




この雑誌について（投稿される方へ）
　「基礎老化研究」（Biomedical Gerontology）は、日本基礎老化学会の会誌で、年4回：2月、5月、8月、11月発行され
る。内容は、本学会員から投稿された、または、本学会員及び編集委員会より依頼を受けた者からの巻頭言、総説（老
化理論を含む）、トピックス、学会報告、随筆、書評、その他で構成される。但し、2号には年次大会のプログラムと発
表抄録が、4号には基礎老化学会シンポジウムの抄録も掲載される。本誌は会員に無料で配布されるほか、希望に応じ
て頒価（現在は2,000円）で販売される。

１．依頼・投稿による総説を含み全ての原稿の採用については、編集委員会で決定する。総説については、編集委員ま
たは編集委員会で依頼した審査委員（評議委員）による査読を行う。
２．著者による校正は、総説、トピックスについてのみ1回行う。その際の追加、変更は出来ない。
３．本誌に掲載された記事の著作権は、日本基礎老化学会に帰属する。但し、自分の著作を使用する場合には、本学会
に断り無く自由に使用できる。
４．目次、総説の要旨、およびトピックスはインターネットのホームページに掲載される。発行後２年経過した総説、
は公開される。
５．総説、トピックスの著者には、別刷り30部を無料で進呈する。30部以上希望の場合は有料（実費）となるので、投
稿・原稿提出時にその旨連絡すること。
６．原稿の執筆に際しては、本誌の執筆要領に従うこと。

執　筆　要　領
　原稿は全てワードプロセッサーを使用する（原稿はコンピュータファイルとハードコピーで提出する）。１）第１頁に
は、原稿の表題、著者名、所属機関、所在地を和文、英文で、また、電話番号、FAX番号、E-mailアドレス記載する。
　著者が複数の場合は、連絡先の著者を明記する。　２）第２頁にも初めに、表題、氏名を書き、その後に本文を書く。
３）本文に節を設ける場合、１．、２．、３．、・・・を付けて節を示す。以下の項目は１）、２）、３）・・・、a）、b）、
c）・・・とする。原稿のハードコピーはA4用紙を用い、横書きにプリントする。また、イタリック体、ギリシャ文字、
記号が正しく出力されていることに注意する。同時に提出するコンピュータファイルは、テキストファイルまたはMS
ワードファイルで（欧語・数字は半角を用いる）、CDディスクに記録したものとする。図・表および写真は、EPS形式
またはJPEG形式に圧縮したもの（使用ソフトを明記する）あるいはAdobe Acrobatで作製したPDFファイルおよびプ
リントアウトしたものを提出する。雑誌への印刷は白黒またはグレースケールで行う。カラー希望の場合は著者の負担
とする。図表の挿入部位はプリントアウトしたものの欄外に示す。尚、本誌１ページは約1,600字に相当する。図の大
きさを考慮して、全体の長さを調節すること。原稿（コンピュータファイル）はE-mail に添付して送付することがで
きる。コンピュータファイルについては、印刷所あるいは編集委員会で対応できない場合は、著者に協力を求めること
がある。

１．巻頭言（展望）　刷り上がり1頁に収まるようにする。本文の長さは1,500字以内（タイトルと氏名を除く）。
２．総説　一つのテーマについて、専門的知識に基づき、関連する多くの研究論文を総括、解説、評価した、所謂ミニ
レヴュー。和文。
１）本文の長さ：図、表も含めて刷り上がりで6ページ（9,600字）程度を基本とする。
２）題名：40字以内とし、内容を的確に表したもので、且つ、読者の興味を引くよう工夫する。
３）要約およびキーワード：要約およびキーワード（5個以内の英語）を必ず付す。要約は日本語（400字以内）、

およびその英訳（200 words 以内）とする。
４）用語：本文中の用語はなるべく日本語にする。但し、欧語の方が一般的なもの、解りやすい場合は欧語でよ
い。外国の人名は原語、地名はカタカナで表記する。
専門術語：それぞれの専門分野の用語集に従う。動植物の学名、遺伝子名などでイタリック体で印刷される
べきものについては、原稿に下線をつけるなどして区別する。

略語：初出箇所にフルタームの後に括弧で括った略語を記入する。可能なら日本語を入れる。
文体：「である」調とする。
数字・単位：数字はアラビア数字とし、単位は国際単位系を用いる。

５）引用・参考文献：引用文献は論文中に引用した順に番号をつけて表示する。本文中では該当する位置に［ ］
で括って表示する。１つの事柄に複数の論文を引用する場合には［1,5,7］または［2-6］のように記述する。
著者名を引用する場合で３名以上の連名の時は、それ以下を“ら”を用いて省略する。末尾文献リストは引
用した順とし、記載は以下の通りとする。未発表論文、私信は末尾文献リストには加えず、本文中の該当す



る位置に［ ］で括って表示する。
１．Sun J and Tower J.  FLP recombinase-mediated induction of Cu/Zn-superoxide dismutase 
transgene expression can extend the life span of adult Drosophila melanogaster flies.  Mol 
Cell Biol 19:216-228, 1999. 

２．Roth GS, Ingram DK and Cutler RG.  Primate models for dietary restriction research.  
In:Biological Effects of Dietary Restriction, edited by Fishbein L.  Berlin: Wiley, 1991, p. 193-
204.

３．仲村賢一,下村・泉山七生貴, 田久保海誉 ヒト組織の加齢に伴うテロメア短縮. 基礎老化研究 24:72-76, 
2000.

６）図、表、写真：そのまま印刷できるものに限る（手書きのもの受け付けない）。文献から引用する場合は、引
用を明記すると共に、引用の許可が必要な場合には、著者の責任で許可を取っておくこと（許可証のコピー
を原稿と共に提出すること）。 白黒またはグレースケールが原則。

７）図、写真にはタイトルと説明文を付ける。
３．トピックス　最近の話題性のある研究及び最近行った自身の研究の紹介。長さは刷り上がり4頁以内（1,600 - 

6,400字）。その他は総説に準じる。但し、要旨は不要である。
４．学会報告、海外便り　国内外の学術集会の紹介記事。長さは1,600字以内。留学などで滞在しているまたは過去に

滞在していた研究室、訪問した研究施設の見聞の紹介記事。
５．書評　最近出版された書籍の紹介。1,600字以内。
６．随筆  長さは刷り上がり2頁（3,200字）以内。
７．その他
８．原稿の送付およびその他の問い合わせは、下記宛に。（e-mail の使用が望ましい。）
　　　編集委員会委員長：重本和宏（kazshige@tmig.or.jp）
　　　または、編集幹事：三浦ゆり（miura@tmig.or.jp）
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サルコペニアのメカニズム解明に向けて

東京都健康長寿医療センター研究所老年病研究チーム
重本　和宏

　サルコペニア (加齢性筋肉減少症) は高齢者のADL(activity of daily living)とQOL(quality of life) を損なう主要な
原因である。サルコペニアの特徴は加齢による筋肉量低下と筋力低下だが、実際に臨床や介護現場で有効に役立てるこ
とができる定義と診断基準のいずれについても確立されていない。サルコペニアは、多様な原因により筋萎縮へ収束す
る病態の集合群を単一の概念として捉えていると考えている。我々は、サルコペニアのメカニズムを知るために、加齢
による筋の老化促進の要因として、筋と運動神経細胞(中枢神経)の相互作用による維持システムの変化と体内環境全体
の変化(代謝)に注目して研究を行っている。もともと健常筋には萎縮へと向かうカスケードが常在している。若い健常
人であっても骨折などで筋活動が停止すると、2週間以内で急速に筋萎縮に至る。適切な運動習慣により、運動神経線
維と筋のつなぎ目である神経筋シナプスを介した筋と運動神経の相互作用システムが、萎縮カスケードに拮抗すること
で筋と運動神経の両方が保持されている。筋と運動神経のシナプスを介した相互作用の分子機構は、未だよくわかって
いない。我々は、老化に伴う何らかの原因により、運動神経と筋の相互作用維持メカニズムが阻害されると筋萎縮が誘
導されると考えている。また、サルコペニアでは筋萎縮に至るまでの過程で遅筋線維から速筋線維への質的変換がおき、
そして神経筋シナプスを介して筋の質的変換を決定するとの考え方が20年以上も前に組織学的研究から示されている。
遅筋はミトコンドリアによる代謝が主であり、一方で速筋は解糖系が優位であることから、老化による筋の質的変化は
代謝変換を伴っていると考えられる。我々は、そのメカニズムを明らかにするために、筋の代謝変換を可視化するマウ
スの開発を進めている。

Keywords: サルコペニア、筋萎縮、神経筋シナプス、代謝変換

免疫系と神経系の接点から老化促進モデルマウスをとらえる

愛知県心身障害者コロニー 発達障害研究所 病理学部
島田　厚良

　老化促進モデルマウス（Senescence-Accelerated Mouse、SAM）はヒトの老化および老化関連病態を研究するモデ
ル動物として開発された一群の近交系マウスで、促進老化・短寿命を特徴とするSAMP系統群と、通常老化・長寿命を
示すSAMR系統群とに2大別される。SAMP系統群のマウスでは、胸腺萎縮やヘルパーT細胞の減少・機能低下を始めと
する免疫系の老化徴候がSAMR系統群よりも早期から出現する。SAMP10系マウスは他のSAMP系と共通した促進老
化徴候を示すと同時に、この系統に特有な脳の老化関連病態を加齢に伴い自然発症する。すなわち、大脳皮質・辺縁系
を中心とした脳萎縮、皮質ニューロンの樹状突起の退縮とスパインの減少、ユビキチン化封入体の蓄積などを伴って学
習・記憶能が低下する。最近の研究により、SAMP10マウスの脳では炎症性サイトカインのmRNAレベルが亢進してお
り、ミクログリアは若齢期から退行変性していることがわかってきた。また、SAMP10マウスの脳組織では、実験的損
傷を受けた後に、ミクログリア、アストロサイト、ニューロンの間にサイトカインを介した細胞間コミュニケーション
がうまく構築されず、ミクログリアが主導する神経保護機能に欠陥があることを示した。これらの結果は、免疫系の加
齢変化と神経系の加齢変化とを結び付けて捉える新しい視点が、脳の老化の原理を研究する実験デザインとして有効で
あることを示唆している。本シンポジウムでは、SAMマウスに見られる免疫系の異常、脳の老化関連病態、サイトカイ
ンを介した脳細胞間ネットワークについて述べた後に、髄膜空間に常在する免疫系細胞が、末梢免疫系と脳のインター
フェイスを構築する可能性があることを紹介する。このインターフェイスについて今後解明すべき課題を示しながら、
脳の老化に関する基礎研究が進むべきひとつの方向を提唱したい。

Keywords: 老化促進モデルマウス、免疫系、サイトカイン、神経変性、ミクログリア
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ビタミンCと老化、老化関連疾患

東京都健康長寿医療センター研究所
老化制御研究チーム　分子老化制御

石神　昭人

　ビタミンC（L-アスコルビン酸）は水溶性の強力な抗酸化剤であり、細胞内や血液中での活性酸素種を効率的に消去
すると考えられている。また、生物の不可逆的な時間経過、「加齢」による機能低下、すなわち「老化」の一因は細胞内
活性酸素種の増加による細胞障害とも考えられている。活性酸素種の増加が老化の一因であるならば、ビタミンCは当
然に老化を抑制する「抗老化（アンチエイジング）」効果があることになる。しかし、それを証明する科学的根拠は希薄
である。私たちは体内でビタミンCを合成できないSMP30/GNL遺伝子破壊マウスを用いてビタミンCと老化、および
老化関連疾患について研究を行っている。本シンポジウムではこの点について言及したい。
　SMP30（日本名：加齢指標タンパク質30）は1991年に老若ラット肝臓のプロテオーム解析により、加齢に伴い減少
するタンパク質として発見、同定した。発見以降10年以上もの長い間、SMP30の本質的な機能は解明されなかった。
2003年、NCBIの遺伝子データベース解析から、SMP30が藍藻（藍色細菌とも呼ばれる細菌の一種）にある酵素、グル
コノラクトナーゼ（GNL）と非常に良く似ていることを発見した。哺乳類におけるGNLはビタミンC合成経路の最後か
ら2番目に位置する酵素であり、L-グロン酸をL-グロノ-γ-ラクトンへとラクトン化する。私たちはラット肝臓から
SMP30を精製し、SMP30が高等生物におけるGNLであることを証明した。また、既に作製していたSMP30/GNL遺伝
子破壊マウスを用いた研究から、このマウスはヒトと同様に体内でビタミンCを合成できないことを明らかにした。
SMP30/GNL遺伝子破壊マウスはビタミンCを合成できない新しい動物モデルとしてこれからのビタミンC研究への貢
献が期待できる。
　最近のビタミンCと老化関連疾患に関する研究でもビタミンC不足が喫煙による慢性閉塞性肺疾患（COPD）の発症リ
スクを高めることを明らかにした。COPDは高齢者に多い肺の生活習慣病であり、発症機構は未解明、そのため治療薬
は全く無い。充分なビタミンC摂取が喫煙によるCOPD発症リスクを下げられるか、またビタミンC摂取で治療効果が
得られるかは検討中である。また、ビタミンC不足による様々な臓器中での活性酸素種の動態について詳細に解析を
行っている。最新の研究成果を交えて紹介したい。

Keywords: ビタミンC、慢性閉塞性疾患、SMP30/GNL、喫煙、活性酸素種

寿命制御と細胞老化シグナル、加齢関連疾患の発症メカニズム

千葉大学大学院医学研究院循環病態医科学
南野　徹

　加齢に伴って、糖尿病や動脈硬化、高血圧などの生活習慣病の罹患率が増加し、その結果、虚血性心疾患や脳卒中の
発症の基盤病態となっている。これらの疾患は、多くの高齢者において共通に認められることから、老化の形質の一部
として捉えることができる。すなわち、これらの疾患の究極的な治療のターゲットは、寿命を調節する仕組みそのもの
かもしれない。しかし、これまで加齢に伴って個々の病態がどのように変化するかという観点からの研究は行われてき
たが、老化・寿命という側面からみた包括的な研究は行われていない。
　通常ヒト正常体細胞は、ある一定回数の分裂増殖後、細胞老化とよばれる分裂停止状態となる。このような細胞の分
裂寿命に重要な因子が、テロメアである。テロメアは、染色体の両端に存在し、その安定性に寄与するが、DNA複製が
不完全であるため、細胞分裂とともに短縮する。ある一定の長さまで短縮したテロメアは、DNA損傷として認識され、
p53依存性細胞老化シグナルの活性化によって、細胞は老化する。最近では、酸化ストレスや紫外線などのストレスに
よってDNA損傷が生じると、テロメアの短縮を伴わずに細胞は老化することが知られている。老化した細胞が高齢者
の皮膚へ集積すること、早老症候群患者より得られた細胞の寿命は有意に短いことなどが報告されていることから、加
齢に伴って生じる組織における細胞老化シグナルの活性化が、寿命や加齢関連疾患の病態生理に関与する可能性がある。
実際、このようなp53依存性細胞老化シグナルが、加齢に伴う様々な疾患の病態に関与していることが、最近の研究で明
らかとなってきた。そこで本講演では、老化分子としてのp53の役割について最近の知見を紹介し、加齢関連疾患に対
する次世代の治療法の開発について議論してみたいと思う。

