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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
アセト酢酸及び／又は３−ヒドロキシ酪酸、又はそれらの塩を有効成分とする、アディ
ポネクチンの分泌抑制によりアディポネクチンの分泌を調節するアディポネクチン分泌調
節剤。
【請求項２】
アディポネクチンの分泌抑制が、アディポネクチン多量体の分泌抑制であることを特徴
とする請求項１に記載のアディポネクチン分泌調節剤。
【請求項３】
アディポネクチンの分泌調節が、アディポネクチンの分泌抑制による過剰な血中アディ
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ポネクチン濃度の減少であることを特徴とする請求項１又は２に記載のアディポネクチン
分泌調節剤。
【請求項４】
アディポネクチンの分泌調節が、アディポネクチンに起因する疾患、症状の予防、緩和
、又は改善のためのものであることを特徴とする請求項１〜３のいずれかに記載のアディ
ポネクチン分泌調節剤。
【請求項５】
アディポネクチンに起因する疾患、症状の予防、緩和、又は改善が、冠動脈疾患におけ
る高アディポネクチン濃度の予防、緩和、又は改善のためのものであることを特徴とする
請求項４に記載のアディポネクチン分泌調節剤。
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【請求項６】
アディポネクチンに起因する疾患、症状の予防、緩和、又は改善が、過剰な血中アディ
ポネクチンの存在による骨形成の抑制、或いは骨密度の低下の予防、緩和、又は改善のた
めのものであることを特徴とする請求項４に記載のアディポネクチン分泌調節剤。
【請求項７】
アディポネクチンの分泌調節が、体重調節による抗肥満作用のためのものであることを
特徴とする請求項１〜３のいずれかに記載のアディポネクチン分泌調節剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、生体内でアディポサイトカインとして機能しているアディポネクチンの分泌
抑制作用を有するアディポネクチン分泌調節剤、及び、該分泌調節剤による、冠動脈疾患
における高アディポネクチン濃度、又は、過剰な血中アディポネクチンの存在による骨形
成の抑制、或いは骨密度の低下のようなアディポネクチンに起因する疾患、症状の予防、
緩和、又は改善、更には、該分泌調節剤による、体重調節による抗肥満作用のための分泌
調節剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
アディポネクチンは、１９９６年にヒト脂肪組織から分離された、脂肪組織に特異的な
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分泌タンパク質アディポサイトカインで（Food Style 21, 第６巻、第５号、第７２〜７
８頁）、マウスやヒトなどの哺乳動物に見いだされた蛋白質で、正常ヒト血中に５〜１０
μｇ／ｍｌという高濃度で存在している。アディポネクチンには動脈硬化症の改善、高血
圧の改善、脂質代謝改善、インスリン感受性の改善、抗炎症作用、肝線維化抑制など多岐
にわたる作用が見出されており、血中のアディポネクチン濃度を上昇せしめる薬品又は飲
食物は、メタボリックシンドロームの予防・改善作用を有することが示されている。
【０００３】
アディポネクチンは、脂肪組織から特異的に分泌されているにも関わらず、血中のアデ
ィポネクチン濃度は、体重減少によって上昇することが明らかにされている。アディポネ
クチンは、血管内皮細胞、血管平滑筋細胞、マクロファージに対して抗動脈硬化作用を有
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していることが知られており、異種のアディポサイトカインであるレプチンとは異なるメ
カニズムを介する体重減少が確認され、アディポネクチンが体重調節等の機能を担ってい
ることが明らかにされており、抗肥満作用及び抗糖尿病作用も有することが知られている
。
【０００４】
従来より、アディポネクチンの産生を促進する物質として、各種の物質が植物等から抽
出され、開示されている。例えば、特開２００９−１９６９８１号公報には、サラシア属
植物の粉砕物又は抽出物を有効成分とする血中アディポネクチン量増加剤が、特開２００
９−１４９６３５号公報、特開２００９−１４３９１７号公報、特開２００９−１４３９
１０号公報には、キサンチン類を有効成分とするアディポネクチン産生促進剤が、特開２
