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(57)【要約】
【課題】脂肪肝から進行性のヒト非アルコール性慢性肝炎及び／又は肝線維化及び／又は
肝硬変を再現する新規病態モデル実験動物及びその作出方法と新規病態モデル実験動物の
利用方法を提供することにある。
【解決手段】脂肪肝担持モデル実験動物に対し生体内低酸素状態を形成させ、最終的に非
アルコール性脂肪性肝炎及び／又は肝硬変の生化学的特徴及び/又は病理組織学的特徴を
維持した病態モデル実験動物を作出する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
生体内低酸素状態を形成させることにより作出される非アルコール性脂肪性肝炎の生化
学的特徴及び/又は病理組織学的特徴を維持した病態モデル実験動物（ヒトを除く）。
【請求項２】
出発供試材料として脂肪肝担持実験動物を用いて作出された請求項１に記載の病態モデ
ル実験動物。
【請求項３】
血中酸素分圧を低水準に維持するにあたり、上記脂肪肝担持実験動物にメトヘモグロビ
ン血症を発症させることを特徴とする請求項２に記載の病態モデル実験動物。
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【請求項４】
上記血中酸素分圧が１０８ヘクトパスカル未満であることを特徴とする請求項３に記載
の病態モデル実験動物。
【請求項５】
上記脂肪肝担持実験動物にメトヘモグロビン血症を発症させるにあたり、該脂肪肝担持
実験動物に亜硝酸塩及び／又はヒドロキシルアミンを投与することを特徴とする請求項３
あるいは４に記載の病態モデル実験動物。
【請求項６】
上記請求項１乃至５に記載の病態モデル実験動物は、医学研究用実験動物であることを
特徴とする病態モデル実験動物。
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【請求項７】
上記医学研究用動物がげっ歯類であることを特徴とする請求項６に記載の病態モデル実
験動物。
【請求項８】
上記げっ歯類がマウス又はラットであることを特徴とする請求項７に記載の病態モデル
実験動物。
【請求項９】
酸素濃度として１８０ヘクトパスカル以下の低酸素環境で飼育することにより作出され
る非アルコール性脂肪性肝炎の生化学的特徴及び/又は病理組織学的特徴を維持した病態
モデル実験動物（ヒトを除く）。
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【請求項１０】
生体内低酸素状態を形成させることにより、非アルコール性脂肪性肝炎の生化学的特徴
及び/又は病理組織学的特徴を維持した病態モデル実験動物（ヒトを除く）を作出する病
態モデル実験動物の作出方法。
【請求項１１】
出発供試材料として脂肪肝担持実験動物を用いて作出された請求項１０に記載の病態モ
デル実験動物の作出方法。
【請求項１２】
血中酸素分圧を低水準に維持するにあたり、上記脂肪肝担持実験動物にメトヘモグロビ
ン血症を発症させることを特徴とする請求項１１に記載の病態モデル実験動物の作出方法
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。
【請求項１３】
上記血中酸素分圧が１０８ヘクトパスカル未満であることを特徴とする請求項１２に記
載の病態モデル実験動物の作出方法。
【請求項１４】
上記脂肪肝担持実験動物にメトヘモグロビン血症を発症させるにあたり、該脂肪肝担持
実験動物に亜硝酸塩及び／又はヒドロキシルアミンを投与することを特徴とする請求項１
２あるいは１３に記載の病態モデル実験動物の作出方法。
【請求項１５】
上記請求項１０乃至１４に記載の病態モデル実験動物は、医学研究用実験動物であるこ
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とを特徴とする病態モデル実験動物の作出方法。
【請求項１６】
上記医学研究用動物がげっ歯類であることを特徴とする請求項１５に記載の病態モデル
実験動物の作出方法。
【請求項１７】
上記げっ歯類がマウス又はラットであることを特徴とする請求項１６に記載の病態モデ
ル実験動物の作出方法。
【請求項１８】
出発供試材料として脂肪肝担持実験動物を用いて作出された請求項９に記載の病態モデ
ル実験動物の作出方法。
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【請求項１９】
上記請求項９に記載の病態モデル実験動物がマウス又はラットであることを特徴とする
請求項７に記載の病態モデル実験動物の作出方法。
【請求項２０】
請求項１乃至９のいずれか１項に記載の病態モデル実験動物を非アルコール性脂肪性肝
炎の重症化予防剤開発に供することを特徴とする病態モデル実験動物の利用方法。
【請求項２１】
請求項１乃至９のいずれか１項に記載の病態モデル実験動物を非アルコール性脂肪性肝
炎の治療剤開発に供することを特徴とする病態モデル実験動物の利用方法。
【請求項２２】
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請求項１から９のいずれか１項に記載の病態モデル実験動物を非アルコール性脂肪性肝
炎を指標とした生理活性物質のスクリーニングに供することを特徴とする病態モデル実験
動物の利用方法。
【請求項２３】
請求項１乃至９のいずれか１項に記載の病態モデル実験動物を低酸素血症に伴う生活習
慣病の発症機構の解析及び重症化予防剤開発並びに治療剤開発及び治療法の開発に用いる
ことを特徴とする病態モデル実験動物の利用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、非アルコール性脂肪性肝炎(non‑alcoholic steatohepatitis, 以降「NASH」
と呼称する)の生化学的特徴及び／又は病理組織学的特徴を有する病態モデル実験動物及
びその作出方法並びに利用方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
脂肪肝に炎症が加わり、それが持続すると肝硬変まで進行することがある。この病態は
非飲酒歴者においてもアルコール性脂肪性肝炎に類似した病状を示すことから、NASHの診
断名を高血圧、糖尿病、高脂血症と並び新しい生活習慣病として俄に注目されている。
【０００３】
NASHが単純脂肪肝と大きく異なる点は肝炎や肝線維化が存在することである。NASHの診
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断には、一般に、病理組織学的評価が必要(非特許文献２)で、この場合、肝細胞の大滴性
脂肪性変化、肝細胞の変性・壊死、門脈域のリンパ球浸潤が見られ、その結果として小葉
内に線維化を呈する特徴を有している。飲酒歴がないにも関わらず、過剰栄養摂取が原因
でアルコール性肝障害に類似した脂肪肝から脂肪性肝炎になり、その進行により肝臓の線
維化が進み、肝硬変への進展をたどる。肝硬変の基本的病態は、進行性不可逆性の肝機能
低下｛アルブミン、血液凝固因子（プロトロンビンを含む）の産生障害から、腹水、出血
傾向、肝性脳症が惹起｝と、門脈血流の減少に伴う門脈圧亢進症（この結果、食道静脈瘤
、消化管出血、脾腫、肝性脳症などが惹起）である。さらに一部がん化することが問題視
される。
【０００４】
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脂肪肝に何らかの刺激が加わって脂肪性肝炎、肝の線維化さらに重症進行化により肝硬
変へと進展するとされる。NASHの発生機序として、脂肪肝はNASHの前段階と考えられ、脂
肪肝がまず生じ、そこに何らかのストレスが加わり脂肪性肝炎、さらにより進んだ肝障害
（肝硬変）へと移行する(非特許文献３)。すなわち、肝への脂肪沈着により脂肪肝が生じ
る課程はNASHの第一段階であり、この脂肪肝に第二段階として（a）酸化ストレス(非特許
文献４、５)、（b）エンドトキシンによる炎症性サイトカインの誘導、（c）CYP2E1 の発
現・誘導(非特許文献６、７)、（d）ミトコンドリアの機能異常、などのさまざまな機序
が相互に関連してNASHへと進展していくと推測される。ゆえに、NASHモデル実験動物の開
発においても、脂肪肝にこれらのストレス負荷が必要となる。ヒト該病態に即した病態モ
デル実験動物作成には、ヒトの生活習慣の中でNASH病態へと進展させるストレス或いはそ
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れに近似させたストレス負荷が望ましい。
【０００５】
食生活の欧米化すなわち高脂肪含量の食生活や運動不足による肥満人口の増加と生活習
慣病患者の増加に伴い、脂肪肝患者，NASH患者も増加することが想定される。ゆえに、脂
肪肝から肝炎、肝線維化及び肝硬変への進行性疾患であるNASH病態の解明と、新たに開発
されるNASH治療薬や重症化抑制薬及び／又はNASH発症リスク低減機能食品や重症化リスク
低減機能食品及び／又はNASH治療方法や重症化予防法の確立が望まれている。
【０００６】
進行性疾患であるNASH病態の解明と、新たに開発されるNASH治療薬や重症化抑制薬及び
／又はNASH発症リスク低減機能食品や重症化リスク低減機能食品及び／又はNASH治療方法
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や重症化予防法の確立のためには、肝炎、肝線維化や肝硬変の部位にどのような影響を及
ぼすのかを確認することは極めて重要であり、このためには病態進展に密接に関与する生
活習慣病に分類される病態に対する生理機能調節素材の作用をヒトNASH病態に即した該病
態モデル実験動物を用いた長期間観察が必要である。
【０００７】
しかし、NASH の病態機序の解明と薬物治療のため、これまでに栄養学的知見に基づき
開発された病態モデルはいずれも単なる脂肪肝に過ぎない。すなわち、最近、NASHモデル
動物として、メチオニン又はコリン欠乏飼料または高脂肪および高糖質成分の飼料を与え
開発された病態動物肝臓の病理組織学的特徴(非特許文献８、９)はいずれも脂肪肝あるい
は肝炎の段階に止まり、著しい線維化は認められないか、あっても極めて軽微なもので、
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脂肪性肝炎から線維化への進行性が高いNASH病態に近似するものではない。さらに高脂肪
および高糖質成分の飼料を与え開発された病態動物(非特許文献１０)は脂肪肝の形成に約
８週間、脂肪性肝炎形成に約１６週間に渡る長期間飼育を要する。
【０００８】
さらに、従来、肝炎、肝線維化、肝硬変の病態モデルは、四塩化炭素、チオアセトアミ
ド、ジメチルニトロソアミンなどの慢性肝炎誘発剤又は肝硬変誘発剤投与による。これら
の肝障害機序は共通している。すなわち、これらはいずれも脂溶性物質であり肝臓で代謝
を受け高反応性代謝物へと代謝変換される。四塩化炭素を例に取ると、肝での代謝の場所
であるミクロソームに存在するチトクロムP‑450酵素による代謝でCC13・遊離基に次いでC
C13OO・遊離基が生成される機構で肝小葉中心部の壊死をもたらす。従って、脂肪肝が基
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盤となる損傷による肝炎がもたらす病態とはその機構及び発現する様相に本質的相違があ
る(非特許文献１１)。
【０００９】
慢性肝炎及び／又は肝硬変の病理組織学的特徴を維持するモデル哺乳動物を作成するに
当たり、チオアセトアミドを投与する方法(特許文献１)が公知であるが、コスト、労力の
面から現実的ではなく、また、該モデル動物作成可能な個体数にも限りがあり、再現性を
高めることは技術的にも熟練を要する。
【００１０】
通常の生活においてヒトは慢性肝炎誘発剤又は肝硬変誘発剤に暴露される可能性は極め
て低く、それらによる病態モデルは該NASH病態に即した脂肪性肝炎、肝線維化、肝硬変や

