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要

旨

心内膜床は初期胚心臓の房室管と流出路（円錐動脈幹）に形成される弁や中隔の原基で，内皮細胞が
間葉細胞に転換し形成される．この内皮―間葉形質転換（以下 EMT）は，アドヘロン（心筋から分泌さ
れ，内皮細胞に作用する生理活性物質の集合体）によって時間的空間的に制御されている．心臓形態形
成過程での心内膜床形成異常は先天性心疾患の原因の一つになる．ニワトリ胚心臓では EMT に一致し
て房室管と流出路の内皮細胞に TGFβ 3，
心筋に BMP 2 が発現する．房室管の三次元ゲル培養モデルに
よってこれらの成長因子の EMT に対する作用を検討し，以下の結果を得た．1）EMT の際，アドヘロ
ンの作用によって内皮細胞に TGFβ 3 が発現する．2）TGFβ 3 は EMT の初期の細胞形態変化を誘導す
る．3）BMP 2 は TGFβ 3 と協調的に作用し EMT を誘導制御する．

1．心臓形態形成と心内膜床

脈中隔，半月弁，流出路中隔形成に参画する7）．一方，

原腸陥入によって三胚葉が形成されると，予定心臓

房室管心内膜床には心外膜由来の間葉細胞が侵入し，

領域が側板中胚葉前方に形成される．ニワトリ胚では

房室弁，房室中隔を形成する8）．最近，房室管心内膜床

胚盤葉上層後方の細胞群が原腸陥入によって中胚葉外

にも静脈門から神経堤由来の間葉細胞が侵入してくる

側前方に遊走し予定心臓域を形成する．この過程で予

ことが明らかになった9）．胚発生後半に流出路中隔，心

定心臓細胞への方向性が決まる．予定心臓領域は，接

室中隔，房室中隔，心房中隔が整列融合し，四腔を持っ

触している内胚葉由来の誘導因子（群）によって心筋

た心臓が完成する10）．この過程で心内膜床の間葉細胞

や心内皮細胞へ分化する．胚の折りたたみ
（embryonic

の多くは，周辺から増殖してきた心筋細胞に置き変わ

folding）によって左右の予定心臓領域が前腸門腹側に

る．心内膜床は心臓管が四腔を持った心臓に形態変化

移動し，融合して原始心筒が完成する．拍動が開始す

する過程で重要な構造であるため，その形成異常は先

ると右方への心ループ（d-loop）が形成され，心臓は，

天性心疾患の原因となる11）．

前方（頭側）から流出路（円錐動脈幹），心球部，原始

2．心内膜床形成と心筋基底膜 6）12）

心室，房室管，原始心房，静脈洞の部域化が明瞭とな

心内膜床形成前の初期胚心臓は心内膜上皮，心ゼ

る．最近，これらの発生過程を制御する分子機構の一

リー，心筋上皮で構成される．心ゼリーは心筋によっ

端が明らかにされている1）〜5）．発生が進むと流出路と

て分泌される基底膜（緻密層と厚い網状層）であり，

房室管の心内皮細胞の一部が間葉細胞に転換し（内

フィブロネクチン，フィブリン，フィブリリン，コラー

6）

皮―間葉形質転換）心内膜床を形成する ．流出路心内
膜床には神経堤由来の間葉細胞が侵入し，肺動脈大動
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ゲン（I，III，IV 型），プロテオグリカン，ラミニン等
の細胞外マトリックスを含む．特に心内膜床形成領域
（房室管，流出路）の心ゼリーには顆粒状のフィブロネ
クチンが，心筋から内皮側に向かう密度勾配をもって
局在している．顆粒状のフィブロネクチンは，上皮―
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間葉系相互作用が活発に行なわれている部域に認めら

