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抽象 

神経変性、ニューロンの進行性の死、脳機能の喪失、および認知機能の低下は、高齢者にとっ

て深刻な問題です。その原因はよくわかっておらず、治療法はほとんど効果がありません。高

エネルギーと酸素を必要とするニューロンは、複数の遺伝子の発現変化によって引き起こされ

る生化学的経路の加齢による調節異常を含む有害な要因に対して特に脆弱です。GHK（グリシ

ル- l -histidyl- l（リジン）は、老化に関連する疾患および状態に対抗するように思われる生物学

的作用を有するヒト銅結合ペプチドである。年齢とともに減少する GHK は、軟骨細胞、肝細

胞およびヒト線維芽細胞などの多くの組織に健康増進効果をもたらし、創傷治癒および組織再

生（皮膚、毛包、胃および腸の内層、骨組織）を改善し、コラーゲンを増加させます。血管新

生および神経成長は、抗酸化作用、抗炎症作用、抗疼痛作用および抗不安作用を有し、細胞間

の幹細胞性および間葉系幹細胞による栄養因子の分泌を増加させる。Broad Institute 

Connectivity Map を用いた研究は、GHK ペプチドが複数の遺伝子の発現を調節し、病理学的遺

伝子発現パターンを健康状態に戻すことを示しています。GHK は転移性癌の治療法として推奨

されています、慢性閉塞性肺疾患、炎症、急性肺傷害、幹細胞の活性化、痛み、および不安。

ここでは、神経系の健康と機能に関連する遺伝子発現に対する GHK の効果を紹介します。 
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はじめに 

加齢による認知機能低下は、多くの高齢者にとって共通の問題ですが、その原因はよくわかっ

ていません。200 以上の臨床試験に参加している治験薬の 99％以上がアルツハイマー病の治療

の承認を受けていません[ 1 ]。いくつかの承認された薬の成功さえも最小限の患者の改善を提

供するだけです。今後数年以内にヒトでの使用のために開発することができる広範な安全性お

よび有効性データを有する、新しく安全で効果的な治療薬が必要とされている。 
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ＧＨＫ（グリシル−１−ヒスチジル−１−リジン）は、加齢に伴う疾患および状態に対抗するよう

に思われる驚くべき一連の作用を有するヒト血漿銅結合ペプチドである。GHK は、老化したヒ

ト肝臓組織に若い組織のようなタンパク質を合成させる原因となる、ヒトアルブミンに結合す

る活性として 1973 年に単離されました[ 2 ]。それは銅に対して強い親和性を有しそして容易に

錯体ＧＨＫ − Ｃｕを形成する。GHK-Cu が細胞への銅の摂取を調節することによって機能する

ことが最初に提案された[ 3 ]。それ以来、GHK ペプチドは軟骨細胞[ 4 ]、肝細胞、ヒト線維芽

細胞などの多くの細胞や組織に刺激と成長を促進する効果があることが証明されています

[ 5]。]。それは、ヒト表皮基底ケラチノサイトにおいてステム性を高め、インテグリン分泌を

刺激します[ 6 ]、そして強い創傷治癒および組織修復効果を持ちます[ 7 ]。GHK はまた、ラッ

ト、イヌなどの動物を、使用して制御された実験における創傷治癒を改善することが示された

ものであり、ウサギ[ 8、9、10 ]。 

 

2010 年に、Hong 等。Broad Institute のコネクティビティマップ（cMap）を使用して、化合物

に対する転写応答の概要は、GHK を 1309 の生物活性物質の中で最も活性の高いものとして同

定しました。大腸がんを修復します。GHK は 1 µM という非常に低い濃度で活性を示しました

[ 11 ]。 

 

GHMK によって影響を受ける遺伝子を特定するために cMap を使用した別の研究は、2012 年

に Campbell らによって行われました。その発現レベルが慢性閉塞性肺疾患（COPD）の地域

の重症度と関連していた 127 の遺伝子を同定しました。COPD の 2 つの主な症状である気腫と

慢性気管支炎は、小さな気道閉塞と長期にわたる肺機能の著しい喪失の両方を引き起こしま

す。cMap は、GHK が気腫の破壊に関連する異常な遺伝子発現サインを逆転させ、そして治癒

および修復と一致する発現パターンを誘導すると予測した。これらの知見は実験室実験によっ

て支持された。患者の罹患肺領域由来の培養線維芽細胞に添加された１０ｎＭのＧＨＫは、遺

伝子破壊パターンを組織破壊から組織修復へと変化させた。12 ]。 

 

ヒト COPD（慢性閉塞性肺疾患）と積極的な転移性結腸癌の両方に対するコンピュータ推奨治

療としての 1309 の生物学的に活性な分子のリストに加えて、GHK は炎症、急性肺損傷、茎の

活性化に対する治療として推奨されている。細胞、老化した皮膚の再生、創傷治癒および組織



再生（皮膚、毛包、胃および腸の内層、発毛、および骨組織）。それはアンチエイジングスキ

ン製品にも広く使われています[ 13 ]。 

 

遺伝子発現データを生物学的作用に結び付けることは必ずしも可能ではないが、GHK が非常に

健康な若者において最も高いことに注目することは重要である。残念ながら、GHK は年齢とと

もに減少します。カリフォルニア大学サンフランシスコ校（20〜25 歳）での研究では、男性の

医学生が血漿中に約 200 ナノグラム/ mL の GHK を含んでいることがわかった。 60）80 ナノ

グラム/ mL しかなかった[ 7 ]。 

 