50

(5)

JP WO2008/018191 A1 2008.2.14

肝がん病態モデルとは成り得ない。また、肝臓疾患治療のため、例えば、抗酸化剤を利用
する方法(特許文献２、３)、酸素を用いる方法(特許文献４)、L‑アラニンを用いる方法(
特許文献５)が公知であるが、該病態モデルのヒトとの近似性は不十分であり、より改善
された重症化予防剤、治療剤等のスクリーニング、開発をはじめとする生活習慣病一般の
助長機構解析に基づく治療法、治療剤開発の必要性に鑑みて、これらの手法は不十分であ
る。
【００１１】
一方、ヒトにおけるNASH発症リスクは脂肪肝症例の睡眠時無呼吸症候群において上昇す
る（非特許文献１２参照）。非アルコール性脂肪肝動物へ人為的に血中低酸素状態を与え
ることにより、ヒト症例の発症病態に近似させることが出来る（非特許文献１３参照）。
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【００１２】
【特許文献１】特開２００５−１６０４１５号公報
【００１３】
【特許文献２】特開平１１―１９９４７７号公報
【００１４】
【特許文献３】特表２００５−５１０５０１号公報
【００１５】
【特許文献４】特開２００６−６９９１１号公報
【００１６】
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【特許文献５】特開２００６−１５１９３７号公報
【００１７】
【非特許文献１】Ludwig J. et al., Mayo Clin. Proc,55,434‑438 (1980)
【００１８】
【非特許文献２】Matteoni C.A. et al., Gastroenterology ,116,1413‑1419 (1999)
【００１９】
【非特許文献３】Day C.P.and James O.W.,Gastroenterology,114, 842‑845(1998)
【００２０】
【非特許文献４】西原利治・他, 日本消化器病学会雑誌, 99, 570‑576(2002)
【００２１】
【非特許文献５】Reid A.E., Gastroenterology, 121, 710‑723 (2001)
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【００２２】
【非特許文献６】Weltman M.D. et al., Hepatology, 27, 128‑133 (1998)
【００２３】
【非特許文献７】Leclercq I.A. et al., J. Clin. Invest. 105, 1067‑1075 (2000)
【００２４】
【非特許文献８】Zhang B.H., Weltman M et al., J. Gastroenterol. Hepatology,14,13
3‑137(1999)
【００２５】
【非特許文献９】Koppe S.W.P., Sahai A., et al., J. Hepatology, 41,592‑598(2004)
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【００２６】
【非特許文献１０】Fan J.G. et al., World J. Gastroenterol, 11, 5053‑5056(2005)
【００２７】
【非特許文献１１】Matsuoka, M., and Tsukamoto, H. Stimulation of hepatic lipocyt
e collagen production by Kupffer cell‑derived transforming growth factor beta: i
mplication for a pathogenetic role in alcoholic liver fibrogenesis. Hepatology.
11:599‑605、1990)
【非特許文献１２】前田均, 中島健雄, 大西一男, 細見慶和：男性閉塞性睡眠時無呼吸症
候群患者における非アルコール性肝機能異常の頻度とその悪化要因.

兵庫県医師会医学

雑誌47巻2号 Page115‑120 (2004)
【非特許文献１３】Hatipoglu U.

Rubinstein I.:

Inflammation and obstructive
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sleep apnea syndrome pathogenesis: a working hypothesis. Respiration. 70(6):665‑
671 (2003)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２８】
このように、生活習慣病の一つであるNASH病態モデル実験動物による被験素材の有効性
を長期間観察するためには、できるだけ簡便な作製方法を用いて、労力をかけず且つ迅速
に所定の時期に必要数の上記病態モデル哺乳動物を供給できることが必要である。しかし
ながら、従来、ヒトNASH病態を再現する有用な病態モデル実験動物及び作出方法は存在し
なかった。
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【００２９】
本発明は上記の状況に鑑みてなされたものであって、その目的は、生活習慣による脂肪
肝からヒト非アルコール性慢性肝炎及び／又は肝線維化及び／又は肝硬変を再現する新規
病態モデル実験動物及びその作出方法と新規病態モデル実験動物の利用方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００３０】
上記目的を達成するために、本発明者らは鋭意研究を重ね、メトヘモグロビン血症の形
成により血中酸素分圧が低水準に維持されること、及び、血中酸素分圧が低水準に維持さ
れることによりNASH病態モデル実験動物が作出されることを発見し、または、1)低酸素環
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境下で飼育することにより血中酸素分圧が低水準に維持されること、及び、2)脂肪肝動物
の血中酸素分圧が低水準に維持されることによりNASH病態モデル実験動物が作出されるこ
とを発見し、本発明に至ったものである。
【００３１】
本発明の病態モデル実験動物（ヒトを除く）は、生体内低酸素状態を形成させることに
より、または、低酸素環境下飼育に基づく生体内低酸素状態を形成させることにより作出
される非アルコール性脂肪性肝炎及び／又は肝線維化及び／又は肝硬変の生化学的特徴及
び/又は病理組織学的特徴を維持する。
【００３２】
同様に、上記目的を達成するために、本発明の病態モデル実験動物の作出方法は、生体
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内低酸素状態を形成させることにより、または、低酸素環境下飼育に基づく生体内低酸素
状態を形成させることにより、非アルコール性脂肪性肝炎及び／又は肝線維化及び／又は
肝硬変の生化学的特徴及び/又は病理組織学的特徴を維持した病態モデル実験動物（ヒト
を除く）を作出する。
【００３３】
本発明は従来、有用な病態モデル実験動物の存在しなかったNASH病態モデル実験動物を
提供する。該病態モデル実験動物はアルコール無投与にも関わらず脂肪肝から進行する肝
炎及び／又は肝線維化及び／又は肝硬変及び／又は肝がんの各進行段階も含む。
【００３４】
ヒトにおけるNASH発症リスクが上昇する脂肪肝症例の睡眠時無呼吸症候群は、非アルコ
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ール性脂肪肝動物へ人為的に血中低酸素状態を与えることにより、ヒト症例の発症病態に
近似させることが出来る。飼育条件により、非特許文献１〜１０に記載の各構成を有する
NASH病態の生化学的パラメータ変化および病理組織学的特徴を安定に呈し維持する進行性
の該病態モデル実験動物を作製することができる。該病態は進行性の疾患であるため、肝
硬変の基本的病態である進行性不可逆性の肝機能低下、即ち、アルブミン、血液凝固因子
（プロトロンビンを含む）の産生障害から、腹水、出血傾向、肝性脳症惹起等の症状や、
門脈血流の減少に伴う門脈圧亢進症、即ち、食道静脈瘤、消化管出血、脾腫、肝性脳症等
の諸症状を伴い、呈することもある。
【００３５】
本発明においては、アルコールや慢性肝炎誘発剤又は肝硬変誘発剤は無投与にもかかわ
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らず、直接的肝毒性を発揮しない亜硝酸塩及び／又はヒドロキシルアミンを投与すること
で、メトヘモグロビンを形成させ血中酸素分圧低下による生体内低酸素状態を動物に与え
ながら飼育する工程を有することを特徴とする方法、及び、当該方法により作製されたNA
SH病態モデル実験動物を提供する。さらに詳しくは、投与量、投与回数及び投与期間を調
節して血中低酸素状態の程度を調節して飼育する工程を有することを特徴とする方法、及
び、当該方法により作製されたNASH病態モデル実験動物により、該病態の進行過程の研究
及び解明や該病態の進行重症化予防用および治療用薬剤、及びこれらのことに機能する生
理活性物質のスクリーニングや方法についての開発研究に有用なヒトNASH病態に近似させ
た該病態モデル実験動物を提供する。
【００３６】
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飼育条件により、非特許文献１〜3に記載の各構成を有するNASH病態の生化学的パラメ
ータ変化および病理組織学的特徴を安定に呈し維持する進行性の該病態モデル実験動物を
作製することができる。該病態は進行性の疾患であるため、肝硬変の基本的病態である進
行性不可逆性の肝機能低下、即ち、アルブミン、血液凝固因子（プロトロンビンを含む）
の産生障害から、腹水、出血傾向、肝性脳症惹起等の症状や、門脈血流の減少に伴う門脈
圧亢進症、即ち、食道静脈瘤、消化管出血、脾腫、肝性脳症等の諸症状を伴い、呈するこ
ともある。
【００３７】
本発明においては、脂肪肝担持実験動物を用いた時、アルコールや慢性肝炎誘発剤又は
肝硬変誘発剤は無投与にもかかわらず、低酸素環境下における飼育によりメトヘモグロビ
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ン血症を形成させ、最終的に血中酸素分圧低下による生体内低酸素状態を動物に与えなが
ら飼育する工程を有することを特徴とする方法、及び、当該方法により作製されたNASH病
態モデル実験動物を提供する。さらに詳しくは酸素濃度、すなわち、飼育する際の呼吸酸
素濃度環境を調節して血中低酸素状態を維持する工程を有することを特徴とする方法、及
び、当該方法により作製されたNASH病態モデル実験動物により、該病態の進行過程の解明
や該病態の重症化予防用および治療用薬剤、及びこれらのことに有効に機能する生理活性
物質のスクリーニングや方法についての開発研究に有用なヒトNASH病態に近似させた該病
態モデル実験動物を提供する。
【００３８】
アルコール無投与による該病態モデル実験動物は脂肪性肝炎及び／又は肝線維化及び／
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又は肝硬変及び／又は肝がんの各進行段階の特徴の少なくとも１つ以上を呈するものであ
る。なお、肝硬変の基本的病態は先述の如く進行性不可逆性の肝機能低下と、門脈血流の
減少に伴う門脈圧亢進症であることは周知のことであり、本発明の該病態モデルはこれら
特徴の少なくとも1つ以上をも呈することがある。
【００３９】
本発明においては、出発供試材料として、脂肪肝に罹患した実験動物（脂肪肝担持実験
動物）を用いてもよい。
【００４０】
ヒトNASH病態の基盤として脂肪肝が存在するので、脂肪肝担持動物を出発実験動物とし
た。脂肪肝に罹患した実験動物は、例えば、メチオニン欠乏高脂肪食投与、コリン欠乏高
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脂肪食を経口的に一定期間投与することによって作出できる〔Cheng Y.F. et al., Trans
plant., 71, 1221‑1225(2001)及びDong H. et al., Gastroenterol., 11, 1339‑1344(200
5)参照〕。本発明においては脂肪肝に罹患した実験動物の作出方法そのものは制限されな
い。
【００４１】
一般に、脂肪肝罹患実験動物は中性脂肪の肝臓への沈着、肝臓中のTriglyceride含量、
病理組織学的には肝細胞に大滴性脂肪性変化、生化学的には血漿中の肝実質細胞質内酵素
（AST : Aspartate aminotransferase、ALT：Alanine aminotransferase）の変化、等々
の確認により判別可能である。
【００４２】
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当該方法および当該病態モデル実験動物は、低酸素血症に伴う生活習慣病の助長機構の
研究・解析研究や該病態の進行並びに重症化予防用および治療用薬剤、及びこれらのこと
に機能する生理活性物質のスクリーニングや方法についての開発研究にも有用な方法及び
病態モデルを提供するものである。
【００４３】
本発明において、該病態モデル実験動物作出のためには上記血中酸素分圧は１０８ヘク
トパスカル未満であると好適であるが、該血中酸素分圧は当該実験動物の飼育環境中酸素
濃度を少なくとも180ヘクトパスカル以下に維持することにより達成できる。なお、血中
酸素分圧の下限やその持続時間は少なくとも実験動物の生命が存続する範囲であることは
当然であり、該血中酸素分圧を達成するに足る当該実験動物の飼育環境中酸素濃度を維持

