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研究成果の概要（和文）：喘息・肥満・糖尿病などの持続性炎症疾患における、アルギナーゼのバイオマーカーとして
の有用性をヒトとマウスにおいて検討した。喘息患者血清を用いて、アルギナーゼおよび生理的因子との関連について
多変量解析を行ったところ、アルギナーゼはhs-CRP、呼気NO、NOx、酸化ストレスバイオマーカーである3-ニトロチロ
シンと正の関係を示し、炎症性バイオマーカーとしての有用性が示唆された。マウス肥満モデルにおいてアルギナーゼ
発現は血糖値・体重の増加と共に増大し、肥満・糖尿病の発症に関与する可能性が示された。また、亜硝酸イオンによ
るインスリン濃度の抑制が認められ、糖尿病予防に寄与する可能性が示唆された。

研究成果の概要（英文）：The availability of arginase as a biomarker for asthma, diabetes, and obesity was 
evaluated.  In asthmatic patients, the relationship among arginase and physiological factors was investiga
ted using a multivariable analysis.  Given that the concentration of serum arginase had a positive correla
tion with hs-CRP, exhaled nitric oxide, NOx, and 3-nitrotyrosine, it is likely that arginase is available 
as a biomarker.  In obese model mice, the expression of arginase was upregulated, in proportion as increas
e of body weight and blood glucose.  Nitrite may contribute to prevention of diabetes, because the concent
ration of insulin was downregulated with nitrite.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 
(1) 動物実験における背景 
 
アルギナーゼは尿素回路を構成する酵素の
一つで、肝臓の原形質に主に発現する I 型と
腎臓のミトコンドリアに多く発現する II型と
いう 2 つの分子種が存在する。我々は、ダニ
抽出物の点鼻投与により作製された喘息モ
デルマウスを用い、アルギナーゼ I の肺組織
における発現誘導及び血清における活性上
昇を初めて証明した。これは、アルギナーゼ
が NO 合成酵素の基質でもある L-Arginine を
消費し、NO 合成酵素の発現が増大している
にも関わらず、気管支拡張に必要な NO の不
足を引き起こす可能性を示唆するものであ
る。さらに、アルギナーゼ阻害剤の投与によ
り、気道抵抗の緩和、Th2 サイトカインの低
下、気管支肺胞洗浄液(Bronchoalveolar lavage 
fluid; BALF)中の好酸球数抑制といった抗炎
症作用が観察された。以上より、実験喘息モ
デルでアルギナーゼの発現が NO を介して喘
息病態に影響していることが証明された。 
 
(2) 疫学調査における背景 
 
我々は、ELISA を用いて、喘息患者における
血清中アルギナーゼ I の有意な上昇及び高感
度 CRP (C-reactive protein)との相関を初めて
証明した。中でも、血清中 IgE 濃度の低い非
アトピー性の喘息罹患者においてアルギナ
ーゼ I は高値を示した。以上より、血清中ア
ルギナーゼ I は、非アトピー性喘息の診断に
おける新規バイオマーカーとして有用であ
ることを示した。 
 
２．研究の目的 
 
喘息、肥満、糖尿病等の慢性かつ低レベル持
続性炎症疾患を対象に、疫学研究及び実験動
物モデルの双方について、アルギナーゼ I を
バイオマーカーとして炎症と病態との関係
を解明することにより、世界に先駆けて予防
医学的な有用性を確立することを目的とし
た。 
 
３．研究の方法 
 
(1) 喘息における血清アルギナーゼ I と呼気
NO 及び血清 IgE との関連性－ヒト症例と動
物モデルを用いた検討－ 
 
ヒト症例については、川崎医科大学との共同
研究を行った。喘息患者の呼気 NO 及び呼吸
機能を測定した。また、血清及び尿を採取し、
アルギナーゼ I 量及びその関連物質
(L-arginine、hs-CRP、NOx [NO3

-及び NO2
-]等)

を測定し、それらの相関について多変量解析
を用いて分析した。 
 

また、NC/Nga マウスに対しダニ抽出物を点
鼻暴露して喘息モデルを作製した。さらに、
アルギナーゼ阻害剤である nor-NOHA を点鼻
暴露、抗炎症剤であるプレドニゾロンを腹腔
内投与した。最終暴露から 24 時間後、人工
呼吸器につなげて気道抵抗を測定した後に
安楽死させ、肺及び血清を採取した。その後、
肺におけるアルギナーゼ I の発現及び血清に
おけるアルギナーゼ I 発現量及び酵素活性を
測定した。また、これらの投与による気道炎
症の緩和、Th2 サイトカインの発現変動につ
いても検討を行った。 
 
