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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（但し、
当面は年 3 回）発行される。内容は、本学会員より投稿された、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）、研究報告、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、3 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。

投　稿　規　定
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。総説及び研究報告については、

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、研究報告、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、総説と研究報告の要旨、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、研究報告はインターネット上に公開される。
５. 総説、研究報告、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、PICT 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）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（または雑誌記事）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. 原稿の送付およびその他の問い合わせ、下記宛てに e-mail で。
 　　　編集委員会委員長：重本和宏（kazshige@tmig.or.jp）
 　　　または、編集幹事：清水孝彦（shimizut@chiba-u.jp）
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老化とタンパク質分解の接点　－分解系を亢進すれば老化制御も可能か？－

　【日時】平成 25 年 12 月 14 日（土）
　【会場】東京都健康長寿医療センター研究所　3 階 第 3 会議室

13：00 〜 13：10
はじめに

　石神　昭人（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）

座長：伊藤 雅史（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）

13：10 〜 13：50（発表 30 分、質疑 10 分）
　後藤　佐多良（順天堂大学大学院 スポーツ健康医科学研究所）
　「老化とタンパク質代謝回転：オーバービュー」

13：50 〜 14：30（発表 30 分、質疑 10 分）
　小松　雅明（東京都医学総合研究所 蛋白質リサイクル PT プロジェクト）
　「オートファジーと Keap1-Nrf2 システムの接点：その異常とがん増殖」

14：30 〜 15：10（発表 30 分、質疑 10 分）
　萬谷　博（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）
　「老化関連分子 klotho とタンパク質分解」

15：10 〜 15：30　休憩

座長：近藤 嘉高（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）

15：30 〜 16：10（発表 30 分、質疑 10 分）
　石堂　一巳（徳島文理大学 健康科学研究所）
　「老化繊維芽細胞による自己アポトーシス誘導因子の産生」

16：10 〜 16：50（発表 30 分、質疑 10 分）
　樋上　賀一（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）
　「代謝関連細胞におけるオートファジー」

16：50 〜 17：00
終わりに

　石井　直明（東海大学医学部教授 日本基礎老化学会理事長）
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参 加 費 ：無料

参加登録：御参加頂くには事前登録をお願い致します。必要事項を明記のうえ、シンポジウム事務局
（jsbg_35th_sym@yahoo.co.jp）までご連絡下さい。
必要事項（氏名・所属機関名・電話番号・メールアドレス・日本基礎老化学会員の方は会員種別）。

世 話 人 ：〒 173-0015　東京都板橋区栄町 35-2 　
 地方独立行政法人　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（事務担当：天野 晶子）　　　
 電話：03-3964-3241（内線 4304）　E-mail：jsbg_35th_sym@yahoo.co.jp
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　老化とタンパク質代謝回転：オーバービュー

　後藤　佐多良
　順天堂大学大学院　スポーツ健康医科学研究所

　私がこの問題に関心を持ったのは、大学院時代に恩師水野傳一先生からシェーンハイマー（Rudorf 
Schönheimer）の著書“The dynamic state of body constituents”について聞いた時に遡る（1）。1930 年
代、シェーンハイマーは発見されて間もない安定同位元素（重窒素）で標識されたアミノ酸を投与され
た動物の血清タンパク質（γグロブリン）の運命を追跡し、常時一定量存在するタンパク質が数日の半
減期で交替していることを見出した。生体成分の動的平衡の発見である。彼はこれを metabolic turnover
と呼んだ。その後、細胞内タンパク質についても同様であること、さらに脂質や RNA も代謝回転してい
ることが明らかにされた。代謝回転とは生体内の合成と分解を介した物質の交替のことで、生物と無生
物を分ける基本的な性質の一つである。
　タンパク質代謝回転が老化との関連で注目されたのは、エラー・カタストロフ説が唱えられたことに
端を発している（2）。遺伝情報伝達・発現（特に翻訳）エラーの増幅によって異常タンパク質が増加する
ことが老化のメカニズムとして重要であるとする説である。翻訳装置もタンパク質からなるためにエラー
頻度は次第に増加するだろうと考える。ところが、翻訳にエラーは生じるがカタストロフに至る増幅は
起こらない （3）。しかし、加齢で異常分子は増加する。それはなぜか。
　マウス肝実質細胞（初代培養系）では個体の加齢によってタンパク質分解半減期が延長し、抗老化作
用のある食餌制限によって短縮する （4）。異常タンパク質分解に関わるプロテアソーム活性は加齢で低下
するが（5）、食餌制限で上昇する。細胞内タンパク質の分解、特に傷害オルガネラや凝集タンパク質の分
解にはオートファジーを介したリソソームのタンパク質分解酵素も関わっている（6）。この活性も加齢で
低下するが、食餌制限によって低下が抑制されるという報告がある一方、そうでないとする報告もある。
　代謝回転のもう一方の側面、合成についても加齢による低下、食餌制限による活性化が報告されている。
老化・抗老化のメカニズムにはタンパク質の代謝回転が深く関わっているのである。

文献
（1）水野伝一：生体制御（共立出版、1985）p. 4, （2）Orgel L: Proc Natl Acad Sci USA 49 （1963） 
517; do. 67 （1970） 1476, （3）Mori N et al. Biochemistry 24 （1985） 1231, （4）Ishigami A, Goto S: Arch 
Biochem Biophys 277 （1990） 189; do. 283 （1990） 362, （5）Hayashi T, Goto S: Mech Ageing Dev 102 

（1998） 55, （6）Mizushima N: Cold Spring Harb Symp Quant Biol 76 （2011） 397
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　オートファジーと Keap1-Nrf2 システムの接点：
　その異常とがん増殖

　　小松　雅明 
　　東京都医学総合研究所　蛋白質リサイクルプロジェクト

　酸化ストレスや細菌感染などの非常事態に対して、細胞はその環境変化に対応するために巧妙なスト
レス応答システムを発動する。オートファジー、Nrf2-Keap1システムはストレス応答機構の代表例であり、
共に抗酸化ストレス応答や自然免疫に組み込まれ、その調整不全は腫瘍形成をはじめとしたヒト疾患と
関連する。
　オートファジーは小胞体ないしはその近傍の構造体から出現した構造体が伸長して細胞質成分を取り
囲んだオートファゴソームが形成される過程と、生じたオートファゴソームがエンドソームないしはリ
ソソームと融合し内容物を消化する 2 つの過程から構成されている。オートファジーは膜電位を消失し
たミトコンドリア等の異常細胞内小器官や細胞内侵入細菌を排除し、細胞の恒常性維持を担う。一方、
細胞がストレスに曝されると、Keap1 がセンサーとして働き、転写因子 Nrf2 の分解を停止して、抗酸化
タンパク質や抗炎症性酵素の遺伝子発現を活性化し細胞を保護する。
　p62/Sqstm1（以降は p62 と省略）は、ユビキチン化基質（ユビキチン化タンパク質凝集体、ユビキチ
ン化異常ミトコンドリアやユビキチン化バクテリア）上に集積し、それらをオートファゴソームに輸送
するレセプターであると提唱されている 1。我々は、p62 が Nrf2 の分解因子（ユビキチンリガーゼ）で
ある Keap1 の Nrf2 認識部位に結合し、Nrf2 の分解を拮抗阻害しうることを報告した 2。しかし、Keap1-
Nrf2（Keap1 と Nrf2 の ETGE 残基）との結合は Keap1-p62（Keap1 と p62 の STGE 残基）のそれより
も著しく強く、他のファクターの関与が予想された。ごく最近、我々はオートファジー選択的基質上で
p62 の STGE モチーフのセリン残基がリン酸化されると p62 と Keap1 の結合が著しく増強され、Nrf2 は
分解を免れ、活性化することを見出した。つまり、選択的オートファジーと Keap1-Nrf2 経路が p62 のリ
ン酸化を介して連動していることを発見した 3。重要なことに、通常 p62 のリン酸化は選択的オートファ
ジー発動時に起こるが、肝細胞がん細胞株や肝細胞がん患者組織においては恒常的に p62 が蓄積そして
リン酸化され、Nrf2 が活性化されていた。この Nrf2 の恒常的活性化は、肝細胞がんの微小環境下での生
存を可能にする 4。この事実は、p62 のリン酸化や p62-Keap1 結合を標的とした化合物が肝細胞がんの新
しい創薬候補になり得ることを意味する。

１.　Mizushima & Komatsu, Cell, 2011
２.　Komatsu et al., Nature Cell Biology, 2010
３.　Ichimura et al., Mol. Cell, 2013
４.　Inami et al., J. Cell Biol., 2011
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　老化関連分子 klotho とタンパク質分解

　　萬谷　博
　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　分子機構

　 klotho マウスは寿命が短く（約 9 週）、骨粗鬆症や動脈硬化、肺気腫、腎障害といったヒトの老化症状
に類似した多彩な症状を示す。このマウスはα-klotho 遺伝子に異常がありα-klotho タンパク質を発現で
きなくなっており、α-klotho タンパク質の消失が多様な疾患の原因となっている。こうした多様な病態
がα-klotho というたった一つの遺伝子の下流で制御されていることは非常に興味深く、α-klotho タンパ
ク質の機能を解明することで、老化や老化に伴う疾患の分子機構の理解に繋がることが期待される。
　α-klotho タンパク質はグルコシダーゼとの相同性から糖分解酵素としての機能が予想されていた。実際にグル
クロン酸分解活性が報告されているが、非常に弱い活性しか検出できないことから本来の機能かどうかは不明で
ある。近年、線維芽細胞増殖因子 FGF23（Fibroblast growth factor 23）や Na+,K+-ATPase と結合することでリ
ンやカルシウム代謝の制御に関与することが報告され、klotho マウスではカルシウム代謝異常により血中リン酸
濃度と血中カルシウム濃度が高いことが明らかとなっている。また、α-klotho タンパク質の相互作用に糖の関与
が示唆されており、糖分解酵素ではなく糖結合タンパク質である可能性が指摘されている。

　我々は以前にカルシウム依存性のタンパク質分解酵素 calpain がklotho マウスの腎臓と肺で異常に活
性化されていることを明らかにし、α-klotho タンパク質とタンパク質分解系の関連について研究してき
た。klotho マウスでは臓器特異的に calpain の活性化が異常に亢進し、spectrin などの細胞骨格タンパク
質を分解する。また、自然老化マウスにおいてもα-klotho タンパク質の発現が減少し calpain が活性化す
る。これまでの研究から加齢によるα-klotho タンパク質の減少から始まりカルシウム代謝異常、calpain
活性亢進という一連の流れが老化疾患の病態に深く関わることが明らかになりつつある。しかしながら、
こうした現象は老化や klotho マウスにおける異常の一端であり、α-klotho タンパク質の機能のすべてが
解明されたわけではない。α-klotho タンパク質は膜タンパク質であり、ADAM10 などのプロテアーゼに
よってプロセシングされ分泌型として血中や脳脊髄液中に存在する。分泌型α-klotho の機能は全く分かっ
ていないが、膜型と分泌型の量はプロテアーゼにより制御されていると考えられる。本シンポジウムでは、
タンパク質分解系との関わりからみたα-klotho タンパク質の機能を中心に、最近のklotho マウス研究か
ら明らかになってきた知見について紹介したい。
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老化繊維芽細胞による自己アポトーシス誘導因子
　の産生

　　石堂　一巳
　　徳島文理大学　健康科学研究所

　新規 NAD 産生系の Key Enzyme である Quinolinate Phosphoribosyl Transferase（QPRT）は、すべ
ての細胞で発現しており、肝臓および腎臓ではトリプトファンからの NAD ＋合成に関与している。これ
までに QPRT をノックダウン（QPRT-KD）することにより、活性型カスパーゼ３が過剰に産生された結果、
アポトーシスが誘導されることを明らかにした。この QPRT-KD によるアポトーシスは M 期特異的に起
こり、細胞周期に依存している。
　MRC5 細胞は継代に従って Senescence-associated-β-Galactosidase （SA-Gal）活性が上昇するなど、老
化を検出することができる培養細胞である。継代数の少ない若い MRC5 細胞では QPRT-KD によるアポ
トーシスを観察することができるが、SA-Gal 染色陽性の老化 MRC5 細胞では観察することはできない。
しかしながら、老化 MRC5 細胞は、特にアポトーシスを誘導しなくても、常に一定の割合の細胞が死ん
でいく様子を観察することができる。この細胞死は Ac-IETD-CHO により抑制できることから、外因性
アポトーシス誘導経路により実行されている。すなわち、すべての MRC5 細胞では細胞死を誘導する因
子が常に産生されているが、若い MRC5 細胞では受容体が発現しておらず、老化に伴って受容体が発現
するために老化 MRC5 細胞でのみ細胞死が起こるのか、すべての MRC5 細胞において常に受容体は発現
しているが、老化に伴って細胞死を誘導する因子が産生され細胞死が観察できるようになるのかのいず
れかである。実際には若い MRC5 細胞の培地が老化した MRC5 細胞にアポトーシスを誘導することはな
く、逆に、老化した MRC5 細胞の培地を添加することにより、若い MRC5 細胞においてアポトーシスを
誘導することができることから、老化 MRC5 細胞が何らかのアポトーシス誘導因子を産生していると推
定された。そこで、老化 MRC5 細胞と若い MRC5 細胞の培地に存在する分子を MS/MS で同定・比較し
たところ、老化 MRC5 細胞の培地中には B 細胞の分化・成熟因子である soluble B-cell activating factor 
belonging to TNF family（sBAFF）が検出された。Gene Chip による mRNA 発現解析の結果、BAFF
は若い MRC5 細胞と老化 MRC5 細胞のいずれにおいても発現しており、その発現レベルには変化が認め
られない。BAFF は 32kDa の膜タンパク質であり、細胞膜上で三量体を形成しているおり、マクロファー
ジでは Furin により切断されて 17kDa の sBAFF（N 末端が 134 番目の Ala、以下 sBAFF-134）が産生
されることが報告されている。しかしながら、老化 MRC5 細胞の培地中の sBAFF は Mw=27kDa で、
N- 末端は 69 番目の Val であり（以下 sBAFF-69）、報告されている sBAFF-134 とは異なっていた。さら
に老化細胞の培地による MRC5 細胞のアポトーシスは抗 BAFF-134 抗体により不完全ながら抑制するこ
とができる。また、MRC5 細胞で発現している BAFF の受容体である BAFF-R や TACI に対する中和抗
体では抑制されないことから、既知の BAFF に対する受容体経由ではなく、別の受容体を介してアポトー
シスを誘導していると考えられる。
　以上のことから、老化 MRC5 細胞では、Furin とは異なった Shedding プロテアーゼが誘導されること
により、27kDa の sBAFF-69 を遊離し、MRC5 細胞にアポトーシスを誘導していると考えられる。
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　代謝関連細胞におけるオートファジー

　　樋上　賀一 
　　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

　オートファジーは不要なタンパク質や細胞内小器官を分解することで細胞の恒常性を維持する機構で、
その破綻が神経変性疾患や癌をはじめとする疾患の発症にかかわることが知られている。一方、線虫で
はカロリー制限の寿命延伸効果がオートファジーの欠損により消失する。我々は肥満症マウスの脂肪組
織では、オートファゴソームが蓄積すること、一方、カロリー制限によりオートファジーが亢進するこ
とを見出した。そこで、本講演では、現在，我々が行なっている、１）3T3-L1 脂肪細胞株の分化・肥大
化に伴うオートファジー、２）肝細胞株における脂肪酸により誘導されるオートファジー、以上、２つ
のオートファジーに関する研究を簡単に紹介する。
　１）3T3-L1 細胞の分化・肥大化にともないオートファゴソームが蓄積し、オートファジーフラックス
が低下したことから、分化・肥大化によりオートファゴソームの分解効率が低下している可能性を考え
られた。オートファゴソームの分解にはリソソーム機能が重要であることから、リソソームの機能を解
析した。その結果、分化・肥大化にともないリソソーム量自体は増加しているようであるが、リソソー
ムの機能低下が観察された。次に、このオートファジーの機能低下が脂肪細胞の形質に及ぼす影響を検
討した。オートファジー抑制剤処理により、ミトコンドリアおよび ROS（reactive oxygen species）産
生が増加し、アディポカインプロフィールは増悪した。一方、オートファジー促進剤処理により、ミト
コンドリアは減少し、ROS 産生は抑制され、アディポカインプロフィールは改善した。以上から、肥大
化した脂肪細胞ではリソソームの機能障害によりオートファゴソームが蓄積すること、オートファジー
によりミトコンドリアを分解することで ROS 産生を抑制し、脂肪細胞の形質を良好に保つ可能性が考え
られた。
　２）HepG2 および Hepa1-6 細胞を用いて、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸をそれぞれ添加し、オートファ
ジーやトリグリセリド（TG）および活性酸素種（ROS）に及ぼす影響を解析した。その結果、飽和脂肪
酸を処理した肝臓細胞では、オートファゴソームは蓄積し、ROS 産生が増加した。一方で、不飽和脂肪
酸処理により TG の蓄積量は有意に増加したが、オートファゴソームや ROS 蓄積の顕著な増加は観察さ
れなかった。さらに、オートファゴソーム蓄積によりインシュリンシグナルが抑制されるが、オートファ
ジーの促進により改善された。以上より、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸が肝細胞に与える影響は異なること、
また、オートファジーが ROS 産生やインシュリンシグナルに影響を与えることが明らかとなった。
　以上、２つの研究により、オートファジーの障害が代謝関連細胞においても細胞機能に重要な影響を
及ぼすことが示唆される。
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１．はじめに
　新しく合成されたタンパク質が正常に機能するために
は、適切な立体構造をとるように折りたたまれ、様々な
修飾を受けて成熟する必要がある。この成熟過程を司る
オルガネラが小胞体である。しかし、低酸素、低グル
コース、カルシウム濃度変化などの細胞をとりまく環
境変化、あるいは処理できる上限を上回るほどの大量
のタンパク質が合成される状況、さらには遺伝子変異に
よってタンパク質が折りたたまれにくい状況は、小胞
体における折りたたみ機構を攪乱し、構造異常の不良
タンパク質（Unfolded protein）を産生、蓄積させてし
まう [1-2]。このような状態（小胞体ストレス）は細胞
の機能維持において致命的であるため、細胞は小胞体
ストレスに適応するためのシステムである小胞体スト
レス応答（Unfolded protein response; UPR）を備えて
いる [3-5]。小胞体膜上に局在する３つの主要ストレスセ
ンサー PKR-like endoplsmic reticulum kinase （PERK）、
Inositol requiring 1 （IRE1）、Activating transcription 

factor （ATF6）が小胞体ストレスを感知すると、各セン
サーは非常にユニークな下流シグナルを活性化させ、大
きく分けて４つの細胞応答を引き起こす；①タンパク質
の翻訳量低下による小胞体の作業負担軽減 [6]、②分子
シャペロン量を増加させ、タンパク質の折りたたみ機能
の向上とタンパク質凝集の阻害 [7-8]、③小胞体内の不
良タンパク質を積極的に分解する（小胞体関連分解 ER-
associated protein degradation; ERAD）[9-10]、④細胞
機能が極端に阻害、もしくは小胞体ストレスが解消され
ずに長時間持続した場合に生じるアポトーシス [11-12] 

