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緒言 

 

 パーキンソン病は進行性の神経変性疾患の一つであり、安静時振戦・無動・

筋固縮・姿勢反射障害の四つの運動症状を主症状とし、また、自律神経症状・

鬱・睡眠障害・認知症等の非運動症状を高頻度に合併する多系統疾患である 1)。

本邦における有病率は人口 10 万人あたり 100 – 150 人と推定されており、好

発年齢は 50 – 60 歳代であり、加齢に伴う神経変性疾患としてはアルツハイマ

ー病に次いで発症頻度が高い。高齢になるほど発病率が増加することから、高

齢社会を迎えた本邦において、今後更なる患者数の増加が懸念される疾患の一

つである。 

 歴史的には、1817 年に James Parkinson によって、振戦麻痺 (shaking 

palsy) として初めて報告され 2)、1888 年に Charcot によりパーキンソン病と

命名された 3)。その後、1919 年に Tretiakoff により責任病巣が中脳黒質であ

ると報告された 4)。1957 年から 1959 年にかけて Carlsson が黒質線条体系

に局在する神経伝達物質として  dopamine (DA) を発見し  5)、1960 年に 

Ehringer と Hornykiewicz  6)、および佐野 7)がパーキンソン病患者の黒質線条
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体系ニューロンの DA 含量の減少を報告し、パーキンソン病の病因は線条体に

おける DA 欠乏であると提唱した。これを機に、1961 年に Birkmayer が DA 

前駆物質である L-3,4-dihydroxyphenylalanine (L-dopa) による治療を試み、

DA 補充療法の幕開けとなった 8)。 

 病理学的特徴としては、黒質緻密部 (substantia nigra pars compacta; SNpc) 

および青斑核 (locus ceruleus) のニューロメラニン含有ニューロンの変性脱落 

9), 10)と、リン酸化 -synuclein を蓄積したレビー小体 (Lewy body) 及びレビー

神経突起 (Lewy neurite) の出現である 11), 12)。神経化学的には、線条体 DA 含

量が約 80% 低下した場合に症状として現れる 13), 14)。 

 パーキンソン病の病態生理機構は SNpc や線条体を含む大脳基底核回路の

異常で説明される。大脳基底核の入力部は線条体であり、出力部は淡蒼球内節 

(globus pallidus internus; GPi) 及び黒質網様部  (substantia nigra pars 

reticulata; SNr) で、視床へ GABA 作動性の抑制性出力を投射している。SNpc 

は線条体へ DA 作動性に投射し、線条体ニューロンの活動性を調節している。

パーキンソン病では、この SNpc ニューロンの変性脱落により線条体 DA 量

が低下し、GPi や視床下核における神経核の過剰活動が引き起こされる。その
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結果、視床-大脳皮質投射が過剰に抑制され、運動野の活動低下により動作緩慢

となると考えられている (Figure 1)。 

 パーキンソン病の薬物治療としては、1970 年代に L-dopa と末梢性脱炭酸酵

素阻害薬の併用による DA 補充療法が確立された。L-dopa は DA 前駆体であ

り、血液脳関門を通過し、脳内で芳香族 L- アミノ酸脱炭酸酵素 (aromatic 

L-amino acid decarboxylase; AADC) により DA へ変換され、速やかに治療効

果を発揮する。末梢性脱炭酸酵素阻害薬は、末梢での L-dopa の代謝を抑制し、 

L-dopa の投与量を減らし副作用を抑制することを目的に併用される。また、

1970 年代以降、多くの DA 受容体 (dopamine receptor; DR) アゴニストが開

発された。L-dopa に比べ作用発現が遅いが、効果が安定しており副作用が現れ

にくいとして、現在のパーキンソン病治療の第一選択となっている。他の治療

薬としては、中枢性抗コリン薬 (線条体 DA 量の低下によるアセチルコリン過

剰状態の改善)、DA 放出促進薬、monoamine oxidase-B (MAO-B) 阻害薬 (脳

内での DA 代謝の抑制)、ノルエピネフリン補充薬 (立ちくらみやすくみ足の改

善)、アデノシン A2A 受容体拮抗薬 (線条体 DA 量の低下によるアデノシン過剰

状態の改善) 等、様々な薬剤が開発されて来た。しかし、パーキンソン病治療の
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中心は依然として DR アゴニストと L-dopa である。これらの長期使用では 

薬剤性ジスキネジア (drug-induced dyskinesia; DID)、精神症状等の副作用や、

wearing-off 現象 (薬効の減弱)、on-off 現象 (薬効不安定状態) が報告されてお

り、これらに伴う quality of life (QOL) の低下が課題となっている 15)-17)。 

 そのため、これらの問題を回避し、またこれまでの治療薬では充分な効果が

得られない難治性パーキンソン病に対する、新たな治療戦略の研究開発は必要

不可欠である。 
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Figure 1. 大脳基底核神経回路の模式図 

(A) 正常時, (B) パーキンソン病時 
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第一節：序論 

 

 Cyclin-dependent kinase (Cdk) 5 は脳内に発現するセリン / スレオニンキ

ナーゼであり、発達期における神経の移動やシナプス形成に関わるほか、成体

脳における細胞シグナリングや生存に関与する 18)-21)。線条体においては、Cdk5 

は  DA と グ ル タ ミ ン 酸  (Glu) の 伝 達 に 、 DA- and cAMP-regulated 

phosphoprotein 32 kDa (DARPP-32) とともに関与している 22)。線条体機能は 

DA および Glu 入力により調節されており 23)、Glu 入力は Cdk5 を活性化し、

これは DARPP-32 のスレオニン (Thr) 75 残基のリン酸化を介してシナプス

後細胞の DA シグナルを抑制する。また、非受容体性チロシンキナーゼである

c-Abelson tyrosine kinase (c-Abl) は Cdk5 のチロシン (Tyr) 15 残基をリン

酸化することにより Cdk5 を活性化する 18), 24), 25)。パーキンソン病やアルツハ

イマー病等のいくつかの神経変性疾患では c-Abl の異常活性化が報告されてい

る 26)。また線条体に Cdk5-pTyr15 が豊富であることも報告されており 27)、こ

のことは c-Abl/Cdk5 シグナリングがパーキンソン病の病態に関与することを

示唆する。 
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 c-Abl 阻害薬は、慢性骨髄性白血病治療薬として 1990 年代に開発が始まっ

た分子標的薬である。代表的なものとして imatinib (Figure 2A) があり、これ

はフィラデルフィア染色体遺伝子産物 Bcr-Abl を標的とし、2001 年に慢性骨

髄性白血病への適応が米国および本邦で承認された。その後、2003 年に KIT 

(CD117) 陽性消化管間質腫瘍に対し、2007 年にフィラデルフィア染色体陽性

急性リンパ性白血病に対する適応が追加承認された。また、imatinib に加えて、

より強力で、変異型 Bcr-Abl に対して有効である同効薬として開発された 

nilotinib (Figure 2B) と dasatinib が 2009 年に承認された 28)-30)。 

 以上のことを前提に、筆者らは c-Abl の線条体 Cdk5 に対する活性化効果が

パーキンソン病の治療ターゲットになると考え、c-Abl 阻害薬の治療効果検討を

試みた。 

 パーキンソン病の病態を反映する実験動物モデルの作成には、神経毒である 

1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropridine (MPTP; Figure 3A) が広く使用

