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新編集委員長の挨拶

　６月の名古屋における理事会・評議員会で承認を受け、重本和宏先生の後任として本誌「基礎老化研究」編集
委員会委員長をおおせつかりました。これにともない編集委員会委員も一新し、日本基礎老化学会の未来を担う
精鋭の先生方にお引き受けいただきました。世界的に老化研究の重要性が認識され、活発に研究が進められてき
ています。本誌におきましても、学会員のみならず外部の研究者にも注目されるような学会誌を目指し、幅広く
老化に関連する研究を取り上げと思います。また、広報委員会との連携も密接にし、ホームページを活用し、幅
広い情報発信を行いたいと思います。日本基礎老化学会学会誌「基礎老化研究」を魅力ある学会誌にするために、
皆様のご協力、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いします。

独立行政法人 　国立長寿医療研究センター
本山　　昇

　

新編集委員長へのメッセージ

　このたび基礎老化学会誌の編集委員長が東京都健康長寿医療センターの重本和宏先生から国立長寿医療研究セ
ンターの本山昇先生に交代しました。重本先生には私が理事長になった 2009 年の 33 巻第３号から編集委員長を
お願いし、内容の充実化、編集の効率化、印刷費用の削減などにご尽力いただきました。
　学会と学会員のつながりは総会と同時開催の大会やシンポジウムのときが一番強くなると考えますが、大会や
シンポジウムへの参加は会員の１/ ３ほどにしか過ぎません。普段、会員が学会に魅力を感じるのは学会誌の内
容によるものが大きいと思います。老化の分子メカニズムが明らかになってきたことで個々の研究内容が複雑に
なり、理解に苦労します。また老化は基礎から臨床、ケアマネージメントまで研究領域が幅広く、トランスレーショ
ナルリサーチのように基礎と臨床の領域を跨いだ研究も多くなってきましたので、情報を集めるだけでも苦労す
るようになりました。このような時代に良くまとまっている学会誌の総説やトピックが勉強の大きな助けになり
ます。
　私のような高齢者は本が手元にないと安心できないのですが、若い人たちはインターネット上の情報を抵抗な
く上手く取り入れています。世の中の流れはインターネットですので、学会としてもそれに対応していかなけれ
ばなりません。当面は本とネットの２種類の形で情報を発信していきますが、今後はすべてネットに移行するこ
とになると思います。本山先生には新しい時代の新しい形の魅力ある基礎老化学会誌の発行にご尽力いただけれ
ばと思います。

日本基礎老化学会　理事長　　　　
（東海大学・医学部・分子生命科学）

石井　直明



【日本基礎老化学会賛助会員一覧】
下記の諸団体が賛助会員として本学会を支えています。協力を感謝いたします。

賛助会員は随時募集しております。事務局にお問い合わせください。

あなたの会社も老化研究を支えてみませんか？入会をお待ちしています。
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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３回：１月、５月、９月発行される。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 3,000 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日本基礎老化学会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、該当 PDF ファイルを無料で進呈する。別刷り希望の場合は有料（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（原稿はデジタル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。同時に提出するデジタルファイルは、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（デジタルファイル）
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（手書きのものは受け付けない）。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・海外文献紹介　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：editor@jsbmg.jp



目　　　次

第 36 回日本基礎老化学会シンポジウム
　プログラム・発表抄録　……………………………………………………………………………………… 1
総説
　一酸化窒素（ＮＯ）による生理機能調節とその破綻　
　松本 　明郎 …………………………………………………………………………………………… 11-18
総説
　アルツハイマー病研究の今後の展望　
　斉藤　貴志、西道　隆臣　…………………………………………………………………………… 19-24
総説
　骨格筋のカルニチン代謝と老化　　　
　古市　泰郎、藤井　宣晴　…………………………………………………………………………… 25-29
トピックス　
　ドラッグ・リポジショニングによる認知症治療薬のスクリーニング
　柳井　修一　…………………………………………………………………………………………… 31-34
トピックス　
　ストレス老化シグナルによる解糖系酵素 PGAM のユビキチン化制御　　
　三河　拓己、稲垣　暢也、近藤　祥司　…………………………………………………………… 35-37
トピックス　
　老化関連遺伝子 TARSH の細胞増殖と癌転移における関与
　岩下　雄二、原田　種展、松田　剛典、杉本　昌隆、丸山　光生　…………………………… 39-41
対談
　老化の生物モデルを縦横に斬り、考える！
　三井　洋司、樋口　京一、森　政之、石井　直明、重本　和宏、木村　展之　……………… 43-49
学会報告
　第 37 回日本基礎老化学会大会を終えて　　
　丸山　光生　…………………………………………………………………………………………… 51-52
学会見聞録
　第 37 回日本基礎老化学会に参加して　　
　大澤　郁朗　………………………………………………………………………………………………… 53
学会報告
　基礎老化学会・抗加齢医学会合同シンポジウム見聞録　　
　清水　孝彦　…………………………………………………………………………………………… 55-57
学会報告
　2014 日韓シンポジウム及び韓国基礎老化学会に参加して　　
　岩下　雄二、丸山　光生　………………………………………………………………………………… 59
追悼文
　永井克孝先生を偲んで　　
　遠藤　玉夫　………………………………………………………………………………………………… 61
書評
　『有性生殖論』－「性」と「死」はなぜうまれたのか－　　
　三井　洋司　…………………………………………………………………………………………… 63-64
海外文献紹介
　The metabolite α-ketoglutarate extends lifespan by inhibiting ATP synthase 
　and TOR　　
　石井　恭正　…………………………………………………………………………………………… 65-66
海外文献紹介
　Caloric restriction reduces age-related and all-cause mortality in rhesus monkeys.　　
　千葉　卓哉　…………………………………………………………………………………………… 67-68
海外文献紹介
　Capillary pericytes regulate cerebral blood flow in health and disease　
　渡辺　信博　…………………………………………………………………………………………… 69-70
附
　基礎老化学会サーキュラー　第 100 号



CONTENTS
<REVIEW>
Role of nitric oxide (NO) in health and disease
Akio Matsumoto　 …………………………………………………………………………………… 11-18
<REVIEW>
Research perspectives in Alzheimer's disease
Takashi Saito, Takaomi C. Saido　 ……………………………………………………………… 19-24
<REVIEW>
Carnitine metabolism in skeletal muscle and aging
Yasuro Furuichi, Nobuharu L. Fujii ……………………………………………………………… 25-29

表紙：アミロイド病理の比較
既存のアルツハイマー病（AD）モデルマウスとして頻用されてきた APPトランスジェニックマウス

（APP-Tg）は、アミロイドβペプチド：Aβx-40 種が主に脳内に蓄積するマウスであった。しかし近年、
Aβx-40 は病理形成に対して保護的に作用する善玉とも考えられている。一方、APP ノックインマ
ウス（APP-KI）は、AD 患者の脳の病理と同様に神経毒性の高い（悪玉の）Aβx-42 種が主に蓄
積しており、患者に類似した病理を呈する新規 AD モデルマウスとして有用である（19 ページ（総説）
参照）。



－ 1 －

第 36 回　日本基礎老化学会シンポジウム

日本基礎老化学会－日本ミトコンドリア学会 Joint Meeting
－ミトコンドリアと老化の接点を考える－

【日時】平成 26 年 10 月 25 日（土）　13 時～ 17 時 10 分

【会場】東海大学　高輪キャンパス　２号館講堂

　日本基礎老化学会初の試みとして、日本ミトコンドリア学会との Joint Meeting として開催することにな
りました。老化研究の全体像を把握していただくために、最初に基礎老化学会の重鎮である三井洋司先生に
Overview をお願いしています。基礎老化学会側から石井恭正先生、樋上賀一先生、ミトコンドリア学会側から
柳茂先生、太田成男先生、松田憲之先生と、今活躍されている先生方に講演をお願いしています。ミトコンドリ
アの機能が老化に深く関係していることはすでに明白になっていますが、詳細はまだ明らかになっていません。
さらに研究を発展させるためには２つの学会の交流が必要と感じ、今回の企画を考えました。ミトコンドリアと
老化の接点を知る絶好の機会だと思いますので、多くの方に参加していただきたいと思います。

参 加 費：無料

懇 親 会：シンポジウム終了後に高輪キャンパス内食堂にて懇親会を開催します。
 会費　3,000 円　必ず事前登録をお願いします。

参加登録：シンポジウム・懇親会にご参加いただくには事前登録をお願い致します。必要事項を明記の上、事務
局の辛島由希子（yukikokarashima@tokai-u.jp）までご連絡ください。

 必要事項　（件名に基礎老化学会シンポジウム、氏名、所属機関、電話番号、メールアドレス、日本基
礎老化学会・日本ミトコンドリア学会会員の方は会員であることを明示してください）

会場へのアクセス

　品川駅の高輪口を出て第一京浜国道を横断し左手に進み、レストラン「つばめグリル」の前から、高輪ルート
の「ちいばす」が約 20 分おきに出ています（料金 100 円）。
　降車は「高輪小学校前」、乗車は高輪キャンパス前の「高輪２丁目」が便利です。「高輪小学校前」

から進行方向に 100m くらい進むと高輪キャンパスの門があります。「高輪２丁目」は付属高輪台高校の前で下

車になるので、道を戻ります。詳しくは「ちいばす」の高輪ルートで検索してください。

　　　　　http://www.fujikyu.co.jp/express/community/map/takanawa.html

世 話 人：〒 259-1193　神奈川県伊勢原市下糟屋 143
 東海大学医学部基礎医学系分子生命科学
 石井直明　　　

電話：0463-93-1121　内線 2651　　E-mail:  nishii@is.icc.u-tokai.ac.jp
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大講堂入口
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13：00 ～ 13：10

「はじめに」

石井　直明（東海大学・医学部・基礎医学系・分子生命科学）

座長：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）

13：10 ～ 13：45（発表 25 分、質疑 10 分）
「老化研究における Mt の接点と離点：老学徒からの新視点」

三井　洋司、高橋　知子（国際科学振興財団・バイオ研究所、徳島文理大学・香川薬学部）

13：45 ～ 14：20（発表 25 分、質疑 10 分）
「ミトコンドリアユビキチンリガーゼ MITOL による老化制御機構」

柳　茂、徳山　剛志、武田　啓佑、稲留　涼子、長島　駿（東京薬科大学・生命科学部・分子生化学研究室）

14：20 ～ 14：55（発表 25 分、質疑 10 分）
「ミトコンドリア複合体 II 電子伝達異常に起因する酸化ストレスと生体の加齢変容」

石井　恭正 1、宮沢　正樹 1、安田　佳代 1, 2、石井　直明 1

（1 東海大学・医学部・分子生命科学、2 東海大学・生命科学統合支援センター）

14：55 ～ 15：15　休憩

座長：清水　孝彦（千葉大学大学院医学研究院・先進加齢医学）

15：15 ～ 15：50（発表 25 分、質疑 10 分）
「ミトコンドリア活性酸素の実時間計測、酸化ストレス亢進マウスの作製、新概念の抗酸化物質としての水素」

太田　成男、上村　尚美、Alexander M. Wolf、井内　勝哉、西槙　貴代美、一宮　治美、横田　隆、
中嶋　裕也

（日本医科大学大学院・加齢科学専攻・細胞生物学分野）

15：50 ～ 16：25（発表 25 分、質疑 10 分）
「カロリー制限における Srebp1c を介したde novo 脂肪酸合成とミトコンドリアバイオジェネシス、酸化スト

レスの関連」

沖田　直之、成田　匠、藤井　波木、須藤　結香、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）

16：25 ～ 17：00（発表 25 分、質疑 10 分）
「膜電位を指標に用いるミトコンドリアの品質管理とパーキンソン病」

松田　憲之（公益財団法人 東京都医学総合研究所・蛋白質リサイクルプロジェクト）

17：00 ～ 17：10

「終わりに」

遠藤　玉夫（東京都健康長寿医療センター研究所　副所長）
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老化研究における Mt の接点と離点：
老学徒からの新視点　

三井　洋司、高橋　知子
国際科学振興財団・バイオ研究所、　徳島文理大学・香川薬学部

　基礎老化研究では、多様な生物モデルを用いて、各々の老化・寿命のメカニズムを解明しつつ、
進化上の起源や生物間に共通する概念や機構の仮説を検証し、介入方法を検討する。更にヒト特
異な老化・寿命を把握し、その制御可能性を提示するものと、考える。
　しかし現代の風潮は、病的老化を意識し、健康寿命の延長を目指す実利的な研究が推奨され、
それに基礎研究者も靡く傾向だ。
　老化とミトコンドリアとの接点は、１）加齢と共に Mt の機能が衰退する　２）電子伝達系の
不備で生じる電子の過剰な遺漏が強い酸化ストレスを生めば、臓器障害と短寿命化を招く、３）
Mt 遺伝子の変異が老化関連疾患に関わり、また長寿傾向の SNIP も知られる。
　これらの知見が、Mt の機能を亢進させて、若返りの達成を謳い、生理的老化の Mt 原因説への
根拠とするならば、大きな誤解であろう。
　老化との離点は多数有る。Mt 遺伝子は変異し易い、しかしマイトファージと相補的機能補償の
仕組みは、変異 Mt の増幅を防ぐ。特異な Mt 病は生じ得ても、普遍的な老化現象の原因にはなり
得ない。
　Ｍ t の数・分裂や品質管理の精度は、体細胞の機能 Needs に沿って一様でなく、加齢に伴う減
少も Needs に応じた Mt の反応であろう。
　過剰な酸化ストレスは、臓器障害を来すが、消去システムの誘導や Redox 平衡による代謝制御
の発達は、生物進化を踏まえた生理的な応答であり、活性酸素が生理的な老化の原因では無いで
あろう。
　老化の Mt 説は、酸素利用によるエネルギ—産生に伴う有害な活性酸素の必然的な発生が、生
命維持に伴う老化の必然性と呼応した経緯が有る。Mt は６億年も前に細胞内に共生し、変異を繰
り返し、過酷な環境変動に適応を積み重ね、進化して来た。生理的に体細胞との共存共栄が進化
上の原理である。ストレスである食餌、酸素、温度、放射線、運動の老化原因説も、同様の進化
圧と適応の視点から見ると同じ誤解を生んでいる。そこに共通する問題と Redox 平衡に依る幹細
胞の制御について基礎研究者の新しい視点から詳述する。

Keyword：Mt 変異、老化機序、進化圧と適応、病的老化、生理的老化、ストレス、Redox 平衡、
幹細胞 
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ミトコンドリアユビキチンリガーゼ MITOL による
老化制御機構

柳　茂、徳山　剛志、武田　啓佑、稲留　涼子、長島　駿
東京薬科大学・生命科学部・分子生化学研究室

　ミトコンドリアは融合と分裂を繰り返しながら微小管に沿って動的に移動している。このよう
なミトコンドリアダイナミクスの破綻は、ミトコンドリアの機能低下を誘発し、エネルギー産生
の低下や活性酸素種（ROS）の産生を増加させて、老化の促進や神経変性疾患などさまざまな病
態を引き起こす。
　私たちはミトコンドリア外膜を４回貫通する新規膜型ユビキチンリガーゼ MITOL を発見し、
MITOL がミトコンドリア分裂因子である Drp1 を制御することによりミトコンドリアダイナミ
クスを調節していること（EMBO J. 2006）、および MITOL がミトコンドリアに蓄積する変性タ
ンパク質の分解を促進することより、ミトコンドリアの品質管理機構に関与していることを示し
た（Mol. Biol. Cell 2009, Mitochondrion 2011）。また、MITOL は一酸化窒素によって S- ニトロシ
ル化された MAP1B-LC1 を特異的に認識し、ユビキチン・プロテアソーム経路を介して分解を促
進することにより、MAP1B-LC1 の過剰蓄積によるミトコンドリア機能不全を防御していること
を明らかにし、ミトコンドリアによる新しい酸化ストレス防御機構の存在を示唆した（Proc. Natl. 
Acad. Sci. USA 2012）。さらに最近、MITOL がミトコンドリア融合因子である Mitofusin2 を活性
化することにより、ミトコンドリアと小胞体との接着構造とカルシウム動態を制御していること
を見出した（Mol. Cell 2013）。
　このように MITOL はミトコンドリアダイナミクスの制御に重要な役割をしていると考えられ
るが、MITOL の生体内における生理的重要性については未だ不明な点が多い。興味深いことに、
MITOL は老化が進むにつれて発現量が低下することや MITOL 欠損によりミトコンドリアの活性
酸素産生量が増大することが観察されており、MITOL と老化との関連性が示唆されていた。
　本シンポジウムでは MITOL 欠損による活性酸素の産生増大機構と、MITOL 欠損マウスの表現
系解析により明らかとなった MITOL と老化との密接な関連性について報告する。

Keyword：活性酸素種、ミトコンドリア、皮膚老化、心不全、アルツハイマー病、神経変性疾患
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ミトコンドリア複合体 II 電子伝達異常に起因する
酸化ストレスと生体の加齢変容

石井　恭正 1、宮沢　正樹 1、安田　佳代 1, 2、石井　直明 1

1 東海大学・医学部・分子生命科学、2 東海大学・生命科学統合支援センター

　酸化ストレスと老化の研究は、1956 年に Denham Harman 博士がフリーラジカル説を提唱した
頃、あるいは、その説がミトコンドリア説（ミトコンドリア酸化ストレス傷害を老化の原因とす
る説）へと展開された 1972 年頃に本格化した。
　我々の研究グループは、1974 年に線虫C. elegans を用いた生体モデル研究をスタートし、1998
年に老化の原因となる酸化ストレスの発生源がミトコンドリア電子伝達系異常にあることを世界
に先駆けて報告した。詳しくは、酸化ストレス高感受性の短寿命変異体（mev-1）が、ミトコンド
リア電子伝達系複合体 II サブユニット SDHC のアミノ酸点変異異常（線虫 G71E、ハエ I71E, マ
ウス V69E）を有し、部分的な電子伝達阻害を生じることで過剰な活性酸素種を産生し、短寿命と
なっていることを報告した。その後、mev-1 変異体を模した高等動物モデル（ハエ・マウス）の
作製に尽力し、細胞内酸化ストレス傷害に起因する生体機能変化を明らかにしてきた。培養細胞
モデルにおいて、ミトコンドリア電子伝達系の異常は、生体組織の老化原因となる過剰なアポトー
シスを誘導する一方で、高頻度に DNA 変異を生じ良性腫瘍の形質を保持した腫瘍細胞への形質
転換を誘導することを報告した。また同様に、マウス個体において、ミトコンドリア電子伝達系
の異常は細胞増殖が盛んな胎生期から成熟期にかけて過剰なアポトーシスを誘導することで発生
個体の一部を胎性致死、その他の個体を低出生体重仔とし、性成熟に至るまで成長遅延を起こす
ことを報告した。
　近年、生体成熟後の表現型解析に尽力し、ドライアイなどの加齢性角膜障害・習慣流産・加齢
性記憶障害・炎症の慢性化などミトコンドリア酸化ストレスに起因する生体の加齢現象を明らか
にしつつある。さらに、エネルギー代謝主要臓器でのメタボローム解析を実施し、若齢期で異化
の代謝亢進や抑制性神経伝達物質アミノ酸代謝の抑制など、自律神経制御の変容を想起する結果
を得た。
　本講演では、これら未発表の解析結果が『ミトコンドリア酸化ストレスに起因する生体の加齢
変容の根本には、若齢期からの自律神経制御の変容がある』ことを示唆している可能性を踏まえ、
今後の当該モデル解析で期待される成果について考察したい。

Keyword：ミトコンドリア、酸化ストレス、老化、エネルギー代謝、自律神経制御、神経伝達物質、
 アミノ酸代謝
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ミトコンドリア活性酸素の実時間計測、酸化ストレス亢進マウスの作製、
新概念の抗酸化物質としての水素

太田　成男、上村　尚美、Alexander M. Wolf、井内　勝哉、
西槙　貴代美、一宮　治美、横田　隆、中嶋　裕也

日本医科大学大学院・加齢科学専攻・細胞生物学分野

　今回は、ミトコンドリアの活性酸素に関する３つのトピックスを紹介する。
（1）活性酸素の寿命は短く、直接観測することは困難である。H2O2 が結合すると蛍光波長が変化

する GFP(roGFP) 遺伝子を組み込んだ遺伝子組み換えマウスを作製し、個体レベルで酸化ス
トレスを実時間で計測することを可能にした。さらに、roGFP にミトコンドリア移行シグナ
ルを結合することにより、ミトコンドリアとサイトゾルの酸化ストレスを区別して計測する
ことを可能にした。皮膚に UVA を照射するとミトコンドリアの酸化ストレスのみが亢進した。
また、青色光によっても酸化ストレスの上昇が観察された。

（2）ミトコンドリアに局在する ALDH2（アルデヒド脱水素酵素２）は、過酸化脂質由来のアルデ
ヒドを解毒することによって、酸化ストレスの防御システムとして機能することを明らかに
した。ALDH2 のドミナントネガティブ変異を導入し、酸化ストレス亢進マウス（DAL マウ
ス＝ Dominant negative ALdehyde dehydrogenase mutant mice）を作製した。脳で DAL を
発現させたマウスは、アルツハイマー病に類似の病態によって、加齢に伴い神経変性が進行し、
記憶力が低下した。一方、心筋で DAL を発現させたマウスは、心筋梗塞による虚血再灌流障
害に対して酸化ストレス耐性となった。このメカニズムとして、アルデヒドが、eIF2αのリン
酸化を介して、Atf-4 を活性化し、セリン合成系を上昇させ、グルタチオンの上昇をもたらす
ことを明らかにした。

（3）分子状水素（H2）は、細胞内で・OH ラジカルや ONOO– と直接反応して消去した。とくに、
低濃度では脂質のラジカル連鎖反応を抑制することによって細胞を酸化ストレスから保護し
た。しかし、細胞内シグナルとして機能する・O2

–、NO、H2O2 とは反応しない。さらに、間
接的に Nrf2 を活性化して酸化ストレスを軽減する。H2 は、水素ガスの吸引や H2 を溶解した
水（水素水）を飲用することによって、容易に摂取可能である。H2 の拡散速度が速いので、
効果的な抗酸化作用を発揮し、副作用がない。ほとんどの酸化ストレス障害が関与するモデ
ル動物を改善した。さらに、抗炎症作用やエネルギー代謝促進効果など多くの機能を発揮した。
また、臨床試験では、パーキンソン病やリウマチ患者を改善している。

Keyword：活性酸素、ミトコンドリア、実時間計測、ALDH2、酸化ストレス耐性獲得、抗酸化作用、
分子状水素
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カロリー制限における Srebp1c を介したde novo 脂肪酸合成と
ミトコンドリアバイオジェネシス、酸化ストレスの関連

沖田　直之、成田　匠、藤井　波木、須藤　結香、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

　長期の摂取カロリーの制限（CR）は、様々な老化現象や加齢に伴って発症する疾患を抑制し、
平均および最大寿命を延伸する。このような CR のメカニズムに関して、成長ホルモン（GH）/
インシュリン様成長因子 1（IGF-1）シグナルの抑制やサーチュインの活性化の関与などが示唆さ
れているが、その詳細は未だ不明な点が多い。我々は CR 動物の精巣周囲白色脂肪組織（WAT）
において、摂食状態に関わらず、GH/IGF-1 シグナル非依存的に、脂肪酸合成系の主要な転写因子
である sterol regulatory element binding protein 1c（Srebp1c）およびそれに制御される脂肪酸
合成関連タンパク質発現が顕著に増加することを見出し、CR による WAT での代謝のリモデリン
グに Srebp1c が重要である可能性を報告した（Okita, et al., Mech Ageing Dev, 133:255-66, 2012; 
Chujo et al., Age, 35:1143-56, 2013）。
　本研究では、CR の有益な効果における Srebp1c の役割および重要性を明らかにするために、
CR が 8 ～ 10 ヶ月齢 Srebp1c ノックアウト（KO）および野生型（WL）マウスに及ぼす影響
を、比較、検討した。WL の WAT では、CR により脂肪酸合成関連タンパク質発現のみならず、
PPAR gamma coactivator 1α（Pgc1α）や Sirt3 発現、ミトコンドリア DNA およびミトコンドリ
ア関連タンパク質発現の増加、クエン酸合成酵素活性の増加などが観察され、ミトコンドリア生
合成は亢進した。また TBARS 量の減少、GSH 量および GSH/GSSG の増加、アコニターゼ活性
の増加などが観察され、酸化ストレスは抑制された。このような CR に伴う変化の多くは、肝臓
や腎臓、心筋、骨格筋など WAT 以外の組織では観察されなかった。一方、KO では WAT にお
ける CR に伴う変化は、減弱もしくは観察されなかった。さらに WL では CR により平均および
最大寿命が延伸したが、KO では延伸しなかった。
　以上より、CR 条件下の WAT 限定的に、Srebp1c が脂肪酸合成のみならず、Pgc1 αや Sirt3 発
現増加を介してミトコンドリア生合成を活性化し、かつ酸化ストレスを抑制することが明らかに
なった。加えて、CR の抗老化・寿命延伸効果に Srebp1c が重要な役割を果たすことが示唆された。

Keyword：カロリー制限、脂肪組織、Srebp1c、ミトコンドリアバイオジェネシス、de novo 脂
肪酸合成、酸化ストレス
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膜電位を指標に用いるミトコンドリアの
品質管理とパーキンソン病

