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研究成果の概要（和文）：現在までに、非ステロイド性抗炎症薬として知られているフルルビプロフェンが小胞
体ストレスを抑制できる可能性を示して来た。さらに、フルルビプロフェンの標的タンパク質はアルデヒドデヒ
ドロゲナーゼ（ALDH）である可能性を示してきた。今回、ALDH標品を用いた検討の結果、フルルビプロフェンは
ALDH活性を上昇させることが示された。また、小胞体ストレス誘起試薬を細胞に処置することにより、ALDHはミ
トコンドリアにおいて凝集し、その凝集はフルルビプロフェン処置により抑制される可能性が示された。従って
フルルビプロフェンはALDH活性上昇効果と小胞体ストレスによるALDH凝集抑制効果を有する可能性が示された。

研究成果の概要（英文）：We previously found that flurbiprofen, one of the nonsteroidal 
anti-inflammatory drugs, can ameliorate endoplasmic reticulum stress (ER stress).  Furthermore, we 
previously found that flurbiprofen may interact with aldehyde dehydrogenase (ALDH).  In the present 
study, by using recombinant ALDH protein, we found that flurbiprofen can induce activation of ALDH 
activity.  Additionally, we found possibility that ALDH may form aggregate in the mitochondria by ER
 stress-inducing reagent and this aggregation was reduced by flurbiprofen.  These results suggest 
that flurbiprofen may increase ALDH activity and attenuate ER stress-induced aggregation of ALDH.
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1. 研究開始当初の背景 

タンパク質の多くは小胞体で合成され、正

しい形に折り畳まれることで正常な機能を

獲得する。しかしながら、細胞が低酸素、低

グルコース、有害化学物質のようなストレス

に暴露されると、小胞体の機能に問題が生じ

て、折り畳みが不完全なタンパク質が作られ

る。このような状態を「小胞体ストレス」と

呼び、神経変性疾患、糖尿病、肥満などの疾

患の発症要因となっている（Nature Review 

Mol. Cell Biol. 2007, 8: 519-29）。現在、

「小胞体ストレス」がどのようなメカニズム

で惹起され、どのように制御されているかに

ついてはよく解かっておらず、小胞体ストレ

ス応答を効果的に制御する有効な化合物も

開発されていない。そのような背景のなかで、

申請者は、非ステロイド性抗炎症薬である

「フルルビプロフェン」が、肥満による小胞

体ストレスを軽減することで「抗肥満効果」

を発揮することを見出した。その発見に至っ

た経緯を以下に示す。 

 ホルモンの一種である「レプチン」は、脳

に作用し、摂食抑制、エネルギー代謝亢進作

用により抗肥満効果を発揮することから、レ

プチンは有効な抗肥満薬になり得るものと

期待されていた。ところが、肥満患者にレプ

チンを投与しても効果が認められなかった

ことから、肥満の原因は、レプチンが効かな

い“レプチン抵抗性”であろうと推定されて

いる（Science 2003, 299:856-8）。従って、

レプチン抵抗性を改善する薬物は、肥満治療

に有効であると考えられ、その概念に沿った

抗肥満薬の開発が世界中で進められている。 

 申請者は、（１）小胞体ストレスがレプチ

ン抵抗性の原因である可能性を見出した。さ

らに、（２）小胞体ストレス軽減により、レ

プチン抵抗性を改善する薬物として、非ステ

ロイド性抗炎症薬であるフルルビプロフェ

ンが利用できる可能性を示唆した。また、

（３）フルルビプロフェンはアルデヒドデヒ

ドロゲナーゼ（ALDH）に直接結合しているこ

とも見出した。このように、現在までフルル

ビプロフェンが小胞体機能制御に重要な役

割を担っている可能性を示唆してきた。しか

し、フルルビプロフェンによる ALDH 活性制

御機構については不明な点が多く残されて

いる。 

 