Keywords: p53，細胞老化，糖尿病，動脈硬化，心不全
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百寿者調査から超百寿者調査―長寿遺伝子の探求―

慶應義塾大学医学部老年内科
広瀬　信義・新井　康通

　健康長寿モデルと考えられている百寿者は急増しており2010年には4万5千人となった。百寿者の医学的特徴は、1）
ほとんどの百寿者が何らかの疾患を持っている、2）糖尿病が少ない、3）動脈硬化が少ない、4）炎症反応亢進、5）低
栄養、6）高アデイポネクチン血症である。これらの所見から、1）老化炎症仮説、2）強力な防御因子の存在という仮
説を提唱した。老化炎症仮説は老化に伴い炎症反応が亢進する。炎症反応が、低栄養、虚弱など老化形質を引き起こす
というものである。現在動脈硬化、肥満など様々な病態に関与することが知られているが、老化に伴う炎症がどのよう
なものかを明らかにすることにより、虚弱などの老化形質の治療に結びつくのではないかと考え研究を行っている。縦
断調査の結果より、1）虚弱が余命を短くする、2）アデイポカインのprofileが予後に関連する事が判明した。脂肪組織
の機能を保つことが長寿に重要であることが示唆された。急増しつつある100歳老人はほとんどが何らかの疾患を持っ
ておりすべての百寿者は健康長寿モデルではない。105歳以上者（超百寿者）は全国で2000名程度生存しており、また
死亡率が105歳頃から低下することが判明した。これは超百寿者が健康長寿モデルである可能性を示唆する。超百寿者
の遺伝素因を検討することにより長寿遺伝子の同定が出来るものと考えられる。我々もGWASを行っており、その結果
いままで長寿に関連すると思われていたのとは異なる遺伝子が現れてきた。その一つの遺伝子として、アメリカ、イタ
リア、アシュケナージジューと日本の百寿者GWASデータを用いて新規の寿命関連遺伝子ADAR（adenosin deami-
nase on RNA）が明らかになった。今後common disease, common variantを明らかにするGWAS(genome wide as-
sociation study)から、rare caseを用いてrare variantsを明らかにするために110才以上の方を対象に（全国で60名、
実に200万人に一人, supercentenarian）whole genome sequencingを行う準備をしている。作用の強い長寿遺伝子が
明らかになる日も近いと希望している。これらの遺伝子がどのような機序で長寿に結びつくかの研究が重要となろう。
機能解析のために110歳以上の方のご協力をいただきiPS細胞を作成した。この発表が基礎老化とヒトの長寿科学の架
け橋になるきっかけになることを期待したい。

Keywords: 超百寿者、GWAS, ADAR、rare case rare variant, supercentenarian

β1インテグリンの持続的活性化による細胞老化誘導

東京理科大学薬学部分子病態学
深井　文雄

　細胞の生存・増殖には、増殖因子受容体の活性化に加え、β1インテグリンを介した細胞接着シグナルも必須とされ
ている。我々は、機能性細胞外マトリックスタンパク質の一つであるテネシン-Cに由来するペプチドTNIIIA2が、β1
インテグリンを強力かつ持続的に活性化することを見出した。TNIIIA2は、正常マウス線維芽細胞NIH3T3のPDGF依
存性増殖を強く促進するのに対し、Rasが恒常的活性化しているヒト線維肉腫様細胞WI38VA13に対してはアポトーシ
スを引き起こす。一方、正常細胞に恒常的活性型Rasを強制発現させると細胞老化が誘導されることが知られている。
今回、ヒト正常線維芽細胞WI38のβ1インテグリンをTNIIIA2で活性化すると、細胞老化が引き起こされることが明ら
かになった。
　WI38細胞にTNIIIA2を作用させると、みかけの増殖が抑制された。この時、Rasの活性化が確認されると共に、細胞
が扁平肥大化し、細胞老化の指標であるSA-β-galactosidase染色陽性に変化したことから、細胞老化の誘導が推測され
た。実際、TNIIIA2処理した細胞で、細胞周期阻害因子p21cip1及びp16INK4aの発現上昇が認められた。また、β1インテグ
リン活性化因子であるMg2+によっても同様の変化が観察され、更に、インテグリン下流のシグナル分子であるSrcに対
する阻害剤PP2でTNIIIA2作用が抑制されたことから、TNIIIA2による細胞老化の誘導はインテグリン活性化に基づい
ていることが示唆された。また、v-Ha-ras導入による細胞老化の際にオートファジーが惹起されるとの報告があるが、
TNIIIA2処理した細胞においてもオートファジーの指標であるLC3-IIの上昇が認められた。
　以上、TNIIIA2はインテグリンの強力かつ持続的活性化に基づいてアポトーシスや細胞老化を引き起こし、その決定
因子としてRasの活性化状態が重要な役割を担っている可能性が示唆された。

Keywords: 細胞老化、接着、インテグリン、Ras、テネイシン
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個体老化を制御するDNA損傷応答機構

独立行政法人国立長寿医療研究センター研究所
加齢健康脳科学研究部加齢病態研究室

本山　昇

　個体老化は、加齢に伴い各種組織の機能が低下していく生理応答であるが、認知症・動脈硬化などいわゆる老年病発
症のリスクファクターであると考えられる。老化が加速し比較的若年期より種々の老年病を発症する早期老化症の原因
遺伝子の同定およびDNA修復酵素欠損モデルマウスが早老症様の症状を呈することからゲノムDNA安定化機構の破綻
が個体老化を促進することが明らかになってきた。また高齢者由来の細胞において、DNA損傷を持った細胞が増加す
ること示され、DNA損傷とそれによって引き起こされるDNA損傷応答機構（DDR：DNA damage response）が個体
老化と密接に関連していることが示唆されている。

　私たちのゲノムDNAは1日細胞当たり1万～10万ものDNA損傷が生じている。これに対してDDRが活性化し、細胞周
期を停止させDNA修復を試みる。またアポトーシスや細胞老化が誘導され、DNA損傷およびそれにより引き起こされ
るDNA変異を持った細胞の異常な増殖を阻止し、がん化を抑制している。さらに近年老化した細胞から炎症性サイト
カインや増殖因子など多くの生理活性因子が分泌されていることが示され、この現象をSASP（Senescence-associated 
secretory phenotype）という。このような細胞老化やSASPは、動脈硬化や動尿病などの老年病にも関与することが示
唆されている。

　そこで本発表ではDDRに着目し、DNA損傷によって誘導されるアポトーシス・細胞老化・SASPの制御メカニズムお
よび早期老化症モデルマウスを用いた研究を紹介し、加齢に伴うDNA損傷の蓄積・DDRの活性化によるアポトーシス・
細胞老化・SASPと個体老化・老年病発症との関連について述べたい。

Keywords: DNA損傷、DNA損傷応答機構、アポトーシス、細胞老化、SASP

老化関連遺伝子で探る分子レベルの2つの老化研究

国立長寿医療研究センター研究所　老化機構研究部
丸山　光生

　私たちの体を構成する細胞の分裂回数には寿命があり、細胞老化と呼ばれる不可逆的な増殖停止状態に陥ることが知
られている。この増殖停止には細胞が生体内外で酸化ストレス、あるいはカルチャーショックといった過酷な環境に曝
されることによるストレスも深く関与することが明らかになり、細胞老化は生体内においてはがん化の危険性を回避す
る癌抑制機構の一端としても捉えられてきた。我々は老化期特異的発現を指標にした網羅的解析等によって同定した老
化関連遺伝子の機能について、分子・細胞レベルから個体レベルまで基礎的な解析を進めており、こうした遺伝子を手
がかりに生体が兼ね備えている普遍的な老化機構について解明を目指している。今回は個体老化との関連も含め、マウ
ス胚性繊維芽細胞(MEFs)の継代培養から細胞老化早期に一過的に強発現する細胞老化関連遺伝子として同定した
TARSH(target of NESH/Abi3bp)と、加齢に伴う免疫機能の低下について、ワクチン、あるいは抗体を用いた免疫療法
にも密接に関係する獲得免疫系の細胞に特異的発現している老化関連遺伝子Zizimin2 (DOCK11)についてこれまでに
得られた結果を示したい。具体的には、TARSH遺伝子については低分子量Gタンパク質Rac依存的な重合反応に関与す
るNESHのSH3ドメインに結合する癌化に関連した分子として同定され、その後、我々がMEFs細胞老化において一過
的な発現上昇を見いだしたこと、さらには正常肺に特異的発現を示し、肺腫瘍においては 発現が著しく抑制されている
ことから、癌化と細胞老化の双方に関与していることを、またCdc42に結合し、活性化する新規のグアニンヌクレオチ
ド交換因子(GEF)として同定したZizimin2遺伝子に関しては最近作出した遺伝子欠損マウスを用いた免疫系における機
能解析を中心に私たちの目指す老化研究を紹介する。

Keywords: 細胞老化、個体老化、免疫老化、老化機構
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中高齢期からの食餌制限の有益性とリスク

東邦大学　薬学部　生化学教室
高橋　良哉

　若齢期からの食餌制限は、寿命を延長し加齢に伴う様々な疾患の発症を抑制または遅延することが知られている。し
かし、中高齢期からの食餌制限の有益性に関する研究は少ない。これまで当教室では中高齢期からの食餌制限が老齢
ラット・マウスにみられる老性変化に対してどのような影響を与えるかについて調べてきた。その結果、老齢組織に蓄
積した熱不安定異常酵素やミトコンドリアのカルボニル化酸化修飾タンパク質は、比較的短期間のうちに食餌制限によ
り低下することを明らかにした。また、異常タンパク質分解酵素であるプロテアソーム活性が食餌制限により若齢レベ
ルまで回復することを見出した。さらに、老齢動物のタンパク尿症が食餌制限で改善することも見出した。このように
老齢動物にみられる老性変化は、中高齢から開始した食餌制限により改善することがわかった。しかし、中高齢期から
の食餌制限は加齢に伴う筋肉量低下（サルコペニア）や骨量・骨密度の低下を加速する可能性がある。ところが、実際
に食餌制限を行った老齢ラット後肢筋の重量や線維タイプに与える影響について調べてみると食餌制限はこれらの加齢
変化に対してほとんど影響を与えていないことがわかった。骨でも同様であった。このように動物実験レベルでは中高
齢期からの食餌制限には調べた範囲では大きなリスクはなさそうである。しかし、ヒトでは同様な効果を単純に期待で
きない可能性がある。例えば、加齢に伴い低栄養状態の高齢者が増加するが、このような高齢者への食事制限はさらに
彼らの健康状態を悪化させことが容易に予想できる。実験動物からヒトへの外挿の難しさがみられる。本シンポジウム
では、中高齢期からの食餌制限の動物実験の研究成果を紹介しながら、ヒトへの外挿の問題についても考えてみたい。

Keywords: 異常高分子、酸化タンパク質、サルコペニア、中高齢期、食餌制限

カロリー制限（CR）動物のエネルギー代謝の特徴とCR mimetics

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科・探索病理学
下川　功

　カロリー制限（CR）マウスは、摂食と絶食を繰り返す。CRのエネルギー代謝の特徴は、絶食期間のエネルギー源を
確保するために、摂食時に炭水化物を脂肪に変換し、絶食時でさえ、脂肪を蓄積する（あるいは過剰な消費を防ぐ）方
向へ代謝をシフトさせることである。この点で、肥満動物の摂食エネルギーを適正レベルへ落とすこと（つまりダイ
エット）とは異なる。CRは、脳や筋肉へ効率的にエネルギーを供給するために、肝臓と白色脂肪間のエネルギー変換を
精妙に制御している。たとえば、細胞のエネルギーセンサーとして働くAMPKは、CR群の肝臓では、その活性が低下し、
絶食時の糖新生を促進するが、白色脂肪では、SIRT1に拮抗して、脂肪分解を抑制する。転写因子FoxO1はCRの抗腫瘍
効果に必要であるが、恒常的な発現は、Nonalcoholic steatohepatitisや筋萎縮を誘発する。CRによるエネルギー代謝
や神経内分泌系の変化は視床下部神経核によって制御されていると推測される。たとえば、視床下部弓状核のNeuro-
peptide Y (NPY)はCRによって増加する。NPYが欠損するマウスでは、CRの効果が減弱する。しかし、NPYを単純に
活性化しようとすれば、摂食量を制限しない限り、肥満や代謝疾患を引き起こすというジレンマに陥る。CRのエネル
ギー代謝の特徴を俯瞰し、CRおよびCR mimesis (模倣剤)の応用について議論する。

Keywords: カロリー制限、エネルギー代謝、CR mimetics、Neuropeptide Y
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カロリー制限による脂肪酸合成関連転写因子SREBP1cを介した脂質代謝の変化

東京理科大学薬学部生命創薬科学科
分子病理・代謝学研究室

樋上　賀一

　近年、長寿を示す変異および遺伝子改変動物を用いた研究から、CRの分子メカニズムの解明がすすめられてきた。そ
して、成長ホルモン(GH)/インシュリン様成長因子(IGF)-1の抑制、酸化ストレスの抑制、炎症の抑制、ミトコンドリア・
バイオジェネーシスの活性化、Sirtuin遺伝子の活性化など様々なシグナルや分子が重要であることが明らかとなって
きた。我々は、CRに伴う白色脂肪組織(WAT)のリモデリングが寿命制御に重要であることを報告した。また、CR動物
のWATでは、ピルビン酸／リンゴ酸回路の活性化を介して、グルコースをよりエネルギー効率の良い脂質に変換する役
目を担っているようである。さらに、CRにより誘導されるWATでの形態および遺伝子発現プロフィールの変化は、主
としてGH/IGF-1非依存性に制御されていること、特にCRにより発現が増加する脂肪酸合成関連遺伝子群および発現が
減少する炎症関連遺伝子群にその傾向が強いこと、CRによる脂肪酸合成遺伝子群の発現増加に、sterol regulatory ele-
ment binding protein 1c（SREBP1c）が重要である可能性を示した。事実、SREBP1cをノックアウトすると、CRに
よる寿命延長作用やグルコース耐性・インシュリン感受性試験の改善効果などが失われていた。また、一部の臓器では
酸化傷害レベルが増加していた。さらに、SREBP1cノックアウトマウスは、野生型マウスに比べて、脂質を有効に利用
できないようであり、絶食に対する応答性が大きく異なることが明らかとなってきた。近年、CRの抗老化・寿命延長効
果に、脂質の有効な利用が重要であるとの仮説が提唱されている（Guarente, Cell 2008）。SREBP1cノックアウトマウ
スはこの仮説を証明しうる有力なモデル動物であり、このマウスの解析はCR研究に新たな光をあてるものと期待され
る。