松田　憲之
公益財団法人 東京都医学総合研究所・蛋白質リサイクルプロジェクト

　パーキンソン病の発症にはミトコンドリアの機能不全が関与することが古くから提唱されてい
たが、その分子レベルの理解は遅れていた。近年、遺伝性劣性パーキンソニズムの原因遺伝子で
ある PINK1 や PARKIN（北田ら , Nature 1998）に関して精力的に研究が進められて、両者がミ
トコンドリア品質管理に関わることが明らかになりつつある。つまり、ミトコンドリアの膜電位
が低下してその機能が異常になると、PINK1 と Parkin がそこに集積し、PINK1 依存的に Parkin
が活性型ユビキチン連結酵素 ( 基質にユビキチンを付加する酵素：E3) に変換されて、ミトコンド
リア外膜上の基質をユビキチン化して、異常ミトコンドリアを分解に導く（松田ら , JCB 2010）。
両者はいわば“膜電位の低下に応答するミトコンドリア排除因子”であり、その機能が破綻する
とミトコンドリア品質が低下して、遺伝性劣性パーキンソニズムを引き起こすと考えられる。し
かしながら PINK1 が Parkin を活性化するメカニズムは不明であった。
　2012-13 年に演者らや順天堂大学の服部博士らの研究グループは PINK1 が Parkin をリン酸化
することを見出した（柴ら , Sci Rep. 2012; 井口ら , JBC 2013）。しかしながら Parkin のリン酸化
模倣変異体が E3 酵素として機能するためには、依然として PINK1 が必要であり、Parkin 以外に
も PINK1 の重要な基質が存在することが示唆された。そこで演者らは未知の PINK1 基質の同定
に挑み、ユビキチンが PINK1 の基質であることを見出した。重要なことに、Parkin とユビキチ
ンの両者にリン酸化を模倣するような変異を導入して細胞内に共発現すると、PINK1 を欠いた条
件下でも Parkin の E3 機能が活性化された。この Parkin の活性化に際してリン酸化ユビキチンと
Parkin の E3 酵素活性中心との結合は不要であり、アロステリックな活性化機構であることが示
唆される。
　一連の結果は、リン酸化ユビキチンが PINK1 の下流で働く Parkin 活性化因子であることや、
患者由来の PINK1 変異体では Parkin とユビキチンのリン酸化が行われずに異常ミトコンドリア
が排除されない為に、パーキンソニズムが発症することを示唆している（小谷野ら , Nature 510, 
pp162-6, 2014）。今後は、この Parkin 活性化機構の全貌を分子レベルで明らかにしたい。

Keyword： 膜電位、ミトコンドリア、PINK1、Parkin、酸化ストレス、神経変性疾患、パーキン
ソン病
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１．はじめに
　地上に上がった生命体は、酸素呼吸を行なうことによ
り効率的な生体エネルギーの産生が可能となり、活発な
生命活動を営む様になった。ATP 産生を担うミトコン
ドリアは、必要量を充足するのに十分な酸素供給が常に
受けられることを前提として機能しているため、ごく短
時間でも酸素供給が遮断されることは、生命機能を直接
脅かすことになる。一方、ミトコンドリア電子伝達系に
おける ATP 産生のための電子利用率は 100% ではなく、
一部が電子伝達系路外へ漏出し酸素と反応し、活性酸素
種（ROS）の代表格であるスーパーオキシド（O2

-）を
生成してしまう [1]。こうして酸素毒という概念がうま
れ、種々の疾患や老化における活性酸素種の障害性に関
する研究が進められるとともに、ROS 消去系の解明が
進められていった。このような中、ROS と同様に高い
反応性を有する一酸化窒素（NO）が生体内において恒
常的に産生され、サイクリック GMP（cGMP）濃度を
変化させる事により様々な機能変化（たとえば血管弛緩
反応）を引き起こす事が発見された [2–4]。後にノーベ
ル医学・生理学賞（1998 年）が授与された NO の生理
作用に関する研究は、生体におけるガス状分子の役割に
ついての研究に大きな道筋を開いたといえる。すなわち、

生体内で産生される二酸化炭素・アンモニアなどをはじ
めとしたガス状分子（注：定常状態において気体として
存在する）は、生体内から排除されなければならない物
質として認識されてきたが、NO は生理的恒常性の維持
に必須な分子であることが明らかにされたことは画期的
であった。その後の研究から、NO のみならず一酸化炭
素（CO）[5] や硫化水素（H2S）[6] も生体内で産生され
生理的な機能を発揮するために用いられている事が明ら
かにされ [7]、ガス生物学（Gas Biology）分野の幕が上
げられた。さらにその後、分子状水素（H2）の治療的効果・
機序 [8,9] について次第に明らかにされるなど、現在も
新たな分子の参画が続いている分野である。NO 研究か
ら得られた知見は、他のガス状分子の機能解析に演繹さ
れ、NO との相違を検討する事から新たな反応性・作用
機序などが明らかされるなど、NO はガス状分子の生理
機能を検討する上でプロトタイプ（模範分子）としての
役割を有している [10]。 

２．生体における NO の産生
　NO は周期律表の隣り合った元素である窒素と酸素が
共有結合した分子であるため、必然的に最外殻の電子軌
道に不対電子が生じる。この不対電子が NO の高い反応
性の原因となっているが、同時に NO は不安定であり扱
い難い原因でもある。大気中においても高温環境（1600 
ºC 以上、たとえば雷放電）においては、大気中の窒素
と酸素の反応によって NO が生成されるが、主な発生源
は化石燃料の燃焼に伴うものである。しかし、大気中で
は酸素と反応し亜硝酸（NO2）や硝酸（NO3）などのい

基礎老化研究 38（3）; 11－18 , 2014

【総　　説】

一酸化窒素（ＮＯ）による生理機能調節とその破綻

松本　明郎
千葉大学大学院・医学研究院・薬理学

要約
　一酸化窒素（NO）が血管内皮由来弛緩因子（EDRF）として作用していることが報告され
て以来、NO の中枢や末梢組織における生理作用や、発生から老化に至る時間軸に沿った役
割が明らかにされ、NO は生理的に必須のガス状分子である事が確認された。NO は cGMP
やタンパク質のニトロシル化反応を介して生理活性を示すが、NO 産生の低下や無秩序な
NO の作用は病態形成へつながることも知られている。各種病態や老化への NO の関与が明
らかにされるにつれ、NO を臨床現場で治療や検査に用いる試みが進められる様になってい
る。本稿では、NO の様々な作用機序を生物化学的にも紹介し、生理的恒常性の維持に関わ
る NO と病態・治療への関わりについて紹介する。

キーワード： Nitric oxide（NO），Reactive oxygen species （ROS），cGMP, S -nitrosylation, 
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わゆる NOx に変換され、生理的な有用性を失う。その
ため生体における NO の作用は、体内で産生された NO
により生じるものと考えられている（図１）。

　生体内での NO 産生は NO 合成酵素（NOS）による
L －アルギニンから L －シトルリンへの変換反応の副
産物として生じる。NOS には３種類あり、主な発現部
位やカルシウム依存性により神経型（nNOS）、誘導型

（iNOS）、内皮型（eNOS）の３種類に分類される（図２）。
nNOS と eNOS は恒常的に発現しており、生理的な作用
を生じる NO の発生源となっていると考えられている一
方、iNOS はマクロファージなどの貪食細胞が殺菌能を
示す際に必要となる大量の NO を産生するために必要と
される。このように生体内においては、NOS から産生
された NO が隣接した部位において作用を示すことが基
本的な作用機序として考えられている。
　NO 産生量は、NOS のアイソフォームごとに異なっ
た因子により制御されている。例えば恒常的に発現が認
められる eNOS や nNOS は細胞内カルシウム濃度に反

応して活性化される。そのため、eNOS は血管壁に対す
るずり応力の変化に反応して NO 産生量を増大させるこ
とが知られている。そのため軽度の運動などを行ない血
流量が増加するとずり応力が増大し、血管内皮細胞から
の NO 産生が増大する。また、内皮細胞表面に存在す
る HDL 受容体やエストロゲン受容体に対する刺激は、
PI3K-Akt 経路を活性化し eNOS タンパク質のリン酸化
を介した活性化を生じさせる [10]。また nNOS は神経系
に存在している事から、NMDA 受容体刺激などにより
連鎖的な活性化をうけ、比較的大量の NO を産生するこ
とも知られている。誘導型の遺伝子発現を示す iNOS は
通常状態における発現量は低く抑えられているが、リポ
多糖や IFN- γなどのサイトカイン刺激により発現が誘
導され、極めて大量の NO 産生を生じさせることになる。
そのため、恒常的な eNOS や nNOS に由来する NO 濃
度と iNOS に由来する NO では局所における濃度が大き
く異なっていることが知られており、その作用対象が必
然的に異なってくる原因ともなっている。
　一方、腸管内においては多くの細菌が常在しているが、
それらの細菌も NO 合成能力を有するものがあり、腸内
細菌も生体内における NO 産生源の一つとして考えるこ
とも出来る [11]。生理的な意義・作用については不明で
あるが、今後の研究が期待される分野であろう。 

３．生理的な NO の作用機序
　血管をいったん収縮させた後にアセチルコリンなどを
作用させると、血管弛緩反応が濃度依存性に認められ
る。この反応は血管内皮細胞が存在しないと生じないこ
とから、内皮細胞由来の血管弛緩因子（EDRF）が放出
されると考えられてきた [2]。その後の研究から NO が
EDRF であり、内皮細胞に隣接した血管平滑筋細胞内
へ拡散し可溶性グアニル酸シクラーゼ（sGC）を活性化
することにより血管弛緩反応を引き起こしていることが
明らかにされた。この様に、NO の作用機序は cGMP を
介した経路と考えられてきた。
　一方、ODQ（1H-[1,2,4] oxadiazolo [4,3-a] quinoxalin-1-
one）などの sGC 阻害薬を用いて cGMP 産生量を抑制し
ても残存する NO 依存性の反応が存在することなどか
ら、cGMP を介さない NO の作用機序の存在が示唆され
た。ヘムタンパク質である sGC の活性化は、活性中心
のヘム鉄に対して NO が配位することにより生じるが、
この NO の配位反応をニトロシル化（コラム参照）とい
う。NO が遷移金属に対して配位結合することは NO の
消去系とも考えられているヘモグロビンと NO の反応
からも明らかであるが、システインのチオール基（SH）
に対して NO が配位し、S －ニトロシル化（SNO 化）修
飾反応を起こす [12]。この SNO 化反応は、可逆的なタ
ンパク質の翻訳後修飾としてシグナル伝達系、ならびに
制御系として作用している事が知られている。遺伝子発
現のエピジェネティック制御に重要な役割を果たしてい
るヒストン脱アセチル化酵素（HDAC-2）は nNOS によ
り SNO 化修飾を受け酵素活性が抑制される。この SNO
化による抑制は、発生段階における脳神経細胞の遊走・

ニトロ化

ニトロシル化

一酸化窒素 NO

X-NO

X-NO2

Cysteine-S:NO

Tyrosine-C:NO2

ニトロソアミン アミノ酸-N:NO2

窒素酸化物 NOx (NO2, NO3, N2O,etc.)

図１

図１　一酸化窒素（NO）に関する用語
一酸化窒素はアミノ酸と反応し様々な修飾を生じる。
ニトロシル化は恒常的な NO 産生により形成され生理
的な機能発現に関わるが、高濃度の NO により形成さ
れるニトロ化修飾やニトロソアミンの形成は病的な意
義が強い。ニトロシル化はシステインチオール基（SH）
に NO が配位する S －ニトロシル化反応の他に遷移金
属に対して NO が配位するものもある。

NO

L-Arg L-Cit

1. nNOS (neuronal) 
2. iNOS (inducible) 
3.     eNOS (endothelial)

NO2  NO3

O2

NO合成酵素(NOS)

図２

図２　生体内での NO 合成
生体には NO 合成酵素（NOS）が３種類存在し、いず
れもアルギニンをシトルリンへ変換する過程で NO を
産生する。産生された NO は酸化を受け、亜硝酸・硝
酸へと変化するものが多い。
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接合を維持するために必須であることが知られている
[13,14]。
　SNO 化は酵素活性の制御に加え、受容体シグナル・
タンパク質相互の複合体形成・細胞内局在・転写因子活
性・ユビキチン化など細胞内におけるシグナル伝達のほ
ぼ全てに関与することが明らかにされてきた。その結果、
細胞内シグナル調節の代表であるリン酸化と同等の範囲
にわたり SNO を介したシグナル伝達制御系が作用して
いる事が明らかにされた [10]。 

3.1　SNO 化の特異性と脱 SNO 化
　SNO 化は、対象となるタンパク質の特定のシステイ
ンだけが修飾を受け、不特定のシステインや他のアミノ
酸が標的になるわけではない。タンパク質に存在する多
数のシステインの内で、周囲のアミノ酸配列により決
定されるチオール基の反応性（pKa）や NO 供与体とな
る物質に対するアクセスの容易さ、さらには SNO 化が
生じた後での構造変化の影響など様々な因子が複合して
SNO 化修飾が生じるシステインが決められている。こ
れまで多くの SNO 化修飾を受けるタンパク質が同定さ
れてきたが、SNO 化が生じるシステインは一カ所であ
るものが多い（図３）。
　NO が産生されると周囲のタンパク質に SNO 化修飾
が生じるわけではない。NO 産生に伴いグルタチオン

（GSH）やシステイン（Cys）が SNO 化を受け GSNO や
CysNO と呼ばれるニトロシル化システインが形成され、
SNO ドナーとなる。これらの SNO ドナーが次いでタ

ンパク質と会合し NO を受け渡す（Transnitrosylation）
ことによりタンパク質の SNO 化が生じると考えられて
いる [10]。
　一方、SNO 化による作用を停止させるための SNO 修
飾の除去（脱 SNO 化：denitrosylation）機構も可逆的
なシグナル伝達系を形成するために重要である。生体内
におけるレドックス状態の維持にはグルタチオンやチオ
レドキシンが重要であることがよく知られているが、チ
オレドキシンは脱 SNO 化反応を起こす。SNO 化修飾の
生成・分解に関する制御系は確立されており、他の酸化
修飾をはじめとした ROS による修飾反応とは異なった
可逆性をもつ [15]。

3.2　ニトロ化
　NO の生理活性は cGMP または SNO 化反応によるも
のに大別される。しかし、NO による化学修飾としては
亜硝酸（NO2）を付加するニトロ化反応が一般的に知ら
れた反応である（高校化学でも履修する）。生体内にお
いてもニトロ化反応は生じ、おもにチロシンなどの芳香
族アミノ酸に生じることが知られているが、大量の NO
が産生された場合に限られる。すなわち炎症反応など
に伴う iNOS の発現誘導により大量の NO が産生された
組織に認められる反応であるため、一般的には炎症な
どの病態形成の指標として用いられてきた。それでは、
cGMP の増加やタンパク質の SNO 化修飾に対して、ニ
トロ化反応だけが病態形成に結びついているのであろう
か。答えはそれほど単純なものではないことが次第に明

特異的なSNO化修飾の例

GRK2

Cys340

SNO化標的タンパク質 SNO化標的 
システイン総システイン数

GRK2
Cys340

15 cysteines

Ryanodine Receptor
Cys3534

100 cysteines

NF-kB (p65)
Cys38

9 cysteines

図３　SNO 化修飾の特異性
SNO 化修飾はシステインに対して普遍的に生じる反応ではなく、タンパク質分子中の特定のシステインにの
み生じる反応である。たとえば GRK2 には 15 個、リアノジン受容体には 100 以上、転写因子の NF-kB（p65
サブユニット）には９個など多数のシステインが存在する。しかし、SNO 化修飾を受ける対象となるシステ
インはそのうちの１つに過ぎない（右表）。さらに SNO 化反応は可逆的な反応であるため、細胞内のシグナ
ル伝達系・制御系として作用する。左図は GRK2 の SNO 化修飾の標的となるシステインを立体構造モデル上
で示した。
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らかになってきている。これまでアミノ酸などに対する
ニトロ化修飾は NO による障害性の指標とされてきた
が、ニトロ化修飾された cGMP（8-nitro-cGMP）が生体
内に広く存在し、タンパク質のS －グアニル化修飾を
引き起こしていることが報告されて以来 [16,17]、ニトロ
化には障害性の指標以外の側面があると考えるべき状況
になっている。今後の研究成果が待たれる分野であろう。

４．病態形成と NO
　NO の産生または作用の異常が関連する疾患として
は、循環器疾患を始めとして多くのものが知られている
が、NO のみが発症原因になっている疾患はほとんど知
られてはいない。存在感を感じない NO であるが、無く
なって初めてその存在価値を認識する正に「空気の様な」
存在である。
　血管内皮細胞由来の NO が血圧調節に重要である事
は、eNOS 欠損マウスの体血圧が野生型マウスに比較し
て高いことからも理解されるが、ヒトの高血圧が血管内
皮細胞からの NO 産生不足により発症しているわけでは
ない。しかし、血管内皮細胞から産生される NO が様々
な血管病態に関連している事は事実である。例えば、加
齢や動脈硬化、糖尿病に関係する血管弛緩反応の減弱は、
血管内皮細胞機能の減弱から理解することも可能であろ
う。加齢に伴う eNOS タンパク質発現量の減少や女性
ホルモン分泌低下にともない生じる eNOS 活性化刺激
の減弱、動脈硬化にともなう eNOS タンパク質発現の
減少や周囲組織へ浸潤したマクロファージなどによる
ROS 産生の増加が NO の生物活性を減弱させ、高血糖
は eNOS タンパク質のアンカップリング（通常は二量
体で活性を示す eNOS タンパク質が単量体化し、NO 産
生に用いられるべき電子が行き場を失い ROS 産生にま
わってしまう）を引き起こし NO 産生が減少するのに加
え、ROS 産生により NO の生理活性をさらに低下させ
るなどの機構が想定される [18,19]。また、血管内皮細胞
からの NO 産生は血管平滑筋細胞の増殖を抑制する作用
を有することも知られており、血管内皮細胞の欠損は平
滑筋細胞の増殖を引き起こし、血管内腔の狭窄を引き起
こす原因ともなる [20]。さらに、加齢に伴う血管の可塑
性が低下する機構として、組織トランスグルタミナーゼ

（TG2）活性の増大が検討されている。TG2 は血管内皮
細胞由来の NO により SNO 化修飾をうけ活性が抑制さ
れているが、加齢に伴い NO 産生が減少すると TG2 は
活性化され、細胞外マトリクスのクロスリンクが進む事
から血管の可塑性が減弱すると考えられている [21]。血
管内皮細胞由来の NO 産生は血流（ずり応力）や eNOS
発現量、Akt などによるリン酸化により様々に制御され
ているが、血流と血管拡張能から求められる FMD（血
流依存性血管拡張反応）などの測定から血管機能を推測
する事が臨床でも行なわれている [22]。さらに各種病態
に伴う FMD の低下や治療による改善が認められる事か
ら、冠疾患の予後予測などへの応用も試みられている。
しかし、血管内皮細胞は血管の収縮・弛緩に関わるエン
ドセリン・プロスタサイクリンを産生し、NADPH オキ

シダーゼ（NOX）によるスーパーオキシド産生も盛ん
であるため、NO を含めたこれらの因子の相互作用によ
り血管の収縮・弛緩反応が決定される。そのため、これ
らの因子による作用を総合的に加味した血管弛緩能を測
定する手法の臨床応用が待たれるところである。
　心不全に対して交感神経刺激薬を用いる治療は広く行
なわれているが、耐性が生じ次第に薬効が減弱すること
は臨床において経験することである。リガンドが受容
体に結合した後、G タンパク質を介して細胞内へシグナ
ルを流すが、同時に GRK2（G タンパク質共役型受容体
キナーゼ２）などのキナーゼによりリン酸化され膜成分
とともに細胞内へ引き込まれる内在化（internalization）
が起き、受容体の脱感作（desensitization）を生じる
[23]。このようにして過剰な交感神経刺激は脱感作を進
めカテコラミンに対する耐性を生じさせると考えられて
いる。しかし、NO は GRK2 を SNO 化修飾し活性を抑
制する事により脱感作を予防している事が明らかにされ
た [24]。すなわち、GRK2 によるリン酸化が十分に起こ
らなければβ受容体の内在化が減弱し細胞膜表面に存在
する受容体数が維持されるため、細胞内へ交感神経刺激
が伝達され心収縮力の維持につながると考えられた。実
際 GRK2 の SNO 化を促進させる事により膜表面の受容
体数が維持される事が示され [25]、今後の臨床応用が期
待される状況にあろう。
　脳神経系における NO の重要性は、発生段階におけ
る HDAC-2（ヒストン脱アセチル化酵素）の SNO 化に
よる神経網形成の促進に代表されるが、nNOS の過剰刺
激による NO 産生量の増大は神経細胞死（アポトーシ
ス）を惹起し障害性に働くことも知られている [26]。一
方、神経細胞の樹状突起は SNO 化修飾により活性化し
た cdk5（cyclin-dependent kinase）により減少するが、
cdk5 の SNO 化割合はアルツハイマー病患者脳において
亢進している [27]。さらに、パーキンソン病の原因関連
タンパク質であるパーキンの活性低下を防ぐことにより
抗パーキンソン病効果を発揮する可能性も示唆されてい
る [28]。NMDA（N- メチル -D- アスパラギン酸）受容
体刺激は nNOS からの NO 産生を亢進させ神経細胞死
を惹起することが知られていたが、その機序としては
GAPDH（グリセルアルデヒド - ３- リン酸デヒドロゲ
ナーゼ）が SNO 化を受けると細胞質から核へ局在を変
え、その結果細胞死が惹起される [29]。一方、神経細胞
の細胞質には GOSPEL（GAPDH's competitor Of Siah 
Protein Enhances Life）と呼ばれるタンパク質が存在し、
NO 依存性に GAPDH と結合し GAPDH の核移行（細
胞死）を防いでいることも報告された [30]。この様に、
SNO 化は疾患によっても異なる作用を示すが、同じ細
胞においても構成タンパク質の違いによって作用が異な
るため、NO の産生量によって作用が決定されているわ
けではない事に注意を払う必要がある。この点が NO の
生理・病態との関わりを理解する事を難しくしている一
因でもあろう。
　生体にもっとも大量に存在するチオールであるグルタ
チオンは、SNO ドナー（GSNO：SNO 化グルタチオン）
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としての働きを有する。GSNO 還元酵素（GSNOR）に
より酸化型グルタチオン（GSSG）とアンモニアに分解
され消去されるが、GSNOR 欠損マウスでは肝がんを自
然発症する。これは、GSNO の過剰産生により DNA 修
復系が機能障害を受けることが原因である事が示され、
ヒトの肝がん患者の約 50% でも GSNOR 活性の低下が
認められると報告された [31]。
　このように、生理的なシグナルとしての重要性をもつ
NO・SNO 化であるが、常に障害性を秘めた分子である
事も明らかである。では、なぜこの様な二面性が生じて
くるのであろうか。タンパク質に対する NO の反応性
が複数存在している事が、その一因と考えられる。すな
わち、システインチオール基に対しては SNO 化反応を
生じシグナル伝達・制御に関わるのに対して、芳香族ア
ミノ酸に対してはニトロ化反応をおこし障害性をもたら
す。さらに、cGMP にも同じニトロ化をおこすものの引
き続き生じる S－グアニル化修飾により生理活性を引き
出すこともある [16,17]。これらの反応性の違いは、作用
点における NO 濃度の違いによりもたらされるが、NO
産生部位（NOS）から作用点までの経路も重要になる。
ガス状分子は自由拡散により膜をも越えて移動すると考
えられているが、その経路において消去される可能性も
ある。たとえば、NO との反応速度が非常に早いスーパー
オキシドが経路上に存在していれば、NO は即座に反応
し ONOO－（ペルオキシ亜硝酸）を経て生理活性を失う。
また遷移金属を含むタンパク質が存在している場合も同
様である。GSNOR の発現量によっても SNO 化量は変
化する。この様に、小さな細胞や狭い範囲の組織を考え
ても、NO の作用を規定する様々な因子が存在しており、
それらの関与を考慮する事無しには NO の作用を明らか
にすることは出来ないわけである。 

５．診断治療へ対する NO の応用（治療と診断）
　治療薬としての NO 分子の活用は、近年になってから
始められた比較的新しい治療方法ではあるが、NO に類
似した作用を示す薬物は古くから知れられてきた。ニト
ログリセリンはその代表的な薬物であるが、グリセリン
骨格に３つのニトロ基が結合した構造を有する。細胞内
においてニトロ基の一つが遊離し NO へ変換されること
によりその薬理作用を示すことが知られている [32]。主
に狭心症や心不全などに対して 100 年以上にわたって使
用されてきた歴史を持つ薬物である。しかし、全身投与
されると紅潮・頭痛などの症状を引き起こすのに加え、
耐性が発現しやすいなどの問題点を有していることがよ
く知られている。これに対して NO 吸入療法は投与経路
において作用した NO 以外は、血管内においては赤血球
のヘモグロビンによりトラップされ不活化される。その
ため、遠隔臓器や肺血管以外に対する作用はほとんどな
く、組織特異性の高い治療法である。NO 吸入療法は主
に集中治療室における肺高血圧治療などに用いられ成果
を上げているが、NO 分子・すなわちガス状の NO を呼
気中に一定濃度で加えるためには、比較的大掛かりな装
置を必要とするため、院外での使用には向かないなどの

問題点を有する。
　そのため、NO の下流で作用する cGMP 量の増大を目
指した PDE-V 阻害薬（シルデナフィル・タダラフィル
など）が投与され高い効果をあげている。さらに、NO
の sGC に対する反応性を増強する事を目的とした薬剤

