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本財団では、平成 11 年度から、
「薬物治療に関する基礎的研究並びに実地応用上の研究」
をテーマに研究助成者を公募してきました。
平成 28 年度には 63 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。
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ここに、上記平成 28 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
54 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 29 年 12 月
公益財団法人 薬 理 研 究 会
理事長
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１．新規強皮症モデルマウスを用いた抗IL-6受容体抗体の臨床効果の検討
浅野
（東京大学大学院医学系研究科・医学部

善英

皮膚科学）

研究背景
全身性強皮症(systemic sclerosis; SSc)は皮膚と内臓諸臓器の血管障害と線維化を特徴とす
る全身性の自己免疫疾患である。近年、血清 IL-6 濃度が本症の重症例で上昇しており予後
と相関すること、IL-6 の発現量が病変部皮膚において表皮細胞、血管内皮細胞、線維芽細
胞、炎症細胞で亢進していること、STAT3 のリン酸化が血管内皮細胞で特に亢進しているこ
と、などが報告され、1)2)本症の病態において IL-6 が重要な役割を果たしている可能性が示
唆されている。さらに、2016 年には発症早期のびまん皮膚硬化型 SSc 患者において、抗 IL6 受容体抗体が皮膚硬化を改善させ、間質性肺疾患の進行を抑制する効果がある可能性を示
唆する第Ⅱ相臨床試験の結果が報告された。3)こうした事実から、抗 IL-6 受容体抗体が SSc
の病態に及ぼす影響を明らかにすることは、本症の病態解明において重要な課題と考えら
れている。そこで、我々が独自に開発した新規強皮症モデルマウスを用いて、抗マウス IL6 受容体抗体がその病態に及ぼす影響を検討することとした。
方法
新規強皮症モデルマウスの作成
Klf5+/-;Fli1+/-マウスは SSc の主要 3 病態を忠実に再現する。4)このマウスの病態形成におい
て、
「KLF5 の発現低下」と「Fli1 の発現低下」のどちらがより重要な役割を果たしているか
を検討したところ、「Fli1 の発現低下」により様々な細胞に SSc 類似の形質変化が生じ、
「KLF5 の発現低下」は補助因子として作用していることが明らかとなった。そこで、血管
内皮細胞、表皮細胞、骨髄系細胞、脂肪細胞、巨核球、B 細胞、 T 細胞、制御性 T 細胞の
それぞれにおいて特異的に Fli1 を欠失したマウスを作製した。
Evans blue 色素を用いた血管透過性試験
マウスの腹腔に抗マウス IL-6 受容体抗体（中外製薬から供与）を注射し、2 週間後に尾静

脈に 0.5%に濃度調整した Evans blue 色素(Sigma-Aldrich)を 200 μl 注射し、 30 分後に腹部皮
膚血管からの Evans blue 色素の漏出を観察した。また、皮膚を 6 mm パンチでくりぬき、200

l の formamide に漬け Evans blue 色素を漏出させ、620 nm の吸光度で吸光度計を用いて

Evans blue 色素の濃度を測定した。実験は 3 ヶ月齢の野生型マウス、B 細胞特異的 Fli1 欠失
(Fli1 BcKO)マウス(Fli1flox/flox;Cd19-Cre)を用いて行った。
結果
1. Fli1 BcKO マウスにおける主要 3 病態の評価

各種細胞特異的 Fli1 欠失マウスを作製して、それぞれのマウスにおいて強皮症の病態が
どの程度再現されるかを検討したところ、Fli1 BcKO マウスでは強皮症の B 細胞の形質が再
現され、かつ強皮症の主要 3 病態（免疫異常、血管障害、線維化）を再現できることが明ら
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かとなった。具体的には、同マウス由来 B 細胞では CD22 の発現低下、BAFF 受容体の発現
亢進、IL-6 産生亢進、および自己抗体産生亢進が認められ、臓器病変として皮膚硬化と間質
性肺疾患が自然発症し、皮膚では細動脈の狭窄や血管透過性の亢進などが認められた。
2. 抗マウス IL-6 受容体抗体が血管透過性に及ぼす影響
Fli1 BcKO マウスでは SSc の主要 3 病態が再現され、かつ B 細胞において IL-6 の過剰産
生が認められた。ヒトの SSc における抗 IL-6 受容体抗体の治療効果を鑑み、Fli1 BcKO マ
ウスにおいても臓器病変の発症に B 細胞が産生する IL-6 が関与している可能性を考え、抗
マウス IL-6 受容体抗体が血管の透過性に及ぼす影響を検討した。Fli1 BcKO マウスに抗マ
ウス IL-6 受容体抗体を投与し、その 2 週間後に血管透過性の変化を Evans blue 色素を尾静
脈から注入して評価したところ、コントロール IgG 投与群に比較して、血管透過性の亢進
が改善した。この事実から、B 細胞が産生する IL-6 が同マウスに強皮症類似の血管障害を
誘導している可能性が示唆された。
考察
過去の報告において、SSc 患者由来の B 細胞では IL-6 産生が亢進していること 5)、BAFF
受容体の発現が亢進していること 6)、CD19/CD22 比が亢進していること 7)、が報告されてい
る。我々はこれまでに、Fli1 の発現低下により線維芽細胞 8)、血管内皮細胞 9)、表皮細胞 10)、
マクロファージ

