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研究成果の概要（和文）：本研究ではオートファジー関連低分子化合物であるクロロキン、メトホルミン等の標
的分子を同定し、その分子の機能と化合物の作用の関係を解明することを目的とする。TOF-MS解析の結果メトホ
ルミン結合蛋白質MBPはHMGB1であることが明らかとなった。メトホルミンはHMGB1による炎症惹起反応を細胞レ
ベルでのin　vitroおよびマウス個体レベルでのin　vivoの両方で抑制することが明らかとなった。さらにアセ
トアミノフェン誘導肝障害を抗HMGB1抗体と同等に軽減させることも明らかとなった。本研究によりメトホルミ
ンの抗炎症作用の標的因子の１つが明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：This study object is to determine target molecules of autophagy related 
small chemical compounds, such as chloroquine and metformin, and to elucidate the relationships 
between functions of the molecules and effects of the compounds. TOF-MS analysis revealed the 
metformin binding protein (MBP) was HMGB1. Metformin inhibited proinflammatory effect of HMGB1 in 
vitro and in vivo. Furthermore, metformin ameliorated liver injury induced by acetaminophen, as same
 as anti-HMGB1 antibody. This study elucidated one of an anti-inflammatory target molecule of 
metformin.

研究分野： 生化学

キーワード： 低分子化合物の標的蛋白質
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
オートファジーは、細胞が栄養飢餓時に、自
らの小器官をリソソームで自己消化して、ア
ミノ酸や ATP を産生するシステムである。
さらに老化小器官の消化にも用いられる。オ
ートファジーが生じない遺伝子改変マウス
等の解析により、オートファジーは多くの生
体機能や疾患に深く関わっていることが明
らかにされてきた。細胞内寄生菌はオートフ
ァジーによって処理される（Nakagawa et al. 
Science 2004）ように、感染防御に重要な働
きをする。着床前の初期胚発生や新生児誕生
時の栄養供給（飢餓適応）はオートファジー
によってまかなわれている（Kuma et al. 
Nature 2004）。さらに、がん細胞はがん組織
内で条件の悪い部位でも生き延びるが、その
際にオートファジーは重要な働きをする
（Degenhardt et al. Cancer Cell 2006）。他
にも様々な機能が明らかにされ、オートファ
ジーの制御は多くの疾患での治療ターゲッ
トとなっている。 
このオートファジー経路を制御する薬剤が
いくつか知られている。免疫抑制薬として用
いられている rapamycin は、mTOR を直接
抑制し、オートファジーを促進する。糖尿病
治療薬メトホルミン (metformin)も、mTOR
経路を抑制することでオートファジーを促
進する。当初、メトホルミンは細胞飢餓時に
活性化される AMP 依存的リン酸化酵素
（AMPK）を標的とする可能性が考えられて
いたが、AMPK 遺伝子欠損マウスでもメトホ
ルミンの血糖降下作用が認められたため、今
日では標的分子は AMPK 以外と考えられて
いる（Foretz et al. J Clin Invest 2010）。抗
マラリア薬として広く用いられているクロ
ロキン（chloroquine）は、オートファゴソー
ムとリソソームの融合を阻害し、オートファ
ジー抑制剤として細胞生物学的実験に用い
られている。また、オートファジー抑制機能
のため、全身性エリテマトーデスや関節リウ
マチの治療薬として日本以外の世界各国で
広く使用されている。しかし、クロロキンや
メトホルミンなどの直接の標的分子はこれ
までのところ不明である。 
 
２．研究の目的 
栄養飢餓時において、栄養情報伝達の鍵因子
である mTOR の活性低下はオートファジー
を誘導する。オートファジーは自らの小器官
をリソソームで自己消化してアミノ酸や
ATP を産生するシステムであり、近年の研究
によって癌や生体防御等さまざまな生体機
能／病態において重要な働きをしているこ
とが明らかになった。抗マラリア薬クロロキ
ンにはオートファジー遮断作用が見出され、
細胞実験に用いられ、さらに全身性エリテマ
トーデス等の治療薬として用いられつつあ
る。一方、糖尿病治療薬メトホルミンは
mTOR 経路を抑制し、オートファジーを促進
する。しかし、それらの薬剤の直接の標的分

子は未だ不明であり、本研究ではそれらを同
定することを目的とする。成果はオートファ
ジーの理解を深め、より効率的なオートファ
ジー制御薬の開発に結びつくであろう。 
 
３．研究の方法 
オートファジー関連低分子化合物結合蛋白
質の同定 
低分子化合物結合ビーズを用いたプルダウ
ン実験で得られた溶出液の一部を SDS-PAGE
に供し、銀染色により目的の結合蛋白質を確
認し、そのバンドを切り出す。切り出したゲ
ルからタンパク質を溶出し、TOF-MS 解析によ
り同定した。 
 
結合特異性の検証 
組換え精製HMGB1を用いてメトホルミン結合
ビーズでのプルダウン実験を行う際に、構造
類似化合物であるフェンフォルミンや共通
する官能基である1級アミンを持つプトレシ
ンおよび 6-アミノヘキサン酸を共存させ、
HMGB1 の結合が阻害されるかを溶出液のウェ
スタンブロッティング解析により確認した。 
 
メトホルミンと HMGB1 の結合部位の特定 
HMGB1 は A box、B box、Acidic tail の 3 つ
のドメインを持つ。HMGB1 を各ドメインのみ
もしくは一部ドメインを削除した組換え蛋
白質を発現・精製した。それらを用いてメト
ホルミン結合ビーズでのプルダウン実験を
行い、結合に必要なドメインを特定した。 
 
