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(57)【要約】
ミトコンドリアに異常を与え、虚血環境下における細
胞の生育を阻害する活性を有する物質を有効成分として
含有する薬剤によれば、虚血性疾患の治療又は予防する
ことができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ミトコンドリアに異常を与え、虚血環境下における細胞の生育を阻害する活性を有する
物質を有効成分として含有することを特徴とする、虚血性疾患の治療又は予防のための薬
剤。
【請求項２】
上記物質は、ミトコンドリアの好気呼吸を阻害するものであることを特徴とする請求項
１に記載の薬剤。
【請求項３】
上記物質は、解糖系からクエン酸回路への代謝の流れを阻害するものであることを特徴

10

とする請求項１又は２に記載の薬剤。
【請求項４】
上記物質は、（ｉ）ピルビン酸からアセチルＣｏＡへの変換反応を阻害するもの、及び
／又は、（ｉｉ）電子伝達系を阻害するもの、であることを特徴とする請求項１〜３のい
ずれか１項に記載の薬剤。
【請求項５】
上記物質は、正常環境下における細胞の生育には影響を与えないものであることを特徴
とする請求項１〜４のいずれか１項に記載の薬剤。
【請求項６】
上記細胞は、線維芽細胞であることを特徴とする請求項１〜５のいずれか１項に記載の
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薬剤。
【請求項７】
上記虚血性疾患は、一過性脳虚血、脳梗塞、心筋梗塞、不安定狭心症、冠動脈バイパス
術後のグラフト閉塞、経皮的冠動脈形成術後の冠動脈閉塞、血行再建術後の血管閉塞、閉
塞性動脈硬化症、閉塞性血栓血管炎、糸球体腎炎、ネフローゼ症候群、本態性血小板血症
、血栓性血小板減少性紫斑病、溶血性尿毒症症候群、抗リン脂質抗体症候群、川崎病、肝
炎、及び腎繊維化疾患の中から選択されるいずれかの疾患であることを特徴とする請求項
１〜６のいずれか１項に記載の薬剤。
【請求項８】
上記物質は、パモ酸ピルビニウムであることを特徴とする請求項１〜７のいずれか１項
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に記載の薬剤。
【請求項９】
虚血環境下の非ヒト哺乳動物、あるいはin vitro又はex vivoにおける虚血環境下の哺
乳動物の細胞に対して試験物質を適用する工程と、
当該試験物質に関して、ミトコンドリアに異常を与え、虚血環境下における細胞の生育
を阻害する活性を測定する工程と、を有することを特徴とする、虚血性疾患の治療又は予
防のための薬剤をスクリーニングする方法。
【請求項１０】
非ヒト哺乳動物、あるいはin vitro又はex vivoにおける哺乳動物の細胞において、ミ
トコンドリアに異常を与え、虚血環境下における細胞の生育を阻害する方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、虚血性疾患の治療又は予防のための薬剤及びその利用に関する。
【背景技術】
【０００２】
血管の閉塞や狭窄により血流が悪化し、体の一部において、血流が完全に遮断されるか
、著しく減少した状態になると、酸素不足、基質供給の減少、代謝産物の蓄積が進行し、
最終的には細胞死や壊死をもたらす。かかる疾患を総称して虚血性疾患という。虚血の程
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度は、血管閉塞の緩急、持続時間、あるいは組織の感受性、副血行路の発達の程度にも関
係するが、虚血に陥った臓器ないし組織には機能障害が現れ、長く持続すれば、組織は萎
縮、変性、壊死に至る。
【０００３】
このような病態が進行し、臨床的に問題となる動脈として、脳、心臓、四肢が知られて
いる。例えば、具体的な虚血性疾患としては、狭心症、心筋梗塞等の虚血性心疾患、脳梗
塞等の虚血性脳疾患（虚血性脳血管障害）、虚血性大腸炎等の虚血性腸疾患等が存在する
。特に、前二者は日本人の死亡原因の上位を占めており、増加傾向にある。
【０００４】
虚血性心疾患の一つ、心筋梗塞を例に挙げてメカニズムを詳細に説明する。心筋梗塞は
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冠動脈の血流が途絶されることにより心筋が虚血状態になり壊死してしまう疾患である。
虚血状態が持続することにより心筋が経時的に死んでいき、心機能が低下する。さらには
、壊死した心筋細胞の跡を埋めるようにコラーゲンの蓄積がおこり心臓の線維化が起こる
。
【０００５】
この線維化は、心筋細胞死後の心臓の心破裂を防ぐ反面、心筋の硬化を招き、心臓機能
を妨げる。この心機能低下が持続すると、心機能障害を補うように心臓の肥大がおこる。
心筋梗塞に伴う心筋の壊死のメカニズムに関する研究は活発に行われており、最近では筋
の壊死を防ぐ因子の発見、幹細胞や遺伝子等を使っての心筋再生医療などの研究が急速に
進んでいる。
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【０００６】
例えば、特許文献１には、ＳＦＲＰ２、ＳＦＲＰ４、ミッドカイン、プレイオトロフィ
ン及びチモシンβ１０から選ばれた少なくとも一種を効果的要素として含有する瘢痕形成
促進剤を投与して、線維化を伴うことなく且つ弾性を維持しつつ瘢痕形成を促進すること
によって心機能を改善する、虚血性心疾患の治療方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】日本国公開特許公報「特表２００９−５１４７８７号公報」
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
しかしながら、上述のような従来技術以外にも、新たな虚血性心疾患の治療予防技術の
開発が必要とされている。特に、虚血性疾患に伴う細胞の線維化等の症状は、上述した心
筋梗塞等の虚血性心疾患以外でも発生する。それゆえ、心疾患以外の虚血性疾患への適用
も可能な、新たな虚血性疾患の治療及び／又は予防法の開発が強く求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
上記の課題を解決するために、本発明者らは鋭意検討した結果、正常環境では細胞の生
存に影響を与えないが、ミトコンドリアの機能異常を引き起こし、虚血環境下における細
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胞の生存・増殖を抑制し得る薬剤を見出した。そして、かかる薬剤の作用機序を解析した
ところ、当該薬剤は細胞のエネルギー代謝、例えば、ミトコンドリアの好気呼吸の一部を
阻害するものであることなどの新規事実を見出し、本発明を完成させるに至った。すなわ
ち、本発明は、以下の発明を包含する。
【００１０】
（１）ミトコンドリアに異常を与え、虚血環境下における細胞の生育を阻害する活性を
有する物質を有効成分として含有する虚血性疾患の治療又は予防のための薬剤。
【００１１】
（２）上記物質は、ミトコンドリアの好気呼吸を阻害するものである（１）に記載の薬
剤。
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【００１２】
（３）上記物質は、解糖系からクエン酸回路への代謝の流れを阻害するものである（１
）又は（２）に記載の薬剤。
【００１３】
（４）上記物質は、（ｉ）ピルビン酸からアセチルＣｏＡへの変換反応を阻害するもの
、及び／又は、（ｉｉ）電子伝達系を阻害するもの、である（１）〜（３）のいずれかに
記載の薬剤。
【００１４】
（５）上記物質は、正常環境下における細胞の生育には影響を与えないものである（１
）〜（４）のいずれかに記載の薬剤。
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【００１５】
（６）上記細胞は、線維芽細胞である（１）〜（５）のいずれかに記載の薬剤。
【００１６】
（７）上記虚血性疾患は、一過性脳虚血、脳梗塞、心筋梗塞、不安定狭心症、冠動脈バ
イパス術後のグラフト閉塞、経皮的冠動脈形成術後の冠動脈閉塞、血行再建術後の血管閉
塞、閉塞性動脈硬化症、閉塞性血栓血管炎、糸球体腎炎、ネフローゼ症候群、本態性血小
板血症、血栓性血小板減少性紫斑病、溶血性尿毒症症候群、抗リン脂質抗体症候群、川崎
病、肝炎、及び腎繊維化疾患の中から選択されるいずれかの疾患である（１）〜（６）の
いずれかに記載の薬剤。
【００１７】
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（８）上記物質は、パモ酸ピルビニウムである（１）〜（７）のいずれかに記載の薬剤
。
【００１８】
（９）虚血環境下の非ヒト哺乳動物、あるいはin vitro又はex vivoにおける虚血環境
下の哺乳動物の細胞に対して試験物質を適用する工程と、当該試験物質に関して、ミトコ
ンドリアに異常を与え、虚血環境下における細胞の生育を阻害する活性を測定する工程と
、を有する、虚血性疾患の治療又は予防のための薬剤をスクリーニングする方法。
【００１９】
（１０）非ヒト哺乳動物、あるいはin vitro又はex vivoにおける哺乳動物の細胞にお
いて、ミトコンドリアに異常を与え、虚血環境下における細胞の生育を阻害する方法。
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【発明の効果】
【００２０】
本発明に係る虚血性疾患の治療又は予防のための薬剤によれば、細胞が虚血環境下にお
いて生存又は増殖することにより生ずる諸症状を緩和又は改善することができ、虚血性疾
患の治療又は予防のために優れた効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】ＰＰが、ミトコンドリアのエネルギー代謝を阻害する効果等を示す図である。
【図２】ＰＰのミトコンドリアのエネルギー代謝の阻害作用の、非薬剤存在下での持続性
を調べた結果等を示す図である。
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【図３】グルコースによる、ＰＰ処理した心臓の線維芽細胞の生存補完性等を評価した図
である。
【図４】心筋梗塞モデルマウスにおける心臓の線維化に対するＰＰの効果を調べた図であ
る。
【図５】虚血環境下における心臓の線維芽細胞のメタボロミクス解析の結果を示す図であ
る。
【図６】ＰＰの細胞毒性を調べた結果を示す図である。
【図７】グルコースの補完による、虚血環境下における、ＰＰ処理した心臓の線維芽細胞
の生存の回復に関して評価した図である。
【図８】［１３Ｃ−Ｇｌｕ］フラックスのメタボロミクス解析の経路マップを示す図であ
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る。
【図９】ＰＰで処理した後、ＰＰ非存在下の正常条件又は栄養素が欠乏した条件にて培養
した心臓の線維芽細胞についてメタボロミクス解析を行った結果を示す図である。
【図１０】ＰＰで処理した後、ＰＰ非存在下の正常条件又は栄養素が欠乏した条件にて培
養した心臓の線維芽細胞についてメタボロミクス解析を行った結果を示す図である。
【図１１】ＰＰで処理した後、ＰＰ非存在下の正常条件又は栄養素が欠乏した条件にて培
養した心臓の線維芽細胞についてメタボロミクス解析を行った結果を示す図である。
【図１２】ＰＰで処理した後、ＰＰ非存在下の正常条件又は栄養素が欠乏した条件にて培
養した心臓の線維芽細胞についてメタボロミクス解析を行った結果を示す図である。
【図１３】ＰＰで処理した後、ＰＰ非存在下の正常条件又は栄養素が欠乏した条件にて培
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養した心臓の線維芽細胞についてメタボロミクス解析を行った結果を示す図である。
【図１４】ＰＰで処理した後、ＰＰ非存在下の正常条件又は栄養素が欠乏した条件にて培
養した心臓の線維芽細胞についてメタボロミクス解析を行った結果を示す図である。
【図１５】ＰＰで処理した後、ＰＰ非存在下の正常条件又は栄養素が欠乏した条件にて培
養した心臓の線維芽細胞についてメタボロミクス解析を行った結果を示す図である。
【図１６】ＰＰで処理した後、ＰＰ非存在下の正常条件又は栄養素が欠乏した条件にて培
養した心臓の線維芽細胞についてメタボロミクス解析を行った結果を示す図である。
【図１７】ＰＰで処理した後、ＰＰ非存在下の正常条件又は栄養素が欠乏した条件にて培
養した心臓の線維芽細胞についてメタボロミクス解析を行った結果を示す図である。
【図１８】グルコースが欠乏した培養条件において、ＰＰにて処理した心臓の線維芽細胞
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の代謝の適応（変化）の回復及びミトコンドリアのエネルギー代謝の回復を評価した図で
ある。
【図１９】心筋梗塞の病理学的なプロセスの模式図である。
【図２０】ＰＰで処理した瘢痕化した心臓における血管形成の向上を評価した図である。
【図２１】ＰＰの虚血時の特異的な細胞毒性における古典的Ｗｎｔ及びＵＰＲの役割の評
価した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
本発明の実施の一形態について、以下に詳細に説明する。なお、本明細書中に記載され
た学術文献及び特許文献の全てが、本明細書中において参考として援用される。なお、本
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明細書において特記しない限り、数値範囲を表す「Ａ〜Ｂ」は、「Ａ以上（Ａを含みかつ
Ａより大きい）Ｂ以下（Ｂを含みかつＢより小さい）」を、「％」は「質量％」を、「部
」は「質量部」を、それぞれ意味する。
【００２３】
（１）虚血性疾患の治療又は予防のための薬剤
本発明の理解の一助とすべく、本発明の基礎となった知見について概説する。本発明者
らは、虚血性心疾患における心臓の細胞を詳細に解析した結果、虚血環境下における心臓
の線維芽細胞の代謝プロファイルが正常環境のそれとは異なること、上記代謝変化により
線維芽細胞は虚血環境下において生存又は増殖を可能としていること、虚血環境下におけ
る線維芽細胞の生存又は増殖が虚血性心疾患に伴う心臓の繊維化を引き起こすこと、を突
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き止めた。
【００２４】
本発明者らが上記知見に基づき、鋭意検討を重ねた結果、ある薬剤がミトコンドリアに
環境非依存的な異常を引き起こすこと、かかるミトコンドリアの異常は、正常環境下では
細胞の生育に影響を与えないが、虚血環境下では細胞の生育を阻害することを明らかにし
た。そして、当該薬剤の作用機序を詳細に解析したところ、当該薬剤は、細胞のエネルギ
ー代謝の一部を阻害すること、特に、ミトコンドリアの好気呼吸を阻害することを見出し
た。具体的には、上記薬剤は、解糖系からクエン酸回路への代謝の流れを阻害するもので
あること、より詳細には、（ｉ）ピルビン酸からアセチルＣｏＡへの変換反応を阻害する
もの、及び／又は、（ｉｉ）電子伝達系を阻害するもの、であることを解明した。
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【００２５】
さらに、驚くべきことに、上記薬剤により、虚血環境下（特に低栄養状態。例えば、低
グルコース状態など）における線維芽細胞の生存・増殖を抑制し、加えて、虚血環境に起
因する細胞の繊維化を抑制できること、さらには繊維化を抑制することで、虚血性疾患後
の心機能の低下の緩和、ひいては心機能の回復を向上させ得ることを見出し、虚血性疾患
を治療又は予防できるという本発明を完成させるに至った。
【００２６】
また、本発明者らは、上記薬剤を一度投与すれば、その後薬剤の非存在下であっても薬
理作用がある程度（２４〜７２ｈ程度）継続することも明らかにした。このことから、予
め上記薬剤を投与しておくことにより、虚血性疾患の発症又は悪化を予防することも可能
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になる。
【００２７】
このように、本発明者らが完成させた本発明は、極めて独創性が高く、学術上だけでな
く産業上も非常に意義のあるものである。以下、本発明についてさらに詳説する。
【００２８】
本発明に係る虚血性疾患の治療又は予防のための薬剤（以下、単に「本発明に係る薬剤
」と称する。）は、ミトコンドリアに異常を与え、虚血環境下における細胞の生育を阻害
する活性を有する物質を有効成分として含有するものであればよく、その他の成分、剤型
等の具体的な態様について限定されるものではない。
【００２９】
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また、上記物質は、正常環境下における細胞の生育には影響を与えないものであること
が好ましい。
【００３０】
ここで、「ミトコンドリアに異常を与え」るとは、ミトコンドリアの機能について正常
でない状態（異常状態）を引き起こすことをいい、特に、ミトコンドリアの呼吸機能に異
常を引き起こすことを好ましく意図する。ミトコンドリアに異常が発生しているか否かに
ついては、例えば、細胞外フラックスアナライザー、その他の標準的な生化学的、生理学
的手法により、ミトコンドリアのエネルギー代謝、生化学的・生理学的反応を計測するこ
とにより判断できる。比較として、正常状態の細胞（例えば、薬剤非投与の細胞）由来の
ミトコンドリアを利用できる。その他にも、虚血環境下における細胞の生育状態を調べ、
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生育が抑制されている場合に異常が発生していると判断できる。また、電子顕微鏡による
観察によりミトコンドリアの形状が正常状態から変化していることも異常の発生の基準と
し得る。その他、後述する実施例に示す各種解析方法を利用してもよい。また、上記ミト
コンドリアにおける異常の発生は、環境非依存的、つまり正常環境下か虚血環境下である
かに関わらず発生するものであることが好ましい。
【００３１】
有効成分としては、上記機能を有する物質であればよく、特に限定されない。また、物
質とは、低分子あるいは高分子の化合物、ポリヌクレオチド（ＤＮＡ，ＲＮＡ，遺伝子含
む）、オリゴペプチド、ポリペプチド（タンパク質含む）、抗体等を包含する。これら物
質は、単独で用いてもよいし、２種類以上を混合して用いてもよい。
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【００３２】
また、上記物質は、細胞のエネルギー代謝を阻害するものであることが好ましい。上記
物質は、ミトコンドリアの好気呼吸を阻害するものであることが好ましく、解糖系からク
エン酸回路への代謝の流れを阻害するものであることがより好ましい。さらに、上記物質
は、（ｉ）ピルビン酸からアセチルＣｏＡへの変換反応を阻害するもの、及び／又は、（
ｉｉ）電子伝達系を阻害するもの、であることが特に好ましい。例えば、上記「（ｉ）ピ
ルビン酸からアセチルＣｏＡへの変換反応を阻害するもの」としては、ピルビン酸還元酵
素を阻害するものなどを例示できる。
【００３３】
上述した各種の阻害状態の判定方法については、後述する実施例に示す各種解析方法を
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好適に利用できる。例えば、薬剤の非投与群を対照（コントロール）として、当該対照と
比べて、対象薬剤を投与した場合に上記各反応が有意に低下している場合を阻害している
ものとみなすことで簡便に判定することができる。なお、後述する実施例に示す少なくと
も１つの解析方法にて、上記阻害が認定されれば、本発明の技術的範囲に属するものとす
る。
【００３４】
上記物質の一例として、パモ酸ピルビニウム（pyrivinium pamoate。以下、単に「ＰＰ
」と称する場合もある。）を挙げることができるが、これに限定されるものではなく、今
後研究開発が進み、新たに見出された又は創成された新規物質をも含み得る。当業者であ
れば、本明細書の開示内容に基づけば、本願出願当時の技術などを好適に利用して、将来
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にわたり、上記物質と同様の機能を有する種々物質を見出し得る。
【００３５】
本明細書でいう「有意」とは、実施例で記載するｔ検定における統計的分析に基づくも
のをいう。有意差レベルとしては、ｐ＜０．０５、ｐ＜０．０１、ｐ＜０．００１のいず
れも含む。
【００３６】
本明細書における「虚血環境」とは、酸素濃度が低レベル、及び／又は、基質濃度が低
レベルの環境をいう。虚血環境が引き起こされる原因については特に限定されないが、例
えば、血管の閉塞や狭窄により血流が悪化し、酸素不足、基質供給の減少、代謝産物の蓄
積、別々又は同時に進行する場合を例示できる。基質としては、糖類、アミノ酸、核酸、
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ビタミン等の細胞の生存に必要な従来公知の栄養素を挙げることができ、特に限定されな
いが、糖類、アミノ酸から選択される少なくとも一種が欠乏した状態であることが好まし
い。例えば、糖類としてはグルコース、フルクトース等が好ましい例示として挙げること
ができるが、特にグルコースが好ましく例示できる。また、アミノ酸としては必須アミノ
酸が好ましく、より好ましくはグルタミンが例示できる。つまり、本発明でいう虚血環境
には、酸素濃度が正常であっても、グルコース及び／又はグルタミンが欠乏しれた状態を
も含み得る。
【００３７】
一方、本明細書中、「正常環境」とは、上記虚血環境と対をなすものであり、酸素濃度
、基質供給量等について虚血状態ではない通常のレベル、いわゆる健常状態をいう。例え
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ば、酸素濃度が正常環境にあるとは、哺乳動物又は哺乳動物の細胞が生存するのに必要な
酸素濃度をいい、例えば、２０〜２１％を挙げることができる。この範囲より低い場合を
低酸素状態といい、例えば、３％程度を挙げることができる。
【００３８】
同様に、糖類の濃度が正常環境にあるとは、哺乳動物又は哺乳動物の細胞が生存するの
に必要な糖類濃度をいい、例えば、グルコースであれば２５ｍＭを挙げることができる。
これより低い場合を低グルコース状態といい、例えば、３００μＭ程度を挙げることがで
きる。アミノ酸濃度が正常環境にあるとは、哺乳動物又は哺乳動物の細胞が生存するのに
必要なアミノ酸濃度をいい、例えば、グルタミンであれば４ｍＭを挙げることができる。
これより低い場合を低グルタミン状態といい、例えば、１００μＭ以下を挙げることがで
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きる。なお、上記例示に限定されるものではなく、酸素や基質等が正常環境にある状態と
しては、酸素及び基質が十分に供給されている環境であればよく、哺乳動物又は細胞がＴ
ＣＡサイクルによりエネルギー代謝を行い得る環境と換言することもできる。当業者であ
れば、かかる説明と本願出願当時の技術水準に鑑みれば十分に理解可能である。
【００３９】
本発明に係る薬剤は、上述の通り、細胞のエネルギー代謝を阻害するものであるが、正
常環境にある細胞には影響を及ぼさない一方、虚血環境下における細胞の生育を抑制する
ものであることが好ましい。「細胞の生育を抑制する」とは、細胞の生存及び／又は増殖
を抑制することを意図する。当該抑制の有無については、薬剤の非投与群を対照として、
有意に細胞の生存及び／又は増殖が低下している場合に抑制されていると判定することが
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できる。
【００４０】
上記細胞としては、特に限定されるものではないが、線維芽細胞であることが好ましい
。上述の通り、線維芽細胞は、虚血環境下にて生存・増殖するが、虚血環境下にて増殖し
た線維芽細胞は、コラーゲンを大量に細胞外へ産出し、繊維化を引き起こす場合がある。
このため、本発明に係る薬剤により、虚血環境下における線維芽細胞の生育を抑制するこ
とにより、繊維化をも抑制し得る。また、本発明に係る薬剤によれば、例えば、虚血性疾
患が心筋梗塞等の虚血性心疾患である場合、上記の効果に加えて、虚血性心疾患後の心臓
の機能低下を抑制することができる。さらには、心臓の機能回復をも向上させ得る。
【００４１】