（図 1）。近年、様々な疾患におけるモデルマウスやヒト
の遺伝子解析から疾患発症と小胞体ストレスとの関連性
が示唆されており、とりわけ神経変性疾患や糖尿病につ
いては急速に解明が進んでいる。高齢化社会を迎えた我
が国において、神経変性疾患のような加齢に伴う疾患の
患者数の割合は今後更に増加することが予想されてお
り、社会的に深刻な問題になりつつある。一方、老化に
伴って UPR が正常に機能しなくなることでストレス抵
抗性が低下するという知見も報告されており、疾患にお
ける小胞体ストレスや UPR の分子メカニズムの理解は、
老化に伴って発症・進行する疾患を研究する上で非常に
重要なものであるといえる。本稿では、小胞体ストレス
及び小胞体から発信されるシグナルが関与する疾患の発
症機序について最近の知見を紹介する。
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程が阻害され、小胞体内に異常な構造をとった不良タンパク質が蓄積し、細胞にダメージを
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２．神経変性疾患
　神経変性疾患では、神経細胞内に構造異常のタンパク
質が過剰に蓄積するという共通の特徴がある。これは、
小胞体のもつ機能が障害されたことによって恒常性が崩
壊し、小胞体ストレスに陥った結果である。ここでは、
パーキンソン病、ポリグルタミン病、アルツハイマー病、
筋萎縮性側索硬化症と小胞体ストレスとの関連性につい
て述べる。

１）パーキンソン病
　パーキンソン病は黒質ドーパミンニューロンが選択的
に変性する神経変性疾患のひとつである。家族性パーキ
ンソン病のひとつである常染色体劣性家族性パーキンソ
ン病では Parkin 遺伝子が欠損することによって神経細
胞死が起こり疾患につながる [13-14]。Parkin はユビキ
チンリガーゼの一種で、これまでに 10 種類以上の基質
タンパク質が報告されている。その中でもパーキンソン
病の発症に関わる因子として Peal 受容体がある。Peal
受容体はエンドセリン受容体 B と約 50% の相同性をも
つ G タンパク質共役受容体であるが、そのリガンドは
まだ同定されていない。Peal 受容体は 7 回膜を貫通す
るタンパク質で小胞体内の折りたたみが難しいタンパク
質のひとつであると考えられている。適切に折りたたま
れていない構造異常の Peal 受容体は Parkin によってユ
ビキチン化され、ERAD によって分解される。Parkin
が欠損する患者では構造異常の Peal 受容体が ERAD の
系で分解されず、構造異常のまま小胞体に蓄積し小胞
体ストレスを引き起こすことが示唆されている [15]（図

２）。Peal 受容体は中枢神経系ではオリゴデンドロサイ
トに広く分布しているが、神経細胞では黒質ドーパミン
ニューロンに発現している。パーキンソン病で障害を受
けやすい黒質ドーパミンニューロンが Peal 受容体を発
現していることは、本疾患で小胞体ストレスが発症に密
接に関わる重要な根拠になっている。 
　また、パーキンソン病患者に特徴的な病理所見として、
神経細胞内に形成されるレビー小体という構造体があ
る。レビー小体の構成成分はリン酸化されたαシヌクレ
イン（α Syn）であり、家族性パーキンソン病患者の中
にα Syn の変異が発見されているケースがある [16]。リ
ン酸化されたα Syn は小胞体－ゴルジ装置間の輸送を
障害し、小胞体に未成熟なタンパク質の蓄積をさせて小
胞体ストレスを誘発している [17-18]（図 2）。また近年、
小胞体中にもα Syn の蓄積が観察され、小胞体の分子
シャペロンと結合して不活性化させており、この現象は
パーキンソン病の発症に関連していると考えられている
[19-20]。

２）ポリグルタミン病
　ポリグルタミン病は、原因遺伝子の翻訳領域内にあ
るポリグルタミンをコードする CAG リピートが異常に
伸張することによって発症する一群の優性遺伝神経変
性疾患である。この中にはハンチントン舞踏病、球脊
髄性筋萎縮症、Machado-Joseph 病、脊髄小脳変性症な
どが含まれる。ポリグルタミンを培養細胞に強制発現
させると、細胞質内に凝集し始める。過剰なポリグル
タミンを分解するためにプロテアソームが活性化する

P P

PeIF2翻訳抑制

シャペロン誘導

p50 ATF6酸化還元、
代謝関連
遺伝子誘導

ATF4

小胞体関連分解(ERAD)

PP

TRAF2

unspliced
XBP1
mRNA

spliced
XBP1
mRNA

XBP1

アポトーシス

JNK

Ask1

PERK
ATF6

IRE1

小胞体

ゴルジ装置

RIP
(S1P, S2P)

図１：哺乳細胞における小胞体ストレス応答
３種の小胞体ストレスセンサーはいずれも小胞体膜を貫通し、小胞体内腔ドメインと細胞外基質ドメインを有する。PERK は膜貫
通型のキナーゼである。小胞体ストレスを感知すると活性化し、eIF2 αをリン酸化し翻訳を阻害する。しかし、一部の遺伝子に
対しては翻訳を亢進する。その結果、転写因子 ATF4 が誘導され、抗酸化作用のあるアミノ酸合成を促進する。ATF6 は小胞体
ストレスに応答してゴルジ装置に輸送され、そこで膜内切断（regulated intramembrane proteolysis, RIP）を受ける。切断され
た N- 末端断片（p50ATF6）は核に移行して分子シャペロンを転写レベルで誘導する。IRE1 には細胞質側に RNase ドメインがあ
り、小胞体ストレス依存的に活性化して転写因子 XBP1 のプレ mRNA から 26 塩基を切り出し、成熟型 mRNA を産生する。この
mRNA から翻訳された XBP1 タンパクは核に移行して ERAD に関連した遺伝子群の転写を誘導する。また IRE1 の細胞質側には
TRAF2 が結合し、Ask1 を活性化する。Ask1 は JNK を活性化してアポトーシスを誘導する。
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が、大量のポリグルタミンの処理に伴ってプロテアソー
ム活性が減弱し、結果的に小胞体ストレス応答に必要
な ERAD が障害され小胞体ストレスが惹起される [21]。
ERAD が障害されて細胞死に至る過程には IRE1 から発
信される TNF receptor-associated factor 2（TRAF2）、
Apoptosis signal-regulating kinase 1（Ask1）を介した
c-Jun-N-terminal kinase （JNK）の活性化経路が関わり、
Ask1 をノックアウトした細胞ではポリグルタミンによ
る細胞死が抑制される（図２）。

３）アルツハイマー病
　アルツハイマー病患者の脳では、不溶化したアミロイ
ドβ（A β）が神経細胞の間隙に蓄積してできた老人
班と、神経細胞内にリン酸化タウタンパク質が束をなし
て凝集する神経原線維変化が特徴的な病理変化として観
察される。病変が見られる領域、特に大脳皮質連合野お
よび海馬・扁桃体などの辺縁系の神経細胞は死滅脱落
し、さらに進行すると脳の萎縮につながる。家族性アル
ツハイマー病（FAD）の原因遺伝子としてアミロイド
前駆体タンパク質（APP）、プレセニリン 1（PS1）、プ
レセニリン 2（PS2）が同定されている。このうち PS1
変異で起こるケースが大半を占めている。変異 PS1 は
小胞体ストレスセンサーの活性化を阻害することで小胞
体ストレス感受性を亢進させて神経細胞を細胞死に導
く [22-23]。一方、孤発性アルツハイマー病（SAD）で
は、PERK や下流因子の eukaryotic initiation factor 2
α （eIF2 α）のリン酸化レベルが上昇している [24-25]。
また、ERAD 構成因子の一つであるユビキチンリガー
ゼ HRD1 は、APP を基質としており、ERAD における
APP 分解が A βを減少させること、AD 患者において
HRD1 タンパク質量が減少していることが示されてい

る [26] （図 2）。SAD に関しては不明な点が多いものの、
FAD 同様、UPR との関連性が示唆されている。

４）筋萎縮性側索硬化症
　筋萎縮性側索硬化症（ALS）は、運動ニューロンの
選択的神経細胞死が起こる疾患である。家族性 ALS の
原因遺伝子のひとつにスーパーオキシドジスムターゼ
１（SOD1）の変異が知られている。変異型 SOD1 は
ERAD の構成因子である Derlin-1 と特異的に結合し、
ERAD 経路を阻害する。その結果、ERAD 経路により
分解されないタンパク質が小胞体内に蓄積して小胞体ス
トレスを引き起こす [27] （図２）。

　このように UPR の各経路が障害されることによって小
胞体ストレスが増大し、神経変性疾患の発症へと繋がる。

３．糖尿病
　インスリンは、膵臓ランゲルハンス島に存在するβ細
胞によって合成・分泌され血糖値を維持している。β細
胞は大量のインスリンを合成するという使命が課せられ
ていることから、常に弱い小胞体ストレスが発生してい
る。そのため、β細胞には高度に発達した小胞体が存
在しており、小胞体ストレスセンサーである PERK や
IRE1 が豊富に存在する。通常時は UPR 活性化によっ
て小胞体の恒常性が維持され、インスリンが正常に合成・
分泌される。しかし、より強い小胞体ストレスが発生す
るとβ細胞はアポトーシスを引き起こし、死んでしまう。
あまりにも多くのβ細胞が死んでしまうと正常なインス
リン分泌が行われず、糖尿病を発症してしまう [28-29]。
　糖尿病と小胞体ストレスの関連性を最初に示した秋田
マウスは、糖尿病を自然発症する。秋田マウスが持つイ

Ub

ゴルジ装置

プロテアソーム分解系

小胞体
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図 2：神経変性疾患における小胞体ストレス発生のメカニズム
神経細胞において変異タンパク質の発現や機能欠失は、UPR シグナルや、ERAD による不良タンパク質分解、またゴルジ装置へ
の分泌機構の阻害を行い、小胞体ストレスに不良タンパク質が蓄積しやすくなっている。この状態が長時間続くと神経細胞はアポ
トーシスを引き起こし、神経変性疾患の発症へと繋がる。
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ンスリン遺伝子には変異が挿入されており、折りたたみ
が阻害されるため、慢性的に強い小胞体ストレスが発生
している。常に発生している強力な小胞体ストレスに
よってアポトーシスが誘導され、多くのβ細胞が失われ
る [30]。症例は少ないが、秋田マウスが持つインスリン
に似た遺伝子変異がヒトでも存在することが報告されて
いる [31]。
　また、PERK ノックアウトマウスは大量のβ細胞が
アポトーシスを起こして死滅してしまうため、幼児期に
糖尿病となってしまう [32-33]。細胞・組織レベルの解
析から、小胞体ストレス緩和だけでなく、膵臓におけ
るβ細胞の増殖や成熟に PERK が必要であることが明
らかとなっている [34]。ヒトにおいて PERK 遺伝子は、
Wolcott-Rallison 症候群と呼ばれる新生児糖尿病の原因
遺伝子として同定されている [35]。同様に PERK 経路
下流因子である eIF2 αのリン酸化部位に変異を与えた
マウスでも膵臓の低形成やインスリンの合成低下が観察
される [36]。一方、PERK 経路によって発現誘導される
C/EBP homologous protein （CHOP）は、小胞体ストレ
ス誘導性のアポトーシス促進において活性化しているタ
ンパク質であり、CHOP 遺伝子をノックアウトすると
β細胞死が抑制され、糖尿病の症状が軽減される [37]。
　β細胞の生存だけでなく、インスリン合成にも UPR
は関連している。小胞体ストレスセンサーの一つであ
る IRE1 はインスリン合成において必要であることが示
されている [38]。β細胞では、食後などの一過的な血糖
値上昇に反応してインスリンが合成されるが、この時
IRE1 のリン酸化が行われている。β細胞において IRE1
の発現やリン酸化を抑制すると、インスリン合成が阻害
され、生後 IRE1 をノックアウトしたマウスでは低イン
スリン血症や軽度の高血糖症を示す [39]。しかし、興味
深いことに慢性的な高血糖状態に曝されると、IRE1 は
過剰に活性化した状態となり、自身の RNase 活性によっ
てインスリンの mRNA を分解してしまう [40]。この現
象は、β細胞死が起きていないにも関わらず、インスリ
ン分泌が行われなくなり糖尿病となるケースのメカニズ
ムの一端を担っている。
　UPR は小胞体ストレスを緩和するためのシステムだ
が、いつまでも活性化した状態では細胞へのダメージ
に繋がる。Wolfram Syndrome は視力障害を伴う若年
時の糖尿病発症を特徴とする遺伝病である。原因遺伝
子である WFS1 は、小胞体膜上に局在するタンパク質
で、活性化した UPR を「オフ」にする機能を持ってい
る[41-42]。β細胞におけるWFS1の欠失及び機能不全は、
β細胞の細胞増殖を抑制し、アポトーシスを増加させ、
正常なインスリン分泌を阻害する [43-44]。
　このように糖尿病発症においては、β細胞における小
胞体ストレスの強度や UPR の活性化状態が深く関わっ
ていることがわかる（図３）。また、本稿では膵臓のβ
細胞に焦点を当てたが、糖尿病発症にはインスリン分泌
だけでなく糖・脂質代謝も大きく関わっている。β細胞
同様、肝臓における糖・脂質代謝に小胞体ストレスや
UPR 構成因子が重要であるという報告も多く、糖尿病

発症において小胞体ストレスや UPR がキーファクター
となっている。

４．骨軟骨疾患
　骨格系は細胞（骨芽細胞、破骨細胞、骨細胞、軟骨細胞）
と、細胞が作り出した豊富な細胞外基質から構成される。
細胞外基質には、コラーゲンを主成分とするタンパク質
ならびにミネラル（ハイドロキシアパタイト）が含まれ、
頑強な構造を形成している。個体の発生・成長期だけで
なく、成長が終わった後も細胞は常に基質タンパクを産
生・分泌し続け、古い組織と置き換わっている。このよ
うに骨格系はダイナミックにタンパク質代謝が行われる
組織であることから、大量の基質タンパクをスムーズに
産生・分泌する機構を分化過程において獲得する必要が
ある。
　骨形成不全症（Osteogenesis imperfecta; OI）は、骨
の脆弱性や変形を特徴とする遺伝性疾患の一つである。
これまでに、小胞体局在の分子シャペロン（CRTAP、
P3H1、CYPB、FKBP65、HSP47 など）が欠失、また
は機能しなくなることで、重篤な OI を発症することが
報告されている [45-48]。また、前述の Wolcott-Rallison
症候群は糖尿病に加え、骨格形成の異常も起こる [49]。
PERK ノックアウトマウスはβ細胞障害だけでなく、骨
芽細胞における極度の小胞体拡張を伴った全身の骨組織
で骨量が著しく減少する重度の骨形成不全が観察され
る。また、PERK 経路下流の eIF2 α遺伝子への変異を
持つ Wolcott-Rallison 症候群患者も報告されている。骨
芽細胞や骨組織を調べてみると、小胞体内に大量のコ
ラーゲンが蓄積しており、細胞外へ分泌されたコラーゲ
ンはほぼ検出されない。そのため、コラーゲンの折りた
たみには PERK 経路が何らかの機能をもっていること
が示唆されている [33,50]。
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図 3：膵臓β細胞における小胞体ストレス
正常β細胞では UPR によって小胞体内の恒常性が維持され、正常な
インスリン分泌を行うことができる。しかし、慢性的な高血糖状態
や PERK の機能不全や変異インスリンの発現によってより強い小胞
体ストレスが発生すると、UPR はアポトーシス促進や、インスリン
mRNA 分解を始める。このような分子メカニズムを通して糖尿病へ
と繋がる。なお、この一連の過程は残った正常なβ細胞へ更なる負担
をかけ、より強い小胞体ストレスが誘導されやすくなる悪循環を引き
起こす。