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００９−１２０４９１号公報には、メチル化カテキン類を有効成分とするアディポネクチ
ン産生促進剤が、特開２００８−１７９６０９号公報には、アスタキサンチンを有効成分
とするアディポネクチン産生促進剤が、及び、特開２００８−１１５１６３号公報、特開
２００８−３１０７６号公報には、カルコン類を有効成分とするアディポネクチン産生促
進剤がそれぞれ開示されている。その他、今までに、各種のアディポネクチン産生促進剤
及びアディポネクチン低下抑制剤が開示され、動脈硬化症の予防、治療、糖尿病の治療又
は予防、抗炎症等の用途への利用が開示されている。
【０００５】
一方で、最近、アディポネクチン産生を抑制する物質が見出され、アディポネクチンに
起因する各種疾患、疾病、症状などの予防、緩和、改善に有用な用途剤として、アディポ
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ネクチン産生抑制剤が開示されている（特開２００８−２４６２０号公報）。該アディポ
ネクチン産生抑制剤は、ルイボス葉、オウバク、チクジョから選ばれる生薬を有効成分と
するアディポネクチン産生抑制剤であり、アディポネクチン産生抑制による痩身効果が示
されており、痩身用皮膚外用剤、痩身用浴用剤、痩身用飲食物及び痩身用飼料としての用
途が示されている。
【０００６】
従来から、生体内でアディポサイトカインとして機能しているアディポネクチンについ
ては、その動脈硬化症の改善、高血圧の改善、脂質代謝改善、インスリン感受性の改善、
抗炎症作用、肝線維化抑制など多岐にわたる作用が見出されたことにより、その医薬的な
利用の目的から、前記のように、もっぱら、アディポネクチンの産生を促進する物質の開
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発が行われ、開示されてきた。しかし、近年の研究の進展により、過剰なアディポネクチ
ンの産生の弊害の問題も指摘されてきている。例えば、冠動脈疾患患者にとっては、高い
血中アディポネクチン濃度が危険因子となることや、また、過剰な血中アディポネクチン
の存在は骨形成を抑制し、骨密度を低下させる原因となることが指摘されている。そこで
、従来のように、アディポネクチンの分泌を促進する薬剤だけでなく、高い若しくは過剰
な血中アディポネクチン濃度を低下させ、血中アディポネクチンを適正な濃度に調節する
薬剤の開発が求められているところである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
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【特許文献１】特開２００８−２４６２０号公報
【特許文献２】特開２００８−３１０７６号公報
【特許文献３】特開２００８−１１５１６３号公報
【特許文献４】特開２００８−１７９６０９号公報
【特許文献５】特開２００９−１２０４９１号公報
【特許文献６】特開２００９−１４３９１０号公報
【特許文献７】特開２００９−１４３９１７号公報
【特許文献８】特開２００９−１４９６３５号公報
【特許文献９】特開２００９−１９６９８１号公報
【非特許文献】
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【０００８】
【非特許文献１】Food Style 21, 第６巻、第５号、第７２〜７８頁。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
本発明の課題は、動脈硬化症の改善、高血圧の改善、脂質代謝改善、インスリン感受性
の改善、抗炎症作用、肝線維化抑制など多岐にわたる作用を有し、生活習慣病の予防或い
は治療上重要なサイトカインとして、その分泌促進が検討されているアディポネクチンに
ついて、その過剰な血中アディポネクチンの存在を回避し、アディポネクチンの適正な血
中濃度を維持するために、アディポネクチンの分泌を効果的に抑制し、アディポネクチン
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の分泌を調節できるアディポネクチン分泌調節剤を提供すること、及び、該ディポネクチ
ン分泌調節剤により、冠動脈疾患における高アディポネクチン濃度、又は、過剰な血中ア
ディポネクチンの存在による骨形成の抑制、或いは骨密度の低下のようなアディポネクチ
ンに起因する疾患、症状の予防、緩和、又は改善を行うことが可能な、更には、該分泌調
節剤による、体重調節による抗肥満作用を有する用途剤として使用することが可能なアデ
ィポネクチン分泌調節剤を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
