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【序論】
Na+/glucose transporter gene family に属する SLC5A8 は当初、大腸癌において癌抑制遺伝子として
同定された膜タンパク質の一つである 1)。その後、我々の研究により、SLC5A8 は Na＋との共輸送でピル
ビン酸や乳酸などのケトン体や短鎖脂肪酸 2)，水溶性ビタミンであるニコチン酸など生体にとって重要な
モノカルボン酸化合物

3,4)を数多く輸送していることが明らかにされた。この輸送分子機構の特徴から

SLC5A8 は SMCT1 (Sodium-coupled monocarboxylate transporter 1) と命名された 2,5)。SMCT1 は大腸
の上皮細胞や、腎尿細管刷子縁膜といった吸収や排泄に関わる組織に発現し、生体の機能維持に重要なモ
ノカルボン酸を吸収し効率よく体内に貯留する役割を担っている 4-5)。また、SMCT1 は基質認識において
カルボキシル基を必須とする一方で、基質となる化合物の母核構造に対する認識についてはある程度の寛
容性を有するため、SMCT1 はブロードな基質認識を行っている。医薬品にもモノカルボン酸化合物は数
多く存在しており、SMCT1 はこれらモノカルボン酸化合物の体内動態の変動を引き起こす、薬物相互作
用を考える上で重要な輸送担体の一つであると考えられる。従って、生理的
にも薬物動態学的にも SMCT1 は重要な輸送担体の一つであり、その基質
認識機構の解明は重要な意義を持つ 6)。
発表者は、本博士課程において、腎毒性を引き起こすフェノキシ酢酸系除
草剤の 2,4-dichlorophenoxy acetic acid (2,4-D) (図 1)をモデル化合物として新た

図 1 2,4-D 構造

な SMCT1 の基質認識機構、および生理的意義の解明を目的として研究を行っ

式

た。まず、2,4-D の母核構造となるフェノキシ酢酸 (PA)誘導体を用いて、SMCT1 の基質認識機構の詳細
な解明を行った。これにより、SMCT1 の新たな基質認識性の法則と SMCT1 を介した腎臓での再吸収機
構が腎毒性に寄与することを明らかにした 7)。そして、この基質認識機構の解明から SMCT1 の多彩な輸
送能力を明らかにし、新たな生理的意義を見出したので報告する 10)。
【結果および考察】
１ SMCT1 を介した 2,4-D の基質認識機構の解明および SMCT1 を介した 2,4-D 輸送の腎毒性への関与 7)
hSMCT1 アフリカツメガエル卵
母細胞発現系を用いて、2,4-D を
含む様々なモノカルボン酸が
hSMCT1 により輸送されるかどうか
を検討した（図 2）。hSMCT1 発現
卵母細胞は、顕著な 2,4-D 取り込

図 2 hSMCT1 発現卵母細胞への取り込み

みを示し、この取り込みは Na+存在下のみで認められた。 また、
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SMCT1 の基質とされるモノカルボン酸の pyroglutamate、nicotinate、pyruvate、lactate、benzoate についても 2,4-D
と同様に取り込みを認めた。これより 2,4-D の卵母細胞への取り込みは hSMCT1 を介した Na+依存的な取り込み
であることが示された。SMCT1 は基質の輸送に伴い、2 個以上の Na+を共輸送する起電性輸送担体である。この
性質を利用して 2,4-D 輸送に伴う誘起電流から hSMCT1 を介した 2,4-D の取り込み速度を求め、2,4-D 輸送
の速度論的解析を行った。2,4-D による誘起電流は基質濃度の増大に伴いミカエリス-メンテン型の飽和性を示し、
そのミカエリス定数は約 153 μM と算出された。更に、2,4-D 取り込み速度の Na+濃度依存性を検討し、Na+と基質
の化学量論比を求めた。Hill プロットから得られた Hill 係数より、化学量論比は Na+ : 基質= 2 : 1 と求められ、
2,4-D の輸送機構はこれまで報告されているモノカルボン酸と同様であると推察された。2,4-D は腎臓に
蓄積し腎毒性を引き起こす農薬の一つである。SMCT1 を介した 2,4-D 輸送が腎臓への濃縮に寄与してい
るかを明らかにするために、ウサギ腎刷子縁膜ベシクル（brush border membrane vesicles：BBMVs）を用いて
Smct1 の Na+依存性取り込み活性を算出した(図 3)。Smct1 の基質
とされるモノカルボン酸と同様に 2,4-D も BBMVs への Na+依存
性取り込みを認めた。この Na+依存性取り込みは 2,4-D の濃度増
加に伴う飽和性、および Smct1 の阻害剤である ibuprofen で顕著
に阻害されることが示された。これより、腎尿細管刷子縁膜に局在
する Smct1 を介して 2,4-D が再吸収され尿細管上皮細胞に蓄積す
ることで腎毒性が引き起こされる毒性メカニズムが示唆され
た。一方、2,4-D の輸送能力は、他に比べて大きく低下してい