10

また、本発明に係る薬剤は一度投与すれば、その後薬剤の非存在下であっても、薬理作
用がある程度継続するものであることが好ましい。例えば、２４ｈ〜７２ｈなどを例示で
きる。かかる薬剤を予め投与しておくことにより、虚血性疾患の発症又は悪化を予防する
ことができる。
【００４２】
本発明に係る薬剤が対象とする疾患は、血管の閉塞や狭窄により血流が悪化し、酸素不
足、基質供給の減少等により引き起こされる虚血性疾患であればよく、特に限定されるも
のではないが、例えば、虚血性心疾患、虚血性脳疾患（虚血性脳血管障害）、又は虚血性
大腸炎等が挙げられる。より具体的には、例えば、一過性脳虚血、脳梗塞、心筋梗塞、不
安定狭心症、冠動脈バイパス術後のグラフト閉塞、経皮的冠動脈形成術後の冠動脈閉塞、

20

血行再建術後の血管閉塞、閉塞性動脈硬化症、閉塞性血栓血管炎、糸球体腎炎、ネフロー
ゼ症候群、本態性血小板血症、血栓性血小板減少性紫斑病、溶血性尿毒症症候群、抗リン
脂質抗体症候群、及び川崎病、肝炎（肝臓の繊維化疾患一般）、腎繊維化疾患一般等が挙
げられる。
【００４３】
本発明に係る薬剤は、必要に応じて、適宜の薬剤学的に許容される製剤形態、投与方法
とし得る。例えば、錠剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤、もしくはシロップ剤等の製剤とし
て経口的に、又は、注射剤、坐剤、もしくは貼付剤等の製剤として非経口的に投与される
ことができる。「非経口的に投与する」方法としては、腹腔内投与、筋肉内投与、経皮投
与、呼吸投与、点眼投与、経鼻投与又は皮下投与等の方法が挙げられる。
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【００４４】
本発明に係る薬剤は、必要に応じて、賦形剤、結合剤、崩壊剤、滑沢剤、乳化剤、安定
剤、矯味矯臭剤、希釈剤、注射剤用溶剤、油脂性基剤、水溶性基剤等の添加剤を用いて、
周知の方法で製造される。
【００４５】
賦形剤としては、例えば、有機系賦形剤又は無機系賦形剤が挙げられる。有機系賦形剤
としては、例えば、乳糖、白糖、ブドウ糖、マンニトール、ソルビトールのような糖誘導
体；トウモロコシデンプン、馬鈴薯デンプン、α−デンプン、デキストリン、カルボキシ
メチルデンプンのようなデンプン誘導体；結晶セルロース、低置換度ヒドロキシプロピル
セルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、カル
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ボキシメチルセルロースカルシウム、内部架橋カルボキシメチルセルロースナトリウムの
ようなセルロース誘導体；アラビアゴム；デキストラン；又は、プルラン等が挙げられる
。無機系賦形剤としては、例えば、軽質無水珪酸、合成珪酸アルミニウム、珪酸カルシウ
ムのような珪酸塩誘導体；リン酸カルシウムのようなリン酸塩；又は、硫酸カルシウムの
ような硫酸塩が挙げられる。
【００４６】
結合剤としては、例えば、上記の賦形剤；ゼラチン；ポリビニルピロリドン；又は、ポ
リエチレングリコールが挙げられる。
【００４７】
崩壊剤としては、例えば、上記の賦形剤；クロスカルメロースナトリウム、カルボキシ
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メチルスターチナトリウムのような化学修飾された、デンプンもしくはセルロース誘導体
；又は、架橋ポリビニルピロリドンが挙げられる。
【００４８】
滑沢剤としては、例えば、タルク；ステアリン酸；ステアリン酸カルシウム、ステアリ
ン酸マグネシウムのようなステアリン酸金属塩；コロイドシリカ；ビーズワックス、ゲイ
ロウのようなワックス類；硼酸；グリコール；Ｄ,Ｌ−ロイシン；フマル酸、アジピン酸
のようなカルボン酸類；安息香酸ナトリウムのようなカルボン酸ナトリウム塩；硫酸ナト
リウムのような硫酸塩；ラウリル硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸マグネシウムのようなラ
ウリル硫酸塩；無水珪酸、珪酸水和物のような珪酸類；又は、上記の賦形剤におけるデン
プン誘導体が挙げられる。
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【００４９】
乳化剤としては、例えば、ベントナイト、ビーガムのようなコロイド性粘土；ラウリル
硫酸ナトリウム、ステアリン酸カルシウムのような陰イオン界面活性剤；塩化ベンザルコ
ニウムのような陽イオン界面活性剤；又は、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリ
オキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステルのような非イオン界面
活性剤が挙げられる。
【００５０】
安定剤としては、例えば、メチルパラベン、プロピルパラベンのようなパラヒドロキシ
安息香酸エステル類；クロロブタノール、ベンジルアルコール、フェニルエチルアルコー
ルのようなアルコール類；塩化ベンザルコニウム；フェノール、クレゾールのようなフェ
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ノール類；チメロサール；デヒドロ酢酸；又は、ソルビン酸が挙げられる。
【００５１】
矯味矯臭剤としては、例えば、通常使用される、甘味料、酸味料、又は、香料が挙げら
れる。
【００５２】
希釈剤としては、例えば、水、エタノール、プロピレングリコール、エトキシ化イソス
テアリルアルコール、又は、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類が挙げられ
る。
【００５３】
注射剤用溶剤としては、例えば、水、エタノール、又は、グリセリンが挙げられる。
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【００５４】
油脂性基剤としては、例えば、カカオ脂、ラウリン脂、ヤシ油、パーム核油、ツバキ油
、流動パラフィン、白色ワセリン、精製ラノリン、モノステアリン酸グリセリン、ポリオ
キシエチレン硬化ヒマシ油、ソルビタン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ステア
リルアルコール、又は、セタノールが挙げられる。
【００５５】
水溶性基剤としては、例えば、グリセリン、ポリエチレングリコール、エタノール又は
精製水が挙げられる。
【００５６】
本発明に係る薬剤の投与量は、当該薬剤の製剤形態、投与方法及び当該薬剤の投与対象
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の年齢、性別、体重、症状等によって適宜設定され得る。
【００５７】
以上のように、本発明に係る薬剤によれば、虚血性疾患を治療又は予防することができ
る。また、虚血性疾患に起因する繊維化を抑制することができ、疾患後の組織又は臓器の
機能の低下を抑制することができ、及び／又は、疾患により低下した組織等の機能回復を
早めることも可能となる。
【００５８】
（２）虚血性疾患の治療又は予防のための薬剤をスクリーニングする方法
本発明に係る虚血性疾患の治療又は予防のための薬剤をスクリーニングする方法（以下
、単に「本発明に係るスクリーニング方法」と称する。）は、（ｉ）虚血環境下の非ヒト
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哺乳動物、あるいはin vitro又はex vivoにおける虚血環境下の哺乳動物の細胞に対して
試験物質を適用する工程と（ｉｉ）当該試験物質に関して、ミトコンドリアに異常を与え
、虚血環境下における細胞の生育を阻害する活性を測定する工程と、を有しておればよく
、その他の工程、条件等は特に限定されるものではない。なお、上記（１）欄で説明した
内容は、本スクリーニング方法においても適宜援用される。
【００５９】
まず、上記（ｉ）工程について述べる。「虚血環境下の非ヒト哺乳動物」とは、例えば
、人為的に血管の閉塞や狭窄を引き起こし、血流を悪化させ、酸素不足、基質供給の減少
等により虚血状態を人工的に引き起こした、いわゆる虚血性疾患のモデル動物を挙げるこ
とができる。非ヒト哺乳動物とは、ヒト以外の哺乳動物であればよいが、特に実験動物と
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して好適なマウス、ラット、モルモット、イヌ、ウサギ、サル、チンパンジー等が好まし
い。
【００６０】
また、現在、研究開発の流れとして動物愛護の観点より、実験動物を控える傾向がある
ことから、上記モデル動物に替えて、細胞を用いた実験系を利用することも可能である。
特に細胞を用いる場合、ヒト細胞を使用することもできるため、好ましい。具体的には、
in vitro又はex vivoにおける虚血環境下の哺乳動物の細胞を利用すればよい。かかる細
胞については、例えば、細胞の培養条件において、酸素濃度及び／又は基質濃度を低下さ
せることにより、人工的に虚血環境を作りだすことで容易に調製可能である。哺乳動物の
細胞は、虚血環境において生育する細胞であればよく、特に限定されないが、虚血性疾患
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に関与する細胞であることが好ましい。例えば、哺乳動物から採取した心臓、消化器系（
胃、小腸、大腸）、脳組織（視床下部、下垂体等含む）、副腎、腎臓、肝臓、四肢、又は
血管を細断した組織片でもよく、あるいはこれら臓器・器官内の細胞に由来する細胞株等
でもよい。特に好ましい例示として、線維芽細胞を挙げることができる。
【００６１】
虚血環境下の非ヒト哺乳動物又は細胞が調製できたか否かの確認は、従来公知のものを
利用でき、特に限定されるものではないが、例えば、後述する実施例に示す方法により、
細胞のエネルギー代謝に異常が発生しているか、特にミトコンドリアの好気呼吸の一部に
異常が生じているかを解析する等方法を挙げることができる。
【００６２】
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上記非ヒト哺乳動物又は細胞の調製が済んだ後、試験物質を上記非ヒト哺乳動物又は細
胞に対して適用させることで上記（ｉ）工程を実施できる。試験物質の上記非ヒト哺乳動
物又は細胞への適用方法については特に限定されず、従来公知のスクリーニング方法で実
施される手法を好適に利用できる。例えば、非ヒト哺乳動物に対しては、非ヒト哺乳動物
に試験物質を投与すればよい。投与する方法は、経口投与、腹腔内投与、筋肉内投与、経
皮投与、呼吸投与、点眼投与、経鼻投与又は皮下投与等の方法が挙げられる。また、細胞
に対して試験物質を適用する方法としては、上記細胞に対して試験物質を接触させればよ
く、培地中に添加する等の公知の手法を利用できる。
【００６３】
上記試験物質とは、上述した本発明に係る薬剤となり得るか否か、すなわち、（ａ）ミ
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トコンドリアに異常を与え、虚血環境下における細胞の生育を阻害する活性を有するか否
か、（ｂ）ミトコンドリアの好気呼吸を阻害するか否か、（ｃ）解糖系からクエン酸回路
への代謝の流れを阻害するか否か、あるいは（ｄ）（ｉ）ピルビン酸からアセチルＣｏＡ
への変換反応を阻害するか否か、及び／又は、（ｉｉ）電子伝達系を阻害するか否か等を
確かめるための任意の物質であればよく、化合物、ポリヌクレオチド、ポリペプチド、抗
体等を挙げることができる。必要に応じて、薬理学的に許容される塩として細胞等へ適用
してもよい。
【００６４】
次に、上記（ｉｉ）工程について述べる。本（ｉｉ）工程は、当該試験物質に関して、
ミトコンドリアに異常を与え、虚血環境下における細胞の生育を阻害する活性を測定する

50

(11)

