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2

要

旨

【序論】
近年、概日リズムに関与するとして注目を浴びるメラトニン（MT）は、夜間
に合成・分泌される松果体ホルモンである。元々、黒色素胞を凝集させるホル
モンとして発見、命名されたが、昼夜で異なる模様を持つペンシルフィッシュ
という魚種では、MT によって拡散を示す黒色素胞が特定領域に存在することが
報告された（Nishi and Fujii, 1992）。こうした黒色素胞の反応性の違いから、
色素胞には２つの MT 受容体サブタイプが存在する可能性が指摘され、MT で
の凝集に関与するものはα-MT 受容体、拡散に関与するものはβ-MT 受容体と
称されてきた（Masagaki and Fujii, 1999）。一方、最近の遺伝子レベルの研究
から MT 受容体のサブタイプが複数種同定されているが、色素胞におけるα・
β型が、それぞれどの MT 受容体サブタイプに相当するかは明らかになってい
ない。
黒色素胞と同じ光吸収性色素胞である赤・黄色素胞においても、MT の作用で
色素顆粒が凝集するとの報告がなされている。そこで本研究では、MT に拡散反
応を示す赤・黄色素胞が魚類に存在するかどうかを広く検索した結果、拡散す
る例を初めて見出すことができた。続いて、赤・黄色素胞に凝集型（α型）と
拡散型（β型）受容体サブタイプの存在が予測できるアカヒレ（Tanichthys

albonubes）を用い、これらの凝集・拡散に関与する MT 受容体のサブタイプを
明らかにする目的で、生理学的・分子生物学的アプローチを試みた。
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【材料と方法】
◎複数魚種の赤・黄色素胞の MT に対する反応性
小型の淡水熱帯魚（カラシン目 10 種、コイ目 5 種）を用い、MT に対して凝
集を示す一般的な赤・黄色素胞以外に、拡散を示す赤・黄色素胞が存在するか
どうかの検討を行った。各魚種の様々な部位から採取した鱗標本、あるいは鰭
を 2 枚に剥離した剥離鰭標本に MT を作用させ、光学顕微鏡下で色素胞の反応
を観察した。
◎アカヒレを用いたＭＴ受容体サブタイプの検討
〈生理学実験〉
凝集タイプの赤・黄色素胞が存在することが分かった背側の鱗上皮膚に、MT、
MT 受容体阻害剤・作動薬を作用させ、光学顕微鏡下で赤・黄色素胞に対する各
試薬の効果を調べた。また、拡散タイプが存在する尾鰭付け根周辺の鱗上皮膚
に対しても同様の処理を行って、赤・黄色素胞の反応を観察した。

〈分子生物学実験〉
アカヒレ皮膚から RNA 抽出を行った。続いて、同じコイ目魚種の MT 受容体
塩基配列を参考に MT 受容体サブタイプ毎のプライマーを作製して RT-PCR を
行い、増幅産物から各 MT 受容体サブタイプの部分塩基配列をそれぞれ決定し
た。得られた各 MT 受容体サブタイプの塩基配列をもとに realtime-PCR 用プ
ライマーを作製して realtime-PCR を行った。アカヒレの各組織における各 MT
受容体サブタイプ mRNA 発現量を比較し、赤・黄色素胞上に存在する MT 受容
体サブタイプについて考察した。
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【結果・論議】
複数魚種の様々な部位における赤・黄色素胞の MT への反応を調べた結果、
一般的な凝集反応を示すタイプほぼ全ての魚種で見られた。一方、MT で拡散を
示す赤・黄色素胞はペンシルフィッシュの仲間の鰭、アカヒレの仲間の尾の付
け根周辺の鱗及び鰭でのみ確認することができた。
遺伝子クローニングの結果、アカヒレは 4 種（MT1、MT2、Mel1c、MT1.4）
の MT 受容体サブタイプを保持することが明らかとなった。ちなみに、MT1 と
MT2 は下等生物から哺乳類にかけて広く一般的に見られる MT 受容体サブタイ
プである。しかし、Mel1c はアフリカツメガエル等の限られた下等生物でのみ
報告されている受容体であり、更に MT1.4 はキンギョでのみ報告されている。
続いて、４種の MT 受容体サブタイプの中で、どのサブタイプが凝集あるい
は拡散に関与するのかを薬理学的方法で検討した。MT1/MT2 の非選択的阻害剤
（Luzindole）および MT2 の選択的阻害剤（K185）で凝集反応は阻害されたが、
拡散反応が阻害されることはなかった。従って、MT2 は凝集に関与し、MT1
も凝集に関与する可能性はあるものの、いずれのサブタイプも拡散には関与し
ないことが分かった。色素胞においては細胞内 cAMP 減少が色素顆粒凝集を誘
起することが知られているが、色素胞以外の細胞を使った実験でも、細胞膜上
の MT1、MT2 に MT が結合すると細胞内の cAMP が減少するとの報告が多数
あり、今回の結論を支持している。一方、Mel1c の選択的作動薬（GR135531）
と MT の共存溶液中では、MT 単独の溶液中に比べて拡散型赤・黄色素胞の拡
散がより一層促進されたので、Mel1c が拡散に関与する可能性が示された。し
かし Mel1c、MT1.4 については、現時点では詳細な研究は進んでいない。
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最後に、アカヒレ体側部皮膚には凝集に関与する MT 受容体サブタイプが高
発現し、鰭には拡散に関与するサブタイプが高発現しているという予測の下、
realtime- PCR にて、体側部皮膚、鰭、眼、筋肉、腸の 5 つの組織における MT
受容体サブタイプの発現量について検討した。いずれの MT 受容体サブタイプ
もβ-actin に比べて発現量が極めて少なかったが、組織による発現量の違いを確
認することができた。どのサブタイプも、眼、筋肉、腸でよく発現していた。
肝心の皮膚、鰭では発現量は少ないものの、MT1、MT2、Mel1c は皮膚で、MT1.4
は鰭で高く発現しているという結果が得られた。アカヒレの鰭には MT で拡散
する赤・黄色素胞が多く存在することから、MT1.4 が拡散に関与する可能性が
示唆される結果であるが、この部位の赤・黄色素胞のみを対象に realtime- PCR
を行うなど、さらに厳密な解析が求められる。
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序

