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学 位 論 文 題 名 

 

V-ATPase阻害薬が常染色体優性多発性嚢胞腎の嚢胞形成に与える影響の解析 

（Studies on effects of V-ATPase inhibitor on cyst development of autosomal dominant 

polycystic kidney disease） 

 

常染色体優性多発性嚢胞腎 (Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease :ADPKD)は嚢胞

増大と共に進行性の腎機能障害を呈する遺伝性腎疾患である. これまでに Vacuolar adenosine 

triphosphatase(V-ATPase)と ADPKDとの関連についての報告はない. そこで V-ATPase阻害薬であ

る Bafilomycin A1を ADPKDモデルマウスである Pkd1flox/flox:Ksp-Creマウスに投与したところ, 対

照群に比較して有意に嚢胞形成を抑制した. シグナル経路の解析ではβ-Catenin経路の抑制を認

めた. またマウス由来 Pkd1 ホモ欠失尿細管上皮細胞株に対して Bafilomycin A1 を添加したとこ

ろ, Bafilomycin A1 により細胞増殖は抑制され, β-Catenin 経路の抑制を認めた. これらの結

果は，ADPKDにおいて V-ATPaseが嚢胞形成の病態に関わっていることを示唆し，V-ATPase阻害薬

は ADPKDの治療に有用であることを示すものであると考えられた. 

審査にあたり, まず副査の櫻木教授からヒトの ADPKD の臨床像について, また今回使用したモ

デルマウスとの違いについて質問があった. 今回使用したPkd1flox/flox:Ksp-CreマウスはCre/loxP

システムを用いたマウスであり, 胎生 15.5日より腎において Cre recombinase proteinが発現し, 

Pkd1 がノックアウトされる. そのため, 出生時より嚢胞が出現し, 生後 3 週以内には死亡する, 

非常に進行が速いモデルマウスである. 一方ヒトの ADPKDでは, Two hit theoryによると, 生後

に, 片方の正常な allele 体細胞変異が起こることにより, 両方の allele の異常が起こり, 初め

て嚢胞形成が起こるとされている. そのため, 生下時には腎や肝臓に嚢胞はなく, 多くは 10～40

歳で初めて嚢胞を認め, 20～60歳頃に腎機能障害が出現し, 60歳頃には末期腎不全に至るという

臨床像の違いがある, と申請者は回答した. 

副査の有川教授からは, まず, 薬剤投与状況(薬液量や皮下投与の際の漏れやすさ)について質



 

問があった. 薬液量として体重 1g あたり 10µl の量を投与しており, 予備実験のうちは漏れやす

かったが, 次第に漏れることは 1-2 割程度と少なくなってきた. しかしながら, 生後間もないマ

ウスへの皮下投与の難しさから, 実際には漏れていることも予想されるため, 正確な投与量では

ない可能性がある, と申請者は回答した. 次いでモデルマウス間の表現型の違いについて質問が

あった. Pkd1ノックアウトマウスではノックアウト時期が表現型に大きく影響し, 早期であれば

あるほど嚢胞形成のスピードが速くなる. Pkd1flox/flox:Ksp-Cre マウスは胎生期にノックアウトさ

れるため嚢胞形成が非常に速い. 一方, 学位論文に記載した Pkd1flox/flox:Mx1-Creマウスは薬剤誘

導型モデルマウスであり, 薬剤誘導が遅い場合は嚢胞形成のスピードが遅くなる, と申請者は回

答した.最後に Bafilomycin A1 投与による表現型の改善がより顕著になる方法について質問があ

った. 今回は生後 2日目より Bafilomycin A1投与を行ったが, より早期から投与すること, 嚢胞

形成がより緩徐なモデルマウスで検討すること, 毒性の弱い V-ATPase 阻害薬での検討を行うこ

と, などの方法が考えられる, と申請者は回答した.  

 副査の篠原教授からは ADPKDにおいてβ-Catenin経路が亢進しているメカニズムについて質問

があった. そのメカニズムの詳細は明確にされていない. しかし, Pkd1 産生蛋白である

polycystin-1 の C 末端は, 細胞内に移行し, β-Catenin と結合し直接β-Catenin を抑制するこ

とや, また polycystin-1 の C 末端が Wnt ligand を抑制し, Wnt 経路を抑制しているという報告

がある. ADPKDでは polycystin-1に異常が起こり, これらの抑制が外れ, β-Catenin経路の亢進

が起こるという説がある, と申請者は回答した. また篠原教授からは, ADPKD の臨床では, 腎機

能がそれほど悪くなくても, 腎容積が大きくなることで ADL に影響をきたし, 摘出を希望する患

者さんが実際に多くいることから, 今回の結果のように腎機能に影響がなくても嚢胞形成を抑制

する薬剤の需要は高いのではないか, という意見があった.  

主査の水上教授からは, 類似疾患である結節性多発性硬化症/腎血管筋脂肪腫に対して有効な

mTOR阻害薬について質問があった. ADPKDにおいても mTOR阻害薬(エベロリムス)による投与は行

われており, 実験動物レベルでは嚢胞形成を抑制することが報告されているが, ヒトを対象とし

た試験では嚢胞形成抑制効果は認められず, 臨床治療薬としては用いられていない, と申請者は

回答した. また水上教授からは, ADPKD の臨床治療薬について質問があった. 現在臨床適応が認

められている薬剤はトルバプタンのみであり, 腎容積増大速度の低下や腎機能悪化速度の改善が

認められている. しかしながら利尿剤であるため多飲多尿をきたし, ADLを低下させることから, 

新たな薬剤の開発が望まれている, などと申請者は回答し, いずれの質問に対しても申請者は概

ね適切に回答した. 

この論文は，V-ATPase と ADPKDとの関連を明確にした初めての論文であり, V-ATPase阻害薬が

β-Catenin経路の抑制により嚢胞形成を抑制する可能性を示した点で高く評価され, 今後治療薬

の少ない ADPKDにおいてその創薬につながることが期待される. 

審査員一同は, これらの成果を高く評価し, 大学院課程における研鑽や取得単位なども併せ,

申請者が博士（医学）の学位を受けるのに充分な資格を有するものと判定した. 