11)において

SSc 類似の形質が誘導できることを示してきたが、今回の検討

により B 細胞においても Fli1 の発現低下により SSc 類似の形質が誘導できることが示され
た。
Fli1 BcKO マウスでは B 細胞の形質異常が primary disease driver であることから、SSc に
は B 細胞依存性の病態が存在することが示唆された。同マウスを抗マウス IL-6 受容体抗体
で処理することで血管透過性の亢進が改善したことから、B 細胞が SSc の血管障害の誘導
に関与しており、その過程に IL-6 が重要な役割を果たしている可能性が示唆された。ヒト
の SSc では抗 IL-6 受容体抗体が皮膚硬化を改善し、間質性肺疾患の進行を抑制することが
示されていることを鑑み、今後 Fli1 BcKO マウスの皮膚硬化と間質性肺疾患に対する抗マ
ウス IL-6 受容体抗体の効果を検討する予定である。
文献
1. Khan K, et al. Ann Rheum Dis. 2012;71:1235-42.
2. Taniguchi T, et al. J Dermatol. 2017;44:967-971.
3. Khanna D, et al. Lancet. 2016;387:2630-40.
4. Noda S, et al. Nat Commun. 2014;5:5797.
5. Dumoitier N, et al. Arthritis Rheumatol. 2017;69:1078-1089.
6. Matsushita T, et al. Arthritis Rheum. 2006;54:192-201.
7. Fujimoto M, Sato S. J Dermatol Sci. 2007;46:1-9.
8. Asano Y, et al. Mol Cell Biol. 2009;29:425-34.
9. Asano Y, et al. Am J Pathol. 2010;176:1983-98.
10. Takahashi T, et al. J Exp Med. 2017;214:1129-1151.
11. Taniguchi T, et al. Arthritis Rheumatol. 2015;67:517-26
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２．ミトコンドリア機能維持を可能とする創薬スクリーニング
今居
（順天堂大学大学院

譲

パーキンソン病病態解明研究講座）

【研究背景と目的】
若年性パーキンソン病(PD)原因遺伝子 Parkin と PINK1 は、それぞれユビキチンリガ
ーゼとミトコンドリア局在性キナーゼをコードする。我々を含む世界中の研究グループ
は、PINK1 と Parkin が損傷したミトコンドリアを選択的に排除するマイトファジー（ミ
トコンドリアのオートファジー）に関与することを明らかにしてきた 1, 2, 3。すなわち
PINK1-Parkin を介したミトコンドリア品質管理が障害されることにより、PD の発症へ
とつながることが示唆される 4。Parkin は通常不活性の状態であるが、ミトコンドリア
障害時、
PINK1 により産生されるリン酸化ユビキチンが Parkin を活性化するとともに、
障害ミトコンドリアへの移行を導く。次に、移行した Parkin がマイトファジーを実行
する 5。
以上の研究背景から、リン酸化ユビキチンを模倣する効果をもつ化合物は、Parkin 活
性化薬剤の潜在力を保持していると考えられ、これをスクリーニングすることを本研究
の目的とした。
PINK1, Parkin 変異が関与しない遺伝性 PD、孤発性 PD においても、ミトコンドリア
の機能低下が原因となることが明らかとなってきている 6, 7。すなわち、本創薬のター
ゲットは PD 全般が含まれる。また Parkin はユビキタスに発現していることから、同
定された化合物はミトコンドリア機能低下を病因とする PD 以外の疾患も標的となる。

【方法と結果】
哺乳類培養細胞でのハイスループットスクリーニング系を樹立した（図１）
。本スク
リーニング系は、Parkin の活性化を発光活性にて、細胞毒性の影響を蛍光強度にて同
時に評価するアッセイ系であり、予備実験に
より十分な感度と頑強性をもつことを確認
し、特許出願した 8。
今回の創薬スクリーニングは、構造多様性
が考慮された低分子化合物ライブラリーと
Parkin の立体構造情報に基づくフォーカスド
ライブラリーを併用した。低分子化合物ライ
ブラリーは 10 万程度の化合物をスクリーニン
グし 31 の候補を得た。さらにミトコンドリア
膜電位低下の有無でスクリーニングし、２つ
の候補化合物を得た。そのうち１種類
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図１. セルベーススクリーニング系の樹立
NaoLuc-Mfn1 を基質としたルシフェラーゼア
ッセイと、細胞生存性を蛍光シグナルで評
価するスクリーニング系を樹立した。