10

することが必要であることは言うまでも無い。このように、本発明は最終的に生体内低酸
素状態を脂肪肝動物に形成させ、線維化に進展する炎症を発生させる方法および病態モデ
ル実験動物に関するものであり、さらに詳しくは、当該実験動物の飼育環境中酸素濃度及
び飼育期間を任意に調節することにより最終的に生体内低酸素状態を脂肪肝動物に起こさ
せることによってNASH病態を誘発させる方法およびNASH病態モデル実験動物を提供する。
【００４４】
また、上記血中酸素分圧が１０８ヘクトパスカル(ｈＰａ)未満であると好適である。な
お、血中酸素分圧の下限は実験動物の生命が存続する範囲であることは当然である。この
ように、本発明は生体内低酸素状態を脂肪肝動物に形成させ、容易に線維化に進展する炎
症を惹起させる方法およびNASH病態モデル実験動物に関するものであり、さらに詳しくは
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、投与量、投与回数及び投与期間を任意に調節して生体内低酸素状態を脂肪肝動物に起こ
させることによってNASH病態を誘発させる方法およびNASH病態モデル実験動物に関する。
【００４５】
アルコール無投与により作出された該病態モデル実験動物は脂肪性肝炎及び／又は肝線
維化及び／又は肝硬変及び／又は肝がんの各進行段階の特徴の少なくとも１つ以上を呈す
るものである。なお、肝硬変の基本的病態は先述の如く進行性不可逆性の肝機能低下と、
門脈血流の減少に伴う門脈圧亢進症であることは周知のことであり、本発明の該病態モデ
ルは当然ながらこれら特徴の少なくとも1つ以上をも呈することがある。
【００４６】
本発明においては、出発供試材料として、脂肪肝に罹患した実験動物（脂肪肝担持実験
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動物）を用いる。
【００４７】
ヒトNASH病態の基盤として脂肪肝が存在するので、脂肪肝担持動物を出発実験動物とし
た。脂肪肝に罹患した実験動物は、例えば、メチオニン欠乏高脂肪食投与、コリン欠乏高
脂肪食を経口的に一定期間投与することによって作出できる[Cheng Y.F. et al., Transp
lant., 71, 1221‑1225(2001)、Dong H. et al., Gastroenterol., 11, 1339‑1344(2005)]
。本発明においては脂肪肝に罹患した実験動物の作出方法そのものは制限されない。
【００４８】
一般に、脂肪肝罹患実験動物は中性脂肪の肝臓への沈着、肝臓中のTriglyceride含量の
変化が見られ、病理組織学的には肝細胞に大滴性脂肪性変化、生化学的には血漿中の肝実
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質細胞質内酵素（AST : Aspartate aminotransferase、ALT：Alanine aminotransferase
）の変化を呈するため、これらのパラメーターの確認により判別可能である。
【００４９】
本発明においては、血中酸素分圧を１０８ｈＰａ未満に維持するにあたり、対象(脂肪
肝実験)動物に７０％未満のヘモグロビンをメト化してもよい。なお、一般に、７０％以
上のメトヘモグロビン血症の該実験動物は死に至るので、これを超えない範囲が望ましい
が、本発明においてはメト化の割合自体は制限されない。
【００５０】
正常赤血球では、メトヘモグロビンの産生とその還元とのバランスの上でメトヘモグロ
ビン濃度が一般に１％以下に維持されている。したがってメトヘモグロビンの産生が増え
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るか、逆にその還元が障害されるとバランスが崩れてメトヘモグロビン血症となる。メト
ヘモグロビン血症においては、血液中のヘモグロビン総量に対するメトヘモグロビンの割
合が１０％以上になると、酸素供給が不十分となり、チアノーゼ症状を引き起こす。メト
ヘモグロビンは酸素と結合できず、酸素を全身に運ぶことができず、さらに、酸素化ヘモ
グロビンが酸素とヘモグロビンへと解離する性質を変化させ、組織に到達した酸素化ヘモ
グロビンから酸素を離しにくくして、酸素運搬障害による組織の酸素欠乏症をきたす。
【００５１】
本発明において、７０％未満のメトヘモグロビン血症を発症させるにあたり、低酸素血
症誘発剤となる亜硝酸塩又はヒドロキシルアミンは、容易に試薬関連メーカーから入手す
ることができる。また、一般に、メトヘモグロビン血症の状態は当該実験動物の血液試料
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についてメト化ヘモグロビン量及び／又はヘモグロビン量を測定することにより判別でき
る。
【００５２】
なお、水溶性物質である亜硝酸塩又はヒドロキシルアミンは、脂溶性の四塩化炭素など
とは異なり、肝臓ミクロソームのチトクロムＰ−４５０酵素による代謝を受け高反応性代
謝物へと変換される物質ではなく、また、チトクロムＰ−４５０酵素による代謝基質とは
ならず、酸化による高反応性代謝物を生じさせて細胞毒性を発揮し細胞を傷害するもので
はない。両物質とも排泄に肝細胞による酸化代謝を要しない物質であるので、肝臓への直
接毒性は無視できるため、投与によりメトヘモグロビン血症を発症させ組織の酸素欠乏症
を惹起させる材料として優れている。
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【００５３】
亜硝酸塩および／又はヒドロキシルアミンともに合計投与量は１日量として10mg以上／
kg、但し、亜硝酸塩および／又はヒドロキシルアミンの投与量として、70%以上のメトヘ
モグロビン血症を発症させない範囲が望ましい。好ましくは、30〜70mg／ｋｇ体重である
。投与に際しては、亜硝酸塩および／又はヒドロキシルアミンの原体を生理食塩液にて任
意に希釈し、これを投与（好ましくは腹腔内投与）することが出来る。投与期間は3〜16
週間であるが、好ましくは4〜12週間である。本発明においては、実験動物の種類、投与
濃度、量、投与部位により、目的に応じて任意に変更できる。
【００５４】
本発明において用いる亜硝酸塩としては、例えば、亜硝酸塩類として亜硝酸アンモニウ
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ム、亜硝酸カリウム、 亜硝酸ナトリウム、亜硝酸バリウム、亜硝酸セシウムなどが使用
可能である。亜硝酸エステル類としては、例えば、亜硝酸イソブチル、亜硝酸イソペンチ
ル、亜硝酸エチル、亜硝酸ブチル、亜硝酸プロピル、亜硝酸ペンチル、亜硝酸メチルが利
用可能であるが、亜硝酸として投与可能な分子形態である限り、特段の制限はない。
【００５５】
亜硝酸塩および／又はヒドロキシルアミンの投与に当たっては、上記生理食塩水以外に
例えば油脂類、糖類、タンパク質類などに混合、希釈、安定化して与えても良い。従って
、本発明においては亜硝酸塩および／又はヒドロキシルアミンの乳化物、粉末、錠剤、カ
プセル等の形態、剤型などは制限されず、任意に選択できる。
【００５６】
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経口投与、腹腔内投与、直腸内投与などの投与方法の別は本発明において限定されない
。該動物頚静脈からの採血により採取した血液中のメトヘモグロビン量は亜硝酸塩とヒド
ロキシルアミンの投与量に正の相関を示し、一般に、動物頸動脈留置のカニュレーション
から採取した動脈血の酸素分圧は該投与量に負の相関を示すが、本発明においては制限さ
れない。
【００５７】
本発明は血中低酸素状態を脂肪肝動物に与え、NASH病態を誘発させるものであり、さら
に詳しくは、投与量、投与回数及び投与期間を調節して低酸素状態を脂肪肝動物に反復負
荷を与えることによって進行状態や重症度を調節することができる。このような条件下で
低酸素血症誘発剤を投与しながら実験動物を飼育することにより、所望の病態モデル実験
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動物を作製することを可能とする。尚、前述の投与以外の飼育方法は、該実験動物種に応
じた公知のいずれかの飼育方法に従うことが出来る。
【００５８】
本発明においては、血中酸素分圧を１０８Ｐａ未満に維持するにあたり、対象(脂肪肝
実験)動物の飼育環境中酸素濃度を180ヘクトパスカル以下に維持すると理解しても良い。
【００５９】
吸気中の酸素分圧の低下により肺胞に至る酸素濃度も低下する。呼吸による酸素供給が
不十分となり、酸素化ヘモグロビン濃度が低下しチアノーゼ症状を引き起こす。組織に到
達する酸素化ヘモグロビンが低下することで組織の酸素欠乏症をきたす。
【００６０】
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本発明において、低酸素血症誘発に必要な実験動物の飼育環境中の呼吸酸素濃度を180
