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ABSTRACT
Intracerebral grafting is a new strategy of the treatment for Parkison s disease. We focused on
primary skin fibroblasts for the grafts. Rat primary skin fibroblasts were transfected with a
retrovirus vector (PLTHSNL) containing the CDNA of human tyrosine hydroxylase (TH).
Catecholamine released from these genetica】ly modified fibroblasts were measured by high perfor‑

mance liquid chromatography with electrochemical detection (HPLC‑ECD) analysis. When sup‑
plemented with biopterin (BH4: (6R) ‑L‑erythro‑tetrahydrobiopterin) , a co factor required for TH
activity, these cells produced and released LDOPA into the culture medium. The data suggest
that production of L‑DOPA from genetically modified fibroblasts can be regulated by biopterin.
The ability of L‑DOPA production was not affected by the number of cell‑passages and freezes.
Because retrovirus vector containing the foreign gene (THcDNA) is integrated into chromosomal
DNA of the target cells (fibroblasts) , the gene is stable. Primary skin fibroblasts can be obtained
and cultured easily. And these cells did not become tumors by transfection with a retrovirus vector.
It was suggested that genetically modified primary skin fibroblasts transfected with THcDNA us‑
ing retrovirus vector system is a worthy graft for transplantation and gene therapy in Parkinson's

disease. Ryukyu Med, J. , 15(2)37‑39, 1995
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Parkinson病は、黒質線状体ドーパミン作動性神経細胞の
変性・脱落に起因する進行性疾患である。本症に対する治療
はL‑DOPAを中心とした薬物療法である。しかし、 LI
DOPAの大量投与や長期服用に伴う様々な副作用の問題が
出現している。こうした現状の中で、脳内へカテコールアミ
ン産生細胞を補充する脳内移植療法が期待されてきた。移植
細胞として、副腎、胎児脳や羊膜組織などが研究され臨床に
応用されている1㌧ しかし、各々のグラフトが未解決の問題
を抱えており、未だ確立されてない。我々は倫理的問題も考
慮し、必要時に必要量を供給できる非腫癌性細胞として皮膚

線維芽細胞に注目した。これに遺伝子操作を加え、チロシン
水酸化酵素cDNA導入線維芽細胞を作成し、そのL‑DOPA
合成能を検討した2㌔
I. Retrovirus Vector Systemの作成
Retrovirus vectorであるpDGL3'にカテコ‑ルアミン合成
系の律速酵素であるチロシソ水酸化酵素(TH)のcDNA4'
を組み込んだ(PLTHSNL) (Fig.1),これをecotropic
packaging細胞であるGP十E86:に高効率リン酸カルシウ
ム法(Chen‑Okayama法)6)により導入し、 producer細胞
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Fig. 1 Structure of LTHSNL retrovirus vector. This vector expresses
TH by the 5'retrovirus long‑term repeat (LTR). The selectable
marker neomycin(NEO)is induced by an internal simian virus 40 ear‑
ly promoter (SV40). The direction of transcription is from left to
nght.

Table 1 L‑DOPA production of the culture medium

LDOPA(pmol/1 × 106 cells)

Cell type

Without BH4

NRF

0.

RF/V
RF/LT

0.
0.

0

With BH4

0.0

0

0.0

0

111.6±28.8

Each value represents mean±S.E.M. of five individual experiments.

(GP+E86/LTHSNL)を作成した。これらの細胞を5%ウ
シ胎仔血清(FBS)を含有したDulbecco's modified
Eagle's medium (DMEM)で継代培養した7).
2. THcDNA導入線維芽細胞の確立
ラット(Wister albino) (4週令・雌)の腹壁より皮膚線
維芽細胞を採取し、 10%FBS含有DMEMで培養した。こ
れらの細胞に、 polybrene (8w g /m且)を加えたproducer細胞
の培養上清を添加し、 geneticin (G418) 0.4mg/mlで2週間
セレクショソを行った7) 0

3. L‑DOPA合成、分泌能の解析
G418セレクションにより得られた細胞(RF/LT) 1×106
を3m且の10%FBS含有DMEMで培養した。これにTHの補
酵素biopterin (BH4: (6R) ‑ L‑erythro‑tetrahydrobiopterin)
lmM/m」を添加し、 37℃で60分間インキュベ‑トを行った。
この培養上清0. 2n】且をalumina処理した後、 O. lmfiを電気化学
検出器付き高速液体クロマトグラフィー(HPLC‑ECD)を
用いてL‑DOPA合成量を測定した8)O 測定は細胞継代数5
‑15回、液体窒素での凍結期間1 ‑10ケ月間の範囲で適宜実
施した。コントロールとして正常皮膚線維芽細胞(NRF)
とpDGLのみを導入したもの(RF/V)についても同様に処
理し、測定を行った。
Table lにHPLC‑ECDによるL‑DOPA合成量の測定結
果を示す。正常線維芽細胞(NRF)においては、 BH4添加
の有無に関わらずL‑DOPAの合成は認められなかった。
Retrovirus vectorであるpDGLのみを導入した線維芽細胞
(RF/V)でも同様な結果を得た THcDNAを組み込んだ
pLTHSNLを導入した細胞(RF/LT)では、 BH4を添加し
た時のみL‑DOPAの合成を認めた。これらの結果より、
NRFにはTHやBH4合成系が欠損していることが確認され

た。またRF/Vのようにベクタ‑のみを導入しただけでは
その性質に変化がないこともわかった BH4の添加により
RF/THがL‑DOPA合成能を獲得した結果から、
THcDNA導入初代皮膚線維芽細胞はBH4の合成系が欠損し
ていることが確認された。これを別の観点から考えてみると、
発現したTHの活性を外来性に投与したBH4により制御し
得る可能性がある。すなわち、 RF/LTからのL‑DOPA分
泌を人為的に調節でき、本細胞を移植した場合、正常な生理
的要求に見合ったL‑DOPAを脳内‑補充できる可能性があ
る。

細胞や組織を脳内へ移植する場合、形態的変化や腫癌化し
ないことが重要なポイントの一つである9)o 今回の実験にお
いて、光学顕微鏡レベルでは、遺伝子操作を加えた線維芽細
胞において、液体窒素での長期保存・凍結の繰り返しや細胞
継代を重ねても形態的変化は観察されなかった。しかし、腫
癌化は重要な問題である。もっと詳細な検討が必要であり、
今回の実験だけでは断言できない。
従来の遺伝子導入法は、リン酸カルシウム法を中心とした
化学的導入法がほとんどであり、導入効率が悪く、細胞損傷
が高く、初代細胞には不向きである10)。これまでの報告は、
これらの導入法を用いた株化細胞への遺伝子導入であっ
た8・11も これらの欠点を補うために、生物学的導入法として
retrovirus vector systemを用いた。この方法は従来の物理
的ならびに化学的手段と比較し導入効率がよく、染色体に組
み込まれるため挿入遺伝子は長期間安定して発現する12・13)
今回の実験では1時間値のL‑DOPA合成能を測定したのみ
であるが、細胞の凍結の期間・回数や継代数に関係なく、各
サンプルの値は一定であった。線維芽細胞は採取と培養が容
易であること、 retrovirus vectorを用いた導入法による遺伝
子導入線維芽細胞は、継代や凍結に影響されず安定したL
DOPA合成能を持つことより、大量供給源となる可能性を
持っておりParkinson病に対する脳内移植と遺伝子治療の
新しいグラフトとして有望と考えられた。
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