従来、医薬的な利用の目的から、もっぱら、アディポネクチンの産生を促進する物質の
開発が行われてきた中で、近年の研究の進展により、過剰なアディポネクチンの産生の弊
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害の問題が指摘され、したがって、該過剰なアディポネクチンの産生の弊害の問題を回避
するために、高い若しくは過剰な血中アディポネクチン濃度を低下させ、血中アディポネ
クチンを適正な濃度に調節する手段が求められているところ、本発明者は、アディポネク
チンの分泌を効果的に抑制できる物質について、鋭意探索する中で、アセト酢酸及び３−
ヒドロキシ酪酸からなるケトン体が、アディポネクチンの分泌を効果的に抑制することを
見出し、該ケトン体を用いて、アディポネクチン分泌の抑制を行うことにより、生体にお
ける血中濃度を調節できることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１１】
すなわち、本発明は、アセト酢酸及び／又は３−ヒドロキシ酪酸、又はそれらの塩を有
効成分とするアディポネクチン分泌調節剤からなる。本発明におけるアディポネクチンの
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分泌調節剤により、アディポネクチンの分泌を抑制し、過剰な血中アディポネクチン濃度
の減少を図ることができる。また、本発明のアディポネクチン分泌調節剤により、分泌さ
れるアディポネクチンの単量体及び多量体の組成比を変更し、アディポネクチン多量体の
分泌抑制を行うことができる。そして、本発明のアディポネクチン分泌調節剤により、ア
ディポネクチンに起因する疾患、症状の予防、緩和、又は改善を図ることができる。該ア
ディポネクチンに起因する疾患、症状の予防、緩和、又は改善としては、冠動脈疾患にお
ける高アディポネクチン濃度の予防、緩和、又は改善を挙げることができる。また、該ア
ディポネクチンに起因する疾患、症状の予防、緩和、又は改善として、過剰な血中アディ
ポネクチンの存在による骨形成の抑制、或いは骨密度の低下の予防、緩和、又は改善を挙
げることができる。更に、本発明におけるアディポネクチンの分泌調節剤を、体重調節に
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よる抗肥満作用のためのアディポネクチンの分泌調節に用いることができる。
【００１２】
すなわち具体的には本発明は、（１）アセト酢酸及び／又は３−ヒドロキシ酪酸、又は
それらの塩を有効成分とする、アディポネクチンの分泌抑制によりアディポネクチンの分
泌を調節するアディポネクチン分泌調節剤や、（２）アディポネクチンの分泌抑制が、ア
ディポネクチン多量体の分泌抑制であることを特徴とする上記（１）に記載のアディポネ
クチン分泌調節剤や、（３）アディポネクチンの分泌調節が、アディポネクチンの分泌抑
制による過剰な血中アディポネクチン濃度の減少であることを特徴とする上記（１）又は
（２）に記載のアディポネクチン分泌調節剤からなる。
30
【００１３】
また、本発明は、（４）アディポネクチンの分泌調節が、アディポネクチンに起因する
疾患、症状の予防、緩和、又は改善のためのものであることを特徴とする上記（１）〜（
３）のいずれかに記載のアディポネクチン分泌調節剤や、（５）アディポネクチンに起因
する疾患、症状の予防、緩和、又は改善が、冠動脈疾患における高アディポネクチン濃度
の予防、緩和、又は改善のためのものであることを特徴とする上記（４）に記載のアディ
ポネクチン分泌調節剤や、（６）アディポネクチンに起因する疾患、症状の予防、緩和、
又は改善が、過剰な血中アディポネクチンの存在による骨形成の抑制、或いは骨密度の低
下の予防、緩和、又は改善のためのものであることを特徴とする上記（４）に記載のアデ
ィポネクチン分泌調節剤や、（７）アディポネクチンの分泌調節が、体重調節による抗肥
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満作用のためのものであることを特徴とする上記（１）〜（３）のいずれかに記載のアデ
ィポネクチン分泌調節剤からなる。
【発明の効果】
【００１４】
本発明は、アディポネクチンの分泌を効果的に抑制し、アディポネクチンの分泌を調節
できるアディポネクチン分泌調節剤を提供する。本発明のディポネクチン分泌調節剤は、
冠動脈疾患における高アディポネクチン濃度、又は、過剰な血中アディポネクチンの存在
による骨形成の抑制、或いは骨密度の低下のようなアディポネクチンに起因する疾患、症
状の予防、緩和、又は改善を行うことが可能であり、更には、該分泌調節剤による、体重
