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医療用漢方製剤のプロティンチロシンホスファターゼ
阻害活性に関する研究
医薬品分子設計学分野 小野田稔久
【序論】
糖尿病罹患者数は増加の一途を辿っており、糖尿病患者の約 95%を 2 型糖尿病が占めて
いる。現在臨床に使用されている 2 型糖尿病治療薬は副作用およびノンレスポンダーの存
在等の課題が残され、新しい治療薬は常に求められている。一方、148 処方(うち内服 147
種、外用剤 1 種を含む)の医療用漢方製剤が日本国民健康保険に適用されて、漢方医学の証
に基づき使用されている。代謝疾患をはじめ様々な疾患分野で臨床使用されており、これ
ら医療用漢方製剤が全人医療、医療費の削減および副作用の発症頻度が少ないなどの利点
から、その臨床利用が増えつつある。
我々は医療用漢方製剤の更なる有効利用を目指して、新規 2 型糖尿病治療薬創製の分子
標的であるプロティンチロシンホスファターゼ 1B(PTP1B)の阻害活性に着目した。PTP1B
はインスリンシグナル伝達経路の負の制御因子として機能し、新規 2 型糖尿病治療薬創製
の最も注目されている分子標的の一つである。現在、PTP1B 阻害薬は新規糖尿病治療薬と
して、臨床試験中の物があるが、まだ実用に至っていない。そこで、本研究では経口医療
用漢方製剤 147 処方について、網羅的な PTP1B 阻害活性評価、更に作用機序解析、活性成
分の解明および漢方医学的考察により、PTP1B 阻害活性を機序とした医療用漢方製剤の有
用性の解明を研究目的とした。
【本論】
1 医療用漢方製剤 147 処方の PTP1B 阻害活性評価
1) 医療用漢方製剤の PTP1B 阻害活性の一斉評価
PTP1B 阻 害 活 性 は 96-well plate に て 、

p-Nitrophenyl phosphate(p-NPP)を基質とし、
human recombinant PTP1B を酵素として用い、

Table 1 上位 5 処方の PTP1B 阻害活性
漢方名

IC50 (µUnit/mL)a)

大黄甘草湯

4.1 (± 0.08)

サンプル濃度は臨床投与量を考慮し、添付文書に

麻子仁丸

4.3 (± 0.05)

定めた 1 日投与量を 1 Unit (U)と定め、最終濃度

桃核承気湯

4.9 (± 0.05)

0.1mU/mL とした。経口医療用漢方製剤 147 処方

桂麻各半湯

6.3 (± 0.03)

に評価した結果、22 処方が PTP1B 活性を完全に

調胃承気湯

6.6 (± 0.09)

阻害した。これら処方はいずれも濃度依存的に

ursolic acid b)

PTP1B 活性を阻害し、大黄甘草湯、麻子仁丸、桃

a)±

405nm の吸光度の測定により行った。漢方製剤の

の PTP1B 阻害活性を in vitro アッセイで網羅的

核承気湯、桂麻各半湯、調胃承気湯に特に高い阻
害活性を示した(Table 1)。

4.3 (± 0.1) µM

SD, n = 3 b)positive control

2) 酵素反応速度論による阻害様式解析
酵素反応速度論より大黄甘草湯、麻子仁丸および桃核承気湯の PTP1B 阻害様式を検討し
た。各サンプル濃度および基質濃度を用いて反応速度を測定して作成した Lineweaver–
Burk plot より、大黄甘草湯と桃核承気湯は非競争型様、麻子仁丸は競争型様の阻害様式で
PTP1B を阻害することを明らかにした(Figure 1)。

Figure 1 Lineweaver–Burk plot
3) PTP 類に対する阻害選択性
PTP のアミノ酸配列の類似性は高いため、大黄甘草湯、麻子仁丸および桃核承気湯の酵
素阻害選択性は VHR、TC-PTP、SHP-1 および SHP-2 の 4 種の PTP を用いて検討した。
各漢方製剤は PTP1B を完全阻害した濃度において、VHR と TC-PTP に対しては中程度の
阻害活性を示したが、SHP-1 と SHP-2 に対しては弱い阻害活性しか認めなかった。
4) 細胞内インスリンシグナル伝達に対する作用
酵素阻害試験の結果に基づいて、大黄甘草湯、麻子仁丸、桃核承気湯、桂麻各半湯およ
び調胃承気湯について、細胞内インスリンシグナル伝達に対する作用を、Akt のリン酸化を
指標として評価した。Akt リン酸化活性は HepG2 細胞を用い、インスリン刺激 0 分と 5 分
後にウェスタンブロット法より測定した。各漢方製剤のサンプル濃度は細胞毒性を示さな
い最終濃度 50mU/mL を使用した。結果、5 処方の内、麻子仁丸のみ Akt リン酸化活性が
促進された(Figure 2)。