Keywords: カロリー制限、白色脂肪組織、脂質代謝、SREBP1c



― 11 ―

【総　　説】

グルココルチコイドによる筋萎縮の分子機構

田中　廣壽、清水　宣明、吉川　賢忠
東京大学医科学研究所先端医療研究センター免疫病態分野

要約
　グルココルチコイド（GC）療法の副作用の一つであるステロイド筋症の病態として従来から異
化作用が主体と考えられていたが、詳細は不明であり治療法もない。著者らは、骨格筋における
グルココルチコイドレセプター（GR）の標的遺伝子を同定し、GCによる骨格筋萎縮の分子機構
を栄養センシングの鍵分子であるmTORの抑制機構などを中心に明らかにした。同時に、GRと
mTORの間の排他的相互作用を証明し、骨格筋量制御機構解明に新しい切り口をもたらした。以
上の成果は、mTOR活性化によるステロイド筋症に有効な治療法の可能性を示すものであり、現
在所属施設において臨床試験が準備されている。超高齢化社会を迎え、骨格筋萎縮は喫緊の国家
的課題とも言え、様々な疾患に合併する筋萎縮の病態を解明し治療法を開拓する意義は大きいも
のと考える。

キーワード：mTOR, glucocorticoid receptor, degradation, transcription, KLF15

基礎老化研究　35(3);11崖16,2011

2．ステロイド筋症〜GC筋萎縮の特徴と位置づけ
　クッシング症候群の患者では中心性肥満とともに四肢
筋の萎縮のために特徴的な風貌を呈する。薬理量のGC
が投与された場合も、程度の差こそあれ病理学的には筋
萎縮は必発と考えられ、筋力低下が顕性化した場合「ス
テロイド筋症（ミオパチー）」と称する。女性に多く、高
用量GCの投与1～3ヵ月後に緩徐に発症することが多い。
生化学的検査では血清クレアチンキナーゼ値も正常なこ
とが多く特徴的な変化に乏しい。血清乳酸脱水素酵素は
軽度に上昇する（分画では I型または II型の増加）。ミ
オグロビン尿は認められない。尿中クレアチン排泄量が
増加するため診断の一助となる。病理学的には筋生検
で IIb線維に特異的な萎縮が見られる。多くはステロイ
ド減量とともに回復するとされ、その対策として、原疾
患の活動性に注意しながらGCを減量する、筋力低下を
防ぐための適度な運動を行う、などがある1)。しかし、筋
力低下による日常生活障害を有する患者も少なくなく、
今後、ステロイド筋症の実態調査や診断や治療に関する
ガイドライン整備も望まれる。
　ここで、いわば随伴性筋萎縮である、敗血症，悪液質，
飢餓，アシドーシス、糖尿病，慢性腎不全に伴う筋萎縮
において、内因性GCの関与が明らかにされつつある2-4)。
また、担癌個体において筋萎縮への治療的介入が生命予
後を改善させる可能性も示されている。したがって、
GC筋萎縮の研究はステロイド筋症のみならず、筋萎縮
を有する様々な病態の解明と治療法開発、予後改善にも
貢献する可能性がある。

3.骨格筋量の制御
　横紋筋である骨格筋は体の40％前後を占め、姿勢の保

1. はじめに
　膠原病、関節リウマチなど炎症性疾患をはじめとした
様々な疾患の治療において、グルココルチコイド（GC）
療法が導入されて60年を超える。薬理量のGC投与時に
多くの副作用が合併する。骨粗鬆症や胃潰瘍、糖尿病、
高脂血症に関しては、その病態解明、診断、治療が著し
く進歩している。その一方で、本稿で取り上げるステロ
イド筋症（＝GCによる筋萎縮～筋力低下が臨床的に問題
となった状態）などはいまだに積極的医療介入対象と
なっていない。筋萎縮による運動機能の低下は、転倒リ
スク上昇－骨折－長期臥床－さらなる筋萎縮と運動機能
低下、の悪循環を招き、運動器不安定症やロコモティブ
シンドロームの主要な原因の一つとなっているとともに、
代謝障害や感染症の合併頻度を高めるなど、生活の質
（QOL）のみならず原疾患の予後をも悪化させることか
ら、超高齢化社会を迎えるにあたっては喫緊の医学的課
題である。
　GCは副腎から分泌される内分泌ホルモンであり、従
来から異化作用がGC筋萎縮の機序として信じられてい
るが、その生理的意義や筋萎縮の詳細なメカニズムは不
明のままであった。本稿では、ステロイド筋症、骨格筋
量制御の分子機構を概観し、GCによる異化作用と筋萎
縮の分子機構に関して我々の研究成果を中心に紹介した
い。
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持、運動・移動能のみならず、栄養代謝においても重要
な役割を果たしている。骨格筋は筋芽細胞の融合によっ
て生じる巨大多核細胞である筋細胞（筋線維）から構成
される。筋線維には現在7種類のタイプがあるとされて
いるが、ミトコンドリアに富み主に酸化的リン酸化によ
るエネルギーを利用して持続的な収縮をする遅筋
（Type I、赤筋、ミオシン重鎖type I陽性）線維と、主
に解糖によるエネルギーを利用して急速な収縮をする速
筋（Type II、白筋、ミオシン重鎖type II陽性）線維に
大別される。II型速筋線維の中でも典型的なものはIIb
といわれ、IIa は遅筋と速筋の中間的性質を有する。多
くの筋肉ではこれらの線維がモザイク状に束になってお
り、部位ごとに構成は異なっている。例えばラット後肢
のヒラメ筋はほとんど遅筋線維より構成され、腓腹筋、
前脛骨筋では速筋線維の比率が増加する。
　筋線維の周囲には筋サテライト細胞が存在し、筋線維
が傷害されたときなどに増殖して新しい筋線維を補填す
る。筋サテライト細胞はミオスタチンによって抑制性に
制御されており、ミオスタチン遺伝子に変異を有する動
物では筋線維数が倍加するなど、骨格筋量が著増する表
現型を呈する。しかし、最終分化した骨格筋細胞は非再
生系組織細胞であり、成人では筋線維数は増えることは
なく、骨格筋量は主に筋線維中のタンパク量によって規
定されると考えてよい5)。

4. GC筋萎縮の分子生物学
(1) 筋萎縮の分子機構
　成熟個体の骨格筋においては、筋線維タンパク質の合
成（同化）プロセスと分解（異化）プロセスが、ホルモ
ン、栄養物質、サイトカイン、酸素分圧あるいは物理的
張力などの様々なシグナルによって精緻に調節され、こ
れらのバランスによって適切な筋量と筋力の維持、他の
組織に向けてのエネルギー供給、などが制御されてい
る5)。例えば、肝臓や骨格筋自体から分泌されるIGF-1、
あるいは筋線維内のAMP/ATP比低下、遊離アミノ酸、
とくに分岐鎖アミノ酸（BCAA）（ロイシン、バリン、イ
ソロイシン）による低分子量GTPase Rhebの活性化など、
一般に良好な栄養状態を伝えるシグナルは、骨格筋にお
いて、翻訳制御の鍵因子として知られるキナーゼ複合体
mammalian target of rapamycin complex 1 
(mTORC1) の活性化を誘導してタンパク質合成を促進
し、同化を亢進する6)。骨格筋における異化～タンパク
質分解亢進は、カテプシン系に加え、ユビキチン-プロ
テアソーム系（E3ユビキチンリガーゼatrogin-1, 
MuRF1）とオートファジー系（LC3, Bnip3など）に関
連する遺伝子の発現が誘導されることによる7)。それら
の転写レベルの制御に関して、転写因子FoxOがマス
ターレギュレーターとして機能しているらしい。FoxO
は通常リン酸化された状態で細胞質に存在するが、脱リ
ン酸化されると核に移行し転写因子として機能する8-11)。
かかるタンパク質同化と異化のバランスが疾患などに
よって破綻し、後者が優位な状態が持続すると各筋線維
の径が減少して筋萎縮が起こる。GCによる筋萎縮に関

し、1970年前後にハーバード大学のGoldberg博士らは、
骨格筋においてGCはタンパク質の異化亢進と同化抑制
をもたらし、筋萎縮を引き起こすことを明らかにした。
その後、GCはmTORC1活性を抑制し、その下流のエ
フェクター分子であるS6K1、4EBP1のリン酸化も低下
することが示された。これまで、多くの筋萎縮モデルに
おいてFoxOの重要性が示されているが、GC筋萎縮にお
いては、FoxOをmRNAレベルで増加させること、脱リ
ン酸化を促進させること1－3)、など、断片的な報告に留
まっていた。

(2) GC筋萎縮の分子機構
　GCの作用は、骨格筋を含めほぼ全ての組織に存在す
るリガンド依存性転写因子である核内レセプターの一つ
グルココルチコイドレセプター（GR）との結合を介して
発現される（図1）。GRは1種類であり、その標的遺伝子
のレパートリーが組織ごとに多様であるためにGCの生
理作用は多岐にわたり、その発現の異常は副作用を含め
た各組織の多様な病態と密接に関連する（図2）。筆者ら
はこれまでに、肝臓、腎臓、心臓において、GC-GRの組
織特異的な作用機構とその生理的な意義を、DNAマイ
クロアレイとin silicoプロモーター解析による新規GR標
的遺伝子の同定法を駆使して解明してきた12, 13)（図3）。
以下に、骨格筋においてこの戦略を利用したGC筋萎縮
の分子機構解明に関する研究成果を紹介する14)。

図1　GC作用の基本メカニズム
GCは、ほぼ全ての細胞に発現しているリガンド依存性転写因
子、GCレセプター(GR)と結合して、GR標的遺伝子のmRNA発
現を調節することにより作用を発揮する。
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(i)骨格筋におけるGRの直接標的遺伝
子REDD1とKLF15
　ラット骨格筋において、GRの発現
量はヒラメ筋に比してGC筋萎縮がよ
り起きやすく速筋線維優位な腓腹筋や
前脛骨筋において多い。そこで、腓腹
筋を用いてREDD1とKLF15をGR標
的遺伝子として同定した。REDD1は
低酸素ストレスなどで発現が誘導され、
その産物はmTORC1抑制制御因子で
あるTSC複合体を活性化することが
知られている15, 16)。筆者らは、GCが
GRを介して転写レベルでREDD1の
mRNA発 現 を 亢 進 さ せ る こ と、
REDD1遺伝子プロモーター上にGC
応答配列（GRE）が存在することを証
明した。したがって、GCによる筋萎
縮の機序に、REDD1→mTOR抑制→
タンパク合成低下が関与していること
が推測される。一方、KLF15はKLF
ファミリーに属するCys-His型亜鉛
フィンガー構造を有する転写因子であ
り、心筋肥大を抑制する効果がすでに
報告されているが17)、GCによる筋萎縮
における意義は不明であった。

(ii) KLF15はatrogin-1とMuRF1の発現を活性化する
　筆者らは、REDD1と同様の手順でKLF15もGRの直
接の標的遺伝子であることを証明した。次に、KLF15を
過剰発現させたラット前脛骨筋のmRNA発現プロファ
イルの解析より、KLF15の既知標的遺伝子分岐鎖アミノ
酸アミノ基転移酵素BCAT218, 19)の ほか、atrogin-1, 
MuRF1, FoxO1, FoxO3のmRNA発現亢進を明らかに
した。atrogin-1, MuRF1プロモーター上のFoxO結合配
列近傍にKLF15がリクルートされる領域が存
在した。FoxOの過剰発現によるatrogin-1, 
MuRF1の発現亢進がKLF15により増強された
だけでなく、GR依存的なatrogin-1, MuRF1の
発現亢進はsiRNAによるKLF15ノックダウン
で著明に抑制された。したがってKLF15は骨
格筋の異化プロセスにおいてFoxOと並び重要
な転写因子であると言える。

(iii) GR-KLF15軸はBCAAの代謝亢進を介して
mTORC1活性を抑制する
　KLF15の標的遺伝子であるBCAT2はBCAA
代謝における律速段階を担う酵素である。筆者
らは、ラット前脛骨筋、培養筋管細胞において、
KLF15はBCAT2の活性を亢進し細胞内の
BCAA濃度を著明に低下させ、S6K1のリン酸
化の減少すなわちmTORC1活性の低下を引き
起こすことを示した。KLF15過剰発現は、ラッ
ト前脛骨筋線維の横断面積を減少させ、また培

養筋管細胞径を減少させた。この筋管細胞の萎縮は培養
液にBCAAを加えmTORC1活性を回復させることに
よって著明に改善された。したがって、KLF15を介した
転写制御は異化促進のみならず同化抑制においても重要
であり、筋萎縮と密接な関わりを持つことが示された。
　以上から、GRを中心とした転写ネットワークにおい
て、KLF15とFoxOを介した異化促進機構および、
KLF15（→BCAT2→BCAA低下）とREDD1→mTOR抑

図2　各組織におけるGR標的遺伝子と組織特異的なGC作用

図3　DNAマイクロアレイとin silicoプロモーター解析による新規GR標的
遺伝子の同定法
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制を介した同化のシャットオフ機構が同時
に作動して骨格筋代謝を同化から異化へ迅
速かつ効率的にスイッチすることがわかっ
た。すなわち、GC筋萎縮の分子基盤は、骨
格筋におけるGR標的遺伝子群による多様
かつ協調的な異化亢進と同化抑制である実
態が鮮明になった。

(iv)同化経路と異化経路の相互に排他的な
クロストーク－mTORC1はGR依存的転写
を抑制する
　上記のごとく、骨格筋におけるGC－GR
を介した異化経路はきわめて高効率であり、
動物においては飢餓時における生存を担保
するシステムとして合理的であろう。その
一方で、その適切な、とくに負の制御も骨
格筋量の維持にとって必須と考えられる。
そこで筆者らは、栄養センシングによる同
化経路活性化から異化経路を抑制する仕組
みの存在を想定した。まず、培養筋管細胞
においてmTORC1の特異的阻害剤ラパマイシンがGC依
存的mRNA発現を増強することを確認した。そこで、
mTORC1活性がGR機能を抑制するという仮説のもと、
構成的活性型Rheb変異体の遺伝子導入によるmTORC1
の強制的活性化がGC-GR依存的遺伝子発現に及ぼす影
響を、GR依存的レポーター遺伝子発現、内在性GR標的
遺伝子mRNA発現、標的プロモーターへのGRおよび
RNAポリメラーゼIIのリクルートメントの解析により
検証した。その結果、mTORC1はGRの標的遺伝子プロ
モーターへのリクルートメント抑制を介してGC応答性
遺伝子発現に拮抗することがわかった。したがって、
mTORC1を活性化する同化シグナルは、機序は不明で
はあるものの、GRを標的としてその下流転写ネット
ワーク全体を抑制し、異化プロ
セスを抑制するのみならず
REDD1やBCAT2を介した同化
抑制を解除することによって、
骨格筋代謝を極めて効率よく異
化から同化へ変換することが示
唆された(図4)。

(v) mTORC1はステロイド筋萎
縮の発症を抑制する
　以 上 か ら、人 為 的 な
mTORC1の活性化がステロイ
ド筋萎縮の発症を抑制する可能
性が考えられた。ラットに合成
GC、デキサメタゾンを連日5日
間経腹腔投与し、ステロイド筋
萎縮のモデルを作成したところ、
GRの標的遺伝子プロモーター
上へのリクルートメント、筋萎
縮関連mRNAの発現亢進、速筋

