公 益 財 団 法 人

薬 理 研 究 会

助 成 研 究 報 告
第

52

集

平成 26 年度

序
本財団では、平成 11 年度より「薬物治療に関する基礎的研究並びに実地応用上の研究」を
テーマに、公募による研究助成を行ってきました。
平成 26 年度には 48 件の応募をいただき、本財団の選考委員会において厳正に審査を行っ
た結果、次の 7 名の研究者に研究助成金を支給しました。

神戸薬科大学

池田 宏二

准教授

広島大学大学院医歯薬保健学研究院

古 武 弥一郎

准教授

大阪大学免疫学フロンティア研究センター

齊藤 達哉

特任准教授

千葉大学大学院薬学研究院

中村 浩之

助 教

九州大学大学院薬学研究院

仲矢 道雄

准教授

東北大学大学院薬学研究科

森口 茂樹

講 師

東北大学大学院医学系研究科

吉川 雄朗

助 教

ここに、上記平成 26 年度に研究助成を受けられた方々による研究成果を、助成研究報告
第 52 集として刊行するものです。
本財団の研究助成によって、薬理学，薬学に係わる基礎的研究が着実に進められているこ
とは、誠に悦ばしいことであります。
研究助成を受けられた方々におかれては、本財団の設立の趣旨を体し一層のご精進を期待
しております。

平成 27 年 12 月
公益財団法人 薬 理 研 究 会
理事長

大塚 正徳
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１．研究テーマ：ARIA 阻害による新規肥満・糖尿病治療薬の開発
池田 宏二
（神戸薬科大学 臨床薬学）
私達が世界に先駆けて発見した新規遺伝子 ARIA は血管内皮細胞で高い発現を示し、血管内
皮細胞の PI3K-Akt シグナルを負に調節することで血管新生を抑制的に制御する分子である（文
献１、２）。ARIA 遺伝子欠損マウスでは虚血誘導性の血管新生が著しく亢進しており、ARIA 阻
害は血管新生を増強させることが証明された（文献２）。その後の検討で、ARIA は脂肪組織に
多く発現することがわかり、ARIA 欠損マウスでは脂肪組織の血管新生が亢進する結果、熱産生
によるエネルギー消費量の増大および白色脂肪の慢性炎症の軽減が引き起こされ、最終的に肥
満・メタボリック症候群に抵抗性を示すことがわかった（文献３）
。したがって、ARIA の阻害
は全く新しい肥満・メタボリック症候群の治療法となる可能性が高いと考えられた。本研究課題
では ARIA 阻害化合物を探索するためのスクリーニング系の確立に取り組んだ。
ARIA は PTEN
と結合することでその効果を発揮することがわかっているため、ARIA と PTEN の結合を高感
度に検出できるアッセイ系の作成を試みた。私たちは以前に蛍光物質である mKG (Kusabira
Green)を N 末側、C 末側の２つに分断した蛋白のそれぞれに ARIA と PTEN を繋げた発現ベ
クターを作成し、CHO 細胞に共発現させることで ARIA と PTEN が結合すると mKG が再構
成されて緑の蛍光を発するアッセイ系を作成している。しかしながら、このアッセイ系は感度が
低いため、スクリーニングにそのまま使用することができなかった。そこでまず、mKG アッセ
イの最適化を試みた。蛋白を発現させる細胞種として CHO の他に HEK293、COS7、HeLa、
C2C12、C166、py4.1、EOMA、NIH3T3 細胞を使用した。また ARIA、PTEN の発現ベクター
を遺伝子導入する際のプラスミドおよびキャリアーの量を様々な組み合わせで行った。その結
果、細胞に関しては当初使用した CHO 細胞が最も高い蛍光を示すことがわかった。ARIA、
PTEN の発現ベクターは 1:3 の割合が、遺伝子導入に使用するリポフェクタミンは 1.5 l が最
も効率よく ARIA-PTEN の結合を検出できることがわかった（図１）。しかし、最適化した条件
でも蛍光プレートリーダーで定量化できる程度の蛍光輝度を得ることが出来なかった。
次に私たちは Fluoppi アッセイの構築を試みた。Fluoppi アッセイでは hAG と Ash の２つの
蛋白に結合を検討したい分子をそれぞれ繋げ、蛋白—蛋白結合が起こると蛍光物質である hAG
が凝集して強い蛍光凝集体が合成される。ARIA の C 末付近と PTEN の N 末付近が結合に重要
であることが以前の検討で示唆されていたため、ARIA の C 末に hAG もしくは Ash を繋げた
もの、および PTEN の N 末に hAG もしくは Ash を繋げた発現ベクターをそれぞれ構築し、
hAG と Ash の複数の組み合わせで発現ベクターを培養細胞に遺伝子導入した。その結果、一部
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の細胞では蛍光凝集体の合成を認めたものの、その頻度は少なく、また蛍光強度も不十分であり、
残念ながらスクリーニングに使用できるような感度を達成することが出来なかった（図２）。
その次に私たちはリコンビナント蛋白を用いた cell free のアッセイ系の構築を試みた。ARIA
は膜蛋白であるため、全長を大腸菌で合成させると蛋白がどうしても不溶性分画に含まれてう
まく合成出来なかった。そこで PTEN と結合する細胞内ドメインだけを大腸菌に合成させて精
製した。PTEN は細胞質に存在する蛋白であり、全長のままで大量合成・精製することが出来た
（図３）。これらリコンビナント PTEN、リコンビナント ARIA 細胞内ドメインを様々なバッフ
ァー中でインキュベートし、pull-down アッセイにて ARIA-PTEN 結合を検出した。その結果、
ph7.0 の PBS 中で 37 度１時間インキュベートすることで、リコンビナント ARIA と PTEN の
結合を検出することが出来た（図４）。しかし、pull-down でビーズを使用するアッセイの特性
上、ビーズへのリコンビナント蛋白の非特異的結合によるバックグラウンドが相応に高く、その
結果 Signal/Noise 比 (S/N 比)が悪いことが改善すべき問題として残っている。今後はバッファ
ー中に Triton-X などの非イオン性界面活性剤や BSA などを加えることでバックグラウンドを
低減させ、S/N 比を改善させることを目指した実験を行っていく予定である。
またマウスを用いた血管新生に対する ARIA 阻害の効果の検討も実施し、今後解析を進める
予定である。
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２．パーキンソン病関連神経毒 MPP+の真のターゲット解明に関する研究