（Riociguat）も開発され、新たな治療戦略として期待さ
れている。このように、NO の血管拡張作用が分子レベ
ルで解明されたことにより、新たな治療戦略が展開され
たといえよう。
　気管支喘息患者では呼気中の NO 濃度が上昇している
が、治療により喘息症状が安定すると呼気中の NO 濃度
も低下する。そのため、呼気中の NO 濃度を治療効果の
判定に活用することができる。昨年から呼気中の NO 濃
度測定が保険収載され、一般病院においても気管支喘息
患者の管理に用いられる様になっている。一方、呼気中
の NO 濃度が気管支喘息患者では上昇しているため、血
管と同様に気管支平滑筋も弛緩すると考えられるが、実
際には気管支平滑筋の過収縮が生じていることが知られ
てきた。これは平滑筋における GSNO レベルの低下が
誘因になっている事が明らかにされた[33,34]。すなわち、
GSNO 還元酵素（GSNOR）活性が気管支喘息患者では
過剰に上昇し GSNO の分解が亢進しているためである。
そのため、GSNOR 阻害薬が開発され、気管支喘息患者
を対象とした臨床試験が実施された。GSNO 阻害薬はの
う胞性線維症（Cystic Fibrosis）に対しても臨床応用が
試みられている。
　食細胞を介した細胞性免疫では、貪食後の殺菌のため
NO をはじめとした ROS が大量に産生され、菌体の生
命維持機構の破壊＝殺菌をはかる。一方、感染細菌は菌
体内部の抗酸化酵素などによる活性酸素防御系を増強す
ることにより対抗している。実際、食中毒の原因ともな
る腸管出血性大腸菌（O-157 など）では、NorV と呼ば
れる NO 還元酵素活性と毒素産生などの病原性が相関す
る事が報告された [35]。下部腸管内腔の酸素濃度は極め
て低いため、貪食細胞内部に取り込まれた細菌は、ほぼ
無酸素状態におかれることになる [36]。低酸素のため貪
食細胞が殺菌のために使うことができる ROS は限られ、
NO の重要性が増す。さらに細菌等が NO 代謝に通常用
いているフラボヘモグロビン（Hmp）は酸素依存性で
あるため、酸素非依存的に作用する NorV が NO 耐性を
規定することになるのであろう。今後、菌体の ROS 感
受性を増大させる薬物も感染症の治療手段として用いら
れていく可能性があろう。
　NO による機能付加を目指した新規薬剤開発も注目さ
れる。アスピリンはシクロオキシゲナーゼ（COX）や
血小板凝集抑制などを目的として頻繁に投与される薬物
であるが、消化性潰瘍等の副作用発現が問題となってい
る。そこでアスピリンと NO を同時に放出する薬物の
開発により副作用を低減させることを目的として徐放性
NO- アスピリン製剤が開発され、副作用の低減に貢献し
た [37,38]。近年では、NO の抗腫瘍効果を目指して通常
のアルブミンよりもより SNO 化度の高い SNO－アルブ
ミン製剤の開発も進められている [39,40] が、より高い
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効果を達成するためには作用部位への特異的な送達技術
の確立が求められるであろう。

６．NO と上手くつき合う
　酸素呼吸により生命を維持している我々は、効率的な
エネルギー産生の代償に活性酸素種（ROS）による障害
を被ることになった。一酸化窒素（NO）は、大気汚染
物質の代表格ともされる NOx の原因物質である反面、
健康に生まれ育ち健康な生活をおくるために必要な生理
物質でもある。この様に、酸素・一酸化窒素に代表され
るガス状分子の生体内作用は常に二面性を有すると考え
る事が妥当であろう。それ故に、なぜ二面性が生じるの
か、また何が二面性を決めるのかを理解していく事が、
生老病死のすべてに関係する NO と上手に付き合い、活
用していく秘訣になるであろう。
　今後は、生体内での NO 産生・消費・生物活性の発現
などをモニターするための分子イメージング法や、リア
ルタイムまたはそれに近い分解能を有した活性測定系な
どに関する技術開発が進められ、NO やガス状分子の作
用を手に取るように理解する事ができる様になる事が望
まれる。
　本稿が空気の様に存在を感じないガス状分子の、生体
での作用を感じていただくきっかけになれば幸いであ
る。

コラム： ニトロシル化とニトロ化 （Nitrosylation vs. 
Nitration）

　生体内で NO は、主にニトロシル化（ニトロソ化、
-NO）とニトロ化（-NO2）の２種類の反応を引き起こす。
これらの言葉が（日本語として）極めて紛らわしいのに
加え、同じ NO の配位を表す「ニトロシル」と「ニトロ
ソ」という二つの化学用語が併用されている事も、馴染
みにくさを演出しているかもしれない。ニトロ化は高校
の化学で習うが、ニトロシル化は聞いた事が無い方も多
いであろう。また、「ニトロソ」化合物という言葉から
ニトロソアミンを連想され、抵抗感を覚える方も多い。
本稿では、用語として「ニトロシル化」を用いているが、

「ニトロソ化」と読み替えることも可能である。著者ら
は NO が生理的な機能を発現するのは、主にシステイン
や遷移金属に配位した場合と考えているため、生理的条
件下では希なアミノ基に対する NO 修飾をも連想させる

「ニトロソ化」よりも「ニトロシル化・SNO 化」を用い
るようにしている。
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Role of nitric oxide （NO） in health and disease

 Akio Matsumoto, M.D. Ph.D.
Department of Pharmacology Chiba University Graduate School of Medicine

　Nitric oxide （NO） is physiologically relevant gaseous molecule whose role in body 
functions has been clarified since the discovery of NO as endothelium-derived relaxing 
factor （EDRF）, further investigation revealed the associated changes with NO in 
development and senescence. NO exerts physiological functions through the activation 
of cGMP-pathways and the formation of protein S -nitrosylation; however, insufficient 
production of NO or dysregulated action of NO leads to the formation of pathological 
changes disturbing physiological functions. Accumulated information about the role of NO 
in health and disease enabled us to apply NO in therapeutics. This review article is going 
to focus on the biochemical mechanism of NO actions in physiology, and the therapeutic 
applications of NO.
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１．はじめに
　AD は、1907 年にドイツの A. Alzheimer 博士から初
めて報告された疾患で、進行性の老年性認知症の主要
なものである。特に、AD 患者の大部分を占める孤発性
AD の最大の危険因子は“加齢”であり、少子高齢化の
進む我が国において今後益々深刻な問題を呈する大きな
社会問題である。しかしながら、現在までに本邦で承認
され使用されている AD 治療薬は、アセチルコリンエス
テラーゼ阻害作用を示すドネペジル（アリセプト）、ガ
ランタミン（レミニール）およびリバスチグミン（リバ
スタッチパッチ）と NMDA（N- メチル -D- アスパラギ
ン酸）受容体拮抗薬で、AD 症状の中度～重度の患者を
対象としたメマンチン（メマリー）の４種類のみである。
これら薬剤は、１～２年で効果が得られなくなるような
対症療法に留まっているのが現状であり、根本治療に直
結する新規創薬標的を見いだすことで根本的な予防・治
療・発症遅延法を確立することが切望されている。一方
で、患者の介護者における社会生産性の低下やメンタル
ケアも重要な課題となっている。記憶障害を中核症状と
する AD では、徘徊や介護者への依存・攻撃性などの
周辺症状がもたらす介護者の疲弊が増悪化しており、こ

れら周辺症状の緩和を目指すプライマリケアを重点的に
推し進める政策も進行している。AD を克服するための
道のりは非常に厳しいのが現状であり、これまでの研究
の問題点や方法論を見つめ直し、打開していくことが重
要だと考えられる。
 

２．AD 病理とアミロイドカスケード仮説
　AD 患者脳の MRI 撮影では、神経変性・細胞死に伴
う強度の萎縮が認められる。この剖検脳を用いた膨大な
病理学的解析から、AD 患者脳には、“老人斑”と“神
経原線維変化”という二大病理が存在していることが明
らかとなっている。それぞれの病理構成成分の主体は、
アミロイドβペプチド（Aβ）および過剰リン酸化タウ
タンパク質の凝集体であり、Aβの凝集・蓄積は神経細
胞外（脳実質）、タウの凝集・蓄積は神経細胞内で認め
られている。病理学的時系列から、AD 患者の大脳皮質
では発症の数十年前から Aβ蓄積が始まっており、次い
でタウの蓄積が認められることが知られていた。一方、
遺伝性である家族性 AD の原因遺伝子変異が、Aβの前
駆体タンパク質（Amyloid precursor protein: APP）の
遺伝子や、APP から A βを酵素学的に切り出す際に関
与するγ- セクレターゼ複合体の酵素本体であるプレセ
ニリンの遺伝子から相次いで同定された。このことは、
Aβの産生・蓄積が AD 発症の引き金である可能性を示
しており、アミロイドカスケード仮説として広く支持
されてきた。すなわちアミロイドカスケード仮説とは、
Aβの蓄積（老人斑の形成）を引き金とし、タウの蓄積
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要約
　アルツハイマー病（AD）は、少子高齢化の進む我が国において一刻も早く克服すべき大
きな社会問題となっている。世界中で研究が進められているものの、予防・治療・早期診断・
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（神経原線維変化）、次いで神経変性・神経細胞死へ至る
という一連のカスケードにより AD 病理を形成し発症
するというものである（図１中囲まれた部分）。しかし、
病理間のカスケードを司る機構は、未だに明らかにされ
ていない（図１の“？”）。最近、Aβの内部配列に変異
を有する家系の一つに、その変異の影響で Aβの産生が
低下し、Aβの凝集能も低下し、最終的にアルツハイマー
病の発症が遅延するという報告がなされた [1]。大変興
味深いことに、この変異の家系では、正常老化における
認知機能の低下も抑制されていることが明らかとなり、
Aβが正常老化における認知機能を制御していることも
強く示唆された。これら結果は、アミロイドカスケード
仮説をより強固に支持するものとなった。

　最近アメリカで展開されている家族性 AD 家系の
ボランティアによる Dominantly Inherited Alzheimer 
Network （DIAN）研究でも [2]、AD 発症の約 25 年前
から Aβ蓄積がはじまり、発症の 15 年前からタウの蓄
積がはじまることが示された。また、Aβの蓄積がはじ
まってから病気を発症するまでは、患者本人には全く自
覚症状がなく、Aβが溜まりはじめていながらも自覚症
状がない期間を前臨床性アルツハイマー病（preclinical 
AD）とする概念も確立された。すなわち、Aβやタウ
の凝集・蓄積をいかに抑制するか、特に preclinical AD
の段階からどう抑制するかという方法が、AD に対する
根本的な予防・治療法の確立に重要であると考えられる。

３．AD 危険因子
　孤発性 AD の最大の危険因子は加齢である。一方で、
遺伝的背景による最も高い危険因子として広く知られて
いるのはアポリポ蛋白 E （ApoE）である。ApoE 蛋白
にはε-2, ε-3, ε-4 の３つのサブタイプがあり、ε-4 アリ
ルをもつ人が他のアリルを有する人よりも数倍高いリ
スクをもつことが知られている [3]。また、女性ではさ
らに大きな影響を示すといわれている [3]。しかし、こ
れまでの解析では、ApoE4 がどのように AD のリスク
増加に関与しているかの結論が得られておらず、世界
中で解析が進められている。一方、ε-4 アリルを持た
ない人も AD を発症することから、ApoE 以外の危険因
子・遺伝子の探索が世界中で行われてきた。次世代シー
ケンサーの開発により加速度的に解析が進んだ Genome 

Wide Association Study （GWAS） に よ り、PICALM, 
BIN1, ABCA7, CLU, CR1, MS4A, CD2AP, EPHA1[4], 
SorL1[5], TREM2[6], などの AD 危険因子が見いだされ
ている。さらに最近では、PLD3 などのレアバリアン
トの発見も相次いでいる [7]。しかし、今年開催された
Alzheimer Association International Conference 2014
では、GWAS 解析も終盤を迎えた感があり、めぼしい
危険因子の発見には至っていないようであった。見いだ
されていた様々な危険因子の機能解析も進んでおり、特
に SorL1 は、レトロマーの概念に関与しておりエンド
ソームリサイクリングに重要な役割を果たしていること
[8]、また PICALM も、γ- セクレターゼのエンドサイ
トーシスを制御することで Aβの産生を調節しているこ
とが明らかとなってきている [9]。また Clusterin は、細
胞外シャペロンとして作用することで Aβ42 の毒性を
抑制することも報告されている [10]。さらに、自食作用

（オートファジー）の鍵因子である Atg-7 の欠損マウス
と AD モデルマウスの交配種の結果から、Aβの産生・
分泌と自食作用や細胞内輸送に関連性があることも明ら
かとなっている [11]。これら危険因子とされる分子の機
能異常の多くは、Aβの産生や毒性・細胞内輸送等の障
害に集約されており、Aβそのものだけでなく Aβに関わ
る因子の異常が、病態遺伝学的にも AD の発症に強く
関与していることが明らかとなってきた。

４．Aβワクチン・抗体療法の結果と今後
　ここ数年で、AD 治療候補薬の臨床試験・治験が世界
中で行われてきたが、有望視されていたほとんどのケー
スで失敗や中止に終わっている。特に、製薬会社が注
力してきた Aβワクチンや Aβに対する抗体療法の治験
中止は、少なからぬ衝撃を与えた。Aβを標的としても
AD の予防・治療は困難である可能性がよぎったからで
ある。一方で、これら治験が失敗や中止に至った背景に
は、臨床試験や治験に介入するタイミングの妥当性につ
いての問題が指摘されている。上述したように、A βは
発症の数十年前から脳内に蓄積しており、病気を発症し
た時点ではすでに不可逆的な神経変性・神経細胞死まで
至っており、そのような状況で A βの除去法を適用し
ても効果が得られないというものである。臨床試験に介
入するタイミングが遅すぎたという結論であり、この結
論から、未発症の家族性 AD 家系キャリアのボランティ
アに対し発症前から Aβ除去法を適応する Alzheimer's 
Preventive Initiative （API） 臨床研究が展開されている
[12]。さらに、70 歳以上の preclinical AD の方（高リス
クだが無症状の方）を対象に、Aβ抗体療法を適用し、
アミロイドカスケードを食い止められるか否かを検証す
る A4 トライアルも展開中である [13]。これらが実証さ
れれば、Aβ除去による病状の改善・発症抑制という概
念実証（proof of concept: POC）が確立されるだろう。
すなわち、高額な費用がかかる A β抗体療法に替わる
A βを標的とした創薬展開の意義が証明されることに
なるため、世界中から大きな関心が寄せられている。

タウ病理

アミロイド病理

神経細胞死

神経変性

神経炎症

?

? ?

?

?

?

?
?

○

記憶障害

図１　アミロイドカスケード仮説と AD 病態
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５．Aβの産生・蓄積を阻害する戦略
　Aβ産生機構が明らかとなり、APP から Aβを切り
出す酵素（β- セクレターゼおよびγ- セクレターゼ）に
対する酵素阻害剤や酵素修飾剤の開発に力が注がれて
きた。しかし、β- セクレターゼやγ - セクレターゼが、
APP 以外の分子も基質としていることから様々な副作
用が懸念されている。実際に、いくつかのγ - セクレター
ゼ阻害剤・修飾薬が臨床試験で用いられたが、その副作
用により中止をやむなくされている。現在、副作用の少
ないセクレターゼ阻害剤の開発が進められており、結果
が待たれている。この副作用を払拭する一つの方法とし
て、基質側に着目した画期的な方法も見いだされている。
APP の Aβ領域に選択的に結合するペプチドにより Aβ
選択的な産生抑制をもたらす方法で、他の基質には影響
しない特異的な作用であることから今後の展開が注目さ
れている [14]。一方、Aβの分解を促進する方法につい
ても解析が進められている。孤発性 AD では、家族性
AD のように Aβの産生速度の増加は認められていない
ことから、筆者らの研究室では Aβの分解・代謝系に着
目してきた。中性エンドペプチダーゼであるネプリライ
シンが、Aβの主要分解酵素であることが明らかとなり
[15,16]、ネプリライシンの脳内での発現・活性が、加齢
依存的に低下していることが明らかとなった [17-19]。次
いで、神経ペプチドの一つソマトスタチンがネプリライ
シンの活性・局在を制御していること [20]、ネプリライ
シンの細胞内ドメインのリン酸化状態がネプリライシン
の細胞膜局在化規定していること [21] など明らかにされ
ており、ネプリライシン活性化による A β分解促進の
ための薬理学的な創薬標的が見いだされている。さらに、
ネプリライシンの発現増加をもたらす遺伝子治療法も開
発され [22]、今後の展開が期待されている。

６．Aβの分子種
　Aβは APP からβ-、γ- セクレターゼによる 2 段階の
切断により生じる生理的なペプチドで、40 アミノ酸か
らなる Aβ40 と、AD の主要毒性因子であり 42 アミノ
酸からなる Aβ42 の２種類が主として存在することが
知られている（図２）。また、見過ごされてきた Aβ亜
種として、量は Aβ42 よりも少ないが、神経毒性・凝
集性が Aβ42 よりも高い Aβ43 も患者の脳内に蓄積し
ていることが明らかとなっている [23]。これら Aβ種は、
プレセニリンによるγ- 切断においてその長さが規定さ
れている。Aβ40 の産生は、Aβ49 → Aβ46 → Aβ
43 → Aβ40、また Aβ42 は、Aβ48 → Aβ45 → Aβ
42 → Aβ38 のように、長鎖の Aβから 3 アミノ酸ずつ
段階的に切断を受けており（Aβ38 への切断のみ例外）、
プレセニリンによる Aβ産生機構は、厳密に制御されて
いる [24,25]。そしてプレセニリンの家族性 AD 変異は、
その大部分が、Aβ42（一部 Aβ43 も）の産生量・比
率を高める効果を付加している [23,26]。一方、Aβ産生
後に修飾を受ける Aβ種も確認されている。Aβの N 末
端側の 3 位からはじまり、そのグルタミン酸が環化しピ
ログルタミン酸となった Aβ3pE-x 種は、AD 患者の脳

内で高頻度に蓄積しており、高い神経毒性と凝集性を示
すとされる [27]。このように、様々な Aβ種が AD 脳に
は蓄積していることから、Aβ抗体療法では、どの Aβ
種を標的とするか？という抗体の選択性が重要な要素と
なる [28]。

７．AD モデル動物
　どの疾患研究でもそうであるが、AD 研究を遂行する
ためには、適切なモデル動物が必要不可欠であることは
言うまでも無い。上述してきたように、アミロイド仮説
に則ることが、モデル動物作製の近道であると考えられ
たことから、1995 年を皮切りに APP 遺伝子を過剰発現
させた APP トランスジェニック（APP-Tg）マウスが
作製されてきた。さらに、単独の APP 遺伝子変異だけ
でなく複数の変異を同時に挿入したり、APP だけでな
く遺伝子変異を導入したプレセニリンの過剰発現を組み
合わせたりと様々なモデルマウスが作製されてきた。し
かし、APP 過剰発現に基づく AD モデルマウスには重
大な問題点が内包されており、これまで行われた膨大な
実験検討が、果たしてどれくらい正しい評価を行えたの
か？という不確定要素が存在していることが懸念されて
いる。APP-Tg マウスでは、表１に具体的に示すように
APP を過剰発現させることで AD モデルマウスとして
多くの弊害が生じる。すなわち、APP-Tg マウスは、A
βの毒性以外の様々な表現型を複合したマウスであり、
どの因子の影響を反映したマウスであるのか全く分から
ないマウスであることが分かる（図３）。しかも APP-
Tg マウスは、患者とは異なったアミロイド病理を呈し
ている（図４）。
　最近、筆者らは、上記問題を解決した新規 AD モデ
ルマウスの開発に成功した [29]。APP ノックインマウス

（APP-KI）は、APP の過剰発現を伴わずに家族性 AD 変
異（Swesish 変異と Iberian 変異）をノックイン手法に
よりマウスに導入したもので、APP の発現量とそのプ
ロセッシングは、野生型と同等であるにも関わらず（図
３）、患者と同様の A β種が蓄積する蓋然性の高い病理
を呈する（図４）。また、APP-KI マウスは、APP-Tg マ
ウスで見られる気性の荒さや原因不明の突然死も起こさ
ないため実験系が安定である。神経炎症やシナプスの脱
落も伴っており、中老齢から学習能の低下も示している。
残念ながら、神経原線維変化から神経細胞死までの病理
の再現はできていないが、APP-Tg マウスに置き換わる
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図 2　Aβの末端構造と毒性・凝集性
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非常に有用なモデルマウスである。APP-KI マウスの最
大の利点は、単一の APP 遺伝子に対する変異のノック
インであるため、他の遺伝子改変マウスとの交配も容易
である点が挙げられる。特に、アミロイドカスケードに
おける下流の病理を再現するために、ある因子の Tg や
KO マウス等と交配することでこれまで不明であった病
態機構を明らかにできる可能性を秘めており、目的に応
じて様々な応用が可能である。今後、日本発の新規世界
基準となるモデルマウスになることが期待され、過去の
結果の再検証および研究の正確性の向上と推進速度の向
上が期待される。さらに、既存の AD モデルマウスでの
検証では、ドロップアウトした候補薬も新規モデルによ
る再評価で再度日の目を浴びる可能性もあり、創薬の現
場でも有用なツールとして機能することが期待される。

８．神経炎症と AD
　疫学的に、非ステロイド性抗炎症薬（non-steroidal 
anti-inflammatory drug: NSAIDs）を長期服用している
リウマチ患者の AD 発症率が低いことが知られていた。
このことから、「炎症が AD 病態を悪化させる要因の一
つである」という可能性が指摘されてきた。また、イブ
プロフェンやスリンダックなどいくつかの NSAIDs が、
プレセニリンの機能を修飾するγ-secretase modulator 

（GSM）として作用していることが明らかとなったこと
で、AD 発症抑制に対する NSAIDs の作用点が Aβの産
生調節にある可能性が示唆された。GSM の臨床試験が
進む一方で、脳内における免疫機構の重要性も紐解かれ
つつある。末梢系免疫から隔絶された脳での免疫担当細
胞とされるグリア系細胞（アストロサイトやミクログリ
ア）が、アミロイド斑周辺に集積していることは早くか
ら知られていたが、死後脳における病理解析が主流で
あったため、グリア細胞系のダイナミックな役割は長い
間不明であった。近年、AD モデルマウスと各種遺伝子
改変マウスとの交配やイメージング手法の進歩に伴い
[30]、AD 病態形成には、神経だけでなくグリア細胞系
が非常に重要な役割を果たしていることが明らかとなっ
てきた。グリア細胞系は末梢性免疫細胞同様に、脳内危
険シグナルに対し炎症性サイトカインやケモカインの分
泌およびその収束のための抗炎症性サイトカイン / ケモ
カインを分泌することが知られている。これら反応は、
末梢同様に危険因子の除去および修復といった「炎症」
反応として捉えられる。特に、Aβの蓄積を危険因子と
して感受したミクログリアは、インフラマソームの活性
化を介して Aβの貪食・除去に関与していることが報告
された [31]。長期に渡る A βの蓄積状態が、慢性的な
炎症を引き起こしていると考えられ、制御バランスが破
綻したミクログリアの過活性が脳内組織障害性に関与し
ているとの考え方も出てきている。また、ミクログリア
にも様々なサブタイプに分類されることも明らかとなっ
ており、慢性炎症と AD 病理の関係性の解明はホット
トピックとなっている。多くの AD 病態解析は、神経
細胞を中心とした視点のみで研究展開されてきたが、神
経細胞―グリア細胞相互作用を含む脳内環境の相互作用
解析として捉える視点が重要性であると考えられる。

プロモーターによるAPPの過剰発現

APP‐Tgマウス

A
APP

JIP‐1       Kinesin

Thy‐1

PDGF
Prion sAPP CTF‐

AICD

遺伝子発現制御？

A
神経保護作用？

記憶障害？

APP

CTF‐
CTF‐

AICD

APP‐TgAPP KI野生型

プロモーター

軸索輸送障害？

APP KIマウス

マウスAPPのA配列をヒト化し、
Swedish変異、Iberian変異を導入

図３　APP 過剰発現による問題点と APP KI マウス
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表１　APP トランスジェニック（APP‐Tg）マウスの問題点

1. APPの過剰発現により軸索輸送の障害が懸念される[33]
2. AだけでなくAPPおよびその切断断片sAPP, CTF‐/, AICDも過剰発現しており
それら断片が他の生理活性を有している[34‐36]

3. APP遺伝子の過剰発現であるため細胞特異的なスプライシングが阻害される。
4.人工的プロモーターにより過剰発現させるため、共通の転写因子を必要とする
分子の発現にも影響

5.しばしば挿入遺伝子がマルチコピーで宿主動物に組み込まれるため、内因性の
遺伝子を破壊する可能性が高い→ホモ接合体での解析は特に好ましくない。

6.ホモ接合体を用いることが出来ないので、他のマウスとの交配が猥雑
7.系統間また世代間で挿入遺伝子の発現にばらつきがあるため結果が一定しない
8. APP‐Tgマウスはしばしば原因不明の突然死を起こす→実験計画に支障
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９．おわりに
　本稿では、AD 発症のトリガーとなる Aβに重きをお
いて展開したため、タウ病理に着目した展望まで及んで
おらずタウ研究の専門家にご意見を委ねたいが、我が国
でも神経原線維変化を形成するタウの病理形成を標的と
した創薬研究が精力的に展開されている。特に、タウ病
理を PET イメージングにより可視化する方法が開発さ
たことで、ヒトでの薬効評価も近い将来可能になるであ
ろう [32]。また、AD 早期診断を可能にするためのバイ
オマーカーの探索も世界中で積極的に進められており応
用展開が期待されている。いずれにしても、AD に対す
る根本的な予防・治療法を確立するためには、病態形成
機構を明らかにし（図１中の“？”を明らかにし）、創
薬標的を見いだすことだと考えられる。本稿をまとめる
にあたり、AD 研究において、我が国が果たしている役
割が非常に大きいことを改めて認識することができ、世
界の中でイニシアチブを取って研究を展開するために
も、産官学一体となった研究の推進がよりいっそう重要
になると考えられる。
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Research perspectives in Alzheimer's disease

