
JP 6009498 B2 2016.10.19

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式：
【化１】
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で示される化合物を活性成分として含む、γセクレターゼ阻害組成物。
【請求項２】
　アルツハイマー病の発症抑制のための、請求項１に記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、γセクレターゼ阻害、特にアルツハイマー病の処置および／または予防に有
用な物質、当該物質を含む、γセクレターゼの阻害またはアルツハイマー病の処置および
／もしくは予防用の組成物、剤、食品、飲料および食品／飲料添加剤を提供する。
【背景技術】
【０００２】
　超高齢化社会に突入しつつある我が国では、アルツハイマー病に代表される認知症を患
う患者の急激な増加が予想される。しかしながら、現在、有効な治療法が無いため、患者
のみならず患者の家族を救う手段が無い。今十分な対応策を講じなければ、来るべき医療
費と人的負担の膨大な増加は、我が国の存亡をも左右しかねない事態になる。一方、この
状況は多くの先進国にも当てはまり、アルツハイマー病に対する有効な治療法の開発は、
先進国に共通する重要課題である。特に世界でもっとも顕著な高齢化社会を迎えつつある
我が国にとって、この分野の研究の推進ほど、緊急かつ重要な科学政策は無いとさえいえ
る。
【０００３】
　アルツハイマー病の病因の最も上流に位置すると考えられているのが老人斑の主要構成
成分であるＡβの産生である。Ａβは、その前駆体蛋白質であるＡＰＰ(ａｍｙｌｏｉｄ
　ｐｒｅｃｕｒｓｏｒ　ｐｒｏｔｅｉｎ)の膜貫通近傍部分からβセクレターゼとγセク
レターゼの２つの蛋白質プロセシング酵素の働きで切り出される。遺伝性アルツハイマー
病では、ほとんどの症例でＡβ（特にＡβ４２）の産生亢進が観察され、アルツハイマー
病の発症には、γセクレターゼによるＡβのＡＰＰからの切り出しが重要な役割を有する
と考えられている。したがって、アルツハイマー病の処置および／または予防用の薬物を
得るために、γセクレターゼ阻害活性についてスクリーニングすることが行われており、
そのようなスクリーニングによって、いくつかの化合物が、実際にγセクレターゼ阻害剤
として同定されている。しかし、多くのγセクレターゼ阻害剤は、同時にＮｏｔｃｈシグ
ナリングを抑制し、したがって副作用を惹起することも知られている。
【０００４】
　現在、アルツハイマー病の処置および／または予防に有用な物質として、ドネペジル塩
酸塩（商品名：アリセプト、エーザイ）、リバスチグミン（商品名：イクセロン、ノバル
ティス）、メマンチン塩酸塩（商品名：メマリー、第一三共）およびガランタミン臭化水
素酸塩（商品名：レミニール、ヤンセンファーマ）が存在するが、効果が高く、少ない副
作用で長期投与が可能なアルツハイマー病の処置および／または予防薬は今もなお必要と
されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そこで本発明は、γセクレターゼ阻害剤、特に少ない副作用で長期投与が可能なアルツ
ハイマー病の処置および／または予防に有用な物質を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、まず、アルツハイマー病発症の最初のイベントであるＡβの産生を担う
γセクレターゼの活性を簡単に評価するアッセイ系を構築した。次に、このアッセイ系を
用いて漢方薬の原料等として使用されている約１６００種類の植物のエキスをスクリーン
グし、γセクレターゼの阻害活性をもつ数種類のエキスを同定した。その内の１つ、ヒシ
ュカに含まれるγセクレターゼの阻害成分を精製し、その分子量と構造を決定した。
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【０００７】
　同定されたγセクレターゼ阻害剤は、式（Ｉ）：
【化１】