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調節による抗肥満作用を有する用途剤として使用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施例におけるアディポネクチンの分泌抑制についての試験において、
アセト酢酸投与によるマウス脂肪細胞のアディポネクチンの分泌への影響について試験し
た結果を示す図である。
【図２】本発明の実施例におけるアディポネクチンの分泌抑制についての試験において、
３−ヒドロキシ酪酸投与によるマウス脂肪細胞のアディポネクチンの分泌への影響につい
て試験した結果を示す図である。
【図３】本発明の実施例におけるアディポネクチンの分泌抑制についての試験において、
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３−ヒドロキシ酪酸投与によるマウス脂肪細胞のアディポネクチンの分泌における総単量
体アディポネクチン値について、Odyssey Infrared Imaging Systemsを用いて検出した結
果を示す写真である。
【図４】本発明の実施例におけるアディポネクチンの分泌抑制についての試験において、
３−ヒドロキシ酪酸投与によるマウス脂肪細胞のアディポネクチンの分泌における多量体
アディポネクチン値について、Odyssey Infrared Imaging Systemsを用いて検出した結果
を示す写真である。
【図５】本発明の実施例におけるアディポネクチンの分泌抑制についての試験において、
アセト酢酸投与によるマウス脂肪細胞のアディポネクチンの分泌における高分子量アディ
ポネクチン多量体、中分子量及び低分子量アディポネクチンの分泌状況について検出した
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結果を示す図である。
【図６】本発明の実施例におけるアディポネクチンの分泌抑制についての試験において、
３−ヒドロキシ酪酸投与によるマウス脂肪細胞のアディポネクチンの分泌における高分子
量アディポネクチン多量体、中分子量及び低分子量アディポネクチンの分泌状況について
検出した結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
本発明は、アセト酢酸及び／又は３−ヒドロキシ酪酸、又はそれらの塩を有効成分とす
るアディポネクチンの分泌抑制により血中アディポネクチン濃度を調節するアディポネク
チン分泌調節剤からなる。本発明のアディポネクチン分泌調節剤の有効成分であるアセト
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酢酸及び３−ヒドロキシ酪酸は、それ自体、或いは、その医薬的に許容される塩の形で用
いることができる。医薬に許容可能な塩として、金属塩（無機塩）と有機塩との両方が含
まれる。
【００１７】
本発明のアディポネクチン分泌調節剤は、有効成分である化合物を、製剤学的に許容さ
れる製剤担体と組み合わせて、経口的、又は非経口的にヒトを含む哺乳動物に投与するこ
とができる。該製剤形態は特に限定されず、予防及び治療目的に応じて適宜選択でき、具
体的には、錠剤、丸剤、散剤、液剤、懸濁剤、乳剤、顆粒剤、カプセル剤、シロップ剤、
坐剤、注射剤、軟膏剤、貼付剤、点眼剤、点鼻剤等を例示できる。製剤化にあたっては製
剤担体として通常汎用される賦形剤、結合剤、崩壊剤、滑沢剤、安定剤、矯味矯臭剤、希
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釈剤、界面活性剤、注射剤用溶剤等の添加剤を使用できる。また、本発明の効果を損なわ
ない限り、本発明の化合物等と、他のアディポネクチン分泌調節剤とを併用してもよい。
【００１８】
本発明のアディポネクチン分泌調節剤は、医薬品、化粧品をはじめとする各種の皮膚外
用剤や内用剤、浴用剤、飲食物などに配合することができる。本発明のアディポネクチン
分泌調節剤において、有効成分の製剤における総配合量は剤型によっても異なるが、目的
の用途によって適宜、配合量を調整することができる。
【００１９】
以下、実施例により本発明をより具体的に説明するが、本発明の技術的範囲はこれらの
例示に限定されるものではない。
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【実施例１】
【００２０】
［アセト酢酸及び３−ヒドロキシ酪酸を用いたアディポネクチン分泌抑制効果試験］
【００２１】
＜試験方法＞
マウス３Ｔ３−Ｌ１前駆脂肪細胞懸濁液５×１０４ｃｅｌｌｓ／ｍｌを２００μｌずつ９
６ウェルプレートの各ウェルに分注し、脂肪細胞に分化させた。アセト酢酸及び３−ヒド
ロキシ酪酸を２５ｍＭ

