
 

Instructions for use

Title プロテアソーム機能低下が褥瘡の病態形成に与える影響 [全文の要約]

Author(s) 村田, 恵理

Citation 北海道大学. 博士(医学) 甲第14520号

Issue Date 2021-03-25

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/81547

Type theses (doctoral - abstract of entire text)

Note この博士論文全文の閲覧方法については、以下のサイトをご参照ください。; 配架番号：2632

Note(URL) https://www.lib.hokudai.ac.jp/dissertations/copy-guides/

File Information Eri_Murata_summary.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


 

 

学 位 論 文（要約） 

 

プロテアソーム機能低下が 

褥瘡の病態形成に与える影響 

 

（Decreased proteasomal function increases oxidative 

stress in the early stage of pressure ulcer） 

 

 

2021 年 3 月 

 

北海道大学 

 

村田恵理 

  



 

  



 

 

学 位 論 文（要約） 

 

プロテアソーム機能低下が 

褥瘡の病態形成に与える影響 

 

（Decreased proteasomal function increases oxidative 

stress in the early stage of pressure ulcer） 

 

 

2021 年 3 月 

 

北海道大学 

 

村田恵理 

 

 



 

緒言  

【背景】  

褥瘡とは皮膚の長時間の圧迫により生じ、皮膚が圧迫や剪断応力を受け、虚

血、循環障害、栄養不良などにより組織壊死をもたらす疾患である。褥瘡は従来、

圧迫に伴う慢性虚血が褥瘡形成に重要であると考えられてきたが、近年、虚血後

の再灌流障害（ ischemia-reperfusion injury; IRI)の影響が注目されている。  

近年、褥瘡の早期変化に着目した検討が行われ、褥瘡に至る症例では、急性

期の皮膚発赤の時点で皮膚深部の組織損傷  Deep Tissue Injury（DTI）が生じてい

ることが報告されている。DTI を含む褥瘡早期の病態明メカニズムを解明してい

くことは、褥瘡のハイリスクグループの感染症や合併症の予防を考える上で非常

に重要である。褥瘡は高齢者に多い病態であるにも関わらず、褥瘡の研究におい

て、老化による生理学的変化に着目した研究は殆ど見られない。  

本研究では、老齢個体における褥瘡の急性期変化を検討する目的で、加齢に

より機能低下を示すプロテアソームに着目し、IRI モデルによる実験を行なった。

第一章において、老化の表現型を示すプロテアソーム機能低下マウス（Tg）を用

いて皮膚 IRI モデルを作製し、褥瘡形成におけるプロテアソーム機能の影響、酸

化ストレスの変化、 IRI に関連した組織傷害分子の検討を行った。第二章では、

IRI における細胞傷害を検討する目的で、マウス皮膚線維芽細胞（fibroblast cell; 

FC）を用い、プロテアソーム阻害剤負荷や低酸素・再酸素（Hypoxia/Reoxigenation; 

H/R）環境における細胞ストレス、酸化ストレス応答関連分子の発現変化を検討

した。また、第三章では、フリーラジカル消去剤である Edaravone（EDA）の皮

膚 IRI モデル、FC の H/R に与える効果について検討した。  

 

【目的】  

1. 高齢者における褥瘡形成を念頭においたモデルとして、Tg を用いて皮膚 IRI

モデルを作製し、褥瘡形成におけるプロテアソーム機能の影響、酸化ストレスの

変化、IRI に関連した組織傷害分子の発現変化を検討する。  

2. IRI における細胞傷害を検討する目的で FC を用い、プロテアソーム阻害剤の

負荷や H/R における細胞ストレス、酸化ストレス応答関連分子の発現変化を検

討する。  

3. EDA が、皮膚 IRI モデルと FC の H/R に与える効果を検討する。  

  



 

第一章  

老化の表現型を示すプロテアソーム機能低下マウス  

を用いた皮膚虚血再灌流障害モデルでの検討  

 