(compound X)は、Parkin のミトコンドリア
移行が認められ、有望であると期待され
た。
Parkin とリン酸化ユビキチンの結合様式
の立体構造情報に基づく in silico スクリ
ーニングでは、東大創薬機構の約 21 万種の
化合物から約 300 種の候補を絞りこみ、さ
らに哺乳類培養細胞での Parkin のミトコン
ドリア移行移行を指標とした評価および in

vitro ユビキチンリガーゼアッセイでのスク
リーニングに進めた(図 3-5)。その結果、ミ
トコンドリア膜電位に影響を及ぼさない化

図 2. セルベーススクリーニング系の頑強
性の評価
ミトコンドリア膜電位を低下させ PINK1 を活
性化することが知られている Valinomycin を
用いて、アッセイ系の感度を検証した。

合物１種類(compound Y)を得ている。
図 3. スクリーニング結果の例
縦軸を発光強度（Parkin の活性）、横軸を細
胞生存性とし、散布図を作成した。発光強
度が低下し、細胞生存性に影響のないグル
ープ（オレンジのドット）を陽性化合物とし、さ
らに膜電位への影響を Mitotracker red で二
次スクリーニングした。

図 4. 候補化合物による Parkin のミトコン
ドリア移行活性
GFP-Parkin を用いて、ミトコンドリア移行活
性を評価した。Compound X は 10 µM 6 時
間, Compound Y は、10 µM 24 時間での例。
Compound X は強いミトコンドリア移行活性
がある（矢印）。一方、Compound Y は、部分
的な移行がみられた（矢印）。

図 5. Parkin ユビキチンリガーゼ活性への影響
リン酸化ユビキチン(pUb)を陽性コントロールとし
て、Parkin のユビキチンリガーゼ活性への影響を
調べた。Compound Y は特異的に Parkin を活性化
した。一方、ポリユビキチン鎖形成に必要な E1, E2
酵素非存在下では、シグナルは見られないため、
タンパク質の凝集化ではないと考えられた。
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【考察とまとめ】
30 万あまりの化合物より in vitro あるいは in cell で得られた候補化合物２種類
は、Parkin 活性化因子としての活性が認められた。しかし、細胞アッセイで使用する
濃度は µM オーダーであるため、今後これら化合物の活性を示す官能基および作用機序
を同定しさらに活性を高める必要性がある。これらの研究は現在も進行中である。

【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
感謝致します。また本研究は、創薬等支援技術基盤プラットフォームの採択課題「創
薬を目標としたパーキンソン病原因遺伝子産物 Parkin 活性化化合物の同定」として研
究支援を頂きました。
本研究の実施にあたり、協力頂きました理化学研究所ライフサイエンス技術基盤研
究センター制 御 分 子 設 計 研 究 チ ー ム 本間光貴先生、幸

瞳先生、武田薬品工

業、東大創薬機構の関係者の皆様、順天堂大学 柴佳保里准教授、荒野拓博士研究員に
深謝いたします。
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３.

