殖作用や血管新生作用は認められな

いことはすでに確かめられている（Coπazier，1984）。したがってこれらの性ホル

モンが、VEGF／VPFをはじめとする何らかの血管新生物質の産生刺激となって

間接的に血管新生に関与している可能性が強いと考えて本実験を行った。最近、

ラツト子宮癌由来のセルラインであるHEC1－A細胞においてエストラデイオール

が、VEGF／VPFmRNA発現を誘導することが示され、さらに加切voにおいても

エストラデイオール，エストリオール軍プロゲステロンがラツト子宮細胞に

VEGF／VPF発現を誘導することが示されている（Cu皿nan，1993；Ch班nock，

1993）。これはVEGF／VPFが胎児の成長や胎盤形成、月経周期に応じた子宮内膜
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の肥厚などの生理現象に重要な役割を担っていることからも自然なことと思われ

るが、今回の検討により、エストロゲンおよびプロゲステロンによる

VEGF／VPFの産生誘導が生殖器官または生殖器官腫瘍由来のセルラインに限ら

ず、非生殖器由来細胞においても同様の現象がみられることが示された。

　前述のHEC1－A細胞においては、培養液中のE。濃度O．01μMでVEGF／VPFの

産生誘導が認められている（Chamock，1993）が、網膜色素上皮細胞においては

生理的濃度よりかなり高い薬理量（100μM）でのみVEGF／VPF産生上昇が認め

られた。これは両細胞のエストロゲン受容体分布密度の差異によるものと思われ

る［ちなみにエストロゲン受容体は標的臓器である生殖器官以外の細胞にも分布す

ることが確かめられている（Ciocca，1995）］。これに対しP。添加群では、妊娠時の

生理的濃度である10μMにおいて有意なVEGF／VPFの産生上昇が認められ、臨

床的にみられる妊娠中の網膜症増悪にはエストロゲンよりむしろプロゲステロン

が影響している可能性が高いと推測された。L出nk餉ら（ユ982）は、妊娠第3期

における網膜症合併糖尿病妊婦群の血中プロゲステロン濃度は、網膜症非合併糖

尿病妊婦群のそれより有意に高値であったが、両群の血中エストロゲン濃度には

有意差がなかったことを報告しており、今回の加枕r0の実験結果を支持する所

見として興味深い。

　正常妊婦においてもプロゲステロン値は上昇しているはずであるが（糖尿病合併

妊婦ほどでないとしても）、糖尿病患者にのみ病的な網膜血管増殖が惹起される理

由、また高プロゲステロンや高グルコース濃度（および濃度低下）などの

VEGF／VPF産生刺激に曝されている糖尿病個体において眼以外の器官，組織で必

ずしも著明な血管新生性病変が観察されない理由としては、このような条件によ

り増悪を来すような糖尿病網膜症患者網膜には、予め網膜に何らかの前増殖病変

が存在している可能性が高いこと（実際に、妊娠前にまったく網媒症が存在しなかっ

た糖尿病患者が妊娠後に著しい網膜症の出現，増悪を来すことは稀である）、また

は血管新生を惹起するのに十分な量のVEGF／VPFが産生されるには、上記の条

件とともに他の何らかのVEGF／VPF産生刺激因子（例えば網膜血管閉塞による低

酸素など）との相乗効果を要することなどが可能性として考えられた。

　今回の検討では、ウシ細胞により産生されたウシVEGF／VPFを、抗ヒト

VEGF／VPF抗体により測定したため、その測定値自体は必ずしもVEGF／VPF産

生量の絶対値を示したものとは言えない。しかし、VEGF／VPFは種特異性に乏

しいことを考えても、少なくとも群相互間の比較に用いるには差し支えないもの
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と考えられた。本章で検討した高グルコース濃度の持続、グルコース濃度の低下、