線維優位な腓腹筋のmTORC1活性低下、速筋線維特異
的な横断面積の縮小、遅筋線維優位なヒラメ筋の重量変
化を伴わない腓腹筋の重量減少、および握力の低下を認
めた。この筋萎縮モデルにおいて、人為的mTORC1活
性化の方法としてBCAAを用いたところ、デキサメタゾ
ン投与直前のBCAA経口投与により、GRのリクルート
メントから筋力低下までの上記全ての検査項目について
著明な改善を認め、しかもこれらの効果はラパマイシン
の投与によって完全にキャンセルされた（図5）。以上の
結果は、骨格筋におけるGR-mTORC1クロストークの筋
量・筋力制御における意義を動物個体レベルで実証した
ものといえる。

図４　筋線維におけるGRとmTORC1とのクロストーク（概念図）
GRと標的遺伝子産物である転写因子から構成される転写制御ネットワークは、そ
れぞれ複数の機構を駆動してタンパク質分解を進めると同時に、mTORC1の活性
化を抑制する。一方、mTORC1はGRを介した標的遺伝子の転写を抑制すること
で、この転写制御ネットワーク全体の活性を低下させつつ、翻訳を亢進する。

図５　GC筋萎縮モデルラットにおけるmTORC1活性化療法の効果
握力、腓腹筋重量、速筋線維の横断面積は、デキサメタゾン処理によって減少した。分岐鎖ア
ミノ酸投与によって認められたこれら検査項目の著明な改善は、ラパマイシンによってキャ
ンセルされた。一方、遅筋線維に対するこれらの影響はなかった。
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5. おわりに
　GCは骨格筋においてGRに始まる転写ネットワークを
利用して生体エネルギー制御に本質的役割を果たしてい
るが、疾患や治療などによって生理的制御範囲を逸脱し
た結果筋萎縮がおこり、生体に不利益が生じるのであろ
う。今回紹介したGR-mTORC1相互作用は、飢餓などの
ストレス下において迅速かつ効率的に栄養を骨格筋から
肝臓などの臓器に再分配する仕組みとして進化の過程で
獲得されてきたと思われる。組織間の精緻なネットワー
クを基盤にした分業体制を有する高等生物において、特
定の組織に備蓄したエネルギーを必要に応じて他の組織
に分配するシステムは生命維持にとって不可欠といえる。
運動器障害によって医学的治療や介護を要する状態（運
動器不安定症、ロコモティブシンドロームと称される）
を呈する人口は確実に増加が見込まれており、来るべき
超高齢化社会を見据えた筋萎縮への対策は喫緊の課題で
ある。現在、今回の成果を基盤に開発したmTORC1活
性化療法の臨床応用を目指してステロイド筋萎縮患者を
対象とした臨床試験の準備を進めている。最近、筋ジス
トロフィー患者の筋を用いた検討から、GCは、筋線維近
傍に存在して筋再生に重要な役割を持つサテライト細胞
を増加させる作用を有することも示唆されている。骨格
筋におけるGCの役割に関して、筋細胞再生の面からも
今後検討が進むであろう。
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Molecular mechanism for glucocorticoid-induced muscle atrophy

Hirotoshi Tanaka, Noriaki Shimizu, Noritada Yoshikawa

Division of Clinical Immunology
Advanced Clinical Research Center
Institute of Medical Science

University of Tokyo

Summary
　The dynamic balance between anabolic and catabolic processes in skeletal muscle is critical for the deter-
mination of muscle mass and systemic energy homeostasis. Recently, we identified KLF15 gene as a direct 
target of the glucocorticoid receptor (GR), and demonstrated that KLF15 participates in muscle catabolism 
via the transcriptional regulation of E3 ubiquitin ligases, atrogin-1 and MuRF1. Moreover, KLF15 affects 
the mammalian target of rapamycin (mTOR) through branched-chain amino acid (BCAA) degradation and 
negatively modulates myofiber size. We also showed that REDD1 is another GR target gene affecting mTOR 
activity. mTOR activation inhibits GR-mediated transcription by suppressing GR recruitment onto target 
genes, strongly suggesting a mutually exclusive crosstalk between mTOR and GR. Pharmacological activa-
tion of mTOR with BCAA attenuated GR-mediated gene expression, leading to the substantial restoration of 
muscle atrophy in glucocorticoid-treated rats. These results provide a novel insight into how muscle cells de-
termine their mass via the coordinated interaction of the catabolic hormone signal and the anabolic nutri-
tional machinery.

Key words: mTOR, glucocorticoid receptor, degradation, transcription, KLF15
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【総　　説】

タンパク質の酸化修飾と老化

戸田　年総
東京都健康長寿医療センター研究所　老化機構研究チーム

要約
　酵母や線虫で見つかった寿命遺伝子の多くはミトコンドリア機能やエネルギー代謝の制御、酸
化傷害の防御修復などに関わっており、酸化ストレスが老化の速度を規定する要因の一つである
ことはまちがいない。ミトコンドリアなどで発生したスーパーオキシドはSODなどによって過酸
化水素に変わり、さらにカタラーゼやペルオキシダーの働きで無害化されるが、一部はヒドロキ
シラジカルを経て生体分子を酸化する。タンパク質の酸化についてはリシンやアルギニンのカル
ボニル化がよく知られているが、実際タンパク質の中ではメチオニン残基が最も酸化を受けやす
く、細胞内の酸化ストレスに素早く反応してスルホキシド型となる。多くの細胞はこれを還元修
復する酵素を発現し対応していると考えられているが、老化動物の組織中で特定のタンパク質に
おいてメチオニンスルホキシドの上昇が観察されており、老化に伴う細胞機能の低下に関わって
いる可能性が高い。

キーワード：Protein, oxidative modification, methionine sulfoxide

基礎老化研究　35(3);17崖22,2011

して行われたものである。

2. フリーラジカルと活性酸素種
　フリーラジカルは不対電子を有する原子や分子の総称
で、ミトコンドリアのなどの酸化還元酵素複合体におい
て反応の副生成物として出てくるスーパーオキシド
（O2－・）や、過酸化水素水に鉄イオンなどが働いたときに
できるヒドロキシラジカル（・OH）、一酸化窒素合成酵素
によって生理的に作られる一酸化窒素（NO）などがこ
れにあたる。これに対し活性酸素種（reactive oxygen 
species：ROS）は、通常の酸素分子（O2）よりも活性化
された状態の酸素分子誘導体を指し、上記のフリーラジ
カルの他に過酸化水素（H2O2）やペルオキシナイトライ
ト（ONOO-）、過酸化脂質なども含まれる。
　スーパーオキシドは日常の生活の中で常に発生してい
るものであるが、酸化力は弱く、スーパーオキシドディ
スムターゼ（SOD）によって速やかに過酸化水素に変換
されており、後述のメチオニンのスルホキシド化を除き、
直接タンパク質などを酸化することは少ないとされてい
る[32]。過酸化水素（hydrogen peroxide）も酸化力は
弱いが、寿命が長く、生体膜を容易に通過する。生体内
の過酸化水素はカタラーゼやグルタチオンペルオキシ
ダーゼ、チオレドキシンペルオキシダーセなどによって
水と酸素に分解されると考えられるが、生体内の鉄イオ
ン（Fe2+）や銅イオン（Cu+）などと接触するとフェント
ン反応によって、ヒドロキシルラジカルに変化する。ヒ
ドロキシルラジカルの寿命は100万分の1秒間と非常に
短いが、酸化力が強く、生体内でのタンパク質や脂質、
核酸（DNA、RNA）の酸化は主にヒドロキシルラジカ

1. はじめに
　老化のメカニズムとしてこれまで多くの仮説が提唱さ
れ、それぞれの仮説に基づいて研究が行われてきた。そ
の中でも有力な二大仮説はプログラム説[1-4]とフリー
ラジカル説[5-8]である。前者は、「老化は遺伝子の中に
プログラムされている」とするもので、この仮説に基づ
いて寿命の長短を規定する遺伝子（寿命遺伝子・長寿遺
伝子）を探索する研究が行われてきた[9-12]。一方、フ
リーラジカル説は、「生体内で発生するフリーラジカル
によってDNAやタンパク質が酸化的な修飾を受け、こ
れが蓄積することによって最終的に細胞機能が破綻す
る」という考え方であり、この仮説に基づき、生体内に
おけるフリーラジカルの発生およびその制御に関する研
究[13-16]や、DNAの酸化およびその修復系酵素に関す
る研究[17,18]、タンパク質の酸化およびその分解／修復
系酵素に関する研究[19-24]が行われてきた。また、培養
細胞や線虫などの培養条件で酸素濃度が寿命に及ぼす影
響を調べる研究[25-27]も、フリーラジカル説がベースに
なっており、さらに最初に酵母で研究され、その後線虫、
ショウジョウバエ、ネズミ、さらにはサルでその効果が
確かめられたカロリー制限による寿命延長効果[28-31]
も、基本的にはエネルギー代謝のレベルを下げ、フリー
ラジカルの発生を抑えることで寿命が延びることを期待

〒173-0015
東京都板橋区栄町35-2
TEL: 03-3964-3241 (ex. 3182)
FAX: 03-3579-4776
E-mail: ttoda@proteome.jp
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ルによるものと考えられている[32]。

3. タンパク質の酸化
　そもそもタンパク質は、酸化を受けやすいアミノ酸残
基を多数含んでおり、生体内でヒドロキシルラジカルや
ペルオキシナイトライト、NOなどの濃度が高まると
様々な酸化修飾を受ける（図1）。

3-1. カルボニル化
　カルボニル化は、酸化ストレスや加齢に伴い細胞内で
増加する酸化タンパク質の指標として最もよく調べられ
ており、リシン残基の酸化によるアリシン（Allysine, 2-
aminoadipic semialdehyde）、アルギニン残基の酸化に
よるγ-グルタミル-セミアルデヒド（γ-glutamyl 
semialdehyde）、プロリンのピロリジン環の酸化による
γ-グルタミル-セミアルデヒド（γ-glutamyl semial-
dehyde）などが知られている[33,34]（図1-A）。ただし、
このうちアリシンは、ヒドロキシラジカルによる非酵素
的酸化の他、リシルオキシダーゼによって酵素的に作ら
れることもあるので、タンパク質の酸化指標として利用
する際には注意が必要である。

3-2. チロシン残基のニトロ化
　生体内でスーパーオキシドラジカルと一酸化窒素が共
存すると、両者が反応してより酸化力が強く細胞毒性が
高いペルオキシナイトライト（peroxynitrite：ONOO-）
が産生される。ペルオキシナイトライトは特にチロシン
残基のフェノール環に結合してニトロチロシンを生成す
る（図1-B）。チロシンのニトロ化は、アルツハイマー病
患者の脳で増加することが知られており、神経変性に伴
う脳内の酸化ストレスの上昇を示すものとして注目され
ている[35]。ニトロチロシンは質量分析で 45 Daの質
量増加として検出されるほか、特異性の高い抗体が市販
されているので、Western Blottingによる検出も可能で
ある。

3-3. システイン残基の酸化
　システインのチオール基では、ジスルフィドという形
での酸化と、酸素の直接付加による酸化が競合的に起き
る（図1-C）。このうちジスルフィドはタンパク質分子内
あるいはタンパク質分子間で形成される架橋の他、シス
テインやグルタチオンなどの低分子チオール化合物との
結合（s-チオール化、s-thiolation）など多彩な形態をと
り、それぞれで異なるコンフォメーションをとるため、

図1. タンパク質の酸化修飾
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機能への影響も多様である。
　s-チオール化は可逆的な酸化であるため、老化との関
係ではあまり調べられていないが、虚血再灌流による酸
化傷害においては重要な意義を持つ。s-チオール化に
関する最初の論文は、心筋細胞の虚血モデルとしてチ
オール特異的な酸化剤であるダイアミドを投与する実験
におけるもので、クレアチンキナーゼおよびプロテイン
キナーゼC-αはs-チオール化によって失活するのに対
し、低分子量Gタンパク質 Rasは逆に活性化されること
から、s-チオール化は虚血再灌流の際の心筋細胞の傷害
組織再生シグナルに重要な役割を果たしていると考えら
れている[36]。

3-4. メチオニン残基の酸化
　メチオニンのメチルチオエーテル基は、タンパク質を
構成するアミノ酸残基の中でも特に酸化を受けやすく、
細胞内において酸化ストレスレベルが上昇すると容易に
スルホキシド型の構造に変換される。さらに強い酸化ス
トレスが加わると、最終的にメチルスルホン型の構造に
変わると考えられているが、細胞内で観察されるのは大
部分がスルホキシド型である（図1-D）。
　メチオニンのスルホキシド化による等電点および分子
量の変化はごく僅かであるため、二次元電気泳動では同
一のスポットとして観察される。メチオニンスルホキシ
ドに対するポリクローナル抗体も市販されてはいるが、
感度、特異性、定量性共に不十分であり、Western Blot-
tingでメチオニンの酸化レベルを定量的に分析すること
は難しい。これに対し、質量分析計による定量分析は比
較的容易であり、同時に同定も行える利点がある。
　メチオニンスルホキシドに対しては、特異的な還元酵
素（methionine sulfoxide reductase, MsrA, MsrB）
が存在し[37-40]、還元型（チオール型）のチオレドキシ
ンとの恊働によって元のメチオニンに戻す機能を有して

いることがわかっていることから、他のアミノ酸残基の
より重大な酸化を防ぐためにラジカルスカベンジャーと
して機能しているという考え方も提唱されている。しか
し我々が調べた限り、メチオニンのスルホキシド化レベ
ルはタンパク質の種類により、また同一分子内でも部位
によって異なることから、コンフォメーション的に
MsrA/Bのアクセスが悪いなどの理由で十分に還元修復
が行えない部位もあるものと思われる。そのため網羅的
なプロテオーム解析によって、タンパク質スポットごと
にメチオニン酸化の加齢変化を調べ、機能との関係を明
らかにする必要があるのではないかと考えている。
　一例として、老齢マウスの海馬におけるカルモデュリ
ンの酸化修飾について解析を行った結果を示す。カルモ
デュリンの一次構造はXenopusからヒトまで完全に保存
されて、1分子内に4カ所のカルシウム結合ドメインを持
ち、それぞれのドメインの近傍に合計9個のメチオニン
を含んでいる（図2）。
　我々が実施した二次元電気泳動スポットの質量分析に
よって、メチオニンの酸化レベルは分子内の位置によっ
て異なること、および老齢マウスの海馬ではC末端に近
い位置にある連続した2つのメチオニン（Me144, 
Met145）が特に強く酸化を受けていることがわかった
[41]。さらに、この位置はカルシウム結合サイトに近く、
酸化カルモデュリンではカルシウムへの結合親和性およ
びカルシウム結合によるコンフォメーションの変化が共
に低下していることが、DPI法（Dual Polarization In-
terferometry）による相互作用解析によって確認されて
いる（図3）。
　カルモデュリンはCa2+/calmodulin-dependent pro-
tein kinase II (CaMKII)などの活性調節を介して、脳
機能の維持に重要な役割を果たしていることから、メチ
オニンの酸化は、加齢に伴う脳機能低下の要因の一つで
あると考えている。

