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革新的創薬技術の開発： 

トランスポーターによる薬物組織移行性の予測を基盤として 

 

杉山雄一 

東京大学 大学院薬学系研究科 分子薬物動態学 

 

要約：薬物の標的組織に対するデリバリーはその組織細胞膜における輸送特性に着目することが重要

である。トランスポーター（TP）の分子認識に基づいた創薬を行うことにより、薬効を維持したまま

副作用に関連する組織・細胞への移行を抑える理想的な動態特性を持つ薬の開発も可能になると期待

される。創薬においては、新たなテクノロジー・評価系を取り入れ、開発早期の段階で体内動態特性

の至適化を行うことが、効率よい医薬品開発や臨床において使いやすい薬の開発につながる。そのた

めに、in vitro から in vivo への外挿法を確立していくことで、医薬品開発過程での遺伝子発現系の

利用、薬物間相互作用の評価、遺伝子多型による個人間変動の解析など TP 研究を実用段階へと進めて

いく必要がある。一方、in silico, in vitro,動物実験を基にした予測が飛躍的に進歩しても、その

精度には限りがある。臨床試験にあげる化合物が数個以内に絞られてきた段階において、ヒトでの薬

物動態特性（バイオアベイラビリティ、標的組織、副作用関連組織への分布特性）を調べることが望

まれる。マイクロドージング(MD)とは、薬効の生じえる投与量の 1/100 以下の投与量を健常ボランテ

ィアに投与し、薬物動態特性を調べる方法論である。PET 試験と組み合わせることにより組織分布を

調べることができるという長所も有する。極めて低い投与量ゆえに実験動物を用いた毒性試験も最小

にしてヒトに投与できるという長所を有する。この方法論が医薬品開発に適用されるならば、薬効に

優れ副作用を軽減する化合物を前臨床試験の結果残ってきた候補化合物の中から臨床での最初の試験

にもっていく化合物を選択できるという長所を有する。MD に関するガイダンスも公開され、本年が MD

早期臨床試験元年となることが期待される。 

 

キーワード：薬物動態、トランスポーター、ドラッグデリバリー、ＰＥＴ、マイクロドージング 

 

１． はじめに 

薬物の標的組織に対するデリバリーはその組織細胞膜における輸送特性に着目することが重要であ

る。TP は生体に投与された薬物も認識し、薬物の消化管吸収・組織への分布・排泄過程に関与し、薬

物動態に重要な役割を果たしている。TP の分子認識に基づいた創薬を行うことにより、薬効を維持し

たまま副作用に関連する組織・細胞への移行を抑える理想的な動態特性を持つ薬の開発も可能になる

と期待され、医薬品開発の面からも TP 研究への関心が高まっている。 

21 世紀に入り、新たに承認される医薬品の数は日米欧ともに年々減少している。その最大の原因は、

臨床試験の成功確率の低さにある。この状況を打開するため、昨年、我が国でもマイクロドーズ(MD)

臨床試験の実施が認められた。MD 臨床試験とは、本格的な臨床試験の開始前に、臨床投与量の 1/100

以下という極めて微量の候補化合物をヒトに投与し、その体内動態を検証することによって成功確率

の高い候補化合物を選択する、という新たな創薬手法である。 

２． トランスポーターとドラッグデリバリー 

これまでの研究結果から、TP は、薬物代謝酵素と同様に、多様性、遺伝子多型、臓器特異性、発現

誘導、広範な基質認識性という特性を持つことがわかってきた。医薬品開発においては、臨床で当該
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医薬品の体内動態特性を支配する要因が何であるかを判断することが重要であり、創薬においては、

新たなテクノロジー・評価系を取り入れ、開発早期の段階で体内動態特性の至適化を行うことが、効

率よい医薬品開発や臨床において使いやすい薬の開発につながる。そのために、in vitro から in vivo

への外挿法などを確立していくことで、医薬品開発過程での遺伝子発現系の利用、薬物間相互作用の

評価、遺伝子多型による個人間変動の解析など TP 研究を実用段階へと進めていく必要がある。現代の

ドラッグデザインの手法、膨大な化合物ライブラリー、ハイスループットスクリーニング手法、イン

シリコ予測法の発展を考えると、私は、近いうちに、低分子医薬品においては、TP,代謝酵素に対する

認識性、物理化学的特性（溶解度など）を予測し、動態特性（吸収性、標的指向性、適切な代謝･排泄

能力）のすぐれた化合物を創製することが容易にできる時代になるものと思う。このドラッグデザイ

ンそのものが DDS の考え方を含む総合科学の結集された成果であり、低分子化合物においては、もは

や DDS ということを声高に主張する必要もないほどドラッグデリバリーの特性の考慮された医薬品の

上市されることが当たり前の時代がくるに違いない。 

３． マイクロドーズ臨床試験を活用した革新的創薬技術の開発 

マイクロドーズと臨床投与量での薬物動態には、代謝酵素やトランスポーターの飽和による違いが

生じる可能性に加え、薬効発現のない微量投与の試験であるため、安全性・有効性に関する情報は得

られないという本質的な問題が指摘されている。しかしながら、ファーマコキネティクス理論による

と、MD の多くの場合において、線形性が保たれることは当然であり、それを否定する根拠はないと考

えている。昨年１０月にＮＥＤＯ橋渡しプロジェクト“マイクロドーズ臨床試験を活用した革新的創

薬技術の開発：薬物動態・薬効の定量的予測技術を基盤として”が採択された。本プロジェクトでは、

演者らによって過去３０年をかけて構築された薬物動態に関する定量的予測法、すなわち、実験動物

およびヒト組織を用いた代謝、輸送、結合実験データを基に数理モデルを用いて、ヒトでの血中およ

び組織中濃度推移を予測する技術、および既に文科省などの大型プロジェクトとして動いている PET

を用いた分子イメージング技術を駆使し、以下のことを目指すものである。①MD 臨床試験の結果から

臨床投与量における薬物動態を高精度に予測し、さらに、②組織移行性の解析によって有効性・安全

性の評価を可能にするための革新的な技術開発を行う。すなわち、実験動物でのマイクロ PET 試験を

行い、投与量の増大とともに変化する血液脳関門透過性の変化、受容体占有率の変化の結果、さらに

は、ヒト組織、実験動物組織を用いた in vitro 試験（代謝、輸送、受容体結合）の結果をもとに、適

切な数学モデル解析を行うことにより、ヒトにおいて、投与量とともに、血中および組織中の暴露量、

さらには受容体の占有率がどのように変化していくかについても予測可能となり、効果的に臨床投与

量を予測することができるものと考えている。本研究は、新薬開発の戦略に大きな変革をもたらし、

日本、さらには世界の製薬産業の発展に大きく貢献するものと確信する。 

４． おわりに 

本プロジェクトは演者の研究生活においても、極めて大きな意味を持つ。約３５年ほど前の大学院

時代に、当時、東大薬学部製剤学教室の助教授をされていた粟津荘司先生（東薬大名誉教授）による、

米国の化学工学領域より発信された“生理学的薬物速度論モデル”の大学院講義を受けて大変な感銘

を受けた。その講義は、薬物の生体内動態が、酵素と薬物、輸送タンパクと薬物、あるいは結合タン

パクと薬物の相互作用という生化学的反応に由来するパラメーターと、血流や細胞・組織の生体内で

の空間的配置という生理･解剖学的パラメーターに基づき数理モデルにより記述でき、さらにはコンピ

ューターの発展に伴い、試験管内で取得した種々のパラメーターを基に予測できるようになることを

示唆する大変に夢のあるものであった。以来、この夢の実現に向かって３０年間、研究を続けてきた。

本 NEDO プロジェクトでは、PET イメージングの手法により既存医薬品での組織中濃度推移の測定がな

され、演者の方法論の是非が試されることになる。ワクワクしながら研究に取り組む本年となる。 
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統合失調症の分子機序 

 
遠山正彌 

大阪大学大学院医学系研究科小児発達学研究科・研究科長 
 
 

要約：統合失調症危険因子の解析より統合失調書発症基盤には神経系の発達未熟があることを明らか

とした。 
 
キーワード：統合失調症危険因子、分子機序、神経系の発達未熟 
 
１．はじめに 

現代社会において亀裂が明確になってきた重要な領域は「心のひずみ」を抱える人たちの数が

増加の一途を辿ることである。とくに統合性失調症の患者は人口の１％をはるかに越える。統合失調

症の根本的治療薬の開発はいまだなされていない。その最大の原因は分子レベルでの機能解析が困難

で あ っ た こ と に 帰 因 す る 。 そ こ で 我 々 は 代 表 的 な 統 合 失 調 症 関 連 遺 伝 子 で あ る

Disrupted-in-schizophrenia-1(DISC1)遺伝子と Dysbindin 遺伝子、Pituitary Adenylate Cyclase 
Polyeptide (PACAP)をモデルとしてその機能解析、病態解析により統合失調症の発症基盤の解明を行

った。 

DISC1 遺伝子の転座が認められる家系では統合失調症やうつ病を多発することから DSIC1 遺伝

子の転座が統合失調症やうつ病の発症に重要な役割を果たしていると推定されてきた。我々は DISC1
の転座部位に結合する因子を検索した結果 Fasciculation and Elongation protein Zeta-1 (FEZ1), 
我々が DISC1-binding zinc finger protein(DBZ)と名づけた蛋白質および Kendrin の三種の因子を同

定した。さらに DISC1-Fez1 結合, DISC1-DBZ 結合、DISC1-Kendrin 結合のいずれもが神経系の成

熟に関与していることを明らかとした。DISC1-FEZ1 結合は NGF により増強されるとともに Fez1
の変異は統合失調症の危険因子であることも解明した。また DISC1-DBZ 結合は PACAP により一過

性に解離することを明らかにした。さらに他家により PACAP 及びその受容体 PAC1 の変異が統合失

調症の危険因子であることが報告されている。また我々は Kendrin の変異は双極性障害病の危険因子

である事も明らかとした。これらの事実は統合失調症および双極性障害病の、少なくとも DISC1 遺

伝子の転座を起因とするものでは神経回路形成の未熟がその発症の基因である事を示すものである。 
Dysbindin は海馬の軸索終末に存在し統合失調症患者で減少していることは良く知られている。

Dysbindin 発現が低下している統合失調症患者脳では、とりわけ海馬では発達段階を通じて

Dysbindin が低下して海馬ニューロンに何らかの影響を与え、そのことが統合失調症患者の異常行動

に結びつきうると想定されるが、Dysbindin の神経系の成熟に与える影響についてはまったく知られ

ていない。我々は Dysbindin の発現低下が海馬ニューロンの形態形成の異常を引き起こすことを見

出した。Dysbindin をノックダウンした SH-SY5Y 細胞では正常と大きく異なり突起の先端部がブド

ウの房状を呈した。β-tubulin をマーカーとして神経突起の長さを比べると Dysbindin ノックダウン

細胞の突起は正常の突起と比し明らかに短かい。これらの結果は Dysbindin の発現低下はアクチン線

維の編成を障害することにより分化中の SH-SY5Y 細胞の神経突起伸展を阻害することを意味する。

上記結果を確認するため、Dysbindin 発現を欠く sandy mice の培養海馬細胞を用いて検討した。

sandy mice 由来の海馬細胞の成長円錐の構造は正常と大きく異なる。アクチン線維の配列と微小管の

太い束の分岐が減少している。以上の結果は Dysbindin を欠く sandy mice では発生時期の海馬ニュ

ーロンの成長円錐の形状に異常をきたしていることを示す。 
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PACAP ノックアウトマウスは正常マウスと比べて探索行動の増加、好奇心の増加、不安の減少、ジ

ャンプ行動などの異常な行動発現、PPI の低下、Long-term potentiation(LTP)の障害などが見られる

（馬場ら）。定型抗統合失調症薬 D2 遮断薬では多動とジャンプ行動は改善するが PPI の低下は改善

しない。非定型抗統合失調症薬セロトニン・ドーパミンアンタゴニストでは多動、ジャンプ行動のみ

ならず PPI の低下も改善される。従って PACAP ノックアウトマウスは統合失調症を中心とする精神

疾患のモデルマウスとして確立しつつある。また PACAP に特異的な受容体である PAC1 のノックア

ウトマウスでも自発運動量の増加と不安関連行動の低下、LTP の障害が見られる。さらに SPNs 解析

により PACAP,PAC1 は統合失調症の危険因子であることが示された。PACAP－KO マウスは異常行

動を示すがこのマウス歯状回顆粒細胞層ニューロンでは stathmin１発現が上昇していた。また Hilus
では stathmin1 陽性軸索の数が増加しおり、発現上昇した stathmin1 が歯状回ニューロンの軸索の

異常分岐をもたらす可能性が示された。 そこでこの事実を in vitro で確認することを試みた。培養

海馬ニューロンに stathmin1 を強制発現させると異常な軸索分岐が認められた。これらの事実は

PACAP-KO マウス海馬では stathmin 1 発現誘導による異常回路形成が生じていることを示す。さら

に統合失調症脳では stathmin1 発現の増加を認めるがうつ病患者脳では stathmin1 の増加は認めら

れない。 
 
2．おわりに 

以上事実は統合失調症の発症基盤に神経回路網の未熟が存在することを示す。 
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１頁目：演題などはここから書き始めて下さい 

バイオベンチャー創業における問題点 

 
西澤昭夫 

東北大学大学院経済学研究科 
 

 大学における先端的研究成果の商業化によりイノベーションを創出し、新たなハイテク産業を形成

しようという産学連携と、これを担うベンチャー企業に対する期待感は、わが国においては、世界的

な金融危機の中で潰え去ってしまったようである。だが、アメリカでは、自動車に代表される 20 世

紀型産業の終焉が明確になったことから、ICT や BT だけでなく、グリーンテクノロジーなどのイノ

ベーション創出に向け、産学連携とベンチャー企業に対する期待感は大きく高まっている。 
ベンチャー企業を巡る、日米における正反対の評価は、わが国のベンチャー企業政策が、その企業

特性を十分に理解しないまま、アメリカの模倣に止まり、必要な制度改革を行わなかったことから、

過剰期待を裏切る結果になったためだと言える。 
 アメリカにおいて、ベンチャー企業とは、大学における先端的かつ未成熟な研究成果の完成度を高

めるテクノロジー・インキュベータ機能が求められ、技術と事業の二重の創業リスクを余儀なくされ

る新規創業企業を意味していた。そのため、市場メカニズムのもとでは、創業阻止圧力が作用する。

この創業阻止圧力を軽減し、ベンチャー創業を促進するには、アメリカにおいて 1980 年代に採用さ

れた Cloning Silicon Valley 政策に見られるような産学官の組織イノベーションのもと、ベンチャー

企業に対する簇業（＝多数の創業）・成長に向け、国と地域が密接に連携する支援システムが構築さ

れなければならなかった。 
 だが、わが国では、ベンチャー企業の特性が認識されないまま、「大学発ベンチャー創業 1000 社計

画」などが実施され、大学の研究者もこうした政策に対応したが、制度改革を伴う支援策が不十だっ

たため、所期の目的を実現しえないだけでなく、リスクの顕在化が過剰な負担を強いる結果になった。

特にバイオベンチャー創業ではこの問題点が強く現れたのである。 
 
キーワード：ベンチャー企業、テクノロジー・インキュベータ、二重の創業リスク、Cloning Silicon 
Valley 政策、バイオベンチャー 

 
１．ベンチャー企業と機能と特性 
ベンチャー企業とは、大学の研究から生み出された先端技術を商業化するためのテクノロジー・イ

ンキュベータ機能を担い、技術と事業の二重の創業リスクを負うことから、市場メカニズムに従う限

り、創業阻止圧力が作用する企業特性を持たざるをえない。そこで、ベンチャー企業にテクノロジー・

インキュベータ機能を担わせるには、ベンチャー企業に不可避な二重の創業リスクを軽減して、ベン

チャー企業を多数創業（＝簇業という）させ、その中から急成長する可能性を持つベンチャー企業に

対して成長支援する、地域における簇業・成長のための支援システムの構築が不可欠となる。 
２．創業支援策に向けた制度改革 
ベンチャー企業の母国であるアメリカでは、1970 年代に不況とインフレが併存するスタグフレーシ

ョンから脱却するため、スタグフレーションのもとでも発展を遂げていたシリコンバレーのクローン

を全米に形成し、新たな経済発展を実現しようとする Cloning Silicon Valley 政策が策定・実施された。

この政策は、シリコンバレー形成に大きな役割を演じた軍需研究支援とその成果調達を情報通信分野
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（ICT）からバイオ分野（BT）などにまで拡げ、リスクマネー供給制度と結合する連邦政策と、地域

における産学官連携によるベンチャー企業の簇業・成長に向けた支援システムから構成されていた。

だが、Cloning Silicon Valley 政策は既存政策と大きく異なる政策であったため、アメリカにおいて

も、当初、地域における産学官連携の内容が明らかではなく、試行錯誤の中から、地域支援システム

が構築される。そのモデルとなったのがテキサス州の州都オースティンのケースであった。オーステ

ィンでは、ベンチャー企業の簇業・成長に不可欠な経営資源をネットワークを通じた出世払いによっ

て供給するシステムが構築されたのである。このシステムの構築過程において、産学官がそれぞれの

機能を提供しつつ、かつ相互に補完できるようなネットワーク重合にむけ、産学官のそれぞれが組織

イノベーションを求められた。大学においては、「第二次大学革命（Second Academic Revolution）」と

呼ばれる、大きな組織イノベーションが追求されることになる。 
こうした組織変革を伴う制度改革には、既存制度を解体する移行過程が不可欠となっていた。市場

主導モデルはその移行のための中間形態に過ぎない。アメリカにおいては、1990 年代、既存制度の解

体を前提にしたオースティンモデルが全米に普及し、ICT、BT、その他の先端技術の商業化が進み、

ハイテク産業クラスターが形成されることになる。その総和が「アメリカの独り勝ち」と揶揄され、

怨嗟のもとにもなる、息の長い好況をもたらしたのである。 
３．わが国の現状 
わが国でも、1990 年代、産業競争力の日米逆転を受け、その原因となった産学連携、「大学発ベン

チャー1000 社計画」、知的クラスター、産業クラスターなどが次々に策定・実施されることになる。

その結果、大学発ベンチャー創業は順調に増加を見せ、数値目標には到達する。だが、その実態は厳

しく、成功事例も多くはない。また、アメリカにみられたような地域ハイテク産業クラスター形成の

実績もなく、地域経済は厳しさを増すばかりである。さらに、バイオベンチャーに限って言えば、そ

の新規創業はこの 5 年間で大きく減少した。iPS 細胞という、世界に誇る研究成果を生み出しながら、

その実用化においては立ち遅れが懸念され、研究の進展に対し危機感が持たれ始めている。それも、

実用化における試行錯誤を担うバイオベンチャー創業の日米格差が大きく作用していることは否定

しがたい。 
４．バイオベンチャー創業の問題点 
 バイオベンチャー創業には、他分野におけるベンチャー企業に比べても、さらに大きな創業阻止圧

力が作用する。バイオベンチャー企業にあっては、人を対象にした臨床研究（Human-subject Research、
HSR）を必要とするからである。被験者保護局（OHRP）が存在するアメリカにおいても、バイオベ

ンチャー企業が関与する臨床研究における COI マネジメントを強化させる契機となったゲルシンガ

ー事件は、ペンシルバニア大学発ベンチャー企業の成果を使った臨床研究で生じた、悲劇であった。

アメリカでは、この悲劇を受け、NIH、OHRP、FDA などが、大学などに対し COI マネジメントの強

化を求め、全米医科大学協会（AAMC）が中心になり、COI マネジメント制度の整備・拡充や、これ

を行う実務担当者の育成などを進めているが、なお、不十分だということである。 
 わが国においても、COI マネジメント制度の創設と実施が厚生労働科学研究費の応募条件とされる

ことになったが、未だにこれを的確に行える実務担当者の数は極めて少ない。さらに、バイオベンチ

ャー創業では、HSR に伴う被験者保護、厚生労働省の許認可などといった複雑な対応が求められ、こ

れらを研究者が行うことは不可能である。そのためにも、バイオベンチャー創業に際しては、研究者

と経営者がチームを組むことが不可欠であるが、経営者に対する労働市場が存在しないわが国では、

こうしたチーム組成は難しく、地域では殆ど不可能に近いと言わざるをえない。 
５．まとめ 
最後に、わが国おいてもバイオベンチャー企業創業を活性化するうえで必要とされる問題点の解決

に向け、その方向性を示しておきたい。 
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受容体結合蛋白質 Jab1 によるエンドセリン A 型受容体の発現レベル調節 

機構とその病態的意義 
 

三輪 聡一、西本 新、西屋 禎、堀之内 孝広 
北海道大学大学院医学研究科 細胞薬理学分野 

要約：我々は、エンドセリン A 型受容体 (ETAR) C-tail と結合する新規蛋白質分子を単離・同定する

ため、酵母ツーハイブリッド法を用いて ETAR C-tail をベイトとした成人ヒト心臓 cDNA library のスク

リーニングを行い、細胞周期制御蛋白質である p27 や黄体形成ホルモン受容体の前駆体と結合し、そ

れらを分解に導き、ユビキチン連結酵素 (E3) の正の制御因子としての機能を持つ Jab1 (Jun activation 
domain-binding protein 1) を同定した。ETAR と Jab1 の結合は GST pull-down や免疫沈降により確認さ

れ、両者は細胞膜近傍で共局在していた。Jab1 ノックダウンにより ETAR 発現レベルが上昇し、それ

に伴ってエンドセリン-1 (ET-1) 刺激による ERK リン酸化も増加した。一方、Jab1 過剰発現によりこ

れらは減少した。Jab1 過剰発現下において、蛋白質合成阻害剤であるシクロへキシミド処理後の ETAR 
turnover の速度や ETAR のユビキチン化レベルが増加した。さらに ET-1 で ETAR を刺激すると ETAR
に結合している Jab1 量と ETAR のユビキチン化レベルが共に増加し、それに伴って ETAR レベルが減

少した。以上の結果より Jab1 とエンドセリン受容体との結合様式とエンドセリン受容体のユビキチン

化レベル及び蛋白質分解に強い関連性が認められた。 
キーワード：GPCR 結合蛋白質、エンドセリン-1、細胞内輸送、ユビキチン化、蛋白質分解 
 
１． はじめに 
一般的に細胞膜上に発現する G 蛋白質共役型受容体 (G protein-coupled receptor : GPCR) は、神経伝

達物質やホルモンといった細胞外からの様々な刺激を共役しているヘテロ三量体 G 蛋白質の活性化

を介して細胞内へ伝達している。リガンド刺激を受けた GPCR は G protein-coupled receptor kinase 

(GRK) によりリン酸化され、さらにリン酸化されたセリン／スレオニンにβ-arrestin が結合する。その

結果、GPCR と G 蛋白質の反応阻害 (uncoupling) や GPCR の細胞内移行 (internalization) が引き起こ

される。細胞内に移行した GPCR はホスファターゼにより脱リン酸化され、再び細胞膜に移行し、元

通りリガンド刺激により活性化され得る状態になるか (resensitization)、あるいはリソソームに運ばれ

て蛋白質分解される (degradation)。 新規に合成され、正常に折り畳まれた GPCR の細胞膜への輸送

や、細胞内への取り込み、細胞膜への再輸送、蛋白質分解を行うリソソームへの輸送といった GPCR

の細胞内輸送は、ヘテロ三量体 G 蛋白質以外の GRK やβ-arrestin 等の GPCR 結合蛋白質群

(GPCR-interacting proteins : GIPs) によって制御されていると考えられており、実際に、最近の研究の

進歩により 50 以上の新たな GIPs の存在が明らかになっている(1)。GIPs の大半は GPCR のカルボキ

シ末端領域 (C-tail) に結合し、GPCR の細胞内輸送や細胞内シグナル伝達を制御している(2)。GPCR

ファミリーに属するエンドセリン A 型受容体 (ETAR) の GIPs として、ヒストンアセチルトランスフ
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ェレースである Tip60 とヒストン脱アセチレースである HDAC7 が同定され、ETAR の細胞内シグナル

伝達に影響を及ぼしている(3)との報告があるが、ETAR の細胞内輸送とその GIPs に関しては現在まで

のところ、明らかになっていない。ETAR のレベルの増加は、心不全、高血圧、動脈硬化症等の心血

管系疾患の発症・進展において重要な役割を果たしており、ETAR の細胞内輸送を制御する GIPs によ

る ETAR レベルの制御機構の解明は重要な研究課題であると考えられる。 

２． 現在までの結果と今後の展開 

ETAR 結合蛋白質 Jab1 と ETAR との結合が増加すれば、ETAR のユビキチン化レベルの増加及び蛋

白質分解の促進が引き起こされることから、Jab1 が ETAR に結合することによって、ETAR の発現レ

ベルが調節されていると考えられる。今後、ETAR の細胞内ドメインに存在するリジンを変異させた

ユビキチン化を受けない ETAR を用いて、Jab1 と ETAR の結合や Jab1 による ETAR の分解促進が変化

するかどうか検討する予定である。また、肺高血圧症、心不全、高血圧、動脈硬化症などの病態にお

いては、ET-1/ETAR を介したシグナル伝達が亢進し、病態の発症・進展に深く関わっていることが知

られているが、これらの病態のモデル動物や患者から得られた検体を用いて、Jab1 の関与を検討して

いく予定である。 

３． おわりに 

肺高血圧症、心不全、高血圧、動脈硬化症などの病態において Jab1 を発現亢進させることにより、

ETAR 蛋白質分解が促進し、ETAR レベルが正常化してこれらの病態が改善される可能性がある。また、

Jab1 の発現を増加させるような化合物の探索も臨床応用を考える上で重要である。 

 

文献 
1) Bockaert J, et al. Pharmacol & Ther. 2004;103:203-221. 
2) Bockaert J, et al. FEBS Lett. 2003;546:65-72.  
3) Lee H-J, et al. J Biol Chem. 2001;276:16597-16600. 
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ヒスタミンＨ３受容体の細胞内トラフィッキング制御因子の解析 

 
助川 淳 1、木下和樹 1、2、佐藤岳哉 1、倉増敦朗 3、谷内一彦 4、福永浩司 2、柳澤輝行 1  

1東北大院・医・分子薬理、2東北大院・薬・薬理、3山口大院・医・分子薬理 
4東北大院・医・機能薬理 

 

要約：ヒスタミンＨ３受容体のカルボキシ末端細胞質内ドメインに結合するタンパク質ＣＬＩＣ４、

及びＤＲｉＰ７８を同定した。ＣＬＩＣ４の発現が細胞表面のＨ３受容体を増加させる一方で、ＤＲ

ｉＰ７８は、Ｈ３受容体の細胞表面発現を減少させ、同時に細胞内の全Ｈ３受容体量も低下させた。

これらのタンパク質は、Ｈ３受容体の細胞内トラフィッキングの制御因子である事が示唆された。 
 
 
キーワード： Ｇタンパク質共役型受容体、ヒスタミンＨ３受容体、トラフィッキング、細胞表面発

現 
 
１．はじめに 
Ｇタンパク質共役型受容体(ＧＰＣＲ)の活性異常は多くの重要な疾病の原因となっており、薬物治

療標的として最も注目される分子群である。近年、薬物によってＧＰＣＲの活性を制御する試みはま

すます重要性を増しているが、一方で、ＧＰＣＲを代表とする細胞表面受容体の細胞内動態について、

多くの新しい知見、すなわち、生合成された受容体分子の細胞表面へのトラフィッキングや、局在性、

また分解過程が、ＧＰＣＲのカルボキシ末端に結合する多彩なタンパク質によって制御されているこ

とが報告されている。本発表では、我々が解析を続けているヒスタミンＨ３受容体のカルボキシ末端

に結合するタンパク質の機能について報告する。 
 

２．実験結果 
ヒスタミンＨ３受容体カルボキシ末端結合タンパク質として我々が最初に同定したタンパク質Ｃ

ＬＩＣ４(Chloride Intracellular Channel 4)は、細胞内オルガネラ膜に存在するチャネルとしての

機能以外に、細胞内における膜小胞輸送ヘの関与が示唆されていた。解析の結果、Ｈ３受容体の細胞

表面発現が、ＣＬＩＣ４の発現量依存的に増加すること、さらに種々の阻害剤を用いた解析により、

この細胞表面発現量の増加は、新規に合成されたＨ３受容体の細胞表面へのトラフィッキング促進に

由来していることが明らかになった。さらに今回、我々はＨ３受容体に結合する新たなタンパク質と

して、ＤＲｉＰ７８(Dopamine Receptor-interacting Protein 78)を同定し、その機能解析を試みた。

ＤＲｉＰ７８はＥＲに局在する膜タンパク質であり、ドパミンＤ１受容体と相互作用することによ

り、Ｄ１受容体の細胞表面発現量を減少させることが報告されている。アデノウイルスベクターを利

用した培養細胞発現系において、Ｈ３受容体の細胞表面発現量だけではなく、細胞内の全Ｈ３受容体

量が、ＤＲｉＰ７８の発現に依存して減少する事が明らかとなった。また、この細胞内全Ｈ３受容体

量の減少は、プロテアソーム阻害剤ＭＧ１３２処置により抑制された。以上の結果から、ＤＲｉＰ７

８は、Ｈ３受容体が細胞表面に至るトラフィッキングの過程に影響を与え、受容体分子の分解系を調

節することにより、受容体の細胞表面発現を制御している可能性が示唆された。 
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３．おわりに 
ＧＰＣＲがリガンドを結合した後、エンドサイトーシスされ、リサイクルあるいは分解される動

的な過程は、薬理学の発展もあり分子レベルの解析が大きく進んでいる。一方で、受容体がリボソ

ームで合成された後、細胞表面に輸送される過程が、複雑な膜小胞のトラフィッキング制御機構に

依存する事が注目されるようになったのは最近のことである。ＧＰＣＲの活性発現の基本である細

胞表面へのトラフィッキング機構の解析を通して、創薬に向けた新しい可能性を開きたい。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