されてきた。MPTP は合成麻薬 meperidine 類縁体合成の際に生じる副産物で

あり、1983 年に Langston らによりヒトやサルに対してパーキンソン病と酷似

した症状を引き起こす事が発見された 31)。これを機に種々のパーキンソン病モ
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デル動物が作製され、パーキンソン病発症に関わる分子機序の研究や、新規薬

剤の開発等が精力的になされている。MPTP 誘発パーキンソン病モデルマウス

は、病態生理学的、形態学的、および生化学的にヒトのパーキンソン病に近い

モデルであり、本疾患に関する研究には非常に有用である 32)-36)。現在一般に認

められている MPTP 神経毒性によるパーキンソン病様症状の発症機序は以下

の通りである 37), 38)。MPTP は容易に血液脳関門を通過し、MAO-B の酸化作

用により 1-methyl-4-phenylpyridinium ion (MPP+; Figure 3B) に変換される。

MPP+  は選択的に DA transporter (DAT) を介して DA 作動性神経細胞内に

取り込まれ、ミトコンドリアの電子伝達系複合体Ⅰを阻害し、細胞内 ATP の

減少を引き起こすことにより神経細胞死を引き起こすと考えられている。また 

MPP+ による神経細胞傷害には、強力な DA 放出促進作用およびそれに伴う細

胞質における DA の自動酸化や一酸化窒素 (nitric oxide; NO) の過剰産生が

関与することも示唆されている (Figure 3C)。 

 そこで、本研究においては MPTP によるパーキンソン病モデルマウスを用い、

c-Abl 阻害薬のパーキンソン病治療効果について、行動薬理学的、免疫組織化学

的および生化学的に検討し、その薬効発現に関わる分子機構を明らかにするこ
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とで、新薬開発に貢献したいと考えた。 

 

 
N 

N 

N N 

N 

NH 

O 

N 
H 

N N

N 

NH 

O

CF3 

N 

N H 
N 

A. B. 

Figure 2. c-Abl 阻害薬の化学構造式 

(A) imatinib, (B) nilotinib 

N N+ 

A. B. 

Figure 3. MPTP の構造式および毒性発現機構 

(A) MPTP, (B) MPP+, (C) 毒性発現機構 

MPTP 

MPTP 

MPDP+ 

MPP+ 

MAO-B 

BBB 

グリア細胞 

DAT 

MPP+ 
complex I 阻害 

ミトコンドリア 

ATP ↓ ROS ↑ 

DA 過剰放出 自動酸化 

細胞死 

酸化ストレス ↑ 

DA ニューロン 

iNOS ↑ 

NO 
ONOO- 

C. 

14



第二節：実験材料および方法 

 

2-1. 使用動物 

本研究では、8-9 週齢の雄性 C57BL/6 マウス (Japan SLC, Shizuoka, 

Japan) を用いた。飼育環境は、温度 25 ± 1 oC、湿度 50 ± 10%、明暗サイク

ル 12 時間 (8:30-20:30 明期) の安定環境下で、自由摂食・自由飲水とした。

すべての動物実験は、徳島大学動物実験委員会が定めた徳島大学動物実験指針

に沿って行われた。(承認番号：徳動物 10138) 

2-2. MPTP 投与 

 MPTP hydrochloride (Sigma-Aldrich, St Louis, MO) を生理食塩水に溶解し、

20 mg/kg (free base) を 2 時間間隔で 4 回 (計 80 mg/kg)、腹腔内投与し、モ

デルマウスを作製した 39)。当研究室の過去の研究により、このモデルは MPTP 

投与 3 日後に最も黒質 DA ニューロンに対する神経変性効果が顕著に観察さ

れることが明らかになっている 40)ので、行動薬理学試験および解析用サンプル

の採取は MPTP 投与 3 日後に行った。対照群は生理食塩水を相当量投与した。 

2-3. c-Abl 阻害薬投与 
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2-3-1. Imatinib  

Imatinib mesylate (LKT Laboratories, St Paul, MN)  10% DMSO 

MPTP  3  10  25 

mg/kg  10% DMSO 

 

2-3-2. Nilotinib  

Nilotinib (Cayman Chemical, Ann Arbor, MI)  0.5% CMC 

MPTP  3  (5, 10, 25  

50 mg/kg)  0.5% CMC  

2-4. DA  

2-4-1. Imatinib  

L-dopa (Sigma-Aldrich)  0.5% CMC MPTP 

 3  15 mg/kg  0.5% 

CMC  benserazide 

(Sigma-Aldrich) 12.5 mg/kg  L-dopa  20 
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 生理食塩水に溶解した apomorphine hydrochloride (5 または 10 mg/kg of 

free base, Sigma-Aldrich), A-68930 hydrochloride (2 mg/kg of free base, 

Sigma-Aldrich), SCH-23390 hydrochloride (2 mg/kg of free base, 

Sigma-Aldrich), quinpirole hydrochloride (5 mg/kg of free base, 

Sigma-Aldrich) または  raclopride hydrochloride (1 mg/kg of free base, 

Sigma-Aldrich) を単回腹腔内投与した。対照群には生理食塩水を相当量投与し

た。 

2-4-2. nilotinib の作用検討 

 nilotinib (25mg/kg) と と も に 、 生 理 食 塩 水 に 溶 解 し た  A-68930 

hydrochloride (2 mg/kg of free base), SCH-23390 hydrochloride (0.5 mg/kg of 

free base), quinpirole hydrochloride (3 mg/kg of free base) または raclopride 

hydrochloride (1 mg/kg of free base) を単回腹腔内投与した。対照群には生理

食塩水を相当量投与した。 

2-5. 行動薬理学的試験 

 行動薬理学的試験に先んじて、ストレスを軽減するためにマウスに実験者に

対する馴化を 1 週間行った。訓練試行は下記に記す期間に、行動が安定して再
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現されるまで行った。全ての試行は一定環境下で、同一の実験者が 10:00 から 

16:00 の間に負荷の少ない順に行った。本試行は薬物投与 30 分後に行った。

試験装置 (Figure 4) は試行ごとに 70% エタノールにより清拭した。 

2-5-1. Beam walking test 

 この試験はげっ歯類の運動協調性とバランスを評価するものである。試験装

置は机上 60 cm に水平に固定された粗い表面の円柱棒 (木製、訓練試行時: 直

径 16 mm, 本試行時: 直径 8 mm、80 cm 長) とゴールボックス (暗室、15 cm 

x 10 cm x 10 cm; width x length x height) からなる。MPTP 投与前 3 日間、

棒上を停止することなく渡り切るまでマウスを訓練した。本試行も同様に棒上

を渡らせ、50 cm 区間を走り切るのに要する時間を測定した。カットオフ時間

は最大 60 秒とした。 

2-5-2. Bar test 

 この試験は動物に不自然な姿勢を取らせ、その状態を脱する能力を評価する

ものである。カタレプシー試験という名でよく知られており、無動・寡動を評

価する。試験装置は机上 4 cm に水平に固定した棒 (金属製、直径 3mm) から

なる。マウスの前肢を棒にかけた状態で後肢を机上に着け、この姿勢を保持す
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る時間を測定した。訓練試行は MPTP 投与前 3 日間行った。本試験でのカ

