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セマフォリン 3Ａ阻害剤による損傷脊髄の再生誘導
慶應義塾大学医学部生理学教室（岡野 栄之教授）と整形外科学教室（戸山 芳昭教授）は、文部
科学省リーディングプロジェクト（再生医療実現化プロジェクト）において、損傷した脊髄再生の研
究に取り組んでいます。今回、岡野教授らは大日本住友製薬との共同チームを組んで、神経軸索の伸
長を妨げる生体内タンパク質セマフォリン 3Ａの選択的阻害剤 SM‑
216289 が、損傷した脊髄の再生を誘
導し、機能回復を引き起こすことをラットの脊髄損傷モデルを用いて明らかにしました。この結果は、
本薬剤またはその類似化合物が、脊髄損傷治療薬となることを示唆しています。
本研究成果は「Nature Medicine」（on line 版）に掲載されます。
１．背景
我が国だけでも１０万人以上の方が脊髄損傷で苦しんでおられます。脊髄損傷の臨床的特徴として
損傷部より下部の運動機能、感覚機能に麻痺が生じますが、これは脊髄内の損傷部を通って神経の軸
索が再生しないためであると理解されています。そのため、損傷脊髄において神経軸索の再生を誘導
する薬剤や治療法の開発が注目されていました。実際、脊髄損傷時のように中枢神経組織が傷害を受
けたときには神経軸索の再生が起こらないのですが、その原因のひとつとして神経軸索 i の再生を阻害
する物質があることが知られています。セマフォリン 3Ａ は、この神経再生阻害物質の候補として考
えられています。もともとセマフォリン 3Ａ は動物胎仔の神経回路形成において、神経軸索の伸長を
妨げる物質として見つかった蛋白質です。一方で、成体においては、事故などでおこるこの成体での
中枢神経再生阻害にセマフォリン 3Ａが関わっているとすると、逆にセマフォリン 3Ａ の働きを抑制
する物質は、脊髄損傷など神経損傷の治療薬になることが期待されます。大日本住友製薬は、セマフ
ォリン 3Ａ の働きを阻害する化合物を探索し、いろいろな化合物を、神経線維を伸ばしている培養神
経細胞に添加し、神経線維の退縮を起こすかどうかで判定する方法で、十数万種もの化合物の試験を
行い、最終的に、強いセマフォリン 3Ａ 阻害作用を持つ、SM‑
216289（C28H18O14, 分子量 578）を発見し、
2003 年に論文発表しました（Kikuchi et al., J. Biol. Chem., 2003）.
2001 年からは、実際に動物の脊髄損傷時において SM‑
216289 が実際に神経の再生を促進することが出
来るかどうかを確認するために、慶應義塾大学生理学教室・整形外科学教室と同社の今回の共同研究
チームが発足し、SM‑
216289 が損傷脊髄の再生と機能回復を誘導するという今回の成果に至りました。
２．研究成果
損傷脊髄内におけるセマフォリン 3Ａとその受容体の発現：
今回、慶應義塾大学‑
大日本住友製薬共同研究チームは、セマフォリン 3Ａの阻害が脊髄再生への妥
当な戦略であるのかを検討するために、まず成体ラット脊髄の完全切断モデルを作成し、損傷脊髄内
におけるセマフォリン 3Ａとその受容体であるニューロピリン１の発現を検討しました。損傷脊髄内で
は、髄膜 ii 由来の繊維芽細胞 iii が損傷部に遊走してきて瘢痕組織 iv を形成しますが、セマフォリン 3
Ａは損傷後 2 週間から 4 週間後の瘢痕組織内の繊維芽細胞で発現が強く誘導され、ニューロピリン１
の発現も損傷部周囲の神経軸索で強くみられました。このことから SM‑
216289 により、セマフォリン 3
Ａの阻害を行うことによりニューロピリン１陽性の神経軸索再生を誘導できる可能性が示唆されまし
た。
SM‑
216289 のセマフォリン 3Ａへの特異性の検討：
次に、創薬研究の必須のプロセスとして SM‑
216289 のセマフォリン 3Ａへの特異性を検討しました。
培養下で神経突起の退縮を起こすかどうかで判定する方法で、SM‑
216289 は軸索の伸長を阻害する物質
の中で選択的にセマフォリン 3Ａの機能をブロックすることを明らかにしました。また、各種受容体、
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イオンチャネル、蛋白質リン酸化酵素などへの SM‑
216289 の薬理学的効果を詳細に検討した結果、
SM‑
216289 はセマフォリン 3Ａの選択的かつ強力な阻害剤であると結論付けました。
SM‑
216289 の脊髄再生効果：
次に共同研究チームは、脊髄損傷モデル成体ラット（第８胸椎レベルでの完全切断モデル）へ
SM‑
216289 を 4 週間に渡って投与し、損傷１４週間後に解析したところ、SM‑
216289 投与群では対照群
v
と比較して有意に神経軸索の再生が誘導されることを確認しました。また神経軸索の再生以外に、損
傷部に末梢神経タイプのミエリン形成細胞であるシュワン細胞 vi が移動し、再生したと思われる軸索
に対して末梢神経型のミエリン vii の形成を誘導し、損傷部における細胞死の抑制や血管新生などの
種々の再生機転を促していることを明らかにしました。
SM‑
216289 投与による機能回復の誘導：
次に、SM‑
216289 投与群で、同上の脊髄損傷動物の機能回復が誘導されるかどうか検討しました。対
照群では、後肢の完全麻痺は全く回復しませんでしたが、SM‑
216289 投与群では後肢の運動機能が有意
に回復し、この回復がセロトニン陽性ニューロン（縫線核脊髄路 viii）の軸索再生によることを明らか
にしました。
３．今後の期待
これらの結果は、セマフォリン 3Ａは、損傷脊髄内における神経軸索の再生を含む種々の再生機転が
起きないように阻害を行っている責任分子であり、セマフォリン 3Ａ阻害剤が将来脊髄損傷の患者さん
の治療薬となる可能性を示すものであります。
４．本発表資料のお問い合わせ先
慶應義塾大学医学部生理学教室
岡野 栄之 (教授）
TEL: 03‑
5363‑
3746, FAX: 03‑
3357‑
5445 E‑
mail: hidokano@sc.itc.keio.ac.jp
慶應義塾大学医学部整形外科学教室 中村 雅也 (専任講師）
TEL: 03‑
5363‑
3812, FAX: 03‑
3353‑
6597 E‑
mail: masa@sc.itc.keio.ac.jp
＊ 本資料は、文部科学記者会、科学記者会、厚生労働記者会に送信させていただいております。
＊本研究成果は「Nature Medicine」
（on line 版）に掲載されます。
Embargo（発表禁止期間）の遵守をお願い申し上げます。
On line publication：米国東海岸時間 11 月 12 日午後 1 時（日本時間 13 日午前 3 時）まで発表禁
止
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神経軸索：神経細胞の長い突起。ここを電気信号が高速で伝わる。
髄膜：中枢神経組織を取り囲む結合組織。通常は中枢神経組織を保護する。
iii
繊維芽細胞：コラーゲンなどの繊維性の細胞外の基質蛋白質を産生する細胞。
iv
瘢痕組織：損傷脊髄とその周囲をに形成される組織で神経軸索の再生を阻害する。
v
対照群：薬剤投与群と同様にリン酸緩衝食塩水を４週間持続投与した。
vi
シュワン細胞：神経軸索を何重にも取り囲むグリア細胞の細胞膜構造。神経軸索を電気的に絶縁し、
軸索内における電気信号の伝導効率を高める。
vii
ミエリン：末梢神経系のグリア細胞であり、ミエリン形成を行う。
viii
縫線核脊髄路：中脳の縫線核という部位に細胞体を有し、脊髄を下降する神経伝導路。セロトニン
という神経伝達物質を有し、運動機能に関係する。
ii
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（再生医療の実現化プロジェクト）
セマフォリン３ A阻害剤による損傷脊髄の再生誘導
脊髄は脳と全身機能をつなぐ神経伝導路
脳 → 脊髄 → 全身の筋肉
脳 ← 脊髄 ← 全身の感覚
脊髄損傷
（年間4000人〜5000人）
１度損傷すると回復することはない
脊髄内の神経線維は、一度切れると再び伸びない
（手足の神経はある程度伸びる。）
理由
脊髄内には、神経線維が再び伸びることを妨げる物質が存在
慶應義塾大学医学部
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（再生医療の実現化プロジェクト）