我々の以前の出版物は、神経変性と認知の健康に関連する GHK の生物学的効果をレビューし

ました[ 14 ]。本稿では、神経系の機能と認知機能の低下に関連する遺伝子発現に及ぼす GHK

の影響について論じるとともに、神経成長、細胞への銅輸送、不安と疼痛、DNA 修復、ユビキ

チンプロテアソーム系、抗酸化系、グリア細胞、アストロサイト、脳細胞、樹状突起、神経

節、運動ニューロン、シュワン細胞、感覚細胞の遺伝子発現の変化。それはまた、神経疾患の

治療において治療的ＧＨＫを使用するための可能な方法を提示するであろう。 

 

2。材料と方法 

 

遺伝子発現データを取得するために cMap を使用した。それは 1309 の異なる小分子で処理さ

れた 5 つのヒト細胞株の 7000 以上の遺伝子発現プロファイルを含む大きなデータベースで

す。このリポジトリには 3 つの GHK プロファイルが含まれています。プロファイルは、1 マイ

クロモルの GHK で処理された細胞株の結果であり、これは GHK の細胞効果の多くが起こる濃

度付近のものです[ 15 ]。これらのプロファイルは、GeneChip HT Human Genome U133A 

Array を使用して作成しました。連結性マップによって使用された５つの細胞株のうち、２つ

のみがＧＨＫで処理された。プロファイルのうちの 2 つは PC3 細胞株 - ヒト前立腺癌細胞 - を

用いて作成され、3 つ目は MCF7 細胞株 - ヒト乳癌細胞を使用した。我々の研究は３つ全ての

遺伝子発現プロファイルを利用した。 

 

ゲノムデータの分析用に開発された、公的に入手可能な計算生物学オープンソースソフトウェ

アパッケージである GenePattern を用いて、cMap から得られた遺伝子データを分析した。Ｃ

ＥＬファイル（Broad Institute によって使用される Affymetrix ソフトウェアによって使用され



るデータファイル）をＭＡＳ５（Microarray Analysis Suite 5 ソフトウェア、Affymetrix、サン

タクララ、カリフォルニア州、米国）およびバックグラウンド補正で処理した。次いで、各プ

ローブセットについての倍率変化を見るために、ファイルを

ComparativeMarkerSelectionViewer モジュールにアップロードした。本論文中に現れる遺伝子

の略語は、NCBI 遺伝子データベースと一致している[ 16 ]。 

 

同じ遺伝子にマッピングする複数のプローブセットのために、GenePattern によって生成され

た m-RNA 産生の倍数変化を百分率に変換し、次いで同じ遺伝子を表すすべてのプローブセッ

トを平均した。ブロードデータ中の２２，２７７個のプローブセットは１３，４２４個の遺伝

子を表すと決定された。この比率（１．６６）を用いて、（プローブセットではなく）様々な

カットオフポイントでＧＨＫに影響を及ぼす遺伝子の総数を計算した。 

 

50％以上の変化で GHK によって刺激または抑制された遺伝子の割合は 31.2％と推定されまし

た[ 17 ]。この記事にリストされているのは、さまざまな神経細胞型に関連する 700 を超えるヒ

ト遺伝子に対する GHK の遺伝子発現効果です。抗疼痛および抗酸化などの動物および細胞培

養物が存在する明確な系については、関連遺伝子を手動で選択した。他のシステムでは、「ニ

ューロン」や「グリア」などの用語を使用して、各遺伝子の遺伝子オントロジーの説明が検索

されました。遺伝子オントロジーコンソーシアムは、遺伝子機能の分子機能、生物学的プロセ

ス、および細胞成分の説明のための統制語彙を提供します。[ 18 ]。ほとんどのシステムでは、

遺伝子発現数は 100％+または - 以上で与えられています。 

 

cMap データはほとんどの場合生物学的作用を予測することが証明されています。2010 年、

cMap は GHK の抗がん作用を予測しました。その後の研究により、1〜10 ナノモルの GHK が

ヒト神経癌細胞上のプログラム細胞死システムをリセットし、それらの培養物中での増殖を阻

害し、同時にマウスの肉腫細胞増殖にも同じ効果があることがわかった。それは 80 以上の遺

伝子の遺伝子発現を抗増殖的に変化させた[ 17]。]。ｃＭａｐからのデータはまた、１０ナノモ

ルのＧＨＫがヒトＣＯＰＤに罹患した肺細胞に細胞破壊を組織破壊から修復および再構築へと

転換させる実験をもたらした。抗酸化作用については、cMap は哺乳動物における作用を非常

に予測しています。しかしながら、遺伝子発現数は時々広範囲に変動する可能性があり、常に

予測可能とは限らない。例えば、cMap は-243％の減少として NGF（神経成長因子）を与えま



すが、in vivo ラット研究では NGF が増加すること、2 つの in vitro 細胞培養研究で GHK が神

経成長を増加させることがわかりました。 NGF。 

 

以下では、GHK と以下の関係について説明します。 

 

神経成長 

 

神経疾患における銅欠乏 

 

抗不安と抗痛み 

 

抗酸化剤生物学的および遺伝子発現データ 

 

DNA 修復データと遺伝子発現 DNA 修復 

 

コルチゾン治療後の再生の回復 

 

遺伝子発現 - ユビキチンプロテアソームシステム（UPS）による損傷タンパク質の除去 

 

遺伝子発現 - ニューロン 

 

遺伝子発現 - 運動ニューロン 

 

遺伝子発現 - グリア細胞 

 

遺伝子発現 - アストロサイト 

 

遺伝子発現 - シュワン 

 

遺伝子発現 - ミエリン 

 

遺伝子発現 - 樹状突起 

 

遺伝子発現 - オリゴデンドロサイト細胞 

 



遺伝子発現 - シュワン細胞 

 

遺伝子発現 - 脊髄 

 

