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総 説

生理活性脂質ロイコトリエンB4とその受容体

九州大学大学院医学研究無医化学分野

　　　横　　溝　　岳　　彦

はじめに

　最も効率の良い生体のエネルギー源である脂質は，近年の食事の欧米化に伴い，肥満や生活習慣病の原

因としてとらえられることが多くなってきた．脂質は生体のエネルギー源として利用される一方で，細胞

膜の主要な構成成分として，またステロイドホルモンや生理活性脂質の材料としても重要である．本稿で

は，生理活性脂質について概説し，その中でも近年急激に研究が発展してきたロイコトリエンB4とその受

容体について解説したい．エイコサノイド全体の解説に関しては拙著を参照頂きたい1）．

1．生理活性脂質

　細胞に作用して何らかの生理作用を発揮する物質のうち，脂溶性の特性を有するものを生理活性脂質と

称する．その多くは細胞膜上，あるいは核内の受容体に結合して作用するが，未知のシグナル伝達系路が

存在する可能性もある．一般に，細胞の刺激に応じて速やかに産生され，産生細胞からさほど遠くない標

的細胞に作用（パラクライン）し，速やかに分解されるものが多い．ペプチドやタンパク質ホルモンは，

その産生にmRNAへの転写と，その後の翻訳という時間のかかるステップを経なければ生合成されない．

一方，生理活性脂質の産生には，転写・翻訳といった時間のかかるステップは不要であるため，早期に産

生されて作用することで，ペプチド性のメディエーターの作用を補完する性質を有しているものと考えら

れる．後述するアラキドン酸カスケードに属する炭素数20の脂肪酸（エイコサノイド）がもっとも良く研

究されているが，最近ではりゾリン脂質，スフィンゴシン骨格を有する糖脂質なども注目され，活発に研

究されている．

2．アラキドン酸カスケード

　生理活性脂質研究で最も進んだ分野であり，他の生理活性脂質研究のモデルとなっている（図1）．細胞

内のカルシウム濃度が上昇し，リン酸化酵素が活性化するような刺激が加わると，種々のリパーゼが活性

化される．中でも，細胞質型フォスフォリパーゼA2（cPLA2）は，グリセロール骨格の第二位にアラキド

ン酸を含有するリン脂質に対して基質特異性が高いため，アラキ・ドン酸を切り出す最も強力なリパーゼだ

と考えられている．cPLA2によって細胞内に切り出されたアラキドン酸は，その細胞に存在する代謝酵素

によって，プロスタグランディン（PG），「ロイコトリエン（LT），あるいはヒドロキシエイコサテトラエン

酸（HETE）に変換される．　PG産生の責任酵素であるシクロオキシゲナーゼ（COX）には，　COX－1とCOX－

2の二つの酵素が存在する．いずれも非ステロイド性の消炎鎮痛剤（NSAIDs）の標的であり，　PG産生を

抑制することでその作用を発揮する．NSAIDsは胃の粘膜；保護作用を有するPGE2の産生も抑制するた

め，胃潰瘍という重篤な副作用を有するのが問題であった．現在では炎症時に誘導されるCOX－2のみを特

異的に抑制するCOX－2選択的阻害剤が開発され，副作用の少ない消炎鎮；痛剤として使用されている．一

方，骨髄由来の白血球（穎粒球，単球，マクロファージ）では，発現量の多い5一リポキシゲナーゼ（5－LOX）

Takehiko　YOKOMIZO
Department　of　Medical　Biochemistry，　Graduate　School　of　Medical　Sciences，　Kyushu　University

Leukotriene　B4　and　lts　Receptors



184 横　溝　岳　彦

　　　　　　　　　む

　　　　　圃∵職痂－彦

メ　つ　　　つ

　呂

0
　　6Httニー

　PGD2・

む

　Membrane
Phospholipids

　　　　　　き

！1！t

狽U11A2　xooH ．麟薄

　　　6rketo－PGF璽α

　　　ウビ

・撚　　’　　　　　　　奪翻　　’