(2) ヒト単球系培養細胞及び末梢血好中球に
よるアルギナーゼ I の発現誘導因子の検索及
び誘導機序の解明－マウス培養マクロファ
ージとの比較 
 
ヒト単球系培養細胞(THP-1)について、キサ
ンチン-キサンチンオキシダーゼ系による O2

-、
H2O2、H2O2 + Fe2+(・OH) 発生系、TGF-β、IL-10 
等の因子を添加し、アルギナーゼ I の誘導を
試みた。酵素発現は、PCR による mRNA レ
ベルまたは western blot による蛋白レベルで
検討し、アルギナーゼ I 誘導発現における活
性酸素種の関与を検証した。 
 
(3) 肥満・糖尿病発症マウスモデルを用いた
低レベル持続性炎症におけるアルギナーゼ I
の動態把握とその制御による肥満及び糖尿
病発症予防に関する研究 
 
C57BL/6J マウスに対し高カロリー食(脂肪含
有率 60%；コントロール食は 10%)を与えた。
また、同時に nor-NOHA または NaNO2を投与
した。経時的に体重､血糖を測定した後 20 週
齢で安楽死させ、血漿中コレステロール、
leptin、インスリン濃度及びアルギナーゼ活性
を測定した。腹腔内脂肪組織の NOx 濃度、
NO 合成酵素(NOS2) mRNA、アルギナーゼ I 
mRNA 発現等を PCR で測定し、肥満の影響
によるアルギナーゼ I の動態を検討した。 
 
(4) 肝臓型アルギナーゼ I に特異的な ELISA 
の開発 
 
ヒトアルギナーゼ I をコードした 966bp の合
成 DNA を pET-24a(+)ベクターへ挿入し、大
腸菌BL21(DE3)へ導入して形質転換させた大
腸菌を作製した。Western blot でアルギナーゼ
I の発現を確認し､精製した。その精製標品を
用い、家兎に免疫することでポリクローナル
抗体を作製した。 
 
このポリクローナル抗体を用いて ELISA 系
を構築し、その測定再現性、安定性等につい
てバリデーションを行った。また、健常人か
ら得られた血清サンプルを用い、市販 ELISA
との比較を行うと同時に、アルギナーゼ I 濃
度と他の生理的パラメータとの相関につい



て解析した。 
 
また、溶血サンプルにおけるアルギナーゼの
測定精度を高めるため、赤血球中にのみ発現
している variant 型 (通常のアルギナーゼ I と
比較し、8 アミノ酸多い)を認識可能なモノク
ローナル抗体の作製を試みた。 
 
(5) 喘息モデルマウスを用いた呼気 NO の発
生機序の解明 
 
マウスに対し NO2

-を投与し、呼気を採取した。
採取した呼気または対照となる室内空気を、
直接 NO analyzer (NOA 280i)に導入し、NO 由
来のピークを検出した。 
 
また、キサンチンオキシダーゼ (XO)は潜在
的にNO3

-またはNO2
-からNOへの還元能を持

つことが知られている。そこで、喘息モデル
マウスから肺ホモジネート及び BALF を得て、
NO3

-及び NO2
-濃度を測定し、XO の発現を

Western blotting で検討した。また、これらの
サンプルから XO を native-PAGE で分離し、
XO としての酵素活性をニトロブルーテトラ
ゾリウム (NBT)との反応で測定した。 
 
４．研究成果 
 
(1) 喘息における血清アルギナーゼ I と呼気
NO 及び血清 IgE との関連性－ヒト症例と動
物モデルを用いた検討－ 
 
喘息患者血清について、血清アルギナーゼ I
は、L-arginine や IgE と負の関係を示し、
hs-CRP、呼気 NO、NOx、酸化ストレスバイ
オマーカーである 3-ニトロチロシンと正の
関係を示した。さらに L-アルギニンは 3-ニト
ロチロシンと負の関連性を認めた。 
 
すなわち、アルギナーゼ I は、血中及び組織
中の L-アルギニン濃度を制御していること
が示された。さらに、この制御機構を介して
NO 合成酵素を抑制し、酸化ストレスを増強
していることが示唆された。また、アルギナ
ーゼ I は、呼気 NO とは正の関連があり、共
通の転写因子により調節されている可能性
を認めた。 
 
また、炎症機序における既存のバイオマーカ
ーである hs-CRP と正の関連性があったこと
から､アルギナーゼ I は炎症バイオマーカー
としての可能性があることが示唆された。 
 