（広島大学

古武 弥一郎
大学院医歯薬保健学研究院）

【目的】
パーキンソン病（PD）は、中脳の黒質に存在す
るドパミン神経の選択的脱落に伴う運動機能障
害を主症状とする神経変性疾患である。PD 患者
の脳内においてタンパク質凝集体の蓄積が認め
られることから、タンパク質分解異常が発症に関
与すると考えられているが、未だ PD の原因解明
には至っていない。タンパク質分解系のひとつに
オートファジーがあり、オートファゴソームによって囲まれた細胞内成分をリソソームに導き、大規
模に分解する細胞内分解機構である（Fig. 1）
。近年、脳特異的オートファジー欠損マウスが神経変性疾
患特有のタンパク質凝集体を伴う神経細胞死及び神経変性疾患様症状を示すことが明らかになり

1,2)
、

神経変性疾患とオートファジーとの関係が注目されている。
PD は遺伝的素因と環境因子の両者が複合的に作用することにより発症する疾患であると考えられ
ている。このうち環境因子が注目されるようになったのは、合成麻薬の副産物 MPTP により PD に告
示した症状や病理学的、生化学的変化を示すことが明らかとなってからである。MPP+は脳における
MPTP の活性代謝物であり、細胞培養系で広く用いられている。その毒性作用はミトコンドリア呼吸
鎖複合体 I の阻害であると考えられているが、呼吸鎖阻害は MPP+によるドパミン神経細胞死には必
要がないという報告も存在する 3)。MPP+は 24 時間以内に有意な細胞死を引き起こす過激な曝露条件下
（SH-SY5Y 細胞においては数 mM）においてオートファゴソーム量の増加を引き起こすことが報告さ
れているものの、その原因に関しては不明な点が多い 4,5)。
そこで、PD における緩徐性神経細胞死を模倣した穏やかな曝露条件下（10 μM 及び 200 μM）におい
て、MPP+がオートファジーに及ぼす影響を明らかにすることにより、真のターゲットに迫ることを目
的に本研究を遂行した。

【実験方法】
細胞及び MPP+曝露：ヒト神経芽細胞腫 SH-SY5Y 細胞は、5.3 × 104 cells/176 μL/cm2 の密度で播種し、
一晩培養後、培地交換、MPP+曝露を行った。
細胞生存率：細胞生存率は WST-1 法により測定した。
ウェスタンブロット：細胞は、MPP+曝露後、1% Nonidet P-40 含有 TNE buffer で可溶化した。不溶性
残渣は、2% SDS 含有 TNE buffer で可溶化した。それぞれの可溶化液は、SDS sample buffer と混合後、
熱処理を行い、SDS-PAGE によるタンパク質分離、PVDF 膜への転写を行った。PVDF 膜は、一次抗体
及び二次抗体反応後、Chemi-Lumi One L または Chemi-Lumi One Ultra と反応させた。化学発光シグナ
ルはルミノ・イメージアナライザーを用いて検出し、同装置付属の解析ソフトを用いて定量化を行っ
た。
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免疫細胞化学染色：細胞は、ポリ-D-リジンコート 4 well チャンバー付スライドに播種し、MPP+を曝露
した。4% paraformaldehyde で固定後、100 μg/mL digitonin で膜透過処理を行った。3% BSA でブロッ
キング後、一次抗体及び Alexa Fluor 標識二次抗体反応を行った。DAPI による核染色後、ProLong
Diamond を用いて封入を行い、共焦点レーザー顕微鏡観察を行った。
リソソーム内酸性度の評価：リソソーム内酸性度は、LysoTracker Red DND-99 を用いた共焦点レーザー
顕微鏡観察により評価した。
カテプシン D 活性の測定：カテプシン D 活性は SensoLyto 520 Cathepsin D Assay Kit（AnaSpec）を用い
て測定した。

【結果及び考察】
1. 低濃度 MPP+が細胞生存率に及ぼす影響
低濃度 MPP+（10 μM and 200 μM）曝露後、24 時間
において細胞生存率に変化は認められなかったが
（data not shown）、48 時間においては有意な低下が認
められた（Fig. 2A）。また、10 μM MPP+曝露よる細胞
生存率の低下は緩やかに進行し、8 日後には約 57%に
低下した（Fig. 2B）。
2. 低濃度 MPP+が細胞内オートファゴソーム量に及ぼ
す影響
低濃度 MPP+曝露後、24 時間においてオートファ
ゴソームマーカータンパク質 LC3-II の量に変化は認
められなかったが（data not shown）、48 時間において
は有意な増加が認められた（Fig. 3A and 3B）。また、
オートファゴソームを示す LC3 ドット状構造の増加
も認められた（Fig. 3C）。
3. 低濃度 MPP+が LC3-II ターンオーバーに及ぼす影
響
オートファゴソーム量の増加は、オートファゴソ
ーム生成促進または分解抑制のいずれかを示してい
る。そこで、両者を区別する方法として広く用いら
れている LC3-II ターンオーバーアッセイ 5)を行った。
低濃度 MPP+は、過剰量の bafilomycin A1（リソソー
ム分解阻害剤）存在下において LC3-II の増加を引き
起こさなかったことから、オートファゴソーム分解
抑制を引き起こしていたことが示された（Fig. 4A and
4B）。
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4. 低濃度 MPP+がオートファジー選択的基質 p62/SQSTM1 の蓄積に及ぼす影響
p62/SQSTM1 は高
い凝集性を有して
いる 5)。低濃度 MPP+
は、1% Nonidet P-40
可溶性 p62/SQSTM1
の量に変化を及ぼ
さなかったが、凝集
体型であると考え
ら れ る 不 溶 性
p62/SQSTM1 の有意
な蓄積を引き起こした（Fig. 5A-C）。
5. 低濃度 MPP+がリソソーム機能に及
ぼす影響
bafilomycin A1（陽性対照）は、リソソ
ーム内酸性度の著しい低下を引き起こ
したが、低濃度 MPP+はリソソーム内酸
性 度 に顕 著な 変 化を 及ぼ さ なか った
（Fig. 6A）。低濃度 MPP+は、代表的なリ
ソソーム内加水分解酵素であるカテプ
シン D の活性を有意に低下させた（Fig.
6B）。pepstatin A（陽性対照）は、著しい
活性低下を引き起こした。