ヘクトパスカル以下に調整するための飼育設備は容易に関連メーカーから入手することが
できる。また、一般に、組織への酸素供給不足状態は当該実験動物の血液試料について定
法に基づき酸素分圧及びヘモグロビン量を測定することにより判別できる。
【００６１】
本発明において、NASH病態モデル実験動物は、1)低酸素環境下で飼育することにより血
中酸素分圧が低水準に維持すること、及び、2)血中酸素分圧を低水準に維持することによ
り作出されることは前述の通りであるが、該実験動物作出の過程において直接又は間接的
に機能する慢性肝炎誘発剤、肝硬変誘発剤、ヘモグロビンのメト化剤、並びに、低酸素血
症誘発剤、生体内酸化促進剤など任意の物質を単独又は混合して該実験動物に投与しする
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ことにより、性質の異なるNASH病態モデル実験動物を作出することが出来る。
【００６２】
本発明は低酸素環境下で飼育することにより血中低酸素状態を脂肪肝動物に与え、NASH
病態を誘発させるものであり、さらに詳しくは、酸素濃度及び飼育期間を調節して低酸素
状態を脂肪肝動物に反復負荷を与えることによって病態の進行状態や重症度を調節するこ
とができる。更に、このような条件下で慢性肝炎誘発剤、肝硬変誘発剤、ヘモグロビンの
メト化剤、低酸素血症誘発剤、並びに生体内酸化促進剤など任意の物質を投与しながら実
験動物を飼育することにより、所望の病態モデル実験動物を作製することを可能とする。
尚、前述の投与以外の飼育方法は、該実験動物種に応じた公知のいずれかの飼育方法に従
うことが出来る。
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【００６３】
該対象実験動物がNASH病態の特徴を有するか否かを判定する方法としては、例えば、血
漿中のヒアルロン酸濃度、AST及びALT活性、ALP(Alkaline phosphatase)活性、Bilirubin
濃度、Cholinesterase活性及びalbumin濃度、等々の血液生化学的検査による推定診断及
び肝生検或いは最終試料採取時に得る肝臓組織の大滴性脂肪性変化、肝細胞の変性・壊死
、門脈域のリンパ球浸潤、等々の観察を伴う病理組織学的検査による確定診断を用いるこ
とも可能である。
【００６４】
本発明において対象となる哺乳動物としては実験動物供給販売会社などから商業的に入
手することの可能な医学研究用哺乳類実験動物が望ましい。
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【００６５】
本発明において対象となるげっ歯類動物としてマウス、ラット、モルモットおよびハム
スターが挙げられるが、特にラットを好ましいものとして挙げることができる。より好ま
しくはWistar系ラットが挙げられる。本発明において対象となる非げっ歯類哺乳動物とし
て、ウサギ、ブタおよびイヌがあるが、ヒトと類似した心臓血管系や臓器・組織を持つブ
タを更に好ましい材料として挙げることができる。より好ましくはミニブタおよびマイク
ロブタを挙げることが出来る。
【００６６】
本発明において獲得された該病態モデル実験動物は非アルコール性脂肪性肝炎及び／又
は肝線維化及び／又は肝硬変の重症化予防剤並びに治療剤の開発に供することが出来る。
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即ち、非アルコール性脂肪肝から、肝炎、肝線維化、肝硬変へと重症化する過程で、その
予防剤並びに治療剤として有効に機能する物質の開発に本発明により得られた該病態モデ
ル実験動物が利用できることは当然である。
【００６７】
本発明において獲得された病態モデル実験動物は肝炎及び／又は肝線維化及び／又は肝
硬変を指標とした生理活性物質のスクリーニングに供することが出来る。即ち、簡便且つ
低コストで動物実験が可能となるため、該病態に対して有効な生理活性物質の効率的なス
クリーニングを可能とする。
【００６８】
上記事由により、本発明において獲得された病態モデル実験動物を低酸素血症に伴う生
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活習慣病の助長機構の解析と治療薬および治療法の開発に利用できる。
【００６９】
また、本発明の病態モデル実験動物は、上記病態モデル実験動物を非アルコール性脂肪
性肝炎及び／又は肝硬変の重症化予防剤開発、治療剤開発に供する、あるいは、上記病態
モデル実験動物を非アルコール性脂肪性肝炎及び／又は肝硬変を指標とした生理活性物質
のスクリーニングに供する、又は、上記病態モデル実験動物を低酸素血症に伴う生活習慣
病の発症機構の解析及び重症化予防剤開発並びに治療剤開発及び治療法の開発に用いるこ
とを特徴とする。
【００７０】
以上説明したように、本発明により、アルコール無投与による脂肪肝動物へ簡便な処置
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を施し、ヒトNASH病態発症および進行機序に近似させた低酸素状態を負荷する作製方法を
用いて、NASHの病理組織学的特徴および生化学的特徴を実質的に安定に呈し維持するモデ
ル動物を得ることが出来、労力をかけず且つ迅速に所定の時期に必要頭数または匹数の上
記NASH病態モデル実験動物の供給を可能とする。
【００７１】
低酸素血症を惹起させる処置における投与量、投与回数及び投与期間を調節して動物に
与えることによって進行性のNASH病態の各進展度を有す病態モデル実験動物の供給及び／
又はその作出方法の提供が可能にできる。また、低酸素血症を惹起させる処置、即ち、低
酸素環境下飼育に基づく生体内低酸素状態を形成させるに際し、酸素濃度、飼育期間を調
節することによって進行性のNASH病態の各進展度を有する病態モデル実験動物の供給及び
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／又はその作出方法の提供が可能になる。ヒトNASH病態発症および進行機序に近似させた
本発明の該病態モデル実験動物により、脂肪肝から脂肪性肝炎、線維化や肝硬変への進行
性疾患である該病態進展機構の医学的解明を可能とする。
【００７２】
NASH治療薬や重症化抑制薬及び／又はNASH発症リスク低減機能食品や重症化リスク低減
機能食品及び／又はNASH治療方法や重症化予防法の新たな開発と確立には、脂肪性肝炎、
肝線維化や肝硬変の部位にどのような影響を及ぼすのか確認することは極めて重要であり
、上記被験素材の作用を長期間観察することが求められる。本発明のNASH病態モデル実験
動物により、重症化予防用および治療用薬剤及び、及び生理活性物質のスクリーニング重
症化進展阻止および治療に有効・有用な薬剤・素材・方法の開発研究実施並びにその高品
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質化、迅速化を可能とする。
【発明の効果】
【００７３】
以上説明したように本発明によれば、生体内低酸素状態を形成させることにより非アル
コール性脂肪性肝炎及び／又は肝硬変の生化学的特徴及び/又は病理組織学的特徴を維持
した病態モデル実験動物を作出するようにした。これにより、NASHの病理組織学的特徴お
よび生化学的特徴を実質的に安定に呈し維持するモデル動物を得ることが出来、労力をか
けず且つ迅速に所定の時期に必要頭数または匹数の上記NASH病態モデル実験動物の供給を
可能とする。
【００７４】
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また、本発明によれば、低酸素環境下飼育により生体内低酸素状態を形成させ、最終的
に非アルコール性脂肪性肝炎及び／又は肝硬変の生化学的特徴及び/又は病理組織学的特
徴を維持した病態モデル実験動物を作出するようにした。これにより、NASHの病理組織学
的特徴および生化学的特徴を実質的に安定に呈し維持するモデル動物を得ることが出来、
労力をかけず且つ迅速に所定の時期に必要頭数または匹数の上記NASH病態モデル実験動物
の供給を可能とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７５】
以下、実施例によって本発明をさらに説明する。但し、下記の実施例は発明を例示する
ためのものであり、本発明をいかなる意味においても限定するものではない。
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【実施例】
【００７６】
＜非アルコール性脂肪肝担持実験動物の調製＞
脂肪肝担持実験動物の調製は下記手順によって実施した。
１）実験動物
Wistar系ラット (清水実験動物)６週齢から実験飼育を開始した。１２時間(7:00‑19:00
)の明暗、５０〜６０％湿度および２３℃の環境下で自由摂餌・自由飲水の各条件により
飼育した。
【００７７】
20