図2. カルモデュリンの構造（一次構造、二次構造、カルシウム結合部位およびメチオニンの位置）
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4. まとめ
　タンパク質は、酸化を受けやすいアミノ酸残基を多数
含んでおり、とりわけメチオニンのメチルチオエーテル
基は、タンパク質を構成するアミノ酸残基の中でも最も
酸化を受けやすく、細胞内で酸化ストレスレベルの上昇
に敏感に反応してスルホキシド型の構造に変わる。メチ
オニンの酸化は、これまであまり注目されて来なかった
が、我々が行った二次元電気泳動と質量分析による網羅
的なレドックスプロテオーム解析により、タンパク質の
種類や部位によって酸化レベルが異なることが明らかと
なった。
　カルモデュリンに対して行った分析の結果から、老齢
マウスの海馬ではC末端に近い位置にある連続した2つ
のメチオニン（Me144, Met145）が特に強く酸化を受け
ていることがわかり、さらに機能の解析によって、酸化
を受けたカルモデュリンではカルシウム親和性が低下し
ていることもわかった。
　発現している全タンパク質に対し網羅的なプロテオー
ム解析を行なってメチオニンの酸化レベルを計測し、さ
らに個々のタンパク質について機能への影響を解析する
ことによって、フリーラジカル説に基づいた老化のメカ
ニズムにおけるメチオニンのスルホキシド化の意義を明
らかにできるものと考える。
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Oxidative protein modification and aging

Tosifusa Toda
Research Team for Mechanism of Aging, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology

　Oxidative stress has been implicated in the process of aging, since the genes responsible for longevity of 
yeast and C. elegance were assigned to be related to mitochondrial function and regulation of energy me-
tabolism.  Superoxide radicals generated as byproducts of the electron transport system in mitochondria are 
converted to hydrogen peroxide by SOD, and eventually detoxified by the function of catalase or peroxi-
dases. However, hydroxyl radicals may be also derived from hydrogen peroxide by Fenton reaction, and oxi-
datively modify DNAs and proteins.  Carbonylation of protein has been extensively studied as an aging-
related protein oxidation, though the biological meaning of the carbonylated protein has not been under-
stood yet.  Methionine residue is the most susceptible to oxidative stress, and the increase in the level of 
methionine sulfoxide with aging has been observed in our proteomic investigations. Although most cells ex-
press methionine sulfoxide reductase (MsrA/MsrB), the Msr activity is suspected to be insufficient for repair-
ing all sites of methionine sulfoxide completely because of its steric problem. The methionine oxidation may 
be involved in the aging-related deterioration in cell functions.
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【総　　説】

サルコペニア予防における運動と栄養摂取の役割

藤田　聡
立命館大学スポーツ健康科学部

要約
　加齢に伴う筋量と筋機能の低下（サルコペニア）は転倒による骨折の危険性を増加させるだけ
でなく、糖代謝や脂質代謝異常のリスクを増加し、高齢者の身体的自立を奪っていく。サルコペ
ニアは骨格筋タンパク質の合成と分解のアンバランスから引き起こされると考えられ、特にタン
パク質合成を刺激する因子に対する感受性の低下が関与している可能性が高い。一過性のレジス
タンス運動と必須アミノ酸（特にロイシン）の摂取は共に骨格筋のタンパク質合成速度を急激に
増加する。しかしながら通常食に含まれる糖質摂取によるインスリン分泌はアミノ酸によるタン
パク同化作用を阻害することが高齢者で確認されており、加齢に伴う栄養障害がサルコペニアの
原因となっている可能性が高い。この加齢に伴う栄養障害を考慮すると、日常生活においてレジ
スタンス運動のみならず有酸素運動との複合的な運動形態がサルコペニア予防には重要であると
考えられる。

キーワード：サルコペニア、加齢、筋タンパク質代謝、レジスタンス運動

基礎老化研究　35(3);23崖27,2011

筋の筋線維数も高齢者で有意に減少しており、さらに筋
線維あたりの断面積も速筋線維のみで著しく減少してい
た。この加齢に伴う骨格筋量と筋線維数の減少は他の多
くの研究者によっても支持されているが、加齢に伴う速
筋線維の特異的な筋萎縮に関しては異論を唱える報告も
ある。例えばFronteraら[2]の70－80歳の高齢者を対象
とした縦断的な追跡調査において、同じ被験者の骨格筋
を最初の測定から9年後に再調査したところ、筋線維単
位での筋断面積は低下するどころか増加する傾向にあっ
た。これは加齢に伴い筋線維数と筋量が低下するため、

1. 加齢に伴う骨格筋の形態的変化
　骨格筋は運動における力発揮に欠かせない身体組織で
ある。しかし成人の骨格筋量は20歳を過ぎると50歳ま
でに約5－10％低下する。さらにその後50－80歳までに
30－40％の筋量が激減することが報告されている[1]。
この加齢に伴う筋量減少とそれに伴う筋機能の低下をサ
ルコペニア（sarcopenia: ラテン語でsarco＝肉、penia＝
減少 を意味する）と呼ぶ。サルコペニアは健康であって
も発生する現象で、加齢に関する研究において近年大き
な注目を浴びている。サルコペニアは、1）筋力低下によ
る転倒の危険性の増加、2）糖質代謝に重要
な組織である筋量の減少によるインスリン
抵抗性の増加、3）疾病やケガに伴う組織の
修復に必要なアミノ酸供給源の減少、など
高齢者の機能的自立を奪う様々な障害のリ
スクを増加する（図1）。
　加齢に伴う骨格筋の状態変化を詳細に調
査した代表的な研究としてLexellら[1]に
よる報告が挙げられる。Lexellらは若年者
と高齢者の人体を解剖し、骨格筋の構造を
横断的に調査した。高齢者の大腿四頭筋に
おいては、筋横断面積が若年者と比較して
有意に低下していた（図2）。また速筋と遅

図１：サルコペニアに伴う様々な障害
骨格筋はインスリン刺激による糖代謝の90％を占める重要な組織であるため、サ
ルコペニアは糖代謝を阻害し、インスリン抵抗性や糖尿病発症の危険性を高める。
また疾病などで傷ついた内臓や他の組織を再生する際に必要なアミノ酸は骨格筋
より供給される。

〒525-8577
滋賀県草津市野路東1-1-1
TEL: 077-561-5229 (内3520)
FAX: 077-561-3761
E-mail: safujita@fc.ritsumei.ac.jp
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残った筋線維が高齢者の力発揮を維持するために適応し
た結果であるとFronteraらは説明している。加齢に伴
う骨格筋の形態適応については更なる研究が必要であろ
う。
　サルコペニアのメカニズムを探る研究は今日も続けら
れているが、明確に一つの要因が影響しているのではな
く、加齢に伴い発生する種々の身体的変化（内分泌系の
機能変化、骨格筋の脱神経支配、栄養障害、酸化ストレ
スなど）が複合的に作用し合いタンパク質代謝に影響し
ていると考えられている。

2. 骨格筋のタンパク質代謝
　骨格筋は身体において最も大きな組織であり、全タン
パク質量の50％を占める。見た目には大きな変化を示
さない骨格筋量だが、細胞レベルにおいて骨格筋のタン
パク質は24時間常にその合成と分解を続けている。
　健康な一般成人において、筋量は異化作用（空腹時、
疾患、ストレスなど）と同化作用（栄養摂取、筋収縮な
ど）の微細なバランスによって一定に保たれている。タ
ンパク質合成と分解の差を出納バランスと呼ぶが、筋量
の増加は出納バランスがプラスの状態、つまりタンパク
質合成速度がタンパク質分解速度を上回った場合のみ可
能となり、逆にタンパク質分解速度が合成速度を上回る
と筋量が減少する（図3）。空腹時においてタンパク質の
出納バランスはマイナスであり、通常食事摂取によって
のみ出納バランスがプラスに移行する。その結果、空腹
時に失われた筋タンパク質が補われることで、24時間の
出納バランスがプラスマイナスゼロとなり、筋量が維持
される。この筋タンパク質の代謝速度は比較的緩やかだ
が、全身のタンパク質代謝を考慮すると、骨格筋の代謝
量は全体の3分の1を占める大きな割合となる。
　これまでの研究では、サルコペニアは安静時の筋細胞、
および筋原線維のタンパク質合成速度の低下が、長期的
に骨格筋量の低下を引き起こしていると
報告されてきた。しかしながら、Volpi
ら[3]は安定同位体トレーサー法による
筋タンパク質代謝の測定法を用いて、筋
量の減少に関わらず安静時の筋タンパク
質合成とタンパク質分解は加齢による影
響を受けないことを報告した（図4）。し
たがって、1日におけるタンパク質分解
の大半を占める空腹安静時の基礎代謝率
に問題がないとすれば、健康な被験者に
みられる加齢による筋量減少は、おそら
くタンパク質合成刺激の減少（運動不足
や低栄養摂取など）、あるいは食物摂取
や筋収縮などのタンパク質合成を促す1
つあるいは多数の要素に対する感受性の
低下によるものであると推測される。

3. 栄養摂取に対する筋タンパク質代謝
の応答
　通常食を摂取すると筋タンパク質合成

図２：加齢に伴う筋横断面積の変化（文献1より引用改変）

図３. 日常生活における骨格筋タンパク質の出納バランス

図４　安静時における若年者と高齢者の骨格筋タンパク質代謝の比較（文献3より引
用改変）
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速度は安静時と比較して2倍に増加する。この食
事による同化反応は主にタンパク質摂取によるも
のである。食事で摂取するタンパク質は、アミノ
酸という形で血中に取り込まれ、筋に運び込まれ
る。血中から筋細胞内に取り込まれたアミノ酸は、
いったん遊離アミノ酸プールに取り込まれ、必要
とされる際にそこから筋タンパク質合成に利用さ
れる（図5）。このアミノ酸摂取による筋タンパク
質合成刺激には用量依存効果があり、高濃度の血
中アミノ酸は筋細胞へのアミノ酸輸送を増加し、
筋細胞内の遊離アミノ酸濃度を高めることによっ
て筋タンパク質の合成を急激に刺激し、同化作用
が促される[4, 5]。このアミノ酸によるタンパク
同化作用は主に必須アミノ酸によるものであり
[6, 7]、その中でも分岐鎖アミノ酸のロイシンが
骨格筋内のmTORシグナル経路を活性化させる
ことでmRNAの翻訳調節を行い、栄養摂取時のタ
ンパク質同化作用を制御していることが確認され
ている[8-10]。
　高齢者においても、多量のアミノ酸を摂取した
場合は若年者と同等のタンパク同化作用を得るこ
とができる。しかし、比較的少量のアミノ酸を摂
取した場合、特にタンパク同化作用が最も高いと
される分岐鎖アミノ酸のロイシンに対する感受性
が高齢者では低下していることが報告されている
[11]。よって特定の食事に含まれるタンパク質中
のロイシン含有量が少ない場合は、高齢者におい
て十分なタンパク同化作用が得られず、そのよう
な食生活が長期的に継続された場合にはサルコペ
ニアを引き起こす要因となる可能性が考えられる。
　日常生活で摂取する通常の食事には、タンパク
質以外にも、糖質や脂質などの栄養素が含まれて
いる。アミノ酸と糖質の混合物を若年者が摂取す
ると、アミノ酸のみのサプリメント摂取時と比較
して筋タンパク質の合成率が2倍に増加し、一種の相乗
効果を示す。しかし、高齢者が同じ混合物を摂取しても、
アミノ酸のみのサプリメント以上の効果は得られない
（図6）。高齢者のサプリメントにおいて、糖質の付加は
逆に筋タンパク質の代謝回転を低下させてしまう[12]。
この加齢に伴う栄養障害の理由として、内因性のインス
リン分泌が考えられる。他の栄養素を混合せずにアミノ
酸だけを摂取した場合、内因性のホルモン応答は著しく
抑えられるが、糖質を摂取すると血糖値が上昇するため
にインスリン分泌が起こる。インスリンが血中の糖（グ
ルコース）を筋細胞内に取り込み、血糖値を下げる働き
をすることは広く知られているが、同時にインスリンは、
タンパク同化ホルモンとしての働きを持っており、筋タ
ンパク質合成を促進することが明らかとなっている[13]。
若年者では食事摂取後の分泌に相当する量のインスリン
投与のみで筋タンパク質合成速度が有意に増加するが、
健常な高齢者においては、このインスリン刺激に対する
筋タンパク質合成能に障害が認められる[14]。つまり、
加齢に伴う骨格筋および全身のタンパク質代謝のインス

リン抵抗性が、長期的には高齢者の筋量減少につながる
要因となっている可能性が高い。

4. 一過性のレジスタンス運動による筋タンパク質代謝
応答
　レジスタンス運動は骨格筋のタンパク同化を刺激する
重要な因子である。一過性のレジスタンス運動を行うと、
運動後1時間から2時間後にタンパク質合成速度が安静
時と比較して有意に増加する[15]。このレジスタンス運
動によるタンパク質合成速度は低～中強度（最大挙上重
量の60％以下）においては運動強度に依存して増加し、
最大挙上重量の60～90％の域においてほぼ一定となる
ことが報告されている[16]。
　タイムコースを追った研究では、骨格筋タンパク質合
成の増加は一過性のレジスタンス運動後24～48時間維
持されることが示されている[17]。若年者を対象とした
研究では、安静空腹時における筋タンパク質の合成と分
解速度は運動後ともに増加したが、それらの増加のタイ
ミングは異なっていた。脚筋におけるタンパク質の分解

図５. タンパク質およびアミノ酸の消化吸収と筋細胞内でのアミノ酸の利用

図６　サプリメント摂取前後での筋タンパク質代謝応答の変化
*安静時と比較して有意差（P＜0.05）、†他の全ての群と比較して有意差
（P<0.05）
（文献12より引用改変）
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速度は、運動直後から24時間後まで増加し
たが、48時間後までには安静レベルまで
戻った。それに対して、タンパク質合成速
度は、運動後48時間まで有意な増加が維持
された（図7）。その結果として、一過性の
レジスタンス運動後2日間において正味の
出納バランスは安静時と比較して増加の傾
向にあった。安静空腹時のタンパク質分解
の抑制と出納バランスの増加は、24時間の
出納バランス（食事摂取により出納バラン
スがプラスに移行する時間帯を含む）をよ
りプラスの方向に増加させることを示唆し
ており、レジスタンス運動がトレーニング
として長期にわたって続けられた場合には、
骨格筋量の増加につながることを示してい
る。
　レジスタンス運動によるタンパク同化作
用が加齢による影響を受けるかどうかについては今のと
ころ統一された見解が得られていない。しかし、レジス
タンス運動を長期的に継続することで高齢者においても
有意な筋量の増加は可能である。Fronteraら[18]の研究
では平均年齢66歳の高齢者を対象とした12週間のレジ
スタンス・トレーニングで有意な筋力増加が認められた。
高齢者におけるトレーニング期間中の筋力の増加率は
5％／日だったが、これは若年者がレジスタンス・トレー
ニングを行った場合と同等の筋力増加率だった。またレ
ジスタンス・トレーニングによって速筋と遅筋線維の断
面積、骨格筋量の増加が認められた。また筋量の増加に
伴い、筋力および筋パワーの増加が確認されている[18]。

