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研究成果の概要（和文）：脳血管疾患には酸化傷害が関わっているが、その予防マーカーとして我々が見いだし
たトリプトファン残基のニトロ化(NO2Trp)の有用性を検討した．すでに脳卒中易発性高血圧発症ラット（SHRSP)
の脳卒中発症直前の血清において,アポリポプロテインＥ(ApoE)のNO2Trp化を見いだしているが、そのNO2Trp化
が臓器での傷害を反映するものであるかの検討のため、心臓、脳、肝臓、腎臓でApoEを調べた。ApoEのNO2Trp化
は確認できなかったが、心臓、脳、肝臓で新たなタンパク質のNO2Trp化を見いだし、特に肝臓の
arginosuccinate synthaseは高血圧の発症への関与が示唆された。

研究成果の概要（英文）：Oxidative stress is known to participate for development of cardiovascular 
diseases. We have developed a new marker for oxidative stress, which is 6-nitrotryptophan (NO2Trp). 
We have applied this method for stroke-prone spontaneously hypertensive rat, SHRSP.　We have found 
NO2Trp in apolipoprotein E (ApoE), in serum from SHRSP at 18 weeks of age, just before onset of the 
stroke. In order to clarify the relation between tissue injury and NO2Trp in ApoE, we have checked 
heart, brain, liver, and kidney of the SHRSP. However, we could not observed NO2Trp in ApoE in each 
of the tissues.　Instead, we observed four other proteins in heart, 5 other proteins in brain, 10 
other proteins in liver as NO2Trp containing proteins. Among them, arginosuccinate synthase in liver
 is important, because this enzyme is known to control formation of nitric oxide, an important 
regulator of hypertension. Therefore, nitration of this enzyme may participate formation of 
hypertension, at least partly, in SHRSP.

研究分野： 生物化学

キーワード： ニトロトリプトファン　酸化傷害　脳卒中易発性高血圧発症ラット　アポリポプロテインＥ　arginosuc
cinate synthase
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１．研究開始当初の背景 
慢性炎症は、近年がん、糖尿病、神経変性

疾患、自己免疫疾患の危険因子として明確に
認識されているのみならず、循環器系疾患の
原因である動脈硬化等の血管傷害の発症・進
展にも大きく関与する事が明らかにされて
いる（Ross	 R,	 N	 Eng	 J	 Med	 340:115	 (1999)）。
これら慢性炎症が作用する実質細胞には臓
器により性状が異なるためその傷害には臓
器特異性が存在する。慢性炎症の血清でのマ
ーカーとしては、高感度 C-related	 protein	 
(CRP)	 の有用性が明らかとなっているが、臓
器特異的なマーカーではなく、必ずしも血管
傷害の進展を反映している証拠とはならな
い。また、通常低リスクと判断される血中 CRP
値でも血管傷害の進展が見られることもあ
り、血管傷害に対してより特異性の高いマー
カーが求められている。そこで、我々は特に
脳血管障害に注目し、その早期のマーカーと
して酸化修飾タンパク質の有用性を検討す
ることにした。	 
	 
(1)	 [炎症・酸化ストレスと新規酸化修飾マ
ーカー,6-ニトロトリプトファン]	 
炎症下では白血球、マクロファージ、血管

内皮などの間質細胞から生じる活性酸素が
酸化ストレスを生じ、実質細胞へその影響が
及ぶ事が知られている。また、炎症下の間質
細胞や血管内皮では、iNOS や eNOS といた一
酸化窒素合成酵素(NOS)によって、一酸化窒
素の産生が促進されていることが分かって
いる。我々は、酸化ストレスによるタンパク
質修飾の新しい形として、これら一酸化窒素
と活性酸素との反応で生じる活性窒素種（Ｒ
ＮＳ）がタンパク質中のトリプトファン残基
をニトロ化して 6-ニトロトリプトファン
（6-NO2Trp）を生成することを見いだした。
また、その特異的抗体を開発して、病態下、
非病態下で生体内に生じた 6-NO2Trp を検出
する方法を確立することに成功した（(1)	 
(2)）。既に報告のある 3-ニトロチロシンな
どのＲＮＳによるタンパク質中のアミノ酸
修飾は、動脈硬化部位などに生成されること
が見出されていたが、血液中のマーカーとし
ての有効性を検討されたことは無く、また、
脳血管疾患の患部病変組織や血中などで、特
定タンパク質中に生成されるという報告も
なされていない。	 
(1)	 Kawasaki,H,	 Shigenaga,A	 Takamori,K	 
Yamakura,F	 (2011)	 Nitric	 Oxide-Biology	 and	 
Medicine,	 20,	 176-182.	 
(2)	 Yamakura	 F.	 and	 Kawasaki	 H.	 ,	 
(2010)Biochim	 Biophys.	 Acta	 –	 Protein	 and	 
Proteomix:	 	 Review,	 1804,	 318-325.	 ,	 
	 