の構造を有するｇａｒｃｉｎｉｅｌｌｉｐｔｏｎｅ　ＨＣであった。
【０００８】
　したがって本発明は、第一の態様において、ヒシュカ、カンジュウ、ライコウトウ、フ
ンボウイ、クジン、クレンピ、カダンリュウおよびハクシュウの各植物エキスのうち、少
なくとも１種以上、とりわけヒシュカ、カンジュウまたはライコウトウのエキス、特にヒ
シュカのエキスを含む、γセクレターゼ阻害、特にアルツハイマー病の処置および／もし
くは予防用の組成物、剤、食品、飲料または食品／飲料添加剤を提供する。
【０００９】
　別の態様において、本発明は、式（Ｉ）：

【化２】

の化合物を含む、γセクレターゼ阻害、特にアルツハイマー病の処置および／もしくは予
防用の組成物、剤、食品、飲料または食品／飲料添加剤を提供する。
【００１０】
　別の態様において、本発明は、対象におけるγセクレターゼの阻害またはアルツハイマ
ー病の処置および／もしくは予防方法であって、当該対象に治療上有効量のヒシュカ、カ
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ンジュウ、ライコウトウ、フンボウイ、クジン、クレンピ、カダンリュウおよびハクシュ
ウの各植物エキスのうち、少なくとも１種以上、とりわけヒシュカ、カンジュウまたはラ
イコウトウ、特にヒシュカのエキス、あるいは式（Ｉ）：
【化３】