高プロゲステロン濃度というVEGF／VPF刺激因子問相互の関係、またはこれら

各刺激因子が臨床的な網膜症増悪においてどの程度の重要度で関与しているかに

ついては、本研究で得られた結果のみからは推測できない。今回検討したグルコー

ス濃度変化や胎盤性ホルモンに限らず、表1－1で示したVEGF／VPF産生刺激因

子のうち、低酸素刺激は、同じように低酸素により誘導されることで知られるエ

リスロポエチンにかなり近い、コバルトを介する機序でVEGF／VPF産生を誘導

することが徐々に判明しつつある。しかし、それ以外の刺激因子がどのような転

写調節機構を介してVEGF／VPF産生を誘導しているのかは、明らかになってい

ない。したがって今回判明した各産生刺激因子を含めて、その転写調節機構につ

き検討することが今後の課題と考えられる。

5　小括

（1）3種類の培養ウシ網膜細胞（血管内皮細胞，血管周皮細胞，色素上皮細胞）の

　　VEGF／VPF基礎産生量を検討したところ、色素上皮細胞のVEGF／VPF産

　　生量は他2者と比較して著高値を示した。

（2）網膜色素上皮細胞を連続10日間高グルコース濃度下で培養したところ、濃

　　度依存性かつ浸透圧非依存性のVEGF／VPF産生上昇を認めた。

（3）培養網膜色素上皮細胞のグルコース濃度を急激に低下させた際の

　　VEGF／VPF産生量を検討した結果、高グルコースから生理的グルコース濃

　　度へ低下させた群のVEGF／VPF産生量は、生理的グルコース濃度で培養し

　　続けた対照群と比較して、有意差を認めなかった。これに対し、生理的グル

　　コース濃度から低グルコース濃度へと低下させた群では、生理的グルコース

　　濃度で培養し続けた対照群と比して有意なVEGF／VPF産生上昇を認め、こ

　　の上昇は浸透圧非依存性であった。

（4）妊婦血中濃度相当のプロゲステロンを培養網膜色素上皮細胞の培養液を添

　　加したところ、VEGF／VPF分泌量は対照群と比して有意な上昇を認めた。

　　しかしエストラジオールを添加した際には、非生理的高濃度でのみ対照群と

　　比して有意な上昇を認め、妊婦血清相当濃度では有意な上昇は認めなかった。

　　プロゲステロンとエストラジオールの相乗効果は少なくとも両者の生理的濃

　　度範囲内では認められなかった。
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第5章　総括

本研究は、著明な血管新生作用および血管透過性充進作用を有するVEGF／VPF

が、糖尿病細小血管合併症、特に網膜症，腎症の病態にどのように関与しているか

を、糖尿病症例，動物モデル，培養細胞の各レベルにおいて検討したものである。

第2章では臨床的検討としてまず前房水中VEGF／VPF濃度を測定した。糖尿病

増殖網膜症患者群の前房水中VEGF／VPF濃度が網膜症非合併糖尿病患者群に対

し高値を示し、特に糖尿病性血管新生緑内障合併患者群で著高値を示すことが明

らかになり、VEGF／VPFが糖尿病増殖網膜症および同血管新生緑内障の発症に

重要な役割を演じている可能性が強く示唆された。その他血清，尿中VEGF／VPF

濃度も検討したが、これらは糖尿病網膜症，腎症の進行度と明らかな相関を示さな

かった。糖尿病性血管新生緑内障患者前房水中のVEGF／VPF濃度および健常人

の血清VEGF／VPF基準参照値、網膜症，腎症を合併したNIDDM患者の血清

VEGF／VPF濃度は本研究による新知見である。

第3章では動物モデルを用いた検討により、糖尿病ラツトの眼，腎皮質組織中

VEGF／VPF濃度が非糖尿病ラツトより有意に高値であったことが明らかになり、

糖尿病個体において眼内VEGF／VPF濃度が網膜症発症以前からすでに上昇し始

めていること、VEGF／VPFが糖尿病腎症とも関連している可能性があることが

示された。またVEGF／VPFは、GKラツトの網膜においては、神経線維層，神経

節細胞層，内穎粒層，網膜色素上皮細胞、さらに脈絡膜にも強く局在することが明

らかになった。また、ガラクトース血症イヌの前房水中VEGF／VPF濃度は、対

照群と比較して有意に上昇していることが判明し、糖尿病網膜症モデルとして長

く用いられながら発症機序が必ずしも明らかでなかったガラクトース血症動物の

網膜血管増殖病変においても、VEGF／VPFρ関与が示唆された。さらに高酸素

網膜症新生仔マウスモデルの硝子体内に抗VEGF／VPF抗体を投与してその新生

血管を抑制することに成功した。以上のうちGKラツトの眼，腎皮質組織中

VEGF／VPF濃度や眼組織中VEGF／VPF濃度の週齢による変動、およびGKラツ