ットオフ時間は 120 秒とした。 

2-5-3. Horizontal wire test 

 この試験は運動協調性を評価するものである。試験装置は机上 20 cm に水平

に張った堅牢なワイヤー (金属製、直径 1 mm) からなる。マウスを尾で持ち上

げ、前肢でワイヤーを掴ませた後保持していた手を放し、3 秒以内に少なくと

も一方の後肢でワイヤーに掴まったものを合格とした。訓練試行は MPTP 投

与前 3 日間行った。本試行も同様に行い、カットオフ時間は 60 秒とした。結

果は群ごとの合格率 (各群における合格した個体匹数の割合) として表した。 

2-5-4. Rotarod test 

 この試験は運動協調性を評価するものである。試験装置は Rota-rod Tredmill 

constant speed model (Ugo Basile, Varese, Italy) を使用した。訓練試行を開始

する前日、マウスを装置に対して馴化させた (15 分間)。訓練試行は 1 日 2 回、

各 10 分間、MPTP 投与前 3 日間行った。マウスが 20 rpm で回転する棒上

を落下することなく安定して走るよう訓練した。本試行では、28 rpm で回転す

る棒上を走らせ、落下潜時を測定した。カットオフ時間は 600 秒とした。 
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2-5-5. Foot printing test 

 この試験は歩行状態を評価するものである。試験装置は灰色アクリル製のラ

ンウェイ (10 cm x 60 cm x 12 cm; width x length x height) とゴールボックス 

(暗室、16 cm x 10 cm x 12 cm; width x length x height) からなり、ランウェイ

には白色の滑りにくい紙が敷かれている。訓練 1 日目はマウスを装置に 2 分

間曝露し馴化した後、訓練試行を行った。訓練試行では、前肢に赤、後肢に緑

の食用色素を塗布し、ゴールボックスまで走らせることを 1 日 1 回、MPTP 

投与前 2 日間行った。本試行も同様に行い、足跡を記録した。カットオフ時間

は 60 秒とした。解析は、スタート・ゴール付近は加速・減速の影響を排除す

るために除き、stride length、stride width、overlap の三つのパラメーターに

ついて行った。Stride length は前肢、後肢それぞれの歩幅を、stride width は

左右の前肢間、後肢間の幅を、overlap は前肢と後肢の足跡の重なりを足底の

中心間距離として測定した (Figure 4F)。 

2-6. ウェスタンブロット解析 

 薬物投与 30 分後に頸椎脱臼によりマウスを安楽死させ、直ちに全脳を摘出

した。氷上で速やかに線条体を採取し、液体窒素中で急速冷凍した後、-80 oC 下
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に保存した。採取した線条体サンプルは、氷冷下、homogenizing buffer (50 mM 

Tris-HCl, pH 7.5, 0.5 M NaCl, 0.5% Triton X-100, 10 mM EDTA, 4 mM 

EGTA, 1 mM Na3VO4, 30 mM Na2P2O7, 50 mM NaF, 0.1 mM leupeptin, 75 

μM pepstatin A, 50 μg/ml trypsin inhibitor, 1 mM phenylmethanesulfonyl 

fluoride, 100 nM calyculin A, 1 mM dithiothreitol) を加えて破砕した。これを 

10 分間、遠心 (15,000 rpm, 4 oC) した後、上清に Laemmli’s buffer (63 mM 

Tris-HCl, pH 6.8, 2% SDS, 5% 2-mercaptoethanol, 2.5% glycerol, 0.01% 

bromophenol blue) を混和し、100 oC で 5 分間加熱し SDS 化した。SDS 化

したサンプルは総タンパク量が等しくなるように調製し、 10% SDS ポリアク

リルアミドゲル電気泳動を行った後、PVDF 膜に転写した。PVDF 膜を 4% ス

キムミルク含有 TTBS (1 M Tris-HCl, pH 7.5, 9 % NaCl, 1 % Tween 20) また

は 2.5% BSA 含有 TTBS を用いてブロッキングした後、一次抗体で一晩イン

キュベートした (4 oC)。一次抗体と希釈倍率については下表に記す通り。 

一次抗体 希釈倍率, 希釈溶媒 

anti- -actin 抗体 

(Sigma-Aldrich) 

1:5000 

4% スキムミルク含有 TTBS 

anti-Cdk5 抗体 1:1000 
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(Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA) 4% TTBS 

anti-Cdk5-pTyr15  

(Santa Cruz Biotechnology) 

1:1000 

2.5% BSA  TTBS 

anti-DARPP-32  

(Cell signaling, Danvers, MA) 

1:1000 

4% TTBS 

anti-DARPP-32-pThr34  

(Cell signaling) 

1:1000 

2.5% BSA  TTBS 

anti-DARPP-32-pThr75  

(Cell signaling) 

1:1000 

2.5% BSA  TTBS 

anti-TH  

(Millipore, Billerica, MA) 

1:1000 

4% TTBS 

  ECL 

 LAS-4000 (Fujifilm, Tokyo, Japan) 

 Dolphin-DOC 

 (Kurabo, Osaka, Japan)  

2-7.  

 30  120  

(Sigma-Aldrich) 0.01 M PBS (pH 7.4) 

 4%  0.1 M PB (pH 7.4) を灌 
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流し固定した。全脳を摘出し、4 oC 下で一晩、4% パラホルムアルデヒド含有 

0.1 M PB 中で後固定を行った。次いで凍結保護のため、4 oC 下で 10 – 30% ス

クロース勾配に曝した。切片は 15 μm 厚で作製し、0.05% NaN3 中に保存し

た。切片は 3% BSA 含有 PBS 中で、一次抗体で一晩、室温でインキュベート

した。一次抗体と希釈倍率については下表に記す通り。 

一次抗体 希釈倍率 

anti-Cdk5-pTyr15 抗体 (Santa Cruz Biotechnology) 1:20,000 

anti-DARPP-32-pThr75 抗体 (Cell signaling) 1:20,000 

anti-TH 抗体 (Millipore) 1:100,000 

anti-c-Fos 抗体 (Oncogene Science, Cambridge, MA) 1:50,000 

免疫反応は Histofine Simple Stain Kit (Nichirei, Tokyo, Japan) と TSA 

Cyanine 3 System (Parkin Elmer, Shelton, CT) により検出した。染色像は 

Olympus BX51 顕微鏡 (Olympus, Tokyo, Japan) を用いて撮影し、Photoshop 

CS4 (Adobe Systems, San Jose, CA) により画像を調整した。 

2-8. 統計解析 

 全ての値は mean ± S.E.M. で表した。有意差検定は対応のない Student’s 

t-test、あるいは  one-way ANOVA による解析に続き  Bonferroni-Dunn, 

Fisher’s PLSD, Newman-Keuls, または Scheffe post hoc test により検定し、
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P 値が 0.05 未満であるものを統計的に有意であると評価した。解析には Stat 

View 5.0 (SAS Institute, Cary, NC) を使用した。 

 

 

stride length 

overlap 

stride width 

E. F. 

A. B. 

C. D. 

Figure 4. 行動試験装置 

(A) Beam walking test, (B) Bar test, (C) Horizontal wire test, (D) Rotarod 

test, (E) Foot printing test, (F) Foot printing test の測定パラメーター 
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第三節：結果 

 

