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略  語 

 

本論分で使用した略語は以下のとおりである。 

 

ACT artemisinin-based combination therapy （アルテミシニン多剤併用療法） 

BDNF brain-derived neurotrophic factor （脳由来神経栄養因子） 

BSA bovine serum albumin （ウシ血清アルブミン） 

Bt2cAMP dibutyryl cyclic adenylic acid （ジブチリルサイクリックアデニル酸） 

CaM calmodulin （カルモジュリン） 

CaMK CaM kinase （カルモジュリンキナーゼ） 

cAMP cyclic adenylic acid （サイクリックアデニル酸） 

CRE cAMP responsive element （サイクリックアデニル酸応答エレメント） 

CREB  CRE binbing protein （サイクリックアデニル酸応答エレメント結合タンパ

ク質） 

DTT dithiothreitol （ジチオスレイトール） 

EGF epidermal growth factor （上皮増殖因子） 

ELISA enzyme-linked immunosorbent assay （固相酵素免疫測定法） 

ERK extracellular signal-regulated kinase （細胞外シグナル制御キナーゼ） 

FBS fetal bovine serum （ウシ胎児血清） 

FGF fibroblast growth factor （線維芽細胞成長因子） 

GSH reduced glutathione （還元型グルタチオン） 

HS horse serum （ウマ血清） 

JNK c-Jun N-terminal kinase （c-Jun N 末端キナーゼ） 

MAPK mitogen-activated protein kinase （マイトジェン活性化プロテインキナー

ゼ） 

MEK MAPK/ERK kinase （MAPK/ERK キナーゼ） 

MTT 3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide [3- 

(4,5-ジメチル-2-チアゾリル)-2,5-ジフェニル-2H-テトラゾリウムブロミド] 



NGF nerve growth factor （神経成長因子） 

PAGE polyacrylamide gel electrophoresis （ポリアクリルアミドゲル電気泳動） 

PBN α-phenyl-N-tert-butylnitron （アルファフェニル-N-三級ブチルニトロ

ン） 

PBS phosphate buffered saline （リン酸緩衝化生理食塩液） 

PI3K phosphatidylinositol 3-kinase （ホスファチジルイノシトール 3-キナーゼ） 

PKA protein kinase A （プロテインキナーゼ A） 

PKC protein kinase C （プロテインキナーゼ C） 

PVDF polyvinylidene fluoride （ポリビニリデンフルオリド） 

ROS reactive oxygen species （活性酸素種） 

RPMI Roswell Park Memorial Institute （ロズウェルパーク記念研究所） 

RTK receptor tyrosine kinase （受容体チロシンキナーゼ） 

SDS sodium dodecyl sulfate （ドデシル硫酸ナトリウム） 

SERCA sarcoplasmic/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase （筋小胞体/小胞体

Ca2+-ATP アーゼ） 

TBS Tris buffered saline （トリス緩衝化生理食塩液） 

TBST Tris-buffered saline-Tween 20 （トリス緩衝化生理食塩液-ポリオキシエ

チレンソルビタンモノラウレート） 

TCA trichloroacetic acid （トリクロロ酢酸） 

TEMED N, N, N’, N’-tetramethylenediamine （N, N, N’, N’-テトラメチレンジアミ

ン） 

Tris 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol [2-アミノ-2-(ヒドロキシメ

チル)-1,3-プロパンジオール） 

Trk tropomyosin-receptor-kinase （トロポミオシン受容体キナーゼ） 

Tween 20 polyoxyethylene sorbitan monolaurate （ポリオキシエチレンソルビタンモ

ノラウレート） 
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緒  言 

 

脳神経系は支持体である神経膠細胞（グリア細胞）と脳の大部分を占める神経細胞（ニュ

ーロン）から構成される。脳神経系は外胚葉由来であり、発生の過程でまず神経管と呼ばれ

る中空の管状構造として形成される。この神経管の壁は、神経幹細胞と呼ばれる細胞であり、

これが神経芽細胞（ニューロブラスト）を経てまず神経細胞が、続いて神経膠細胞が分化す

る。神経管の前部だけが激しく分化し、他部より膨れて脳になり、残りの部分が脊髄になる。 

神経幹細胞から初めに分化してできる神経細胞は神経伝達を担う細胞である。神経細胞

の内部には特徴的なニューロフィラメントと神経微小管があり、神経細胞の構造的補強、形

態維持および物質輸送等の役割を担っている。神経細胞が長く軸策を伸ばして別の神経

細胞の細胞体・樹状突起とシナプス結合を作り、回路修正の過程を経て神経回路を形成し

ている。脳神経系は膨大な数の神経回路が正確に秩序だったネットワークを構築しており、

これが様々な脳機能の発現を可能にしている。 一方、神経膠細胞は神経細胞の細胞体、

樹状突起および軸策を取り囲むことで神経細胞の支持及び形態形成に参画し、他にも神経

細胞により分泌された神経伝達物質の吸収と不活化、血液脳関門の形成および増殖因子

の分泌による神経系の維持などに関与する支持体としての細胞群である。 

Cajal が 1928 年の論文で脳神経系は胎児期に神経細胞の分裂および移動により組み立

てられた後、分裂および別の細胞種への転換をせず、二十歳まで成熟しながら一定の数を

保ち、その後、老化や損傷と共に減少していくとの結果、すなわち、成体哺乳類の中枢神経

系は損傷を受けると二度と再生しないことを発表して以来、中枢神経は再生しないとされて

きた (1)。しかし、1980 年代になって、神経生物学の研究史上有名な Nottebohm (2) による

カナリア海馬での神経再生の発見を経て、1992 年にカナダの Reynolds と Weiss (3) は、成

体マウスの脳線条体から取り出した組織細胞に上皮増殖因子 (EGF) を添加し培養するこ

とにより、分裂、増殖しながら神経細胞やアストロサイトへ分化するニューロスフェアを発見し

た。これらの事実により、成体になった中枢神経系でも神経新生が起こる可能性があること

が示された。 

さらには、成体の脳内にも未分化なニューロスフェアが存在し、この細胞群が自分自身を

複製する 「自己複製能」 と神経細胞および神経膠細胞 (アストロサイトおよびオリゴデンド
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ロサイト) などの違った種類の細胞へ分化する「多分化能」を併せ持つ細胞、すなわち神経

幹細胞であることがわかり、1998 年には Eriksson ら (4) によりヒト脳でもニューロジェネシス

が起っていることが確認された。神経幹細胞からの神経細胞の再生は、グリア細胞であるア

ストロサイトやオリゴデンドロサイトから栄養因子としてタンパク質 Wnt3a が生産され、これが

神経幹細胞の Wnt シグナルを活性化し、下流のβカテニンを安定化する。安定化されたβカ

テニンは核内へ移動して、TCFおよびLEF と複合体を形成し、神経幹細胞から神経細胞へ

の分化に働く NeuroD1 遺伝子を活性化することにより神経細胞を新しく産生することが示さ

れている (5)。 

アルツハイマー病に代表される神経変性疾患は中枢神経の特定神経細胞群の内部 (細

胞質あるいは核) にアミロイドベータの凝集体などの異常タンパク質の蓄積が起こることから

発症し、長い年月をかけて神経細胞が徐々に老化と共に死に至り数が減少することが示唆

された。これにより神経回路網に傷害ができ、記憶障害や情動障害などの症状が現れるよう

になる病気である。これまで、ニューロジェネシスが起こらないとされていたため、神経変性

疾患の予防および治療には神経細胞死を抑制するかあるいは神経細胞の生存率を高める

という治療法が研究されてきた。しかし、最近上述のようにヒトの脳でもニューロジェネシスが

起こり得ることがわかり、損傷した神経細胞やグリア細胞を神経幹細胞の増殖、分化によっ

て補充できる可能性が出てきた。ラット全脳虚血モデルでは、線維芽細胞成長因子 2

（FGF-2）やEGFの注入によりニューロンが回復し、損傷のみの個体と比べ学習能力や記憶

が著しく改善することおよびこの再生ニューロンは損傷部位の近くに存在していた前駆細胞

より生じることが報告された (6)。この結果は、成人の損傷された脳神経系でも神経幹細胞

の分化によりニューロンの補充や機能の回復が十分可能であることを示唆している。 

神経幹細胞からの神経系の回復に有用と考えられているものに神経栄養因子のグルー

プがある。神経栄養因子とはいずれも、約 120 個のアミノ酸残基からなるポリペブチド鎖が

非共有結合したホモ 2 量体で、標的細胞表面の Trk ファミリー高親和性受容体および

p75 低親和性受容体と結合することにより細胞を活性化し、神経前駆細胞の増殖、分化、成

熟、神経伝達および細胞死などを左右している分子群である (7)。神経栄養因子の中で最

もよく研究されているのは NGF （神経成長因子） や BDNF （脳由来神経栄養因子） であ

る。NGF は胎生期からニューロンの軸索伸張および維持機能を担っており、NGF の作用が
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なければニューロンは死滅する。NGF は神経幹細胞の増殖および分化調節にも重要な役

割を担っており、神経損傷後の神経細胞再生に向けて臨床応用が期待される (8)。しかしな

がら、NGF などの神経栄養因子は高分子量のポリペプチド分子であり、生体に投与すると

体内で分解されやすい、血液脳関門を通過できない、および疼痛をはじめとする副作用を

伴うなど臨床応用に当たっては難しい問題が存在している (9-12)。神経栄養因子の投与に

代わるものとして、神経栄養因子と同様に神経系の増殖・分化を促したり、維持する作用を

示すか、あるいは生体内で神経栄養因子の産生や作用を高める効果を持つ低分子量の化

合物を応用する方法が考えられる。 

アルテミシニンは、キク科ヨモギ属の植物である黄蒿 （クソニンジン、Artemisia annua L） 

から分離、抽出された化合物で、自然界では珍しくペルオキシド構造を持っている (図１)。

この植物は千年以上前から漢方薬として皮膚病やマラリアなど様々な病気の治療に用いら

れてきた (13,14)。1960 年代末のベトナム戦争でマラリアに感染して病死する兵士が絶え

ない厳しい時期があり、多くの種類の漢方薬を用いて抗マラリア効果のスクリーニング試験

が行われた。その過程でアルテミシニンが単離・同定され、ほぼ100% の抗マラリア効果を示

すことが明らかにされた。アルテミシニンの抗マラリア効果には、特異的な構造であるエンド

ぺルオキシドブリッジ (-O-O-) が重要であることが 1985 年に Acton と Klayman により明ら

かにされた（15）。マラリア原虫は感染した赤血球のヘモグロビンを代謝することにより二価

鉄ヘムを産生する。このものがアルテミシニンのエンドぺルオキシドブリッジを非可逆的に分

解し、フリーラジカルを産生、それが特異的な標的タンパク質をアルキル化し、無性生殖期

にある熱帯熱マラリア原虫 （Plasmodium falciparum）を速やかに死滅させることが示唆され

た (13,16,17)。しかしながら、アルテミシニンは生体に投与した場合のバイオアベイラビリテ

ィが低いことに加えて、血中半減期も短く効果に限界があるため (18)、アルテメーター、ア

ルテスネイトおよびジヒドロアルテミシニンといった半合成のアルテミシニン誘導体が開発さ

れた (図 1)。これらの誘導体は血中半減期の改善こそ十分ではなかったが、高い効果が認

められ、現在マラリアの標準的治療に用いられている。WHO は耐性マラリア原虫の出現を

抑制するため、アルテミシニン誘導体単独ではなく、それらの血中濃度が低下した時間帯 

にも抗マラリア作用を発揮させるべく、他の抗マラリア薬との併用療法 (artemisinin-based 

combination therapy: ACT) を推奨しており、世界標準となりつつある。ACT としては、アル 
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図１ アルテミシニンおよびその誘導体の構造 