PAFヌへβ罵

　　　　　　　　　　　　　H
　　　　　　　　　ノ　　ノ　　ノ
　　　　　　　　　一　・艦
　　　Leukotriene．S　’．一　．　LTc4

Arachidonic　acid

　　　i5－LO　1．
講

・繍螺i、

　ごヒ　ド

．TXB2

顔豪

　　　　　　　　　　　　　H　　k
　　　　むくゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むむ　
　　　　　　　　ノ　　ノ　　ノ
　　　獅：1よ→一　s編㎜一一
　　　　N日2・　　　　　　：⊥τD4、・…

Es

図1　アラキドン酸カスケード
　　　アラキドン酸を初発の物質として，細胞内に存在する酵素により，プロスタ

　　　グランディン，HETE（ヒドロキシエイコサテトラエン酸），ロイコトリエ

　　　ンが産生される．アスピリンに代表されるNSAIDs（非ステロイド性消炎鎮

　　　痛剤は，COX－1，　COX－2を阻害する．この図は東京大学大学院医学系研究

　　　科・北芳博博士にご提供頂いたものである．

の作用により，LTが産生される．　LTは，白血球（Leukocyte）で産生され，三つの共役二重結合（triene）

を有することから命名された．アラキドン酸の5位と12位に水酸基が配位したLTB4と，グルタチオンを

有するペプチドLT（LTC4，　D4，　E4）に大別される．　LTB4は古くから好中球を炎症部位に導く走化性因

子として知られ，ペプチドLTは，気管支収縮物質として古くから知られているSRS－A（slow　reactive

substance　for　anaphylaxis）の本体であることがわかっていた．なお，この研究分野で著名な功績を挙げ

たJohn　Vane，　Sune　BergstromとBengt　Samuelssonは，1982年にノーベル医学生理学賞を受賞してい
る2）3）．

3．ロイコトリエン研究の流れ

　ロイコトリエンはいずれも脂肪酸であり，nMという低濃度で作用することから想定されるとおり，体内

での産生量はさほど多くない．刺激に応じて産生され，速やかに分解されることから，その産生経路と分

解経路の研究が先行した．ロイコトリエン産生のキーエンザイムは，プロスタグランディン産生と同様に

cPLA2であり，細胞膜のリン脂質画分からアラキドン酸が遊離することが必要である．アラキドン酸の5

位に酸素付加を行い5－HPETE（ヒドロペルオキシエイコサテトラエン酸）を作る5－LOX，5－LOX活性

に必須のFLAP（5一リポキシゲナーゼ活性化タンパク質）が同定された．　F：LAPの役割は，5－LOXに基質

であるLTA4を供給することであると言われているが，未だにその詳細は不明である．5－HPETEは水溶

液中では極めて不安定であり，数秒で生理作用のない5－HETEに変換されてしまう．生理活性の高いロイ

コトリエンへの変換には，回転数の高い特異的酵素が必要である．5－HPETEにLTA4水解酵素が作用す

るとLTB4が産生される．5－HPETEからLTC4を作るLTC4合成酵素の同定は困難を極めたが，バー
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バード大学のLamによってようやくその正体が突き止められた4）5）．こういつた生合成経路を触媒する一