２）試験材料及び方法
非アルコール性脂肪肝動物の作製：
飼料は通常のMF飼料（オリエンタル酵母）またはコリン欠乏高脂肪飼料(8.000% ビタミ
ンフリーカゼイン, 37.950% ラード,

48.375% シュークロース, 4.000% ハーパーミネラ

ル, 1.050% ビタミン混合, 0.625% Ｌ‑シスチン w/w、 オリエンタル酵母、以下CDHF飼料
と記載）を用い飼育した。
【００７８】
肝臓への中性脂肪の沈着：
MF飼料またはCDHF飼料のいずれかの給餌により１ヶ月間飼育後、エーテル麻酔下に開腹
し摘出した肝臓中Triglyceride含量（mg/g肝湿重量）は、MF飼育群で12.1±1.1、CDHF飼
育群で45.0±5.0で、中性脂肪の肝臓への沈着が有意に（p<0.01）惹き起こされているこ
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とが判明した。
【００７９】
病理組織学的特徴：
上述の給餌および処置後ラットから採取した肝臓について、ホルマリン固定肝組織のヘ
マトキシリン・エオジン染色組織の光学顕微鏡観察により、MF飼料給餌飼育によるラット
肝臓では規則正しい肝細胞索列を有する正常肝組織が観察された。同期間のCDHF給餌によ
る飼育ラットの肝臓の大部分の肝細胞に大滴性脂肪性変化が認められた。前項の中性脂肪
沈着に関する検討と本項目の病理組織学的検討結果から非アルコール性脂肪肝動物の形成
されることを確認した。
【００８０】
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生化学的特徴：
肝障害を反映する生化学的マーカー即ち肝実質細胞質内酵素（AST : Aspartate aminot
ransferase、ALT：Alanine aminotransferase）の血中への逸脱：前述の肝臓摘出前に門
脈から採血した試料の血漿に関してAST（KU/mL）については、MF飼育群で53.2±6.2、CDH
F飼料群で66.2±8.1で有意に（ｐ＜５％）上昇し、ALT（KU/mL）については、MF飼育群で
13.9±1.6、CDHF飼料群で17.6±2.3で有意差は認められなかった。
【００８１】
血漿中ヒアルロン酸濃度の変化：
前述の肝臓摘出前に門脈から採血した試料の血漿に関してヒアルロン酸濃度を測定し肝
線維化を検討した。ヒアルロン酸濃度(ng/ml 血漿)は、MF飼料群で87.9±7.1、CDHF飼料
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群で89.9±9.9で有意差は認められなかった。
【００８２】
以上の生化学的検査および病理学的検査で、脂肪肝担持実験動物作製に必要な期間を決
定した。CDHF飼料を用いた場合、３週間から５週間飼育により脂肪肝動物が作製された。
【００８３】
実施例１）
亜硝酸ナトリウム投与による血中メトヘモグロビン形成と血中酸素分圧低下：MF飼料ま
たはCDHF飼料にて各群8匹を１ヶ月間飼育後予備飼育後、各々を等分２群に分け１群４匹
の４群に分け予備飼育期間と同じ飼料による継続飼育を行うと共に、以降、亜硝酸液ナト
リウム液投与により惹起させたメトヘモグロビン血症による低酸素ストレス負荷試験を開
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始した。即ち、MF飼料またはCDHF飼料給餌ラットへ50 mg/kg/日 亜硝酸液ナトリウムの生
理的食塩液又は等容量の生理的食塩液の腹腔内投与を施した。
【００８４】
亜硝酸ナトリウム液投与後ラットから経時的に即ち１５、３０分、１，２，３、４、５
、６時間後に、予め頚動脈に留置したカニューレから採取した血液試料についてメト化ヘ
モグロビン量、以降メトヘモグロビン量の変動を追跡した。亜硝酸ナトリウム液（pH7.4
）を50mg/kgを 腹腔内投与処置後15 分の時点で、血中メトヘモグロビン量は極大値4.6‑5
.5g/ｄｌに到達し,30分後に4.30g/ｄｌ、1時間後に2.93g/ｄｌ 、2時間後に1.70g/ｄｌ、
3時間後に1.0g/ｄｌ、4時間後に0.52g/ｄｌ、5時間後に0.22g/ｄｌ、 6時間以内に投与前
の水準即ち対照値0.16g/ｄｌに戻った。生理的食塩液のみの腹腔内投与では対照値の水準
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で推移した。なお、全ヘモグロビン量は15.4‑16.6g/ｄｌの範囲であった。
【００８５】
前述の血液試料の動脈血液酸素分圧(hPa)はメトヘモグロビン量と逆相関し、亜硝酸ナ
トリウム液投与15 分後に極少値60‑66hPaに到達し,30分後に70.5、1時間後に82.7、2時間
後に94.4、3時間後に100.7、4時間後に105.2、5時間後に107.7、6時間後に108.3と推移し
、6時間以内に正常範囲に戻った。生理的食塩液のみの投与では正常範囲の水準で推移し
た。
【００８６】
動物への給餌と処置によるグループ分け：上述の動物の飼育に用いた飼料および処置に
よる群表記は以降、正常対照群: MF飼料+ 生理食塩液腹腔内投与、CDHF群: CDHF飼料飼育
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+生理食塩液腹腔内投与、CDHF+亜硝酸群: CDHF飼料飼育+亜硝酸ナトリウムの生理食塩液
腹腔内投与、対照+亜硝酸群: MF飼料飼育+亜硝酸ナトリウムの生理食塩液腹腔内投与の各
々により示す。
【００８７】
脂肪肝担持又は正常肝担持Wistar系雄性ラットへ、１ヶ月間50mg/kg/日 亜硝酸ナトリ
ウムの生理的食塩液又は等容量の生理的食塩液の腹腔内投与を行い作出した動物の病理組
織学的及び生化学的マーカーの変化を挙げて説明する。定量的結果は各群４匹の平均値と
標準誤差で表し、１元分散分析 (ANOVA)後、群間の平均値の比較に関してはDunnett's te
stを用い、CDHF+亜硝酸群と血中酸素濃度を低下させる処置を施さず同期間飼育したCDHF
群との比較の統計的有意差のみを記述する。
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【００８８】
脂肪肝の指標としての肝臓中Triglyceride含量（mg/g肝湿重量）は、１ヶ月後において
正常対照群：13.2±1.4、 対照+亜硝酸群：13.2±0.9、CDHF群：66.5±8.3 、CDHF+亜硝
酸群：57.3±7.1であった。
【００８９】
肝臓の病理組織学的変化に関して、１ヶ月間50mg/kg/日 亜硝酸ナトリウムの生理的食
塩液又は等容量の生理的食塩液の腹腔内投与を行い作出した動物から摘出した肝臓を4 %
ホルマリン‑リン酸緩衝液で固定し、常法に従ってパラフィン切片を作製し，ヘマトキシ
リン・エオジン染色およびマッソン・トリクローム染色を施して光学顕微鏡下で観察した
ところ、CDHF+亜硝酸群で肝細胞の大滴性脂肪性変化、肝細胞の変性・壊死、門脈域のリ
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ンパ球浸潤が見られ、その結果として小葉内に線維化を呈しており、NASH病態に特徴的な
脂肪性肝炎及び／又は肝線維化の病理組織学的特徴が観察された。 CDHF群では肝細胞の
大滴性脂肪性変化、肝細胞の変性、門脈域のリンパ球浸潤が軽度に見られたが、正常対照
群と対照+亜硝酸群には病理組織学的な変化は認められない。
【００９０】
別に群を設け、２ヶ月間50mg/kg/日 亜硝酸ナトリウムの生理的食塩液又は等容量の生
理的食塩液の腹腔内投与を行ったラット肝臓の湿重量について、正常対照群、 CDHF群お
よび 対照+亜硝酸群には著変は認められなかったが、これら３群の肝臓の湿重量の平均を
１００％とすると、CDHF+亜硝酸群は６８±１６．３％であり有意な（ｐ＜５％）萎縮が
惹起されており慢性肝疾患の終末像である肝硬変にまで進行した。開腹時に腹水の貯留が
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観察された個体も観察された。
【００９１】
２ヶ月間50mg/kg/日 亜硝酸ナトリウムの生理的食塩液又は等容量の生理的食塩液の腹
腔内投与を行ったラットの血漿中アンモニア濃度 (μg/dL)について、正常対照群：43.2
±14.2、 CDHF群：66.7±20.5、 対照+亜硝酸群：55.1±17.4、CDHF+亜硝酸群は112.8±3
0.6、 であり有意な（ｐ＜５％）上昇が惹起されていた。
【００９２】
肝線維化の生化学的指標とした血漿中ヒアルロン酸濃度(ng/ml 血漿)は、50mg/kg/日
亜硝酸ナトリウムの生理的食塩液又は等容量の生理的食塩液の腹腔内投与を行い１ヶ月後
採取した血漿を試料として検討した。正常対照群：83.3±8.6、対照+亜硝酸群：89.8±4.
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5、CDHF群：117.4±12.5、CDHF+亜硝酸群：240.3±38.9で、有意に（ｐ＜１％）上昇した
。
【００９３】
肝障害を反映する生化学的マーカーの変化に関して、肝実質細胞質内酵素の血中への逸
脱に関して、50mg/kg/日 亜硝酸ナトリウムの生理的食塩液又は等容量の生理的食塩液の
腹腔内投与を行い１ヶ月後採取した血清を試料として検討した。AST（KU/mL）については