 5 

テメーターとルメファントリン、アルテスネイトとメフロキン、アルテスネイトとアモディアキンおよ

びアルテスネイトとスルファドキシンとピリメタミンの４種類が推奨されている。 

アルテミシニン類（アルテミシニンおよびアルテミシニン誘導体）は比較的低毒性とみなさ

れているが、神経毒性と生殖毒性の二つの副作用が問題とされている。中でも脂溶性アル

テミシニン誘導体であるアルテメーターは、血液脳関門を容易に通過し、脳マラリアによる意

識障害および死亡率の改善ではキニーネの代替品になる治療効果の高い薬であるが、高

用量を使用すると神経毒性が現れるとの副作用が指摘されている (19)。アルテミシニン類

の実験動物における神経毒性としては、行動の変化、平衡機能と連携動作の異常、聴覚弁

別障害および脊髄並びに侵害刺激反射的反応の消失などが認められている (19)。また、in 

vitro では初代培養ラット胎児神経細胞やマウス神経芽腫細胞株における増殖、タンパク質

合成および神経突起伸長等を抑制することが報告されている (20,21)。著者はアルテミシニ

ンおよびその誘導体の神経毒性作用の発現メカニズムに興味を持ち、神経分化の研究に

汎用されている PC12 細胞を用いて、まず細胞生存率並び神経突起伸長に及ぼす影響を

検討することにした。 

PC12 細胞は、1976 年 Greene と Tischler によってラット副腎髄質褐色細胞腫 

(pheochromocytoma) より単離された株化細胞であり、神経前駆モデル細胞として広く利用

されている (22)。PC12 細胞の最大の特性は NGF の添加によって増殖を停止し、神経突起

を長く伸ばし、ニューロン様細胞へ変化すると同時に、コリンアセチルトランスフェラーゼ、ア

セチルコリンエステラーゼなど神経伝達物質の合成・分解に関与する酵素活性を上昇させ

ることや電位差依存性 Na+ チャネルおよび Ca2+ チャネルの形成とそれに伴う電気的興奮の

増大などをあげることができる （23-26）。また、神経細胞に特徴的な細胞表層タンパク質の

増加やタウタンパク質、MAP タンパク質およびチューブリンタンパク質など細胞骨格タンパク

質のリン酸化誘導作用なども認められる (27)。さらに PC12 細胞はアセチルコリン刺激により

脱分極し、培地中にドパミンなどを分泌することも知られており (28)、この作用を利用して、

カプセル化 PC12 細胞を脳内移植することによりサルのパーキンソン病症状が改善され、カ

プセルからのドパミン分泌も証明された （29）。このように本細胞は NGF などの神経栄養因

子によりニューロン様細胞へと分化する格好のモデルである。 
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本論文で著者はアルテミシニンの神経毒性作用のメカニズムを解明することを目的として

研究を開始したが、その過程で意外にも低濃度のアルテミシニンおよびその誘導体が神経

突起伸長を誘導することが明らかとなった。臨床応用されている薬物がこのような神経分化

誘導作用を示すことは大変興味深く、本作用の詳細とメカニズムの解明を目的として実験を

行った。 
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第一章 アルテミシニンの PC12 細胞における細胞毒性 

および神経突起形成誘導作用 

 

1-1 諸言 

  

アルテミシニンおよびその誘導体の実験動物における中枢神経毒性に関しては前述のよ

うに比較的多くの研究が行われているが、培養神経細胞を用いた研究は少ない。これまで

に初代培養ラット胎児神経細胞からの乳酸脱水素酵素 (LDH) の遊離を惹起すること、同

細胞並びにマウス神経芽腫細胞株 Neuro-2a およびラット神経芽腫細胞株 NG108-15 にお

ける放射性同位元素標識ロイシンの取り込み、すなわちタンパク質合成を抑制すること、お

よびマウス神経芽腫細胞株 NB2a における増殖 (3H-チミジンの取込み) と dibutyryl cyclic 

AMP (Bt2cAMP) により誘導される神経突起伸長を阻害することが報告されている (20,21)。

Wesche ら (20) はまた、抗マラリア薬として臨床応用されているものを含め 13種類のアルテ

ミシニン誘導体を用いてタンパク質合成に対する抑制率を調べ、抑制作用を示す誘導体は

エンドペルオキシドブリッジ構造を有するがその程度は側鎖の構造に大きく依存しており、

側鎖によってはエンドペルオキシドブリッジ構造の存在にもかかわらず非常に弱い阻害作用

しか示さないものがあること、およびエンドペルオキシドブリッジ構造を持たないデオキシ体

の抑制作用は弱いことを明らかにした。これらの結果から、細胞毒性の発揮にはエンドペル

オキシドブリッジ構造が必要であるものの、それだけでは十分ではないと結論付けている。こ

れに関連するが、NB2a マウス神経芽腫細胞株におけるアルテミシニン誘導体の細胞毒性

は、鉄含有ポルフィリンであるヘミン存在下で増強されることが Smith らにより示されており、

エンドペルオキシドブリッジ構造からのフリーラジカル産生が細胞毒性に関与することが示

唆されている (30)。しかしながら、神経細胞毒性の発現メカニズムはもとより、神経細胞のア

ポトーシスを誘導するかどうかや、分化した神経細胞が前駆細胞や他の細胞よりも細胞死に

対して敏感に応答するかどうか等不明な点も多い。 

 著者は神経細胞毒性の発現メカニズムに興味を持ち、PC12 細胞を用いて研究を開始し

た。まず、未分化PC12細胞の生存率に対するアルテミシニンおよびその誘導体の影響を調

べたところ、弱い細胞毒性が発揮される濃度で神経細胞分化の指標である神経突起を伸長
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した細胞が出現することを見出した。アルテミシニンおよびその誘導体では神経細胞分化誘

導作用は報告されておらず、臨床で用いられている薬物がこのような作用を有することに興

味を持ちその詳細について調べることとした。 
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1-2. 実験材料および実験方法 

 

1. 細胞 

 

ラット副腎褐色細胞腫由来の PC12 細胞は、理化学研究所バイオリソースセンターより購

入した。 

 

2. 試薬 

 

アルテミシニン、アルテメーター、アルテスネイトおよびジヒドロアルテミシニンは東京化成 

より購入し、デオキシアルテミシニンはクソニンジンから単離・精製したものを徳島文理大学

薬学部橋本敏弘教授より分与していただいた。TYPE-I collagen (Cellmatrix®、ブタ腱由来) 

は新田ゼラチンより、RPMI 1640 培地は ICN Biomedicals より、horse serum (HS) は Gibco 

BRL より、fetal bovine serum (FBS) は Sigma Aldrich Japan および JRH Biosciences よりそれ

ぞれ入手した。NGF (recombinant rat、β-subunit) は R&D Systems より、Bt2cAMP および

3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide (MTT) は Sigma 

Aldrich Japanよりそれぞれ購入した。Can Get Signal® は東洋紡績 (株) より、anti-β-tubulin 

isotype III (βIII-tubulin) 抗体は Covance より、anti-actin 抗体は Millipore より、horseradish 

peroxidase (HRP) 標識抗ウサギ IgG 抗体、ECL Plus Western Blotting Detection Reagents

および ECL Prime Western Blotting Detection Reagent は GE Healthcare Bio-Sciences より

それぞれ入手した。その他の試薬は全て市販の特級品あるいはそれに準ずるものを用い

た。 

 

3. 細胞の培養 

 

PC12 細胞の培養は Greene と Tischler の方法に従い、10% HS、5% FBS、100 U/mL 

penicillin G および 100 µg/mL streptomycin を含む RPMI 1640 培地 (基本培養培地) を用

い、5% CO2と 95% 空気の気相下、37℃ で行った (22)。細胞をフラスコ (Nunc) に播種 (小
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フラスコには 1.5 × 106 cells/10 mL/25 cm2/flask、大フラスコには 4 × 106 cells/25 mL/75 

cm2/flask) した後 3 日間培養し、70% 程度のコンフルエントになったところで 0.05% トリプシ

ン溶液で剥離することにより継代を行った。継代時に一部の細胞を実験に供した。実験には

継代回数が 10 回以内の細胞を用いた。 

 

4. 神経突起形成の測定  

 

PC12 細胞の神経突起形成の測定は Kamata et al. の方法により行った (31)。96 穴平底

マイクロウェルプレート (Nunc) の各 well を TYPE-1 collagen でコートし、これに PC12 細胞

を 4 × 103 cells/100 µL/well の密度で播種、24 時間培養後にアルテミシニン等の被験化合

物を含む基本培養培地に交換した。阻害剤を用いた実験ではアルテミシニン添加の 2時間

前に阻害剤を含む基本培養培地に交換し、その後阻害剤とアルテミシニンを含む基本培養

培地に再度交換した。アルテミシニン等の試薬添加から 48時間後、1% glutaraldehyde で 30

分間固定した。洗浄後ギムザ試薬で20分間染色を行い、洗浄・乾燥後、顕微鏡下にて細胞

を観察した。細胞体の長径より長く伸びた神経突起をもつ細胞を陽性細胞と判定し、1 well

あたり 300～400 個の細胞について評価した。全細胞数に対する陽性細胞数の百分率を神

経突起形成率として表した。また、陽性細胞の神経突起長の測定は、Moticam 2000 (島津

理化) で画像を取り込み、Motic Images Plus software (version 2.2S; Motic Instruments Inc.) 

を用い、原則として 1 well あたり 30 個の細胞について行った。 

 

5. MTT 法による生細胞数の測定 

 

神経突起形成の測定と同様に、コラーゲンコートした 96穴マイクロウェルプレートに PC12

細胞を4 × 103 cells/100 µL/wellの密度で播種し、24時間後、アルテミシニン等の被験化合

物を含む基本培養培地に交換した。さらに 48時間培養後、培養上清を除き、新しい基本培

養培地を100 µL/well 添加し、1時間プレインキュベートした。その後MTT法をGohda et al. 