論

硬骨魚類の体色は実に多様であるが、この多彩な体色とその変化は動物行動
学上、極めて重要な役割を担っている。例えば、体色を変えることで周囲の色
と同化して捕食者の目を欺いたり、逆に餌となる被捕食者に対して自分の存在
をカムフラージュする。仲間同士でコミュニケーションを図るために体色変化
することや、繁殖期に異性にアプローチするために鮮やかな体色に変化する魚
種があることも広く知られている。
魚類の多様な体色は、皮膚に存在する色素胞に起因する。色素胞には、光吸
収性の黒・赤・黄・青色素胞、光反射性の虹色素胞や白色素胞があり、皮膚に
存在する色素胞の種類や数によって、絶妙な色が生み出されている。そして、
多くの光吸収性色素胞や白色素胞は運動性を有しており、交感神経伝達物質や
ホルモンの作用によって色素顆粒が細胞の中心に集まる凝集反応、反対に枝状
突起末端に顆粒が移動する拡散反応が生じる。また、虹色素胞にも独特の運動
性を示すものが知られている(Fujii and Oshima, 1986; Fujii, 2000)。
さて、近年、概日リズムに関与するとして着目を浴びるメラトニン(MT)も、
もともとは、その名が示す通り、カエルの皮膚に存在する黒色素胞の色素顆粒
を凝集させるホルモンとして、1958 年にラーナーら（米国）によって発見され
たものである。魚類の光吸収性色素胞に対する MT の作用は Fujii(1961)によっ
て初めて確認された。すなわち、カエルの色素胞と同様、魚類の黒色素胞も MT
に対して凝集反応を示したのである。さらに赤色素胞や黄色素胞も MT の作用
で色素顆粒が凝集することが、ソードティルやネオンテトラで報告されている
(Hayashi et al., 1993; Fujii, 1993)。
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MT の松果体での合成は夜間に活発に行われるので、血中濃度も夜に高くなっ
て魚類の体色は一般に明化する。魚の体全体の色が抜け落ちたようになり、小
型の魚（ネオンテトラなど）は透明に近い状態になるので、睡眠中でも外敵の
目を逃れる事が出来ると予想される(Hayashi et al., 1993)。一方、体全体の明化
とは異なるカムフラージュ手段を獲得した魚種も存在する。カラシン目レビア
シナ科に属する小型淡水魚であるペンシルフィッシュは、昼間は黒い縦縞模様
を持っているが、夜間にはこの黒いラインの一部が消失し、独特のスポット模
様に変化する。このスポット模様は、個体の存在を認識しづらくする分断色と
して機能するものと考えられる。この昼夜の模様の変化について、以前は、縦
縞の黒いラインの一部の黒色素胞が夜間 MT に反応して凝集した結果としてス
ポット模様が現れると報告されていた(Reed, 1968)。しかし、スポット模様をよ
り詳細に観察すると、スポット領域は昼間の縦縞より背‐腹軸方向に拡大して
おり、拡大部には MT によって黒色素顆粒拡散が起きる黒色素胞が存在してい
ることが判明した(Nishi and Fujii, 1992)。すなわち、MT に対して異なった反
応を示す黒色素胞の存在が明らかになったわけで、異なる MT 受容体サブタイ
プの存在によるものと理解された。そして、MT による凝集に関与する受容体を
α-MT 受容体、拡散に関わるものをβ-MT 受容体と称することが提起された
(Masagaki and Fujii, 1999)。しかし、赤色素胞や黄色素胞においては、こうし
た拡散タイプは一切報告されていない。
一方、最近の MT 受容体についての分子レベルでの研究から、MT 受容体に
はサブタイプが幾つか存在することが明らかとなっている(Ebisawa et al.,
1994)。しかしながら、色素顆粒運動の方向によって区別したα型、β型がどの
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MT 受容体サブタイプに相当するのかは不明である。
そこで本研究は、赤・黄色素胞にも MT によって拡散が生じるタイプが存在
するか否か、α型およびβ型がどの MT 受容体サブタイプにあたるのか検討す
ることを目的に、生理学的・分子生物学的アプローチを行った。
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材料および方法
（１） 生理学的実験
【材料】
千葉県内の熱帯魚店で購入した以下の淡水小型熱帯魚（カラシン目 10 種、コ
イ目 5 種）を用いた。購入後、新しい環境に適応させるために１週間程度、研
究室内の水槽で飼育した。いずれの種も体長 3～5cm の成魚を用い、雌雄の区
別なく使用した。

カラシン目の魚種：
・スリーラインペンシルフィッシュ(Nannostomus trifasciatus)
・ワンラインペンシルフィッシュ(Nannostomus unifasciatus)
・ベックフォルディペンシルフィッシュ(Nannostomus beckfordi)
・レッド・ベックフォルディペンシルフィッシュ(Nannostomus beckfordi, var.)
・ドワーフペンシルフィッシュ(Nannostomus marginatus)
・レッドファントムテトラ(Hyphessobrycon sweglesi)
・グラスブラッドフィン(Prionobrama filigera)
・グローライトテトラ(Hemigrammus erythrozonus)
・ブラックネオンテトラ(Hyphessobrycon herbertaxelrodi)
・インパイクティスケリー(Inpaichthys kerri)

コイ目の魚種：
・ゼブラフィッシュ(Danio rerio)
・ゴールデンバルブ(Puntius semifasciolatus, var.)
・アカヒレ(Tanichthys albonubes)
・ゴールデンアカヒレ(Tanichthys albonubesb, var.)
・ベトナムアカヒレ(Tanichthys micagemmae)
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[使用した試薬]
用いた硬骨魚類用生理的塩類溶液 （リンガー液）の組成は以下の通りである。
NaCl 125.3mM, KCl 2.7mM, CaCl2 1.8mM, MgCl2・6H2O 1.8mM, D-glucose
5.6mM, Tris-HCl buffer 5.0mM (pH 7.2).