の化合物を投与することを含む方法を提供する。
【発明の効果】
【００１１】
　アルツハイマー病に対する薬物治療・予防においては、かなりの長期間に渡って薬物投
与を行う必要が想定される。したがって、いかに副作用の少ない治療薬を提供できるかが
極めて重要となる。このような少ない副作用という点で、漢方薬に代表される植物エキス
は、数百年から千年を超えてヒトに使われており、大幅に摂取量を間違わない限り安全で
あることが実証されており、有益である。アルツハイマー病は、食生活の欧米化と長寿に
よって顕在化してきた病気であり、実際、古来の中国での経験則からは、アルツハイマー
病の治療・予防効果がある漢方薬という記載は無い。しかしながら、本発明者らは、漢方
薬に代表される植物エキスにアルツハイマー病に対する有効な成分を含むものが存在する
ことを見出した。とりわけ本発明の漢方薬のエキスは、γセクレターゼの活性を阻害する
ことによって、アルツハイマー病の病因の最も上流に位置するＡβ（Ａβ４０および／ま
たはＡβ４２）の産生を減少させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】レポーターアッセイの概略を示す。
【図２】８つの生薬エキスのγセクレターゼ阻害活性を示す。コントロールにはＤＭＳＯ
を用いた。
【図３】ＥＬＩＳＡ法によるＡβ４０の産生量の測定結果を示す。ポジティブコントロー
ルにはＤＡＰＴ（０，３０，１００ｎＭ）を用いた。
【図４】ＥＬＩＳＡ法によるＡβ４２の産生量の測定結果を示す。ポジティブコントロー
ルにはＤＡＰＴ（０，３０，１００ｎＭ）を用いた。
【図５】モリスの水迷路試験-Iの結果を示す。
【図６】モリスの水迷路試験-IIの結果を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明は、第一の態様において、ヒシュカ、カンジュウ、ライコウトウ、フンボウイ、
クジン、クレンピ、カダンリュウおよびハクシュウの各植物エキスのうち、少なくとも１
種以上、とりわけヒシュカ、カンジュウまたはライコウトウ、特にヒシュカのエキスを含
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む、γセクレターゼ阻害、特にアルツハイマー病の処置および／もしくは予防用の組成物
、剤、食品、飲料または食品／飲料添加剤を提供する。
【００１４】
　ヒシュカは植物名ホップであり、特にその雌花序をエキスの原料として用いる。ヒシュ
カのエキス、特にヒシュカの雌花序エキスは、市販されているものであってもよい（例え
ば製造元：栄進商事、品番：Ｇ６０）。
　カンジュウは植物名オシダ（ゼンマイ）であり、特にその根茎をエキスの原料として用
いる。オシダのエキス、特にオシダの根茎エキスは、市販されているものであってもよい
（例えば製造元：栄進商事、品番：Ａ５０）。
　ライコウトウは植物名クロヅルであり、特にその根、葉および花をエキスの原料として
用いる。ライコウトウのエキス、特にライコウトウの根、葉または花エキスは、市販され
ているものであってもよい（例えば製造元：栄進商事、品番：Ｈ３４）。
　フンボウイは植物名シマハスノハカズラであり、特にその蔓性の根茎および茎をエキス
の原料として用いる。フンボウイのエキス、特にフンボウイの根茎または茎エキスは、市
販されているものであってもよい（例えば製造元：栄進商事、品番：Ａ２７）。
【００１５】
　クジンは植物名クララであり、特にその根をエキスの原料として用いる。クジンのエキ
ス、特にクジンの根エキスは、市販されているものであってもよい（例えば製造元：栄進
商事、品番：Ａ２）。
　クレンピは植物名センダンであり、特にその樹皮および根皮をエキスの原料として用い
る。クレンピのエキス、特にクレンピの樹皮または根皮エキスは、市販されているもので
あってもよい（例えば製造元：栄進商事、品番：Ｃ１５）。
　カダンリュウは植物名オキナワクジャクシダであり、特にその全草または根茎をエキス
の原料として用いる。カダンリュウのエキス、特にカダンリュウの全草または根茎エキス
は、市販されているものであってもよい（例えば製造元：栄進商事、品番：Ｈ２２）。
　ハクシュウは植物名ダイコンゴヒショウであり、特にその根をエキスの原料として用い
る。ハクシュウのエキス、特にハクシュウの根エキスは、市販されているものであっても
よい（例えば製造元：栄進商事、品番：Ａ３）。
【００１６】
　本発明において、「エキス」は、原料植物を水、アルコール等の溶媒で抽出した抽出液
、抽出液を濃縮したもの、抽出液を完全に乾燥させて固体もしくは半固体としたもの、抽
出液、濃縮液もしくは乾燥物を水、アルコール、糖等の希釈媒で希釈したもののいずれか
またはいずれをも意味する。抽出は、製剤学または食品工学の分野において通常用いられ
る方法によって行うことができる。上記エキスは、原料植物を溶媒で抽出した粗抽出物で
あってもよいし、粗抽出物を常法により精製することで得られる抽出物画分であってもよ
い。また、抽出に使用する溶媒としては、例えば、水、エタノール（例えば濃度７０容積
％以上）、メタノール（例えば濃度７０容積％以上）、ヘキサン（例えば濃度９０容積％
以上）、クロロホルム（例えば濃度９０容積％以上）またはそれらの混合物などを挙げる
ことができ、特にエタノールまたはメタノールが好ましい。
【００１７】
　エキスを製造するにあたり、原料植物は、生の状態であってもよいし、乾燥品や粗乾燥
品であってもよいが、γセクレターゼの阻害活性を有する成分を効率的に抽出するという
観点から、原料植物を常法により粉砕してから抽出することが好ましい。なお、乾燥品ま
たは粗乾燥品を原料植物として使用する場合には、乾燥品または粗乾燥品を水に戻してか
ら粉砕し、その後凍結乾燥して再度粉砕した素材を抽出に使用することが好ましい。
【００１８】
　第一の態様における本発明の組成物、剤、食品、飲料または食品／飲料添加剤は、前記
した植物の各エキスのうち、１種のみ含むものであってもよいし、２種以上、例えば２種
、３種またはそれ以上含むものであってもよい。また、本発明の組成物、剤、食品、飲料
または食品／飲料添加剤は、γセクレターゼの阻害活性を有する他の材料（前記した植物
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【００１９】
　本発明の組成物、剤、食品、飲料または食品／飲料添加剤は、各植物エキスを、それぞ
れの全体質量に対して０．０１～９９質量％、好ましくは０．１～８０質量％、さらに好
ましくは０．２～５０質量％の範囲内で含んでいてよい。本発明の組成物、剤、食品、飲
料または食品／飲料添加剤において、各植物エキスの１日の摂取量が体重１ｋｇ当たり１
～３２０ｍｇ（エキス質量（例えば製造元栄進商事の各植物エキスの質量を意味する。以
下同じ。））となるように設定することが好ましく、４～１６０ｍｇ（エキス質量）とな
るように設定することがより好ましく、８～８０ｍｇ（エキス質量）となるように添加量
を設定することがさらに好ましい。
【００２０】
　別の態様において、本発明は、式（Ｉ）：
【化４】