神経疾患に対する GHK の治療的使用の可能な方法 

 

3.結果 

 

3.1。神経成長 

 

神経突起伸長成長の欠如は、痴呆の主要な要因【考えられている 19、20、21 ]。 

 

GHK は 1973 年に培養肝細胞の増殖因子として発見されました。1975 年、Sensenbrenner ら

は、グリア細胞を抑制しながら GHK がニワトリ胚ニューロンの形成を誘導したことを報告し

た。図 1 を参照してください[ 22 ]。 

 

図 1  

（上） - コントロール。（下） - 培地への 200 ng / mL の GHK の添加（位相差×250、John 

Wiley and Sons の許可を得て使用した顕微鏡写真）。 

Lindner らは、ニワトリ胚 PNS（ganglion trigeminale）および胚ラット（海馬）の CNS からの

外植片、ならびに培地 1 ml あたり 0.01 マイクログラム GHK のニワトリ胚大脳半球からの解離

細胞が神経突起の成長を刺激することを見出した。また、GHK は神経細胞の成長を促進した

が、グリア細胞は促進しなかった[ 23 ]。 

 

ラットの研究では、切断された坐骨神経（軸索切断術）が、GHK が結合しているコラーゲンプ

ロテーゼに挿入された。これらをラットに再挿入し、次いで１０日後に取り出した。ＧＨＫは

栄養因子（神経成長因子、ニューロトロフィン３および４）の産生を増強し、そして血行性細

胞およびシュワン細胞を動員し、それが今度は早期再生に必須の特定の重要な栄養性および栄

養性因子の分泌を助ける。これにより、軸索切断術後の神経再生が改善されました[ 24 ]。驚く

べきことに、GHK の遺伝子発現データは、NGF（約 243％）および NGFR（神経成長因子受容

体）（約 132％）の抑制を与える。したがって、負傷したラットの神経組織内の生物学的シス

テムはより複雑で、おそらく他の神経刺激分子によるものです。 



 

3.2。銅欠乏症、認知症、および神経機能障害 

 

銅は、SOD（銅亜鉛スーパーオキシドジスムターゼ）、セルロプラスミン、Atox1（ヒト抗酸

化タンパク質 1）などの重要な抗酸化タンパク質の必須成分です。銅欠乏は、アルツハイマー

のような遺伝子疾患の様々な原因因子として仮定されている 25、26、27、28、29、30 ]、脊髄

症[ 31 ]、運動ニューロン疾患および筋萎縮性側索硬化症[ 32 ]、ハンチントン[ 33 ]、レビー小

体とクロイツフェルトヤコブ病[ 34 ]。 

 

さらに重要なことに、認知症の死亡患者からの実際の人間の脳の分析は、損傷を受けた領域が

非常に少ない細胞銅を有することを見出した。アルツハイマー病、鉄及びアルミニウムを有す

る者からのプラークに銅及び亜鉛は、保護かもしれないがプラーク形成を引き起こすように思

われる[ 26、27、28、35、36、37 ]。 

 

肥満手術または消化管出血によって引き起こされた銅欠乏症は、ミエロパシー（人間の揺

れ）、麻痺、失明、ならびに行動および認知の変化をもたらしました。マウス銅欠乏食餌に生

まれ、維持は 6~8 週間での脳の銅レベルの 80％の減少を有し、[神経変性疾患のための典型的

な神経細胞およびグリアの変化を有していた 25、31、38、39 ]。 

 

3.2.1。神経細胞への銅の供給銅欠乏症は、主要な神経疾患に関連しているように見えますが、

治療としての銅サプリメントの使用は期待外れです。1 年間、毎日 8mg の銅（高レベル）の治

療を受けた 68 人のアルツハイマー病患者（対照 34 人、銅 34 人）のプラセボ対照試験では、

否定的な知見は得られなかった。これは、アルツハイマー病の発症の原因物質としての過剰な

銅レベルを排除するように思われます。予測タンパク質マーカー、ＣＳＦ Ａβ ４２は、アルツ

ハイマー病を発症している人においてより低い。余分な銅の補給を受けた被験者は、このタン

パク質をより高いレベルで維持していましたが、プラスの効果がありましたが、病気の改善は

最小限でした[ 40 ]。 

１つの小さな銅錯体キレート剤、ＣｕＡＴＳＭ（ジアセチル - ビス（４－メチルチオセミカル

バゾナト）銅２＋）は、ＡＬＳの形態を発達させる遺伝的に修飾されたマウスの系統における

ＡＬＳ（家族性筋萎縮性側索硬化症）の効果を改善する適応を与えた。CuATSM は、このよう



なマウスの寿命を最大 25％延長します。運動ニューロン疾患を再開し、その後 CuATSM 治療

を制御することによって停止することができます。この治療はマウスの活性スーパーオキシド

ジスムターゼの量を増加させます[ 41]。]。CuATSM の安全性はほとんど知られていません。安

全性データシートには次のように記載されています：「物質は粘膜や上気道を刺激する可能性

があります。吸入、経口摂取、または皮膚吸収によって有害になる可能性があります。眼、皮

膚、または呼吸器系を刺激することがあります。我々の知る限りでは、毒物学的性質は十分に

調査されていない。 

 

GHK-Copper 2+は、マウスのスーパーオキシドジスムターゼ（SOD）活性を増加させました

（下記のセクション 4 を参照）[ 42 ]。 

 