6. リソソーム生合成促進物質が低濃度
MPP+誘発オートファジー阻害及び細胞
死に及ぼす影響
リソソーム生合成促進作用が報告さ
れている trehalose5)及び rapamycin5)は、低濃度 MPP+誘発オートファジー阻害及び細胞死をわずかに抑
制した（data not shown）。

【総括】
現在までに、高濃度 MPP+によるオートファジー誘導 4)及び阻害 5)の両者を示す報告が存在している。
特に、阻害を示す報告において、高濃度 MPP+はリソソームの酸性化阻害や膜破壊など過激なリソソー
ムダメージを介してオートファジーを阻害することが示唆されている 6)。一方、本研究において、低濃
度 MPP+は、過激なリソソームダメージではなく、リソソーム内加水分解酵素の弱い活性低下を介して
オートファジーを阻害することが示された。また、リソソーム生合成促進物質を用いた研究から、これ
らの現象は低濃度 MPP+よる緩徐性細胞死に関与することが示唆された。MPP+はリソソーム内加水分
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解酵素あるいはその成熟に関与する過
程をターゲットとしていることが示唆
され、リソソーム内加水分解酵素の「持
続的な弱い活性低下」が、PD 発症に重
要な役割を果たしている可能性が考え
られる。

【謝辞】
本研究を遂行するにあたり、御支援い
ただきました公益財団法人薬理研究会
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す。

【参考文献】
1) Komatsu et al., Loss of autophagy in the central nervous system causes neurodegeneration in mice. Nature 441,
880-884 (2006).
2) Hara et al., Suppression of basal autophagy in neural cells causes neurodegenerative disease in mice. Nature
441, 885-889 (2006).
3) Choi et al., Mitochondrial complex I inhibition I not required for dopaminergic neuron death induced by
rotenone, MPP+, or paraquat. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 105, 15136-15141 (2008).
4) Zhu et al., Regulation of autophagy by extracellular signal-regulated protein kinases during 1-methyl-4phenylpyridinium-induced cell death. Am. J. Pathol. 170, 75-89 (2007).
5) Dehay et al., Pathogenic lysosomal depletion in Parkinson’s disease. J. Neurosci. 30, 12535-12544 (2010).
6) Klionsky et al., Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy. Autophagy 8, 445-544
(2012).

－9－

３．新たな視点に基づく NSAIDs の抗炎症作用機序の解明

齊藤 達哉
（助成時：大阪大学免疫学フロンティア研究センター

特任教授）

（現在：徳島大学疾患酵素学研究センターシグナル伝達と糖尿病研究部門教授）

■研究要旨
ジクロフェナクやメフェナム酸などの Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs)は、尿酸塩結晶に
より引き起こされる痛風の治療薬として用いられている。我々は、ジクロフェナクやメフェナム酸が尿酸塩
結晶により誘発される NLRP3 インフラマソームを介したサイトカインの産生を抑制することを見出した。ま
た、ジクロフェナクやメフェナム酸は Cyclooxygenase (COX)を介した Prostaglandin E2 (PGE2)の産生も抑制
する。これらの NSAIDs は、NLRP3 インフラマソームと COX の双方を阻害することにより、尿酸塩結晶に応じ
て惹起される痛風の炎症症状を緩和すると考えられる。

■研究背景
自然免疫は、病原体を認識して炎症性サイトカインの産生を誘導することにより、感染から身を守る役割を
担う

1)

。一方で、自然免疫には誤って、あるいは過度に活性化し、炎症性疾患を発症させる負の側面を有す

ることが近年の研究から明らかになっている。特に、自然免疫は過栄養摂取により蓄積する代謝物に反応し
て慢性の炎症を引き起こすため、現代病の代表格といえる生活習慣病の発症要因となる

2)

。自然免疫に関わ

るパターン認識受容体である NLRP3 は、下流のアダプター因子 ASC やプロテアーゼ Caspase-1 と共に NLRP3 イ
ンフラマソームを形成し、炎症性サイトカイン Interleukin (IL)-1β の産生を介して炎症を惹起する。尿酸
塩結晶などの刺激性代謝物による NLRP3 インフラマソームの誤った活性化は、痛風などの炎症に起因する生
活習慣病の発症要因となる（図 1)。そこで我々は、既存の治療薬や天然化合物ライブラリーの中から、NLRP3
インフラマソームを阻害する化合物の同定に取り組んでいる。これまでの研究から、化合物ライブラリーを
用いたスクリーニングを行い、痛風治療薬であるコルヒチンが NLRP3 インフラマソームの活性化を抑制するこ
とを見出している

3-4)

。本発見は、痛風治療薬の中には NLRP3 インフラマソームを抑制する活性を有するも

のが存在する可能性を示唆している。実際に、痛風治療薬として用いられるジクロフェナクが NLRP3 インフ
ラマソームの阻害活性を有することが予備研究から明らかになった。そこで我々は、ジクロフェナク以外の
NSAIDs の効果の有無や NSAIDs の主な標的である COX の関与について検討を行った。