の方法に従って行った (32)。各ウェルに 5 mg/mL の MTT 溶液を 25 µL 添加し、1 時間イ

ンキュベートした。インキュベーション終了後、反応停止液 [12.8% SDS、32% N,N-ジメチル
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ホルムアミドを含む0.27M酢酸緩衝液 (pH 4.5)] を 100 µL/well 添加し、遮光下、37℃で一

晩静置した後、570 nm の吸光度を測定した。 

 

6. Western blot 法による βIII-tubulin の発現の測定 

 

6.1. 細胞培養および細胞タンパク質の回収 

 

コラーゲンコートした 24 穴マルチプレート (Nunc) に PC12 細胞を 3.6 × 104 cells/0.6 

mL/well の密度で播種、24 時間後にアルテミシニン等の被験化合物を含む基本培養培地

に交換し、さらに72時間培養した。培養終了後直ちにプレートを氷上に置き、培養液を除い

て、細胞層を氷冷 PBS で二回洗浄した。各 well に SDS sample buffer [62.5 mM Tris-HCl 

(pH 6.8)、2% SDS、10% glycerol、50 mM DTT および 0.1% Bromophenol Blue] を 40 µL 添加

し細胞を溶解した。細胞のライセートを 1.5 mL マイクロチューブに回収し、これを沸騰水中

で 10 分間加熱後、20℃、14000 × gで 10 分間遠心し、上清を細胞タンパク質サンプルとし

た。 

タンパク質の定量は Bensadoun と Weinstein (33) のデオキシコール酸―トリクロロ酢酸 

(trichloroacetic acid: TCA) を用いた Lowry 法の変法に準じて行った。 

 

6.2. SDS-PAGE およびWestern blotting 

 

回収した各サンプルから 10 µgのタンパク質を分取し、10% SDS‐ポリアクリルアミドゲル電

気泳動 (SDS-PAGE) を行った。終了後、blotting buffer [25 mM Tris-H3BO3 (pH 9.5)およ

び 20% methanol] 中でゲルを平衡化し、polyvinylidene fluoride (PVDF) メンブレンへセミド

ライ式ブロッティング装置を用いてブロティングを行った。その後メンブレンを blocking buffer 

[5% non-fat skim milk を含む TBS-T (0.1% Tween 20 を含む Tris-buffered saline)] 中に移し、

室温で1時間振盪した。続いてメンブレンを15分間1回、5分間3回TBS-Tで洗浄した後、

Can Get Signal で希釈した 1次抗体 (anti-βIII-tubulin は 1:1000、anti-actin は 1:500) をメ

ンブレン上に滴下し、4℃で一晩反応させた。反応終了後、メンブレンを TBS-T で洗浄し、
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TBS-T で希釈した HRP 標識 2 次抗体 (1:20000) と室温で 1 時間反応させた。その後、

TBS-T で洗浄したメンブレンに化学発光試薬 (GE Healthcare Bio-Sciences) を 1.5 mL 滴

下し、室温で約 5分間反応させ、ImageQuant LAS 4000 (GE Healthcare Bio-Sciences) で

画像解析を行った。解析結果は βIII-tubulin のレベルを対照タンパク質である β-actin レベ

ルで除した後、溶媒処理細胞の値に対する比で表した。 

 

7. 統計処理 

 

定量的データは平均値 ± 標準偏差で表した。2 群間の平均値の有意差検定は

Student-t 検定にて、多群間の平均値の有意差検定は一元配置分散分析 (ANOVA) 後、

多重比較法 (Tukey’s test) にて行った、相乗効果の有意差検定は二元配置分散分析 

(2-way ANOVA) にて行った。いずれの検定の場合も危険率 5% 未満をもって有意差ありと

判定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

1-3. 実験結果 

 

1. PC12 細胞におけるアルテミシニンおよびその誘導体の細胞毒性 

 

まずアルテミシニンおよびその誘導体の無刺激下でのPC12細胞生存率に及ぼす影響に

ついて解析した。播種後 24時間培養した PC12 細胞に種々の濃度のアルテミシニンおよび

その誘導体 (アルテスネイト、アルテメーター、ジヒドロアルテミシニンおよびデオキシアルテ

ミシニン) を添加し、さらに 48 時間培養後、MTT法により細胞生存率を求めた。その結果を

Fig. 1-1AおよびFig. 1-1Bに示す。アルテミシニンは濃度依存的に比較的弱い細胞毒性を

発揮し、1、10および25 µg/mLでMTT値を無処置対照群のそれぞれ72、65および64% へ

低下させた (Fig. 1-1A)。アルテミシニンの誘導体であるアルテメーターの細胞毒性はアル

テミシニンよりやや強い程度であったが、アルテスネイトはアルテミシニンよりも有意に強い細

胞毒性を示し、25 µg/mLでMTT値を 34% へ低下させた (Fig. 1-1A)。一方、デオキシアル

テミシニンの細胞毒性は認められなかったが、ジヒドロアルテミシニンはアルテミシニンよりも

有意に強い細胞毒性を示し、25 µg/mL で MTT 値を 28% へ低下させた (Fig. 1-1B)。 

 これらの細胞毒性実験で顕微鏡により細胞を観察すると、アルテミシニンと共に培養した

PC12 細胞の接着率は無処理群と比べてやや低下していたが、MTT 値の低下ほどではなく、

中には神経突起を伸長するものが少なからず認められた。アルテミシニンのこのような作用

はこれまで報告されておらず、興味深いものと考えられた。そこで、アルテミシニンの神経突

起誘導作用について調べることとした。 
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Fig. 1-1. Cytotoxicity of artemisinin and its derivatives in PC12 cells. 
PC12 cells were exposed to the indicated concentrations of artemisinin, artesunate and 
artemether (A) and artemisinin, dihydroartemisinin and deoxyartemisinin (B) for 48 h, and 
were then subjected to the MTT assay. The data are means ± S.D. of three independent 
experiments. *P < 0.05, **P < 0.01 and ***P < 0.001 (Tukey’s test) as compared with the 
values of medium alone. #P < 0.05、##P < 0.01 (Tukey’s test) as compared with the values 
for the same concentration of artemisinin 
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2. PC12 細胞におけるアルテミシニンの神経突起伸長誘導作用 

 

種々の濃度のアルテミシニンをPC12細胞に添加し、48時間培養後の神経突起形成率を

測定した結果をFig. 1-2に示す。アルテミシニンは1～25 µg/mLで濃度依存的に神経突起

を誘導し、25 µg/mL で最大値 （約 15%） を示したが、50 µg/mL では低下した。25 µg/mL

での最大値は既知の代表的な神経突起伸長因子である NGFの 1 ng/mL と同程度であっ

たが、NGF 5 ng/mL の効果には及ばなかった。データには表していないが、アルテミシニン

50 µg/mL では細胞数の減少が認められたため、以後の実験では 25 µg/mL の濃度のアル

テミシニンを用いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1-2. Induction of neurite outgrowth in PC12 cells by artemisinin and NGF. 
PC12 cells were exposed to the indicated concentrations of artemisinin and NGF for 48 
h, and the number of cells with neurites was counted. The data are means ± S.D. of three 
independent experiments. *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001 (Tukey’s test) as 
comparted with the values of medium alone. ###P < 0.001 (Tukey’s test) as compared 
with the values of artemisinin (25µg/mL). 
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Fig. 1-3 には 25 µg/mL のアルテミシニンまたは 5 ng/mL の NGF で処理した細胞の位相

差顕微鏡写真を示した。無処理のPC12細胞はほとんどが神経突起を持たず球形に近い形

態をしているが、アルテミシニン処理によって細長く伸展する細胞があり、その中には突起を

形成するものが認められた。NGF 添加によっても同様な細胞の形態変化と突起形成が観察

されたが、細胞あたりの平均突起数はアルテミシニン群で 1.3±0.1 本であったのに対して、

NGF 群では 1.7±0.1 本 (P < 0.01)であり、NGF 群の方が有意に多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1-3. Phase-contrast photomicrographs of PC12 cells. 
PC12 cells were cultured for 48 h in medium alone or in medium supplemented with 
25µg/mL of artemisinin, 5 ng/mL of NGF or their combination in 24-well multidishes 
coated with porcine tendon Type I collagen. Scale bar = 50 µm. 
 
 

Artemisinin 

NGF 

None 

Artemisinin + NGF 
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次に平均神経突起長および神経突起陽性細胞1個当りの総突起長を測定することによっ

てもアルテミシニンの神経突起伸長作用を評価した。アルテミシニン (25 µg/mL) はNGF (5 

ng/mL) とほぼ同じ平均神経突起伸長を示した (Fig. 1-4A)。 一方、陽性細胞１個当りの総

突起長で評価すると、アルテミシニンの増強作用はNGF (5 ng/mL) には及ばなかった (Fig. 

1-4B)。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1-4. Increases in the average length and total length of neurites induced by 
artemisinin in PC12 cells. 
PC12 cells were cultured with artemisinin (25 µg/mL) and NGF (5 ng/mL) for 48 h. The 
average length of neurites (A) and total length of neurites per a positive cell (B) were then 
determined. Data are mean ± S.D. of three independent experiments. **P <0.01 and ***P 
<0.001 (Tukey’s test) as comparted with the values of medium alone. ##P < 0.01 (Tukey’s 
test) as comparted with the values of artemisinin. 
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3. PC12 細胞におけるアルテミシニン及びその誘導体の神経突起伸長誘導作用の比較 

 

Fig. 1-2のデータでは1 µg/mLのアルテミシニンですでに 5% 以上の神経突起陽性細胞

が認められたため、より低濃度のアルテミシニンの効果を検討した。また、種々のアルテミシ

ニン誘導体の作用についても比較した。アルテミシニンは 0.1 µg/mL でも神経突起を有意

に伸長させた (Fig. 1-5A, B)。アルテミシニン誘導体のうち、アルテメーターもアルテミシニ

ンと同様に 0.1 µg/mL 以上で有意な神経突起伸長を示したが、アルテスネイトは 0.1 

µg/mL で有意な増強作用を発揮したのみで、それ以上の濃度における効果はこれより低い

ものであった (Fig. 1-5A)。一方、ジヒドロアルテミシニンは 0.1 および 1 µg/mL で神経突

起を誘導したものの、それ以上の濃度では効果が認められなかった (Fig. 1-5B)。これに対

してデオキシアルテミシニンはいずれの濃度でもほとんど効果を示さなかった (Fig. 1-5B)。

陽性作用が認められたアルテメーター、アルテスネイトおよびジヒドロアルテミシニンの最大

効果は、いずれもアルテミシニンには及ばなかった。以上のように、アルテミシニンはその誘

導体よりも細胞毒性が低く、神経突起誘導作用は高いものであった。 
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4. アルテミシニンによる神経細胞特異的分化マーカー発現の誘導 

 