連の酵素に加えて，ロイコトリエンは分解経路に関しても研究が進められた（以下参照）．

4．ロイコトリエンB4の不活性化経路

　不飽和脂肪酸であるLTB4には大きく分けて二つの不活性化経路が存在する（図2）．一一つは，ω酸化と

称される酸化反応であり，これはω位（LTB4の場合，20位の炭素）に生じる酸化反応で，　LTB4はより

水溶性の高い20一ヒドロキシLTB4を経て，20一カルボキシLTB4に変換される．この経路の初発反応は

LTB4に特異的に作用するチトクロームP450酵素による反応であり，九州大学医学部第二生化学教室の

グループによって研究がリードされてきた6）～11）．一方，LTB4をより脂溶性の高い物質に変換する代謝経路

の存在も示唆されていた．LTB4を補酵素であるNADP＋の存在下で，ブタやモルモットの腎臓の細胞質

画分とインキュベートすると，より疎水性の高い物質に変換された．この物質は316nm付近に最大の紫外

吸収を有し，4連の二重結合を持っている物質であることが示唆された．大量のLTB4を用いてこの代謝

産物を生合成・精製し，NMR法，質量分析法にて構造を決定したところ，　LTB4の12位の水酸基が脱水

素反応を受け，ケト基に変換された12－oxo－LTB4であることが明らかとなった12）．次いでこの反応を触媒

するLTB412水酸基脱水素酵素をブタ腎臓より約10，000倍に精製し，部分アミノ酸配列を得て，全長の

cDNAをクローニングした．本酵素は，これまでに報告されたことのない新規の脱水素酵素であり，他の

アルコール脱水素酵素群と弱い相同性を有していた．大腸菌に発現させ，精製した組換え酵素はLTB412
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動2　エイコサノイドの産生と不活性化経路
　　　産生に関わる酵素は様々であるが，エイコサノイドの多くの不活性化

　　　経路にLTB412HD／PGRが関与している．
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水酸基脱水素酵素活性を示した13）．LTB4と同様にアラキドン酸から生合成されるプロスタグランディン

