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カボチャに見い出されたアンジオテンシン変換酵素阻害

物質による生体機能試験一生活習慣病の予防効果一

早 狩 誠 ・ 佐 藤 公 彦

(弘前大学医学部)

1.は じ め に

西暦2015年 における我が国では,65歳 以上の人

口は全人口の25%を 占めることが予想されてい

る。このように急速な高齢化が進んでいる我が国

では,高 血圧症,糖 尿病,認 知症などの生活習慣

病の克服が大 きな研究課題 となっている。

今回,研 究対象としたアンジオテンシン変換酵

素(ACE)は,ア ンジオテンシン1(Angl)か

ら強力な血圧上昇作用を有するAngIIへ の産生を

行うと同時に,降 圧ペプチド,ブ ラジキニンの分

解を行い,血 圧調節機構において重要な役割を演

じている酵素であるP。 本酵素の阻害剤は,高 血

圧症の治療薬としてすでに臨床面で広 く応用され

ているが,本 剤はインシュリン抵抗性の改善や心

肥大を抑制するなど肥満によって発症する多くの

疾患にも奏功することが知られている21。

従ってACE阻 害物質を多 く含む食材は生活習

慣病の予防効果が期待 されることから,我 々は

ACE活 性阻害物質を含む食品(原 料 も含む)の 検

索を行った。その結果,カ ボチャに強いACE阻 害

活性を見い出した。本研究ではカボチャに含まれ

るACE阻 害物質の同定を行うとともに,血 圧降下

作用,脂 肪蓄積抑制および記憶保持増強について

解析を行い,カ ボチャの肥満,高 血圧症,痴 呆症

などの生活習慣病に対する予防食品としての可能

性について検討した。

2.カ ボチャに含まれるACE阻 害物質の構造解

析

2.1カ ボチャに含まれるACE阻 害物質の精製

カボチャか らACE阻 害物質の精製は以下の方

法で行った。カボチャ細片に9倍 量の蒸留水を加

え,ミ キサーならびにポリトロンホモジナイザー

で微細粒化した。次に遠心して得た上清を陰イオ

ン交換樹脂カラムに付 した。同カラムに吸着 した

阻害物質 を希塩酸にて溶出 した分画を濃縮後

SephadexG-15ク ロマ トグラフ法にて順次分離し

た。次に分子量1355を 示すシアノコバラミン(ビ

タミンB1,)より遅い分画に溶出されたACE阻 害活

性を示す分画(図1)を 集め,濃 縮後凍結乾燥し

た(収 量33mg)。 得られた試料を0.1%TFA溶 液に

再溶解しODSカ ラムに付 し,ACE阻 害活性の認

められた未吸着画分を濃縮後凍結乾燥 した(収 量

13mg)

図lSephadexG-15カ ラム クロ マ トグ ラ フ 法 に よ る_aCE阻 害 物 質

の分 離.
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なお,ACE活 性阻害の測定は,ラ ット肺より均