Takashi Saito, Takaomi C. Saido
Laboratory for Proteolytic Neuroscience, RIKEN Brain Science Institute

　Alzheimer’s disease （AD） is the most common dementia in the world. Recent finding 
of a protective mutation in amyloid precursor protein （APP） gene strongly established 
that amyloid β （Aβ） peptide is the trigger of AD and age-related cognitive decline. On the 
other hand, animal models of AD are of uttermost importance in preclinical/translational 
AD research. However existing AD mouse models hamper from artifacts related to the 
overexpression paradigms used to induce the pathologies. To overcome these limitations, 
we created novel AD mouse models using a knockin paradigm. These AD model mice 
will be powerful mouse models in AD research. Furthermore, chronic inflammation in the 
brain affects higher brain dysfunction upon aging. Since glial cells in the brain controls 
neuroinflammation which might be involved in AD pathogenesis, it is necessary to stretch 
that AD pathologies are formed not only by neuronal dysfunction, but also by disruption 
of “brain environment” including neuronal-glial interaction. This view point has to be 
considered in the drug discovery for prevention, treatment and delay of onset of the 
disease. In this review, I would like to describe future prospects of AD research.
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１．はじめに
　カルニチン（L-3-hydroxyltrimethylaminobutanoate）
は、あらゆる生物の各組織に存在する低分子の水溶性化
合物であり、今から 100 年以上前の 1905 年に骨格筋中
から発見された [1]。Carnitine という名称は、肉を意味
するラテン語（Carnis）に由来する。1927 年にその構
造が決定されると、カルニチンは長鎖脂肪酸をミトコン
ドリア内へ運び込むためのミトコンドリア膜輸送に働く
ことが明らかとなり、脂肪酸代謝に必須のビタミン様物
質として知られるようになった [2]。日本では 2002 年に、
厚生労働省の「医薬品の範囲に関する基準」の改正に伴っ
てカルニチンは医薬品リストから削除され、食品として
扱われることになった。今日では、カルニチンはその脂
質代謝における役割から、運動能力の向上や体重の減少
を目的としたサプリメントとして広く流通している。
　最も知られるカルニチンの機能は、脂肪酸をミトコン
ドリア内へ運ぶことであり、脂肪の異化代謝に関わるも
のである。しかし、最近５年くらいの間に、カルニチン
は細胞内の不要な脂質と結合し（アセチル化）、それを
血中から尿中へ排出するという、これまでの認識とは異
なる役割も担うことが分かってきた。細胞内に過剰に蓄

積した脂質は、糖の取り込みを抑制するため、加齢や高
脂肪食によって生じる糖尿病の原因の 1 つであると言わ
れている。カルニチンの脂肪排出機能は細胞内の脂質環
境の正常化に必須であると言える。
　本稿ではまず、骨格筋エネルギー代謝におけるカルニ
チンの基本的役割について概説し、次いでインスリン抵
抗性の因子の 1 つとして最近注目されている悪性脂質の
排出に関わるカルニチンの生理的機能を最新の知見を含
めて紹介する。さらに、老化（加齢）に伴う代謝機能お
よび脳機能の低下に対してカルニチンが有効であるとい
う知見を取り上げながら、カルニチンと老化について考
えたい。

２．骨格筋代謝におけるカルニチンの役割
　骨格筋にとって脂肪酸は糖質と同じく重要なエネル
ギー源である。脂肪組織で分解された脂肪酸は筋細胞
内に取り込まれ、長鎖アシル CoA としてミトコンド
リアのマトリックスに移行してβ酸化を受ける。しか
し、ミトコンドリア内膜は補酵素 A（CoA; coenzyme 
A）とその誘導体を通さないので、長鎖アシル CoA は
カルニチンの働きを利用する。まず、ミトコンドリア外
膜に存在するカルニチンパルミトイル転移酵素（CPT; 
carnitine palmitoyl transferase）１によってアシル CoA
はアシルカルニチンに変換される。アシルカルニチン
はカルニチン透過担体（CACT; carnitine acylcarnitine 
translocase）を介して内膜を通過することができる。ミ
トコンドリア・マトリックスへ移動したアシルカルニチ
ンは内膜の内側に存在する CPT2 によって再びアシル
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CoA とカルニチンに戻される。アシル CoA はβ酸化さ
れることでアセチル CoA に変換され、後に TCA サイ
クルと呼吸鎖の電子伝達系を経てATPが生成される（図
１。このように、カルニチンは長鎖脂肪酸の異化作用に
欠かすことのできない存在である。
　カルニチンのもう１つの役割は、過剰なアセチル基を
緩衝してミトコンドリアの [ アセチル CoA]/[ 遊離 CoA]
比を調節することである。アセチル CoA はグルコース
と脂肪酸の代謝過程における重要な中間物質であり、骨
格筋では通常 TCA サイクルで完全に酸化される。しか
し、食事の摂取後のように、ミトコンドリアにおけるア
セチル CoA の生成量（供給）が TCA 回路での流入（消費）
より高まった場合、過剰にアセチル CoA が生成される
と同時に、ミトコンドリア内の遊離 CoA が消費される。
遊離 CoA は脂質代謝および糖代謝の重要な基質である
ため、CoA 量の低下は筋細胞の代謝を抑制する。この
ような状況で、カルニチンはカルニチンアセチルトラン
スフェラーゼ（CrAT; carnitine acetyl transferase）の
触媒作用によってアセチルカルニチンを形成し、遊離 
CoA 量を確保するよう働く（図１）。

３．カルニチンの脂質排出機構
　近年、カルニチンによるアセチル CoA の緩衝作用に
は、遊離 CoA 量の維持だけでなく、アセチル CoA 量
を減少させることにも生理的意義があることが分かっ
てきた。アセチル CoA は、糖代謝の重要な律速酵素
であるピルビン酸デヒドロゲナーゼ（PDH; pyruvate 
dehydrogenase）のアロステリック阻害剤として働き、
結果的に糖代謝を抑制する。このアセチル CoA ように、
完全に酸化されずに中間代謝物として蓄積した脂質は代
謝を抑制するように働くことから、悪性脂質と表現され
ている。Muoio の研究グループは、糖尿病モデル・マ
ウスにカルニチンを摂取させたところ、PDH 活性が回
復して耐糖能が改善するとともに、血中のアセチルカル
ニチン量が増加したことを報告した [3]。この結果から、

カルニチンは細胞内に過剰に蓄積したアセチル CoA と
結合し、それをアセチルカルニチンとして細胞外に吐き
出している可能性が考えられた。この仮説を検証するた
めに同グループは、アセチルカルニチンの変換酵素であ
る CrAT に注目し、骨格筋特異的に CrAT をノックア
ウトさせたマウスを作製した [4]。このマウスは、細胞
内にアセチル CoA が蓄積しており、骨格筋の PDH 活
性が低下しているだけでなく、耐糖能異常を示した。す
なわち、CrAT はミトコンドリア内のアセチル CoA を
調節することで、骨格筋の代謝調節、ひいては全身の代
謝恒常性に寄与していることが示された。また、高脂
肪食摂取によって作製した糖尿病モデル・マウスでは
CrAT 活性が低下したという報告もあり [5]、カルニチ
ンのアセチル CoA 緩衝作用は全身の代謝恒常性に深く
関わる重要な因子であると考えられる。

４．カルニチン摂取が代謝に及ぼす影響
　カルニチンは脂質代謝に必須であることから、脂肪燃
焼を目的としたサプリメントとして広く流通している。
これはカルニチンを摂取することで細胞内のカルニチン
濃度が増加し、それに伴って脂質代謝が亢進することを
想定している。しかし、これまでカルニチン摂取の効果
について多くの研究がなされたものの、健常者が単純に
カルニチンを摂取しただけでは体重や脂肪が減少しない
ことが分かっている [6]。なぜなら、カルニチンの生体
膜輸送はトランスポーター OCTN2（carnitine/organic 
cation transporter）によって厳格に調節され、過剰な
カルニチンは尿中に排泄されているためである [7]。一
方で近年、インスリン抵抗性を呈しているヒトやモデル
動物に対しては、カルニチン摂取が代謝改善に有効であ
ることが明らかとなった [3, 8]。例えば、ヒトに 6 ヶ月
カルニチンを摂取させた研究では、HOMA（homeostatic 
model assessment）と呼ばれるインスリン抵抗性指数
が 1.5 以上である糖尿病の場合のみ、カルニチン摂取に
よって劇的にそれが改善された。しかし、HOMA が 1.5
未満の健常グループではカルニチン摂取による代謝の変
化が認められなかった [4]。これらの研究では、カルニ
チン摂取によって骨格筋内のアセチル CoA を含む悪性
脂質が減少し、PDH の活性が上昇していることを示し
ている。すなわち、カルニチン摂取は細胞内に蓄積した
悪性脂質を緩衝し、それを細胞外に排出させることに
よってインスリン抵抗性を改善させると考えられる。

５．加齢に伴うカルニチン代謝の変化
　加齢に伴って骨格筋のカルニチン代謝も減弱すること
が分かっている。健康なヒトを対象に年齢と骨格筋カル
ニチン濃度の関係を調べた研究では、加齢と伴にカルニ
チン濃度が減少することが報告された [9]。動物を用い
た研究においても、高齢マウスでは骨格筋内のカルニ
チン濃度が低下し [10]、それはカルニチントランスポー
ターの発現量の低下に起因すると考えられている [8]。
興味深いことに、加齢に伴う代謝機能の低下に対しても
カルニチン摂取は有効であり、動物実験では骨格筋の脂

図１　骨格筋代謝におけるカルニチンの役割
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肪酸酸化能力がカルニチン投与によって改善している
[8, 10]。
　加齢に伴う代謝能力の低下に対するカルニチン投与の
効果にも、CrAT の働きが関与している。加齢や高脂肪
食摂取によって筋細胞内に悪性脂質が蓄積すると、それ
はインスリン抵抗性を引き起こす原因となるが、カルニ
チンは悪性脂質を細胞外へ吐き出すことに使われる。高
齢マウスにカルニチンを摂取させると、骨格筋内の糖 /
脂質代謝に関わる酵素群の活性が改善するとともに、血
中および尿中の脂質結合型カルニチン（アセチルカルニ
チン・アシルカルニチン）量が大きく増加した [8]。こ
れは代謝障害を引き起こしていた細胞内の脂質がカルニ
チンによって体外へ捨てられていることを意味する。

６．老化と脳とアセチルカルニチン
　アセチルカルニチン自体は、カルニチンとは全く別
の生理活性を有する。その一つに神経保護作用があり、
脳機能を高めることが分かってきた [11]。アセチルカル
ニチンは血液脳関門を通過することが証明されており
[12]、脳に到達することができる。動物を用いた研究は、
アセチルカルニチン投与が脳内のミトコンドリア・エネ
ルギー産生の向上、抗酸化機能の増加、生体膜の安定
化、遺伝子発現、神経伝達の活性化など、様々な経路を
介してアルツハイマー病を改善することを報告している
[11]。特に、老化はミトコンドリア機能の低下と関係が
あるが [13]、アセチルカルニチンの投与は加齢に伴うミ
トコンドリアの機能低下や形態的変化を改善させる。例
えば、高齢マウスは脳ミトコンドリアの酸素消費が低下
するが、アセチルカルニチンを投与するとそれが抑制さ
れる [14]。また、コレステロールやスフィンゴミエリン
といった脂質は、加齢に伴って大脳特異的に蓄積したが、
アセチルカルニチンを投与するとそれが減少した [15]。
脳における抗老化の観点からカルニチンやアセチルカル
ニチンの役割について研究する例は増えており、今後
益々発展すると期待される。

７．運動とカルニチン代謝
　運動時には骨格筋のエネルギー消費が増大するため、
カルニチン代謝も大きく変化する。活動筋内では糖分解
と脂肪酸のβ酸化が亢進して、アシルカルニチンが生成
される。炭素数の異なるアシルカルニチン種からアセチ
ルカルニチンのみを分離して測定することは難しいとさ
れていたが、最近、我々は質量分析イメージングという
方法を用いてラット骨格筋のアセチルカルニチンの局在
解析に成功した [16]。筋線維タイプによってカルニチン
種の存在量を比較すると、カルニチンはタイプ別の差が
認められない一方で、アセチルカルニチンは遅筋タイ
プである Type I 線維に多かった。しかし、電気刺激に
よってラットの下肢筋を強制的に筋収縮させると筋線維
タイプによる局在性は無くなり、グリコーゲンの減少レ
ベルに応じて、すなわち筋収縮レベルに応じてアセチル
カルニチンが蓄積することが観察された（図２）。近年
の研究では、筋細胞内で生成されたアセチルカルニチン

は、細胞外へ放出されることが証明されている [8]。また、
筋収縮は筋細胞内外のカルニチン輸送を活性化させる
[17]。すなわち、運動時には骨格筋内のアセチルカルニ
チンが増産され、それらが血液循環中に供給されている
ようにも見える。上述のように、アセチルカルニチンは
アルツハイマー病の予防を始めとして、全身の臓器に作
用することから、運動による健康効果の仕組みの一つに
カルニチンの働きが関与していることが考えられる（図
３）。

８．おわりに
　カルニチン研究には 100 年以上の歴史があり、研究し
尽くされた感があったものの、近年、脂肪酸代謝以外の
多様な機能が新たに見つかり、再びカルニチンの重要性
に焦点が当てられている。加齢に伴う脳機能・代謝機能
の衰退に対してカルニチン（あるいはアセチルカルニチ
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ン）が有効であるという事実は、高齢化社会の問題を抱
える日本において、さらに研究を発展させるべき重要な
テーマであると言える。
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Carnitine metabolism in skeletal muscle and aging

 Yasuro Furuichi and Nobuharu L. Fujii
Department of Health Promotion Sciences, Tokyo Metropolitan University

　Carnitine is known for its role in the transport of long-chain fatty acids into the mitochondrial 
matrix for subsequent β-oxidation. In addition, carnitine acts as an acceptor of excess acetyl-
CoA and form acetylcarnitine to relieve inhibition of pyruvate dehydrogenase. Recent 
studies have demonstrated that carnitine acetylation is essential for glucose homeostasis, 
and its dysfunction by aging and high fat feeding induces metabolic failure. Furthermore, 
acetylcarnitine itself has a neuroprotective effect and inhibits a decline in brain function 
with aging. In this article, we reviewed the role of carnitine in skeletal muscle metabolism, 
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especially the export of fatty acids from muscle cells. Further, this article introduces the 
recent knowledge that carnitine and acetylcarnitine supplementation has a beneficial effect 
on both an impairment of metabolism and a senescence including Alzheimer disease. 

Key Words：skeletal muscle, carnitine, acetylcarnitine, insulin resistance, aging
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１．はじめに
　日本国内の認知症患者数はすでに 400 万人を突破して
いると推計されており [1]、認知症の対策は医学的、国
家的急務である。高齢化社会における認知症対策として、
加齢に伴う認知機能低下の原因探索や予防手段が数多く
検討されてきた。例えば、認知機能の低下を主症状の一
つとするアルツハイマー病は様々な危険因子が重複する
ことで発症すると判明しつつある。それゆえ、病因の特
定は極めて困難である。しかし、根本的な病因に対する
予防医学的措置や根治療法は現在でも実用化に向けた研
究が行われている。
　認知症に対する現在の主要な介入手段としては、発症
後の投薬による薬理学的措置がとられている。認知症治
療薬として現在臨床で用いられている薬剤はコリンエス
テラーゼ阻害薬であるドネペジル（アリセプト）、リバ
スチグミン（イセクロンパッチ）、ガランタミン（レミニー
ル）、そして NMDA 受容体阻害剤であるメマンチン（メ
マリー）の計４薬剤であり、いずれの薬剤費も１日あた
り 500 円前後と高額である。今後予想される認知症患者
数の増加を考慮すると、認知症の予防措置や根治法が実
用化されるまで、既存の認知症治療薬よりも安価な認知
症治療薬の開発を平行して推進する必要がある。しかし
ながら、新薬の開発研究には莫大な期間と費用が必要と
されるばかりか、開発の俎上に載った全ての新薬が承認
されるわけでないというリスクがつきまとう。新薬の開
発研究に関する詳細な国内データは公開されていない
が、米国では治験のみで平均 7 年間の期間と 7500 万ド
ルの費用が必要である [2]。また、処方薬として認可さ
れる薬剤は全体の 20% に過ぎない [2]。本稿では、薬剤
開発における効果的な投資とリスクの低減を可能とする
手法であるドラッグ・リポジショニングを概観した後、
認知症治療薬のスクリーニングに関する我々の研究を紹
介する。

２．ドラッグ・リポジショニングとは
　ドラッグ・リポジショニングは、既に処方薬として用
いられている薬剤、あるいは臨床開発段階で中断した既

存薬剤の標的分子や作用機序を新規疾患へ展開する手法
である [3]。生体内の分子群やその作用機序は、特定の
疾患だけでなく多くの生体内事象に関与している。その
ため、既存薬剤の薬効が当初の治療対象以外の疾患に対
しても有効性を示すことがある。例えば、催眠鎮静剤と
して用いられていたサリドマイドは胎児の発育異常をも
たらす危険性が指摘された [4] ことから、催眠鎮静剤と
しての販売は中止された。だがその後サリドマイドは血
管新生抑制作用を有することが判明し、現在では多発性
骨髄腫の治療薬として用いられている [5]。また、勃起
障害治療薬として用いられているシルデナフィル（バイ
アグラ）の効果は、本来狭心症の治療薬として開発され
ていた本剤の臨床第Ⅰ相で見いだされたものである。
　ドラッグ・リポジショニングの利点は、薬剤開発の期
間短縮やコスト削減、また開発リスク低減にある。ド
ラッグ・リポジショニングの対象薬剤は基礎研究や製剤
化の検討が終了していること、またヒトにおける血中動
態や安全性に関する情報が利用可能であることから、新
薬開発におけるこれらのステップを省略することができ
る。これまでのドラッグ・リポジショニングでは開発コ
ストの削減が注目されがちであり、ドラッグ・リポジショ
ニングにより同定された治療薬の対象疾患の多くは通常
の新薬開発で十分な利益の回収が見込めない希少疾患で
あった [6]。だが、新規認知症治療薬の社会的要請が高
まっている現在、ドラッグ・リポジショニングによる開
発期間の短縮はコスト削減とともに大きな利点である。

３．PDE3 阻害剤シロスタゾールによる認知機能改善
　我々はこれまで、本来抗血小板薬として臨床で処方さ
れているシロスタゾール（プレタール）が認知機能に及
ぼす効果を検討してきた。シロスタゾールはホスホジエ
ステラーゼ（phosphodiesterase, PDE）3 の特異的阻害
剤であり、生体内では細胞内セカンドメッセンジャーで
あるcAMPの分解を阻害する。それゆえ、PDE阻害剤は、
細胞活動により上昇した cAMP 濃度を維持し、細胞内
cAMP の生理機能を増強すると考えられる。cAMP は
様々な生理機能に関与することが明らかにされている 
[7]。脳においては、cAMP 上昇に伴う cAMP - cAMP-
依存性キナーゼ - CREB シグナル伝達系の賦活化が記
憶・学習機構に重要な役割を果たすこと [8]、PDE3 は
海馬や小脳といった可塑性に富む中枢神経系に広く分布
すること [9] が明らかにされている。さらに、cAMP の
下流転写因子のノックアウト及び過剰発現マウスの記憶
が正反対に制御されることを明らかにした所属研究室の
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研究 [10] は、記憶・学習機構における cAMP の重要性
を裏付けている 。PDE3 と同様に環状ヌクレオチド分
解機能を有する PDE4 の特異的阻害剤ロリプラムが認
知機能を向上させることが報告されてきた [11]。だがロ
リプラムには強い副作用が認められたことから、治験段
階で開発が中断している。一方、シロスタゾールはその
安全性が確認されて既に処方薬として認可されているこ
とから、シロスタゾールは新規認知症治療薬の有力な候
補である。しかし、シロスタゾールが認知機能に及ぼす
効果はこれまで詳細に検討されていない。
　シロスタゾールが認知機能を向上させるという仮説を
検証するため、シロスタゾールを投与した若齢マウス
に対して記憶・学習課題を行った [12]。シロスタゾール
は毎日の実験開始前に経口ゾンデもしくは混餌で投与し
た。記憶・学習課題として、モリス水迷路課題と恐怖条
件づけ課題を用いた。モリス水迷路課題は、空間内に存
在する様々な刺激を用いてプールの水面下に隠された逃
避台の場所を同定する空間学習課題である [13]。逃避台
位置の獲得訓練において全ての群の逃避潜時（逃避台へ
到達するまでに要した時間）は同程度であり、シロスタ
ゾールが空間学習の獲得に及ぼす効果は認められなかっ
た（図 1A）。場所学習訓練の翌日、プール内の逃避台

を取り除いた状態でプローブテストを行った。逃避台が
置かれていた領域の滞在時間では群間に差が認められな
かったものの（図 1B）、逃避台位置（取り除いた逃避台
が置かれていた正確な場所）を横断した回数はシロスタ
ゾールの投与量依存的に増加した（図 1C）。逃避台位置
横断回数は逃避台の位置に関する記憶の保持とその正確
な想起が必要とされる。従って、シロスタゾールは記憶
の正確性を向上させる効果があると考えられる。
　恐怖条件づけ課題は、本来中性である条件刺激

（conditioned stimulus, CS）と有害刺激（unconditioned 
stimulus, US）を対呈示（条件づけ）することにより、
CS に対して生起するすくみ反応を記憶の指標とする古
典的条件づけ課題である [14]。条件付けから１時間、24
時間、７日経過後、条件づけを行った実験箱にマウスを
入れ、文脈依存性記憶テストを行った。統制群とシロス
タゾール投与２群のすくみ反応は１時間及び 24 時間後
のテストでは同程度であった。しかし、７日後のテスト
ではシロスタゾール投与 2 群のすくみ反応は統制群より
も有意に高いことが示された（図２）。シロスタゾール
が長期記憶の保持あるいは想起を有意に改善したと考え
られる。
　条件付けから７日後の文脈記憶テスト終了後にマウス
の脳を摘出し、cAMP の下流に位置するタンパク質で
ある CREB のリン酸化について免疫組織化学的分析を
行った。恐怖条件づけ課題の遂行に関与することが知
られている扁桃体の基底外側核 （basolateral amygdala, 
BLA） と海馬の３下位領域（CA1, CA3, 歯状回）につい
てリン酸化 CREB 陽性細胞数を定量した。シロスタゾー
ル投与マウスでは、海馬歯状回（図 3A）におけるリン

図 1　モリス水迷路を用いた空間学習能力の評価
 　混餌によりシロスタゾール（30 もしくは 60mg/kg

体重）を与えた１時間後に実験を行った。統制群に
はシロスタゾールを含まない飼料を与えた。（A）水
面下に隠された台の位置を学習する獲得訓練。（B）
獲得訓練の終了翌日に行ったプローブテストにおけ
る領域滞在時間。（C）プローブテストにおける逃避
台横断回数。逃避台のあった正確な位置を横断した
回数がシロスタゾールの投与量依存的に多くなった。
† : p < .10, *: p < .05、エラーバーは標準誤差を示す。
文献 [12] より許可を得て改変。

図２　恐怖条件づけ課題を用いた文脈依存性記憶の評価
 　経口ゾンデを用いてシロスタゾール（30 もしく

は 100mg/kg 体重）を与えた 30 分後に実験を行っ
た。すくみ反応を指標として条件付けから１時間、
24 時間、７日経過後の条件性文脈恐怖を定量化し
たところ、７日後のテストにおいてシロスタゾー
ル投与 2 群のすくみ反応は統制群よりも有意に高
かった。***: p < .001、エラーバーは標準誤差を示す。
文献 [12] より許可を得て改変。
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酸化CREB陽性細胞数が有意に多いことが明らかになっ
た（図 3B-D）。これらの結果から、シロスタゾールは感
覚情報の海馬への入り口である歯状回の活性化を通じて
記憶・学習機能を向上させている可能性が示唆された。

４．おわりに
　我々の実験から、シロスタゾールが記憶・学習機能を
向上させることが明らかになった。また、シロスタゾー
ルが初期アルツハイマー病患者の記憶機能の低下を抑制
することも報告されており [15]、シロスタゾールは新規
認知症治療薬の有力候補である。シロスタゾールは既に
抗血小板薬として臨床で処方されているため、対象疾患
を認知症に拡大するための治験を臨床第Ⅱ相から開始で
き、認知症治療薬として早期に臨床適用できる可能性が
ある。実際、国立循環器病研究センターが事務局となっ
て「認知症治療薬シロスタゾール」の治験が今まさに開

始されようとしている。またプレタール錠は既存の認知
症治療薬と比較して非常に安価であり、さらに後発薬で
は１日あたりの薬剤費はおよそ 30 円である（表１）。ま
た、疾病の治療には作用点が異なる薬剤を組み合わせる
ことが有効であると知られている [16]。しかし、始めに
述べたように、既存の認知症治療薬の作用機序は２通り
しかなく、薬剤の組み合わせが限定されているのが現状
である。細胞内情報伝達系に関与するシロスタゾールの
ように既存の認知症治療薬と作用機序が異なる薬剤は、
認知症治療における多剤併用療法の選択肢を広げる意味
で前途有為である。将来の多剤併用を視野に入れ、安価
な医薬品の中からドラッグ・リポジショニングによる認
知症治療薬候補として同定されたシロスタゾールは、今
後も増加を続けると考えられる老人医療費の削減に貢献
することが期待される。
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図３　海馬歯状回におけるリン酸化 CREB 陽性細胞数
 　（A）ニッスル染色による海馬付近の冠状断面像。

図中の DG は歯状回を、スケールバーは 200μm を示
す。（B）海馬歯状回におけるリン酸化 CREB 陽性細
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－ 34 －

９. Lakics V, Karran EH, Boess FG. Quantitative 
compar i son o f  phosphod ies terase  mRNA 
distribution in human brain and peripheral tissues. 
Neuropharmacology 59（6）:367-374, 2010.