■研究成果
はじめに、尿酸塩結晶刺激に応じて炎症性因子がどのような分子機構を介して誘導されるのかについて検討を
行った。これまでの報告どおり、尿酸塩結晶で刺激したマクロファージでは、NLRP3 インフラマソームを介し
て炎症性サイトカイン IL-1β の産生が誘導された。また、尿酸塩結晶で刺激したマクロファージでは、NLRP3
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インフラマソーム非依存的に炎症性サイトカイン IL-1α の産生が誘導された。どのような分子機構が IL-1α
の産生にかかわっているのか、新たな分子機構の存在を示唆する興味深い結果となった。さらに、尿酸塩結晶
で刺激したマクロファージでは、NLRP3 インフラマソーム非依存的に PGE2 の産生が誘導された。これらの結
果から、NLRP3 インフラマソームは尿酸塩結晶刺激に応じた IL-1β 産生の誘導に選択的に関わっていることが
明らかになった
（図 2)。
続いて、痛風の治療薬として用いられているジクロフェナクとメフェナム酸の効果について検討した。予備
研究の成果の通り、ジクロフェナクは、尿酸塩結晶で刺激したマクロファージにおける NLRP3 インフラマソー
ムを介した IL-1β の産生を阻害した。また、メフェナム酸も尿酸塩結晶で刺激したマクロファージにおける
NLRP3 インフラマソームを介した IL-1β の産生を阻害した。さらに、ジクロフェナクおよびメフェナム酸は、
尿酸塩結晶で刺激したマクロファージにおける COX を介した PGE2 の産生を阻害した。一方で、ジクロフェナ
クおよびメフェナム酸は、尿酸塩結晶で刺激したマクロファージにおける IL-1α の産生を阻害しなかった。こ
れらの結果から、ジクロフェナクおよびメフェナム酸は尿酸塩結晶刺激に応じた IL-1β と PGE2 の産生を阻
害することが明らかになった(図 3）。
最後に、最も一般的な NSAIDs であるアスピリン(アセチルサリチル酸)の効果について検討した。既知の薬
理作用から予想された通り、アスピリンは、尿酸塩結晶で刺激したマクロファージにおける COX を介した PGE2
の産生を阻害した。一方で、アスピリンは、尿酸塩結晶で刺激したマクロファージにおける NLRP3 インフラマ
ソームを介した IL-1β の産生を阻害しなかった。また、アスピリンは、尿酸塩結晶で刺激したマクロファージ
における IL-1α の産生を阻害しなかった。これらの結果から、アスピリンは尿酸塩結晶刺激に応じた PGE2 の
産生のみを阻害することが明らかになった(図 3）。

■考察
COX を阻害するアスピリンには NLRP3 インフラマソームに対する効果が見られないことから、ジクロフェナ
クやメフェナム酸の NLRP3 インフラマソームに対する効果は COX を介していない可能性が極めて高い。ただ
し、アスピリンが COX-2 よりも COX-1 に強く作用し、一方でジクロフェナクやメフェナム酸が COX-1 より
も COX-2 に強く作用することから、これらの標的に対する親和性の差異を反映している可能性も残されてい
る。今後、COX-2 選択的阻害薬の効果を検討する必要がある。
NSAIDs の作用とは異なる話題となるが、尿酸塩結晶に応じた IL-1α の産生メカニズムは興味深い。IL-1β
や PGE2 の産生だけでなく、IL-1α の産生も同時に阻害することが可能となれば、尿酸塩結晶による炎症の惹
起をほぼ完全に抑制することが可能となる。よって、NLRP3 インフラマ
ソームとは異なる、新たな炎症の誘導機構の解明も今後の重要な研究課題である。

■まとめ
痛風の治療薬として用いられているジクロフェナクやメフェナム酸が、COX とは異なる因子を標的として
NLRP3 インフラマソームの活性化を阻害し、抗炎症効果を発揮することを見出した（図 4）
。NLRP3 インフラマ

－11－

ソームの活性化は、痛風に加えて２型糖尿病、動脈硬化、じん肺やアルツハイマー病など、様々な疾患の発
症に深く関わっている 2)。今後は、ジクロフェナクやメフェナム酸などの NSAIDs が NLRP3 インフラマソー
ムの活性化を抑制することにより、これらの疾患の炎症症状を緩和することが出来るか否かを検証したい。
また、ジクロフェナクやメフェナム酸が
NLRP3 インフラマソームの活性化を阻害する分子機構の全容解明に取り組む。

■助成期間中の成果
・原著論文の発表（査読あり)
*Misawa T, *Saitoh T, Kozaki T, Park S, Takahama M, Akira S (*Co-first authors).
Resveratrol inhibits the acetylated α-tubulin-mediated assembly of NLRP3-inflammasome.
Int Immunol., 2015, 27, 425-434.

・受賞文部科学大臣表彰 若手科学者賞 受賞(2015 年 4 月 15 日）
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本研究は、大阪大学免疫学フロンティア研究センターおよび徳島大学疾患酵素学研究センターにおいて行われ
た。本研究への助言を頂いた審良静男教授および本研究に関わる実験を主に行った髙濱充寛博士をはじめとし
た共同研究者の協力に、深く感謝する。また、本研究をご支援いただいた公益財団法人薬理研究会に、深く感
謝する。
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Immunol., 2015, 27, 425-434.
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■図の説明
図１. 尿酸塩結晶による痛風の発症
関節腔内に蓄積した尿酸塩結晶は、マクロファージなどの自然免疫担当細胞に貪食された際に、 NLRP3 イン
フラマソームを介した炎症性サイトカイン IL-1β の産生を誘導する。また、尿酸塩結晶は、IL-1α や PGE2
の産生も誘導する。IL-1β や IL-1α は周囲の細胞を刺激し、ケモカインの産生を誘導する。ケモカインは、
関節腔内への好中球などのエフェクター細胞の遊走を誘導し、炎症による組織損傷を惹起する(齊藤達哉ら著
実験医学 33 : 2574-2578, 2015 より抜粋・改変)。