図 3 ウサギ腎 BBMVs への Na+依存性取り込み

る。このことは、Smct1 以外に関与する新規輸送担体の可能

活性

性を示唆しており、輸送機構の詳細については佐々木らにより検討している 8)。

2 SMCT1 の基質認識性の法則 7) 9)
我々は、2,4-D が SMCT1 を介して輸送されること V を明ら
かにした。さらに SMCT1 の詳細な基質認識性を検討するため
に、2,4-D の母核構造のフェノキシ酢酸(PA)を基本骨格とする様々
な 2,4-D 誘導体について SMCT1 を介した輸送活性を hSMCT1
アフリカツメガエル卵母細胞発現系で検証した(図 4)。その結果、
2-methyl-4-chloro-phenoxyacetic acid（MCPA）
、及び 4chloro-phenoxyacetic acid（4-CPA）が hSMCT1 を介した
内向きの輸送電流を誘起し、輸送活性、および hSMCT1

図 4 hSMCT1 を介した 2,4-D 誘導体輸送活性

への親和性の大きさは 2,4-D > 4-CPA > MCPA の順番であった。一方、基本骨格である PA や 2 位、あ
るいは 3 位の Cl 置換体（2-CPA, 3-CPA）
、2,3-D、2,5-D、3,4-D は hSMCT1 により全く輸送されなかっ
た。これら 2,4-D 誘導体による輸送活性の違いから、PA 骨格のベンゼン環 4 位に位置する Cl 原子が
SMCT1 の分子輸送に必須な役割を果たし、2 位の Cl 原子は基質親和性の増大に寄与することが明らか
になった。一方、2,4,5-TCPA は、hSMCT1 を介した輸送活性を示さなかったことより、SMCT1 におけ
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る基質結合ポケットはある程度の厳密性を有したものであるこ
とが推察された。これら基質認識性に関する法則を推察するた
めに基質の物性の一つである表面電荷の計算を行った(図 5)。そ
して、2 つの Cl 原子はどちらも正電荷を帯びたσホールを形成
していることが明らかになった。この新たな基質認識性の法則
から SMCT1 は正電荷を有するモノカルボン酸（双極性化合
物、アミノ酸）を認識する能力を有する可能性が示唆された。一

図 5 CAM-B3LYP/def2QZVP により算出した
2,4-D 表面電荷（矢印:正電荷のσホール）

方、基質結合ポケットについての詳細は、実際の SMCT1
の結晶構造解析に基づいて行う必要があり、今後の進展が望まれる。

3 SMCT1 が有する双極性化合物（アミノ酸）輸送能力 10)
SMCT1 の新たな基質認識性の法則として、正電荷
を有するモノカルボン酸（双極性化合物、アミノ酸）を
認識することが示唆された。そこで、中性アミノ酸輸送
系 の 基 質 で あ る cycloleucine (cLeu) 、 2-aminoisobutyric acid(AIB）が輸送されるか hSMCT1 アフリカ
ツメガエル卵母細胞発現系を用いて輸送活性を誘起
電流から検討した。その結果、cLeu や AIB も著しい
Na+依存性の内向き輸送電流が誘起され、hSMCT1 を介