3-1. Imatinib に関する検討 

3-1-1. DR 刺激の Cdk5 リン酸化に対する影響 

 線条体における Tyr15-Cdk5 のリン酸化に対する DR 刺激の影響をウェス

タンブロット解析および免疫組織化学的解析により検討した。初めに、D1R お

よ び  D2R と も に ア ゴ ニ ス ト とし て 作用 す る  apomorphine 投 与 後 の 

Cdk5-pTyr15 発 現 量 を 検 討 し た 。 ウ ェ ス タ ン ブ ロ ッ ト 解 析 に お い て 

apomorphine (5 mg/kg および 10 mg/kg) の投与により、線条体における 

Cdk-pTyr15 発現量は有意な減少が見られた (Figure 5A)。免疫組織化学的解析

においても、apomorphine 10mg/kg の投与は線条体における Cdk5-pTyr15 染

色性を有意に低下させた (Figure 5B-C)。次に、D1R、D2R それぞれについて

の検討を行った。D1R アゴニスト A-68930、D1R アンタゴニスト SCH-23390、

D2R アゴニスト quinpirole、および D2R アンタゴニスト raclopride 投与後

の線条体における Cdk5-pTyr15 発現量をウェスタンブロット解析により検討

した。A-68930 および SCH-23390 は Cdk5-pTyr15 発現量に有意な影響を与
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えなかった (Figure 6A, B)。これに対し、quinpirole は Cdk5-pTyr15 発現量

を有意に減少させ、raclopride は有意に発現量を増加させた (Figure 6C, D)。 

3-1-2. MPTP マウスにおける L-dopa の Cdk5 および DARPP-32 リン酸化

に対する影響 

 病態モデルマウスにおける Cdk5 および DARPP-32 のリン酸化状態と、そ

れに対する L-dopa の影響をウェスタンブロット解析および免疫組織化学的解

析により検討した。MPTP マウスにおいては、DA 合成の律速酵素であるチロ

シン水酸化酵素 (tyrosine hydroxylase; TH) の線条体における染色性が対照群

に比較して有意に低下した (Figure 7A-C) 一方で、Cdk5-pTyr15 染色性は有

意に上昇した (Figure 7D-F)。ウェスタンブロット解析において、MPTP マウ

ス線条体の Cdk5-pTyr15 発現量は対照群と比較して有意に増加したが、

L-dopa の投与はこれを有意に減少させた (Figure 8A)。Cdk5 タンパク質総量

については各群間に差は認められなかった。免疫組織化学的解析においても同

様の結果が得られた (Figure 8B)。DARPP-32-pThr75 発現量に関しても、

MPTP マウス線条体では対照群に比較して有意な増加が見られたが、L-dopa 

の投与はこれを有意に減少させた (Figure 8C)。DARPP-32 タンパク質総量お
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よび DARPP-32 pThr34 発現量については、各群間に差は認められなかった。

また、免疫組織化学的解析においても同様の結果が得られた (Figure 8D)。 

3-1-3. MPTP マウスにおける imatinib の Cdk5 および DARPP-32 リン酸

化に対する効果 

 c-Abl 阻害薬  imatinib の  MPTP マウス線条体における Cdk5 および 

DARPP-32 のリン酸化状態に対する影響をウェスタンブロット解析および免

疫組織化学的解析により検討した。ウェスタンブロット解析において、imatinib 

25 mg/kg の投与は MPTP による Cdk5-pTyr15 の発現量の増加を有意に抑

制した (Figure 9A) が、10 mg/kg の投与では抑制されなかった (データ記載な

し)。免疫組織化学的解析においても同様の結果が得られた (Figure 9B)。また 

DARPP-32-pThr75 に関しても、imatinib 25 mg/kg の投与は MPTP による

発現量の増加を有意に抑制し、免疫組織化学的解析においても同様の結果が得

られた (Figure 9C, D)。 

 

3-2. Nilotinib に関する検討 

 前項において、imatinib が D2R 刺激薬と同様に Cdk5-pTyr15 の発現を低
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下 さ せ 、 ま た MPTP マ ウ ス に お け る  Cdk5-pTyr15 お よ び 

DARPP-32-pThr75 の異常な増加を通常レベルにまで低下させることが生化学

的・免疫組織化学的に明らかになった。そこで、本項では行動薬理学的にも効

果が得られるか、またこれが imatinib 固有の効果ではなく c-Abl 阻害の効果

であることを確認するために、より強力かつ選択性の高い c-Abl 阻害薬である 

nilotinib 41)を用いて検討を行った。 

3-2-1. Naïve マウス線条体における nilotinib の Cdk5 および DARPP-32 

リン酸化に対する効果 

 Naïve マ ウ ス 線 条 体 に お け る  nilotinib の  Cdk5-pTyr15 お よ び 

DARPP-32-pThr75 に対する効果をウェスタンブロット解析により検討した。

線条体における Cdk5-pTyr15 および DARPP-32-pThr75 発現量は 25 およ

び 50 mg/kg 投与群において、対照群と比較して有意に減少した (Figure 10A, 

B)。これに対し、Cdk5 あるいは  DARPP-32 のタンパク質総量、および 

DARPP-32-pThr34 に関しては、各群間に有意な差はなく、nilotinib の影響は

見られなかった。 

 次 に 、  D1R お よ び  D2R が  nilotinib の  Cdk5-pTyr15 お よ び 
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DARPP-32-pThr75 減少効果に異なって影響することを確かめるために、

nilotinib と D1R アゴニスト A-68930、D1R アンタゴニスト SCH-23390、

D2R アゴニスト quinpirole、および D2R アンタゴニスト raclopride の 

naïve マウスに対する共投与を行い、ウェスタンブロット解析により検討した。

Nilotinib に よ る  Cdk5-pTyr15 お よ び  DARPP-32-pThr75 の 減 少 は 、

A-68930 および SCH-23390 により有意な影響を受けなかった (Figure 11A)。

これに対し、quinpirole は有意に  nilotinib の効果を強め、raclopride は 

nilotinib の効果を相殺した (Figure 11B)。Cdk5 あるいは DARPP-32 のタン

パク質総量、および DARPP-32-pThr34 に関しては各群間に有意な差は見られ

なかった。 

3-2-2. Nilotinib および D1R アゴニストによる c-Fos 誘導 

 刺激に対して速やかに発現が誘導される最初期遺伝子の産物の一つである 

c-Fos は線条体における DA 刺激への応答として誘導される。この応答には 

D1R および D2R が相乗的に関与している 42), 43)。Nilotinib が線条体における 

c-Fos 発現を誘導するか検討するために、A-68930 単独、quinpirole 単独、

nilotinib 単独、A-68930 + quinpirole、または A-68930 + nilotinib の組み合
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わせで naïve マウスに共投与を行い、c-Fos の誘導を免疫組織化学的に検討し

た。A-68930、quinpirole、nilotinib とも、単剤投与では c-Fos 発現誘導はわ

ずかであった (Figure 12A-C, F-H, and K)。これに対し、A-68930 + quinpirole 

および A-68930 + nilotinib 投与群では c-Fos 誘導が顕著に増加した (Figure 

12D, E, I, J, and K)。 

3-2-3. MPTP マウスにおける運動障害に対する nilotinib の効果 

 上記の結果から示唆される nilotinib の抗パーキンソン病効果を行動レベル

で評価するために、MPTP マウスを用いた行動薬理学的試験を行った。評価は 

MPTP 投与 3 日後、nilotinib 投与 30 分後に行い (Figure 13A)、この時点で

線条体における TH 発現量は正常時のおよそ 20% にまで有意に減少してお

り、DA ニューロンが変性脱落していた。 nilotinib の投与はこの TH の減少

には影響を与えなかった (Figure 13B)。 

 行動薬理学的試験においては、MPTP マウスは既報のように 44)パーキンソン

病様の運動障害を示した。Beam walking test、horizontal wire test、rotarod 

test では、MPTP 群は対照群と比較して有意に成績が低下し、運動協調性の低

下が見られた (Figure 13C, E, and F)。また、bar test では無動時間が有意に
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延長し、無動様症状が確認された (Figure 13D)。Foot printing test では、前

