
工学院大学研究報告 第117号　平成26年10月

論文要旨

はじめに
　がんは死因統計の上位を占める三大疾病の一つである
が，治療法の進歩により，近年は早期に発見し，早期に
治療すれば，治らない病気ではないともいわれる．しか
し，がん診断の補助としての腫瘍マーカーの多くは，早
期がんの検出感度が低いため，早期発見可能な腫瘍マー
カーの開発には大きな期待が持たれている．
　腫瘍マーカーとは，血中やその他の体液中でがんの進
行とともに増加する，がん組織，またはそれに反応した
生体が産生する代謝物である．これまで我々は，尿中に
排泄されるポリアミンの一種であるN1,N12－ジアセチル
スペルミン（DiAcSpm）が，がん患者特異的に上昇する
ことを発見し，新しい腫瘍マーカーとして研究を進めて
きた．DiAcSpmは大腸がん患者の尿検体を用いた初期
の研究により既存マーカーより早期がんの検出力が高い
ことが示され，有用なマーカーとして期待されている．
現在，DiAcSpm排泄量とがんの病態の関連に関する臨
床研究がかなり進展した一方，尿中のDiAcSpm上昇の
理由ははっきりしておらず，今後はその原因解明に関す
る基礎研究にも力を注ぐ必要がある．
　本論文では，第一の課題として，腫瘍マーカーとして
のDiAcSpmの普及と活用を目指し，簡単に扱える迅速
測定法の開発を行った．そして第二の課題として，尿中
DiAcSpm上昇の仕組みの解明にむけて，生体内のポリ
アミン動態を解析するための方法の開発に取り組んだ．
そして，ポリアミン動態の研究の中で求められる，ポリ
アミン代謝酵素の阻害剤の合成に挑戦した．

　本論文の第1章では，全体の序論として，DiAcSpm研
究の背景や歴史，腫瘍マーカーとしての位置づけ，本論
文の目的，内容や意義についてふれ，特に，臨床的有用
性がより効率的な測定法開発に支えられることを述べ
た．第2章では，DiAcSpmの高い早期がん検出能を生か
すために，イムノクロマトグラフィー法による尿中Di-

AcSpm簡易迅速測定系を構築した．第3章では，上記，
第二の課題への取り組みとして，同位体標識化合物と質
量分析装置を利用した，生体内のポリアミン成分の測定
とポリアミン代謝酵素の活性測定法の構築を行った．第
4章では，ポリアミン代謝酵素の一つ，スペルミンオキ
シダーゼ（SMO）の新規阻害剤の合成を行った．そして，
従来の阻害剤より格段に有効なSMO阻害剤を開発した．
最後に第5章では，本研究のまとめと今後の展望につい
て述べた．
　以下に，各章の要約を示す．

第 1章　序論

　1970年代に，尿中総ポリアミンががん患者で上昇す
ることが報告され，注目された．しかし，偽陽性および
偽陰性がともに多いことから腫瘍マーカーとしての信頼
は失われ，1990年にかけて臨床現場からは遠ざけられ
ていった．その趨勢の中で平松らは，HPLC法による，
尿中ポリアミン成分の詳細な分析を行い，1995年，が
んに特異的に上昇する成分DiAcSpmを見出した．平松
らはDiAcSpmの腫瘍マーカーとしての臨床応用を目指
して，抗原抗体反応を用いたELISA法を確立し，一度
に大量の検体を処理することを可能にした．この開発に
より，収集データの蓄積・解析が進み，DiAcSpmは大
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腸がん患者尿中において，既存マーカーより高い陽性率
を示す事，進行の比較的早い段階から上昇する事が明ら
かになり，大きな注目を集めた．現在では，臨床検査に
おける実用化のために，大量の検体をより正確に測定す
る方法として，病院などに導入されている生化学自動分
析装置での使用を目的とした金コロイド凝集法試薬が開
発されている．今回我々は，患者の近くで手軽に使える
簡便迅速な測定法として，イムノクロマトグラフィー法
の開発を行った．この測定法は，DiAcSpmの早期発見
能を活かし，潜在的ながん患者の拾い出しに有効な手段
となると考えられる．
　腫瘍マーカーとしての臨床研究とともに，尿中Di-