10. Kojima N, Borlikova G, Sakamoto T, et al. Inducible 
cAMP early repressor acts as a negative regulator 
for kindling epileptogenesis and long-term fear 
memory. J Neurosci 28（25）:6459-6472, 2008.

11. Rose  GM,  Hopper  A ,  De  V ivo  M ,  e t  a l . 
Phosphodiesterase inhibitors for cognit ive 
enhancement. Curr Pharm Des 11（26）:3329-3334, 
2005.

12. Yanai S, Semba Y, Ito H, et al. Cilostazol improves 
hippocampus-dependent long-term memory in 
mice. Psychopharmacology （Berl） 231（13）:2681-
2693, 2014.

13. Morris RG, Garrud P, Rawlins JN, et al. Place 
navigation impaired in rats with hippocampal 
lesions. Nature 297（5868）:681-683, 1982.

14. Phillips RG, LeDoux JE. Differential contribution of 
amygdala and hippocampus to cued and contextual 
fear conditioning. Behav Neurosci 106（2）:274-285, 

1992.
15. Ihara M, Nishino M, Taguchi A, et al. Cilostazol 

add-on therapy in patients with mild dementia 
receiving donepezil: a retrospective study. PLOS 
ONE 9（2）:e89516, 2014.

16. Lees J, Chan A. Polypharmacy in elderly patients 
with cancer: clinical implications and management. 
Lancet Oncol 12（13）:1249-1257, 2011.

 

利益相反開示
　本稿に関連し、利益相反に該当する事項はない。

謝辞
　本研究の実施にあたり、遠藤昌吾研究部長、新崎智子
氏、中西和子氏、仙葉悠紀氏、小島開氏（以上　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）、伊藤秀記氏（大塚製薬株式会社　探索第一研究所）
の協力を頂いた。また、シロスタゾールの原末及び混餌
飼料は大塚製薬株式会社に提供頂いた。ここに記して感
謝します。



－ 35 －

１．はじめに
　正常な組織と比較して、癌に特有な代謝特性の一つ
に「解糖系代謝亢進」が知られている（ワ―ルブルグ

（Warburg）効果と呼ぶ、1930 年提唱）。ワ―ルブルグ
効果は、癌臨床診断検査（FDG-PET など）の理論的根
拠として、既に広く応用されている。一方、癌における
ワ―ルブルグ効果の病理的意義については、以下のよう
に幾つか提唱されている。すなわち、癌の生存戦略とし
て、①低酸素環境適応、②抗酸化力獲得、③バイオマ
ス合成、④ストレス老化耐性獲得、などの利点が考え
られる。また、それぞれの可能性を説明しうる分子メ
カニズムとして、①転写因子 HIF-1（hypoxia-inducible 
transcription factor 1）の活性化とその標的遺伝子であ
る多くの解糖系酵素の発現上昇 [1]、②抗酸化力獲得 [2] 
およびペントースリン酸経路（PPP）活性化 [3]、など
の報告が見られる（図 1）。

　我々のグループでは、以前にマウス正常繊維芽細
胞（MEF 細胞）を用いて、細胞老化抑制 cDNA スク
リーニングを行い、解糖系酵素の一つであるホスホグ
リセリン酸ムターゼ PGAM を同定している [2]。その後、
PGAM は、他のグループからも、①乳癌抗癌剤の標的
となる事 [4]、②癌特異的解糖系酵素 PKM2 の標的とな
ること [5]、③ PPP を直接活性化する事 [3]、などの報告
が相次ぎ、癌代謝における重要性が指摘されている。
　しかしながら、PGAM の制御機構は長く謎のままで
あった。その理由の一つは、PGAM は HIF-1 の転写制
御を受けない唯一の例外であるという意外な事実であっ
た。そこで、我々は PGAM 制御機構の詳細な分子メカ
ニズムの検討を行い、老化ストレス時に PGAM が癌関
連遺伝子 Mdm2 によりユビキチン化を受け、分解され
ることを今回発見した [6]。

２．ストレス老化シグナルによる PGAM のユビキチン化
　ストレス老化シグナル（酸化ストレス、DNA 傷害、
発癌ストレスなど）により、通常細胞は、テロメア非依
存的に細胞老化する（「ストレス老化」と呼ぶ）。老化
細胞では、解糖系代謝が低下することを我々は以前報
告している [2]。まず、我々は独自に抗 PGAM 抗体を作
成し、ストレス老化誘導による PGAM タンパク質の挙
動を検討した。MEF 細胞に対して、DNA 傷害（低濃
度 Etoposide 暴露）や発癌ストレス（低分子 GTP 結合
タンパク質 Ras の発癌変異 Ras-G12V 発現）により、ス
トレス老化を誘導した場合、PGAM タンパク質の顕著
な減少、PGAM 酵素活性低下、それに伴い解糖系代謝
低下が観察された。この際の PGAM 減少は、ユビキチ
ン - プロテアソーム系によるタンパク分解が原因である
ことが証明された（PGAMｍRNA プロファイルの検討、
プロテアソーム阻害剤 MG132 による検討、ポリユビキ
チン化修飾 PGAM の検出などより）。

３．Pak1 キナーゼによる PGAM のリン酸化修飾が
　　ユビキチン化の引き金となる
　多くのユビキチン化反応は、前段階としてユビキチ
ン化以外のタンパク修飾（リン酸化等）の影響を受け
ることがよく知られている。PGAM のユビキチン化機
構解明のため、まず、我々は PGAM をリン酸化するキ
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図 1　PGAM はストレスによりユビキチン化を介した分
解を受ける

 　癌細胞では解糖系が亢進している（ワーブルグ効
果）。PGAM は癌細胞の増殖に重要な役割を果たす
と予想されたが、多くの解糖系酵素の転写を活性化
する転写因子 HIF-1 は、PGAM をターゲットとし
ない。
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ナーゼに注目した。Pak1 キナーゼ（p21（cdc42/Rac1）
-activated kinase1）は細胞運動性や細胞骨格など多く
の細胞現象に機能する遺伝子であり、アポトーシスや癌
化にも関与することが知られている [7]。既に Pak1 キナー
ゼが PGAM のセリン 118 残基をリン酸化することが知
られていた [8]。Shalom-Barak らの報告では、PGAM リ
ン酸化により、その酵素活性は低下するもののタンパク
質レベルは変化しないとされていたが、彼らは癌細胞株
HEK293T 細胞を用いていた点は我々とは異なる。そこ
で我々は、初代 MEF 細胞において、Pak1 キナーゼの
PGAM ユビキチン化への影響を検討した。Pak1 を過剰
発現した MEF 細胞では、PGAM ユビキチン化による
タンパク分解が亢進し、早期老化が引き起こされた。一
方、Pak1 の発現をノックダウンしたり PGAM のセリン
118 残基をシステインに置換したりすると、PGAM の
ユビキチン化が減少することが観察された。
　さらに、ストレス老化シグナルの活性化により、
Pak1 タンパク質レベルが上昇し、PGAM のセリン 118
残基をリン酸化することが、抗セリン 118 リン酸化抗体
や試験管内リン酸化反応で観察された。これらの結果よ
り、ストレス細胞老化において、Pak1 によるリン酸化
修飾が PGAM 分解を促進することが判明した。

４．ユビキチンリガーゼ Mdm2 による PGAM の
　　ユビキチン化修飾
　次に、PGAM のユビキチン化修飾を行うユビキチン
リガーゼの探索を行った。ユビキチン化修飾はユビキ
チン活性化酵素 E1, ユビキチン結合酵素 E2, ユビキチン
リガーゼ E3 による多段階のステップを経て行われる。
E1, E2 とは異なり、基質特性を決定する E3 は種類が多
く、数百種類存在するといわれており、PGAM ユビキ
チン化に対する特異的ユビキチンリガーゼ同定が喫緊の
課題であった。以前、我々は PGAM 酵素活性が p53 依
存的であることを報告していた [2]。これを手掛かりに、
まず、様々な細胞株において PGAM タンパク質の挙
動を検討したところ、正常細胞（WI38, TIG-3, IMR90）
では DNA 傷害などにより PGAM タンパク質減少が
観察された一方で、癌細胞株（HEK293T, Sw620, HT-
29, HeLa）では PGAM はより安定であった。p53 ノッ
クアウト MEF でも同様の知見を得た。以上の結果よ
り、PGAM 蛋白分解は p53 依存的であることが示唆さ
れた。p53 は癌抑制遺伝子であり、転写因子としても知
られる。我々は、p53 の下流因子の一つであり、p53 そ
のもののユビキチン化も担う RING 型ユビキチンリガー
ゼ Mdm2 が、PGAM の分解を促進することを見出した。
さらに、Mdm2 がストレス存在下において PGAM と強
く結合し、その結合は Pak1 によるリン酸化が促進して
いることを見出した。最終的に試験管内ユビキチン化反
応系を構築し、Mdm2 が試験管内で PGAM を基質とし
てユビキチン化できることを見出した。
　以上より、PGAM のユビキチン化酵素 E3 が Mdm2
であることが確実になった。これは癌関連遺伝子 Mdm2
による代謝酵素制御の最初の報告となった。

５．PGAM をユビキチン化出来ない Mdm2 変異の
　　発現は癌化を促進させる
　従来、以下のような幾つかの理由により、Mdm2 は
癌遺伝子と考えられてきた。①癌抑制遺伝子 p53 をユビ
キチン化分解する点、②ある種の癌における遺伝子増幅・
発現上昇、③ある条件ではヒト初代繊維芽細胞を形質転
換する [9]、などの報告による。しかし一方で、Mdm2 は
ある環境下では癌抑制遺伝子としても働きうる可能性が
知られている [10]。Mdm2 による細胞周期停止 [11] や、ア
ポト―シス促進（今回の我々の論文）が報告されている
からだ [6]。このような一見矛盾する Mdm2 の 2 面性は、
従来謎のままだった。我々は、細胞の状況や環境条件に
より、Mdm2 の基質選択性の違いが生まれ、引いては
細胞の運命に大きく影響するのではないか、と考え、そ
の証明を試みた。
　我々は、癌のサンプルより検出された遺伝子変異の網
羅的データベース上で報告のあった３つの新規 Mdm2
変異について、基質選択性の違いを検討した。興味深
いことに、p53 不活性化に関して、これら 3 つの変異と
野生型はほぼ同様の活性を示す一方で、PGAM ユビキ
チン化活性は Mdm2 の RING ドメイン内変異（M459I）
においてのみ、顕著な低下を認めた。さらに野生型
Mdm2 と異なり、この M459I 変異においてのみ、Ras-
G12V と PGAM との共発現により、ヌードマウス皮
下腫瘍形成能を獲得した（図 2）。以上をまとめると、
Mdm2 がその二つの基質（p53 と PGAM）に対して、
ストレス老化シグナル活性化時に、正反対のユビキチン
化活性を示すことが判明した。つまり、p53 を安定化す
る一方、PGAM を不安定化することにより老化を誘導
する。しかしある条件（Mdm2-M459I 変異）では、こ
のシグナル伝達（Ras-G12V）は逆に作用し、p53 を不

図２　Mdm2 による PGAM のユビキチン化機構の破綻に
より細胞が癌化する

 　ストレス老化シグナル下、Mdm2 による p53 と
PGAM のユビキチン化の違いのモデル図。詳細は本
文参照。写真は Ras-G12V と Mdm2-M459I を発現さ
せた PGAM2-Tg MEF 細胞をヌードマウスの皮下へ
打ち込み、腫瘍形成を観察したもの。
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活性化し PGAM を安定化することにより発癌に寄与す
る。すなわちワールブルグ効果となる（図 2）。

６．おわりに
　今回、我々は PGAM 分子制御機構の詳細な検討を
行い、（1）ストレス老化により PGAM がユビキチン
化を受け、（2）Pak1 キナーゼによるリン酸化がそのユ
ビキチン化を促進し、（3）Mdm2 が PGAM のユビキ
チン化酵素であり、（4）PGAM をユビキチン化できな
い Mdm2 変異が癌化に寄与することを報告した。これ
より、細胞老化とワ―ルブルグ効果の分子接点として、
p53/Mdm2 経路による PGAM のユビキチン化が重要で
あることが判明した （図 2）。
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１．はじめに
　老化は加齢に伴う組織、生体機能の低下であり、その
原因の一つとして細胞老化の重要性が注目されている。
細胞老化は「不可逆的な細胞周期の停止」と定義され、
細胞に対する様々なストレスやダメージによって引き起
こされることが知られている [1]。細胞老化によって増
殖停止した細胞の集積は、組織機能の低下を招き、個体
老化の原因の一つとなると考えられる。一方で、細胞老
化による細胞の増殖停止の生理学的意義は、癌抑制機構
やアポトーシス（細胞死）と同様に、ストレスやダメー
ジを受けた、潜在的に癌化する危険性のある細胞を排除
することだと考えられている（図１）[2]。p53 や p16 な
どの多くの癌抑制遺伝子が、細胞老化に関与することが
すでに数多く報告され、それゆえ細胞の癌化と細胞老化
には共通した細胞の増殖調節機構が関与している可能性
が示唆されている。細胞老化と癌化、それぞれの制御機
構や両者の関係、またそれらの破綻がどのようなしくみ
で個体老化につながるのかについて、細胞・分子レベル
でのメカニズムが徐々に明らかになりつつあるが、未だ

不明な点も多い。本稿では、このようなメカニズムの解
明につながる研究として我々のグループが注目している
TARSH 遺伝子について、これまで明らかにになってき
た知見を中心にまとめてみることにする。

２．老化関連遺伝子 TARSH/ABI3BP
　我々は、個体老化のしくみの基礎となる、細胞老化の
分子メカニズムを知るために、マウス胚性線維芽細胞

（MEF）の継代培養を繰り返したときに引き起こされる
細胞老化モデル系で、発現を変化させる遺伝子をスク
リーニングした。その結果、細胞老化、すなわち細胞増
殖能が低下する過程で、発現が上昇する遺伝子の一つと
して、Target of NESH-SH3 （TARSH/ABI3BP）を新た
に同定した（図２）[3]。TARSH は、2001 年に癌の異所
性転移に対して抑制的に働く分子である NESH の SH3
ドメインに会合する癌関連分子としてすでに単離されて
いた [4]。その後、ヒトとマウスにおいて TARSH の発
現の高い組織の一つは肺であること [3, 5]、興味深いこと
に、ヒト肺癌での TARSH の発現は低下していること（図
３）[6]、さらに悪性甲状腺癌の患者で顕著な発現低下
を示すこと [7] などが報告されている。一方で、これま
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図 1　個体老化と細胞老化と癌の関係
 　細胞に対するダメージやストレスは、不可逆的な

細胞増殖の停止である細胞老化を引き起こし、個体
老化の原因の一つとなる。一方で、ダメージを受け
た、将来的に癌になる可能性のある細胞を増殖させ
ないことで、細胞老化は癌を抑制するしくみとして
も機能している。

図２　TARSH 遺伝子の細胞老化における発現上昇、参考
文献３より改変

 　継代培養によって MEF を細胞老化させ、TARSH
遺伝子の発現を定量 RT-PCR （A）とノーザンブロッ
ティング（B）によって測定すると、細胞老化に伴っ
て TARSH 遺伝子の発現上昇が見られた。
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での我々のグループが行った機能解析により、TARSH
遺伝子の発現を抑制した MEF は細胞増殖能が低下し、
p53 依存的なアポトーシス経路の活性化を示すことが明
らかになっている [6]。これらの事実は、TARSH が細
胞増殖能を正にも負にも制御しうる分子であり、近年報
告された TARSH 遺伝子欠損マウスにおいて、間葉系
幹細胞の増殖能が上昇し、骨や脂肪への分化能が低下す
るという現象 [8] とも考え併せると、TARSH が細胞増
殖やそれに関連した癌化や細胞分化などに幅広く、そし
て複雑に関与していることを彷彿とさせる。

３．TARSH の細胞増殖能と肺癌転移における関与
　我々は TARSH がどのようなしくみで、細胞増殖を
制御しているのかを知る目的で、いくつかの細胞株に
TARSH 遺伝子を発現させて増殖能の変化を検証した。
最初に、これまでの我々の研究から、TARSH の機能の、
少なくとも一部は p53 依存的であることが明らかになっ
ているので [6]、p53 に変異がなく、細胞増殖の活発な
細胞として、癌抑制遺伝子である ARF 遺伝子をノック
アウト（KO）した MEF を用いて、TARSH の機能（増
殖能）を解析した。ARF KO MEF に TARSH 遺伝子
を過剰発現させると、細胞増殖の抑制や、これらの細
胞をヌードマウスの皮下に注射して形成させた腫瘍の
大きさの減少が見られた。こうした TARSH による細
胞増殖の抑制や腫瘍形成サイズの減少は、ARF と p53
のダブル KO MEF では見られなかったので、これらの
TARSH の機能も p53 依存的であることが分かった。次
に、マウスの肺癌転移モデルに用いられる B16F10 メラ
ノーマ細胞株に TARSH を過剰発現させると、細胞増
殖の抑制が見られ、細胞密度を著しく低下させ、細胞に
ストレスを与えた状況で形成されるコロニーの数も減少
していた。これらの細胞を C57Bl/6 マウスの尾静脈よ
りインジェクションすると、肺で形成される転移した腫
瘍の数が、TARSH 過剰発現により、低下していること
も判明した。すなわちこれらの結果は細胞老化関連遺伝

子として同定された TARSH 遺伝子は癌、少なくとも
肺癌の増殖抑制のみではなく、転移能にも関与している
可能性を示唆している。

４．終わりに
　以上の結果から、転移能の高い B16F10 株のような一
定の細胞状態において、何らかの刺激（細胞を取り巻
く環境の変化等）で TARSH の発現が減少すると、そ
の結果、細胞増殖能やコロニー形成能が上昇し、癌細
胞の肺への転移能を高めるのではないかという仮説を
我々は考えている（図４）。今後は TARSH がマウス肺
癌転移を抑制する具体的な分子メカニズムを明らかにす
るために、TARSH と他の結合タンパク質との関わり、
TARSH の細胞移動・細胞接着における役割等を明らか
にする研究を進めていきたい。また、未だ明らかになっ
ていない TARSH の細胞老化に伴う発現制御のしくみ
や、細胞増殖抑制能の制御因子について少しでも明らか
にできれば、癌という細胞増殖の異常モデルを通して、
細胞老化と個体老化の関わりを分子レベルで解明してい
く手がかりが得られると考えている。
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始めに
　最終的には、人の老化、寿命の仕組みを考え、対
応を探るにしても、私達はいろいろな生物モデルを
使って解析、研究しています。前回の対談では動物
全体をみて、進化を踏まえた有性生殖の定義や、生
物種の違いを超えた寿命の一般定義など、多彩な話
題に激論が有りました。次の段階として、実際に研
究を進める個々の生物モデルに付いて、考察を深め
て行きましょう。
　そのモデル個々については、人間の老化、寿命の
どの局面（臓器、細胞、時期、作用因子、代謝、遺
伝子 など多彩）を、明らかにすることに有効なのか又、
そのモデルを敢えて使う特異な役割は何か、或いは
その限界はどこにあるか等を、議論出来たら良いで
すね。

　最近、老化のモデル生物が果たす役割を、深く考
察なさっている樋口京一先生と森政之先生から、先
ず、お話を伺いたく思います。

三井－１
　モデル生物は、どのような視点で使われるとお考
えでしょうかお聞かせください。

樋口－１
　最近、森先生が執筆された総説（樋口との共著）「老
化のモデル生物が果たす役割」『老化の生物学—ヒト
の老化から分子メカニズムまで』（化学同人、石井直明 , 
丸山直記編）の中に、モデル生物は老化研究におい
ては３つの視点の検証、すなわち（１）「老化介入処
方の効果の検証」、（２）「老化が生じる生物学的メカ
ニズムを説明するための老化説の検証」、および（３）

「老化が存在する理由の説明の検証」のために使用さ
れる。と記載されています。私はこれ以外に、（４）「そ
の疾患の治療、予防法の開発のため」にもモデル生
物が使用される、と考えます。

三井－２
　なるほど、多彩な視点が有るわけですね。この中で、

（３）老化の存在理由の検証について、私が思い起こ
すのは、マイケル・ローズによる「変異、進化と適
応による老化の実証研究」ですが、ショウジョウバ

エのように恵まれた実験モデルが有ってこそですね。
この視点は会員の方に馴染みが薄いかも知れません。
少し、説明していただけますか？

森－１
　マイケル・ローズが 30 年以上前に報告したショ
ウジョウバエを用いて行なった「変異、進化と適応
による老化の実証研究」は、雌の繁殖時期が遅い個
体の選抜育種によっても長寿命系統が確立できるこ
とを示したものです。繁殖性が高く、かつ寿命が短
いというショウジョウバエの利点を活かした研究で
あったと言えます。現在、老化が存在する理由に関す
る二つの有力な仮説として、非適応的進化論の立場
から有害突然変異蓄積仮説（mutation accumulating 
theory）と拮抗的多面発現仮説（antagonistic pleiotropy 
theory）が提唱されています。有害突然変異蓄積仮説
とは、「生物の寿命が短かった時代に、一生の後半に
悪影響を与える突然変異遺伝子がしだいに集団内に
蓄積し、環境が変化して危険が少なくなり、高かっ
た死亡率が低下すると、年取った個体が増え、それ
らはこの遅発性の有害な効果を示す遺伝子の影響を
受けて老化する」とする仮説です。拮抗的多面発現
仮説とは、「個体が若いうちは生物にとって役に立つ
影響を示し、年老いると逆に悪影響を示すような多
面発現的な遺伝子の存在が老化の原因である」とす
る仮説です。マイケル・ローズの報告に続いて、他
の研究者による追試結果もいくつか報告されていま
す。それによると、どちらの仮説が支持されるかは
報告により異なるようです。恵まれた実験モデル生
物を利用しても老化研究が困難であることが良く判
ります。

三井－３
　どちらの仮説にも、それを支持する報告があると
のことですね。どちらであるかを決定する実験デザ
インが組めなかったのか、それとも生物モデルに
よって結論が違うのか興味深く、不思議でもありま
すね。人間では、拮抗的な多面発現の例とし Growth 
hormone や Testosterone が、老年期では腫瘍の発生
を促すと、指摘されますが如何でしょう。
　一方で、突然変異の蓄積は、老化症状の多様性と
符号はしますが、人で別の証拠はありそうですか？
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　遺伝子多型、SNP と老化度との関連性が、それに
あたりますか？

森－２
　成長ホルモンやテストステロンを進化の過程で獲
得したことが若齢期の成長や繁殖には有利に働いた
けれども、それが高齢期には腫瘍発生率を高めるな
どの有害な効果をもたらす結果となったことは、拮
抗的多面発現の例と考えて良いかもしれません。腫
瘍の発生を抑制することは個体の適応度を高めるこ
とに寄与しますが、そのために獲得したシステムの
一つが細胞老化であるとの仮説を支持するデータが
主としてヒトの臨床データから多数報告されていま
す。これも拮抗的多面発現仮説の一つであると思い
ます。一方で、有害突然変異蓄積仮説によってヒト
の老化の説明を試みた例を私は知りません。
　大規模コホートや百寿者を対象として寿命と相関
する SNPs などの遺伝子多型を検索する試みが国内外
の研究機関において行なわれています。寿命はこの
ような相関解析の対象形質としては扱い易いのです
が、生物の老化度を正確に反映するとは限りません
ので、得られたデータには注意深い解釈が必要です。
例えば、この解析から同定される遺伝子多型は、直
接的には生活習慣病への感受性／抵抗性を規定して
おり（この発見自体も、その結論が正しいならば意
義が大きいものですが）、その間接的な結果として寿
命に影響しているのかもしれません。ヒトの老化度
を解析対象としたいのであれば、昔から議論されて
いるように、何を老化度のマーカーとして使用する
のかが問題となります。いずれにしても、老化の有
害突然変異蓄積仮説を支持するデータがこれらの研
究から得られるかは判らないと思います。

三井－４
　細胞の分裂寿命・老化の獲得は、腫瘍を抑制する
プラスの役割から変じて、個体の有限寿命をもたら
す結果を生じたとの認識、しかもそれを拮抗的多面
発現の例と観る視点は、大変重要ですね。
　その視点からすれば、細胞の分裂寿命が、どの生
物あたりで生じたか、つまり進化上の起源、また同
時に、個体に寿命があっても次世代へゲノムの継続
伝達を可能にする方法、つまり有性生殖の獲得など
について深い考察が出来そうです。
　先の対談では、繊毛虫のゾウリムシにおける分裂
寿命と自家生殖を、寿命と有性生殖の起源として重
視する高木先生と、私のように襟鞭毛虫、更に体細
胞の分裂寿命と生殖細胞の分化が観られる群体のボ
ルボックスに注目している研究者で、激論になった
ようです。
　この点で、森先生からコメントを受けたいところ
ですが、実験動物モデルの面からも、改めて議論の
機会を持てたら幸いです。
　ところで、老化の存在理由を問う実証モデルでは