－ 13 －

　コラーゲンの折りたたみに加えて、OI 発症には骨芽
細胞の成熟も重要な要因の一つであり、骨芽細胞の成熟
過程には UPR が関連していることが近年明らかになっ
ている。例えば、PERK 経路活性化によってタンパク
量が増加する転写因子 Activation transcription factor 4 

（ATF4）は、小胞体ストレスを緩和する分子群に加え
て骨基質となるオステオカルシンや Bone sialoprotein 

（BSP）を転写誘導する。ATF4 をノックアウトしたマ
ウスは骨形成の遅延が見られる [51]。
　一方、軟骨組織の疾患においても小胞体ストレスや
UPR が疾患発症の原因となっている。シュミット型骨
幹端軟骨異形成（Metaphyseal chondrodysplasia type 
Schmid; MCDS）は、Ⅹ型コラーゲン遺伝子へ変異が挿
入されているために発症する。MCDS 患者やモデルマ
ウスの軟骨を調べると肥大軟骨細胞で小胞体ストレスが
発生し、UPR が活性化している。興味深いことに肥大
軟骨細胞で小胞体ストレスを起こすチログロブリンの変
異型を発現させたトランスジェニックマウスは、正常
なⅩ型コラーゲンが発現しているにも関わらず、MCDS
と同様の症状を示す [52]。また、偽性軟骨形成不全症

（Pseudoachondroplasia; PSACH）や多発性骨端異形成
症（Multiple epiphyseal dysplasia; MED）は軟骨オリ
ゴマー基質タンパク質（Cartilage oligomeric matrix 
protein; COMP）中に変異が挿入されている。変異型
COMP は小胞体内に蓄積し、アポトーシスが誘導され、
PSACH や MED 発症へと繋がる [53]。
　このように骨軟骨組織において、変異型の細胞外基質
タンパク質の発現によって誘導される小胞体ストレスが
疾患発症の主な要因になっていることがわかる（図４）。

５．おわりに
　本稿で紹介した疾患以外に、肥満をはじめとした代謝
性疾患や癌、さらには炎症性腸疾患、心肥大・心不全と

いった疾患と小胞体ストレスの関わりが指摘されてい
る。小胞体ストレス及び小胞体から発信されるシグナル
は非常に複雑であり、未だ明らかになっていないことも
多いために新しい医薬品の創出には様々な問題が山積さ
れている。しかし、主要小胞体ストレスセンサーが同定
されてから十数年の間に UPR 分子機構や生体内、疾患
発症における小胞体ストレスの役割は驚くほどの早さで
明らかにされている。今後、分子のみに焦点を当てた従
来の研究手法に加え、動物個体レベルでの研究や疾患の
病態解析を更に積み上げていくことで、小胞体ストレス
を切り口とした画期的な治療法の開発がなされることを
期待したい。
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The roles of endoplasmic reticulum stress in diseases
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　A number of cellular stress conditions lead to the accumulation of unfolded or misfolded 
proteins in the endoplasmic reticulum （ER） lumen. These conditions, which are collectively 
termed ER stress, have the potential to induce cellular damage. The ER responds to 
these perturbations by activating an integrated signal transduction pathway through the 
ER stress transducers. This system is called the unfolded protein response （UPR）. The 
UPR involves at least three distinct components: translational attenuation to decrease the 
demands made on the organelle, transcriptional induction of genes encoding ER-resident 
chaperones to facilitate protein folding, and ER-associated degradation to degrade the 
unfolded proteins accumulated in the ER. If these strategies fail, cells undergo ER stress-
induced apoptosis. Recent studies demonstrated the critical roles of ER stress and UPR in 
various cellular functions as well as the protective ability, and indicated these molecular 
mechanisms have the potential to be the one of targets for therapy. Here, we review the 
recent literature how ER stress and UPR contribute to the initiation and progression of 
various genetic and nongenetic diseases.

Key words： Endoplasmic reticulum stress, Unfolded protein response, Neurodegenerative 
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１．はじめに
　我が国の人口における高齢者（65 歳以上）の割合は、
現在４人に１人であり、約 30 年後には３人に１人に増
えると推定されている。高齢になっても認知症にならず、
自分の身の回りのことは自分でできる程度の健康状態で
いたいものである。しかし現在、高齢者の４人に１人が
認知症、あるいはその“予備軍”とされる軽度認知機能
障害（MCI）、に陥っているという。神経の活動に必要
な酸素やグルコースは血流によって脳へ送られる。我々
は、脳機能を支える脳血流の調節に着目し、認知症予防
に向けた基礎研究を行なっている。
　脳血管は、炭酸ガス負荷により著しく拡張すること
がよく知られているが、神経性にも調節される。例え
ば、脳血管には交感神経アドレナリン作動性線維や副交
感神経コリン作動性線維が分布する。これらの自律神経
線維は、末梢にある自律神経節に細胞体を持ち、脳の外
側から脳表の血管に分布し、脳表血管の直径を変化させ
ることが古くから知られている [1,2]。一方、脳内に細胞
体を持つ内因性神経線維（マイネルト核からのコリン作
動性線維や青斑核からのアドレナリン作動性線維）は脳
実質内の血管に分布し、脳表血管の直径には影響を与え

ない [3,4]。内因性コリン作動性神経は認知機能に欠かせ
ない役割を果たす。当研究室では、認知機能に重要な
マイネルト核が脳血流調節に関与することを示してき
た [1,5,6]。しかし、これまで脳実質内の血管の反応を in 
vivo で直接観察することは困難であったため、新皮質
内部のどの深さにあるどのような血管が拡張して血流増
加をもたらすかはわかっていなかった。我々は、最近開
発された顕微鏡を用いる事により、マイネルト核刺激に
よる前頭葉皮質実質内の動脈反応をはじめて明らかにし
た [7]。本稿では、我々の最近の研究を中心に、内因性
コリン作動性神経による新皮質血管の調節についての知
見を紹介する。

２．内因性コリン作動性神経による脳血流調節
　前脳基底部マイネルト核に起始するコリン作動系の賦
活によって、新皮質血流が顕著に増加する。この反応は、
全身動脈圧の変化を伴わず、血液脳関門の内側にあるム
スカリンおよびニコチン性コリン作動性受容体の活性化
を介する [8,9]。また、麻酔下と無麻酔下のいずれにおい
ても、新皮質グルコース代謝の変化とは無関係に起こる
[10,11]。前脳基底部刺激中に一過性脳動脈閉塞を行うと、
刺激しない場合に比べて大脳皮質における遅発性ニュー
ロン死が抑制される [12]。したがって、前脳基底部から
新皮質へのコリン作動性線維投射が新皮質血管の調節に
積極的な役割を持ち、その賦活は虚血による障害から新
皮質ニューロンを保護するのに役立つと考えられる。
　前脳基底部コリン作動性領域の刺激で引き起こされる
新皮質局所血流の反応は、赤血球の動きによるレーザー
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要約
　認知機能に重要とされる前脳基底部マイネルト核の刺激は、血圧や脳代謝に影響を与えずに、
新皮質の血流を著しく増加させる。しかし、これまで脳実質内の動脈の反応を in vivoで直接観察
することは困難であり、新皮質内部のどの深さにあるどのような血管が拡張して血流増加をもたら
すかはわかっていなかった。我々は、近年開発された二光子顕微鏡を用いる事により、マウス前頭
葉新皮質実質内の動脈を脳表から 800μm の深さ（V 層中央部）までイメージングし、マイネルト
核の電気刺激と高炭酸ガス刺激による直径の変化を調べた。その結果、マイネルト核の活性化によっ
て新皮質層特異的な、特有の動脈拡張反応が起こることを見出した。この反応は、動脈自体の性
質の違いではなく、マイネルト核からのコリン作動性投射密度の違いに基づく反応らしい。
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光散乱に基づく方法（レーザー・ドップラー法やレー
ザー・スペックル法）や、 血漿成分の組織拡散に基づく
方法（[14C]iodoantipyrine 法、ヘリウムクリアランス法）
で測定されてきた [8,9,13,14]。いずれの方法でも、刺激
側の新皮質の広範な領域（前頭葉、頭頂葉、後頭葉）の
血流が特異的に増加することが示されている [9,13]（図
１）。

３．新しい顕微鏡技術を用いた新皮質内部の血管の観察
　二光子励起顕微鏡は、組織透過性に優れる長波長の
レーザーを用い、２つの光子の焦点面のみで励起光をご
く短時間発生させ、深部の顕微鏡像を低侵襲にて取得す
る。従って、in vivo の状態で、これまで不可能であっ
た深部のリアルタイムでの血管の形態観察を可能にし
た。我々は二光子励起顕微鏡を用い、in vivo で異なる
深さで大脳皮質内部の動脈の反応を調べた [7]（図２）。
マウス前頭葉に、血管観察用の閉鎖頭窓 [15] とマイネル
ト核刺激用の電極を埋め込み、ウレタン麻酔下で呼吸と
体温を生理的に維持してイメージング実験を行った。血
管の可視化のため、蛍光物質（rhodamine-dextran, 分

子量 7 万）を静脈内投与して血漿を標識し、二光子励起
顕微鏡を使って蛍光物質を 900 nm の波長で励起した。
脳表面の軟膜動脈から分枝して垂直に大脳皮質内部に進
入する「穿通動脈」とよばれる動脈を追跡し、画像解析
ソフトウェアを使って動脈の内径を定量的に測定した
[16]。最も深くて 800μm まで追跡できた。マウスの前
頭葉の厚さ約 1,400μm の全ての観察には至らないもの
の、I 層から V 層の中央部に相当する領域について観察
できた。

４．炭酸ガスによる脳血管拡張反応の特徴
　マウスの脳血管の状態が正常であることを確認するた
め、はじめに脳血管拡張作用のあることが良く知られて
いる炭酸ガス刺激（３％炭酸ガス吸入）の影響を調べた。
その結果、炭酸ガス刺激中には、脳表血管を含め、調べ
た全層において穿通動脈直径が顕著に増加することが明
らかとなった（図３）。測定した穿通動脈の直径は、安
静時においては深さにより異なっていたが、炭酸ガス刺
激中にはいずれの深さにおいても一定のレベルまで拡大
する傾向があった。そのため、直径の増加率は、安静時
の基礎直径の小さい 400-500μm の深さにおいて約 25％
と、最も大きな反応を示した。脳表から 300μm の深さ
までは同程度（10 － 12％）の拡張が見られた。

５．内因性コリン作動性神経による脳内部の血管拡張の
証明

　マイネルト核刺激（30-50μA, 0.5 ms, 50 Hz）による
血管径の増加は、新皮質表面の軟膜動脈ではごく僅かで
あった。この結果は、マイネルト核刺激による新皮質実
質内血流の著しい増加が、脳表動脈の変化を伴わずに起
こることから、新皮質内部で血管拡張が起こることを示
唆した Adachi らの結果 [4] と一致する。しかし、そこ
から分枝した穿通動脈は、表面からわずか 50 μm 下の
新皮質第 I 層において、顕著な拡張反応を示したのであ
る（図４）。技術の進歩により、仮説が証明されたわけ
である。さらに、予想を超える精密な血管調節が明らか
となった。それは下記のように、穿通動脈の反応が、新
皮質の層構造に依存して異なっていたことである。
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６．内因性コリン作動性神経による層特異的な血管反応
　新皮質の上層 50-400μm（I-III 層）および 550-600 μ
m の深さ（V 層中央部）において、マイネルト核刺激
中に、血管径が 9%—13% 増加した。しかし、深さ 450
と500 μm（V層上部）では有意な変化がなかった（図４）。
マイネルト核からの神経線維終末は、前頭葉皮質の I-III
および VI 層で特に高密度に分布する [17,18] ことから、
上記マイネルト核刺激による動脈反応の層特異性は、マ
イネルト核からの神経終末の分布密度と一致するといえ
る。また、マイネルト核刺激による動脈反応の層特異性
が炭酸ガス吸入刺激によるものとは異なっていたことか
ら、マイネルト核刺激に対する動脈反応の層特異性がこ
のシステムに特有であって皮質の血管反応性自体の差に
よるわけではないことが明らかである。従って、マイネ
ルト核の活性化は、そこから投射するコリン作動性線維
密度の差により、新皮質層構造特異的な穿通動脈の拡張
を誘発すると考えられる。
　マイネルト核刺激による直径変化の時間経過も、上層
および下層で異なっていた。上層（I-III 層）ではマイネ
ルト核 刺激開始１秒以内に直径が増大し始めたが、下
層（V 層）ではそれより遅かった。同じマイネルト核刺
激で誘発される血流反応（レーザー・スペックル法で測
定）[9] と比較すると、上層での直径の増加は、開始潜
時は 1 秒以上、ピーク潜時は５秒以上血流反応に先行し
た（図５）。従って、マイネルト核刺激による穿通動脈
上層での血管拡張が、血流増加をもたらす直接の原因と
考えられる。
　マイネルト核刺激による穿通動脈径の変化の大きさ
は、組織学的に測定された皮質表面より下 60μm の実
質内の微小血管の平均直径の増加の大きさ [19] と一致
した。今回の解像度では、毛細血管の直径変化を評価す
る事は不可能であり、マイネルト核刺激による毛細血管
の反応の時間経過はまだ不明である。しかし、穿通動脈
の反応が下層よりも上層で早かったことから、多くの組
織を灌流する上層での穿通動脈拡張が毛細血管の受動的
拡張を起こすと予想できる。脳血流増加反応は、マイネ

ルト核刺激によって新皮質の広い領域でおこることがわ
かっている [9,13] が、前頭葉以外の皮質領域についても
穿通動脈反応の層特異性を明らかにする必要がある。

７．おわりに
　以上述べたように、マイネルト核の賦活は新皮質表面
の軟膜動脈にはあまり影響を与えずに、実質内の穿通動
脈を拡張させ、それによって著しい脳血流増加をもたら
す。穿通動脈の拡張には深さ特異性がある。マイネルト
核の活性化は、そこから投射するコリン作動性線維密度
の差により、新皮質の層構造特異的な穿通動脈の拡張を
誘発するらしい。
　認知機能には新皮質とそこに投射するコリン作動性線
維が欠かせない役割を果たすことが知られている。新皮
質実質内のコリン作動性線維は、主に前脳基底部コリン
作動性領域からの投射線維である。前脳基底部から新皮
質や海馬に投射するコリン作動性神経は、アルツハイ
マー型認知症では著しく減少する。そして、前脳基底部
ニューロン数減少の程度と認知機能低下の程度がアルツ
ハイマー型認知症をはじめ、認知機能障害の見られる
様々な疾患（パーキンソン病やアルコール依存症など）
において相関する [20]。脳血流も、新皮質や海馬におい
て、認知症の進行に伴い著しく低下する。新皮質が VI
層構造であることは古くから知られているが、この構造
と認知機能との関係は必ずしもよくわかっていない。し
かし正常老化では VI 層構造を維持しつつバランスよく
萎縮するのに対し、アルツハイマー病では層特異的な
ニューロン脱落が II 層と III 層でおこることが病理学的
に報告されている [21]。
　マイネルト核刺激による層特異的な穿通動脈反応は、
おそらく新皮質機能円柱に、空間的に特異な血流増加を
もたらすと思われるが、それが認知機能にとってどのよ
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うな意味を持つか興味深い。ニューロン機能についても、
新皮質層特異的な活動を二光子励起顕微鏡を用いて検討
した報告が最近になり散見される [22]。近い将来、神経・
グリア・血管の新皮質層特異的活動の生理的意義の全体
像が明らかにされるものと、期待される。マイネルト核
の層構造特異的な血管調節と、アルツハイマー病で見ら
れる新皮質の層構造特異的な萎縮 [21] との間に、なんら
かの関係があり、脳血流の不足が脳の病態を招くのみな
らず、層特異的な精緻な脳血管反応が正常な認知機能を
支えているのかもしれない。認知症治療薬ドネペジルは、
アセチルコリンを分解する酵素の働きを阻害することで
脳内のアセチルコリン濃度を高め、アルツハイマー病の
認知機能低下症状を改善する薬である。ドネペジル治療
によりアルツハイマー病患者の大脳皮質血流が改善され
ることを示す報告 [23] が、近年多数発表されている。ド
ネペジルによる脳内のアセチルコリン濃度の増加は、コ
リン作動性シナプスにおいて生じると考えられるため、
マイネルト核刺激と同様の動脈反応を誘発する可能性が
ある。非選択的に脳血管を拡張させる血管拡張薬ではな
く、我々が明らかにしたような層特異的な血管反応をも
たらすような薬物が認知機能改善に有効である可能性が
ある。我々の研究成果は、認知機能改善薬開発のスクリー
ニングに役立つかもしれない。
　脳循環は、臨床において重要であるにもかかわらず、
基礎研究は限られている。近年目覚ましい進歩をとげつ
つある新技術を駆使した基礎研究が今後ますます重要と
なる。
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Imaging of cerebral circulation by means of two-photon microscopy

Harumi Hotta
Department of Autonomic Neuroscience, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology

　It has been shown that activating the cholinergic fibers in the cerebral cortex from the 
nucleus basalis of Meynert （NBM） produces a remarkable increase in cerebral blood flow 
in the cortex, independently of changes in the cortical metabolism. Direct observation 
of changes in the diameter of cerebral arteries in vivo has been limited to the cortical 
surface, so that the type of parenchymal blood vessel that dilates to produce an increase 
in regional cortical blood flow during stimulation of the NBM has not been determined. 
We used a newly developed imaging technique, two-photon microscopy, to examine 
responses of penetrating arteries in the mouse frontal cortex in vivo at different cortical 
depths. We compared diameter changes induced by electrical stimulation of the NBM 
and by hypercapnia. Our results show that stimulation of the NBM produces dilation of 
penetrating arteries of the cerebral cortex in a layer-specific manner, which was distinct 
from that during hypercapnia. These findings indicate that the layer-specific dilation of 
penetrating arteries represent a layer specificity of cholinergic nerve terminals from the 
NBM. 