の化合物を有効成分として含む、γセクレターゼ阻害、特にアルツハイマー病の処置およ
び／もしくは予防用の組成物、剤、食品、飲料または食品／飲料添加剤を提供する。この
態様において、有効成分の含有量は、γセクレターゼの阻害活性を失わない範囲であれば
よく、具体的には０．０１～９９質量％であり、好ましくは０．１～８０質量％、さらに
好ましくは０．２～５０質量％である。
【００２１】
　本発明において、「式（Ｉ）：
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【化５】

の化合物」についての一般的な情報は、Ｐｈｙｔｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　６９，２００８
，２２５－２３３に記載されている。この文献を参照により本明細書に引用する。本発明
の式（Ｉ）の化合物は、全合成、半合成または生物資源からの単離精製によって得ること
ができる。例えば当該化合物は、ヒシュカのエキスから、例えば実施例に記載のとおりに
、単離精製して得ることができる。
【００２２】
　本発明において、「組成物」は、目的に応じて様々な態様で使用することができる。例
えば、飲食用、医薬用などとして安全かつ有効に使用することができる。また、組成物は
飲食用、医薬用のほか、例えば、いわゆる医薬部外品としても使用することができる。具
体的には、例えば、軟膏、リニメント剤、エアゾール剤、クリーム、石鹸、洗顔料、全身
洗浄料、化粧水、ローション、入浴剤などに添加して、局所的に使用することができる。
【００２３】
　なお、組成物には、必要に応じて、添加物を添加することができる。添加物としては、
例えば、賦形剤、崩壊剤、崩壊補助剤、滑沢剤、結合剤、コーティング 剤、着色剤、基
剤、酸化防止剤、溶解剤、溶解補助剤、ｐＨ調節剤、安定化剤、粘着剤などを挙げること
ができる。また、組成物には、有機物または無機物の担体を使用することができる。担体
としては、例えば、乳糖、澱粉、油脂などを挙げることができる。
【００２４】
　本発明において、「剤」は、典型的には薬剤を意味する。薬剤は、錠剤、カプセル剤、
顆粒剤、散剤、経口液剤、シロップ剤、経口ゼリー剤、注射剤、エキス剤、丸剤、チンキ
剤等であってよいが、これらに限定されない。
【００２５】
　本発明において、「薬剤」は、製剤学分野において通常用いられる賦形剤または担体を
含んでいてよい。また「薬剤」は、薬学的に許容される添加剤、例えば着色剤、安定化剤
、抗酸化剤、防腐剤、pH調節剤、等張化剤、溶解補助剤、風味剤、滑沢剤、コーティング
剤等を含んでいてもよい。このような薬剤の製造方法は、意図する剤形に応じて、製剤学
分野における当業者が適宜選択し、容易に実施できる。
【００２６】
　本発明において、「食品」は、動物、特にヒトが食するものであれば特にその範囲が限
定されず、例えばゼリー、ガム、飴等を含む。
　本発明において、「飲料」は、動物、特にヒトが飲用するものであれば特にその範囲が
限定されず、例えば水、茶、栄養補助飲料、アルコール飲料等を含む。
　本発明において、「食品／飲料添加剤」は、それのみを喫食することを意図しないが、
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食品または飲料と共に喫食されるものを意味し、例えば調味料等を含む。
　本発明の「食品」、「飲料」および「食品／飲料添加剤」は、食品工学の分野において
通常用いられる成分を含んでいてよく、またその分野における当業者が通常実施するとお
りに製造することができる。
【００２７】
　前記した植物のエキスまたは式（Ｉ）の化合物を食品または飲料中に含ませることによ
って、例えば、保健機能食品（特定保健用食品、栄養機能食品）、機能性食品、栄養補助
食品とすることができる。具体的には、例えば、澱粉質食品、練り製品、菓子類、冷菓類
、飲料、調味料、サプリメント、その他の加工食品などに植物のエキスまたは式（Ｉ）の
化合物を添加することができる。
【００２８】
　本発明において、「γセクレターゼの阻害」は、γセクレターゼ活性を測定したとき、
例えば下記実施例に記載のγセクレターゼ阻害アッセイ系を用いて活性を測定したとき、
ポジティブコントロール、例えばＤＭＳＯ水溶液と比して有意に、例えば約５％以上、好
ましくは約１０％以上、より好ましくは約２０％以上、さらに好ましくは約３０％以上、
最も好ましくは約４０％以上γセクレターゼ活性を低下させることを意味する。
【００２９】
　本発明において、「アルツハイマー病の処置」は、病理学的または臨床症状的観点にお
ける、アルツハイマー病またはアルツハイマー型認知症の治療、進行の停止もしくは遅延
または症状の軽減を意味する。
　本発明において、「アルツハイマー病の予防」は、アルツハイマー病またはアルツハイ
マー型認知症の発症の予防を意味する。
【００３０】
　本発明において、「対象」は、アルツハイマー病を患っているかまたは患い得る動物、
例えばヒトを含む哺乳類を意味する。
　本発明において、「治療上有効量」は、アルツハイマー病の処置および／または予防に
有効な量を意味し、具体的な量は、様々な要因、例えば、用いる具体的なエキス、患者の
性別、体重、年齢、さらに、患者の一般的な健康状態、疾患の程度、剤形、投与経路、投
与回数などの種々の条件に応じて適宜設定することができる。例えば、γセクレターゼ阻
害剤の１日の投与量は、体重１ｋｇ当たり１０～６４０ｍｇ（エキス質量）となるように
設定することが好ましく、２０～４８０ｍｇ（エキス質量）となるように設定することが