２．研究の目的 

ALDH はアルデヒドを酸化してカルボン酸に

代謝する酵素である。本研究ではこのような

代謝酵素が小胞体ストレス制御に関わる可

能性についてフルルビプロフェンによる

ALDH 活性制御機構を調べることで明らかに

する。 

 

３．研究の方法 

ALDH の活性測定： 

精製したアルデヒドデヒドロゲナーゼ標品

を用いてフルルビプロフェンのアルデヒド

デヒドロゲナーゼ活性に及ぼす影響につい

て ALDH 活性測定キットを用いて検討した。 

 

Insoluble fraction の調整: 

細胞をシャーレに播種し、それぞれの条件で

試薬処理を行い、37℃でインキュベートした。

その後、Lysis buffer を加え、反応を停止さ

せ、4℃、15000rpm で 20min 遠心し、上清を

除いた。残ったペレットを PBS で洗浄し、

modified RIPA buffer を加え、sonication

と shaking により可溶化し、Laemmli buffer

を加えてサンプルとした。 

 

Western blotting: 

SDS-PAGE 後、ニトロセルロース膜上にトラン

スファーした。その後、メンブレンを各 1次

抗体の条件に合わせてブロッキングを行い、

1次抗体と反応させて 4℃で一晩インキュベ

ートした。TBS-T で室温 5min で 3回洗浄した

後、2次抗体で室温で1hインキュベートした。



TBS-T で室温 5min 3 回洗浄後、ECL™ 

detection kit で発光させ、X線フィルムに

露光して検出した。 

 

免疫染色： 

ウェルにカバーガラスを敷き、そこに細胞を

播種し、それぞれの条件で刺激を行った。そ

の後、PBS で洗浄し MeOH で固定を行った。PBS

でwash後、Blocking を37℃で1h行なった。

PBS-T で wash 後、1次抗体で一晩インキュベ

ートした。Wash 後、2 次抗体で、37℃で 1h

反応させた。その後 wash を行い、PBS-T で

1000倍希釈したHoechst溶液を1mL滴下して

室温で 5min 静置することで核を染色した。

PBS-T で wash 後、mounting medium を滴下し

ておいたスライドガラスにカバーガラスを

被せ、蛍光顕微鏡または共焦点レーザー顕微

鏡で観察した。 

 

４．研究成果 

（１）ALDH 活性に及ぼす影響 

 フルルビプロフェンの ALDH 活性に及ぼす

影響について検討した。その結果、ALDH 活性

を上昇させることが知られている Alda-1 処

置時と同様にフルルビプロフェンは ALDH 活

性を上昇させることが明らかになった。従っ

て、フルルビプロフェンは ALDH 活性上昇効

果を有すると考えられた。 

 

（２）小胞体ストレスの ALDH 凝集に及ぼす

影響 

次に、小胞体ストレスの ALDH 凝集に及ぼす

影響を解析した。検討の結果、小胞体ストレ

ス誘起試薬（DTT；Dithiothreitol）をヒト

肝癌由来細胞である HepG2 細胞に 24 時間処

置することにより、ALDH の凝集画分への増加

が観察された。さらにフルルビプロフェンを

HepG2 細胞に処置したところ、小胞体ストレ

ス誘起試薬による ALDH の凝集画分への増加

は抑制されることが明らかになった。従って、

フルルビプロフェンは ALDH タンパク質の凝

集抑制効果を有する可能性が考えられた。 

 

（３）小胞体ストレスによる ALDH タンパク

質の局在に及ぼす影響 

ALDH はミトコンドリアに存在するタンパク

質である。そこで小胞体ストレス誘起試薬の

ALDH 局在変化に及ぼす影響を検討した。その

結果、小胞体ストレス誘起試薬の有無にかか

わらず ALDH はミトコンドリアに存在するこ

とが示唆された。従って、（２）の結果と合

わせると、小胞体ストレス誘起試薬により

ALDH はミトコンドリアにおいて凝集し、その

活性に影響を及ぼしていると考えられた。 
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