ニューロンや神経突起に特異的に局在するタンパク質として微小管関連タンパク質 2 

(MAP2)、クラス III βチューブリン (βIII-tubulin)、タウタンパク質などが知られている (34-36)。

このうち、βIII-tubulin は発生早期から神経上皮細胞に発現しているタンパク質で、PC12 細

胞に NGF を添加すると発現が増加することが知られている （35）。そこで、アルテミシニンの

PC12 細胞における βIII-tubulin の発現に対する影響を調べた。その結果、アルテミシニン 

(25 µg/mL) で 72 時間処理することにより、βIII-tubulin の発現が数倍に上昇し、その増加は

NGF (5 ng/mL) より強いものであった (Fig. 1-6 )。 

Fig. 1-5. Dose–responses for neurite outgrowth induced by artemisinin and its 
derivatives in PC12 cells. 
PC12 cells were exposed to the indicated concentrations of artemisinin, artemether and 
artesunate (A) and artemisinin, deoxyartemisinin and dihydroartemisinin (B) for 48 h, and 
the number of cells with neurites was counted. The data are means ± S.D. of three 
independent experiments. *P < 0.05, **P < 0.01 and *** P < 0.001 (Tukey’s test) as 
compared with the values of medium alone. ##P < 0.01 and ###P < 0.001 (Tukey’s test) as 
comparted with the values of artemisinin (25 µg/mL). 
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Fig. 1-6. Upregulation of expression of the neuronal differentiation marker 
β III-tubulin in artemisinin-treated PC12 cells.  
PC12 cells were incubated for 72 h with or without artemisinin (25 µg/mL) or NGF (5 
ng/mL). Equal amounts of cell lysates (10 µg) were subjected to SDS-PAGE and 
immunoblotting with anti-βIII-tubulin or anti-actin antibody. Immunoblots are 
representative of three independent experiments. The data are means ± S.D. of three 
independent experiments. *P < 0.05 and ***P < 0.001 (Tukey’s test) as compared with 
medium alone. ###P < 0.001 (Tukey’s test) as compared with artemisinin. 
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5. PC12 細胞の神経突起伸長におけるアルテミシニンと NGF の併用効果 

 

NGFは高親和性レセプターTrkAに結合して下流のERKやp38 MAPKなどの MAPK フ

ァミリーを活性化し、PC12 細胞の神経突起を誘導することが知られている (7)。そこで、アル

テミシニンが NGF の存在下でどのような効果を示すのか検討した。NGF (1 ng/mL) および

最大効果を示す濃度のアルテミシニン (25 µg/mL) は単独ではいずれも 14% 程度の神経

突起伸長を誘導したが、両者を併用すると 50% 以上へと相乗的に増加した (Fig. 1-7) 。

Fig. 1-3 （16頁） にはアルテミシニンとNGFを併用した時の細胞の位相差顕微鏡写真も示

した。それぞれの単独の添加と比べ、併用群では神経突起陽性細胞が顕著に増え、また神

経突起も長くなっているのがわかる。また、NGF受容体であるTrkAが有するチロシンキナー

ゼ活性の阻害剤 K252a を用いてアルテミシニンの神経突起伸長作用に及ぼす影響を検討

したが、K252a はアルテミシニンによる神経突起伸長に有意な影響を及ぼさなかった (Fig. 

1-8)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1-7. Synergistic neurite outgrowth by artemisinin plus NGF in PC12 cells. 
PC12 cells were exposed to artemisinin (25 µg/mL) in the presence or absence of NGF 
(1 ng/mL) for 48 h. The number of cells with neurites was then counted. The data are 
means ± S.D. of three independent experiments. ***P < 0.001 (Tukey’s test) as 
comparted with the values of medium alone. Synergistic neurite outgrowth compared 
with artemisinin alone and NGF alone is indicated by ###P < 0.001 (2-way ANOVA).  
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Fig. 1-8. Effect of K252a on artemisinin-induced neurite outgrowth. 
PC12 cells were pre-incubated for 2 h with or without 0.4 µM K252a and then incubated 
for 48 h with artemisinin (25 µg/mL) in the presence or absence of the inhibitor. The 
number of cells with neurites was then counted. The data are means ± S.D. of three 
independent experiments. NS, not significant (Tukey’s test). 

 

 

NS 
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6. PC12 細胞の神経突起伸長におけるアルテミシニンと Bt2cAMP の併用効果 

 

Cyclic AMP (cAMP) もまた PC12 細胞の神経突起伸長誘導作用を有することが知られて

いる (37)。そこで膜透過性cAMP誘導体の Bt2cAMPを用いて最大効果を示す濃度のアル

テミシニン (25 µg/mL) との併用効果を検討した。その結果、アルテミシニンと Bt2cAMP の

共存下での神経突起伸長はアルテミシニン単独よりもわずかに増強されるのみであり、相加

効果よりも低いものであった (Fig. 1-9)。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1-9. Effect of artemisinin plus Bt2cAMP on neurite outgrowth in PC12 cells. 
PC12 cells were exposed to artemisinin (25 µg/mL) in the presence or absence of 
Bt2cAMP (0.2 mM) for 48 h. The number of cells with neurites was then counted. The 
data are means ± S.D. of three independent experiments. *P < 0.05 and ***P < 0.001 
(Tukey’s test) as comparted with the values of medium alone. #P < 0.05 and ##P < 0.01 
(Tukey’s test) as compared with artemisinin alone. 

None Bt2cAMP 

# 
 

## 
*** 

* 
*** 
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1-4.考察 

   

 本章の研究により著者はアルテミシニンが PC12 細胞の神経分化誘導作用を有することを、

形態学的のみならず神経細胞特異的マーカーの発現誘導からも初めて示すことができた。

NGF による PC12 細胞の分化ではコリンアセチルトランスフェラーゼやアセチルコリンエステ

ラーゼ等が、またサブクローンの PC12h 細胞ではチロシンヒドロキシラーゼが誘導されるとさ

れており (24-26,38)、本研究では行えなかったが、アルテミシニン処理によってもこれら神

経分化機能も誘導されるかどうかを調べることは興味深い。抗マラリア薬として臨床的に使

われている半合成アルテミシン誘導体であるアルテメーターおよびアルテスネイト、さらには

これらの代謝産物でもあるジヒドロアルテミシニンも有意な神経突起伸長誘導作用を発揮し

た。アルテミシニンおよびこれらの誘導体はすべてエンドペルオキシドブリッジ構造を持って

おり、この構造は抗マラリア作用や抗腫瘍作用に重要であると考えられている (14,39)。マラ

リア原虫内に豊富に存在するヘム鉄によりエンドペルオキシドブリッジが開裂して炭素中心

ラジカルなどのフリーラジカルが産生され、これらのものが原虫の標的高分子を傷害すること

が提唱されている (13,14)。また、腫瘍細胞には鉄が比較的高濃度で存在し、同様にエンド

ペルオキシドブリッジの開裂、フリーラジカルの産生および標的高分子の酸化的傷害を導く

と考えられている (39)。これらのアルテミシニン類とは対照的にエンドペルオキシドブリッジ

構造を持たないデオキシアルテミシニンは神経突起伸長誘導作用を示さなかった。これらの

ことから、神経突起伸長誘導作用にはエンドペルオキシドブリッジ構造が必要であることが

示唆された。 

 生体を考慮すると、PC12 細胞における神経突起伸長の誘導が認められる濃度までアルテ

ミシニン誘導体の血中濃度が果たして達するのかとの疑問が当然ながら起こる。熱帯熱マラ

リア感染子供患者にアルテミシニン誘導体を投与した時のデータによると、アルテスネイト座

薬 (11 mg/kg) 投与後、血漿中濃度（アルテスネイトと主代謝産物であるジヒドロアルテミシ

ニンの合計）は 2 時間で最大値の 1.41 µg/mL に達し、以降低下するが 12 時間でも 0.107 

µg/mL を維持していた (40)。また、アルテメーター (3.2 mg/kg) の筋肉内投与後、血漿中

濃度（アルテメーターと主代謝産物であるジヒドロアルテミシニンの合計）は 2 時間で最大値

の 0.197 µg/mL に達し、以降低下するが 12 時間でも 0.153 µg/mL を維持していた (40)。
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同様にアルテメーター (200 mg/kg) を成人マラリア患者に経口投与後、血漿中濃度（アル

テメーターと主代謝産物であるジヒドロアルテミシニンの合計）は 7 時間で最大値の 0.246 

µg/mLに達した (41)。また、熱帯熱マラリア感染幼児患者にアルテメーターを筋肉内投与し

た時の脳脊髄液中アルテメーター濃度は、最大で 0.044 µg/mL に達した (42)。このように

患者血漿中の濃度は十分神経突起伸長誘導作用が発揮される濃度に達し得ること、また、

脳脊髄液中の濃度も同作用の発揮が予想される濃度に達することから生体内における作用

も期待できるものと思われる。 

 アルテミシニン類の神経突起伸長誘導作用が PC12 細胞以外でも認められるものかどうか

については、少なくとも Neuro-2a、NG108-15 および NB2a といった神経芽細胞株に対する

アルテミシニン類の細胞毒性を検討した報告にはそのような記述は見られない (20,21)。こ

のうち NB2a を用いた論文ではアルテミシニン類の神経突起伸長に及ぼす影響を調べては

いるが、アルテミシニン類単独の効果ではなく、細胞毒性の評価との観点から 0.5 mM という

高濃度の Bt2cAMP により誘導される神経突起伸長を阻害するかどうかを見ており、広範な

濃度のアルテミシニンで抑制効果のみが認められている (21)。本研究で見出された PC12

細胞における効果はこれとは全く違うものであり、アルテミシニンの神経突起伸長に及ぼす

作用は細胞により異なると思われる。 

 本研究で調べたアルテミシニン類の中でアルテミシニンの神経突起伸長誘導作用が最も

強かった。アルテミシン、アルテメーター、アルテスネイトおよびジヒドロアルテミシニンの最

大作用はそれぞれ25、10、0.1および1 µg/mLで認められ、それ以上の濃度では低下した。

一方、細胞生存率の低下はジヒドロアルテミシニンとアルテスネイト処理群で大きく、次いで

アルテメーターが続き、アルテミシンによる低下が最も小さかった。これらアルテミシン類の細

胞毒性の順は神経芽細胞株Neuro-2a、NG108-15 およびNB2a で報告されたものと同様で

あった (20,21)。このようにアルテミシンが最も強い神経突起伸長誘導作用を示したのは、細

胞毒性が低いためより高濃度まで神経突起伸長誘導作用を発揮できたことによるところが大

きいと考えられる。 

 アルテミシニンが細胞毒性と共に神経細胞への分化誘導作用という相反する両方向性の

作用を同時に発揮するのはどのような機構によるのであろうか。本章の実験では MTT 法で

細胞生存率を測定することにより細胞毒性を評価した。PC12 細胞の倍加時間は約 48 時間
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との報告が多く、データには示していないが著者の実験でも 48 時間の培養期間中に MTT