トの眼組織におけるVEGF／VPF抗原の免疫組織化学的局在、ガラクトース血症

イヌの眼房水中VEGF／VPF濃度、高酸素網膜症モデルに対する抗VEGF／VPF抗

体投与の効果は本研究による新知見である。

第4章では細胞レベルの検討として培養網膜細胞を用い、特に網膜色素上皮細
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胞において、持続的な高グルコースが濃度依存性，浸透圧非依存性にVEGF／VPF

産生を上昇させることを示した。このことにより、今まで糖尿病状態の網膜にお

いて低酸素状態が主なVEGF／VPF産生刺激であると考えられてきたが、それ以

外にも高血糖それ自体がVEGF／VPFの直接的な産生刺激となりうることが明ら

かになった。また、生理的グルコース濃度から低グルコース濃度への低下や、妊

婦血中濃度相当のプロゲステロンが有効なVEGF／VPF分泌刺激であることも明

らかになり、治療により糖尿病網膜症患者の血糖コントロールをあまりに急速に

改善させた時や、妊娠中に高頻度に糖尿病網膜症が増悪するといった臨床的事実

との関連が示唆された。以上のうち、培養網膜血管内皮細胞、同周皮細胞、同色

素上皮細胞のVEGF／VPF基礎産生量の比較結果および網膜色素上皮細胞を高グ

ルコースで培養した際の結果は本研究による新知見である。また培養網膜色素上

皮細胞におけるグルコース濃度低下，プロゲステロン添加の影響は眼組織細胞にお

ける新知見である。

本研究で得られた知見も含め、糖尿病網膜症の発症，進展機序における主なサイ

トカイン，成長因子とその役割を（図5－1）にまとめた。この研究が行われている

間に世界中でも、VEGF／VPFおよびその関連研究が極めて精力的に進められ（図

5－2）、VEGF／VPFは癌，眼内血管新生性疾患ヨ慢性関節リウマチ，乾癬などの病

態に深く関与することが次第に明らかになりつつある。少なくとも糖尿病網膜症

については、本研究を開始した時点でも充分予想されていたように、

VEGF／VPFは、既知のサイトカイン，成長因子の中では、その病態に最も深く関

与すると認識されるに至った（M皿er，1995；大島，1996；州euo，1996）。ただし

VEGF／VPFの他にも、糖尿病網膜症に関与する未知のサイトカイン，成長因子が

さらにあるはずだという指摘もある（B崩haga，1995）。以前から、血管新生促進

因子と抑制因子とのバランスのくずれが、糖尿病網膜症でみられるような病的な

血管新生につながってくると一般的に考えられているものの、VEGF／VPFの著

明な血管新生促進作用に匹敵するような血管新生抑制因子はまだ発見されていな

い。この研究でも示されたように、VEGF／VPFは明らかな増殖病変の出現前に

すでに発現していることから、網膜症初期を中心に、このVEGF／VPFの作用に

拮抗しうる何らかの未知の血管新生抑制物質の存在が強く疑われる。したがって

将来的には、このような血管新生抑制因子に関する検索が必要であると考えられ

る。

　またVEGF／VPFが、どのような転写調節機構を介してVEGF／VPF産生を

uP－regu1ateしているかについては、低酸素状態によるもの（Mhchenko，！994
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a，1994b；Hash㎞oto，1994；Go1dberg，1994；Lew，1996）を除いてまだ十分な

検討がなされていない。さらにVEGF／VPF産生抑制因子またはVEGF／VPF産生

抑制作用を有する物質についても、まだ充分検討されていないのが実情である（浅

野，1996）。またVEGF／VPFの受容体としては、前述のとおりFlt－1とFlk－1／

KDRの2つが同定されているが、受容体以降の細胞内情報伝達経路についても不

明な点が多い。将来の展望として、VEGF／VPFを標的とした治療を臨床応用に

結びつけるためには、抗VEGF／VPF抗体以外にも、VEGF／VPFの産生またはそ

の作用をブロックする方法を開発する必要がある。これらVEGF／VPFの転写制

御機構，情報伝達経路の解明および抗VEGF／VPF療法の開発は、網膜症の最も中

心的な病態を理解することであり、さらに新たな網膜症治療法の開発にもつなが

る可能性をもっていると考えられる。
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図1－1　血管新生における4つのステップ（山下，1994より改変）