(2)	 [SHR-SP の血清中に 6-NO2Trp 含有タンパ
ク質としてアポリポプロテインＥ(Apo	 E)を
見出した]	 
我々は、脳卒中易発性高血圧ラット

(SHR-SP)を、脳血管傷害に発展する高血圧症

のモデルとして用いた。雄 SHR-SP ラットは
２５週齢でほぼ 100%が脳卒中で死亡する。予
備的な実験として、高血圧発症後の１８週齢
の雄 SHR-SP ラットの血清を用い、特異的な
6-NO2Trp 含有タンパク質の探索を行った。そ
の結果、SHR-SP ラットの血清のみに見出せる
6-NO2Trpを含むタンパク質を発見することに
成功した。このタンパク質の同定を LC-MS/MS
解析で行ったところ、Apolipoprotein	 E	 
(ApoE)	 であることが判明した。ApoE は VLDL
の構成要素の 1つとして発見されたアポリポ
タンパク質の 1種であり、脂質輸送・代謝に
おいて重要な役割を担うリポタンパク質の
構成要素である。このことから、血管壁への
脂質沈着が認められる脳血管疾患の動脈硬
化巣など病変部において、その患部状況を反
映して、ApoE 中に 6-NO2Trp が生じている可
能性があるものと考えた。(図 1)	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
２．研究の目的 
 (1)血清中 Apo	 E のニトロ化と SHR-SP ラッ
トの高血圧・脳卒中病態との関連を明らかに
する。さらに、脳卒中を発症しない高血圧モ
デルラットである SHR ラットとの比較を行い
脳卒中のリスクマーカーとしての可能性を
検討する。また、SHR-SP ラットの大脳、心臓、
肝臓、腎臓でのニトロ化 Apo	 E の存在を明ら
かにする。	 	 
(2)SHR-SP ラットの大脳、心臓、肝臓、腎臓
において、ApoE 以外の特異的 6-NO2Trp 含有
タンパク質を探索し、ApoE に加えて脳卒中に
至る傷害に関与する可能性がある被修飾タ
ンパク質を見出す。	 
 
３．研究の方法 
	 本研究の目的を達成するため、以下に示し
た実験項目を設定し実行する。	 
	 (1)	 血清中 ApoE のニトロ化と高血圧・脳血
管傷害との関連性の解析	 
WKY ラットおよび SHR-SP ラットを用いて、脳
卒中発症直前の週齢（１８週）での大脳、心
臓、肝臓、腎臓におけるニトロ化 ApoE 生成
を検出する（手技：	 ウエスタンブロッティ
ング・組織化学解析、LC-MS/MS によるプロテ
オーム解析を中心とする）	 
(2)	 脳卒中に至る傷害の原因としてのトリ

 



プトファンニトロ化の解析	 
WKYラットおよびSHR-SPラットの大脳、心臓、
肝臓、腎臓におけるニトロ化タンパク質を検
出する。	 また、それらのタンパク質の同定
とニトロ化トリプトファンの位置を
LC-MS/MS	 で解析し、機能に及ぼす影響を予
測し、脳血管傷害との関連を調べる。	 
	 