3.2.2。アルブミン、GHK および銅輸送アルブミンと GHK の両方が細胞と組織に銅 2+を輸送

します。しかしながら、ヒトの血液中には、各ＧＨＫ分子につき７００個のアルブミン分子が

あるので、アルブミンは組織使用のための銅の主な供給源である。ＧＨＫおよびアルブミン

は、銅２＋について高くかつ非常に類似した結合定数を有する（アルブミン＝ ｐＫ結合ログ１

０ ｜ １６．２ ｜； ＧＨＫ ＝ ｐＫ結合ログ１０ ｜ １６．４ ｜）。ヒトの血漿は約 15 マイク

ロモルの銅を含み、このうちの 12％（1.8 マイクロモル）がアルブミンに結合しています。し

かし GHK-Cu は 1 ナノモル以下の大部分の細胞で最大の活性を示します。水性透析研究は

GHK がアルブミンから銅 2+を得ることができることを証明した。これは細胞培養や哺乳動物

の体内でも起こり、GHK は生物学的作用に十分な銅を持っていると考えます。 

過去 39 年間にわたる我々の研究は、事実上全ての生物学的 GHK 効果がトリペプチドにキレー

ト化された銅 2+の存在を必要とすることを示した。バソクプロインのような強い銅キレート剤

は GHK の作用を無効にします。GHK 単独は、ネズミ創傷治癒または発毛モデルにおいてしば

しば効果的であるが、GHK-Cu は常にはるかに強い応答を生じた。放射性銅-64 に結合した

GHK は培養肝癌細胞への銅の取り込みを増加させます[ 7 ]。 

 

トリチウム化銅を含まないＧＨＫのマウスへの静脈内注射は、４時間後、動物の腎臓および脳

内に最も密に集中することが見出された。図 2 を参照してください[ 43 ]。 

 

 

 



図 2  

グリシル−１−ヒスチジル−１−リジン（ＧＨＫ）の種々のマウス組織への取り込み。（Pickart、

L [ 43 ] から転載）。 

GHK が体液から銅 2+を得ることができるという最も良い証拠は、ラットの傷の上に置かれた

コラーゲンフィルムに結合したビオチン化 GHK を使った研究からのものでした。ＧＨＫパッ

ドは、非ＧＨＫコラーゲンフィルムと比較した場合、創傷部位で銅濃度を９倍上昇させた。こ

のようなビオチン化 GHK コラーゲンフィルムはまた、治療群において創傷治癒、細胞増殖を

増加させ、抗酸化酵素の発現を増加させました[ 9 ]。 

 

最も重要なことに、GHK は多数の再生および保護遺伝子を活性化します。アルブミンは GHK

活性化システムを模倣しないでしょう。そのため、GHK はアルブミン経路ではなく、別の経路

で作用しなければなりません。アルブミンの銅は細胞に栄養を供給します。GHK の銅は再生お

よび保護遺伝子を活性化します。 

 

GHK-Cu の組織に対する再生および保護作用は、John R Sorenson が 33 年間のさまざまなサ

リチル酸銅に関する研究を通して見出したものと非常によく似ています。表 1 を参照してくだ

さい。GHK-Copper と Sorenson の DIPS-Cu（diisopropylsalicylate-copper 2+）はどちらも同

じ経路（組織の健康と修復に強く関連する経路）を活性化するようです。ＧＨＫ－銅２＋（分

子量４０４）およびＳｏｒｅｎｓｏｎのＤＩＰＳ － Ｃｕ（分子量５０６）は両方とも非常に

小さい分子であり、一方アルブミンははるかに大きい（分子量６４，０００）。したがって、

それらは異なる細胞受容体システムを使用する可能性がある[ 44、45、46、47、48、49 ]。図

3 を参照してください。 

 

図 3  

GHK ‐ Cu に対する細胞受容体の提案 

  

表 1 

GHK 銅とジイソプロピルサリチレート銅の作用の類似性 

3.3。抗不安（抗不安薬）と抗痛み 

 



不安および疼痛は、認知症および他の身体障害者の精神状態を有する患者において深刻な問題

である。オピエートペプチドはしばしば抗疼痛および創傷治癒特性の両方を有する[ 50 ]。健康

な男性に低銅食（1 mg /日の銅）を 11 週間与えたところ、彼らの血漿アヘン剤レベルは 80％

低下しました。銅が回復するとすぐに（1 日 3mg の銅を含む食事で）、レベルは正常に戻りま

した[ 51 ]。 

 

GHK は動物実験で鎮痛作用と抗不安作用（抗不安作用）を持つことがわかっています。GHK

は、0.5 ミリグラム/ kg の投与量でラットへの熱損傷後の痛みを軽減しました。腹腔内注射後

12 分以内に、それはまたラットが迷路のより広い領域を探索するのに費やす時間の量を増加さ

せそして不動および動かされる時間（凍結反応）を減少させ、それは恐怖および不安の減少を

示した。これらの効果は、0.5 マイクログラム/ kg の【で観察された 52、53 ]。 

 

これらの効果はまた GHK が急速に脳の知覚と機能に影響を与えることを証明しています。こ

れは、GHK が今日患者に使用される可能性がある分野です。 

 

GHK の影響を受ける遺伝子を手動で検索したところ、7 つの抗疼痛遺伝子が増加し、2 つの遺

伝子が減少していた。表 2 と表 3 を参照してください。 

 

表 2  

GHK の影響を受け痛みを伴う遺伝子の分布 

 

表 3 

GHK と痛みに関連する遺伝子 

3.4。GHK ペプチドの抗酸化活性 

 