JP WO2014/125663 A1 2014.8.21

工程であればよい。かかる工程の一例として、例えば、虚血環境下における細胞の生育が
阻害されるか否かを単純に測定する方法が挙げられる。また、電子顕微鏡でミトコンドリ
アの形状を観察し、異常が発生しているか否かを確認する方法もある。
【００６５】
また、その他の方法として、（ａ）ミトコンドリアの好気呼吸を阻害する、（ｂ）解糖
系からクエン酸回路への代謝の流れを阻害する、あるいは（ｃ）（ｉ）ピルビン酸からア
セチルＣｏＡへの変換反応を阻害する、及び／又は、（ｉｉ）電子伝達系を阻害するなど
を判定する方法が挙げられる。この場合、上記各種方法については、上述した薬剤の欄に
記載したものと同じであるため、説明を省略する。上記各種阻害の有無の判定方法につい
ても、公地の手法を利用でき特に限定されないが、例えば、非ヒト哺乳動物については、
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試験物質の非投与群と投与群とを比較し、人為的に引き起こした虚血性疾患の症状が緩和
又は改善しているか否かを評価又は測定する方法を挙げることができる。また、細胞であ
れば、試験物質の存在下の場合と、非存在下の場合とを比較し、虚血環境下での細胞毒性
を評価又は測定する方法を挙げることができる。
【００６６】
また、上記ミトコンドリアの好気呼吸の阻害は、ピルビン酸還元酵素の阻害及び／又は
電子伝達系の阻害と関連している。このため、上記方法の一例として、上記ピルビン酸還
元酵素又は電子伝達系に関与する因子の活性を測定する方法も利用できる。なお、かかる
酵素等の活性測定については従来公知の手法を利用でき、特に限定されるものではない。
【００６７】
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また、試験物質の投与／非投与を比較する方法に替えて、基準となる物質（例えば、Ｐ
Ｐ等）を適用した場合を基準値として設定しておき、試験物質の効果を評価又は測定する
方法も含まれる。あるいは、より単純に試験物質の効果を定量化して測定してもよい。
【００６８】
このように、本発明に係るスクリーニング方法によれば、簡便かつ正確に、虚血性疾患
の治療又は予防のための薬剤となり得る候補物質をスクリーニングすることができる。か
かる物質は、上述した本発明に係る薬剤と同様に、虚血性疾患の治療・予防薬の候補物質
として医薬の開発に有用である。
【００６９】
（３）本発明に係る虚血環境下における細胞の生育を阻害する方法
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本発明に係る虚血環境下における細胞の生育を阻害する方法（以下、単に「本発明に係
る方法」と称する。）は、非ヒト哺乳動物、あるいはin vitro又はex vivoにおける哺乳
動物の細胞において、ミトコンドリアに異常を与え、虚血環境下における細胞の生育を阻
害する方法であればよく、その他の具体的な工程等については特に限定されない。なお、
上記（１），（２）欄で説明した内容は、本方法においても適宜援用される。
【００７０】
また、本発明に係る方法は、ミトコンドリアに環境非依存的な異常を引き起こし、正常
環境下では生育に影響を与えないが、虚血環境下でのみ細胞の生育を阻害する方法である
ことが好ましい。
【００７１】
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かかる方法の一例として、例えば、非ヒト哺乳動物、あるいはin vitro又はex vivoに
おける哺乳動物の細胞において、（ａ）ミトコンドリアの好気呼吸を阻害する、（ｂ）解
糖系からクエン酸回路への代謝の流れを阻害する、あるいは（ｃ）（ｉ）ピルビン酸から
アセチルＣｏＡへの変換反応を阻害する、及び／又は、（ｉｉ）電子伝達系を阻害する等
の方法を挙げることができる。
【００７２】
上記方法における具体的な工程については、例えば、上述した本発明に係る薬剤や本発
明に係るスクリーニング方法により得られた候補物質を用いて実施し得る。その他、遺伝
子工学的手法により、上記ミトコンドリアに異常を与えて虚血環境下における細胞の生育
を阻害する方法も本発明に係る方法に含まれ得る。
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【００７３】
本発明に係る方法は、虚血性疾患のメカニズムを解明し、新たな治療法や治療薬剤の開
発のために有用である。
【００７４】
また、本発明には上述した発明のみならず、以下の発明も包含される。
本発明に係る薬剤を用いて、虚血性疾患を処置又は予防する方法。
本発明に係る薬剤を製造するための、ミトコンドリアに異常を与え、虚血環境下における
細胞の生育を阻害する物質を有効成分として使用する方法。
ミトコンドリアに異常を与え、虚血環境下におけるエネルギー代謝をターゲットとした心
筋梗塞など虚血性心疾患治療及び予防法。
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虚血環境下における心臓の線維芽細胞内のミトコンドリアの機能異常を引き起こす薬剤と
しての、パモ酸ピリビニウムの利用。
心筋梗塞などの虚血性心疾患治療薬及び予防薬としてのパモ酸ピリビニウムの利用。
【００７５】
本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。以下、実施例により本発明
を更に詳細に説明するが、本発明はかかる実施例のみに限定されるものではない。
【実施例】
【００７６】
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以下の実施例では、「図１Ａ」は図１のパネルＡ、「図１Ｂ」は図１のパネルＢ、「図
２Ａ」は図２のパネルＡといったように示す。他の図面についても同様である。
【００７７】
＜１．実験結果概要＞
心臓発作として一般的に周知の心筋梗塞は、心臓への酸素及び栄養素の運搬が不足（す
なわち、虚血）する結果生じ、心臓では心筋細胞が死に、そして心臓の線維芽細胞が増殖
し、心臓の線維芽細胞の増殖により瘢痕の形成が引き起こされる。梗塞した心臓で、その
ような瘢痕の形成（すなわち、線維化）は、心臓の破裂を防止するための自然に生じる創
傷治癒プロセスである。しかし、瘢痕の形成は、心臓の回復を妨げ、そして心臓の収縮性
を弱める（文献１，２）。このため、心臓発作及び他の心疾患により損傷した心臓を十分
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に回復させるために、上述した心臓の破裂を引き起こさずに、心臓の線維化を効果的に治
療する処置が、非常に必要とされている。
【００７８】
心臓の線維化を阻害するための、従来の治療のアプローチとして、心臓の線維芽細胞の
増殖、及び／又は、遊走を抑制することが行われている（文献１，２）。ごく最近では、
心臓の線維芽細胞を心臓の筋細胞に再び調整する新たな遺伝子のアプローチであって、線
維芽細胞の集合体を減少させ、これによって線維化を制限し、そして同時に一部の心臓の
筋細胞を回復させることが示された（文献３，４）。しかし、心臓の線維化のための最も
効果的な処置を確立するために、さらなる研究が必要とされている。
【００７９】
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このため、線維化を妨げ、心臓の回復を促進させるための、新たな戦略を本発明者らは
提案する。本発明者らは、心臓の線維芽細胞が、虚血を切り抜けて生き延びるため、そし
て線維化を促進させるために利用し得る、細胞内の代謝の独特な特徴を着目した（図１Ａ
）。酸素及び／又は栄養素を利用すること、並びに、増殖性の状態及び分化の状態によっ
て、変化した細胞内の代謝は、細胞の生存、成長、分化及び恒常性において、極めて重要
な役割を担う（文献５−９）。特に、癌細胞が、細胞内代謝を再び調整するための能力を
利用し、栄養素の不足に適応し、そのような代謝のストレスを切り抜けて生き延び、そし
て腫瘍を形成することは確立されており、癌細胞の代謝の特性が、治療に適用するために
広く研究されている（文献８，１０−１２）。
【００８０】
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しかし、虚血性心疾患と関連のある、微環境を変化させる心臓の線維芽細胞における代
謝の変化に関しては知られておらず、治療に役立つ処置のための目標にもされていない。
本発明者らは、心臓の線維芽細胞における、このような代謝の変化に着目し、心筋梗塞を
含む虚血性心疾患における心臓の線維化を和らげるための、新しく、かつ効果的な方法を
開発することにした（図１のパネルＡ）。
【００８１】
以下、後述する＜３．実験詳細＞にて詳細に述べるように、培養した心臓の線維芽細胞
の代謝分析及び可能性のあるターゲットに対する薬物のスクリーニングを通して、本発明
者らは、虚血性環境下（特に、グルコース及び／又はグルタミンが欠乏した条件下）で、
心臓の線維芽細胞の生存を阻害するが、正常環境下（例えば、グルコース及び／又はグル
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タミンが豊富な条件下）では細胞の生存を阻害しない薬物（パモ酸ピルビニウム（以下、
「ＰＰ」とも称する。））を見出した（図５〜図７及び＜２．実験＞の２Ａ）。ＰＰは、
寄生虫のミトコンドリア中のＮＡＤＨフマル酸還元酵素（ＮＡＤＨ−ＦＲ）の活性を抑制
する駆虫薬物であるが、哺乳類の細胞中においても同じターゲットを抑制するか否かは不
可解なままである（文献１３）。実際、グルコース及びグルタミンは欠乏しているが、Ｏ
２が欠乏していない条件下において、心臓の線維芽細胞に対してＰＰが誘発する細胞毒性

を本発明者らは実証した（図７及び＜３．実験詳細＞の２Ａ）。ＮＡＤＨ−ＦＲ活性が低
酸素に特有であるため、この新規知見は、ＰＰが心臓の線維芽細胞中の非ＮＡＤＨ−ＦＲ
のターゲットに作用することを示唆する（文献１３）。それゆえ、本発明者らは、推定上
の非ＮＡＤＨ−ＦＲのターゲットを調べ、そして特にグルコース及びグルタミンが欠乏し
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た条件下において、ＰＰが心臓の線維芽細胞の生存を減衰させることによるメカニズムに
ついて詳細に検討した。
【００８２】
その結果より、本発明者らは、２つの可能性のあるメカニズムを突き止めた。図７に示
す結果より推測されるが、可能性の１つめは、ＰＰが、グルコースが豊富な正常環境下の
細胞中に存在するターゲットに作用する一方、グルコース及び／又はグルタミンが欠乏し
れた条件下でのみ細胞毒性を発揮することである。可能性の２つめは、ＰＰが、グルコー
ス及び／又はグルタミンが欠乏した条件下の細胞中にのみ存在し、グルコース及び／又は
グルタミンが豊富にある正常環境下の細胞中に存在しないターゲットに作用することであ
る。
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【００８３】
この問題を解決するために、本発明者らは、ＰＰを用いて心臓の線維芽細胞を一時的に
処理し、ＰＰ非存在下の、グルコース及びグルタミンが欠乏した培地における心臓の線維
芽細胞の生存を調べた（図１Ｂ）。その結果、心臓の線維芽細胞は、正常の培養条件下に
て心臓の線維芽細胞を一時的にＰＰで処理した後、グルコース及びグルタミンが欠乏した
（Ｇｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗ）条件下にて培養した場合に、細胞の生存が十分に抑制さ
れることがわかった（図１Ｂ）。ＰＰで処理することが、正常培養培地の細胞に対して何
ら効果を示さなかったため、このＰＰ処理による細胞の生存阻害効果は、Ｇｌｃｌｏｗ／
Ｇｌｎｌｏｗ条件に対して特有であると考えられる（図１Ｂ）。この一時的な効果におけ
るＰＰのＩＣ５０は、６１．８ｎＭであった（図１Ｃ）。これらの結果は、１）グルコー
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ス及び／又はグルタミンが豊富な正常条件下の心臓の線維芽細胞に存在する、これまでに
確認されていない非ＮＡＤＨ−ＦＲターゲットに作用すること、そして２）上記薬物の効
果が、薬物が除去した後でさえも存続し、そして特にグルコース及び／又はグルタミンが
欠乏した条件下にて、心臓の線維芽細胞の生存を阻害することを示すものである。
【００８４】
ＰＰで処理した細胞が、グルコース及び／又はグルタミンが欠乏した条件下で生存を阻
害される一方、グルコース及び／又はグルタミンが豊富な条件下では生存するという新規
知見に基づくと、グルコースの利用が、エネルギー生産のための主な源であることから、
本発明者らは、ＰＰの推測上のターゲットとして考えられる１つの候補として、細胞内の
エネルギー代謝に関係があると考えた。そこで、本発明者らは、ＸＦ９６Ｆｌｕｘ分析器
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（XF96 Flux analyzer）を用いて、ミトコンドリアのエネルギー代謝を測定することによ
り、この可能性を検証した（図１Ｄ）。この検証によって、ミトコンドリアの呼吸をリア
ルタイムに表示する、酸素消費速度（以下「ＯＣＲ」とも称する。）が、正常培地中の細
胞をＰＰで処理した後、１０分以内に劇的に減少することを見出した（図１Ｄ）。超微細
構造の明らかな異常は、ミトコンドリア中に見出されなかった（図１Ｅ）。これにより、
ＰＰが誘発したＯＣＲの減少が、ミトコンドリアの明らかな構造変化によるものでないと
いうことを示唆する。この結果は、ＰＰが、ミトコンドリアの明らかな構造変化を引き起
こすことなく、ミトコンドリアのエネルギー代謝を抑制することを示すと本発明者らは考
えた。
【００８５】
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１３

Ｃでラベル化したグルコース（１３Ｃ−Ｇｌｕ）をトレーサーとして用いて、正常

条件下にて培養した心臓の線維芽細胞のターゲットメタボロミクス解析によって、上述し
た可能性をさらに検討した（図１Ｆ，図１Ｇ及び図８）。この実験において、培地はラベ
ル化された（１３Ｃ）グルコース及びラベル化されていない（１２Ｃ）グルコースを同じ
量で含んでいるため、１３Ｃの取り込みは、飽和（すなわち、安定状態）で、合計量の５
０％に達すると推測される（＜３．実験詳細＞の１Ｈ参照）。ビヒクル（ＤＭＳＯ）で処
理した心臓の線維芽細胞及びＰＰで処理した心臓の線維芽細胞の両方において、１３Ｃが
、糖分解の全ての中間代謝物中に効果的に取り込まれ、そして２０分以内に３０％〜６０
％の取り込みを達成した。これにより、この経路における迅速なフラックス及びこれらの
細胞中の活発な解糖が示唆された（図１Ｆ）。また、解糖の最終生成物（乳酸）への１３
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Ｃの迅速かつ重要な取り込みが観察され、本発明者らの推測が支持された（図１Ｆ）。
【００８６】
糖分解の中間代謝物への１３Ｃの効果的な取り込みとは対照的に、ＴＣＡサイクルの中
間代謝物への１３Ｃの取り込みは見出されなかった（図１Ｇ）。ビヒクルで処理した細胞
にて、ラベル化してからの２０分間で、クエン酸への１３Ｃの取り込みがわずか１２％で
あり、さらに７００分後において非常に穏やかなフラックス（１２％→１５％→２６％）
であることも分かった（図１Ｇ）。このことから、本発明者らは、ラベル化して２０分間
、１２０分間及び７２０分間で、それぞれ１１％、１２％及び１５％の取込みが検出され
たリンゴ酸を除いて、ＴＣＡサイクルの他の全ての中間代謝物において取込みが低いレベ
ル（＜１０％）であることを見出した（図１Ｇ）。一方、ビヒクルで処理した細胞では、
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ＴＣＡサイクルにおける全ての中間代謝物の合計のレベルは、それぞれ一定状態を維持し
た（図１Ｇ）。これらの結果は、グルコースが豊富な条件下における細胞のＴＣＡサイク
ルが、代謝の穏やかなフラックスであることをそれぞれ示す。
【００８７】
ＰＰで処理した細胞にて、ラベル化してから２０分間、１２０分間及び７２０分間で、
それぞれ１１％、１３％及び１１％の取込みが検出されたリンゴ酸を除いて、ＴＣＡサイ
クルの全ての中間代謝物に１３Ｃの取込みがないか、又は低いレベルであることを見出し
た（図１Ｇ）。ビヒクルで処理した細胞のＴＣＡサイクルの中間代謝物と比較して、ＰＰ
で処理した細胞のＴＣＡサイクルの中間代謝物の主な違いは、クエン酸、ｃｉｓ−アコニ
ット酸及びイソクエン酸の合計量において見出された。ＰＰで処理した後２０分以内に、
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それらはほぼ完全に消費され、そしてそれらのレベルはさらに７００分間の培養中に全く
回復されなかった（図１Ｇ）。これらの代謝物の迅速な消費を説明できる１つの可能性と
して、ＰＰによる処理が、クエン酸を脂肪酸に劇的に変化させるカタプレロティック反応
を生み出すということがある。フマル酸及びリンゴ酸の合計のレベルは、ＰＰで処理する
ことによる影響がないようであった。コハク酸の量は、ＰＰで処理した後２０分以内にわ
ずかに減少しており、その後も一定値を維持した（図１Ｇ）。２−オキソグルタル酸のレ
ベルは、ＰＰで処理した後２０分以内に、消費されなかったが著しく減少した。これはお
そらく、正常培地中に存在するグルタミンのフラックスによるものである。２−オキソグ
ルタル酸のレベルは、さらに７００分間で徐々に増加した（図１Ｇ）。これは、ＰＰで処
理した細胞中における、コハク酸の合成のための２−オキソグルタル酸の利用によるもの
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であり得る。
【００８８】
グルコースに由来する１３Ｃのフラックス解析は、グルコース及び／又はグルタミンが
豊富な正常培地中の心臓の線維芽細胞における活発で効果的な解糖を示す（図１Ｆ）。し
かし、７２０分間の正常培地における培養中において、クエン酸からｃｉｓ−アコニット
酸及び他のＴＣＡサイクルの中間代謝物への１３Ｃのフラックスがほとんどないことが示
されているように、ＴＣＡサイクルのフラックスはほとんど検出されなかった（図１Ｇ）
。糖分解の中間代謝物（おそらくピルビン酸）からＴＣＡサイクルの中間代謝物への一部
の１３Ｃのフラックスを示すと推測される、検出可能であるが低いレベルの１３Ｃの取込
みを、正常培地での７２０分間の培養中のクエン酸及びリンゴ酸として確認した（図１Ｇ

10

）。しかし、ＰＰで処理した細胞中では、そのようなフラックスが減少されており（図１
Ｇ）、ＰＰが、解糖系からＴＣＡサイクルへの代謝フラックスを妨げることを示している
（図１Ｇ）。この仮説はまた、長期間にわたってＰＰで処理した細胞中の乳酸のレベルが
徐々に増加することを示す知見と一致しており（図１Ｆ）、これは、ピルビン酸が、ＴＣ
Ａサイクルの中間代謝物、アセチル−ＣｏＡ、ひいてはクエン酸へ代謝されるより、むし
ろ乳酸の合成のために用いられることを示唆している。
【００８９】
ＰＰによる解糖系からＴＣＡサイクルへの代謝フラックスの考えられる阻害機構は、別
の知見によっても示される。すなわち、グルコース−１−リン酸（Ｇ１Ｐ）及びグリセロ
ール

３−リン酸の２つの代謝物の全体のレベルの著しい増加によって示されているよう

20

１３

に（図８）、ＰＰで処理した細胞中で、多量のグルコース由来の
１−リン酸（Ｇ１Ｐ）及びグリセロール

Ｃが、グルコース−

３−リン酸に迅速に流動することを、本発明者

らは見出した。これは、ラベル化して２０分以内に、グルコース−６−リン酸（Ｇ６Ｐ）
の全体のレベルの劇的な現象を伴う（図１Ｆ）。このような結果は、ＰＰで処理した細胞
中、グルコースが、解糖に用いられこととは別に、Ｇ１Ｐ及びグリセロール

３−リン酸

に転換されたことを示す（図１Ｆ及び図８）。この現象について考えられる仮説としては
、ＰＰにて処理した細胞中において、糖分解の中間代謝物（ピルビン酸）からＴＣＡサイ
クルへの代謝のフラックスの障害が、解糖系に非効率的なフラックスを引き起こし、その
結果、糖分系の中間代謝物の重要な回路が、標準的な解糖系のフラックスから離れて、代
わりにＧ１Ｐ及びグリセロール

３−リン酸になるというものである。

30

【００９０】
次に、本発明者らは、ＰＰが誘発する、ミトコンドリアのエネルギー代謝に対する阻害
作用が、どのような方法によって、心臓の線維芽細胞がグルコース及び／又はグルタミン
が欠乏した培地中では生存できないが、グルコース及び／又はグルタミンが豊富な培地中
では生存できるようにするのかを検討した。
【００９１】
本発明者らは、正常（すなわち、グルコース及びグルタミンが豊富な）培地で、ＰＰで
処理し、その後、ＰＰなしでグルコース及びグルタミンが低濃度（Ｇｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎ
ｌｏｗ

）の培地で培養した心臓の線維芽細胞のメタボロミクス解析を行った（図２及び図

９〜図１７）。Ｇｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗの培地での培養中に、ビヒクルで処理した細