　　　　①タンパク分解酵素（プラスミノーゲンアクチベーター，

　　　　　　プラスミン，コラゲナーゼなど）による血管基底膜の融解

　　　　②血管内皮細胞の血管外への遊走
　　　　③血管内皮細胞の分裂，増殖

　　　　④管腔形成（tubefomation）
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表2－1 前房水中VEGF／VPF濃度を測定した網膜症または白内障合併

NIDDM患者各群の臨床的背景　（平均±標準偏差，＊②に対して
P＜O．05）

人数　　　　年齢

（男／女）　　　（歳）

罹病期間　　　　HbAlc
　（年）　　　　　（％）

①糖尿病非合併群

②網膜症非合併

　NIDDM群
③単純網膜症合併

　NIDDM群
④前増殖網膜症合

　併NIDDM群

⑤増殖網膜症合併

　NIDDM群
⑥糖尿病性血管新

　生緑内障合併

　NIDDM群

　　　　合計

　6

（3／3）

　10

（4／6）

　9

（5／4）

　7

（4／3）

　12

（8／4）

　11
（7／4）

　55
（阜1／24）

48．O±17．7

46．5士15．5

52．4±13．2

62．3±14．O

58．1±10．2

5L7±ユ4．5

N．A．　　　　　N．A．

7．5±2．8　　　　7．2土O．9

8．9±2．2　　　　　7．9±L5

10．7士2．9　　　8．1±L1

12．9±3．8＊　　　　9．2±1．7＊

10．7土3．2　　　8．4±2．O

52．6±13，0　　　　10．1±2．9　　　　　8．2±L6



表2－2 血清中VEGF／VPF濃度を測定した網膜症合併ならびに非合併

NIDDM患者各群の臨床的背景　（平均±標準偏差，＊②に対して
P＜O．05）

人数　　　　年齢

（男／女）　　　（歳）

罹病期問　　　　HbAlc
　（年）　　　　　（％）

①網膜症なしNIDDM群

②単純網膜症合併
　NIDDM群

③前増殖網膜症合併

　NIDDM群

④増殖網膜症合併
　NIDDM群
⑤非活動性（沈静化）

　網膜症合併NIDDM群

　　　　合計

坐
　　　　　56．4±13．6
（26／18）

　19
　　　　　60．1±12．8
（10／9）

　13
　　　　　58．4±12．1
（8／5）

　18
　　　　　　62．3±14．O
（12／6）

　9
　　　　　　62．1±10．2
（3／6）

　106
　　　　　　57．2±13．O
（59／μ）

8．1±3．4　　　　　7．6±1．3

8．2±2．1　　　　　8．3±O．9

9．7士2．8　　　　8．2±O．9

1L3±2．5＊　　　　8．4±1．O

1L9±2．6＊　　　　7．9±1．3

8．9±2．6　　　7．7士L2



表2－3 血清中および尿中VEGF／VPF濃度を測定した腎症合併ならび

に非合併NIDDM患者各群の臨床的背景（平均±標準偏差，＊②

に対してP＜O．05）

人数

（男／女）

年齢　　　　罹病期間

（歳）　　　　　（年）

HbAlc
（％）

①腎症なし群

②早期腎症合併
　NIDDM群

③顕性腎症合併
　NIDDM群

　　　　合計

　25
（13／12）

　16
（11／5）

　9
（4／5）

　50
（28／22）

55．1±10．7　　　8．1土2．4

53．4±14．3　　　9．3士3．5

59．3±12．1　　　　8．6±2．8

7．8±1．1

8．2±L2