感覚刺激による情動と自律神経応答の制御を担う分子メカニズムの解明
小早川 高
（関西医科大学 神経機能部門）

恐怖は行動を支配する強力な情動であり先天的と後天的に誘発できる。恐怖情動は正常な
行動に加え、精神疾患の発症や症状に影響を与える。しかし、恐怖情動の先天的と後天的な
側面が、それぞれ精神疾患にどのように寄与するのかは不明である。私たちは、嗅覚刺激に
よる先天的と後天的な恐怖情報が鼻腔内で分離した神経回路により脳へ伝達されることを解
明した(Kobayakawa et al., Nature 2007)。さらに、分離して伝達された両者の情報は扁桃体中
心核のセロトニン２Ａ受容体陽性細胞において拮抗的に統合され、その結果、先天的な恐怖
刺激が後天的な恐怖行動を抑制するという「先天的恐怖の優先原理」を発見した（Isosaka et
al., Cell 2015、図１）。この原理により、先天的と後天的な恐怖情動は、恐怖中枢においても単
一の情動に統合されることなく互いに拮抗的な異なる情動状態として存在することが示唆され
る。従って、恐怖情動の全貌の理解には、これまでの研究が蓄積している後天的恐怖モデル
のみならず、先天的恐怖モデルの研究も必須となる。しかし、モデル動物に効率的に先天的
恐怖情動を誘発する感覚刺激は長らく未解明であった。このようは背景で、私たちはマウスに
極めて強力な先天的恐怖行動を誘発する「チアゾリン類恐怖臭：Thiazoline-related fear odors
(tFOs)」を開発に成功した（特許第 5350496 号）。これらを活用することで、先天的な恐怖は後
天的な恐怖とは異なる種類の脳活動や、危機状態に対応する多様な生理応答を誘発するこ
とを解明した。先天的な恐怖刺激は危険を避ける行動の誘発のみではなく、全身状態を危機
状態での生存確率を上昇させる保護モードへと移行させることが示唆される。
先天的な恐怖に関連する多様な現象の理解には、tFOs を感知して多様な行動と生理応答
の誘発を担う先天的恐怖受容体遺伝子の同定が必要となる。私たちは、この受容体遺伝子
（tFO-R1）をテキサス大学との国際共同研究によるマウスのフォワードジェネティクススクリーニ
ングによって同定することに成功した。tFO-R1 ノックアウトマウスでは tFOs が誘発する多様な
行動と生理応答が大幅に、あるいは、ほぼ完全に抑制された tFO を嗅がせた野生型マウスと
tFO-R1 ノックアウトマウスの脳領域の活性化を全脳活性化マッピング法により解析し、tFO-R1
から信号伝達を受ける神経経路を解明した。この経路の機能を、破壊実験やノックアウトマウ
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スに対してウイルスベクターを用いる機能回復実験などにより検証した。さらに、培養細胞に発
現させた tFO-R1 の tFOs に対する応答特異性を解明した。これらの結果から、tFO-R1 は
tFOs の機能的な受容体であり、新たな先天的恐怖伝達経路を介して多様な恐怖行動と生理
応答を制御することが明らかになった（Nat commun in revision、論文投稿準備中）。
tFOs はマウスの系統間でも異なる行動を誘発する。また、ヒトに tFOs の一種を嗅がせると、
一部の被験者では心拍数の変化や唾液の分泌などの自律神経応答が誘発された。これらの
結果から、tFO-R1 の配列多様性と tFOs の適当な組み合わせにより、ヒトの情動状態や自律
神経応答も制御できる可能性が示唆される。tFO-R1 はマウスとヒトの間でアミノ酸配列に相違
が他の遺伝子に比較して大きい。これを反映して、培養細胞に発現させたヒトとマウスの tFOR1 の tFOs に対する応答特異性を解析すると明らかな違いがあることが判明している。また、
tFO-R1 の機能に関して生体内と培養細胞を用いた再構成系との間に差異が存在する可能
性もある。これらの点を考慮して、ヒトの tFO-R1 を効率的に活性化するリガンドを用いてヒトの
情動状態や生理応答に介入する創薬戦略を実現するためには、tFO-R1 遺伝子をヒトの配列
に置換したヒト化 tFO-R1 モデルマウスの樹立が効果的であると考えられた。実際に、ヒト化
tFO-R1 モデルマウスを作成し様々な tFOs に対する応答を解析した結果、野生型マウスに対
して恐怖行動と生理応答を誘発する多くの tFOs がヒト化モデルマウスに対しては弱い応答を
誘発するか、全く応答を誘発できないことが判明した。さらに、興味深いことに幾つかのリガン
ドに関しては培養細胞に発現させたヒトの tFO-R1 を効率的に活性化できるにもかかわらず、
ヒト化 tFO-R1 モデルマウスでは生理応答を誘発できない例が確認された。このことは生体内
でヒト tFO-R1 に生理的な機能を発揮させるリガンドを検索するためには培養細胞を用いた再
構成実験系では不十分で、ヒト化 tFO-R1 モデルマウスを用いた実験系が必要であることを示
唆している。
先天的恐怖情動は危機状態において身を守る行動や生理応答を誘発する原動力として進
化の過程で獲得された能力であると考えられる。その遺伝的な基盤、即ち、先天的恐怖情動
遺伝子は永らく未解明であった。tFO-R1 は嗅覚刺激に対する恐怖行動やそれに伴う生理応
答全般の誘発を一手に担う受容体遺伝子として初めて同定された。本研究などにより tFOs と
tFO-R1 を活用した独自の実験系が確立されたことにより、最先端の脳研究における重要課題
の一つである情動の制御メカニズムの解明が大きく進むことが期待できる。
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４． 抗甲状腺薬メチマゾールによるα9 インテグリン機能阻害機構の解明と創薬への
応用
～がん、自己免疫疾患を標的とした新規経口治療薬を目指した開発～
今
（福山大学薬学部