一した酵素標本31を用い我々が開発した方法lIに

て行った。

2.2イ オン交換 カラム高速液体 クロマ トグラ

フ法による分離精製

上記試料について陰イオン交換樹脂充填カラム

(TSK-GELSAX,TOSOH)を 用いたHPLC法 に

て分離精製を試みたところ,阻 害活性を示す3つ

のピークが得られ(図2),そ れぞれを分取後濃縮

乾燥し機器分析に供 した(Peak1,約1mg)。

2.3質 量分析 ならびに核磁気共鳴スペクトル

分析

上記試料の中で収量のもっとも多かったPeakl

について質量数ならびに核磁気共鳴スペ クトル

(NMR)の 測定を行い,ACE阻 害物質の構造解析

を行った(図3,4)。

質量分析ではマ トリックスとしてグリセリンを

用いFABのpositiveお よびnegativeモードにて測

定を行った。その結果複数のピークが認められた

が,NMR測 定結果からACE阻 害物質は質量数569

を示すものと推定した。なお,現 在まで明らかと

なっている部分構造を図5に 示 した。

3.カ ボチャによる生体機能調節の検討

3。1血 圧降下作用について

カボチャ中ACE阻 害物質の合成品による血圧

降下作用を検討することができなかったため,カ

図2HPLC法 によるACE阻 害物質の精製

ボチャそのものによる血圧降下作用について自然

発症高血圧ラット(SHR,体 重約3008,日 本クレ

アジャパン)を 用いて検討 した。なお,投 与飼料

の調整は以下のように行った。まずカボチャ砕片

を蒸留水とともにミキサーにて粉砕 しラット用粉

餌を混合した。カボチャの含有量はラッ ト粉餌

25g(1日 の平均摂取量)に カボチャ7,5または15g

を含むように調整し,適 当な大きさに裁断 したも

のを乾燥させ飼料として用いた。

その結果,カ ボチャ水抽出液混合飼料投与群で

はコントロール群に比べ,収 縮期および拡張期血

圧いずれも開始3日 後より低下し投与期間終了ま

で血圧降下は持続した(図6)。

3.2体 重増加ならびに脂肪蓄積抑制効果につ

いて

カボチャそのものを含む飼料(カ ボチャ含有量

20,50%)を 用いた以前の検討では,ラ ット(SD.

図3阻 害物質(Peakl)のFABMassに よる分析
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図4阻 害物質(Peakl)のNNIRに よる分析

図5 阻害物質(Peak1)の 部分構造

日本クレアジャパン)の 体重増加抑制効果が認め

られなかった(データ未掲載)。 これはカボチャに

含まれる大量の糖成分によりACE阻 害物質の体

重増加抑制効果を相殺したものと考えられた。従

って今回の検討ではカボチ ャ水抽出液よりACE

阻害物質を陰イオン交換樹脂にて部分精製し糖含

有量を低下させた(水 抽出液の90%以 下)抽 出液

を用いた。飼料の調整はその抽 出液のACE阻 害

図6カ ボチャ投与によるSHRの1血圧降ド

図7カ ボチャ抽出液投与による体重増加抑制

活性を測定 し,ラ ット粉餌25g(1日 の平均摂取

量)にACE阻 害物質1ま たは3units(1munitは

ACE活 性50%阻 害量)を 含むように蒸留水ととも

に混合し,適 当な大きさに裁断したものを乾燥さ

せ,前 項 と同様に飼料を調整 した。

その結果,ACE阻 害物質混合飼料投与群ではコ

ントロール群に比べ,ACE阻 害物質の濃度に依存

して体重増加の抑制が認められた(図7)。 また,

投与期間終了後に採取 した腹腔内ならびに副睾丸

脂肪組織重量 も体重 と同様ACE阻 害物質の濃度

に依存 した増加抑制が認められた(表1)。
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表1カ ボチャ抽出液投与ラットでの脂肪組織重量の変化