の不活性化には，13位の二重結合の還元反応（13，14reductase活性）が必須である．この反応を触媒す

る酵素を精製し，遺伝子クu一ニングを行ったところ，その一次構造がLTB412水酸基脱水素酵素と完全

に一致した14）．組換え酵素を用いた実験でも，13，14reductase活性が検出された．現在，本酵素は

LTB4，プロスタグランディン，リポキシン15）など，アラキドン酸由来の生理活性脂質を広く不活性化する

酵素と考えられ，LTB412　HD／PGRと称されている．最近，我々は本酵素の結晶化に成功し，基質ポケッ

ト，補酵素の結合部位，二量体形成のインターフェースの構造を明らかにした16）．

5．高親和性ロイコトリエン：B4受容体：B：LT1の同定

　1990年に世界で初めての脂質に対する細胞膜受容体となる血小板活性化因子（PAF）受容体のcDNAが

東大の清水らにより同定され，直後にトロンボキサンA2受容体（TP）が京大の成宮らによって同定され

た．いずれも細胞膜を7回貫通すると予想されるGタンパク質共役型受容体（GPCR）であった．数年の

うちにTPとの一次構造上の相同性を利用してほとんど全てのプロスタグランディン受容体が同定され

たが，ロイコトリエン受容体の同定は困難を極めた．私たちも大量のブタ白血球を材料にしたタンパク：質

精製や，アフリカツメガエル卵母細胞を用いた発現クローニングの系を用いてLT受容体cDNAの単離を

試みたが，同定には至らなかった．私は全く新しいアプローチからLTB4受容体のクローニングを行っ

た．HL－60というヒト白血病由来の細胞株は，様々な刺激によって好中球，好酸球，あるいは単球に分化

させることができる．LTB4受容体は末梢血中では好中球に高い発現があるため，　HL－60細胞の好中球分

化の過程でLTB4結合能の変化を調べたところ，レチノイン酸存在下の培養によってLTB4結合能が60

倍に上昇することがわかった．レチノイン酸によって誘導される約100種類の遺伝子をcDNA引き算法に

よって単離し配列解析を行ったところ，一つの遺伝子がリガンド未同定のGPCRをコードしていることが

わかった．全長のcDNAを単離し，哺乳動物細胞に遺伝子導入したところ，　Kd値0．15　nMと極めて高親

和性のL，TB4結合を示したこと，この結合がLTB4受容体拮抗薬によって阻害されたこと，さらに遺伝子

導入細胞がLTB4によって細胞内カルシウム濃度の上昇を示したことから，本遺伝子はLTB4受容体を

コードしていることがわかり，BLTRと命名した17）（BLT2の発見後に国際薬理学会の指示によりBLT1

に名称変更した）．特筆すべき発見は，BLTRを安定発現させたCHO細胞がLTB4に対して極めて強力な

細胞走化性を示したことである．このCHO細胞を用いた細胞走化性の実験系は極めて強力で，かつ，定量

化が簡便なため，現在では多数の走化性因子受容体の作動薬・拮抗薬のスクリーニング系に応用されてい

る．

6．低親和性ロイコトリエンB4受容体BLT2の発見

　BLT1受容体のmRNAはヒトで骨髄由来の白血球一分限局した発現パターンを示したため，細胞特異

的な転写調節機構の存在が示唆された．そこでヒトBLT1遺伝子のプロモーターを単離し，レポーター遺

伝子を用いて転写責任部位を同定したところ，転写開始点のすぐ上流に存在するCpG配列に結合するSp1

という転写因子がBLT1の基本転写に重要であることがわかった．しかしながらSp1は広範な細胞や臓器

に発現しており，白血球特異的なBLT1の発現調節を説明することは出来ない．そこでBLT1を発現する

細胞と，発現しない細胞のゲノムDNAを用いて，プロモーター領域を標的としたメチル化感受性酵素を用

いてサザンプロットを行ったところ，BLT1非発現細胞ではプロモーター部分がメチル化されているこ

と，BLT1発現細胞ではこのメチル化が解除されていることを見いだした．実際にin　vitroでメチル化し

たプロモーター発現コンストラクトでは，転写活性が消失することがわかったため，細胞特異的なBL，T1

の発現調節には，プロモーター領域のメチル化が重要な役割を演じていることがわかった18）．

　この解析の過程で，ヒトBLT1プロモーターの近傍にBLT1と45％もの高いアミノ酸配列同一性を有

する受容体のタンパク質翻訳領域を見いだした（図3）．マウスゲノム上の全く同じ位置にも同様の受容体

遺伝子が存在することがわかった．この新規受容体は，やはり遺伝子導入実験により，Kd値20　nMの特
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BLTI　mRNA（HL－1，minortranscript）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BLTI　mRNA　（HL－5，　majortranscript）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BLT2　ORF　BLTI　ORF

　　　　　　　　　　1　kbp
Human　Chromosome　14q11．2－q12

図3　ヒトBLT1とBLT2の遺伝子構造
　　　BLT1にはHL－5と呼ばれる主要な転写産物と，　HL－1と呼ばれるマイナーな転写産物が存

　　　在するが，タンパク質翻訳領域（BLT10RF）は同一であり，翻訳されるBLT1受容体は
　　　一種類である．BLT1とBLT2の遺伝子座は極めて隣接しているが，発現臓器は全く異なる
　　　ため，厳密な転写制御をうけているものと考えられる．BLT2のタンパク質翻訳領域（BLT2

　　　0RF）は，　BLT1の転写調節部位（BLTI　promoter）と重なっており，哺乳動物で初めて
　　　発見された‘Promoter　In　ORF’を構成している．