Key words：Cerebral blood flow, cerebral artery, nucleus basalis of Meynert, cortical 
layers, two-photon microscopy
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１．はじめに
　高齢化社会を迎え、健康で自立度の高い長寿を達成す
ることは、現代を生きる我々の究極の願いである。この
ため、老化に伴うさまざまな機能変化の機構を明らかに
し、疾病の予防、診断、治療に役立つ老化マーカーを探
索することは、高齢化社会における老化研究の重要な柱
と考えられる。しかし、「ヒトの老化」は、遺伝子や環
境影響、さらに生活習慣など、様々な要因の相互作用に
よって生じる。このため、きわめて一般的な現象である
にもかかわらず個人差が非常に大きく、老化マーカーの
探索や老化制御、抗老化に関する研究など、健康長寿に
向けた多くの努力にもかかわらず、決定打はなかなか出
ていない。
　近年、ヒトゲノム研究の成果により、遺伝子多型がヒ
トの長寿に影響を及ぼしていることが明らかになってき
た。Sebastiani らは、百寿者や 114 歳以上の超百寿者と
対照群の SNPs を調べ、長寿に関連したバリアントを探
索している [1, 2]。また、105 歳以上の超百寿者のミト
コンドリア DNA の解析から、Bilal らはハプログルー
プ D4a が長寿のマーカーとなることを報告している [3]。
このようにゲノム関連の研究は、ヒトの長寿研究におい
てもめざましい進化を遂げている。
　しかし一方で、生命活動の機能分子はタンパク質であ

る。タンパク質は、生体における様々な反応や物質の細
胞内外への出入り、情報伝達や分子認識、そして転写制
御といった重要な役割を担っており、そのときどきの生
体の状態変化を反映して臨機応変に変動する。このた
め、環境要因や生活習慣などを含めた複雑でゆらぎのあ
る「ヒトの老化」を総合的に研究するには、タンパク質
とその機能に着目した研究が必要と考えられる。
　本稿のテーマである「健康長寿」つまり健康寿命の維
持には、疾患の予防だけでなく、運動機能や認知機能の
維持、さらには心理的安定など「ヒトの老化」同様、様々
な要素が必要である。このため「すでに健康長寿を達成
している先輩たちから学ぶ」というアプローチが、健康
長寿研究の最も手っ取り早い方法のひとつではないかと
思う。そこで本稿では、超百寿者などの健康長寿達成者
を「タンパク質とその翻訳後修飾の変化」という視点か
ら研究した報告について筆者らの研究成果を含めて紹介
し、プロテオミクス研究から健康長寿に向けてどのよう
な提言ができるのかについて考えたい。

２．健康長寿と酸化ストレス
　筆者らは、慶応大学医学部老年内科の広瀬信義博士、
新井康通博士との共同研究で超百寿者血漿の二次元電
気泳動によるプロテオミクス解析を行った [4]。サンプ
ルは 106 歳から 109 歳の治療中の疾患のない超百寿者

（平均 107.3 ± 1.0 歳）と 20 歳から 39 歳の健康なボラ
ンティア（平均 27.5 ± 7.5 歳）の血漿を用い、アセト
ン沈殿により脱塩した後、タンパク質を二次元電気泳
動法により分離した（図１）。タンパク質スポットの発
現を PDQuest（BioRad）を用いて解析し、超百寿者に
おいて変動したスポットについて、トリプシンを用い
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たゲル内消化を行い、MALDI-TOF 質量分析装置によ
るペプチドマスフィンガープリンティング（PMF）に
よりタンパク質を同定した。その結果、Paraoxonase/
arylesterase 1 などの抗酸化活性をもつタンパク質が減
少し、逆に、酸化ストレスによって増加することが知ら
れている Haptoglobin、α1-Microglobulin、Clusterin が
増加することが明らかになった（表 1）。これは、超百
寿者で生体内の酸化ストレスが亢進していることを示し
ている。酸化ストレスが老化のプロセスに関与すること
は知られていたが、ヒト超百寿者の血漿タンパク質解析
から酸化ストレスの関与が示唆されたのは興味深い。今
後、各年代における変動や長期縦断的な変動についても
調べ、酸化ストレスが健康長寿にとってプラスなのかマ

イナスなのかについて考察していきたい。
　酸化ストレスに関連して、血漿タンパク質のグリケー
ションと老化について紹介する [5]。タンパク質のグリ
ケーションはタンパク質に糖が結合することであるが、
糖鎖修飾（グリコシレーション）とは異なり、図２に示
すように還元糖とタンパク質の非酵素的な反応（メイ
ラード反応）によって生成する。糖尿病マーカーである
グルコアルブミンや HbA1C は、グルコースがアルブミ
ンやヘモグロビンに結合したものであり、これらは高
血糖により増加する。タンパク質に結合した糖は自動
酸化や分解によって最終的に Advanced Glycation End 
Products（AGEs）となるが、この過程で活性酸素が生
成する。つまり、タンパク質のグリケーションそのもの
が酸化ストレスであり、糖尿病は全身性の酸化ストレス
疾患なのである。生成した AGEs はさらにタンパク質
に結合して AGEs 修飾タンパク質となる。近年、ガレ
クチン 3 や Receptor for AGEs（RAGE）などのような
AGEs に対する受容体が発見され、これらの受容体に
AGEs 修飾タンパク質が結合することが糖尿病合併症の
発症や重症化、さらに神経変性疾患やがん、老化の促進
に関与することが明らかになってきた（図３）。老化に
関しては、グリケーションに由来するタンパク質のクロ
スリンクが蓄積することで、細胞外マトリクスの障害を
引き起こすことが知られている。コラーゲンのグリケー
ションとクロスリンクによって、細胞と細胞間マトリク
スとの相互作用が低下することが、血管障害につながる
重要な要因となる。最近では、MALDI-TOF 質量分析
装置を用いてグリケーション部位やクロスリンクサイト
を同定する研究も行われている [6]。
　こうしてみると、酸化ストレスは健康長寿にとっては
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図１ 超百寿者血漿タンパク質の二次元電気泳動像
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図１　超百寿者血漿タンパク質の二次元電気泳動像

表１ 超百寿者で変動したタンパク質の機能

タンパク質 機能 レドックスへの関与
超百寿者
での変化

PON1
(paraoxonase/ary
lesterase)

HDLに結合

過酸化脂質を分解することにより、
LDLの酸化を防ぐ

・抗酸化活性

Apo E リポタンパク質の構成成分

Haptoglobin ヘモグロビンに結合
鉄イオンによる酸化的傷害を防ぐ

・炎症によって発現増加
・抗酸化活性

α1-Microglobulin 鉄イオンやROS*1による酸化的傷害

を防ぐ

・ROS*1やヘモグロビン

によって発現増加
・抗酸化活性

Clusterin apolipoprotein J
HDLの構成成分
LDLの酸化を防ぐ

・酸化ストレスによって
発現増加

・抗酸化活性

*1 ROS: Reactive Oxygen Species（活性酸素種）

表１　超百寿者で変動したタンパク質の機能
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マイナスにちがいないと思われてくるが、糖尿病を避け
ることができた超百寿者たちも酸化ストレスからは逃れ
られなかった。逃れること、ではなく、うまくつきあう
ことの方に超百寿を達成する秘密があるのかもしれな
い。
　健康長寿にとって運動機能の維持は重要な課題のひと
つであるが、次に加齢により筋肉において変動するタ
ンパク質を解析した例を紹介する [7]。Staunton らは、
47-62 歳と 76-82 歳の外側広筋のタンパク質を 2D-DIGE
法を用いて二次元電気泳動により解析し、加齢で発現変
動するタンパク質を調べた。同定されたタンパク質のほ
とんどは、筋肉の興奮—収縮—弛緩サイクル、代謝、イ
オン濃度のホメオスタシス、ストレス応答に関与するも
のであった。また彼らは、筋肉の老化により炭酸脱水素
酵素 III（CA3）の発現が顕著に増加することを明らか
にした。CA3 アイソフォームは筋肉に特異的に発現す
るタンパク質であるため、新しいサルコペニアのバイオ
マーカーになるのではないかと示唆している。
筋肉の加齢によるプロテオーム変化を全体的に見ると、
ミトコンドリア酵素の変化や、収縮に関与するタンパク
質アイソフォームの変化などから、加齢によって筋肉の
収縮応答は速から遅へ、代謝は解糖（嫌気的酸化過程）
から酸化（好気的酸化過程）へと変化することが示唆さ
れた。ここでも、生体のレドックス（酸化還元状態）は
加齢によって「酸化」の方に傾くのである。原因なのか
結果なのかはわからないが、プロテオミクスの示す長寿
あるいは老化のキーワードのひとつは「酸化ストレス」
ではないかと思われる。

３．健康長寿と糖鎖修飾
　タンパク質には様々な翻訳後修飾があり、これらの翻
訳後修飾はタンパク質の機能に大きな影響を与えること
が知られている。翻訳後修飾の中でも糖鎖修飾は、動物
細胞のタンパク質の約 50％にみられる非常に頻度の高
い修飾で、タンパク質の局在性や分子認識など様々な機
能を担っている。糖鎖の生合成はタンパク質や DNA、
RNA と異なり鋳型なしに進められるので、細胞の生理
的条件により左右されやすい。つまり、細胞の内部や組
織での微妙な加齢変化を、より反映しやすいのではない
かと考えられる。
　実際、これまでに糖鎖や糖タンパク質が老化や老化関
連疾患に関与しているという報告は、数多くある [8-10]。

早老症であるエーラス・ダンロス症候群の原因遺伝子は、
糖転移酵素 である Galactosyltransferase I であること
が報告されており、糖鎖の異常が早老症を引き起こすこ
とが明らかになっている [8]。また、Hutchinson-Gilford 
progeria syndrome（HGPS）の培養線維芽細胞ではア
グリカンの発現や分泌が増加することが報告されてお
り、早老症である HGPS の病態にも糖鎖及び糖タンパ
ク質異常が関与する可能性が示唆されている [9]。さら
に、Shimizu らは日本人百寿者 269 人の ABO 式血液型
を調べ、日本人の一般的な血液型分布に比べ、百寿者に
は B 型が多いことを報告している [10]。ABO 式血液型
物質は赤血球膜の糖鎖であり、これはまさに糖鎖と長寿
が関連することを示唆するものである。このように糖鎖
と老化あるいは長寿との関連性を示唆する報告は多い。
　さて、糖鎖を網羅的に調べる「グライコミクス」には、
大きく分けて二つの方法がある。一つは糖鎖に特異的に
結合するレクチンを利用する方法、もう一つは LC によ
る分離と質量分析装置を組み合わせて糖鎖の質量分析か
ら構造を決める方法である。レクチンを利用する方法に
は、多くのタンパク質の中から目的の糖タンパク質を濃
縮するためにレクチンを用いる方法のほか、レクチンマ
イクロアレイによってレクチンに対する結合能を網羅的
に調べる方法がある。
　そこでまず、レクチンを用いて糖タンパク質を濃縮
し、虚弱における糖タンパク質の変化を調べた研究
を紹介する。2012 年 Shamsi らは、被験者を（i）握
力（ii）歩く速さ（iii）体重減少（iv）疲労感（v）身体
活動低下の 5 項目により、健常群、虚弱予備群、虚弱
群に分け、それぞれの血漿タンパク質を解析した。サ
ンプルから、5 種類のレクチン（concanavalin A（Con 
A）、Aleuria aurantia lectins（AAL）、Sambucusnigra 
lectin（SNA）、Jacalin（Jac）、wheat germ agglutinin

（WGA））を用いたレクチンカラムにより糖タンパク質を濃
縮し、二次元電気泳動によるプロテオミクス解析を行っ
て、虚弱予備軍において変動する糖タンパク質を探索し
た。その結果、Haptoglobin、Transferrin、Fibrinogen、
Hemopexin、Kininogen-1、Leucin-rich α-2-glycoprotein 
1、Apolipoprotein A1 の 7 つの糖タンパク質が変動する
ことが明らかになった。彼らはこれらの結果から、炎症
や血液の変化が虚弱に関連すると考えている [11]。
　また Qin らは、ヒトの唾液に含まれる糖タンパク質
糖鎖の加齢及び性別によるパターン変化について、レク
チンマイクロアレイを用いて調べた。その結果、男女を
問わず 7 つのレクチンの結合性が加齢によって変化する
こと、また年代を問わず７つのレクチンの結合性が性別
により異なることが明らかになった [12]。このように、
血液だけでなく唾液に含まれる糖タンパク質の糖鎖パ
ターンからも、老化関連疾患や老化による生理的変化を
理解する新しい指標が明らかになる可能性が示唆されて
いる。
　レクチンを用いず、HPLC や LC-MS を用いて直接糖
鎖の構造を明らかにする方法では、血液中の糖タンパク
質糖鎖について解析した例がある。2010 年 Knezevic ら

AGE‐RAGE Signaling

高血糖、ROS、酸化ストレス、炎症など高血糖、ROS、酸化ストレス、炎症など

老化・神経変性疾患・糖尿病合併症・がん

図3 タンパク質のグリケーションと疾患

タンパク質のグリケーション

図３　タンパク質のグリケーションと疾患
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は、クロアチア人 1914 人の血漿糖タンパク質のN- 型糖
鎖を解析し、フコースの位置やガラクトシル化、シアル
化、さらに分岐の程度などの糖鎖構造が、年齢、喫煙、
肥満などに依存して変化することを明らかにした [13]。
さらに彼らは GWAS（Genome-wide association study）
による解析も行い、血漿中N- 型糖鎖の変動と糖転移酵
素（MGAT5、B3GAT1）やゴルジ装置のプロトンポン
プ（SLC9A9）の多型に関連性があることを報告してい
る [14]。また加齢に伴う変化として Bakovic らは、抗体
の Fc フラグメントのN- 型糖鎖について質量分析装置
を用いて解析し、加齢に伴って変化する糖鎖パターンを
調べている [15, 16]。57 歳以上と以下の年齢について調
べたところ、57 歳以上ではガラクトシル化とシアル化
が低下していることが明らかになった。この低下は男性
では加齢に伴って徐々に見られるが、女性では閉経期の
45 〜 60 歳くらいで顕著に観察された。
　グライコミクス、グライコプロテオミクスによる超高
齢者サンプルの解析に関する研究はまだあまり報告され
ていない。今後、健康長寿のキーワードとなる糖鎖構造
は見いだされるのであろうか。見いだされたとしてもタ
ンパク質の場合とは異なり、糖鎖変化そのものに生物学
的意義があるのか、糖鎖変化したタンパク質の機能に生
物学的意義があるのか、あるいはその糖鎖を合成する糖
転移酵素に生物学的意義があるのか、研究のテーマは尽
きない。

おわりに
　今世紀に入り、質量分析装置のめざましい発展に後押
しされて、プロテオミクスによる網羅的なタンパク質研
究は様々な分野に応用されてきた。基礎老化の分野では、
まず老化関連疾患である。病態や病因の解明、バイオマー
カーの探索、そしてテイラーメイド医療に向けた取り組
みなど、様々な目的でプロテオミクス研究が行われてき
ている。しかし、疾患よりもはるかに漠然としていて捉
えどころのない「健康長寿」については、取り組みは遅
れている。遺伝だけでなく生活習慣や生活状況など様々
な社会的な影響因子がある中で、被験者をどのようにし
て確保するか、多くのサンプル測定をいかにハイスルー
プットに行うか、そして得られた結果をどのように解釈
するかなど、困難な点が多いためである。
　しかしながら今後は、疾患を予防するだけではない総
合的な「健康長寿」への取り組みが必要になっていくと
考えられる。タンパク質とその翻訳後修飾に着目したプ
ロテオミクス解析は、そのための頼もしいツールとなる
と信じている。
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Challenge to Successful Aging
-Proteomics on centenarians as a powerful tool for gerontology-

Yuri MIURA and Tamao ENDO
Proteome, Research Team for Mechanism of Aging, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology

　We performed proteomic analysis of plasma proteins in Japanese semisuper centenarians
（SSCs）, and found that antioxidant enzyme such as paraoxonase/arylesterase 1 was 
decreased, while biosensors of oxidative stress such as haptoglobin, α1-microglobulin, and 
clusterin were increased in SSCs. These results suggest that oxidative stress might be 
important for the longevity of SSCs. In the present review, we will focus on “successful 
aging and oxidative stress” and “successful aging and glycosylation”, and will introduce 
the reports of proteomics or glycomics analyses for aging.