特に、線虫やハエなど、分裂終了した体細胞群から
なる生物を使いますが、それは仕方が無いものでしょ
うかー。人間に外挿するには、mitotic 細胞も併存し
て体内に持つ生物モデルでの研究が、必須では無い
のでしょうか？　そうなるとモデルはげっ歯類以上
にならざるを得ないのですか？
　また、ハエや線虫のモデルは、細胞から考えると、
ヒトでは神経細胞群等の細胞傷害の誘導や、予防・
回避を、分子レべルで解析するモデルに、有効だと
思えば良いのでしょうか？
　また細胞の傷害から、個体システムとして崩壊す
る死への転機を解析できる系と考えて良いでしょう
か？
　モデルとしての位置づけを、どう思われています
か？

石井－ 1
　細胞分裂が盛んであれば傷害が生じた細胞を自殺
させて隣の細胞が補うことができるので、老化への
寄与はそれほど大きくないように思えますが。Post 
mitotic な細胞の方が環境からの影響を強く受けます
し、分裂していた細胞が加齢により分裂を止めた老
化細胞が問題となっています。そういう意味では成
熟後には生殖細胞以外はすべて post mitotic な細胞に
なる線虫でも研究をする価値がある。現にインスリ
ン様シグナル伝達系が寿命に関与していることが線
虫でわかり、老化は自然崩壊の過程であり遺伝子は
関与していないと思われていた時代から遺伝子のレ
ベルでの老化研究の時代へと発展してきました。現
在では、このシグナル経路がすべての生物に対して
も同様に関与していると考えられています。すべて
の生物に共通な老化のメカニズムを知るにはハエや
線虫のモデルは有用であると考えます。

森－３
　線虫やショウジョウバエは生物に共通な老化メカ
ニズムを解明する目的にも有用であるとの石井先生
のご意見に賛成です。現在のところ、この主張を裏
付けするデータとしてインスリン様シグナル伝達系
のみが取り上げられ強調されますが、今後はこれら
の生物種を用いた研究から、生物に共通して老化を
規定するこれ以外の生物学的経路が発見される可能
性もあります。
　一方、ショウジョウバエや線虫が老化の存在する
理由を非適応的進化論の立場から説明する仮説を実
証する実験に使用されたのは、これらの生物種は世
代間隔が短いことが大きな理由であると思います。
この研究に関するモデル生物種の選択は、成熟後に
も体内に mitotic 細胞が存在する生物種であるか否か
とは別の問題です。哺乳動物種はこれらの動物種と
比較して進化的にヒトと近縁ではありますが、世代
間隔も長いため、老化の存在する理由を非適応的進
化論的に実証する実験には不利です。私自身は、老
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化に限らず進化を実験的に再現することはどのモデ
ル生物種を用いても実質的に不可能だと考えていま
す。また、これらの実験から構築された理論をヒト
に外挿することにはそもそも無理があると思います。
　ショウジョウバエや線虫は“細胞の傷害が器官や
臓器、さらに個体システムとしての崩壊である老化
や死に帰結する”とのモデルの実証やその予防・回
避のための処方効果の検証にもよく利用されていま
す。これらの生物種において成熟後の体内に生殖細
胞以外には mitotic 細胞が存在しない点は、これらの
研究のためにはそれほど不利とは思いません。むし
ろ、これらの生物種をこのような研究に利用するこ
との利点は、寿命が適度に短く、かつ細胞や組織・
器官における加齢変化や処方の効果が、個体が生き
ている状態で明瞭に追跡観察できることにあります。
しかしながら、データの解釈に当たっては、mitotic
細胞の非存在を考慮する必要がある場合もあるかも
しれません。
　哺乳動物の様々な器官に存在する幹細胞は mitotic
であることが特徴の一つです。現在、ヒトの様々な
疾患に関して幹細胞の移植による再生医療の研究が
進められています。興味深いことにマウスを用いた
研究で、幹細胞を移植することにより筋肉などの老
化を遅延、あるいは回復させた実験例が報告されて
います。この報告は、幹細胞を含めた mitotic な細胞
が組織や器官の老化に重要な役割をもつことを示唆
しています。このような研究には、やはり哺乳動物
が選択肢となります。

三井－５
　ショウジョウバエや線虫の研究意義が、整理され
ましたね。
　過去の進化圧を網羅して特定できない限りは、進
化を完全には再現できない訳ですが、この系で示唆
されたように、老化の存在理由として、拮抗的多面
発現の仮説は、人でもその実例が更に増えると期待
しています。
　又、mitotic 細胞を含むマウス等で、老化を左右す
るのは幹細胞で有るとの認識は、極めて重要です。
後ほど議論を集中させましょう。
　その前にマウスのモデル生物としての有用性を質
問させて下さい。
モデルは、老化関連の疾患の治療や予防法の開発に
も使われるとの事ですが、先生方の推進している
SAM マウスでの研究は、その典型ですね。最近は、
国内だけでなく海外にも分与が進み、研究体制や戦
略も緻密に成ったと思いますが、門外漢には、分か
らない点も有ります。基本になる考え方を教えて下
さい。
　先ず、促進老化のモデルと老化関連疾患のモデル
とで、両者を区別しない研究者と、別に扱う研究者
とが見受けられます。その点で、SAM をどのように
見ていますか？　P 系統 11 種にもさらに亜系が有り

そうで、多様な疾患症状が、それぞれ遺伝的に区別
される様ですが、疾患モデルと考えていいのですか？
　一方、不測な交雑に依る SAM の創製ですが、結果
は、特定系統マウスでの偏り症状を避け得た訳です
ね。雑種系で多彩な促進老化が解析できる点をむし
ろメリットと考えて、お進めでしょうか？
　日本では、老化・寿命関連のマウスモデルに、寿
命短縮のTet-mev-1 と寿命延長のklothoが、有ります。
両者とも単独遺伝子の改変です。SAM の方が、モデ
ルとしてメリットが有るかも知れません。有利な点
を解説していただけますか？

森－４
　Senescence-Accelerated Mouse（SAM 系マウス）
は AKR/J 系マウスと未知の系統との不測の交雑が生
じたマウスコロニーから、老化度評点の加齢依存的な
急速な増加を指標として選抜・交配を重ねて促進老
化のモデルとして確立されたマウス系統です。系統確
立当初には 9 系統の Senescence-Accelerated Mouse 
Prone（SAMP）系と、同一のコロニーに由来するが
正常な老化プロファイルを示す 3 系統の Senescence-
Accelerated Mouse Resistant （SAMR） 系 が 存 在
し て い ま し た。 現 在 は SAMP 系 と し て SAMP1、
SAMP6、SAMP8、SAMP10 が、また SAMR 系とし
て SAMR1 が日本のコマーシャルブリーダーから市
販されています。
　SAMP 系マウスは共通して正常な成長過程の後、4
～ 6 ヵ月齢より現われ急速かつ不可逆的に進展する
老化、すなわち促進老化を呈します。寿命も有意に
短縮しており、コンベンショナル条件下で飼育され
たデータによると、50％生存日数は SAMP で平均
291 日で、SAMR の 489 日と比較して約 40％短縮し
ています。ただし、SPF 条件下の飼育では SAMP、
SAMR 系ともにコンベンショナル条件下と比較して
寿命が延長します。また、SAMP 系マウスは老化ア
ミロイドーシス、学習・記憶障害、老年性骨粗鬆症
等の老化関連病態を系統特異的に発症します。これ
らの系統は疾患モデルとして使用されています。促
進老化と老化関連病態の関係には二つの可能性があ
ります。一つはこれらの形質は互いに完全に独立し
たものである可能性で、他方は老化関連病態が促進
老化を基盤として発症する可能性です。
　交雑が生じて遺伝的に heterogeneous な集団から
選抜をともなう近交系化によって促進老化と老化関
連病態が各系統内に遺伝的に固定されたことから、こ
れらの形質はなんらかの、おそらくは複数の遺伝子
により規定されていることが示唆されます。これま
でに、老化アミロイドーシスが変異型 apolipoprotein 
A2（Apoa2）遺伝子によることが明らかとされてい
ます。また、老年性骨粗鬆症の原因として Secreted 
frizzled-related protein 4（Sfrp4）遺伝子の変異が同
定されています。これ以外の老化関連病態、および
もっとも興味深い点である促進老化を規定する遺伝
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子とその原因となる変異は明らかとされてはいませ
ん。このような一つずつは小さな効果しかもたない
遺伝子の同定は、大規模な解析集団を作製でき、か
つ環境の厳密な統御が可能なマウスモデルでも困難
なのが現状です。最近、このような遺伝解析とは別
のアイデアと解析技術に基づき、SAMP1 系マウスの
エクソーム解析が行なわれ、その結果が論文報告さ
れました。その結果、SAMP1 系マウスは多数の興味
深い系統特異的な塩基変異を有することが明らかと
なりました。これらの塩基変異が SAMP1 系の促進
老化や老化関連病態の原因であるか否かが今後の検
討課題です。
　ヒトの老化もプロジェリアなどの遺伝性早老症の
特殊な例を除いて、複数の遺伝子が関与している可
能性があります。この点において、単一の遺伝子変
異に起因する老化モデルマウスと比較して、SAM 系
マウスの方がヒトの老化に類似していると考えてい
ます。

樋口－追加
　SAM マウスの最初の論文が 1981 年に発表されて
いますので、40 年近く前に、老化をターゲットとし
たモデルマウスの育成を目指して、交配と選抜を行っ
ていた事になります。当時の飼育環境は現在と比較す
ると劣悪で、促進老化を選抜していても、感染など
の疾患への脆弱性を選抜していた可能性は否定でき
ません。SPF 化して国内外への分与体制が一応整い、
SAM がより多くの研究者に使用されるようになって
来ましたが、SPF 化によって、寿命の延長（最長寿
命と平均寿命）と加齢疾患の病態にも影響が出てい
ます。これまでに SAMP に見られるアミロイドーシ
ス、最大骨量、学習記憶障害等に関連する複数の遺
伝子や遺伝子座が明らかになっていますが、促進老
化に共通した遺伝子／遺伝子座は明らかになってお
らず、少なくとも単一の遺伝子（SAM 促進老化遺伝
子）によって、促進老化や老化関連疾患を説明でき
る可能性は少ないと考えています。ただ抗酸化剤や
食餌制限などの老化の進行を遅らせる介入で SAMP
の各種の老化病態が遅延することが報告されていま
す。また最近、老化に関する現象や、Stem Cell などが、
reversible である可能性も指摘されています。従って、
私達の老化現象がトータルとして irreversible な機能
減退であり、各種老化関連疾患の発症の集積である
と考えると、SAMP 系マウスの促進老化がヒトの老
化に類似していると考えています。

三井－６
　単一遺伝子操作のモデルより SAM モデルの方が 
複数遺伝子の関与が考えられるヒト老化の実体に近
いので、有効だろうとの事ですね。又、促進老化の
原因はまだ不明ながら、網羅的な塩基変異の解析結
果から、解明を期待できると知りました。
　その際、正常老化と SAMP 系統とで、最終的に同

じ老化ターゲット遺伝子に、行き当たるとの想定で、
いいのでしょうかね。
　私としては、幹細胞の reservor が変動しているか、
気になります。又その原因遺伝子が関わって、寿命
との trade off が、何であるかも、興味深いです。

　－ 6.1  さて、マウスの系で、分裂終了細胞であ
る骨格筋細胞と神経細胞の加齢変化を考えましよう。
先ずは、老化に伴うマウス筋肉の生理、病理にお詳
しい重本先生に、いくつかお尋ねです。
　神経細胞との比較に興味有ります。神経細胞は部
位によって、再生能力が著しく違います。進化的に
より原始的な部位が再生可能かと理解しますが、骨
格筋細胞も、幹細胞（サテライト細胞？）からの細
胞再生は、部位特異性ですか？

重本－１
　筋組織間、また速筋線維や遅筋線維で存在するサ
テライト細胞の数が異なりますが、それにより再生
能力が異なるかどうかは未だよくわかっていません。
サテライト細胞による骨格筋の再生は細胞が存在す
る筋組織内（例：ひらめ筋）に限局しており、近傍
にある他の筋組織（例：前頸骨筋）に移動して再生
に寄与することはありません。一方、実験的に骨格
筋を破壊すると血中に存在している間葉系幹細胞が
サテライト細胞に分化して筋を再生することが報告
されています。

　－ 6.2  神経細胞死の誘導因子は虚血やβアミロイ
ド蓄積、成長因子の不足等あげられますが、骨格筋
細胞死は、如何ですか？
　老化に依る機能衰退は、廃用性が主ですか？　神
経原性、筋原性も生理的にあり得るのですか？

重本－ 2
　老化による筋萎縮の病理像として筋線維の消失（筋
細胞死に依る）と縮小が観察されます。筋線維は多
核で、単核のサテライト細胞から分化した筋芽細胞
が筋線維に融合して維持されています。老化による
筋萎縮はこの過程の効率が様々な原因の結果低下し
て、筋線維の縮小や消失が起きていると考えられま
す。骨格筋内の筋線維間及び他の細胞との相互作用
や、運動神経細胞からの神経伝達刺激が骨格筋の維
持に必要です。老化による筋萎縮は骨格筋の維持に
係わる全ての機構が関与すると考えられていますが、
まだよくわかっておりません。

　－ 6.3  神経と筋肉との関係だけで言えば、線虫で
もモデルになりそうですが、マウスの有利な点は何
ですか？　

重本－ 3　
　治療や診断技術の開発を目標とする研究の場合、
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薬物や新技術がマウスで有効であれば、ヒトに応用
できる可能性も高いと期待することができます。ま
た線虫で得られた結果をヒトに応用する場合は、ま
ずマウスで有効性を調べることになると思います。

　－ 6.4  ヒトの筋に比べて、遅筋の比率がとても低
いと思われますが、それは解析に不利に成っていま
すか？　そして速筋との比率で、理想的なモデルは
有るのでしょうか？

重本－ 4
　一般論として抗重力筋は遅筋線維が優位になると
考えられます。二足（ヒト）あるいは四足歩行（マウス）
の動物では骨格筋の場所により速筋と遅筋線維の割
合は異なると予想されます。ヒトと全く同じモデル
動物は存在しませんが、骨格筋維持の機構や骨格筋
と他の臓器との相互作用についてはマウスでも共通
に存在していると考えています。一方でマウスで得
られた研究結果は、ヒトでもそうであるかどうかは
常に議論し可能であれば検証しなくてはなりません。

　－ 6.5  介入モデル実験を教えて下さい。マイオス
タチンの抑制は、筋萎縮疾患の治療だけでなく、生
理的に衰えた筋肉、及び廃用性の筋肉低下に対して、
その筋量や幹細胞数の増加に、効果がありそうです
か？

重本－ 5
　マイオスタチンの受容体（アクチビンのタイプ II
受容体）に対する抗体医薬による封入体筋炎に対す
る治験が日本を含めて世界で行われています。2016
年にも認可されるとの報道もなされています。また、
製薬会社はサルコペニアや悪液質などによる筋萎縮
に対する認可も狙っているようです。サルコペニア
を病気として当局が認めるかどうか注目されるとこ
ろです。第 II 相までの治験では封入体筋炎に対して
有効性がありそうだということで、FDA から画期的
な新薬候補として昨年に breakthrough therapy の指
定を受けています。一方で、マイオスタチンの阻害
は主に速筋の増強効果によることから、長期的観点
から疑問視する考え方もあります。認可後も、いわ
ゆる第四相治験として有効性を判定するにはまだ時
間がかかりそうです。ところで、今年の Science 誌に、
マイオスタチン（GDF-8）とアミノ酸配列の相同性が
90％もある GDF-11 という生体内因子が , 加齢による
骨格筋の機能低下に対して有効であるという報告が
されました。昨年の Cell 誌には加齢による心機能低
下に対して、また今年の Science 誌の別の論文では加
齢による記憶低下にも有効であったと同じグループ
から報告されました。GDF-11 は加齢により血中の濃

度が低下するようです。数年以内に治験を行う予定
のようですから、夢の若返り薬になるかどうか大変
注目しています。

三井－７
　生理的な加齢による機能低下にも、効果があると
いうのは、画期的ですね。それにしても、その GDF-
11 の低下は、身体活動の低下に対応しただけなのか、
必然的な低下なのか、気になりますね。
　さて次に、同じく終末分化細胞と言われて来た神
経細胞そして脳の、老化および疾患に付いて、マウ
スとカニクイザルの両方をモデルに活用してきた木
村展之先生に、質問してお話を伺います。

　－ 7.1　先ず、霊長類のカニクイザルを使える状
況で、敢えてげっ歯類のマウスをモデルに使う学術
的な理由は、何ですか？
　短寿命で、繁殖率の高いことで、疾病の mutant を
素早く樹立して、介入効果を判定し易いこと以外に、
脳の構造や機能の面から何かあれば、教えて下さい。

木村－１
　学術的な理由になっておらず恐縮なのですが、や
はりマウスを用いる一番の理由は低コストと手軽さ
にあると考えます。私がこれまで老齢カニクイザル
の脳組織を用いて研究活動を行うことが出来たのは、
ひとえに数多くの先生方と所属研究機関の助力のお
かげです。あえて学術的な理由を一つあげるとすれ
ば、近交系が樹立されているマウスとは異なり、こ
れまで私が用いてきたカニクイザルはクローズドコ
ロニーであるが故に個体間のばらつきが非常に多い
ということです。例えばアルツハイマー病の主病変
である老人斑（βアミロイドの凝集蓄積病変）の形
成についても、非常に数多くの老人斑が形成される
個体もあれば、同じ年齢でも形成数が極めて少ない
個体もいます。このような個体差は遺伝的体質に起
因するのみならず、後天的な環境因子（エサの摂取
量等）に起因する変化である可能性もあります。こ
のため、病理学的な解析を行う上では必ずしも年齢
と病態進行度が一致しないケースもあり、マウスに
比べて得られた研究データの考察に留意する必要が
あります。もちろん、それだけヒトに近い多様性と
個体差を有しているとも言えるわけですから、薬効
評価試験を外挿する点では非常に優れた特性である
とも考えられます。

　－ 7.2　カニクイザルは、自然発症の老人斑やア
ミロイド沈着が見られる貴重なモデルですね、認識
機能の解析面からは、マウスモデルでは使えず、し
かも人間と比較してその限界点があるとすれば、そ
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れは何だと見ていますか？

木村－２
　一番の問題は、何を持ってして認知機能の評価と
するのかという点だと思います。マウスではＹ迷路
試験やモリス水迷路試験など、非常に数多くの行動
学的認知機能解析試験が知られていますが、これら
はマウスの自発運動量や運動機能、視覚機能に左右
されるという側面も持っています。特に、認知症研
究でよく用いられるモリス水迷路はマウスの空間認
知・記憶能力を評価していると考えられていますが、
果たしてその機能の低下がヒトの認知症患者におけ
る症状を反映するものと考えても良いのかという問
題もあります。そしてカニクイザルの場合、上記マ
ウスと同様の問題点（用いる行動学的解析試験の有
効性）があることに加え、行動学的試験そのものへ
の適応性が個体によって異なるという問題があるの
です。つまり、ある個体は素直に行動学的解析試験
を遂行してくれるのですが、途中で試験に飽きてし
まって試験そのものを完遂できない個体も存在しま
す。このことから、個体の“性格”に左右されない
認知機能解析試験を樹立することが非常に重要であ
り、現段階での大きな問題になっていると考えられ
ます。

　－ 7.3　霊長類の中でも人間は、閉経後から寿命
迄の老齢期間が、突出して長い訳ですが、認知症の
発症や介入法に、カニクイザルとの違いは有りそう
ですか？

木村－３
　現時点ではカニクイザルにおける認知症の診断基
準が確立されていませんし、病理学的にもヒトの認
知症に相当するような著しい神経細胞の脱落は老齢
ザルで確認されていないため、明確にお答えするの
は難しいです。あえて申し上げるならば、今後の研
究活動によってカニクイザルを用いた認知症モデル
を確立することが出来れば、そこから得られた事実
を元にしてヒトへ外挿できる可能性は非常に大きい
と考えます。重要なことは、いかにヒトの認知症病
態を再現することができるかという点に尽きると思
います。

　－ 7.4　神経幹細胞に依る再生現象、或は、ネッ
トワークの再配列化は、部位特異性、頻度等で、ヒ
トとの違いは、如何ですか？　　

木村－４
　ヒトとサルにおける部位特異性や頻度の違いまで
は知見を持っていないのですが、サル ES 細胞や iPS
細胞に由来する神経幹細胞を MPTP 投与パーキンソ
ンモデルサルに同種移植した実験では、移植細胞が
脳内でドーパミン細胞に分化してドーパミンを放出

することが確認されており、脊椎損傷モデルに同種
移植した場合でも運動機能改善が確認されているこ
とから、神経ネットワークの再構築、再配列化はヒ
トと大きな違いは無いのかも知れません。また、サ
ル由来の ES 細胞や iPS 細胞も心筋や神経系細胞には
比較的分化しやすいという報告があります。従いま
して、幹細胞の分化傾向についてもヒトとサルでは
大きな違いは無いと考えられます。

　－ 7.5　ES 細胞、iPS 細胞の万能性や分化誘導能
がマウスより劣っている可能性が有りますか？　移
植に依る脳機能の再生について、前臨床試験での限
界は感じますか？

木村－５
　マウスの多能性幹細胞（ES 細胞、iPS 細胞）とヒ
トを含む霊長類多能性幹細胞の特徴は大きく異なっ
ているようです。一般的にマウスと比べて、ヒトや
サルの ES 細胞や iPS 細胞の分化多能性は低く、分化
多能性を維持したまま培養するのは難しいとされて
います。例えばマウスの場合、白血病阻止因子（LIF）
を培養中に添加することでフィーダー細胞を使わず
に多分化能を維持したまま培養が可能ですが、ヒト
やサルの場合は塩基性線維芽細胞増殖因子（bFGF）
を添加してフィーダー細胞上で培養をしないと多分
化能が失われるそうです。ただし専門家の意見では、
これはヒトやサルの細胞がマウスに比べ単純に劣っ
ていると云うのではなく、それぞれの細胞の性質に
そもそも違いがあることに起因するのではないかと
いうことでした。
　マウス ES 細胞や iPS 細胞は未分化のブラストシス
ト（胚盤胞）の性質を持っていますが、ヒトやサル
の現在の ES 細胞や iPS 細胞は、より分化したエピブ
ラストに近い状態であると考えられています。この
ため、マウスの幹細胞は生殖細胞に分化することが
できますが、霊長類では分化できないものと現時点
では考えられているようです。現在、多くの研究者
がヒトやサル由来の多能性幹細胞をマウス同様にブ
ラストシストに近づけるための研究を進めているそ
うで、結論を出すにはその結果を待つ必要があるよ
うです。尚、幹細胞を用いた移植による脳機能再生
も含めて、マウスを用いた実験成果の外挿だけでヒ
トの臨床に進むのは有効性及び安全性の両面で問題
があるため、未だ乗り越えるべき困難はあるものの
サルを用いた前臨床試験の展開は必要だと私は考え
ます。

　－ 7.6　ヒトに最も近いと云われるチンパンジー
での、認知症研究は、カニクイザルの限界を超える
内容が有りそうですか？　想像できる範囲でも、お
教えください。
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木村－６
　チンパンジーを医科学用動物実験に用いることは
既に禁じられていますが、40 歳を超えて死亡したチ
ンパンジーの脳組織では、老人斑はもちろん神経原
線維変化（老人斑と並ぶアルツハイマー病の主病変）
も多数形成されていることが、海外の研究機関から
報告されています。また、チンパンジーを用いた認
知機能の解析はかなり高度なレベルに達しているこ
とも鑑みますと、カニクイザルに比べてよりヒトに
近いレベルで、アルツハイマー病態の進行と認知機
能障害との関係性等を検索することができる可能性
は高いと考えます。

　－ 7.7　アルツファイマー病で、木村先生の提唱
する“弧発 AD の Traffic Jam 仮説”について、その
原因がエンドサイトーシス障害の亢進だと言う事で
すね。その予防・介入実験はカニクイザルで、進行中
ですか？　他の神経変性疾患とも関わるようですが。

木村－７
　残念ながら予算の問題等もあり、カニクイザルを
用いた予防・介入実験には進めておりません。一方、
先生の仰るとおり、近年ではパーキンソン病などの
他の神経変性疾患においてもエンドサイトーシス障
害との関連性を示唆する報告が寄せられています。

これらの点からも、近い将来にエンドサイトーシス
障害の改善・回復をターゲットとした認知症の予防・
介入実験を始めることができるよう、鋭意努力を続
けたいと考えております。

三井－８
　ヒトの老化および老化関連疾患に対する介入は、
マウスモデルでなく、最終的には、霊長類での前臨
床実験が必須であるとの認識は、大変重要です。ただ、
いろいろなモデルの特性に応じて特異的に得られる
知見を、有効に活用する戦略が必要ですね。その戦
略の建て方に、学会挙げての取り組みも、重要と思
いました。

　ところで、今回の対談では、体細胞の分裂寿命に
よる分裂停止と細胞死に関する生物モデルは、登場
しませんでした。
　それは原生生物の真核単細胞が、どのように分裂
停止する体細胞を生じるか、そして、細胞の若返り
を達成するか、進化をふまえた考察も必要でしょう。
　体細胞の起源、生殖細胞の起源、初期化の起源も
含めて、議論できれば、幸いです。