7．2士O．9

55．3±12．7　　　8．6土2．7　　　　7．8±L2



表2－4 健常者群における男女別血清VEGF／VPF濃度（pg／mユ）
（N竈200，男女各100人）

平均　標準偏差 標準誤差 最小値最大値　中央値

合計　10L6　　55．2

男106，9　59．O

女96，350．8

3．9 14．9　　316，1　　　87．5

5，9　　　14．9　　316．1 90．2

5，1　　　15．4　　249．2 84．5

表2－5　健常者群における世代別血清VEGF／VPF濃度（pg／mユ）
　　　　（N＝200，各世代男女各20人）

平均　標準偏差 標準誤差 最小値最大値　中央値
合計

16－25歳

26－35歳

36－45歳

46－55歳

56－65歳

10L6　　　　　55．2 3．9 14．9　　316．ユ　　　87．5

89，4　　　　45．O 7．1 34．0　　230，3　　　79．1

86，2　　　　　53．5 8．5 14．9　　200，6　　　75．8

110，3　　　　　54．3 8．6 15．4　　216．8　　102．1

108，3　　　　　48．6 7．7 26．2　　2ユ5，6　　　88．5

114，0　　　　68．5 10．8 30．7　　316，1　　　96．4

表2－6　健常者群における世代1男女別血清VEGF／VPF濃度（pg／mユ）
　　　　（N＝200，各世代男女各20人）

平均　標準偏差 標準誤差 最小値最大値　中央値
合計

男，16－25歳

男，26－35歳

男，36－45歳

男，46－55歳

男，56－65歳

女，16－25歳

女，26－35歳

女，36－45歳

女、46－55歳

女，56－65歳

101，6　　　　　55．2 3．9 14．9　　316，1　　　87．5

90，6　　　　49．2 1LO 34．0　　230，3　　　73．7

86，3　　　　　56．1 12．5 14．9　　200，6　　　70．9

123，1　　　　　52．5 11．7 47．8　　216．8　　112．8

105，5　　　　43．O 9．6 44．7・　196．0　　　9L8

129，0　　　　80．4 18．O 33．0　　316．1　　100．O

88．2　　　　4L7 9．3 39．9　　227．7　　　8L4

86，1　　　　　52．3 11．7 31．3　　197，0　　　79．3

97，4　　　　54．4 12．2 15．4　　207，1　　　82．4

111，1　　　　54．4 12．2 26．2　　215．6　　100．5

98，9　　　　　5L7 1L6 30．7　　249，2　　　94．1
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A：尿中微量アルブミン量と血清VEGF／VPF濃度との関係
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C：尿蛋白量と血清VEGF／VPF濃度との関係
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　　との関係
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表3－1 GKラツトおよびWistarラツトの網膜および脈絡膜のVEGF／VPF免疫
組織化学染色所見の対比　［一（染色像なし），十（わずかに染色），十十