Key words：semisuper centenarians, oxidative stress, proteomics, glycomics, glycosylation
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はじめに
　1935 年、米国の栄養学者である McCay らは、適度な
摂取カロリーの制限（caloric restriction; CR）がラット
の平均および最大寿命を延伸し、加齢性疾患の発症を抑
制または軽減することを報告した [1]。以降、酵母や線
虫からげっ歯類を中心とした哺乳類に至るまで様々な生
物種において、CR が老化を遅延、平均および最大寿命
を延伸することが明らかにされてきた [2-4]。
　CR の抗老化・寿命延伸効果には、エネルギー代謝に
関わるミトコンドリアが重要な役割を担うと考えられ
ている [5]。また、CR のエネルギー代謝の特徴は、エネ
ルギー効率の高い脂質を利用することである [6]。近年、
エネルギーの貯蔵庫であり、放出源でもある白色脂肪組
織（WAT）において、CR がミトコンドリア機能を亢
進させ、脂質代謝を活性化させるという報告が数多く
なされている [6-8]。我々も、6 ヵ月間 CR したラットの
WAT をプロテオーム解析し、CR がミトコンドリアや
脂肪酸合成に関わるタンパク発現量を増加させることを
報告した [9]。本稿では、CR による WAT での脂質代謝
変化の経時的な解析から、CR による代謝の分子メカニ
ズムについて報告する。

１．脂肪細胞の小型化とアディポカイン
　WAT における主要な構成細胞である脂肪細胞は、そ
のサイズによってアディポカイン分泌プロファイルを
変化させることが知られている [10]。また、CR に伴い
WAT では脂肪細胞が小型化し、アディポネクチンの分
泌が増加し、レプチンや多くの炎症性サイトカインの分
泌が減少することが知られている [11-13]。アディポネク
チンは、肝臓や骨格筋などの非脂肪組織での脂肪蓄積を
減少させ、インスリン感受性を亢進させる [14]。また、
レプチンは、視床下部の受容体を介して強力な摂食抑制
やエネルギー消費を亢進させる [15]。
　まず、我々は脂肪細胞の形態学的観察とエネルギー代
謝に関連が深いアディポネクチンとレプチンの経時的解
析を行った。WAT の組織学的解析において、CR 群の
脂肪細胞のサイズは自由摂食（ad libitum; AL）群に比

べ５ヶ月齢（CR期間２ヵ月）から有意に減少した。アディ
ポカインの解析において、CR 群のアディポネクチンの
mRNA 発現量は、3.5 ヶ月齢で顕著に上昇した。一方、
CR 群のレプチンの mRNA 発現量は、５ヶ月齢から AL
群に比べ有意に減少した（図１）。

図１　脂肪細胞サイズとアディポカインの経時的変化

２．脂肪酸合成
　前項でも述べたが、我々は６ヵ月間 CR したラットの
WAT をプロテオーム解析し、CR が脂肪酸合成に関わ
るタンパク発現量を増加させることを報告した [9]。ま
た、CR が WAT の脂肪酸合成効率を増加させるという
報告もある [6]。
　 我 々 は 脂 肪 酸 合 成 に お い て 重 要 な 酵 素 で あ る
FASN（Fatty acid synthase）、ACC（Acetyl-CoA 
carboxylase）、ACLY（ATP-citrate synthase）、ME1

（Malic enzyme1）のタンパク質発現量の経時的変化を
ウエスタンブロット法により解析した。すると、WAT
では、全月齢において CR でこれらの脂肪酸合成関連
タンパク質の発現量が顕著に増加した。しかしながら、
５ヶ月齢において CR に伴う増加が一時的に抑制され
た。CR 群のみ経時的に発現量を比べると、５ヶ月齢を
境に V 字型を示していた（図２）。次に、3.5、５、９ヶ
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月齢においてこれらの脂肪酸合成関連因子の mRNA 発
現量の解析を行った。タンパク質発現と同様の変化が、
mRNA 発現でも見られ、CR に伴う経時的な変化は転写
レベルで制御されていると考えられた。

３． SREBP1（Sterol regulatory element-binding 
protein1）

　SREBP1 は basic helix-loop-helix（b-HLH）leucine 
zipper 型の転写因子であり、Fasn、Acc、Acly、me1
などの脂肪酸合成系遺伝子発現を正に転写制御する
[16-18]。SREBP1 には SREBP1a と SREBP1c の２つの
アイソフォームが存在する [18]。これらの２つのアイソ
フォームの発現分布は組織によって異なり、SREBP1a
は脾臓や骨髄由来マクロファージ、骨髄樹状細胞など
の免疫や炎症に関連する臓器および細胞で優位に発現
しているのに対し、SREBP1c は肝臓や脂肪組織などの
インスリン感受性臓器で優位に発現している [19]。ま
た、 細 胞 内 の SREBP1 は、Srebp cleavage activating 
protein（Scap）と複合体を形成し、SREBP1 自身の膜
貫通領域を介して小胞体（ER; endoplasmic reticulum）
膜に結合している。Sterol が豊富な時には ER 膜上で
insulin inducing gene（Insig）と三量体を形成してい
る。Sterol が減少すると Insig との複合体形成が抑制
され、Srebp-Scap 複合体がゴルジ体に輸送される。ゴ
ルジ体において、site 1 protease（S1P）および site 2 
protease（S2P）により C 末端側を順次切断され、全長
を持つ前駆型から bHLH 領域を含む N 末端側のみの活
性型となり核内に移行して転写活性を示す [20]。
　我々は図２の結果より SREBP1 の解析をおこなった。
すると、CR 群における前駆型及び核内にある活性型の
SREBP1 のタンパク質発現量も、５ヶ月齢を境に V 字
型に変化を示した。また、Srebp1a、1c の mRNA 発現
量を解析したところ、CR 群のSrebp1a の mRNA 発現
量は、全月齢で AL 群に比べ有意な差は見られなかった。
一方、Srebp1c の mRNA 発現量は、全月齢で AL 群に
比べ高く、特に 3.5 ヶ月齢で有意に高かった。以上より、
SREBP1c が CR による脂肪酸合成関連タンパク質の 5 ヶ
月齢を境にした V 字型の発現増加に関与していると考

えられる。

４．インスリンとレプチンによる SREBP1 の調節機構
　SREBP1 の転写活性は、インスリンやレプチンによっ
て調節されていることが知られている [21]。インスリ
ンは SREBP1 の転写を促進するが、特に SREBP1c の
発現を強く誘導する [22]。この転写機構は、インスリ
ン受容体の下流にある PI3k/Akt 経路に一部依存する。
SREBP1c の転写調節因子として同定されているのが
Liver X receptor（LXR）である。LXR は SREBP1c の
プロモーター部位に存在する LXR-responsive elements

（LXRE）を介して、その転写を亢進する [23]。PI3k/
Akt 経路の中には、核内移行した pAkt が、LXR を抑
制する Forkhead box protein O1(FoxO1) をリン酸化さ
せ、核外移行させることで、Srebp1c の mRNA 発現量
を増加させるという知見もある [24]（図３）。一方、レ
プチンは脂肪組織で SREBP1c の転写を抑制し、下流
遺伝子であるFasn、Acc1、Acly、Me1 やLaminB1 の
mRNA 発現量を低下させる [25]。また、これらの脂肪
酸合成酵素の活性も低下させると報告がある [26]。
　我々は SREBP1 の転写調節するインスリンやレプチ
ンに関連した因子の解析をおこなった。核内移行した
pAkt のタンパク質発現量は、CR 群の 3.5 ヶ月齢で特に
高かった。一方、レプチンのタンパク質発現量は、CR
群の全月齢で低かった。また、レプチンにより発現が低
下するという報告がある LaminB1 のタンパク発現量は、
CR 群の全月齢で高く、レプチンのタンパク質発現量と
相関していた。
　以上より、CR が脂質代謝に及ぼす影響は、CR の期
間によって異なることが明らかになった。短期の CR で
はインスリン感受性の亢進により、pAkt の核内移行
が増加し、SREBP1c の転写活性を増強する。一方、長
期の CR では、レプチンの低下により、SREBP1c の転
写活性を増強すると考えられる。よって、CR による
WAT での脂質代謝は、インスリンとレプチンが協調し
て、発現および転写調節される SREBP1c に強く依存す
ることを示唆する（図３）。
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図３　CR による脂質代謝の経時的変化
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おわりに
　本研究により、これまで未解明であった CR による脂
質代謝活性化の分子メカニズムの一端を明らかにした。
また、CR の期間による経時的な脂質代謝の変化を明ら
かにした。今後は、CR による脂肪分解やエネルギー代
謝において重要な役割を担うミトコンドリア機能の解析
に取り組みたいと考えている。
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１．はじめに
　第 36 回日本基礎老化学会にて、「糖化抑制は加齢によ
る内皮機能障害を軽減する」という内容で発表する機会
をいただいた。そこで、我々が研究対象として注目して
いる、糖化を抑制する酵素 glyoxalase I （GLO1）とそれ
による老化抑制について、簡単に述べたい。
　老化は長年にわたって様々な要因が積み重なって生じ
る現象である。老化のメカニズムについては諸説あるが

（表１）、各説を支持するデータもある一方否定的な報告
もあり、 明確に証明された異論のない定説というものは
ない [1]。筆者らは、その中でも、老化やそれに伴う疾
患への関与が多く報告されている酸化ストレスや、酸化
ストレスと密接に関連してタンパクの機能低下を起こす

「糖化ストレス」に着目し、老化を引き起こすメカニズ
ムを明らかにするために研究を進めている。

２．糖化は老化を促進する
　糖化反応とは、糖が非酵素的（非特異的）にタンパク
質や脂質と反応して、複雑な反応を経て不可逆な最終糖
化産物（advanced glycation endroducts: AGEs）を形成
する反応であり、発見者である Louis Camille Maillard に
ちなんでメイラード反応とも呼ばれる（図１）[2]。生体
外における糖化反応は、たとえばパンを焼いた時の香ば
しい色や香りの生成などといった、食品に色や風味を添
えることから、食品分野では非常に重要な反応である。
一方、生体内での糖化反応に関しては、老化や糖尿病な
どにおいて糖化の亢進や病態生理への関与が報告されて
いる糖化修飾はタンパクが本来持つ機能を低下させ、酵
素の失活、機能障害を引き起こす要因となる。このよう
に、糖化の亢進や糖化産物の蓄積がタンパクや細胞、組
織にダメージを蓄積させ、加齢に伴う表現型を生み出す。

３．老化抑制因子 glyoxalase I
　Glyoxalase I （GLO1） は、生体内の主な糖化前駆体
であるメチルグリオキサールの解毒経路 glyoxalase 
system の律速酵素である（図２）[3]。線虫では GLO1
がメチルグリオキサール修飾を抑制して寿命延長効果
をもたらすことが報告されており [4]、GLO1 は糖化に
よる老化促進を抑制する老化抑制因子であると言える。
GLO1 は原始的な生物からヒトまで広く保存されてお
り、生体内のあらゆる組織で発現していることからも、
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生物にとって非常に重要な働きをしていることがわか
る。我々は、この GLO1 に着目し、その作用を増強さ
せることで糖化を抑制した動物を用い、老化や酸化スト
レス下における糖化の役割を明らかにしてきた [5,6]。

４．早期加齢現象としての血管機能低下
　「人は血管から老いる」という言葉があるように、全
身を巡っている血管の障害は、様々な疾患や病態形成に
関与している。また、高齢者の増加とともに動脈硬化な
どの心血管病やそれに関連した死亡が増加しており、大
きな課題となっている。心血管病の予防および治療は、
現代社会における重要課題の一つである。血管内皮は物
理的あるいは薬理的刺激に対する弛緩作用、抗血栓作用、
抗炎症作用など様々な機能を持つ。これら血管内皮機能
が障害されると、血管は収縮し、血栓傾向や炎症が惹起
され、心血管病のリスクが増大する [7]。この内皮機能
障害は心血管病が顕在化するよりも遥かに早期から徐々
に進行し、心血管病の促進要因となることがわかってい
る [8]。したがって加齢に伴う内皮機能障害（内皮の老化）
を抑制することが、心血管病の抑制、ひいては寿命の延
長につながることが期待される [9]。
　内皮機能障害を引き起こすものとして既に複数の病態
が知られており、糖尿病・高血圧・脂質異常症などでは
内皮依存性血管弛緩能の低下と心血管病のリスクの増大

が報告されている [10]。しかし、これらの要素がない場
合も、内皮機能障害は加齢とともに進行する。
　そこで我々は、糖化が血管老化に及ぼす影響について、
加齢に伴って亢進する糖化ストレスが加齢に伴う内皮機
能障害に関与しており、糖化を抑制することで内皮機能
障害が軽減されるのではないかと考え、研究を進めてい
る（図３）。我々はこれまでに、GLO1 を高発現させると、
血管内皮の加齢に伴う糖化が抑制され、内皮の機能的老
化（内皮機能障害）が軽減されることを見出している

（Airi Watanabe Jo, et al. manuscript in submission）。

図３．仮説

図2. Glyoxalase system
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５．おわりに
　血管の役割は血液を全身に運ぶ管であるのみならず、
一臓器として糖尿病や高血圧などの生活習慣病や心血管
病をはじめとした多くの重要疾患に関与している。特に、
血管内皮は血管の収縮弛緩反応、血栓線溶、炎症や免疫
など生体内の重要な機能に多面的に関わるダイナミック
な組織である。血管内皮の加齢に伴う機能障害は老化の
重要な促進因子になっている可能性があり、今後、糖化
が血管老化に及ぼす影響について、メカニズムを追及し
てさらに研究を深めていきたい。
　第 36 回日本基礎老化学会では多くの貴重な発表や講
演を拝聴し、大変勉強になった。また、当学会で学術奨
励賞を頂いたことが大きな励みになった。ぜひ、今回の
学会で勉強させていただいた知識や経験をもとに、今後
の研究の発展につなげていきたいと思う。最後になりま
したが、このような機会を与えてくださった森望大会長、
質問をいただいた先生方、大会運営スタッフの方々に厚
く御礼申し上げます。
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１．はじめに
　 老 化 促 進 モ デ ル マ ウ ス（SAM: Senescence-
accelerated mouse）は京都大学胸部疾患研究所の竹田
らによって確立された純系マウス系統群であり、促進
老化・短寿命を特徴とする SAMP（Senescence prone）
系統と、正常老化を示す SAMR（Senescence resistant）
系統からなる [1]。SAMP 系統は促進老化・短寿命を示
すのみならず、病理学的変化を基準とした選抜交配を経
て、老化アミロイドーシス、骨粗鬆症、学習・記憶障害
などの多様な老化病態を特徴とする亜系統が樹立されて
おり（表 1）、老化・寿命のメカニズムの解明あるいは、
加齢に伴い発症する多様な病態の発症機序解明のために
広く用いられてきた。

　SAM は AKR/J 系統と未知のマウス系統との不測の
交雑が生じたマウスコロニーから、老化度評点・ 病理
学的変化を基準とした選抜交配により確立された経緯よ
り、未知系統に由来する遺伝子変異が促進老化・短寿命
を規定すると推測されている。Xia らは、未知のマウス
系統に由来し、促進老化と関連する染色体上の領域を明
らかにするために、マイクロサテライトマーカーによる
SAM 全系統のゲノムタイピングを行い、第 14、16、17
染色体上において SAMP 全系統に共通であるが SAMR

系統とは異なる多型を検出している [2]。また、Guo ら
は第 5、6、19 染色体上に、SAMP1 と B10BR 系統の交
雑仔において寿命と関連する領域を同定している [3]。
しかし、SAMP の促進老化表現型に関連する遺伝子変
異を同定するためには、マイクロサテライトマーカーを
用いて特定した領域周辺数十 Mb から数百 Mb の塩基
配列を詳細に決定する必要があり、いずれの研究におい
ても原因遺伝子変異の同定には至っていない。また、系
統特異的な老化病態を規定する遺伝子についても、候補
遺伝子アプローチや連鎖解析による探索が行われてきた
が、同定されたのは老化アミロイドーシスを規定する
Apoa2 と低骨量を規定するSfrp4 に限られているのが
現状である [4, 5]。