【緒言】 プロテアソームはユビキチン化タンパク質の分解を行うタンパク質分

解酵素複合体であり、細胞内の生命活動に重要な役割を担う。プロテアソーム機

能は加齢により低下する。プロテアソーム機能の低下はストレス応答の脆弱化に

つながり、様々な老化関連疾患の病態形成に関連する。当研究室では先行研究に

おいて、プロテアソームの機能低下を示すモデルマウス（Tg）の開発に成功して

いる。本マウスは老化の表現型を示し、老化関連疾患の病態を解析できるモデル

として有用である。第一章では、高齢者における褥瘡形成モデルとして、Tg を

用いて皮膚 IRI モデルを作製し、褥瘡形成におけるプロテアソーム機能の影響、

酸化ストレスの変化、 IRI に関連した組織傷害分子について検討を行った。  

 

【方法】 皮膚 IRI モデルを作製し、野生型 C57BL/6 マウス（wild type; WT) を

コントロールとし、Tg、Keap-1 ヘテロ-ノックアウトマウス（keap-1-/+）と Tg を

交配したマウス（keap-1-/+/Tg）を用いて肉眼的、組織学的評価を行った。酸化ス

トレスを可視化できるレポーターマウス（ Keap1-dependent Oxidative stress 

Detector, No-48; OKD）と OKD と Tg を交配したマウス（OKD/Tg)を用い、酸化

ストレスの変化を検討した。皮膚 IRI サンプルを用いて、組織傷害分子の発現変

化を検討した。  

 

【結果】 肉眼的、組織学的評価では、Tg では、WT と比較し組織傷害が悪化す

ることが明らかとなった。 IRI 組織傷害関連分子の遺伝子発現変化を検討した結

果では、炎症性サイトカインや接着分子の発現誘導に関して、WT と Tg に差を

認めなかった。酸化ストレスの変化の検討では、OKD/Tg は OKD と比較し酸化

ストレスが強く発生していることが示唆された。Keap-1-/+/Tg の皮膚 IRI の変化

について検討したところ、皮膚創傷および組織学的 score に有意な差は認めなか

った。  

 

【考察】 Tg では皮膚 IRI による創傷が増悪し、プロテアソーム機能低下が褥

瘡形成の病態を修飾している可能性が考えられた。Tg では皮膚 IRI により酸化

ストレスの増大が認められるものの、Nrf2 経路の活性化では Tg の皮膚 IRI を十

分には改善しなかった。加齢によりプロテアソーム機能が低下した状態では、生

理的な Nrf2 経路の活性化等の酸化ストレス応答では制御できないレドックスバ

ランスの乱れが生じている可能性が推定された。  



 

第二章  

マウス皮膚線維芽細胞を用いた低酸素 /再酸素化モデルでの検討  

 

【緒言】 皮膚 IRI においては、皮膚を構成する様々な細胞が影響を受けると考

えられる。FC は真皮の主要な構成細胞として皮膚構造の維持に極めて重要であ

る。第二章では、FC を用いて H/R モデルを作製し、第一章の皮膚 IRI で観察さ

れた病態を in vitro の実験で検討した。  

 

【方法】 IRI における細胞傷害を検討する目的で、FC を用いて、プロテアソー

ム阻害剤（MG132）の負荷や H/R 環境における細胞ストレス、細胞死、酸化スト

レス応答関連分子の発現変化を検討した。H/R 処理は、FC に細胞低酸素培養キ

ットを使用し、加湿インキュベーター（95％air、5％CO2、37℃）で 12 時間低酸

素状態（0.1％O2）にした後に再酸素化した。H/R 実験には無血清培地を使用し

た。PBS を MG132 の未処理群の対照群として使用した。  

 

【結果】 低酸素状態における MG132 負荷による酸化ストレスの誘導を検討し

たところ、酸化ストレスは低酸素状態において MG132 の濃度依存性に増加した。

再酸素化後の酸化ストレスの変化を検討した結果では、MG132 負荷により H/R

後の時間経過とともにシグナルが増加した。ROS（H2O2）の誘導を解析したとこ

ろ、ROS は再酸素化により MG132 未処置の FC と比較し有意に増大した。MG132

負荷と H/R による抗酸化酵素群の発現について検討したところ、MG132 負荷に

よる有意な違いを認めたのは SOD1、CAT、Gpx1 の発現であった。Nrf2 経路の下

流で誘導されるこれらの抗酸化酵素群の発現は、再酸素化後に増大する酸化スト

レスに対し、効果的に働いていない可能性が示唆された。MG132 負荷と H/R に

よる FC の細胞死の誘導について検討したところ、MG132 負荷と H/R により、

H/R 単独と比較して FC に有意な細胞死の増加を認めた。  

 