ＨＥＰＥＳを含む無血清ＤＭＥＭで適宜希釈し、０．１ｍＭから

５０ｍＭのアセト酢酸或いは３−ヒドロキシ酪酸を含む無血清培地とした。０．１ｍＭか
ら５０ｍＭのアセト酢酸及び３−ヒドロキシ酪酸を含む無血清培地をそれぞれ２００μｌ
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ずつ脂肪細胞に加えて培養を行い、２４時間後に培地を回収した。回収した培地について
ＳＤＳ−ＰＡＧＥを行った後、ウェスタンブロッティングを行い、Odyssey Infrared Ima
ging Systemsを用いてアディポネクチンを検出した。
【００２２】
＜結果＞
得られたデジタル画像をImage Jを用いて解析し、総単量体アディポネクチン値を算出し
た。図１（アセト酢酸投与によるマウス３Ｔ３−Ｌ１脂肪細胞のアディポネクチン分泌へ
の影響）に示すように、５ｍＭ以上のアセト酢酸を含む無血清培地で培養した結果、脂肪
細胞のアディポネクチン分泌は有意に抑制された。また、３−ヒドロキシ酪酸を含む無血
清培地で培養した結果、１０ｍＭ以上で有意なアディポネクチン分泌抑制が認められた（

20

図２：３−ヒドロキシ酪酸投与によるマウス３Ｔ３−Ｌ１脂肪細胞のアディポネクチン分
泌への影響）。
以上のように、ケトン体であるアセト酢酸あるいは３−ヒドロキシ酪酸が有意にアディ
ポネクチン分泌の抑制効果が認められた。
【実施例２】
【００２３】
［アセト酢酸及び３−ヒドロキシ酪酸を用いたアディポネクチン単量体及び多量体の分
泌抑制効果試験］
【００２４】
30

＜材料の調製；検出＞
【００２５】
（マウス３Ｔ３−Ｌ１前駆脂肪細胞の培養）
マウス３Ｔ３−Ｌ１前駆脂肪細胞（ＩＦＯ５０４１６，ＨＳＲＲＢ）を購入し、２４ウェ
ルプレートを用いて、１０％ＦＢＳ（ＳＩＧＭＡ）を含むタルベッコ変法イーグル増殖培
地(ＤＭＥＭ)（日水製薬）で培養した。４８ｈごとに培地を交換して細胞を増殖させ、２
５ｃｍ２フラスコ、７５ｃｍ２フラスコへと細胞を継代した。細胞を回収してＢＩＣＥＬ
Ｌ（日本冷凍）にて１分約１℃で−８５℃まで冷却し、以下の検討に用いるまで−８５℃
で保存した。
【００２６】

40

（脂肪細胞への分化）
２

マウス３Ｔ３−Ｌ１前駆脂肪細胞を７５ｃｍ

フラスコからトリプシン−ＥＤＴＡ（免疫

生物研究所）を用いて５０ｍｌプラスチックチューブに回収した。４５０×ｇ、５分間遠
心し、上清を除いた後、新らたな培地を加えて細胞を懸濁させた。細胞懸濁液を６ウェル
プレートへ分注し、コンフルエントに達するまで培養した。細胞がコンフルエントに達し
た後、１０μｇ／ｍｌインスリン（Wako）、０．５ｍＭ／ｌ

３‑isobutyl‑1‑methyl‑xan

thine (ＩＢＭＸ)（ＳＩＧＭＡ）及び１Ｍ／ｌデキサメタゾン（Wako）を加えた分化誘導
培地に交換した。４８時間ごとに新しい分化誘導培地に交換し、７日間培養した。その後
、増殖培地に交換し、更に２日間培養した。
【００２７】
（脂肪細胞の確認）
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Oil red Ｏ染色によって分化させた脂肪細胞の脂肪滴を確認した。分化させた脂肪細胞の
プレートから培地を除き、ＰＢＳで洗浄した後、１０％ホルマリン（ＳＩＧＭＡ）を加え
、１時間静置して細胞を化学固定した。１０％ホルマリンを除き、蒸留水で洗浄した後、
０．２％ Oil red Ｏ（ＳＩＧＭＡ）染色液（イソプロパノール：蒸留水＝６：４）を加
え、１時間静置して脂肪滴を染色した（Trouba et al,2000）。染色液を除き、蒸留水で
洗浄し、顕微鏡（Olympus IX‑70，オリンパス）で確認し、デジタルカメラにて撮像した
。
【００２８】
（アセト酢酸及び３−ヒドロキシ酪酸溶液の調製）
Lithium acetoacetate（ＳＩＧＭＡ）或いは（Ｒ）−（−）−３−hydroxybutyric acid
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，sodium saltを微量のフェノールレッドを含むミリＱ水に溶解した。ＨＣｌを用いて中
性付近にｐＨを調整し、１Ｍの３−ヒドロキシ酪酸及びアセト酢酸溶液を調製した。孔径
０．２μｍのマイクロフィルターでろ過して下記の実験に使用した。
【００２９】
［アセト酢酸及び３−ヒドロキシ酪酸のマウス３Ｔ３−Ｌ１脂肪細胞のアディポネクチ
ン分泌に及ぼす影響］
【００３０】
＜試験方法＞
マウス３Ｔ３−Ｌ１前駆脂肪細胞懸濁液５×１０４ｃｅｌｌｓ／ｍｌを２００μｌずつ９
６ウェルプレートの各ウェルに分注し、脂肪細胞に分化させた。１Ｍのアセト酢酸及び３