5. 有酸素運動が骨格筋タンパク質代謝に及ぼす影響
　加齢にかかわらず、長期にわたる有酸素性運動のト
レーニングによって最大酸素摂取量、ミトコンドリア酸
化系酵素活性、グルコース代謝に関連したインスリンの
感受性の改善などの効果が認められている[19]。これら
の有酸素性運動の効果は高齢者における生活習慣病の予
防に大きく貢献することは明らかである。
　さらに一過性の有酸素性運動（40% VO2max）の急性
の効果として、筋タンパク質の合成速度の上昇や、わず
かではあるが筋量の増加も確認されている。しかし、レ
ジスタンス運動によって得られるような顕著な筋肥大は
期待できず、有酸素性運動のみで加齢に伴う筋量減少を
防ぐことはできない。興味深いことに、一過性の有酸素
性運動の急性効果として、高齢者における筋タンパク質
代謝に対するインスリン抵抗性の改善が認められており
[20]、通常抑制されている糖質とタンパク質の混合食摂
取時のタンパク合成能が有酸素性運動によって改善する
と考えられる。

6. おわりに
　サルコペニアは筋力の低下による転倒リスクの増加だ
けでなく、生活習慣病を含む多くの疾患の危険性を増加
する要因と考えられている。日常生活で取り組めるサル

コペニア対策として、運動介入は最も手軽でかつ効果的
である。これまでのエビデンスを検証すると、サルコペ
ニア対策としての運動処方には筋タンパク質の合成を直
接刺激するレジスタンス運動と、インスリン刺激による
タンパク同化作用を改善する有酸素性運動との組み合わ
せによる複合的な運動形態が効果的であると考えられる。
また栄養介入の観点からは、加齢に伴うロイシンへの感
受性低下を考慮し、ロイシン高配分の必須アミノ酸サプ
リメントの効果を検証する必要があるだろう。今後さら
なる長期的な臨床研究を行うことで、日常生活で取り組
める運動と栄養摂取によるサルコペニア予防のガイドラ
イン策定が望まれる。
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Role of exercise and nutritional intake in prevention of sarcopenia

Satoshi Fujita
College of Sport and Health Science, Ritsumeikan University

　Age associated loss of muscle mass and function (sarcopenia) not only increases the risk of falls, but also 
leads to glucose intolerance and ultimately loss of independence.  Reduced sensitivities to anabolic stimuli 
including amino acid leucine and insulin may affect meal-induced muscle protein anabolism and long-term 
muscle protein balance among elderly.  Resistance exercise has been shown to directly increase muscle pro-
tein synthesis for up to 48 hours, whereas aerobic exercise has been indicated to improve the insulin-stimu-
lated muscle protein anabolism after a meal intake among elderly.  Therefore, the exercise intervention to 
prevent sarcopenia should include a combination of aerobic and resistance exercise.  Further research is 
warranted to investigate the long-term supplementation of leucine-enriched amino acids on muscle protein 
mass and function among elderly population.

Keywords:sarcopenia, aging, muscle protein metabolism, resistance exercise
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活性化により細胞周期の停止が引き起こされる。このと
きダメージが小さければ細胞は再び細胞周期を復帰させ
増殖するが、ダメージが大きいと恒久的な細胞周期の停
止である細胞老化を引き起こす。細胞分裂の停止を引き
起こすpathwayとしてはATM（Ataxia-Telangiectasia 
mutated）とその下流のチェックポイントキナーゼ
CHK2、ATMおよびCHK2によって活性化されるp53を
介した細胞周期阻害因子p21の発現を上昇させる経路と
p16-Rb経路が特に重要である。

3. 細胞老化と個体老化、老年病
　細胞老化と個体老化および老年病との相関性について
は分かっていないことが多い。しかし老齢のサルやヒト
などにおいて、加齢に伴い細胞老化を起こした細胞が増
加することが見出されている。また老年病の疾患部位に
おいては、多くの細胞老化を引き起こした細胞が発見さ
れてきている[2-4]。
　細胞老化と老年病の関連で最も詳細に研究されている
のは、がん化との関係である[5-7]。がん遺伝子やがん抑
制遺伝子の制御破綻により細胞増殖が過剰に活性化され
ると、DNA複製ストレスによりDNA損傷が引き起こさ
れる。このDNA損傷によってDDRが活性化され細胞老
化が誘導され細胞の異常増殖を阻害する。このように細
胞老化は細胞周期を停止させることでがん細胞の増殖を
阻害し、がん化を抑制する効果をもつとされる。これは
アポトーシスと並ぶ細胞のがん抑制機構として極めて重
要な役割を果たしている。また、老年病のひとつである
動脈硬化症を生じた血管内皮細胞では、細胞老化が引き
起こされているという報告ある。他にも老年病以外の疾
患と細胞老化の関連性についても解明されており、細胞
老化が肝細胞損傷や皮膚損傷に応答した繊維症を抑制す
る効果があるとする報告がある。このようなことから、
細胞老化と個体老化および老年病の間になんらかの関連
性があることが強く示唆されるようになってきている。

4. SASPとその制御メカニズム
　老化した細胞は、培養下で長期に生存する生細胞であ
る。また単に細胞周期を停止しているだけではなく、炎
症性サイトカイン、増殖因子、マトリックスメタロプロ
テアーゼなど種々の生理活性因子を分泌することが示さ
れている。 近年この現象を、SASPもしくはSMS（Se-
nescence mesaging secretome）と総称されるように
なった[8]。

1. はじめに
　細胞老化はこれまでがんをはじめとする老年病や個体
老化と深く関与する現象として研究されてきた。しかし
個体老化における細胞老化の明確な関与についてはまだ
まだ不明な点が多い。近年Senescence-Associated Se-
cretory Phenotype（SASP）と呼ばれる現象が発見され、
個体老化や老年病と細胞老化を結びつける鍵になる可能
性が持ち上がってきた。そこで本報告では、細胞老化お
よびSASPに関する最近の知見を私たちの結果を含め紹
介する。

2. 細胞老化の特徴と誘導メカニズム
　細胞老化は、細胞に不可逆的な細胞周期の停止が起こ
る現象である。細胞老化は、ヒト繊維芽細胞を継代し続
けると細胞増殖が停止することを、1960年代にHayflick
によって見出された現象である[1]。このような細胞老
化は分裂寿命と呼ばれ、細胞分裂に伴う染色体末端のテ
ロメア長の短縮が原因で起こることが示されている。テ
ロメア短縮のみならず、がん遺伝子・がん抑制遺伝子の制
御破綻、電離放射線、紫外線や活性酸素種などの様々な
外因的および内因的なストレスによって引き起こされる
ことが明らかになっている。それぞれOIS（Oncogene-
induced premature senescence）、SIS（Stress-in-
duced premature senescnece）と呼ばれている。現在
では、生体内においても老化細胞が検出されており、生
理的現象であることが示されている。このように細胞老
化を誘導する刺激は種々存在しているが、老化した細胞
は共通の細胞老化の特徴を示す[2]。主な特徴は、細胞周
期の恒久的停止、細胞の巨大化および扁平化、細胞老化
特異的ヘテロクロマチン（SAHF：Senescence-associ-
ated heterochromatic foci）の形成、DNA damage foci
（DNA-SCARS）の形成、細胞老化特異的β-ガラクトシ
ダーゼ（Senescence-associated β-galactosidase：SA-
βgal）の活性化、細胞周期阻害因子p21およびp16の発
現上昇などがあげられる。また、細胞老化が誘導される
過程でも共通してDNA損傷が生じ、DNA損傷応答
（DDR）が活性化されることが示されている。DDRの
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　上述したように細胞老化の誘導過程でDNA損
傷が引き起こされるが、老化した細胞にもDNA
損傷は残存しており、持続的にDDRの活性化が
生じている。そこで私たちは、細胞にX線照射を
行い、DNA損傷を誘導した。Fig. 1に示すように、
細胞増殖の停止、SA-βgal活性、p53およびp21
タンパク質の発現上昇が生じ、細胞老化が誘導さ
れた。X照射によるDNA損傷によって誘導され
た老化細胞において、SASP関連因子であるIL-8
やIL-6の発現上昇が誘導されることを示した。こ
のようにDNA損傷によってSASPの活性化が引き
起こされた。DDRにより活性化されるATMとそ
の下流のチェックポイントキナーゼCHK2を
siRNAによる発現抑制するとSASP関連因子の分
泌が阻害されることが示されており、持続的な
DDRの活性化がSASPの発現に必須であることが
報告されている[9]。一方ATM-CHK2の下流にあ
るDDRのエフェクター因子であるp53は、SASP
の発現に抑制的に働くとされ、p53を欠失すると
SASPの発現が亢進する[10]（Fig. 2）。
　DDR pathwayとは別のSASP制御機構も報告
されている。転写因子NF- κBがSASPの発現に必
須であるとする報告がされている。またNF- κB
はp38により転写が増幅される。p38はDDR 
pathwayとは独立した細胞老化刺激反応因子であ
る。そのためこのp38およびNF- κBを介した
SASP発現系も存在する[11]。
　Klothoは老化と深く関与した因子として知ら
れており、インスリン／IGFシグナルを制御する
ことで老化に抑制的に働くとされている。一方
RIG-1(retinoic-acid-inducible gene-1)はNF-κ
Bを介してSASPの主要因子であるIL-8、IL-6の
発現を行う。細胞内型のKlothoはこのRIG-1と結
合しその機能を抑制する。このpathwayにより
KlothoはSASPによるIL-8、IL-6の発現を制御す
る[12] (Fig.2)。
　また特定の因子のほかにオートファジーが
SASPの発現に関与するという報告もなされてい
る。このように関連する因子、現象は明らかに
なってきてはいるものの未だ詳細なメカニズムに
ついては今後の研究の進展を待たなければならな
い。

5. SASPの効果
　SASPの分泌因子が周辺細胞に与える効果につ
いては不明な点が多い。SASP因子である
IGFBP7(Insulin-like growth factor binding 
protein 7)、IL-6やIL-8は、細胞老化を促進する
効果を持っている。一方IGFBP7は、細胞によっ
てはアポトーシスを誘導する[13]。IL-6やIL-8も
腫瘍形成を起こす効果も認められている[14-15]。
またGROα（Growth-regulated protein alpha）
もがん細胞の増殖を促進する。VEGF(Vascular Fig.3 SASPと周辺細胞への効果

Fig.1 細胞老化とその特徴
(A) MRC-5 細胞に10GyのX線を照射 (IR)した。0、4、8、12、16、20日目
(controlは0、4、8、12日目)における細胞数を数えた。各値は3回の平均であ
る。(B) (A)と同様にX線を照射したMRC-5細胞 (+IR)と照射していない細
胞 (-IR)で8日目の細胞をSA- β-GALで染色した。(C) MRC-5 細胞にX線を
10Gy照射した。0、3、6、8、10日目におけるタンパク質抽出液を回収しp53、
p21の発現をウェスタンブロット法により解析した。γ -tubulinはタンパク
質のローディングコントロールとして示している。(D) MRC-5細胞にX線
を照射した。0、3、6、10日目におけるRNAを抽出しSASP関連因子(IL-8、
IL-6)のmRNA発現量をRT-qPCRで測定した。GAPDHの発現量で補正した。

Fig.2 DNA Damage ResponseとSASP制御因子
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endothelial growth factor)やマトリックスメタロプロ
テアーゼは、がん細胞の浸潤を促進する効果を持ってい
る。このようにSASPによって分泌が増強される因子に
は、がんを促進する因子が多く存在しており、加齢に伴
うがん化のリスク増加の一因である可能性が考えられる。
　高齢者の特徴として低レベルの不稔性慢性炎症状態が
ある。慢性炎症は、細胞や組織の機能不全や幹細胞の
ニッチの微小環境の変化を誘導し、老年病発症の一因と
も考えられている。高齢者には老化細胞が増加する。ま
た、SASP因子には多くの炎症性サイトカインが含まれ
ていることから、細胞老化によるSASPが高齢者におけ
る低レベルの不稔性慢性炎症の要因となる可能性があり、
SASPと個体老化および老年病発症の関連が示唆される。

6. おわりに
　このようにSASP因子は、腫瘍形成の促進、組織の修
復、細胞老化の促進、増殖の促進、腫瘍形成の抑制など
の効果があり、機能が多岐にわたり、またその中に相反
するものが含まれている。さらに分泌因子を受ける細胞
の種類によっても効果が変化することも示唆されている。
こうしたことからin vivoにおいて細胞老化を起こした細
胞がSASPによりどのような効果を周辺細胞または個体
に与えるかは不明である。しかしながら、SASPにより
分泌された因子は周囲の細胞及び自身に対し影響を与え
る。そのためSASPによる効果は組織レベル、器官レベ
ルと非常に広範囲におよぶ。そのためこのSASPという
現象が細胞老化と個体レベルで起きる老化や老年病を結
びつけるキーになる可能性がある（Fig. 3）。
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1. はじめに
　皮膚創傷治癒過程は、炎症細胞浸潤を主
体とした炎症期、再上皮化・肉芽形成・血
管新生が行われる増殖期、最後に、過剰に
生産された細胞外基質が分解される成熟期
から構成される生体防御反応である。これ
ら一連の過程は、細胞表面やサイトカイン
を介した細胞間相互作用で制御されている。
通常、創傷治癒後に瘢痕（線維化）が残る
が、胎生期の皮膚創傷修復部位では、瘢痕
が形成されず、皮膚組織が完全に再生する
ことが知られている。この際、創傷部位に
炎症細胞の集簇が観察されないことから、
炎症細胞が瘢痕形成に深く関与していると
示唆されているが、瘢痕形成の分子メカニ
ズムについては、未だ解明されていない 
[1, 2]。
　創傷部におけるマクロファージ等の炎症
細胞は、主要な炎症性サイトカインである
tumor necrosis factor-α（TNFα）を分
泌する。皮膚創傷治癒過程におけるTNF
αの役割については、様々な報告がなされ
ている。リコンビナントTNFαタンパク
質等を用いて創傷部局所的に投与すると、
治癒に対して促進的または遅延的に働き、
相反する様態を示す [3-6]。また、TNFα
受容体であるTNF-Rp55欠損（KO）マウス
は、炎症の減弱に伴って治癒が促進する 
[7]。従って、TNFαを標的とした治療を
行う場合、TNFα発現を厳密に調節するこ
とが必須である。
　転写誘導されたTNFαmRNAは、小胞
体において TNFαタンパク質に合成される。その後、
ゴルジ体で分泌顆粒内に貯蔵され、細胞膜近傍へと運搬
されて、細胞外へ分泌される。その分泌顆粒を輸送する
分子として中心的な役割を担っているのは、低分子量G
タンパク質 Rab ファミリーである。現在までにRab
ファミリーは、ほ乳類において約60種類存在することが

報告されている [8]。最近の報告では、エンドソームに
関与している Rab11 は、マクロファージにおけるサイ
トカイン分泌に関与していることが示唆されている [9]。
しかしながら、その他のRabファミリーのサイトカイン
分泌における機能については、未だ明らかにされていな
い。そこで本研究では、マクロファージにおける炎症反
応特異的 Rabファミリーの同定及び機能解析を行った。