、正常対照群：49.8±8.1、対照+亜硝酸群：47.4±3.8、CDHF群：112.6±16.5 、CDHF+亜
硝酸群：237.2±63.7で有意に（ｐ＜１％）上昇し、ALT（KU/mL）については、対照群：1
2.6±1.5、対照+亜硝酸群：12.7±1.9、CDHF群：20.9±5.5 、CDHF+亜硝酸群：35.5±6.8
で有意に（ｐ＜5％）上昇した。
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【００９４】
肝・胆道系酵素(ALP：Alkaline phosphatase、γ‑GTP：γ‑Glutamyl transpeptidase）
の血中への逸脱に関して、50mg/kg/日 亜硝酸ナトリウムの生理的食塩液又は等容量の生
理的食塩液の腹腔内投与を行い１ヶ月後採取した血清を試料として検討した。ALP（nmol
p‑nitrophenol produce/min/mL 血漿）については正常対照群：89.71±3.6、対照+亜硝酸
群：91.7±3.0、CDHF群：156.2±3.9 、CDHF+亜硝酸群：192.1±4.3で有意に（ｐ＜１％
）上昇し、γ‑GTP（IU/L 血漿）については、正常対照群：1.13±0.20、対照+亜硝酸群：
0.89±0.17、CDHF群：1.12±0.12、CDHF+亜硝酸群：4.15±1.44 で有意に（ｐ＜１％）上
昇した。
【００９５】
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血清中Bilirubin濃度（mg/dL血清）は、50mg/kg/日 亜硝酸ナトリウムの生理的食塩液
又は等容量の生理的食塩液の腹腔内投与を行い１ヶ月後採取した血清を試料として検討し
た。正常対照群、対照+亜硝酸群、CDHF群では検出限度以下であったが、CDHF+亜硝酸群：
12.4±3.5で検出限度以上にまで有意に（ｐ＜１％）上昇した。
【００９６】
慢性肝疾患における肝予備能の指標である肝での蛋白合成能を示す血中Cholinesterase
活性（μ mol substrate hydrolyzed/min/mL血漿）と血清albumin濃度（mg/mL 血清）に
関して、50mg/kg/日 亜硝酸ナトリウムの生理的食塩液又は等容量の生理的食塩液の腹腔
内投与を行い２ヶ月後採取した血漿を試料として検討した。Cholinesterase活性は正常対
照群：2.59±0.24、対照+亜硝酸群：2.45±0.38、CDHF群：2.14±0.29、CDHF+亜硝酸群：
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1.34±0.33で有意に（ｐ＜１％）低下しており、血清albumin濃度は、正常対照群：54.0
±3.5、対照+亜硝酸群：53.0±5.1、CDHF群：40.3±6.0、CDHF+亜硝酸群：37.9±6.0 で
あった。
【００９７】
線維化に関与するとされ、また酸化的ストレスとも密接に関与するとされる非ヘム鉄の
含量に関して、50mg/kg/日 亜硝酸ナトリウムの生理的食塩液又は等容量の生理的食塩液
の腹腔内投与を行い１ヶ月後採取した血清および肝臓を試料として検討した。血清中濃度
（μg/dL）は正常対照群：69.3±9.2、対照+亜硝酸群：72.1±7.5、CDHF群：70.6±9.5、
CDHF+亜硝酸群：118.7±8.2で有意に（ｐ＜１％）上昇した、及び肝臓中非ヘム鉄の含量
（μg/g肝湿重量）は正常対照群：120.0±9.1、対照+亜硝酸群：126.7±6.1、CDHF群：15
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8.1±19.3、CDHF+亜硝酸群：293.7±18.7で有意（ｐ＜１％）上昇した。
【００９８】
生活習慣病の基盤となる慢性的カロリー摂取過多による代謝症候群の栄養状態では、ミ
トコンドリアにおけるエネルギー代謝からの活性酸素・遊離基の派生が推定され、酸化的
ストレス亢進が想定される。栄養代謝の主要臓器である肝臓の細胞に脂肪沈着と酸素の供
給不足がもたらされる条件設定の本申請病態モデルにおいてもこれらの機転が炎症や肝の
線維化さらには肝硬変への進展に重大な役割を果たすことが想定される。
【００９９】
50mg/kg/日 亜硝酸ナトリウムの生理的食塩液又は等容量の生理的食塩液の腹腔内投与
を行い１ヶ月後採取した肝臓から分離調製したミトコンドリア分画をelectron spin reso
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nance以降ESR分光法分析用の試料として、ミトコンドリアでのエネルギー代謝からの活性
酸素・遊離基の発生量を検討した。即ち、0.1% dodecyl maltoside, 5mM glutamate, 5mM
malate, 100mM succinate, 500μg蛋白相当ミトコンドリア, 920mM 5,5‑dimethyl‑1‑pyr
roline‑1‑oxide以降DMPO, 0.1mM NADH含有試料を37℃5分間インキュベートし、活性酸素
・遊離基とDMPOとのアダクトによるESRシグナルをESR分光法分析で検出した。正常対照群
、対照+亜硝酸群やCDHF群ではDMPOとヒドロキシル遊離基とのスピンアダクトによるESRシ
グナルは痕跡程度検出されるのみに止まる程のミトコンドリアから活性酸素・遊離基の派
生であったが、CDHF+亜硝酸群の肝ミトコンドリアによるESR測定試料からはDMPOとヒドロ
キシル遊離基とのスピンアダクトによるESRシグナル強度は、他群の3‑5倍ほど増強してお
り、該NASHモデルのミトコンドリアでのエネルギー代謝からの活性酸素・遊離基の発生が
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増大していた。
【０１００】
実施例２）脂肪肝担持実験動物の作製は実施例１に準じて行った。
【０１０１】
ヒドロキシルアミン液、以降ヒドロキシアミン液（pH 7.4）の投与後の血中メトヘモグ
ロビン形成と血中酸素分圧低下：
前述のMF飼料またはCDHF飼料にて各群4匹を１ヶ月間飼育後予備飼育後、予備飼育期間
と同じ飼料による継続飼育を行うと共に、以降、ヒドロキシルアミン液投与により惹起さ
せたメトヘモグロビン血症による低酸素ストレス負荷を開始した。即ち、MF飼料またはCD
HF飼料給餌ラットへ50 mg/kg/日 ヒドロキシルアミンの生理的食塩液による溶解後pH7.4
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に調整液又は等容量の生理的食塩液の腹腔内投与を施した。
【０１０２】
ラットに予め頚動脈にカニュレーションを施し留置したシリコンチューブから15、30分
、１，２，３、４、５、６時間の経時的に採取した血液試料についてメト化ヘモグロビン
量、以降メトヘモグロビンの形成を追跡した。50mg/kg/日 ヒドロキシルアミン液腹腔内
投与15 分後に極大値3.8‑4.4g/ｄｌに到達し,30分後に3.50g/ｄｌ、1時間後に2.42g/ｄｌ
、2時間後に1.38g/ｄｌ、3時間後に0.82g/ｄｌ、4時間後に0.42g/ｄｌ、5時間後に0.20g
/ｄｌ、 6時間以内に投与前の水準即ち対照値0.15g/ｄｌに戻った。生理的食塩液のみの
腹腔内投与では対照値の水準で推移した。なお、全ヘモグロビン量は15.4‑16.6g/ｄｌの
範囲であった。
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【０１０３】
この血液を試料として測定した動脈血液酸素分圧(hPa)はメトヘモグロビン量と逆相関
し、ヒドロキシルアミン液投与15 分後に極少値70‑78hPaに到達し,30分後に79.6、1時間
後に88.9 、2時間後に97.8、3時間後に102.6、4時間後に106.0、5時間後に108.2、 6時間
後に109.3と推移し、5時間以内に正常範囲に戻った。
【０１０４】
動物への給餌と処置によるグループ表記：
上述のMF飼料又はCDHF飼料にて飼育ラットへの50 mg/kg/日 ヒドロキシルアミン液の腹
腔内投与処置による群表記は以降、対照+ヒドロキシルアミン群、NASH‑ヒドロキシルアミ
ン群の各々により示す。なお、正常対照群およびCDHF群は実施例１の該項に記した。
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【０１０５】
脂肪肝担持又は正常肝担持Wistar系雄性ラットへ、１ヶ月間50mg/kg/日 亜硝酸ナトリ
ウムの生理的食塩液又は等容量の生理的食塩液の腹腔内投与を行い作出した動物の病理組
織学的及び生化学的マーカーの変化を挙げて説明する。定量的結果は各群4匹の平均値と
標準誤差で表し、1元分散分析 (ANOVA)後、群間の平均値の比較に関してはDunnett's tes
tを用い、NASH‑ヒドロキシルアミン群と血中酸素濃度を低下させる処置を施さず同期間飼
育したCDHF群との比較の統計的有意差のみを記述する。
【０１０６】
脂肪肝の指標としての肝臓中Triglyceride含量（mg/g肝湿重量）は、１ヶ月後において
正常対照群：13.2±1.4、 対照+ヒドロキシルアミン群：13.6±1.3、CDHF群：66.5±8.3