40

胞及びＰＰで処理した細胞の両方の細胞において、糖分解の全ての中間代謝物がほぼ完全
に消費されるか、又は著しく減少したことが確認された（図２Ａ）。これは、培地中のグ
ルコースが欠乏したことにより、解糖系によるエネルギーの産出が消尽したことを示して
いる。この推測は、Ｇｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗの培地で１２時間にわたって培養された
細胞中において、乳酸の発生量が低下したことを示す知見と一致している（図２Ａ）。Ｐ
Ｐで処理した細胞中のグルコースから蓄えられたＧ１Ｐは、おそらく解糖系によって完全
に消費されたものと考えられる（図９）。
【００９２】
Ｇｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗの培地にて、ビヒクルで処理した心臓の線維芽細胞及びＰ
Ｐで処理した心臓の線維芽細胞の両方は、ＴＣＡサイクル及び／又はカタプレロティック
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反応の両方又はどちらか一方のフラックスによって、多量のＴＣＡサイクルの中間代謝物
を消費し、グルコースが欠乏した環境中（すなわち、解糖系が存在していない環境中）に
エネルギーを産出したと推測される（図２Ｂ）。ＰＰで処理した心臓の線維芽細胞では、
クエン酸、ｃｉｓ−アコニット酸及びイソクエン酸は、ＰＰ処理した後の１２時間後まで
に、Ｇｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗの培地での培養にて、かろうじて検出できるか又は完全
に消費されることがわかる（図２Ｂ）。エネルギーを産出するコハク酸を除く、他の中間
代謝物は消費され、そのレベルは、ＰＰ処理した後の１２時間後までの、Ｇｌｃｌｏｗ／
Ｇｌｎｌｏｗの培地での培養で、著しく減少した（図２Ｂ）。まとめると、これらの結果
は、ビヒクルで処理した心臓の線維芽細胞と比較して、ＰＰで処理した心臓の線維芽細胞
において、ミトコンドリア中のエネルギーを産出する担体として機能する、ＴＣＡサイク
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ルの中間代謝物の量が、はるかに制限されることを示す。
【００９３】
また、本発明者らは、ＰＰが誘発するＯＣＲ中の減少が、ＰＰが存在しなくても持続さ
れるか否かを検証した（図２Ｃ）。正常培地中で１時間にわたって、心臓の線維芽細胞を
ＰＰで処理し、十分に洗浄し、過剰のＰＰを除去した後に、ＯＣＲ及び細胞外壁の酸性化
率（ＥＣＡＲ）の両方（後者は、解糖系をリアルタイムに表示するものである。）を正常
培地又はＧｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗの培地のどちらか一方にて測定した（図２Ｃ）。Ｐ
Ｐで処理した細胞は、正常培地又はＧｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗの培地のどちらか一方に
おいて、ＰＰが存在しなくても、ＯＣＲは低下したままであった（図２Ｃ）。これは、Ｐ
Ｐが、グルコースが利用可能か否か（グルコースのアベイラビリティー）と関係なく、ミ
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トコンドリアにおけるエネルギーの産出機構を阻害することを示しており、またＰＰが存
在しなくてもかかる機構が継続することを示す。ＰＰで処理した細胞は、正常培地で培養
した場合に、ＥＣＡＲがわずかに増加することがわかった（図２Ｃ）。これは、より多く
の乳酸が生成したことを示す。これはまた、メタボロミクス解析によって示された、ＰＰ
で処理した細胞又はＰＰで処理した細胞中の乳酸が多量に増加したこととも一致する（図
１Ｆ、図２Ａ）。ビヒクルで処理した細胞及びＰＰで処理した細胞の両方が、Ｇｌｃｌｏ
ｗ

／Ｇｌｎｌｏｗの培地で培養した場合、ＥＣＡＲの著しい減少を示した（図２Ｃ）。こ

れは、多量の乳酸が減少したことを示すメタボロミクスの結果と一致する（図２Ａ）。こ
れにより、培地中のグルコースが欠乏したことによる、解糖系が抑制された状態を確認で
きた。
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【００９４】
Ｇｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗ培地において、ＰＰで処理した細胞中のエネルギーの産出
が著しく減少することによって、上述した仮説を構築した。かかる仮説を確認するために
、本発明者らは、ビヒクル（ＤＭＳＯ）又はＰＰのどちらか一方で１時間にわたって処理
し、続けてＰＰなしでＧｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗの培地中にて１２時間にわたって培養
した、心臓の線維芽細胞において、ＡＭＰレベル、ＡＤＰレベル及びＡＴＰレベル、並び
に、算出したエネルギー充足を測定した（図２Ｄ）。ＡＭＰレベルは、ビヒクルで処理し
た細胞と比較して、ＰＰで処理した細胞中で著しく増加した（２８７±２３［ＰＰで処理
]対４４±８［ビヒクルで処理］）（図２Ｄ）。対照的に、ＡＤＰレベルは、わずかに減
少し（２３０±２３［ＰＰで処理]対２８６±１３［ビヒクルで処理］）、ＡＴＰレベル
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は、劇的に減少した（９７±５１［ＰＰで処理]対１９７３±７７［ビヒクルで処理］）
（図２Ｄ）。エネルギー充足の算出（図の凡例を参照）では、ＰＰで処理した細胞にて５
０％を超える減少を示した（０．３４±０．０６［ＰＰで処理]対０．９２±０．０１［
ビヒクルで処理］）（図２Ｄ）。ＴＣＡサイクル中でエネルギーを産出するための担体の
アベイラビリティー（図１Ｇ及び図２Ｂ）と、培地中のグルコースが欠乏したことによる
エネルギーを産出する解糖系が存在しない、ＯＣＲの減少によって示されているように（
図１Ｄ）、電子伝達系（ＥＴＣ）の永続的な抑制との組合せが、ＰＰで処理した細胞中の
エネルギーの産出及びエネルギー充足の著しい減少を引き起こす（図２Ｄ）ことを、これ
らの結果が示す。
【００９５】
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これら全ての結果は、ＰＰで処理した心臓の線維芽細胞が、エネルギーが不足するため
に、Ｇｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗの条件で生存できないことを示す。この可能性を検証す
るために、本発明者らは、エネルギーの再充足によって、Ｇｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗの
培地中にてＰＰで処理した細胞の生存を回復し得るか否かを調べた（図３Ａ）。（解糖系
を再活性するための）グルコース、（ＥＴＣを介してミトコンドリアのエネルギーを産出
するための担体であるコハク酸を供給するための）グルタミン、又は（ＴＣＡサイクルに
てアセチル−ＣｏＡを介してクエン酸を合成するための担体を供給するための）ピルビン
酸を供給することによって、エネルギーの再充足を試みた。
【００９６】
その結果、グルコースにてＧｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗの培養培地を補完することは、
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ＰＰで処理した心臓の線維芽細胞の生存を完全に回復させるためには十分であった（図３
Ａ）。グルコースの補完による回復効果は、ＯＣＲでなく、ＥＣＡＲを増加させることに
よって達成された（図３Ｂ）。その上、グルコースの補完に関して、ビヒクルで処理した
細胞よりもＰＰで処理した心臓の線維芽細胞において、ＥＣＡＲの増加が大きかった（図
３Ｂ）。これらの結果は、ＰＰで処理した心臓の線維芽細胞の、欠陥のあるミトコンドリ
アのエネルギー代謝（すなわち、低いＯＣＲ）が、解糖系が増強されたこと（すなわち、
より高いＥＣＡＲ）によって補われたことを示す。対照的に、ピルビン酸の補完は回復効
果を有さず（図３Ａ）、またＥＣＡＲもＯＣＲも回復しなかった（図３Ｂ）。グルタミン
の添加は、回復効果をほとんど有さず（図３Ａ）、またＥＣＡＲ及びＯＣＲに対する効果
も有さなかった（図３Ｂ）。これらの結果は、グルコースの補完によって、生産力のある
ｌｏｗ

解糖系が回復し、Ｇｌｃ
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／Ｇｌｎ

ｌｏｗ

の培養培地中の、ＰＰで処理した心臓の線

維芽細胞の生存を回復することを示す。一方、ピルビン酸の補完によって、生存細胞また
はＯＣＲに対する改善不足より、ＰＰで処理することによって誘発された、ピルビン酸か
らＴＣＡサイクルへの妨げられたフラックスが、薬物を除去した後でさえ持続することが
示された。グルタミンによる最小限の回復効果は、グルタミンからのコハク酸の合成によ
り、ミトコンドリアのエネルギー生産のための担体を供給し得ることを示す。しかし、減
少したＯＣＲの改善不足が示すように、非常に小さくてもエネルギー増幅率があれば、そ
れはＥＴＣの欠陥が持続していることによるものである（図３Ｂ）。
【００９７】
これらの結果をまとめると、本発明者らは、グルコースが欠乏した環境において、心臓
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の線維芽細胞の代謝が適応（変化）することを要約するモデルを提供し、そしてＰＰがこ
の適応を阻害する方法を提供する（図３Ｃ）。グルコースが豊富な正常環境下で、心臓の
線維芽細胞は、ミトコンドリアのエネルギー代謝を利用せずに、活性化した解糖系を利用
し、生存するために十分なエネルギーを産出する。グルコースのアベイラビリティーが制
限された場合、心臓の線維芽細胞は、解糖系を介するエネルギーの産出が劇的に減少した
ことにより、主にミトコンドリアのエネルギー代謝に依存する。ＯＣＲが劇的に減少した
ことが示すように、心臓の線維芽細胞をＰＰで一時的に処理することは、解糖系からＴＣ
Ａサイクルへの代謝フラックスの阻害、ＴＣＡサイクルの中間代謝物（すなわち、クエン
酸、ｃｉｓ−アコニット酸、イソクエン酸）の一部の増強、及びＥＴＣの抑制を引き起こ
す。一時的にＰＰで処理することによって、ミトコンドリアのエネルギー代謝の状態は、
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ＰＰを除去した後でさえ持続する。このため、ミトコンドリアのエネルギー代謝のこの「
鎮静」状態は、細胞中に「代謝メモリー」として継続する。そのようなミトコンドリアの
メモリーの存在及びグルコースが欠乏した環境下の解糖の不足によって、ＰＰで処理した
心臓の線維芽細胞は、その薬物が存在しなくても、エネルギーの産出に関するレベルを正
常に維持できず、結果的に、代謝ストレスのために生存できない。
【００９８】
このミトコンドリアの代謝メモリーは、永続的なものでなく、消え得る。そのため、長
期間のメモリーというよりむしろ「短期間のメモリー」のようである。ＰＰで処理した心
臓の線維芽細胞を、グルコース及び／又はグルタミンが豊富な正常培地中で長期間にわた
って培養した場合、上記線維芽細胞は、制限されたグルコースのアベイラビリティーにも
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はや敏感に反応しない（図１８）。７２時間にわたって正常培地中で培養した、ＰＰで処
理した心臓の線維芽細胞は、グルコースが欠乏した条件で生存した（図１８Ａ）。さらに
、上記線維芽細胞のＯＣＲは、コントロールの細胞のＯＣＲと区別がつかなかった。これ
は、上記線維芽細胞のミトコンドリアの正常なエネルギー代謝が、次の正常培養培地中で
の「回復期間」で回復されたことを示す（図１８Ｂ）。どちらの細胞のＥＣＡＲ（解糖の
指標）もまた、互いに区別がつかなかった（図１８Ｂ）。これらの結果はまた、本発明者
らが提案した、ＰＰによって引き起こされたミトコンドリアのエネルギー代謝欠乏が、Ｐ
Ｐで処理した細胞が、グルコース欠乏環境下で生存し得ない決定的な要因であるという、
ＰＰの機能のメカニズム（図３Ｃ）と一致する（＜３．実験詳細＞の２Ｂ参照）。
10

【００９９】
本発明者らは、心筋梗塞マウスモデルにおいて、in

vivoにおける心臓の線維芽細胞に

対してＰＰの効果を調べた。心筋梗塞モデルマウスでは、左冠状動脈は、外科的結紮によ
って持続的に閉塞されている。閉塞後２４時間以内に、左心室において、虚血のために心
筋細胞のほとんどが死に、そして、結紮から３〜４日後、心臓の線維芽細胞が増殖及び遊
走し始め、結紮から７日後に心臓の線維芽細胞の数が最も高くなる（図１９）。これら活
性化された心臓の線維芽細胞によるコラーゲン線維の分泌及び析出が、線維化を招く（図
１９）。結紮から１日後（すなわち、虚血のために心筋細胞のほとんどが死んだ後）に、
ＰＰの経口投与を開始し、毎日続けた（図１９）。結紮から４日後、虚血領域（すなわち
、梗塞域）において、増殖している細胞の数を、抗Ｋｉ６７抗体を用いた染色によって定
量化した（図４Ａ，図４Ｂ）。その結果は、ＰＰを用いて処理した心臓の閉塞域において
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＋

、Ｋｉ６７

細胞の大幅な減少を示した（図４Ａ，図４Ｂ）。Ｋｉ６７は、その発現が細

胞の増殖と関連する核タンパク質である。従って、この結果は、ＰＰが、線維化の開始段
階において、虚血領域における細胞増殖を抑制することを示す。
【０１００】
線維化に活発に関与する心臓の筋線維芽細胞の数を、境界及び閉塞域の両方において、
上記細胞を抗−α−平滑筋アクチン（αＳＭＡ）を用いて染色することによって、具体的
に確認し、そして定量化した（図４Ｃ，図４Ｄ）。上記結果は、心臓の線維化が継続的で
ある境界及び閉塞域の両方において、結紮から７日後、αＳＭＡ＋の心臓の筋線維芽細胞
が大幅に減少することを実証した（図４Ｃ，図４Ｄ）。本発明者らは。結紮から１４日後
までに、ＰＰを用いて処理した心臓における線維化の程度が減少することを見出した（図
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４Ｅ，図４Ｆ）。ビヒクル又はＰＰを用いて処理した心臓の間に梗塞の大きさに差が見ら
れないことから、この減少した線維化は、閉塞域が減少したことによるもの（心筋細胞の
死／壊死が減少したことによるもの）ではない（図４Ｅ，図４Ｆ）。
【０１０１】
ＰＰ処理により減少した閉塞性の心臓における線維化を、当該心臓におけるヒドロキシ
プロリン（成長したコラーゲン分子の数値目標）の含有量の減少レベルによって、さらに
確認した（図４Ｇ）。これらの結果は、ＰＰが、in

vivoにおいて、心筋梗塞により引き

起こされた虚血状態の心臓組織において増殖する心臓の線維芽細胞の数を減少させ、その
結果、線維化を減少させることを示している。その上、結紮から１４日後、ＰＰにより処
理した梗塞された心臓は、ビヒクルのみにより処理した心臓と比較して、増加された駆出
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率に示されるように、左心室の機能が改善を示した（図４Ｈ）。この結果は、ＰＰによる
線維化の減少を引き起こし、閉塞された心臓の機能低下を妨げることができることを示唆
する。
【０１０２】
ＰＰが誘発する線維化の減少に対する、不利（すなわち、心臓破裂）でなく、この有益
な（すなわち、心臓の機能を改善する）効果を説明する１つの可能性は、瘢痕形成が減少
することが、残った心筋細胞の収縮機能のための好ましい条件である、より効果的な血管
形成のために、任意の組織環境を供給するということである。この可能性を支持して、本
発明者らは、ＰＰで処理した梗塞した心臓中の血管の濃度が、統計学的に有効に増加する
ことを確認した（図２０）。心筋梗塞のマウスモデルにおいて、ＰＰが心臓の再構築に対
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してほとんど効果を示さず、線維化を減少しない又は心臓機能を向上しないことは既に報
告されている（文献１４）。文献１４にて開示された結果と本発明者らの結果との矛盾は
、マウスに対するＰＰの処理のプロトコールが異なることによる可能性がある（＜３．実
験詳細＞の２Ｃ参照）。
【０１０３】
ＰＰはまた、グルコースが欠乏した種々の癌細胞を効果的に死なせるが、その作用様式
は意見が分かれている（文献１５−１９）。本明細書中にて示されるＰＰによる、ミトコ
ンドリアの代謝メモリーの形態が、グルコースが欠乏した癌細胞の生存を抑制することに
影響を与えるか否かの検証に注目した。そのような研究はまた、グルコースが欠乏しても
生存する特有の能力を有する、心臓の線維芽細胞と癌細胞の両方の細胞によって共有され

10

る、推定上の代謝特性に対する重要な見識を提供する。
【０１０４】
近年、ＰＰが、３つの非ＮＡＤＨ−ＦＲ経路（古典的Ｗｎｔ経路、小胞体ストレス応答
（ＵＰＲ）経路及びアンドロゲン受容体シグナル経路）を抑制することが示された（文献
１９−２３）。アンドロゲン受容体が突出したマウスが、線維化の増加を抑制することは
既に報告されている（文献２４）。これは、本明細書中にて示すＰＰの効果が、アンドロ
ゲン受容体シグナルを阻害することと関係のないことを示唆する。さらに、図２１に示さ
れる薬理学的な研究及び遺伝学研究によって実証されているように、特にＧｌｃｌｏｗ／
Ｇｌｎｌｏｗ培地中で、ＰＰにて処理した心臓の線維芽細胞が生存できないことは、Ｗｎ
ｔまたはＵＰＲシグナル経路を阻害することとは関係ない（＜３．実験詳細＞の２Ｄ参照

20

）。
【０１０５】
結論として、本発明者らは、心臓の線維芽細胞が、グルコースが欠乏した環境に適応す
る、代謝のメカニズムを明らかにした（図３Ｃ）。さらに、本発明者らは、心臓の線維芽
細胞を駆虫薬物（ＰＰ）に一時的にさらすことが、永続的なミトコンドリアのエネルギー
代謝の鎮静作用を誘発することを発見した（図３Ｃ）。薬物が存在している期間を過ぎて
も持続する、ミトコンドリアのエネルギー代謝の鎮静状態の「メモリー」を、たった１つ
の薬物が誘発する、薬物作用のこの様式は前例がない。心臓の線維芽細胞における、ＰＰ
が誘発するミトコンドリアの代謝メモリーは、グルコースが欠乏した環境に対する代謝の
適応を阻害し、そして上記薬物が存在しなくとも代謝ストレスの下で、本質的に生存でき
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ないようにする（図３Ｃ）。さらに、本発明者らは、上記線維芽細胞が、グルコースが欠
乏した環境に対する代謝の適応をリセットし得ることによって、「回復する」条件を有す
る、上記薬物で処理した心臓の線維芽細胞により、このメモリーが消され得ることを示し
た（図１８）。
【０１０６】
本発明者らはまた、心筋梗塞のマウスモデルにおいて、この薬物が、線維化を和らげ、
そして心臓の破裂を引き起こすことなしに、心臓機能を改良することを実証した（図４）
。ＰＰはＦＤＡに認証されている駆虫薬物であるため、その治療的応用が問題を引き起こ
すことはほとんどないと推測される。さらに、本発明者らの結果は、線維芽細胞の代謝の
適応が、新たな治療のターゲットとして機能し、線維化を妨げ、そして心臓及び他の臓器