より好ましく、４０～３２０ｍｇ（エキス質量）となるように設定することがさらに好ま
しい。なお、投与は１日数回に分けてすることができ、１回の投与で使用される薬剤中に
含まれる組成物の含有量は、投与回数にあわせて適宜調整することができる。
【実施例】
【００３１】
γセクレターゼ活性測定アッセイ
　Ａβの前駆体であるＡＰＰのＣ－末部位に酵母の転写因子であるＧＡＬ４のＤＮＡ結合
領域と単純ヘルペスウイルスの転写活性化領域を融合したＧＡＬ４－ＶＰ１６（Ｇ４Ｖ１
６）を付加した蛋白質（ＡＰＰ－Ｇ４Ｖ１６）を発現させるベクターを構築した。このＧ
ＡＬ４－ＶＰ１６は、転写研究領域で汎用されている強力な転写因子で、その活性は、プ
ロモーター領域にＧＡＬ４認識配列（ＵＡＳ）を４個挿入したルシフェラーゼのレポータ
ー（ＴＫ　４ｘ（ＵＡＳ）ＬＵＣ）で測定することができる。このＡＰＰ－Ｇ４Ｖ１６と
ＴＫ　４ｘ（ＵＡＳ）ＬＵＣを培養細胞にトランスフェクションし、２４時間後に細胞を
回収し、その抽出液のルシフェラーゼ活性を測定した。このルシフェラーゼ活性は、既存
のγセクレターゼの阻害剤であるＤＡＰＴを添加することで減少したので、γセクレター
ゼによって膜に存在するＡＰＰ－Ｇ４Ｖ１６が切断された結果、Ｇ４Ｖ１６が核に移行し
てレポーターの転写を活性化していることが確認できた。従って、このアッセイ（以下レ
ポーターアッセイ）を用いることで、γセクレターゼに対する阻害活性をルシフェラーゼ
の活性を指標に評価することが可能となった。レポーターアッセイの概略を図１に示す。
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【００３２】
γセクレターゼ阻害活性を持つ漢方薬エキスのスクリーニング
　上記レポーターアッセイを用いて、現在ヒトに対して使用されている漢方薬の原材料と
なっている約１６００種類の植物エキスに対して、それらのエキスがγセクレターゼの阻
害活性を含んでいるかどうかを検証した。このアッセイでは、非特異的な転写抑制作用が
擬陽性になるため、サイトメガロウイルス（ＣＭＶ）のプロモーターでβガラクトシダー
ゼ（βｇａｌ）を発現させるプラスミッド（ｐＣＭＶ－βｇａｌ）を同時にトランスフェ
クションし、βｇａｌ　活性に変化を与えずルシフェラーゼ活性を低下させるものをポジ
ティブと判定した。このスクリーニングによって、ヒシュカと他に幾つかの漢方薬エキス
がルシフェラーゼ活性の特異的な低下を示した。結果を図２に示す。有意差検定は、ｓｔ
ｕｄｅｎｔ’ｓ　ｔ－ｔｅｓｔで行った。
【００３３】
ＥＬＩＳＡ法によるＡβ４０およびＡβ４２の産生量の測定
　スクリーニングした漢方薬エキスが実際にγセクレターゼの阻害活性があることを下記
ＥＬＩＳＡ法によって確認した。
　方法：家族性アルツハイマー病で同定されたＬｏｎｄｏｎ変異（Ｖ７１７Ｆ）をもつ変
異ＡＰＰを発現させるベクターとβｇａｌを発現させるベクターをＨＥＫ２９３Ａ細胞に
トランスフェクションし、２４時間後に、エキスを培地に投与した。さらに２４時間後、
βｇａｌの活性の定量とＡβ４０およびＡβ４２の産生量の定量を、ＷＡＫＯ　ｈｕｍａ
ｎβ　ａｍｉｌｏｉｄ　ＥＬＩＳＡキットを用いて行った。トランスフェクション効率を
補正するため、Ａβ４０およびＡβ４２の産生量は、βｇａｌの活性で補正した。γセク
レターゼ阻害のポジティブコントロールには、既知のβセクレターゼ阻害剤であるＤＡＰ
Ｔを用いた。また、βｇａｌを発現させるベクターのみをトランスフェクションし変異Ａ
ＰＰを発現させていない時（mock）のＡβ４０およびＡβ４２の産生量も測定し、βｇａ
ｌの活性で補正した。結果を図３および４に示す。有意差検定は、ｓｔｕｄｅｎｔ’ｓ　
ｔ－ｔｅｓｔで行った。
【００３４】
ヒシュカ由来γセクレターゼ阻害物質の精製と構造決定
　ヒシュカエキスをＢｌｉｇｈ　Ｄｙｅｒ法により水溶性、脂溶性の２層に分離した後、
レポーターアッセイによりエキス中のγセクレターゼ阻害活性が脂溶性分画に移行してい
ることを確認した。続いて、この脂溶性分画をＳｉｌｉｃａ　Ｃａｒｔｒｉｄｇｅｓを使
用した固相抽出により３分画に分離した。用いた溶媒は（１）ヘキサン：クロロホルム＝
５０：５０、（２）クロロホルム：メタノール＝９９：１、（３）１００％メタノールで
、レポーターアッセイによりγセクレターゼ阻害活性が、（２）クロロホルム：メタノー
ル＝９９：１分画に移行していることを確認した。
　次に、（２）の分画を５ＣＮ－ＭＳ順相カラムにより、ヘキサン：クロロホルム＝５０
：５０の溶媒からスタートし、毎分１％ずつメタノール濃度を上昇させるプロトコールで
ＨＰＬＣを実施した。結果、５分～７分の分画に活性成分が溶出していることを確認した
。さらに、この順相ＨＰＬＣで得た分画を５Ｃ１８－ＡＲ－IIカラム、及びπ－ＮＡＰカ
ラムにより逆相ＨＰＬＣを行うことでさらに分離した。アセトニトリル：水＝８０：２０
からスタートし、毎分アセトニトリル濃度を１％ずつ上昇させるプロトコールで行い、こ
れら２種類のカラムで合計３回（５Ｃ１８－ＡＲ－IIカラムで１回とπ－ＮＡＰカラムで
２回）の逆相ＨＰＬＣを行うことで、活性成分をシングルピークになるまで精製すること
に成功した。
　一連の実験を８ｍｇのエキスからスタートすることで、約２０μｇの精製物を得ること
ができた。このサイクルを約１００回繰り返し、最終的に２ｍｇの極めて純度の高い化合
物を得た。質量分析によりこの化合物の分子量は４１６であり、下記核磁気共鳴（ＮＭＲ
）により、構造を式：
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【化６】