ヒトと動物の両方の脳に見られる高い代謝活性は、ミトコンドリアにおける酸素消費量の増加

および活性酸素種（ROS）の一定の産生をもたらす。同時に、脳組織は不飽和脂肪酸と遷移金

属イオンに富んでいますが、それでも他の臓器と比較して酸化防止剤が比較的少なく、酸化的

損傷に好ましい条件を作り出しています。血液脳関門は、多くの食事性抗酸化物質が脳に入る

のを防ぐため、Cu や Zn に依存するスーパーオキシドジスムターゼ（Cu、Zn SOD1）などの

内因性抗酸化物質に大きく依存しています。この酵素は活性であるために金属イオン銅と亜鉛



を必要とする。したがって、銅欠乏は SOD 活性の低下と酸化的脳損傷の増加につながる可能

性があります。妊娠ラットに銅欠乏食を与えたとき、胚は低い SOD 活性を示しました、54 ]。 

 

ＧＨＫは哺乳動物および細胞培養物の両方において広く強力な抗酸化特性を有し、そして抗酸

化遺伝子発現を増加させることが知られている。組織の酸化が老化のパーキンソン病の原因因

子及び他の様々な神経疾患として仮定されている[ 55、56、57、58、59 ]。 

 

減少した銅は、マウスにおける ALS を引き起こし、記憶喪失[増加すると仮定 SOD1 突然変異

を発現する細胞において見出されている 60、61 ]。 

 

GHK に基づくペプチドミメティック阻害剤（P6）は、アミロイドベータ（Aβ）ペプチドおよ

びその凝集体と相互作用します。Ｐ６は、有毒なＡβ オリゴマー種、原線維凝集体およびＤＮ

Ａ損傷の形成を防ぐ。アルツハイマー病における多面的 Aβ 毒性を改善することは潜在的な治

療候補である[ 62 ]。 

 

３．４．１。哺乳類および細胞培養における GHK の抗酸化作用マウスにおけるＧＨＫ − Ｃｕ

の使用は、それらの肺組織をリポ多糖誘発急性肺傷害（ＡＬＩ）から保護した。GHK-Cu が

LPS 誘発 ALI を有するマウスによって使用された場合、それは肺における関連する組織学的変

化を減弱し、そして肺実質への炎症細胞の浸潤を抑制した。GHK-Cu はまた、肺細胞の核にお

ける NF-κBp65 および p38 MAPK のリン酸化の抑制を介して、TNF-α および IL-6 産生を減少

させながら、スーパーオキシドジスムターゼ（SOD）活性を増加させた[ 42 ]。 

Ｐ３８マイトジェン活性化プロテインキナーゼは、サイトカイン、紫外線照射、熱ショック、

および浸透圧ショックなどのストレス刺激に反応し、そして細胞分化、アポトーシス、および

自食作用に関与している。NF-κB/ RELA p65 の活性化は癌の発症と相関することがわかってお

り、癌バイオマーカーとしての RELA の可能性を示唆しています。RELA の特定の修飾パター

ンはまた多くの癌の種類で観察されています。 

 

GHK の複数の抗酸化作用は in vitro および動物の創傷治癒研究において証明されています。そ

れらには、反応性カルボニル種（RCS）の形成を阻害すること、アクロレインのような脂質過

酸化の有毒生成物を解毒すること、ケラチノサイトを致命的な UVB 放射線から保護するこ

と、およびジクロロメタンラジカルによる肝臓損傷を防ぐことが含まれる。 



 

酸化ストレスを防止する GHK の能力は、低密度リポタンパク質（LDL）の Cu（2+）依存酸化

を使用して in vitro でテストされました。LDL をリン酸緩衝生理食塩水（PBS）または Ham's 

F-10 培地のいずれか中で 5μMCu（2+）で 18 時間処理した。チオバルビツール酸反応性物質

（TBARS）の生産が増加しており、これは酸化の増加を示していた。GHK とヒスチジンは、

低密度リポタンパク質（LDL）の in vitro Cu（2+）依存酸化を「完全にブロック」しました

（記事から引用）。比較すると、スーパーオキシドジスムターゼ（SOD1）はわずか 20％の酸

化の減少を提供した[ 63 ]。 

 

アクロレイン、周知のカルボニル毒素は、多価不飽和脂肪酸の脂質過酸化によって産生され

る。GHK はアクロレインと他の酸化生成物である 4-ヒドロキシノネナールの両方の生成を効

果的に減少させます。GHK はまた、ブロック例えば 4- hydroxynoneal、アクロレイン、マロン

ジアルデヒド、およびグリオキサール[などの反応性カルボニル種の結合および不活性化するこ

とによって、培養皮膚ケラチノサイトに致死紫外線損傷 64、65、66 ]。 

 

ジクロロメタン中毒の前の５日間およびその後の５日間の１．５ｍｇ ／ ｋｇのＧＨＫのラッ

トへの腹腔内注射は、肝細胞の機能的活性の保護および免疫学的応答性を提供した。ジクロロ

メタンは、急性の中毒性損傷を引き起こすジクロロメタンフリーラジカルの形成を介して肝組

織に有毒です[ 67 ]。 

 

実験的骨折ペプチドを有するラットにおいて、GHK（0.5μg/ kg）、ダラルギン（1.2μg/ kg）、

およびチモーゲン（0.5μg/ kg）を腹腔内注射した。10 日以内に、マロン酸ジアルデヒドの減少

および血中カタラーゼ活性の増加が見られた。修復活動の著しい増加もありました。ペプチド

の各組み合わせは、別々に注射された研究されたペプチドのいずれよりも強力でした。ペプチ

ド Gly-His-Lys、チモーゲン、およびダラルギンの相乗作用が修復骨形成の刺激のために提案さ

れた[ 68 ]。 

 