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、NASH‑ヒドロキシルアミン群：63.3±9.0であった。
【０１０７】
肝臓の病理組織学的変化に関して、１ヶ月間50mg/kg/日 ヒドロキシルアミン液又は等
容量の生理的食塩液の腹腔内投与を行い作出した動物から摘出した肝臓を4 %ホルマリン‑
リン酸緩衝液で固定し、常法に従ってパラフィン切片を作製し，ヘマトキシリン・エオジ
ン染色およびマッソン・トリクローム染色を施して光学顕微鏡下で観察したところ、NASH
‑ヒドロキシルアミン群で肝細胞の大滴性脂肪性変化、肝細胞の変性・壊死、門脈域のリ
ンパ球浸潤が見られ、その結果として小葉内に線維化を呈しており、NASH病態に特徴的な
脂肪性肝炎及び／又は肝線維化の病理組織学的特徴が観察された。なお、肝線維化はCDHF
+亜硝酸群に比し若干軽い状態であった。 CDHF群では肝細胞の大滴性脂肪性変化、肝細胞
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の変性、門脈域のリンパ球浸潤が軽度に見られたが、正常対照群と対照+ヒドロキシルア
ミン群には病理組織学的な変化は認められない。
【０１０８】
生化学的な指標の変動に関しては、亜硝酸塩投与動物の変動と同様な傾向であった。
【０１０９】
ミトコンドリアでのエネルギー代謝からの活性酸素・遊離基の発生量は亜硝酸塩投与動
物の変動と同様な傾向であった。
【０１１０】
実施例３）
低酸素環境下飼育と血中酸素分圧低下：通常空気中ケージ内環境でMF飼料またはCDHF飼
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料にて各群8匹を１ヶ月間予備飼育後、各々を等分２群に分け１群４匹の４群に分け予備
飼育期間と同じ飼料による継続飼育を行うと共に、以降、通常空気中での飼育あるいは飼
育ケージに混合気体を送気し低酸素環境を形成して、低酸素状態に動物を暴露させて飼育
した。即ち、MF飼料またはCDHF飼料給餌ラットを各二群に分け、MF飼料給餌群とCDHF飼料
給餌群の各1群は通常空気中ケージで飼育を行った。また、別のMF飼料給餌群とCDHF飼料
給餌群の各1群に窒素、酸素および二酸化炭素を送気するケージで飼育し、下記組成（窒
素79.01%以上、酸素20.95%以下、二酸化炭素0.04%以上）下で飼育した。
【０１１１】
予め頚動脈に留置したカニューレから採取した血液試料の動脈血液酸素分圧（ヘクトパ
スカル）は、組成（窒素89.5%、酸素10%、二酸化炭素0.5%）の混合ガス送気による低酸素
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暴露1時間ラットでは65ヘクトパスカル、組成（窒素82.5%、酸素15%、二酸化炭素0.5%）
の混合ガス送気による低酸素暴露1時間ラットでは53ヘクトパスカルへと変化しており、
通常空気中ケージで飼育した対照ラットの102ヘクトパスカルに比較して低下しており、
与えた低酸素の程度に依存して動脈血中酸素分圧が低下した。
【０１１２】
窒素94.5%、酸素5%、二酸化炭素0.5%の組成気体を1回2分間、1時間あたり10回で毎日6
時間という条件での低酸素状態に脂肪肝担持又は正常肝担持Wistar系雄性ラットを暴露さ
せて１?２ヶ月間飼育した。動物への給餌と低酸素暴露によるグループ分け：上述の動物
の飼育に用いた飼料および処置による群表記は以降、正常対照群: MF飼料+大気環境飼育
、CDHF群: CDHF飼料飼育+大気環境飼育、CDHF+低酸素群: CDHF飼料飼育+低酸素組成ガス
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環境下飼育、対照+低酸素群: MF飼料飼育+低酸素組成ガス環境下飼育、の各々により示す
。
【０１１３】
動物の病理組織学的及び生化学的マーカーの変化を挙げて説明する。定量的結果は各群
４匹の平均値と標準誤差で表し、１元分散分析 (ANOVA)後、群間の平均値の比較に関して
はDunnett's testを用い、CDHF+低酸素群と血中酸素濃度を低下させる処置を施さず同期
間飼育したCDHF群との比較の統計的有意差のみを記述する。
【０１１４】
低酸素暴露あるいは通常大気中飼育による飼育期間１ヵ月後において、全ヘモグロビン量
(g/ｄｌ)は、正常対照群16.0±1.9、対照+低酸素群:18.1±2.2、CDHF群：15.8±2.1、CDH
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F+低酸素群：17.7±2.3であった。
【０１１５】
脂肪肝の指標としての肝臓中Triglyceride含量（mg/g肝湿重量）は、１ヶ月後において
正常対照群：13.2±1.4、 対照+低酸素群:16.6±2.9、CDHF群：66.5±8.3 、CDHF+低酸素
群：76.1±9.2であった。
【０１１６】
肝臓の病理組織学的変化に関して、摘出肝臓を4 %ホルマリン‑リン酸緩衝液で固定し、
常法に従ってパラフィン切片を作製し，ヘマトキシリン・エオジン染色およびマッソン・
トリクローム染色を施して光学顕微鏡下で観察し、病理組織学的検査での肝障害の程度に
応じて、Ａ：著変なし?弱い変化、Ｂ：一部に偽小葉（線維化）形成、Ｃ：明瞭な偽小葉
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形成、Ｄ：高度な障害／残存細胞が少ない、の４段階にグレード付けした。ヒトの慢性肝
炎及び／又は肝硬変の像に類似しているＣ又はＤを示す標本を慢性肝炎及び／又は肝硬変
の病理組織学的特徴を有すると判定した。CDHF+低酸素群において、低酸素暴露開始１ヵ
月後摘出肝臓において、肝細胞の大滴性脂肪性変化、肝細胞の変性・壊死、門脈域のリン
パ球浸潤が見られ、その結果として小葉内に線維化を呈しておりグレードＣのNASH病態に
特徴的な脂肪性肝炎及び／又は肝線維化の病理組織学的特徴が観察された。 CDHF群では
肝細胞の大滴性脂肪性変化、肝細胞の変性、門脈域のリンパ球浸潤が軽度に見られるＡ?
Ｂで、正常対照群と対照+低酸素群には病理組織学的な変化は認められなかった。
【０１１７】
低酸素暴露あるいは通常大気中飼育による飼育期間２ヵ月後、ラット血漿中アンモニア
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濃度 (μg/dL)について、正常対照群：43.2±14.2、 CDHF群：66.7±20.5、 対照+低酸素
群：45.3±18.2、CDHF+低酸素群は84.1±25.7であり上昇傾向が見られた。
【０１１８】
低酸素暴露あるいは通常大気中飼育による飼育期間1ヵ月後、肝線維化の生化学的指標
とした血中ヒアルロン酸濃度(ng/ml 血漿)を採取した血漿を試料として検討した。正常対
照群：83.3±8.6、対照+低酸素群：79.9±6.1、CDHF群：117.4±12.5、CDHF+低酸素群：1
64.7±20.9で、有意に（ｐ＜５％）上昇した。
【０１１９】
肝障害を反映する生化学的マーカーの変化に関して、肝実質細胞質内酵素の血中への逸
脱に関して、低酸素暴露あるいは通常大気中飼育による飼育を行い１ヶ月後採取した血清
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を試料として検討した。AST（KU/mL）については、正常対照群：49.8±8.1、対照+低酸素
群：63.1±9.3、CDHF群：112.6±16.5 、CDHF+低酸素群：176.7±37.1で有意に（ｐ＜5％
）上昇し、ALT（KU/mL）については、対照群：12.6±1.5、対照+低酸素群：14.3±1.7、C
DHF群：20.9±5.5 、CDHF+低酸素群：27.6±4.1 で上昇傾向にあった。
【０１２０】
肝・胆道系酵素（ALP：Alkaline phosphatase、γ‑GTP：γ‑Glutamyl transpeptidase
）の血中への逸脱に関して、低酸素暴露あるいは通常大気中飼育による飼育を行い１ヶ月
後採取した血清を試料として検討した。ALP（nmol p‑nitrophenol produce/min/mL 血漿
）については正常対照群：89.71±3.6、対照+低酸素群：94.6±4.7、CDHF群：156.2±3.9
、CDHF+低酸素群：211.1±14.3で有意に（ｐ＜１％）上昇し、γ‑GTP（IU/L 血漿）につ
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いては、正常対照群：1.13±0.20、対照+低酸素群：1.29±0.22、CDHF群：1.12±0.12、C
DHF+低酸素群：3.37±0.90 で有意に（ｐ＜５％）上昇した。
【０１２１】
血清中Bilirubin濃度は、低酸素暴露あるいは通常大気中飼育による飼育を行い１ヶ月
後採取した血清を試料として検討した。正常対照群、対照+低酸素群、CDHF群では検出限
度以下であったが、CDHF+低酸素群：7.7±2.4mg/dL血清で検出限度以上にまで上昇した。
【０１２２】
慢性肝疾患における肝予備能の指標である肝での蛋白合成能を示す血清albumin濃度（m
g/mL 血清）に関して、低酸素暴露あるいは通常大気中飼育による飼育を行い２ヶ月後採
取した血漿を試料として検討した。正常対照群：54.0±3.5、対照+低酸素群：50.0±4.3