と決定した。
【００３５】
ＮＭＲ方法
　1H NMRはJEOL社JNM-LA 500 (500 MHz)により重クロロホルムを溶媒に用いて測定した。
残存CHCl3 (δ = 7.27 ppm)を内部標準物質として化学シフトを報告した。
13C NMRはJEOL社JNM-LA 500 (125 MHz)により重クロロホルムを溶媒に用いて測定した。
重クロロホルム(δ = 77.0 ppm)を内部標準物質として化学シフトを報告した。
各種二次元NMR (COSY, HMQC, HMBC, NOESY)は重クロロホルムを溶媒にしてJNM-LA 500 (5
00 MHz)により測定した。
ＮＭＲ測定値
　1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 4.81-4.76 (m, 3H), 3.64 (m, 1H), 2.93 (dd, J = 14.4
, 10.9 Hz, 1H), 2.82 (dd, J = 14.4, 8.0 Hz, 1H), 2.70-2.59 (m, 4H), 1.57 (s, 6H)
, 1.52 (s, 6H), 1.30 (s, 3H), 1.24 (s, 3H), 1.23 (d, J = 6.3Hz, 3H), 1.21 (d, J 
= 6.9Hz, 3H); 13C NMR (125MHz, CDCl3) δ 204.8, 202.3, 199.3, 158.1, 135.2, 135.
0, 118.1, 117.7, 108.9, 102.3, 92.5, 72.0, 61.8, 39.2, 37.4, 34.9, 26.5, 25.8, 2
5.7, 25.1, 24.3, 20.1, 18.8, 17.9, 17.7; HRMS (FAB) C25H37O5 [(M+H)