性心筋形成が認められた29）．一方，
BMP 4 または BMP

れ，種々の生理活性物質を結合しアドヘロンを形成す

I 型レセプターノックアウトマウスは中胚葉形成不全

る13）．心内膜床は，特定の内皮細胞が，心筋由来のアド

をともない心内膜床形成前に胚性致死となる30）31）．著

ヘロンの刺激によって間葉に転換し時間的空間的特異

者らは，心内膜床形成における BMP の作用を検討す

性をもって形成される．アドヘロンを構成する分子の

るため，ニワトリ胚心臓の房室管から BMP のクロー

うち，明らかなものはフィブロネクチン，
トランスフェ

， ―7（OP―1）
，
ニングを行い， BMP 2，―5，―6（Vgr―1）

リン，h-LAMP 1，ES―130 である14）．

dorsalin―1，新規 BMP 遺伝子を得た．in situ hybridiza-

3．心内膜床形成における形質転換成長因子（TGF）β

tion にてそれらの局在を検討した結果，心内膜床形成

と骨形成因子（BMP）の発現

に一致して BMP 2 が流出路と房室管心筋に発現して

1980 年代に種々の成長因子の存在が明かにされ，in

いた．内皮細胞，間葉細胞，心室心筋での発現は検出

vitro 心 内 膜 床 形 成 モ デ ル を 用 い た 実 験 に よ っ て

できなかった．一方，BMP 7 と dorsalin―1 は流出路と

15）

TGFβ の作用が注目されるようになった ．TGFβ は

房室管心筋に弱い発現が認められた32）．このように複

ホ乳類，鳥類では β 1〜3 の 三 種 類，両 生 類 で は β 5

数の BMP アイソフォームが発現しているのは，BMP

16）
．マ
が確認されている（鳥類の β 4 は β 1 であった）

の生物学的活性はホモ二量体よりもヘテロ二量体の方

ウス胚心臓では内皮細胞に TGFβ 1，
心筋細胞に β 2，

が高く（in vitro）
，発生中の心臓では局所的に BMP

心内膜床と間葉に β 2 と 3 が発現している17）．一方，

の作用を高めるために BMP 2 7 といったヘテロ二量

鳥類では内皮細胞と心内膜床の間葉に β 3，
心筋に β 2

体が使われている可能性がある33）．

と β 3 が発現している

18）
19）

．TGFβ は心内膜床領域に

4．心内膜床形成における TGFβ と BMP の作用

発現しているが，β 1，β 3 のどちらか一方の単一遺伝

内皮―間葉形質転換は一連の細胞形態変化，すなわ

子ノックアウトマウスに心奇形は発生しなかっ

ち細胞間結合の消失，細胞肥大，ゴルジ装置の偏在，

た20）〜22）．これは母体からの TGFβ の移行と TGFβ ア

遊走突起の形成，細胞浸潤によって行なわれる12）．ニ

イソフオーム間の代償作用のためと考えられている．

ワトリ胚心臓を用いた三次 元 ゲ ル 培 養 モ デ ル で は

マウスの房室管培養では，TGFβ に対するの二種類以

TGFβ 3 または BMP 2 に対する中和抗体，アンチセン

上の中和抗体に よ っ て 心 内 膜 床 形 成 は 抑 制 さ れ，

スオリゴ DNA はいずれも単独で内皮―間葉形質転換

TGFβ アイソフオーム間の代償作用が示唆された23）．

を抑制した15）18）32）．さらに心筋の誘導を受けていない

一方，TGFβ 2 ノックアウトマウスでは，ニワトリ胚心

房室管内皮細胞を三次元ゲル上に培養し，TGFβ 3 を

臓神経堤除去実験やヒトの DiGeorge 22 q 11.2 欠失症

投与すると内皮―間葉形質転換の初期の段階（細胞間

候群と同様に円錐動脈幹奇形あるいは咽頭（鰓）弓動

結合の消失，細胞肥大，遊走突起の形成）を誘導する

24）

脈由来の大血管の異常が認められた ．また，これら

ことができた34）．しかし，心筋との共培養や胚心筋培

の奇形はエンドセリン 1 やそのレセプター，レチノイ

養上清投与にみられるような多数の間葉細胞の浸潤は