４．研究成果	 
平成２6 年度	 
ＳＨＲ-ＳＰラットの血清中に認められる

トリプトファンニトロ化 ApoE が、高血圧下
の循環器や脳血管の障害を反映するもので
あるかを明らかにするため、循環器や脳にお
ける ApoE	 のトリプトファンニトロ化を調べ
た。脳卒中直前の１８週齢の SHR-SP の心臓
および大脳からタンパク質抽出を行い、抗ニ
トロトリプトファン抗体を用いたウエスタ
ンブロットと質量分析によりニトロ化タン
パク質の検出を試みた。その結果、下図 2に
示した通り、ニトロトリプトファン生成が顕
著に増加している事が示された（図 2）。	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
上図 2においてシグナルが検出されたスポ

ットに対して、質量分析によるトリプトファ
ンニトロ化タンパク質の同定を行ったとこ
ろ、心臓では Glyceraldehyde-3-phopsphate	 
dehydrogenase(ACC.No.P04794),Triosephos
phate	 isomerase
（ ACC.No.P48500 ） ,Galactoside	 
2-alps-L-fucosyltransferase	 2
（ ACC.No.Q10984 ） ,	 Voltage-dependent	 
anion-selective	 channel	 protein	 
1(Acc.No.Q9Z2L0)の４種のタンパク質中に、

大 脳 で は 、 Proprotein	 convertase	 
subtilisin/kexin	 type	 7(ACC.No.Q62849),	 
Tublin	 beta-2A-chain(Acc.No.P85108),	 
Alpha-enolase(ACC.No.P04764),	 
Beta-enolase(ACC.No.P15429),	 
LIM/homeobox	 protein	 Lhx5(ACC.No.P61376)
の５種タンパク質中にニトロトリプトファ
ンを確認した。ニトロ化を受けているトリプ
ト フ ァ ン 残 基 は Glyceraldehyde-3-	 
phopsphate	 dehydrogenase は N 末端側から数
え 85 番目、Triosephosphate	 isomerase は
169 番 目 、 Galactoside	 2-alps-L-	 
fucosyltransferase	 2 は 135 番 目 、	 
Voltage-dependent 	 anion-selective	 
channel	 protein	 1 は 64 番目と 75 番目の 2
カ 所 、 Proprotein	 convertase	 
subtilisin/kexin	 type	 7 は 478 番目,	 Tublin	 
beta-2A-chain は 101 番目,	 Alpha-enolase
と	 Beta-enolase は 365 番目,	 LIM/homeobox	 
protein	 Lhx5 は 25 番目であった。	 
ApoE に関しては、常法ではこれら組織から

検出できなかったため、種々の工夫を施した
変法を用いて追試を行ったが、検出には成功
しなかった。また、今回の実験で新たに検出
されたトリプトファンニトロ化タンパク質
に関して、被修飾トリプトファン残基の当該
タンパク質機能との関連性について文献等
で調べたが、有効な情報は得られなかった。	 
	 
平成２７年	 
昨年同様に SHR-SP ラットを用いて高血圧

下でニトロトリプトファンを生じるタンパ
ク質の検出を１８週齢の WKY	 および SHR-SP
の肝臓および腎臓を用いて行った。	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

 



それぞれウエスタンブロット上で対照の
WKY ラットと比較したところ、前頁の図 3 に
示した通り、ニトロトリプトファン生成が
SHR-SP で顕著に増加している事が示された。	 
上図 3においてシグナルが検出されたスポッ
トに対して質量分析によるトリプトファン
ニトロ化タンパク質の同定を行ったところ、
肝 臓 か ら は carbonic	 
anhydraseIII(ACC.No.P14141),	 
Bataine-homocysteine	 S-methyltransferase	 
I （ ACC.No.O09171 ） ,	 Argininosuccinate	 
synthase(ACC.No.P09034), 	 Thiosulfate	 
sulfurransferase(Acc.No.P24329),	 
Hydroxyacyl-coenzyme	 A	 
dehydrogenase(Acc.No.Q9WVK7)の 5種のタン
パ ク 質 中 に 、 腎 臓 で は
Actin,cytoplasmic2(ACC.No.P63259),Alpha	 
enolase(ACC.No.P04764), 	 Glycine	 
amidinotransferase(ACC.No.P50442),	 
Aconitate	 hydratase(ACC.No.Q9ER34),	 
Glutathione	 S-transferase	 
alpha-3(ACC.No.P0494), 	 Nucleoside	 	 
diphosphate	 kinase	 B（ACC.No.P19804）,	 
Alpha-crystallin	 B	 chain(ACC.No.P23928)
の 7種のタンパク質中にニトロトリプトファ
ンを見いだすことが出来た。ニトロ化を受け
ているトリプトファン残基は carbonic	 
anhydraseIII は N 末端側から数え 47 番目,	 
Bataine-homocysteine	 S-methyltransferase	 
I は 244 番目,	 Argininosuccinate	 synthase
は 179 番 目 , 	 Thiosulfate	 
sulfurransferase は 36 番 目 ,	 
Hydroxyacyl-coenzyme	 A	 dehydrogenase は
277 番目、 Actin,cytoplasmic2 は 79 番
目,Alpha	 enolase は 365 番目,	 Glycine	 
amidinotransferaseは210番目,	 Aconitate	 
hydratase は 241 番 目 , 	 Glutathione	 
S-transferase	 alpha-3 は 21 番 目 ,	 
Nucleoside	 	 diphosphate	 kinase	 B は 78 番
目,	 Alpha-crystallin	 B	 chain は 60 番目で
あった。	 
昨年度と同様に、被修飾トリプトファン残