　会員の皆様からの、本対談への応答、議論をお待
ちします。
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　37 回目を数える日本基礎老化学会年大会を、愛知県
大府市にあります国立長寿医療研究センター（NCGG）
に隣接した「あいち健康プラザ」健康科学館にて、さる
６月 26 日、27 日の２日間、無事に開催することができ
ましたことは、日頃のご多忙なスケジュールの中、貴重
なお時間を調整して参加・発表いただいた会員の皆様を
はじめ、準備段階からの長い道のりを終始、温かい目で
ご協力、ご支援いただいた皆様のおかげだと、心から感
謝の気持ちで一杯です。誠にありがとうございました。

　「できることをできるだけ自分達で、そして少しでも
多くの参加者に自分達の気持ちの伝わる大会にして行こ
う。」と素人ばかりの手弁当で計画、準備をはじめたも
のですから、大会の日が近づくにつれ期待より不安、緊
張より焦りばかり感じるようになりました。今、大会終
了後にこうして会員の皆様に今大会について報告する機
会を得て、あらためて第 37 回大会を通じて基礎老化研
究の枠組の中で私達が何を伝えようとしたのか、そして、
何が伝わったのだろうか、また今後は何を伝えていくべ
きなのかを振り返ってみることにします。

　日本を旗頭にアジアを含めた多くの国々が迎える高齢
化社会の抱える問題を解決する為にも、老化研究そのも
のは広く人々の関心の高い研究分野である一方で、私達
の日本基礎老化学会を含めた日本老年学会を構成する他
の６学会（日本老年医学会、日本老年社会科学会、日本
老年歯科学会、日本老年精神医学会、日本ケアマネージ
メント学会、日本老年看護学会）と隔年、合同で学術集
会を行うことからも、老化研究はそれだけ多岐に広がる
研究分野であるという意識を持たねばなりません。そう
考えると、基礎老化研究が如何に他の老化研究分野と

のクロストークを通して老化研究全体の根幹を支える
重要な位置づけにあることをテーマにでもすべきでした
が、それは合同大会において掲げた方が効果的であると
考えました。ですので、単独開催である第 37 回は老化
の基礎研究を発展させる為の国内外の最先端といえる研
究成果に直接触れる「対話」と、それを私たちの学会あ
るいは会員一人一人の研究のさらなる「開化」につなげ
る試みを目指して、「基礎老化研究との対話と開化」を
テーマとしました。企画の上では、基礎老化学会会員の
研究発表である一般講演（ポスター、口頭発表）に加え
て、これまでにない規模での学会会員以外の招聘研究
者を国内・外から招いての特別講演とした「国際シン
ポジウム（国内外併せて８名のシンポジスト）」と「ラ
ンチョンセミナー（４名の先鋭、気鋭の研究者）」セッ
ションを両日に渡る形で設定しました。そうすること
で、会員のみなさんにとっては招待した先生方の研究に
直接触れる「対話」を、またお招きした非会員の先生
方には日本の基礎老化研究を牽引すべき本学会につい
て、また個々の研究発表について、屈託のない指導や率
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第 37 回日本基礎老化学会大会を終えて

丸山　光生
国立長寿医療研究センター研究所・老化機構研究部

大会看板

シンポジストとの集合写真

シンポジウムセッションの風景
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直な議論をして頂くことで、基礎老化研究そのものが国
際レベルでより質の高い研究を目指す「開化」になった
のではないかと自負しています。加えて、現在、基礎老
化研究を進める上で中心となる「ストレスと細胞老化

（Cellular senescence and Stress）」、「代謝と老年疾患
（Metabolism and Geriatric diseases）」、「神経の老化と
疾患（Neurodegenerative disease and Aging）」、そし
て「老化疾患モデル動物（Geriatric model organism）」
の４本の柱にし、ポスター、口頭発表分類したこと、
その中で特に国際レベルで学会としても意識すべき

“Cellular senescence”と“Cellular Metabolism”につ
いては、一般口演とは発表日を変えてシンポジウムを組
みました。さらにランチョンセミナーについては、今後
基礎老化研究の中でも必ず意識していく（強い接点が生
まれる）分野として、「糖鎖研究」、「腸内細菌と栄養」、

「サルコペニア研究」、さらには実験動物を通しての「慢
性疼痛研究」を選び、それぞれのフィールドにおいて第
一線で活躍されている先生方のお話を公開セミナーとし
て開くことができたこと等、これらがどうにか実現でき
たことは、断続的に何度も開いたプログラム委員会での
知恵と議論が不可欠でした。また、大会準備の段階でも
日本基礎老化学会としてははじめての試みとしてオンラ
インによる演題登録、参加申込み、また大会専用ホーム
ページや会員の皆様への一斉送信メール等、通信、連絡
手段としても新しい試みに挑戦できた点、15 社余りに
及んだ企業展示ブースや広告掲載等を併せて 50 社近く
の企業から協賛を頂けましたことも、小さいながらも大
会事務局の構成メンバーひとりひとりの「passion」が
なければ決して成し得なかったことだとあらためて実感
しています。

　NCGG 同様、「あいち健康プラザ」は決して交通の便
のいいところではありませんが、2 日間を通して、単独
開催の年大会としては大変多くの方（参加登録人数とし
て学生 23 人を含め、150 人）に来て頂けたのではない
かと考えています。
　４題お願いしましたランチョンセミナーはいずれも好
評で、それぞれに「できればすべてを聞きたかった」と
いううれしいお言葉も頂きましたし、シンポジウムは多
くの参加者の会場、懇親会等での質問に、国内外から来
て頂いた先生方からもその活発さに刺激を受けたという

ありがたい意見も頂きました。一方では例年とは違って、
ポスター発表に座長を設けず自由討論にした点や、会員
の発表できる、特に一般口演発表については「時間が特
に招待企画に奪われて少なかったことが残念だった」と
いう苦言もありました。しかしインパクトのある論文に
なった仕事を文字からでなく、一般発表と同じ空間で直
に感じることを通じて、一人でも多くの会員や学生の皆
さん、若手研究者が少しでも基礎老化研究への刺激を受
ける良い機会を設けるための試みであり、今後の大会の
あり方としても一つの選択肢になりうるこれまでとは違
う変化だと私は捉えています。新しい変化を取り入れる
と、これまでと比較する事によって賛否両論は必ず生ま
れます。どのような研究を続けていく上でもそうですが、
新たなチャレンジとそれを支える勇気と情熱は大きな原
動力となるわけで、その変化の一つ一つを真摯に捉えて
取捨選択を繰り返すことで、次回以降の発展につながれ
ばいいと考えます。そして、結果として今大会がそのた
めの turning point であり、breakthrough になり得るこ
とを祈念して、第 37 回日本基礎老化学会大会を顧みる
拙文とさせていただきます。

第 37 回日本基礎老化学会大会　　　　
大会長　丸山　光生

企業展示ブースの様子

ポスター発表会場

懇親会会場風景
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　去る６月 26、27 日の両日、あいち健康プラザで行わ
れた基礎老化学会に参加した。健康プラザに行くのは初
めてであるが、すぐ横にある国立長寿医療センターには
何度かお邪魔したことがある。東海道本線大府の駅を降
りて遥か丘の上だ。しかも健康プラザはもとより大府で
も宿を取り損ね、交通の便を考えて名古屋市内の駅近く
に宿を取った。それでも大府まで快速 20 分弱。シャト
ルバスにも乗り損ね、やっとの思いでたどり着いた頃に
は勉強するぞという気合いはどこかに行ってしまった。
受付では遠藤昌吾先生がニコニコしている。お務めご苦
労様。夜に備えて急ぎ懇親会のお金を払う。参加できな
いと夜はどうしたらよいのか、大府には何かあるのだろ
うか、途方に暮れてしまうところだった。
　ホールではすでにシンポジウム最初の演題が始まっ
ていた。「Cellular Senescence and Aging」。演者は皆、
この数年の間にトップジャーナルで成果を発表している
素晴らしい先生たちである。しかも座長は三井洋司先生
と後藤佐多良先生の両ご意見番。大会長である丸山光生
先生の気合いが伝わってくる。寝ぼけた頭が急に起き出
した。細胞老化に関わる DNA ダメージと細胞周期、こ
れを制御する分子メカニズム。内容が濃く、普段の不
勉強がたたって頭がすぐに飽和してしまう。彼らの優
れた論文をもう一度読み返してみなくては。翌日午後
のシンポジウム「Cellular Metabolism and Age-Related 
Diseases」を含め、聞くところによれば、招待された先
生方は謝金も無しで引き受けてくれたそうだ。基礎老化
学会の少々寂しい懐事情からすれば、なんと贅沢なシン
ポジウムだったことだろう。
　次に驚いたのがランチョンセミナー。「A と B のどち
らになさいますか？」と聞かれて複数有ることに気づく。
それも１日目と２日目の両日である。４つの企業にラン
チョンセミナーをお願いできるなんて凄い。しかも企業
ブースが多数あり、プログラムには沢山の広告が掲載さ
れている。これは 500 人から 1000 人規模の学会並みだ。
丸山大会長を中心に大会関係者が相当ご尽力されたので
あろう。せめて出店していただいた企業の皆さんががっ
かりしないよう、いくつかのブースに立寄り資料をいた

だいた。
　フロアーには 60 を超える一般演題のポスターが貼ら
れていた。私どもの研究室からも高橋眞由美と村上弥生
の両氏がそれぞれの仕事を発表し、皆さんから沢山の
ディスカッションをいただいた。この場を借りて深謝し
たい。口頭発表を含め、やはり場所柄、名古屋とその周
辺の大学や研究機関から多数の演題があり話題を提供し
ていただいた。ぜひ、次回以降も研究の続きを発表して
いただきたいものである。一方、東京をはじめとした他
の地域からの発表は少し寂しかったかも知れない。一度
発表したら次も発表したいと思うような魅力ある会を今
後も重ねていく必要がある。
　懇親会では、私のライフワークである水素分子医学に
ついて、後藤先生と色々なお話することが出来た。これ
だけで大府まで来た甲斐があったというものだ。テーブ
ルに戻ると、伊藤雅史先生、稲垣玲子先生、白澤卓二先
生が赤ワイン片手に談笑されている。皆さんのワインが
無くなる速度の早いこと。ALDH2 マイナスの私には危
険である。美味しい食べ物とウーロン茶と楽しいお喋り
でお腹を満たした。
　二日目の総会が終わり、充実した第 37 回大会が終了
した。丸山大会長とスタッフの皆さんには感謝の言葉も
見つからない。
　余韻を残して、さあ東京へ帰るか。すると大府までの
バスが来るまで結構時間があるらしい。タクシーもない。
ここで私も含め気の短い４人が、長寿医療センターに向
けて歩き出した。あそこは病院が併設されているからタ
クシーがいるはずだ。名誉のため誰かは伏せておく。着
いたがタクシーは無く、結局のところ路線バスを待つは
めになった。バスはセンターを出て再び途中停車の健康
プラザへ。すでに大会参加者の姿は無い。後で聞いたら、
皆は早々と出してもらったシャトルバスに乗り楽々と帰
られたそうだ・・・。名古屋駅の新幹線ホームで声をか
けられた。振り返るとそこには石井恭正先生。なんだ、
そんなに遅くなったわけではなかったのだと自分を納得
させて家路についた。
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大澤　郁朗
東京都健康長寿医療センター研究所
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　第 14 回日本抗加齢医学会総会が大阪国際会議場で、6
月 6 ～ 8 日の 3 日間開催された。本大会は、毎年規模が
大きくなり、今年は参加者が 5,500 人（会員数 8,000 人〜）
を超える大会でした。また今年の目玉は、懇親会とは別
に、希望者が割安料金で参加したユニバーサルスタジオ
の貸切で、「楽しむことはアンチエイジング」と題した
ユニークな試みは強く印象に残った。
　2 日目の 7 日（土）9 時から基礎老化学会との初めて
の合同シンポジウムが開催された。「基礎老化学と抗加
齢医学の接点と将来の展望」と題して開かれ、座長は、
基礎老化学会理事長の石井直明先生（東海大医学部基礎
医学系分子生命科学）と両学会の理事を務める白澤卓二
先生（順天堂大学大学院医学研究科加齢制御医学）が務
められた。演者は、基礎老化学会から丸山直記先生（東
京都健康長寿医療センター研究所）、下川功先生（長崎
大学医学部病理学講座）、三井洋司先生（徳島文理大学
香川薬学部）の３名が講演され、最後に総合討論が行わ
れた。聴講は 80 名程度で、基礎に関心のある抗加齢医
学会の著明な先生方が多く拝聴されていたのが、印象的
であった。

　初めての合同学会の開催目的として、石井理事長が、
【座長の言葉】を記されました。
　『老化の速度を制御することは可能という抗加齢医学
が根拠としているものの多くに、老化の基礎研究者によ
る分子遺伝学的な研究成果が大きな役割を果たしていま
す。しかし、基礎と抗加齢医学という老化研究の両極に
位置する研究者たちが議論する機会はこれまであまりあ
りませんでした。そこで日本基礎老化学会で活躍してい
る研究者がどのような形で抗加齢に貢献し、またアンチ
エイジングに対して日頃どのような思いを抱いているか
を抗加齢医学会の会員に知っていただく機会として、こ
のシンポジウムを企画しました。 まずは、基礎老化研
究の歴史を丸山先生に、次に、基礎研究が抗加齢医学に
大きく寄与している事例としてカロリー制限の研究につ
いて下川先生に解説していただきます。 基礎研究では
実験動物を使用することが多く、ヒトを対象としたアン
チエイジングに応用していくために乗り越えなければな
らない問題がたくさんあります。そこで、基礎老化学会
代表として三井先生と抗加齢医学会の代表として白澤先
生の二人を中心に、アンチエイジングにおける問題点を
洗い出し、その解決策を基礎老化研究者と抗加齢医学研
究者が一緒になって考える場にしたいと思います。』

　第一演者の丸山直記先生が、「日本基礎老化学会がめ
ざす老化研究」と題して、基礎老化研究を特に東京都健
康長寿医療センターの研究内容の概要を分かりやすく説
明された。
　『人類が渇望してきた長寿は我が国では 20 世紀におい
て量的には達成された。しかし高齢社会が必ずしも慶賀
されていない現状がある。慶賀されるためには長寿の質
を求めることを今世紀の課題とするべきである。そして
この課題は学際的な研究協力により達成されるべきであ
る。例えば百寿者の増加は百寿者の研究、あるいは百寿
者を増加させるという目的意識により達成されたのでは
なく、多領域の研究成果あるいは社会的な要因により実
現しているのである。基礎老化研究はそのコアに位置し
て機能すべきである。言い換えれば基礎老化研究は第一
次産業のような性格を有しているのである。日本基礎老
化学会は潜在的な多様性を有する研究テーマを深化させ
ることにより今世紀に慶賀される高齢社会の実現に貢献
したい。』（図１）

　次に、下川功先生が「長寿命化動物モデルからみたア
ンチエイジング」と題して、カロリー制限による個体寿
命延長の分子メカニズムに関する最近の話題を、総括的
かつ各論的に説明された。
　『遺伝学的、非遺伝学的な方法によって、実験動物の
寿命を延伸することが（よって老化が遅延）できる。非
遺伝学的で最も再現性がある方法は、カロリー制限（CR）
である。摂取カロリーを制限する方法は、実験動物に応
じて様々であるが、酵母の分裂寿命から大型ほ乳類まで、
一貫してその寿命が延長する。このことは、エネルギー
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清水　孝彦
千葉大学大学院・医学研究院・先進加齢医学

適度な歩行が脳血流量を増やします。

高齢者の運動に科学的根拠を与えます。

歩くことが発想を豊かにすると言われ
ていました。

体幹刺激が脳を活性化する。

図１
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摂取あるいは体内の保存エネルギーの低下に反応して、
寿命を延長する進化生物学的に保存された共通のシグナ
ル経路が存在することを示唆している。アカゲザルを用
いた研究では、少なくとも、加齢にともなう糖尿病や癌
の発生を遅延する可能性は示されている。単一の遺伝子
の変異あるいは分子生物学的操作によって、自由摂食状
態における動物の寿命を延長することができる。げっ
歯類では、20 以上の長寿命化遺伝子が報告されている。
このうち、多くは、成長ホルモン（GH）-IGF-1 もしく
はインスリン系シグナルの減弱を誘導する遺伝子群であ
る。これは、CR によって引き起こされる変化と類似し
ている。いくつかの遺伝子は、CR の抗腫瘍効果、寿命
延長効果に必要であることが示されている。たとえば、
Foxo1、Foxo3、Nrf2 である。食欲とエネルギー代謝を
制御する Neuropeptide Y （Npy）も必要である。これ
らの遺伝子が欠失あるいは半欠失すれば、CR の効果は
減弱する。Foxo は IGF-1、インスリンシグナル系で抑
制されている。Npy は Foxo の標的遺伝子であり、CR
によって発現が上昇する。遺伝学的、非遺伝学的長寿命
化モデルの解析は、ほ乳類の寿命、よって老化が、遺伝
子と摂食環境の相互作用という観点から制御できる可能
性を示唆している。今後は、これらのシグナル系を活性
化あるいは抑制する分子や化合物が開発され、アンチエ
イジング医学の発展に貢献するであろう。』（図２）

　最後に、三井洋司先生が「基礎老化研究から問うアン
チエイジング研究；ヒト細胞の若返りを例えに」と題し
て、基礎老化学会と抗加齢医学会の接点をお互いの長所・
短所を並べて提言された。
　『日本の基礎老化学会と抗加齢医学会とは、設立の理
念や目的は異なっているが、両学会は相互補完し合い、
密接な協力関係に至る事が、極めて重要である。しかし
現状では、両学会間に相互理解が不足しており、また異
なった視点の下ではあるが、社会的に両学会の存立の意
義は問われている。基礎老化学会は老化を生物界に敷衍
し、その起源や仕組みを解明し、制御への“知を提供”
する立場であり、抗加齢医学会は人間の加齢に介入する

“医療の実践”の立場であろう。従って両者の接点は、“ヒ
ト種の加齢・老化を深く理解し、それに正しく介入する”
チームを組む亊であろうか。その接点で、両学会を発展

させる今後の課題が明確になる。基礎老化研究者は、原
生生物から哺乳類にいたる動物モデルを駆使して、老化・
寿命を解析して来た。しかしその成果を人間の老化を正
しく理解できる体系に構築してきただろうか？（図３）

　また遺伝子、細胞、臓器の各レベルの研究は深いが、
それを個・総体の加齢現象に統合する責任は果たしただ
ろうか？一方、抗加齢医学者は、人の加齢に抗するとの
多彩な提案は、見かけ上だけでなく本質的な加齢への介
入だろうか？　アンチエイジングのサービス、商品は消
費者に有効性を保証し、それを検証しているだろうか？
例えば、最近の新しい万能細胞の論文発表は、我々に注
目すべき課題を提供する。マスコミ、医療界はこれを人
間の細胞に適用できてこそ意義深い“新しい技術の発明”
と受け止め、期待する。基礎老化研究者はこれが“分化
の完全な逆戻り現象”であり、生体内でも起こりうる“細
胞の若返りの発見”と捉える。従って、それを制御する
仕組みを解明し、それに介入できれば、個体の抗老化を
実現できるかと、期待する。ヒトとマウスの間で、細胞
や個体老化にどのような違いがあるかを認識して、研究
戦略を立てるかが大変重要になる。両学会がチームを組
んで、検討すべき課題は、他にも多々有るに違いない。
いろいろな機会を作って、補完し合うのが今後の道だろ
う。』

　総合討論では、石井先生より、国民の多くは、老化の
メカニズムを知りたく、エビデンスを重視しているこ
とを話題に上げられ、討論を開始された。白澤先生か
ら、抗加齢医学会は、米国の老化研究者との連携を深
めること、Nature 姉妹紙に新しい国際誌（Aging and 
Mechanisms of Disease）を発刊すること、サプリメン
トの第三者機関による評価・認証が必要であることが説
明された。いずれにしても、人が健康で長生きすること
を目標に両学会が連携・提携することは非常に重要であ
るという共通認識が得られたと印象を受けた。
　本合同シンポジウムは、来年以降も継続して開催する
ことが決まったようで、今後、両学会員による活発な意
見交換により、老化のメカニズム解明と、その人への応
用（抗加齢）が少しでも前進することを大いに期待したい。

長寿命化動物モデルからみたアンチエイジング

1. 活性酸素による傷害の抑制よりも代謝制御
• ミトコンドリア機能変化、ROSによる活性化される寿命シグナ

ル

2. GH‐IGF‐1および血中インスリンの低下（インスリン感受性の増加）
を誘導

3. FoxO特にFoxO3の活性制御

4. カロリー制限に効果には、食欲やエネルギー消費を制御し、エネ
ルギーを保存するシグナル分子（Npy）が必要（ただし、このシグ
ナルを活性化すると肥満になる可能性）

図２

Experimental Low-Calorie Diet Gets 
Puzzling Results in Monkeys ????

左のサルは餌のカロリーを制限された。 NIA Report 
図３
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　本見聞録を掲載するにあたり、三井先生からの補足意
見を掲載して合同シンポジウムのまとめにしたい。

「基礎老化学会と抗加齢医学会に連携は必須 ?」合同シ
ンポジュームで話した本音の提案を再録する。
　『今の基礎老化の研究者に不足している視点が気にか
かる。世間や抗加齢医学会からの不満もそこに有る。動
物モデルを使って解明できた生物に共通の老化機序や、
寿命への介入実験の成果を，人間の老化制御に外挿する
議論が乏しいのである。理論的にでも良い，ヒト生物種
にどこ迄応用できるか，その検討課題を真剣に議論する
場を持って来ただろうか？
　一方、アンチエイジングを謳う抗加齢医学研究は，動
物モデルの知見を好都合な情報のみ利用して，安易な対
処を謳い過ぎないだろうか？サプリメント業界による若
返り効果の喧伝や学会認定の専門医、指導士の施設によ
る抗老化処方には、何か怖ーい思いがしないだろうか？
実はこれが両学会の接点なのである。今回、抗加齢医学
会が根拠として挙げているカロリー制限食の効用、そし
て抗酸化サプリの効果には，ヒト生物種、更には日本人
に実際に適用するには、大きな疑問が有ると指摘した。
そのギャップを埋めるにはどうしたら良いだろうか，情
報を共有して相互信頼を高め、社会にそれを発信する事
で，責任を果たす必要を感じる。その努力すべきは，両
学会の連携研究の実施である。詳細は省くが当日話した，
実例を図４に挙げた。

　マウスでの幹細胞への若返りは，ヒト細胞で徹底的に
吟味し、種差を見極めなくてはならない。幹細胞の制御
が，老化研究に，最重要と考える筆者からの提案である。
両学会の合同委員会に依る連携体制の設立を図５の様に
提言した。

　経験者なら分かるだろう，I NEED YOU は，最高の
love call である。両学会のバランスとれた発展を願う。
　一方、老化・寿命の仕組みと必然性のいわれは，生物
が進化圧に適応し、多様化して来たものである。その多
様性を解明して、沸き上がる感動を社会に発信する事も、
基礎老化研究者が貢献できる真骨頂であることは，言う
までもない。』

連携の例 ヒト細胞の若返りあり ？
マウス体細胞 ストレスで，万能化 出来ても

ヒト細胞では 再現が 難しい 何故 ？

CBI reports doi: 10.1002/cbi3.10012

図４

整備する体制は ？

① 食品の健康表示 解禁にも 対処
② 連携・研究の実施

１ モデル動物から ヒトへ外挿の 理論化
２ ヒト(日本人）への大規模な介入試験
３ データ解析・評価 と 発信

注意 !!!
１ 疾病者と 健康者で、介入・リスク管理の大違い
２ 個別販売者の責任 と 学会の指導
３ 利益相反の管理徹底化

基礎老化学会 と 抗加齢医学会の合同委員会，基金の設立

図５
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　2014 年６月 19 日から 21 日にかけて、韓国のチェジュ
島で行われた 2014 日韓シンポジウム及び韓国基礎老化
学会に参加したので、報告する。この日韓シンポジウム
は、日本基礎老化学会と韓国基礎老化学会が、これまで
も毎年合同で開催しており、一年ごとに、お互いの基礎
老化学会の年会に招待し合って、研究発表を行い、交流
を深めてきた歴史がある。今回、日本からは、石井 直
明理事長を始め、その他 2 名のベテラン（？）理事を含
めた全 10 名で参加し、９題の口頭発表を行った。会場
のヌーガビレッジには、会議場の他にリゾートペンショ
ンが立ち並び、韓国から集まった参加者は、おそらく全
員がそこに宿泊して、まさに合宿形式の学会となってい
たようだ。口頭発表 32 題、ポスター発表 44 題が、分子
生物学のみならず、神経科学、生理学、栄養学、代謝学
や生体防御学など、幅広い分野にわたって老化研究を融
合する形で発表されていた。
　最初に印象的だったのは、大学院生やポストドクと思
われる若い韓国人研究者の多さだ。話を聞いてみると、
研究室単位でペンションに宿泊するほどの人数で参加し
ているケースもあるようで、研究室のほぼ全ての大学院
生が参加するほどの規模だったのかもしれない。また、
発表内容に対する議論も活発に行われ、なかでも、招
待講演者であった University of Texas Health Science 
Center の Byung Pal Yu 博士の、発表者の研究がより
発展するような示唆を与える質疑応答のあり方に、大き
な感銘を受けた。学会期間中は、食事やレクリエーショ
ンの時間を通して、多くの韓国人研究者と交流すること
ができた。それぞれの大学の学部長を務めるような PI
でも、とても気さくに話してくれる人が多かった。