他に以下の試薬を用いた。
・メラトニン(melatonin; MT, Sigma)
・ヒツジプロラクチン(Prolactin; oPRL, Sigma)
・ノルエピネフリン(Norepinephrine hydrochloride; NE, 三共株式会社)
・α-メラノサイト刺激ホルモン(α-Melanocyte Stimulating Hormone; α
-MSH, Sigma)
・Luzindole (N-[2-[2-( Phenylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethyl]acetamide, Sigma)
・K185 (N-Butanoyl2-(5,6,7-trihydro-11-methoxybenzo[c]cyclohept-[2,1-a]indol-13-yl) ethanamine, Sigma)
・GR 135531 (5-Methoxycarbonylamino-N-acetyltryptamine, Sigma)

以上の試薬は DW もしくは DMSO (Dimethyl sulfoxide)で希釈してストック
液を作製した。－30℃以下で保存しておいたストック溶液を、使用直前に生理
的塩類溶液で希釈して使用した。

【実験方法】
A. 個体の体色観察
MT の濃度が 1 μM になるように調整した飼育水中で魚を泳がせた。水槽はダ
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ンボールの箱で覆い、光が入らないようにした。20 分後、40 分後、1 時間後、
2 時間後と体色の経時変化を観察し、デジタルカメラで撮影した。また、魚種に
よっては 5 時間後まで追跡調査を行った。

B. MT に対する色素胞反応の観察
魚を水槽から取り出し、鱗の下に鋭利なピンセットの先を挿入し、静かに先
端を押し上げて、鱗を傷つけないように抜き取った。全ての魚種において、背
側、尾の付け根周辺など複数の領域から鱗を採取した。
摘出した鱗は生理的塩類溶液（以下、リンガー液と記載）を満たしたシャー
レに入れ、その中でホルダー（カバーガラス上に、太さ 0.5mm 長さ 10mm 程
度のガラス棒の両端をエポキシ樹脂で接着させたもの）に取り付けた(Oshima
and Kasai, 2002)。鱗がリンガー液と接するようにホルダーを灌流容器（スライ
ドガラス上に、別のスライドガラスで予め作製しておいたガラス片をエポキシ
樹脂で接着して、中央部分に 50mm×10mm 程度の凹み(プール)を持つように
した容器；Oshima and Kasai, 2002）にセットし、ホルダー表面の水滴を軽く
拭き取ってから顕微鏡のステージに載せた。直ちにストロークポンプを用いて
リンガー液を灌流し、色素胞を安定させた。MT（1 μM）を作用させる際には
ポンプを停止させ、パスツールピペットを用いて灌流用チャンバーの窪みに MT
溶液を連続的に流し入れた。赤・黄色素胞の反応は顕微鏡写真撮影にて記録し
た。
また、魚種によっては鰭を２枚に剥離した剥離鰭標本を作製し、ホルダーに
固定して、同様に観察を行った。
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C. 凝集に関与する MT 受容体サブタイプの薬理学的検討
B の実験において、MT に対し凝集を示す赤・黄色素胞が存在することが確認
できたアカヒレの背側の鱗を抜き取り、B と同様に鱗標本を作製した。リンガ
ー液中では赤・黄色素胞は凝集していることが多いため、PRL（100 nM）を 10
分間作用させ十分に拡散させてから MT 溶液（1 μM）を 15 分作用させた。そ
の後、リンガー液を流して最初の状態まで戻した後、再び PRL（100 nM）10
分間処理で赤・黄色素胞を十分拡散させてから、MT 受容体のサブタイプ MT1
ならびに MT2 の非選択的阻害剤である Luzindole(10 μM)で 5 分間前処理した。
続いて、Luzindole（10 μM）と MT（1 μM）の共存溶液を 15 分添加した。
MT2 の選択的阻害剤である K185（10 μM）についても Luzindole と同様に
実験した。
Mel1c の選択的作動薬である GR 135531 については、予め PRL（100 nM）
を作用させて拡散させた赤・黄色素胞に対し、GR 135531（1 μM）を 5 分間作
用させて GR 135531 単独の効果を確認後、GR 135531（1 μM）と MT（100 nM）
の共存溶液を添加して色素胞の反応を確認した。
なお、これら一連の実験に際しては、鱗標本上の赤・黄色素胞が MT に対し
て凝集を示すタイプであることを再確認してから以降の実験操作を進めた。

D. 拡散に関与する MT 受容体サブタイプの検討
実験 B において MT に対し拡散を示す赤・黄色素胞が存在することが確認で
きたアカヒレの尾鰭付け根周辺の鱗を抜き取り鱗標本とした。リンガー液中で
は、赤・黄色素胞は半凝集していることが多いため、NE（5 μM）を 3 分間作
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用させて一度凝集させた。その後、MT 溶液（1 μM）を 15 分作用させた。その
後、リンガー液を流して最初の状態まで戻した後、再び NE（5 μM）3 分間処
理で赤・黄色素胞を十分凝集させてから、MT 受容体のサブタイプ MT1 ならび
に MT2 の非選択的阻害剤である Luzindole（10 μM）で 5 分間前処理した。続
いて、Luzindole（10 μM）と MT（1 μM）の共存溶液を 15 分添加した。
MT2 の選択的阻害剤である K185 についても Luzindole と同様に阻害効果を
検討した。
Mel1c の選択的作動薬である GR 135531 については、NE（5 μM）を作用させ
た赤・黄色素胞に対して、GR 135531（1 μM）と MT（100 nM）を用いて C
と同様の手順で実験した。
なお、これら一連の実験に際しては、鱗標本上の赤・黄色素胞が MT に対し
て拡散を示すタイプであることを再確認してから以降の実験操作を進めた。

（２） 分子生物学的実験
【材料】アカヒレ（Tanichthys albonubes）
【使用した試薬】
・DNA 染色試薬ローディングバッファー EZ-Vision™ (Amresco Inc.)
・Agarose S (和光純薬)
・25bp DNA Step Ladder 25-500 bp (和光純薬)
・TBE buffer
・BlueJuice™ Gel Loading Buffer (インビトロジェン)
・エチジウムブロマイド溶液 (Bio-Rad)
・SYBR® Premix Ex Taq™ II (TaKaRa)
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・iQ SYBR Green Supermix (Bio-Rad)
【使用キット】
・RNeasy Protect Mini Kit (QIAGEN)
・QIAGEN LongRange 2Step RT-PCR Kit (QIAGEN)
・NucleoSpin ® Extract II (TaKaRa)
・RNeasy Plus Universal Mini Kit (QIAGEN)
・QuantiTect Rev. Transcription Kit (QIAGEN)

【実験方法】
A. totalRNA の抽出と cDNA 化
アカヒレ 6 個体から、RNaseFree 処理を施したハサミとピンセットを使って、
30mg 分の皮膚を切り出した。皮膚は直ちに氷上で RNA later stabilization に
浸し安定化を行った。RNeasy Protect Mini Kit (QIAGEN)の手順に従い、total
RNA を 抽 出 し た 。 cDNA 化 は QIAGEN LongRange 2Step RT-PCR Kit
(QIAGEN)の手順に順じ、以下の組成で作成した Master mix 液を、42.0℃で
90 分、85.0℃で 5 分間インキュベートした。
〈Master mix 液〉
組成
LongRange