重 之

分子免疫学研究室）

【目的】
接着を司る主要な細胞膜上受容体であるインテグリンは、欠損マウスや中和抗体を用い
た解析から、がんや自己免疫疾患など様々な疾患の発症や増悪化に関与することが明らか
になっている。これまで多数のインテグリンを標的とした阻害剤の開発が試みられてきた
が、その多くは医薬としての発展には未だ成功していない。インテグリンが医薬分子標的で
あることは疑いようがないものの、殆どの阻害剤が医薬とならないことは、現状のアプロー
チによる医薬開発は困難であるということを示唆している。
そのような状況の中、近年のインテグリン立体構造の解析により、インテグリンは活性化
に伴いダイナミックな構造変化が生じることが報告されたことから(1)、インテグリン自身を
標的とするのではなくインテグリン活性化に関与する分子機能を阻害することで、インテ
グリン活性化を間接的に阻害する新たなアプローチを介した抗インテグリン薬が考えられ
た。
α9 インテグリンは、自己免疫疾患の増悪化に密接に関与することから医薬標的として注
目されている分子である。申請者は α9 インテグリン活性化に関与する新規分子として
SFα9 を見出しており(2)、この結果から SFα9 機能阻害剤を作製することで、間接的に α9
インテグリン活性化を抑制できる新しい抗インテグリン薬の開発に繋がると考えた。そこ
で 、 SFα9 結 合 分 子 の探 索 を 試 みた 結 果 、 SFα9 結 合 分子 と し て flavin-containing
monooxygenase4 (FMO4)とケモカイン XCL1 の同定に成功した。FMO 阻害剤として抗甲状腺薬
メチマゾールが存在することから、メチマゾールによる α9 インテグリン機能への影響を
検討した結果、メチマゾールは SFα9 による α9 インテグリン活性化を抑制できることを
明らかにした。本知見から、メチマゾールは経口投与可能なα9 インテグリン活性化阻害剤
となり得ると考えた。
そこで本研究では、メチマゾールによるα9 インテグリンが関与する自己免疫疾患マウス
モデルでの疾患抑制効果を明らかとすることで、副作用の少ない新規薬理作用を有する治
療薬としての発展性を得ることを目的として研究を進めた。
【方法】
Methimazole による自己免疫疾患抑制効果：
α9 インテグリンは、リウマチ関節炎や自己免疫性脳脊髄炎モデルの発症、増悪化に関与
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することを我々は報告している(3, 4)。そこで、メチマゾールをこれらモデルの腹腔内に投与
することによる阻害効果を検討した。リウマチ関節炎モデルは、コラーゲン II に対する抗
体カクテルと LPS を併用した CAIA(Collagen Antibody-Induced Arthritis)モデルを BALB/c
マウスを用いて発症させた。自己免疫性脳脊髄炎モデル EAE (Experimental Autoimmune
Encephalomyelitis)は、ヒト多発性硬化症のマウスモデルであり、Myelin-oligodendrocyte
glycoprotein（MOG）ペプチドと百日咳毒素を C57BL/6 マウスに投与することで発症させた。
【結果】
メチマゾールによる自己免疫疾患治療効果をリウマチ関節炎と多発性硬化症モデルを用
いて検討した。メチマゾールのコントロールとしては PBS を用いた。メチマゾール投与によ
り、マウス関節炎モデル CAIA に関しては、手脚の腫脹を顕著に抑えられることが分かった
（図 1）。多発性硬化症モデル EAE に関しては、EAE の特徴である尾の麻痺や運動失調をメ
チマゾール投与によりほぼ完全に抑制することができた（図 2）。
SFα9 結合分子として、ケモカイン XCL1 も同時に見出している。そこで、マウス XCL1 に
対する中和抗体を作製することに成功し、抗 XCL1 抗体を用いてもリウマチ関節炎と多発性
硬化症モデル抑制効果を得ることができた(5)。

【考察】
本研究から、メチマゾールにより顕著な自己免疫疾患抑制効果を示すことができた。我々
はこれまで抗α９インテグリン抗体を開発しており、リウマチ関節炎や多発性硬化症モデ
ル抑制効果を示していることから(3, 4)、メチマゾールの自己免疫疾患治療効果は抗α9 イン
テグリン抗体の治療効果と相関している。メチマゾールが新規α9 インテグリン阻害剤とな
る可能性を見出すことができた。
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５．ストレス応答を司る神経回路の動態と破綻機構の解明
佐々木拓哉
（東京大学大学院薬学系研究科 薬品作用学教室）