肢・後肢とも歩幅の短縮し overlap が拡大したことから、歩行状態の悪化が認

められた (Figure 13G-J)。これに対し、nilotinib 投与群では顕著な運動障害改

善効果が見られた。Beam walking test、bar test、rotarod test では、それぞ

れ、走破所要時間、無動時間、落下潜時が nilotinib 25 mg/kg の投与により有

意に改善し、通常レベルに改善した (Figure 13C, D, and F)。Horizontal wire 

test では nilotinib 10 および 25 mg/kg 投与群ともに、 MPTP 群に比較して

有意に合格率が改善し、25 mg/kg 投与群は通常レベルまで回復した (Figure 

13E)。Foot printing test では、後肢の歩幅の短縮は 25 mg/kg 投与群のみ 

MPTP 群に対して有意に改善した(Figure 13G, J)。一方、前肢の歩幅および 

overlap は 10 mg/kg 投与群、25 mg/kg 投与群ともに有意に改善し、overlap 

は通常レベルまで回復した (Figure 13H-J)。 

3-2-4. MPTP マウスにおける nilotinib の Cdk5 および DARPP-32 リン酸

化に対する効果 

 MPTP マウスにおいても、nilotinib が線条体における  Cdk5 および 

DARPP-32 リン酸化を阻害していることを確認するためにウェスタンブロッ
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ト解析を行った。サンプル採取は MPTP 投与 3 日後、nilotinib 投与 30 分

後に行った (Figure 13A)。MPTP マウス線条体における、Cdk5-pTyr15 発現

量は対照群と比較して顕著な増加を示した(Figure 14A)。しかし、nilotinib (25 

mg/kg) の投与はこれを通常レベルまで低下させた (Figure 14A)。同様に、

DARPP-32-pThr75 発現量も MPTP 群では顕著な増加を示したが、nilotinib 

(25 mg/kg) の投与により通常レベルまで低下した (Figure 14B)。Cdk5 および 

DARPP-32 タンパク質総量、ならびに DARPP-32-pThr34 発現量に関しては、

各群間に有意な差は認められなかった。 
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Figure 5. Dopamine receptor stimulation inhibits striatal 

phosphorylation of Cdk5 at Tyr15. 

(A) Western blot analysis on the effects of apomorphine on striatal levels 

of Cdk5-pTyr15. Mice received saline or the indicated amounts of 

apomorphine 30 min before sacrifice. Values are means ± S.E.M. (n = 5). 

*P < 0.05 versus saline-treated mice; two-tailed Student’s t-test. (B-D) 

Immunohistochemical assessment of the effects of apomorphine on 

striatal density of Cdk5-pTyr15 labeling. (B-B”) Frontal sections stained 

for Cdk5-pTyr15 in the anterior (B; 1.3 mm anterior to bregma), middle 

(B’; 1.0 mm anterior to bregma), and posterior (B”; 0.1 mm posterior to 

bregma) levels of the striatum from a saline-treated mouse. (C-C”) 

Frontal sections stained for Cdk5-pTyr15 in the anterior (C; 1.3 mm 

anterior to bregma), middle (C’; 1.0 mm anterior to bregma), and posterior 

(C”; 0.1 mm posterior to bregma) levels of the striatum from an 

apomorphine-treated mouse. (D) Optical density measurements of striatal 

Cdk5-pTyr15 labeling in saline- and apomorphine-treated mice. Values 

are means ± S.E.M. (n = 5). *P < 0.05 versus saline-treated mice; 

two-tailed Student’s t-test. 

 

(Dopamine signaling negatively regulates striatal phosphorylation of Cdk5 at tyrosine 

15 in mice. Yamamura et al. 2013. Figure 2 より引用) 
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Figure 6. Negative regulation of striatal phosphorylation of 

Tyr15-Cdk5 through a D2R-mediated mechanism.  

Western blot analysis was carried out on the striatal extracts from mice 

that received saline, A-68930 (2 mg/kg), SCH-23390 (0.5 mg/kg), 

quinpirole (3 mg/kg), or raclopride (1 mg/kg), 30 min before sacrifice. 

Effects of administration of A-68930 (A), SCH-23390 (B), quinpirole (C), 

or raclopride (D), on striatal levels of Cdk5-pTyr15 are shown. Values are 

means ± S.E.M. (n = 5). *P < 0.05 versus saline-treated mice; two-tailed 

Student’s t-test. 

 

(Dopamine signaling negatively regulates striatal phosphorylation of Cdk5 at tyrosine 

15 in mice. Yamamura et al. 2013. Figure 3 より引用) 
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Figure 7. Loss of  dopaminergic inputs and increased 

phosphorylation of Tyr15-Cdk5 in the striatum in MPTP mice.   

Striatal sections were prepared and subjected to the 

immunohistochemical study. (A-C) Severe loss of TH-immunoreactive 

afferents in the striatum in MPTP mice. Representative images of striatal 

sections (0.0-1.0 mm anterior to bregma) immunostained for TH from 

saline- (A) and MPTP-treated (B) mice. (C) Optical density measurements 

of striatal TH labeling in saline- and MPTP-treated mice. Values are 

means ± S.E.M. (n = 5). *P < 0.001 versus saline-treated mice, two-tailed 

Student’s t-test. (D-F)  Increased density of striatal Cdk5-pTyr15 

labeling in MPTP mice. Representative images of striatal sections (0.0-1.0 

mm anterior to bregma) immunostained for Cdk5-pTyr15 from saline- (D) 

and MPTP-treated (E) mice. (F) Optical density measurements of striatal 

Cdk5-pTyr15 labeling in saline- and MPTP-treated mice. Values are 

means ± S.E.M. (n = 5). *P < 0.01 versus saline-treated mice, two-tailed 

Student’s t-test.   

 

(Dopamine signaling negatively regulates striatal phosphorylation of Cdk5 at tyrosine 

15 in mice. Yamamura et al. 2013. Figure 4 より引用) 
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Figure 8. Effects of L-dopa on striatal phosphorylation of Cdk5 

and DARPP-32 in MPTP mice. 

Saline- or MPTP-treated mice received vehicle or L-dopa 30 min before 

sacrifice. Striatal tissue extracts and sections were prepared and 

subjected to western blotting and immunohistochemical staining. (A) 

Western blot analysis of striatal levels of Cdk5-pTyr15 and Cdk5 in mice 

treated with saline + vehicle, saline + L-dopa, MPTP + vehicle, or MPTP + 

L-dopa. Values are means ± S.E.M. (n =5-6). *P < 0.001 versus mice 

treated with saline + vehicle, saline + L-dopa, or MPTP + L-dopa; one-way 

(Continued) 
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Figure 8. Continued 

ANOVA [F(3.18) = 31.06] followed by Bonferroni-Dunn test. (B) 

Immunohistochemical study on striatal labeling for Cdk5-pTyr15 in mice 

treated with saline + vehicle, saline + L-dopa, MPTP + vehicle, or MPTP + 

L-dopa. Representative images of the striatal sections (0.0-1.0 mm 

anterior to bregma) stained for Cdk5-pTyr15 from each group are shown. 