使用量

RTbuffer,5×

dNTP mix

4 μl
2 μl

Oligo-dT
LongRangeRNase inhibitor(4 U/μl)
LongRange Reverse Transcriptase
RNase-free water
total RNA(250 ng/μl)

1 μl
0.2 μl
1 μl
10.7 μl
1.1 μl

Total

20 μl
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B. RT-PCR 用プライマーの作成
既に NCBI(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/guide/)に登録されている魚類（キン
ギョ、ゼブラフィッシュ、シーバス、カレイ）の各 MT 受容体サブタイプの塩
基配列を基に、魚種間の中で相同性が高い領域を増幅出来るよう MT1、MT2、
Mel1c、MT1.4 のプライマーを以下のように設計した。なお、プライマーの作
製はオペロンバイオテクノロジー株式会社（東京）に依頼した。

（RT-PCR 用プライマーデザイン）
Sequence (5’ to 3’)
MT1 Forward Primer
AACCTGGGCTACATGCACTGC
MT1 Reverse Primer
ATGATGGGAAGGATAAAGTGGAAG
MT2 Forward Primer
TGGTGGTTTGCTATCCCTACC
MT2 Reverse Primer
CACCAGCACCCAAATCCTC
Mel1c Forward Primer
ATGCAGGTAACATCTTTGTGGTGAG
Mel1c Reverse Primer
ACCACAAACATTGTCAGGAAATTCC
MT1.4 Forward Primer TTCAACATCACAGCTATCGCCATC
MT1.4 Reverse Primer
CTGTTGAAATACGCCATGAAGTAGC
C. RT－PCR
以下に示す組成で PCR 反応液を作成し、iCycler Thermal Cycler (Bio-Rad)
にて PCR をおこなった。PCR の条件は、MT1 と MT2 は、熱変性 94.0℃ 2 分
→[熱変性 94.0℃ 30 秒→アニーリング 51.0℃ 30 秒→伸長反応 72.0℃ １分]×
40 サイクル→伸長反応 72.0℃ 7 分に設定し、Mel1c と MT1.4 は、熱変性 94.0℃
2 分→[熱変性 94.0℃ 30 秒→アニーリング 54.0℃ 30 秒→伸長反応 72.0℃ １
分]×40 サイクル→伸長反応 72.0℃ 7 分に設定した。
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〈PCR 反応液〉
組成

使用量

最終濃度

SYBR® Premix Ex Taq™ II (2×)

12.5 μl

1×

PCR Forward Primer(10 μM)
PCR Reverse Primer(10 μM)
Template cDNA(<100 ng)
dH2O

1 μl
1 μl
2 μl
8.5 μl

0.4 μM
0.4 μM
―
―

Total

25 μl

D. 増幅産物の抽出及び塩基配列の決定
PCR 反応液(25 μl)と DNA 染色試薬ローディングバッファーEZ-Vision(5 μl)
を混合させたものを 2％アガロースゲルのウェルにアプライし、Mupid-2plus(ア
ドバンスバイオ)にて電気泳動を行い、UV TRANSILLUMINATOR FT1-20L(フ
ナコシ)を用いた UV 照射の下で目的のバンドを切り出した。続いて Nucleo
Spin ® Extract II(TaKaRa)の手順に従って、ゲルから増幅産物の抽出を行った。
その後、NanoDropND-1000 (Thermo Fisher Scientific) にて収集 DNA 濃度を
測定した。
抽出した各 MT 受容体サブタイプ DNA のシークエンス解析をオペロンバイオ
テクノロジー株式会社に依頼し、各 MT 受容体サブタイプの部分塩基配列を決
定した。
また、Genetyx-Mac Ver.12(日本ジェネティックス)を利用して、部分アミノ
酸配列を決定すると共に、受容体サブタイプの系統樹を作製した。

E. realtime-PCR 用 totalRNA の抽出と cDNA 化
アカヒレ 10 個体から、RNaseFree 処理を施したハサミとピンセットを使っ
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て、眼、皮膚、鰭、筋肉、腸をそれぞれ 60mg ずつ切り出した。続いて、RNeasy
Plus Universal Mini Kit(QIAGEN)の手順に従い各組織毎の total RNA を抽出
した。
QIAGEN LongRange 2Step RT-PCR Kit (QIAGEN)の手順に順じて cDNA
化を行った。次の組成で作成した Master mix 液を、42.0℃ 90 分、85.0℃ 5
分間インキュベートした。
〈Master mix 液〉
組成
LongRange

使用量

RTbuffer,5×

dNTP mix
Oligo-dT

4 μl
2 μl
1 μl

LongRange RNase inhibitor(4 U/μl)
LongRange Reverse Transcriptase
RNase-free water
total RNA(250 ng/μl)

0.2 μl
1 μl
10.7 μl
1.1 μl

Total

20 μl

F. realtime-PCR 用プライマーの作成
RT-PCR によって解析した各 MT 受容体サブタイプの部分塩基配列を基に、
realtime-PCR 用プライマーを以下のように設計した。この際、realtime-PCR
の条件に合うように、短い DNA 産物(60～100 bp)が増幅し、なおかつ 4 受容体
サブタイプの塩基配列の中で比較的相同性の低い領域をコードするようにした。
また、内部標準遺伝子として用いたβ-actin は、ゼブラフィッシュ、カレイの塩
基配列を基に設計した。プライマーの作製は RT-PCR 用プライマーの時と同じ
くオペロンバイオテクノロジー株式会社に依頼した。
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(realtime-PCR 用プライマーデザイン)
Sequence ( 5’ to 3’ )
MT1 Forward Primer
TGAAGTATGACAAGCTCTACAGTG
MT1 Reverse Primer
AGCGAGCACCGTCAAAGC
MT2 Forward Primer
TTTCATCTGTCAGGCAAACAC
MT2 Reverse Primer
GCAAGGGCTGTGAGTACC
Mel1c Forward Primer
GGCTGTATTCTCGCCGAAA
Mel1c Reverse Primer
GGCCAGAGCGGTTAGCAT
MT1.4 Forward Primer TAAGTACGACAAGCTCTTCTCCAA
MT1.4 Reverse Primer
CAGGACAGTCAGCGACCA
β-actin Forward Primer GGACCTGTATGCCAACACTG
TCTGCATCCTGTCAGCAATG
β-actin Reverse Primer
G. realtime-PCR 用プライマーを用いた PCR
realtime-PCR を行う前に、
realtime-PCR 用プライマーを用い PCR を行った。
作成したプライマーでシングルバンドが現れるか確認するためである。PCR 反
応液の組成は RT－PCR の際と同じものを用い、サーマルサイクラーの条件は、
熱変性 95.0℃ 2 分→[熱変性 95.0℃ 30 秒→アニーリング 57.0℃ 25 秒→伸長
反応 72.0℃ 25 秒]×40 サイクル→伸長反応 72.0℃ 7 分に設定した。
PCR 後、PCR 反応液(20 μl)と BlueJuice™ Gel Loading Buffer(4 μl)をよく混
合させたものを 4％アガロースゲルのウェルにアプライし、電気泳動を行った。
EtBr 染色を行ったゲルを撮影し、バンドがシングルであるか確認した。