値は 2～3 倍に増加した。アルテミシニン無添加群と比べて MTT 値が低下するのは細胞の

増殖が抑制されたためか、細胞死が誘導されたためか、あるいは両方によるのかはわからな

いが、アルテミシニン処理により接着していない細胞がそれほど増加していなかったことから、

一部に細胞死もあるものの増殖抑制によるところが大きいと考えられる。一般的に細胞の増

殖と分化は逆方向の作用で増殖は脱分化であり、分化へ向かう際には増殖が止まるとされ

ているため、両方向性の作用はこのような解釈で説明できそうである。この場合アルテミシニ

ン処理群の神経突起陽性細胞の割合と MTT 値低下の度合の間には大きな隔たりがあるこ

とに疑問が残る。すなわち、アルテミシニン (25 µg/mL) 処理で神経突起陽性細胞は約15% 

である (Fig. 1-2) のに対して、MTT 値は約 35% 低下していた (Fig. 1-1)。アルテミシニン

によりまだ細胞死には至っていないが細胞死へと導かれつつある細胞や既に細胞死を起こ

した細胞がMTT値の低下を招き、両者の間に差を生じている可能性がある。 

アルテミシニンの細胞毒性に関して、これまでの報告ではアルテミシニン誘導体のがん細

胞に対する毒性でも本研究で明らかにした PC12 細胞に対する毒性と同様にエンドペルオ

キシドブリッジ構造が必要であることが示唆されている。しかし、毒性作用の本体や標的につ

いては推測の域を出ず、定かではない。最近Mercer らはHeLaがん細胞を用いて遊離また

は結合型のヘムの存在下でエンドペルオキシドブリッジから炭素中心ラジカルが生成し、こ

のものがミトコンドリア内でヘムあるいはヘム含有タンパク質を修飾し、電子伝達系の機能障

害による活性酸素種 (ROS) の産生を介してアポトーシスによる細胞死を誘導するとの説を

提唱している (43)。 

 PC12細胞における代表的な分化誘導剤であるNGFあるいはBt2cAMPと最大効果を示す

アルテミシニンとの併用により、前者は相乗効果が認められ、一方、後者は相加的よりも低

い効果しか示されなかった。アルテミシニンが NGF 受容体である TrkA を刺激しないことは

TrkA のチロシンキナーゼ阻害剤である K252a によりアルテミシニン誘導性の神経突起形成

誘導が影響を受けないことからも支持された。しかしながら、K252a は必ずしも TrkA のチロ

シンキナーゼに特異的な阻害剤とは言えず、他のプロテインキナーゼも抑制する作用があ

るため、アルテミシニンがTrkAのチロシンリン酸化を誘導するか否かによって評価するとより

確実なものとなると考えられた。両者が同じような作用機序である場合は、一方の最大効果
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以上の作用は認めにくいと考えられることから、アルテミシニンの作用メカニズムは Bt2cAMP

と類似している可能性がある。このことはアルテミシニンの神経突起伸長誘導作用のメカニ

ズムを解析する上で参考になる知見であり、第２章ではこれを手がかりとして研究を進めるこ

とにした。 

 高齢化社会を迎えて神経変性疾患に対する安全で効果的な治療法の確立は急務である

が、これまでの NGF をはじめとするタンパク質性神経栄養因子による臨床治験結果は期待

を裏切るものであった。その最大の原因は高分子タンパク質を末梢から中枢神経系へ輸送

させる難しさにあったが、その他にも疼痛などの副作用が問題となった。これに代わるものと

して神経幹細胞の増殖・分化を誘導する非ペプチド性低分子化合物の開発が期待されて

いる。アルテミシニン類は脳血液関門を通過することが知られており (44)、本章の研究結果

により神経細胞への分化誘導作用を発揮することが明らかになったことから、新たな候補と

してより低濃度で本作用を発揮する誘導体の開発等が期待される。 
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第二章 アルテミシニンの PC 12 細胞における神経突起伸長 

誘導作用メカニズム 

 

2-1. 諸言 

 

アルテミシニンが神経突起誘導作用を有することは予想外の結果であり、どのような情報

伝達経路を利用し、どのような機構で本作用を発揮するのかは非常に興味が持たれるところ

である。本章では、アルテミシニンによるPC12細胞神経突起伸長誘導のメカニズムを解析し

た。 

その目的のためにはまず既知物質と類似の機構かどうかを調べるのが近道と考えられた。

PC12 細胞における神経突起伸長の代表的な誘導物質として NGF と膜透過性 cAMP 誘導

体であるBt2cAMPが知られている (37)。これら二つの誘導物質の簡単なシグナル伝達経路

を図２に示した。NGF はその受容体である TrkA と結合するとシグナルが細胞内に伝達され、

３つのMAPKs が活性化（リン酸化）される (45-47)。このうち ERK と p38 MAPK の活性化は

転写因子 CREB の活性化（133 番目のセリン残基のリン酸化）へと導かれ、神経突起伸長に

必要な遺伝子群の発現を誘導し、これらの遺伝子から産生されるタンパク質の働きによって

神経突起形成が促進されると考えられている (48)。一方、cAMP そのものは細胞膜をほとん

ど通過しないが、Bt2cAMP は dibutyryl 基により細胞膜透過性となる。細胞内でエステル結

合が加水分解されて生成した cAMP が protein kinase A (PKA) を活性化し、このものにより

CREB がリン酸化される (49)。cAMP はまた、Rap-1 および B-Raf を経由して ERK をリン酸

化し、ERK 経路によっても CREB リン酸化を引き起こす (50)。 

前章の Fig. 1-9 の結果 （23 頁） によると、Bt2cAMP と最大効果を示すアルテミシニンを

併用しても相加効果よりも弱い作用しか得られなかった。このことはアルテミシニンと

Bt2cAMP の神経突起誘導作用の類似性を示唆するものと考えられた。そこで、アルテミシニ

ンにより cAMP-PKA 経路の活性化が誘導されるかどうかをまず調べることにした。 
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図２ PC12 細胞における代表的な神経突起形成誘導物質のシグナル伝達経路 
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2-2. 実験材料および実験方法 

 

1. 細胞 

 

第一章と同様の PC12 細胞を用いた。 

 

2. 試薬 

 

第一章の試薬の一部に加え、以下のものを用いた。PD98059、SB203580、KN-93 および

TMB-8 は Calbiochem よ り 、 SP600125 は BIOMOL Research Laboratories よ り 、

O,O'-bis(2-aminophenyl)ethyleneglycol-N,N,N',N'-tetraacetic acid tetraacetoxymethyl 

ester (BAPTA-AM) は同仁化学研究所よりそれぞれ購入した。Anti-phospho-ERK1/ERK2 

(p44/p42 MAPK) 抗体、anti-phospho-p38 MAPK 抗体、anti-phospho-CREB 抗体および

anti-phospho-JNK 抗体は Cell Signaling Technology より、anti-ERK1 (p44 MAPK) 抗体、

anti-p38 MAPK 抗体、anti-CREB 抗体および anti-JNK 抗体は Santa Cruz Biotechnology

よりそれぞれ入手した。サイクリック AMP 定量キット「ヤマサ」はヤマサ醤油より購入した。そ

の他の試薬は全て市販の特級品あるいはそれに準ずるものを用いた。 

 

3. 神経突起形成の測定  

 

神経突起形成の測定並びに各種阻害剤の添加は第一章の実験材料および実験方法４ 

と同様の方法で行った。ただし、ROS捕捉剤を用いた実験では、PC12細胞の播種時および

アルテミシニン添加時に ROS 捕捉剤を添加した。 

  

4. Western blot 法による MAPKs および CREB リン酸化レベルの測定 

 

4.1. 細胞培養および細胞タンパク質の回収 
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コラーゲンコートした 24 穴マルチプレート (Nunc) に同細胞を 2.4 × 105 cells/0.45 

mL/well の密度で播種、24 時間後に 150 µL/well のアルテミシニンを添加し、5～90 分間イ

ンキュベートした。なお、阻害剤を用いた実験では、細胞を 2.4 × 105 cells/0.438 mL/well の

密度で播種、22時間後に12 µL/wellの阻害剤を添加、その 2時間後にアルテミシニンと阻

害剤を 150 µL/well で添加し、5 分間インキュベートした。インキュベーション終了後直ちに

プレートを氷上に置き、以下の操作は第一章の実験材料および実験方法 6.1 と同様の方

法で行った。 

 

4.2. SDS-PAGE およびWestern blotting 

 

第一章の実験材料および実験方法 6.2 と同様の方法で行った。ただし、Can Get Signal

による１次抗体の希釈は、anti-CREB、anti-phospho-ERK1/ERK2 および anti-ERK1 は

1:1000 、 anti-phospho-CREB 、 anti-JNK 、 anti-phospho-JNK 、 anti-p38 MAPK および

anti-phospho-p38 MAPKは 1:500で行った。また、TBS-TによるHRP標識2次抗体の希釈

は、 １次抗体が anti-ERK1 の場合は 1:200000、anti-phospho-ERK1/ERK2 の場合は

1:100000、それ以外の抗体の場合は 1:20000 で行った。解析結果は対象リン酸化タンパク

質のレベルを対照タンパク質レベルで除した後、溶媒処理細胞の値に対する比で表した。 

 

5. PC12 細胞内 cAMP レベルの測定 

 

コラーゲンコートした 24 穴マルチプレート (Nunc) に PC12 細胞を 2.4 × 105 cells/0.45 

mL/well の密度で播種し、24時間培養後150 µL/well のアルテミシニンまたはコレラトキシン

を添加、種々の時間インキュベートした。cAMP測定用検体の調製はHeldinらの方法に準じ

て行った (51)。すなわち、培養終了後、24 穴プレートを直ちに氷上に置き、培養液を除去、

氷冷 PBS で 2回洗浄し、氷冷 0.1 N 塩酸を 200 µL/well 添加した。氷上で 20 分間放置し、

この間時々静かに振盪した。塩酸抽出液をマイクロチューブ (1.5 mL) に回収し、遠心後、

上清を別のマイクロチューブ (1.5 mL) に移し、-80℃で保存した。塩酸抽出液中の cAMP

量はサイクリック AMP 定量キット 「ヤマサ」を用いてラジオイムノアッセイ法により測定した。
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サンプルまたはcAMP標準液を100 µLずつガラス試験管に入れ、スクシニル化剤を100 µL

添加し直ちに撹拌した。室温で10分間放置後、緩衝液800 µLを加え撹拌し測定用検体お

よび標準液とした。これらを 100 µLずつ別の試験管に分注し、[125I] cAMP液 100 µLおよび

cAMP 抗血清 100 µL を加えて混合後、冷蔵庫で 24 時間静置した後、B/F 分離剤 500 µL

を添加し、直ちに撹拌して 10 分間氷上で静置した。遠心後、各試験から上清 500 µL を放

射能測定用試験管に移し、ガンマカウンターにより放射能を測定した。次式により結合率 

(B/T%) を計算し、片対数グラフの縦軸に各標準液の平均結合率を、横軸にその濃度をとり、

標準曲線を作成した。この標準曲線を用い、検体の平均結合率から cAMP 濃度を求めた。

この cAMP 量を同様に細胞播種、被験化合物添加および培養した別のプレートを用いて

Lowry らの方法により測定した細胞のタンパク質量で除し、細胞内 cAMP レベルとした。 

 B/T % = 100 × {(Cstd or Csamp) - (Cblank)}/{(Ctotal) - (Cblank)} 

 Cstd: 標準液のカウント、Csamp: 検体のカウント、Ctotal: 総カウント、 

 Cblank: ブランクのカウント 

 

