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Parkinson disease is one of the most common neurodegenerative disorders and is characterized by the selective loss

of dopaminergic neurons in the substantia nigra. Although a decrease in proteasome activity has been found in patients

with sporadic Parkinson disease, the relationship between the ubiquitin-proteasome system and dopaminergic neuronal

death remains to be elucidated. Here, we review a mechanism in which proteasome inhibition provides dopaminergic

neuroprotection from oxidative stress. Treatment with lactacystin, a proteasome inhibitor, signiˆcantly suppressed 6-

hydroxydopamine (6-OHDA)-induced toxicity and oxidative stress in PC12 cells. In addition, lactacystin enhanced

glutathione synthesis via elevation of g-glutamylcysteine synthetase (g-GCS) mRNA levels. Expression of antioxidant

enzymes, such as g-GCS and hemeoxygenase-1 (HO-1), is regulated by the nuclear factor-erythroid 2-related factor 2

(Nrf2)-antioxidant response element (ARE) pathway. Lactacystin induced Nrf2 accumulation and increased ARE ac-

tivity. In mesencephalic cultures, lactacystin-induced upregulation of HO-1 in astrocytes contributed to dopaminergic

neuroprotection against 6-OHDA-induced toxicity. These data suggest that proteasome inhibition provides cytoprotec-

tion against oxidative stress by activating the Nrf2-ARE pathway. Subsequently, we attempted to identify a novel Nrf2-

ARE activator in dietary fruits and vegetables. Using bioactivity-guided fractionation, we identiˆed 2′,3′-dihydroxy-4′,6′

-dimethoxychalcone (DDC) from green perilla leaves as the activator responsible for the increased activation of the

ARE pathway. DDC upregulated g-GCS and HO-1 and protected PC12 cells against 6-OHDA-induced toxicity. In con-

clusion, the activation of the Nrf2-ARE pathway may be an eŠective means to prevent dopaminergic neuronal death in

patients with Parkinson disease.
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1. はじめに

パーキンソン病は中脳黒質線条体ドパミンニ

ューロンの変性・脱落を特徴とし，線条体ドパミン

量の低下に起因する錐体外路症状を示す神経変性疾

患である．パーキンソン病患者の剖検脳において，

残存するドパミンニューロン内に Lewy 小体と呼ば

れるユビキチン陽性の細胞質封入体が観察される．

ユビキチンは特定のタンパク質に結合し，タンパク

質分解酵素であるプロテアソームに認識される目印

となる．このターゲット特異的な細胞内タンパク質

分解機構であるユビキチンプロテアソームシステ

ム（UPS）は，ミスフォールドしたタンパク質の

分解に重要な役割を担っていることから，パーキン

ソン病の病態形成にタンパク質品質管理障害の関与

が推定されている．遺伝性パーキンソン病の原因遺

伝子である PARK2 がユビキチンリガーゼ E3 であ

る parkin，PARK5 は脱ユビキチン化酵素である

UCH-L1 である．さらに，孤発性パーキンソン病

患者の剖検脳において，プロテアソーム活性が 30

40％程度低下していること1)やプロテアソームの a

サブユニットが減少していること2)が報告され，近

年，パーキンソン病における UPS の役割は大きな

関心を集めてきた．ただし，UPS の基質となるタ
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ンパク質は，ミスフォールドしたタンパク質だけで

