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研究成果の概要（和文）：　本研究では，セラミド・アラキドン酸代謝に関して１）TNFalphaによるラクトシルセラミ
ド生成を介したcytosolic PLA2alpha (cPLA2)活性化の解析，２）cPLA2阻害活性を有する新規合成セラミド誘導体の創
出，３）チロシンキナーゼc-Srcによるセラミド分解酵素セラミダーゼ活性化の解析，４）細胞内コレステロールとス
フィンゴ脂質の相互作用の解析，５）新規ゴルジ複合体マーカーとしてのセラミド誘導体の創出を行った．
　肺線維症に関して６）TGFbeta刺激ヒト肺線維芽細胞でのS1Pによる二重支配，７）免疫抑制薬シクロスポリンによる
線維化抑制を明らかにした．

研究成果の概要（英文）：  In this study, the following data were obtained: 1) activation of cPLA2alpha med
iated by lactosylceramide in TNFalpha-stimulated cells, 2) development of new ceramide analogs inhibiting 
cPLA2alpha activity, 3) activation of alkaline caramidase by c-Src, 4) an interaction between cellular cho
lesterol and ceramide metabolites.
  In addition, we showed 5) dual regulation of TGFbeta-induced fibrosis by S1P: stimulation by S1P3 recept
or activation and inhibition by S1P1 receptor activation, and 6) an inhibitory effect of cyclosporin on TG
Fbeta-induced fibrosis in human lung fibroblasts.
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１．研究開始当初の背景 
アラキドン酸からシクロオキシゲナー

ゼ（COX）を介してプロスタノイドが生成さ
れる．この代謝系の異常は炎症性疾患をはじ
めとして癌など各種の疾患，病態に関与して
いる．私たちはアラキドン酸放出の主要な酵
素である細胞質型ホスホリパーゼＡ２
（cPLA2）の活性調節機構の研究を進め，
内在性の脂質であるスフィンゴシン，スフィ
ンゴミエリン，セラミド－１－リン酸などの
一群のスフィンゴ脂質が cPLA2活性制御分
子として機能していることを見出した．一方，
私たちは cPLA2活性やアラキドン酸代謝に
作用する低分子化合物が各種の炎症性疾患
の治療候補薬になると考え，有機合成化学者
を連携研究者として新規の化合物の開発を
進めてきたところ，セラミド・セラミド－１
－リン酸誘導体の中に選択的に cPLA2阻害
活性を示す化合物を見出した．そこで本研究
ではこれまでに得られた成果をさらに展開
し，新しいより有効なタイプのセラミド類似
性のアラキドン酸代謝制御物質の創出を計
画した．肺線維症，気道過敏症，肺がんなど
の肺疾患ではアラキドン酸・プロスタノイド
系の関与が指摘されている．そこで肺細胞や
肺がん細胞などを用いて，スフィンゴ脂質に
よるアラキドン酸・プロスタノイド系の制御
の詳細や合成スフィンゴ脂質誘導体の薬理
作用の解析を行うこととした． 
 
 
２．研究の目的 
（１）多数のセラミド・セラミド－１－リン
酸誘導体を化学合成しその中から cPLA2に
作用する化合物をスクリーニングし，得られ
た情報をさらに解析しより有効な誘導体の
作出を行う．  
（２）セラミド・セラミド－１－リン酸誘導
体は，セラミド代謝にかかわる多くの酵素に
対しても作用することが想定される．そこで
セラミド分解酵素セラミダーゼ，スフィンゴ
ミエリン合成酵素，セラミドキナーゼなどの
酵素活性に対する新規化合物の作用を解析
する． 
（３）肺線維化，肺がんなど肺疾患時におけ
るセラミド・アラキドン酸代謝の変動を解析
し，さらに合成誘導体の薬理作用を検討し治
療候補薬の可能性を探る． 
 
 
３．研究の方法 
（１）cPLA2活性に対する新規合成セラミ
ド・セラミド－１－リン酸誘導体の網羅的解
析 
（２）セラミド代謝酵素活性に対する新規合
成セラミド・セラミド－１－リン酸誘導体の
網羅的解析 
（３）肺線維化モデル細胞でのアラキドン酸
代謝・セラミド代謝異常の解析とセラミド・
セラミド－１－リン酸誘導体の薬理作用の

解析 
（４）肺がんモデル細胞でのアラキドン酸代
謝・セラミド代謝異常の解析とセラミド・セ
ラミド－１－リン酸誘導体の薬理作用の解
析 
（５）肺気道過敏症，肺がんモデルマウスに
おけるセラミド誘導体の薬理作用の解析 
 