　このような状況を打開すべく、筆者らは疾患関連遺伝
子の探索において近年大きな成果を挙げている解析手法
である次世代シークエンサーを用いたエクソーム解析に
着目し、SAMP における促進老化・短寿命を規定する
遺伝子変異群を探索した [6]。本稿では、エクソーム解
析の方法論としての特徴を解説した後、エクソーム解析
により検出された SAMP 特異的な遺伝子変異を紹介す
る。

２． 次世代シークエンサーの登場とエクソーム解析に
よる疾患原因遺伝子の探索

　次世代シークエンサーの登場は、ゲノム医学に革命を
もたらした。従来のキャピラリーシークエンサーを用い
て行われたヒトゲノム全塩基配列の決定には、10 年以
上の歳月と 1000 億円以上の費用を要したが、次世代シー
クエンサーの性能向上により、2013 年末には解析時間
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わずか１日、10 万円の費用でヒトゲノム全塩基配列を
決定することができると予測されている。エクソーム解
析は、タンパク質をコードするエクソンのみをプローブ
で捕捉・増幅し、次世代シークエンサーにより迅速に塩
基配列を決定する解析手法である。エクソンは全ゲノム
の約 1.5% を占めるに過ぎないが、疾患原因遺伝子変異
の大多数はタンパク質のアミノ酸置換を伴う変異（非同
義置換）であることが報告されている [7]。したがって、
全ゲノム解析と比較して、エクソーム解析はコスト・労
力の両面で未知の疾患関連遺伝子を探索するための効率
的な手法であり、実際に、数多くの単一遺伝病の原因遺
伝子がエクソーム解析により同定されている [8]。エク
ソーム解析は単一遺伝病の原因解明に対しては、最も効
果的な解析手法であるが、①依然１サンプルあたりのコ
ストが高い、②エラーが多くヘテロ接合の遺伝子変異の
検出が難しい、という２つの弱点があるため、ヒトにお
いて多因子遺伝性疾患の原因遺伝子を同定することは難
しい。一方、SAM は純系マウスであるため、同系統の
マウスを多数解析する必要がない上に、ホモ接合の遺伝
子変異のみに焦点を絞ることができるため、エクソーム
解析が SAMP 系統における促進老化を規定する遺伝子
変異群を同定するための有効な手段であると考えた。そ
こで、①全ての SAMP 系統に共通する促進老化・短寿
命は、全ての SAMP 系統が共通に有し、SAMR および
AKR/J には存在しない新規非同義置換により規定され
る、② SAMP の各系統特異的な老化病態は、SAMP の
各系統特異的な新規非同義置換により規定される、とい
う仮説のもと SAM のエクソーム解析を行った。

３． 全ての SAMP 系統はOgg1 とMbd4 に有害な非
同義置換を有する

　６系統の SAMP（SAMP1/SkuSlc、SAMP3/SlcIdr、
SAMP6/TaSlc、SAMP8/TaSlc、SAMP10/TaSlc、
SAMP11/SlcIdr）、 ３ 系 統 の SAMR（SAMR1/TaSlc、
SAMR1/SlcIdr、SAMR3/SlcIdr）、および AKR/J 系統
の DNA の全エクソン領域を増幅し、次世代シークエ
ンサーにより塩基配列を決定した。得られた塩基配列
とマウスゲノム参照配列（C57BL/6J）を比較したとこ
ろ、系統毎に約 32000-38000 個の塩基配列の相違（Single 
nucleotide variation: SNV）が検出された。全ての SNV
の内、過去に報告されていない新規の非同義置換は 230-
491 個検出された。この中から、SAMP 系統に共通の
促進老化・短寿命を規定し得る、SAMP 全系統が有し
SAMR と AKR/J 系統には存在しない新規非同義置換を
探索したが、驚くべきことにそのような新規非同義置換
は一つも検出されなかった。そこで、SAMR と AKR/
J 系統には存在しないが、過去に他のマウス系統におい
て確認されている非同義置換を含めて再度探索したとこ
ろ、全ての SAMP 系統に共通する非同義置換が７つ検
出された（表２）。これらの非同義置換がタンパク質の
機能に及ぼす影響を、非同義置換の機能予測プログラ
ムである SIFT（Sorting Intolerant From Tolerant）と
PolyPhen-2（Polymorphism Phenotyping v2）を用いて
予測したところ、Ogg1 p.R304W と Mbd4 p.D129N の
みが機能に有害な影響を及ぼし得る変異であることが明
らかとなった。
　興味深いことに、Ogg1 とMbd4 はいずれも DNA の

表２　全ての SAMP 系統が有し、SAMR および AKR/J 系統には存在しない非同義置換
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ミスマッチ修復に関与する遺伝子であった。Ogg1（8-ox-
oguanine DNA glycosylase）は、グアニンの酸化損傷
により生じ、突然点変異の原因となる 8- オキソグアニ
ン（8-oxoG）を除去する酵素である [9]。Mbd4（Methyl-
CpG-binding domain protein 4）は、メチル CpG 結合
領域を有し、5 メチルシトシンの変異により生じる G-T
ミスマッチを修復する酵素である [10]。SAMP における
Ogg1 p.R304W は、2001 年に Mori らにより同定されて
いる変異であった [11]。Mori らは、R304W 変異により
Ogg1 の活性が喪失し、核 DNA 中の 8-oxoG は増加する
ことを明らかにしているが、SAMP1 と B10.BR 系統の
交雑仔において、この変異の有無は寿命に影響を及ぼさ
ないことを報告している。また、Ogg1 ノックアウトマ
ウスの寿命は wild type と比較して変わらないことが報
告されており [12]、Ogg1 の機能が喪失するだけでは老
化速度・寿命には影響が及ばないことが示唆されている。
一方で、Ogg1 に加え別の DNA 修復酵素をノックアウ
トしたマウスの寿命は短縮することが報告されている
[13]。そこで、Ogg1 p.R304W とMbd4 p.D129N の組み
合わせにより SAMP の促進老化が規定されると仮定し、
これら２つの変異を同時に有するマウス系統を探索した
ところ、SAMP 以外の系統では、NOD/ShiLtJ のみが
これら２つの変異を有していた。NOD/ShiLtJ 系統は一
型糖尿病を自然発症し、通常飼育した場合の寿命は８ヶ
月と短命であるが、NOD/ShiLtJ 系統における短寿命の
原因は一型糖尿病であるため、Ogg1 p.R304W とMbd4 
p.D129N が促進老化・短寿命に関与するとは判断できな
い。しかしながら、Ogg1 をはじめとする DNA 修復に
関与する遺伝子の変異は、癌や２型糖尿病をはじめとす
る多様な疾患との関連が報告されている他、老化の体細

胞変異説も老化学説として広く受け入れられており、今
後、SAMP における促進老化および各種老化病態の発
症ににおけるOgg1 p.R304W と Mbd4 p.D129N の役割
の解明が期待される。

４． いくつかの SAMP 系統は変性疾患に関与する遺伝
子に有害な変異を有する

　 次 に、 い ず れ か の SAMP 系 統 が 特 異 的 に 有 し、
SAMR と AKR/J 系統にはない新規非同義置換は探索
したところ、130 個の新規非同義置換が検出された。そ
の中でも機能的に有害な変異が SAMP の表現型を規定
すると仮定し、非同義置換がタンパク質の機能に及ば
す影響を SIFT と PolyPhen-2 を用いて解析したところ、
130 個のうち 31 個が有害な変異であると判定された（表
３）。興味深いことに、複数の SAMP 系統が、変性疾患
との関連が報告されている遺伝子（Prx、Ldb3、Gja3）
に有害変異を有することが明らかとなった。SAMP3/
SlcIdr、SAMP10/TaSlc および SAMP11/SlcIdr におい
てPrx p.R167C 変異が検出された。Prx（periaxin）は、
神経線維のミエリン（髄鞘）形成に必須のタンパク質で
あり、ヒトにおいてPrx 遺伝子の欠損は遺伝性ニュー
ロパチーの原因である [14]。また、SAMP8/TaSlc 以外
の５系統でLdb3 p.R473W変異が検出された。Ldb3（LIM 
domain-binding protein 3）は筋線維の Z 膜に存在する
タンパク質であり、Ldb3 遺伝子の変異は遠位型ミオパ
チーの原因である [15]。SAMP の各系統において、これ
までミオパチーやニューロパチーなどの遺伝性変性疾患
は報告されていないが、加齢に伴う筋萎縮および筋力低
下は SAMR 系統に比べて SAMP 系統で顕著に生じるこ
とから、Prx p.R167 とLdb3 p.R473W が SAMP におけ

表３　いすれかの SAMP 系統が特異的に有し、SAMR および AKR/J 系統には存在しない有害な新規非同義置換
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る骨格筋の加齢変化に及ぼす影響の解明が期待される。
また、骨粗鬆症を特徴とする SAMP6/TaSlc において、
Il4ra（interleukin 4 receptor alpha）のフレームシフト
変異が検出された。Il4ra のリガンドである IL-4（inter-
leukin 4）は免疫調節に関わるのみならず、破骨細胞の
分化を抑制することにより骨量減少を抑制する作用を持
つことが報告されている [16]。Il4ra の機能欠損により、
IL-4 の骨吸収抑制作用が得られず、SAMP6 において骨
量減少が生じる可能性がある。以上、SAMP 系統の表
現型に影響を及ぼし得る遺伝子変異をピックアップし紹
介したが、今後、機能解析やコンジェニック系統の作成
により、それぞれの変異が SAMP の促進老化・各種老
化状態に及ぼす影響が解明されることが望まれる。

５．おわりに
　筆者らは、次世代シークエンサーを用いたエクソーム
解析により、SAM の全エクソン塩基配列を明らかにし
た。SAMP 系統における各種老化病態を規定し得る新
たな候補遺伝子変異をリストアップすることに成功した
が、一方で、全ての SAMP 系統に共通し、他の系統に
存在しない新規非同義置換は検出されなかった。筆者
らは、エクソーム解析のみならず、CGH（Comparative 
Genomic Hybridization）アレイによる、SAMP 系統の
ゲノム構造変異の探索を開始している。さらに詳細に
SAM の遺伝背景の全貌を明らかにし、全ての SAMP 系
統に共通する促進老化の原因遺伝子を同定したいと考え
ている。筆者らの研究が、SAM における促進老化・短
寿命の遺伝メカニズムの解明、および老化の本質的なメ
カニズムの理解の一助となることを期待し、本稿の結び
としたい。
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三井：始めに
　本対談シリーズでは，会員の方から，いろいろな
コメントを戴いて、議論を更に発展させる事を主旨
としています。コメントは，取り敢えず，編集委員
会に御届けくだされば、その後，コメンテーターと
対談者との複合対談の検討に進みます。この度、前
回『細胞老化に意義はあるか』の対談に , 早速，高木
先生からコメントがありました。
　今回はそれをもとに、前回の対談内容をより分か
り易く解説し、次に議論すべき課題を提起する場と
して、「鼎談」を進めていきます。

高木—１－１　コメント（１）です
　（１）個体レベルでの生物現象と細胞レベルでの
生物現象は階層性の異なる現象なのだから両者がイ
コールでないことは当然だとお二人とも認めながら、
両者の本質的な違いが何であるかについては十分に
議論されていません。このことは「個体老化」のモ
デルとして何が相同モデルで何が相似モデルなのか
という問題とも関係しますが、問題提起で終わって
います。個体老化はシステムの問題として考えるべ
きだと思います。個々の遺伝子、個々の細胞の問題
としてその変化を個別に追うのではなく、個体全体
のシステムの変化として把握すべきだと思います。
どうすればそれが可能かを考えましょう。

後藤—１－１　（１）に応答します。
　多細胞個体の生物現象と個々の細胞の生物現象の
本質的な違いが何であるかは、三井・後藤対談１で
は立ち入って議論していません。問題は in vitro の細
胞老化が個体老化のモデルになるかどうかに限られ
ていましたので。
　個体を細胞の集合体とみれば、細胞老化は個体老
化のモデルになると言えそうですが、高木さんがおっ
しゃるように個体は細胞の単なる集合体ではなくシ
ステムとして存在しているのですから、細胞老化
と個体老化は階層の異なる生物現象であると考える
べきだということには同感です。しかし、だからと
いって、個々の遺伝子や細胞の変化に注目するのは
適切でないとは言えません。システムとしての個体
の存立は遺伝子とそれを収容している細胞が支えて

いるからです。とは言え、老化を考える場合、僕は
遺伝子の変化はそれほど重要ではないと考えていま
す。システムとして考えることの重要性を認識しつ
つ、実際には個々の現象（例えば分子レベル、細胞
レベルの変化）を調べて、それをシステムへと再構
築する努力をする必要があるのではないでしょうか。
ひところシステムズ・バイオロジーというのが流行っ
ていました。DNA アレイやプロテオミクスといった
技術の発展を背景に還元主義に対する反省から出た
ものと思いますが、やはり限界があるのか最近はあ
まり聞かなくなりましたね。
　モデル一般について議論する意味はないと三井さ
んはおっしゃるので（対談 1 ー 16）、モデル一般に関
してはノーコメントにしますが、例えばゾウリムシ
はどういう点で（ヒトの老化の）モデルとみなせるか、
などを考えることは意味があると思います。僕は生
半可な理解から老化の相同モデル・相似モデルなど
書きましたが（対談 1 － 15）、生物学者の高木さんか
ら別の機会でいいですから、生物学的相似と相同に
ついて教えていただきたいです。

高木－１－２　　再コメントします。
　「実際には個々の現象（例えば分子レベル、細胞レ
ベルの変化）を調べて、それをシステムへと再構築
する努力をする必要があるのでは」とのご意見に全
く同感です。私は個々の現象についての知識をシス
テム化した理論に再構築する作業を試みてきました
が、個々の現象に通じておられる後藤さんや三井さ
んの目には、とんだ誤解に映るかもしれません。だ
からこそお二人からのご指摘を必要としています。
私の再構築作業の拠り所は、進化の観点です。ある
類似の現象が進化的起源を共有する場合を相同、見
かけの類似に過ぎない場合を相似と言いますが、多
細胞生物の個体老化・個体寿命は単細胞生物の細胞
老化・細胞寿命に起源を発するにちがいないという
のが私の基本認識です。

三井－１　コメント（１）と後藤－１－１に応答します。
　先ず，高木さんの言う個体の老化と細胞の老化と
の関係性は，今回とは別の主題です，ただ、提案をきっ
かけとして今考えるなら，ネマトーダの細胞は操作、
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観察できますから，ネマトーダ個体の老化を取りあ
げて、その分裂終了細胞群の老化との関係を、解析
できれば　最適と思います。別の機会に，専門家の
会員が参加する中で　是非とも議論しましょう。
　後藤さんが　それに立ち入らなかったのは，「（今
回の）問題は in vitro の細胞老化が個体老化のモデル
になるかどうかに限られていましたので」と述べま
したが，それは誤解です。対談中でも，何度か指摘
しています。対談の主題は，「細胞老化に意義はある
か」です。私は個体内で「分裂増殖できる細胞の分
裂加齢」と「最終分化細胞の機能低下、減数」に分
けて居ます。そして，in vitro の系は，分裂時計の原
因と分裂停止の機序に関しては，（生体内の分裂加齢
の）有力なモデルと考えますが（三井１４）、個体の
老化モデルになるとは　考えた事も無いのです（三
井１１）。でも後藤さんが，又、「in vitro 細胞老化
が、個体老化のモデルになると云う事と同じ」と主
張して（後藤１５），そもそもモデル論に入っていま
す。それは　不可解な展開でした。個体内で老化細
胞をどう認識するか，が、重要だったのです（三井
１２）。困惑していた私は最後に，「個体の機能老化は，
細胞の再生能力の低下と最終分化細胞の機能障害が
原因と考えている」と、くり返した状況です。
　しかし，この認識の差は，重要かもしれず，活か
すべきと考えて，今後の議論をアンチエイジングの
可能性にして、結んだのです。
　幹細胞の再生、老化細胞の除去、を考える私の細
胞の立場と，後藤さんの提唱する若返り、抗老化の
ターゲットに付いて，議論することは，思わぬ成果
が出そうと思ったからです。
　尚，高木さん、後藤さんが個体の老化をシステム
として考えると云うことに、総論は賛成です。これは，
話題にでた，老化のモデルとも関係します。基本的
に人体の個体老化を、システムとして使えるモデル
がありますか？　
　此の話題を改めて、取りあげる対談のときには、
提案をしてみます。

後藤 —１- ２　　三井－１－１に応答します。
　人体の個体老化のモデルとして、マウス・ラット、
ショウジョウバエ、線虫はヒトの個体老化のモデル
になりうると思います。加齢性筋萎縮、認知機能低下、
運動能低下など、ヒトの場合と似た老化現象（表現型）
が多く知られているからです。