AcSpm上昇の仕組みについても研究が進められている．
最近の研究で，がん細胞がDiAcSpmを直接作り出して
いることが示唆されているが，そのメカニズムやがん化
との関連の解明にはまだ課題が多い．生体試料中のポリ
アミンの代謝物と酵素活性の解析を通じてこの問題を解
明することを最終目的とし，本研究ではその足掛かりと
なる測定法の構築に挑戦した．

第 2章　�イムノクロマトグラフィーによる簡易測定系

の開発1）

　がんの早期発見は困難である．多くの腫瘍マーカーが
早期がんに反応しにくいという大きな問題のほかに，偽
陽性，偽陰性の多い既存腫瘍マーカーへの信頼性の欠如
や，受診の手間や判定結果が出るまでの時間に関する不
満などと関連する患者の受診意識の低さもその一因とし
て無視できない．早期がんへの感度が比較的高く，既存
腫瘍マーカーより陽性率が高いDiAcSpmを，より患者
に近い場所で簡便に測定できる測定方法を構築する事が
できれば，この問題の解決に寄与できると考えられる．
そこで本章では，インフルエンザ検査薬としても用いら
れているイムノクロマトグラフィー法を利用したDi-

AcSpmの測定系の開発に取り組んだ．イムノクロマト
グラフィー法は抗原抗体反応を利用した測定法であり，
試料の添加（デバイスへの滴下）後，約15分で測定結
果が可視化される．本研究では，イムノクロマトグラ
フィーで使用する金コロイド標識抗体の作製条件の検討
や，測定条件などの検討を行い，DiAcSpm測定のため
のイムノクロマトグラフィーストリップを作製した．こ
のストリップでは，DiAcSpm標準液を用いた測定で10～
1000nMの間にカットオフ値を設定することができ，尿
検体を使用した判定では20～700nM濃度での範囲で判
定が可能になった．自動分析装置のような大型の測定機
器を必要としないこの簡易測定系は，金コロイド凝集法

試薬を補完する新たなDiAcSpm測定法を臨床検査の場
に提供するものということができる．

第 3章　�同位体標識基質を用いた質量分析法によるポ

リアミン代謝酵素活性測定法2）

　尿中DiAcSpmとがんの病態の関係は詳しく研究され
てきた．また最近，DiAcSpmが，がんの早期から腫瘍
組織中で上昇することも明らかになった．しかし，その
原因については不明の点が多い．生体内のDiAcSpmは
アセチル化酵素の働きで生成し，酸化酵素によって分解
されるため，これらの酵素活性とがんとの関係が考えら
れる．DiAcSpm代謝にかかわるポリアミン成分の存在
量と代謝酵素の活性値を測定し，DiAcSpm上昇機構の
解明への手掛かりとするために，新しい測定法の構築を
試みた．
　我々は，安定同位体標識ポリアミンと質量分析計を使
用した分析法を採用した．ポリアミン成分の存在量の測
定には，天然のポリアミンより質量数 3大きいポリアミ
ンをそれぞれ合成し，それらを内部標準物質として内在
量を定量する事にした．一方，酵素活性測定の際には，
安定同位体標識したポリアミンを基質とし，生成した標
識ポリアミンを測定した．この時，さらに質量数 3大き
いポリアミンを内部標準物質として使用することで，生
成物を定量した．安定同位体標識した基質は質量の違い
以外は本来の基質と同一構造であるため，正確な活性測
定が可能である．測定試料は事前にカラムにより固相抽
出を行い，誘導体化を行った後，インフュージョン測定
で行った．N1－アセチルポリアミンオキシダーゼ
（APAO），スペルミンオキシダーゼ（SMO），スペルミ
ジン /スペルミンN1－アセチルトランスフェラーゼ
（SSAT）のいずれについても酵素反応生成物は時間とと
もに直線的に増加し，測定誤差の少ない測定結果が得ら
れた．さらに，生体試料を想定した溶液中でも測定を行
い，同様の結果を得た．これにより，生体から抽出した
夾雑物の多い試料であっても正確な酵素活性値を求める
ことが可能になり，生体内のポリアミン代謝の解明に役
立つ，一つの手段が提供できたと考えられる．