セマフォリン３ A阻害剤による損傷脊髄の再生誘導
背景：セマフォリン３Aは神経の再生を阻害する物質の一つ

成体脊髄：傷害部位を越えて伸びることが出来ない

神経再生阻止因子

セマフォリン３Aを阻害すると神経は再び伸びるか？

SM−216289（C28H18O14, 分子量578）はセマフォリンの作用を抑制する。
大日本住友製薬が、培養神経細胞を使ったアッセイ系により天然物より同定
（Kikuchi et al., J. Biol. Chem., 2003）
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（再生医療の実現化プロジェクト）
セマフォリン３ A阻害剤による損傷脊髄の再生誘導
今回の実験：
ラットの脊髄を手術で切断、脊髄損傷した。 → 後ろ足が麻痺
ラット体内に埋め込んだポンプよりチューブで1ヶ月、切断部位に連続投与。
後ろ足の動きを調べた

手術後 3ヶ月

薬剤なし
関節は動かない

SM−216289投与
全 ての関 節が 大きく
動くようになった

慶應義塾大学医学部
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（再生医療の実現化プロジェクト）
セマフォリン３ A阻害剤による損傷脊髄の再生誘導
切断部位
脊髄

薬剤あり/なし

拡大

薬剤なし・・神経線維なし

顕微鏡で脊髄内の神経線維を調べた

薬剤投与ラット･･たくさんの神経線維

結論：SM−216289は 脊髄損傷ラットの神経線維を伸ばし、運動機能を回復させた
今後の期待: これらの結果は、セマフォリン３ A阻害剤が
将来脊髄損傷の患者さんの治療薬となる可能性を示すものであります。
慶應義塾大学医学部

6／6