図２. 尿酸塩結晶に応じた炎症性因子の産生
C57BL/6 マウスおよび NLRP3 遺伝子欠損マウスの骨髄に含まれる細胞を増殖因子 M-CSF で刺激することによ
り、マクロファージを調整した。これらのマクロファージを尿酸塩結晶で刺激した後、培養液を回収した。
NLRP3 インフラマソーム依存的に産生される IL-1β の量を ELISA により測定した。また、IL-1α や PGE2 の
産生量も同様に測定した。

図３. ジクロフェナクおよびメフェナム酸による尿酸塩結晶に応じた IL-1β と PGE2 の産生阻害
C57BL/6 マウスの骨髄に含まれる細胞を増殖因子 M-CSF で刺激することにより、マクロファージを調整した。
これらのマクロファージをジクロフェナク、メフェナム酸やアセチルサリチル酸の存在下において尿酸塩結
晶で刺激し、その後に培養液を回収した。NLRP3 インフラマソーム依存的に産生される IL-1

の量を

ELISA により測定した。また、IL-1 や PGE2 の産生量も同様に測定した。

図４. 尿酸塩結晶に応じた炎症応答の誘導
ジクロフェナクおよびメフェナム酸は、尿酸塩結晶に応じた IL-1 および PGE2 の産生を阻害する。ジクロ
フェナクおよびメフェナム酸は、尿酸塩結晶に応じた IL-1

の産生を阻害しない。尿酸塩結晶による IL-1

の産生は、NLRP3 インフラマソームや COX とは異なる分子機構により誘導される。
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4.

ニーマン・ピック病 C 型の新規治療ターゲットの探索と創薬への応用
(千葉大学大学院薬学研究院

中村 浩之
薬効薬理学)

1. 研究目的
ニーマン・ピック病 C 型 (NPC) は小脳失調が前景に立つ中枢神経系障害を主徴とする
常染色体劣性遺伝病であり、幼少期に発症し 10 歳前後で死亡する。本疾患は細胞内コレ
ステロールの輸送を担う NPC1 蛋白質の欠損が原因で、低密度リポ蛋白質 (LDL) に由来
するコレステロールの後期エンドソームでの蓄積を特徴としている (1)。NPC の唯一の治
療薬「ミグルスタット」はスフィンゴ糖脂質の合成酵素阻害薬であるが (2)、その効果は
十分とは言えず、より有効な治療薬の開発が待たれている。本研究の予備実験により、蛋
白質 X の阻害が NPC 細胞におけるコレステロール蓄積を軽減する事を見出していた。従
って、蛋白質 X が NPC の治療ターゲットとなり得る可能性がある。そこで本研究は、NPC
の発症およびコレステロール蓄積における蛋白質 X の役割を細胞・動物レベルで解析する
事を目的として研究を行った。

2. 研究方法
2.1. 細胞内遊離コレステロールの観察
グラスボトムディッシュで培養した細胞を 4% パラホルムアルデヒドで 10 分間処理す
ることにより固定した。0.5% サポニンで 10 分間透過処理を行った後、100 g/mL filipin
で 30 分処理することにより細胞内遊離コレステロールを染色した。細胞内局在の観察は
共焦点レーザー顕微鏡あるいはデコンボリューション顕微鏡にて行った。

2.2. コレステロールの再エステル化反応の測定
6 well plate で培養した細胞を、5 Ci [ 3H]Oleic acid、5 g/mL LDL、10% リポタンパ
ク質欠損ウシ血清、を含む培地にて 4 時間培養した。細胞を wash 後、Bligh&Dyer 法に
て脂質抽出を行った。得られた有機層の溶媒を窒素ガスにより揮発させた後、20 L の有
機溶媒 (クロロホルム:メタノール=1:1) により再懸濁した。TLC プレート (Silica Gel 60
TLC plate) に全量をスポットし、展開した (ヘキサン:ジエチルエーテル:酢酸=40:10:1)。
展開後、ヨウ素に曝すことにより脂質スポットを検出し、コレステロールエステルのスポ
ットをミクロスパーテルで掻き取り、その放射活性を液体シンチレーションカウンターに
て測定した。
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3. 研究結果
3.1. 細胞内遊離コレステロールの観察
COS-7 細胞 (アフリカミドリザル腎臓由来細胞) に緑色蛍光タンパク質 GFP を融合さ
せた蛋白質 X (X-GFP) を一過性発現させて 24 時間後にフィリピン染色を行い、遊離コレ
ステロールの細胞内局在を顕微鏡にて観察した。その結果、X-GFP が発現している細胞に
おいて、遊離コレステロールがドット状に局在し、蓄積している様子が観察された (図 1)。
また、X-GFP を遺伝子導入後、蛋白質 X の阻害剤を処理すると、遊離コレステロールが
細胞内に蓄積している様子は観察されなかった。

図 1. 細胞内遊離コレステロールの観察

次に、蛋白質 X による遊離コレステロールの蓄積が細胞外からエンドサイトーシスによ
り取り込まれた LDL に由来するかどうかを検討した。COS-7 細胞に X-GFP の遺伝子を導
入後、LDL を含まない血清を用いて培養し、フィリピン染色を行った。その結果、LDL
を含まない血清で培養した細胞においては蛋白質 X による遊離コレステロールの蓄積は観
察されなかった。さらに、緑色蛍光基 BODIPY が付加された LDL (BODIPY-LDL) を細
胞に添加し、その細胞内局在を経時的に観察した。その結果、蛋白質 X を発現する細胞に
おいては、BODIPY-LDL が細胞内に局所的に蓄積している様子が観察された。これらの
結果から、蛋白質 X の発現により LDL に由来する遊離コレステロールが局所的に蓄積す
る可能性が示唆された。