第 4章　�スペルミンオキシダーゼ，N1－アセチルポリア

ミンオキシダーゼの活性部位に結合する不可

逆的な阻害剤の開発3）

　ポリアミン代謝酵素の一種であるSMOについては，
多くの研究者の努力にもかかわらず，有効な阻害剤が知
られていない．SMO活性の阻害には，一般的にAPAO

の阻害剤として開発されたMDL72527が用いられている
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が，SMO活性を完全に阻害するような阻害効果は得ら
れなかった．
　そこで，新たな SMO阻害剤の合成を試みた．高尾ら
は，SMOに様々なペンタミンを基質として反応させ，
その生成物の解析を行った際，スペルミジン（Spd）骨
格を好んで生成することを報告している．そこで，Spd

骨格を持った化合物にMDL72527が持つ修飾活性基を組
み合わせれば有効な化合物が作れるのではないかと考
え，合成を試みた．Spdは両末端にフリーのアミノ基を
持っているが，そのどちらか一方のアミノ基を2－プロ
ペニル基，2－プロピニル基，2,3－ブタジエニル基で修飾
した6種類の化合物を合成した．この化合物はSMOと
APAO活性を阻害した．特にN8－ブタジエニル Spdは
MDL72527より効果的にSMO活性を阻害することがで
きた．解析の結果，N1－とN8－ブタジエニルSpdは不可逆
的な阻害であり，APAOに対してはmechanism－based in-

hibition（suicide inhibition）である事がわかった．

第 5章　総合討論

　腫瘍マーカーの役割は幅広い．先に効率的な測定法の
開発が臨床的有用性の発見を支えていると述べたが，今
回DiAcSpmのイムノクロマトグラフィー法を構築し，
一般の医院や小規模の診療所など，患者のより近くで測
定が可能になった事の意義は大きい．この測定の普及に
より，さらに多くの情報が蓄積，解析され，新たな知見
が得られる事が期待される．
　一方で，生体内のポリアミンを分析できる新しい測定
法を構築した．DiAcSpm発見の報告以来，臨床研究の
報告は徐々に増えてきたが，生体材料を用いた解析を
行った基礎研究の報告は少ない．この研究の遅れには，
生体試料測定の難しさや選択的な阻害剤がなかった事も
一つの障害になっていた．しかし，これらの問題を解決
できたことで，今後は生体内でのポリアミンの動態の解
明が進み，がんとポリアミンの関係解明が進展すること
が期待される．

　以上，本研究においては，N1,N12－ジアセチルスペル
ミンおよびN1,N12－ジアセチルスペルミン代謝酵素系の
新規測定法開発を行った．これらの新たなツールを自ら
も活用し，基礎研究と臨床研究の橋渡しのために貢献し
たいと考えている．
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論文審査要旨