異的LTB4結合能を示したため，低親和性のLTB4受容体と考えられ，　BLT2と命名した19）．　BLT1との

相同性の高さと隣接する遺伝子の位置から，BLT1とBLT2は同一の祖先遺伝子から遺伝子複製（gene

duplication）によって生まれた兄弟遺伝子と考えられる．　BLT1とBLT2は，リガンドであるLTB4に対

する親和性こそ異なるものの，Gi，　GqファミリーのGタンパク質と共役し，類似した細胞内シグナル伝達

を行う受容体である20）．一方で，この二つの受容体の発現臓器は大きく異なっている．好中球，好酸球に高

く，単球に中程度の発現を示し，その他の細胞には全く発現していないBLT1に比較して，　BLT2は脾

臓，肝臓，卵巣を始め，広範囲の臓器に発現する21）．今後，遺伝子改変マウスの表現型の比較により，二つ

の受容体の生体内での機能分担が明らかになっていくものと期待される．様々なGPCRの一次構造を元に

して進化系統樹を作成すると，GPCRの進化にいくつかのパターンが存在することがわかる（図4）．プロ

スタグランディンの受容体や，スフィンゴシン1リン酸受容体（SlP1～SlP5），リゾフォスファチジン酸

受容体（LPA1～3）の様に，同一のリガンドを認識する受容体の一次構造が類似している場合，リガンド

認識をもとに進化してきたことがわかる．一方，BLT1，　BLT2，　CRTH2（PGD2の走化性受容体），フォ

ルミルペプチド受容体（FPR1）が属する受容体群の場合，リガンドは脂質，ペプチド，タンパク質など様々

であるが，いずれも細胞に走化性をもたらすという特徴を保ちながら進化してきたことが伺える．

7．遺伝子改変マウスによるB：LT1の機能解析

　受容体の同定以前からLTB4受容体は新規抗炎症薬の重要な標的と考えられていた．そのため，複数の

遺伝子改変マウスが作成され，表現型の解析が活発に展開されている．ハーバード大学のSerhan教授ら

は，好中球やマクロファージに発現するβ2インテグリンプロモーターを用いて，ヒトBLT1を過剰発現す

るマウス（BLT1－Tg）を作成した．このマウスは，下肢の虚血再潅流による肺損傷のモデルにおいて，野

性型マウスよりも重篤な表現型を示したことから，BLT1が急性炎症反応を促進することが証明された22）．

次いで我々を含めた3つのグループでBLT1を欠損したマウスが作成され，表現型が解析された．現在ま

でに報告されている主な表現型は以下の通りである．1）カゼイン誘導によるマウス腹膜炎モデルにおけ
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図4　様々なGPCRの進化系統樹
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脂質をリガンドとする受容体を黒塗りで示した．

る炎症細胞，特に好酸球浸潤の低下23）24），2）エフェクターT細胞の炎症部位への走化性の低下25）26），3）

気管支喘息モデルにおける好酸球浸潤，Th2サイトカイン産生の低下27）～29），4）ApoE欠損マウスとの交

配による動脈硬化モデルでの症状の軽減30）～32），5）肺移植モデルにおける拒絶反応の軽減33），6）慢性関

節リウマチモデルにおけるリウマチスコアの軽減と病変部位への好中球浸潤の低下34）．古典的に知られて

いた好中球主体の炎症反応の低下に加えて，CD4あるいはCD8陽性のエフェクターT細胞の走化性や，

Th　2型免疫反応の形成や抗体産生にBLT1が関与しているという発見は興味深い．一方，　BLT2欠損マウ

スは作成されたものの現在までに明かな表現型の報告は無いが，今後，興味深い報告がなされることが期

待される．また，我々は，BLT2に特異性の高い拮抗薬の開発と評価を行っており35）36），遺伝子欠損マウス

の解析と，拮抗薬を組み合わせた実験からBLT2の生体内の機能に迫りたいと考えている．

おわりに

　生理活性脂質の研究は，1）遺伝子にコードされていない，2）生体内での産生量が極めて少ない，3）

生体内での半減期が短い，といった理由で困難であるとされてきた．そのため近年の研究は，生理活性脂

質の代謝酵素や受容体をタンパク質化学，あるいは遺伝子工学の技術を用いて解析することで行われてき

た．ここ20年ほどの生理活性脂質研究の，そのかなりの部分が日本人研究者によってリードされてきたこ

とは特筆に値すると思われる．ここ数年のソフトイオン化質量分析機の発達のおかげで，現在では微量の

生理活性脂質を定量化することも可能になってきた37）～39）．いまだに組織試料中で脂質を固相化することに

は成功していないが，今後は脂質をダイレクトに測定する技術を中心に，これまでとは異なった方向性で

の研究が可能になることを期待してやまない．
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　◆研究テーマ　今後も生理活性脂質の生理作用を受容体研究を通して解析していきたい．特に，新

　規の生理活性脂質と受容体の発見に重点を置きたい．また基礎医学研究に興味を持つ若い学生の発

　掘と教育にも尽力したい．
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