3.2. 遊離コレステロールの小胞体への輸送における蛋白質 X の影響
細胞外からエンドサイトーシスにより取り込まれた LDL はエンドソームにて加水分解
を受けて遊離コレステロールが産生される。遊離コレステロールはその後、後期エンドソ
ームを経由して小胞体へと輸送され、再エステル化される。蛋白質 X が遊離コレステロー
ルの小胞体への輸送に影響を与えるかどうかを検討するために、コレステロールの再エス
テル化反応を測定した。その結果、蛋白質 X を過剰発現させた細胞においては、コレステ
ロールの再エステル化反応が抑制された (図 2A)。また、再エステル化酵素 ACAT1 の酵素
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活性を in vitro で測定したところ、蛋白質 X を過剰発現させた細胞の ACAT1 の活性に変
化はなかった (図 2B)。これらの結果から、蛋白質 X は遊離コレステロールの小胞体への
輸送を負に制御することが示唆された。

図 2. 蛋白質 X の再エステル化反応への影響

3.3. 蛋白質 X と NPC1 の 2 重欠損マウスの作製
NPC1 欠損マウスと蛋白質 X 欠損マウスを交配し、２重欠損マウスを作製することに成
功した。現在は作製した２重欠損マウスの生存期間を測定している。

4. 謝辞
本研究を遂行するにあたり、多大なご支援を賜りました公益財団法人薬理研究会に心よ
り深く感謝致します。

5. 参考文献
1) Rosenbaum AI and Maxfield FR (2011) Niemann-Pick type C disease: molecular
mechanisms and potential therapeutic approaches. J Neurochem, 116, 789-795.

2) Lyseng-Williamson KA (2014) Miglustat: a review of its use in Niemann-Pick disease
type C. Drugs, 74, 61-74.
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5.

ロイコトリエン B4 受容体をターゲットとした新規心筋梗塞治療法の開発

（九州大学薬学研究院

仲矢 道雄
薬効安全性学分野）

【序論】
高親和性ロイコトリエン B4 受容体（BLT1）は G タンパク質共役型受容体の一つであり、好中球や好酸
球、マクロファージなどの白血球に強く発現している[1, 2]。この BLT1 は、炎症時に放出されるロイコトリ
エン B4（LTB4）と呼ばれる脂質をリガンドとし、細胞の走化性や脱顆粒などを引き起こすことで炎症応答
を亢進させる。従って LTB4-BLT1 経路が様々な炎症性疾患に対する新規治療ターゲットとして期待されて
いる。虚血性心疾患の一つである心筋梗塞時においては、大規模な心筋の壊死に伴ってマクロファージや好
中球などが梗塞領域周辺に浸潤し、炎症応答が強く誘導されることが知られている。しかしながら、これま
で心筋梗塞時における BLT1 の機能は全く不明であった。そこで本研究では、心筋梗塞時における BLT1 の
役割を解明し、またその拮抗薬を心筋梗塞後に投与して病態の改善を評価する実験を行う事により、新規の
心筋梗塞治療法開発の礎を築くことを目的とした。

【方法】
心筋梗塞（Myocardial Infarction: MI）モデルマウスの作成
8−10 週齢の雄性 C57BL/6J 野生型（WT）マウスおよび BLT1 ノックアウト（KO）マウスの左冠動脈前下
行枝を結紮し、心筋梗塞（MI）モデルとして 28 日間の生存率を評価した。
免疫組織染色
MI 処置後 3 日目のマウスより心臓を採取し、凍結切片を作成した。その後、抗体を処置することで切片
上の各タンパク質を蛍光標識し、共焦点顕微鏡による撮像を行った。
骨髄移植
ドナーの大腿骨および脛骨より骨髄液を採取し、これを致死量のガンマ線を照射されたレシピエントの眼
窩静脈より静注した。その後、骨髄移植を施されたマウスに MI 処置を施し、病態を解析した。
【結果・考察】
野生型（WT）マウスおよび BLT1 ノックアウト（KO）マウスに MI 処置を施し、28 日目までの生存率を
比較したところ、WT マウスと比較して BLT1KO マウスで有意に生存率が上昇していた（Fig.1）。また、
特に MI 処置後 3 日目から 6 日目の生存率が BLT1KO マウスで顕著に改善していたことから、BLT1 が心筋
梗塞後初期の病態を悪化させる因子であることが示
唆された。そこで、MI 処置後 3 日目の心臓切片を
周辺において CD68 陽性マクロファージや Gr-1 陽
性好中球の浸潤が WT マウスと比較して BLT1KO
マウスで顕著に低下していた。このことから、
BLT1 が心筋梗塞後にマクロファージや好中球とい
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Figure 1. MI 処置後 28 日目までの生存率

有意に低下していた。
これまでの結果から、BLT1 が心筋梗塞後初期の白血球浸潤を促進することで炎症応答が亢進し、病態悪
化に繋がることが示された。BLT1 は白血球系の細胞に強く発現していることが知られており、心筋梗塞後
に BLT1 を発現する細胞が梗塞領域へ集積することに端を発して病態が悪化するものと考えられる。そこ
で、WT マウスまたは BLT1KO マウスの骨髄を WT マウスに移植することで骨髄移植マウスを作成した。
このうち BLT1KO マウスの骨髄を移植されたマウスは骨髄由来細胞のみ BLT1 を欠損した状態となる。こ
れらのマウスに MI 処置を施し、処置後 3 日目の心臓サンプルを用いた解析を行った。心臓切片の免疫組織
染色を行ったところ、CD68 陽性マクロファージや Gr-1 陽性好中球の浸潤が、WT マウスの骨髄を移植され
たマウス（WT→WT）と比較して BLT1KO マウスの骨髄を移植されたマウス（KO→WT）で有意に低下し
ていた（Fig. 2）。また、炎症性サイトカインの発現に関しても、BLT1KO マウスの骨髄を移植されたマウ
スで顕著に低下していた（Fig. 3）。更に、MI 処置後 3 日目の心臓から単離した細胞を解析した結果、浸潤
していた好中球や好酸球、マクロファージなどの細胞において BLT1 が発現していた。以上のことから、白
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血球に発現する BLT1 が心筋梗塞後の白血球浸潤および炎症応答を亢進させることが明らかとなった。