20

−ヒドロキシ酪酸溶液を適宜希釈し、それらの溶液を無血清培地で２０倍希釈した。これ
を適宜無血清培地で希釈し、１ｍＭから５０ｍＭのアセト酢酸或いは３−ヒドロキシ酪酸
を含む無血清培地とした。１ｍＭから５０ｍＭのアセト酢酸及び３−ヒドロキシ酪酸を含
む無血清培地をそれぞれ２００μｌずつ脂肪細胞に加えて培養を行い、４８時間後に培地
を回収した。ネガティブコントロールとしてミリＱ水を用いた。
【００３１】
培養上清を適宜希釈し、２×ＳＤＳ−ＰＡＧＥsample buffer（０．１２５Ｍ Tris−Ｈ
Ｃｌ (ｐＨ６．５)、２０％グリセロール、４％ＳＤＳ、１０％２−メルカプトエタノー
ル、０．００４％ブロモフェノールブルー）と混合し、５分間煮沸した。１０％ポリアク
リルアミドゲルを用いて、ＳＤＳ−ポリアクリルアミド電気泳動(ＳＤＳ−ＰＡＧＥ)を行

30

った後、セミドライブロッティング装置（BIO CRAFT）を用いてゲル一枚当たり１００ｍ
Ａで６０分間通電し、polyvinylidene difluoride (ＰＶＤＦ)膜（MILLIPORE）にタンパ
ク質を転写した。得られたＰＶＤＦ膜をブロッキング溶液（５%スキムミルク、０．１％
アジ化ナトリウム／ＴＢＳ）中で室温、１時間振とうし、ブロッキングを行った。
【００３２】
次いで、０．５％polyoxyethylene(20) sorbitan monolaurate （Ｔｗｅｅｎ−２０）
を含むＴＢＳ（Ｔｗｅｅｎ−ＴＢＳ）で３分間×４回洗浄した後、biotinylated anti‑mo
use adiponectin polyclonal antibody （R&D Systems,Inc）をＴｗｅｅｎ−ＴＢＳで適
宜希釈した溶液中でＰＶＤＦ膜を１時間振とうした。Ｔｗｅｅｎ−ＴＢＳで３分間×４回
洗浄した後、streptavidin、Alexa Fluor(R) 680 conjugate(Molecular Probes, Inc.)を
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含むＴｗｅｅｎ−ＴＢＳ中でＰＶＤＦ膜を室温１時間振盪した。Ｔｗｅｅｎ−ＴＢＳで３
分間×４回洗浄した後，Odyssey Infrared Imaging Systems（LI‑COR Biosciences）を用
いて検出した。得られたデジタル画像をＩｍａｇｅ