ン酸レセプター，NF 1（neurofibromatosis gene）等の

認められず，他の因子の必要性が示唆された．また，

ノックアウトマウス，Splotch マウス（Pax 3 遺伝子の

心内膜床形成領域には TGFβ 2 も発現しているため

変異体），Patch マウス（（PDGFRα（血小板由来増殖因

TGFβ 2 単独，TGFβ 2+3 の投与を行ったが細胞形態

子レセプター α）と c-kit の転写調節領域を含んだ欠失

変化は TGFβ 3 単独投与の場合と変わりなく，アイソ

による変異体）
でも認められ，心臓神経堤細胞の遊走，

フォーム間に共通の生物活性が認められた18）．一方，

分化に対するこれらの因子の直接作用，相互作用の解

発生段階の異なった房室管内皮細胞に TGFβ を投与

1）
25）

明が待たれる

すると発生段階の進んだ内皮は間葉に転換した35）．ま

．

BMP は TGFβ スーパーファミリーの一員で，20 以

た，アドヘロンを含む胚心筋培養上清は内皮細胞にお

上のサブファミリーを形成する．BMP は異所性骨組織

ける TGFβ 3 発現を誘導した36）．BMP 2 単独投与は培

を形成させる因子として発見されたが，発生において

養房室管内皮細胞の形態変化，細胞数に影響しなかっ

は背腹軸の形成や上皮間葉系相互作用も制御してい

たが，TGFβ 3 を同時に投与すると多数の間葉細胞浸

BMP 2，4 が流出路と房室管
る26）．マウス胚心臓では，

潤が誘導され BMP 2 と TGFβ の協調的作用が認めら

27）
28）

．BMP 2 ノックアウトマウス

れた32）．これらの結果から内皮―間葉形質転換は，流

は心内膜床形成前に胚性致死となり，心臓欠損，異所

出路 房室管心筋から分泌されるアドヘロンと BMP

心筋に発現している
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図 1 心内膜床形成モデル
心内膜床形成前の初期胚心臓は，心内膜上皮，心ゼリー，心筋上皮から構成される．
心ゼリーは心筋上皮の厚い基底膜である．心筋から分泌されたアドヘロン（フィブロ
ネクチンを核にした複数分子の複合体）が心内膜細胞に作用すると内皮細胞で TGFβ
が発現する．TGFβ は活性のない潜在型として細胞外に分泌される．プラスミン等に
よって活性化された TGFβ は心筋由来の BMP 2 と協調的に作用し内皮細胞を間葉細
胞に形質転換させ，心内膜床が形成される．

表 1 内皮- 間葉形質転換の分子マーカー
分子マーカー

クラス分類

引用文献 巻：ページ

I 型プロコラーゲン
テネイシン C

細胞外マトリックス
細胞外マトリックス

Dev Biol 130：167
Dev Biol 145：277

GalTase
ウロキナーゼ

細胞表面レセプター
セリンプロテアーゼ

Dev Biol 140：401
Dev Dyn 193：24

コラゲナーゼ
Mox-1

金属プロテアーゼ
ホメオボックス遺伝子

Dev Dyn 195：87
Development 116：1123

Msx-1
JB3
（フィブリリン）
α平滑筋アクチン
erbB3

ホメオボックス遺伝子
細胞外マトリックス
細胞骨格蛋白
チロシンキナーゼ型
レセプター

Dev Dyn 197：203
Dev Biol 165：585
Dev Dyn 209：296
Nature 378：386

GalTase：細胞表面ガラクトシルトランスフェラーゼ

2，
流出路 房室管内皮細胞に発現する TGFβ 3 によっ
て調節誘導されていると考えられた（図 1）
．
TGFβ を含めた成長因子の作用は，転写，翻訳，分泌，
活性化，レセプターとの結合，細胞内シグナル伝達，
37）

5）のリン酸化によって核内に伝達される38）．TGFβ
は転写，翻訳後，生理活性のない潜在型 TGFβ
（
（LTBP
（latent TGFβ binding protein）
，LAP（latency associated peptide），mature region（活性のある部位）の複

