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 「臓器線維症」とは，臓器や組織に線維性の細胞外
基質が過剰に沈着した状態である． 
 

 線維化は，傷害の加わった臓器や組織の創傷治癒
における一過程であるが，この細胞外基質の産生と
分解のバランスが崩れ過剰な状態（慢性炎症）が続く
と，臓器の硬化性変化(臓器線維症）を引き起こし，
機能障害ひいては臓器不全に至ることもある． 
 

臓器線維化の制御・治療および予防は重要な臨床
課題である． 



 「臓器線維化」は様々な臓器で生じ，多様な病態を
呈するが，線維化発症のメカニズムは共通点が多い． 
 
 肝臓： 慢性肝炎，肝硬変 
 肺：  特発性肺線維症，間質性肺炎 
 腎臓： 高血圧性腎症，腎硬化症 
 皮膚： 強皮症 
 心臓： 心筋症   血管： 動脈硬化 
 関節： 関節リウマチ 
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 従来技術 

（肝） パンテチン，システイン，ヒスチジン，NACなどの特許登録 

  → 臨床効果？有効な治療法なし。 

 コラーゲン転写因子抑制（Sp1，smad３の調節）  

  → 実験段階，安全性？臨床効果？ 

 TGFβ直接抑制（可溶型TGFβ受容体，dominant negative TGFβ） 

  → 慢性疾患に対する継続治療には適さない． 

 

（肺） 世界初の臓器線維化抑制剤としてピルフェニドンが上市． 

  → 高頻度の光線過敏症，肝障害 （安全性？） 

  → 作用機序は不明確？ 

 

安全性の高い長期投与可能な臓器線維化抑制薬の開発が必要！ 



有効性が高く、安全な薬剤の開発 

• アルコール中で熟成させたニンニクに微量に含まれるS-アリ

ルシステインというアミノ酸が臓器線維化を抑制することを
我々は見いだした． 

• S-アリルシステインには特有のにおい，安定性に問題があっ
た． 

• この問題を解決すべく，グルタチオンのシステイン残基をアリ
ル化したS-アリルグルタチオン（ＳＡＧ）を考案し，合成した． 

 

• このＳ-アリルグルタチオンは， 

   安定性良好 

   長期投与可能（肝障害なし） 

   経口投与が可能 

   化学合成，精製法を確立 

 

 



（実験例1） 
四塩化炭素反復投与による肝線維化に対する抑制効果 

雄性Wistar ラット 
25% 四塩化炭素 

投与薬剤 (経口投与） 

S-アリルグルタチオン ( SAG   : 60, 200, or 600 mg/kg/日) 

犠牲死 
Final CCl4 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  

週２回，９週間 

(4w) 

(13w) 

(10 days) 

( 2 ml/kg, i.p.) 

（結果1） 
・SAGは用量依存性に四塩化炭素反復投与による肝線維化を
顕著に抑制した．SAGは，線維素産生細胞である肝星細胞の活
性化を抑制し，コラーゲン産生，肝組織中のTGFβを減少させた． 
・四塩化炭素以外のブタ血清反復投与やDMN投与による肝線
維化モデルでもSAGは有意に肝線維化を抑制した． 



（実験例2） 
ブタ血清反復投与による肝硬変に対するSAGの治療効果 

雄性Wistar ラット 

投与薬剤 (経口投与） 

S-アリルグルタチオン ( SAG  : 60, 200, or 600 mg/kg/日) 

（結果2） 
・SAGは用量依存性に完成された肝硬変の線維素溶解作用を
呈し，臓器線維化の治癒を促進した． 

・この線維素溶解促進作用は，その他の肝硬変モデル（四塩化
炭素，DMNなど）においても確認された． 

sacrificed 

Final i.p. 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓  ↓ 
Age 

(4w) 

1w 3w 5w 

Twice a week (15 w) 

ブタ血清  
( 0.5 ml/rat, i.p.) 