背景と目的
動物は、日々の生活の中で様々なストレッサーに曝されている。ストレス応答に関わ
る自律神経系は、中枢である脳の一部である視床下部による支配を受けていることから、
ストレスによる末梢器官の機能不調は、脳における活動の変化に起因していると考えら
れる。従来、ストレスが脳に与える影響に関する研究は、ストレスを与えた動物モデル
を用いて生化学・分子生物学レベルの変化あるいは病理組織学・解剖学レベルの変化を
捉えるものがほとんどであった。一方で、こうした生理メカニズムの詳細は不明な点が
多い。そこで本研究では、ラットの社会的敗北ストレスモデルを用いて、精神的ストレ
スが全身生理動態に及ぼす影響を理解することを目的とした。
方法
全ての動物実験は東京大学動物実験実施マニュアルに従い、動物実験委員会の承認を
得た上で（承認番号：P24–3）、実験動物への苦痛を最小限に抑えるための最大限の努力
のもとに行った。全ての実験には、10–12 週齢および 20 週齢以上の Long Evans 雄性・
雌性ラットをそれぞれ、Intruder および Resident ラットとして使用した。ラットに記
録電極を埋め込むために、イソフルラン吸入麻酔のもと、心電図記録用の導線を胸部の
筋肉に縛りつけた。また、右側背側海馬 CA1 あるいはその直上の大脳新皮質に電極を刺
入するため、bregma から AP 方向に−3.8 mm、ML 方向に 2.6 mm の位置を中心に直径 1.4
mm 程度の穴をドリルで頭蓋骨にあけた。硬膜を取り除き、
独立に可動の 8 本の電極（150–
300 kΩ）を格納したマイクロドライブを刺入した。脳に刺入した電極跡の確認は、実
験後に灌流固定して脳を取り出したのち、薄層切片にして Cresyl Violet 染色を行っ
た。
結果と考察
まずは脳波と心電図を同時記録する方法を確
立し、自由行動下のラットから、大脳新皮質また
は海馬の局所場電位と心電図を同時に記録する
ことが可能となった（図 1）。
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次に、ストレス経験としてラットに 2–5 分間の社会的敗
北ストレスを与え、前後の 30–120 分間の生理活動を記録し
た。ストレス経験後には、心拍数が増減するラット群と、一
定して安定した心拍数を示すラット群が見られた。すなわ
ち、社会的敗北ストレス経験後の生体応答には個体差が存在
した(図 2)。次に、ストレス経験前後の大脳新皮質または海
馬の脳局所場電位のパワーの変化を調べたところ、心拍が変
化した群では、ストレス経験直後に脳局
所場電位のパワーが減弱したのに対し、
変化しなかった群では、そのような変化
は観察されなかった（図 3）。また、こう
した脳の神経活動変化は、脳の一部の領
域に限局した現象ではなく、広範な脳領
域にわたって生じていることを見出し
た（図 4）
。広範な脳領域における神
経活動変化の原因として、脳全体に
放出され神経活動を制御する神経伝
達調節物質の関与が考えられる。そ
こで、マイクロダイアリシス法を用
いることによって、3 種類の主要な
モノアミン系神経伝達調節物質（ノ
ルアドレナリン、ドパミン、セロトニン）の細胞外存在量
の変化を検証した。その結果、ストレス経験により心拍が
変化した群、すなわち脳局所場電位のパワーが減弱した群
において、特に細胞外セロトニン量の顕著な上昇が認めら
れた（図 5）
。このことから、ストレス経験による脳局所場
電位のパワーの減弱は、細胞外セロトニン量と相関してい
ることが示唆された。
本研究で見出されたストレス経験による脳または身体の活動変化は、すべて相関関係
を見ているに過ぎない。今までのところ、これらの活動がシグナルの上流もしくは下流
に存在して協調的に働いているのか、それとも同時並行的に生じているのかは現在のと
ころ定かではない。今後はこうした疑問の解明に迫っていく予定である。
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６．気管支拡張作用と抗炎症作用を併せ持つ COPD 治療薬の開発を目指した創薬研究
田中