+]の計算値 41
7.2641、実測値417.2632.
【００３６】
家族性アルツハイマー病の原因遺伝子を導入したトランスジェニックマウスの作製
　神経特異的エノラーゼ(ｎｅｕｒｏｎ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｅｎｏｌａｓｅ：ＮＳＥ)遺
伝子のプロモーターの支配下に家族性アルツハイマー病で同定されたＬｏｎｄｏｎ変異(
Ｖ７１７Ｆ)をもつ変異ＡＰＰを発現させるトランスジーンをマウスの受精卵にインジェ
クションをおこない、トランスジェニックマウスを得た。
【００３７】
モリスの水迷路試験-I
　それぞれ２ヶ月齢および６ヶ月齢のトランスジェニック（ＴＧ）マウスおよび野生型（
ＷＴ）マウスを用いて、モリスの水迷路試験を行った。試験１日目～５日目まで１日３回
ずつ、白濁させたプールでマウスを泳がせ、プラットホームへたどり着くまでの時間を測
定した。このモリスの水迷路試験の結果は平均値と標準誤差(ＳＥＭ)で示した（図５）。
たどりつくまでの時間の測定は、６０秒を最大として、それ以上の測定は行っていない。
それぞれのマウスには、６週齢より水またはヒシュカエキス０．２％を含む水を自由に飲
ませた。群間で飲水量に有意差はなく、一日あたり約５ｍｌであった。また、群間で体重
の変化にも有意な差はなかった。ＷＴマウスでは、２ヶ月齢および６ヶ月齢のいずれであ
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した時間は５日間の間で短縮され、また２ヶ月齢のＴＧマウスでも短縮されたが、６ヶ月
齢のＴＧマウスでは、ヒシュカエキスを摂取しなかった群では、プラットホームにたどり
つくまでに要した時間は５日間の間で短縮されず、ヒシュカエキスを摂取した群では、時
間が短縮され、５日目にｓｔｕｄｅｎｔ’ｓ　ｔ－ｔｅｓｔで差が見られた（Ｐ＜０．１
）。
【００３８】
モリスの水迷路試験-II
　上記と同様、６週齢より水またはヒシュカエキス０．２％を含む水を自由に飲ませたト
ランスジェニック（ＴＧ）マウスに対して、９ヶ月齢で、初めてモリスの水迷路試験を行
った。上記と同様、試験１日目～５日目まで１日３回ずつ、白濁させたプールでマウスを
泳がせ、プラットホームへたどり着くまでの時間を測定した。このモリスの水迷路試験の
結果は平均値と標準誤差(ＳＥＭ)で示した（図６）。この試験では、マウスは初めてモリ
スの水迷路試験を経験するため、過去の経験・記憶の影響を一切受けない状態での現在の
記憶・学習能力を反映している。また、この実験では、水槽の回りの模様に異なる色を付
け、マウスが水槽内での自分の位置をより確認し易くした。９ヶ月齢のＴＧマウスでは、
ヒシュカエキスを摂取しなかった群では、プラットホームにたどりつくまでに要した時間
は５日間の全てで６０秒以上を要し、全く短縮されなかった。一方、ヒシュカエキスを摂
取した群では、日を追うごとに時間が短縮され、３～５日にわたりｓｔｕｄｅｎｔ’ｓ　
ｔ－ｔｅｓｔで有意な差が見られた（Ｐ＜０．０５及びＰ＜０．０１）。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】



