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学位論文内容の要旨

           In this study, I identified muscarinic ACh (mACh) receptors in human peripheral

 blood lymphocyte (hPBL) as well as in human leukemic T cell line Jurkat cells, and

examined the roles of the mACh receptors in interleukin-2 (IL-2) production in the cells.

           In the first section, I examined the effects of oxtremorine-M (Oxo-M), a

nonselective muscarinic receptor agonist, on IL-2 production in hPBL.    The mACh

receptor subtype genes have been characterized as ml to m5 (1).    I found that ml and

m2 subtype receptors are expressed on hPBL and the pretreatment of the receptors with

Oxo-M enhanced IL-2 production.     I demonstrated that Jurkat cells also expressed ml

and m2 receptors (2).

           In the second section, I examined the physiological roles of the ml and m2

receptors in Jurkat cells.    The results showed that the ml subtype enhanced IL-2

production, while the m2 subtype decreased it through the regulation of mitogen-activated

protein kinase (MAPK)- and c-Jun N-terminal kinase (JNK)-mediated pathways,

              In the third section, I examined the effects of cyclic AMP (cAMP) on IL-2

production.    Pretreatment with dibutyryl cAMP (DBcAMP) for 24 hr enhanced IL-2

production in Jurkat cells.    Fluorescence-activated cell sorter (FACS) analysis

demonstrated that Jurkat cells were arrested in Gl phase by DBcAMP treatment.    The

enhancement of IL-2 production thus seemed to be correlated to the cell cycle progression.

Although the m2 receptors are known to couple with Gi protein which inhibit cAMP

accumulation.    There were no effects of the m2 receptor stimulation on the cell cycle in

Jurkat cells.

         In the sections 2 and 3, pretreatment of m2 receptors for 18 hr did not affect the

amounts of cAMP that 30 min after PMA/A23187 stimulation and caused decreases of

AP-1 , although 30 min after concomitant stimulation with m2 receptors and
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PMA/A23187 decreased the amounts of cAMP and caused decreases of AP-1 and NF-KB

The relationships of these events must be clarify in the future.

      In Alzheimer's disease, cholinergic activity is low in the central nervous system

(CNS).    Muscarinic receptor expression in hPBL of patients is markedly decreased,

although the receptor-ACh-affinity is not changed (3).   The functions of T cells have

 been shown to decrease with increasing age in several immuno-dysfunction diseases (4),

 e.g., severe combined immunodeficiency (SCID) or acquired immunodeficiency

 syndrome (AIDS).   These findings suggest that a selective muscarinic receptor agonist

 may be therapeutically useful for the treatment of several diseases which result from

 dysfunction of TCR/CD3 complexes in T cells.    It is important to further clarify the

 functional roles and the intracellular mechanism of the neuro-immune interaction.
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  申請者は、ヒトT細胞におけるムスカリン性アセチルコリン受

容 体(mAChR)サ ブタイプの存 在の有無とそ の機能に関する研究

を 進 め て き た が 、 今 回 T細 胞 に お け る mlお よ ぴ m2型 mAChR

の存在と、各受容体サブタイプのインターロイキン2（IL-2）産生

に対するそれぞれ促進的ならびに抑制的役割、各々の細胞内情報

伝達系を明らかにし、さらにIL-2産生の細胞周期との関連につい

ての新知見を得、本学位論文として申請した。

  これまで神経系と免疫系とは密接に情報交換し、重要な生理的

機構に関わることが示されている。とくにアセチルコリン(ACh）

の T細 胞 に対 する 作 用に ついて若干 の報告がある が、mAChRの

存在とその機能についてはほとんど明らかにされていなぃ。申請

者 はAChのヒ卜T細胞における機能とその機構の詳細を明らかに

す る た め に 本 研 究 を 行 い 、 次 の よ うな 点 を明 ら かに した 。

  ヒ 卜 末 梢 血 リ ン パ 球 (hPBL)は AChあ る い は mAChRア ゴ ニ

ス 卜であるoxotremorineーM(Oxo-M)で24時間前処理したとき、

phytohemagglutinin (PHA)により誘導される｜L―2の産生を促進す

ることを見い出した。この促進はCD3陽性T細胞でも§忍められた
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が、ニコチンを24時間前処理したものでは認められず、またACh、