生体イメージングによる慢性炎症病態の解明 
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要約：現在の血管及び代謝研究の主流は依然、分子生物学にある。分子生物学は個々の遺伝子機能の

in vitro での解析から始まり、遺伝子改変動物を用いた各遺伝子の in vivo での解析へと発展してき

た。しかし、個体レベルでの検討では、あくまでも複雑なフィードバック機構により制御された遺伝

子変化の最終的な結果を捉えるにとどまっていることが多く、生体内における血管の機能や細胞動態

も不明であった。我々は、「生体内で細胞をみて、働きを知る」ことのできる「生体内分子細胞イメ

ージング」を開発し、これらの研究における限界点へアプローチを重ねてきた。本シンポジウムでは、

生体イメージングにより明らかになってきた慢性炎症を背景としたメタボリックシンドローム、肥

満、動脈硬化といった生活習慣病病態について概説する。 
 
キーワード： 生体イメージング、慢性炎症、肥満、内臓脂肪組織、血小板 
 
１．はじめに 

最近の研究により、心筋梗塞や脳卒中などの原因となる肥満・メタボリックシンドローム、動脈硬

化、悪性腫瘍において慢性炎症が病態の背景にあることが明らかになってきた。例えば、メタボリッ

クシンドロームでは、遺伝子素因に加えて、内臓肥満・加齢・喫煙などの外的誘因が加わって、全身・

局所に持続的かつ低レベルの慢性炎症が持続し、様々な病態を形成している。各組織では複数の細胞

種（実質室細胞と間質）が常に相互作用しており、その破綻が疾患といえる。しかし、従来の単一の

細胞種（培養細胞）を用いた分子生物学的手法、及び、固定標本の検討では、その本質、特に生体内

における詳細な多細胞連関のメカニズムや背景にある分子機構に迫る事が難しかった。 
 

２．メタボリックシンドロームにおける慢性炎症を背景とした肥満脂肪組織リモデリング 
我々は、「生体内で細胞をみて、働きを知る」「生体内分子イメージング手法」を開発し、脂肪組織

に適応しメタボリックシンドロームの病態にアプローチを行ってきた。まず、肥満脂肪組織で、脂肪

細胞分化・血管新生が空間的に共存して生ずることを示した。VEGF を標的とした中和抗体の投与実

験から、肥満脂肪組織における血管新生が抗肥満・糖尿病治療の標的となり得ることを明らかにした

(文献 1)。また、肥満脂肪組織の微小循環の検討から、脂肪組織局所において肥満を契機に炎症性の細

胞動態が生じていることを明らかにした(文献 2)。すなわち、肥満脂肪組織局所では血管内皮・マクロ

ファージ・血小板の相互の活性化とそれに伴う形質転換が内臓肥満に伴う慢性炎症を増幅し、マクロ

ファージ浸潤をはじめとする組織リモデリング・組織機能異常に寄与していると考えられた。 
我々はさらに、脂肪組織の間質には多くのリンパ球が存在することを見いだした。肥満に伴う脂肪

組織の間質の変化を検討したところ、CD8 陽性 T 細胞が肥満の初期より増加していた。肥満脂肪組

織では CD8 陽性 T 細胞がポリクローナルに活性化しており、この T 細胞は単球からマクロファージ

への分化、および、マクロファージの脂肪組織への遊走と活性化を促進していた。つまり、肥満脂肪

組織における炎症性マクロファージの浸潤の初期のトリガーがCD8T細胞の浸潤であることが示され
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た(文献 3)。異常な肥満脂肪組織における局所免疫が、全身及び肥満脂肪組織の炎症、さらにインスリ

ン抵抗性病態を引き起こしていることが明らかとなった。 
 

３．生体イメージングにより明らかになる血栓症病態 
我々は、近年、単一血小板レベルでの血栓形成過程の可視化にも世界にさきがけて成功した。レー

ザー照射とヘマトポルフィリンを用いて血栓を誘発し、血小板を含む各種細胞の動態について検討し

た。レーザー照射により血管内皮細胞に ROS 産生を介した傷害が生じると、定常状態で内皮細胞と

相互作用し「stop and go」していた血小板が、血管壁に強固に接着し、さらに積み上がって数を増や

していき（pile up）血栓が発達していった。pile up された血小板により有効血管径は狭小化し、血

流速度が低下し、最終的には白血球の plugging により血栓閉塞に至った。 
我々は、血小板機能に異常を来す、インテグリンの細胞質ドメインに変異を持つマウスを用いて、

本イメージング手法の有効性について検討を行った。既報では、本マウスは止血時間、塩化鉄傷害を

用いた頸動脈での血栓誘発能に異常を来していたが、我々のイメージング手法でも血栓形成能の異常

が認められた。すなわち、血小板は血管内皮に付着するものの、その付着は脆弱で血小板血栓の発達

も遅延していた。このように我々のイメージング手法では、血小板・血管内皮・白血球といった各種

細胞の体内動態だけでなく、血流やずり応力など同時に評価可能であり、詳細な血栓形成メカニズム

の解析が可能になっている。 
また、遺伝子改変動物や骨髄移植動物における血栓形成過程を観察することにより、血小板機能の

安定化に重要な遺伝子を同定した。我々のイメージング手法では、生体内での血小板における遺伝子

機能が明らかになるだけでなく、抗血小板薬等の詳細な効果判定等にも有効であると考えられる。 
ヒト iPS由来の血小板の生体内での可視化にも成功しており、人工血小板がマウスの体内を循環し、

血栓形成に寄与することも明らかにした。iPS 誘導細胞の血液製剤としての有用性を示す重要な知見

と考えられる。 
 

４．まとめ 
生活習慣病の基礎となる慢性炎症は、生体内における細胞間ネットワークの破綻が本態と考えられ、

単一の臓器や細胞種の異常から全てを説明することはできない。今後、本イメージング手法によって、

全く不明であった生体における定常状態の細胞ネットワークと病態における破綻が明らかになると思

われる。 
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ポジトロン標識アミロイド画像化プローブの開発研究 
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1東北大学大学院医学系研究科、2東北大学未来医工学治療開発センター 
 
要約： アミロイドβ蛋白質(Aβ)の異常凝集に起因する脳内アミロイド斑(老人斑)の形成は、アルツハ

イマー病(AD)の病態初期に進行する疾患特異性の高い病理学的特徴である。我々は、ポジトロン断層

撮影法(PET)によるアミロイド斑の生体可視化(アミロイド画像化)を目的として、PET 撮像で必要と

なるポジトロン標識プローブの開発を進めてきた。臨床研究用の候補プローブとしてベンゾオキサゾ

ール誘導体の[11C]BF227 を開発し、前臨床評価を行ったところ、[11C]BF227 は in vitro 実験におい

て Aβ凝集体及び AD 脳アミロイド斑に対して優れた結合力及び結合選択性を示すとともに、AD モデ

ル Tg マウスに対する BF227-PET 撮像では、アミロイド斑の沈着部位に高い集積性を示した。実際

に、AD 患者を対象とした[11C]BF227 の臨床 PET 検査を実施した場合もアミロイド斑の沈着を反映

する PET 脳画像が得られ、アミロイド画像化プローブとして利用できることが示唆された。これら

の結果を踏まえ、より利便性に優れたポジトロン核種であるフッ素 18 で標識した BF227 誘導体の

[18F]FACT も開発して前臨床評価を行ったところ、同様にアミロイド画像化プローブとして有用性が

示唆され、現在、臨床での実用性評価研究を進めている。 
キーワード：アルツハイマー病、アミロイド画像化(アミロイドイメージング)、PET 
 
1. はじめに 
 社会の高齢化に伴う AD 患者数の急増を背景として、AD の高精度早期診断法の確立が喫緊の課題

となっている。高い精度(感度・特異度)で診断を行うためには、疾患特異性の高い病理学的変化を鋭

敏にとらえる検査技術の開発が必要となる。AD では脳内で様々な病理学的変化が起きるが、アミロ

イド斑の沈着は疾患特異性が高く病態の早期の段階で観察される病理像であるため、その程度を生体

可視化技術によって評価できれば早期診断の指標として非常に有用性が高いと期待されている 1。我々

は、非侵襲性及び感度に優れる PET によってアミロイド画像化の実現を目指して研究を展開してき

た。その研究の中心は、アミロイド斑を構成する Aβ凝集体に対するポジトロン標識リガンドの開発

であり、そのプローブとしての特性の善し悪しがアミロイド画像化の成否を決める。本講演では、医

学・工学・薬学が密接に連携して行われる PET 研究の薬学的内容について、我々がこれまでに取り

組んできたアミロイド画像化プローブの開発研究を例として紹介する。 
2. プローブ開発 
約 2600 個の蛍光色素系化合物ライブラリーからリード化合物の探索を行い、Aβ凝集体リガンドと

なりうる有望な骨格として 2-styryl-benzoxazole を見出し、Aβ結合性及び脳内動態性の観点から構造

最適化を進め、臨床研究用の候補プローブとして[11C]BF227 を開発するに至った 2。アミロイド画像
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化に適したプローブの特性としては、Aβ凝集体及びアミロイド斑に対する優れた結合親和性、投与

直後の急速な脳内への移行性、そして正常脳組織からの速やかな排泄性が求められる。特に撮像時間

に制限が伴う PET では、速やかな排泄性は、重要なファクターとなる。 
[11C]BF227 は、Aβ凝集体に対して高い結合親和性を示すとともに、AD 脳標本中のアミロイド斑

に対して選択的結合性を示すことが確認された 3。正常マウスを用いた脳移行性実験では、十分な脳

内移行性(7.9 %ID/g @ 2 分)と共に、速やかな脳外排泄性(0.64 %ID/g @ 60 分)を示した。[11C]BF227
は炭素 11(半減期 20 分)で標識されたプローブであるが、半減期の観点から PET プローブとしてより

利便性の高い、フッ素 18(半減期 109 分)で標識されたプローブの開発にも取り組んだ。方法としては

BF227 と同一骨格のフッ化アルキル誘導体を複数合成し、[11C]BF227 の場合と同様に AD 脳組織中

のアミロイド斑に対する結合性及びマウス正常脳における脳移行性を比較検討した。そして生体内で

の脱フッ素代謝に対する耐性も考慮に入れて、アミロイド画像化プローブとして有望なフッ素 18 標

識誘導体([18F]FACT : Fluorinated Amyloid-imaging Compound of Tohoku)を選別した。 
各標識プローブを AD モデル Tg マウスに尾静脈投与した場合、ex vivo ARG でアミロイド斑の分

布に一致するかたちで放射能分布が確認され、また動物 PET においてもアミロイド斑の沈着部位に

明瞭な放射能集積が確認された。この結果から、両標識プローブはアミロイド斑の生体画像化プロー

ブとして実用的なレベルにあると判断された。そこで BF227 及び FACT の単回投与毒性試験、変異

原性試験、被曝線量推定などの評価により安全性を確認した後、臨床研究を実施した。 
 

3. 臨床研究 
[11C]BF227 を用いた PET 撮像において、AD 患者では側頭頭頂葉から後頭葉にかけた大脳皮質領

域に高い放射能集積性を示し、その集積率は健常者と比較して有意に高い値となった。病理学的知見

に照らし合わせてみると、この放射能集積分布はアミロイド斑の分布領域と良く一致しており、その

画像化プローブとしての有用性が強く示唆された。現在、アミロイド画像化 PET による AD 診断精

度の検証を進めるとともに 4、AD 発症の前段階に相当する軽度認知機能障害(MCI)の患者や他の神経

変性疾患患者に対する応用的画像化研究が展開されている 5。[18F]FACTも臨床評価研究が開始され、

アミロイド画像化プローブとしての有用性が示されつつある。 
 

4. おわりに 
 AD の病理変化、特にアミロイド斑の形成は、認知機能障害を呈する 10 年以上前から脳内で潜伏的

に進行している。従ってそのアミロイド斑を生体可視化できれば、AD の発症前段階でその診断が可

能になると期待されている。アミロイド画像化の臨床的有用性をより明確にするためには、今後、長

い期間の追跡調査や剖検症例での病理学的検証を行う必要がある。しかしその間に AD の根治療法が

確立され、将来的にアミロイド画像化による AD の発症前診断と根治療法の組合せによって AD の予

防的治療が可能となれば、AD の発症を心配する必要のない社会が実現するかもしれない。 
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イメージングで見通す異分野融合型の非臨床研究 
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放射線医学総合研究所 分子イメージング研究センター 
 
 

要約：疾患診断薬および治療薬の開発における非臨床分子イメージングの役割は、薬剤の標的分子へ

の結合親和性・特異性評価、体内薬物動態解析、標的分子の占有率に基づく至適用量予測など、臨床

応用に不可欠な基礎データの取得を生きた動物で実現することにある。イメージング技術のこうした

利用法は創薬を推進する上で有用となりうるが、それだけでは生命科学としての面白みに富む研究法

とはなり難い。また、薬物動態や薬理作用の評価技術をいかに高めてもヒトでの結果を十分に予測で

きない場合も多く、そうなるとむしろ非臨床評価は必要最小限にとどめて、見込みのある薬剤はいち

早くヒトで評価すべきであるという見解が妥当になりうる。マイクロドージング研究が普及すれば、

非臨床で時間と労力をかけて薬剤を絞り込むよりも、ヒトで複数の候補化合物を多施設ベースで臨床

評価する方が効率も確実性も高いかもしれない。実際に米国では少なくとも診断薬開発においてこの

ような動きが出始めており、薬剤開発の新たな潮流となりうる。これに対して非臨床研究の学術的な

魅力と創薬上の価値を同時に高めるためには、分子病態解明・診断薬開発・治療薬開発を一体となっ

た形で成熟させる必要がある。そのためには研究開発の早い段階から多様な研究分野間の連携を強化

することが肝要であるが、分子イメージングは「目に見えて分かりやすい」という特長から、異分野

間の理解を促進する基幹技術となることが見込まれる。本講演では小動物ポジトロン断層撮影（PET）
イメージングを基軸として、病的ネットワーク活性化としての神経疾患発症機構解明、ネットワーク

の各素過程を可視化するプローブ開発を通じた疾患診断法および治療評価法の開発、ネットワーク全

体を制御しうる治療法の開発を相互促進的に発展させる取り組みを例に取り、集約的な非臨床イメー

ジング研究のあり方について解説する。 
 
キーワード：分子イメージング、ポジトロン断層撮影、中枢神経疾患、認知症 
 
１．はじめに 
生体イメージング技術は、薬剤の挙動や標的分子との相互作用を可視化し定量的に解析する上で有

用な情報をもたらしうる。特に近年小動物を対象とした高分解能 PET 装置の開発と普及が進み、PET
プローブ設計の柔軟性の高さとあいまって、イメージングを主体に非臨床レベルでの薬剤評価システ

ムを構築することが可能である。ここでは例として中枢神経受容体および神経伝達物質トランスポー

ターへ結合する薬剤の評価系を挙げるが、小動物 PET で薬剤が標的分子に選択的に結合することを

検証しうるのみならず、薬剤の血中濃度と脳中標的分子占有率の関係をプロットし、薬理活性を発揮

しうる占有率を得るために必要な用量を算定できる 1)。薬剤代謝動態が特定の条件を満たす際には、

血漿中蛋白結合率の種差を補正するのみでヒトでの至適血中濃度を予測することも可能である。ま

た、薬剤による内在性神経伝達物質の放出制御や 2)、アゴニスト型リガンドの受容体占有は、in vitro
でも ex vivo でも正しく検証できず、in vivo モニタリングが不可欠となる場合がある。しかしながら、

薬剤代謝動態や標的分子の存在様式の種差を補正しえない事例も多数存在し、小動物 PET で薬剤の

ヒトにおける有効性を予測することには限度がある。標的分子の存在様式がモデル動物とヒトで著し

く異なる例としてアルツハイマー病で蓄積するアミロイドβペプチド（Aβ）の凝集体（老人斑）を挙
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げるが、これは Aβサブタイプの組成の違いに起因している 3)。そのため非臨床では in vitro 結合実験

や正常動物での動態解析を行うにとどめ、見込みのある化合物は速やかにヒトの PET スキャンで評

価を行うべきであるという考えが生じる。アミロイドプローブの開発に関しては、この考え方に基づ

いて米国のベンチャー企業が主体となり、候補化合物 10 種前後をほぼ同時期に多施設動員によりヒ

トで探索的に試験し、病変検出に適した化合物を選択するというプロトコールが実施されている。日

本国内では新規化合物をいち早く臨床 PET イメージングにより評価できる施設が限られており、こ

のような方式が今後欧米で多用されるようになったとしても、同じやり方で対抗することは困難であ

る。これは診断プローブに限ったことではなく、治療薬についてもマイクロドージング試験の形で複

数の候補物質を臨床評価し、絞込みを行う開発戦略が取られる可能性がある。さらにこの場合、非臨

床研究はできる限り簡略化・効率化を行うことが望ましいが、研究機関においては学際的研究として

の魅力が薄れてしまうことも問題となる。 
２．実のある非臨床イメージング研究を目指して 
 前述の Aβサブタイプ組成の種差に関しては、組織化学的検討により、N 末端が切断・修飾を受け

た Aβ（AβN3pE）がプローブ結合部位を構成する主成分であり、しかも何十年という時間をかけて

徐々に脳内に蓄積する「老化型 Aβ」であることが判明した 3)。また、Aβの主要分解酵素や修飾酵素

を遺伝的もしくは薬理学的に制御したマウスでは、AβN3pE の蓄積量が選択的に変化し、これに呼応

してアミロイド PET シグナルが変化することが分かり、老化型 Aβの蓄積を防ぐ治療やそのモニタリ

ングの実現に向けた知見が得られた。このようにモデル動物の PET イメージングを基軸として、病

原性分子の同定と役割の解明や、診断・治療・治療評価を可能にする薬剤の開発を一体として推進可

能であり、非臨床研究に新たな価値をもたらすと見込まれる。病態解明は生命科学分野であり、診断・

治療法の非臨床開発は薬学・工学分野が重視されるが、これらを融合した形で研究を進める上で、分

子イメージングという「目に見えて分かりやすい」技術を介して異分野間の理解を促進しうる。 
 認知症の中核病理であるアミロイド蓄積と神経死を介在する素過程についても、演者らは同様の非

臨床研究戦略を試みてきた。その中で神経免疫担当細胞であるミクログリアの活性化が神経死に先立

って顕在化することを、特異的マーカーtranslocator portein（TSPO）のイメージングにより実証し

た 4)。この結果に基づいてモデル動物で薬剤により神経免疫反応を抑制したところ、細胞死のみなら

ず中核病理も抑えられることが明らかになった 4)。さらに TSPO 陽性となるミクログリアは単なる活

性化でなく毒性転換をきたしていること 5)、そこから放出される炎症性ケモカインの一部は中核病理

に直接作用しうること、AβN3pE 生成に関わる上述の修飾酵素がこのケモカインを安定化すること、

修飾酵素はアルツハイマー病で増加していることなどが次々に分かり、アミロイド蓄積、修飾酵素活

性化、TSPO 陽性ミクログリア活性化、炎症性ケモカイン放出などの病的事象が双方向に促進し合う

因果関係ネットワークを形成していると推測された。 
３．おわりに 
 PET イメージングを基幹技術とした分野融合型の非臨床研究により、疾患の分子病態が病的ネッ

トワークの活性化という形で理解され、ネットワークの各素過程を生体で可視化しながら治療制御を

行うことが可能になる。これによって、ネットワーク全体を抑制し疾患を制圧するためには、単独の

素過程を制御すればよいのか、それとも各素過程を制御する治療法の組合せを要するのかも検討でき

るようになる。非臨床と臨床で同一の画像バイオマーカーを利用できる特長も活かしうる。 
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SPring-8 を用いたウサギ新生児における呼吸開始機構の研究 

 
八木直人 

財団法人高輝度光科学研究センター 
 
 

要約：新生児の肺は液体で満たされている。ここに空気が侵入することによって、肺が拡張し、呼吸

が可能となる。どのようにして液体が除去され肺が空気によって満たされるかについては諸説あった

が、我々は SPring-8 を用いたＸ線位相イメージング法によって、液体の除去はポンプ機構などによ

るよりも、むしろ呼吸そのものによることを明らかにした。 
 
キーワード： 新生児 呼吸 未熟児 放射光 位相差イメージング 
 
１．はじめに 

子宮内の胎児の肺には空気は入っていない。肺が空気で満たされガス交換を行うのは、生後のこと

である。新生児の肺は液体で満たされているが、これがどのようにして気道や肺胞から除去されるか

については諸説がある。もっとも有力なのはアドレナリンによって ENaC が活性化され、Na 輸送が

生じることにより肺胞上皮にイオン濃度勾配が生じ、これが浸透圧差を生み出して水を輸送するとい

うものである。しかし、ENaC をアミロライドで阻害しても、肺への空気の導入が遅れるだけで、最

終的には肺は空気で満たされる。また ENaC を欠くマウスは少なくとも生後４０時間は生き延びるな

ど、これが不可欠なメカニズムであるとは考えにくい。我々は SPring-8 のＸ線を用いてウサギ新生

児の肺を高分解能で観察することにより、空気の導入は主として呼吸そのものによるという結論に達

した。 
 
２．方法 

SPring-8 の BL20B2 ビームラインは、光源から約 200m の地点にある。ここで得られるＸ線は一

つの波長成分しか持たない単色であり、ほぼ完全に平行なＸ線であるため高画質の画像が得られる。

試料とＸ線検出器（空間分解能 20 ミクロン程度）の間を離して撮影すると、Ｘ線の屈折による輪郭

強調効果が現れ、肺の画像は著しくコントラストが向上する。これを屈折コントラストＸ線イメージ

ングと呼ぶ。 
ウサギ胎児（妊娠 28 日～31 日）を帝王切開によって取り出し、首から下を体積測定用プレチスモ

グラフに入れ、立位でＸ線ビーム上に載せた。羊膜を取り除くことで呼吸を開始し、肺に空気が導入

される様子を屈折コントラストＸ線イメージングで観察した。1 回の露光時間は数 10 ミリ秒で、数

10 分間観察を行った。 
 
３．結果と考察 

図の上は、プレチスモグラフの記録である。胎児が呼吸をおこなうたびに肺の体積が増加してゆく

ことが分かる。肺を満たしている液体が組織に取り込まれて肺が陰圧になっているならば、呼吸の間

にも体積が増加することが予想されるが、それは観察されない。 
図の下は a,b,c の各時点における屈折コントラストＸ線イメージングによる画像である。肺への空

気の導入によって肺のコントラストが増加していることが分かる。これらのスペックル状のコントラ
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ストは、細気管支や肺胞の壁におけるＸ線の屈折によって生じるものである。これらの画像からも空

気の体積を求めることが可能で、その結果はプレチスモグラフによる測定と一致する。 
吸気として肺に取り込まれた空気は、新生児の最初の何回かの呼吸では呼気として体外に排出され

ず、肺に残って Functional Residual Capacity の形成に寄与する。この際に肺を満たしていた液体は

吸気時の圧力で肺胞壁などを通って組織側に取り込まれると考えられる。その結果として、胸郭全体

の体積の増加がＸ線画像で認められる。ENaC によって作られる浸透圧は、呼気時に液体を組織に保

っておく役割を果たしている可能性があると我々は考えている。 
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計算生体力学によるマラリア感染赤血球の解析 

 
山口隆美 1)、今井陽介 2)、上野裕則 3)、松木範明 1)、石川拓司 2) 

1) 東北大学大学院医工学研究科医工学専攻 
2) 同工学研究科バイオロボティクス専攻 

3) 同国際高等教育院 
 
要約：マラリアは、年間 5 億人の患者と、200 万人の主として乳幼児における死者を数える極めて重

大な感染症である。マラリア原虫に感染した赤血球では、その細胞膜に特有のタンパクを発現して、

内皮細胞や正常な赤血球への接着性を亢進させるとともに、膜を硬化させ、微小循環における血流を

障害すると考えられている。マラリア感染による微小循環閉塞を解析するため、流体の保存則に基づ

く計算モデルを開発した。計算モデルには血液の構成成分を有限の計算点（粒子）によって表現する

粒子法を用いた。感染赤血球の変形能や接着性は粒子法にバネモデルを導入することによって計算

し、適切なバネ定数を用いることによって、オプティカルツイザーによる引張試験や、せん断流れ場

における感染赤血球の運動、ロゼットの崩壊などを精度よく再現できた。微小血管内の感染赤血球－

正常赤血球－血管内皮細胞の複雑な相互作用をシミュレーションし、マラリア感染によって血液のレ

オロジー特性が大きく変化することが示された。 
 
キーワード： マラリア感染赤血球、ロゼット形成、血管内皮細胞、微小循環障害 
 
１．はじめに 

マラリアは、我が国でこそ戦後の一時期以後集団での発生をみていないが、世界的に見れば、年間

5 億人の患者と、200 万人の主として乳幼児における死者を数える極めて重大な感染症である。最近

我が国で発生しないのはマラリアを媒介するハマダラカが越冬できないことが主要な理由で、現在進

行中の地球の温暖化によって、平均温度が 1−2 度上がることによって、我が国の南部においても蔓延

することが危惧されている。よく知られているように、マラリアの病原体である原虫はハマダラカに

よる吸血を媒介にしてヒトに感染し、極めて複雑な生活環を経てヒトの体内において増殖し最終的

に、感染した赤血球が脳などの重要臓器の微小循環を障害することによって患者を死に至らせること

が知られている。マラリア原虫に感染した赤血球では、その細胞膜に特有のタンパクを発現して、内

皮細胞あるいは他の正常な赤血球への接着性を亢進させるとともに、膜の変形能を悪化させ（すなわ

ち硬くさせ）微小循環における血流を障害すると考えられている[1]。我々は、このようなマラリア感

染による微小循環の障害を正確に再現することができる計算モデルを開発したので[2]、その方法と得

られた計算シミュレーション結果の一部について報告する。 
 
２．計算モデルと解析手法 

マラリア感染赤血球を含む血液の成分（血漿，正常赤血球，感染赤血球）および血管内皮細胞を有

限の計算点（粒子）の集合としてモデル化する。正常赤血球は膜と内部流体、感染赤血球は膜、内部

流体、マラリア原虫から構成され、それぞれ異なる物性をもった連続体として表現する。赤血球膜は

変形能をもつため、これをバネモデルを用いてモデル化する。原虫が成長するに従い、感染赤血球膜

上に knob と呼ばれる突起が現れ、ここから接着タンパク PfEMP1 が発現する。これが内皮細胞上や

正常赤血球膜上の CD36 や ICAM-1 などと相互作用することによって接着する[3]。これら相互作用し

ているタンパクのクラスターを同様にバネモデルを用いて近似する。それぞれの粒子の運動は、非圧
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縮性粘性流体の質量保存則、運動量保存則で記述される。オプティカルツイザーを用いた引張試験[4]
をシミュレーションし、実験値との比較を通して、それぞれの原虫の成長段階に応じたモデルパラメ

ータを決定した。これにより実際の感染赤血球の変形能を精度よく表現するモデルが構築された。感

染赤血球の接着性についても同様に、実験値との比較によりモデルパラメータを決定することにより

実際に観察される感染赤血球の運動をよく再現した。 
 
３．ロゼットの運動シミュレーション 
 感染赤血球は正常赤血球と接着することに

より、凝集を形成することが知られており、

これをロゼットと呼ぶ。感染赤血球と正常赤

血球各一体からなるロゼットに単純せん断流

れを与え、ロゼットの運動をシミュレーショ

ンした。せん断速度が高い場合には引きちぎ

られるようにロゼットは崩壊した。一方、せ

ん断速度が低い場合にはロゼットは安定となり、回転運動を開始した。 
 
４．感染赤血球と血管内皮細胞の接着 
 微小血管を模擬した 12μm の流路を用い、赤血球運動に対する感染赤血球と内皮細胞の接着の影響

を調べた。接着能を発現していない場合（図 b），感染赤血球は血管壁近傍を回転し、この後ろに赤血

球が連なるようにして下流に移動した。これは白血球と赤血球の流動において観察される Trains と呼

ばれる現象によく似ている。接着能を発現している場合、感染赤血球膜上のタンパクは内皮細胞上の

タンパクと接着、離脱を繰り返し、かつ内皮細胞は浮遊細胞でないため（速度をもたない）、感染赤

血球の移動速度は著しく低くなる。赤血球は Trains を形成しようとするが、速度差が大きいため、感

染赤血球と血管壁の、接着していない側の隙間を大変形しながら通り抜けた（図 c）。いずれの場合に

も正常な血液（図 a）の流動形態とは大きく異なっており、マラリア感染によって血液のレオロジー

特性が著しく変化することが分かる。 

 
５．おわりに 
 接着を伴う細胞間相互作用を生じるマラリア感染時の血流解析を安定に実行できる計算モデルが

構築された。実験的には、微小循環にみられるような複雑な分岐合流構造をもつ流路を作成すること

は難しく、また最新の共焦点顕微鏡を用いたとしても赤血球の運動・変形の詳細な観察は困難である。

本モデルは現在のところ、マラリア感染時の血流を解析できる唯一の計算モデルであり、マラリアの

病理研究のための新しい方法論として発展が期待できる。 
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AD/HD の病態モデルとしての DAT 欠損マウス 

 
曽良 一郎 

東北大学医学系研究科 精神・神経生物学 

要約：注意欠如・多動性障害*(AD/HD)の病態としてカテコールアミン神経伝達の異常が推察されてき

た。ドーパミン神経伝達が AD/HD の病態に重要な役割を果たすことが知られているが、ノルエピネフ

リン神経伝達の関与も示唆されている。多動を示すドーパミントランスポーター(DAT)欠損マウスは

AD/HD の動物モデルの一つと考えられるが、メチルフェニデート、選択的ノルエピネフリン再取り込

み阻害薬の投与により多動が減少することは、臨床知見とも一致する。DAT 欠損マウスを用いた解析

により中枢刺激薬であるメチルフェニデート、選択的ノルエピネフリン再取り込み阻害薬はともに前

頭前野皮質におけるノルエピネフリントランスポーターに作用し、ドーパミン・ノルエピネフリン神

経伝達を制御することが AD/HD への治療効果をもたらすと考えられる。 

 

キーワード： ドーパミン、ノルエピネフリン、モノアミントランスポーター、メチルフェニデート, 

モノアミン再取り込み阻害薬 

 

１．はじめに 

注意欠如・多動性障害(AD/HD: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) においてモノアミン

間接作動薬であるメチルフェニデートなどが症状を改善させることから、AD/HD の病態に中枢神経系

におけるモノアミン神経伝達が関与していると考えられる。分子イメージングの手法により AD/HD 患

者におけるモノアミン再取り込み分子の発現が健常人と異なると報告され、また、相関解析などの分

子遺伝学的研究によりモノアミンのトランスポーターあるいは受容体をコードする多型とAD/HDとの

相関を示す報告がなされ、モノアミン神経伝達に関わる分子は病因・脆弱性遺伝子の候補として注目

されている。 健常人への中枢刺激薬の投与は興奮や過活動を引き起こすにもかかわらず AD/HD 患者

への投与は多動への治療効果があることから、中枢刺激薬の AD/HD への効果は「逆説的」と考えられ

ている。多動を示すドーパミントランスポーター(DAT)欠損マウスは AD/HD の動物モデルと考えられ

るが、メチルフェニデートなどの投与により多動が減少することは、臨床知見とも一致する。本シン

ポジウムでは演者らが作製した DAT 欠損マウスを動物モデルの一つとして用いて、AD/HD の治療薬の

作用機序について考察する。 

２．AD/HD の治療薬の標的分子としてのモノアミントランスポーター 

AD/HDの治療薬として用いられているメチルフェニデートはコカインと同様に中枢刺激薬であり、

細胞膜モノアミントランスポーターが標的分子である。コカインが細胞膜モノアミントランスポータ

ーであるDAT、ノルエピネフリントランスポーター（NET）、セロトニントランスポーター（SERT）に

親和性があるのに対して、メチルフェニデートは主にDAT、NETに親和性がある。モノアミンは合成後

に神経終末内のシナプス小胞に蓄えられて神経終末から放出され、後シナプス受容体に情報を伝達す

る。細胞間隙に放出されたモノアミンは速やかに神経終末に回収される。モノアミントランスポータ

ーは、神経終末の細胞膜に存在し、Na＋／Cl-依存性にモノアミンを神経終末内に取り込む膜蛋白質で

あり、アミノ酸トランスポーターなどとともにSLC6(solute carrier 6)と呼ばれる遺伝子ファミリー

を形成している。神経終末から放出されたドーパミン、ノルエピネフリン、セロトニンは細胞膜モノ

アミントランスポーターにより素早く神経終末に再取り込みされ、神経伝達が終了する。 
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３．AD/HDの動物モデルとしてのドーパミントランスポーター(DAT)欠損マウス 