なく，転写因子やシグナル伝達タンパク質も含まれ

る．

UPS の機能不全は異常タンパク質の蓄積や小胞

体ストレスを誘発することが知られており，重度の

プロテアソーム活性の低下は細胞死を惹起する．一

方，筆者らのグループは，ラット胎仔由来中脳初代

培養細胞においてドパミン神経毒 1-methyl-4-

phenyl-pyridinium により誘発されるドパミンニ

ューロン死に対してプロテアソーム阻害薬を処置す

るとタンパク質の凝集体は形成するが，ドパミンニ

ューロン死はむしろ抑制されることを見い出し

た．3) しかし，このプロテアソーム阻害によるドパ

ミン神経保護作用メカニズムの詳細は明らかではな

かった．そこで，本研究では，プロテアソーム活性

低下による細胞保護メカニズムについて検討を行

い，さらに，そのメカニズムを利用した神経保護物

質の探索を試みた．

2. プロテアソーム阻害薬による細胞保護作用機

序の解析

ラット副腎褐色細胞腫 PC12 細胞を用いて，酸化

ストレスを誘発する 6-hydroxydopamine（6-OHDA）

毒性に対してプロテアソーム阻害薬の作用を検討し

た．プロテアソーム阻害薬である lactacystin を用

いてプロテアソーム活性を約 50％程度まで低下さ

せた．Lactacystin をあらかじめ細胞に処置してお

くと，6-OHDA により惹起される細胞死は顕著に

抑制された［Fig. 1(A)］．6-OHDA は生理的条件

下で容易に自動酸化し，活性酸素種を産生すること

が知られている．そこで，プロテアソーム阻害薬が

細胞内活性酸素種量に与える影響について検討し

た．細胞に 6-OHDA を曝露すると細胞内活性酸素

種量の顕著な増加が観察されたが，これは lac-

tacystin の前処置により抑制された［Fig. 1(B)］．

次に，細胞内の主要な抗酸化物質であるグルタチオ

ンについて検討したところ，lactacystin によりグル

タチオン合成の律速酵素 g-glutamylcysteine syn-

thetase（g-GCS）の mRNA 量が上昇し，細胞内グ

ルタチオン量も濃度依存的に増加した．g-GCS を

含む抗酸化酵素の遺伝子発現は nuclear factor-

erythroid 2-related factor 2 (Nrf2)-antioxidant re-

sponse element (ARE）経路によって制御される．

すなわち，抗酸化酵素の遺伝子のプロモーター領域

に存在する ARE 配列に転写活性化因子 Nrf2 が結

合して転写翻訳が開始される．Nrf2 は通常，UPS

によりその発現量を調節されることが報告されてい

る．4) そこで，プロテアソーム阻害薬が Nrf2 に与え

る影響について検討したところ，lactacystin 処置に

よって Nrf2 の細胞内タンパク量が増加し［Fig. 1

(C)］，核内移行が促進された．次に，ARE 依存的

な転写活性をレポーターアッセイにより評価したと

ころ，lactacystin の処置によって ARE 活性が顕著

に増加した［Fig. 1(D)］．以上の結果より，プロテ

アソーム阻害薬は Nrf2-ARE 経路の活性化により

細胞内抗酸化力を上昇させ細胞保護作用を示すこと

が明らかとなった．5)

次に，中脳初代培養細胞におけるプロテアソーム

阻害薬によるドパミンニューロン保護作用について

検討した．PC12 細胞と同様に，lactacystin をあら

かじめ処置しておくと，6-OHDA により惹起され

るドパミンニューロン死は顕著に抑制された．しか

し，中脳初代培養細胞では，lactacystin によりグル

タチオン量の増加は観察されず，同じ Nrf2-ARE

経路により制御される抗酸化タンパク質の 1 つであ

る hemeoxygenase-1 (HO-1）発現量が増加した．そ

して，6-OHDA 誘発ドパミンニューロン死に対す

る lactacystin の保護作用は HO-1 阻害薬により消

失した．また，免疫細胞化学により検討したところ，

HO-1 はニューロンではなく主にアストロサイトで

発現が上昇していることが観察された．HO-1 は細

胞内のヘムを分解し，ビリベルジンを産生する．ビ

リベルジンはビリベルジンリダクターゼにより抗酸

化作用を有するビリルビンに変換される．そこで，

ビリルビンの細胞保護作用への関与について検討を

行ったところ，ビリルビンは 6-OHDA 誘発ドパミ

ンニューロン死を濃度依存的に抑制した．以上の結

果より，中脳初代培養細胞におけるプロテアソーム

活性の低下は，アストロサイトでの Nrf2-ARE 経

路の活性化により増加した HO-1 を介してドパミン

ニューロンを酸化ストレスから保護することが示唆

された．6)

3. 食品からの Nrf2-ARE 経路活性化物質の探索

及び同定

疫学調査から果物や野菜の摂取には酸化ストレス

の関連する疾患を予防する効果が期待されている．7)

果物や野菜には，活性酸素種と直接反応し，除去で
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Fig. 1. Involvement of Nrf2-ARE Pathway in Proteasome Inhibition-mediated Cytoprotection
A: EŠect of lactacystin on 6-OHDA-induced cytotoxicity. Cell viability was determined using the 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-tetrazolium

(MTT) assay. PC12 cells were pre-treated with lactacystin (0.11 mM) for 24 h and then exposed to 6-OHDA (150 mM) for 24 h. B: EŠect of lactacystin on the level

of intracellular reactive oxygen species (ROS) elevated by 6-OHDA. The level of intracellular ROS was measured using 2′,7′-dichlorodihydro‰uorescein diacetate

(H2DCF-DA). PC12 cells were pretreated with lactacystin (1 mM) for 24 h and then exposed to 6-OHDA (300 mM) for 30 min. Photomicrographs showing ‰uores-

cence images of DCF (upper) and diŠerential interference contrast (DIC; lower). Scale bar＝50 mm. C: EŠect of lactacystin on Nrf2 protein levels. PC12 cells were

treated with lactacystin (1 mM) for the indicated periods. D: EŠect of lactacystin on ARE-dependent transcriptional activity. ARE-dependent transcriptional activity

was determined using the luciferase reporter assay. PC12 reporter cells were treated with lactacystin (0.11 mM) for 12 h. ###p＜0.001 vs. control; p＜0.001 vs. 6-

OHDA alone.
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きるビタミン C 及び E やポリフェノールなどの抗