1.5
1.0
0.5
0.0

WT→WT

20
15
10
5
0

MI

KO→WT

P <0.01

25

(-)

(+)

WT→WT

Figure 2. 骨髄移植マウス MI3 日目の血球浸潤
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Figure 3. MI3 日目での炎症性サイトカイン産生

【まとめ】
以上の結果から、BLT1 が心筋梗塞後の白血球浸潤を促
進し、過剰な炎症応答を引き起こすことで病態悪化に繋
がることが示された（Fig. 4）。BLT1 が心筋梗塞病態に
与える影響についてはこれまで不明であったが、本研究
により初めて BLT1 が心筋梗塞時の炎症応答を制御して
いることが明らかとなった。本研究の成果が心筋梗塞を
含む様々な疾患の治療に繋がることを期待している。
【文献】
[1] T. Yokomizo, T. Izumi, K. Chang, Y. Takuwa, and T.

Figure 4. 心筋梗塞時における BLT1 の機能

Shimizu, “A G-protein-coupled receptor for leukotriene B4
that mediates chemotaxis.,” Nature, vol. 387, no. 6633, pp. 620–4, Jun. 1997.
[2] M. Peters-Golden and W. R. Henderson, “Leukotrienes.,” N. Engl. J. Med., vol. 357, no. 18, pp. 1841–54, Nov.
2007.
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６．Na+/Ca2+交換輸送体（NCX）欠損マウスを用いた認知・精神機能障害に関する研究
森口 茂樹
(東北大学大学院 薬学研究科 薬理学分野)
<背景・目的>
Na+/Ca2+ 交換体（NCX）は細胞膜に局在し、神経伝達、シナプスの可塑的現象により過剰とな
った細胞内 Ca2+の除去の役割を担う輸送体である。NCX はカルシウムセンサーとして細胞内外
の Na+/Ca2+の濃度勾配により Ca2+の細胞外への排出を担っている。NCX には３種類のアイソフ
ォーム（NCX1、NCX2、NCX3）が存在し、いずれのアイソフォームも脳に多く発現する。本研
究では、３種類のアイソフォームの欠損マウスを使用し、カルシウム恒常性異常により惹起する
認知機能障害について、カルシウム恒常性の分子基盤と疾患メカニズムの関連性について検討
した。一方、本研究では、カルシウム恒常性の評価法として細胞内カルシウムの濃度勾配に依存
して活性化を誘導するカルシウム/カルモデュリン依存性プロテインキナーゼファミリーの一つ
であるカルシウム/カルモデュリン依存性プロテインキナーゼ II（CaM キナーゼ II）に注目した。
CaM キナーゼ II は、脳高次機能に必須な役割を担い、シナプス後肥厚部（PSD）に豊富に存在
し、特に、海馬 CA1 領域では、NMDA 受容体より流入するカルシウムにより活性化（自己リン
酸化）され、AMPA 受容体のリン酸化反応とシナプス後部への AMPA 受容体の促進によりシナ
プス伝達効率を長期的に増強させる（長期増強現象：LTP）
（Fukunaga et al., J. Biol. Chem. 1993）。
また、CaM キナーゼ II は、スパインの形態変化に密接に関与する（Jourdain et al., J. Neurosci. 2003 ;
Sakagami et al., Eur. J. Neurosci. 2005）。
<結果>
本研究により、NCX2 欠損マウスおよび NCX3 欠損マウスにおいて認知機能障害が惹起され
ることが行動解析により明らかになった。また、認知機能調節の役割を担う海馬 CA1 領域を用
いた電気生理学的解析（LTP 測定）により、行動解析の結果と相関して、NCX2 欠損マウスお
よび NCX3 欠損マウスでは対照群と比較して有意な LTP の減弱が確認された。さらに、免疫ブ
ロット法を用いた解析の結果、NCX2 欠損マウスにおける LTP の減弱は、海馬 CA1 領域にお
ける CaM キナーゼ II の恒常的活性異常（恒常的活性低下）が原因として同定され、一方、
NCX3 欠損マウスにおける LTP の減弱は、海馬 CA1 領域における CaM キナーゼ II の恒常的活
性異常（恒常的活性亢進）が原因として同定された。このように NCX2 欠損マウスおよび
NCX3 欠損マウスにおける認知機能障害の原因の一つとして CaM キナーゼ II の恒常的活性異
常によるカルシウム恒常性の調節異常が関与していることが明らかになった。
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一方、アルツハイマー病モデルマウスである APP23 マウスの海馬 CA1 領域における NCX1NCX3 の発現量（タンパク発現量および mRNA 発現量）の検討結果より、NCX2 の発現量が有
意に低下していることが明らかとなった。同様に、APP23 マウスの海馬 CA1 領域において、
CaM キナーゼ II の恒常的活性異常（恒常的活性低下）が同定された。この結果は、NCX2 欠損
マウスの海馬 CA1 領域において低下が確認された CaM キナーゼ II の恒常的活性異常がアルツ
ハイマー病における認知機能障害の原因として考えられる可能性があり、本研究では NCX2 欠
損マウスの海馬 CA1 領域における CaM キナーゼ II の恒常的活性低下の原因追究を行った。
本研究では、次の２つの可能性について追究した。（１）カルシウム恒常性の調節には、
CaM キナーゼ II の活性化と同様に脱リン酸化酵素であるカルシニューリン（CaN）の活性化も
重要である。そこで、CaN 阻害薬である FK506 処置による NCX2 欠損マウスにおける CaM キ
ナーゼ II の恒常的活性異常について検討した。（２）NCX2 欠損マウスでは CaM キナーゼ II
の恒常的活性異常と同様に cAMP 依存性シグナル分子の一つである DARPP-32 のリン酸化反応
の有意な低下が確認された。DARPP-32 の活性化は L 型カルシウムチャネルを活性化し、細胞
内カルシウムへの流入を亢進する（Flores-Hernandez et al., J. Neurophysiol. 2002）報告より、L
型カルシウムチャネル賦活薬である Bay-K8644 処置による NCX2 欠損マウスにおける CaM キ
ナーゼ II の恒常的活性異常について検討した。本研究により、NCX2 欠損マウスの海馬 CA1 領
域において、CaN の活性亢進が確認され、NCX2 欠損マウスの認知機能障害の原因として、
CaM キナーゼ II の恒常的活性低下と CaN の恒常的活性亢進による細胞内カルシウム恒常性の
破綻が原因であることが同定された。
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7.