マウスを新しい環境に置き、移所運動量を測定すると、野生型マウスは探索行動を行うため一時的

に運動量が増加するが、通常、一時間以内にこの活動量は馴化により徐々に低下する。しかし、DAT

欠損マウスは新しい環境に置かれると野生型にくらべて顕著な移所運動量の増大を示し、馴化による

活動量の減少は数時間経過してもわずかである。また、野生型マウスにメチルフェニデートを投与す

ると活動量が顕著に増加するのに対して、DAT 欠損マウスに投与すると活動量は劇的に低下する。こ

れは健常人への中枢刺激薬の投与は興奮や運動量の増加を引き起こすにもかかわらず、AD/HD 患者へ

は多動の改善効果があることと一致している。これらのことからDAT 欠損マウスはAD/HDの動物モデ

ルの一つと考えられている。 

４．AD/HDの動物モデルとしてのドーパミントランスポーター(DAT)欠損マウス 

メチルフェニデートは非特異的な細胞膜モノアミントランスポーターの阻害剤である。メチルフェ

ニデートのSERT に対する親和性は低いことから、メチルフェニデートは、DAT 欠損マウスに残存す

るSERTとNETの内、NETに作用すると考えられる。メチルフェニデートは、DAT欠損マウスの前頭前野

皮質のNETを阻害し、ノルエピネフリンとともにドーパミンを上昇させると考えられる。最近、本邦

でも承認されたNET阻害剤であるアトモキセチンも線条体ではDAを上昇させないが、前頭前野皮質で

はドーパミンを上昇させることが動物実験で確認されている。この前頭前野皮質におけるドーパミン

濃度の上昇が、メチルフェニデートによるDAT欠損マウスの運動量低下作用に関与しているのではな

いかと考えている。 

５．おわりに 

注意欠如・多動性障害(AD/HD)の病態としてドーパミン神経伝達が重要な役割を果たすことが知ら

れているが、ノルエピネフリン神経伝達の関与も示唆されている。AD/HD の中核症状に関与すると考

えられる前頭前野皮質では DAT の発現数が少なく NET の発現が比較的多いことから、神経細胞へのド

ーパミンの再取り込みの一部が NET によって行われていると考えられる。中枢刺激薬であるメチルフ

ェニデート、選択的ノルエピネフリン取り込み阻害薬であるアトモキセチンはともに前頭前野皮質に

おけるノルエピネフリントランスポーターに作用し、ドーパミン・ノルエピネフリン神経伝達を制御

することが AD/HD の治療効果をもたらしていると考えられる。 
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PACAP 遺伝子異常と統合失調症の関連性 

 
馬場明道 

大阪大学大学院薬学研究科神経薬理学分野 
 
要約：PACAP（Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide）欠損マウス(PACAP-KO)マ
ウスの表現型解析により、本マウスが、いくつかの特徴的な精神運動行動異常を呈することを明ら
かにし、それら表現型は週令に依存的に発現し、中枢作用薬のうち定型抗精神病薬のリスぺリドン
で改善する。さらに、これら表現型のうち、いくつかについては、PACAP-KO マウスを幼若期に
豊かな飼育環境で飼育することにより、一過性に抑制される。成熟期の飼育は同様の効果を示さな
い。逆に、幼若期での PACAP-KO マウスの隔離飼育は、攻撃性という新たな表現型をもたらす。 
一方、PACAP 遺伝子の複数の一塩基多型(SNP)について、正常者、統合失調症患者を対象とし

た genetic association analysis から、同疾患の中間表現型としての海馬認知機能の低下、海馬
容積の減少に関して、患者においては、アレル間に統計的有意差が認められた。以上の知見は、
PACAP 遺伝子が新たな統合失調症脆弱因子の一つであること、加えて、PACAP-KO マウスが、統
合失調症を含む精神疾患の分子基盤の解明、さらにはそれら疾患における遺伝的要因と環境要因の
関連において有用であることを示す。 
キーワード： PACAP, 統合失調症、環境要因、海馬、マウスモデル 
 

１．はじめに 
PACAP は，神経伝達物質、および神経栄養因子としての働きが示唆されている。我々は、神経

ペプチド PACAP の遺伝子変異による表現型をその発現機序を含めて動物レベルで解析し、その中
から病態発現にかかる新しい分子機構（既知および未知の関連分子）を見いだすという研究を行っ
てきた。 
２．結果と考察 
これまでの研究から、末梢組織を含めて①精神行動機能の調節、②日内リズム（光同調）の調節、

③記憶・学習や海馬神経可塑性の発現、④膵臓インスリン分泌の促進とβ細胞保護作用、⑤痛覚制
御，などの PACAP シグナル系の生理機能を明らかにしてきた。特に①については、新規環境にお
ける行動的慣れの低下・異常ジャンプ行動、プレパルスインヒビションの低下、うつ様行動が見ら
れ、これらの行動異常は、中枢作用薬のうち、非定型抗精神病薬であるリスぺリドンで抑制される。
さらに③については、PACAP-KO マウスは、海馬長期増強の維持の障害を示し、記憶行動解析で
は、モリス水迷路、恐怖条件付け試験、新規物体認識などの反応において、記憶の維持機能の低下
を示す。これらの反応異常は PACAP 脳室内投与によりレスキューされる。このように PACAP-KO
マウスの示す精神機能異常の表現型、およびその薬物応答性は、本マウスが統合失調症に見られる
一部の機能異常を示すマウスモデルであること示すものである。 
現在、統合失調症の遺伝要因として、DISC1 をはじめとする多くの有力な脆弱遺伝子が見出さ

れている。ヒト PACAP 遺伝子がコードされる 18p11.32 を含む領域はある種の統合失調症や感情
障害の疾患感受性領域である。そこで、ヒト統合失調症での臨床関連解析を実施した。PACAP 遺
伝子には７つの一塩基多型（SNP）が存在し、そのうちの２つ(SNP3,SNP5)について、正常者と
統合失調症患者を対象とした関連解析から、同疾患の中間表現型としての海馬認知機能の低下、海
馬容積の減少と有意に連関することが明らかになった。統合失調症は脳の複合的な機能異常を示す
疾患で、それぞれの病態発現には、ドパミン、グルタミン神経系を初めとする複数の神経回路の機
能異常が関与すると考えられている。PACAP 神経系はグルタミン酸神経伝達を制御することが概
日リズム調節、神経因性疼痛などでみられる他、PACAP-KO マウスでは 5-HT 神経活性の変化も
みられることから、これら神経系の機能変化が本マウスの示す中枢表現型に関与すると予測され
る。 
統合失調症をはじめとする多くの疾患は遺伝的素因に環境素因が加わることでその発症、病態が
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構成される。生後の幼若期に、運動、社会的相互作用などが十分に保障される飼育環境(「豊かな
環境」)でマウスを飼育することにより、多くの精神行動、神経活性、栄養因子発現などが変化す
ることが知られている。興味深いことに、PACAP-KO マウスの過活動、ジャンプ行動、うつ様行
動は、生後４週目からの２週間の「豊かな環境飼育」により、抑制される。他方、｢隔離飼育｣は攻
撃性という新たな表現型を生み出す。更に、幼若期での｢豊かな環境｣飼育は、脳での BDNF 発現
を増加させるが、その増加程度は野生型、PACAP-KO マウスに差異は認められなかった。一方、
生後８週目からの成熟期での｢豊かな環境｣飼育は、PACAP-KO の精神行動異常に何ら変化をもた
らさない。このように、本マウスは病態発現における遺伝子型と環境因子の相関の検討において、
優れたマウスモデルである。 

 
３．おわりに 

以上述べてきたように、PACAP-KO マウスは興味ある精神行動異常を表現型として示す。先述
したように、それらの神経機構としては、グルタミン酸神経、5-HT 神経などの機能修飾が考えら
れる。一方、最近、変異 DISC1 遺伝子過剰発現マウス、DISC1-KO マウス、が、統合失調症に見
られる脳構造異常、精神機能変化を示すことが確認された。正常 DISC1 は、数種類の結合蛋白と
複合体を形成し、神経突起伸展、神経細胞遊走に関わることなど、その細胞生理作用の解明が進み
つつある。ごく最近、新たな DISC1 結合蛋白、DBZ と DISC1 との結合を PACAP が修飾するこ
とも報告した。PACAP は神経突起伸展作用を持つことも併せて、PACAP シグナル系と DISC1 と
の関連の解明も今後の重要な課題の一つと考えられる。 
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脂肪酸結合タンパク質によるドパミン D2 受容体機能調節 
塩田倫史 1、山本由似 1、大和田祐二 2、福永浩司 1 

1. 東北大学大学院・薬学研究科・薬理学分野、 
2. 山口大学大学院・医学系研究科・器官解剖学分野 

 
要約：長鎖不飽和脂肪酸は高次脳機能の調節に関与することが示唆されている。例えば n-3 系長鎖不

飽和脂肪酸である DHA, EPA は統合失調症や鬱症状を改善すること、 n-6 系長鎖不飽和脂肪酸であ

るアラキドン酸は老化に伴う記憶学習の低下を改善することが報告されている。これらの長鎖不飽和

脂肪酸の細胞内輸送には脂肪酸結合タンパク質である Fatty acid binding proteins (FABPs) が必要であ

る。一方、私達は神経細胞様培養細胞である NG108-15 細胞を用いて心臓型 FABP (H-FABP) とドパ

ミン D2 受容体が結合していることを見だした。本研究では成熟神経細胞に多く発現が認められる 
H-FABP の遺伝子欠損マウス用いて、H-FABP とドパミン D2 受容体の相互作用とその機能的役割に

ついて検討した。最初に H-FABP 欠損マウスにメタンフェタミンを投与し、ドパミン受容体の機能異

常について調べた。また、ドパミン D2 受容体拮抗薬であるハロペリドールによるカタレプシー現象

を検討した。さらに、背側線条体におけるマイクロダイアリシス法を用いて、ハロペリドール刺激に

よる ACh の放出を検討した。結果として、 H-FABP 欠損マウスではメタンフェタミンに対する感受

性が有意に減弱した。さらに、 H-FABP 欠損マウスにおいてドパミン D2 受容体拮抗薬の投与によ

るカタレプシー現象の有意な亢進が見られ、H-FABP 欠損マウスではカタレプシーが亢進する同じ用

量で、線条体でのハロペリドール誘発の ACh 遊離が顕著に亢進していた。免疫染色法により H-FABP 
が背側線条体の ACh 神経細胞に強く発現することを確認した。これらの結果は、 H-FABP 欠損マウ

スに見られたカタレプシー現象の亢進には ACh 神経における D2 受容体の機能異常が関わること

を示唆している。 
 
キーワード：脂肪酸結合タンパク質、ドパミン D2 受容体、統合失調症、長鎖不飽和脂肪酸、カタレ

プシー現象 
 
１．はじめに 
 長鎖不飽和脂肪酸は生体エネルギー源として利用される以外に、細胞膜の成分であるリン脂質の合

成に必須である。ドコサヘキサエン酸 (DHA)、エイコサペンタエン酸 (EPA)、アラキドン酸のような

脂肪酸は不溶性であるため、細胞内での脂肪酸の移動には、これらと結合する脂肪酸結合蛋白質 (fatty 
acid binding proteins; FABPs) が必要である。 FABP 分子ファミリーは、これまで哺乳類では 12 種の

分子種が同定されている。脳では主に脳型、心臓型、表皮型 FABP が発現しており、脳型、表皮型は

グリア細胞に発現するのに対し、心臓型は神経細胞に主に発現している。私達は、心臓型 FABP 
(H-FABP) がドパミン D2 受容体 (long 型) の細胞内第 3 ループに結合することを見いだした (1)。
さらに私達は H-FABP を欠損させたマウスでは、不安様行動が亢進して、嫌悪記憶が野生型マウスに

比べて持続することを見出した (2)。統合失調症における陽性症状の発現や情動、認知機能の障害に

はドパミン神経系の異常が関与することが知られている。また、統合失調症患者では、赤血球膜の n-3 
及び n-6 系不飽和脂肪酸のレベルが低下すること (3)、死後脳を用いた研究では特に DHA の前頭皮

質における濃度が低下していることが知られている (4)。さらに、EPA 摂取が、統合失調症の認知機

能と情動異常を改善するという報告もある (5)。しかしながら、これらの長鎖不飽和脂肪酸がどのよ
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うにして認知機能と情動行動に関与するのか不明である。私達は H-FABP とドパミン D2 受容体の相

互作用が部分的に長鎖不飽和脂肪酸の情動機能調節に関与するという仮説を提唱した (6)。本研究で

は、H-FABP 欠損マウスを用いて、H-FABP のドパミン神経活動への関与について検討した。 
 
２．実験方法 
 NG108-15 細胞に H-FABP を過剰発現させ、 D2 受容体刺激薬に対する感受性変化を検討した。in 
vivo において H-FABP と D2 受容体が結合するか免疫沈降法を用いて検討した。 また、 H-FABP 欠
損マウスにおけるドパミン神経活動を行動試験により評価した。ドパミン受容体の機能異常がみられ

るか検討するため、生理食塩水およびメタンフェタミン (0.25 もしくは 0.5 mg/kg) を 1 日 1 回、7 
日間反復投与し、自発運動量を測定した。さらに、ドパミン D1 および D2 受容体拮抗薬の投与によ

るカタレプシー現象を検討した。また、背側線条体におけるマイクロダイアリシス法を用いて、ハロ

ペリドール刺激による ACh の放出を検討した。 
 
３．結果・考察 
 H-FABP を過剰発現させた NG108-15 細胞において、 D2 受容体刺激薬に対する感受性が有意に亢

進した。線条体細胞抽出液を用いた免疫沈降法により H-FABP と D2 受容体は in vivo において結合

することを確認した。免疫組織化学的観察で H-FABP が背側線条体においてアセチルコリン神経細胞

とグルタミン酸神経終末に局在することを確認した。 H-FABP 欠損マウスではメタンフェタミンに対

する感受性が有意に低下し、逆耐性現象の減弱が見られた。興味あることに H-FABP 欠損マウスでは

ハロペリドール投与によるカタレプシーが亢進し、同じ投与量で、線条体のハロペリドール誘発 ACh 
遊離が顕著に亢進していた。カタレプシー現象の発現には背側線条体の中型有棘神経細胞 (MS ニュ

ーロン) のドパミン D1/D2 受容体バランスが重要であることが示唆されている。そのバランスの調節

にはアセチルコリン (ACh) 作動性介在ニューロンが関わっている。実際に D2 受容体は ACh 介在

神経に発現していた。以上の結果は、 H-FABP 欠損マウスに見られたカタレプシー現象の亢進には 
ACh 神経における D2 受容体の機能異常が関わること、また、長鎖不飽和脂肪酸は H-FABP を介し

てドパミン神経機能を調節することを示唆している。 
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新規抗精神病薬アリピプラゾール 

～ドパミン受容体アンタゴニストを超えて～ 

 
菊地哲朗 

大塚製薬(株) Qs’研究所 
 

要約：アリピプラゾールは，大塚製薬が創製した抗精神病薬である。既存の抗精神病薬がドパミン

D2受容体アンタゴニストであるのに対し，アリピプラゾールはドパミン D2受容体パーシャルアゴニ

ストである。この点より次世代の抗精神病薬として世界的に注目されている。本講演では，アリピプ

ラゾールのドパミン D2受容体パーシャルアゴニスト作用とそれに基づくドパミン・システムスタビ

ライザー作用を中心に解説する。 
 
キーワード：アリピプラゾール，D2受容体パーシャルアゴニスト，ドパミン・システムスタビライザ

ー，抗精神病薬，統合失調症 
 
１．はじめに 
1950 年代に登場したクロルプロマジンおよびハロペリドールなどの統合失調症治療薬（抗精神病薬）

は， 1960 年代になってドパミン受容体アンタゴニスト作用を有することが示唆され，統合失調症は

脳のドパミン作動性神経伝達の過剰活動に主な原因があると考えられた（統合失調症のドパミン過剰

仮説）。この仮説に基づきドパミン受容体アンタゴニストが多数開発された。これらの薬剤は定型抗

精神病薬と呼ばれ，幻覚・妄想などの陽性症状には効果があるものの，情動の平板化，感情的引きこ

もりおよび運動減退などの陰性症状の改善は不十分で，副作用としては錐体外路症状が多く，血中プ

ロラクチン濃度を上昇させることなどが問題であった。1970 年代になってクロザピンが登場し，1990
年代にはクロザピンと類似骨格のオランザピンそしてクエチアピンが開発された。また平行して

1980 年代後半から，ドパミン作動性神経系だけではなく，セロトニン作動性神経系にも作用する薬

剤の研究が始まり，1990 年代になって，セロトニンおよびドパミン受容体アンタゴニスト

(serotonin-dopamine antagonist; SDA)であるリスペリドンが登場し，更に 2000 年代になってジプラ

シドン（国内未承認）が開発された。これらの薬剤は非定型抗精神病薬と呼ばれていて，定型抗精神

病薬に比べて陰性症状の改善に優れ，定型抗精神病薬で問題となっていた錐体外路症状を軽減するこ

とが出来た 1,2)。大塚製薬では，独自の研究より，既存の抗精神病薬には認められないドパミン D2

受容体パーシャルアゴニスト作用を有するアリピプラゾールの創製に成功した 3,4)。アリピプラゾー

ルは 2002 年に米国で上市し，国内では商品名エビリファイで 2006 年より販売を開始している。 
 
２．アリピプラゾールのドパミン D2受容体パーシャルアゴニスト作用  
D2 受容体パーシャルアゴニストは，D2 受容体に対して親和性を有し，アゴニスト作用（刺激作用）

が内在性のフルアゴニストであるドパミンに比べて小さい物質（すなわち， D2 受容体に結合しドパ

ミンと同様の反応を生じるがその反応の大きさはドパミンより小さい物質）と定義される。D2受容体

パーシャルアゴニストは，そのアゴニスト作用のレベル（固有活性）を基点として，D2受容体群を介

する神経伝達がその固有活性のレベルを超えて亢進している時には，D2受容体群を介する神経伝達を

その固有活性のレベルへ抑制することが出来る（アンタゴニストとして働く）。一方，D2 受容体群を

介する神経伝達がパーシャルアゴニストの固有活性のレベル未満に低下している時には，D2受容体群
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を介する神経伝達をその固有活性のレベルへ引き上げることが出来る（アゴニストとして働く）。D2

受容体アンタゴニストである既存の抗精神病薬と異なり，D2受容体パーシャルアゴニストであるアリ

ピプラゾールはドパミン作動性神経活動の高低に応じて D2 受容体群を介する神経伝達をそれ自身の

固有活性のレベルに安定化させる，つまりドパミン・システムスタビライザーとして作用する 1, 2)。

 
３．ドパミン・システムスタビライザー作用の意義 
ドパミンは精神，運動，ホルモンなどの調節に密接にかかわる重要な神経伝達物質である。用量を上

げると D2受容体を介するドパミンの生理的反応を完全に遮断する既存の抗精神病薬（D2受容体アン

タゴニスト）がとくに長期投与を考慮した場合，生体に対して良い影響を与えるとは思われない。1)
ドパミン本来の生理機能を残すという点と，2) 統合失調症患者の症状発現は中脳辺縁系ドパミン作

動性神経の活動性増加（陽性症状発現）だけではなく，別の脳部位である中脳皮質系の活動性低下（陰

性症状発現）も関与すると考えられる点より，アリピプラゾールのドパミン・システムスタビライザ

ー作用は，D2受容体に対する抗精神病薬の作用機序として合理的であると考えられる 1, 2)。 
 
４．統合失調症治療におけるアリピプラゾールの有用性 
プラセボを対照とした短期および長期の二重盲検比較試験，ハロペリドールあるいはオランザピンを

対照とした短期および長期の二重盲検比較試験などによって，統合失調症に対するアリピプラゾール

の優れた有用性として，1) 陽性症状改善作用，2) 陰性症状改善作用，3) 認知機能改善作用，4) 錐
体外路系副作用が極めて少ない，5) 血中プロラクチン濃度を上昇させない，6 )体重増加作用が少な

い，7) 脂質代謝異常が少ない，8) 過鎮静作用が少ない，9) 心臓 QTc 間隔を延長させないことなど

が証明されている。アリピプラゾールの安全性プロファイルの中でも，特に 4) 錐体外路系副作用が

極めて少ない，5) 血中プロラクチン濃度を上昇させない，8) 過鎮静作用が少ないことに，D2受容体

パーシャルアゴニスト作用の特徴が反映されていると考えられ，アリピプラゾールは，現存する抗精

神病薬の中で最も安全性および忍容性に優れた薬剤であると注目されている。その優れた安全性およ

び忍容性より，アリピプラゾールは良好な服薬コンプライアンスが得られ，患者の長期間服薬を可能

とし，その結果再発を防止できる抗精神病薬として位置づけられると期待されている 1, 2)。 
 
５．おわりに 
アリピプラゾールの登場により，ドパミン神経伝達を強く遮断するという考え方からドパミン神経伝

達を調整するという考え方が，新たな治療コンセプトとして取り上げられるようになった。ドパミン

は，これまでの研究から，意欲，動機付け，学習，認知，感情など人間として生きていくための精神

の働きに必要不可欠な神経伝達物質であることが明らかになっている。ドパミンの神経活動を完全に

遮断してしまうことは，人間らしい生き方が制限されてしまうということでもある。必要な神経活動

は正常に近い状態で残しつつ，不必要な過剰活動のみ抑制し，かつ足りない部分は補うというアリピ

プラゾールのドパミン・システムスタビライザー作用は，理想的な作用機序であると考えられる。 
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腸管免疫応答を制御する食品と薬理学的機能性について 
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要約：消化管に存在する粘膜免疫は，腸内環境や全身免疫に影響し，過剰反応ではアレルギーや自己

免疫疾患などの病因になる一方で，適切な制御では疾患予防にも役立つ．当研究室では，特徴的でユ

ニークな免疫応答を誘導する消化管免疫に着目し，食品や天然薬物がこの免疫応答にどのような影響

を与えるかを調べ，有効成分を探索するとともに，腸内環境を整える機能性食品としての有用性や付

加価値を見出す研究を実施している．幾つかの天然物についてスクリーニングを実施した結果，香辛

料の唐辛子，天然薬物の冬虫夏草，および食品のニンニクをマウスに経口投与することにより，消化

管免疫応答を司る Peyer’s patch 由来 T リンパ球のサイトカイン産生を制御する活性が認められた．唐

辛子およびニンニクについては免疫応答に影響する成分の幾つかを明らかにしており，特に唐辛子に

ついては辛味成分の capsaicin が TRPV1 を介さずに消化管の Th1 免疫反応を増加させ，さらには色素

成分の carotenoid 類が capsaicin の作用に対して相加・相乗，あるいは相殺的に影響することも見出し

た．一方，冬虫夏草属菌の 1 種である，ハナサナギタケ Paecilomyces tenuipes の培養代謝液に含まれ

る糖タンパクには，細胞性免疫応答の活性化や造血機能障害を改善する効果があり，その作用機序に

は消化管免疫由来の Th1 の活性化が介在していることを明らかにした．このように，天然薬物や食品

による疾患予防や治療のプロセスに消化管の免疫応答が介在していることを突き止め，今後，経口免

疫アジュバント活性をもつ経口ワクチンなどの創薬に役立つデータが得られた． 
本会では，唐辛子の消化管免疫応答に及ぼす影響を中心に報告するとともに，消化管免疫応答に影

響する食品の探索や免疫薬理学的機能性探査のための分子生物学的手法についても述べる． 
 

キーワード： 腸管免疫；パイエル板；T helper；サイトカイン調節；天然物 
 
１．はじめに 
消化管粘膜は固有の独立した免疫組織（粘膜免疫）を構築し，腸内細菌叢と密接に関連し外来異物

の進入を防ぐ役割を担う．粘膜免疫は、他の二次リンパ組織と異なりの固有の免疫制御機能を有する．

例えば，経皮・静注等では種々の異種抗原による免疫感作は可能であるが，経口・経鼻による粘膜接

種では，すべての抗原において免疫感作が観察されない．しかし，卵白アルブミンなどの特異な抗原

では経口・経鼻接種により抗原特異的免疫感作が誘導され，液性免疫を中心とした全身免疫応答が惹

起し，その特異性のメカニズムが解明されつつある．このように粘膜免疫自体が抗原選択的かつ特異

的な特徴をもつため，病原体特異的な防衛システムとして重要な役割を演じる．この粘膜免疫を利用

する予防医学の発想は，穏やかでゆっくりとした効果ながら，インフルエンザや感染症予防を目的と

した「経口ワクチン」やアレルギー反応の脱感作を目的とした「免疫アジュバント」など新規医薬品

の創薬メカニズムとして期待されている．さらに，薬学や食品化学のフィールドでは「薬食同源」の

メカニズム解明に消化管免疫が注目され，複雑な経口投与モデルのメカニズム解明や新たな薬理学的

機能性の付加価値を見出す応用研究としても期待され盛んに研究されるようになった．当研究室で

は，粘膜免疫の一種で消化管免疫を司る Peyer 's patch の免疫機能に着目して，天然資源の免疫アジュ

バントとしての機能性を探索している． 
 
２．唐辛子による消化管免疫制御活性とそのメカニズム 
唐辛子エタノール抽出エキスをマウスに経口投与し，得られた Peyer 's patch リンパ球による T 
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helper cytokine 産生量を調べたところ，Th1cytokine の IL-2 と IFN-γ産生が有意に増加した．この活性

を担う成分は，辛味成分の capsaicin と色素の carotenoid であり，併用によって cytokine 産生が相加・

相殺的に影響した．さらに capsaicin による cytokine 産生増加は TRPV1 に依存せず，substance P を介

する間接的な活性化機序が介在していることが，classical antagonist および TRPV1-KO マウスなどを

用いた実験から明らかになった．興味深いことに，capsaicin 投与による Peyer's patch lymphoid 
population 変動は，TRPV1 antagonist によって reverse し，TRPV1 が関与しているデータが得られた．

このように，唐辛子には腸管免疫を制御する活性があり，免疫アジュバント活性を示す機能性食品と

しての価値を見出すことができた． 
 

３．冬虫夏草属菌による細胞性免疫応答の活性化と消化管免疫 
冬虫夏草の 1 種で，薬用菌類のナサナギタケ（Paecilomyces tenuipes）培養液には，マウスに経口投

与すると，脾臓における細胞性免疫反応を強く活性化する効果があり，また末梢血中のリンパ球数を

増加させる活性があることが判明している．そこで，菌の培養代謝液をマウスに経口摂取させて

Peyer's patch 由来 T リンパ球の cytokine 産生を調べたところ，Th1 cytokine が顕著に増加し，この効果

を担う成分は~35 kD の糖タンパクであった．なお，ハナサナギタケ培養液由来糖タンパクは T helper 
subset population へは影響しないことが示され，Th1 cytokine の de novo 合成を増加させる作用がある

と考えられた．現在，ハナサナギタケ由来糖タンパクの M cell への影響について調査している． 
 
４．腸管免疫応答を制御する他の機能性食品 
 唐辛子や冬虫夏草属菌は Th1 免疫応答の優位性を高める免疫アジュバント効果があったが，転じて

B 細胞の免疫反応を高める天然物として，ニンニクがあることも見出した．ニンニク特有の成分であ

るアリルスルフィド化合物が，この活性に関与しており，現在も検討を加えている．さらに，今年度

からの文科省研究助成事業である都市エリア産官学連携プロジェクト研究の一環として，石川県加賀

地方特産の発酵食品に対する消化管免疫に特化した機能性も評価しており，幾つかの関連食品には免

疫アジュバント活性が認められている． 
 
５．おわりに 
このように，口から摂取する食品，および天然薬物の中には，細胞性および液性免疫を誘導する免

疫アジュバント活性を示すものあり，腸内環境保全や感染・アレルギー予防に役立つ薬理学的機能性

の付加価値を見出せた．しかし，すべての食品にこのような免疫アジュバントや免疫制御活性が見出

されるものではなく，スクリーニング段階では活性がヒットしない食品や天然薬物もあり，このよう

な特異活性こそが，腸管免疫の特長であるといえる．今後は，経口アジュバント活性を示す食品や漢

方薬を効果的に鑑別する応用研究も視野に，摂取後に Peyer’s patch で変動する発現遺伝子群を DNA 
micro array 法を用いて網羅的に解析しデータベース化している．これによって天然物の腸管免疫制御

のメカニズム解明の手掛かりとし，遺伝子診断と連動した食品や天然薬物の有用性を証明したいと考

えている． 
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モルヒネ鎮痛耐性軽減薬の探索研究 
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要約：モルヒネの脊髄クモ膜下腔内 (i.t.) 投与によって認められるマウス・ホルマリン試験における

鎮痛作用は、鎮痛測定2日前に30 mg/kg、前日に60 mg/kgのモルヒネを1日2回、皮下投与することによ

り有意に減弱され、鎮痛耐性が形成された。このモルヒネ鎮痛耐性はモルヒネ反復投与ごとの5分前に

ダイノルフィンの分解に関わっているシステインプロテアーゼの阻害薬をi.t.投与することにより有

意に抑制された。また、転写因子p53の阻害薬であるピフィスリン-αもモルヒネ鎮痛耐性を有意に抑制

した。さらに、モルヒネ耐性マウスの脊髄においてp53の発現量は増加していた。以上の結果から、モ

ルヒネ鎮痛耐性の形成過程には脊髄におけるシステインプロテアーゼおよびp53が関与しており、シス

テインプロテアーゼ阻害薬やp53阻害薬がモルヒネ鎮痛耐性軽減薬開発における有用なターゲットに

なり得る可能性を見出した。 
キーワード：モルヒネ、鎮痛耐性、システインプロテアーゼ阻害薬、p53 阻害薬、ホルマリン試験 

 
１．はじめに 

 現在、死亡原因の第一位は癌であり、癌末期には多くの患者が激しい疼痛に見舞われる。癌性疼痛

の治療に際し、1986 年に公表された世界保健機構 (WHO) 方式三段階癌性疼痛治療法が非常に有効で、

約 80%の患者を癌性疼痛から解放できるとされている。この効果的な治療法により医療用モルヒネの

使用量が世界各国で増加している。しかしながら、日本におけるモルヒネの人口当たりの消費量は欧

米諸国の約 1/6 以下であり、このことは残念ながら日本の癌性疼痛治療は十分な域に達していないこ

とを意味するものである。日本においてモルヒネが未だ積極的に使用されてない一因としてモルヒネ

の副作用である身体的・精神的依存や鎮痛耐性に対する懸念が挙げられる。Evidence based medicine 
(EBM) に基づき癌性疼痛をはじめとする慢性疼痛の治療にモルヒネが積極的に使用され、一人でも多