（中等度の染色），十十十（強い染色）］

内境界膜

神経線維層

神経節細胞層

内網状層

内穎粒層

外網状層

外穎粒層

外境界層

光受容体　内節

　　　　　　外節

色素上皮

脈絡膜

GKラット

十十十

十十十

十十十

十十

十十十

十～一

十十

十十

十十十

十十十

W王starラツト

　十

十十

十十十

　十

　十

十～一

十～一

十

十

十



表3－2 ○LETFラットおよびLET○ラットの網膜および脈絡膜の

VEGF／VPF免疫組織化学染色所見の対比　［一（染色像なし），

十（わずかに染色），十十（中等度の染色），十十十（強い染色），

網膜色素上皮および脈絡膜はメラニン色素沈着のために正確に

評価できず1

内境界膜

神経線維層

神経節細胞層

内網状層

内穎粒層

外網状層

外穎粒層

外境界層

光受容体、内節

　　　　　外節

色素上皮

脈絡膜

OLETFラット

十十十

十十十

十十十

十十

十十十

十十

十十

（十十十）

　？

LET○ラット

　十

　十

十十十

　十

　十

十

（十）

？



0．05

O
◎
9
0

O
Q
θ
O

Z
S
T
t

S
旧

Wistar
ratS

700ρ＜O咀01

600

500

O
　
　
　
　
　
O

0
　
　
　
0

0
　
　
　
0

4
　
　
　
3

（
一
⊆
ξ
⑰
匝
）
L
o
山
｝

O
　
　
　
O

200O

01
a
θ
◎

0
　
　
0

0
　
　
0

2
　
　
　
1

K
嶋

G
旧

W1star
ratS

700

600

500

0
　
　
　
0

0
　
　
　
0

4
　
　
　
3

一
一
ξ
壁
こ
o
崇

GKラツト（A）およびSTZラツト（B）の腎皮質組織中VEGF濃度分布

および各対照群（Wist班ラット）との比較　（各N＝5）

図3－1



300

250

　200

0
匿150
も

3
」100
①
山
＞
　　50

＊＊

W　⑬　　　W　㊧

6W　　　　12W

W　　⑬　　　W　　⑬

18W　　　28W

図3－2 GKラツト（G）およびWistarラツト（W）眼組織中VEGF／VPF濃度の

週齢による変化　（各N＝5，M±SD，＊6週齢Wistarラツトに対して

P〈O．05，＊＊28週齢Wistarラットに対して尺O．05）



700 

600 

~500 
1~~ 

~ ~ 400 
~~ 
UJ 
>_ 300 

~ 200 

1 oo 

O
 

o 

~~) 

e
 

e
 

e
 e

)
 

o 

o I oo 200 300 400 500 
Renal VEGF (pg/ml) 

600 700 

~l3-3 GK~ ~/ h ~~ ~~~~'Wistar~ ") h (~~28i~I~~) O)E~'~~l~~VEGF~)~E;~ ~~ 

*~ ~'~i~~:~VEGF~~~:~:q)~~1~f~ ( OWistar rat, OGK rat ~iN 5) 



．髪1タ

二f～・’・化き’

ゲ

／

ユ’彬
〃　　一．

．．、’

／

。・一　　　　　　　タ：

　　　　　　　一乙

（戸 ．・一㌧

◆

一1ヤ：・．

差夕．・1■イ三I

二■’　’クン

〃一11タ3’’イ、・一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口

　　、一〃こ一　、．■，・心去1∵し全谷、和・
　　’。ノ・　　　　　　　　　　　　　　　　　．、、　　　、w　　、」

　　　1㍉　　　ニジニ㌣
　　一♪・、．　　　　　　　w　　一　　　、．・、、
　・・ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー・ノ、
　I」　　　　　　　　　　＾　一　　・ニニ、・’’　　＼一　　　　　　　シ’．イ
　　　！、〃令一■　　、・㌧　〆一　　　　、

二÷一∴（二．べ∵、．　・
、・＿、、’．　み　　　　　　．．　．一｛＿

図3－4 G1〈ラット（A）およびWistarラット（B）の網膜および脈絡膜

におけるVEGF〈アPF抗体による免疫組織化学染色の納果

（SAB－PO－Dノ柵法，HematoWunにより対比染色，倍率1（〕（〕倍）
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図3－5 OLETFラット（A）およびLETOラット（B）の網膜および脈絡月莫

におけるVEGF〈アPF抗体による免疫組織化学染色の糾果

（SAB－PO－DAB法，HematoW山1により対比染色，倍卒10（川I千）
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図3－6　ガラクトース血症イヌおよび通常食餌イヌの前房水中VEGF／VPF
　　　　濃度とアルドース還元酵素阻害剤投与の影響（平均±標準偏差）

　　　C◎n廿◎1　対照非ガラクトース食群　（N＝4）

　　　Ga1鼠c。　ガラクトース血症イヌ群　（N＝9）

　　　G塾1＆c。十A剛（L）　エパルレスタツト（20㎎／day）投与

　　　　　　　　　　　　　　ガラクトース血症イヌ群　（N＝5）

　　　Ga1acヰA剛（H）　エパルレスタツト（50㎎／day）投与

　　　　　　　　　　　　　　ガラクトース血症イヌ群（N＝9）
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図3－7 通常酸素濃度で飼育した対照群（A群）仔マウス（A－1，A－2）および生後7か

ら12日目の間75％酸素濃度下で飼育した後放置された（C群）仔マウスの

左眼（CL－1，CL－2），抗VEGF／VPF抗体を硝子体内投与された同マウス右

眼（CR－1，CR－2）の眼球断面光顕像。CL－2では内境界膜を越えて増生し

た新生血管細胞核が多数認められるが、CR－2ではほとんど認められなかっ

た。　（PAS－Hematoxy㎞染色，A－1，CL－1，CR－1は40倍，それ以外は

200倍）
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図4－1培養網膜色素上皮細胞のVEGF産生に対するグルコースおよび
　　　マンニトール濃度低下を検討する実験における各群の濃度低下
　　　の条件
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