3.3カ ボチャACE阻 害物質による長期記憶保

持機能増強効果について

前項と同様の飼料を用いACE阻 害物質による

ラット(SD,体 重250g,日 本クレアジャパ ン)で

の長期記憶保持機能増強効果を5日 間測定した。

なお,記 憶保持の解析はモーリス水迷路法にて行

い標的への到達時間で評価した。なお,飼 料の調

整は項 目3.1と同様な方法で調整した。その時の

カボチャの含有量はそれぞれ5お よび15g相 当と

した。

その結果,ACE阻 害物質混合飼料投与群では非

投与群に比べ,ACE阻 害物質の濃度に依存して長

期記憶保持の増強効果が認められた。

4.ラ ッ ト脂肪組織でのAGT,ACEお よびAT1

受容体の発現

ラット脂肪組織でのAGT,ACEお よびアンジ

オテンシンH受 容体一タイプ1(AT1受 容体)の

発現変化をWestern-blot法51で 検討した。なお,

AGTお よびAT1受 容体に対する抗体は,そ れぞ

れCお よびN末 端ペプチ ドを合成した後,Key

HoleLimpetHemocyaninと の結合体 を抗原とし

てウサギに免疫 して作製した。またACE抗 体は,

ラット肺より精製したものを抗原としてウサギに

免疫して作製した。

その結果,ラ ット脂肪組織 にはAGT(52-56

kDa,図8A),ACE(170kDa,図8B)お よびATl

受容体(47kDa,図8C)の 発現が認められたが,

腹腔内脂肪組織ではAGTの みが高発現 し,発 現

しているAGTは 複数のバンドとして観察された。

これ らのバンドはN一グリコシ ド結合を特異的に

切断する酵素(グ リコペプチダーゼF)処 理によ

り消失 し一つのバンドとして検出されたことから

(図8A),複 数のAGTの バンドはグルコシレー

ションの個数の差61に よることが示唆された。一

方,皮 下脂肪組織ではAGTは 主に2本 のバ ンド

が検出され,こ れらも同酵素処理により一つのバ

ンドに変換された(図8A)。 従って皮下脂肪組織

に発現しているAGTで はグルコシレーションの

数の差が少ないことが示唆された。

5.考 察

アンジオテンシン変換酵素(ACE)の 阻害物質

には血圧降下作用が期待されることから,天 然物

等か ら多くのACE阻 害物質が見い出され,こ れら

のほとんどは特許申請がなされている。我々の研

A Anti-AGTAb B Anti,ACEAb CAnti,ATIAb

図8ラ ット脂肪組織でのレニンーアンジオテンシン系因子の発現
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究において見い出されたカボチャに含まれ る

