
1 
 

令和元年度 実用化研究報告 

「新規 V-1/CP 複合体を標的としたアルツハイマー病・ 

パーキンソン病根本治療の創薬研究とその事業化検証」 

東北大学 大学院薬学研究科 薬理学分野 

准教授 川畑 伊知郎 

１．研究概要 

  高齢化社会を迎え、アルツハイマー病やパーキンソン病に代表される認知・運動疾患の

増加が深刻な社会問題である。これらの神経変性疾患の根本治療薬はいまだ開発されてお

らず、また発症前の早期に診断できる技術が存在しないため、臨床症状が認められ重篤化し

てから治療を開始せざるを得ない問題点がある。そこで本研究課題では、神経変性疾患の新

たな根本治療薬、根本予防薬の創薬基盤を創出し、実際に候補化合物をスクリーニング、同

定・合成すること、そして発症前に根本治療、根本予防を可能とするため早期に診断可能な

技術基盤を創出することを目的とした。 

 本研究課題では、神経機能を強力に活性化する新規機能タンパク質複合体の新たな生理

機能を見出し、剖検脳解析から同複合体が実際のパーキンソン病患者脳や加齢により減少、

ドパミン量低下やミトコンドリア減少に関与することを明らかにした。また同複合体の活

性化作用を持つ新規リード化合物の創出に成功し、認知・運動疾患への根本治療応用が可能

となった。さらに、神経毒依存的な変性過程における同複合体の消失が、脂肪酸結合タンパ

ク質（FABP）依存的であることを見出し、神経変性の新たな分子メカニズムが明らかとなっ

た。また FABP を標的とした V-1/CP 複合体保護作用および抗神経変性作用を持つ新規リガ

ンドのスクリーニング、および合成系の確立に成功した。また治療効果の有効性を事前に遺

伝子解析により予知可能な解析系を確立した。これらの成果から、新規創薬シーズの開発、

および実用展開にむけた技術基盤の確立を達成することができた。 

 

２．新たな迅速スクリーニング解析系の確立と解析応用 

 はじめに、V-1/CP 複合体の生理的を明らかにするため、実際のパーキンソン病および加

齢における同複合体形成の変化について免疫組織化学的に解析を行った。その結果、同複合

体はパーキンソン病および加齢に伴い、複合体が消失することを明らかにした（図１）。そ

こで本研究では、まったく新しい創薬ターゲットによるアルツハイマー型およびパーキン

ソン病の予防薬と根本治療薬の創薬基盤を確立し、治療薬となる化合物の創出とその薬理
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作用の解明、および治療効果と安全性を検証することを目的とした。さらに、実際に新たな

リード化合物を創出することで、事業化に向けた合成が可能か検証を行った。 

 本研究課題の実施における既知の技術的問題点として、V-1/CP 複合体の活性化を解析す

る際、細胞・組織標本を可溶化または固定し生化学的・免疫細胞化学的に解析、可視化を行

う必要があった。そこで私たちは、同複合体の形成を生細胞で可視化可能な解析系を樹立し

た。C57BL6 マウス初代培養ドパミン神経細胞を調製し、パーキンソン病モデル作製に多用

される神経毒、N-Methyl-4-phenylpyridinium Iodide (MPP+)または 6-hydroxydopamine（6-

OHDA）処置における V-1/CP 複合体の形成変化を検討した結果、同複合体形成を示す活性が

消失した。また既知の報告の通り、ミトコンドリア活性の低下および活性酸素種の産生が促

進された。 

 

図１ パーキンソン病ヒト剖検脳における疾患の進行依存的なチロシン水酸化酵素の消失

および V-1/CP 複合体の減少。チロシン水酸化酵素はドパミン生合成に必須である律速酵素

である。** p < 0.01, **** p < 0.0001 vs. control (CNT, 健常者). 剖検脳ご提供：長

谷川一子先生（国立病院機構相模原病院 神経難病研究室室長） 

 

３．脂肪酸結合タンパク質を標的とした V-1/CP 複合体の新規保護機構 

 そこで、同複合体が神経変性過程で解離する分子機構を明らかにするため、その上流に存

在するシグナルカスケードを検討した。これまでの解析から NMDA 受容体、ニコチン性アセ
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チルコリン受容体が関与することを明らかにしたが、神経変性過程における上流カスケー

ドは不明であった。脳炎症に関与することが知られる脂肪酸結合タンパク質 FABP3 のノッ

クアウトマウスを用いた初代培養ドパミン神経を調製し、同複合体の形成活性を検討した

結果、MPP+処置群においても活性低下が認められなかった。さらに FABP3ノックアウトマウ

ス由来神経細胞は、パーキンソン病やレビー小体型認知症の原因タンパク質として知らせ

るαシヌクレインの細胞内取込みが行われないことが明らかとなった（図２）。さらに FABP3

ノックアウトマウス由来神経細胞では N-Methyl-MPP+処置によるミトコンドリア活性の低下、

活性酸素種の産生、さらに神経突起消失が顕著に抑制され、神経変性における新たな分子メ

カニズムが明らかとなった。これらの研究成果から、未知であった神経変性過程による V-

1/CP 複合体の消失が FABP依存的であることが明らかとなり、新たな創薬標的を見出すこと

に成功した。 

 