不活性化により調節されている ．TGFβ，BMP の細

合体）
）
として細胞外に分泌される37）．LTBP はフィブ

胞内シグナルはセリン スレオニンキナーゼ型レセプ

リリンファミリーの一員で細胞外マトリックスのマイ

ター（TGFβ は TGFβR-I と II，BMP は BMPR-I と II

クロフィブリルの一部を構成し，その N 末端がフィブ

ま た は ActR-I と II）と 細 胞 内 シ グ ナ ル 伝 達 分 子

ロネクチンに結合し，TGFβ を基底膜や細胞周囲に到

SMAD（TGFβ は SMAD 2 と 3，BMP は SMAD 1 と

達させる23）39）．この潜在型 TGFβ はプラスミンによっ
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て活性化され，活性型 TGFβ がレセプターに結合し生
理活性を現す．BMP 蛋白質の分泌機構，発生における
局在
（mRNA は報告されている）
，活性化機構は不明で
ある．
5．内皮―間葉形質転換にかかわる他の因子群
内皮細胞が間葉細胞に転換する際，活性化された内
皮細胞，間葉細胞には特異的なマーカー分子が発現す
る（表 1）．これらのマーカーを使用し，形質転換に必
須なシグナル伝達カスケードを調べたところ，少なく
とも TGFβ，BMP が関連するセリン スレオニンキ
ナーゼを介する経路と，百日咳毒素で阻害される G
蛋白を介する経路が証明された40）．
neuregulin は EGF 様ドメインを持つ糖蛋白質で心
内膜床形成時の内皮細胞に発現し，そのレセプターで
ある erbB 3 は間葉細胞に発現する．これらのノックア
ウトマウスでは心内膜床の無形成あるいは低形成が起
こり胚性致死となる41）．また，neuregulin は培養ニワ
トリ胚心臓の間葉細胞の DNA 合成を高めることから
も，neuregulin erbB 3 は内皮―間葉相互作用を制御す
る因子の一つと考えられる42）．
HGF（肝細胞増殖因子）はニワトリ胚心内膜床形成
時に心筋から分泌され，in vitro で内皮細胞の増殖，遊
走，ウロキナーゼの分泌を亢進させる．しかし HGF
ノックアウトマウスでは明かな心臓形成異常は報告さ
れていない43）．
6．結

語

in vitro の実験系で TGFβ と BMP 2 を用いて内皮―
間葉形質転換を再現することができた．今後の課題は，
1）流出路と房室管の部域化の分子機構，2）心筋由来
の誘導因子であるアドヘロンの本体，3）
TGFβ と BMP
の協調的作用の機構，4）neuregulin 等の増殖因子と
TGFβ，BMP の相互作用の解明である．
本論文の要旨は第 34 回日本小児循環器学会総会ミニシ
ンポジウム（98 年 7 月，東京）にて発表した．本研究の一
部は文部省科学研究費（09770017），第二回丸木記念特別奨
学研究費 B，平成 9 年度川野小児医学奨学財団助成金に
よって行なわれた．
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Roles of Transforming Growth Factor（TGF）β and Bone Morphogenetic Protein
（BMP）in Endocardial Cushion Formation
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During early cardiogenesis, endothelial cells of outflow tract（OT）and atrioventricular（AV）regions change their phenotype to that of mesenchyme, and generate endocardial cushion tissue, the
primordia of the valves and septa of the adult heart . This embryonic phenomenon is called
endothelial-mesenchymal transformation（EMT）. Abnormal development of endocardial cushion is
linked to various congenital heart diseases. In the present paper, we discuss molecular and cellular
mechanisms that involved in the EMT. At the onset of EMT, myocardially derived inductive signals
（adherons）upregulate the expression of OT and AV endothelial TGFβ 3, which initiates the initial
phenotypic changes of EMT. In addition, myocardial BMP 2 acts synergistically with TGFβ 3 in the
initiation of EMT.