細胞（in vitro）における抗炎症作用の解析 
p38 のリン酸化を炎症マーカーとして、メト
ホルミンの抗炎症作用を検証した。1μg/ml
の HMGB1、Acidic tail を削除した HMGB1
（HMGB1-ΔAT）、および LPS を、濃度を変え
たメトホルミンとともにプレインキュベー
トした後、予め播いておいた細胞（RAW264.7
および腹腔マクロファージ）に振りかけて、
1 時間後に細胞を回収した。ウェスタンブロ
ッティング法にて、リン酸化 p38、総 p38 を
検出・定量した。AMPK のリン酸化も併せて検
出・定量した。 
 
マウス（in vivo）における抗炎症作用の解
析 
血中 TNFα量を炎症マーカーとしてメトホル
ミンの抗炎症作用を検証した。1 mg/kg の
HMGB1、Acidic tail を削除した HMGB1（HMGB1-
ΔAT）、および 0.1 mg/kg の LPS を、300 mg/kg
のメトホルミンとともにプレインキュベー
トした後、24 時間絶食後の Balb/c マウスの
腹腔内に投与した。2 時間後に血液を採取し
血漿中の TNFα量を ELISA 法にて定量した。 
 
アミノアセトフェン誘導肝障害モデルにお
けるメトホルミンの作用の解析 
Balb/c マウスに 400 mg/kg のアミノアセトフ
ェンを 350 mg/kg のメトホルミンとともに腹



腔内投与した。抗 KLH（keyhale limpet 
hemocyanin）抗体、抗 HMGB1 中和抗体は 5 
mg/kg で静脈注射により投与した。 
5 時間後に血液を採取し、血漿中の ALT 濃度
を測定した。肝臓組織をホルマリン固定し、
パラフィン包埋、切片作成後、ヘマトキシリ
ン・エオジン染色して、組織観察を行った。 
 
４．研究成果 
本研究ではオートファジー関連低分子化合
物であるクロロキン、メトホルミン等の標的
分子を同定し、その分子の作用と化合物の関
係を解明することを目的とする。TOF-MS 解析
の結果 MBP は High mobility group box 1
（HMGB1）であることが明らかとなった（図 1）。
HMGB1 は炎症
関連タンパク
質であるアラ
ーミンの代表
的なものの１
つである。メ
トホルミンの
抗炎症作用に
おける標的蛋
白質はこれま
で報告されて
おらず、オー
トファジーと
の関連は薄い
が興味深い対
象であった。 
HMGB1 の遺伝
子をクローニ
ングし、その遺伝子組み換えタンパク質を昆
虫細胞にて大量調製した。結合実験の結果
HMGB1 とメトホルミンの特異的結合が確認さ
れた。その結合はビグアナイド構造をもつフ
ェンフォルミンによって阻害され、1 級アミ
ンを持つプトレシンおよび 6-アミノヘキサ
ン酸によっては阻害されなかったことから
ビグアナイド構造が結合に重要であること
が明らかとなった。さらに、HMGB1 のドメイ
ンごとの組換え蛋白質を昆虫細胞および大
腸菌にて発現・精製してメトホルミンとの結
合実験を行った結果、酸性アミノ酸に富む
Acidic tail と呼ばれる領域に結合すること
が明らかとなった（図 2）。 

メトホルミンは細胞レベル（in vitro）で

HMGB1 による炎症惹起反応、すなわちリン酸
化 p38 の上昇を抑制したが、Acidic tail を
削除した HMGB1（HMGB1-ΔAT）による p38 の
上昇は抑制しなかった。メトホルミンの抗炎
症作用には結合部位が必要であった。しかし、
その抑制にはメトホルミンとHMGB1とのプレ
インキュベーションが必要であった（図 3）。

異なる受容体を介すると考えられるLPS刺激
での炎症惹起反応は抑制しなかった。また
AMPK のリン酸化の程度は変化しなかった。 
プレインキュベーションにおけるHMGB1への
変化を想定して、ジスルフィド結合の変化お
よび分子量の変化を測定した。ウェスタンブ
ロッティングでプレインキュベーション前
後の HMGB1 を解析したが、ジスルフィド結合
は保たれたままであった。また、分解も確認
されなかった。プレインキュベーション前後
の HMGB1 を TOF-MS 解析したが、分子量に変
化は見られなかったことから、メトホルミン
との共有結合の形成は確認されなかった。 
マウス個体レベル（in vivo）においてもメ
トホルミンは HMGB1 による TNFαの上昇を抑
制したが、HMGB1-ΔAT による TNFαの上昇は
抑制しなかった（図 4）。マウスにおいてはメ
トホルミンとHMGB1とのプレインキュベーシ
ョンをしたほうが高い抑制効果が見られた
が、しなくても抑制が見られた（図 4）。 
メトホルミンはHMGB1による炎症惹起反応を
in vitroおよびin vivoの両方で抑制する
ことが明らかとなった。 
アセトアミノフェン誘導肝障害モデルでは
メトホルミンは血漿中のALT濃度の上昇を抑
制した。その程度は抗 HMGB1 中和抗体と同等
であった（図 5）。メトホルミンと抗 HMGB1 中
和抗体の同時投与では付加効果は見られな
かったことから、同じ作用部位（Acidic tail）
を介していると考えられた。 
本研究によりメトホルミンの抗炎症作用の
標的因子の１つが初めて明らかとなった。 
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