Oxo-Mあるいはニコチン単独刺激ではIL-2産生は起こらなぃこ

とより、hPBLにmAChRの存在を示唆した。事実、RT-PCR法に

よりhPBLにおけるmlおよびm2型のmAChRの発現を明らか

にした。mAChR刺激による｜L-2産生促進に対するFK-506やサ

イクロスポリンAの作用態度から、mAぐhR刺激によるこの促進

は細胞内カルシウムの動員によらなぃことを示唆した。また

mAChR刺激はCD3やCD2などの細胞表面分子の発現にも影響

を与えなぃことから、mAChR刺激によるIL-2産生促進には何ら

カゝの細胞内情報伝達系が関与することを示唆した。

  mAChR刺激のIL-2産生促進機構に関し、ヒト株化T細胞の

Jurkat細胞を用いてIL-2産生の転写レベルおよび細胞内情報伝達

系の点より解析した。まずRT-PCR法によりJurkat細胞にもm1、

m2型受容体が発現することを認めた。Oxo-Mを24時間前処理

すると、ホルボールエステル(PMA)およびカルシウムイオノフ

オア(A23187)によりIL-2の産生、および転写活性が亢進する

ことを示した。Oxo-MによるIL-2産生促進は、m1、m3型受容

体アンタゴニス卜(4-DAMP)により抑制されること、m2型受

容体をAFDXー116により遮断すると、Oxo-Mによる｜L-2の産生

促進をより増強することから、この促進は主にml型受容体を介

していることを示唆した。またml型受容体刺激によるIL-2産生

促進機構には核内転写因子AP-1が関与することをEMSA法によ

り示し、さらにAP-1活性化ヘ関与するMAPキナーゼのERKお

よびJNKが、ml受容体刺激により活性化されることも見い出

した。以上の結果より、Jurkat細胞におぃてm1受容体はIL‐2産

生を促進させ、これにはERKおよぴJNKの活性化とそれに続く

AP-1の動向が介在する可能性を示唆した。ー方、m1受容体を4

-DAMPにより遮断しm2受容体を18時間刺激するとIL-2の産
生を抑制することを認めた。この抑制にはm1受容体促進機構と

は逆にERKおよびJNKの活性抑制とそれによるAP-1の活性抑制

が関与することも示した。

  mAChRのIL-2産生への影響を、サイクリックAMP (cAMP)と

細胞周期の点より検討レた。まずJurkat細胞をジブチルcAMP

(DBcAMP)により前処理後、PMAおよびA23187で刺激し、IL-



2の産生への影響を測定したところ、6時間前処理では産生が抑制
され、一方、24時間前処理では産生が促進されることを見い出
した。またJurkat細胞はDBcAMP処理後6時間でG2期にもっ
とも細胞数が多く、その後24時間後にGl期に移り細胞周期が
同調することをFACSを用いて示した。次いで細胞周期とIL-2産
生の相関については、細胞をG2期に同調させるとIL-2産生は抑
制され、一方G1期に同調させると促進することを過剰チミジン
添加により示した。さらにm2受容体刺激によるIL-2産生抑制機
構が、cAMP産生抑制を介した細胞周期の影響によるものかを
FACSを用いて解析したところ、m2受容体刺激は細胞周期に直
接影響を与えなぃことを見い出した。以上のことより、m2受容
体によるIL-2産生抑制機構は、細胞周期非依存的な系を介するこ
とを示唆した。

  以上、審査委員会は本論文をヒトT細胞におけるmAChRの存
在とそのIL-2産生への関与、さらに本機能発現の細胞内情報伝達
機構に関し、また本機構の細胞周期への影響との関連などに関し
新知見を得た内容であると判定し、博士（薬学）の学位を受ける
に十分値すると認めた。