Densitometric analysis was made on a striatal section from each mouse in 

a group of saline + vehicle, saline + L-dopa, MPTP + vehicle or MPTP + 

L-dopa. Values are means ± S.E.M. (n = 5). *P < 0.05 versus mice treated 

with saline + vehicle, saline + L-dopa, or MPTP + L-dopa; one-way 

ANOVA [F(3.16) = 26.84] followed by Fisher’s PLSD test. (C) Western blot 

analysis of striatal levels of DARPP-32-pThr75, DARPP-32-pThr34, and 

DARPP-32 in mice treated with saline + vehicle, saline + L-dopa, MPTP + 

vehicle, or MPTP + L-dopa. Values are means ± S.E.M. (n = 4-7). *P < 0.01 

versus mice treated with saline + vehicle, saline + L-dopa, or MPTP + 

L-dopa; one-way ANOVA [F(3.18) = 6.96] followed by Bonferroni-Dunn test. 

(D) Immunohistochemical study on striatal labeling for 

DARPP-32-pThr75 in mice treated with saline + vehicle (n = 5), saline + 

L-dopa (n = 5), MPTP + vehicle (n = 5), or MPTP + L-dopa (n = 5). 

Representative images of the striatal sections (0.0-1.0 mm anterior to 

bregma) stained for DARPP-32-pThr75 from each group are shown. 

Densitometric analyses were made on a striatal section from each mouse 

in a group of saline + vehicle, saline + L-dopa, MPTP + vehicle or MPTP + 

L-dopa. Values are means ± S.E.M. *P < 0.05 versus mice treated with 

saline + vehicle, saline + L-dopa, or MPTP + L-dopa; one-way ANOVA 

[F(3.16) = 19.62] followed by Fisher’s PLSD test. 

 

(Dopamine signaling negatively regulates striatal phosphorylation of Cdk5 at tyrosine 

15 in mice. Yamamura et al. 2013. Figure 5 より引用) 
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Figure 9. Effects of imatinib on striatal phosphorylation of 

Cdk5 and DARPP-32 in MPTP mice.  

Saline- or MPTP-treated received vehicle or imatinib 30 min before 

sacrifice. Striatal tissue extracts and sections were prepared and 

subjected to western blotting and immunohistochemical staining. (A) 

Western blot analysis of striatal levels of Cdk5-pTyr15 and Cdk5 in mice 

treated with saline + vehicle, saline + imatinib, MPTP + vehicle, or MPTP 

+ imatinib. Values are means ± S.E.M. (n = 4-5). *P < 0.05 versus mice  

(Continued) 
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Figure 9. Continued 

treated with saline + vehicle, saline + imatinib, or MPTP + imatinib; 

one-way ANOVA [F(3.14) = 9.28] followed by Bonferroni-Dunn test. (B) 

Immunohistochemical study on striatal labeling for Cdk5-pTyr15 in mice 

treated with saline + vehicle, saline + imatinib, MPTP + vehicle or MPTP 

+ imatinib. Representative images of the striatal sections (0.0-1.0 mm 

anterior to bregma) stained for Cdk5-pTyr15 from each group are shown. 

Densitometric analyses were made on a striatal section from each mouse 

in a group of saline + vehicle, saline + imatinib, MPTP + vehicle or MPTP 

+ imatinib. Values are means ± S.E.M. (n = 5). *P < 0.01 versus mice 

treated with saline + vehicle, saline + imatinib, or MPTP + imatinib; 

one-way ANOVA [F(3.16) = 9.82] followed by Fisher’s PLSD test. (C) 

Western blot analysis of striatal levels of DARPP-32-pThr75, 

DARPP-32-pThr34, and total DARPP-32 in mice treated with saline + 

vehicle, saline + imatinib, MPTP + vehicle, or MPTP + imatinib. Values 

are means ± S.E.M. (n = 4-5). *P < 0.05 versus mice treated with saline + 

vehicle, saline + imatinib, or MPTP + imatinib; one-way ANOVA [F(3.13) = 

4.13] followed by Bonferroni-Dunn test. (D) Immunohistochemical study 

on striatal labeling for DARPP-32-pThr75 in mice treated with saline + 

vehicle, saline + imatinib, MPTP + vehicle or MPTP + imatinib. 

Representative images of the striatal sections (0.0-1.0 mm anterior to 

bregma) stained for DARPP-32-pThr75 from each group are shown. 

Densitometric analyses were made on a striatal section from each mouse 

in a group of saline + vehicle, saline + imatinib, MPTP + vehicle or MPTP 

+ imatinib. Values are means ± S.E.M. (n = 5). *P < 0.05 versus mice 

treated with saline + vehicle, saline + imatinib, or MPTP + imatinib; 

one-way ANOVA [F(3.16) = 5.12] followed by Fisher’s PLSD test. 

 

(Dopamine signaling negatively regulates striatal phosphorylation of Cdk5 at tyrosine 

15 in mice. Yamamura et al. 2013. Figure 6 より引用) 
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Figure 10. Nilotinib affects striatal phosphorylation of Cdk5 and 

DARPP-32 in naïve mice.  

Western blot analysis was performed on striatal extracts from naïve mice 

that received intraperitoneal injections of nilotinib at doses of 5, 10, 25, or 

50 mg/kg 30 min before they were sacrificed. (A) Optical density 

measurements of striatal Cdk5-pTyr15 and total Cdk5. Values are means ± 

S.E.M. (n = 5). *P < 0.05 versus mice treated with vehicle; one-way ANOVA 

[F(4.20) = 22.957] followed by Scheffe test. (B) Optical density measurements 

of striatal DARPP-32-pThr75, DARPP-32-pThr34, and total DARPP-32. 

Values are means ± S.E.M. (n = 5). *P < 0.05 versus mice treated with 

vehicle; one-way ANOVA [F(4,20) = 93.125] followed by Scheffe test.  

 

(A novel tyrosine kinase inhibitor AMN107 (nilotinib) normalizes striatal motor behaviors 

in a mouse model of Parkinson’s disease. Tanabe et al. 2014. Figure 2 より引用) 
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Figure 11. Dopaminergic modulation of nilotinib effects on 

striatal phosphorylation of Tyr15-Cdk5 and Thr75-DARPP-32 

in naïve mice. 

Vehicle or nilotinib (NTB; 25 mg/kg) treated mice were administered 

saline, A-68930 (2 mg/kg), SCH-23390 (0.5 mg/kg), quinpirole (3 mg/kg), 

or raclopride (1 mg/kg) 30 min before sacrifice. Striatal tissue extracts 

were prepared and subjected to western blotting. (A) Western blot 

analysis of striatal levels of Cdk5-pTyr15 and total Cdk5 in mice treated 

with vehicle + saline, NTB + saline, NTB + A-68930, or NTB + 

SCH-23390. Values are means ± S.E.M. (n =5). (B) Western blot analysis 

of striatal levels of DARPP-32-pThr75, DARPP-32-pThr34, and total 

DARPP-32 in mice treated with vehicle + saline, NTB + saline, NTB + 

A-68930, or NTB + SCH-23390. Values are means ± S.E.M. (n =5). 