H. realtime-PCR
１）検量線用反応液の調整
RT-PCR で得られた各 MT 受容体(MT1,MT2,Mel1c,MT1.4)増幅産物の DNA
濃度を、NanoDrop ND-1000 (Thermo Fisher Scientific)にて測定した。その後、
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コピー数算出式（6.02×1023×DNA 濃度(ng/μl )×10-9/塩基数(bp)×600）に数値を
当てはめ、DNA 抽出液に含まれるコピー数をそれぞれ計算した。各 DNA 抽出
液を dH2O で希釈し、105,104,103,102,10 copies/μl の検量線用 DNA 希釈液
（Template cDNA）をそれぞれ作製した。
また、β-actin は RT-PCR で得られた cDNA と realtime-PCR 用プライマー
を用いて、熱変性 95.0℃ 2 分→[熱変性 95.0℃ 30 秒→アニーリング 57.0℃ 25
秒→伸長反応 72.0℃ 25 秒]×40 サイクル→伸長反応 72.0℃ 7 分の条件で PCR
を行い、得られた増幅産物のコピー数を各 MT 受容体サブタイプと同様に求め
た。更に DNA 抽出液を dH2O で希釈し、107, 106, 105, 104, 103 copies/μl の検
量線用 DNA 希釈液をそれぞれ作製した。
以上の Template cDNA を用い、以下の組成の検量線用反応液を作製した。

〈検量線用反応液〉
組成

使用量

iQ SYBR Green Supermix

10 μl

realtime-PCR Forward Primer(10 μM)
realtime-PCR Reverse Primer(10 μM)
Template cDNA
dH2O

2 μl
2 μl
1 μl
5 μl

Total

20 μl

２）サンプル組織の調整
抽出した各組織の cDNA を 100 ng/μl になるように dH2O で希釈した。その
後、以下の組成でサンプル用の反応液を作製した。
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〈サンプル用反応液〉
組成

使用量

iQ SYBR Green Supermix
realtime-PCR Forward Primer(10 μM)
realtime-PCR Reverse Primer(10 μM)
Template cDNA(100 ng/μl)
dH2O

10 μl
2 μl
2 μl
2 μl
4 μl

Total

20 μl

３）realtime-PCR と解析
熱変性 95.0℃ 2 分→[熱変性 96.0℃ 10 秒→アニーリング 57.0℃ 10 秒]×45
サ イ ク ル に 設 定 し て 、 Chromo4TM リ ア ル タ イ ム PCR 解 析 シ ス テ ム
CFB-3240J1(Bio-Rad) にて realtime-PCR を行った。その後、解析ソフトウェ
ア MJ Opticon Monitor(Bio-Rad)を用いて MT 受容体サブタイプ mRNA の発現
量を解析した。
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結