40

又は組織を回復し得ることを示唆する。
【０１０７】
＜２．図面に関する説明＞
［図１．ＰＰが、ミトコンドリアのエネルギー代謝を阻害する効果、及び、この効果が
、特に薬が排出された後のグルコース及び／又はグルタミンが欠乏した微環境において、
心臓の線維芽細胞の生存を阻害することを示す図である。］
Ａ：仮説の概略的な図である。
【０１０８】
Ｂ：正常培地中で、心臓の線維芽細胞を一時的にＰＰで処理することによって、薬物を
除去した後でも、Ｇｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗの培地中の心臓の線維芽細胞の生存を十分
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抑制する。上記細胞を正常培地にて、１時間にわたってＰＰで処理し、その後４８時間に
わたって、正常培地又はＧｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗの培地にて、ＰＰ非存在下にて培養
した。ビヒクル（ＤＭＳＯ）で処理し、その後、正常培地で培養した細胞（黒色の実線）
またはＧｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗの培地で培養した細胞（灰色の実線）、及び、ＰＰで
処理し、その後ＰＰ非存在下の正常培地で培養した細胞（黒色の破線）又はＰＰ非存在下
のＧｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗの培地で培養した細胞（灰色の破線）の、細胞の生存率（
％）をそれぞれ示す。ＰＰでの前処理を開始した時点での細胞数を１００％とした。デー
タ：平均±標準偏差。＊＊Ｐ＜０．０１。Ｎ．Ｓ．：有意でない。ｎ＝３。
【０１０９】
Ｃ：ＰＰで処理し、その後ＰＰ非存在環境の正常培地の下で培養した心臓の線維芽細胞
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（黒線）又はＧｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗの培地で培養した心臓の線維芽細胞（灰色の線
）の生存に関する投薬量に対する依存性を調べた。ＩＣ５０＝６１．８ｎＭ。データ：平
均±標準偏差。ｎ＝３。
【０１１０】
Ｄ：ビヒクル（ＤＭＳＯ）で処理した細胞のＯＣＲ（黒色）またはＰＰ（８７ｎＭ）で
処理した細胞のＯＣＲ（灰色）。ＯＣＲの値をｐｍｏｌ／分で示す。ビヒクル（ＤＮＳＯ
）またはＰＰを培地に加えたときの時間分は、斜線部分によって表示する。データ：平均
±標準偏差。ｎ＝３。
【０１１１】
Ｅ：ビヒクル（ＤＭＳＯ）で処理した細胞（−ＰＰ）、または、ＰＰで処理した細胞（
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＋ＰＰ）を、正常培地において１時間にわたって培養した細胞の内、ミトコンドリア（矢
印）の正常の構造である。スケールバー：４００ｎｍ。
【０１１２】
Ｆ：１３Ｃの取込みは、解糖代謝物の中の［１３Ｃ‐Ｇｌｃ］に由来する。［１３Ｃ−
Ｇｌｃ］／ＤＭＳＯ（−ＰＰ）又は［１３Ｃ−Ｇｌｃ］／ＰＰ（＋ＰＰ）を正常培地に加
えた後、０分、２０分、１２０分、７２０分後の結果を示す。１３Ｃを取り込んだ代謝物
の絶対量（黒色）又は１３Ｃを取り込んでいない（例えば１２Ｃ）代謝物の絶対量（白色
）を示す。データ：平均±標準偏差。ｎ＝３。
【０１１３】
Ｇ：１３Ｃの取込みは、ＴＣＡサイクル代謝物の中の［１３Ｃ‐Ｇｌｃ］に由来する。
１３

［
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Ｃ−Ｇｌｃ］／ＤＭＳＯ（−ＰＰ）又は［

１３

Ｃ−Ｇｌｃ］／ＰＰ（＋ＰＰ）を正

常培地に加えた後、０分、２０分、１２０分、７２０分後の結果を示す。１３Ｃを取り込
んだ代謝物の絶対量（黒色）又は１３Ｃを取り込んでいない（例えば１２Ｃ）代謝物の絶
対量（白色）を示す。データ：平均±標準偏差。Ｎ．Ｄ．；検出不能。ｎ＝３。
【０１１４】
［図２．ＰＰのミトコンドリアのエネルギー代謝の阻害作用は、薬剤が排出された後で
も持続し、グルコースが欠乏した環境下にて生産的に解糖系を維持できないことによりエ
ネルギーが充足しなくなることを示す図］
Ａ：正常培地（＋Ｇｌｃ／Ｇｌｎ）にて、ビヒクル（ＤＭＳＯ）で処理した細胞（白色
）又はＰＰで処理した細胞（黒色）を１時間にわたって培養した細胞、及び、その後上記
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細胞を栄養素が欠乏した培地（−Ｇｌｃ／Ｇｌｎ）にて、ＰＰ非存在環境下で１２時間に
わたって培養した細胞から得られた解糖代謝物の絶対値。データ：平均±標準偏差。Ｎ．
Ｄ．；検出不能。＊ｐ＜０．０５、＊＊ｐ＜０．０１、＊＊＊ｐ＜０．００１。ｎ＝３。
【０１１５】
Ｂ：正常培地（＋Ｇｌｃ／Ｇｌｎ）にて、ビヒクル（ＤＭＳＯ）で処理した細胞（白色
）又はＰＰで処理した細胞（黒色）を１時間にわたって培養した細胞、及び、その後上記
細胞を栄養素が欠乏した培地（−Ｇｌｃ／Ｇｌｎ）にて、ＰＰ非存在環境下で１２時間に
わたって培養した細胞から得られたＴＣＡサイクル代謝物の絶対値。データ：平均±標準
偏差。Ｎ．Ｄ．；検出不能。＊ｐ＜０．０５、＊＊ｐ＜０．０１、＊＊＊ｐ＜０．００１
。Ｎ．Ｓ．：有意でない。ｎ＝３。
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【０１１６】
Ｃ：薬物を除去した後でも、ＰＰの存在によって、ミトコンドリアのエネルギー代謝の
阻害が引き起こされる。ビヒクル（ＤＭＳＯ）で処理した細胞（黒色）又はＰＰで処理し
た細胞（灰色）を１時間にわたって培養し、広範囲に洗浄することで培地から残ったＰＰ
を除去した後、培地をグルコースが豊富な正常培地（通常）又はＧｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌ
ｏｗ

の培地（低栄養素）に入れ替え、それから各々の培地の細胞におけるＥＣＡＲ（ｍｐ

Ｈ／分）及びＯＣＲ（ｐｍｏｌ／分）を測定した。データ：平均±標準偏差。ｎ＝３。
【０１１７】
Ｄ：ＰＰで処理した心臓の線維芽細胞におけるエネルギー充足を示す。ビヒクル（ＤＭ
ＳＯ）で処理した細胞（白色）又はＰＰで処理した細胞（黒色）を正常培地（＋Ｇｌｃ／
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Ｇｌｎ）にて、１時間にわたって培養した細胞、及び、ビヒクル（ＤＭＳＯ）で処理した
細胞（白色）又はＰＰで処理した細胞（黒色）を正常培地において１時間培養した細胞を
、その後、上記の各々の細胞を栄養素が欠乏した培地（−Ｇｌｃ／Ｇｌｎ）にて、ＰＰ非
存在環境下で１２時間にわたって培養した細胞のＡＭＰ、ＡＤＰ，ＡＴＰ，及び「エネル
ギー充足」の絶対値を示す。エネルギー充足は、（［ＡＴＰ］＋１／２［ＡＤＰ］）／（
［ＡＴＰ］＋［ＡＤＰ］＋［ＡＭＰ］）で算出され、［ＡＴＰ］、［ＡＤＰ］、［ＡＭＰ
］の単位は全てｐｍｏｌ／１０５細胞数である。データ：平均±標準偏差。Ｎ．Ｄ．；検
出不能。＊ｐ＜０．０５、＊＊ｐ＜０．０１、＊＊＊ｐ＜０．００１。Ｎ．Ｓ．：有意で
ない。ｎ＝３。
【０１１８】

20

［図３．ピルビン酸又はグルタミンではなく、グルコースが、ＰＰで処理した心臓の線
維芽細胞の生存を補助すること、及び、グルコースが欠乏した環境下に適応した心臓の線
維芽細胞中の代謝におけるＰＰの作用の要約を示す図］
Ａ：ＰＰで処理した心臓の線維芽細胞は、ピルビン酸ではなくグルコースによって生存
する。ビヒクル（ＤＭＳＯ）で処理した細胞（白色）又はＰＰで処理した細胞（黒色）を
１時間にわたって培養した後、正常培地（Ｇｌｃ＋，Ｇｌｎ＋，Ｐｙｒ−）、Ｇｌｃｌｏ
ｗ

／Ｇｌｎｌｏｗの培地（Ｇｌｃ−，Ｇｌｎ−，Ｐｙｒ−）、ピルビン酸（１ｍＭ）によ

って補完されたＧｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗの培地（Ｇｌｃ−，Ｇｌｎ−，Ｐｙｒ＋）、
グルタミン（４ｍＭ）によって補完されたＧｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗの培地（Ｇｌｃ−
，Ｇｌｎ＋，Ｐｙｒ−）又はグルコース（２５ｍＭ）によって補完されたＧｌｃｌｏｗ／

30

ｌｏｗ

Ｇｌｎ

の培地（Ｇｌｃ＋，Ｇｌｎ−，Ｐｙｒ−）において、ＰＰ非存在環境下で２

４時間にわたって培養した。上記細胞の生存を、ＷＳＴ−８検定法（＜３．実験詳細＞参
照）によって定量し、そしてＯ．Ｄ．４５０によって示した。データ：平均±標準偏差。
＊ｐ＜０．０５、＊＊＊ｐ＜０．００１。ｎ＝３。
【０１１９】
Ｂ：解糖系及びミトコンドリアのエネルギー代謝におけるグルコースの効果を示す。ビ
ヒクル（ＤＭＳＯ）で処理した細胞（黒色）及びＰＰで処理した細胞（灰色）の解糖及び
ミトコンドリアのエネルギー代謝は、リアルタイムで測定され、特に、ＥＣＡＲ（ｍｐＨ
／分）及びＯＣＲ（ｐｍｏｌ／分）を用いて示す。低栄養素：Ｇｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏ
ｗ

の培地、Ｇｌｃ：グルコース、Ｇｌｎ：グルタミン、Ｐｙｒ：ピルビン酸。各々の補完

40

分（Ｇｌｃ，Ｇｌｎ，又はＰｙｒ）を加えた時の時間を、各々のグラフの斜線部分によっ
て示す。データ：平均±標準偏差。ｎ＝３。
【０１２０】
Ｃ：心臓の線維芽細胞におけるＰＰの効果の様態を示す模式図。ＰＰが誘発した、ＴＣ
Ａサイクル代謝へのピルビン酸（解糖代謝物）エントリーのインピーダンスは、模式図中
の解糖系を示す矢印とＴＣＡサイクルを示す輪との間の「広い空間」に表される。ＰＰが
誘発したＥＴＣの阻害効果は、模式図中の「Ｘ」によって表す。なお、ＥＴＣとは、電子
伝達系を意図する。
【０１２１】
［図４：心筋梗塞モデルマウスにおける心臓の線維化に対するＰＰの効果］
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Ａ：梗塞した心臓中の細胞増殖に対するＰＰの影響を調べた図である。Ｋｉ６７＋（カ
ラーで表示される場合は緑色）及びＤＡＰＩ＋（カラーで表示される場合は紺青色）の細
胞を免疫蛍光検査により同定した。ビヒクル（ＤＭＳＯ（−ＰＰ））又はＰＰ（＋ＰＰ）
で処理したマウスの梗塞域（infarcted zone）及び境界（border zone）における、増殖
性のＫｉ６７＋ＤＡＰＩ＋（カラーで表示される場合は淡青色）の細胞を示す（矢印）。
スケールバー：５０μｍである。
【０１２２】
Ｂ：上記ＡのＫｉ６７＋増殖性の細胞を定量化した結果を示す。Ｋｉ６７＋増殖性の細
胞の数を３匹のマウス（−ＰＰ：ｎ＝３；＋ＰＰ：ｎ＝４）の部分からカウントし、％（
Ｋｉ６７＋ＤＡＰＩ＋／ＤＡＰＩ＋）として示した。

10

【０１２３】
Ｃ：梗塞した心臓におけるαＳＭＡ＋筋線維芽細胞に対するＰＰの効果を示す図である
。冠動脈の結紮から４日後及び７日後の心臓におけるαＳＭＡ＋筋線維芽細胞（カラーで
表示される場合は赤色）及びＤＡＰＩ＋細胞（カラーで表示される場合は紺青色）である
。ビヒクル（ＤＭＳＯ（−ＰＰ））又はＰＰ（＋ＰＰ）にて処理したマウスの心臓から代
表的なイメージを示す。スケールバー：１ｍｍである。
【０１２４】
Ｄ：上記ＣにおけるαＳＭＡ＋筋線維芽細胞を定量化した結果を示す。ビヒクル（−Ｐ
Ｐ）にて処理したマウス（４日後のマウスｎ＝３、７日後のマウスｎ＝５）及びＰＰ（＋
ＰＰ）にて処理したマウス（４日後及び７日後のマウスｎ＝４）の梗塞域及び境界におけ
＋

るαＳＭＡ

＋

筋線維芽細胞の数をカウントし、％（αＳＭＡ
＋

た。αＳＭＡ

20

／ＤＡＰＩ

＋

）として示し

の面積もまた測定し、％（αＳＭＡ

＋

の面積／全部位の面積）として示し

た。
【０１２５】
Ｅ：結紮から４日後及び１４日後の心臓部分のマッソントリクローム染色の結果を示す
。スケールバー：１ｍｍである。
【０１２６】
Ｆ：梗塞の大きさ及び線維化面積を定量化した図である。結紮から４日後にビヒクル（
−ＰＰ）にて処理したマウス（マウスｎ＝３）及びＰＰ（＋ＰＰ）にて処理したマウス（
マウスｎ＝４）から調製した心臓部分の壊死した面積（Necrotic area）を定量すること

30

によって、梗塞の大きさを測定し、％（壊死している面積／心臓全体の面積）として示し
た（左）。結紮から１４日後にビヒクル（−ＰＰ）にて処理したマウス（マウスｎ＝３）
及びＰＰ（＋ＰＰ）にて処理したマウス（マウスｎ＝４）から調製した心臓の部分を用い
て、マッソントリクローム染色の方法によって、線維化の大きさを測定し、％（青色に染
色された線維化の面積（Fibrosis area）／心臓全体の面積）として示した。
【０１２７】
Ｇ：左心室組織におけるヒドロキシプロリン（ＨＰ）の含有量を定量化した図である。
対照のための手術（Ｓｈａｍ）、又は結紮してから１４日後のマウス（それぞれ、Ｓｈａ
ｍマウス、ＭＩマウス）から、ビヒクル（−ＰＰ）（Ｓｈａｍマウスｎ＝４、ＭＩマウス
ｎ＝９）、又はＰＰ（＋ＰＰ）（Ｓｈａｍマウスｎ＝３、ＭＩマウスｎ＝１０）にて処理

40

したマウスの左心室を収集し、ヒドロキシプロリン（ＨＰ）の量を測定し、ＨＰ（μｇ）
／（乾燥した組織重量）ｍｇとして示した。
【０１２８】
Ｈ：心筋梗塞後の心臓機能に対するＰＰの効果を示す図である。心筋梗塞後の心臓機能
を心エコー検査によって測定し、駆出率（ＥＦ：％）として示した。対照のための手術（
Ｓｈａｍ）、又は結紮してから７日後及び１４日後に、ビヒクル（−ＰＰ）又はＰＰ（＋
ＰＰ）を用いて処理したマウスに心エコー検査を行った。試験したマウスの数は、以下の
通りである：７日後：（Ｓｈａｍ−ＰＰ：ｎ＝４；Ｓｈａｍ＋ＰＰ：ｎ＝３；ＭＩ−ＰＰ
：ｎ＝３；ＭＩ＋ＰＰ：ｎ＝２０）、１４日後：（Ｓｈａｍ−ＰＰ：ｎ＝４；Ｓｈａｍ＋
ＰＰ：ｎ＝３；ＭＩ−ＰＰ：ｎ＝１１；ＭＩ＋ＰＰ：ｎ＝１４）。データ：平均±標準偏
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差。＊ｐ＜０．０５、＊＊ｐ＜０．０１、＊＊＊ｐ＜０．００１。Ｎ．Ｓ．：有意でない
。
【０１２９】
［図５．虚血環境下における心臓の線維芽細胞のメタボロミクス解析］
Ａ：Ｏ２ｌｏｗ／Ｇｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗ条件（虚血環境）下にて培養された心臓
の線維芽細胞における、細胞内代謝物の全体の定量的変化を表すヒートマップである。Ｃ
Ｅ−ＴＯＦＭＳを用いて細胞内代謝物を定量的に分析した。各代謝物の量を表すスケール
バーは、左側に示す（カラーで表示した場合は、緑色から赤色へ変化として表示される。
なお、緑色→赤色の変化は、低いレベル→高いレベルと一致する。）。階層的クラスタ分
析（ＨＣＡ）の結果は、左側のクラスタツリー（cluster tree）として示す。正常の培養

10

条件（図中、「Ｎｏｒｍａｌ」で示す。以下、単に「正常」と称する場合もある。）は、
２０〜２１％のＯ２、ＤＭＥＭ（すなわち、２５ｍＭのＧｌｃ、４ｍＭのＧｌｎ）、１０
％のＦＢＳである。虚血環境（Ｏ２ｌｏｗ／Ｇｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗ）の培養条件（
以下、単に「虚血」と称する場合もある。）は、３％のＯ２、ＤＭＤＥ（Ｇｌｃ−、Ｇｌ
ｎ−）、１０％のＦＢＳ（すなわち、３００μＭのＧｌｃ、＜１００μＭのＧｌｎ）であ
る。心臓の線維芽細胞は、各条件下にて７２時間培養し収集し、ＣＥ−ＴＯＦＭＳ分析の
ために処理した。各条件において３つの独立した培養皿（１、２、３として示す）をＣＥ
−ＴＯＦＭＳ分析のために処理した。
【０１３０】
Ｂ：ＴＣＡサイクルにおける中間代謝物の発生量を示す。各グラフにおいて、正常（黒

20

線）条件及び虚血（灰色の線）条件下で７２時間にわたって培養した心臓の線維芽細胞中
の代謝物のレベルを示す。３回の実験の平均値（ｎ＝３）を示す。Ｎ．Ｄ．；検出不能。
＊ｐ＜０．０５、＊＊ｐ＜０．０１、＊＊＊ｐ＜０．００１。Ｎ．Ｓ．：有意でない。
【０１３１】
［図６．ＰＰの細胞毒性の評価］
正常（黒線）条件及び虚血（灰色の線）条件下において、心臓の線維芽細胞に対するＰ
Ｐの細胞毒性を調べた。Ｏ２ｌｏｗ／Ｇｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗ培養条件（虚血）下の
心臓の線維芽細胞における、ＰＰのＩＣ５０は、９．５ｎＭ（ＰＰ）である。細胞（ｎ＝
３）は、正常（黒線）条件又はＯ２ｌｏｗ／Ｇｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗ（虚血）（灰色
の線）条件下にて７２時間、種々の濃度にて各薬物を用いて処理した。データは、薬物の
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処理を行っていない各培養条件の細胞数の％として示す。
【０１３２】
［図７．グルコースの補完による、虚血環境下にて、ＰＰで処理した心臓の線維芽細胞
の生存の回復に関する評価］
Ａ：虚血環境下（Ｏ２ｌｏｗ／Ｇｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗ）における、ＰＰの特異的
な細胞毒性に対する酸素（＋Ｏ２）及びグルタミン（＋Ｇｌｕ）の補完の影響を調べた図
である。
【０１３３】
Ｂ：虚血環境下（Ｏ２ｌｏｗ／Ｇｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗ）における、ＰＰの特異的
な細胞毒性に対する酸素（＋Ｏ２）及びグルコース（＋Ｇｌｃ）の補完の影響を調べた図