6. 統計処理 

 

第一章の実験材料および実験方法７と同様の方法で行った。 
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2-3. 実験結果 

 

1. アルテミシニンによる CREB リン酸化の誘導 

 

第１章 Fig. 1-9 の結果 （23頁） からアルテミシニンと Bt2cAMP の神経突起伸長誘導作

用における類似性が示唆された。そこで細胞内 cAMPレベルおよび cAMPの作用を媒介す

る転写因子 CREB の活性化 (リン酸化) に及ぼすアルテミシニンの影響を検討した。アルテ

ミシニン (25 µg/mL) を細胞に添加し、まず細胞内 cAMP 量をラジオイムノアッセイ法により

定量した。その結果、Fig. 2-1 に示すように、アルテミシニンにより細胞内 cAMP レベルには

変動が認められなかった。次に CREB のリン酸化レベルをWestern blot 法により調べたとこ

ろ、アルテミシニンの添加により 5 分及び 15 分という早い時間で上昇し、30 分でほぼ溶

媒処理グループと同程度にまで低下した (Fig. 2-2)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2-1. Artemisinin does not increase intracellular cAMP levels in PC12 cells. 
PC12 cells were incubated with or without artemisinin (25 µg/mL) or cholera toxin (10 
pM) for the indicated periods. The intracellular cAMP extracted was measured by a 
radioimmunoassay. The data are means ± S.D. of four independent experiments. ***P < 
0.001 (Student’s t-test) as compared with the value of zero time control. 
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Fig. 2-2. Upregulation of CREB phosphorylation by artemisinin in PC12 cells 
PC12 cells were incubated with or without artemisinin (25 µg/mL) for the indicated 
periods. Equal amounts of cell lysates (10 µg) were subjected to SDS-PAGE and 
immunobloting with anti-phospho-CREB or anti-CREB antibody. Immunoblots are 
representative of three independent experiments. The data are means ± S.D. of three 
independent experiments. *P < 0.05 and **P < 0.01 (Student’s t-test) as compared with 
the respective medium alone. 
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2. アルテミシニンによる MAPK カスケードの活性化 

 

PC12細胞ではMAPKカスケードの活性化によってもCREBのリン化が引き起こされること

が知られている (52)。例えばニューロトロフィンであるNGFおよびBDNFがそれぞれの膜貫

通型チロシンキナーゼ型の受容体 （TrkA および TrkB） に結合すると下流の Grb2→     

SOS→Ras が活性化され、さらに Ras-MEK-ERK-MSK/RSK 経路および p38MAPK-MSK/ 

MAPKAPK2 経路などの MAPK カスケードが作動し、CREB のリン酸化が誘導される (52)。

そこで、アルテミシニンによるCREB リン酸化の誘導にMAPKカスケードが関与しているかど

うかを調べるため、まず、ERK、p38 MAPKおよび JNK のリン酸化に及ぼすアルテミシニンの

影響をWestern blot 法にて検討した。その結果、アルテミシニン添加により ERK および p38 

MAPK リン酸化レベルが 5分から 15 分の早い時間で有意に上昇した (Fig. 2-3A, B)。一方、

JNK のリン酸化レベルには変化は見られなかった (Fig. 2-3C)。 
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Fig. 2-3. Upregulation of ERK and p38 MAPK phosphorylation by artemisinin in PC12 
cells. 
PC12 cells were incubated with or without artemisinin (25 µg/mL) for the indicated periods. 
Equal amounts of cell lysates (10 µg) were subjected to SDS-PAGE and immunoblotting 
with anti-phospho-ERK1/ERK2 and anti-ERK1 antibodies (A), anti-phospho-p38 MAPK 
and anti-p38 MAPK antibodies (B) and anti-phospho-p46 JNK/p54 JNK and anti-p46 JNK 
antibodies (C). Immunoblots are representative of three independent experiments. The data 
are means ± S.D. of three independent experiments. *P < 0.05 and **P < 0.01 (Student’s 
t-test) as compared with the respective medium alone. 
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3. アルテミシニンによる CREB リン酸化レベル上昇に対する ERK経路の関与 

 

アルテミシニンによる ERK リン酸化の誘導が確かにCREB活性化に関与するか否かにつ

いて、ERK の上流である MEK の阻害剤 PD98059 を用いて検討した。PD98059 (6.25 µM) 

で細胞を 2 時間前処理し、続いてアルテミシニンを添加してから 5 分間インキュベーシュン

後、whole cell lysate を調製し、Western blot 解析を行った。その結果、アルテミシニンによ

るCREBリン酸化レベルの上昇はPD98059によって無処理対照群とほぼ同程度にまで抑制

された (Fig. 2-4A)。また、この時アルテミシニンによる ERK リン酸化レベルの増加も

PD98059 によって完全に抑制された (Fig. 2-4B)。 
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Fig. 2-4. Attenuation of artemisinin-induced phosphorylation of CREB and ERK by 
the MEK inhibitor PD98059 in PC12 cells. 
PC12 cells were pre-incubated for 2 h with or without 6.25 µM PD98059 and then 
incubated with or without artemisinin (25 µg/mL) in the presence or absence of the 
inhibitor for 5 min. Equal amounts of cell lysates (10 µg) were subjected to SDS-PAGE 
and immunoblotting with anti-phospho-CREB and anti-CREB antibodies (A) and 
anti-phospho-ERK1/ERK2 and anti-ERK1 antibodies (B), Immunoblots are representative 
of three independent experiments. The data are means ± S.D. of three independent 
experiments. *P < 0.05 and **P < 0.01 (Tukey’s test) as compared with medium alone. #P 
< 0.05 and ##P < 0.01 (Tukey’s test) as compared with artemisinin alone. 
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4. アルテミシニンによる CREB リン酸化レベル上昇に対する p38 MAPK 経路の関与 

 

次に、アルテミシニンによる p38 MAPK リン酸化レベルの誘導がCREB 活性化に関与す

るか否かについて、p38 MAPK 阻害剤の SB203580 を用いて検討した。SB203580 (5 µM) 

で細胞を 2 時間前処理し、続いてアルテミシニンを添加してから 5 分間インキュベーシュン

を行った後、whole cell lysate を調製し、Western blot 解析に供した。その結果、アルテミシ

ニンにより増加した CREB リン酸化レベルは、 PD98059 処理とは異なり SB203580 処理の

影響を全く受けなかった (Fig. 2-5)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2-5. The p38 MAPK inhibitor SB203580 has no effect on artemisinin-induced 
phosphorylation of CREB in PC12 cells. 
PC12 cells were pre-incubated for 2 h with or without 5 µM SB203580 and then 
incubated with artemisinin (25 µg/mL) in the presence or absence of the inhibitor for 5 
min. Equal amounts of cell lysates (10µg) were subjected to SDS-PAGE and 
immunoblotting with anti-phospho-CREB and anti-CREB antibodies, Immunoblots are 
representative of three independent experiments. The data are means ± S.D. of three 
independent experiments. **P < 0.01 (Tukey’s test) as compared with medium alone. 
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5. アルテミシニンの神経突起伸長誘導作用に対するMAPKs 阻害剤の影響 

 

これまで述べた結果より、アルテミシニンは MAPKs のうち ERK と p38 MAPK を活性化す

ること、しかし両者のうち ERK の活性化のみが CREB 活性化に重要であることが示された。

このような MAPKs の活性化がアルテミシニンによる神経突起伸長誘導に実際に関与するか

否かを MAPKs の阻害剤 (PD98059、SB203580 および JNK 阻害剤の SP600125) を用いて

調べた。細胞を各阻害剤で 2 時間前培養後アルテミシニンを添加し、48 時間培養した後に

神経突起伸長を評価した。その結果、MEK阻害剤 PD98059 (6.25 µM) 及び p38 MAPK 阻

害剤 SB203580 (5 µM) によってアルテミシニンの神経突起伸長が有意に抑制されたが、

JNK 阻害剤 SP600125 (5 µM) は無影響であった (Fig. 2-6)。また、PD98059 および

SB203580の阻害作用が細胞毒性によるものではないことを顕微鏡下での細胞観察により確

認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2-6. Effects of MAPKs inhibitors on artemisinin-induced neurite outgrowth. 
PC12 cells were pre-incubated for 2 h with or without 6.25 µM PD98059, 5 µM SB203580 
or 5 µM SP600125 and then incubated for 48 h with artemisinin (25 µg/mL) in the presence 
or absence of the inhibitors. The number of cells with neurites was counted. The data are 
means ± S.D. of three independent experiments. **P < 0.01 and ***P < 0.001 (Tukey’s 
test) as compared with artemisinin alone. 
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6. アルテミシニンの神経突起伸長誘導作用に対する ROS 捕捉剤の影響 

 

第 2 章のこれまでの結果より、アルテミシニンによる PC12 細胞の神経突起伸長誘導に

ERKおよび p38 MAPKのリン酸化が関与し、このうち ERK リン酸化はCREBのリン酸化を導

くことが明らかとなった。では ERK リン酸化の上流にはどのような分子が関与しているのであ

ろうか。第 1 章 Fig. 1-5 （18 および 19 頁） の結果より、アルテミシニンの神経突起形成誘

導作用にはエンドペルオキシドブリッジ構造が必要と考えられた。アルテミシニン誘導体の

抗マラリア作用に関して、熱帯熱マラリア原虫 (Plasmodium falciparum) に存在する豊富な

鉄イオンによりアルテミシニン誘導体のエンドペルオキシドブリッジが非可逆的に分解されて

生じる炭素中心ラジカルが特異的に標的タンパク質をアルキル化し、無性生殖期にある熱

帯熱マラリア原虫を速やかに死滅させることが示唆されている (17)。また、アルテミシニン誘

導体の抗がん作用でも、鉄イオンを正常な細胞より多く含むがん細胞内でアルテミシニン誘

導体のエンドペルオキシドブリッジが非可逆的に分解されて炭素中心ラジカルを産生し、さ

らにこれを経由あるいは経由しないで、ヒドロキシルラジカル、スーパーオキシドアニオンお

よび過酸化水素などが生成されがん細胞を攻撃することが言われている (53)。そこで、アル

テミシニンの神経突起形成誘導作用にエンドペルオキシドブリッジ構造から生成する過酸化

水素やスーパーオキシドアニオン、ヒドロキシラジカル、炭素中心ラジカル等のROSやラジカ

ルが関与する可能性があるかどうかを ROS 捕捉剤を用いて検討した。グルタチオンはヒドロ

キシルラジカルなどの消去能を、AA-2G から産生されるアスコルビン酸はヒドロキシルラジカ

ル、スーパーオキシドアニオンおよび炭素中心ラジカルなどの消去能を有するとされている 

（54-56）。その結果、アルテミシニンによる神経突起伸長は 10 µM アスコルビン酸 (AsA)、

0.5 mMアスコルビン酸2-グルコシド (AA-2G) および0.1 mM還元型グルタチオンとの併用

で、それぞれ 21%、34% および 33% 減少し (Fig. 2-7A, B)、ROS またはフリーラジカルの関

与が示唆された。ROS捕捉剤AsA、AA-2Gおよびグルタチオンの阻害作用が細胞毒性によ

るものではないことを顕微鏡下での細胞観察により確認している。 
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A 