2. マウス皮膚創傷治癒過程におけるRabファミリーの
遺伝子発現解析
　炎症反応に依存して発現誘導されるRabファミリーの
同定を目的として、マウス皮膚創傷治癒モデルを用いて
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解析を試みた。RT-PCR法を用
いて1次スクリーニングを行っ
た結果、6種類のRab（Rab3B、
Rab27B、Rab30、Rab33A、
Rab37、Rab40C）が炎症期及び
増殖期において、顕著に発現誘
導されていた（図1A）。次に、
定量 PCR 法（qPCR）を用い
てこれら6種類のRabの発現パ
ターンについて詳細な解析を試
みたところ、Rab27B、Rab33A、
Rab37の3種類のRab が、増殖
期において有意に増加していた
（図1B）。
　マクロファージは、皮膚創傷
治癒過程の炎症後期から増殖期
にかけて創傷部位に集積する 
[10]。従って、上記3種類のRab
が、マクロファージにおいて発
現していると示唆される。そこ
で初代培養マクロファージ及び
マ ウ ス マ ク ロ フ ァ ー ジ
RAW264.7細胞株を用いて、
lipopolysaccharide（LPS）刺激
によるこれら3種類のRabの発
現動態を解析した。その結果、
Rab37のみが、両細胞においてLPSに伴って発現上昇し
ていた（図1C）。また、in situ hybridization法及び免疫
組織化学的手法を用いてRab37発現細胞の同定を行った
ところ、創傷部に集積しているマクロファージは、
Rab37を発現していた（data not shown）。以上の結果
から、Rab37は、マクロファージからのサイトカイン分
泌に関与していると示唆された。

3. Rab37はマクロファージからのTNFα分泌に必須
である
　創傷部に集積しているマクロファージは、様々なサイ
トカイン、ケモカイン、増殖因子を分泌している。そこ
で、RAW264.7細胞株を用いて、LPS刺激によるTNFα
mRNAの発現動態を解析した。その結果、LPS刺激後、
20分で速やかに発現誘導されることが確認された（図
2A）。次にRab37の機能解析を行うため、野生型（WT）、
活性型（Rab37QL）、不活性型（Rab37TN）のRab37 
過剰発現ベクターを構築し、RAW264.7細胞に遺伝子導
入を行い、LPS刺激時のTNFαmRNAの発現動態を解析
した（図2B）。その結果、各細胞群において、TNFα
mRNAが正常に発現誘導されていた。遺伝子導入行っ
た際、細胞本来の生理機能を阻害する場合がある。本結
果は、各種のRab37変異体を過剰発現させても、
RAW264.7細胞株は、生理機能を失うことなく、LPS刺
激によりTNFαの遺伝子発現解析を行えることを示し
ている。
　次に、siRNAを用いて内因性Rab37発現抑制（KD）

を行い、LPS刺激によって起こるTNFα分泌を、ELISA
法を用いて解析した。その結果、TNFα分泌 は、
Rab37KD群において有意に減少していた（図2C）。以上
の結果から、Rab37はマクロファージからのTNFα分泌
に必須である事が明らかとなった。

4. 生細胞ライブイメージングを用いたRab37の動態解
析
　全反射照明蛍光顕微法(TIRF)は、生細胞の細胞膜表面
近傍に存在する蛍光分子を特異的に可視化解析できる技
術である。そこで、LPS刺激によって活性化させたマク
ロファージにおけるRab37の動態を、TIRFを用いて解
析した。その結果、Rab37はLPS刺激後、速やかに細胞
膜近傍へ移動したことから、TNFα分泌に関与すること
が示唆された（図3A）。
　次にRab37及びTNFαの細胞内局在を、細胞免疫染色
（ICC）及び免疫電子顕微鏡法を用いて解析した。その
結果、Rab37はTNFαと共局在していることが確認され
た（図3B及び3C）。

5．Rab37結合タンパク質の同定
　Rabファミリーは、Rabに特異的に結合するタンパク
質（エフェクタータンパク質）と相互作用して膜（小胞）
輸送を制御する。そこで包括的プロテオーム解析を行い、
網羅的にRab37の結合タンパク質の同定を試みた。その
結果、29種類の膜（小胞）輸送に関連するRab37結合タ
ンパク質を同定した。その中でも分泌制御タンパク質
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Munc13-1に着目して解析を行った。まずMunc13-1、
Rab37及びTNFαのマクロファージ内での局在を調べ
たところ、Munc13-1は Rab37及びTNFαと共局在して
いた（図4A、4B）。さらに、Munc13-1KDRAW264.7細
胞では、Rab37KDRAW264.7細胞と同様にTNFαの分
泌抑制効果が認められた（図4C）。

　以上の結果から、Rab37は Munc13-1と相互作用して
TNFα分泌に関与することが示唆された（図4D）。
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局在解析
（A）TIRFによるRab37動態解析。LPS刺激後、Enhanced 
Green Fluorescent Protein（EGFP）-Rab37は細胞膜近傍へ移
動する。一方、EGFP-Rab37DNは移動しない。（B）ICC法を用
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αの局在。（C）免疫電子顕微鏡解析によるRab37及びTNFα
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pressより引用)
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関連タンパク質（Rab3A-interacting molecules（RIMs）、
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すると考えられている [11]。そこで、マクロファージにおい
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そして最終的にmTNFαは、TNFα変換酵素によって切断を
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6．老化細胞におけるRab37の機能
　老化細胞では、サイトカイン分泌能の変化が起こるこ
とが知られている。例えば、炎症性サイトカインを本来
分泌しない上皮系細胞が、老化に伴って炎症性サイトカ
インを分泌する。また炎症細胞では、サイトカイン分泌
レベルの上昇が明らかとなっている。これまで、転写因
子や遺伝子発現に着目した研究が行われてきたが、実際
に産生されたサイトカインの輸送や分泌に着目した解析
は、行われていない。従って、老化細胞におけるサイト
カイン分泌の変化は、遺伝子発現の変化と相まって、
Rabファミリーの発現･機能亢進も関係していると考え
られるが、未だ明らかではない。そこで老化マウスから
初代培養マクロファージを採取し、Rabの発現動態解析
を行った。その結果、炎症に関連すると推察される 
Rab の中でも、Rab37のみが老化マウスから採取した初
代培養マクロファージにおいて発現亢進していた（図5）。
この結果は、老化に伴う炎症性サイトカイン分泌の亢進
においても、Rab37が関与していることを示唆する結果
であり、非常に興味深い。

7. おわりに
　本研究により、これまで未解明だったRab37を中心と
したTNFα分泌機構の分子メカニズムの一端が明らか
となった。今後は、Rab37KOマウスの作成、RAW264.7
細胞株を用いた細胞老化モデルの確立等を試み、in vivo
及びin vitroの両側面からRab37の老化における機能解
析に取り組みたいと考えている。
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1) Establishment of iPSCs from aged mouse
　Since the BM-derived myeloid (BM-M) cells cul-
tured in the presence of granulocyte macrophage-
colony stimulating factor (GM-CSF) can be ac-
tively proliferating, BM-M cells of aged C57BL/6 
mice were used for iPSCs establishing. The effi-
ciency of iPSC generated from aged mice was in-
vestigated. MEF cells, BM-M cells from 2-month-
old C57BL/6 mice were used as control and com-
pared with 23-month-old BM-M C57BL/6. In both 
MEF cells and BM-M cells of 2-month-old mice, 
iPS colonies emerged approximately 15 days after 
transduction, although, the number of colonies 
from MEF cells increased more rapidly than those 
from 2-month-old BM-M cells. As for 23-month-old 
BM-M cells, colonies appeared 30 days after trans-
duction. The colony number was less than those 
obtained from MEF cells or 2-month-old BM-M 
cells. These results indicated that efficiency to es-
tablish aged-iPSCs is lower than that of young 
mice（Fig.1）.

　In order to establish murine model of stem cell 
therapy for elderly patients, the C57BL/6 mice car-
rying GFP marker were selected. GFP will be use-
ful marker to discriminates transplanted iPSCs 
from receipient syngeneic mice. The aged-iPSCs 
were established by using BM cells of 21-month-
old EGFP-C57BL/6 mice. Cells were cultured for 4 
days in the presence of GM-CSF then treated 
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Introduction
　The generation of pluripotent stem cells (iPSCs) 
open the possibility to personalized cell therapy. 
When applying the iPSCs for regenerative therapy 
in elderly patients, it is necessary to establish the 
iPSCs from elderly patients themselves then differ-
entiate the iPSCs to specific cell types for trans-
plantation treatments. The current study is to 
establish the murine model of aged-iPSCs then to 
evaluate the feasibility of applying aged-iPSCs for 
the treatment of incurable diseases of elderly 
patients. 
　The generation of induced pluripotent stem cells 
(iPSCs) from murine and human somatic cells 
through forced expression of defined four transcrip-
tion factors (Oct3/4, Sox2, Klf4 and c-Myc) [1-4] 
constitutes a major breakthrough in regenerative 
biology. This technology opens the exciting possi-
bilities in medical research and medical practice [5-
8]. Recently, complex disorders such as schizophre-
nia with high heritability was analyzed by using 
patient-derived iPSCs [9]. 
　The iPS-technology also opens the possibility of 
personalized cell therapies for treating human dis-
ease and/or repairing the damaged tissues of eld-
erly patients. To treat damaged tissues or repair 
organs in elderly patients, it will be necessary to 
establish iPSCs from the tissues of patients 
themselves. 
　To determine the feasibility of using this technol-
ogy with elderly patients, the unsolved question 
here is that if it was indeed possible to establish 
iPSCs from the tissues of aged somatic cells and 
the pluripotency of the aged-iPSCs. Hence, our re-
cent works were about the establishment of iPSCs 
from aged mice (aged-iPSCs) and the possibility of 
applying the aged-iPSCs for regenerative medicine 
[10].

Fig. 1
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twice with four reprogramming factors. Two clones 
(1 and 2) were picked up and expanded. Aged-
iPSCs were compared with iPSCs from MEF 
(MEF-iPSCs) (Fig.2).

 
2) Characterization of aged-iPSC and MEF-iPSCs?
　If aged-iPSCs were rejuvenated as same as 
MEF-iPSCs, the gene expression of aged- iPSCs 
may be similar to MEF-iPSCs. We analyzed pluri-
potent genes expression by RT-PCR and epigenetic 
status by Chip assay. Our results showed that 
both aged-iPSCs and MEF-iPSC strongly express 
SSEA-1 and Pou5f1, and also showed the strong 
alkaline phosphatase (AP) activity. The gene ex-
pressions of Nanog and Pou5f1 in aged-iPSC were 
as same as MEF-iPSC (Table 1). 

3) Do aged-iPSCs differentiate as MEF-iPSCs?
　Aged-iPSCs (1×107) were transplanted to the 
dorsal flank of syngeneic C57BL/6 mice. After 21 

days, distinct teratoma was observed and collected 
then embedded in OCT compound. Various tissues 
belonging to three germ layers (endoderm, meso-
derm and ectoderm) can be found in the teratoma. 
They were positively stained with alpha-smooth 
muscle actin (mesoderm), α-fetoprotein 
(endoderm) and neurofilament H (ectoderm), re-
spectively. These evidences indicate that aged-
iPSCs can be differentiated into cells belonging to 
different germ layers and make tissues in vivo 
(Fig.3). 

　Then the aged-iPSCs were analyzed by in vitro 
differentiation to three germ layers. Aged-iPSCs 
were hanging drop-cultured for 8 days to induce 
the embryoid body (EB). The EB were transferred 
to 24 wells for the spontaneous differentiation. Af-
ter differentiation, the cells were stained with 
tissue-specific antibodies, and cells belonging three 
germ layers can be detected (Fig. 4). Currently we 
are trying to differentiate aged-iPSCs in vitro to 
various tissues.

　In order to investigate whether aged-iPSCs grow 
normally during development, chimera technique 
was applied. Aged-iPSCs were aggregated with em-
bryos of ICR to make aged-iPSCs/ICR chimera 
mice (Fig.5). Although we could get several chi-
mera mice, some chimera mice were dead in the 
uterus of pregnant mice before delivery. We are 
currently investigating the causes of deaths. 
　Our current trial to produce germ line transmis-
sion from aged-iPSCs (21 M old C57BL/6 mice) 
and examine the life span of these mice will an-
swer the question of aging itself and/or usefulness 
of iPSCs for future regenerative medicine. 

Fig. 2

　　　Table. 1

Fig. 3

Fig. 4
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を京王プラザホテルで開催した。今年の総会は「基礎老
化とアンチエイジングの接点」をテーマに口演32題、ポ
スター27題（その内合同ポスター4題）、ランチョンセ
ミナー2題、2日目に特別シンポジウム「これからの基礎
老化研究を考える」、3日目にシンポジウム「脳機能と健
康食品、漢方」を企画した。1日目の夕方から、スペー
スセブンでポスター発表を行い、活発な討論を行い研究
交流を深めた。また、優秀若手発表、3題に関して例年
通り若手奨励賞を授与した。
　本来であれば、合同大会の今年は韓国からの研究者を
招待し、日韓合同シンポジウムを開催する予定であった
が、東関東大震災とそれに伴う放射線汚染の問題から、
韓国からの研究者の訪日がキャンセルされ、その代わり
に特別シンポジウム「これからの基礎老化研究を考える」
を企画し活発に基礎老化学の将来に関して議論が交わさ
れた。
　日本基礎老化学会は、7学会の中でも会員の数が少な
く、合同総会の運営に関しても、共同歩調をとるのが極
めて難しくなっている事も事実で、他学会との関わり合
いに関しても様々な議論がかわされた。

　2011年6月15日から17日まで、西新宿で第27回日本老
年学会総会が東京医科大学名誉教授高崎優先生を会長に
開催された。本年の老年学会は2年に一度の合同大会で、
第34回日本基礎老化学会が同時に京王プラザホテルで
開催された。老年学会はこれまでの日本老年医学会、日
本老年社会科学会、日本基礎老化学会、日本老年歯科医
学会、日本老年精神医学会、日本ケアマネジメント学会
に今年から日本老年看護学会が加わり、7学会の合同大
会となり、京王プラザホテル、ハイアットリージェン
シー東京、NSスカイカンファレンス、スペースセブンな
どの西新宿の複数のカンファレンス会場で開催された。
合同大会第1日目は、午前中に合同シンポジウム「健やか
な長寿社会に向けての老年学会の取り組み」、藤正巌先
生による特別講演「百歳社会の構造と設計」、午後、パネ
ルディスカッション1「介護予防：現状・課題と新たな
方向性」、パネルディスカッション2「日本学術会議から
の提言「持続可能な長寿社会に資する学術コミュニティ
の構築」と今後の老年学の展開」が企画され、会場から
活発な議論が展開された。
　6月16日、17日の2日間、第34回日本基礎老化学会総会