 
４．研究成果 
（１）アラキドン酸代謝・セラミド代謝と合
成セラミド関連誘導体の薬理作用の解析 
 ○1  培養細胞 CHO に緑色蛍光蛋白（Green 
Fluorescence Protein, GFP）を付加したヒトセ
ラミドキナーゼを遺伝子導入法により強制
発現させた．発現細胞では２４時間後に細胞
が球状化し，C8 セラミドを培地中に共存させ
た場合には６時間後に球状化の亢進が観察
された．また乳酸脱水素酵素の細胞外漏洩で
評価した細胞死もセラミドキナーゼ強制発
現細胞で亢進していた．セラミドキナーゼ強
制発現細胞では，セラミド－１－リン酸生成
が亢進し cPLA2活性を介したアラキドン放
出が亢進していた．正常細胞にセラミド－１
－リン酸を処置した場合にも細胞形態の球
状化と細胞死が観察され，これらは cPLA2
阻害薬で減少した．また，cPLA2をノック
ダウンしたＬ９２９線維芽細胞ではセラミ
ドキナーゼ強制発現による細胞球状化，細胞
死亢進が，対照細胞に比較し，有意に抑制さ
れていた．これらの結果から，セラミドキナ
ーゼはセラミド－１－リン酸生成を介して
cPLA2活性化によるアラキドン酸放出を起
こし，細胞形態の球状化を伴う細胞死を亢進
していることが明らかとなった． 
 
 ○2  ニーマンピック病Ｃ型では細胞内コ
レステロール輸送蛋白質 NPC1 の欠損により
細胞内小器官エンドソームにコレステロー
ルが蓄積し細胞障害を生じる．本研究で，
NPC1 欠損細胞では，コレステロールの蓄積
が cPLA2活性を介したアラキドン酸放出，
プロスタノイド生成を亢進させ，細胞周期の
延長・停止さらには細胞死の亢進を誘導する
ことをはじめて明らかにした． cPLA2ノッ
クダウンや阻害剤の検討から cPLA2が本疾
患に深く関与していることを明らかにした．
本成果はニーマンピック病に対する新たな
治療ターゲットを示している． 
 
 ○3  細胞内シャペロン蛋白の１つである
熱ショック蛋白質 HSP90 は，いくつかのがん
細胞では発現量増大が観察され，HSP90 阻害
薬の抗がん剤としての有用性が検討されて
いる．神経細胞 PC12 において HSP90 阻害薬
処理がセラミド，スフィンゴ脂質の代謝を変
動させることを見出した． 
 
 ○4  連携研究者である西田篤司教授のグ
ループが作成した３０種以上のセラミド誘



導体を用いて cPLA2活性阻害作用をスクリ
ーニングした．複数個の活性化合物を同定し，
さらに化合物の構造を修飾し，新規の
cPLA2 阻 害 剤 と し て
C2-diethyl-ceramide-1-phosphate を見出した．
本化合物は側鎖のアシル基がＣ２と短く，セ
ラミド－１－リン酸のリン酸部分が２分子
のエチル基で修飾された化合物である．一連
の研究から，側鎖が短い化合物が有効である
こと，リン酸部分のメチル基修飾体も有効で
あることなどが示された．リン酸基がフリー
である C2-ceramide-1-phosphate は cPLA2
活性亢進作用を示すことから，リン酸基の修
飾が阻害作用に必須であると考察された．メ
チル誘導体は cPLA2阻害活性に加えて細胞
障害誘発性を示したが，エチル誘導体は２４
時間では細胞障害作用を示さない cPLA2阻
害 薬 で あ っ た ． 新 規 cPLA2 阻 害 剤
C2-diethyl-ceramide-1-phosphate の詳細な作
用メカニズムを解析したところ，cPLA2が
基質であるホスファチジルコリンと相互作
用する cPLA2のＣ末側触媒部位において阻
害作用を示すことが示された．セラミド－１
－リン酸は cPLA2のＮ末側領域と結合して
活性化作用を示すが，新規阻害剤はセラミド
－１－リン酸の cPLA2のＮ末側への結合を
阻害することはなかった．これらの結果は本
研究で得られた新規阻害剤が細胞毒性の低
い選択的 cPLA2阻害剤であることを示して
おり，今後の阻害剤開発の大きな手掛かりと
なると考えている．

 ○  セラミドからグルコシルセラミド合
成酵素で生成されるグルコシルセラミド，さ
らにはこれにガラクトース付加酵素により
生成されるラクトシルセラミド（LacCer）が
cPLA2を直接的に活性化することをはじめ
て見出した．細胞をグルコシルセラミド合成
酵素阻害剤で１８時間処置するとグルコス
フィンゴ脂質の含量が減少し，受容体刺激に
よるアラキドン酸放出量が減少した．LacCer
の外部添加はアラキドン放出を起こし，この
放出は cPLA2ノックダウン，阻害剤で抑制
された．さらに LacCer は Ca2+ イオンとは無
関係に cPLA2と結合することが酵素レベル
で示され，細胞中では細胞質に存在していた
GFP-labeled cPLA2を核膜近傍のゴルジ体
へ集積させた．サイトカインの一種である腫
瘍壊死因子（Tumor Necrosis Factor- , TNF）
で細胞を刺激すると，細胞内で LacCer などの
グルコスフィンゴ脂質が増加し，この増加が
TNFによるアラキドン酸放出と連動してい
ることが示された．これらの結果からサイト
カイン刺激がスフィンゴ糖脂質の変動を介
してプロスタノイド生成へと連動している
という新しいシステムが証明された． 
 