(13) JP 6009498 B2 2016.10.19

10

20

30

フロントページの続き

(72)発明者  兼森　祥子
            京都府京都市左京区吉田近衛町　国立大学法人京都大学大学院生命科学研究科内
(72)発明者  坂本　めぐみ
            京都府京都市左京区吉田近衛町　国立大学法人京都大学大学院生命科学研究科内
(72)発明者  竹本　佳司
            京都府京都市左京区吉田下阿達町４６－２９　国立大学法人京都大学大学院薬学研究科内
(72)発明者  塚野　千尋
            京都府京都市左京区吉田下阿達町４６－２９　国立大学法人京都大学大学院薬学研究科内

    審査官  平林　由利子

(56)参考文献  特開平０７－２８５８５６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－１３２６６２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２９２７２９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２０１０－５３６７７２（ＪＰ，Ａ）　　　
              高知工業高等専門学校学術紀要, 2009, vol.54, p.45-54
              American Society of Brewing Chemists, 2007, 65(2), p.116-121
              油化学, 1993, 42(12), p.1003-6
              医学のあゆみ, 2010, 232(6), p.698-704
              Phytochemistry，２００８年，69(1)，225-233
              J Agric Food Chem.，２００９年１０月１４日，57(19)，8782-8787
              McCarty, Mark F.，Toward prevention of Alzheimers disease - potential nutraceutical st
              rategies for suppressing the pro，Medical Hypotheses，２００６年，67(4)，p.682-697

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｋ　　３１／００－３３／４４　　　
              Ａ６１Ｋ　　３６／００－３６／９０６８　　　　
              ＪＳＴＰｌｕｓ／ＪＭＥＤＰｌｕｓ／ＪＳＴ７５８０（ＪＤｒｅａｍＩＩＩ）
              ＣＡｐｌｕｓ／ＭＥＤＬＩＮＥ／ＥＭＢＡＳＥ／ＢＩＯＳＩＳ（ＳＴＮ）
              　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