40

である。
【０１３４】
Ｃ：虚血環境下（Ｏ２ｌｏｗ／Ｇｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗ）における、ＰＰの特異的
な細胞毒性に対するグルコース（＋Ｇｌｃ）及びグルタミン（＋Ｇｌｕ）の補完の影響を
調べた図である。
【０１３５】
ＰＰ（８７ｎＭ）の存在下又は非存在下にて、２４時間の各培養条件における細胞によ
る結果は、それぞれ白の棒グラフ又は黒の棒グラフにて示す。０時間の各培養条件下の生
存能力のある細胞の数を１００％として示した。データ：平均±標準偏差。＊ｐ＜０．０
５、＊＊ｐ＜０．０１、＊＊＊ｐ＜０．００１。Ｎ．Ｓ．：有意でない。ｎ＝３である。
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【０１３６】
［図８．［１３Ｃ−Ｇｌｕ］フラックスのメタボロミクス解析の経路マップ］
正常条件及び／又は虚血環境下で培養した心臓の線維芽細胞にて検出された各代謝物を
、細胞内代謝経路中に配置した。各グラフにて、０分、２０分、１２０分、７２０分の時
点での心臓の線維芽細胞の各代謝物のレベルを示す。ＰＰで処理していない細胞（カラー
で表示した場合は青色）又はＰＰで処理した細胞（カラーで表示した場合は桃色）から検
出された各代謝物の合計のレベル（すなわち、１３Ｃでラベル化したものとラベル化して
いないものの組合せ）を各グラフに示す。ＰＰで処理していない細胞（カラーで表示した
場合は淡青色）又はＰＰで処理した細胞（カラーで表示した場合は淡桃色）から検出され
た、ラベル化していない各代謝物のレベルを各グラフに示す。３回の実験の平均値（ｎ＝

10

３）を示す。Ｎ．Ｄ．；検出不能。
【０１３７】
［図９〜図１７．ＰＰで処理した後、ＰＰ非存在下の正常条件又は栄養素が欠乏した条
件にて培養した心臓の線維芽細胞のメタボロミクス解析］
各代謝物のレベルを示す。Ａ：０時間。Ｂ：処理なし、１時間。Ｃ：ビヒクル（ＤＭＳ
Ｏ）にて処理後１時間。Ｄ：ＰＰにて処理後１時間。Ｅ：ＰＰ処理無しの１時間後、正常
培養条件下にて１２時間にわたって培養。Ｆ：ビヒクル（ＤＭＳＯ）にて１時間処理し、
正常培養条件下にて１２時間にわたって培養。Ｇ：ＰＰにて１時間処理し、正常培養条件
下にて１２時間にわたって培養。Ｈ：ＰＰ処理無しの１時間後、栄養素欠乏（Ｇｌｃｌｏ
ｗ

／Ｇｌｎｌｏｗ）培養条件下にて１２時間にわたって培養。Ｉ：ビヒクル（ＤＭＳＯ）
ｌｏｗ

にて１時間処理し、栄養素欠乏（Ｇｌｃ

20

ｌｏｗ

／Ｇｌｎ

）培養条件下にて１２時間

にわたって培養。Ｊ：ＰＰにて１時間処理し、栄養素欠乏（Ｇｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗ
）培養条件下にて１２時間にわたって培養。各条件（Ａ−Ｊ）において、異なる３つのサ
ンプルを測定した結果を棒グラフで示す。
【０１３８】
［図１８．グルコースが欠乏した培養条件において、ＰＰにて処理した心臓の線維芽細
胞の代謝の適応（変化）の回復及びミトコンドリアのエネルギー代謝の回復］
（正常培地中にて１時間にわたって）ビヒクル（ＤＭＳＯ）で処理した心臓の線維芽細
胞又は（正常培地中にて１時間にわたって）ＰＰで処理した心臓の線維芽細胞を、正常培
養培地にて７２時間にわたって培養した（上記細胞に新鮮な正常培地を毎日供給した。）
ｌｏｗ

。この「回復」期間の後に、上記細胞をＧｌｃ

30

／Ｇｌｎ

ｌｏｗ

培地中にて７２時間

にわたって培養し、上記細胞の生存率を測定した結果をパネルＡに示す。１００％は、Ｇ
ｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗ培地にて培養を開始する時点での細胞数である。この「回復」
期間の後に、上記細胞のＯＣＲ及びＥＣＡＲを測定し、その結果をパネルＢに示す。ビヒ
クル（ＤＭＳＯ）で処理した、ＯＣＲ及びＥＣＡＲ（黒色）、並びにＰＰで処理した、Ｏ
ＣＲ及びＥＣＡＲ（灰色）を示す。データ：平均±標準偏差。Ｎ．Ｓ．：有意でない。ｎ
＝３．
［図１９．心筋梗塞の病理学的なプロセスの模式図］
左冠状動脈を結紮（又は閉鎖）してから２４時間以内に、心筋細胞（ＣＭ）のほとんど
は死に、続けて炎症及び線維化が発生した。線維化は、結紮（閉鎖）から約３日後に始ま

40

るものであり、心臓の線維芽細胞（Ｆｂ）の増殖及び遊走によって引き起こされた。これ
らの心臓の線維芽細胞は、コラーゲン線維を生成し組織中にコラーゲンを分泌し、瘢痕を
形成する。コラーゲンの産出は、結紮（閉鎖）から７〜１４日後に最高点に達する。ＰＰ
は、左冠状動脈の結紮から１日後（すなわち、ほとんどの心筋細胞が死んだ後）のマウス
に毎日投与した。
【０１３９】
［図２０．ＰＰで処理した瘢痕化した心臓における血管形成の向上］
Ａ：瘢痕化した心臓の梗塞域及びその境界のＣＤ３１＋毛細血管を示す。ビヒクル（Ｄ
ＭＳＯ）（−ＰＰ）又はＰＰ（＋ＰＰ）を投与したマウスから調製した心臓部分において
、抗ＣＤ３１抗体を用いて毛細血管を同定した。スケールバー：５０μｍ。
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【０１４０】
Ｂ：ＣＤ３１＋毛細血管の密度を定量化した図である。ビヒクル（ＤＭＳＯ）（−ＰＰ
）（ｎ＝３のマウス）又はＰＰ（＋ＰＰ）（ｎ＝４のマウス）を投与したマウスからデー
タを取得した。ＣＤ３１＋毛細血管の密度を毛細血管数／ｍｍ２として表す。データ：平
均±標準偏差。＊ｐ＜０．０５。Ｎ．Ｓ．：有意でない。
【０１４１】
［図２１．ＰＰの虚血時の特異的な細胞毒性における古典的Ｗｎｔ及びＵＰＲの役割の
評価］
Ａ：ＰＰ（８７μＭ）の存在下、又は非存在下にて、正常条件及びＯ２ｌｏｗ／Ｇｌｃ
ｌｏｗ

／Ｇｌｎｌｏｗ（虚血）条件下にて１２時間培養した心臓の線維芽細胞における古

10

典的Ｗｎｔシグナルの２つの下流の遺伝子（Ａｘｉｎ２及びｃ−Ｍｙｃ）の発現を調べた
図である。発現レベルを、fold‑inductionとして示す（ＰＰ非存在下かつ正常条件下にて
培養された細胞における各遺伝子の発現を、１−fold‑inductionとして示す。）。二重分
析又は三重分析を行い、４つの独立した実験にてｑＲＴ−ＰＣＲによって、上記発現レベ
ルを定量化した。
【０１４２】
Ｂ：心臓の線維芽細胞に対する古典的Ｗｎｔシグナルの阻害剤（ＸＡＶ９３９）の効果
を調べた図である。正常条件下（黒線）又はＯ２ｌｏｗ／Ｇｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗ（
虚血）条件下（灰色の線）の細胞は、ビヒクル（ＤＭＳＯ）（実線）又はＸＡＶ９３９（
３μＭ）（破線）にて処理した後、生存した細胞数を、各時点において定量した結果を示

20

す。各培養条件下での０時間における生存細胞の数を１００％として示した。
【０１４３】
Ｃ：ＰＰ（８７μＭ）存在下又は非存在下、正常条件及びＯ２ｌｏｗ／Ｇｌｃｌｏｗ／
Ｇｌｎｌｏｗ（虚血）条件下にて１２時間培養した心臓の線維芽細胞におけるＵＰＲシグ
ナルにおける遺伝子（Ｇｒｐ７８／ＢｉＰ、Ｇｒｐ９４、Ｘｂｐ１（合計）、Ｘｂｐ１ｓ
（スプライス））の発現レベルを調べた図である。発現レベルを、fold‑inductionとして
示す（ＰＰ非存在下かつ正常条件下にて培養された細胞における各遺伝子の発現を、１−
fold‑inductionとして示す。）。二重分析を行い、３つの独立した実験（ｎ＝３）におけ
るｑＲＴ−ＰＣＲによって、上記発現レベルを定量化した。
30

【０１４４】
−／−

Ｄ：ＡＴＦ６活性化（ＡＥＢＳＦ）及びＡＴＦ６α−欠損（ＡＴＦ６α

）の阻害

剤の効果を調べた図である。心臓の線維芽細胞は、ビヒクル（−ＡＥＢＳＦ）又はＡＥＢ
ＳＦ（３００μＭ）（＋ＡＥＢＳＦ）を用いた、正常条件下又はＯ２ｌｏｗ／Ｇｌｃｌｏ
ｗ

／Ｇｌｎｌｏｗ（虚血）条件下にて２４時間培養し、各条件における生存細胞の数をカ

ウントした。野生型又はＡＴＦ６α−／−の心臓の線維芽細胞を、ビヒクル（−ＰＰ）又
はＰＰ（８７μＭ）（＋ＰＰ）を用いた、正常条件下又はＯ２ｌｏｗ／Ｇｌｃｌｏｗ／Ｇ
ｌｎｌｏｗ（虚血）条件下にて２４時間培養し、各条件における生存細胞数をカウントし
た。各培養条件下での０時間における生存細胞の数を１００％として示した。ｎ＝３であ
る。
40

【０１４５】
Ｅ：ＩＲＥ１（Ｉｒｅｓｔａｔｉｎ

９３８９）阻害剤及びＰＥＲＫ（ＧＳＫ

ＰＥＲ

Ｋ阻害剤）阻害剤の効果を調べた図である。心臓の線維芽細胞を、ビヒクル（ＤＭＳＯ）
（−Ｉｒｅｓｔａｔｉｎ

９３８９、−ＧＳＫ

１０μＭ）（＋Ｉｒｅｓｔａｔｉｎ

ＰＥＲＫ阻害剤）又はＩＲＥ１阻害剤（

９３８９）、あるいは、ＰＥＲＫ阻害剤（２μＭ）

ＰＥＲＫ阻害剤）を添加し、正常条件下又はＯ２ｌｏｗ／Ｇｌｃｌｏｗ／Ｇ

（＋ＧＳＫ

ｌｎｌｏｗ（虚血）条件下にて２４時間培養した後、各条件における生存細胞数をカウン
トした。ビヒクル（ＣＭＳＯ）添加の正常条件下にて培養された生存細胞数を１００％と
する。ｎ＝３である。データ：平均±標準偏差。＊ｐ＜０．０５、＊＊ｐ＜０．０１、＊
＊＊ｐ＜０．００１。Ｎ．Ｓ．：有意でない。
【０１４６】

50

(26)

JP WO2014/125663 A1 2014.8.21

＜３．実験詳細＞
［１Ａ．心臓の線維芽細胞の分離］
心臓の線維芽細胞をすでに開示されているものとして調製した（文献２５）。心臓組織
を細かく刻み、冷却したＤ−ＰＢＳ（Ｃａ２＋、Ｍｇ２＋がないもの（free））により洗
浄し、そして１％のコラゲナーゼ(Worthington CLS‑2)／ＤＰＢＳ（Ｃａ２＋、Ｍｇ２＋
を含むもの）の５ｍｌ中に懸濁させた。コラゲナーゼの処理を３７℃で３０分間行った。
コラゲナーゼを取り込んだ各サンプルを、０．２５％のトリプシン（Invitrogen）４ｍｌ
を用いて３７℃で５分間処理した。コラゲナーゼ／トリプシンで処理したサンプルをさら
にピペットで５０回取り上げることによって分離した。組織の各懸濁液を、１０％のＦＢ
Ｓ、１％のペニシリン（penicillin）、１％のストレプトマイシンを加えたＤＭＥＭ（Na

10

calai）を２０ｍｌ含んでいる５０ｍｌのチューブに移した。分離した細胞を、４℃で５
分間１００×ｇの遠心分離機にかけ、２０％のＦＢＳ、１％のペニシリン（penicillin）
、１％のストレプトマイシンを加えたＤＭＥＭに懸濁させ、同じ培地中にて保管するまで
約１週間培養した。
【０１４７】
［１Ｂ．細胞培養実験］
心臓の線維芽細胞をコラーゲンでコーティングされた皿（IWAKI）に蒔いた。培養培地
（高グルコースのＤＭＥＭ、１０％のＦＢＳ、１％のペニシリン、１％のストレプトマイ
シン）中にて２４時間培養した後に、その細胞を、各図に記載されているように、相当す
る酸素及び栄養素の条件にて培養した。低グルコース及びグルタミンの条件を、グルコー

20

ス及びグルタミンを含まないＤＭＥＭを用いることによって実施した。１０％のＦＢＳを
含んでいる培養培地として、微量のグルコース及びグルタミンが存在した。その最終的な
濃度を測定したところ、３００μＭのグルコース、＜１００μＭのグルタミンであった。
低酸素条件を、ヒポキシア容器（Hypoxia chamber）（Veritas）及び混合させるガス容器
（３％のＯ２、１０％のＣＯ２、８７％のＮ２）を用いることによって実施した。生存能
力のある細胞をトリパンブルー色素(GIBCO)の排除によって同定し、数を数えた。
【０１４８】
［１Ｃ．ＷＳＴ−８細胞の細胞毒性アッセイ］
Cell Count Reagent SF (Nacalai社製)を用いて心臓の線維芽細胞の生存度を評価した
。上記アッセイは、生存能力のある細胞の数を定量的に測定した。上記アッセイは、細胞

30

膜腰の電子移動及び電子伝達系を介してミトコンドリア中に産出されたＮＡＤＨによる、
ＷＳＴ−８［２−（２−メトキシ−４−ニトロフェニル）−３−（４−ニトロフェニル）
−５−（２，４−ジスルホフェニル）−２Ｈ−テトラゾリウム、モノナトリウム塩］の細
胞外の減少に準ずる。Multiskan FC microplate readerを用いて４５０ｎｍでの波長を測
定することによって、ホルマザンの量を測定し、生存能力のある細胞数を定量化した。
【０１４９】
［１Ｄ．薬品］
ＰＰ：６−（ジメチルアミノ）−２−［２−（２，５−ジメチル−１−フェニル−１Ｈ
−ピロール−３−イル）エテニル］−１−メチル−キノリニウムパモエート塩（Sigma）
、１３Ｃ−Ｇｌｃ（Sigma）、ＸＡＶ９３９（Sigma）、ＡＥＢＳＦ（Sigma）、フルトラ
ニル（Wako）、Ａｔｐｅｎｉｎ

Ａ５（Santa Cruz Biotechnology）、Ｉｒｅｓｔａｔｉ

ｎ

ＰＥＲＫ阻害剤（Toronto Research Chemicals Inc.）

９３８９（Axon）、ＧＳＫ

40

を用いた。
【０１５０】
［１Ｅ．代謝物の抽出］
５％のマンニトール溶液を用いて細胞を２回洗浄し、酵素の不活性化のために、４つの
内部標準（３−アミノピロリジン、Ｌ−メチオニンスルホン、トリメシン酸（trimesate
）及び２−モルホリノエタンスルホン酸）をそれぞれ２５μＭ含むメタノール（１ｍｌ）
にて充填した。メタノールと細胞の混合物を回収し、２：１：２の比にてミリＱ水及びＣ
ＨＣｌ３と混合した。培地と細胞サンプル溶液の両方を１５分間の遠心分離（２０，００
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０×ｇ）によって分離し、５ｋＤａカットオフフィルターを用いた２時間の遠心濾過（９
，０００×ｇ）によって水層を回収した。遠心濃縮器（Tomy）を用いて抽出した代謝物を
濃縮し、分析するまで−８０℃にて保管した。適切量のミリＱ水を加え、ＣＥ−ＴＯＦＭ
Ｓへのサンプル注入の直前に、濃縮した代謝物を溶解した。
【０１５１】
［１Ｆ．ＣＥ−ＴＯＦＭＳのための測定器］
ＣＥ−ＴＯＦＭＳの実験において、Agilent CE capillary electrophoresis system（A
gilent Technologies, Waldbronn, Germany)、Agilent G3250AA LC/MSD TOF system（Agi
lent Technologies, Palo Alto, CA)、Agilent 1100 series binary HPLC pump、G1603A
Agilent CE‑MS adapter及びステンレス鋼とAgilent G7100‑60041 Platinum electrospray

10

ionization spray needleを置き換えたG1607A Agilent CE‑ESI‑MS sprayer kitを用いた
。ＣＥのためにG2201AA Agilent ChemStation software及びAgilent TOFMS softwareのた
めにAnalyst QSを用いてデータ収集を行った。
【０１５２】
［１Ｇ．メタボロミクス解析］
文献２６〜２８によって構築された方法を用いて、全ての加えた化合物の濃度をＣＥ−
ＴＯＦＭＳにより測定した。カチオンの分析（文献２６，２９）のために、電解液として
１Ｍのギ酸で満たした、溶解したシリカのキャピラリー（５０μｍ

i.d.×１００ｃｍ）

中にて代謝物を分離した。各サンプルを３秒間に５０ｍｂａｒ（３ｎＬ）で注入し、３０
ｋＶの電圧を用いた。キャピラリーの温度及びサンプルの受皿をそれぞれ、２０℃及び５