ACE阻 害物質については未だ特許申請や国内外

での報告 も認められておらず今回得られた我々の

結果のみである。また特許申請された中で乳蛋白

やイワシ蛋白の蛋白分解酵素処理により見い出さ

れたACE阻 害物質は,近 年血圧降下作用を目的と

する保健飲料剤として市販されている。しか しな

がら,ACEの 特異的阻害剤カプトプリルはラット

において脂肪蓄積の抑制や記憶保持の増強などの

生理作用 も示すことから,ACEが 血圧調節ばかり

ではなく,脂 肪蓄積や記憶保持の機構にも深 く関

わっていることを示し,従 ってACE阻 害物質には

高血圧,肥 満形成そして認知症の予防効果が期待

される。

今回カボチャに含まれるACE阻 害物質の最終

的な構造 決定までは至らず,そ の合成品を用いた

各種生体機能試験を行うことができなかったが,

カボチャそのもの,ま たはカボチャから抽出した

ACE阻 害物質を含む画分を用いた各種生体機能

試験において,カ ボチャには血圧降下作用,脂 肪

蓄積抑制および記憶保持増強効果を示す成分が含

まれていることが認められた。これらの効果は,

合成阻害物質による検討が必要であるが,カ ボチ

ャに含 まれるACE阻 害物質に起因することが予

想 される。ACE阻 害物質による血圧降下の作用

機序についてはすでに明らかとなっているが,脂

肪蓄積の抑制および記憶保持の増強の機序につい

ては十分な解析は行われていない。

1987年ラッ ト褐色脂肪組織でのAGTの 発現が

確認されて以来71,脂 肪組織でのレニンーアンギ

オテンシン系の存在が明らかとなりつつあるn。

AGTか らレニンおよびACEに より産生された活

性型AngHは プロスタサイクリンを産生 し前駆脂

肪細胞の分化を促進する91ことや分化 した脂肪細

胞での脂肪の蓄積を促進させるPこ とが知られて

いる。従ってカボチャ水抽出液投与により脂肪蓄

積の抑制が認められたが,そ の機構は生体内Ang

IIの産生抑制による前駆脂肪細胞の分化誘導およ

び脂肪合成の抑制によるものと推定される。更に

AngHは インスリン抵抗性を促進させる2こ とか

らACE阻 害物質投与により筋肉等でのインスリ

ン感受性が充進し,脂 肪組織への糖の取込みの減

少が脂肪組織重量の増加抑制をもたらした可能性

も考えられるが,こ れらの点については今後詳細

な検討が必要であろう。本研究では,ラ ットの皮

下および腹腔内脂肪組織でAGTの 発現量が異な

ることや発現しているAGTの グリコシレーショ

ンのパターンが異なることを見い出し,こ の結果

は培養細胞にヒトAGT遺 伝子導入を行った際に

発現するAGTの パターンと同様の結果hIを 示 し

た。更に活性型Angllを 産生する酵素ACEお よ

びAngHの 作用するATI受 容体の発現量は皮下

で高いことが明らかとなった(図7,図8A,B)。

これらの結果は皮下および腹腔内脂肪組織の生理

的役割が異なることを示唆 している。一般にヒト

においては内臓脂肪組織が各種生活習慣病のリス

クファクターとして考えられているが,皮 下およ

び腹腔内脂肪組織でのレニンーアンジオテンシン

系各因子の発現量の違いを含めた両脂肪組織の生

理的役割については今後の詳細な検討が必要と思

われる。その結果からこれら脂肪組織と生活習慣

病との関連が明らかにされよう。

一方
,ACE阻 害剤によるラットやマウスでの記

憶保持増強11瀞や高血圧患者でのノンコンプライ

アンス(薬 の飲み忘れ)の 改善'31が知られていた

が,そ の機序については解明されていない。しか

しなが ら,近 年記憶保持に深 く関わるとされる

AnglV受 容体(AT4)の 内在性 リガン ドとして

LVV一 ヘモ ルフィンー7(LVVYPWTQRY,LVV-

H7)が 単離されだ1〕。我々はラット脳より均一に

精製したACEが,内 在性基質であるAngIの60倍

以上の速度でLVV-H7を 分解するi51ことやカブト
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プリル(20,50mg/kg)を3週 間投与したラット

での脳内LVV-H7濃 度は非投与群に比べそれぞれ

約1.6および2.0倍高い値を示す(未 発表)こ とから,

この物質が脳内ACEの 内在性基質である可能性

および脳ACEが 記憶保持機構にも関与 している

可能性を推定している。従ってカボチャ抽出液に

よる記憶保持増強効果はACE活 性抑制による脳

内LVV-H7濃 度上昇に基づくものと思われる。

今回の検討において,ACE阻 害物質を含むカボ

チャそのものは血圧降下作用,脂 肪蓄積の抑制お

よび記憶保持増強効果を示すことが明らかとなっ

た。この結果からカボチャそのもの,ま たはカボ

チャに含まれるACE阻 害物質には生活習慣病の

予防効果が期待され,現 在本物質の構造決定なら

びに合成法の確立を行っている。

最後に本研究を実施するにあたり,研 究助成金

を賜 りました浦上食品 ・食文化振興財団ならびに

関係各位の皆様に心からお礼を申し上げます。ま

た,本 研究においてNMR測 定をしていただいた

東北大学薬学部の伏谷真二助教授,な らびに構造

解析を行っていただいている弘前大学農学生命科

学の奥野智旦教授および橋本勝助教授に深く感謝

いたします。
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Studyofantihypertensiveandanti-lipogeneticeffect,andmemoryenhance-

mentbypumpkincontainingangiotensin-convertingenzymeinhibitors

MakotoHayakariandKimihikoSatoh

(SecondDepartmentofBiochemistry,SchoolofMedicine,HirosakiUniversity)

Wefoundthenovelinhibitorsofangiotensin-convertingenzymefrompumpkin,and

analyzedthestructureoftheinhibitor.Themolecularweightofmajoroneofthreewas

determinedtoMr=569bytheanalysesoffastatombombardmentmassspectrometryand

nuclearmagneticresonance,andthiscompoundcontainedmanyhydrocarbon,some

carboxylicacidsandtrhreeorfivenitrogens.Furthermore,westudiedanti-hypertensive,anti-

lipogeneticeffectsandmemoryenhancementbypumpkinorpumpkinextractswhich

containedtheACEinhibitors.

ThebloodpressuresofSHRdecreasedabout10%ofcontrolbypumpkincontainingdiets

(7.5and15g)withdose-dependentmanner.Byusingpumpkinextract,whichcontainedlow

concentrationofsugar,theincreasingweightofratintraperitonealandepididymisadipose

tissuesweredepressed,andthememoryretrievalsofratwereimprovedwithdose-

dependentmanner.