図 6 hSMCT1 を介した cLeu 取り込みの速度論的解析

して輸送されることが明らかになった。そして、cLeu 輸送の速度論的解析より、輸送活性はミカエリス-メンテン型の
飽和性を示し、ミカエリス定数は約 11.9 mM、Na+と cLeu の化学量論比は Hill 係数より他のモノカルボン酸輸送の
化学量論比同様、少なくとも 2 分子の Na＋が共輸送されていることが示唆された(図 6)。更に、様々な環状アミノ酸
誘導体を用いて hSMCT1 の基質認識性に関する構造活性相関を検討した（図 7）。 hSMCT1 は cLeu、AIB だけ
でなく大きさの異なる環状アミノ酸誘導体も輸送することが明らかになった。その輸送活性の大きさは、環状側鎖
の炭素数が C3≻C4≻C5≻C6 の順番で高い値を示した。このことは、SMCT1 はある程度嵩高い構造を持つアミノ酸
誘導体を認識する寛容性を持ち、その立体配置も厳密に認識し輸送していることが示唆された。様々な L-アミノ酸
の輸送活性についても検討を行った(図 8)。中性アミノ酸の L-Cys が最も高い輸送活性を示し、続いて L-Met>LAla> L-Gln, L-Val > L-Ser > L-Ile の順番であった。一方、Gly や酸性アミノ酸、塩基性アミノ酸の輸送活性はほと
んど認めなかった。これら hSMCT1 のアミノ酸に対する基質特異性より低親和性の A-system 輸送担体として機能
していると推察された。また、中性の含硫アミノ酸である L-Cys、L-Met が高い輸送活性を示したことから、S 原子に
よる親和性増大の関与が考えられた。このアミノ酸輸送活性は SMCT1 の阻害剤である ibuprofen で顕著に阻害さ
れたことから、SMCT1 はアミノ酸を認識し輸送することができる能力を有していることが新たに明らかになった。
SMCT1 の腎臓における新たな生理的意義として生体内にとって重要なモノカルボン酸だけでなく、アミノ酸まで
幅広く認識する再吸収機構が推察された。
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図 8 hSMCT1 を介した L-アミノ酸輸送活性

図 7 hSMCT1 を介した環状アミノ酸誘導体輸送活性

【結論】
SMCT1 の基質認識機構の解明を研究目的として、以下のことを明らかにした。
・腎臓の尿細管刷子縁膜に局在する SMCT1 が、モノカルボン酸化合物として分類されるフェノキシ酢
酸系除草剤の 2,4-D の腎毒性に関与することを明らかにした。
・SMCT1 の新たな輸送基質として双極性化合物のアミノ酸を輸送することが出来ることを見出した。
・SMCT1 の多彩な輸送能力は、生理的、薬物動態学的にも重要な輸送担体の一つである可能性が示唆
された。
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論文審査結果の要旨
「Na /モノカルボン酸共輸送担体(SLC5A8,SMCT1)の新たな基質認識機構および生理的意義
の解明」と題する杉尾和昭氏の審査論文は、腎毒性を引き起こすフェノキシ酢酸系除草剤
+