5) 漢方医学的考察

Figure 2 HepG2 細胞における Akt リン酸化活性

高い PTP1B 阻害活性を示した漢方製剤の多くは漢方医学の「気」症状を改善する承気湯
類に分類される。糖尿病は漢方医学的に「気滞」の状態であり、承気湯類は糖尿病の治療
に良い。高い PTP1B 阻害活性を示す 5 処方の内、4 処方は便秘に使われ、大黄甘草湯、桃
核承気湯および調胃承気湯は実証に使われることに対し、麻子仁丸は高齢者や虚証である
人に使われる。2 型糖尿病は中高年に多く発現し、中高年者は肉体的に虚証を呈することが
多いことを考慮すると、麻子仁丸は PTP1B 阻害剤として応用が期待出来る。

2 麻子仁丸の PTP1B 阻害活性成分解析
1) 活性成分の同定
麻子仁丸水抽出物を Diaion HP-20 カラムにて分画し、それぞれ PTP1B 活性を測定した
結果、メタノール溶出画分およびアセトン溶出画分は活性を示した。メタノール溶出画分
は逆相-分取 HPLC において、更に分画をし、最も活性を示した M13b を活性ピークとして
同定した(化合物 1)。一方、アセトン溶出画分は逆相-分取 HPLC にて分画を行ったところ、
A14 は最も高い PTP1B 阻害活性を示し、活性ピークとして同定した(化合物 2)。

Figure 3 分析 HPLC と PTP1B 阻害活性プロファイリング
活性ピークを指標として、麻子仁丸メタノール抽出物を用いて、各種カラムクロマトグ
ラフィーおよび HPLC により、活性化合物 1 と 2 を単離した。化学構造は NMR、MS な
どスペクトル解析を行った結果、化合物 1 は厚朴由来のネオリグナン成分 magnolol、2 は
大黄由来成分のアントラキノン成分 chrysophanol と同定した(Figure 4)。

Figure 4 活性化合物の化学構造

2) 活性化合物の PTP1B 阻害活性評価
化合物 1 と 2 は濃度阻害依存的に PTP1B を阻害し、IC50 はそれぞれ 24.6M および
12.3M であった。Lineweaver–Burk plot においては、化合物 1 は非競争型(Ki:52.6M)、
化合物 2 は競争型(Ki:13.3M)の阻害様式を示した(Figure 5)。

Figure 5 活性化合物の Lineweaver–Burk plot とセカンドプロット
一方、PTP1B の競争型阻害剤である化合物 2 について、PTP1B との結合様式を分子ド
ッキングシミュレーションにて検討した。化合物 2 は PTP1B の活性部位のアミノ酸残基
Tyr46、Asp48、Cys215、Ala 217 と Gln262 に対する安定な結合が認められ、酵素反応速
度論の結果を支持した。
一方、阻害選択性については、化合物 1 と 2 は PTP1B を完全阻害した濃度において、4
種の PTP (SHP-1、SHP-2、VHR および TC-PTP)に対して、何れも 40%未満の阻害率を示
し、高い PTP1B 特異性を示した。
さらに、化合物 1 と 2 は HepG2 細胞にお
いて、細胞毒性を示さない濃度で、共に Akt
リン酸化活性を促進し、細胞内インスリンシ
グナル伝達増強作用を認めた(Figure 6)。

Figure 6 化合物の Akt リン酸化活性

3 結論
本研究は経口医療用漢方製剤 147 処方の PTP1B 阻害活性を明らかにした。さらに詳細な
PTP1B 阻害活性評価、作用機序解析および漢方学的考察により、麻子仁丸が最も優れた結
果を示した。一方、麻子仁丸の PTP1B 阻害活性成分は厚朴由来の magnolol と大黄由来の
chrysophanol であると明らかにした。これら知見に基づき、PTP1B 阻害作用を機序とした
医療用漢方製剤麻子仁丸の 2 型糖尿病への臨床応用、およびその活性成分 magnolol と
chrysophanol をリード化合物とした新規 PTP1B 阻害薬創製への新たな展開が期待される。
【対象論文】
Onoda T, Li W, Higai K, Koike K. Evaluation of 147 Kampo Prescriptions as novel protein tyrosine
phosphatase 1B (PTP1B) inhibitory agents. BMC Complement. Altern. Med., 2014, 14 (64), 1-8.
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