健一郎

（武蔵野大学薬学部 生命分析化学研究室）
研究の背景・目的
慢性閉塞性肺疾患（COPD）は、喫煙などによる慢性炎症が原因で、肺胞壁の破壊や気流
制限（呼吸困難）が起こる疾患であり、全世界での死亡者数が年間 300 万人を超える。
現在 COPD の治療には気流制限を改善するための気管支拡張薬（抗コリン薬、2 刺激薬）
と、炎症を抑える目的でステロイドやホスホジエステラーゼⅣ（PDEⅣ）阻害薬が使用
されている[1]。しかしながら、ステロイドや PDE4 阻害薬では COPD の進行（死亡や呼
吸機能低下）を顕著に改善することができないため、これらの薬とは異なる新しいタイ
プの抗炎症薬の開発が臨床現場で求められている。
一方、我々は、安全性が確認されている既承認薬を適応拡大する創薬戦略（ドラッグ
リポジショニング）を推進しているので、この戦略を用いて COPD 治療薬の探索を行っ
た。その結果、消化管運動改善薬として臨床で長年使われてきた抗コリン薬・メペンゾ
ラートがエラスターゼ（COPD のモデル作製に使用される）依存の活性酸素の産生を顕
著に抑制することで、肺気腫の発症や増悪を抑制することを発見した。また、私はメペ
ンゾラートが抗コリン作用を介して気管支拡張作用を発揮することも発見した[2, 3]。
しかしながら、メペンゾラートの気管支拡張作用の持続時間は短時間（1 日に 4-6 回の
吸入が必要）であり、臨床応用するためにはこの問題を解決する必要があるので、本研
究を実施した。

方法
メペンゾラートの気管支拡張作用を長時間作用型にするために、メペンゾラートとグリ
コピロニウム、あるいはメペンゾラートとアクリジニウム（グリコピロニウム、アクリ
ジニウム：既存の長時間作用型の抗コリン薬（LAMA））とのハイブリッド化合物を Figure
1 の通り、合成した（以下、ハイブリッド 1, 2, 3 とする。）
。合成した化合物のムスカ
リン 3（M3）受容体への親和性は、過去の報告に従い[4]、Filter binding 法により測
定した。
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マウスでの気管支拡張作用、及び気管支拡張作用の持続時間は、Flexivent (SCIREQ,
Montreal, Canada)を用いて、メタコリン負荷試験で測定した。また、メペンゾラート、
既存の抗コリン薬、ハイブリッド化合物の抗炎症作用は、Porcine Pancreatic elastase
(PPE)依存の炎症反応に対する効果を指標に解析した。具体的には、PPE(20 U/kg)を投
与したマウスから回収した肺胞洗浄液（BALF）中の炎症性細胞数を計測することで評価
した。また、PPE(20 U/kg)を投与したマウスから回収した肺胞洗浄液（BALF）中の炎症
性細胞数を計測することで評価した。
肺気腫に対するハイブリッド化合物の効果は、PPE 投与 21 日後に評価した。具体的
には、PPE(20 U/kg)を投与した 10 日後にマウスにハイブリッド化合物を投与し、21 日
後に肺を摘出した。摘出した肺をホルマリン固定後、パラフィンブロックを作成した。
そのブロックを用いて、肺組織切片を作成し、H&E 染色を行い、肺胞平均径（MLI）を測
定し、MLI の拡大を指標に肺気腫の程度を解析した。また、本報告書において、使用し
た薬剤の濃度は、メペンゾラート(37.5 µg/kg)と同じモル数になるように調整してい
る。

結果・考察
メペンゾラート (Mep)、グリコピロニウム (Gly)、アクリジニウム (Acli)、ハイブリ
ッド 1, 2, 3 (Hybrid1, 2, 3)の M3 受容体への親和性を測定したところ、メペンゾラ
ートに比べて、グリコピロニウム、アクリジニウム、ハイブリッド 1, 2, 3 の M3 親和
性は顕著に高かった。そこで、これらの化合物の気管支拡張作用の持続時間を解析した
結果、メペンゾラートでは気管支拡張作用が 24 時間で消失した（Figure 2A）
。一方、
ハイブリッド 1, 2, 3 では、投与 24 時間後においても気管支拡張作用を示した（Figure
2B）
。ハイブリッド 1, 2 では、気管支拡張作用が 48 時間で焼失したが、ハイブリッド
3 では、グリコピロニウムやアクリジニウムと同様に 48 時間後においても気管支拡張
作用が持続した（Figure 2C）。
そこで、ハイブリッド 3 の抗炎症作用を解析したところ、ハイブリッド 3 は PPE 依存
の BALF 中の炎症性細胞増加を抑制した。また、その効果はメペンゾラートと同程度で
あった（Figure 3A）
。一方、既存薬であるグリコピロニウムやアクリジニウムは、ほと
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んど抗炎症作用を示さなかった。また、PPE 依存の肺気腫に対するハイブリッド 3 の効
果を解析したところ、ハイブリッド３が PPE 依存の肺傷害 (H&E 染色像)や MLI 拡大を
顕著に改善することを見出した（Figure 3B）
。以上の結果から、ハイブリッド 3 は、抗
炎症作用と長時間の気管支拡張作用を併せ持つことが見出された。したがって、私は、
ハイブリッド 3 が COPD 治療薬として大変有望であると考えている。一方、本研究期間
において、メペンゾラートやハイブリッド 3 が抗炎症作用を発揮する機構の解析を実施
したが、現在までにターゲット分子の同定は出来ていない。今後も引き続き解析を行い、
メペンゾラートやハイブリッド 3 が抗炎症作用を発揮する機構を解明し、COPD 治療薬
の開発に繋げたい。
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７．社会的意思決定障害に関与する神経回路の解明に向けた薬理遺伝学的アプ
ローチ
溝口博之
（名古屋大学環境医学研究所次世代創薬研究センタ―）