の 2,4-dichlorophenoxy acetic acid (2,4-D)をモデル化合物として用い、SMCT1 の新たな
基質認識機構、および腎臓における生理的意義の解明を行った研究である。Na+/glucose
transporter gene family に属する SLC5A8 は、Na＋との共輸送系の一つであり、ピルビ
ン酸や乳酸などのケトン体や短鎖脂肪酸、水溶性ビタミンであるニコチン酸など生体にと
って重要なモノカルボン酸化合物を数多く輸送していることから、SLC5A8 は SMCT1
(Sodium-coupled monocarboxylate transporter 1) と命名されている。現在、SMCT1 の
生理的意義は大腸の上皮細胞や、腎尿細管刷子縁膜といった吸収や排泄に関わる組織に発
現し、生体の機能維持に重要なモノカルボン酸を吸収し効率よく体内に貯留する役割を担
うと考えられている。
本審査論文において、杉尾氏は、以下に示す３つの事柄を明らかにした。(1)除草剤 2,4-D
は、SMCT1 の典型的な輸送機質であり、糸球体ろ過された 2,4-D が SMCT1 を介した再
吸収機構が腎毒性に寄与することを解明、（2）2,4-D の母核構造となるフェノキシ酢酸
(PA)の様々な誘導体を用いて、SMCT1 の基質認識機構に関する新たな基質認識の法則性
を解明、更に(3) SMCT1 の多彩な輸送能力を明らかにし、新たな生理的意義を解明した、
３つの研究成果からなる。
第一の研究成果：SMCT1 を介した 2,4-D の基質認識機構の解明および SMCT1 を介した 2,4-D
輸送の腎毒性への関与
hSMCT1 アフリカツメガエル卵母細胞発現系を用いて、速度論的取り込み、及び、電気生理学
的手法を用いて SMCT1 を介した 2,4-D 輸送機構の解明を行った。SMCT1 発現卵母細胞は、顕
著な Na+依存性、2,4-D 取り込みを示した。 SMCT1 が起電性輸送担体であることを利用して
2,4-D 輸送に伴う誘起電流から SMCT1 を介した 2,4-D の取り込み速度を求め、2,4-D 輸送の
速度論的解析を行った。2,4-D による誘起電流は基質濃度の増大に伴いミカエリス-メンテン型の
飽和性を示し、そのミカエリス定数は約 153 μM と算出された。更に、2,4-D 取り込み速度の Na+濃
度依存性を検討し、Na+と基質の化学量論比を求めた。Hill プロットから得られた Hill 係数より、化
学量論比は Na+ : 基質= 2 : 1 と求められ、2,4-D の輸送機構はこれまで報告されているモ
ノカルボン酸と同様であることを明らかにした。一方、2,4-D は腎臓に蓄積し腎毒性を引
き起こす農薬の一つである。SMCT1 を介した 2,4-D 輸送が腎臓への濃縮に寄与している
かを明らかにするために、ウサギ腎刷子縁膜ベシクル（brush border membrane vesicle：BBMV）
を用いて SMCT1 の Na+依存性取り込み活性を算出した。SMCT1 の基質とされるモノカル
ボン酸と同様に 2,4-D も BBMV への Na+依存性取り込みを認めた。これより、腎尿細管
刷子縁膜に局在する SMCT1 を介して 2,4-D が再吸収され尿細管上皮細胞に蓄積すること
で腎毒性が引き起こされる毒性メカニズムが明らかにされた。
第二の研究成果：SMCT1 の基質認識に関する新たな法則性
我々は、2,4-D が SMCT1 を介して輸送されることを明らかにした。さらに SMCT1 の
詳細な基質認識性を検討するために、2,4-D の母核構造のフェノキシ酢酸(PA)を基本骨格とす
る様々な 2,4-D 誘導体について SMCT1 を介した輸送活性を hSMCT1 アフリカツメガエル卵母