くの患者が激しい疼痛から解放され、quality of life (QOL) の向上を目指す上にも「モルヒネの鎮痛耐

性形成メカニズムの解明とモルヒネ鎮痛耐性軽減薬の探索研究」は極めて重要な研究課題であると考

えられる。この様な考えのもと、我々はダイノルフィンの分解に関わるシステインプロテアーゼと転

写因子 p53 に焦点を当て上述の研究課題に取り組んでいる。本シンポジウムではモルヒネ鎮痛耐性形

成に及ぼすシステインプロテアーゼ阻害薬と p53 阻害薬の効果について紹介させて頂く。 
 
２．モルヒネ鎮痛耐性形成に及ぼすシステインプロテアーゼ阻害薬の抑制効果 

モルヒネ鎮痛耐性形成がダイノルフィン類によって軽減されることは周知の事実である。また、ラ

ット大脳皮質初代培養細胞におけるダイノルフィン  B からロイシンエンケファリン -Arg6 

(Leu-Enk-Arg6) への代謝がモルヒネ慢性処理により著しく亢進し、この代謝亢進はシステインプロテ

アーゼ阻害薬により抑制されることが報告されている。システインプロテアーゼを本態とするダイノ

ルフィン変換酵素によるダイノルフィン類の特徴的な代謝様式が Leu-Enk および Leu-Enk-Arg6への変

換であることを考慮すると、モルヒネの連続投与がダイノルフィン変換酵素活性の上昇を介してダイ

ノルフィン類の代謝を促進しているものと考えられる。従って、モルヒネ鎮痛耐性形成過程において

ダイノルフィン変換酵素活性の上昇が重要な役割を担っており、システインプロテアーゼ阻害薬がモ

ルヒネ鎮痛耐性を抑制する可能性が推察される。そこで、システインプロテアーゼ阻害薬のモルヒネ
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鎮痛耐性形成に及ぼす影響について他のプロテアーゼ阻害薬と比較検討を行った。 
モルヒネ (0.1 nmol) の脊髄クモ膜下腔内 (i.t.) 投与によって認められるマウス・ホルマリン試験に

おける鎮痛作用は、鎮痛測定 2 日前に 30 mg/kg、前日に 60 mg/kg のモルヒネを 1 日 2 回、皮下投与す

ることにより有意に減弱され、鎮痛耐性が形成された。このモルヒネ鎮痛耐性はモルヒネ反復投与ご

との 5 分前にダイノルフィン A (2 nmol) やダイノルフィン B (8 nmol) と共にシステインプロテアー

ゼ阻害薬である N-エチルマレイミド (NEM) (1 および 3 nmol) を i.t.投与することにより有意に抑制さ

れた。さらに、N-ペプチジル-O-アシルヒドロキシルアミン類が強力かつ選択的にシステインプロテア

ーゼを阻害することが報告されていることから、この化合物の一つ Boc-Tyr-Gly-NHO-Bz (0.5 および 2 
nmol) についても検討を行ったところ、NEM の場合と同様にモルヒネ鎮痛耐性の形成を有意に抑制し

た。しかしながら、アミノペプチダーゼ阻害薬であるアマスタチン、エンドペプチダーゼ-24.11 阻害

薬であるホスホラミドンおよびセリンプロテアーゼ阻害薬であるフッ化フェニルメタンスルホニル

は、いずれも 4 nmol の用量においても全く影響を与えなかった。以上の結果から、モルヒネ鎮痛耐性

の形成過程にはシステインプロテアーゼ活性の上昇が重要な役割を担っており、システインプロテア

ーゼを阻害することによりモルヒネ鎮痛耐性の形成が抑制されることを明らかとした (文献 1)。 
 
３．モルヒネ鎮痛耐性形成に及ぼす p53 阻害薬の抑制効果と脊髄 p53 発現量 

最近、ラットのi.t.へモルヒネを連続投与した際、カスペース-3が関与する脊髄後角細胞のアポトー

シス誘導とそれに関連して鎮痛耐性が形成することが報告されている。また、モルヒネ鎮痛耐性に関

与する一酸化窒素は、カスペース-2や-3の上流に位置して機能している転写因子p53の活性化を介して

アポトーシスを誘導する。これらのことから、p53がモルヒネ鎮痛耐性形成に関与している可能性が推

察される。そこで、モルヒネ鎮痛耐性形成におけるp53の関与について検討を行った。 
その結果、モルヒネ鎮痛耐性は、モルヒネ反復投与ごとの5分前にp53阻害薬であるピフィスリン

-α  (1および10 nmol) をi.t.投与することにより、一酸化窒素合成酵素の非選択的阻害薬であるL-NAME 
(2および20 nmol) やカスペースの非選択的阻害薬であるZ-VAD-fmk (1および10 nmol) を処理した場

合と同様に有意に抑制された。また、モルヒネ耐性マウスにおいて、脊髄p53の発現量は増加していた

。以上の結果から、モルヒネ鎮痛耐性の形成には脊髄のp53が関与していることを明らかとした (文献

2)。 
 
４．おわりに 

臨床経験から、慢性疼痛下ではモルヒネの鎮痛耐性や依存性はほとんど形成されないことが明らか

にされているが、モルヒネ使用にまつわる不安（耐性、依存に対する恐れ）のため臨床の場における

疼痛治療は必ずしも十分であるとは言い難い。こうした根強い不安を解消し、積極的に慢性疼痛治療

にモルヒネが使用される上にもモルヒネ鎮痛耐性・依存形成軽減薬の開発が必要不可欠であると思わ

れる。本研究でシステインプロテアーゼ阻害薬や p53 阻害薬がモルヒネ鎮痛耐性軽減薬開発における

有用なターゲットになり得る可能性を見出した。今後も「モルヒネ鎮痛耐性形成メカニズムの解明と

モルヒネ鎮痛耐性軽減薬の探索研究」を通して慢性疼痛患者の QOL 向上のため微力ながらも貢献出

来ることを願っている。 
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要約：我々はマウスに強制歩行負荷またはテトラベナジン投与することにより自発運動量が低下し、

その自発運動量低下は滋養強壮ドリンク剤投与により改善することを明らかにした。また強制歩行負

荷マウスは大腿四頭筋のヒスタミン脱炭酸酵素が歩行時間の経過に依存して上昇し、筋肉疲労が生じ

ていることを明らかにした。それに対し、脳内ではオピオイドペプチドの一種であるβ-エンドルフ

ィン濃度が弓状核及び中脳水道周囲灰白質で強制歩行後増加し、強制歩行による筋肉疲労の警告反応

としてβ-エンドルフィンの分泌が増加している可能性を示唆した。従って、本研究では、強制歩行

による疲労モデルマウスは、ヒトの疲労発現メカニズムに極めて類似していることが判明し、これら

の動物モデルを使って、新しい抗疲労物質及びサプリメント開発に応用できる可能性を示唆した。 
 
キーワード：疲労、動物モデル、滋養強壮ドリンク剤 

 
１．はじめに 

疲労とは、過度の肉体的及び精神的活動によってその活動力や仕事の能率が低下し、リカバリーの

ための休養が必要な状態である。疲労は誰もが日常経験することであるが、疲労発現機構を明らかに

することは極めて困難である。その理由として、身体疲労の延長線上に中枢で捉えられる疲労感、身

体疲労を伴わない中枢での疲労感、そして身体だけの疲労などを区別して疲労のメカニズムを探らな

ければならない。しかし、完全にそれらの間に境界線を設けることは不可能であるので、できるだけ

１つの要素に焦点を絞り込むほかない。 
そのためには、いかにしてヒトに近い疲労の動物モデルを作製するかが最重要課題である。また、

それが疲労のモデルとして妥当性があるならば、現在服用されている滋養強壮ドリンク剤、ビタミン

剤、あるいはサプリメント等で有効性を確証する必要がある。その疲労行動を改善するならばヒトで

の有効性が期待できるであろう。本シンポジウムでは我々のこれまで作製してきた疲労モデル動物及

びそのモデルに対する滋養強壮ドリンク剤の有効性を紹介する。 
 
２．疲労動物モデルに対する滋養強壮ドリンク剤の行動薬理学的検討 

肉体的及び精神的ストレス負荷モデルを用いた。肉体的ストレス負荷試験として強制水泳を負荷し

その直後にドリンク剤を投与しその後強制水泳試験法にて無動時間を測定した際、ドリンク剤投与に

より無動時間が短縮した。また、電動式回転篭でマウスを３時間又は６時間強制歩行負荷後、自発運

動量が著しく低下するが、ドリンク剤を強制歩行負荷後に投与した場合自発運動量が改善した。さら

に、精神的ストレス負荷試験として脳内カテコールアミン及びセロトニンを枯渇させるテトラベナジ

ン(TBZ)を投与しその２４時間後に強制水泳を負荷すると無動時間は長くなるが、TBZ 前処理後ドリ

ンク剤を投与すると無動時間が顕著に短縮した。また、TBZ 投与２４時間後に自発運動量は、ほとん

ど動きを示さないほど減少しているが、TBZ 前処理後ドリンク剤の投与により自発運動量は有意に増

加した 1,2）。 
 
３．強制歩行負荷モデルの神経化学的検討 
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 肉体的ストレス負荷モデルである強制歩行負荷は、筋肉疲労を伴っているのかを検討した。1.5、3、
4.5 及び 6 時間走行させ、それぞれの走行時間後、マウスの大腿四頭筋のヒスタミン脱炭酸酵素(HDC)
活性を測定したところ、走行時間の経過とともに HDC 活性は上昇した。これは、炎症性メディエー

ターであるヒスタミンの増加を反映した結果である。また、その HDC 活性の増加は、走行停止 1.5、
3 及び 7 時間後には経時的に減少した。このように強制歩行の負荷は、明らかに大腿四頭筋に炎症を

伴う筋肉疲労を誘発していることが明らかとなった 3)。このような筋肉疲労が起きている場合、脳内

で何らかの警告反応が起こっているものと考え、脳内オピオイドペプチドの一種であるβ-エンドル

フィンに焦点をあて免疫組織化学的手法により強制歩行 6 時間後のマウスを用いて検討した結果、視

床下部の弓状核及び中脳水道周囲灰白質においてβ-エンドルフィンの強い蛍光強度が認められた。

このように強制歩行負荷は筋肉疲労を伴い警告反応としてβ-エンドルフィンの分泌増加が誘発され

たことを示唆している 4)。従って、強制歩行による疲労モデルマウスは、ヒトの疲労発現メカニズム

に極めて類似していることが判明した。 
 
４．おわりに 

疲労は種々の疾病を招く基礎疾患となるばかりでなく、産業効率を低下させることから、行政が研

究班を立ち上げ疲労改善への対策を検討している。従って、疲労発現機構が少しでも明らかになり、

疲労を安全かつ有効に軽減させる薬あるいはサプリメントが開発されれば、ストレス性及び肉体的疲

労に悩む現代人に福音となるであろう。 
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要約：「開心薯蕷腎気丸」を基本処方とした生薬エキス配合ドリンク剤は、肉体疲労時の栄養補給や

滋養強壮を目的に一般に市販されているが、医心方において開心薯蕷腎気丸には、疲労回復以外の効

能が記載されており、本ドリンク剤やその生薬エキスにも上記目的以外に様々な作用を持つことが期

待される。そこで、本研究では、本ドリンク剤中の生薬エキスの記憶・学習に対する作用を検討する

目的で、スコポラミン投与による学習・記憶障害マウスにおける行動に及ぼす影響と、各種海馬障害

モデル歯状回における長期増強現象(long-term potentiation; LTP)に及ぼす影響について検討した。

急性健忘モデルであるスコポラミン投与マウスにおいて認められた受動的回避試験の反応潜時の短縮

および水迷路試験の逃避潜時の延長は、生薬エキスにより抑制された。また、生薬エキスは、スコポ

ラミン投与ラットで認められた歯状回 LTP の抑制を顕著に回復させた。さらに、アルツハイマー病モ

デル(APPswe/PS1-dE9 transgenic mice)および、歯状回特異的に神経細胞傷害を誘発するトリメチル

スズ(TMT)投与マウスにおける歯状回 LTP の抑制に対しても、生薬エキスは顕著な回復効果を示した。

次に、生薬エキスの学習・記憶に関連する分子に及ぼす影響について検討したところ、生薬エキスが

海馬において Akt のリン酸化促進作用を持つことが明らかとなった。以上より、本生薬エキスは海馬

機能障害によるシナプス可塑性の抑制を回復させ、学習・記憶障害を改善する可能性が示唆された。

また、その回復作用には、少なくとも一部 Akt の活性化が関与することが明らかとなった。 
キーワード：一般用医薬品(OTC 医薬品)、ドリンク剤、生薬エキス、長期増強現象(LTP)、歯状回 
 
１．はじめに 
 一般に市販されている開心薯蕷腎気丸を基本処方とした生薬配合ドリンク剤は、肉体疲労時の栄養

補給や滋養強壮を目的に広く用いられており、実験的にも肉体疲労やストレスモデルにおいて抗疲労

および抗ストレス作用が報告されている 1-3。開心薯蕷腎気丸は、医心方に収載され、古来より心身の

疲労、精力減退、不眠、物忘れなどに応用されてきた処方であり、上記の効果以外にも種々の作用が

期待される。そこで、市販ドリンク剤中の生薬エキスが学習・記憶障害および記憶形成の基礎過程と

考えられている長期増強現象 (LTP) に及ぼす影響について関連分子への影響と併せて検討した。 
２．方法 
すべての動物実験は、日本大学薬学部実験動物指針を遵守して行った。 

［行動薬理的試験］学習・記憶の測定には、Step-through 型受動的回避試験および Morris 水迷路試

験を用いた。スコポラミン(0.4 mg/kg、i.p.)を試験開始 30 分前に投与し、学習・記憶障害モデルマウ

スを作成した。受動的回避試験には ddY 系雄性マウス(5 週齢)を、水迷路試験には ICR 系雄性マウス

(5 週齢)を用い、生薬エキスは経口投与した。 
［LTP の測定］学習・記憶障害モデルとして、スコポラミン(0.3 mg/kg、i.p.)を投与した Wistar/ST
系雄性ラット(8-13 週齢)、アルツハイマー病モデル(APPswe/PS1-dE9 transgenic mice；APP/PS1)
およびトリメチルスズ(TMT；0.3 mg/kg、i.p.)を投与した C57BL/6J 系マウス(5-6 週齢)を用いた。麻

酔下のラットまたはマウスにおいて、嗅内野皮質貫通線維束を刺激し、歯状回顆粒細胞層における誘

発電位の振幅を測定した。テタヌス刺激(100Hz、100 発)後、60 分以上記録した。生薬エキス(p.o.)
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はテタヌス刺激 30 分前に投与した。 
［Akt 活性の評価］各記憶・学習障害モデルより摘出した海馬から細胞抽出液を調製し、リン酸化 Akt 
(p-Akt)および全 Akt (Akt)の発現レベルを Western blot 法により検出した。 
［細胞死およびアミロイドβ-タンパク質(Aβ)発現の評価］細胞死評価は、Single-stranded DNA 
(ssDNA) 抗体を用いた免疫染色により行い、Aβ1-42の発現は、免疫組織化学法により検出した。  
３．結果および考察 
アルツハイマー病発病初期の患者の脳では、コリン作動性神経の機能低下が認められることから、

抗コリン薬であるスコポラミン投与により誘発される学習・記憶障害に、生薬エキスが及ぼす影響に

ついて検討した。スコポラミンは、受動的回避試験の反応潜時を低下させ、水迷路試験の反応潜時を

延長させたが、生薬エキスの投与によりこれらの障害は改善された。次に、スコポラミン投与ラット

を用いて、歯状回 LTP に及ぼす生薬エキスの影響について検討した。テタヌス刺激 60 分前のスコポ

ラミン(0.3 mg/kg、i.p.)投与により歯状回 LTP はほぼ完全に抑制されたが、この LTP の抑制も生薬エ

キス投与により顕著に回復した。次に、ヒトのアルツハイマー病の病態により近いモデルであると考

えられる APP/PS1 マウスを用いて検討したところ、12 ヶ月齢 APP/PS1 の歯状回 LTP は、野生型マ

ウスと比較して顕著な低下が認められた。生薬エキスの投与は、この LTP の低下も顕著に回復させた。

なお、12 ヶ月齢の APP/PS1 マウスの脳において、海馬および大脳皮質に Aβ1-42の蓄積が認められた

が、アポトーシスのマーカーである ssDNA 陽性細胞は認められなかった。これらより、アルツハイ

マー病モデルマウスにおいて、Aβ1-42の蓄積により細胞死が誘発される前に LTP が抑制され、生薬エ

キスはこの低下した LTP に対しても回復作用をもつことが示された。次に、アルツハイマー病以外の

学習・記憶障害に及ぼす生薬エキスの影響を明らかにするため、歯状回特異的に神経細胞傷害を誘発

する TMT 投与マウスを用いて検討を行った。歯状回の ssDNA 陽性細胞は、TMT 投与 1 日後に増加

が認められ、2 日後に顕著に増加した。ssDNA 陽性細胞が少数しか認められない投与 1 日後のマウス

歯状回において LTP を測定したところ、コントロールマウスと比較して顕著な抑制が認められたが、

この抑制も生薬エキスの投与により回復した。これらの結果から、TMT 投与は細胞死に先立ち歯状

回における LTP の抑制を引き起こすこと、および、生薬エキスはアルツハイマー病モデルに限らず

TMT 誘発海馬傷害モデルにおいても抑制された LTP を回復させることが明らかとなった。最後に、

生薬エキスの LTP 回復作用のメカニズムを明らかにするため、学習・記憶に関連する分子に及ぼす影

響について検討したところ、生薬エキス投与マウスの海馬において Akt の発現に変化はなかったが、

p-Akt の増加が認められた。また、LTP の抑制が認められたすべてのモデル動物において、p-Akt が
減少しており、この減少は、生薬エキスの投与により回復傾向が認められた。以上より、本生薬エキ

スには、海馬機能障害によるシナプス可塑性の抑制を回復し、学習・記憶障害を改善する作用がある

ことが明らかになった。また、この回復作用には各種の障害により低下した Akt 活性の上昇が関与す

ることが示唆された。 
４．おわりに 
 本研究では、市販の一般用医薬品に含有される「開心薯蕷腎気丸」を基本処方とする生薬エキスが、

低下した記憶・学習機能や海馬シナプス可塑性を回復させる作用を持つことを、複数の海馬障害モデ

ルにおいて実験的に明らかにした。今後、この海馬機能障害回復作用の詳細なメカニズムを明らかに

することで、新規の認知障害治療薬あるいは予防薬の足掛かりとなることが期待される。 
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パントテン酸カルシウムの新たな適用 

 
東野 勲、恩田 昌明、坂本恵司 
第一ファインケミカル株式会社 

 
要約：ビタミンB5の別名をもつパントテン酸は、ギリシア語で“every side”の意味をもつ“pantothen”
から 1933 年に Williams らによって命名された。その語源の通り、このビタミンが自然界に広く分

布していること、腸内細菌が産生できることから、ヒトでは欠乏症は起こりにくいと言われてきた。

しかし、パントテン酸は 3 大栄養素全ての代謝に関与していることから、その積極的な摂取による代

謝機能が低下したメタボリックシンドロームへの効果が期待される。また、パントテン酸はストレ

ス・疲労などに対する防御反応時に必要とされることから、現代社会では不足しがちなビタミンとし

て認知され始めている。ビタミンの 1 種として 100 年前から研究され、富山県でちょうど 50 年前か

ら製造されてきたパントテン酸カルシウムに関する新たな適用について紹介する。 
 
キーワード： パントテン酸、抗メタボリックシンドローム、抗ストレス、精巣機能増強、抗疲労 
 
１．はじめに：パントテン酸は生体内において生理活性物質である補酵素 A（CoA）に代謝される。

CoA はアセチル CoA となり、TCA サイクルにおける唯一のエネルギー源として、炭水化物、脂肪、

タンパク質という 3 大栄養素全ての代謝に関与している。また、細胞壁の維持に必要なコレステロー

ルの合成と代謝、ステロイドホルモンの合成、長鎖脂肪酸やプロスタグランジンの合成、神経伝達物

質であるアセチルコリンの合成など、多彩な生理機能に関わっている。 
 
２．パントテン酸カルシウムに関する新しい知見：従来パントテン酸カルシウムは摂取不足気味の方

への「パントテン酸補給」の意味合いで適用されてきた。しかし、サプリメント等による積極的な摂

取により、脂肪代謝促進による抗メタボリックシンドローム効果、エネルギー産生増による抗疲労効

果、ホルモン作用増強を介した抗ストレス効果や精巣機能増強効果、等として有用である可能性を示

すデータが最近次々と報告されている 1-5)。また、腸内細菌が産生したパントテン酸は体内で利用で

きないことが報告されており、欠乏しなければ良いとされてきたパントテン酸の必要性が見直されて

いる 6)。 
 
３．おわりに：現代社会はとかく生活が不規則になり易く、ストレスが多く、体のバランスを崩しや

すい。パントテン酸カルシウムは極めて安全性が高く、広範なビタミン作用を基にした新陳代謝の正

常化効果があり、「現代人の必需品」とも言え、さらに研究と適用が広がるであろう。 
 

文 献 
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4)  T. Yamamoto, et al.： J. Veter. Med. Sci., 印刷中． 

5)  D. Kobayashi, et al.： J. Dermatol. Sci.，投稿中． 

6) 福渡 努，他： ビタミン，83，131-137 (2009)． 
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「コラーゲン・トリペプチドの機能性と皮膚への効果」 
 

酒井 康夫 
ゼライス（株）中央研究所 

 
要約： Glycine を先頭としたアミノ酸 3 個のコラーゲン・トリペプチド（CTP）はコラーゲンの最小

単位（基本ユニット）であり、経口投与された場合、消化管のペプチドトランスポータから効率的に

吸収された後、コラーゲンと関連した組織・臓器において選択的に働くことが判ってきた。特に、皮

膚組織に対しては CTP が真皮層に存在する線維芽細胞に作用し、皮膚中のコラーゲン産生およびヒ

アルロン酸産生を向上させることで、皮膚を活性化させる働きがある。一方、外用剤として皮膚に塗

布された場合、角質層→表皮層→真皮層と浸透し、潤い効果を発揮するだけでなく、肌の状態を改善

する働きを有している。CTP には皮膚の美容と健康に寄与するだけでなく、その機能性を通じて皮膚

の新陳代謝を高め、皮膚をより正常な状態に近づけることで、褥瘡（床ずれ）や皮膚掻痒症などの病

態をも改善する効果が期待されている。 
キーワード： コラーゲン・トリペプチド、皮膚浸透性、吸収、褥瘡、皮膚掻痒症  
 
１．CTP の機能性 

コラーゲンは結合組織の主要成分であり、生体のタンパク質の約 30％を占めている。特に皮膚、骨、

軟骨、腱、血管などに多く存在し、それらの構造と機能の維持に重要な役割を果たしている。しかし、

加齢と共に体内におけるコラーゲン合成能力が衰え、体内のコラーゲンが量的にも質的にも低下する

ことが知られており、それが各器官の機能低下に密接に関係していると考えられている。 
コラーゲンは特徴的なアミノ酸配列（Gly-X-Y-Gly-X-Y-Gly-X-Y･･･）を有しており、Glycine が 3

個毎に規則正しく配位したα鎖が 3 本のへリックス構造を形成している。最近、このコラーゲンの最

小単位（基本ユニット）であるアミノ酸３個のコラーゲン・トリペプチド（CTP）“Glycine-X-Y”を

「経口摂取」した場合、1)消化管のペプチドトランスポータからアミノ酸よりも効率的に吸収される

こと、2)コラーゲンと関連した組織（皮膚、骨など）に存在する線維芽細胞や骨芽細胞に存在するペ

プチドトランスポータからダイレクトに取り込まれること、3)取り込まれた CTP によって線維芽細胞

ではコラーゲン産生／ヒアルロン酸産生などが促進され、骨芽細胞ではコラーゲン産生／石灰化など

の促進によって骨形成が向上されることが明らかとなっている。一方、CTP を「皮膚に塗布」した場

合、4)その分子サイズ（約 1 nm）と関連した単純拡散によって角質層→表皮層→真皮層と浸透するこ

と、5)浸透した CTP の作用により線維芽細胞が活性化され皮膚のコラーゲン繊維およびヒアルロン酸

などのプロテオグリカンの合成が促進すること、6)皮膚の水分保持能・皮膚弾力性がアップし皮膚の

肌荒れも改善すること、などが明らかとなっている。 
今回、これら CTP の機能性を示すと共に、CTP を「経口摂取」あるいは「皮膚に塗布」した場合、

皮膚に対してどのような効果が期待できるかについて新しい知見を交えて報告したい。 
 

２．「経口摂取」による皮膚への効果 
ラットにコラーゲン、コラーゲンペプチド、アミノ酸混合液あるいは CTP を経口摂取させた場合

に産生される皮膚中のコラーゲン量を比較検討した結果、CTP 群のコラーゲン産生量が有意差をもっ

て高くなることが判明した。ヒトの皮膚に対する効果をモニター調査およびヒト試験によって調べた

ところ、皮膚のハリやツヤが増し、柔軟性・弾力性が高まる美容的効果が得られた。さらに、寝たき

りの高齢者で褥瘡（床ずれ）を起こしている患者を対象として、CTP を配合した病院食／介護食を 2
～3 ヶ月間摂取させたところ、リンパ球数／単球数／bFGF 値の上昇が認められると共に、褥瘡が改
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善する傾向が認められた。併せて、bFGF 値と褥瘡（潰瘍）面積の縮小率との間には有意な正の相関

が認められた。 
 

３．「皮膚塗布」による皮膚への効果 
健常なヒトを対象として左眼瞼部（眼下）に CTP を処方したローションを、右眼瞼部には対照ロ

ーションを 1 日 2 回（朝晩）4 週間、適量塗布し、皮膚粘弾性測定器（CUTOMETER SEM 474）を

用いて塗布前、２週間後及び４週間後に弾力度を測定した結果、すべての被験者において CTP ロー

ション塗布部位の弾力度は対照ローション塗布部位より向上した。同様に、界面活性剤による肌荒れ

モデルを用いて肌荒れ改善作用を TEWAMETER で測定した結果、対照ローション塗布では経表皮水

分蒸散量（TEWL 値）が悪化する傾向にあったが、CTP ローション塗布では肌荒れを抑制すると同

時に試験前よりも一層改善された。さらに、皮膚掻痒症の透析患者 57 名を対象として、CTP ローシ

ョン塗布がどの程度のスキンケア効果を発揮するかについてヒト臨床試験を実施した結果、“痒み”に

対しては 70%以上の改善効果を発揮し、“乾燥”および“掻破痕”に対しては 90%以上の著しい改善

効果が認められた。 
 

４．考察 
コラーゲン・トリペプチド（CTP）は経口摂取されたり、あるいは外用剤として皮膚へ塗布された

りした場合、各々の pathway に従って皮膚中の線維芽細胞に到達し、これを活性化することで皮膚を

より正常な状態に近づける働きを有することが明らかとなってきた。特に、皮膚に塗布された CTP
は角質層→表皮層→真皮層と浸透し、皮膚の真皮層に存在する線維芽細胞を活性化することでコラー

ゲン産生およびヒアルロン酸などプロテオグリカンの産生を促進し、結合組織全体の新陳代謝を亢進

していると考えられる。 
塗布された CTP による効果は、従来のコラーゲンあるいはコラーゲンペプチドが持っている皮膚

“表面”における働きだけでなく、浸透したトリペプチド成分による“内部”からの働きが組み合わ

さって発揮されると考えられる。また、経口摂取された CTP は消化管から効率的に吸収された後、

やはり皮膚の真皮層へ存在する線維芽細胞を活性化し、同様の働きを担っている。現在、このような

二つの pathway を通じた CTP の機能性を活用することで、皮膚の美容と健康、さらには病的状態の

改善に対する『ダブル効果あるいはトリプル効果』が期待されている。 
すでに、CTP の骨組織（骨形成促進）に対する作用機序に関しては、ヒト骨芽細胞の実験系などに

おいて転写因子（Osterix）の関与を含めた解明がなされているが、皮膚組織および線維芽細胞に対す

る作用機序については未解明の部分が残されているので、今後、鋭意検討を重ねていきたい。 



 

 
 
 
 

皮膚における ATP の役割 
 

小林大策 1)、大久保聡子 2)、吉田廣英 1)、中畑則道 1) 
1)東北大学大学院薬学研究科 細胞情報薬学分野 

2)国立医薬品食品衛生研究所・薬理 

要約：ケラチノサイト (表皮細胞) では、物理的刺激や創傷に起因して ATP が細胞外へと放出され、

放出された ATP は P2 受容体を介して様々な作用をもたらすと考えられるが、その生理的意義につい

ては未だ明らかではない。そこで本研究では表皮を構成するケラチノサイトの株化細胞である

HaCaT 細胞を用い、P2Y 受容体を介する薬理作用として、炎症性サイトカインの一種であるインタ

ーロイキン 6 (IL-6) 産生機構について解明することを試みた。 
 まず始めに、培地交換直後の培養上清中の ATP 量を測定したところ、培地交換という物理的刺激