基とタンパク質機能との関連について文献
等で調べたところ、 argininosuccinate	 
synthase に関しては、トリプトファンニトロ
化部位が酵素活性に重要な領域の近傍に存
在 す る こ と も 判 明 し た 。 こ の
argininosuccinate	 synthase は、血圧調節
に重要な NOS の基質であるアルギニンの代謝
経路の一端を担うことから、この酵素のトリ
プトファンニトロ化が NO 産生系に影響を与
えることで SHR-SP の高血圧症発症機序その
ものに関与している可能性が高いと考えら
れる。	 
	 
平成２８年度	 
我々は動脈硬化部位などの疾患病変部で、

酸化されたリポタンパク質中で ApoE のトリ
プトファンニトロ化が生じ、被修飾後に血中
に溶出されているという作業仮説のもと研

究を遂行してきた（図 1 参照）。しかし前年
度までの研究で、心臓や脳など各種組織中か
らは ApoE のトリプトファンニトロ化を検出
できなかったことから、トリプトファンニト
ロ化 ApoE の生成は病変組織中ではなく血中
で生じているのではないかという新たな仮
説を立てた。そこで、血中でトリプトファン
ニトロ化を受けている ApoE の詳細を調べる
ために、血中リポタンパク質を簡易的に分画
し、各画分中のトリプトファンニトロ化 ApoE
の有無を調べた。その結果、LC-MS/MS 解析に
よって、VLDL/LDL/キロミクロンを含む画分
中にトリプトファンニトロ化 ApoE が生じて
いることを明らかにした。	 
また、in	 vitro で組み換え体 ApoE に対し

てアポリポタンパク質以外のリポタンパク
質構成成分である脂質（トリパルミチンまた
はコレステロール）を添加し、活性窒素に曝
露する実験を行った。その結果、コレステロ
ールと混和された ApoE に in	 vivo と同様の
約 35kDa のトリプトファンニトロ化 ApoE の
生成が認められた（図 4）。	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
一方、トリパルミチンと混和された ApoE で
は 6-NO2Trp は生成されなかった。これらの結

 



 

果から、トリプトファンニトロ化 ApoE は血
中でコレステロールと共存する状態のリポ
タンパク質中で、既に生成されている可能性
があることが示された。	 
	 
今後の課題	 
今後の研究では、①血中でトリプトファン

のニトロ化を受けたリポタンパク質中の
ApoE が脂質代謝にどのような影響を及ぼし
て脳血管障害の病態形成に関与しているの
か、②Argininosuccinate	 synthase のトリプ
トファンニトロ化が酵素機能にどのような
影響を及ぼしているのか、の 2点に着目をし
て、被修飾タンパク質の機能傷害と疾患病態
形成の関連性に着目をした研究をさらに発
展させる予定である。	 
トリプトファンニトロ化タンパク質の脳血
管疾患マーカーとしての有用性の検証につ
いては、本研究期間中に十分な展開をするこ
とができなかった。今後、SHR との比較実験
を継続してゆく予定である。	 
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