細胞発現系で検証した。その結果、2-methyl-4-chloro-phenoxyacetic acid（MCPA）、及び
4-chloro-phenoxyacetic acid（4-CPA）が hSMCT1 を介した内向きの輸送電流を誘起し、
輸送活性、および SMCT1 への親和性の大きさは 2,4-D > 4-CPA > MCPA の順番であった。
一方、基本骨格である PA や 2 位、あるいは 3 位の Cl 置換体（2-CPA, 3-CPA）、2,3-D、
2,5-D、3,4-D は SMCT1 により全く輸送されなかった。これら 2,4-D 誘導体による輸送活
性の違いから、PA 骨格のベンゼン環 4 位に位置する Cl 原子が SMCT1 の分子輸送に必須
な役割を果たし、2 位の Cl 原子は基質親和性の増大に寄与することが明らかになった。一
方、2,4,5-TCPA は、SMCT1 を介した輸送活性を示さなかったことより、SMCT1 におけ
る基質結合ポケットはある程度の厳密性を有したものであることが推察された。これら基
質認識性に関する法則を推察するために基質の物性の一つである表面電荷の計算を行った。
そして、2 つの Cl 原子はどちらも正電荷を帯びたσホールを形成していることが明らかに
なった。
第三の研究成果：SMCT1 が有する双極性化合物（アミノ酸）輸送能力
SMCT1 の新たな基質認識性の法則として、正電荷を有するモノカルボン酸（双極性化合物、ア
ミノ酸）を認識することが示唆された。そこで、中性アミノ酸輸送系の基質である cycloleucine
(cLeu)、2-amino-isobutyric acid(AIB）が輸送されるか hSMCT1 アフリカツメガエル卵母細胞発現
系を用いて輸送活性を誘起電流から検討した。その結果、cLeu や AIB も著しい Na+依存性の
内向き輸送電流が誘起され、SMCT1 を介して輸送されることが明らかになった。そして、cLeu 輸
送の速度論的解析より、輸送活性はミカエリス-メンテン型の飽和性を示し、ミカエリス定数は約
11.9 mM、Na+と cLeu の化学量論比は Hill 係数より他のモノカルボン酸輸送の化学量論比同様、
少なくとも 2 分子の Na＋が共輸送されていることが示唆された。更に、様々な環状アミノ酸誘導体
を用いて SMCT1 の基質認識性に関する構造活性相関を検討した。 SMCT1 は cLeu、AIB だけ
でなく大きさの異なる環状アミノ酸誘導体も輸送することが明らかになった。その輸送活性の大き
さは、環状側鎖の炭素数が C3≻C4≻C5≻C6 の順番で高い値を示した。このことは、SMCT1 はある
程度嵩高い構造を持つアミノ酸誘導体を認識する寛容性を持ち、その立体配置も厳密に認識し
輸送していることが示唆された。様々な L-アミノ酸の輸送活性についても検討を行った。中性アミ
ノ酸の L-Cys が最も高い輸送活性を示し、続いて L-Met>L-Ala> L-Gln, L-Val > L-Ser > L-Ile の
順番であった。一方、Gly や酸性アミノ酸、塩基性アミノ酸の輸送活性はほとんど認めなかった。こ
れら SMCT1 のアミノ酸に対する基質特異性より低親和性の A-system 輸送担体として機能してい
ると推察された。SMCT1 の腎臓における新たな生理的意義として生体内にとって重要なモノカル
ボン酸だけでなく、中性アミノ酸まで幅広く認識する再吸収機構が推察された。
以上、杉尾氏が本審査論文においては、明らかにした、3 つの研究成果、腎臓の尿細管刷子
縁膜に局在する SMCT1 が、モノカルボン酸化合物として分類されるフェノキシ酢酸系除
草剤 2,4-D の腎毒性に関与することを明らかにしたこと、SMCT1 の新たな輸送基質とし
て双極性化合物の中性アミノ酸を輸送すること、SMCT1 の多彩な輸送能力が恒常性の維
持、薬物動態に重要な役割を果たしている輸送担体の一つであることを明らかにしたこと
である。

これら杉尾氏の一連の研究結果の一部は学術論文としてまとめられ、掲載済みである。本研究
において、明らかにした SMCT1 の基質認識の法則性、新たな輸送基質の同定、腎臓における
生理的意義の解明は、SMCT1 が関わる腎臓の機能解明の進展の一助となるものである。今後、
SMCT1 の詳細な基質認識機構の解明を行い、新たな内因性基質の探索および腎臓における生
理的意義の解明を目指して、継続研究する予定である。
従って、杉尾和昭氏の審査論文は博士（薬学）の学位を授与するに充分値すると判断した。
平成 31 年 2 月 20 日
宮内 正二
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