GHK-Cu はフェリチンからの鉄放出を 87％減少させた。鉄は脂質過酸化の開始において直接の

役割を果たすことも示されている。Fe（2+）/ Fe（3+）錯体は脂質酸化の開始剤として役立つ

可能性がある。さらに、多くの鉄錯体は、脂質ヒドロペルオキシドの対応する脂質アルコキシ

ラジカルへの分解を触媒することができる。血清および組織中の鉄の主な貯蔵場所はフェリチ



ンです。血漿中のフェリチンはタンパク質 1 分子あたり最大 4500 原子の鉄を貯蔵することが

でき、スーパーオキシドアニオンはフェリチンからの鉄の動員を促進することができる。この

遊離鉄は脂質過酸化とスーパーオキシドアニオンのより有害なヒドロキシルラジカルへの変換

を触媒するかもしれません[ 69 ]。 

 

3.4.2。より高い抗 ROS 活性を有する GHK ‐ Cu 類似体の合成ＧＨＫ － Ｃｕは、モル基準で、

Ｃｕ、Ｚｎスーパーオキシドジスムターゼタンパク質の活性の約１％〜３％を有する。ペプチ

ドへの単純な修飾により、SOD 模倣活性を 223 倍まで上げることが可能である。GHK の広範

な抗酸化作用を考慮すると、修飾によって RCS やジクロロメタンラジカルなどの対抗反応性

種が増加する可能性があります。表 4 を参照のこと[ 70 ]。 

 

表 4 

GHK とその類似体のスーパーオキシドジスムターゼ模倣活性 

3.4.3。抗酸化遺伝子発現解析 GHK によってもたらされる抗酸化関連遺伝子の手動検索によ

り、有意な抗酸化活性を有する 18 の遺伝子が得られた。表 5 と表 6 を参照してください。 

 

表 5  

抗酸化活性を有する GHK の影響を受ける遺伝子の分布 

  

表 6 

GHK と遺伝子は抗酸化活性と関連する 

3.5。DNA 修復、細胞培養、および遺伝子発現 

 

適切な DNA 修復の欠如は、老齢人口における神経変性【に関連する可能性がある 90、91、

92、93 ]。 

 

DNA 損傷は、生物学的細胞のライフサイクルにおける大きな問題です。通常の細胞代謝は、と

りわけ、活性酸素種、反応性窒素種、反応性カルボニル種、脂質過酸化生成物およびアルキル

化剤などのＤＮＡを損傷する化合物を放出する一方、加水分解はＤＮＡ中の化学結合を切断す

る。人体の正常に機能している各細胞は、毎日少なくとも 10,000 の DNA 損傷事件を経験して

いると推定されています[ 94 ]。 



放射線療法は、細胞 DNA を損傷することによって細胞複製を停止させると考えられていま

す。頭頸部癌のための放射線療法を受けた患者からの培養初代ヒト皮膚線維芽細胞系の研究

は、この手順が細胞のための集団倍加時間を遅らせることを見出した。しかし、1 ナノモルの

GHK-Cu による治療は、人口倍増時間を正常に回復した。GHK-Cu で処理した照射細胞も未処

理の照射細胞よりもはるかに多くの塩基性線維芽細胞増殖因子と血管内皮増殖因子を産生しま

した[ 5 ]。 

 

GHK は主に DNA 修復遺伝子の遺伝子発現を刺激し（47 UP、5 DOWN）、これは DNA 修復活

性の増加を示唆している。ここでは「DNA 修復」のための遺伝子オントロジーの説明を検索し

ました。表 7 と表 8 を参照してください。 

 

表 7 

GHK の影響を受け DNA 修復と関連する遺伝子の分布 

  

表 8 

GHK と遺伝子は DNA 修復と関連する 

3.6。コルチゾン治療後の再生の回復 

 

ステロイド性痴呆症候群は、グルココルチコイドによって誘発される、記憶、注意、および実

行機能の欠陥などの海馬および前頭前野の皮質機能不全の徴候および症状を表す。認知症様症

状は、多くの場合喘息、関節炎、および抗炎症ステロイド薬の形で調剤されるグルココルチコ

イド薬にさらされている何人かの個人に見られました。ステロイド治療が中止されてから数か

月以内に、症状は完全には限りませんが逆転します[ 95 ]。 

 

人体において、コルチゾンとコルチゾールは容易に相互変換可能であり、そして同様の抗炎症

作用を有する。それらはまた、創傷修復などの組織再生を大いに阻害する。DHEA（デヒドロ

エピアンドロステロン）は男性ホルモンです。それはテストステロンとエストロゲンの前駆体

です。ＤＨＥＡはコルチゾールの効果に拮抗するが、コルチゾン／コルチゾールレベルが高い

ままである間に２０歳から８０歳まで約８０％減少する。老化の有害な影響の多くは、DHEA

とのバランスが取れていない過剰なコルチゾールによるものであると提案されています。 

 



GHK-Cu をマウス、ラット、ブタに全身投与すると、動物全体でコルチゾンの創傷治癒阻害に

対抗します[ 96 ]。 

 

3.7。遺伝子発現 - 損傷タンパク質の除去 - ユビキチンプロテアソーム系 

 

ユビキチンプロテアソームシステム（UPS）は、損傷を受けたタンパク質を除去します。この

系の不十分な活性は、神経変性過程を開始する毒性タンパク質オリゴマーの蓄積を生じると仮

定されている。老化の間に、ユビキチンプロテアソームシステムの活動の減少があります。今

日まで、有効な治療法は、具体的には[UPS 活性を増加させることができるように開発されて

いない 97、98、99、100 ]。 

 

GHK は 41 個の遺伝子が増加し、1 個の遺伝子が抑制されて UPS システムの遺伝子発現を強く

刺激する。ここでは、「ubiquitin」または「proteasome」の遺伝子タイトルを検索しました。

表 9 と表 10 を参照してください。 

 

表 9 

GHK の影響を受けユビキチンプロテアソーム系と関連する遺伝子の分布 

 