図２ 野生型 C57BL6 マウスおよび FABP3-/-マウス由来初代培養ドパミン神経細胞にお

ける免疫細胞化学的解析。（A）レビー小体型認知症やパーキンソン病の原因物質である

αシヌクレインは脂肪酸結合たんぱく質 FABP3依存的であった。（B）A の定量解析結果。

**** p < 0.0001 vs. WT（野生型）。（C）神経毒 MPP+による神経変性作用は FABP3 ノッ

クアウトマウス由来神経細胞において認められなかった。（D）FABP3 非存在下ではαシ

ヌクレインの細胞内線維化が認められなかった。 
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４．ドパミン生合成の律速酵素であるチロシン水酸化酵素への保護効果 

 さらに３で得られた研究成果をもとに、V-1/CP 複合体カスケードを活性化する新規リー

ド化合物、および FABP3 を標的とした化合物群のスクリーニングを行った結果、リード化合

物 A および FABP リガンドにより、神経変性過程における V-1/CP 複合体の消失抑制効果を

見出した（図３）。これまでに私たちはドパミンの律速酵素であるチロシン水酸化酵素が、

そのリン酸化亢進により分解されるメカニズムを明らかにした。また本研究では、凝集した

線維型αシヌクレインがチロシン水酸化酵素のリン酸化を亢進し、分解を促進する神経変

性機構の一端を見出した。さらに FABPリガンドは、初代培養神経における細胞内αシヌク

レインの凝集・線維化を抑制し、チロシン水酸化酵素のリン酸化亢進および分解促進から保

護することを明らかにした。また新規化合物群は脳移行性を示し、パーキンソン病モデルマ

ウスにおけるチロシン水酸化酵素の遺伝子発現とドパミン量の回復作用、および安全性が

確認された。 

 

図３ 新たにスクリーニングされた V-1/CP 複合体の活性化化合物 A および FABP リガンド

B。両化合物ともに神経毒 MPP+による神経変性作用の阻害作用が認められ、MPP+による複合

体解離の抑制効果は FABPリガンドの方がより強力であった。* p < 0.05, **** p < 0.0001 

vs. control; $$$$ vs. MPP+ (-).  

 

５．遺伝子解析による治療有効性の検討と診断技術開発 

一方、V-1/CP 遺伝子、ドパミン生合成に必須であるチロシン水酸化酵素、およびチロシ

ン水酸化酵素のドパミン生合成に必須である補酵素テトラヒドロビオプテインの律速酵素、

GTPシクロヒドロキシラーゼ１の遺伝子解析を行い、治療効果の有効性について検討を行っ

た。タンパク質をコードするエクソン領域に加え、遺伝子発現制御に必須となる新たな遺伝
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子領域の解析を行った。その結果、現在までの解析においては V-1/CP 遺伝子、およびチロ

シン水酸化酵素遺伝子の変異は認められなかったが、GTP シクロヒドロキシラーゼ１のエク

ソン領域、および遺伝子発現制御領域において、新たな変異が見出された。また、変異は母

由来または父由来の片側アレルで認められ、V-1/CP 複合体カスケードを標的とするドパミ

ン関連遺伝子の発現促進、および FABPリガンドによる同複合体の保護作用による遺伝子発

現低下の回復効果が期待された。これらの成果から、遺伝子解析による治療有効性の解析と

その技術基盤の確立を達成することができた（図４）。 

 

図４ 本研究課題およびこれまでの研究から明らかとなった新たな神経保護、神経変性シ

グナルカスケードと、新規創薬ターゲットの模式図。 

 

６．総括と今後の展望 

 本研究では、これまでにない全く新しい創薬標的、および予防・治療薬による、神経変性

疾患へのアプローチにより、神経変性を根本から抑制可能である化合物の創出に成功した。

また、これら治療薬候補の有効性について、遺伝子解析により期待できる薬効を予測可能な

技術基盤を確立した。 

 今後は、疾患の原因となる病因物質の新たな伝播機構を明らかにし、V-1/CP 複合体をは
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じめとする機能タンパク質を保護、神経変性疾患を根本的に予防可能な治療薬の開発を引

き続き展開する。さらに遺伝子解析と並行し、疾患が重篤化する前、さらには発症する前に

疾患を識別・予測し、個別化医療による早期治療を可能とする早期診断技術の開発を推進し

ていく予定である。 
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