により上清中の ATP 量は顕著に増加した。次に、RT-PCR 法及び各受容体サブタイプ特異的なアゴ

ニストを用いた細胞内 Ca2+濃度の測定を行った結果、HaCaT 細胞では UTP 感受性である P2Y2及び

P2Y4受容体が優位に発現していることが示唆された。また、UTP で HaCaT 細胞を刺激することに

より、サイトカインの一種である IL-6 の mRNA 発現量及び上清中の IL-6 タンパク質量がそれぞれ

上 昇 し た 。 さ ら に こ の UTP 刺 激 に よ る IL-6 産 生 は 細 胞 内 Ca2+ キ レ ー タ ー

BAPTA-acetoxymethylester、MEK 阻害薬 PD98059、カルシニューリン阻害薬であるシ FK506 及

びシクロスポリン A によってそれぞれ抑制された。 
 以上の結果から、皮膚表皮のケラチノサイトにおいて物理的刺激によって細胞外へと ATP が放出

されること、及び P2Y2/P2Y4受容体を介して IL-6 産生が促進することが示唆された。また、この反

応には Gq タンパク質を介した[Ca2+]i 上昇が重要であり、ERK1/2 リン酸化の亢進及びカルシニュー

リンの活性化が協調的に作用していることが示唆された。 
 
キーワード：ATP、P2Y 受容体、ケラチノサイト、インターロイキン 6、カルシニューリン 
 
1. はじめに 
 皮膚は面積が約 1.6 m2、重量は約 3 kg (皮下組織を加えると約 9 kg) に達する生体における最大の

組織であり、一種の防御壁として外界からの様々な刺激から生体を保護しているが、表皮の大部分を

占めるケラチノサイト (表皮細胞) は最も外側に位置しているため、常に物理的刺激にさらされてい

る。一方、ケラチノサイトを含めた多くの細胞で、物理的刺激を受けることにより、細胞内のアデノ

シン三リン酸 (ATP) が細胞外へと放出されることが報告されている。細胞外へと遊離した ATP は、

オートクライン及びパラクライン型に作用し、自身及び周囲の細胞に発現している P2 受容体と総称

される ATP 受容体を介して様々な生理作用をもたらすことが知られている。P2 受容体はイオンチャ

ネル型の P2X 受容体と 7 回膜貫通型の P2Y 受容体とに大きく分けられ、P2X 受容体は 7 種類、P2Y
受容体は 8 種類のサブタイプの存在が知られている。 
 始めに我々は、ヒトケラチノサイトの樹立株である HaCaT 細胞を用い、物理的刺激に応答して細

胞外へと ATP が放出される様子を観察した。次に RT-PCR 法及び各受容体サブタイプ特異的なアゴ

ニストを用いた細胞内 Ca2+濃度測定により、HaCaT 細胞に発現している P2 受容体サブタイプにつ

いて検討を行った。さらに、P2 受容体を介した生理的反応として、サイトカインの一種であるイン

ターロイキン 6 (IL-6) の産生及びその産生機構についても検討を行った。 
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2. HaCaT 細胞における ATP の放出 
 HaCaT 細胞における物理的刺激に応じた ATP の放出を観察する為に以下の実験を行った。即ち、

24 ウエルプレートに播種した HaCaT 細胞の培地について、CO2インキュベーター内で一晩静置した

後の培養上清及び培地交換直後の培養上清をそれぞれ回収し、それらをルシフェリン-ルシフェラー

ゼを含んだ液と反応させることで得られる発光量をルミノメーターで測定することにより、放出され

た ATP の量を求めた。その結果、培地交換直後の上清中には静置状態の約 60 倍の ATP が存在して

いることが示された。また、一旦放出された ATP は分解酵素の影響を受けて時間経過と共に徐々に

減少していき、最終的に静置状態と同じレベルとなった。以上の結果から、皮膚の表皮細胞において

も物理的刺激に応答して ATP の放出が起こることが示唆された。 
 
3. HaCaT 細胞に発現している P2 受容体サブタイプについて 
 前述したように P2 受容体にはいくつかのサブタイプの存在が知られていることから、HaCaT 細

胞において実際に発現・機能している P2 受容体サブタイプについて検討を行った。RT-PCR 法によ

り、P2X5, 6及び P2Y1, 2, 4, 6, 11, 12の各受容体サブタイプの発現が確認された。また、P2X 及び P2Y 受

容体にはそれぞれサブタイプ特異的なアゴニストが知られていることから、[Ca2+]iを指標とし、機能

的な面での評価を行ったところ、P2Y2/P2Y4受容体に対して反応性の高い UTP で刺激した場合に最

も大きな反応が得られた。以上の結果から、HaCaT 細胞には UTP 感受性の受容体である P2Y2/P2Y4

受容体が最も優位に機能していることが示唆された。 
 
4. UTP 刺激による IL-6 の産生について 
 我々は次にケラチノサイトにおける ATP の生理的な作用として、P2Y 受容体を介したインターロ

イキン 6 (IL-6) の産生について検討を行った。HaCaT 細胞を UTP で刺激すると、IL-6 の mRNA
発現量及び培養上清中の IL-6 タンパク質量がそれぞれ上昇した。この反応は MEK 阻害薬である

PD98059 を前処理することによって部分的に抑制された。またウエスタンブロッティング法により、

UTP が extracellular signal-regulated kinase 1/2 (ERK1/2) のリン酸化を引き起こすことが示され

た。これらの結果からUTPによる IL-6産生にERK1/2のリン酸化が関与していることが示唆された。

さらに我々は UTP による ERK1/2 リン酸化及び IL-6 産生への関与が予想されるシグナル伝達分子

について解析を行った。細胞内 Ca2+キレーターである BAPTA-acetoxymethylester の前処理によっ

て UTP による ERK1/2 リン酸化及び IL-6 産生は顕著な抑制を受けた。さらに、カルシニューリン阻

害薬である FK506 及びシクロスポリン A の前処理によって IL-6 の産生が抑制されたことから

MEK/ERK 経路とは別の Ca2+感受性の IL-6 産生経路の存在が示唆された。また、PD98059 と FK506
及びシクロスポリン A を同時に前処理することで IL-6 の産生が無刺激時のレベルまで抑制されたこ

とから、P2Y 受容体を介した IL-6 の産生には ERK1/2 を介した経路とカルシニューリンを介した経

路とが協調的に作用していることが示唆された。 
 
5. おわりに 
 以上の結果から HaCaT 細胞において物理的刺激に応答して細胞外への ATP の放出が起こること、

また、細胞外の ATP は P2Y2/P2Y4受容体を介して IL-6 の産生を促進し、その反応には Ca2+感受性

の二つの経路すなわち ERK1/2 リン酸化を介した経路とカルシニューリンを介した経路とが存在し、

それらが協調的に IL-6 の産生を制御している可能性が示唆された。 
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ラット褥瘡モデルの開発と褥瘡部位 

matrix metalloproteinase (MMP) の変動 

 
酒井寛泰、牛久保裕子、千葉義彦、三澤美和 

星薬科大学 薬理学教室 

要約：これまでに国内外で報告された褥瘡モデルには主にウサギ、イヌ、ブタ等の比較的大動物を用

いたモデルが報告されており、近年ではラットやマウスを用いたモデルの開発が試みられてきてい

る。しかし、部位、組織や作製方法においてこれらもまた問題点が多く、医療現場における褥瘡とは

かなりかけ離れている。こうしたことで、褥瘡発症メカニズムの複雑さを紐解く様な詳細な研究報告

は未だほとんど得られていない。我々はラットの仙骨部に「むれ」と圧負荷の条件を組み合わせるこ

とで褥瘡創傷を作製した。このラット褥瘡モデル作製法により、NPUAP (National Pressure Ulcer 

Advisory Panel) の分類の stage II-III に相当する「ラット仙骨部中等度褥瘡モデル」を作製する

に至った。さらに、上述の作製方法に chemical peeling の原理を組み合わせ、予め glycolic acid 

を仙骨部に塗布し皮膚組織を脆弱化させることにより stage IV レベルの褥瘡を作製することが可能

となり、「ラット仙骨部重度褥瘡モデル」を確立した。これら二種類の褥瘡モデルは従来のモデルに

比べ、より臨床病態像に近く、簡便な方法ながら再現性の高い画期的な新規褥瘡モデル動物である。

それらの褥瘡部組織では MMP-9 発現は有意に増加し、TIMP-1 発現は有意に低下するという

MMP-9/TIMP-1 の不均衡が生じていることを明らかにした。これらの褥瘡モデルは今後の褥瘡基礎研

究に有用なツールとなり得ることを確信しており、また MMP-9 および TIMP-1 は褥瘡治療の新しいタ

ーゲット分子になり得るかもしれない。 

  

キーワード： 褥瘡、動物モデル、圧負荷、MMP-9、TIMP-1 

 

1. はじめに 

 褥瘡は、治療に経済的および時間的に多大な負担を必要とするため、高齢社会の現在、近代医療の

かかえる重大な問題として扱われている。しかし、褥瘡は最近まで医療現場で疾患として認識されな

いままであったため、急速な医学進歩にも関わらず褥瘡の基礎研究は他の疾患と比較して致命的な遅

れをとっている。それ故、いかに経済的で有効な治療法あるいは治療薬の提供をできるかが本題解決

の鍵であり、これを目的とした褥瘡の発症メカニズムの解明が急がれている。また、研究を進めるに

あたり有用なツールとしてのモデル動物が確立されていることが必須となる。これまでに国内外で報

告された褥瘡モデルには主にウサギ、イヌ、ブタを用いた動物モデルがある。これらの動物はいずれ

も比較的大型であるため簡便性に欠け、さらに褥瘡作製方法に種々の難点・問題点があり、その後に

使用されることは非常に少なかった。急速な発症メカニズムの解明を目指すには経済的にさらには小

型で扱いやすく、遺伝子解析が進んだ動物を用いることが望まれる。近年ではラットやマウスを用い

たモデル開発が試みられてきたが、部位、組織や作製方法においてこれらもまた難点が多く、医療現

場における褥瘡とはかなりかけ離れている。こうしたことで、褥瘡発症メカニズムの複雑さを紐解く

様な詳細な研究知見や報告は未だほとんど得られていない。 

 

2. 開発した中等度褥瘡モデル作製法と褥瘡部位の病理的検討  

 こうした背景をうけ、我々は、圧負荷という要因に加えて褥瘡の発症要因の一つである「むれ」を
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取り入れることで、臨床に即し、さらに簡便な仙骨部褥瘡モデル動物の開発を試みた。使用動物とし

て Wistar 系雄性ラットを選択した。ラットの腰背部を円形に除毛し、37 ℃ の恒温槽中で皮膚の加

温および加湿をすることで「むれ」の状態を再現した。その後、仙骨部に球形金属を固定し、0.5 N/cm2

の圧を 1 日 2 時間 5 日間連日負荷することで褥瘡創傷を作製した。圧負荷を一定にするため血圧

測定用マンシェットを使用し、圧を仙骨突出部に集中させるために球形金属（直径 16 mm）が固定で

きるように改良を行った。上記方法で作製した褥瘡部表皮の損傷状態を顕微鏡下で観察したところ、

圧負荷開始 3 日目より明らかな発赤およびびらんが見られ、されに圧負荷を継続することで損傷部

位の拡大と痂皮の形成が観察された。Hematoxylin-eosin 染色による組織学的検討から、損傷は表皮

にとどまらず、真皮層の毛胞の壊死や深部の皮筋層の筋線維壊死まで生じていることが確認できた。

また、損傷部周囲には炎症性細胞が著明に浸潤していることも明らかとなった。以上より、圧負荷と

「むれ」を組み合わせたラット褥瘡モデル作製法により、NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory 

Panel) の分類の stage II-III に相当する「ラット仙骨部中等度褥瘡モデル」を作製するに至った。

 

3. 開発した重度褥瘡モデル作製法と褥瘡部位の病理的検討  

 さらに、我々はこのモデル作製法を応用し、より重度な褥瘡モデルの開発を試みた。現在、臨床現

場で特に問題となるのは皮膚が完全に離脱後、ポケットを形成し損傷が骨にまでおよぶ様な重度褥瘡

(stage III-IV) である。そこで、上述の作製方法に chemical peeling の原理を組み合わせ、予め

皮膚組織を脆弱化させることを考えた。Chemical peeling にはフルーツ酸の一種である glycolic 

acid (GA) が有用であることをつきとめた。50% GA を圧負荷の前に数回に分けて塗布し、同一条件

で圧負荷を反復的に行うと、段階的に皮膚組織が破壊され、骨格筋組織まで肉眼的に観察できるよう

な 9.5±0.5 cm2 のポケット様損傷が形成された。このように GA 塗布を組み合わせることにより

stage IV レベルの褥瘡を作製することが可能となり、「ラット仙骨部重度褥瘡モデル」を確立した。

 

4. 褥瘡部位の MMP-9/TIMP-1 の変化 

 これら二種類のモデル動物は従来のモデル動物に比べ、より臨床病態像に近く、簡便な方法ながら

再現性の高い画期的な新規褥瘡モデル動物である。これら褥瘡モデルを応用して基礎研究を進めてい

る。創傷の治癒過程は細胞外マトリックスの分解と産生による制御が重要な働きをしているため、褥

瘡部皮膚組織中の matrix metalloproteinase (MMP)-9 とその内因性阻害物質である tissue 

inhibitor of metalloproteinase (TIMP)-1 のバランス変化について検討を行った。その結果、褥瘡

部組織では MMP-9 発現は有意に増加したが、TIMP-1 発現は有意に低下することを明らかにした。そ

のため、褥瘡発症時には皮膚組織中の MMP-9/TIMP-1 バランスは MMP-9 優位となり、collagen をは

じめとする細胞外マトリックスの分解が促進している可能性が示唆された。さらに MMP-9/TIMP-1 値

は中等度に比べ重度モデルでより顕著に増加した。したがって、このバランスの不均衡は褥瘡の重症

化に伴うことを明らかにした。 

 

５．おわりに 

以上のことより我々はラット仙骨部中度および重度褥瘡モデルの開発に成功した。これらの褥瘡

モデルは今後の褥瘡基礎研究に有用なツールとなり得ることを確信している。また褥瘡の発症または

治癒における MMP-9/TIMP-1 の不均衡が褥瘡治療において新しいターゲットになり得る可能性を示

唆した。 

 
 



 

 
 
 
 

皮膚における痒みの発生機構 

 
安東 嗣修，倉石 泰 

富山大学 大学院医学薬学研究部 応用薬理学 
 
 
要約：マスト細胞から遊離されるヒスタミンは，古典的な痒み因子であるが，抗ヒスタミン薬が無効

な掻痒性皮膚疾患も多い．このことは，ヒスタミン以外の痒み因子の存在を示唆する．最近，プロテ

アーゼ活性化受容体（PAR）がクローニングされ，プロテアーゼ―PAR 系の様々な生理作用が報告さ

れている．PAR は，1~4 までのサブタイプが存在し，我々は一部の PAR とプロテアーゼが痒みの発生

に関与することをマウスの実験から明らかにした．マスト細胞から遊離されるセリンプロテアーゼで

あるトリプターゼが PAR2 を介して痒み関連動作を誘発することを見出した．この痒みは，抗ヒスタ

ミン薬では抑制されなかった．したがって，マスト細胞を介さない経路で発生することが明らかとな

った．PAR2 は皮膚ではケラチノサイトや一次求心線維に発現していることから，これらが起痒作用

の作用点と考えられる．アトピー性皮膚炎のマウスモデルにおいても，自発的な痒み関連動作がセリ

ンプロテアーゼ阻害薬と PAR2 拮抗薬により抑制される。また，本マウスモデルの皮膚では，マスト

細胞数の増加と，セリンプロテアーゼ活性の増大が観察されることから，マスト細胞–セリンプロテ

アーゼ–PAR2 系が，慢性皮膚炎の痒みに重要な役割を担っていることが示唆される．ところで，蚊ア

レルギーの痒みのマウスモデルの痒み関連動作も，セリンプロテアーゼ阻害薬と PAR2 阻害薬により

抑制された．しかし，この痒みにはマスト細胞の役割は小さい．蚊アレルギーの感作状態のマウスの

皮膚では，非感作マウスと比べて T 細胞数の増加が観察されている．したがって，T 細胞から遊離さ

れるセリンプロテアーゼが痒みの発生に関与しているかもしれない．セリンプロテアーゼ－PAR2 系

が痒みの発生機序の一つとして重要である，それに関わるプロテアーゼは単一ではないと考えられ

る． 
 
キーワード：マスト細胞，ヒスタミン，プロテアーゼ，アレルギー，アトピー性皮膚炎 
 
１．はじめに 

「痒み」は，様々な皮膚疾患の主要な症状であり，痒みによる皮膚の掻破は皮膚症状の更なる悪化

を招く．したがって，痒みと掻破の抑制は皮膚疾患の治療上の重要な課題である．痒みの発生には，

従来，マスト細胞から遊離されるヒスタミンが主要な役割を担っていると考えられてきた。しかし，

アトピー性皮膚炎などの慢性掻痒性皮膚疾患の痒みには抗ヒスタミン薬が無効である場合が多く，痒

みの発生機構の解明とそれに基づいた新たな鎮痒薬の開発が望まれる． 
痒みの研究は，1995 年以前は，ほとんどがヒトを対象に行なわれてきた．しかし，詳細な発生機序

の研究や薬効のスクリーニングには，動物を使った研究が不可欠である．主観的な感覚である痒みを

客観的に評価するのは，動物ではヒト以上に難しい．掻き動作が痒み反応ではなく，むしろ痛み反応

であるとの主張もあったが，Kuraishi ら(1995)は，“掻き動作”が痒みの指標になることを明確にし，有

用な痒みの動物モデルの作出及び動物での痒み研究と薬物評価に貢献してきた．動物での痒みの研究

による，マスト細胞–ヒスタミン系以外の機序が明らかになってきた．たとえば，急性蕁麻疹の痒み

は，マスト細胞–ヒスタミン系の関与は確かであるが（Inagaki et al., 1999），マスト細胞に含有される

トリプターゼも重要な痒み因子である（Ui et al., 2006）。本シンポジウムでは，セリンプロテア–ゼ―
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プロテアーゼ活性化受容体（PAR）系の新たな皮膚での痒みの発生機序に関して概説する． 
 

２．PAR サブタイプと痒み 
PAR は G タンパク共役型受容体であり，PAR1~4 までの 4 つのサブタイプの存在が報告されている

(Macfarlane et al., 2001)．トロンビンやトリプターゼなどによって受容体の N 末端が切断されることに

より切断部位の構造が変化し，受容体自身の細胞外第 2 ループに結合することにより活性化する．ま

た，細胞外第 2 ループに結合するアミノ酸配列と同じ合成ペプチドも PAR を活性化することができ

る。健常な ICR 系マウスへ，PAR1～4 のそれぞれに選択的な活性化ペプチドを皮内注射すると，PAR1, 
2, 4 の活性化ペプチドにより掻き動作が惹起されるが，PAR3 活性化ペプチドでは起こらない．PAR1
と PAR4 活性による掻き動作は抗ヒスタミン薬で抑制されるが，PAR2 活性化による掻き動作は抑制

されない．したがって，PAR1 と PAR4 活性化による掻き動作はヒスタミンを介するが，PAR2 活性化

による掻き動作はヒスタミンを介さない機序で起っていることが示唆される（Tsuji et al., 2008）． 
健常な ICR 系マウスでは，マスト細胞由来のトリプターゼやマスト細胞脱顆粒薬コンパウンド

48/80 によって掻き動作が惹起され，この動作は PAR2 拮抗薬と抗 PAR2 抗体で抑制される．したがっ

て，マスト細胞から遊離されるトリプターゼによる PAR2 受容体の刺激もマスト細胞介在性の痒みの

機序の一つであると考えられる（Ui et al., 2006）． 
 
３．アトピー性皮膚炎のマウスモデルにおける痒みと PAR2 

アトピー性皮膚炎のマウスモデル（NC 系マウス）の自発的掻き動作は，抗ヒスタミン薬では抑制

されないが，セリンプロテアーゼ阻害薬により抑制される．皮膚炎部では，健常な NC 系マウスの皮

膚と比べ，セリンプロテアーゼ活性が増大し，マスト細胞が増加する．健常な NC 系マウスへの PAR
活性化ペプチドの皮内注射では，PAR2 活性化ペプチドのみが掻き動作を誘発する．また，慢性皮膚

炎マウスの自発的掻き動作が抗 PAR2 抗体により抑制される．アトピー性皮膚炎患者の痒みへの PAR2
の関与が指摘されている(Steinhoff et al., 2003)．PAR2 は，表皮ケラチノサイト（Tsujii et al., 2009）と

一次求心線維（Steinhoff et al., 2003)に発現していることから，これらが痒みに関係するセリンプロテ

アーゼの作用点であると考えられる． 
 

４．蚊アレルギーのマウスモデルにおける痒みと PAR2 
蚊アレルギーによるマウスの掻き動作は，抗ヒスタミン薬では抑制されないが，セリンプロテアー

ゼ阻害薬と PAR2 拮抗薬により抑制される．しかし，このアレルギー性の掻き動作へのマスト細胞の

関与は小さい．感作マウスの皮膚では T 細胞が増加するが，T 細胞もセリンプロテアーゼを含有する．

T 細胞から遊離されるセリンプロテアーゼの痒みへの関与についても考察する． 
 
５．おわりに 

痒みは，マスト細胞–ヒスタミン系以外の機序でも発生する。セリンプロテアーゼ–PAR2 系がその

一つである．セリンプロテアーゼ阻害薬や PAR2 拮抗薬が新たな鎮痒薬になる可能性が期待される．
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単一シナプス前終末におけるシナプス小胞ダイナミクスの光学計測 

 
八尾 寛 

東北大学（院）生命科学、脳科学グローバル COE  
 
 

要約：シナプトフルオリンは GFP に由来する pH 感受性蛍光タンパク質フルオリンを v-SNARE タ

ンパク質のシナプトブレビン C 末端に結合させた融合タンパク質である。われわれは、thy1.2 プロ

モーターの発現調節下にシナプトフルオリンを組み込んだトランスジェニックマウスを作製し、６ラ

インのマウスを得た。その中の一つ TV-42 (RIKEN BRC #01519)の海馬では、苔状線維のシナプス

前終末特異的にシナプトフルオリンが発現していた。このマウスの海馬スライスの大型の単一シナプ

スにおけるシナプス小胞ダイナミクスをイメージング解析した。その結果、易放出性小胞プール

(RRP)、放出性小胞プール、休小胞プールを同定し、それぞれの大きさを推定した。苔状線維―CA3
シナプスにおける伝達の忠実度が、放出性小胞プールが RRP の枯渇を補充する速度が大きいことに

より保証されていることが示唆された。 
 
 
キーワード： シナプス伝達、シナプス小胞、エキソサイトーシス、エンドサイトーシス、海馬 
 
１．はじめに 

中枢神経系において、ニューロンがシナプスを介してネットワークを形成することにより、情報の

やり取りをしている。シナプス前部には、グルタミン酸などの神経伝達物質を含むシナプス小胞が集

積しており、シナプス小胞が形質膜と融合するエキソサイトーシスにより、神経伝達物質がシナプス

間隙に放出される。シナプス小胞は、神経伝達物質の充填→ドッキング→プライミング→エキソサイ

トーシス→エンドサイトーシス→シナプス小胞の再生という一連のサイクルを繰り返すことが知ら

れている。フルオリンは、オワンクラゲ GFP に由来する pH 感受性蛍光タンパク質である。これを

シナプス小胞 v-SNARE タンパク質のシナプトブレビンの C 末端側に結合させた融合タンパク質は、

シナプトフルオリンと呼ばれる。シナプトフルオリンは、シナプス小胞内の pH 変動を蛍光強度の変

動としてリポートするので、これを用いることにより、シナプス小胞ダイナミクスを光学計測するこ

とができる。 
 
２．方法 

われわれは、thy1.2 プロモーターの発現調節下にシナプトフルオリンを組み込んだトランスジェニ

ックマウスを作製し、６ラインのマウスを得た。その中の一つ TV-42 (RIKEN BRC #01519)の海馬

では、苔状線維のシナプス前終末特異的にシナプトフルオリンが発現していた。苔状線維には、直径

数ミクロンの大型のシナプス前終末が形成されている。トランスジェニックマウス TV-42 の海馬をス

ライスし、共焦点顕微鏡下にシナプトフルオリンを発現している苔状線維の大型の単一シナプスを同

定した。苔状線維反復刺激に対する蛍光強度の変化からリサイクルする小胞の総数を求めた。また、

アンモニウムイオンによりアルカリ化することにより、シナプス前終末に存在する小胞の総数を求め

た。さらに、電子顕微鏡を用いて、シナプス前部アクティブゾーンに係留された小胞の総数を求めた。
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３．結果 
 苔状線維の大型シナプス前終末において、３種類のシナプス小胞プールを同定した。易放出性小胞

プール(RRP)は、アクティブゾーンに係留された小胞の総数であり、全体の 1.3-6.3 %と推定された。

放出性小胞プールは、リサイクリングする小胞の総数であり、その大きさは、全体の 50-60 %と推定

された。休小胞プールは、リサイクリングしない小胞の総称であり、その大きさは、全体の 40-50 %
と推定された。また、RRP 補充の時定数は、12-16 s と推定された。これに対し、エキソサイトーシ

スされた小胞がエンドサイトーシスされる時定数は、50 s だった。 
 
４．考察 
 内容を放出した小胞がRRPを補充する kiss-and-runのようなメカニズムの寄与は小さいと考えら

れる。エンドサイトーシスされた小胞は、放出性プールの大きさを維持するものと考えられる。反復

刺激にともない、RRP は、比較的速やかに枯渇すると考えられる。その後の伝達は、放出性小胞プ

ールにより維持されると考えられる。休小胞プールと放出性小胞プールの比は、可塑的に変動するも

のと考えられる 
 
５．おわりに 

海馬苔状線維が CA3 錐体細胞に形成する大型のシナプスにおいては、おもにシナプス前終末から

のグルタミン酸放出の増減により、シナプス伝達が短期および長期に可塑的に変動する。この可塑性

が海馬に依存したエピソード記憶や空間学習の形成に重要であると考えられている。シナプス前終末

において大きな放出性小胞プールが存在していることにより、大きなダイナミックレンジでの変動が

可能になっていることが示唆された。 
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シナプス外グルタミン酸動態の可視化解析 
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要約： グルタミン酸は中枢神経系における主要な興奮性神経伝達物質である。従来、グルタミン酸

はシナプス間隙内に限局した“point-to-point”のシナプス伝達のみを担うと考えられてきた。しかしな

がら近年、シナプス間隙から漏れ出したグルタミン酸が、シナプス外部に存在するグルタミン酸受容

体を活性化することで、様々な神経・グリア細胞機能に関与することが報告されている。このような

グルタミン酸による“volume transmission”の理解には、シナプス外部におけるグルタミン酸の時間的

空間的な動態を解明することが欠かせないが、これまではグルタミン酸濃度を間接的に推測するしか

なく、十分な知見が得られていなかった。本研究では、グルタミン酸動態を直接可視化するために、

GluR2 サブユニットのグルタミン酸結合ドメインと蛍光色素をハイブリッドした、グルタミン酸指示

分子（EOS）を新規に開発した。大脳皮質、海馬および小脳のスライス標本の細胞外空間に EOS を

固定化し、シナプス活動に伴うグルタミン酸動態を二光子励起顕微鏡により観察した。生理的条件の

シナプス活動に伴い、シナプス外グルタミン酸濃度が局所的にマイクロＭレベルに上昇し、それが数

十ミリ秒間滞留することを見出した。さらに in vivo の大脳皮質体性感覚野において、後肢からの体

性感覚入力により同様のグルタミン酸動態が惹起されることを明らかにした。このようなグルタミン

酸動態は NMDA 受容体や代謝型グルタミン酸受容体を活性化するのに十分であり、生理的なシナプ

ス活動に伴い、これらのグルタミン酸受容体を介したシナプス外伝達が行われていることが示唆され

る。以上の知見はシナプス外グルタミン酸伝達研究の基盤となるものであり、シナプス間相互作用や

神経・グリア相互作用の理解をさらに進めることが期待される。 
 
 
キーワード： グルタミン酸、シナプス、スピルオーバー、二光子励起顕微鏡、神経・グリア相互作

用 
 
１．はじめに 

グルタミン酸は中枢神経系における主要な興奮性神経伝達物質である。グルタミン酸作動性シナプ

スにはグルタミン酸トランスポーターを発現するアストロサイトがタイトに巻き付いており、グルタ

ミン酸のシナプス間隙からの漏れ出し（スピルオーバー）を厳密に防ぎ、古典的な“point-to-point”の
シナプス伝達を保障していると考えられてきた。しかしながら近年、グルタミン酸スピルオーバーに

よるシナプス外部でのグルタミン酸濃度上昇を示唆する報告が相次いでいる。このシナプス外グルタ

ミン酸動態により、シナプス外部に存在するグルタミン酸受容体が活性化されることで、様々な神経・

グリア細胞機能が制御されると考えられる。このようなグルタミン酸による“volume transmission”
の理解には、シナプス外部におけるグルタミン酸の時間的空間的な動態を解明することが欠かせない

が、これまではグルタミン酸濃度を間接的に推測するしかなく、十分な知見が得られていなかった。 
 
２．蛍光グルタミン酸指示分子（EOS） 

以上の問題に直接アプローチするために、グルタミン酸動態を可視化するための蛍光プローブの開
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発に着手した。そして、AMPA 受容体の GluR2 サブユニットのグルタミン酸結合ドメインに蛍光色

素を標識した、タンパク質・小分子ハイブリッド型のグルタミン酸指示分子（EOS）を新規に開発し

た。この EOS はグルタミン酸に対して高い親和性、選択性そして蛍光強度変化率を示した。 
 
３．シナプス外グルタミン酸動態 
 大脳皮質、海馬および小脳のスライス標本の細胞外空間に、ビオチン-ストレプトアビジン結合を用

いて EOS を固定化した。免疫電子顕微鏡法により固定化された EOS の詳細な局在を調べたところ、

シナプス周囲の細胞外空間に存在するが、シナプス間隙の内部にはほとんど存在しないことが明らか

になった。よって EOS を用いることで、シナプス外部のグルタミン酸動態を観察できることが確認

された。シナプス活動に伴う EOS の蛍光強度変化を二光子励起顕微鏡により観察した。この EOS シ

グナルからグルタミン酸濃度を計算したところ、活性化されたシナプスの近傍で、マイクロＭレベル

が数十ミリ秒間維持されることを見出した。このようなグルタミン酸動態は NMDA 受容体や代謝型

グルタミン酸受容体を活性化するのに十分である。 
 
４．生体内での感覚入力依存性シナプス外グルタミン酸動態 
 上記のようなシナプス外グルタミン酸動態が、生理的なシナプス活動により惹起されることを確認

するために、in vivo の大脳皮質体性感覚野において EOS シグナルを観察した。後肢からの体性感覚

入力により、対応する領域に明瞭な EOS シグナルを観察した。感覚入力により、シナプス外部にお

いてグルタミン酸受容体を活性化するのに十分なグルタミン酸動態が惹起されることを明らかにした。 
 
５．おわりに 
以上の知見はシナプス外グルタミン酸伝達研究の基盤となるものであり、シナプス間相互作用や神

経・グリア相互作用の理解をさらに進めることが期待される。また EOS イメージングは活動してい

るシナプスの位置を直接マッピングすることを可能にするものであり、神経回路の機能的構造の解析

に関して非常に有力な方法であると考えられる。 
 
 



 

 
 
 
 