Ｊを用いて解析し、総単量体アディ

ポネクチン値を算出した。
【００３３】
＜結果＞
結果を図３に示す。
【００３４】
［アセト酢酸及び３−ヒドロキシ酪酸がアディポネクチン多量体の分泌に及ぼす影響］
アディポネクチンは単量体、３分子の単量体からなる３量体（Low molecular weight：Ｌ
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ＭＷ）、６量体（Middle molecular weight：ＭＭＷ）及びそれらの複合体である多量体
（High molecular weight：ＨＭＷ）として血中に存在しており、その中でも特に多量体
（ＨＭＷ）がインスリン耐性の改善などに活性を持つと考えられている（J. Biol. Chem.
278, 40352‑40363, 2003）。そこで，更に、アセト酢酸のアディポネクチン分泌抑制作
用を検討するために，多量体アディポネクチンの分泌を測定した。
【００３５】
＜試験方法＞
マウス３Ｔ３−Ｌ１前駆脂肪細胞懸濁液５×１０４ｃｅｌｌｓ／ｍｌを２００μｌずつ９
６ウェルプレートの各ウェルに分注し、脂肪細胞に分化させた。１ｍＭから５０ｍＭのア
セト酢酸及び３−ヒドロキシ酪酸を含む無血清培地を調製した。培地を除去後、１ｍＭか
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ら５０ｍＭのアセト酢酸及び３−ヒドロキシ酪酸を含む無血清培地をそれぞれ２００μｌ
ずつ加えた。ネガティブコントロールとしてミリＱ水を用いた。培地を加えて４８時間後
、各ウェルの培地を回収した。得られた培地を、２−メルカプトエタノールを除いた５×
ＳＤＳ−ＰＡＧＥｓａｍｐｌｅ

ｂｕｆｆｅｒ（０．３１２５Ｍ

Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ

（

ｐＨ６．５）、５０％グリセロール、１０％ＳＤＳ、０．００４％ブロモフェノールブル
ー、２−メルカプトエタノール不含）と混合し、１時間室温に静置した。２−１５％のグ
ラジェントゲル（マルチゲル(R)IIミニ２／１５，コスモ・バイオ株式会社）を用いてＳ
ＤＳ−ＰＡＧＥを行った後、セミドライブロッティング装置を用いてゲル一枚当たり１０
０ｍＡで９０分間通電し、ＰＶＤＦ膜にタンパク質を転写した。
20

【００３６】
得られたＰＶＤＦ膜をブロッキング溶液（３％

Bovine Serum Albumin Fraction V （

ＢＳＡ）（Ｒｏｃｈｅ）、０．１％アジ化ナトリウム／ＴＢＳ）中で室温、１時間振とう
し、ブロッキングを行った。次いで，Ｔｗｅｅｎ−ＴＢＳで３分間×４回洗浄した後、mo
use anti‑adiponectin,mouse monoclonal antibody（CHEMICON(R) INRERNATIONAL）を含
むＴｗｅｅｎ−ＴＢＳ中でＰＶＤＦ膜を１時間振とうした。Ｔｗｅｅｎ−ＴＢＳで３分間
×４回洗浄した後、Alexa Flour(R) 680 goat anti‑mouse IgG（Ｈ＋Ｌ）（Molecular Pr
obes., Inc.）を含むＴｗｅｅｎ−ＴＢＳ中でＰＶＤＦ膜を室温１時間振盪した。Ｔｗｅ
ｅｎ−ＴＢＳで３分間×４回洗浄した後、Odyssey Infrared Imaging Systemsを用いて検
出した。
30

【００３７】
＜結果＞
結果を図４に示す。得られたデジタル画像をＩｍａｇｅ

Ｊを用いて解析し、多量体アデ

ィポネクチン値を評価した。
【００３８】
［アセト酢酸及び３−ヒドロキシ酪酸がアディポネクチン多量体の分泌に及ぼす影響の
評価］
図５に示されるように、アセト酢酸を投与した場合、高分子量アディポネクチン多量体の
減少に比べて、中分子量および低分子量アディポネクチン多量体の減少が著しかった。こ
のことから、アセト酢酸はインスリン感受性向上など生理活性の高い高分子量アディポネ
クチン多量体の生成に強い影響を及ぼさずに、中分子量及び低分子量アディポネクチン多
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量体の生成を抑制することが明らかとなった。
【００３９】
一方、図６に示されるように、３−ヒドロキシ酪酸を投与したところ、アディポネクチ
ン多量体の組成比には大きな差異がなく、上述したように総量が減ずることが明らかとな
った。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
本発明は、アディポネクチンの分泌を効果的に抑制し、アディポネクチンの分泌を調節
できるアディポネクチン分泌調節剤を提供する。本発明のディポネクチン分泌調節剤は、
冠動脈疾患における高アディポネクチン濃度、又は、過剰な血中アディポネクチンの存在
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による骨形成の抑制、或いは骨密度の低下のようなアディポネクチンに起因する疾患、症
状の予防、緩和、又は改善剤として、更には、該分泌調節剤による、体重調節による抗肥
満作用を有する用途剤として使用することできる。

【図１】
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