Fig. 2-7. Effects of ASA, AA-2G and L-glutathione on artemisinin-induced neurite 
outgrowth in PC12 cells. 
PC 12 cells were preincubated for 24 h with or without ASA (10 µM) (A), AA-2G (0.5 mM) 
(A) and L-glutathione (reduced, 0.1 mM) (B) and then further incubated with or without 
artemisinin (25 µg/mL) in the presence or absence of the antioxidants for 48 h. The number 
of cells with neurites was counted. The data are means ±S.D. of three independent 
experiments. ***P < 0.001 (Tukey’s test) as comparted with the values of medium alone. 
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7. アルテミシニンによる神経突起伸長誘導および ERK と CREB のリン酸化誘導に対するカ

ルシウム阻害剤および CaMKII 阻害剤の影響 

 

アルテミシニンの抗マラリア作用には、このものから生じたフリーラジカルが熱帯熱マラリア

原虫のタンパク質 PfATP6 の膜貫通部位の疎水性ボケット位置に結合し、カルシウム輸送を

妨害して原虫を選択的に死滅することが示唆されている (17)。PfATP6の哺乳類における相

同分子として筋小胞体/小胞体Ca2+-ATP ase (SERCA) が知られており、SERCA は細胞質

から筋小胞体/小胞体へのCa2+ 輸送に共役したATPの加水分解を触媒する (57)。また、ア

ルテミシニンが動物がん細胞の SERCA を阻害し、細胞内の Ca2+ レベルを上昇させることが

報告されている (58)。さらに、細胞内 Ca2+ レベルの上昇は PC12 細胞の Ras-ERK シグナリ

ングを活性化させ、神経突起伸長の誘導へと導くことも示唆されている (59,60)。そこでアル

テミシニンによる PC12 細胞の神経突起伸長誘導および ERK と CREB のリン酸化誘導に細

胞内 Ca2+ レベルおよびそれに続く calcium/calmodulin-dependent protein kinase (CaMK) 

が関与するか否かを、細胞内の Ca2+ のキレート剤 BAPTA-AM (61)、小胞体 Ca2+ チャネル

のアンタゴニスト TMB-8 (62) および CaMKII の阻害剤 KN-93 (63) を用いて調べた。PC12

細胞を BAPTA-AM、TMB-8 および KN-93 で前処置すると、アルテミシニン誘導性神経突

起伸長は BAPTA-AM (40 µM) では 45%、TMB-8 (50 µM) では 55%、KN-93 (10 µM) では

47% それぞれ減少した (2-8A, B)。なお、BAPTA-AM、TMB-8 および KN-93 の阻害作用

が細胞毒性によるものではないことを顕微鏡下での細胞観察により確認している。 

また、アルテミシニンにより増加するERKおよびCREBのリン酸化もTMB-8およびKN-93

により抑制された (2-9A, B)。 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2-8. Effects of the intracellular calcium chelator BAPTA-AM, the Ca2+ antagonist 
TMB-8 and the CaMKII inhibitor KN-93 on artemisinin-induced neurite outgrowth. 
PC12 cells were pre-incubated for 2 h with or without 40 µM BAPTA-AM, 50 µM TMB-8 
or 10 µM KN-93 and then incubated for 48 h with or without artemisinin (25 µg/mL) in the 
presence or absence of the inhibitors. The number of cells with neurites was counted. The 
data are means ±S.D. of three independent experiments. ***P < 0.001 (Tukey’s test) as 
compared with the values of medium alone. 
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Fig. 2-9. Attenuation of artemisinin-induced phosphorylation of ERK and CREB by 
the Ca2+ antagonist TMB-8 and the CaMKII inhibitor KN-93 in PC12 cells. 
PC12 cells were pre-incubated for 2 h with or without 50 µM TMB-8 and 10 µM KN-93 
and then incubated with or without artemisinin (25 µg/mL) in the presence or absence of 
the inhibitors for 5 min. Equal amounts of cell lysates (10 µg) were subjected to 
SDS-PAGE and immunoblotting with anti-phospho-ERK1/ERK2 and anti-ERK1 
antibodies (A) and anti-phospho-CREB and anti-CREB antibodies (B). Immunoblots are 
representative of three independent experiments. The data are means ± S.D. of three 
independent  experiments. *P < 0.05 and **P < 0.01 (Tukey’s test) as compared with the 
values of medium alone. 
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2-4. 考察 

 

アルテミシニンにより ERK と p38 MAPK の両 MAPKs の活性化が誘導され、一方 JNK の

活性化は認められなかった。これと一致してアルテミシニンによる神経突起伸長誘導は

MEK阻害剤およびp38 MAPK阻害剤を共存させると抑制され、JNK阻害剤は無影響であっ

た。これらの結果はアルテミシニンによる神経突起伸長誘導には ERK と p38 MAPK の両

MAPKs の活性化が重要な役割を担っていることを示している。MAPKs を介するシグナル伝

達経路はNGFによる PC12細胞の神経細胞への分化誘導にも関与することがわかっている。

NGF は PC12 細胞の ERK、p38 MAPK および JNK の速やかな活性化を引き起こし、NGF

誘導性の神経突起伸長はこれら三つのMAPKs経路の阻害剤やドミナントネガティブ変異体

の発現により抑制されることが示されている (45-47)。NGF による PC12 細胞の ERK および

p38 MAPK の活性化はそれぞれ pp90 S6 ribosomal kinase (RSK) および MAPK- activated 

protein kinase 2 (MAPKAPK2 または MK2) を活性化し、これらのキナーゼが CREB の

Ser-133 をリン酸化する (52)。NGF 誘導性の CREB リン酸化は PD98059 と SB203580 の存

在により完全に抑制されることから専ら両経路により進行しており、この他の経路によるリン

酸化はないものと考えられる (52)。 アルテミシニンによる ERKおよび p38 MAPK の活性化

もそれぞれの下流の両キナーゼを介して CREB リン酸化を誘導するものと予測していたが、

アルテミシニン誘導性の CREB リン酸化は MEK 阻害剤でほぼ完全に抑制され、一方、p38 

MAPK 阻害剤によっては全く影響を受けないという結果が得られ、予想に反したものであっ

た。このことは、アルテミシニン誘導性の CREB リン酸化はその大部分が ERK 経路を介して

起こり、p38 MAPK 経路の寄与はほとんどないことを示している。アルテミシニン処理細胞で

はp38 MAPKの活性化が起こるにもかかわらず、NGF処理細胞とは違って、なぜこの経路を

介した CREB リン酸化へ導かれないのかは現時点では不明である。可能性としては、p38 

MAPK の活性化が NGF 処理細胞では３時間以上も持続するのに対して、アルテミシニン処

理細胞では 30 分以内に低下してしまうという活性化の持続時間が短いため十分な CREB リ

ン酸化を誘導できない、あるいはアルテミシニン処理細胞では何らかの理由、例えば細胞毒

性により下流のMAPKAPK2が働かない等が考えられる。また、NGFによる ERKの活性化も

5～30 分で最大に達し、その後やや低下するが数時間後まで増加が持続するとされている 
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(45) のに対して、アルテミシニンによる ERK の活性化は 5～15 分で最大に達し、30 分では

元に戻った。このようにアルテミシニンによる ERK の活性化は NGF よりも持続時間が短かっ

たにもかかわらず、CREB のリン酸化並びに神経突起伸長へシグナルが伝達された。このよ

うなアルテミシニンと NGF による ERK 活性化持続時間の違いは、第一章で観察された両者

の併用による相乗的効果の一因と考えられる。 

上記のようにアルテミシニンのp38 MAPKを介したシグナルはCREB以外に伝達されて神

経突起伸長を誘導するものと考えられるが、どのようなものに伝達されている可能性がある

のであろうか。p38 MAPKにより活性化されるキナーゼとしては、PC12細胞ではMAPKAPK2

以外に報告されていないが、他の組織や細胞で認められているものに mitogen- and 

stress-activated kinase (MSK) およびMAPK-interacting kinase (MNK) がある (64)。MSK

の基質には activating factor 1 (ATF1)、signal transducer and activator of transcription 3 

(STAT3)、nuclear factor –kappa B (NF-κB) およびヒストンH3等が知られており、また、MNK

の基質の例としてはeukaryotic initiation factor 4E (eIF4E) およびeIF4G等があげられ (64)、

これらのものがアルテミシニンによるp38 MAPK活性化を介した神経突起伸長誘導に関与し

ている可能性がある。 

アルテミシニン処理細胞におけるMAPKs の活性化は神経細胞およびその関連細胞では

本研究の知見が初めてであるが、他種細胞ではこれまでに報告されている。Lu ら (65) は

ジヒドロアルテミシニンがヒト前骨髄性白血病細胞株 HL-60 のアポトーシスを誘導すること、

並びにその際 ERK、p38MAPK および JNK が添加後３時間またはそれ以降に活性化され、

このうち p38MAPK の活性化がアポトーシスを誘導に関与することを報告している。また、ア

ルテスネイトは BV2 ミクログリア細胞のリポ多糖誘導性炎症反応を阻害するが、この時 ERK

と JNK の活性化を誘導することが示されている (66)。 

CREB リン酸化は cAMP-PKA 経路によっても起こり得るが、アルテミシニン処理細胞では

細胞内 cAMP レベルに変化が認められなかった。従ってこの経路はアルテミシニン誘導性

のCREBリン酸化に寄与していないものと考えられる。しかしながら、細胞内cAMPは酵素的

に速やかに分解されるため一過性の増加は検出しにくいとされている。著者と同じ方法によ

って測定したヒト真皮線維芽細胞における cAMP レベルは、フォルスコリンやプロスタグラン

ジン E2処理により増加が認められてはいる (67) が、アルテミシニン処理細胞の CREB リン
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酸化における cAMP-PKA 経路の関与を否定するには、cAMP レベルを IBMX 