　腫瘍マーカーとは，血液や尿などの体液中でがんの進
行とともに増加する，がん組織，またはそれに反応した
生体が産生する代謝物である．本申請では，尿中に排泄
されるポリアミンの一種であるN1,N12－ジアセチルスペ
ルミン（DiAcSpm）を対象している．この代謝物は，が
ん患者特異的に上昇するので，新しい腫瘍マーカーとし
て研究が進められている．本論文では，2つの課題に取
り組んだ．第一の課題として，腫瘍マーカーとしての
DiAcSpmの普及と活用を目指し，簡単に扱える迅速測
定法の開発を行った．そして第二の課題として，尿中
DiAcSpm上昇の仕組みの解明にむけて，生体内のポリ
アミン動態を解析するための方法の開発に取り組んだ．
そして，ポリアミン動態の研究の中で求められる，ポリ
アミン代謝酵素の阻害剤の合成に挑戦した．
　全体の序論として第1章では，DiAcSpm研究の背景や
歴史，腫瘍マーカーとしての位置づけ，本論文の目的，
内容や意義についてふれ，特に，臨床的有用性がより効
率的な測定法開発に支えられることを述べた．すなわち，
高速液体クロマトグラフィー法，抗原抗体反応を用いた
ELISA法，金コロイド凝集法試薬をもちいた臨床検査の
生化学自動分析装置が開発されてきた．これらにより，
収集データの蓄積・解析が進み，DiAcSpmは大腸がん
患者尿中において，既存マーカーより高い陽性率を示す
事，進行の比較的早い段階から上昇する事が明らかにな
り，大きな注目を集めた．以上のような背景のもとに，
信頼性や患者の受診意識の低さなど腫瘍マーカーが抱え
る問題点への解決策として，患者の近くで手軽に使える
尿中DiAcSpmの簡便迅速な測定法の必要性を議論した．
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また，その尿中での上昇の仕組みやがん化との関連の解
明にはまだ課題が多く，生体試料中のポリアミンの代謝
物と酵素活性の測定法について検討した．
　第 2章では，早期がんへの感度が比較的高く，既存マー
カーより陽性率が高いDiAcSpmを，より患者に近い場
所で簡便に測定できる測定方法を構築するために，イム
ノクロマトグラフィー法を利用したDiAcSpmの測定系
の開発に取り組んだ．イムノクロマトグラフィー法は抗
原抗体反応を利用した測定法であり，試料の添加（デバ
イスへの滴下）後，約15分で測定結果が可視化される．
本研究では，イムノクロマトグラフィーで使用する金コ
ロイド標識抗体の作製条件の検討や，測定条件などの検
討を行い，DiAcSpm測定のためのイムノクロマトグラ
フィーストリップを作製した．このストリップでは，尿
検体を使用した判定では20～700nM濃度での範囲で判
定が可能になった．
　第3章では，上記の第二の課題への取り組みとして，
同位体標識化合物と質量分析計を利用した，生体内のポ
リアミン成分の測定とポリアミン代謝酵素の活性測定法
の構築を行った．安定同位体標識した基質は質量の違い
以外は本来の基質と同一構造であるため，正確な活性測
定が可能である．N1－アセチルポリアミンオキシダーゼ
（APAO），スペルミンオキシダーゼ（SMO），スペルミ
ジン /スペルミンN1－アセチルトランスフェラーゼ
（SSAT）のいずれについても酵素反応生成物は時間とと
もに直線的に増加し，測定誤差の少ない測定結果が得ら
れた．さらに，生体試料を想定した溶液中でも測定を行

い，同様の結果を得た．これにより，生体から抽出した
夾雑物の多い試料であっても正確な酵素活性値を求める
ことが可能になり，生体内のポリアミン代謝の解明に役
立つ，一つの手段が提供できたと考えられる．
　第4章では，ポリアミン代謝酵素の一つ，SMOの新規
阻害剤の合成を行った．SMO活性の阻害には，一般的
にAPAOの阻害剤として開発されたMDL72527が用いら
れているが，SMO活性を完全に阻害するような阻害効
果は得られなかった．SMOは，スペルミジン（Spd）骨
格との親和性があることが報告されていたので，Spd骨
格を持った化合物にMDL72527が持つ修飾活性基を組み
合わせた化合物の合成を試みた．6種類の化合物を合成
した中，N8－ブタジエニルSpdはMDL72527より効果的
にSMO活性を阻害することができた．解析の結果，N1－
とN8－ブタジエニルSpdは不可逆的な阻害であり，APAO

に対してはmechanism－based inhibition（suicide inhibi-

tion）である事がわかった．
　第5章では総括として，DiAcSpmのイムノクロマトグ
ラフィー法構築の意義，生体内のポリアミンを分析する
新しい測定法を構築と選択的阻害剤の開発でがんとポリ
アミンの関係の解明に進展が期待できることを述べてい
る．

　以上の研究は，工学領域から臨床検査学およびがんの
基礎医学への貢献としてすぐれた成果であると評価され
る．よって，本論文は，博士（工学）の学位請求論文と
して充分な価値があるものと認められる．