Fibrinolysis (24w) (19w) 



（実験例3） 
ブレオマイシン気管内投与による肺線維化病態に 

対するSAGの抑制効果 
（結果3） 
・SAGは用量依存性にブレオマイシンによる肺線維症の進行を
抑制した． 

・この肺線維化抑制作用を，その他の肺線維化モデル（四塩化
炭素，DMNなど）においても確認した． 
 

（実験例4） 

四塩化炭素反復投与による各種臓器線維化に対する
SAGの抑制効果 
（結果4） 
・SAGは用量依存性に腎糸球体の線維化，肺の間質肥厚，動
脈硬化の進行を抑制する． 

 



（実験例6） 
SAGはマクロファージの活性化を抑制するか？ 
 
（結果6） 
・SAGは，LPS刺激による初代培養ラットKupffer細胞や
RAW264.7細胞株の活性化を抑制し，炎症性サイトカ
イン（TNF-α，IL-6など）の産生を用量依存性に抑制した． 
 
・SAGは，線維芽細胞や肝星細胞など線維素産生細胞
の活性化に直接影響しなかった． 
 

・マクロファージと線維芽細胞の共培養系において
SAGはコラーゲン産生抑制作用を呈した。 



（実験例5） 
 SAGは2型糖尿病モデルラット（GK）のHbA1cを改善する 

% 

研究成果最適展開支援事業 ((A-step) フィージビリティスタディ【FS】ステージ 
 (H22) 肝保護作用を有する新規抗糖尿病薬の開発（AS221Z00696G) 
 

＊ 
＊ ＊ 

＃ 



糖尿病 

SAGは線維化のみならず糖尿病を改善する 

臓器線維化 

共通のメカニズムは何か？ 

Mφ 

マクロファージの活性化の関与が共通！ 



SAGの臓器線維化抑制および治療効果 

炎症性Mφ 

（マクロファージ） 

線維芽細胞 
（静止期） 

線維芽細胞 
（活性化） 

（肝では活性化星細胞） 

形質 
転換 

TGFβ産生 
自己活性化 

炎症性 

サイトカイン
TNFαなど 

抗炎症性Mφ 

抗炎症性 

サイトカイン
IL-10など 

線維素沈着 
（線維化） 

線維素溶解
促進 

線維化の改善 

SAG 

（肝では星細胞） 



新技術の特徴・従来技術との比較 

• マクロファージ活性化抑制による臓器線維化抑制作
用を確認した。 

• 従来は線維素産生細胞の活性化抑制に注目されて
いたが、その上流にある炎症担当細胞の機能を制
御することにより臓器線維化の抑制が可能となった。 

• 従来、線維化した臓器の線維素溶解促進効果を有
する薬剤はSAG以外には見当たらない。 

• SAGは、グルタチオン修飾物質であり、安定性、安全

性が高く、臓器障害も無いため、長期にわたり安全
に投与することが可能である。 



想定される用途 

• SAGはマクロファージ活性化制御作用を有しており，、

肝臓の慢性炎症に起因する肝硬変の抑制のみなら
ずあらゆる臓器における臓器線維症に有効である
可能性が高い． 

• マクロファージの分化制御機能を有しており，高炎
症状態の続く病態の沈静化や改善促進作用を有す
る．(例：肝硬変の治療促進） 

• 慢性炎症に関する病態を制御しうる可能性があり，
線維化病態のみならず，関節リウマチや糖尿病，動
脈硬化などに有効である可能性がある． 



実用化に向けた課題 

• 現在、齧歯類(in vivo，in vitro)およびヒト培養細胞(in 
vitro)において，臓器線維化症に対するSAGの抑制

効果とそのメカニズムの一端が解明されたにすぎな
い． 

• 今後，ヒトにおける安全性の再確認，効果などを検
討する必要がある． 

• 実用化に向けて合成・精製法の向上を検討すべき
余地がある． 



企業への期待 

• SAGが有するマクロファージ制御能の臨床応用を検
討していただける企業との共同研究を希望． 

 

• 本物質は，薬剤としての開発のみならず，機能性食
品などへの展開も可能と考えており，製薬企業様の
みならず食品企業様等との共同研究も希望． 
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