イオンチャネル可視化プローブを用いた化合物スクリーニングの可能性 
 

古川哲史 1、貝原麻美 1、角南明彦 2、黒川洵子 1 

1東京医科歯科大学・難治疾患研究所・生体情報薬理学分野 
２国際医療福祉大学・薬学部 

要約：パッチクランプ法は高い感受性と時間分解能を有するが、多標本同時解析が困難であり、化合

物のハイスループットスクリーニング(HTS)に不向きである。これを克服する方法として分子プローブ

を用いた可視化検出法が期待されている。既存の分子プローブとして、Ca2+検出用 FRET probe の

cameleon を利用した Ca2+チャネル検出プローブや K+チャネル電位センターを利用した膜電位検出プ

ローブなどがあり、研究レベルでは活用されている。今回、深海生物 Gaussia princeps から単離され

た Na+濃度依存性ルシフェラーゼ Gaussia luciferase と電位依存性 Na+チャネルの融合タンパク質を

構築した。同プローブは、高 K＋による脱分極により発光量が増大し、これは Na+チャネルポアブロッ

カーの TTX により抑制され、新たな Na+チャネルブロッカーの HTS への応用が期待される。 
 
キーワード：電位依存性ナトリウムチャネル、ルシフェラーゼ、ハイスループットスクリーニング、

ナトリウムチャネルブロッカー、可視化プローブ 
 
１．はじめに 

イオンチャネルは、きわめて優れた薬物ターゲットであり、イオンチャネル阻害薬が数多く市販さ

れている。一方で、イオンチャネルに対する予期せぬ作用が薬物副作用の原因となり、市場からの撤

退や開発途上での中断を余儀なくされることもしばしばある。そこで、イオンチャネル機能を高精度・

高速度で解析するツールの開発が望まれる。イオンチャネル機能解析法としては、パッチクランプ法

が汎用されており、きわめて高い感受性と時間分解能を有している。その反面、空間分解能が劣るこ

と・多標本同時解析が困難であること、などの欠点も有しており、化合物のハイスループットスクリ

ーニング(HTS)には不向きとされている。これらの欠点を克服するために、近年分子プローブを用いた

可視化検出法に期待が寄せられている。 
 
２．既存のイオンチャネル活性可視化プローブ 

イオンチャネル活性をターゲットとした既存の可視化プローブとして、Ca2+検出用 FRET probe の

cameleon を利用した Ca2+チャネル検出プローブ 1や K+チャネル電位センターを利用した膜電位検出

プローブ 2 などの開発がなされている。研究レベルでは活用されているが、HTS への活用に関する報

告は見られない。 
 
３．電位依存性 Na+チャネル可視化プローブμ１-gluc の作製 

深海生物 Gaussia princeps から単離された Gaussia luciferase は、(1)185 アミノ酸からなる比較的

小さなタンパク質であること；(2)既存のルシフェラーゼ (Firefly luciferase、Renilla luciferase など)
に比べて約 1000 倍程度高い発光量が有すること；(3)生理的濃度範囲の Na+濃度に応答して発光する

こと、などのユニークな特徴を有している 3。以上の特徴は、Gaussia luciferase と Na+チャネルの融

合タンパク質が Na+チャネル活性可視化プローブとなる可能性を示唆するものである。 
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今回、Gaussia luciferase と骨格筋型電位依存性

Na+チャネルμ１の融合タンパク質を作製した（右

図）4。μ１の N 末端、C 末端に種々の長さのリン

カーをはさんで Gaussia luciferase を融合させた

ところ、C 末端に 15 アミノ酸リンカーをはさんで

Gaussia luciferaseを融合させたプローブで最も強

い発光が得られた。同融合タンパク質のイオン濃度

感受性を検討すると、Na+ 10 mM から 70 mM の

範囲で約 3 倍の発光の変化があり、K+や Cl-濃度の

変化には応答しなかった。同融合タンパク質を

HEK 細胞に発現させると、100 mM KCl を用いた

脱分極に応答して約 50%の発光の増加が認められ

た。Na+チャネルポアブロッカーTTX により、脱分極誘発性の発光増加が阻害されたことから、Na+

チャネルを介する Na+流入に応答する発光変化であると考えられる。 
 

４．μ１-gluc を用いた化合物スクリーニングの可能性 
μ１-gluc を安定的に発現する HEK 細胞を樹立し、96 ウェルプレートを用いて化合物のスクリーニ

ングに応用を検討した。既知の Na+チャネルブロッカーは高 K+誘発性発光変化を抑制することから、

同システムが化合物の HTS に応用可能であると考えられる。 
 

５．おわりに 
可視化プローブを用いたスクリーニング法は、イオンチャネルをターゲットとする化合物の HTS へ

の活用が期待される。今回は、Na+濃度依存性ルシフェラーゼを用いた Na+チャネル活性化可視化プロ

ーブを開発したが、他のイオン感受性ルシフェラーゼの発見されることが期待される。 
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K+チャネルインターナリゼーションの可視化 

 
蔦川修生、野呂田郁夫、呉明崋、石井邦明 

山形大学医学部・薬理学講座 
 
 
要約：チャネルのインターナリゼーションやリサイクリングなどのメンブレントラフィックは、細胞

膜上のチャネル量を増減させ、直接的に細胞膜のコンダクタンスを変化させるため、神経細胞や心筋

細胞の興奮性に大きく影響を及ぼすと考えられる。IKs チャネルは、電位依存性カリウムチャネルの

一種で、心筋の再分極に関与している。本研究室では、HEK293 細胞での KCNQ1 および AT1受容

体共発現系において、アンジオテンシンⅡによる受容体刺激が KCNQ1 のインターナリゼーションを

引き起こすことをイメージング法により確認した。その際我々は、GFP 融合チャネルを細胞に異所

性発現させ、ライブセルでイメージングする方法をとった。しかしながらこの方法では、同一細胞に

おけるチャネルの動態を時間推移で捉えることができる一方、局在マーカーを用いていないため、チ

ャネルの局在の変化が解り難いという問題点があった。そこで、チャネルのインターナリゼーション

をより明確に可視化するため、pH 感受性を有する GFP 変異体であるフルオリンをチャネルに融合さ

せた。このコンストラクトを用いることで、チャネルインターナリゼーションのライブセルでのより

明確な可視化についての可能性を検討した。 
 
 
キーワード： IKsチャネル、AT1受容体、フルオリン、インターナリゼーション、 
       ライブセルイメージング、 
        

 
１．はじめに 

受容体のインターナリゼーションは脱感作の原因であり、これまでに数多くの研究が成されてい

る。近年、チャネルに関しても、インターナリゼーションを含むメンブレントラフィックについて盛

んに研究が行われており、その詳細も徐々に明らかになりつつある。チャネルのインターナリゼーシ

ョンやリサイクリングなどのメンブレントラフィックは、細胞膜上のチャネル量を増減させ、直接的

に細胞膜のコンダクタンスを変化させるため、神経細胞や心筋細胞の興奮性に大きく影響を及ぼすと

考えられる。 
 

２．IKsチャネルのインターナリゼーション 
IKs チャネルは、電位依存性カリウムチャネルに属する遅延整流性カリウムチャネルの一種で、心

筋の再分極に関与しており、イオン透過孔を形成する KCNQ1 (αサブユニット) と、それを修飾する

KCNE1 (βサブユニット) から構成されている。IKsチャネルのインターナリゼーションに関しては、

2007 年に Nedd4/Nedd4-like ユビキチンリガーゼによって KCNQ1 のインターナリゼーションが起

こることが報告された 1。また 2009 年には、KCNE1 に依存した KCNQ1 のインターナリゼーショ

ンが起こる可能性が指摘されている 2。本研究室では、HEK293 細胞での KCNQ1 およびアンジオテ

ンシンⅡ受容体タイプ 1 (AT1受容体) 共発現系において、AT1受容体刺激が KCNQ1 のインターナリ

ゼーションを引き起こすことをイメージング法により確認している。 
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３．チャネルインターナリゼーションのイメージング法 
チャネルインターナリゼーションのイメージングには、タグを付加したチャネルを細胞に異所性発

現させ、エンドサイトーシスのマーカーであるトランスフェリンを蛍光標識したものをフィードし、

試料の固定と免疫染色を行い多重蛍光染色像を撮影する、などの方法がとられている 2。 
この方法では、インターナリゼーション後のチャ

ネルのエンドソームへの局在を明確に捉えること

が出来る一方、試料の固定が必要であるために同

一細胞での時間推移の比較が出来ないことや、例

数を確保するのに手間がかかるなどの短所があ

る。そのため、我々は、GFP 融合チャネルを細胞

に異所性発現させ、チャネルインターナリゼーシ

ョンのライブセルイメージングを行ってきた。こ

の方法では、同一細胞におけるチャネルの動態を

時間推移で捉えることができるが、局在マーカー

を用いていないためチャネルの局在の変化が解り

難いという問題点があった。 
 
４．フルオリン融合チャネル 

GFP 変異体であるフルオリンは pH 感受性を有しており、酸性環境下では蛍光が弱く、中性（～

アルカリ性）環境下で強い蛍光を発する 3。この性質を利用して、シナプスにおける開口放出のモニ

タリングなどにフルオリンが利用されている（本シンポジウム八尾先生の発表参照）。チャネルがイ

ンターナリゼーションされる場合には、エンドソームに取り込まれたチャネルは、その細胞外領域が

エンドソーム内に、細胞内領域が細胞質に配位した状態で存在する（図）。エンドソーム内はプロト

ンポンプによって pH 6.0 程度に保たれているため 4、フルオリンを用いることによって、この pH 環

境の違いをチャネルインターナリゼーションのイメージングに利用出来ると考えられる。そこで、

我々は KCNQ1 の第１および第２膜貫通領域をつなぐ S1-S2 ループ（細胞外に存在する）にフルオ

リンを融合させたコンストラクトを作製した。このコンストラクトを用いて AT1 受容体刺激による

KCNQ1 のインターナリゼーションに関して検討したところ、予想されたようなイメージングの改善

を認めることが出来た。 
 

５．おわりに 
今回、フルオリンを用いることによるチャネルインターナリゼーションのライブセルでのより明確

な可視化についての可能性を検討した。この技術は特殊な操作を必要とせずに簡便であり、細胞興奮

の調節におけるチャネルインターナリゼーションの関与などの研究に有用であると考えられる。 
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動物用 MRI 装置を用いた病態評価と薬効評価について 

石川 誠 
大塚製薬（株）徳島研究所 エネルギー代謝研究室 

 
 

要約：MRI(Magnetic Resonance Imaging)は高い組織コントラストと高い空間分解能をもった非襲侵

的画像診断法であり、解剖学的情報、臓器の機能情報、代謝の情報、分子情報等多くの情報を提供す

る。MRI は繰り返し測定が可能なため、疾病予防から治療まで個々の動物の経時的変化の追跡が可能

である。このように、薬剤開発における病態動物を用いた薬効評価では MRI は非常に有用な手段で

ある。また、MRI による薬効評価では前臨床段階と臨床段階で同じバイオマーカーが使え、前臨床と

臨床の架け橋になる。 
病態モデル動物を用いた薬効評価において重要なことは、病態が同程度なモデルが作成できるかどう

かである。しかし現実には同程度の病態モデル作成は難しく、モデル動物の病態症状のバリエーショ

ンが薬効をマスクすることがあり、また実験の再現性にも問題となる。MRI を用いて同一個体を経時

的に追跡することにより、モデルのバリエーションからくる薬物評価の誤差を小さくすることができ

る。今回、動物の病態モデルとして、ラットの脳梗塞モデルとクモ膜下出血モデルを用いた MRI によ

る薬効評価の例を示す。 
 
キーワード： MRI、脳梗塞モデル、クモ膜下出血モデル、シロスタゾール 
 
1．はじめに 
近年、MRI、CT(Computer Tomography)、PET(Positron Emission Tomography)といった画像診断

技術が急速に発達しており、臨床の現場のみならず、動物実験レベルまで浸透してきている。MRI は
CT や PET のうように放射線被爆がない非襲侵的画像診断法であることは言うまでもないが、その最

大の特徴は測定パラメーターを変えることにより、造影剤を使用しなくても、多彩な画像が取得でき

ることにある。我々はこのような多彩な情報を提供する MRI を用いて病態モデルの評価と薬効評価

を行っている。今回、MRI を用いた薬効評価の例としてシロスタゾールの脳梗塞モデルにおける神経

保護作用とクモ膜下出血モデルにおける血管攣縮抑制作用を紹介する。 
 
2．実験と結果 
2.1.シロスタゾールの脳虚血保護作用 

2.1.1.一過性中大脳動脈閉塞モデルラットに対するシロスタゾールの脳保護効果 1  

ラット一過性中大脳動脈閉塞モデルを用い，脳梗塞縮小作用を MRI と組織染色法により評価した。 
中大脳動脈閉塞後、MRI を用いて拡散画像を測定し脳虚血の有無と大きさを確認した。虚血 2時間後、

再灌流し、シロスタゾールを投与した。再灌流より 24 時間後に再度 MRI による拡散画像と T2 画像を

測定し、その後 TTC 染色により梗塞面積を評価した。拡散画像からは細胞性浮腫が T2 画像からは血管

性浮腫が評価される。シロスタゾールの 30mg/kg の投与は細胞性浮腫と血管性浮腫および梗塞体積を

いずれも縮小した。 
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2.1.2. 中大脳動脈永久閉塞モデルラットに対するシロスタゾールの脳保護効果 2 

ラットに中大脳動脈永久閉塞を作成後シロスタゾールを投与し、その保護作用のメカニズム調べるた

め MRI による灌流画像を測定した。シロスタゾールの血管拡張作用により梗塞領域での血液灌流状態

が改善したことが証明され、これは神経組織評価による改善部位と一致した。 

2.2．クモ膜下出血モデルを用いた脳血管攣縮抑制作用 3 
クモ膜下出血モデルは自家動脈血 0.4ml を大槽内注入して作成した。自家血注入後 MRI を用いて脳

底動脈の血管径と面積を経時的に測定した。注入直後一過性の脳血管攣縮を認め、注入後 2 日後に遅

発性血管攣縮が最大となった。そこで、自家血注入 1 日後の MRI を測定し、血管攣縮の程度を確認

した後シロスタゾールを投与した。シロスタゾールは最大収縮を起こす 2 日目の血管攣縮を抑制した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3．おわりに 
今回、紹介した脳梗塞モデルとクモ膜下出血モデルは個体ごとの症状のバラツキが大きいモデルであ

る。そのため脳梗塞のモデルでは虚血後の梗塞の大きさの程度を MRI で確認したのち薬剤を投与し

た。クモ膜下出血モデルにおいても血管攣縮の程度を確認後に薬剤を投与した。そのことよりモデル

動物の病態症状のバリエーションからくる誤差を低減した薬効評価が可能であった。 
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電位依存性カルシウムチャネルと交感神経 

 
村上 学 

秋田大学大学院・医学研究科・細胞生理学 
 

要約：生存に必須の生体行動である“闘争, あるいは逃避”の生体反応は, 交感神経を介する神経制

御機構である. 電位依存性カルシウムチャネル（主にＮ型）は交感神経節後繊維の終末に分布し, ノ
ルアドレナリン放出のトリガーとなるカルシウムの流入経路となることで, 神経伝達に寄与する. 遺
伝子改変動物を用いることにより, 個々の遺伝子機能を, “細胞から個体のレベルまで”, 検討する

ことが可能となった. 電位依存性カルシウムチャネルは多数のサブユニットにより構成される複合体

であるが, Ｎ型チャネル構成には CaV2.2 とβ3 が重要である. CaV2.2 欠損マウスは圧受容器反射が

消失し, 陽性変力作用が低下している. Ｎ型チャネル阻害薬の効果も認められない. β３過剰発現マ

ウスは安静時心拍数の増加, ならびにＮ型チャネル阻害薬に対する反応性の増強を示す. さらに圧

受容器反射の増強を認める. 遺伝子改変動物を用いることにより, 交感神経節後繊維の終末における

ノルアドレナリン放出に関するＮ型チャネル構成各分子の重要性を詳細に検討できるようになった. 
 
キーワード： 電位依存性カルシウムチャネル, 遺伝子改変動物, 交感神経, シグナル伝達, マウス 

 
１．はじめに 
古来より緊急事象に対する生体反応（動悸, 瞳孔散大など）が知られている. 交感神経亢進によ

る, キャノンの“闘争, あるいは逃避”の反応である.  
交感神経シグナル伝達機構は, 医学において重要なテーマである. 例として, フォン・オイラー

による交感神経伝達物質（ノルアドレナリン）の同定, サザーランドの cAMP セカンドメッセンジ

ャー説, ブラック卿によるβブロッカーの開発などがある. 臨床的にも, βブロッカーは慢性心不

全に対し, スタンダードな治療法として, 定着している. 
交感神経伝達には神経終末におけるノルアドレナリン放出が重要である. そのトリガーとして, 神

経終末における電位依存性Ｎ型カルシウムチャネルを経由しておこるカルシウム流入がある.  
従来, オリベイラが開発したＮ型カルシウムチャネル阻害薬であるωコノトキシンＧＶＩＡ貝毒等

による薬理学的解析が, 唯一の解析方法であった. この方法の問題点として, 阻害薬の特異性の問題

（本当に目的としたチャネルだけが阻害されているかどうか, あるいは毒素による別の作用の存在）

がある. 毒素に対する反応性が異なるＮ型チャネルも存在する. 
２．遺伝子改変動物の応用 
１９８０年, ゴードンがマウス個体において外来性遺伝子を発現させることに成功した（トランス

ジェニックマウス）. その後, エバンス卿によるＥＳ細胞や, その応用である特定遺伝子欠損マウス

（ノックアウトマウス）が発表された. 現在, 遺伝子改変動物を医学研究に応用することが盛んであ

る. 既知の主要遺伝子に関しては, 遺伝子欠損マウスはおおむね出揃った状況である. 本発表では, 
遺伝子改変マウスを用いた研究, 特に交感神経による循環器系の制御に焦点を当てる. 
３．電位依存性カルシウムチャネル 
 電気生理学的特性から HVA(High voltage activated)型と LVA(Low voltage activated)型に大別さ

れる. 電位依存性カルシウムチャネルはα１, α２/δ, β, γより構成される多量体である. 
チャネルの生理機能上最も重要なのはチャネルポアを構成するα１である. α１は古典的６回膜貫
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通型電位依存性カリウムチャネルが４連続する構造を有する. 脱分極などに伴う膜電位変化の感知や

阻害剤に対する反応性はα１により決定する. HVA 型は CaV1.1-4, CaV2.1-3 の７遺伝子, LVA 型は

CaV3.1-3 の３遺伝子でコードされる. 
 副サブユニットとして最もチャネル特性に影響するのはβであり, ４つの遺伝子が存在する. 細胞

膜上のチャネル数の増加, 活性化, 不活性化などを起こす. βサブユニットはHVA型α１との結合の

みが報告されている.  
４．電位依存性カルシウムチャネルと交感神経 

大きく２点で交感神経に関与する. 交感神経終末において電位依存性カルシウムチャネルを経由

して起こるカルシウム流入がノルアドレナリン放出のトリガーとなること(β受容体以前の関与). 

さらにノルアドレナリンが効果器である心臓のβアドレナリン受容体（主にβ1）に結合し, cAMP が

増加, PKA が活性化してチャネル分子がリン酸化を受け, カルシウムチャネルを通過する電流量が増

加する（β受容体以降の関与）. 本発表では主にβ受容体以前のメカニズムについて述べる.  
交感神経節後繊維終末におけるノルアドレナリン放出 
自律神経, 特に交感神経節後繊維終末における神経伝達物質であるノルアドレナリン放出は神経

終末におけるカルシウム流入がトリガーとなる. カルシウム流入経路としてはＮ型チャネルが最も

重要で, P/Q やＬ型チャネルの関与は副次的である. Ｎ型チャネルを構成するのはα1 が CaV2.2, β
は主としてβ3 である. 一方, P/Q 型チャネルを構成するのは CaV2.1 とβ4 である. 以前はα1 とβ

は一対一で結合すると信じられていたが, CaV2.1 は少なくとももう一つ, βとの結合部位がある.  
CaV2.2 欠損マウス（Ｎ型チャネル欠損マウス） 

 CaV2.2 欠損マウスにおける交感神経系の解析は, 森グループにより報告された. CaV2.2 欠損マウ

スでは電気生理学的解析において, Ｎ型チャネルが完全に欠損していること（つまりＮ型チャネルの

α1 サブユニットが CaV2.2 によってのみコードされること）が確認された. CaV2.2 欠損マウスでは

圧受容器反射が著しく減弱していた. 心房筋収縮では陽性変力作用が低下していた. これらの結果に

より, 交感神経終末におけるノルアドレナリン放出において, Ｎ型チャネルが中心的役割を担うこと

が明らかとなった (１). 同マウスを用いて, テレメトリー心電図やランゲンドルフ心などを検討し

た. CaV2.2 欠損マウスは心拍数が低下しており, 心超音波検査やランゲンドルフ心において,ωコノ

トキシンＧＶＩＡによる抑制作用が認められなかった. しかし, Ｒ型チャネル阻害剤（SNX）により, 
有意に抑制された. つまり, CaV2.2 欠損マウスにおいてはＲ型チャネルが代償的に交感神経の制御

を行っていると考えられた. （２） 
CaV2.１変異マウス（P/Q 型チャネル変異マウス：ローリングナゴヤマウス） 

第３ドメインの電位感受性部位（S4）に変異を持つ小脳失調症マウスである. 数ある CaV2.１変異

マウスの中では軽症で, 個体を用いた解析が可能である. 安静時心拍数が低下しており, 心房筋収

縮では軽度に陽性変力作用が低下していた. これらの結果により, 交感神経終末において, P/Q 型チ

ャネルが部分的役割を担うと考えられた (３).  
β３過剰発現マウス 
安静時心拍数の増加, ならびにＮ型チャネル阻害薬（ωコノトキシンＧＶＩＡ）に対する反応性

の増強を認めた. 頚動脈圧迫による圧受容器反射の増強やＮ型チャネル阻害薬に対する血圧降下反

応の増強を認めた. β3 過剰発現により, Ｎ型チャネル数が増加したためと考えられる（４）. 
５．おわりに 
 電位依存性カルシウムチャネルは生体において多様な機能を有する. 交感神経系制御における役割

はその一部であるが, 心不全の病態を考える上で重要である. 多様な遺伝子改変マウスが入手可能で

あり, 測定技術の進歩と, 解析が待たれる.  
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TRPC5 チャネルの新規活性化機構と生理的意義 
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要約：Transient Receptor Potential (TRP)蛋白質は形質膜上で非選択的カチオン透過チャネルを形成

し細胞内外の様々な刺激に応答して活性化していることが知られているが、近年新たな活性化メカニ

ズムや生理学的な役割が明らかとされてきている。今回我々は Phospholipase C に共役した受容体刺

激に連関して活性化することが知られている TRPC サブファミリーの一つ TRPC5 がシステイン残基

の酸化的修飾により活性化するという新規な活性化機構を明らかとした。 
HEK293 細胞に発現させた TRPC5 に対し、一酸化窒素(NO)、活性化ジスルフィド、H2O2を作用

させて fura-2 を用いたカルシウム測光、電気生理学的手法を用いてその応答を調べたところ、細胞内

への Ca2+流入が観察された。また、この Ca2+流入は細胞の内側からシステイン残基が直接酸化修飾

されることにより引き起こされることを明らかとした。これらのことから TRPC5 が生体内で NO セ

ンサーとして働いていると考えられる。 
一方、培養した牛大動脈内皮細胞に all-trans-retinoic acid を適用し、内在的な TRPC5 の発現誘

導を行った後、ATP による受容体刺激を行うと、内皮型一酸化窒素合成酵素(eNOS)が活性化し、顕

著な NO 産生および細胞内 Ca2+上昇が見られた。ATP 受容体刺激に対する NO 産生や Ca2+上昇は

TRPC5 に対する small interference RNA の適用や TRPC5 の dominant negative 体を強制発現させ

ることにより抑制された。これらのことから産生された NO により TRPC5 が更なる活性化を引き起

こされる、正の制御機構が存在することが強く示唆された。 
 
キーワード：TRPC5、一酸化窒素、Ca2+ 

 
１．はじめに 
 Ca2+は細胞内、細胞外のシグナル伝達にきわめて重要であり、多様な生命現象に関与している。ま

た一方、一酸化窒素(NO)は内皮細胞由来平滑筋弛緩因子(EDRF)であると確認されて以来さまざまな

生理作用が明らかとされてきた。生体内で NO は一酸化窒素合成酵素(NOS)により厳密に制御され産

生されている。細胞内への Ca2+流入は Ca2+依存的 NOS を活性化し NO を産生するがこの Ca2+流入

を担うチャネル分子の実態は未だ明らかになっていない。また逆に産生された NO により Ca2+流入が

正、もしくは負のフィードバック制御を受けることも報告されている。このように Ca2+と NO の２つ

の普遍的なシグナル経路は独立ではなく相互作用しているが、その分子的な制御機構は明らかになっ

ていない。本研究では Ca2+透過性カチオンチャネルを形成する Drosophila の transient receptor 
potential (trp)遺伝子の哺乳類ホモローグである TRP 蛋白質、特に TRPC5 が細胞内の活性酸素種

(ROS)や、NO などによる酸化状態を感知して活性化し、細胞内に Ca2+を流入させることを見いだし、

その活性化機構および生理的意義の解明を目的とした。 
 
２．結果 
電気生理学的手法および Ca2+インジケーターfura-2 を用いた細胞内 Ca2+濃度測定法を用いて

HEK293 細胞に一過的に発現させた TRPC5 チャネルの活性測定を行った。TRPC5 を発現した HEK
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細胞は 10 μM 以上の NO 供与剤 S-nitroso-N-acetyl-DL-penicillamine (SNAP)やシステイン残基特異

的酸化剤である 2,2’-Dithiobis(5-nitropyridine) (5-nitro-2-PDS)の適用により活性化し、細胞内に

Ca2+を流入させた。この TRPC5 の活性化は inside-out パッチクランプ法や TRPC5 に存在するシス

テイン残基をセリン残基に置換した変異体を用いた細胞内Ca2+濃度測定によりTRPC5のポアのN末

端側に存在するシステイン残基が NO やシステイン選択的酸化剤により細胞の内側から酸化修飾され

るためであることが明らかとなった。 
 一方、培養した牛大動脈内皮細胞に all-trans-retinoic acid を適用し、内在的な TRPC5 の発現誘

導を行わせた後、ATP による受容体刺激を行うと eNOS が活性化し、顕著な NO 産生および細胞内

Ca2+上昇が見られた。この内皮細胞における ATP 受容体刺激に対する NO 産生や Ca2+上昇は TRPC5
に対する small interference RNAの適用やTRPC5の dominant negative体を強制発現させることに

より抑制された。さらに内皮細胞の形質膜において TRPC5 と eNOS が物理的な相互作用をしている

ことが共免疫沈降法や共免疫染色法を用いた実験により示唆された。 
興味深いことに TRPC1,C4 にも同様のシステインが存在するが、TRPC5 との共発現では NO やシ

ステイン特異的酸化剤には応答は示すが H2O2に対して強い抵抗性を示した。これは NO シグナルへ

の感受性を保持しながらも細胞障害への抵抗性を維持する重要な機能であると考える。 
 
３．おわりに 
 今回の研究において従来 PLC に連関した受容体刺激により活性化する Ca2+チャネルとして分類さ

れた TRPC5 が NO により酸化修飾されて活性化することが明らかとし、TRPC5 の酸化修飾を受け

るシステイン残基も同定した。また内皮細胞において TRPC5 が受容体刺激による NO 産生において

Ca2+流入を引き起こすことにより eNOSを活性化させていること、また産生されたNOによりTRPC5
の更なる活性化が引き起こされる、正の制御機構が存在することが強く示唆された。TRPC5 と eNOS
は形質膜上で蛋白質複合体を形成していることは効率よく Ca2+や NO のシグナルを伝達するためと

考えられ、その結果遺伝子発現や細胞増殖といった生理応答が引き起こされると考えられる。さらに

Ca2+シグナルはオシレーション等のシグナルパターンに従って活性化される転写因子群が異なって

いることから下流の遺伝子転写制御にも本機構は重要であると思われる。 
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膜電位感受性酵素 Ci-VSP は、脱分極により活性化される 
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要約：我々が、尾索動物ホヤ (Ciona intestinalis) のゲノムから発見した、Ci-VSP (Ciona Voltage 
Sensor-containing Phosphatase)は、膜電位センサードメインと、PTENと相同性を示す酵素ドメインを持

ち、実際に、イノシトールリン脂質を基質とするホスファターゼ活性を膜電位依存的に変化させる。

しかし、今までの研究では、Ci-VSPが脱分極、過分極のどちらで活性化されるのかは不明であった。 
 今回我々は、イノシトールリン脂質を認識する蛍光プローブを、Ci-VSPとともにXenopus oocyteに強

制発現させ、プローブの細胞内局在の変化を観察することにより、細胞内のPI(4, 5)P2およびPI(3, 4, 5)P3

濃度が、脱分極により減少していることを確認した。また、Ci-VSPをPI(4, 5)P2感受性イオンチャネル

（IRK1, KCNQ2/3）と共発現させ、電流量の変化をモニターすると、いずれのチャネルも、脱分極によ

り、電流量が減少した。これらのことは、Ci-VSPが脱分極によりCi-VSPのホスファターゼが活性化さ

れ、PI(4, 5)P2濃度を減少させた結果と考えられた。 
  以上の結果から、Ci-VSPは、脱分極により酵素活性が活性化される性質があることが示唆された。 
 
キーワード：電位センサー、膜電位、イノシトールリン脂質、PTEN 
 
１、はじめに 
 神経活動、筋収縮、exocytosis などに非常に重要な役割を持つことが知られている、膜電位変化によ

る情報伝達は、これまで、電位依存性イオンチャネルによる、イオンの移動を介して行われる経路の

みが知られていた。我々は、脊椎動物の祖先と関連が深い尾索動物ホヤ(Ciona intestinalis) のゲノムか

ら、イオンチャネルとは異なる仕組みで電気的情報を細胞内へ伝達する新しいタンパク質を発見した。

Ci-VSP (Ciona Voltage Sensor-containing Phosphatase) と名付けられたそのタンパク質は、電位感受性イ

オンチャルと同様の、４つの膜貫通ドメインを持つ電位センサーをもちながら、イオン透過路を欠い

ており、その代わりに、ホスファターゼ活性を示す PTEN と相同性を示す、酵素ドメインを持ってい

た。 
 我々は、Ci-VSP が実際に膜電位感受性を持つこと、酵素ドメインが PTEN と同様のイノシトールリ

ン脂質を基質とするホスファターゼ活性を示すことを確かめ、さらに、この膜電位感受性と酵素活性

がカップルしていることを見いだした（文献２）。しかし、今までの研究では、PI(4, 5)P2 の濃度変化

を、PI(4, 5)P2感受性のイオンチャネルを用いて間接的にモニターしており、また PI(4, 5)P2はイノシト

ールリン脂質代謝経路の中間生成物であることなどから、Ci-VSP が脱分極、過分極のどちらで活性化

されるのかは不明であった。 
 
２、Ci-VSP は脱分極により PI(4, 5)P2、PI(3, 4, 5)P3を減少させる 
 今回我々は、イノシトールリン脂質を認識する蛍光プローブを、Ci-VSPとともにXenopus oocyteに強