酸化物質が多く含まれるが，ブロッコリー新芽に含

まれるスルフォラファンを始め Nrf2-ARE 経路を

活性化し生体内抗酸化酵素を上昇させる物質も含ま

れている．そこで，身近な食品に着目して，Nrf2-

ARE 経路を活性化する新規化合物を探索し，神経

保護薬となる可能性を検証した．果汁サンプルとし

てピーチ，りんご，ストロベリー，クランベリー，

ラズベリー，温州みかんを，野菜サンプルとして青

ジソ，モロヘイヤ，春菊，セロリ，パセリ，赤ジソ

を用いた．これらの果汁・野菜サンプルをジエチル

エーテルにより抽出し，Nrf2-ARE 経路の活性化作

用を検討したところ，青ジソ抽出物が強力な ARE

活性の上昇を誘導した（Fig. 2）．青ジソ抽出物中

の活性成分を高速液体クロマトグラフィーにより精

製・単離した後，構造解析を行ったところ，活性成

分は 2′,3′-dihydroxy-4′,6′-dimethoxychalcone（DDC）

であると推定された（Fig. 3）．そこで，化学合成

した DDC を PC12 細胞に処置したところ ARE 活

性が濃度依存的に上昇し，それは Nrf2 のノックダ

ウンにより低下した．以上の結果より，青ジソに

Nrf2-ARE 経路活性化作用を有する DDC が含まれ

ていることが明らかとなった．8) DDC は，熱帯に生

息するバンレイシ科の植物の葉より既に発見されて

いたが，9) 青ジソのような身近な食品に含まれるこ

とは報告されておらず，またその薬理作用に関する

検討は今回が初めてであった．

DDC を PC12 細胞に処置することにより，g-



986

Fig. 2. EŠects of Ether Extracts from Fruits and Vegetables on ARE-dependent Transcriptional Activity
PC12 cells were treated with ether extracts for 9 h. The concentrations of each extract were as follows: peach (juice), 100 mL/mL; apple (juice), 50 mL/mL;

strawberry (juice), 100 mL/mL; cranberry (juice), 100 mL/mL; raspberry (juice), 100 mL/mL; satsuma mandarin (juice), 20 mL/mL; green perilla (raw leaves),

50 mg/mL; tossa jute (raw leaves), 25 mg/mL; crown daisy (raw leaves), 20 mg/mL; celery (juice), 100 mL/mL; parsley (juice), 50 mL/mL; red perilla (juice),

100 mL/mL; and crown daisy (juice), 100 mL/mL. ###p＜0.001 vs. control.

Fig. 3. Chemical Structure of 2′,3′-dihydroxy-4′,6′-dime-
thoxychalcone (DDC)
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GCS 及び HO-1 タンパク質が増加し，細胞内グル

タチオン量も上昇した．また，DDC の前処置は，

6-OHD 曝露による細胞内活性酸素種量の上昇を抑

制し，6-OHDA 毒性を抑制した．一方，DDC を中

脳初代培養細胞に処置するとグルタチオン量の上昇

はみられず，主にアストロサイトで HO-1 発現量が

増加した．6-OHDA により誘発される中脳初代培

養由来ドパミンニューロン死もまた DDC の前処置

により抑制され，プロテアソーム阻害薬と同様に，

この保護作用は HO-1 阻害薬により消失した．

ARE 依存的な抗酸化遺伝子の発現は，ニューロン

よりもアストロサイトで優先的に惹起されることが

報告されている．10) また，ヘム分解産物であるビリ

ルビンは細胞膜を透過することができ，11) アストロ

サイトで産生したビリルビンがドパミンニューロン

に作用することは十分に考えられる．以上の結果よ

り，DDC は Nrf2-ARE 経路活性化物質としてドパ

ミンニューロン保護に有用であることが示唆された．

4. おわりに

以上の結果をまとめると，プロテアソーム活性の

低下は，Nrf2 の分解抑制を介した Nrf2-ARE 経路

活性化により抗酸化酵素を誘導することで，細胞保

護作用を示すことを明らかになった（Fig. 4）．プ

ロテアソーム活性の低下の意義，すなわち，プロテ

アソーム活性の低下がドパミンニューロン死に与え

る影響についてはまだ議論の余地があるが，かなら

ずしも神経変性に寄与するだけではなく，細胞の防

御機構として機能している可能性を見い出した．ま

た最近，パーキンソン病剖検脳において残存するド

パミンニューロンで Nrf2 の核内移行が起こってい

るという興味深い報告がなされた．12) 今後，プロテ

アソーム活性とドパミンニューロン死の関係をさら

に詳細に解析にすることでパーキンソン病の病態解

明に寄与すると考えられる．さらに，青ジソより新

規 Nrf2-ARE 経路活性化物質として DDC を単離・

同定し，ドパミンニューロン保護作用を有すること

を示した．今後，パーキンソン病モデル動物での

DDC の効果の検証を進め，パーキンソン病に対す

る神経保護薬のリード化合物として治療に応用され

ることが期待される．
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Fig. 4. A Schematic Representation of the Mechanism of Cytoprotection against Oxidative Stress via the Nrf2-ARE Pathway
Lactacystin induces Nrf2 accumulation by inhibiting proteasome activity and facilitates nuclear import. DDC extracted from green perilla leaves induces the

dissociation of Nrf2 from Kelch-like ECH-associated protein 1 (Keap1). Nrf2 released from sequestration by Keap1 translocates to the nucleus. Nuclear Nrf2 binds

to ARE, resulting in the transcriptional activation of a number of antioxidant enzymes.
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