新たなモノアミン輸送機能を標的とした阻害剤探索研究

（東北大学大学院医学系研究科

吉川 雄朗
機能薬理学分野）

研究の背景
セロトニンやドパミンなどのモノアミン神経伝達物質は、神経終末からシナプス間隙へと放出され
た後、プレシナプスに存在するトランスポーターを介して速やかに再取り込みされ、神経伝達が終息
する。この再取り込み機構を介したモノアミン濃度調節は、神経活動の制御に深く関わっている。
近年、ニューロンに加えてアストロサイトもモノアミン取り込みに関わっていることが複数のグル
ープから報告された。またモノアミンの不活化を行う monoamine oxidase や cathecol O-methyltransferase
などの酵素が、アストロサイトにも発現していることは古くから報告されており、モノアミン濃度調
節におけるアストロサイトの重要性に注目が集まっている。しかしながら、アストロサイトによるモ
ノアミン取り込みにどのトランスポーターが重要なのかについては、不明のままであった。
そこで我々はアストロサイトによるモノアミン輸送に重要なトランスポーターを同定すべく研究に
着手した。そして organic cation transporter 3 (OCT3)および plasma membrane monoamine transporter (PMAT)
という複数のモノアミン（セロトニン、ドパミン、ノルエピネフリン、ヒスタミン）を輸送できるトラ
ンスポーターが、アストロサイトにおけるモノアミン輸送に最も重要であることを明らかにした（1、
2）。しかし、OCT3 および PMAT の in vivo における重要性については十分検討できていない。この理
由として OCT3 および PMAT に対しては、非特異的な阻害剤はあるものの選択的な阻害剤が見つかっ
ていないため、薬理学的手法を用いて個々のトランスポーターの輸送能について評価できず、円滑に
研究を進める上で大きな妨げとなっていた。そこで本研究では、新たなモノアミン輸送機構を標的と
した選択的阻害剤を見出し、OCT3 および PMAT の生体における機能解明につなげていきたいと考え
た。

結果
まず生体において OCT3 や PMAT が実際に機能しているかどうかを確認するために、マウスを用い
た検討を行った。マウス Oct3 および Pmat に関しては、各種モノアミンに対する輸送活性が十分に報
告されていなかったため、CHO 細胞にマウス Oct3 あるいは Pmat を強制発現させた系を用いて、これ
らトランスポーターの輸送活性などについて検討を行った。
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まずマウス Oct3 と Pmat がセロトニン、ドパミン、ノルエピネフリン、ヒスタミンを全て輸送でき
ることを確認し（図 1）、その後動態解析を行い親和性と最大輸送能について評価した。細胞外 Na+あ
るいは Cl-濃度、細胞外 pH による輸送能変化についての評価を加え、また薬物阻害実験にて imipramine
が両トランスポーターについて阻害能を持つことを確認した（data not shown）。imipramine をマウスに
投与することにより、視床下部周辺の細胞外ノルエピネフリンやヒスタミン濃度が上昇することを確
認し、マウスにおいて Oct3 や Pmat が実際にモノアミン濃度調整に関わっていることを示す事ができ
た（2）。
図１：マウス Oct3 と Pmat によるモノ
アミンの輸送。CHO 細胞にトランスポ
ーターを強制発現させた系を用いて、
マウス Oct3 と Pmat がセロトニン、ド
パミン、ノルエピネフリン、ヒスタミン
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図 2：マウス脳内におけるモノアミン濃度
調節。Oct3 および Pmat に阻害作用を持
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次に阻害剤スクリーニングの系について検討を行った。CHO 細胞にヒト OCT3 あるいは PMAT を
安定発現させた株を樹立した。従来の薬物阻害実験にはラジオアイソトープを用いることが多かっ
た。事実、OCT3 や PMAT に対する阻害作用の検討は、[3H]-MPP+の取り込み量が阻害剤によりどの
程度低下するかを指標として行われてきた。しかし、ラジオアイソトープはコストが高いことやラジ
オアイソトープ汚染のリスクなどがあり、ハイスループット性が乏しい。そこで申請者は、モノアミ
ンと類似の構造を持つ蛍光物質を用いたスクリーニング系を構築した。96 ウェルプレートを用いてス
クリーニング系の指標となる Z’ factor を算出し、OCT3 に対しては 0.80、PMAT に対しては 0.71 であ
った（図３）
。いずれもスクリーニング系の基準となる 0.50 以上を上回っていたため、スクリーニン
グを行うことができると判断した。また 384 ウェルプレートを使用した際も高い Z’ factor を維持でき
た。東北大学化合物ライブラリーより化合物を入手し、現在スクリーニングを行っている。
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図３：阻害剤スクリーニング系の構築。トランスポーターを発現させた細胞とコントロール細胞を比較し、Z’ factor
を算出した。いずれの系でもスクリーニングに十分用いることができると考えられた。

まとめ
本研究により Oct3 や Pmat が実際に生体内でモノアミン濃度調節に関与している可能性を示す事が
できた。また蛍光強度を指標とした阻害剤スクリーニングの系についても確立することができた。引
き続きスクリーニングを進め、OCT3 および PMAT に対する選択的阻害剤を見出し、個々のトランス
ポーターの重要性を評価し、モノアミン神経系の制御機構に関する研究を発展させていきたい。
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