制発現させ、プローブの細胞内局在の変化をモニターすることにより、膜電位変化による細胞内のPI(4, 
5)P2およびPI(3, 4, 5)P3濃度の変化を観察した。まず、PI(4, 5)P2の濃度変化の観察により、PI(4, 5)P2は脱

分極により減少することが確認された。次にPI(3, 4, 5)P3のイメージングを行ったところ、PTENとの相
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同性から、PI(3, 4, 5)P3は、PI(4, 5)P2とは逆に脱分極により増加するものと予想されたが、PI(3, 4, 5)P3

も脱分極により減少した。 
次に、それまで使っていたもの（GIRK2）よりもPI(4, 5)P2結合能が高いイオンチャネル（IRK1, 

KCNQ2/3：PI(4, 5)P2依存的に活性が上昇する）とCi-VSPをXenopus oocyteに共発現させ、膜電位変化に

伴う電流量の変化を観察した。その結果、いずれのチャネルも、これまでよりも強い脱分極により、

電流量の減少が観察された。これは強い脱分極により、PI(4, 5)P2のレベルが、通常（静止膜電位）よ

りも低下していることを示している。 
 これらのことは、脱分極によりCi-VSPのホスファターゼが活性化され、それによりPI(4, 5)P2濃度が

減少した結果と考えられた（文献１）。 
 
３、おわりに 
 以上の結果から、Ci-VSP は、PTEN とは異なり、PI(3, 4, 5)P3 ばかりでなく、PI(4, 5)P2 も脱リン酸化

すること、また、Ci-VSP は脱分極により酵素活性が活性化される性質があることが示唆された。Ci-VSP
は、イオンの移動なしで、膜電位変化を直接酵素活性の制御に用いる、全く新しい情報伝達分子であ

る。  
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チャネルロドプシンの構造−機能連関解析と 

オプトジェネティクスへの応用 
 

石塚 徹 
東北大学大学院生命科学研究科 

要約：チャネルロドプシンは緑藻類クラミドモナスで同定された古細菌型ロドプシンのひとつで，可

視光に応答して陽イオンを透過させ，膜電位を変化させることで走光性を制御していると考えられて

いる。チャネルロドプシンには，チャネルロドプシン１(ChR1)とチャネルロドプシン２(ChR2)が知ら

れており，互いによく保存されたアミノ酸配列を有し，ともに 7回膜貫通構造をとる。しかし，イオ

ン透過性，吸収波長，光電流のキネティクスなどに大きな違いが存在する。これらの機能の違いが構

造のどの部分に由来するのかを解明するために，ChR2 の７つの膜貫通ドメイン(abcdefg)を N 末端側

から ChR1 (ABCDEFG)のものと置き換えた６種類のキメラタンパク質を作製し，構造−機能連関解析を

試みた。その結果，吸収波長は E/e と G/g に，単位膜容量当りのコンダクタンスは，B/b, D/d, E/e, 

F/f に，光電流の脱感作は，A/a, B/b, E/e に，活性化と脱活性化は，B/b, E/e, F/f にその制御に深

く関わる構造があることを示唆する結果が得られた。さらに，E/e ドメインは吸収波長と光電流のキ

ネティクスの全てに影響するが，これらの特性は E/e ドメインにあるひとつのアミノ酸 Tyr226

(ChR1)/Asn187 (ChR2)によって担われていることが明らかになった。本研究により，新たな特性を有

するチャネルロドプシンをデザインすることができるようになった。そのひとつがチャネルロドプシ

ン・ワイドレシーバー(ChRWR)である。コンダクタンスに優れ，脱感作がほとんど生じず，青〜緑の

広範囲の光で活性化できるなどの点においてニューロンの光刺激に最適化されている。 

 

キーワード：チャネルロドプシン，オプトジェネティクス，ニューロン，光刺激 

 

１．はじめに 

 チャネルロドプシンはクラミドモナスの眼点に存在する古細菌型ロドプシンのひとつで，単一分子

で光感受性とイオンチャネルの機能をあわせもつユニークなタンパク質である。チャネルロドプシン

１(ChR1)は 500 nm 付近，チャネルロドプシン２(ChR2)は 460 nm 付近の光を吸収して，H+, Na+, K+, Ca2+

などの陽イオンも透過させることで，光で誘発される膜電流（光電流）を作り出す。ChR2 をニューロ

ンに発現させて青色光パルス刺激を与えると，その刺激に同期して活動電位を発生させることができ

ることから，この光受容チャネルは遺伝子工学と光を組み合わせてニューロンネットワークを制御す

る研究（オプトジェネティクス）に利用されている。しかし，ChR2 に見られるいくつかの特性がニュ

ーロンの光刺激で問題となっている。チャネルロドプシンの構造−機能連関解析を通して，ニューロ

ンの光刺激に最適化された改変チャネルロドプシンの作製を試みた。 

 

２．方法 

 ChR2 の７つの膜貫通ドメイン(abcdefg)を N 末端側から ChR1 のもの(ABCDEFG)と置き換えたキメラ

タンパク質の cDNA を，オーバーラップエクステンション PCR 法によって作製し，黄色蛍光タンパク

質 Venus との融合タンパク質として発現するプラスミドベクターを構築した。HEK293 細胞に遺伝子導

入を行い，蛍光顕微鏡下で Venus の蛍光を手がかりに単離した発現細胞を同定し，ホールセルパッチ

電位固定下に光刺激で発生する光電流を記録した。 
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３．結果と考察 

 光電流の波長-応答特性について，440 nm と 460 nm の光で惹起される光電流の平均値（青色）と

500 nm と 520 nm の平均値（緑色）の緑色／青色比（G/B 比）を用いて検討した。abcdefg→Abcdefg, 

Abcdefg→ABcdefg, ABcdefg→ABCdefg, ABCdefg→ABCDefg および ABCDEfg→ABCDEFg の比較では，ド

メインの置換前後で G/B 比の有意な違いは見られなかったが，ABCDefg→ABCDEfg および ABCDEFg→

ABCDEFG では有意に G/B 比が増加した。これらの結果から，ドメイン E/e とドメイン G/g に吸収波長

を制御している構造があることが示唆され，これらが E や G のときに ChR2 と比べて長波長域の吸収

が増大する。 

 単位膜容量当りのホールセルコンダクタンスは，Abcdefg→ABcdefg, ABCDefg→ABCDEfg において有

意な増大が見られた。一方，ABCdefg→ABCDefg と ABCDEfg→ABCDEFg においては有意な減少が観察さ

れた。これらの結果から，ドメイン B/b，D/d，E/e，F/f にコンダクタンスに関わる機能があると考

えられる。単位膜容量当りのホールセルコンダクタンスは，単一チャネルコンダクタンスやチャネル

の発現密度に比例する。細胞膜上の Venus の蛍光輝度分布を基に各光受容チャネルの細胞膜における

発現量を定量したところ，ABcdefg, ABCdefg, ABCDfg, ABCDEfg では ChR2 と比べて 150-200%の発現

増加が見られたが，ABCDEFg では ChR2 と同程度にまで減少した。ABcdefg, ABCdefg, ABCDEfg では，

単位膜容量当りのコンダクタンスの増加と細胞膜での光受容体チャネルの発現量の増加が一致して

いることから,コンダクタンスの増大は光受容チャネルの発現密度の増加が一因と考えられる。一方，

ABCDefg と ABCDEFg のコンダクタンスは，細胞膜での発現量から期待されるものより小さいことから，

単一チャネルコンダクタンスの減少や開口確率の減少が示唆される。 

 光電流のキネティクス特性のうち，脱感作の大きさについては，１秒間の光パルス刺激を与えた時

の光電流のピーク値と光照射１秒後の定常値の差を脱感作成分として，脱感作成分のピーク値に対す

る比（desensitization/peak ratio, D/P 比）を用いて比較した。ドメイン A/a，B/b，E/e に脱感作

を制御している構造があることが示唆され，これらが a, b, e のときに強い脱感作が引き起こされる。

光電流の活性化(ON)と脱活性化(OFF)の速さは，ドメイン B/b と F/f がそれぞれ B, F のときに ON, OFF

ともに早くなり，ドメイン E/e が E になると，ON, OFF ともに遅くなる。 

 

４．おわりに 

 構造−機能連関解析によって，野生型のチャネルロドプシンにはない新たな機能を有する改変型チ

ャネルロドプシンをデザインできるようになった。そのひとつはチャネルロドプシン・ワイドレシー

バー (ChRWR)で，その構造は ABCDEfg である。青〜緑の光を吸収し，単位膜容量当りのコンダクタン

スが大きく，脱感作もほとんど見られないことから，組織の深部にある細胞に高い光感受性を付与で

きる。もうひとつはチャネルロドプシン・ファストレシーバー (ChRFR)で，その構造は ABcdefg であ

る。光電流の ON, OFF が早く，高周波で変動する光情報の受容に優れている。コンダクタンスや脱感

作が少ない点でも優れており，数百 Hz の高頻度の活動をすることが知られている聴覚系の神経細胞

の光パルス刺激に適している。新たな機能を持ったチャネルロドプシンをデザインできるようになっ

たことで，オプトジェネティクスへの利用範囲が広がった。基礎研究のみならず視機能再建研究や BMI 

(brain-machine interface)への応用とその発展に貢献することが期待される。 
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Gabapentin の神経因性疼痛緩解作用と下行性ノルアドレナリン神経 
 

田辺光男 
名古屋市立大学大学院薬学研究科 中枢神経機能薬理 

 
 
要約：抗てんかん薬 gabapentin は、欧米において糖尿病性ニューロパチーや帯状疱疹後神経痛など

の神経因性疼痛に高い有効性を示す治療薬としての地位を確立しているが、その作用メカニズムにつ

いては未解明な部分が多い。我々はその作用部位として上位中枢に焦点を当てた研究を行い、脳室内

投与した gabapentin が神経損傷(マウス坐骨神経部分結紮モデル)後の疼痛症状(熱痛覚過敏および機

械アロディニア)に対し障害依存的な鎮痛作用を示すことを明らかにし、gabapentin 全身投与後の鎮

痛作用において、上位中枢を介する効果が大きく寄与することを見出した。Gabapentin の全身投与

や脳室内投与によって引き起こされる鎮痛効果は、脳幹から脊髄へ下行するノルアドレナリン(NA)
神経を消失させると大幅に減弱し、また、α2-アドレナリン受容体阻害薬の全身投与や脊髄内投与によ

って同様に減弱した。すなわち、上位中枢に作用した gabapentin は下行性 NA 神経を活性化させ、

脊髄内のα2-アドレナリン受容体を介した鎮痛効果が発揮されると考えられる。さらに、坐骨神経部分

結紮による神経障害後に神経因性疼痛を発症したマウスから作製した脳幹スライスの青斑核ニューロ

ンにおいて、gabapentin は GABA 性の抑制性シナプス伝達をシナプス前性に抑制することを明らか

にした。Sham 手術マウス由来のスライスでは gabapentin はこの抑制性シナプス伝達抑制作用を示

さず、また、神経障害後でも興奮性シナプス伝達に対しては影響を及ぼさなかった。従って、

gabapentin は青斑核において GABA 性の抑制性入力を抑制することによって青斑核ニューロンを脱

抑制し、その結果、下行性 NA 疼痛抑制経路を活性化させて神経因性疼痛を緩解すると考えられる。 
キーワード：神経因性疼痛、gabapentin、下行性疼痛抑制系、青斑核、シナプス伝達 
 
１．はじめに 
 抗てんかん薬 gabapentin やその構造類似化合物 pregabalin は、神経因性疼痛に対して高い有効性

を示す治療薬として繁用されている。これらの臨床上の有効性は、神経因性疼痛の動物モデルを用い

た多くの研究により裏付けられており、作用機序の解明研究は盛んに行われている。Gabapentin の

構造はγ-aminobutyric acid (GABA)に類似しているが、様々な神経伝達物質受容体への親和性に乏し

く、脳組織中の電位依存性 Ca2+チャネルのα2δ-1 サブユニットにのみ特異的に結合することが報告さ

れている。これに基づき、gabapentin の神経因性疼痛緩解作用に電位依存性 Ca2+チャネルのα2δ-1 サ

ブユニットが関与することを支持する報告が多い。その一方で、α2δサブユニットへの親和性を有する

化合物でも神経因性疼痛緩解作用を示さない事例が報告されていることから、gabapentin (や
pregabalin)の鎮痛作用機序の全容解明には十分至っていないのが現状であり、鎮痛作用(さらに抗て

んかん作用)機序を解明するためには依然多くの情報が必要である。Gabapentin の神経因性疼痛緩解

作用に関する多くの研究は脊髄に注目して行われてきたが、我々は上位中枢に注目して研究を行い、

上位中枢を介する新規な神経因性疼痛緩解作用を見出した(文献 1－3)。 
 
２．上位中枢を介する gabapentin の神経因性疼痛緩解作用と下行性ノルアドレナリン神経 
 マウス(ddY系雄性4週齢)の右後肢坐骨神経を 1/3－1/2結紮して神経因性疼痛モデル(マウス坐骨神

経部分結紮モデル; Seltzer モデル)を作製し、結紮後 7－8 日目に熱痛覚過敏および機械アロディニア

が生じているマウスを用いて、gabapentin の作用および作用部位を検討した。熱痛覚過敏は plantar
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試験、機械アロディニアは von Frey 試験で評価した。全身投与(腹腔内投与)した gabapentin (30 お

よび 100 mg/kg)は用量依存的に抗熱痛覚過敏・抗機械アロディニア作用を示した。また、

gabapentin(30 および 100 μg)は脊髄内投与でも脳室内投与でも同様に用量依存的な神経因性疼痛緩

解作用を示した。この新規に見出された上位中枢を介する gabapentin の神経因性疼痛緩解作用は全

身投与時と同様に障害依存性を示し、全身投与時の鎮痛作用に上位中枢を作用点とする鎮痛効果が寄

与することが強く示唆される。さらに、下行性ノルアドレナリン(NA)神経の NA 枯渇後や脊髄内α2-
アドレナリン受容体遮断後では、脳室内投与した gabapentin は神経因性疼痛緩解作用を示さなかっ

たことから、上位中枢に作用した gabapentin は下行性 NA 神経を活性化させると考えられる。 
 
３．青斑核における GABA 性抑制性シナプス伝達に及ぼす影響と行動実験へのフィードバック 
橋に存在する青斑核は、脊髄へ下行する NA 神経線維の主たる起始核である。次に、gabapentin

の神経因性疼痛緩解作用において下行性 NA 神経が活性化される過程に、青斑核における GABA 性シ

ナプス伝達への抑制作用、すなわち、青斑核ニューロンの脱抑制が関与するかを検討した。坐骨神経

部分結紮あるいは sham 手術 7－9 日後のマウスから青斑核を含む厚さ 150 μm の脳幹冠状スライス

を作製し、青斑核ニューロンからホールセル電流を記録した。ニューロンは－70mV に保持し、グル

タミン酸性興奮性シナプス後電流(excitatory postsynaptic currents; EPSCs)あるいは GABAA受容体

を介する抑制性シナプス後電流(inhibitory postsynaptic currents; IPSCs)を薬理学的に単離可能な条

件下に誘発した。神経障害後のマウスから作製したスライスにおいて、灌流適用した gabapentin (10
－100 μM)は濃度依存的に IPSCs を抑制した。一方、EPSCs に対しては抑制作用を示さなかった。

また、sham 手術後のマウスから作製したスライスでは gabapentin は IPSCs を抑制せず、IPSCs 抑

制作用も障害依存的であった。Gabapentin は、IPSCs を抑制すると同時に paired-pulse ratio を増

加させたことから、GABA 性神経終末に作用して GABA の放出確率を減少させることが示唆された。 
Protein kinase A (PKA)や protein kinase C (PKC)は、神経因性疼痛や炎症性疼痛の発症や維持だ

けではなく、gabapentin の薬効発現の上においても重要な役割を担うことが報告されている。そこで、

gabapentin による IPSCs 抑制作用の PKA あるいは PKC 依存性を検討した。神経障害後のマウスか

ら作製したスライスの青斑核ニューロンで誘発した IPSCsに対する gabapentin (100 μM)の抑制作用

は、PKA 阻害薬 H-89 (2.5 μM)の存在下では消滅した。一方、PKC 阻害薬 chelerythrine (5 μM)の存

在下では gabapentin の IPSCs 抑制作用は何ら影響を受けなかった。このスライス実験の結果を行動

実験にフィードバックし、上位中枢を介する gabapentin の神経因性疼痛緩解作用の PKA 依存性を検

討した。Gabapentin (100 μg)を脳室内投与する 15 分前に H-89 あるいは chelerythrine を脳室内投

与した。H-89 は単独では投与した用量の範囲内(3 μg まで)で熱刺激や機械刺激に対する逃避行動閾値

に影響を与えなかったが、続いて投与した gabapentin の抗熱痛覚過敏作用・抗機械アロディニア作

用を抑制した。一方、chelerythrine の前投与(3 μg まで)では gabapentin の神経因性疼痛緩解作用は

影響を受けなかった。従って、gabapentin の上位中枢を介する神経因性疼痛緩解作用も上位中枢の

PKA に依存する。 
 

４．おわりに 
以上より、青斑核ニューロンにおいて GABA 性神経伝達を PKA に依存してシナプス前性に抑制す

ることが、gabapentin の下行性 NA 神経活性化を介した神経因性疼痛緩解作用に大きく寄与するシナ

プスレベルでの作用機序であると考えられる。この上位中枢を介した gabapentin による神経因性疼

痛緩解作用と電位依存性 Ca2+チャネルのα2δ-1 サブユニットとの関連については今後の課題としたい。 
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サブスタンス P 由来代謝物の鎮痛作用 
櫻田 司、勝山 壮、小松 生明 

第一薬科大学 薬理学Ⅰ教室 
 
要約：本研究ではモルヒネ鎮痛作用に対するサブスタンス P(SP)およびその代謝物の一つである

SP(1-7)の関与についてカプサイシン法を用いて検討した。SP 100 pmol の脊髄クモ膜下腔内(i.t.)投与

は、カプサイシン(1.6 μg/20 μl)足蹠内投与により誘発される疼痛関連行動を有意に抑制した。I.t.
投与された SP は、脊髄内エンドペプチダーゼ-24,11 により主に SP N-末端フラグメントの SP(1-7)
を生成する。SP(1-7)(10-40 pmol)の i.t.投与は、SP よりも低用量でカプサイシンによる侵害刺激行動

を有意に抑制した。SP(50 nmol)とモルヒネ低用量の同時 i.t.投与はモルヒネ鎮痛作用を増強した。こ

の増強作用はエンドペプチダーゼ-24,11 阻害薬のホスホラミドン投与により減弱した。また、SP(1-7)
結合部位阻害薬の[D-Pro2,D-Phe7]SP(1-7)[D-SP(1-7)]との同時 i.t.投与および SP(1-7)抗体の前投与に

よっても減弱した。以上の結果から SP によるモルヒネ鎮痛効果増強作用には、SP そのものではなく

代謝により変換された SP(1-7)が強く関与することが示唆された。 
 次に、SP(1-7)の薬理学的性質を知る目的でウエスタンブロット解析により細胞内 MAP キナーゼの

一員である ERK(extracellular signal-regulated kinase)に対する効果を検討した。カプサイシン足蹠

内投与により、脊髄背側部内 ERK が有意にリン酸化された。SP(1-7)(80 pmol) i.t.投与は、カプサイ

シンによる侵害刺激行動および ERK リン酸化に対して有意な抑制作用を示した。SP(1-7)による侵害

刺激行動と ERK リン酸化に対する抑制作用は D-SP(1-7)により有意に減弱した。これらの結果により

SP(1-7)の抗侵害刺激作用は、SP(1-7)結合部位を介して ERK リン酸化の抑制を導くものと考えられ

る。 
キーワード：サブスタンス P、サブスタンス P (1-7)、モルヒネ、カプサイシン法、抗侵害刺激作用、 

脊髄クモ膜下腔内投与、マウス 
 

1. はじめに 
 SP は、中枢神経系(CNS)においてニュートラルエンドペプチダーゼ-24,11 をはじめとするいくつ

かのペプチダーゼにより速やかに分解を受け、主に SPN-末端フラグメントの SP(1-7)や SP(1-6)を生

成する。SP(1-7)の存在はラット CNS およびヒト脳脊髄液中で確認されている。ラット CNS 内分布

を見ると、求心性一次知覚神経終末が存在する脊髄背側部において最も高い値を示し、次いで視床下

部、中脳、延髄の順となる 1)。SP(1-7)は単なる SP 分解フラグメントではなく、SP とは全く異なる

薬理活性をもつ。SP のマウスへの i.t.投与は、両後肢による腹部への引っ掻き(scratching)、両後肢

や尾部に対する噛み付き(biting)、舐める(licking)といった短時間性の激しい疼痛関連行動を引き起こ

すが、これら一連の SP 誘発性行動は極めて低濃度の SP(1-7)( SP 濃度の 1/25～1/50)との同時投与に

より用量依存的に抑制される。ラット脳膜標本を用いた[3H]SP(1-7)結合実験において、SP(1-7)特異

的結合部位の存在が見出されている。この SP(1-7) 特異的結合部位に対し、SP だけではなく SP(1-7)
以外の SPN-末端フラグメントや SPＣ-末端フラグメントは結合することはできない。その後、SP(1-7)
特異的結合部位は、オピオイド受容体のμ受容体の性質を一部共有していることが、μ受容体アゴニ

ストの DAMGO を用いて明らかとなった。しかし、μオピオイド受容体の特異的拮抗薬β-フナルト

キサミンでは、DAMGO の SP(1-7)結合部位に対する親和性を変えることができなかったため、

SP(1-7)結合部位はオピオイド受容体とは異なる性質を有するものと考えられている。 
 
2. サブスタンス P(1-7) i.t.投与による抗侵害刺激作用とモルヒネ鎮痛増強作用 
 SP(1-7)(10-40 pmol)を i.t.投与するとカプサイシンテストにおいて用量依存的な抗侵害刺激作用が

認められる 2)。この抗侵害刺激効果は、SP(1-7)結合部位拮抗薬の D-SP(1-7)により抑制される。

S8-2 



 

D-SP(1-7)は SP(1-7)を D-体アミノ酸に置換した SP(1-7)アナログで、マウス脳および脊髄の膜標本を

用いた[3H]SP(1-7)結合実験で見出されたアンタゴニストである。SP(1-7) の i.t.投与はカプサイシン

足蹠内投与により誘導された脊髄背側部内ERKのリン酸化を抑制した。このERKリン酸化もSP(1-7)
アンタゴニストの D-SP(1-7)により減弱された。これらの結果は、細胞膜 SP(1-7)結合部位と細胞内

ERK 活性が密な関係にあることを示している。ラットを用いた SP(1-7)の薬理学的研究において、

SP(1-7)の i.t.投与は高用量モルヒネ投与に伴う vocalization 反応を用量依存的に抑制することを報告

している 3)。高用量のモルヒネをラットへ i.t.投与すると、脊髄背側部のマイクロダイアリシス灌流液

中グルタミン酸量の増加が引き起こされる。SP(1-7) i.t.投与により高用量モルヒネ投与に伴うグルタ

ミン酸遊離は強く抑制される。SP(1-7)によるこれらの抑制作用は、D-SP(1-7)前投与により拮抗され

ることから、SP(1-7)の作用は特異的 SP(1-7)結合部位を介して発揮されるものと考えられる。 
 SP は低用量のモルヒネとの併用 i.t.投与により、モルヒネ鎮痛効果を増強した。SP(1-7)も SP と同

様にモルヒネの作用を増強したが、SPＣ-末端フラグメントの SP(5-11)はモルヒネの作用に対して無

影響であった。SP によるモルヒネ鎮痛効果増強作用は、SP 分解酵素の一つであるニュートラルエン

ドペプチダーゼ-24,11 の阻害薬であるホスホラミドンにより阻害される。SP(1-7)拮抗薬の D-SP(1-7)
や SP(1-7)抗体によっても減弱された。これらの結果から、SP によるモルヒネ作用の増強は、SP 自

体ではなく SP 代謝物の主生成物である SP(1-7)が強く関与するものと考えられる。 
 

                    
 図 1 サブスタンス P 由来代謝物の薬理活性 
 
3. おわりに 
疼痛伝達物質の SP が脊髄内で代謝を受けた後、SPN-末端フラグメントの SP(1-7)を生成し疼痛抑

制物質に転ずる現象（図 1）は、薬理学見地からすると実に興味深いものである。しかし、SP(1-7)
の i.t.投与時に認められる鎮痛作用（抗侵害刺激作用）は比較的強力であるものの持続的な作用は認

められない。そこで SP(1-7)をアミド化することにより酵素抵抗性を高め、SP(1-7)の鎮痛作用時間を

延長させようとする創薬研究を進めている。このように生体内代謝物質の SP(1-7)をリード化合物と

した薬物は、モルヒネを含むオピオイドの作用とは異なる新たな作用機序を有する可能性を秘めてい

る。 
引用文献 
1) Sakurada, T., Le Greves, P., Stewart, J., Terenius, L., J. Neurochem. 44, 718-722 (1985) 
2) Komatsu, T., Sasaki, M., Sanai, K., Kuwahata, H., et al. Peptides 30, 1689-1696 (2009) 
3) Sakurada, T., Komatsu, T., Kuwahata, H., Watanabe, C., et al. Biochem. Pharmacol. 74, 

758-767 (2007) 
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ミクログリアーＡＴＰ受容体研究から 

新規神経障害性疼痛治療薬開発への期待 
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要約：痛みを伝える末梢神経の損傷や機能異常は神経障害性疼痛という耐え難い慢性疼痛を引き起こ

す。しかし、その発症メカニズムが不明のために有効な治療法がなく、全世界で 2200 万人以上の患

者が苦しんでいるとされている。我々は、末梢神経損傷後に脊髄で活性化したミクログリア細胞にイ

オンチャネル型 P2 プリン受容体サブタイプ P2X4受容体が過剰発現し，その受容体刺激が神経障害性

疼痛に重要であること、更に、P2X4 受容体の活性化によりミクログリアから脳由来神経栄養因子

（BDNF）が放出され、それが痛覚二次ニューロンの Cl-イオンくみ出しポンプの発現低下を引き起こ

し、それ故、触刺激により放出された GABA の二次ニューロンに対する作用が抑制性から興奮性へと

変化し、その結果、触刺激が疼痛を引き起こすことを示した。更に、ミクログリアの活性化がインタ

ーフェロンγにより引き起こされることを見出した。また、活性化ミクログリア細胞には P2Y12受容体

が発現し、独特のメカニズムで神経障害性疼痛に関与する。これらの事実は、神経障害性疼痛発症に

おける P2 プリン受容体－ミクログリア－ニューロン連関の重要性とここからの新薬の可能性を示唆

している。 
キーワード： 神経障害性疼痛、ミクログリア、P2X4受容体、P2Y12受容体、インターフェロンγ 
 
１．はじめに 
モルヒネも効きがたい難治性疼痛の代表格・神経障害性疼痛は人類史上最悪の痛みと言われている

が、その発症メカニズムとして、脊髄後角の活性化ミクログリアに発現する P2 プリン受容体の役割

が注目されている。P2 プリン受容体は ATP 受容体とも呼ばれ、イオンチャネル型受容体（P2X：7
種類 P2X1〜P2X7）ファミリーとＧタンパク質共役型受容体（P2Y ：8 種類 P2Y1、P2Y2、P2Y4、P2Y6、

P2Y11〜P2Y14）ファミリーに大別される。今回、神経障害性疼痛に関与する P2X4受容体と P2Y12受

容体について概説する。 
 
２．脊髄ミクログリアの P2X4受容体刺激による神経因性疼痛発症 

中枢神経系の免疫担当細胞ミクログリアは、中枢や末梢神経の損傷に応答して、細胞肥大等の形態

学的変化や細胞増殖を起こし、活性化型ミクログリアになる。神経障害性疼痛モデルラット（Chung 
model 変法）の脊髄後角のミクログリアでは、アロディニア強度の経時変化によく相関して活性化し、

正常状態では非常に低いレベルに維持されている P2X4 受容体の発現も著しく上昇する 1）。このアロ

ディニアは、P2X4受容体にも有効な拮抗薬 TNP-ATP、あるいは P2X4受容体アンチセンスの脊髄く

も膜下腔内投与により抑制され、さらに ATP 刺激したミクログリア培養細胞を正常ラットの脊髄くも

膜下腔内へ投与するだけで再現できた 1）。このラットの脊髄第 I 層ニューロン標本では、陰イオンに

対する逆転電位（Eanion）が脱分極側へシフトすること、および抑制性伝達物質の GABA により脱分

極が誘発されることが見出された 2）。同様な現象が、正常ラットの脊髄くも膜下腔内へ BDNF を投与

することにより観察され、この作用は、BDNF の機能阻害抗体や siRNA により共に抑制された 2）。

また、ミクログリアを ATP で刺激することにより、BDNF が遊離され、その放出が P2X4を遮断する

TNP-ATP で抑制された。以上の事実から次の仮説が提唱された。触刺激は Aβを介して一部が脊髄後
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角介在ニューロンへ入力しており、介在ニューロンからは抑制性の神経伝達物質・GABA などが放出

される。正常時には GABA は二次ニューロンへ抑制的に働き、痛み伝達を抑制している。しかし、ア

ロディニア病態では、P2X4刺激により活性化型ミクログリアが BDNF を放出し、BDNF は痛覚二次

ニューロンの Eanionを脱分極側へシフトさせるために、触刺激により放出された GABA は痛覚二次ニ

ューロンへ興奮性に作用してしまい、その結果、二次ニューロンでスパイクが発生し、それが大脳皮

質知覚領へと伝わり激痛として認識される。 
BDNF 放出メカニズムに関しては、P2X4 刺激による Ca2+流入により、刺激５分および１時間後を

ピークとする２相性の放出があり、前者は細胞内に蓄積されていた BDNF の放出、後者は p38MAPK
活性化を介する BDNF 生合成促進によるものであり、いずれも SNARE 蛋白に依存した放出である

と報告されている 3)。 
 
３．脊髄ミクログリアに発現する P2Y12受容体と神経因性疼痛との関係 
ミクログリアに発現するP2Y12受容体がミクログリアの走化性に関与していることは既に報告され