(Continued) 
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Figure 11. Continued 

(C) Western blot analysis of striatal levels of Cdk5-pTyr15 and total Cdk5 

in mice treated with vehicle + saline, NTB + saline, NTB + quinpirole, or 

NTB + raclopride. Values are means ± S.E.M. (n = 5). *P < 0.05 versus mice 

treated with NTB + saline; one-way ANOVA [F(3.16) = 44.790] followed by 

Scheffe test. (D) Western blot analysis of striatal levels of 

DARPP-32-pThr75, DARPP-32-pThr34, and total DARPP-32 in mice 

treated with vehicle + saline, NTB + saline, NTB + quinpirole, or NTB + 

raclopride. Values are means ± S.E.M. (n = 5). #P < 0.05 versus mice treated 

with NTB + saline;  one-way ANOVA [F(3.16) = 116.883] followed by Scheffe 

test. 

 

(A novel tyrosine kinase inhibitor AMN107 (nilotinib) normalizes striatal motor behaviors 

in a mouse model of Parkinson’s disease. Tanabe et al. 2014. Figure 3 より引用) 
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Figure 12. Synergism of nilotinib and a D1-agonist for striatal 

c-Fos induction in naïve mice. 

c-Fos immunostaining was performed on striatal sections from mice that 

received A-68930 (2 mg/kg) alone, quinpirole (3 mg/kg) alone, nilotinib (25 

mg/kg) alone, A-68930 (2 mg/kg) + quinpirole (3 mg/kg), or A-68930 (2 

mg/kg) + nilotinib (25 mg/kg) 120 min before they were sacrificed. n = 5 

per group. (A-J) Photomicrographs of striatal sections stained for c-Fos 

from mice treated with A-68930 (A and F), quinpirole (B and G), nilotinib 

(C and H), A-68930 + quinpirole (D and I), and A-68930 + nilotinib (E and 

J). Scale bar: 1 mm (A-E), 100 μm (F-J). (K) Density measurements of 

c-Fos–labeled nuclei in the dorsal striatum. Values are means ± S.E.M. 

***P < 0.001 versus mice treated with A-68930 alone, those with quinpirole 

alone, or those with nilotinib alone; unpaired two-tailed t test. 

 

(A novel tyrosine kinase inhibitor AMN107 (nilotinib) normalizes striatal motor behaviors 

in a mouse model of Parkinson’s disease. Tanabe et al. 2014. Figure 4 より引用) 
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Figure 13. Effects of nilotinib on MPTP-induced motor deficits 

in mice. 

(A) Experimental design. Mice were trained for behavioral tests for three 

consecutive days before MPTP administration. Mice received 

intraperitoneal administration of MPTP (20 mg/kg  4) or equivalent 

volume of saline three days before the behavioral study. All the 

behavioral tests and western blots were carried out 30 min after 

intraperitoneal injection of nilotinib (NTB) at a dose of 10 or 25 mg/kg. 

Vehicle-treated mice received an equivalent volume of 0.5% aqueous 

carboxymethyl cellulose. (B) Western blot analysis of striatal levels of 

tyrosine hydroxylase (TH) in mice treated with saline-vehicle, 

saline-NTB, MPTP-vehicle, or MPTP-NTB. Values are means ± S.E.M. (n 

= 5). **P < 0.01 versus mice with saline-vehicle; one-way ANOVA [F(3.16) = 

30.73] followed by Scheffe test. (C-J) Behavioral studies. All the values 

are expressed as means ± S.E.M. (C) Beam walking test (n = 11-14 per 

group). *P < 0.05 versus saline-treated mice injected with vehicle or NTB 

(Continued) 
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Figure 13. Continued 

(25 mg/kg); #P < 0.05 versus MPTP-treated mice injected with vehicle; 

one-way ANOVA [F(4,61) = 4.31] followed by Newman-Keuls test. (D) Bar 

test (n = 9-10 per group). *P < 0.05 versus saline-treated mice injected with 

vehicle or NTB (25 mg/kg); #P < 0.05 versus MPTP-treated mice injected 

with vehicle; one-way ANOVA [F(4,43) = 5.97] followed by Newman-Keuls 

test. (E) Horizontal wire test (n = 3 per group: the number of individuals 

per each group was 14-19). *P < 0.05 versus saline-treated mice injected 

with vehicle or NTB (25 mg/kg); #P < 0.05 versus MPTP-treated mice 

injected with vehicle; one-way ANOVA [F(4,10) = 7.63] followed by 

Newman-Keuls test. (F) Rotarod test (n = 14-28 per group). *P < 0.05 

versus saline-treated mice injected with vehicle or NTB (25 mg/kg); #P < 

0.05 versus MPTP-treated mice injected with vehicle; one-way ANOVA 

[F(4,93) = 5.19] followed by Newman-Keuls test. (G) Foot printing test of 

stride length of hindpaw (n = 6-14 per group). ***P < 0.001 versus 

saline-treated mice injected with vehicle or NTB (25 mg/kg); #P < 0.05 

versus MPTP-treated mice injected with vehicle; one-way ANOVA [F(4,43) = 

17.24] followed by Fisher’s PLSD test. (H) Foot printing test of stride length 

of forepaw (n = 6-13 per group). ***P < 0.001 versus saline-treated mice 

injected with vehicle or NTB (25 mg/kg); #P < 0.05 versus MPTP-treated 

mice injected with vehicle; one-way ANOVA [F(4,42) = 17.38] followed by 

Fisher’s PLSD test. (I) Foot printing test of overlap (n = 6-13 per group). 

**P < 0.01 versus saline-treated mice injected with vehicle or NTB (25 

mg/kg); ##P < 0.01, ###P < 0.001 versus MPTP-treated mice injected with 

vehicle; one-way ANOVA [F(4,42) = 5.52] followed by Fisher’s PLSD test. (J)

Representative images of the foot prints of saline-treated control mice, 

MPTP-treated mice injected with vehicle, and MPTP-treated mice injected 

with NTB (25 mg/kg).  

 

(A novel tyrosine kinase inhibitor AMN107 (nilotinib) normalizes striatal motor behaviors 

in a mouse model of Parkinson’s disease. Tanabe et al. 2014. Figure 5 より引用) 
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Figure 14. Nilotinib affects striatal phosphorylation of Cdk5 and 

DARPP-32 in MPTP mice. 

Saline- or MPTP-treated mice were administered vehicle or nilotinib (NTB; 

25 mg/kg) 30 min before they were sacrificed. Striatal tissue extracts were 

prepared and subjected to western blotting. 

(A) Western blot analysis of striatal levels of Cdk5 and Cdk5-pTyr15 in 

mice treated with saline-vehicle (control), MPTP-vehicle, or MPTP-NTB. 

Values are means ± S.E.M. (n = 5). **P < 0.01 versus mice with 

saline-vehicle or MPTP-NTB; one-way ANOVA [F(2,12) = 11.91] followed by 

Scheffe test. (B) Western blot analysis of striatal levels of 

DARPP-32-pThr75, DARPP-32-pThr34, and total DARPP-32 in mice 

treated with saline-vehicle (control), MPTP-vehicle, or MPTP-NTB. Values 

are means ± S.E.M. (n = 5). **P < 0.01 versus mice with saline-vehicle or 

MPTP-NTB; one-way ANOVA [F(2,12) = 11.77] followed by Scheffe test. 