【学会報告】

第34回日本基礎老化学会総会　学会報告記

白澤　卓二
順天堂大学大学院
加齢制御医学講座
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見学ツアーへ。研究室はいたって簡素で、広めのスペー
スに研究機器が並べられている感じ。使用中の実験器具
も少なく活発に実験が行われている雰囲気を感じること
ができなかった。兼任教授として招聘した米国の老化研
究者の業績を全面に出して対外的（国内向け？）アピー
ルをしているが、実質的な研究レベルはまだ日韓に及ば
ないと感じた。30分程度で会議室へ戻り、ビール付のビ
ジネスミーテングを夜10時過ぎまで行う。次回以降の
開催について議論され、3国持ち回りで継続すること、
会議の名称については田平先生が提案したAsian Asso-
ciation for Aging Research (AAAR) が満場一致で支
持された。開催頻度や具体的なスケジュールについては
各国の代表間で継続的に相談していくこととなった。非
常にタフな一日であった。
　4月30日　小雨、日本の梅雨を思わせる。9時からセッ
ション「Longevity-promoting Agents and Aging dis-
eases」スタート。午後のセッション「Genome Integ-
rity and Aging」まで9題の発表があった。トレハロー
ス（Yoko Honda）やDiamino-diphenyl sulfone（Junho 
Lee）の寿命延長作用、十全大補湯のAD治療への応用
（Takeshi Tabira）、神経細胞の老化とN-Shcの役割
（Nozomu Mori）、テロメア制御分子の働きと細胞老化
（In Kwon Chung）などについて興味深い発表が行わ
れ、午後1時過ぎに閉幕となった。
　シンポジウムを通した個人的な印象として、線虫を用
いた寿命関連遺伝子やそのメカニズムの解明が活発に進
んでいる印象を受けた。また、栄養シグナルとしての
mTOR経路の役割からストレス応答における役割と老
化との関連に興味がもたれ今後の進展が待たれる。アジ
アの大国となった中国が本気で老化研究に取り組むかど
うかは分からないが、今回の会議開催により中国の老化
学会がまとまり発展するきっかけとなればと願う次第で
ある。広州のダウンタウンで目の当りにした中国人のエ
ネルギーと物欲が不老長寿を求めた古き王族達の欲望と
重なり、不思議な可能性を感じつつ日本への帰路につい
た。AAARの発展を期待したい。
　なお、シンポジウムの詳細についてはMech. Ageing 
Dev.（Vol. 132, 348-352, 2011）の報告を参照されたい。

　中国広東省東莞市の広東医学院において2日間（4月29、
30日）の日程で日中韓老化会議が開催された。日本から
の参加者8名を含めて～40名の日中韓（米）の研究者と
広東医学院の学生等が集い、22名の研究者の研究トピッ
クスの紹介と活発な質疑が行われた。
—————————————————————————
　4月29日　朝から雨脚が強く蒸し暑い一日となった。
ホテルからバスで会場である広東医学院へ向かう。学生
数2万人超。広大な敷地に講義棟群、壮大な図書館、ス
タジアムや学生寮、スーパーマーケットを含めて建物が
立ち並ぶ。スケールの大きさを感じる。会場に入りまた
びっくり。会場前方に赤い布地で飾られたひな壇があり、
派手な歓迎セレモニーが執り行われた。シンポジウムの
スケジュールや内容が直前まではっきりしていなかった
こともあり、日韓の参加者は一様に当惑し緊張している
様子がうかがわれた。東莞市科学技術分門の責任者、大
学のプレジデントや研究所長に加えて、日中韓の代表も
ひな壇に上がることとなり、日本側代表の森先生も当惑
したようだ。9時過ぎから最初のセッション「Longev-
ity and Aging Genes」がスタートした。Sirt1のプロ
モーター領域に存在する酸化ストレス応答性SNPの解
析(Yousin Suh)、Zizimin2の免疫老化における役割とイ
ンフルエンザ耐性（Mitsuo Maruyama）、HIF-1がイン
スリンシグナルやTOR経路と相互作用し寿命制御に係
ること（Matt Kaeberlein）、寿命制御におけるプロテア
ソームシステムの重要性とプロジェリア症候群モデル
lamin A-KOマウスへのラパマイシン投与が心機能を改
善すること（Brian Kennedy）。午後のセッション「Me-
tabolism and Aging」では、ミトコンドリア呼吸鎖にお
けるGSK3- βの役割と細胞老化（Gyesoon Yoon）の発表
に始まり、ROSとDNA repair、褐色脂肪と動脈硬化耐
性（Hitoshi Yamashita）、カロリー制限による寿命延長
におけるNPYの役割（Isao Shimokawa）など、ストレ
ス防御や代謝調節に働く分子と老化の関連についての発
表が続いた。時間をかなりオーバーして終了後、ロイヤ
ルホテルでの晩餐へ。夜8時過ぎまで大学幹部が同席し
て広州料理を食べながら楽しく交流することができた。
その後、再び医学院に戻り、ほろ酔い気分のなか研究室

【学会報告】

首届中日韓国際衰老研究会（1st Tri-Nations' Aging Symposium）に参加して

山下　均
中部大学生命健康科学部　生命医科学科
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分裂しないと言われる心筋細胞でも、幹細胞の存在が云
われます。中枢の神経系にも、神経細胞とグリア細胞を
生む神経幹細胞があると分かってきました。一部では、
その神経幹細胞を脊髄損傷の患者に移植する臨床試験が
始まっています。
　結局、最終分化細胞と云っても、その供給ルートは
残っているのが事実です。臭覚に関わる部位の神経細胞
が、生体内でDNA合成をする場合が有る事は、20年前で
も分かっていました。その部位は、脳の進化でも原始的
な部位だからでしょうか。
　しかしながら、生体内において、そうした幹細胞が必
要な場所でまさに適切なタイミングで、前駆細胞を供給
してくれる保証は無く、幹細胞の活性化は現状ではむし
ろ懐疑的です。

亊起こし④です。
　そうなると今後の課題の一つは、そうした最終分化細
胞の幹細胞を必要な場所に誘引し、増殖分化させて、組
織内細胞のネットワークに参加させる事です。
必要な場所とは、傷害をうけて細胞が機能傷害か、死に
陥った場所です。
　誘因物質や分裂、分化促進因子を幹細胞の培養系で見
つけられないでしょうか。
　出来そうですね。

第5話　傷害細胞の発生と除去は、制御出来るか？
　最終分化細胞は、実質的に殆ど再生してこないとすれ
ば、細胞に生じた様々な傷害は、細胞死を引き起こして、
細胞を消失させるか、又は　機能不全の傷害細胞を蓄積
させます。細胞死であっても強いDNA stressorで、ア
ポトーシスが発動されるように、周囲に害を及ぼさない
なら、特定細胞の減数に対処する方策を考えれば良いで
しょう。しかし、臓器内の血管の閉塞、破裂に伴った炎
症が起きるとか、種々の原因で非特異的なネクローシス
を伴えば、 周囲に広範な機能不全の細胞と環境悪化を
生むことでしょう。さらに、有害要因は細胞内外に多々
あって、細胞間、および細胞のタンパク質、脂質、核酸
などに、切断、重合、糖付加、酸化、クロスリンク、不
溶化等など、さまざまに不可逆的な化学修飾を起こして、
細胞環境の悪化と機能障害をもった細胞の蓄積をもたら
します。いわゆる最終分化細胞の加齢変化の問題点が、
この不可逆的な変化です。再生してきた細胞ですっかり
置き換えられる変化ではないのです。
　ではいっそのこと、こんな機能障害細胞は居ないほう
が良く有りませんか？　例えば心臓内で拍動リズムを乱

はじめに
　造血幹細胞の枯渇は、高齢者の貧血をまねき、表皮幹
細胞の枯渇は、薄い皮膚を、また、色素幹細胞の枯渇は、
白髪をまねくと先に述べました。此の枯渇が、増殖に伴
うテロメア短縮のみが原因ならば、まさにプログラムさ
れた自然老化（生理的老化）でしょう。幹細胞はテロメ
ラーゼ活性をかなり持ちますから、テロメア短縮を最少
にした自己再生が出来るかも知れません。そして、適切
量の前駆細胞を供給する必要最小限の増殖、分化にとど
められたら、第一選択の老化対応策となるのでしょう。
　しかし、実際は、食物、医薬品、発ガン物質、紫外線、
ウイルスなど、DNA stressorとなる物質も、細胞にテロ
メア非依存的な老化（今では早期老化と総称）を、誘導
しますから、環境要因での老化促進が見られます。酸化
ストレスについては、外因性の酸化物質を多量に暴露す
れば、老化が加速されますが、抗酸化物質が健康人の抗
老化に効果が確認されていない事もあって、内因的に通
常発生している量で、老化が誘導されているかについて
は、私も疑問視しています。
　其れはともかくとして、環境要因の改善も、対応策の
一つです。
　さて、これらは増殖系の細胞に注目した視点でしたが、
実際の我々の体には、神経細胞や心筋細胞等、いわゆる
非分裂細胞（分裂終了細胞、最終分化細胞）が有ります。
幹細胞からの供給をコントロールする視点は　とれない
かも知れません。どのように考えていきましょうか？

第4話　最終分化細胞は再生されない、は本当か？
　Cowdry による細胞の分類では、血球細胞や腸上皮細
胞を供給する系に典型的に見られるような分裂細胞群と、
肝細胞のように、普段は分裂しないけど状況次第で分裂
する一時的分裂細胞群、そして、心筋細胞、骨格筋細胞、
神経細胞等それ以上決して分裂しない非分裂細胞群に、
大別されています。その内、血球系細胞では、早くから、
幹細胞、前駆細胞の概念が発達しました。実際、白血病
の放射線治療後に、近親者の造血幹細胞を濃縮、拡大し
て骨髄移植するなど、臨床に使われる程です。では、一
時的増殖の肝細胞はどうでしょう。肝臓を外科手術で3
分の一程度摘出しても、細胞分裂が再開し、元の重量迄
に回復すると言われます。最終結論ではありませんが、
小型肝細胞が肝臓の幹細胞だと言われ、培養系で継続的
な分裂増殖が確認されています。一方、非分裂細胞の骨
格筋細胞等は最終分化細胞とも云われ、分裂終了細胞群
だから、分裂の再開は無いとされていました。しかし、
骨格筋の脇に有る衛星細胞はその前駆細胞です。生後は

基礎老化研究　35(3);45崖46,2011
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老化研究事起こし－心筋細胞、神経細胞の再生と若返りは？

三井　洋司
徳島文理大学
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す傷害心筋細胞の存在は致命的です。いっそ居なくても、
良いのでは？

亊起こし⑤です。
　傷害細胞を検知して其れを処理する手法を工夫出来ま
せんか？
　例えば、傷害細胞膜を認識する抗体を作製し、その抗
体にアポトーシス誘導のリガンドを結合させたものを投
与して、認識される細胞を、死に追いやる系です。大食
細胞の誘導と活動制御も有効でしょう。
　これに加えて、前述の幹細胞の局所誘導システムを同
時に働かせたら、良いタイミングと適切な場所で新しい
細胞の補給が出来ませんか？　やってみましょうよ。

第6話　高齢者の体内に若い細胞は居るか？
　前回の亊起こしにおいて、高齢者の体内に実際、老化
細胞が有るかと問いました。蓄積してくるようです。で
も一方で、一見若々しい細胞も居そうだと、反論される
かも知れませんね。どうなのでしょう。
　最終分化細胞においては、修復能力を超える傷害があ
れば、蓄積するばかりですから、年齢が進むにつれて確
率的にも、無傷の若い細胞は減ってくる筈です。
　実際は、局所的な細胞死が起きた場合、少なくなった
細胞で臓器の機能を維持する為に、細胞一個あたりの活
動が大きくなっている場合も有るでしょう。形態と機能
的には其れが一見若い細胞に見えるかも知れません。し
かし、傷害は確実に蓄積してきます。一方、分裂細胞の
場合、幹細胞が有りますから、其れは、形態的にも機能
的にも若々しい細胞でしょう。しかし、莫大な数の終末
分化細胞を供給するにつけ、幹細胞プールの細胞数は確
実に減ってきます。また幹細胞自身が自己再生をする場
合、自身のテロメア長を短縮させながら、幹細胞と前駆
細胞を生み出しているのです。はじめの内は前駆細胞も
また分化細胞も、一見、若々しい細胞が、供給され続け
るでしょう。終末細胞の消失と供給のバランスがとれて
続いている間は、一見、これら若い細胞が絶えず、一定
量存在するでしょう。しかし、実体としては、テロメア
長の大変長い細胞から短い細胞迄、広いレンジで、分布
しています。高齢となり、幹細胞のテロメア短縮が進み、
その限界が出始めた後には、前駆細胞への供給にも影響
が出ますし、前駆細胞自身のテロメア短縮がかなり限界
に達した割合が増え始めると、終末細胞の供給も、減っ
てきます。これが、高齢者の貧血症状に現れます。こう
いった時期でさえ、一見、若く見える細胞が居ますが、
テロメア長の短い細胞が大部分となりますから、若い細

胞とは、云えません。実際のところ、高齢者から、細胞
を分離してテロメアを計ると、若い人よりも短縮してい
ます。また、その後に分裂停止する迄の分裂回数（残余
分裂寿命）も、短くなっています。ですから、超高齢者
において若い細胞は無くなってきていると言うのが、実
体です。

第7話　高齢者の細胞も、若返れるか？
　さて、高齢者に若い細胞は殆ど無くなっているとした
場合、細胞の若返りはもう、あり得なくなるのでしょう
か、細胞の若返りと言えば、成人の体細胞から、胚性幹
細胞に似た細胞（即ち人工多能性幹細胞、iPS）を造る
技術が思い出されます。これは成人の細胞から、胚の細
胞に迄、脱分化させたうえ、改めて再分化できる事です
が、事実上の、若返りでもあります。この際、TERT遺伝
子は導入していないけど、発現が誘導されて来て、分裂
能力からいって不死化が達成されています。まさに、若
返りです。京都大学のグループは、80才を超える高齢者
からの皮膚繊維芽細胞から、iPS細胞の樹立に成功して
います。iPS細胞に成りうるのは、特別な若い細胞では、
なさそうです。また、ある程度老化した細胞でも、初期
化によって、TERTの発現を誘導出来れば、まさに不死
で、多能性の若い細胞に変われる事を意味します。これ
は、我々のグループが、ヒトの血管内皮細胞や繊維芽細
胞にTERT遺伝子を過剰発現させて、不死化細胞の樹立
を成し遂げて来た事とも、符合します。
　iPS細胞の場合、外来遺伝子の導入でなくて、それら
に関わるタンパク質の導入によっても樹立できますから、
細胞の若返りは、epigenetic 変化で、充分である事を意
味します。

亊起こし⑥です。
　さて、そうなると、体細胞に化学物質等でTERT発現
を誘導出来れば、epigenetic変化で、不死化細胞の樹立
が可能かも知れません。血管内皮細胞等を使って、
TERT発現を指標に、低分子化合物のスクリーニングを
したくなります。出来ますよね。
　そして、最も適切な化合物を、一時的にでも、生体に
投与して、細胞の若返りを試してみませんか？

　実際には、生体内でのTERT発現は、一時的で、やが
て発現が抑制されると、予想出来ますが、其れも次の段
階で、制御の解除を考えれば良いでしょう。
　がん化も起きない工夫がやがて出来そうでしょう。
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