表 10 

GHK とユビキチンプロテアソームシステムに関連する遺伝子 

3.8。遺伝子発現 - ニューロン 

 

ニューロンは、脳と体の他の部分との間でメッセージをやり取りする細胞です。それらは神経

系の基本単位です。 

 

GHK は主にニューロン関連遺伝子の遺伝子発現を刺激します。ここでは、「Neuron」の遺伝

子オントロジーの説明を検索しました。表 11 と表 12 を参照してください。 

 

表 11 

GHK の影響を受けニューロンと関連する遺伝子の分布 

 

 



表 12 

GHK とニューロンに関連する遺伝子 

3.9。運動ニューロン 

 

運動ニューロンは、インパルスが脳または脊髄から筋肉または腺に伝わる経路の一部を形成す

る神経細胞です。 

 

ここでは、「運動ニューロン」について遺伝子オントロジーの説明を検索しました。表 13 と

表 14 を参照してください。 

 

表 13 

GHK に影響され運動ニューロンと関連する遺伝子の分布 

  

表 14 

GHK と遺伝子は運動ニューロンと関連している 

3.10。遺伝子発現 - グリア細胞 

 

グリア細胞は、恒常性を維持し、ミエリンを形成し、そして中枢および末梢神経系においてニ

ューロンの支持および保護を提供する非ニューロン細胞である。 

 

ここでは「グリア」のための遺伝子オントロジー記述を検索しました。表 15 と表 16 を参照し

てください。 

 

  

表 15 

GHK の影響を受けグリア細胞と関連する遺伝子の分布 

  

表 16 

グリア細胞に関連する GHK と遺伝子 

3.11。アストロサイト 

 



星状細胞は、脳および脊髄における特徴的な星型グリア細胞です。星状細胞の割合は地域によ

って異なり、全グリア細胞の 20％〜40％の範囲である。それらは、血液脳関門を形成する内皮

細胞の生化学的支持、神経組織への栄養素の供給、細胞外イオンバランスの維持、ならびに外

傷後の脳および脊髄の修復および瘢痕化過程における役割を含む多くの機能を果たすけが 

 

ここでは、「アストロサイト」の遺伝子オントロジーの説明を検索しました。表 17 と表 18 を

参照してください。 

 

表 17 

GHK の影響を受け星状細胞に関連する遺伝子の分布 

 

表 18 

GHK と星状細胞に関連する遺伝子 

3.12。シュワン細胞 

 

シュワン細胞は、ミエリン鞘を形成するゼリーロール型の神経線維の周りを包む末梢神経系の

細胞です。 

 

ここでは「Schwann」の遺伝子オントロジーの説明を検索しました。表 19 と表 20 を参照して

ください。 

 

表 19 

GHK に影響されシュワン細胞に関連する遺伝子の分布 

 

表 20 

GHK とシュワン細胞に関連する遺伝子 

3.13。ミエリン 

 

ミエリンはタンパク質とリン脂質の混合物で、多くの神経線維の周囲に白っぽい絶縁鞘を形成

し、衝動が伝わる速度を速めます。 

 



ここでは "myelin"の遺伝子オントロジーの説明を検索しました。表 21 と表 22 を参照してくだ

さい。 

 

表 21 

GHK に影響されミエリンと関連する遺伝子の分布 

 

表 22 

GHK とミエリンに関連する遺伝子 

3.14。遺伝子発現 - 樹状突起 

 

樹状突起は神経細胞の短い分岐延長部であり、それに沿ってシナプスで他の細胞から受けたイ

ンパルスが細胞体に伝達される。 

 

ここでは、「樹状突起」に関する遺伝子オントロジーの説明を検索しました。表 23 と表 24 を

参照してください。 

 

  

表 23 

GHK の影響を受け樹状突起と関連する遺伝子の分布 

  

表 24 

樹状突起に関連する GHK と遺伝子 

3.15。遺伝子発現 - オリゴデンドロサイト 

 

乏突起膠細胞は星状細胞に似たグリア細胞ですが、突起が少なく、中枢神経系でのミエリン産

生に関係しています。 

 

ここでは、「oligodendrocyte」の遺伝子オントロジーの説明を検索しました。表 25 と表 26 を

参照してください。 

 

 

 

 



表 25 

GHK の影響を受けオリゴデンドロサイトと関連する遺伝子の分布 

 

表 26 

GHK とオリゴデンドロサイトに関連する遺伝子 

3.16。遺伝子発現 - 感覚神経細胞 

 

感覚ニューロンは、感覚情報（視覚、音、感情など）を伝達する神経です。それらは感覚入力

によって活性化され、神経系の他の要素に投影を送り、最終的に感覚情報を脳や脊髄に伝えま

す。 

 

ここでは「オントロジー」のための遺伝子オントロジー記述を検索しました。表 27 と表 28 を

参照してください。 

 

  

表 27 

GHK に影響され感覚神経細胞と関連する遺伝子の分布 

 

表 28 

GHK と遺伝子は感覚神経細胞と関連する 

3.17。脊髄神経細胞 

 

脊髄神経細胞は、逆方向の感覚情報の導管として、そして最後に特定の反射を調整するための

中心として、脊髄を伝わる情報を伝達します。 

 

ここでは遺伝子オントロジーの説明で "spinal"を検索しました。表 29 と表 30 を参照してくだ

さい。 

表 29 

GHK の影響を受け脊髄神経細胞に関連する遺伝子の分布 

 

 



表 30 

GHK と脊髄神経細胞に関連する遺伝子 

4.神経疾患に対する GHK の治療的使用の可能な方法 

 

4.1。GHK-Cu の患者への投与方法 

 