 

(A novel tyrosine kinase inhibitor AMN107 (nilotinib) normalizes striatal motor behaviors 

in a mouse model of Parkinson’s disease. Tanabe et al. 2014. Figure 6 より引用) 
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第四節：考察 

 

 本研究において、線条体 Cdk5-pTyr15 とシナプス後細胞 DA および Glu 

シグナルカスケードの機能的関連と、これを標的とした新たなパーキンソン病

治療戦略が見出された。本研究の主要な発見をまとめると、以下の四点である。

(1) c-Abl 阻害薬は naïve および MPTP マウス線条体における Tyr15-Cdk5 

および Thr75-DARPP-32 のリン酸化を阻害する。(2) c-Abl 阻害薬による 

naïve マウス線条体 Tyr15-Cdk5 および Thr75-DARPP-32 のリン酸化の阻

害は D2R シグナリングの影響を受ける。(3) D2R アゴニスト同様、c-Abl 阻

害薬は naïve マウスにおいて D1R アゴニストと相乗効果し c-Fos を誘導し

た。(4) c-Abl 阻害薬は MPTP マウスにおける運動障害を改善した。 

 線条体機能は DA および Glu 伝達のバランスにより成り立っており、

DARPP-32 がこれらの伝達を集約している  45), 46)。 DARPP-32 は 

DARPP-32-pThr34 あるいは DARPP-32-pThr75 として、脱リン酸化の阻害

あるいはリン酸化の阻害として機能する 22), 47)。この一連の流れにおいて、Glu 

入力は Cdk5 を活性化し、DARPP-32-pThr75 量を上昇させることで後細胞に
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おける DA 伝達に拮抗的に作用する。c-Abl 阻害薬は、L-dopa と同様に、 

MPTP マウス線条体における Cdk5-pTyr15 および DARPP-32-pthr75 の異

常な上昇を抑制した。これは c-Abl/Cdk5-pTyr15 シグナリングが、Glu 入力

の Cdk5 活性化カスケードに関与していることを示唆する (Figure 15)。今回

の研究結果は、 D2R 刺激が線条体における Cdk5 のリン酸化を抑えることに

より Glu/Cdk5 カスケードを抑制的に制御していることを示唆する。これは、

D2R を介して DA シグナリングがシナプス前細胞の Glu 放出を抑制し、また

後細胞の Glu 受容体刺激に対する反応性を低下させるという報告 48)と一致す

るものかもしれない。しかし、Glu 入力による c-Abl 活性化経路は現在のとこ

ろ明らかになっておらず、解明が望まれる点である。 

 線条体関連疾患のなかでも、パーキンソン病は DA 欠乏に起因する代表的な

運動疾患である。安静時の線条体においては、Thr75-DARPP-32 のリン酸化度

が高く、Thr34-DARPP-32 のリン酸化はわずかである 22), 49)。これは Glu/Cdk5 

経路の活性が Thr75-DARPP-32 のリン酸化として反映されることを示唆する。

さらに今回 MPTP マウスで見られたのと同様に、6-OHDA 誘発パーキンソン

病モデルラット線条体において、DA の欠乏は Thr34-DARPP-32 のリン酸化
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度には影響しないが、Thr75-DARPP-32 のリン酸化を有意に増加させることが

報告されている 50)。これは Glu/Cdk5/DARPP-32-pThr75 カスケードがパーキ

ンソン病の病態に重要な役割を果たしていることを示唆する。この発見は線条

体 DA 欠乏がパーキンソン病症状を引き起こすメカニズムに関して新たな知

見を与えるものである。 

 L-dopa および DR アゴニストは主要なパーキンソン病治療薬であるが、長

期療養下においては DR のダウンレギュレーションによると考えられる反応

性の低下や、DID 等の問題点がある 15), 51), 52)。DID の発生には D1R/NMDAR 

複合体の受容体輸送の変化によるシナプス可塑性の変化が関与していると考え

られている 53)-55)。このような理由から DR に対する直接作用以外の機序によ

るパーキンソン病治療薬の探索は必要不可欠である。c-Abl 阻害薬は DR の直

接作用によらずシグナリング下流で作用するため、DID の抑制や、薬効不安定

状態や発症後期の重症例にも奏効することが期待される。また、c-Abl 阻害薬の

他の利点として、グリベック (imatinib) あるいはタシグナ (nilotinib) といっ

た白血病治療薬として現在使用されている薬剤が存在し、一定の安全性が保証

されている点がある。これらは経口投与薬であり、nilotinib は全身性投与で血
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液脳関門を通過し脳へ移行することが報告されている 55)ことから、現在使用さ

れている薬剤をパーキンソン病治療に用いることが可能であると示唆される。

本研究では、nilotinib 単回投与 30 分後の行動薬理学的試験で運動障害の改善

が示されており、L-dopa 同様に効果発現が速やかであることも期待される。さ

らに遺伝子改変マウスを用いた研究で、nilotinib は -synuclein 量を減少させ

ることも報告されている 56)。 -synuclein 蓄積による神経変性はパーキンソン

病の非運動症状との関与が示唆されている 57), 58)ことから、早期に用いれば非運

動症状の発現を抑制可能であるかもしれない。以上のように、本研究は c-Abl 阻

害薬がパーキンソン病の新たな治療薬となり得る可能性を示すものである。 
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Figure 15. Striatal Cdk5/DARPP-32 signal regulation. 

Hypothesized model shows striatal dopamine and glutamate 

neurotransmissions involving postsynaptic dopamine/PKA/DARPP-32- 

pThr34 and glutamate/Cdk5/DARPP-32-pThr75 signaling cascades. c-Abl 

inhibitors (e.g. nilotinib) target c-Abl that can activate Cdk5 by 

phosphorylating it at Tyr15. 

 

(A novel tyrosine kinase inhibitor AMN107 (nilotinib) normalizes striatal motor behaviors 

in a mouse model of Parkinson’s disease. Tanabe et al. 2014. Figure 1 より引用) 
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総括 

 

 本研究では、新たな機序によるパーキンソン病治療薬の探索として、c-Abl 阻

害薬の効果を MPTP 誘発パーキンソン病モデルマウスを用いて、免疫組織化

学的、生化学的、および行動薬理学的手法により検討した。 

 Naïve マウスに対する imatinib および nilotinib による免疫組織化学的、

生化学的検討から、c-Abl 阻害薬は線条体における  Tyr15-Cdk5 および 

Thr75-DARPP-32 のリン酸化を抑制することが示された。この効果は D2R ア

ゴニストおよびアンタゴニストの影響を受けることが示された。また、nilotinib 

は c-Fos 誘導に関して D2R アゴニスト様の作用を示した。これらの結果から 

c-Abl 阻害薬は D2R に対する直接作用によらず、D2R アゴニスト様効果を有

することが期待された。 

 そこで MPTP マウスを用い、行動薬理学的および生化学的に抗パーキンソ

ン病効果を評価した。行動薬理学的検討においては、MPTP 群で見られる運動

協調性の低下、無動様症状、および歩行の異常が nilotinib の投与により改善

した。また、生化学的検討においても、MPTP 群線条体で見られる 
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Cdk5-pTyr15 および DARPP-32-pThr75 量の異常な増加が nilotinib の投与

により通常レベルに回復した。 

 以上の結果は、c-Abl 阻害薬が新たな機序によるパーキンソン病治療薬として

有効であることを示唆する。 

 本研究は、パーキンソン病の薬物治療に新たな知見を与えるものである。 
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