動物を用いた実験として、喘息モデルマウス
に nor-NOHA 若しくはプレドニゾロンを投与
することにより、ダニ抽出物単体暴露時と比
較して気道抵抗及び肺におけるアルギナー
ゼ活性の低下が認められた。また、これらの
投与により粘液分泌細胞の増殖及び気道周
囲における炎症性細胞の浸潤は抑制され、

Th2 サイトカインの発現も減少した。 
 
(2) ヒト単球系培養細胞及び末梢血好中球に
よるアルギナーゼ I の発現誘導因子の検索及
び誘導機序の解明—マウス培養マクロファ
ージとの比較 
 
ヒト単球系培養細胞を PMA により分化誘導
させた後、H2O2 や H2O2 と Fe2+により生成す
る・OH ラジカル等の酸化ストレス源へ暴露し
たが、アルギナーゼの誘導は証明されなかっ
た。 
 
(3) 肥満・糖尿病発症マウスモデルを用いた
低レベル持続性炎症におけるアルギナーゼ I
の動態把握とその制御による肥満及び糖尿
病発症予防に関する研究 
 
マウスに高カロリー食を摂取させたところ、
体重増加と共に､血糖値、血清インスリン値、
アルギナーゼ活性等の上昇、腹腔内脂肪組織
のアルギナーゼ I mRNA の強発現が認められ、
逆に血清 L-アルギニンは低下した。また、ア
ルギナーゼ I 濃度及びアルギナーゼ活性に関
して、血糖値との正の相関が、L-arginine 及び
NO2

-とは負の相関が認められた。この際、高
カロリー食に加え NO2

-を摂取させることに
よって、血清インスリンの上昇は抑制された。
しかし、nor-NOHA を高カロリー食群に同時
投与したが、血糖値及び体重には変化が認め
られなかった。 
 
肝臓組織内のアルギナーゼ I は、高カロリー
食摂取マウスにおいて低い染色性を示した
ことから、血中アルギナーゼ I の増大分が肝
臓からの遊離アルギナーゼに由来する可能
性が示唆された。また、脂肪肝による動脈硬
化発症について、肝臓からの遊離アルギナー
ゼによる L-arginine 消費及びそれに伴う NO
合成低下が関与している可能性が示唆され
た。 
 
以上より、アルギナーゼ I が肥満に伴う糖尿
病の発症に関与している可能性と、NO2

-が糖
尿病を予防する可能性があることが示唆さ
れた。 
 
(4) 肝臓型アルギナーゼ I に特異的な ELISA 
の開発 
 
大腸菌に産生させたヒトアルギナーゼ I タン
パクを用いて、ウサギ由来のポリクローナル
抗体作製及び ELISA 系の構築に成功した。し
かし、赤血球型 variant のみを認識するモノク
ローナル抗体の完成には至らなかった。 
 
本 ELISA に関してバリデーションを行った
ところ、検出範囲は0.085～500 ng/mLであり、
日内及び日間再現性、凍結融解安定性、室温
及び冷蔵下における保存安定性が証明され



た。また、特異性を検証したところ、マウス、
ラット、ウサギ、ヤギ血清等との反応性は認
められず、ヒト血清へのアルギナーゼの添加
回収試験も良好であった。 
 
また、健常成人約 700 名を対象に血清中アル
ギナーゼ濃度と様々な因子の相関に関して
市販 ELISA との比較を行ったところ、ほぼ同
様の結果を示した。すなわち、いずれも酸化
ストレスバイオマーカーである尿中 8-OHdG
濃度と正の関連性があり、年齢及び血清イン
スリン濃度と負の関連性が認められた。 
 
(5) 喘息モデルマウスを用いた呼気 NO の発
生機序の解明 
 
マウスに対し NO2

-を投与した後、呼気中の
NO 濃度測定を試みたが、環境中 NO とのシ
グナル差分は非常に小さく、現行法  (NO 
analyzer に導入しての直接測定)での検出は困
難と考えられた。動物個体からの新規検出手
法については検討中である。 
 
肺における XO の発現を検討したところ、通
常では細気管支上皮に存在していたが、喘息
モデルにおいては減少していた。ただし、肺
ホモジネート及び BALF においては、喘息モ
デルにおけるタンパク発現が有意に増大し、
酵素活性の上昇も認められた。一方、NO2

-の
量は、肺組織及び BALF のいずれにおいても
喘息モデルでは減少しており、XO による NO
の産生に NO2

-が利用されている可能性が示
唆された。 
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