４．１．１。スキンクリームまたはパッチ GHK-Cu は、皮膚の角質層を予想以上に急速に通過

します。ハワードマイバッハのグループ（カリフォルニア大学サンフランシスコ校）によって

試験されたとき、０．６８％のＧＨＫ − Ｃｕが皮膚の皮膚に適用された。４８時間にわたっ

て、１平方センチメートル当たり１３６マイクログラムのＧＨＫ − Ｃｕが皮膚を通過した。こ

れはかなりの量の GHK-Cu であり、数センチ平方の経皮パッチは人体全体に治療上有効な量を

通過するかもしれません[ 101 ]。 

ロシアの研究は、0.5 マイクログラム/ kg がラットの不安を軽減すると報告しています。体重が

70 kg の場合、これは人間の場合 35 マイクログラムになります[ 52 ]。マウス、ラット、および

ブタにおける全身性治癒の活性化に関する我々の研究は、約 50 ミリグラムの GHK-Cu が人体

全体に有効であることを示唆しているが、最小活性投与量を決定するための用量範囲は決して

行われなかった。 

 

４．１．２。リポソームカプセル化経口錠剤あるいは、カプセル化リポソームＧＨＫ − Ｃｕの

使用は、比較的高い投与量でのその経口投与を可能にするだろう。カプセル化されたリポソー

ムトリペプチドグルタチオンの販売者の中には、経口投与されたペプチドの 60％がヒトの血流

に入ると主張している[ 102 ]。GHK は腸のカルボキシペプチダーゼによる分解に対して非常に

敏感であるため、通常のピル剤形での直接投与はうまくいかないでしょう[ 103 ]。 

GHK-Cu はキログラムで約 8 ドル/グラムです。50 mg の投与量では、GHK-Cu は約$ 0.40 の費

用がかかります。GHK 単独でヒトに有効であり、アルブミンから十分な量の銅 2+を得ること

ができる可能性がある。もしそうであれば、これはその治療的使用を単純化するであろう。そ

のような研究が行われたことがないので、様々な用途のための GHK-Cu の最小有効投与量は知

られていません。 

 



GHK-Cu は血圧を下げますが、そのような効果のための LD50（50％のマウスに対する致死

量）は 70kg のヒトで 23,000mg の GHK-Cu の単回投与量になるでしょう。GHK-Cu が化粧品

に使用してきた長い歴史の中で、健康上の問題は発生していません。銅なしでは GHK の LD 

50 を見つけることができませんでした。 

 

我々の研究では、GHK-Cu と GHK（銅なし）の等モル混合物が、緩く結合した銅の放出を避け

るためにしばしば使用されます。また、ペニシラミンなどの銅キレート剤は、ヒトに精神病を

引き起こすことが報告されています[ 104 ]。 

 

5。結論 

 

神経変性のための効果的な治療法を開発するための全ての失敗した試みを考えると、研究者は

神経変性疾患を引き起こす可能性のある要因について非常に広い見方をしなければならない。

罹患組織のより若年のヒトにより特徴的なより健康な状態への復帰に研究努力を集中すること

は賢明である。GHK 遺伝子研究は、加齢の間の全体的な遺伝子活性の広範な変化を理解せずに

加齢の状態と病気を科学的に治療することができないという結論をますます導きました。 

 

GHK の行動には 3 つの証拠があります。 

 

最良のデータはヒトの臨床試験を含む in vivo 哺乳動物データです。本稿で概説したように、こ

れらの研究は、細胞および組織成長に対する GHK の効果、ならびに抗癌、抗酸化、創傷治

癒、抗炎症、抗疼痛、抗不安および皮膚再生作用の圧倒的な証拠を示している。 。 

 

第二の形態のデータはインビトロ細胞培養および器官培養の結果である。培養結果は、コラー

ゲンおよび他の構造タンパク質の細胞産生に対する GHK の効果、幹細胞機能に対する効果、

抗癌放射線または紫外線照射後の細胞機能の回復、および酸化的分子に対する細胞の感受性に

ついての証拠を与える。 

 

3 番目のデータ源は Human Gene の発現です。データ分析により、GHK は 31.2％のヒト遺伝

子において 50％以上（プラスまたはマイナス）の発現変化を誘導し、神経系を含む多くの臓器

および組織における複数の生化学的経路に関連する遺伝子に影響を与えることがわかった。 

 



多くの研究が様々な分子の遺伝子発現効果を強調しています。今日のコンピュータモデリング

の進歩を考えると、何らかの方法で遺伝子発現に影響を与える物質を見つけることはそれほど

難しくありません。ただし、ほとんどの場合、コンピューターベースの予測では、GHK のよう

に in vivo および in vitro の実験室データの同じ裏付けとなる証拠は得られません。また、多く

の場合、提案された治療法の安全性とコストは大きな関心事です。GHK は安全で安価であり、

そして今日ヒトで使用することができます。 

 

将来の研究は、実験室および臨床研究と平行しなければならない非常に広範な遺伝子データを

さらに理解することに焦点を合わせるべきである。GHK は、創傷治癒、毛髪と皮膚の再生、腸

管と骨の修復の分野で豊富な生物学的データを持っています。しかし、神経変性と認知の健康

の分野で GHK 研究の驚くべき欠如があります。私たちの遺伝子データが、認知健康と神経系

機能に関連して、研究者が生物学的作用と GHK の意義をよりよく調べることを奨励すること

を願っています。 

 

我々の意見では、最良の投与方法は、リポソームに GHK-Cu を配合し、次いで経口用の腸溶性

カプセルとして投与することであろう。1 回の投与量あたり 10mg の投与量は、少なくとも安

全性研究にとっては良い出発点となるでしょうが、積極的な行動を起こすにはもっと高い投与

量が必要になるでしょう。 
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