果

条鰭綱カラシン目 10 種、条鰭綱コイ目 5 種合わせて 15 種の小型淡水魚につ
いて、MT 溶液中で泳がせた場合に個体の体色がどのように変化するかを調べた。
ペンシルフィッシュの仲間は、従来知られている黒いラインの分断の他、鰭の
赤みが増すことが新たに判明した（図 1）。しかし赤みの増す度合いは、非常に
個体差が大きかった（図 1）。その他の魚種では 40 分後くらいから体全体が明化
し始め、ほぼ 1 時間で体色明化がはっきり確認できるようになった。また、よ
く観察すると、アカヒレの仲間では体全体の体色明化に加えて、尾鰭付け根周
辺の赤みが僅かに濃くなっていることに気づいた（図 2）。これらの観察結果は、
MT に対して拡散反応を示す赤色素胞や黄色素胞があるのではないかというこ
とを示唆するものであった。
そこで 15 種の魚の様々な部位に存在する赤・黄色素胞の MT への反応性を、
細胞レベルで検討した。MT に対して凝集を示す赤・黄色素胞は、カラシン目の
グラスブラッドフィンを除く全ての魚種の皮膚に存在することが確認できた。
一方、MT で拡散を示す赤・黄色素胞は、カラシン目に属するペンシルフィッシ
ュの仲間の鰭、コイ目に属するアカヒレの仲間の鰭及び尾鰭の付け根周辺の鱗
上皮膚に存在することが明らかとなった（表１）。
なお、アカヒレ背側の鱗上皮膚に存在する MT に対して凝集を示す赤・黄色
素胞を PRL や MSH で処理し、拡散させた状態を観察したところ枝状突起はあ
まり目立たず、ゼブラフィッシュ黄色素胞のような円形の形状をしていること
が確認できた（図 6,図 7,図 10）。一方、アカヒレの尾鰭付け根周辺の鱗上皮膚
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に存在することが判明した MT に対して拡散を示す赤・黄色素胞を拡散させる
と、枝状突起の数が多いことが確認できた（図 8,図 9,図 11）。また、凝集タイ
プの赤・黄色素胞よりも比較的大型のものが多く存在していることがわかった。
次に、MT に対して凝集するタイプと拡散するタイプの赤・黄色素胞が皮膚に
共存するアカヒレを用いて、MT 受容体のシーケンスを行った結果、MT1、MT2、
Mel1c 及び MT1.4 の計 4 種類の MT 受容体サブタイプがあることが判明した。
さらに、MT1(573 bp)、MT2(420 bp)、Mel1c (540 bp)及び MT1.4(425 bp)の部
分塩基配列が明らかとなった（図 3,図 4）。
ホモロジー検索をしたところ、いずれの MT 受容体サブタイプも既にデータ
ベースに登録されている他の硬骨魚類のものと相同性が高く、特に、アカヒレ
と同じコイ目の魚種との相同性が高い傾向にあることが分かった。受容体サブ
タイプごとにみると、MT1 はゼブラフィッシュと、MT2、Mel1c 及び MT1.4
はキンギョのサブタイプと最も高い相同性を示した。
得られた 4 種の MT 受容体サブタイプの部分塩基配列、部分アミノ酸配列の
それぞれについて進化系統樹を作成した結果、4 種とも相同性が非常に高いこと
が判明した。また、MT1、MT1.4 のグループと MT2 と Mel1c のグループは古
くに分岐しており、MT1 と MT1.4、また MT2 と Mel1c が互いに近い関係にあ
ることが確認できた（図 5）。
続いて、アカヒレには 4 種の MT 受容体サブタイプがあることを踏まえて、
どの受容体サブタイプが色素胞の凝集に関与する受容体（α-MT 受容体）であ
るか、逆に拡散を仲介するβ-MT 受容体はどのサブタイプに相当するのかを薬
理学的方法で検討することにした。
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MT に対して凝集反応を示す赤・黄色素胞が存在するアカヒレ背側鱗標本を用
いた場合、サブタイプ MT1 および MT2 の非選択的阻害剤、Luzindole 処理に
より、赤・黄色素胞の凝集反応は阻害された（図 6）。また、MT2 の選択的阻害
剤である K185 処理によっても、Luzindole の時と同様に凝集反応は阻害された
（図 7）。一方、MT の作用で拡散する赤・黄色素胞（尾鰭付け根周辺の鱗上皮
膚に分布）においては、Luzindole、K185 いずれの阻害剤によっても拡散反応
は影響を受けなかった。むしろ、MT を単独で作用させた時よりも、これらの阻
害剤と MT の共存溶液中では、拡散がより一層促進された（図 8, 図 9）。従っ
て、MT2 は MT による凝集に関与するが拡散には関与しないこと、MT1 は凝
集に関与する可能性は否定できないが、拡散には関与しないことが明らかとな
った。
次に Mel1c の選択的作動薬である GR 135531 の効果を調べた。凝集型の赤・
黄色素胞に対しては特に影響を及ぼさなかったので、Mel1c は凝集には関与し
ないと思われる（図 10）。しかし、拡散型の赤・黄色素胞においては、GR135531
と MT の共存液中では MT の単独溶液中よりも、やや拡散が促進された（図 11）。
このことから、Mel1c が拡散に関与する可能性が示唆された。
MT による赤・黄色素顆粒の凝集と拡散を仲介する MT 受容体サブタイプを
調べるもう 1 つの方法として、realtime-PCR を試みた。すなわち、アカヒレ体
側部皮膚には凝集に関与する MT 受容体サブタイプ（α-MT 受容体）が高発現
し、鰭には拡散に関与するサブタイプ（β-MT 受容体）が高発現しているとい
う予測の下、皮膚と鰭での発現の違いを調べることを目論んだ。なお、眼、筋
肉および腸はコントロールとして用いることにした。
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また、realtime-PCR を行うに先立ち、realtime-PCR 用に作成したプライマ
ーが有効であるか確認する為に、realtime-PCR 用プライマーを使用して PCR
をおこない、電気泳動で目的の位置にのみバンドが出現することを確認した（図
12）。
5 つの組織（眼、皮膚、鰭、筋肉および腸）における各 MT 受容体サブタイプ
mRNA の発現量を比較したところ、内部標準遺伝子として用いたβ-actin に比
べ、いずれの MT 受容体サブタイプの発現量も非常に低かった。しかし、各組
織におけるサブタイプの mRNA 発現量については一定の傾向を見出すことがで
きた。どのサブタイプにおいても眼での発現量は多く、MT1.4 以外のサブタイ
プでの発現は 5 種の組織の中では最も高かった（図 13）。肝心の皮膚と鰭での
mRNA の発現量はどの MT 受容体サブタイプについても非常に低い傾向にあっ
た。しかしながら、皮膚と鰭を比較した時、MT1、MT2 及び Mel1c は皮膚にお
いての発現が高いのに対し、 MT1.4 だけは鰭で僅かに高く発現しているという
結果が得られた（図 13）。この結果から、MT1.4 も拡散に関与している可能性
が示唆されるが、次の「論議」において考察を加えたい。
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論

議

MT に対して拡散を示す黒色素胞の存在は既にペンシルフィッシュで報告
(Nishi and Fujii, 1992; Masagaki and Fujii, 1999) があったが、拡散反応をす
る赤・黄色素胞の存在を今回初めて報告することができた。黒色素胞と同様、
拡散型の赤・黄色素胞も特定魚種の特定領域にのみ見られることが特徴である。
本実験で調べた 15 の魚種の内、カラシン目に属するペンシルフィッシュの仲間、
コイ目に属するアカヒレの仲間に、こうした拡散タイプの赤・黄色素胞が存在
したが、ペンシルフィッシュは南米アマゾン川流域、アカヒレは中国と、主な
生息域は地理的に非常に遠く離れている。そのため、拡散型は限られた地域に
生息する魚種でのみ発現しているわけではなく、硬骨魚類全般に広く存在して
いる可能性があり、今後はスズキ目、ナマズ目など幅広い魚種で検討を行って
いく必要があるだろう。
序論で述べたように多くの魚類では、夜間に分泌が促進される MT によって
色素胞が凝集し、それに付随して個体全体の体色明化が生じる。また、ペンシ
ルフィッシュのように昼夜で模様が変化する魚種もおり、いずれも夜行性の捕
食者の目から逃れるための生き残り戦略だと考えられる。しかしながら、MT に
対する赤・黄色素胞の拡散反応によって生じる色変化は部分的であり、行動学
的にいかなる意味をもつのだろうか？