高木－１—３　　　三井—１－１に応答です。
　三井さんのご質問に簡単に応じておきます。ヒト
に限らず個体老化をシステムとして使えるモデルと
して、ジャーム・ソーマへのエネルギー最適化配分
のための遺伝子ネットワークの制御システムが、生
殖活動停止以降は自然選択の対象とならないとする
理論を念頭に置いています。

三井－１－２　　後藤—１—２、高木－１－３　への応
答です。

　モデル論議は大変重要ですが、対談１の文脈では
未だ、必要ではないとの意味です。それらの詳細は
別の対談で、専門家を交えて、議論する予定でいま
しょうよ。
　ただ、高木さんからは「システムとして使えるモ
デル」、と限定されているので、其れに合わせた応答
が必要と思います。個体の構成要素である個々の細
胞と、それら相互ネットワ—クの変化を把握し、シ
ステム全体の変化との関係を論じる　と理解しまし
た。その意味で、細胞を顕微鏡視できるネマトーダ
を思いましたが、ヒトでのモデルは　未だ良くわか
りません。
　高木さんの germ-soma energy　配分の最適化は　
私が云う、進化の文脈で　老化は生活史の適応だと
云う概念と、通じる物が有ります。これも後の対談で、
議論出来る話題ですね。

高木－２－１　　コメント（２）です。
　（２）細胞老化は個体老化のポジティブコントロー
ルと言えますが、ネガティブコントロールをもち出
すこと、つまり「老化しない、寿命をもたない生物（バ
クテリア、プラナリなど）の存在」を考えることで
議論が深まるのではないでしょうか。つまり、個体
老化は生物進化の文脈の中で考えるべきだと思いま
す。

後藤—２－１　 ( ２) に応答します。
　『細胞老化は（“老化する”、“寿命をもつ”）個体老
化のポジティブコントロール』という意見にはにわ
かに同意し難いです。というのは、三井・後藤対談
１で議論したように培養細胞が“老化する”、“寿命
をもつ”というのは個体の場合と意味が異なると考
えられるからです。老化と寿命を明確に定義しない
と議論が咬み合わない可能性があります。「老化しな
い、寿命をもたない生物」という場合、老化しない
が寿命をもつ生物がいることも考慮しなくてはなり
ません。たとえばタイセイヨウサケとかフクロネズ
ミの集団のように老化なしで寿命が尽きる生き物も
います。大腸菌の場合、分裂周期が 30 分だとすると
寿命は 30 分と言えないことはない。分裂すれば前の
個体は消滅するわけですから、この 30 分の間に“老
化”が進行していると言えるかもしれません（もち
ろん“老化”の定義によりますが）。たとえば、繊毛
運動が、分裂が近づいた細胞で衰えるとすると、そ
の衰えを老化とみなすことが出来るかもしれません。
プラナリアの場合は、半分にしてもそれぞれから個
体が再生するとは読んだことがありますが、通常の
個体に老化や寿命がないのは知りません。後学のた
めに文献を教えていただけるとありがたいです。
　個体老化を生物進化の文脈の中で考えようという
のに　異論はありません。これは老化や寿命が進化
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のどの時点から始まったかという問題と、その後に
老化の遅速と寿命の長短に進化、すなわち変異と環
境適応、がどのように関わったのかという問題があ
ると思います。高木さんは前者を問題にされている
かもしれませんが、後者の問題も現存生物の老化（の
遅速）・寿命（の長短）の違い（How と Why）を理
解する上で大変興味深いと思います。

高木—２—２　　後藤—２－１に　再コメントします。
　（２）－１「老化しない、寿命をもたない生物」か
ら「老化し寿命をもつ生物」が進化したとすれば、
中間段階の「老化しないが寿命をもつ生物」がいる
ことは至極当然です。その場合、老化や寿命の定義
を明確にしないと、たとえば大腸菌の老化・寿命を
どう見るかに混乱をきたすというのはご指摘の通り
です。個体老化を生物進化の文脈の中で考えようと
いう際、どのように生じたか、だけでなく、どのよ
うに展開したかも含むというのも、ご指摘の通りで
す。
　なお、大腸菌やプラナリアが無性生殖で無限につ
づくという認識は、実際に研究に携わっている研究
者の「印象」で、不死を「証明」した文献は無いと
思います。

三井－２－１ 　コメント（２）と後藤－２－１に応答
します。

　前回の対談は，多くの読者に関心が深い「細胞老
化に意義はあるか」ですから、高等生物に限定して
議論しています。しかし，今後の方向としては、寿
命が有る生物について、寿命の無い生物からの視点
を入れる　また　生物進化の文脈の中で，考えると
云うのは，大いに，賛成です。
　但し、その中で，寿命と老化を並列して述べてい
ます。提案として先ずは，寿命を進化の視点で，考
えましょう。後藤さんも言う様に，どのように寿命
が発生して来たかです。但し、単細胞生物の寿命も
含めて定義が大事です。寿命は繁殖力の競争です。
　一方で，老化は，進化の文脈では　かなり寿命と
異なります。これは生活史の適応ですから、起原も
長短も異なります。これにも，定義が必要ですね。
　前回の対談で、細胞老化（或は　老化細胞）の定
義を議論できるかと思ったのですが，後藤さんには，
同定出来る細胞老化の定義は、必要なかったのでしょ
うか？　機能低下では曖昧と感じました。これらを
含めて、次回の対談テーマ候補を　相談しましょう

高木－３－１　コメント ３）に進みます。
　（３）個体発生の始点は有性生殖ですから、有性生
殖抜きで老化・寿命は語れなくなります。有性生殖
が起こると必ず老化・寿命に向かう非可逆的な時間
変化が進行しますが、途中で有性生殖が起こると時
間が可逆的に後戻りして次世代に移行します。とこ
ろがクローン動物や iPS 細胞の確立は、有性生殖抜き

で可逆的に時間を後戻りさせることが可能であるこ
とを証明しました。寿命をもたない単細胞生物が存
在することを併せ考えると、「老化は機能の劣化、衰
退」という認識でよいか？との疑問を生みます。加
齢に伴う機能の劣化・衰退は、DNA やタンパク質分
子の不可避的な経時変化によるものとは言えず、仕
組まれた進化的プログラムとでもいうべき現象ではな
いかと思わせます。劣化・衰退でなければ、老化細胞
の iPS 細胞化がなぜ可能なのかの説明も、アンチエイ
ジングの意味も変わってくるでしょう。私は「抑制系
の進化」という文脈で老化・寿命を考えています。

後藤—３－１　（３）に応答します。
　有性生殖が老化・寿命と不可分であるとのご指摘
はその通りだと思います。クローン動物（の作成）、
iPS 細胞（からの個体の創出）は人為的ではあります
が、遺伝子発現をリセットしている点では有性生殖
と変わらないと思います。したがって、リセットさ
れた細胞（iPS 細胞）なりクローン動物個体は新たに

“親”と同様の老化過程をたどると考えると、その存
在は『老化は機能の劣化・衰退』という理解と矛盾
しません。『DNA やタンパク質分子の不可逆的な経
時変化』の中で DNA の加齢変化はごく軽微なもので、
それも多くの場合修復されます。だからこそ、老化
細胞でも iPS 細胞化できるわけです。しかし、多分
それは一部分の細胞で多くの細胞は iPS 細胞化でき
ないのではないか。僕は以前から老化の DNA 傷害説
には反対の立場をとって来ています。それに対して
タンパク質の経時変化は様相が異なっています。傷
害タンパク質も代謝回転で無傷の分子に置き換わり
ますが、完璧でないため、そして多くの細胞機能に
相乗的に影響するため、個体の機能低下につながり
得ます。
　『寿命をもたない単細胞生物』を考える場合、ここ
でも寿命の定義を考えなくてはなりません。ゾウリ
ムシのクローン寿命は多細胞個体の寿命とは明らか
に違うと思います。In vitro 二倍体細胞の場合、分
裂を停止したあとの生存期間を考えると試験管内細
胞寿命の定義も変わってくるでしょう。老化が『仕
組まれた進化的プログラム』にしたがっているとな
ると、長寿あるいは短命は環境適応の点から進化的
にどう説明されるのかということが問題になります。
うまい説明は思いつきませんが。
　「抑制系の進化」については、高木さんから詳しい
説明をしていただいてから、僕が理解できそうなら
議論に加わりたいと思います。

三井—３－１　　(3) と後藤—３－１に　応答します。
　前回の後藤さんとの対談では、有性生殖する高等
哺乳動物を前提に，細胞老化の意義を議論したので，
それと個体老化，寿命との関係は話題に上りません
でした。
　とは言え、高木さんが、（連続した）クローン動
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物の作成や、iPS 化を例に、老化細胞からでも人為
的に発生を再現できるから、タンパク質分子の不可
逆的な変化は老化の原因とは言えないと　問題提起
しています。後藤さんは、そんな細胞はごく一部だ
と反論しますが、老化個体の体細胞に、老化してい
ない細胞が有ると確信した事になります。そうなら
ば、傷害タンパクの修復に関わるアンチエイジング
のターゲットを特定出来る筈です。細胞レべルで考
える私は、老化個体にも幹細胞（stem）に近い細胞
の残余を想定します。
　一方、老化は「仕組まれた進化的プログラム」と、
お考えのようですが、私は逆に「プログラムとして
仕組まれずに適応した」現象と見ています。このこ
とは「基礎老化研究の事始め」に、記載しています。
その戦略で、老化に関わる分子を同定可能でしょう。
　有性生殖抜きで時間を逆戻りさせ得た　と云う指
摘は，一部、同意します。但し　iPS は、正しい逆戻
りでなく、問題があります。有性生殖抜きに、老化
は語れないとの前提は、良くわかりません。無性生
殖でも，体細胞の分裂停止が言われていますので。
有性生殖、無性生殖にしても、定義が違うと、議論
が分かれますね。次回には、それらを含めて、討論
しましょう。

後藤－３－２　　三井－３－１に応答します。
　『前回の後藤さんとの対談では、有性生殖する高等
哺乳動物を前提に，細胞老化の意義を議論したので，
それと個体老化，寿命の関係は話題に上りませんで
した。』という指摘は僕の認識とは異なります。僕は
対談１の間終始、細胞老化（in vitro の）を個体の老
化との関連で考えています。それは、例えば対談１
の冒頭部分（１－２）でも強調しています。
　また、　僕は老化個体の中に老化していない細胞

（恐らく幹細胞か、それに近い未分化細胞など）があ
ることを否定していません。ただし集団として見た
場合、老化個体の中には多くの割合で老化した細胞
があるだろうとは考えますが。老化個体の細胞は iPS
細胞化の成功の確率が低いのではないかと想像しま
す。もっとも、老若個体の細胞で成功率に違いかあ
るかどうかは知らないので間違っているかもしれま
せんし、もしそうだとしても技術の進歩で改善され
るかもしれませんけれど。

高木—４—１　　提案です。
　ここまでに指摘された問題点について、さらに議
論を深めるには、まずは各人の「老化」の定義を明
示しておくことが必要だと思います。
　私の「老化」の定義は、「有性生殖に始まるクロー
ンまたは個体の一生で、生殖活動終了後、死に至る
までの細胞 and/or 個体の変化の総体」といったとこ
ろです。十分に練られた表現とはいえず、追加説明
や部分修正の必要がありそうなので、定義という言
葉を使うのは控えたいのですが、実質的にはこれが

「老化」という用語で私がイメージしている内容です。
　この定義は、老化を伴わない寿命も含め、生物に
より様々な老化パターンがありうること、老化と寿
命は不可分であること、そしてジャーム・ソーマへ
のエネルギーの最適配分システムの乱れであること、
などを含意しています。
　三井さんは「老化は生活史の適応」であり、「寿命
は繁殖力の競争」で、両者は起源を異にする無関係
な現象と述べておられるので、まずは三井さんから
の徹底したご批判を伺いたいと思います。

三井－４－１　　高木—４－１　に応答します。
　「老化と寿命が無関係」との発言は有りません。当
然の事ながら、我々、ヒトは老化して寿命に達する
ので、因果関係さえ、言われている訳です。ただ、
進化の視点で云われたとき、寿命と老化の違いを意
識的に区別せずに使うのが気になったので、起原を
異にする、だから、議論を分けるべきと、提起しま
した。また、その議論の将来の展開を読者に暗示す
る為に、生活史の適応　と述べましたが、誌面が尽
きてしまうので、その実際の議論は、次回以降にし
ましょう。
　ただ、折角ですから、前回対談の範囲である、「高
等哺乳動物にある老化」をどう考えているかは、本
対談で、言及しておきましょう。私にとって、個体
老化は「疾病の出現頻度、そして個体死の確率を高
める脆弱性の進行」と云うイメージです。但し、老
化個体に、これしかないかと云われると違います。
生体には、此の「老化事象に対する適応的な応答」
も有りますので、後藤さんの云われる単純な機能低
下ではありません。又、この２つの視点からは、高
木さんの云う、［変化の総体］と云う表現は、物足り
なく思います。おそらく　進化の視点を取り入れて
の定義だから、なのでしょうか。

高木—４- ２　　　三井－４－１に再応答です。
　生物学で「A と B が起源を異にする」と言えば、「両
者は無関係」と言うに等しいと思っています。三井
さんは、因果関係さえ言われる老化と寿命が起源を
異にすると見ておられるので、意識的に区別する必
要を言われたことは分かりました。私は老化と寿命
は不可分の関係と見ているので意識的に区別しませ
んでした。老化にはネガティブな変化もポジティブ
な変化もありうることを意識して「変化の総体」と
しましたが、このことについても次回の議論にしま
しょう。

後藤－４－１　　高木－４－１に応答します。
　「各人の老化の定義を明示しておくこと」は、議論
を意味のあるものにする上で必要であることには全
く同感です（後藤－２）。寿命についても同様だと思
います。お二人はすでに寿命と老化を定義ないしそ
れに近いもの（高木－４，三井－４では老化の定義に
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ついて“イメージ”と書かれている）として示され
ているので僕も書いておきます。寿命は誕生から死
に至るまでの期間、老化は性成熟期以降に起こる不
可逆的な生体機能の低下、と考えます。僕の定義は、
必ずしもすべての生物に当てはまるものとして考え
られてはいません。というのは、老化研究の一つの
ゴールをヒトの老化を理解することに置いているか
らです。ここには進化に関する視点は入っていませ
んが、それが重要でない、興味がないということで
は全くありません。
　三井さんが「（老化は）単純な機能低下ではない」
と述べておられる（三井－４）ように、そして高木
さんが寿命を「誕生から死までの期間」とするのは
誕生の意味が異なる生物には使えないと述べておら
れるように、僕の定義はお二人には受け入れ難いも
のと思います。
　基本的な問題は三人三様の定義で老化や寿命を対
談や鼎談として論じる意味があるのか、という点で
す。それぞれ重なる部分を探りながら議論を進める
ということになるでしょうか。

三井—４－２　　後藤—４－１に応答
　現時点では、３人の老化のイメージに違いは有っ
ても当然です。多くの読者も更に多様なイメージを
持つでしょう。今後、議論を深めるうちに　互いの
違いは修正され、妥当な定義が纏まって来るかと思
い　楽しみです。
　対談中にも、いろいろな認識の違いは、随所に出
ました。それこそが、貴重な出発点とも考えられます。

重本－１－１　「編集委員からの感想とお尋ね」です。
　鼎談の三方の論争は、老化の概念を考える上で大
変勉強になりました . 
　実に根源的な命題について、次から次へと濃密な
議論を展開されています .
　「老化の定義と進化論的視点」、「生活活動停止と自
然選択」、「細胞老化と個体老化」、「個体老化とシス
テムについて」、「老化動物はヒトの老化モデルにな
るかどうか」、「老化と遺伝子・蛋白変化」、「老化は
機能の劣化・衰退という認識で良いのか？」　「老化
は進化論的にプログラムされているのか？」
　「老化で捉えている現象には適応的応答もある」、

「老化は単純な機能低下ではない」
　私は筋肉の老化研究の端っこを、しかも未だ始め
たばかりの者です。
　筋肉機能のピークにある時期（ヒトでは 10 代後半
から 20 代前半、マウスでは生後 4-8 ヶ月）を過ぎて
超高齢期（ヒトであれば 90 才以上、マウスでは 32-
36 ヶ月）に至るまでの間、筋組織が常に変化してい
ることや、ある時点から決定的な臨界点が出現する
可能性をマウスの病理学的解析を通して感じていま
す（未だ確たる証拠は持っていませんが）.
　そこで、お尋ねします。

　皆様は、老化の臨界点についてどのようにお考え
でしょうか？

後藤—５　重本－１－１に応答します。
　「臨界点」とは "point of no return" の意味なら、組
織レベルでは「臨界点」はないのではないかと思い
ます。回復あるいは活性化の程度や困難さの違いは
あってもどんなに高齢でも可能ではないかという意
味です。にもかかわらず、やがて個体の死が訪れる
というは、多分、高木さんのおっしゃる階層性の問
題があるからでしょう。細胞・組織・個体では恒常
性維持機構が違い、階層が上がればより緻密な機構
が必要で、したがって脆弱になるからだと思います。
　「臨界点」を勝手に解釈して、ちょっと思いついた
こと書き並べたので、よく考えると別な考えになる
かもしれませんが。