20

℃より低い温度にて設定した。０．１Ｍのヘキサキス（２，２−ジフルオロトキシ（difl
uorothoxy））ホスファゼンを含むメタノール−水（５０％のｖ／ｖ）を、保護液として
１０μｌ／分にて送液した。ＥＳＩ−ＴＯＦＭＳを陽イオンモードに設定し、キャピラリ
ーの電圧を４ｋＶに設定した。加熱乾燥させた（加熱温度は３００℃）窒素ガスの流速を
１０ｐｓｉｇに維持した。ＴＯＦＭＳにおいて、フラグメンター電圧、スキマー電圧及び
Ｏｃｔ

ＲＦＶの電圧をそれぞれ、７５Ｖ、５０Ｖ及び１２５Ｖに設定した。得られたそ

れぞれの範囲の自動再校正に参照標準の参照質量（（［プロトン化したメタノール二量体
の１３Ｃの同位体イオン（２ＭｅＯＨ＋Ｈ）］＋、ｍ／ｚ

６６．０６３２））及び（［

ヘキサキス（２，２−ジフルオロトキシ）ホスファゼン＋Ｈ］＋、ｍ／ｚ

６２２．０２

９０））を用いた。５０〜１，０００ｍ／ｚの範囲を超えて、１．５spectra/sの速度に
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て精密質量データを得た。
【０１５３】
陰イオンの分析（文献２７）において、分離キャピラリーとして、カチオン性ポリマー
を用いて化学的にコーティングされている、市販のＣＯＳＭＯ（＋）キャピラリー（５０
μｍ

i.d.×１１０ｃｍ）(Nacalai Tesque, Kyoto, Japan)を用いた。５０ｍＭの酢酸ア

ンモニウム溶液（ｐＨ８．５）をＣＥ分離のための電解液とした。最初の使用の前に、使
用する電解液（５０ｍＭの酢酸（ｐＨ３．４））、次いで再びその電解液を用いて新しい
キャピラリーを連続的にそれぞれ２０分間洗浄した。それぞれの注入の前に、５０ｍＭの
酢酸（ｐＨ３．４）を用いて洗浄することによって２分間、次いで使用する電解液（文献
２７）を用いて洗浄することによって５分間、そのキャピラリーを均衡化した。

40

【０１５４】
−３０ｋＶの電圧を用いて、サンプル溶液（３０ｎＬ）を３０秒間に５０ｍｂａｒで注
入した。サーモスタットを用いてキャピラリーの温度を２０℃まで調温し、サンプルの受
皿を５℃より低い温度まで冷却した。１：１００のスプリッタを備えたAgilent 1100 ser
ies pumpを用いて、０．１Ｍのヘキサキスを含んでいる５０％（ｖ／ｖ）メタノール−水
に溶解させた５ｍＭの酢酸アンモニウムを１０μＬ／分でＣＥインターフェイス（CE int
erface）に送液した。それは、ＣＥキャピラリーの外側のシース液として用いられ、キャ
ピラリーの先端と接地したエレクトロスプレーの針との間の安定した電気の接続を提供す
る。
【０１５５】
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ＥＳＩ−ＴＯＦＭＳをネガティブイオン化（キャピラリー電圧を３，５００Ｖに設定し
た）にて実施した。ＴＯＦＭＳにおいて、フラグメンター電圧、スキマー電圧及びＯｃｔ
ＲＦＶの電圧をそれぞれ、１００Ｖ、５０Ｖ及び２００Ｖに設定した。乾燥窒素ガス（
加熱温度３００℃）の流速を７Ｌ／分にて維持した。得られたそれぞれの範囲の自動再校
正は、参照標準の参照質量（（［脱プロトン化された酢酸の二量体の１３Ｃの同位体イオ
ン（２ＣＨ３ＣＯＯＨ−Ｈ）］−、ｍ／ｚ

１２０．０３８４１））及び（［ヘキサキス

＋脱プロトン化した酢酸の二量体（ＣＨ３ＣＯＯＨ−Ｈ）］−、ｍ／ｚ

６８０．０３５

５４））を用いて行った。５０〜１，０００ｍ／ｚの範囲を超えて、１．５spectra/sの
速度にて正確な質量データを得た。
10

【０１５６】
［１Ｈ．１３Ｃフラックス解析］
グルコース又はグルタミン（Sigma）を含まないＤＭＥＭに、４ｍＭのグルタミン及び
グルコース（１３Ｃ‐Ｇｌｃ又はラベル化していないＧｌｃ）を適切な形態にて最終濃度
が２５ｍＭとなるように加えることにより、培地を用意した。１３Ｃ‐Ｇｌｃは、Sigma
から購入した。心臓の線維芽細胞を、新鮮な培地に変えられたすべての培地にて、２４時
間にわたって培養した。さらに１時間培養した後、上記培地の半分を、［１３Ｃ‐Ｇｌｃ
］、及び８７ｍＭのＰＰ又はコントロールとしてのビヒクル（ＤＭＳＯ）を含んでいる同
体積の培地と交換した。その後、最終的なアッセイの培地中に、［１３Ｃ‐Ｇｌｃ］及び
ラベル化していないＧｌｃを、最終濃度２５ｍＭで、１：１の割合で混合した。この手順
によって、累積された代謝の廃棄物質の除去に起因する同位体が入れ替わる場合の代謝の
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摂動を最小化した。各々の時間（０分、２０分、１２０分、７２０分）において、細胞を
収集し、上述したＣＥ‐ＭＳ解析のために調製した。
【０１５７】
［１Ｉ．メタボロミクスデータ解析］
ＣＥ−ＴＯＦＭＳによって得られた未処理のデータをMasterHand（文献３０）を用いて
処理した。アイソトポマー（付加イオン）及び公知の代謝物から生成したその他のイオン
と一致している１つのピークを除外し、本物の化合物と潜在的に一致している全てのピー
クを抽出し、次いで遊走時間（ＭＴ）を内部標準のピークを用いて標準化した。その後、
ピークの整合をｍ／ｚ値及び標準化したＭＴ値に従って行った。最後に、内部標準（カチ
オン及びアニオンにおけるＭｅｔＳｕｌ及びＣＳＡ）に対するピーク面積を標準化した。
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結果として生じた相対的面積値をさらにサンプル量によって標準化した。注釈の表は、標
準化合物のＣＥ−ＥＳＩ−ＴＯＦＭＳ測定により実施し、類似のｍ／ｚ値及び標準化した
ＭＴ値に従ってデータセットを用いて整列させた。パブリック・ドメイン・ソフトウェア
（Visualization and Analysis of Networks containing Experimental Data）を用いて
代謝経路マップを構築した(VANTED, http://vanted.ipk‑gatersleben.de/index.php?file
=doc0.html)（文献３１）。主な成分の分析（ＰＣＡ）及びヒートマップ分析のために、
それぞれＪＭＰバージョン
４

９．０．２（SAS Institute, Cary, NC）及びＭｅｖ

ＴＭ

ソフトウェア（version 4.7.4. Dana‑Farber Cancer Institute, Boston, MA）を用

いた（文献３２）。
【０１５８】
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［１Ｊ．細胞呼吸の解析］
ＸＦ９６細胞外フラックス分析器（Seahorse Biosciences）を、ＰＰで刺激した心臓の
線維芽細胞の生体エネルギー論的なプロファイルを測定するために用いた。心臓の線維芽
細胞を、ＸＦ９６プレートの１ウエルあたり８０，０００の細胞（図１Ｄ及び図３Ｂ）又
は４０，０００の細胞（図１８Ｂ）で一晩静置した。酸素消費率（ＯＣＲ）及び細胞外壁
の酸性化率（ＥＣＡＲ）を、グルコース含有培地（Seahorse Biosciences）にて評価した
。
【０１５９】
［１Ｋ．電子顕微鏡］
細胞を、３７℃で、ｐＨ７．４の０．１Ｍリン酸緩衝液（ＰＢ）にて、２％パラホルム

50

(29)

JP WO2014/125663 A1 2014.8.21

アルデヒド（ＰＦＡ）、２％グルタルアルデヒド（ＧＡ）を用いて固定化し、３０分間、
冷蔵庫（４℃）中にて静置し、サンプルを冷却した。次いで、上記サンプルを、４℃の０
．１ＭのＰＢの中にて２％ＧＡを用いて一晩にわたって固定化した。固定化した後に、上
記サンプルを、それぞれ３０分間、０．１ＭのＰＢを用いて３回洗浄し、その後、４℃で
、６０分間、０．１ＭのＰＢの４酸化オスミニウム（ＯｓＯ４）を用いて固定化した。上
記サンプルを、１連の段階的なエタノール（５０％、７０％、９０％、１００％）を介し
て脱水した（５０％及び７０％の場合は、各々４℃において５分間、９０％の場合は、室
温において５分間、及び１００％の場合は、室温において各々１０分間ずつ３回に分けて
行った。）。脱水した後、上記サンプルを、樹脂（Quetol‑812;Nisshin

EM

Co.,Tokyo,

Japan）中に包埋し、その後、６０℃で、４８時間にわたって重合した。最も薄い部分（

10

厚さ７０ｎｍ）を、超ミクロトーム（ULTRACUT UCT; Leica）を利用したダイヤモンドナ
イフを用いて調製し、上記部分を、銅格子上に配置した。上記部分を、室温にて、１５分
間、酢酸ウラニルを用いて着色し、次いで、室温にて、３分間、鉛着色溶液（Sigma‑Aldr
ich

Co.,）を用いて２次着色し、続けて、蒸留水を用いて洗浄した。上記銅格子を、加

速電圧８０ｋＶの透過型電子顕微鏡（JEM‑1200EX;

JEOL

Ltd．，）を用いて観察した。

デジタル画像（２０４８×２０４８ピクセル）を、ＣＣＤカメラ（VELETA;
ft

Imaging

Solutions

Olympus

So

GmbH)を用いて撮影した。

【０１６０】
［１Ｌ．動物］
全ての動物実験は、奈良先端科学技術大学院大学の動物実験委員会にて承認された（許
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可番号：１１２３、１２２３及び１３１２）。全ての実験は、生後８週から１２週のオス
のＩＣＲマウス（CLEA Japan, Inc., Tokyo, Japan）を用いて行われた。ＡＴＦ６α−欠
損マウス（ＡＴＦ６α−／−）は、文献３３に既に開示されている。
【０１６１】
［１Ｍ．心筋梗塞］
既に従来文献に開示の手法にて、ＩＣＲのオスのマウス（生後８〜１２週）に冠動脈の
結紮を行い、心筋梗塞を発生させた（文献２５）。気化した２〜２．５％のイソフルレン
（Abbott Japan）を吸入させることによってマウスに麻酔し、２０ゲージの点滴容器を挿
管した。呼吸数を１分間当たり１１０サイクルとし、１サイクル当たり２００μｌで体積
を制御した人工呼吸器（Harvard Apparatus）を用いて動物に人工呼吸させた。開胸術後
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、左心耳の先端の下１〜２ｍｍのところを８〜０のナイロンの縫合糸を用いて、左冠状動
脈を結紮した。左心室の前壁の色（蒼白）の変化によって、閉塞を確かめた。５〜０の絹
の縫合糸を用いて胸腔及び皮膚を閉じた。動物から管状器官を除去し、１時間の暖かいプ
レート上で外科手術から回復させることができた。縫合糸で結ばないが、冠動脈の下に通
すことによる同じ手順を、見せかけの手術のマウスに実施した。最終的な濃度が生理食塩
水に溶解させた４％のＤＭＳＯ中に４００μｇ／ｍｌとなるように、ＰＰを懸濁させ、胃
内に０．５ｍｌの懸濁液又はビヒクル（生理食塩水に溶解させた４％のＤＭＳＯ）が入る
よう、マウスに無理矢理食べさせた。経口投与は、結紮してから１日後に開始し、結紮か
ら１４日後まで毎日続けた。
【０１６２】

40

［１Ｎ．心エコー検査］
Toshiba Diagnostic Ultrasound System machine（Aplio MX SSA‑780A）を用いて、梗
塞してから及び見せかけの手術をしてから１日後、７日後及び１４日後のマウスに心エコ
ー検査を行った。それぞれの実施において、２〜２．５％のイソフルレンを用いてマウス
に麻酔し、胸骨左縁単軸２Ｄモード像（parasternal short‑axis 2D‑mode views）及びＭ
モード像（M‑mode views）を記録した。最後の心拡張での前後方向の内径、前壁の厚さ及
び後壁の厚さ、ならびに平均した乳頭のレベルで最後の収縮期を測定するために単軸像を
用いた。駆出率：％ＥＦ＝［（ＥＤｖ−ＥＳｖ）／ＥＤｖ］×１００によって、左心室の
心臓収縮機能を評価した。全ての測定及び評価を調節器の研究にて行った。
【０１６３】
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［１Ｏ．ヒドロキシプロリンアッセイ］
文献２５に開示の手法にて心臓組織のヒドロキシプロリンの含有量を測定した（文献８
）。
【０１６４】
［１Ｐ．組織学及び免疫組織化学］
全心臓を摘出し、Ｏ．Ｃ．Ｔ化合物（SAKURA）中に埋包した。凍結切片（５μｍの厚さ
）を調製し、すでに開示されているものとしてマッソントリクローム染色のために処理し
た（文献３４）。Image J（NIH）及びBZ‑9000 BZ II software（Keyence Japan, Inc.）
をそれぞれ用いて、壊死の大きさ及び線維化の大きさを定量化した。抗Ｋｉ６７（１：１
００）（Abcam）、抗ＣＤ３１（１：５０）（BD Pharmingen）、及びＣｙ３が結合した抗

10

αＳＭＡ（１：４００）（Sigma）抗体を用いて、凍結切片を染色した。二次抗体（Invit
rogen）を結合したＡｌｅｘａ
＋

６７

４８８及びＡｌｅｘａ

６４７それぞれによって、Ｋｉ

＋

シグナル及びＣＤ３１

シグナルを検出した。ＤＡＰＩを含むProLong（登録商標

） Gold antifade試薬（Invitrogen）を用いて、ＤＡＰＩで細胞核を対比染色した。Imag
e J（NIH）を用いて、Ｋｉ６７＋細胞及び毛細血管の濃度を算出した。BZ‑9000 BZII sof
tware（Keyence Japan, Inc.）を用いて、αＳＭＡが陽性の細胞及びαＳＭＡ＋面積を算
出した。
【０１６５】
［１Ｑ．ＲＮＡの分離、ｃＤＮＡの合成及び定量的なRT‑PCR(qRT‑PCR)］
ＴＲＩＺＯＬ試薬（Invitrogen）を用いて全てのＲＮＡを分離し、SuperScript III fi
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rst‑strand synthesis system（Invitrogen）を用いてｃＤＮＡを合成した。下記に記載
のプライマーを用いて、製造者の手順に従って、QuantiTect SYBER Green PCR kit（Qiag
en）を用いて、実時間のｑＲＴ−ＰＣＲを行った。全てのｑＲＴ−ＰＣＲの結果を、Ｂ２
ｍ（β−２−マイクログロブリン）転写物のレベルに対して標準化した。
【０１６６】
以下に、使用したプライマーを示す。
【０１６７】
B2m:(F: 5´‑ GCTCGGTGACCCTGGTCTTT ‑3´（配列番号１）、R: 5´‑ AATGTGAGGCGGGTGG
AACT ‑3´（配列番号２）)
Axin2:(F: 5´‑ GAGAGTGAGCGGCAGAGC ‑3´（配列番号３）、R: 5´‑ CGGCTGACTCGTTCTC
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CT‑3´（配列番号４）)
c‑Myc:(F: 5´‑ CCTAGTGCTGCATGAGGAGA ‑3´（配列番号５）、R: 5´‑ TCCACAGACACCAC
ATCAATTT ‑3´（配列番号６）)
Grp78/BiP:(F: 5´‑ CTGAGGCGTATTTGGGAAAG ‑3´（配列番号７）、R: 5´‑ TCATGACATT
CAGTCCAGCAA ‑3´（配列番号８）)
Grp94:(F: 5´‑ AGGGTCCTGTGGGTGTTG ‑3´（配列番号９）、R: 5´‑ CATCATCAGCTCTGAC
GAACC ‑3´（配列番号１０）)
Xbp1[total] (unspliced and spliced Xbp1 transcripts):(F: 5´‑ AAGAACACGCTTGGGA
ATGG ‑3´（配列番号１１）、R: 5´‑ ACTCCCCTTGGCCTCCAC ‑3´（配列番号１２）)
Xbp1s (spliced Xbp1 transcripts):(F: 5´‑ GAGTCCGCAGCAGGTG ‑3´（配列番号１３
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）、R: 5´‑ GTGTCAGAGTCCATGGGA ‑3´（配列番号１４）)
［１Ｒ．統計的分析］
ｔ検定を用いたエクセルにより統計的分析を行った。有意差レベルは、＊ｐ＜０．０５
、＊＊ｐ＜０．０１、＊＊＊ｐ＜０．００１として示す。
【０１６８】
［２Ａ．心臓の線維芽細胞中における豊富な細胞の代謝物の包括的な測定、及びグルコ
ースが欠乏した培養条件下での生存を阻害するが、グルコースが豊富な培養条件下では阻
害しない薬物としてのＰＰの検証（図５〜図７）］
まず、本発明者らは、制限された酸素、グルコース及びグルタミンの条件（３％酸素、
３００μＭのグルコース、＜１００μＭのグルタミン）（本明細書中において便宜上、Ｏ
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ｌｏｗ
２

／Ｇｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗ又は虚血環境という）下、及び正常条件（２０〜

２１％酸素、２５ｍＭグルコース、４ｍＭグルタミン）（本明細書中において便宜上、正
常環境という）下にて７２時間培養した、心臓の線維芽細胞における細胞内代謝を調べた
（図５）。Ｏ２ｌｏｗ／Ｇｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗ条件下にて培養された心臓の線維芽
細胞の代謝プロファイルと、正常条件（２０〜２１％酸素、２５ｍＭのグルコース、４ｍ
Ｍのグルタミン）下にて培養された心臓の線維芽細胞の代謝プロファイルとを比較するこ
とによって、Ｏ２ｌｏｗ／Ｇｌｃｌｏｗ／Ｇｌｎｌｏｗ微環境下の細胞中の定量的変化を
示す、細胞内代謝物質のいくつかの分類を確認した（図５Ａ）。
【０１６９】
最も顕著な特徴の１つは、ＴＣＡサイクル中に見出された（図５Ｂ）。ＴＣＡサイクル
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にて、コハク酸レベルがわずかに上昇すると共に、フマル酸及びリンゴ酸が特有に減少し
た（図５Ｂ）。ＴＣＡサイクルの変化は、虚血培養条件下の心臓の線維芽細胞において、
ＮＡＤＨ−ＦＲ（フマル酸還元酵素）系が増強していることを示唆する（文献１３，１８
）。この可能性を確認するために、本発明者らは、心臓の線維芽細胞に対するＮＡＤＨ−
ＦＲ活性の阻害剤（ＰＰ（文献１３，１７，１８，２０））の効果を調べた。ＰＰは、虚
血培養条件下の心臓の線維芽細胞に対して明確な毒性（ＩＣ５０＝９．５ｎＭ）を示した
（図６）。この結果は、ＰＰがＮＡＤＨ−ＦＲ活性を阻害することによって虚血環境下の
心臓の線維芽細胞の生存を阻害することを示唆するが、本発明者らは、この可能性を否定
する証拠を見出した。
【０１７０】
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本発明者らは、正常レベルのＯ２によって、ＰＰで処理した心臓の線維芽細胞の生存を
回復しないことを見出した（図７）。ＰＰで処理した心臓の線維芽細胞の生存は、正常レ
ベルのＯ２（２０〜２１％）及びグルタミン（４ｍＭ）では回復され得ない（図７Ａ）。
対照的に、心臓の線維芽細胞の生存は、Ｏ２（２０〜２１％）／グルコース（２５ｍＭ）
（図７Ｂ）又はグルコース（２５ｍＭ）／グルタミン（４ｍＭ）（図７Ｃ）を補完するこ
とによって、一部又は完全に回復した。これらの結果は、ＰＰで処理した心臓の線維芽細
胞が、Ｏ２が制限されたアベイラビリティーでなく、制限されたグルコースのアベイラビ
リティーによる虚血環境下で生存しないことを示唆する。よって、これらの結果は、ＰＰ
が、低酸素状態において心臓の線維芽細胞中の非ＮＡＤＨ−ＦＲのターゲットに作用する
ことを示唆する（文献１３）。
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【０１７１】
［２Ｂ．ＰＰによる影響を受けたミトコンドリアにおける正常のエネルギー代謝の再生
（図Ｓ６）］
ミトコンドリアの特性のコントロールは、ミトファジー（mitophagy）／自食作用及び
ミトコンドリアの分裂によって行われる。しかし、栄養素が欠乏することで、ミトコンド
リアは自食性の分解から保護される（文献３５〜３８）。よって、ＰＰによって欠陥の発
生したミトコンドリアは、栄養素が欠乏している培地にて、機能不全のまま存在すること
が可能であるが、上記機能不全のミトコンドリアが、機能性のミトコンドリアに置き換わ
ることが可能である、グルコースが豊富な培地では、ミトコンドリアが機能不全のまま存
在すること不可能である。本発明者らは、ＰＰで処理した心臓の線維芽細胞が、グルコー
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スが欠乏した培地において生存するために自己の能力で回復すること、及び、正常のグル
コースが豊富な培地において、長期間（７２時間）上記細胞が培養した後、正常のミトコ
ンドリアのエネルギー代謝もまた回復することを見出した（図１８）。この結果の説明を
可能とする解釈は、ＰＰによって活動の静止したミトコンドリアが、自食作用を媒介する
（あるいは、関連する）メカニズムの影響を受けていない新鮮なミトコンドリアと置換さ
れることである。ＰＰが、特に、グルコース飢餓の環境下において、癌細胞の自食作用を
抑制することを示唆する（文献１５）。それゆえに、ＰＰは、上記自食作用の抑制により
、機能不全のミトコンドリアが正常のミトコンドリアと置換することを、阻害することが
可能である。このＰＰの自食作用の抑制活性の程度がどのくらいであるのか推測するため
に、本明細書中にて開示する事象が役に立ち、上記ＰＰの自食作用の抑制活性の程度がど
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のくらいであるのか推測することは、将来の研究課題である。
【０１７２】
［２Ｃ．心筋梗塞モデルマウスに対するＰＰの作用（図４、図１９）］
ＰＰが心臓の再構築に対してほとんど効果を示さず、線維化を減少しない又は心臓機能
を向上しないことは既に報告されている（文献１４）。文献１４に開示された結果と本発
明者らの結果との矛盾は、マウスに対するＰＰの処理のプロトコールが異なることによる
可能性がある。冠動脈を結紮すると同時に、ＰＰを心臓に直接的に注入しており、心臓の
線維芽細胞の増殖及び線維化の開始までに数日間ある（文献１４）。本発明者らの手順は
、筋細胞のほとんどがすでに死んでいる結紮から１日後に、ＰＰの経口投与を開始し、そ
して心臓の線維芽細胞の増殖及び線維化の期間を通して毎日ＰＰの投与を続けた（図１９

10

）。冠動脈の結紮と同時でないが、筋細胞の死から１日又は２日後に、ＰＰの投与を開始
することと、毎日投与することとの組合せによって、心筋梗塞後の線維化を阻害し、そし
て心臓機能を改善することに対して、ＰＰが有利な効果を検証する。冠動脈を結紮してか
ら１日又は２日後に、梗塞した心臓をＰＰで処理し、虚血領域における筋細胞に対する不
利な効果を最小限にすることが重要である。本発明者らは、心臓の筋細胞が死にかけてい
るときに、ＰＰを投与することによって心臓の筋細胞を死滅させることを望んでいない。
このため、本発明者らは、結紮した翌日（すなわち、結紮から１日後）にＰＰの投与を開
始した（図１９）。
【０１７３】
本発明者らの細胞培養の結果は、正常の培養条件にて、ＰＰが、ミトコンドリアのエネ

20

ルギー代謝を誘発し得ることを示す（図３Ｃ）。しかし、心筋梗塞マウスモデルでは、心
筋機能が傷付けられていないようであった（図４）。ＰＰが作用したミトコンドリアが、
自食作用の分解及び／又はミトコンドリアの分裂によって、新しいものと置き換えられる
可能性がある（図１８）。
【０１７４】
本明細書中において、心臓の線維芽細胞（培養細胞）に対するＰＰの効果の結果（図１
Ｂ，図１Ｃ）から予測した通りに、本発明者らは、梗塞した心臓において、増殖の減少及
び線維芽細胞の細胞数の減少によって、生じ得る繊維化を、ＰＰが効果的に阻害し得るこ
とを示した（図８Ａ−Ｇ）。しかし、培養された線維芽細胞に示されるように、繊維化を
減少させる、ＰＰのこの有利な効果が、ＰＰがミトコンドリアのエネルギー代謝を阻害す
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ることによるものであるかを、本発明者らは現在のところ、確認中である。しかし、培養
細胞及びin vivoの表現型を備えた、本発明者らの研究、並びに、本明細書中（例えば、
後述する２Ｄなど）にて開示した結果を開示している文献に基づくと、梗塞した心臓に対
するＰＰの有利な効果は、ＰＰの既に周知の他の機能（例えば、ＮＡＤＨ−ＦＲ活性の阻
害剤、古典的Ｗｎｔ経路、ＵＰＲ、又はアンドロゲン受容体シグナル）によるものでない
と推測される（文献１９〜２２，２４，２５）。ＰＰの他の機能が主な原因でないが、Ｐ
Ｐの他の機能は、本明細書中に開示される新たな発見を有する、梗塞した心臓中の表現型
に貢献し得る。この可能性は、将来、さらなる研究を必要とする。
［２Ｄ．心臓の繊維芽細胞でのＰＰの虚血特有の細胞毒性効果に、ＷｎｔまたはＵＰＲシ
グナルは関与しない］
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近年、ＰＰが２つの非ＮＡＤＨ−ＦＲ経路（古典的Ｗｎｔ経路及び小胞体ストレス応答
（ＵＰＲ）経路）を阻害することが報告されている（文献１９〜２１）。それゆえ、本発
明者らは、これらのシグナルが虚血によって活性化されるか、このようなシグナルの阻害
が心臓の繊維芽細胞のＰＰ誘導性の虚血特有の細胞毒性を媒介するかを調べた（図２１）
。古典的Ｗｎｔシグナルの活性化は、β−カテニン（例えば、Ａｘｉｎ２及びｃ−Ｍｙｃ
）の直接的な転写の対象である遺伝子の発現上昇によって典型的に観察される(http://ww
w.stanford.edu/group/nusselab/cgi‑bin/wnt/)。それゆえ、本発明者らは、虚血条件下
にて培養された心臓の線維芽細胞において、これら遺伝子の発現を調べた（図２１Ａ）。
正常条件下にて培養された細胞と比較すると、虚血条件下の細胞において、Ａｘｉｎ２の
発現は、わずかに発現抑制されていた（図２１Ａ）。虚血条件下における心臓の線維芽細
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胞中のＡｘｉｎ２の発現抑制は、ＰＰによってさらに抑制された（図２１Ａ）。対象的に
、虚血条件下における心臓の線維芽細胞では、ｃ−Ｍｙｃの発現は上昇した（図２１Ａ）
。しかし、ｃ−Ｍｙｃの発現上昇は、ＰＰによる影響を受けなかった（図２１Ａ）。さら
に、古典的Ｗｎｔシグナル（ＸＡＶ９３９）（文献３９）の阻害剤による心臓の線維芽細
胞の処理は、正常条件下又は虚血条件下いずれにおいても心臓の線維芽細胞に影響しなか
った（図２１Ｂ）。これらの結果より、古典的なＷｎｔシグナルが虚血を引き起こし、そ
の阻害が心臓の繊維芽細胞のＰＰ誘導性の虚血特有の細胞毒性を媒介する可能性は否定さ
れた。
【０１７５】
ＵＰＲシグナルの阻害がＰＰの虚血特有の細胞毒性効果を媒介する可能性を評価した（

10

図２１Ｃ）。ＵＰＲシグナルの基礎となる３つの明確な経路（ＡＴＦ６、ＩＲＥ１及びＰ
ＥＲＫ）がある（文献４０）。まず、本発明者らは、ＵＰＲシグナルの下流のシャペロン
（Ｇｒｐ７８／ＢｉＰ，Ｇｒｐ９４）の発現とＡＴＦ６及びＩＲＥ１シグナルのメディエ
ーター（Ｘｂｐ１）を調べ、虚血条件下にて培養された心臓の線維芽細胞において、Ｇｒ
ｐ９４及び合計のＸｂｐ１（すなわち、非スプライスＸｂｐ１、及びスプライスＸｂｐ１
）の発現ではなく、Ｇｒｐ７８／ＢｉＰ及びＸｂｐ１（すなわち、スプライスＸｂｐ１）
の発現の上昇を検出した。虚血条件下でＧｒｐ７８／ＢｉＰ及びＧｒｐ９４の発現は、Ｐ
Ｐによって抑制された（図２１Ｃ）。対照的に、虚血条件下でのＸｂｐ１ｓの発現上昇は
、ＰＰによってむしろさらに増加した（図２１Ｃ）。これらの結果は、ＵＰＲシグナル経
路（特にＡＴＦ６経路（文献３３））が、虚血条件下の心臓の線維芽細胞において活性さ

20

れることを示唆するが、この結果は、Ｇｒｐ７８／ＢｉＰ及びＸｂｐ１ｓの発現に対する
ＰＰの相反する効果によって示唆されるように、ＰＰがこの経路を阻害する可能性と矛盾
する（図２１Ｃ）。次に、本発明者らは、心臓の線維芽細胞において、ＡＴＦ６の活性化
の阻害剤（４−（２−アミノエチル）ベンゼンスルホニルフルオライド（ＡＥＢＳＦ））
の効果を調べたが、心臓の線維芽細胞において、ＡＥＢＳＦの虚血特有の細胞毒性は、何
も見いだされなかった（図２１Ｃ）。さらに、ＰＰは、ＡＴＦ６αが欠乏した（ＡＴＦ６
α−／−）心臓の線維芽細胞に虚血特有の細胞毒性を課することができた（図２１Ｄ）。
これらの結果は、ＰＰの虚血特有の細胞毒性が、ＡＴＦ６経路を回避できることを示す。
Ｉｒｅｓｔａｔｉｏｎ９３８９、ＧＳＫ ＰＥＲＫ阻害剤のいずれも、他のＵＰＲ経路の
阻害剤は、虚血特有の細胞毒性を課すことができなかった（図２１Ｅ）。これらのすべて

30

の結果をまとめると、ＵＰＲシグナル経路が、ＰＰの虚血特有の細胞毒性を与える主要な
役割を果たすのではなさそうである。
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【産業上の利用可能性】
【０１７６】
本発明は、虚血性疾患の治療又は予防に利用することができる。また、新たな虚血性疾
患の治療又は予防のための薬剤の開発に有用である。
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【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】
ミトコンドリアに異常を与え、虚血環境下における細胞の生育を阻害する活性を有する
物質を有効成分として含有することを特徴とする、虚血性疾患の治療又は予防のための薬
剤。
【請求項２】
上記物質は、ミトコンドリアの好気呼吸を阻害するものであることを特徴とする請求項
１に記載の薬剤。
【請求項３】
上記物質は、解糖系からクエン酸回路への代謝の流れを阻害するものであることを特徴
とする請求項１又は２に記載の薬剤。
【請求項４】
上記物質は、（ｉ）ピルビン酸からアセチルＣｏＡへの変換反応を阻害するもの、及び
／又は、（ｉｉ）電子伝達系を阻害するもの、であることを特徴とする請求項１〜３のい
ずれか１項に記載の薬剤。
【請求項５】
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上記物質は、正常環境下における細胞の生育には影響を与えないものであることを特徴
とする請求項１〜４のいずれか１項に記載の薬剤。
【請求項６】
上記細胞は、線維芽細胞であることを特徴とする請求項１〜５のいずれか１項に記載の
薬剤。
【請求項７】
上記虚血性疾患は、一過性脳虚血、脳梗塞、心筋梗塞、不安定狭心症、冠動脈バイパス
術後のグラフト閉塞、経皮的冠動脈形成術後の冠動脈閉塞、血行再建術後の血管閉塞、閉
塞性動脈硬化症、閉塞性血栓血管炎、糸球体腎炎、ネフローゼ症候群、本態性血小板血症
、血栓性血小板減少性紫斑病、溶血性尿毒症症候群、抗リン脂質抗体症候群、川崎病、肝
炎、及び腎繊維化疾患の中から選択されるいずれかの疾患であることを特徴とする請求項
１〜６のいずれか１項に記載の薬剤。
【請求項８】
上記物質は、パモ酸ピルビニウムであることを特徴とする請求項１〜７のいずれか１項
に記載の薬剤。
【請求項９】
虚血環境下の非ヒト哺乳動物、あるいはｉｎ

ｖｉｔｒｏ又はｅｘ

ｖｉｖｏにおける

虚血環境下の哺乳動物の細胞に対して試験物質を適用する工程と、
当該試験物質に関して、ミトコンドリアに異常を与え、虚血環境下における細胞の生育
を阻害する活性を測定する工程と、を有することを特徴とする、虚血性疾患の治療又は予
防のための薬剤をスクリーニングする方法。
【請求項１０】
非ヒト哺乳動物、あるいはｉｎ

ｖｉｔｒｏ又はｅｘ

ｖｉｖｏにおける哺乳動物の細

胞において、ミトコンドリアに異常を与え、虚血環境下における細胞の生育を阻害する方
法。
【請求項１１】
上記物質は、虚血環境下における臓器の繊維化を抑制する、及び／又は、虚血環境下に
おける臓器の機能低下を抑制するものであることを特徴とする請求項１に記載の薬剤。
【手続補正書】
【提出日】平成28年5月26日(2016.5.26)
【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】
ミトコンドリアに異常を与え、虚血環境下における細胞の生育を阻害する活性を有する
物質を有効成分として含有するものであり、
上記物質は、パモ酸ピルビニウムであることを特徴とする、虚血性疾患の治療又は予防
のための薬剤。
【請求項２】
上記虚血性疾患は、一過性脳虚血、脳梗塞、心筋梗塞、不安定狭心症、冠動脈バイパス
術後のグラフト閉塞、経皮的冠動脈形成術後の冠動脈閉塞、血行再建術後の血管閉塞、閉
塞性動脈硬化症、閉塞性血栓血管炎、糸球体腎炎、ネフローゼ症候群、本態性血小板血症
、血栓性血小板減少性紫斑病、溶血性尿毒症症候群、抗リン脂質抗体症候群、川崎病、肝
炎、及び腎繊維化疾患の中から選択されるいずれかの疾患であることを特徴とする請求項
１に記載の薬剤。
【請求項３】
虚血環境下の非ヒト哺乳動物、あるいはin vitro又はex vivoにおける虚血環境下の哺
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乳動物の細胞に対して試験物質を適用する工程と、
当該試験物質に関して、ミトコンドリアに異常を与え、虚血環境下における細胞の生育
を阻害する活性を測定する工程と、を有することを特徴とする、虚血性疾患の治療又は予
防のための薬剤をスクリーニングする方法。
【請求項４】
非ヒト哺乳動物、あるいはin vitro又はex vivoにおける哺乳動物の細胞において、パ
モ酸ピルビニウムを用いて、ミトコンドリアに異常を与え、虚血環境下における細胞の生
育を阻害する方法。

(43)

JP WO2014/125663 A1 2014.8.21

【国際調査報告】

10

20

30

40

(44)

JP WO2014/125663 A1 2014.8.21

10

20

30

40

(45)

JP WO2014/125663 A1 2014.8.21

10

20

30

40

(46)

JP WO2014/125663 A1 2014.8.21

10

20

30

40

(47)

JP WO2014/125663 A1 2014.8.21

フロントページの続き
(51)Int.Cl.

Ａ６１Ｐ

ＦＩ

テーマコード（参考）

7/02

(2006.01)

Ａ６１Ｐ

7/02

Ａ６１Ｐ 43/00

(2006.01)

Ａ６１Ｐ

43/00

Ａ６１Ｐ 37/02

(2006.01)

Ａ６１Ｐ

37/02

Ｃ１２Ｑ

1/02

(2006.01)

Ｃ１２Ｑ

1/02

Ａ６１Ｐ

1/16

(2006.01)

Ａ６１Ｐ

1/16

(81)指定国

１１１

AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T

10
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S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,H
R,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI
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Ｆターム(参考) 4C084 AA17 NA14 ZA361 ZA362 ZA541 ZA542 ZA811 ZA812 ZB071 ZB072
ZC201 ZC202 ZC411 ZC412
4C086 AA01 AA02 BC28 GA07 MA01 MA04 NA14 ZA36 ZA54 ZA81
ZB07 ZC20 ZC41
（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。
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