ペンシルフィッシュの鰭が夜間に赤み

を増すといっても個体差が非常に大きいし、アカヒレにいたっては、夜間に鰭
の赤みが増していることは注意深く観察してようやく気付く程度だ。したがっ
て、現時点では明確な意義は不明であると言わざるを得ない。だが、暗い場所
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では短波長の青色が良く見えるのに対して、長波長の赤は黒ずんで見えるプル
キニェ現象がヒトで知られるように、魚類の視覚においても夜間に赤色が黒ず
んで周囲の暗がりと同化して見えるならば、夜間の赤みの増強は分断色と同様
の効果があるのかもしれない。あるいは、生息域には緑色の水草だけでなく赤
色の水草も生育していることから、体の一部が赤くなることは周囲の環境に溶
け込むのに有効であるとも推測できる。
受容体の遺伝子クローニングの結果、アカヒレは MT1、MT2、Mel1c、MT1.4
の 4 種の MT 受容体サブタイプを保持することが初めて明らかとなった。MT1
と MT2 は下等生物から高等生物である哺乳類にかけて広く一般的に見られる
MT 受容体サブタイプである（Park et al., 2007a; Sallinen et al., 2005）。しか
し、Mel1c はゼブラフィッシュ、アフリカツメガエル等の限られた下等生物で
のみ報告されている受容体サブタイプ（Ebisawa et al., 1994; Park et al.,
2007b; Confente et al., 2010）であり、更に MT1.4 はアカヒレと同じコイ目に
属するキンギョでのみ報告されている（Ikegami et al., 2009）。これらのサブタ
イプの中に、α型もしくはβ型の MT 受容体（Nishi and Fujii, 1992; Masagaki
and Fujii, 1999）に相当するものがあると予測される。
今回の薬理学的な手法での実験結果から、MT2 は凝集に関与し、MT1・MT2
いずれのサブタイプも拡散には関与しないことが示唆された。拡散型赤・黄色
素胞の MT1/MT2 を Luzindole でブロックしてから MT を作用させた時の拡散
（図 8）は、K185 で MT2 のみをブロックした時に MT で誘起される拡散（図
9）に比べて著しく増強されるので、MT1 も凝集に関与する可能性を否定はで
きない。しかし、図 7 で示されるように、MT2 をブロックすることにより凝集
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は、ほぼ抑えられるので、凝集を仲介する主要な受容体は MT2 と考えてよいよ
うに思う。
また、すでに色素胞内 cAMP 減少が色素顆粒凝集を誘起することが知られて
いるが（Fujii and Oshima, 1986; Fujii, 2000）、他の細胞を使った実験におい
ても、細胞膜上の MT1、MT2 に MT が結合すると細胞内 cAMP が減少すると
の報告が多数あり、今回の結論を支持している（Reppert et al., 1994; Reppert,
1997; Petit et al., 1999)。
一方、Mel1c、MT1.4 については、色素胞の分野に限らず他分野においても
詳細な研究は進んでいないので、MT 結合により色素胞内 cAMP 濃度がどのよ
うに変化するかは今のところ不明である。また、Mel1c、MT1.4 の阻害剤は開
発されておらず、唯一 Mel1c の作動薬 GR 135531 が入手できたので使用してみ
た。当初 10 μM で使ってみたが、この濃度では、どのタイプの色素胞において
も GR 135531 溶液単独処理で明確な色素顆粒凝集が誘起され、これを濃度が高
いための薬理効果と考えた。なぜならば、図 6・7 に示されるように、MT1 と
MT2、あるいは MT2 がブロックされた時、MT を作用させても凝集は起こらな
かったので、GR 135531 が Mel1c（realtime-PCR の結果では MT2 に匹敵する
存在量）に受容されて凝集が生じるとは考えられないからである。そこで、濃
度 1 μM で使用したところ凝集は起こらず、拡散型赤・黄色素胞においてさえ薬
物単独での影響は見られなかった。しかし、GR 135531 と MT を共存させると、
拡散型赤・黄色素胞においてのみ、やや MT 単独溶液中より拡散が促進される
傾向がみられたので、Mel1c は拡散に関与している可能性があると考えられる。
最後に、realtime-PCR によって眼、体側部皮膚、鰭、筋肉および腸の MT 受
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容体サブタイプ mRNA の発現量を調べたところ、眼ではどの受容体サブタイプ
も高発現していた。近年、MT 及び MT 受容体は視覚においても重要な役割を
果たしていることが明らかとなっており、他の魚種でもやはり眼で MT 受容体
mRNA が 高 発 現 量 し て い る と の 報 告 が 多 数 あ る （ Sauzeta et al., 2008;
Confente et al., 2010）。
体色変化に関与する色素胞が分布する体側部皮膚と鰭においては、MT1、MT2
および Mel1c の mRNA が皮膚で高く発現しているのに対し、 MT1.4 だけは鰭
で僅かに高く発現しているという結果が得られたので、鰭には MT で拡散する
赤・黄色素胞が存在することを考慮すると、MT1.4 も拡散に関与している可能
性が考えられる。
体側部皮膚と鰭に最も多く分布するサブタイプは MT2 で、次いで Mel1c であ
った。従って、体側部皮膚に分布する赤・黄色素胞には MT2 以外に Mel1c も存
在しているものの、MT2 量が勝っているために MT で凝集が誘起される色素胞
が多いものと推察される。逆に鰭では Mel1c の発現量が MT2 より僅かに高く、
MT で拡散する赤・黄色素胞は鰭に多いという細胞レベルの結果と矛盾しない。
薬理学的実験では、MT1/MT2 の阻害剤 Luzindole と MT2 の選択的阻害剤 K185
で処理されると、鰭に存在する赤・黄色素胞では MT による拡散が増強される
ことから、これらの色素胞にも凝集を仲介する受容体が共存していると推察さ
れたが、realtime-PCR の結果からも MT2 の共存が示唆された。MT2 および
Mel1c に比べて、MT1 と Mel1.4 の皮膚と鰭での mRNA 発現量は低い。しかし、
両者を比較すると、MT1 は体側部皮膚で、Mel1.4 は鰭で発現が高いことからも、
前者は凝集に、後者は拡散に関与する可能性が考えられる。
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以上、生理学的・分子生物学的実験の両者から得られた結果をまとめると、
α-MT 受容体は少なくとも MT2 であると言え、MT1 も該当している可能性が
残された。そして、β-MT 受容体は Mel1c である可能性が高いことが示唆され
た。しかしながら、realtime-PCR の結果から MT1.4 も該当する可能性も捨て
きれない。
なお、今回おこなった realtime-PCR は、組織に含まれる様々な種類の細胞膜
上の MT 受容体サブタイプの総 mRNA 発現量を対象にしており、色素胞上の
MT 受容体サブタイプだけの結果ではない。従って、今後は赤・黄色素胞のみを
対象にした realtime-PCR を行うなど、より厳密な解析が求められる。さらに、
各 MT 受容体サブタイプに特異的な阻害剤や作動薬が開発されることにも期待
したい。
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図および表
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(a)

(b)

図 1-A

ナノストムス・ベックフォルディの MT 含有飼育水中での体色変化

（a）飼育水中,（b）MT（1 μM）添加 1 時間後
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（a）

（b）

図 1-B スリーラインペンシルフィッシュの MT 含有飼育水中での体色変化
（a）飼育水中,（b）MT 添加（1 μM）5 時間後
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（a）

（b）

図 2 アカヒレの MT 含有飼育水中での体色変化
（a）飼育水中,（b）MT 添加（1 μM）1 時間後
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凝集型

拡散型

スリーラインペンシルフィッシュ(Nannostomus trifasciatus)

＋＋

＋

ワンラインペンシルフィッシュ(Nannostomus unifasciatus)

＋＋

＋

ナノストムス・ベックフォルディ(Nannostomus beckfordi)

＋＋

＋

レッド・ベックフォルディ(Nannostomus beckfordi, var.)