三井—５　　重本—１－１へ応答します。
　老化の臨界点は、今まで扱ってこなかった大変重
要な視点と思っています。
　私は、死への転機として、重視します。老化の進
展は、細胞の再生減少や機能障害などの進行とそれ
に対する生体システムの補償機能の発達とが、共存
していると捉えています。そうした中で、ホメオス
テーシスのレベルも徐々に移行し、究極、システム
として破局に陥り、死への転機がくると理解します。
　これは、分子、細胞、臓器、器官系でも、捉えら
れます。
　例えば p53 分子が、細胞分裂を停止させる細胞内
状況と、一挙にアポトーシスまで引き起こす状況と
の転機は　まさに臨界点と細胞崩壊の例かもしれま
せん。組織での臨界点と崩壊の過程は、個体として
の死であり、分子レベルの解明には新しい学問の導
入も必要と考えています。
　「個体の老化と死をシステムとして考える」ために、
ぜひ臨界点の項を改めて大議論をしたいところです。

高木－５　重本－１－１に応答します。
  マウスやヒトでは例外無く、有性生殖のあと老化・
死への非可逆的過程がつづくという厳然たる事実か
らすれば、老化の臨界点が無いはずは無いと思いま
す。それが何であるかは想像の域を出ませんが、「生
産と分解の動的平衡が崩れるとき」とか「ホメオス
タシスの維持が不可能になるとき」とか言うほかあ
りません。一方で多細胞生物でありながら明確な老
化兆候を示さない例もあるので、恒常性維持が不可
能になるとしてもシステムとしての戦略（プログラ
ム）の問題だと思います。

重本—1—２　　臨界点へのコメントに再応答します。
　マウスの筋組織の病理像、特に筋線維タイプ変化、
さらに筋線維タイプ毎にミトコンドリア活性と形態
変化、蛋白合成系などを見ると月齢に伴い刻々と変
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化しているようです。つまり、機能的には steady で
あっても、あるいは機能を steady に保つためかもし
れませんが生まれてから超高齢に至るまでの生涯を
通して、筋線維は変化しているようです。
　老化のプロセスに関する同様の概念は三井さんも
述べられ、大変興味深く思った記憶があります。つ
まり筋組織自体に上位と下位という階層性だけでな
く、筋線維間の相互作用あるいは最近注目されてい
る間葉系幹細胞と筋線維、筋幹細胞（サテライト細胞）
との相互作用が常に存在していますが、老化のファ
クターが加わることで代謝機能や運動機能を維持す
るために変化せざる得ないのだと考えます。筋萎縮
や筋力低下という老化の結果によるアウトカムは厳
然と存在していますから、そのアウトカムがどの時
点で明確になるのだろうかという意味で臨界点が存
在するのではないかという印象にたどり着きました。
　筋萎縮と筋力低下には、さらに運動神経細胞とシ
ナプスも関係するので個として見た場合、アウトカ
ムに対して相加的あるいは加速的に作用するために
臨界点はより明確になるという印象です（確たる証
拠はまだ持っておりません）。

三井：　終わりに。
　以上の如く、多くの課題が議論対象として提案さ
れました。それらを受けて、次回からは、それぞれ
を本格的に、論議していきましょう。
　先ずは、本鼎談の最初に提起された、生物の進化
の視点からとらえた寿命について、徹底した議論を
行って見ましょう。
　そうした基礎生物学的な考察を深めておけば、きっ
と、高等生物の老化やアンチエイジングのターゲッ
トを議論する際にも、深みのある対談を生むと、期
待できそうですね。
　ところで、高木さんは、コメントの他に、いくつ
か質問をしたいと仰っていましたが、進化との絡み
が有りそうなので、次回には、その質問からスター
トしてみましょう。楽しみです。
　（会員読者から、コメント応答を、期待します。是
非それらを適宜　取り入れて、活発な討論を展開し
ましょう。）
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　本年６月４日から６日の３日間、第 36 回日本基礎老
化学会が第 28 回日本老年学会の分科会として大阪中之
島で開催されました。老化関連７学会合同の第 28 回日
本老年学会総会は森ノ宮医療大学学長の荻原俊男先生を
会長とし、第 36 回日本基礎老化学会は長崎大学の森が
会長を務めました。初日の４日が合同総会として主会場
である大阪国際会議場（グランキューブ大阪）のホール
にて特別講演、シンポジウム、合同ポスター発表等が開
催され、夕刻には隣接のリーガロイヤルホテルの光琳の
間において７学会合同の懇親会が開催されました。特別
講演では 101 歳になられた日野原重明先生が「老年学の
過去、現在と将来」と題して講演されましたが、その迫
力に市民も交えたほぼ満席の聴衆皆が圧倒された感があ
りました。
　基礎老化学会は５日と６日に主会場（講演会場）を大
阪大学中之島センター 10 階の佐治敬三メモリアルホー
ル、また副会場（ポスター会場）を大阪国際会議場３
階のイベントホールとして開催されました。一般口演
33 題、ポスター発表 26 題（一般９、若手 12、合同５）、
特別講演１題、ランチョンセミナー１件、日韓合同シン
ポジウム９演題、そして市民公開講演会８演題など、密
度濃い科学討議と市民啓発の講演会が活発に行われまし
た。参加総数は 117 名（内学生 16 名、韓国人招聘者９名、
国内招待者８名）でした。基礎老化学会会員の少ない大
阪での開催でしたので、学生の参加が少なかったのは残
念ですが、企画盛りだくさんで、多くの会員には刺激的
な会合になったのではないかと思います。中日５日の昼
すぎの特別講演は大隅良典先生（東京工業大学）からご
自身のオートファジー研究を総括していただき、また最
終日６日のランチョンセミナーではタカラバイオの協賛
により鍋島陽一先生（先端医療センター）にクロトーマ
ウス研究の最先端を話していただきました。いずれの講
演も非常に密度濃い、科学の神髄を感じさせるもので、
それぞれのお話の中から、老化細胞における老廃物制御
の重要性と老化動物におけるシステムとしてのイオン代
謝の重要性を再認識させられましたが、それ以上に、ど
のようなテーマであれ大きな視点で深く科学する心に魅
了された講演でした。中日の午後の日韓合同シンポジウ
ムと一般口演を終えたあと、講演会場から中之島沿いに
そぞろ歩きで 10 分ほどの大阪中之島フェスティバルタ
ワーの２階フェスティバール＆ビアホールで基礎老化学
会の懇親会としましたが、会員の親睦と招待者との交流
でこちらも大いに盛り上がりました。

　翌日、午前中はポスター発表、昼にランチョンセミ
ナー、そして口演と続きましたが、総会のあとは午後４
時から６時まで、日頃の基礎老化研究の成果と視座を社
会還元する目的で市民公開の形での講演会を「百寿者か
ら学ぶライフスタシス」と題して開催しました。目玉に
は現在 106 歳の曻地三郎先生（福岡教育大学名誉教授／
文学博士・医学博士）を据えましたが、ご自身の生涯を
振り返りつつ、高齢でも強くしっかりと生きる心構えを
説いていただいたように思います。第一線の科学討議に
も勝る「感動」を満席の聴衆に与え、最後は黒田節の舞
で締めていただきました。実は、この講演会の成立へ向
けては年頭から長い準備を重ねてきました。ご専門は脳
外科ながら沖縄のスーパー老人（傑出者）の脳を数多く
見ておられる琉球大の石内勝吾教授に１月にプランを打
診し、２月には福岡のご自宅に曻地先生をお訪ねし、３
月には曻地先生とその親衛隊を含めて沖縄に飛んでいた
だいて、琉球大の病院で脳画像をとりました。この企画
には急遽、韓国の KBS も取材に入り、この 106 歳の脳
を科学する試みは、韓国で KBS 開局 40 周年の記念番組

「ホモハンドレッド」の一部として放映されたようです。
市民講演会では、石内教授からこの 106 歳の曻地脳を含
めて傑出脳の中身を披露していただきました。続いて、
88 歳の大村裕先生（九大名誉教授）に百寿者の脳の生
理を説いていただきました。講演会の最後は老人研の丸
山直記先生に基礎老化研究は高齢化社会に夢を与える学
問であると総括していただき幕を閉じました。朝日新聞
社のバックアップもあり、大変有意義な市民啓発になっ
たと思います。「百寿者万歳」。
　今回の学会運営を振り返りますと、私ども事務局は長
崎にあって大阪での会場をいろいろ想定しながらプラン
を組んで行く難しさがありました。また、大阪のコング
レとの間で予期せぬ連絡ミスもあって、受付の不具合な
ど、参加された会員の皆様には多少の不便を感じさせた
ところもあったかと思いますが、全体としては質のいい
大会運営ができたかと思います。６月５日の朝、８時半、
冒頭の開会の挨拶でも述べましたが、私自身が修士の学
生として老化研究を始めた年に第１回「日本基礎老化研
究会」が東京大学薬学部の記念講堂で開催されました。
山田正篤先生が大会長でした。まだ要旨集が手書きの時
代です。その後、細胞老化の全盛期から寿命遺伝子の発
見、個体老化の重要性の認識から昨今のアンチエイジン
グまで、時とともに基礎老化研究も左右にうねりながら
大きく流れてきたように思います。自分自身もその分老
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【学会報告】

第 36 回日本基礎老化学会を終えて

森　望
長崎大学医学部　神経形態（第一解剖）
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化してきたわけですが、それが今回第 36 回大会となっ
て、その会長を務めさせていただく機会をいただいたこ
とに改めて感謝しています。今後も、基礎老化学会の毎
年の大会が質のいい科学を意識しつつ、会員の心をつな

ぐ科学道場であり親睦の場でも有り続けるよう、また願
わくは最近世界遺産登録されたという「富士山」のよう
に、その裾野がますます広がってゆくよう祈ります。
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　2013 年６月４日〜６日に大阪で開催されました第 28
回日本老年学会総会において、合同選抜ポスターセッ
ション優秀賞を受賞いたしました。タイトルは、「マイ
ネルト核刺激による大脳皮質層特異的な動脈拡張反応」
です。本研究は、約 3 年がかりで発表に至った研究です。
共同研究者の方々、合同ポスターに選出くださった大会
長の森先生、座長してくださった三井先生、理事長の石
井先生はじめ、この研究を応援してくださり支えてくだ
さった先生方との出会いと幸運に恵まれ、このような栄
誉ある賞をいただくことができ、感謝しています。
　私達はこれまで、認知機能に重要なマイネルト核が脳
血流調節に関与することを示してきました。今回、放射
線医学総合研究所と共同で二光子顕微鏡を用いて脳内部
の動脈の反応を解析したところ、マイネルト核の活性化
によって大脳皮質層特異的な動脈拡張反応が起こること
を見出しました。
　マイネルト核の刺激は、血圧に影響を与えずに、また
大脳皮質表面の血管に影響を与えることなく、大脳皮質
の血流を著しく増加させます。従って、脳実質内の血管
が拡張することが予想されていました。しかし、これま
で脳実質内の血管の反応を in vivo で直接観察すること
は困難であり、大脳皮質内部のどの深さにあるどのよう
な血管が拡張して血流増加をもたらすかはわかっていま
せんでした。私達は、最近開発された顕微鏡を用いる事
により、マイネルト核刺激による前頭葉新皮質実質内の
動脈反応をはじめて明らかにすることができました。マ
イネルト核刺激でおこる新皮質における層特異的な動脈

拡張反応は、これまで報告されていたマイネルト核から
新皮質へのコリン作動性線維の分布密度とよく一致して
いました。そして、脳血管拡張作用のある炭酸ガス吸入
刺激の結果とは異なっていました。従って、血管自体の
性質に依存せず、マイネルト核からのコリン作動性血管
拡張システムに特異的な反応であることもわかりまし
た。
　新皮質は 6 層構造ですが、現在の技術の限界により今
回は 5 層中央部（全 1.4 mm のうちの 0.8 mm の深さ）
まで観察しました。1—3 層における反応が振幅も大き
く、潜時も短いことから、血流増加反応の原動力となっ
ていることが示唆されました。マイネルト核からのコリ
ン作動系は、認知機能に欠かせないことが知られていま
す。このような精緻な血管調節が、認知機能を支えてい
るのかもしれません。新皮質が 6 層構造であることは古
くから知られていますが、この構造と認知機能との関係
は必ずしもよくわかっていません。しかし正常老化では
6 層構造を維持しつつバランスよく萎縮するのに対し、
アルツハイマー病では層特異的なニューロン脱落が 2 層
から 3 層でおこることが病理学的に報告されています。
ニューロン機能の層特異性についての報告も最近増えて
おり、近い将来、神経・グリア・血管の新皮質層特異的
活動の生理的意義の全体像が明らかにされるものと、期
待されます。
　詳しい内容や引用文献は、総説に書かせていただきま
した（基礎老化研究本号 p17-p21）ので、ご参照ください。
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【学会報告】

第 28 回日本老年学会総会合同選抜ポスターセッション優秀賞受賞

堀田　晴美
東京都健康長寿医療センター研究所　老化脳神経科学研究チーム　自律神経機能
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　大阪で開催された基礎老化学会に、本学会に初めて参
加する新任助教、ポスター発表する学生 3 名と私、計 5
名で参加した。その学会で感じた点を率直に記したい。
まず、学会場となった大阪大学中之島センターは大阪駅
に近くロケーションが非常に良かった。そのためか参加
者数が例年に比べてやや多く感じた。また、老年病学会
など関連学会との合同開催年は学会場が狭いことが多い
が、広々とした会場で、非常にリラックスした雰囲気で
学会にのぞめた。大隅良典先生（東工大）と鍋島陽一先
生（神戸先端医療センター）という大物 2 名の特別講演、
日韓合同学術シンポジウムおよび市民公開シンポジウム
と学術的にも非常にレベルが高く且つバラエティーに富
んだ内容が企画されていた。私自身スケジュールの都合
上、残念ながら全ての企画に参加できなかったが、非常
によく企画された大会であった。また、懇親会にも特別
講演の先生や韓国からの招待者、市民公開シンポジウム
の演者の先生方も出席され、例年になく盛り上がった。
これらは、大会長である長崎大学神経形態学講座教授、
森望先生の人脈の広さと教室員のご尽力に加え、森先生
のお人柄によるものと、感謝の一言に尽きる。
　一方、いくつかの問題点を感じた。一つは学会長の地
元でない大阪で、長崎大学の森先生が大会長を引き受け
ざるを得なかった点である。それも地方都市ではなく、
開催地は大阪である。関西地区の学会員が少ないことが
図らずとも露呈した形となった。この学会の準備のため
に、森先生や教室員の方が大阪と長崎とを何度往復して
準備されたのか、自分ならとても大会長をお引き受けで
きないと感じた学会員も多かったのではなかろうか。次
に、一般口演もポスターもレベルの高い発表が増え、ま
た質疑応答も活発に行われていたが、質疑においては私

よりご年配の先生方の活躍が目立った。これは逆に我々
の世代を含めさらに若い世代の先生方の参加が少ないこ
とに他ならない。韓国では、今回、招待されてきた研究
者のように様々なテーマで研究する若い世代が大勢育っ
ているのと対照的に感じた。もう一点、多くの韓国の先
生方を招待しているにもかかわらず、時間的な制約もあ
り、議論があまり活発にならなかった。韓国側との関係
があるので、簡単ではないと思うが、個人的には招待す
る人数をもう少し少なくするか、時間的な制約の少ない
基礎老化学会単独開催年に招待すべきではないかと考え
る。
　最後に、今後の学会の発展に示唆に富んでいると感じ
たので、今回初めて学会に参加した者の感想を以下に記
す。老化のメカニズム、老化に関係する基礎疾患やその
病態生理の解明、及び治療を目指した基礎的研究を主と
した基礎老化学会に初めて参加し、比較的小規模な学会
だからこそ焦点を絞った深い議論が繰り広げられていた
点が非常に印象的であった。大規模な学会と比べ、自身
と関連深い研究課題の多くを会場移動に慌てることな
く、網羅的にじっくりと勉強でき、非常に有益であった。
学会参加者には、学会場では非常に精力的で、また懇親
会では気取らない先生方が多く、初参加でも溶け込みや
すい雰囲気で、いわゆるアットホームな素晴らしい学会
と感じた。ただ、基礎的要素が強い学会であるにもかか
わらず若手が少なかったことを残念に思った。若手の活
躍を願い奨励賞等を設けているため、学生も積極的に参
加するようになると更に活発な学会になるのではないだ
ろうか。
　以上、理事会でもいつも問題になるが、学会員、それ
も若手の学会員の増員が急務と感じた大会でもあった。
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【学会見聞録】

第 36 回基礎老化学会に参加して

樋上　賀一
東京理科大学薬学部生命創薬科学科
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