ていたが、最近、神経障害性疼痛とも深く関わっていることが明らかとなった 4)。神経障害性疼痛モ

デル（Chung 変法）ラットの脊髄活性化ミクログリアでは、P2Y12受容体の発現が術後経時的に増大

した。P2Y12受容体の選択的拮抗薬 ARC69931 の髄腔内への連日投与によりアロディニアが著明に抑

制され、P2Y12 受容体欠損マウスではアロディニア発現が有意に抑制された。また、一端形成された

アロディニアに対しても ARC69931 は鎮痛作用を示すことから、アロディニア抑制作用は、走化性と

は別のメカニズムが働いていると考えた方が自然である。 
 
４．脊髄ミクログリア活性化メカニズム 
 我々は IFN-γとミクログリア活性化の関係について検討した結果、IFN-γを正常ラットの脊髄腔内

に投与することにより、脊髄ミクログリアの活性化と 10 日以上も持続するアロディニアが観察され

た 5)。IFN-γ投与ラットの脊髄内で活性型 STAT1 (p-STAT) のシグナルがミクログリアにおいてのみ

観察された。IFN-γ脊髄腔内投与によりミクログリア特異的に Src ファミリーキナーゼ（SFK）の Lyn
の発現が増加し、活性化が認められた。Lyn 欠損マウスでは、ミクログリアの形態変化や細胞増殖、

さらにアロディニアの発現が有意に抑制された。さらに、IFN-γ誘発性アロディニアの発症にミクロ

グリアの P2X4 受容体の関与が示唆された。以上の結果より、IFN-γは、Lyn の活性化を介してミク

ログリアの形態変化や細胞増殖、P2X4受容体の発現増加を誘発しているものと考えられる。 
 
５．おわりに 
神経障害性疼痛と脊髄後角ミクログリアに発現する ATP 受容体サブタイプとの関係について特に

P2X4 受容体および P2Y12 受容体についてのべたが、ミクログリアには P2X7 受容体も発現しており、

神経障害性疼痛と深い関係があることが報告されている。さらに、末梢神経の一部である後根神経節

ニューロンではP2X3およびP2X2/3受容体の刺激が cPLA2依存的な脂質メディエーター産生を介して

神経障害性疼痛に対して重要な役割を担っていることも報告した。このように、神経障害性疼痛と

ATP 受容体サブタイプの関係は非常に興味深く、ここに新薬開発のシーズも存在すると思われる。 
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Endomorphin-2 様作用を有するペプチド-アルカロイドハイブリッド 
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要約:内因性オピオイドμ受容体ペプチドとして単離され、特異な薬理学的性質を有することが報告さ

れた Endomorphin-2（EM-2）に着目し、同様の特性を有する低分子リガンドの創製を目指した。

合成したペプチド-アルカロイドハイブリッド化合物が、いくつかの点において EM-2 と共通す

る薬理作用を示し、新規鎮痛薬のプロトタイプとして興味深い性質を有することを明らかにした。 
キーワード：エンドモルフィン-2、ペプチド-アルカロイドハイブリッド、オピオイド、鎮痛薬、メッ

セージ-アドレス 

 

１．はじめに 

1997年、オピオイドμ受容体に高選択的に結合する内因性のペプチドとしてEndomorphin-1（EM-1）、
Endomorphin-2（EM-2）が、Zadina らによって哺乳類の脳から発見された 1)。 

Endomorphin-1（EM-1）: Tyr-Pro-Trp-Phe 
Endomorphin-2（EM-2）: Tyr-Pro-Phe-Phe 

EM は、痛みの伝達に関与する神経系に広く発現していることが確認され、両ペプチドが共に鎮痛

作用を有すること、またその作用がμアンタゴニストで拮抗されることも示されている。一方、EM-1
と EM-2 はその配列において 4 アミノ酸の内一つが異なるのみであるものの、以下に示すような両者

の間にあるいくつかの薬理学的な相違も報告されている。 

・ EM-2 では痛みの制御に関わる下行性抑制系に、セロトニン、ノルアドレナリンに加えてオピオイ

ドκシステムが関与している 2) 。 

・ EM-1 は CPP 試験で薬物選好性を示すのに対し、EM-2 は選好性を示さず、むしろ嫌悪性を示す 3)。 

これらの特性を有する EM-2 に興味をもち、オピオイドμ受容体を介する強い鎮痛作用をもちながら、

薬物依存性を示さない化合物の創製を目指して、EM-2 様低分子リガンドの探索を開始した。 

 

２．方法 

EM の構造的な特徴として、以下の点をあげることができる。 

・ エンドルフィン、エンケファリン、ダイノルフィンと同様、N-末端にチロシン残基を有する。 

・ 2 番目のアミノ酸が、ペプチドのコンフォメーション規制に重要なプロリンである。 

・ EM-1、EM-2 の違いは 3 番目の Trp/Phe のみである。 

ところで天然植物成分より見いだされたモルヒネがオピオイド受容体と結合するのは、モルヒナン

骨格がオピオイドペプチドに共通の N-末端チロシン構造をリジッドな形で取り込んだものであるこ

とに由来していると考えられ、逆にいえば、チロシン部分をモルヒナン骨格に置き換えることで、低

分子化合物のプロトタイプとなるリガンドが得られる可能性がある 4)。また、メッセージ-アドレスの

考え方を適用すれば、EM-2 の C-末側を側鎖としてモルヒナン骨格と組み合わせることで、選択的な

結合性が期待できる。そこでまずは、エンドモルフィンの N-末端側二残基をモルヒナン構造に置き換

えたペプチド-アルカロイドハイブリッド化合物を合成し、その薬理学的な特性を検証することを考え

た。具体的には、出発物質としてナルトレキソン、ジヒドロモルフィノンを用い、C-末端アミド化ジ

ペプチドを還元的アミノ化条件で縮合させることとした。 
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３．結果・考察 

ジヒドロオキシモルフォン誘導体である TMNL-105（R1 = Me, R2 = H, X = Y = Phe）は、δ/μ 受容体

選択性がない(ラット脳ホモジネート標識化合物置換実験: IC50 μ 0.90 nM, δ 0.87 nM, κ 510 nM)とい

う点では大きく異なるものの、その作動性がμ受容体を介したものでありながら([35S]-GTPγS 法: 結合

増加率 Wild 50.1%, MKO –6.1% (100 nM))、上位中枢内での鎮痛メカニズムにオピオイドκシステムを

介している(nor-BNI の 24 時間前投与および Dynorphin 抗体の事前投与で部分的に拮抗)という点で

EM-2 との共通性を有していることが明らかとなった。CPP 試験において薬物選好性を示さず、また、

薬物嫌悪性も弱かったことから、新しいオピオイド系鎮痛薬のプロトタイプとして注目している。 

 
CPP 試験による薬物選好性、薬物嫌悪性の評価 
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要約：Dermorphin テトラペプチド誘導体 amidino-TAPA は、μ受容体に対する極めて高い親和性と選

択性を有する新規ペプチド性鎮痛薬である。従来のペプチド性鎮痛薬とは異なり、amidino-TAPA は末

梢投与においても morphine よりも強力な鎮痛作用を発現する。また amidino-TAPA は、μ受容体刺激

による内因性κオピオイドペプチドの遊離といった、従来のμ受容体作動薬には認められない特徴的

な鎮痛作用発現機序を持つ。この内因性κオピオイドペプチド遊離作用により、amidino-TAPA はμ受

容体作動薬であるにも関わらず精神依存を形成しないといった、臨床上極めて有用な特性を持つ。一

方 morphine を含む既存の麻薬性鎮痛薬は、神経障害性疼痛などの難治性疼痛においてはその鎮痛効力

が著しく低下する事が明らかにされているが、amidino-TAPA は神経障害性疼痛においてもその鎮痛効

力が全く減弱しない。以上の様な臨床上極めて有用な amidino-TAPA の薬理特性は、amidino-TAPA が

morphine 非感受性 amidino-TAPA 感受性の極めて特異的なμ受容体スプライスバリアントに作用する

ことによって発現する。Amidino-TAPA は臨床上極めて有用な新規鎮痛薬となる可能性を持つ一方、新

規鎮痛薬を開発するためのプロトタイプ化合物としても極めて有用である。 

 

 

キーワード：ペプチド、鎮痛薬、難治性疼痛、μ受容体、精神依存 

 

１．はじめに 

Dermorphin は、南米産カエルの皮膚から単離されたヘプタペプチドであり、μ受容体に対する極め

て高い親和性を持ち末梢投与でも強力な鎮痛作用を発現する。そのため、新規鎮痛薬の開発を目指し

て様々な dermorphin 誘導体が合成され、その鎮痛特性の解析が行われてきた。演者らの研究室でも、

dermorphin テトラペプチド誘導体 TAPA（Try-D-Arg-Phe-β-Ala-OH）を開発している。TAPA は、μ受

容体に対する高い親和性と選択性を有し末梢投与でも強力な鎮痛作用を示すといった、dermorphin と

同様の薬理特性を維持する一方、酵素抵抗性が極めて高く血中内で殆ど代謝されないといった、新た

な特徴を兼ね備えていた。しかしながら、TAPA はその生体内利用率が低い事から、生体内利用率の向

上ならびに鎮痛効力の増強を目指して、TAPA の N 末端に amidino 基を導入した amidino-TAPA を新た

に開発した。 

 

２．Amidino-TAPA の鎮痛特性 

オピオイド受容体結合実験において amidino-TAPA は、μ受容体に対して morphine の 4 倍以上高い

親和性を示し、またκ受容体に対する親和性が全くないことから、morphine よりも高いμ受容体選択

性を有することが明らかとなった。一方 amidino-TAPA の鎮痛作用は、morphine と比べて経口投与で

1.2 倍、皮下投与で 13 倍、脊髄くも膜下腔内投与で 650 倍、脳室内投与で 530 倍と、親ペプチドと同

様に末梢投与でも極めて強力であった。興味深い事に、amidino-TAPA はμ受容体選択的作動薬である

にも関わらず、その脊髄鎮痛作用はκ受容体拮抗薬ならびに内因性κオピオイドペプチドである
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dynorphin A、dynorphin B およびα-neoendorphin の抗体によって抑制される事から、amidino-TAPA

は、μ受容体刺激による内因性κオピオイドペプチドの遊離といった、従来のμ受容体作動薬には無

い、特徴的脊髄鎮痛作用発現機序を持つことが明らかになった。 

 

３．Amidino-TAPA 特異的μ受容体 

マウスμ受容体の遺伝子自体は、現在 1種類（mMOR-1）しか発見されていないが、その mRNA 前駆体

のスプライス過程における多様性（スプライスバリアント）が 30 種類以上発見されている。mMOR-1

の各 exon 特異的 antisense oligodeoxynucleotide を用いた研究により、morphine など既存の麻薬性

鎮痛薬の脊髄鎮痛作用は、exon-1 を含むスプライスバリアントを介して発現する事が明らかにされて

いる。一方amidino-TAPAの脊髄鎮痛作用は、同様の検討を行った結果、morphine非感受性amidino-TAPA

感受性のμ受容体スプライスバリアント、MOR-1J、MOR-1K および MOR-1L を一部介して発現している

事が明らかになった。実際に、上記 3 種のスプライスバリアントを exon 特異的 antisense 

oligodeoxynucleotide を用いて脱感作したマウスにおいては、内因性κオピオイドペプチドの遊離と

いった amidino-TAPA に特異的な鎮痛作用発現機序が消失する事から、既存の麻薬性鎮痛薬では認めら

れない amidino-TAPA の特異的脊髄鎮痛作用は、MOR-1J、MOR-1K および MOR-1L を介して発現している

ものと考えられる。 

 

４．Amidino-TAPA の非麻薬性 

既存の麻薬性鎮痛薬は、腹側被蓋野のμ受容体を刺激して側坐核における dopamine 遊離を引き起こ

すことで陶酔感を惹起し、またそれによって精神依存性を形成する。一方、側坐核の dopamine 神経終

末にはκ受容体が存在し、それ故κ受容体作動薬は、側坐核における dopamine 遊離を抑制する事によ

って嫌悪感を惹起するとともにμ受容体作動薬の精神依存形成を抑制する。Amidino-TAPA は内因性κ

オピオイドペプチドを遊離する作用を持つ事から、既存の麻薬性鎮痛薬とは異なり、鎮痛用量を皮下

投与しても精神依存を形成しない。実際に内因性κオピオイドペプチドが欠損している prodynorphin

欠損マウスにおいては、鎮痛用量の amidino-TAPA を皮下投与する事により精神依存が形成される事か

ら、amidino-TAPA の精神依存性の欠如（非麻薬性）は、内因性κオピオイドペプチドの遊離による事

が証明されている。 

 

５．難治性疼痛に対する amidino-TAPA の鎮痛作用 

臨床上 morphine などの麻薬性鎮痛薬の鎮痛作用は、神経障害性疼痛などの難治性疼痛においては著

しく減弱する事が知られている。実際に動物実験においても、morphine の脊髄鎮痛作用は、坐骨神経

結紮モデル等の神経障害性疼痛において著しく減弱することが明らかにされている。この現象は、坐

骨神経結紮により、一次知覚神経終末における morphine 感受性 exon-1 含有μ受容体スプライスバリ

アントの発現が著しく低下する事に基づく。これに対し amidino-TAPA の脊髄鎮痛作用は、神経障害性

疼痛においても全く減弱しない。一次知覚神経終末における morphine 非感受性 amidino-TAPA 感受性

のμ受容体スプライスバリアント（MOR-1K および MOR-1L）の発現量が、座骨神経結紮後も全く変化し

ないことがその原因である。実際に、MOR-1K および MOR-1L を exon 特異的 antisense 

oligodeoxynucleotide を用い脱感作する事により、神経障害性疼痛に対する amidino-TAPA の脊髄鎮

痛作用は、morphine と同様に著しく減弱することが確認されている。 

 

５．おわりに 

以上の様に amidino-TAPA は、morphine 抵抗性の難治性疼痛に対しても極めて有効な史上初の鎮痛薬

であると共に、μ受容体作動薬であるにも関わらず非麻薬であるといった、臨床上極めて有用な特性

を持つ新規鎮痛薬である。Amidino-TAPA は、それ自身が極めて有用な新規鎮痛薬として臨床で使用さ

れる可能性を持つ一方、既存の麻薬性鎮痛薬とは著しく薬理特性が異なる新規鎮痛薬を開発するため

の、プロトタイプ化合物としても極めて有用である。 
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エンドセリン A 型受容体作動性 TRPC チャネルの活性制御機構 
 

堀之内孝広・比嘉綱己・朝野拓史・西本新・西屋禎・三輪聡一 

北海道大学大学院 医学研究科 細胞薬理学分野 

要約：7 種類のアイソフォームから成る TRPC(transient receptor potential canonical)チャネルフ

ァミリー(TRPC1-7)は、Gタンパク質共役型受容体を介して誘発される持続性 Ca2+流入において、重要

な役割を担っている。本研究では、エンドセリン A型受容体(ETAR)刺激によって惹起される受容体作

動性 Ca2+流入に関与する TRPC とその活性制御機構を解明すると共に、ETAR 作動性 TRPC の分子間相互

作用を可視化した。まず、ETAR と GFP 融合 TRPC を安定的に共発現する HEK293 細胞において、TRPC3

及び TRPC6 が受容体作動性チャネルとして機能していることを明らかにした。また、特異的阻害薬を

用いた薬理学的解析から、Gq/11タンパク質、ホスホリパーゼ C、Src、PI3 キナーゼ、ミオシン軽鎖キ

ナーゼ、カルモジュリン(CaM)といったシグナル分子が、ETAR を介した TRPC3 及び TRPC6 の活性化に

関与していることを見出した。さらに、TRPC3 及び TRPC6 の細胞内 C 末端領域に存在する CaM/IP3受

容体結合(CIRB)ドメインを欠損する変異体を用いた解析により、CIRB ドメインが TRPC3 及び TRPC6

を介した受容体作動性 Ca2+流入を制御していることを明らかにした。そして、蛍光タンパク質再構成

法(bimolecular fluorescence complementation; BiFC 法)を用いた TRPC の分子間相互作用の可視化

解析により、細胞質における TRPC3 のホモ多量体、細胞膜における TRPC6 のホモ多量体ならびに細胞

質における TRPC3/6 のヘテロ多量体の形成を確認した。以上の知見は、ETAR 作動性 Ca2+流入に関与す

る TRPC3 及び TRPC6 の活性制御機構の多様性を示唆している。 

キーワード：エンドセリン A型受容体、受容体作動性 Ca2+流入、TRPC チャネル、カルモジュリン/IP3
受容体結合ドメイン、蛍光タンパク質再構成法 
 

１．はじめに 

G タンパク質共役型受容体(G protein-coupled receptor: GPCR)であるエンドセリン A 型受容体

(ETAR)が、エンドセリン-1(ET-1)によって活性化されると、Gqタンパク質/ホスホリパーゼ Cの活性化

を介して、一過性及び持続性の細胞内 Ca2+濃度([Ca2+]i)上昇反応が惹起される 1)。一般に、一過性の

[Ca2+]i上昇反応は小胞体からの Ca2+の遊離、一方、持続性の[Ca2+]i上昇反応は、小胞体の枯渇によっ

て活性化されるストア作動性 Ca2+チャネル(store-operated Ca2+ channel: SOCC)ならびにジアシルグ

リセロールなどのセカンドメッセンジャーによって活性化される受容体作動性 Ca2+チャネル

(receptor-operated Ca2+ channel: ROCC)を介した細胞外からのCa2+流入によるものと考えられている。

これまで、SOCC や ROCC の実体分子については不明な点が多かったが、最近では、Ca2+透過性カチオ

ンチャネルとして機能する 7種類の TRPC(transient receptor potential canonical)チャネルアイソ

フォーム(TRPC1-7)が、SOCC や ROCC として重要な役割を担っていると広く認識されつつある 2)。また、

ETAR、アンジオテンシン 1型受容体、α1-アドレナリン受容体、ATP(P2Y)受容体などの GPCR 刺激によ

り誘発される TRPC を介した持続性の Ca2+流入は、心筋の病的肥大や血管平滑筋細胞の異常増殖とい

った心血管リモデリングに深く関与していることから、心不全症、高血圧症、動脈硬化症、肺高血圧

症などの心血管系疾患に対する新たな創薬ターゲット分子として、注目されている 1)。 

本研究では、ETAR を介して誘発される受容体作動性 Ca2+流入に寄与する TRPC に焦点を当て、ETAR

作動性 TRPC の細胞内局在、活性化機構及び分子間相互作用について検討した。 
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２．ETAR を介して惹起される受容体作動性 Ca2+流入に関与する TRPC 

 GPCR 刺激によって誘発される持続性の Ca2+流入には、ROCC だけではなく、SOCC も関与しうる 1,2)。

本研究では、ROCC を介した受容体作動性 Ca2+流入のみを評価するため、Ca2+-ATPase 阻害薬である

thapsigargin を用いて SOCC を活性化させた条件下、ET-1 による受容体刺激を行った。その結果、ETAR

と GFP 融合 TRPC を共発現する HEK293 細胞において、TRPC3 及び TRPC6 が受容体作動性 Ca2+流入に関与

していることが明らかになった。また、これらチャネルの細胞内局在を共焦点レーザー顕微鏡を用い

て可視化したところ、TRPC3 は主に細胞質、一方、TRPC6 は細胞膜に局在していることを見出した。

 

３．TRPC3 及び TRPC6 を介した受容体作動性 Ca2+流入の分子機構 

 細胞質側に突出する TRPC の N 末端及び C 末端には、様々なタンパク質と相互作用する結合配列や

プロテインキナーゼ及びチロシンキナーゼによるリン酸化の基質となるセリン、トレオニン，チロシ

ン残基が存在する 2,3)。本研究では、阻害薬を用いた解析を行い、ETAR 刺激により惹起される TRPC3

及び TRPC6 を介した受容体作動性 Ca2+流入に、Gq/11タンパク質、ホスホリパーゼ C、Src、PI3 キナー

ゼ、ミオシン軽鎖キナーゼ、カルモジュリン(CaM)が関与することを示した。また、TRPC の C 末端に

存在する CaM/IP3受容体結合ドメインを欠損させると、TRPC3 及び TRPC6 を介した受容体作動性 Ca2+

流入が消失すると共に、TRPC3 及び TRPC6 が細胞質と核へ移行することを見出した。 

 

４．蛍光タンパク質再構成法(bimolecular fluorescence complementation; BiFC 法)を用いた生細胞

における ETAR 作動性 TRPC の分子間相互作用の可視化 

 TRPC は、ホモテトラマーもしくはヘテロテトラマーを形成することによって、そのチャネル機能を

発揮すると考えられている 2)。しかし、生細胞において、TRPC の多量体形成を示した例は少ない。本

研究では、二分割した蛍光タンパク質(YFP)を融合させた TRPC を安定発現する HEK293 細胞を作製し、

BiFC 法 4)による TRPC3 及び TRPC6 の分子間相互作用の可視化を行った。その結果、細胞質において

TRPC3 のホモ多量体、細胞膜において TRPC6 のホモ多量体、そして、細胞質において TRPC3/6 のヘテ

ロ多量体の形成を認めた。これらの知見から、ETAR 作動性 TRPC3/6 が、ホモテトラマー及びヘテロテ

トラマーを形成することによって、受容体作動性 Ca2+流入を制御している可能性が考えられた。今後、

ETAR 作動性 TRPC3/6 の多量体形成量と受容体作動性 Ca2+流入量との相関関係を検討する必要がある。

 

５．おわりに 

 TRPC3 及び TRPC6 を介した持続的な受容体作動性 Ca2+流入は、病的心肥大、心臓線維化、血管内皮

細胞及び血管平滑筋細胞の異常増殖、血管内皮細胞膜上における血管細胞接着分子の発現量増大、血

管収縮などをもたらすため、心血管系疾患の発症・進展において、重要な役割を担っている。将来、

TRPC やその機能を修飾するシグナル分子をターゲットにした創薬研究が、心肥大や動脈硬化症などの

循環器疾患に対する治療戦略に新たな展開をもたらすことが期待される。 
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抗体医薬による脳血管疾患治療と創薬プラットフォーム構築 

 
高橋英夫、森秀治*、西堀正洋 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科、*就実大学薬学部生体情報 

要約： 
1. 我々は脳梗塞の形成過程に、過剰な炎症反応が介在するとの仮説を立て、具体的なサイトカイン分

子の関与を単クローン抗体の治療効果によって評価した。ラット MAO モデルを用いて、新規サイト

カイン High mobility group box1(HMGB1)の C 末端を認識する単クローン抗体が脳梗塞巣の縮小に

著効することを示した。 
2. ウサギを用いたクモ膜下出血後の脳血管攣縮モデルにおいて、抗 HMGB-1 単クローン抗体が著効す

る事を脳血管造影法で明らかにした。 
3. HMGB-1 の受容体の一つである糖化最終産物受容体(receptor for advanced glycation end 

products；RAGE)と HMGB-1 の試験管内的結合アッセイ系を確立し、結合阻害物質の探索に有効であ

る事を示した。さらに RAGE のほかのリガンドで、糖尿病性血管障害の原因物質である advanced 

glycation end products(AGE)と RAGE の結合実験系を構築し、マルチリガンド受容体 RAGE と関連因

子を標的とする分子創薬プラットホーム構築を図った。 

 
キーワード：抗体医薬、脳梗塞、脳血管、糖尿病、単球  

 
1. はじめに；我々は各種疾患病態形成における炎症反応の関与とその制御法について研究を続け

てきた。例えば、劇症肝炎急性期の病態では、肝内マクロファージやクッパー細胞の強い活性化

が肝細胞障害を惹起する事を明らかにし、治療法に結びつけるべく in vivo、in vitro におけるマ

クロファージ系細胞の活性制御の研究を行ってきた。1999 年、Tracy らのグループは、敗血症シ

ョックの致死性媒介因子としてマクロファージ培養上清から HMGB1 を同定した。HMGB1 はクロマ

チン DNA 結合タンパクとして知られていた物であったが、その後の研究で、一旦細胞外へ放出さ

れると、種々のサイトカイン様活性を発揮する事がわかった。炎症病態における HMGB1 の関与が

急性肺障害、関節炎、虚血性肝障害、膵炎などの動物モデルを用いて報告されてきた。我々は、
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脳梗塞急性期においてもHMGB1の関与を示唆するデータを得たので、この知見を中心に報告する。

2. 研究１；本研究は、抗 HMGB1 単クローン抗体による脳梗塞の治療法に関する検討である（文献１）。

脳血管障害は我が国の死因の第３位を占めるが、その内約 60％は脳梗塞によるものである。現在

脳梗塞の急性期治療薬として臨床で用いられている薬物は有効治療時間帯の制限や副作用の問

題があり、より汎用性のある治療法が求められている。本発明では、「脳梗塞の時間依存的形成

過程においては過剰な炎症反応が存在する」との仮説のもとに、その媒介因子としての HMGB1 に

着目し、特異的抗 HMGB1 単クローン抗体による脳梗塞治療法を発明した。抗 HMGB1 単クローン抗

体は HMGB1 分子内の酸性アミノ酸が連続するテイル領域の C末端を認識する。２時間中大脳動脈

血流を遮断するラットの脳梗塞モデルにおいて、本抗体を脳虚血直後とさらに６時間後の２回、

各 200mg を静脈内へ投与すると、24 時間後に形成される脳梗塞巣が 90％減少した。その作用機

序を解析すると、脳血管の透過性亢進が著明に抑制されていること、虚血脳部位におけるミクロ

グリアの活性化が抑制されていること、さらに誘導性 NO 合成酵素と TNF-α の発現誘導が抑制さ

れていることが明らかとなった。モデル動物における運動麻痺症状も劇的に改善した。脳虚血後

１週間の時点での生存率の評価でも、抗体治療は良好な結果を示した。抗 HMGB1 単クローン抗体

による脳梗塞の治療法は、起炎性因子を標的とした作用点が全く異なる新規抗体医薬の発明であ

る。 

  
3.研究 2；ウサギの自己血大槽内注入の脳血管攣縮モデルにおいて、抗 HMGB1 単抗体の投与は、クモ

膜下出血後 3日に頂点に達する脳底動脈の攣縮を 50％抑制する事が出来た。 

4.研究 3；ヒト組換え体の可溶性 RAGE(sRAGE)と同じくヒト組換え体 HMGB1 のマイクロタイタープレ

ートを用いた結合実験系を確立した。さらに、RAGE の他のリガンドである AGEs サブタイプの単球の

接着分子発現に対する効果を検討し、以下の知見を得た。AGE-2 と AGE-3 は単球を活性化して接着分

子発現増強を誘導し、その結果 T細胞の活性化する。この AGE-2 と AGE-3 の効果には糖化最終産物受

容体（RAGE)が関与していた（文献 3）。AGE と RAGE の結合実験系も確立した。 

4．おわりに；RAGE、HMGB1 や AGE を標的にした創薬研究の結果、いくつかの国内外の特許を取得し、

そのうち『抗体医薬による脳梗塞の新規治療法の発明』（特許第 3876325 号）について、発明協会よ

り平成21年度全国発明表彰・21世紀発明奨励賞をいただく事が出来た。マルチリガンド受容体のRAGE

と複数のリガンド系を標的とする創薬には、更なる可能性が存在する。 
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ブドウ糖刺激インスリン分泌における FK506 結合蛋白質 12.6 の関与 
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要約：膵 ß 細胞のブドウ刺激インスリン分泌には細胞外 Ca2+の流入に加え cyclic ADP-ribose （cADPR）
による小胞体 Ca2+の放出も重要である。cADPR はリアノジン受容体 Ca2+チャンネルの FK506 結合蛋

白質 12.6 （FKBP12.6）に作用して Ca2+放出を起こすと考えられている。今回 FKBP12.6 欠損 （KO）

マウスを作製しインスリン分泌能について検討した。 KO マウスではブドウ糖負荷時の血漿インスリ

ン値が低下しており耐糖能異常が認められた。KO マウスの単離ランゲルハンス島 （ラ島）ではブド

ウによるインスリン分泌が低下していたが、ラ島のブドウ酸化および SU 剤や KCl によるインスリン

分泌は正常であった。 FKBP12.6 はブドウ代謝調節や細胞外 Ca2+の流入とは異なる機構でインスリン

分泌に関与していることが示された。KO マウスのインスリン分泌障害はｃADPR 作用不全によるも

のと考えられた。 
 
キーワード： インスリン分泌、FK506 結合蛋白質 12.6、cyclic ADP-ribose 

 
１．はじめに 
膵ランゲルハンス島（ラ島）ß 細胞のブドウ糖刺激インスリン分泌には細胞内 Ca2+濃度の上昇が必

須であり、従来より細胞外 Ca2+の流入で説明されてきた。一方我々は、ブドウ糖刺激時に ß 細胞内で

NAD+から生成される cyclic ADP-ribose（cADPR）が増加し、これが小胞体からの Ca2+放出を起こして

インスリン分泌を誘導することを明らかにし、cADPR による細胞内 Ca2+動員もインスリン分泌に重要

であることを示してきた。さらに近年、cADPR が小胞体リアノジン受容体 Ca2+チャンネルの調節サブ

ユニットである FK506 結合蛋白質 12.6 （FKBP12.6）に結合し、同チャンネルからの Ca2+放出を起こ

すことを単離ラ島小胞体を用いた in vitro の系で明らかにした。今回我々は、FKBP12.6 ノックアウト

（KO）マウスを作製し、FKBP12.6 が実際にインスリン分泌に関与しているのかどうかについて解析

した。 
 

2. 方法・結果 
1）KO マウスは正常に出生し、野生型マウスと同様に発育した。2）KO マウスの空腹時・随時の血

糖値・血漿インスリン値は正常であったが、糖負荷時の KO マウスの血漿インスリン値は野生型マウ

スよりも有意に低下しており、血糖値は野生型マウスに比し著明に上昇していた。インスリン負荷試

験では KO マウスにインスリン抵抗性は認められなかった。3）KO マウスの膵ラ島組織像ではラ島の

数・大きさは正常マウスと同様であり、ラ島インスリン含量も野生型ラ島と差がなかった。4）単離ラ

島からのブドウ糖刺激によるインスリン分泌は、KO ラ島で野生型ラ島の半分以下にまで低下してい

た。また mitchondrial fuel であるα-ketoisocaproate（TCA サイクルで代謝され ATP 産生を増加さ

せる）刺激によるインスリン分泌も KO ラ島で野生型ラ島の半分以下にまで低下していたが、細胞外
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Ca2+の流入を惹起しインスリン分泌を誘導するスルホニルウレア剤や KCl による刺激では、KO ラ島

は野生型ラ島同様のインスリン分泌を示した。また 5）[U-14C]-グルコースを用いて測定したラ島ブド

ウ糖酸化率は KO ラ島と正常ラ島で差がなかった。 
 

3. おわりに 
FKBP12.6 の欠損により膵ラ島のブドウ糖刺激によるインスリン分泌が障害されることが明らかに

なり、FKBP12.6 がインスリン分泌に生理的に関与していることが示された。このインスリン分泌の低

下は細胞外 Ca2+の流入によるインスリン分泌機構およびブドウ糖酸化が正常であることから、cADPR
がリアノジン受容体に作用できず小胞体からの Ca2+動員に異常を来したことによるものと考えられた。 
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