＋＋

＋

ドワーフペンシルフィッシュ(Nannostomus marginatus)

＋＋

未検定

レッドファントム テトラ(Hyphessobrycon sweglesi)

＋＋

－

－

－

グローライトテトラ (Hemigrammus erythrozonus)

＋＋

－

ブラックネオンテトラ(Hyphessobrycon herbertaxelrodi)

＋＋

－

インパイクティスケリー(Inpaichthys kerri)

＋＋

－

＋＋

－

＋

－

アカヒレ(Tanichthys albonubes)

＋＋

＋＋

ゴールデンアカヒレ(Tanichthys albonubesb, var.)

＋＋

＋＋

ベトナムアカヒレ(Tanichthys micagemmae)

＋＋

＋

魚種
【カラシン目】

グラスブラッドフィン(Prionobrama filigera)

【コイ目】
ゼブラフィッシュ(Danio rerio)
ゴールデンバルブ(Puntius semifasciolatus, var.)

表 1 複数魚種 赤・黄色素胞の MT に対する反応

MT(1 μM)を 15 分間作用させ、凝集または拡散の程度を 3 段階で評価した。
MT により凝集を示した色素胞は、同一の色素胞に NE(5 μM)を 3 分間作用さ
せ完全に凝集させた状態と比較し、凝集の程度を評価した。
一方、拡散を示したものは、同一の色素胞に MSH(1 μM)を 15 分間作用させ
完全に拡散させた状態と比較し、拡散の程度を評価した。
＋＋：完全凝集 or 完全拡散, ＋：凝集 or 拡散, －：反応性なし
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図 3 アカヒレ MT 受容体サブタイプの部分塩基配列

図 4 アカヒレ MT 受容体サブタイプ部分のアミノ酸配列
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図 5 アカヒレ MT 受容体サブタイプの分子系統樹
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（a）

（b）

（c）

（d）

（Bar：100 μm）

図 6 凝集型赤・黄色素胞に対する Luzindole( MT1/MT2 非選択的阻害剤)の阻害効果
(a)PRL（100 nM）投与 10 分後（色素顆粒は拡散）、(b)MT（1 μM）を作用さ
せて 15 分後 （色素顆粒は凝集した；矢印）、(c)充分リンガー液を灌流し、再び
PRL を作用させて 10 分後、(d) Luzindole（10 μM）で前処理後、MT と Luzindole
の共存液を作用させて 15 分後（色素顆粒凝集は見られない）

42

（a）

（b）

（c）

（d）

（Bar：50 μm）

図 7 凝集型赤・黄色素胞に対する K185( MT2 選択的阻害剤)の阻害効果
(a)PRL（100 nM）投与 10 分後（色素顆粒は拡散）、(b)MT（1 μM）を作用さ
せて 15 分後（色素顆粒は凝集；矢印）、(c)充分リンガー液を灌流し、再び PRL
を作用させて 10 分後、(d) K185（10 μM）で前処理後、MT と K185 の共存液
を作用させ 15 分後（色素顆粒凝集は生じない）
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（a）

（b）

（c）

（d）

（Bar：50 μm）

図 8 拡散型赤・黄色素胞に対する Luzindole( MT1/MT2 非選択的阻害剤)の阻害効果
(a)NE（5 μM）を作用させて 3 分後 （色素顆粒は凝集）、(b)MT（1 μM）を作
用させ 15 分間後（色素顆粒は拡散；矢印）、(c) 充分リンガー液を灌流後、再び
NE を投与し 3 分後、(d) Luzindole（10 μM）で前処理後、MT と Luzindole
の共存液を作用させて 15 分後（どの色素胞においても拡散が増強された）
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（a）

（b）

（c）

（d）

（Bar：100 μm）

図 9 拡散型赤・黄色素胞に対する K185（ MT2 選択的阻害剤）の阻害効果
(a)NE（5 μM）を作用させて 3 分後（色素顆粒は凝集）、(b)MT（1 μM）を作用
させ 15 分間後（色素顆粒は拡散；矢印）、(c) 充分リンガー液を灌流後、再び
NE を作用させ 3 分後、(d)K185（10 μM）で前処理後、MT と K185 の共存液
を作用させて 15 分後（b に比べて拡散が促進されている）
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（a）

（b）

（c）

（d）

（Bar：100 μm）

図 10

凝集型赤・黄色素胞に対する GR135531( Mel1c 選択的作動薬)の効果

(a)PRL（100 nM）投与 10 分後（色素顆粒は拡散）、(b)MT（100 nM）を作用
させて 15 分後 （色素顆粒は凝集）、(c)充分リンガー液を灌流し、再び PRL を
作用させて 10 分後、(d) GR135531（1 μM）で前処理後、MT と GR135531 の
共存液を作用させ 15 分後（色素顆粒は凝集）
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（a）

（b）

（c）

（d）

（Bar：100 μm）

図 11 拡散型赤・黄色素胞に対する GR135531( Mel1c 選択的作動薬)の効果
(a)NE（5 μM）を作用させて 3 分後（色素顆粒は凝集）、(b)MT（100 nM）を
作用させ 15 分間後（色素顆粒は拡散）、 (c) 充分リンガー液を灌流後、再び NE
を作用させ 3 分後、(d) GR135531（1 μM）で前処理後、MT と GR135531 の
共存液を作用させて 15 分後（b と比べ拡散が促進された色素胞が見られる；矢
印）
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図 12 realtime-PCR 用プライマーを用いた PCR によるバンド検出
realtime-PCR 用プライマーを用い、MT 受容体サブタイプ及びβ-actin それぞ
れを目的とした領域が正確に増幅されるか確認をおこなった。全てのプライマ
ーで、目的サイズ（MT1 77 bp,MT2 93 bp,Mel1c 65bp,MT1.4 73bp,β-actin
71bp）の位置にバンドがあることを確認した。
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（a）

（b）
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（c）

（d）

（d）
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図 13

MT 受容体サブタイプ毎の mRNA 発現量の比較
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