(3-isobutyl-1-methylxanthine) などのホスホジエステラーゼ阻害剤存在下で cAMP の分解

を阻害した条件下で測定するか、あるいはPKA活性を測定するなどによりさらに検討する余

地がある。もしホスホジエステラーゼ阻害剤存在下での測定により cAMP レベルの増加が認

められる場合には、図２に示したように cAMPからPKAにより、あるいはRap1-B-Raf-ERKま

たは PKA-Raf-ERK 経路を介しても CREB のリン酸化が起こるものと予想される。アルテミシ

ニン誘導性の CREB リン酸化が MEK 阻害剤の PB98059 でほぼ完全に抑制されることを考

えると、前者よりも後者の経路を介する可能性が高い。一方、データには示していないが著

者はアルテミシニンによる神経突起伸長誘導がアデニル酸シクラーゼ阻害剤の

MDL-12330Aおよび PKA阻害剤のH-89によってもそれぞれ有意に抑制されるとの結果を

得ている。Impreyらの報告 (59) によると、Ca2+ によりERKおよびRSKが活性化されて核へ

移行し CREB のリン酸化を誘導するが、これらの核への移行に PKA 活性が必要であること

が示されている。アルテミシニンによる Ca2+ および ERK 経路を介した CREB の活性化と神

経突起伸長誘導にも構成的なレベルの cAMP 並びに PKA活性は必要なのかもしれない。 

アルテミシニン誘導性の神経突起伸長誘導が還元型グルタチオンおよび AA-2G により

部分的に抑制されたことから、本誘導作用におけるROSまたはフリーラジカルの関与が示唆

された。二価鉄イオンによりアルテミシニン誘導体のエンドペルオキシドブリッジが非可逆的

に分解されて生じる炭素中心ラジカルとしては、セスキテルペンラクトンの4位にフリーラジカ

ルを有する構造が比較的安定と報告されている (68)。アルテミシニン誘導体から炭素中心

ラジカルを経由あるいは経由しないで生じるフリーラジカルおよび ROS としては、ヒドロキシ

ルラジカル、スーパーオキシドアニオンおよび過酸化水素などが認められている (54)。本研

究で用いた ROS 捕捉剤のうち還元型グルタチオンはヒドロキシルラジカルなどの消去能を、

AA-2G から産生されるアスコルビン酸はヒドロキシルラジカル、スーパーオキシドアニオンお

よび炭素中心ラジカルなどの消去能を有するとされている （54-56）。AA-2G は細胞表面の 

α-グルコシダーゼにより加水分解され少しずつアスコルビン酸を遊離すると共に、このもの

自身もラジカル捕捉作用をもつことが知られている (69)。AsA による有意な抑制が認められ

なかったのは、本化合物が溶液中では不安定なため十分な消去作用を発揮できなかったも

のと考えられる。AsA はまた分解産物が細胞毒性を有するためこれ以上の高濃度で添加す
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ることができなかった。アルテミシニン処理 PC12 細胞で産生されるフリーラジカル種や ROS

の種類の同定をはじめ、本神経突起誘導作用に実際にどのような ROS やフリーラジカルが

関与しているかは今後の検討課題である。 

ROS またはフリーラジカルが PC12 細胞の神経突起伸長誘導に関与するとの知見は少な

いが、スピントラップ剤である α-phenyl-N-tert-butylnitron (PBN) やクチナシの実などのイ

リドイド成分であるgenipinがNO産生誘導を介して神経突起伸長を促進すると報告されてい

る (70,71)。事実、NO 発生剤のみの添加よっても神経突起伸長誘導が見られ、この機序と

してNOによるサイクリックGMPの活性化とそれに続くERKの活性化が提唱されている (71)。

また、過酸化水素とスーパーオキシドラジカルを発生するキサンチン/キサンチンオキシダー

ゼ系により PC12 細胞の神経突起伸長が誘導されることも認められている (72)。さらには、

NGF による PC12 細胞の分化誘導にも ROS の関与が報告され、産生される ROS は過酸化

水素の可能性が高いとされている (73)。このようなフリーラジカルまたは ROS による神経突

起伸長誘導作用の有効用量範囲は狭く、過剰量になると細胞毒性が発揮され、時には細

胞死を招くことはよく知られているところである。 

PC12 細胞の分化を誘導する低分子化合物の報告は少なくないが、その中でその誘導機

序が明らかにされている例は少ない。それらの多くは上述の PBN や genipin、フラボノイドの

fisetin もそうであるが、アルテミシニンと同様に ERK 経路の活性化を誘導するものである 

(70,71,74)。 

アルテミシニンの PC12細胞における神経突起伸長誘導作用は細胞内のCa2+ のキレート

剤 BAPTA-AM、小胞体 Ca2+ チャネルのアンタゴニスト TMB-8 および CaMKII の阻害剤

KN-93 により有意に抑制されたことから、Ca2+ と CaMKII の関与が示唆された。アルテミシニ

ンまたはその誘導体処理による動物細胞内 Ca2+ レベルの増加は HT29 ヒト結腸がん細胞、

PC-14 ヒト肺がん細胞およびSPC-A-1 ヒト肺がん細胞などで認められている (58,75,76)。一

方、NGF処理による PC12 細胞内Ca2+ レベルの変動に関する報告は少なくほとんど見当た

らない。TMB-8 および KN-93 により ERK リン酸化が強く抑制されたことは、Ca2+ の増加と

CaMKII の活性化がアルテミシニンによる ERK 活性化の上流に存在することを示唆している。

このことは、細胞内Ca2+ レベルの上昇がPC12細胞のRas-ERKシグナリングを活性化させ、

神経突起伸長の誘導へと導くことを示唆した報告 (59,60) とも一致する。実際、ヒト結腸腺
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がん細胞および PC12 細胞などいくつかの系でCaMKII による ERK経路の活性化が観察さ

れている (77-79)。 

フリーラジカルや ROS をはじめストレスにより細胞内の p38 MAPK の活性化が誘導される

ことはよく知られた事実であるが、CaMKII と p38 MAPK 活性化との関係についてもいくつか

の系で証拠が示されている。Nguyen ら (80) は 牛動脈内皮細胞を過酸化水素で処理す

ると p38 MAPK 活性化が誘導されるが、CaMKII 特異的阻害ペプチドである AA281-309 遺

伝子の導入によりこの誘導が抑制されることを報告している。また、PC12 細胞をレチノイン酸

で処理すると、CaMKII の活性化を介して p38 MAPK 活性化が起こることおよび siRNA で

CaMKII をノックダウンすると p38 MAPK 活性化の誘導が抑制されることが Liu らにより示さ

れている (78)。さらに、Wang ら (81) は、ミツバチ毒の主要成分である melittin で処理した

HepG2 肝がん細胞では、CaMKII を介して MAP kinase kinase (MEKK) である TAK1 の活

性化、さらには p38 MAPK の活性化が誘導されると主張している。 

以上まとめると、アルテミシニンの神経突起伸長誘導作用メカニズムには ERK および p38 

MAPK の両 MAPKs と CREB の活性化の関与が示され、CREB の活性化はその大部分が

ERKを介するものであった。ERK活性化の上流にはアルテミシニンの分子内エンドぺルオキ

シドブリッジ構造からのフリーラジカルまたは ROS の産生、Ca2+ および CaMKII の関与が示

唆された。 
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総  括 

 

神経細胞の分化、再生および保護などの活性を持つ新たな化合物を探索することは、ア

ルツハイマー病、パーキンソン病などの神経変性疾患や脳虚血、脊髄損傷などの外傷誘因

性神経損傷の治療法の開発にとって重要である。神経突起伸長は神経細胞の成長、再生、

分化および神経損傷応答の開始段階である。NGF をはじめとするニューロトロフィンと総称

される NGF 相同性タンパク質は神経細胞の分化、成長、生存を促進する強力な神経栄養

因子であり、神経疾患に対するこれらの臨床応用には大きな期待が持たれた。しかしながら、

NGF は分子量が大きく極性が高いため血液脳関門を通過できない、疼痛などの副作用を

伴うなどの諸問題があり、その臨床応用は進展していない。これらの問題点を克服するため

の方法の一つとして、神経細胞の分化を促進する活性を持つ低分子の化合物を見つけるこ

とがあげられる。 

アルテミシニンは、キク科ヨモギ属の植物であるクソニンジン (Artemisia annua L） から分

離、抽出されたペルオキシド化合物であり、その誘導体と他の抗マラリア薬を用いる ACT 

(artemisinin-based combination therapy) はマラリアの治療法として世界標準となっている。

アルテミシニン類は比較的低毒性とみなされているが、高用量を使用すると神経毒性が現

れるとの副作用が報告されている。しかし、その発生機序の詳細は明らかではない。アルテ

ミシニン類の神経毒性作用のメカニズムを分子レベルで解明するために、著者は神経分化

の研究によく使われるモデル細胞のクロム親和性細胞腫 PC12 を用いて細胞生存率並びに

神経突起伸長に及ぼす影響を検討した。その過程で意外にも低濃度のアルテミシニンおよ

びその誘導体が神経突起伸長を誘導することが明らかとなった。臨床応用されている薬物

がこのような作用を示すことは大変興味深く、本作用の詳細と作用メカニズムの解明を目的

として研究し、以下のことを明らかにした。 

 

１．アルテミシニンは PC12 細胞の神経突起伸長を濃度依存的に誘導し、25 µg/mL でピ

ークを示した。 

２．アルテミシニンで処置した PC12 細胞で神経細胞特異的分子マーカーである

βIII-tubulin の発現が誘導された。 
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３．アルテミシニン誘導体のうち、アルテミシニンと同様にエンドペルオキシドブリッジ構造を

有するアルテスネイト、アルテメーターおよびジヒドロアルテミシニンは PC12 細胞の神

経突起伸長を誘導し、本構造をもたないデオキシアルテミシニンは無効であった。 

４．それらの中でアルテミシニンの神経突起伸長誘導作用が最も強かった。 

５．アルテミシニン処理により CREB が活性化（リン酸化）された。 

６．アルテミシニン処理により ERK 及び p38 MAPK が活性化（リン酸化）された。 

７．アルテミシニンによる CREB のリン酸化誘導は大部分が ERK の活性化に依存するも

のであり、p38 MAPK 活性化の寄与はほとんど認められなかった。 

８．アルテミシニンによる神経突起伸長の誘導は MEK 阻害剤および p38 MAPK 阻害剤

により強く抑制された。 

９．アルテミシニンによる神経突起伸長誘導がROS捕捉剤 (AA-2G および 還元型グルタ

チオン) により抑制された。 

10．アルテミシニンによる神経突起伸長誘導が細胞内 Ca2+ キレート剤 (BAPTA-AM)、小

胞体 Ca2+ チャネルアンタゴニスト (TMB-8) および CaMKII 阻害剤 (KN-93) により

抑制された。 

11．アルテミシニンによる ERK と CREB のリン酸化が TMB-8 および KN-93 により強く

抑制された。 

 

本研究で著者はアルテミシニンおよびその誘導体が PC12 細胞の神経突起伸長を誘導

することを初めて明らかにした。著者の実験結果から推測されるアルテミシニンの神経突起

伸長誘導作用メカニズムを図３にまとめた。アルテミシニンの神経突起伸長誘導作用メカニ

ズムにはERKおよび p38 MAPKの両MAPKs と CREBの活性化の関与が示され、CREBの

活性化はその大部分が ERK を介するものであった。ERK活性化の上流にはアルテミシニン

の分子内エンドぺルオキシドブリッジ構造からのフリーラジカルまたは ROS の産生、Ca2+ お

よび CaMKII の関与が示唆された。 

抗マラリア薬として広く臨床で用いられている低分子の薬物であるアルテミシニン誘導体

がこのような神経細胞分化を誘導することは非常に興味深いものであり、より低濃度で本作

用を発揮する誘導体の開発等神経変性疾患の治療薬へ向けて今後の更なる進展が期待さ
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れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ PC12 細胞におけるアルテミシニンの神経突起伸長誘導作用メカニズム 
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