　２日目のランチでは、韓国側のオーガナイザーの配慮
で、２人の韓国の若手研究者のテーブルに案内された。
彼らはそれぞれ、線虫とショウジョウバエを使った老化
研究者であり、私と同じく３日目に口頭発表をするとの
ことだった。お互いの研究内容の話をするうちに、今後
の研究の方向性の話になり、独立したてか、今後、独立
して自分の研究室を率いようとしている彼らにとって、
老化研究に小型モデル生物を使うことは研究コストを抑
えられる利点がある一方で、ヒトや哺乳動物で見られる
老化現象との対比や、自分たちの発見の生理的意義の主
張に苦労する点など、短い時間ではあったが、大変興味
深い話が聞けた。実際に彼らの発表を聞いてみると、そ
れぞれのモデル生物の利点を生かした、新しい老化の指
標の測定方法の開発に取り組む、意欲的な研究内容であ
り、大きな刺激となった。
　また、一緒に参加した日本人研究者とも、通常の学会
よりも長い時間一緒にいることもあり、それぞれの口頭
発表の内容を超えて、今後の老化研究の動向などについ
ても、普段、聞けない話をたくさん聞くことができて、
とても有意義であった。私自身は、今回、初めて参加さ
せてもらったが、基礎老化研究という枠組みが、実際に
は多様な学術分野の集合体からなっていることを、改め
て感じた。多様な分野があるということは、老化を掲げ
て研究を進めていくうえで、少なくとも自分にとっては
未知の学問分野に踏み出していく機会が多くなることを
意味し、韓国と日本の双方で、困ったときに気軽に物を
聞ける知り合いを増やせたことは、私にとって、この日
韓シンポジウムに参加して得た最も大きな財産になった
と思う。
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【学会報告】

2014 日韓シンポジウム及び韓国基礎老化学会に参加して

岩下　雄二、丸山　光生
国立長寿医療研究センター研究所・老化機構研究部

　

2014 日韓シンポジウムおよび韓国基礎老化学会の様子
( 左 ) 会場のヌーガビレッジの会議場　( 右 ) 日本基礎老化学会からの参加者と韓国のオーガナイザー達
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　日本基礎老化学会名誉会員、永井克孝先生が平成 26 年 6 月 23 日に急逝されました。まことに痛惜の念にたえず、
ここに謹んで哀悼の意を表します。
　先生は新潟県で生を受け、昭和 29 年に東京大学教養学部をご卒業になられ、理学博士と医学博士の二つの博士
号を有されております。東京大学伝染病研究所（今の医科学研究所の前身）の助手、東京大学教養学部の助教授
を経た後、昭和 49 年東京都老人総合研究所の生化学部長として赴任されました。その後、東京大学医科学研究所
教授、同医学部教授、東京都臨床医学総合研究所所長、三菱化学生命科学研究所所長、理化学研究所国際フロンティ
ア研究システムシステム長の要職を務められました。東京大学名誉教授の称号を授与されておられます。
　数多くの研究業績を築かれ、特に糖鎖生物学、神経化学に関する生化学的な研究を精力的に推し進められまし
た。糖脂質の生理活性に関する研究や糖鎖を介した細胞外リン酸化酵素の発見など、現在の細胞生物学に大きな
影響をもたらした発見をされています。この発見の裏には、研究者にとって一番重要な常人では思い付かないよ
うな発想の柔軟さや斬新さがあると思います。私が知己を得たのは東京大学医科学研究所教授時代でしたが、私
のような若造にも気さくに声を掛けてくださいました。先生は、研究面では非常に厳しい一方で、普段は大変温
厚で、決して他人の悪口や中傷を口にされませんでした。従いまして、教え子以外からも信頼され、尊敬され、
なんでも相談にのってくださる方でした。また、先生のご講演には常に研究に対する哲学ともいうべき示唆にと
んだ奥深い印象を受けておりました。
　先生からお聞きした基礎老化学会との思い出を記すことにします。老人研が開設後、研究が進み成果が出てき
たのだけれど、その老化研究成果を発表する場がないということで、当時の太田邦夫所長が英断され、日本基礎
老化研究会（日本基礎老化学会の前身）が誕生したとのことです。その際、会の英語名が、現在使用されている
Japan Society for Biomedical Gerontology に落ち着くまで、medical を入れるかどうか、Aging Research ではど
うか、など喧々諤々の議論があったことを、懐かしく話してくださったことを覚えています。
　「私は老化研究には期待しているから。」ということを常々話されていました。こうした先生のお言葉を肝に銘
じ、今後会員一同研究に邁進することをお誓い申し上げ、改めてご冥福をお祈り申し上げます。

東京都健康長寿医療センター研究所　副所長　遠藤　玉夫
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【追悼文】

永井克孝先生を偲んで
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　本書は、寿命を“有性生殖に始まる体細胞系列の有限
性”と定義した著者・高木さんのゾウリムシに想いをか
けた個人史であり、その性と死の考察に情熱をかけた渾
身の科学論である。
　ゾウリムシに出会い、研究者になっていく序章は、衒
いのない著者らしい経緯を述べている。
　1 章の意味論では、科学論で必須の用語の定義として、
有性生殖や性とは何かについて、常識を意識的に超える
論議を展開する。ただし人間的な性ではなく、その生物
起源を意識した性であり、死は性の帰結ゆえなのか、死
の議論は全くされない。あらゆる生物に存在理由と意味
があるとの信念に駆られて、著者はゾウリムシの多彩な
性を一般化しようとする。しかし通常のオス、メスでな
く 10 種以上の型間における多型の接合さえ、それを性
として説く。ひいては性に無関係の自系生殖や接合の無
い自家生殖（オートガミー）さえも、有性生殖であると
展開する。
　著者にとって、“性とは何か“が根源的な問いだと述
べて、その起源を第２章で問う。突然変異の検証に有効
だった故として、原初有性生殖を起源と考え、無性的な
一倍体化、二倍体化が出現したとの仮説を立てる。それ
が多細胞生物の有性生殖へと進化を遂げて来た過程を３
章で詳細に推論していく。４章の抑制論そして終章では、
息の詰まるような科学論を離れ、新しい頂上からの展望
を試み、抑制による老化と抑制解除の初期化現象を、楽
しそうに述べていく。
　150 種類以上ある原生生物の内、極めて特異なゾウリ
ムシ、且つ一部の特殊なオートガミー現象と多型な性、
これが本当に有性生殖の起源なのか、実は脇枝に入った
進化の行き詰まりなのか、激しい議論の生じるところで
あろう。しかし著者は、疑問の余地が無さそうな気迫で
論じ、その事に触れはしない。
　評者は、最近の分子系統解析の結果が、多細胞生物の
起源を繊毛虫でなく、襟鞭毛虫に帰していると、理解す
る。カドヘリン関連遺伝子の両者共通性も興味深い例証
である。進化圧に対応して、分裂増殖の生殖しか出来な
かった原生生物に、多細胞化と動物への、新しい道の開
拓と適応を迫った。”異常増殖を制御する為の分裂抑制”
と、”遺伝子を継承する為の初期化と分化“の両方である。
前者は“体細胞としての分裂寿命と死”を、後者は“生
殖細胞の誕生（分化）と受精”に結実したと考えられる。
これこそまさに、群体を形成しようとする単細胞生物の
襟鞭毛虫の仲間（ボルボックスを形成）が、分裂停止と
死を招く体細胞と、飢餓時に分化して誕生、融合する１
倍体の生殖細胞との２種細胞を生み出したのだ。有性生

殖の原点は繊毛虫ではなく、襟鞭毛虫であろうと考える
のが評者（三井）の視点である。
　ゾウリムシのオートガミーの存在意義に夢中で、この
科学的大議論に全く触れず、目をつぶっている高木さん
には、体細胞の発生と定義の視点も欠けたままである。
その大核を体細胞核と称するが、大核は適当に千切れる
ような無糸分裂をする。肝心の体細胞分裂は行わない。
従ってこの核は分化の逆もどり（幼弱化）や初期化も不
可能である。テロメア短縮による分裂停止と死も起きな
いのである。
　しかしながら、著者の言う２倍体化や１倍体化の必要
性は、同意できる面もある。問題は、どの単細胞生物が
その起源なのかであろう。著者も期待するごとく、評者
自身や他人の持つ異見は、科学発展に貴重な必須土台で
あろう。
　この読者である基礎老化学者だけでなく、原生生物学
者や、進化学者、さらには一般読者にとっても、このま
じめな性の起源を論じた本書を、建設的に論破してみる
ことをお勧めする。
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　30 年以上前から、多種多様の変異体が確立されてい
た線虫C.	elegans を用いた研究は、それら変異体の表現
型や原因遺伝子を解析することで、老化研究に大いに貢
献してきた。近年では、遺伝子工学的技術の進展により
多くの生物モデルが存在する中、線虫C. elegans を用
いる利点は、個体が小さいことで個体全体を包括して解
析できることにあると筆者らは理解している。網羅的遺
伝子発現や代謝産物解析など大規模なスクリーニング解
析が主流となった昨今、解析結果が膨大な情報となり、
その理解が複雑となってきている。このような背景にお
いて、線虫C. elegans を用いて個体全体を包括した解
析を行うことが功を奏した例を紹介させて頂く。今回紹
介させて頂く論文は、線虫C.	elegans にα- ケトグルタ
ル酸を摂取させることで寿命延長効果が示されたという
報告である。

　著者らは、2009 年に低分子化合物が直接結合する
標的タンパク質を網羅的にスクリーニングする目的で
Drug Affinity Responsive Target Stability （DARTS）
システムを開発している 1。今回の報告では、このシス
テムを用いて線虫とヒト細胞株でα - ケトグルタル酸（α-KG）
が ATP 合成酵素の触媒サブユニット（ATP5B; βサブ
ユニット）と直接結合することを特定し、その効果を
線虫の寿命を指標にして検証し、Calorie Restriction 
Mimetic（カロリー制限模倣剤）効果が得られるとして、
下記の通り報告している。
　詳しくは、線虫C. elegans 各種変異体を用いた下記
①－⑤の実験結果から、
⑴α-KG 補充は、線虫とヒト細胞で①酸素消費量・ATP

産生量の低下、②オートファジーの活性化など、α-KG
脱水素酵素あるいは ATP 合成酵素の阻害と同様の効
果を示した。

⑵線虫へのα-KG 補充は、摂食量・活動量・体長・産卵

数など寿命延長効果へ影響する要素の表現型を変える
ことなく線虫の寿命を 1.5 倍程度延長させた。

⑶α-KG 補充効果の寿命延長効果は、摂食制限下や
ATP 合成酵素・TOR タンパク質活性阻害下では相乗
効果を示さなかった。

この他、α-KG 補充効果は① ATP 合成酵素活性を直接
阻害している。②電子伝達系酵素活性に影響しない。③
インスリンシグナル伝達に非依存的である。ことが報告
されている。

実験結果の詳細（各種変異体の説明は本段落末に記載。）
①ogdh-1、atp-2 RNAi（代謝率 / オートファジー誘導 /

寿命でα-KG 補充と同効果）…α-KG の相乗効果なし
→α -KG 補充効果は内在性α -KG 量増加、ATP 合成酵

素活性抑制に依存
②eat-2 （ad1116）変異体（寿命でα-KG 補充とほぼ同効

果）…α-KG の相乗効果なし
→α-KG 補充効果は摂食制限効果と重複
③let-363 RNAi（オートファジー誘導 / 寿命でα-KG 補

充とほぼ同効果）…α-KG の相乗効果なし
→α-KG 補充効果は TOR シグナル阻害に誘導される

FoxA 転写因子に依存
④daf-2 （e1370） 変異体…α-KG の相乗効果あり
→α-KG 補充効果はインスリンシグナル阻害による寿命
延長効果とは独立している

⑤aak-2 （ok524）、daf-16 （mu86）変異体、daf-16 RNAi
…コントロール株よりは効果は小さいがα -KG の効
果あり（短寿命であったものを回復させる程度）

→α-KG 補充効果は AMPK シグナルおよび FOXO 転写
因子とは独立している

ogdh-1 ; α-KG 脱水素酵素，atp-2 ; ATP 合成酵素，eat-2 
（ad1116）変異体 ; 摂食制限変異体，let-363 ; TOR タン
パク質，pha-4 ; FoxA 転写因子，daf-2 （e1370） 変異体 ; 
インスリンシグナル伝達阻害変異体，aak-2 （ok524）変
異体 ; AMPK シグナル伝達阻害変異体，daf-16 （mu86）
変異体 ; FoxO 転写因子阻害変異体（本来、短寿命であ
るはずだが、論文中ではコントロール N2 株と変わって
いないケースも見られた。）

　論文中では、α-KG が補基質となる酸化還元酵素活性
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へのα-KG 補充の影響は明確にならないまま、寿命延長
効果へは影響しないとして考察が終えられている。文中
ではα -KG 依存性ジオキシゲナーゼ活性を検証すると
して、その活性に依存してユビキチン化制御を受ける
HIF-1 の変異体（hif-1）を用いている。しかしながら本来、
prolyl-4-hydroxylase（PHD）変異体で直接検証するべ
きであり、また、これ以外にも多くのα -KG 依存性酵
素が存在しており、それぞれでα-KG 補充の影響を検証
する必要もあり、今後の研究成果が待たれる（図１）。
　また、コハク酸やピルビン酸の補充によっても 1.25
倍程度の寿命延長効果が確認されていたことには一切触
れられていない点でも、今後の研究成果が待たれる。ピ
ルビン酸はα-KG と並んでクエン酸回路の律速段階酵素
の基質であり、コハク酸はα -KG 依存性酸化還元酵素
活性の代謝産物でもあるため、このような影響を明確に
する必要があると思われる（図１）。

　最後に、今回の結果は、循環器を介した組織間ネット
ワークを持たず、エネルギー代謝の統合や制御がない線
虫ならではの結果であることを理解しておかなくてはな
らない。

１. Lomenick, B. et al. Target identification using drug 
affinity responsive target stability （DARTS）. 
Proc. Natl Acad. Sci . USA 106, 21984–21989 
（2009）.

α-ketoglutarate

Intermediate metabolite in Krebs cycle

Co-substrate of oxidoreductases

Nitrogen transporter in amino-acid metabolisms

α-ketoglutarate-dependent dioxygenases

Metabolic pathways

Redox signals

図１　細胞内でのα - ケトグルタル酸の役割
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　実験動物に対するカロリー制限は、抗老化・寿命延長
作用をもたらす最も確実な方法と考えられている。しか
し、米国における霊長類をもちいた２つの研究プロジェ
クトでは異なった研究結果が報告され、混乱を招いてい
ると思われる。本稿では、ウィスコンシン大学のグルー
プが最近報告した研究について紹介し、これまでの経緯
を整理したい。

　標題の論文は、ヒトに近い霊長類としてアカゲザルをも
ちいたカロリー制限の抗老化作用に関する研究である⑴。
サルを使った研究は、この報告を行った米ウィスコンシ
ン国立霊長類研究センター（Wisconsin National Primate 
Research Center：WNPRC）以外に、米国 NIH の老化研
究所（National Institute on Aging : NIA）においても
行われている。ウィスコンシンの研究成果はまず 2009
年に、Science 誌に掲載された⑵。この研究では 20 年
間にわたるアカゲザルに対する 30% のカロリー制限は、
コントロール群と比較して、ガン、糖尿病、心臓病な
どの発症率が低く、外見も若く見え、さらに寿命も延
長することが報告された。しかし、NIA が 2012 年に
Nature 誌に報告した結果では、アカゲザルに対する 20
年間の 30% カロリー制限という、同様な実験処置を行っ
たにも関わらず、老化関連疾患発症は抑制されたものの、
ウィスコンシンの研究成果に見られたような顕著な寿命
延長効果は見られなかった⑶。
　この発表を受ける形で、ウィスコンシンの研究グルー
プが、2014 年４月１日、Nature Communications 誌に
今回紹介する、25 年間のアカゲザルに対するカロリー
制限の研究結果を発表した。年齢と関連しない急性の疾
患による死亡を除外したもの（年齢関連死亡率）、およ
び急性疾患も含めた全死因での死亡率はともに、自由摂
食群（control）とカロリー制限群（CR）を比較すると

有意差が見られた（図１. a, b）。ウィスコンシンの研究
結果では、コントロール群は 30％のカロリー制限群と
比較して、疾患の発症リスクは 2.9 倍、死亡リスクは 3
倍増加するとし、一方で、NIA の研究結果はコントロー
ル群とカロリー制限群でのそのような差は、統計的に有
意にはならないとした。また、ウィスコンシンの研究者
らは、先の NIA 研究の研究データを解析し、NIA で飼
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図１　
 　生存曲線。（a）年齢関連死亡率。CR によって有

意に寿命が延長した（control vs. CR, P=0.007）。（b）
全死因での死亡率。CR によって有意に寿命が延長
した（control vs. CR, P=0.037）。
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図２　
 　体重の比較 .（a）ウィスコンシン大（UW）と

NIA 研究におけるコントロール群の体重（*P<0.05）。
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の体重の全米データベースの平均値との差（%）。
The internet Primate Ageing Database （iPAD; 
http://ipad.primate.wisc.edu/）。
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育されたコントロール群のサルは、その体重が同年齢の
平均体重より低く、実際には弱いカロリー制限状態で飼
育されていた可能性を指摘した（図２. a, b）。

　このコントロール群の体重の違いが、寿命に大きく影
響している可能性がある。ウィスコンシンのグループは、
両研究機関でもちいられている餌の組成とサルの遺伝的
背景の違いが、異なる研究結果をもたらした可能性を指
摘している。餌の違いは既に 2012 年の NIA 研究でも指
摘されていたが、ウィスコンシンでは精製した原材料を
もちいているのに対し、NIA は天然成分を使用してい
た。天然成分では作製バッチによって含まれる栄養素な
どの含有量に違いがでるなどのデメリットがあるが、未
知の健康増進成分が含まれている可能性もあり、実際に
抗酸化活性を持つフラボノイドが含まれていた。
　さらに、三大栄養素の由来、含量についても異なって
いる（表１）。この組成の比較では特にスクロースの含
有量が NIA の餌で低いことを考えると、NIA 研究のコ
ントロール群は弱いカロリー制限状態であった可能性が
示唆され、一方でウィスコンシン研究での２型糖尿病の
発症率の増加が示唆される。

　遺伝的背景に関しては、マウスにおいても系統によっ
てカロリー制限はむしろ寿命を短縮し、ネガティブに
働く場合もあることが知られている。今回の研究では、
NIA のコントロール群のサルの体重は、同じ遺伝的背
景をもつ同年齢のサルと比較して有意に低いことが示さ

れた。この理由の一つとして著者らは、ウィスコンシン
のサルの遺伝的背景がインド系であったのに対し、NIA
のサルは中国とインド系の両方の遺伝的背景を持つもの
であったことを指摘している。

　これらの結果を総合して、NIA の研究結果は、弱い
（modest）カロリー制限を上回る中程度（moderate）のカ
ロリー制限は、アカゲザルにおいてはその利点が少ないこ
とを示す重要な結果であると指摘している。

　現在、ウィスコンシンと NIA のグループはお互いの
データを共有し、どのような実験手法、材料の違いによっ
て両者の研究結果が異なるのかを精査している。実験の
期間、費用を考えると追試を行うのは極めて困難である
ことから、データや議論をオープンにし、この両者の研
究から新たに重要な知見が生まれることを期待したい。

１. Colman, R. J. , Beasley, T. M., Kemnitz, J. W., 
Johnson, S. C., Weindruch, R., and Anderson, R. M. 
（2014） Caloric restriction reduces age-related 
and all-cause mortality in rhesus monkeys. Nature 
communications 5, 3557

２. Colman, R. J., Anderson, R. M., Johnson, S. C., 
Kastman, E. K. , Kosmatka, K. J. , Beasley, T. 
M., Allison, D. B., Cruzen, C., Simmons, H. A., 
Kemnitz, J. W., and Weindruch, R. （2009） Caloric 
restriction delays disease onset and mortality in 
rhesus monkeys. Science 325, 201-204

３. Mattison, J. A., Roth, G. S., Beasley, T. M., Tilmont, 
E. M., Handy, A. M., Herbert, R. L., Longo, D. L., 
Allison, D. B., Young, J. E., Bryant, M., Barnard, 
D., Ward, W. F., Qi, W., Ingram, D. K., and de Cabo, 
R. （2012） Impact of caloric restriction on health 
and survival in rhesus monkeys from the NIA 
study. Nature 489, 318-321

表１　ウィスコンシンと NIA 研究における主な栄養素源の
相違

ウィスコンシン NIA

タンパク質 ラクトアルブミン 小麦、コーン、大豆、魚粉、

アルファルファ 

炭水化物 スクロース(28.5%) 

コーンスターチ 

スクロース(3.9%) 

小麦粉末、コーン 

脂質 コーン油 大豆、コーン、小麦、魚油 
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　脳の神経細胞の活動に必要なグルコースや酸素は、脳
血流により供給される。脳血流の維持・調節には、神経
細胞や血管内皮細胞、アストロサイトのほか、ミクログ
リアや周皮細胞など、種々の細胞が関与することが明ら
かとなってきた。本稿では、脳の毛細血管の血流調節に、
毛細血管周皮細胞が関与することを報告した最近の論文
を紹介したい。
　同論文では、ラットおよびマウスの毛細血管周皮細胞
のコンドロイチン硫酸プロテオグリカン NG2 を標識（免
疫組織化学的または遺伝子改変動物）し、神経活動時の
血管（蛍光試薬で標識）および周皮細胞の応答を検討し
た。
　麻酔マウスを用いたin vivoの実験では、顔面（whisker 
pad）に対する電気刺激時の体性感覚野の血管の応答を
２光子レーザー顕微鏡で観察した。脳表を走行する動脈
は、穿通動脈として脳実質内に入り込み、毛細血管の枝

（１次分枝）を出す（図 A）。さらに、毛細血管は２次分枝、
３次分枝・・・と枝分かれしていく。これら穿通動脈お
よび毛細血管は共に、電気刺激開始後速やかに拡張し
始め、15 秒間の刺激中拡張し続けた。興味深いことに、
血管拡張開始の潜時は、１次・２次分枝毛細血管の方が
穿通動脈よりも短く（2.7 秒 vs. 3.7 秒）、１秒ほど穿通
動脈に先行して拡張し始める。さらに、安静時の毛細血
管の直径は、周皮細胞の細胞体または突起の存在する部
位では、存在しない部位と比べて太いことに加え、電気
刺激時の血管拡張反応の程度は、周皮細胞が存在する部
位で約２倍大きかった。これらの実験結果より、神経活
動時において、毛細血管周皮細胞は能動的に弛緩し、血
液の流入元である穿通動脈に先行して毛細血管を拡張さ
せることが初めて明らかとなった。
　脳スライスを用いた in vitro の実験では、神経活動時
における毛細血管拡張の機序を検討した。この実験では、

in vivo における青斑核からのアドレナリン作動性神経
の入力および神経活動をそれぞれ模す目的で、ノルアド
レナリンおよびグルタミン酸を投与した。その結果、ノ
ルアドレナリン存在下で収縮する周皮細胞や毛細血管
が、グルタミン酸投与により弛緩・拡張した。この実験
系を用い、Hall らは毛細血管の拡張のカスケードを明ら
かにした。詳細は割愛するが、神経活動に伴うグルタミ
ン酸放出の結果、プロスタグランジン E2 および一酸化
窒素が産生される。プロスタグランジン E2 は EP4 受容
体を介して毛細血管を弛緩させるのに加え、一酸化窒素
は、周皮細胞を収縮させる 20-HETE の産生を減少させ
ることにより血管収縮を抑える。この実験では、プロス
タグランジン E2 が周皮細胞の弛緩を誘発するか否かは
検討されていないが、グルタミン酸により周皮細胞に外
向き膜電位が誘発されるという Hall らのデータとプロ
スタグランジン E2 により大動脈平滑筋細胞に外向き K+

電流が発生するという先行研究の報告などにより、グル
タミン酸放出により産生されるプロスタグランジン E2

が、毛細血管周皮細胞において外向き K+ 電流を発生さ
せ、毛細血管を拡張させると Hall らは推察している。
　虚血時における周皮細胞による毛細血管径への影響に
ついて脳スライスを用いた実験で検討した。潅流液中の
グルコースをスクロースに置換し、無酸素にするのに加
え、解糖および酸化的リン酸化反応を薬理的に阻害する
ことで、虚血を模した。虚血開始後、約 15 分で周皮細
胞付近の毛細血管が収縮し始め、虚血終了時（１時間）
まで収縮が続いた。さらに、虚血開始 40 分以降には周
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図の説明
　神経活動時および虚血時における周皮細胞の血管調節
　Hall らの図（Extended Data Figure 1）を基に、簡略
図を作成した。血管内（図 A）の矢印は血流の向きを示す。
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皮細胞死（蛍光試薬で標識）が増加し、虚血開始１時間
後には約 90% の周皮細胞が死滅した。虚血中に細胞死
を起こす周皮細胞が取り巻く毛細血管は、起こさない周
皮細胞が取り巻く毛細血管よりも、速やかかつ強力に収
縮した。すなわち、虚血の状況下では、エネルギー供給
不足に陥った周皮細胞は収縮し、毛細血管を収縮させ、
そして死に至ると Hall らは説明している。

　これらの実験結果から、脳の毛細血管周皮細胞が、神
経活動に伴う血管拡張（図 B）と虚血時の血管収縮（図
C）に寄与することが明らかとなった。Hall らも述べて
いるように、脳梗塞後の治療戦略として、周皮細胞を保
護する方法を明らかにすることが重要になってくると考
えられる。
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