20

、CDHF群：40.3±6.0、CDHF+低酸素群：34.3±6.6で有意に（ｐ＜５％）低下した。
【０１２３】
線維化に関与するとされ、また酸化的ストレスとも密接に関与するとされる非ヘム鉄の
含量に関して、低酸素暴露あるいは通常大気中飼育による飼育を行い１ヶ月後採取した血
清および肝臓を試料として検討した。血清中濃度（μg/dL）は正常対照群：69.3±9.2、
対照+低酸素群：66.2±5.7、CDHF群：70.6±9.5、CDHF+低酸素群：78.7±8.2であった。
肝臓中非ヘム鉄の含量（μg/g肝湿重量）は正常対照群：120.0±9.1、対照+低酸素群：11
7.9±7.1、CDHF群：158.1±19.3、CDHF+低酸素群：217±20.5で有意（ｐ＜５％）上昇し
た。
【０１２４】

30

生活習慣病の基盤となる慢性的カロリー摂取過多による代謝症候群の栄養状態では、ミ
トコンドリアにおけるエネルギー代謝からの活性酸素・遊離基の派生が推定され、酸化的
ストレス亢進が想定される。栄養代謝の主要臓器である肝臓の細胞に脂肪沈着と酸素の供
給不足がもたらされる条件設定の本申請病態モデルにおいてもこれらの機転が炎症や肝の
線維化さらには肝硬変への進展に重大な役割を果たすことが想定される。
【０１２５】
低酸素暴露あるいは通常大気中飼育による飼育を行い１ヶ月後採取した肝臓から分離調
製したミトコンドリア分画をelectron spin resonance以降ESR分光法分析用の試料として
、ミトコンドリアでのエネルギー代謝からの活性酸素・遊離基の発生量を検討した。即ち
、0.1% dodecyl maltoside, 5mM glutamate, 5mM malate, 100mM succinate, 500μg蛋白
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相当ミトコンドリア, 920mM 5,5‑dimethyl‑1‑pyrroline‑1‑oxide以降DMPO, 0.1mM NADH含
有試料を37℃5分間インキュベートし、活性酸素・遊離基とDMPOとのアダクトによるESRシ
グナルをESR分光法分析で検出した。正常対照群、対照+低酸素群やCDHF群ではDMPOとヒド
ロキシル遊離基とのスピンアダクトによるESRシグナルは痕跡程度検出されるのみに止ま
る程のミトコンドリアから活性酸素・遊離基の派生であったが、CDHF+低酸素群の肝ミト
コンドリアによるESR測定試料からはDMPOとヒドロキシル遊離基とのスピンアダクトによ
るESRシグナル強度は、他群の2‑3倍ほど増強しており、該NASHモデルのミトコンドリアで
のエネルギー代謝からの活性酸素・遊離基の発生が増大していた。
【０１２６】
実施例４）
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実験動物や飼育方法などの条件は実施例３に準じ、脂肪肝担持実験動物の作製は高脂肪飼
料(37.950% ラード,

48.375% シュークロース, 4.000% ハーパーミネラル, 1.050% ビタ

ミン混合, 0.625% Ｌ‑シスチン w/w、 オリエンタル酵母、以下高脂肪飼料と記載)を用い
、シュークロース添加水を与えて飼育した。２ヵ月以上飼育することで行った。
【０１２７】
肝臓への中性脂肪の沈着：
高脂肪飼料給餌により３ヶ月間飼育後、エーテル麻酔下に開腹し摘出した肝臓中Triglyce
ride含量（mg/g肝湿重量）は、MF飼育群で12.1±1.1、CDHF飼育群で26.0±5.2で、中性脂
肪の肝臓への沈着が有意に（p<0.05）惹き起こされていることが判明した。
【０１２８】
高脂肪食による脂肪肝担持実験動物へ、低酸素ストレスを実施例１に準じ負荷すること
によっても、線維化を示す肝臓の病理組織学的変化や血液生化学的指標およびミトコンド
リアでのエネルギー代謝からの活性酸素・遊離基の発生増大が惹起され、NASHモデル動物
が作成できた。
【手続補正書】
【提出日】平成19年11月9日(2007.11.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
脂肪肝担持実験動物に対し、亜硝酸塩および／又はヒドロキシルアミンを、投与量として
１日当たり３０〜７０ｍｇ／ｋｇ体重、投与期間として３〜１６週間、より好ましくは４
〜１２週間投与することで、メトヘモグロビンを形成させ血中酸素分圧を１０８ヘクトパ
スカル未満に低下させた生体内低酸素状態を与えることにより作出される非アルコール性
脂肪性肝炎の生化学的特徴及び／又は病理組織学的特徴を維持した病態モデル実験動物（
ヒトを除く）。
【請求項２】
（削除）
【請求項３】
（削除）
【請求項４】
（削除）
【請求項５】
（削除）
【請求項６】
上記請求項１に記載の病態モデル実験動物は、医学研究用実験動物であることを特徴とす
る病態モデル実験動物。
【請求項７】
上記医学研究用動物がげっ歯類であることを特徴とする請求項２に記載の病態モデル実験
動物。
【請求項８】
上記げっ歯類がマウス又はラットであることを特徴とする請求項３に記載の病態モデル実
験動物。
【請求項９】
（削除）
【請求項１０】
脂肪肝担持実験動物に対し、亜硝酸塩および／又はヒドロキシルアミンを、投与量として
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１日当たり３０〜７０ｍｇ／ｋｇ体重、投与期間として３〜１６週間、より好ましくは４
〜１２週間投与することで、メトヘモグロビンを形成させ血中酸素分圧を１０８ヘクトパ
スカル未満に低下させた生体内低酸素状態を与えることにより非アルコール性脂肪性肝炎
の生化学的特徴及び／又は病理組織学的特徴を維持した病態モデル実験動物（ヒトを除く
）を作出する病態モデル実験動物の作出方法。
【請求項１１】
（削除）
【請求項１２】
（削除）
【請求項１３】
（削除）
【請求項１４】
（削除）
【請求項１５】
上記請求項５に記載の病態モデル実験動物は、医学研究用実験動物であることを特徴とす
る病態モデル実験動物の作出方法。
【請求項１６】
上記医学研究用動物がげっ歯類であることを特徴とする請求項６に記載の病態モデル実験
動物の作出方法。
【請求項１７】
上記げっ歯類がマウス又はラットであることを特徴とする請求項７に記載の病態モデル実
験動物の作出方法。
【請求項１８】
（削除）
【請求項１９】
（削除）
【請求項２０】
請求項１乃至４のいずれか１項に記載の病態モデル実験動物を非アルコール性脂肪性肝炎
の重症化予防剤開発に供することを特徴とする病態モデル実験動物の利用方法。
【請求項２１】
請求項１乃至４のいずれか１項に記載の病態モデル実験動物を非アルコール性脂肪性肝炎
の治療剤開発に供することを特徴とする病態モデル実験動物の利用方法。
【請求項２２】
請求項１乃至４のいずれか１項に記載の病態モデル実験動物を非アルコール性脂肪性肝炎
を指標とした生理活性物質のスクリーニングに供することを特徴とする病態モデル実験動
物の利用方法。
【請求項２３】
請求項１乃至４のいずれか１項に記載の病態モデル実験動物を低酸素血症に伴う生活習慣
病の発症機構の解析及び重症化予防剤開発並びに治療剤開発及び治療法の開発に用いるこ
とを特徴とする病態モデル実験動物の利用方法。
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