【考察】 第二章では第一章で観察された IRI 病態について、FC を用いて、プ

ロテアソーム阻害剤や H/R モデルによる検討を行った。プロテアソームの機能

低下は H/R による酸化ストレスを増大させ、ROS 産生が増加する一方、Nrf2 経

路の活性化による抗酸化応答が適切に機能しない可能性を示した。これは、細胞

において酸化ストレス防御が適切になされず、細胞傷害が蓄積し、細胞死の誘導

が助長されている可能性が考えられた。  

 

 

 



 

第三章  

フリーラジカル消去剤 Edaravone が  

皮膚虚血再灌流障害及び細胞の低酸素 /再酸素化に与える効果  

 

【緒言】 第一章におけるマウスモデルの検討で、プロテアソーム機能低下は皮

膚 IRI の初期段階における皮膚創傷を悪化させること、過剰な酸化ストレスを誘

発するが、Nrf2 経路の活性化では皮膚創傷が改善されないことを明らかにした。

第二章での FC を用いた検討により、プロテアソームの機能低下は H/R による

ROS 産生を増大すること、過剰な酸化ストレスにより Nrf2 経路の活性化による

抗酸化応答が適切に機能しない可能性を示した。  

フリーラジカル消去剤である EDA は、抗酸化剤であり強力なラジカル捕捉

剤である。第三章では、ROS 消去剤である EDA の皮膚 IRI モデル、FC の H/R に

与える効果について検討した。 

 

【方法】 in vivo では、EDA を皮膚 IRI の 30 分前に投与した。WT をコントロ

ールとし、Tg を用いて肉眼的、組織学的評価を行った。OKD/Tg を用い、酸化ス

トレスに対する EDA の効果を検討した。 in vitro では、EDA を H/R の 30 分前に

FC 培養培地に 0.1µM を添加した。H/R 実験には無血清培地を使用した。PBS を

MG132 と EDA の未処理群の対照群として使用し、FC における H/R 誘発性酸化

ストレスと ROS、抗酸化酵素群の発現、細胞死の誘導に対する EDA の効果を検

討した。  

 

【結果】 EDA は、肉眼的、組織学的評価において、皮膚 IRI を有意に改善した。

OKD/Tg を用いて、皮膚 IRI における酸化ストレスに対する EDA の効果を解析

したところ、酸化ストレスは有意に減少した。MG132 負荷 FC における H/R の

酸化ストレスと ROS、抗酸化酵素群の発現、H/R 誘導性の細胞死に対する EDA

の効果を検討したところ、再酸素化における MG132 負荷 FC の酸化ストレスと

ROS は有意に抑制された。EDA 投与による抗酸化酵素群の発現の亢進は見られ

なかった。EDA の投与により、細胞死は有意に抑制された。  

 

【考察】 EDA は、プロテアソーム機能低下による皮膚 IRI における酸化ストレ

スと H/R における酸化ストレスと ROS を効果的に抑制した。この結果は、プロ

テアソーム機能が低下した高齢者の褥瘡の初期段階において、EDA の投与が保

護効果をもたらす可能性があることを示唆している。  

 

 



 

4. 総括および結論  

 

第一章において、Tg では、皮膚 IRI における酸化ストレスの亢進と組織傷

害の増悪を認めた。  

第二章において、H/R では、FC に対するプロテアソーム阻害剤の負荷によ

り、酸化ストレスの亢進と ROS の産生増大及び細胞死の増加を認め、プロテア

ソーム機能低下は Nrf2 経路の活性化による抗酸化応答に障害を与える可能性を

示した。  

第三章において、EDA は、プロテアソーム機能低下による酸化ストレスの

改善をもたらし、ROS の産生と細胞死を抑制した。本研究により、プロテアソー

ムの機能低下は酸化ストレスの亢進による皮膚 IRI を増悪させることを明らか

にした。プロテアソーム機能は加齢により低下することが報告されており、高齢

者における褥瘡の病態発症に影響する可能性が考えられる。  

 

 

 