 ○6  A549 肺がんモデル細胞でがん化への
関与が示されている c-Src チロシンキナーゼ
がセラミド分解酵素セラミダーゼの活性を

正に調節していることを，c-Src の強制発現，
ノックダウン，薬理学的手法で明らかにした．
各種のセラミダーゼの中のアルカリ性で高
い活性を示す ACER2 が調節を受けているこ
と，Lyn という別のチロシンキナーゼの活性
化では変化が見られなかったこと，ACER2 
は血清中の因子により酵素の発現量が制御
されることなども明らかにできた． 
 
 ○7  合成セラミド関連誘導体の細胞レベ
ルでの薬理作用を検討中に，連携研究者作成
の誘導体の中に細胞内小器官であるゴルジ
体に集積する化合物acetyl-C16-ceramide-NBD 
を見出した．NBD などの蛍光発色団を付加
させたセラミドやスフィンゴ糖脂質のいく
つかは低分子ゴルジ体マーカーとして多く
の研究で既に用いられている．しかしこれら
の従来の低分子マーカーは，時間経過ととも
に代謝物へ変換されまた細胞毒性を有する
ことから，長時間標識型のマーカーとしては
短所があることが示されていた．見出した新
規 ゴ ル ジ 体 マ ー カ ー 化 合 物
acetyl-C16-ceramide-NBD は各種のセラミド
代謝酵素による代謝を受けにくくまた細胞
毒性も低い化合物であった．この新規マーカ
ーを用いて細胞分裂時に観察されるゴルジ
体の断片化と分裂後の２つの細胞でのゴル
ジ体の再編成を追跡することが可能であっ
た．現在，国内特許権と米国での特許権を申
請中である．本マーカーは再生医療などに用
いる iPS 細胞などの細胞機能評価に有用で
あると考えられる． 
 上記の成果を含むセラミドやスフィンゴ
脂質代謝系によるアラキドン酸代謝系の制
御の詳細は日本薬理学会英文学会誌である
Journal of Pharmacological Sciences (2014, 124, 
307-312) に Invited Review として公表した． 
 
（２）各種肺疾患モデルにおけるアラキドン
酸代謝・セラミド代謝異常の解析と関連薬物
の薬理作用の解析 
 ○1  ヒト肺由来の線維芽細胞をサイトカ
イン transforming growth factor-beta1 (TGF1)
で 刺 激 す る と 線 維 化 マ ー カ ー 蛋 白 質 
-smooth muscle actin (SMA) 発現が亢進す
る．これを指標に抗酸化作用を示すことが知
られている臨床使用中の薬剤の作用を検討
したところ，高脂血症治療薬であるプロブコ
ール，ロバスタチンが TGF1 による活性酸
素の上昇を抑え線維化を抑制することを見
出した．また，レシチン化し安定性を増大さ
せた抗酸化作用を有する酵素スパーオキシ
ドデスムターゼも線維化抑制作用を示した． 
 
 ○2  スフィンゴ脂質由来の生理活性物質
ス フ ィ ン ゴ シ ン － １ － リ ン 酸
（Sphingosine-1-Phosphate, S1P）が肺細胞の線
維化に関して，促進・抑制の二面性の応答を
示すことを見出した．TGF1 刺激はスフィン
ゴミエリンの分解を亢進しセラミドを生成



し，セラミドはさらにセラミダーゼにより分
解されスフィンゴシンを生成させた．スフィ
ンゴシンはスフィンゴシンキナーゼにより
リン酸化され S1P が生成されオートクライ
ン的に近傍の同種細胞へシグナルを伝え線
維化反応を制御していた．薬理学的手法から，
S1P3 受容体は Gq/11 を介したシグナルで
SMA 発現を亢進させ（線維化促進），S1P1 
受容体は Gi/o を介したシグナルでシクロオ
キシゲナーゼ２の発現誘導を起こし PGE2 
生成を亢進させた．PGE2 は細胞内サイクリ
ックＡＭＰを亢進させるプロスタノイドで
あり，このシグナルは SMA 発現を負に調
節していた．S1P による二面性の線維化制御
機構の存在を同一の細胞ではじめて明らか
にできた． 
 
 ○3  肺気道過敏症，肺がんモデルマウスな
どの作製を既知の方法に準じて行い，化合物
の動物レベルでの薬理作用の解析を試みた．
その結果，気道過敏症や肺がんの出現率，症
状の程度に個体差あるいは実験群での違い
が大きく，動物モデル作成の今後の改良が必
要であると判明した． 
 
 ○4  肺炎症性疾患ではステロイドなど抗
炎症作用を有する治療薬も使用される．ヒト
肺線維芽細胞の TGF1 によるSMA 発現上
昇に対する各種抗炎症薬の直接的な薬理作
用を検討したところシクロスポリンが線維
化反応を抑制することを見出した．類似の作
用メカニズムを有するタクロリムスは無効
であった．現在，シクロスポリンの作用機構
の詳細を解析中である．  
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