背景・目的
覚せい剤やコカイン依存症患者の意思決定プロセスは健常者と異なり、ハイリスク（刑罰）
を恐れずハイリターン（薬物）を好むといったリスク嗜好性が高いことや、安定した小さい
利益よりも近い将来の大きな利益を選択する（近視眼的意思決定）などの特徴がある。しか
し、薬物依存者の意思決定の障害が薬物乱用の原因であるか、あるいは薬物依存の結果とし
て意思決定に障害が生じたのかは不明である。
そのような背景の中、我々は精神疾患への新たな治療戦略の発見を目的に、ヒトの Iowa
ギャンブル試験を参考にラット用のギャンブル試験を開発した。この試験法はハイリスク・
ハイリターンとローリスク・ローリターンの確率で餌報酬が貰えるゲーム的選択行動試験
で、ラットの自己制御能力を明確に判断できる試験法であり、トランスレーショナルリサー
チとして国内外で高く評価されている

1,2

。ヒトと同様に正常ラットはローリスク・ローリ

ターンな選択を好む（リスク回避）のに対して、薬物依存症などの精神疾患モデル動物はハ
イリターンに対する報酬予測誤差に異常があることや大報酬の主観的価値が大きいことに
より、ハイリスク・ハイリターンな選択を好む（リスク志向）ことを証明した 1,2。
本研究では、島皮質を中心とした意思決定に関わる脳内神経回路を解明するため、①新た
な Designer Receptor Exclusively Activated by Designer Drugs (DREADD) テクノロジーの開発
②DREADD テクノロジーを用いた島皮質神経回路の解明③島皮質–線条体回路の特異的操
作と意思決定について検討した。
結果
実験①：新規 DREADD テクノロジーの開発
最 近 、 clozapine-N-oxide (CNO) が リ ガ ン ド と し て 働 く 組 換 え ム ス カ リ ン 受 容 体 型
DREADD (hM3Dq, hM4Di) に 加 え て 、 特 異 的 リ ガ ン ド (SALB) が 働 く Kappa-opioid
receptor(kOR)-DREADD が新たに開発された。既報をもとに、cre 依存的に発現する AAV
ベクターを作製し、in vitro 実験により遺伝子発現を確認した。
実験②： Cre dependent on green fluorescent protein (GFP) ウイルスの開発と島皮質機能
GFP 存在下で初めて cre リコンビナーゼが働く Cre dependent on GFP システムを構築し
た。GABA 神経特異的に蛍光タンパクが発現する VGAT-Venus ラットの島皮質に、AAVEFla-N-Cretrcint G、AAV-EFla-C-Creint G、AAV-CMV-FLEX-hM4Di-mCherry の 3 種混合ウイ
ルスを微量注入した。この動物に CNO を腹腔内投与して、ギャンブル試験を行ったとこ
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ろ、コントロール群と比較して、リスク志向な行動選択を示すようになった。
実験③：島皮質–線条体回路の特異的操作と意思決定
線条体領域に逆行性 AAV-cre (Se2Ret) ウイルスを、島皮質領域に AAV-FLEX-hM3DqmCherry ウイルスを微量注入した。このラットに CNO を腹腔内投与して、ギャンブル試
験を行ったところ、コントロール群と比較して、リスク志向な行動選択を示すようになった。
結論
島皮質の GABA 神経活動を薬理遺伝学的に抑制させると、リスク志向な行動選択を示す
ことが分かった。また、島皮質–線条体経路を薬理遺伝学的に活性化させると、リスク志向
な行動選択を示すことが分かった。一般的に、皮質から線条体へ投射する神経は、グルタミ
ン酸神経と考えられている。これらの結果から、島皮質の抑制性介在神経や島皮質から線条
体へ投射するグルタミン酸神経は、報酬に基づく意思決定に関与することが証明された。こ
れら神経活動のバランス破綻が社会的意思決定の異常に繋がる可能性が考えられる。今後
は、kOR-DREADD を用いて、詳細な検討を行う予定である。
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