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第 38 回日本基礎老化学会大会のご案内

　日本基礎老化学会の第 38 回大会は、2015 年 6 月 12 日（金）〜 14 日（日）にパシフィコ横浜（神奈川県横浜市）
にて開催します。多くの会員の皆様のご参加と活発な討論を期待しています。
　本大会は、堅実な基礎研究こそが応用研究への道を切り拓くという信念のもと、「生命科学から紡ぎ出す基礎老
化研究－Fundamental Science－」をテーマとします。一般演題発表、シンポジウム、ランチョンセミナーを通して、
多面的なアプローチから老化研究についての議論を深めたいと思います。

【開催要領】

大 会 長：遠藤玉夫（東京都健康長寿医療センター研究所 副所長）
会　　期：2015 年６月 12 日（金）・13 日（土）・14 日（日）
会　　場：パシフィコ横浜
　　　　　〒 220-0012　横浜市西区みなとみらい
 　　1-1-1
　　　　　http://www.pacifico.co.jp
事 務 局：〒 173-0015　東京都板橋区栄町 35-2
　　　　　東京都健康長寿医療センター研究所
　　　　　老化機構研究チーム内
　　　　　第 38 回日本基礎老化学会大会事務局
　　　　　担当：赤阪啓子、天野晶子
E - m a i l：jsbg2015@jsbmg.jp

【プログラム概要（予定）】

6 月 12 日（金）

　老化関連７学会合同ポスター発表

6 月 13 日（土）

　合同シンポジウム

　「健康長寿をのばす老年学－基礎研究と社会研究の融合をめざして－」

　大会長基調講演

　日韓合同シンポジウム

6 月 14 日（日）

　シンポジウム

　「糖と脂質からみた老化」

　一般演題（口頭・ポスター）

【一般演題募集】

　2015 年１月６日（火）〜２月 20 日（金）

　大会ホームページの「演題登録」ボタンから「演題登録フォーム」と「抄録フォーム」（Word ファイル）をダ
ウンロードしていただき、必要事項を記入の上、第 38 回プログラム委員会（endai@jsbmg.jp）にお送りください。
尚、演題応募方法の詳細は、大会ホームページ （http://www.2015annual.jsbmg.jp）をご確認下さい。

　一般演題は、原則すべてポスター発表とします。そのうちの５演題は７学会合同会場での発表となります。ま
た、一部は口頭発表も併せてお願いします。口頭発表には、英語セッションと日本語セッションがありますので、
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英語セッションを希望される方は、演題登録フォームにその旨ご記入ください。ご登録いただいた演題は、プロ
グラム委員会において査読し、発表形式、発表日時等を決定致します。

【事前参加登録】

　2015 年１月６日（火）〜３月 31 日（火）

　大会ホームページの「事前参加登録」ボタンからオンライン登録を行って下さい。オンライン登録完了後、自
動返信メールが送信されます。

【参加登録費の支払い方法と支払期間】

　支払い方法：お近くのゆうちょ銀行より、下記口座へお振り込み下さい。

　支払期間：１月６日（火）〜４月 30 日（木）

【参加登録費】

　 事前参加登録費
〜３月 31 日

当日参加登録費
６月 12 日〜 14 日

正会員
一般 10,000 円 12,000 円

学生 4,000 円 6,000 円

非会員
一般 11,000 円 12,000 円

学生 5,000 円 6,000 円

【振込先】

金融機関（種目）：ゆうちょ銀行・郵便局（振替口座）
店名（店番）：〇一九店（019）
預金種類：当座
口座記号：00100 － 8
口座番号：790812
加入者名：第 38 回日本基礎老化学会大会
　　　　　（ダイサンジュウハチカイニホンキソロウカガッカイタイカイ）

　郵便局に置いてある、青色の「払込取扱票」をご使用の上、ご依頼人欄には参加登録された方の氏名を必ずご
記入下さい。恐れ入りますが、振込手数料は各自ご負担下さい。

【懇親会】

　第 38 回日本基礎老化学会大会単独での懇親会は、予定されていません。 2015 年 6 月 13 日（土）に予定され
ている合同懇親会へのご参加をお願い致します。

【その他】

　本大会の最新情報や詳しい案内は、大会ホームページ（http://www.2015annual.jsbmg.jp）に順次掲載してい
く予定です。ご不明な点等につきましては、事務局までお問い合わせ下さい。
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はじめに
　日本を含む医療先進国では高齢者人口が占める割合が
年々上昇する、いわゆる高齢化社会の時代である。そし
て加齢にともなって発症リスクが高まるがんや生活習慣
病の治療・予防への関心がこれまでに無く高まっている。
哺乳類テロメラーゼ遺伝子の同定［1-4］、過剰増殖シグ
ナルによる細胞老化の誘導［5］、遺伝的早老症の原因遺
伝子の同定［6-10］、そして線虫［11-13］や酵母［14］
を用いた寿命制御経路の発見など、1990 年代後半から
とくに盛んになった老化研究の進展は、このような事情
を背景にしてとくに最近眼を見張るものがある。
　老化と長寿の機構を解明する研究はおもに、１）酵母、
線虫やショウジョウバエの変異体を用いた寿命の延長に
係る遺伝子の探索、２）酵母 Sir2 遺伝子の研究から発
展した、サーチュイン活性化剤とカロリー制限による寿
命延長の研究、３）培養細胞系を用いた細胞老化の分子
機構の解明、そして４）ヒト遺伝的早老症とマウスモデ
ルを用いた老化機構の解明、に分類される。１）と２）、

及び３）と４）にはそれぞれ相補的な関係があり、また
近年では、マウスとほぼ同じ体重でげっ歯類としては異
例の平均寿命 28 年という、ハダカデバネズミを用いた
研究が注目を集めており、長寿でありながらがんを発症
しない機構の一端が明らかになりつつある［15］。
　これらの老化研究のうち培養系を用いた細胞老化の研
究は、ここにきて核心に迫りつつある。長らく細胞老化
は、細胞の漸進的な分裂能力の低下がついには分裂停止
に陥り、培養皿の上で扁平肥大化した形態を横たえて、
静かに呼吸・代謝しながら生きながらえる、というイメー
ジで捉えられてきた。ヒト正常細胞に分裂寿命が存在す
ることは Hayflick が 1961 年に報告している［16］。テ
ロメラーゼ活性をもたないヒト正常細胞は、染色体の末
端複製問題により細胞分裂ごとにテロメアが短縮し、や
がては不可逆的に細胞周期が停止した複製老化の状態に
陥る［17-19］。複製老化では、分裂を繰り返し極めて短
縮したテロメアが DNA 損傷応答を引き起こした結果、
p53–p21 経路を活性化して細胞周期の不可逆的な停止を
誘導する［20, 21］。
　しかし、Hayflick の発見から 40 年余りにわたるこれ
らの研究成果は細胞老化の始まりを示したに過ぎず、そ
の後の 10 年余りの細胞老化に関する多くの知見は、こ
れまでのイメージとは 180 度異なるより動的な生命活動
として細胞老化を捉えている。本稿では３）培養細胞系
を用いた細胞老化の分子機構の解明、に関する最近の研

基礎老化研究 39（1）; 3－11 , 2015

【総　　説】

細胞老化研究の新展開

嶋本　顕、田原　栄俊
広島大学　大学院医歯薬保健学研究院　細胞分子生物学研究室

要約
　テロメアの短縮による複製老化に端を発した細胞老化の研究は、がん遺伝子によって誘導
される早期老化機構の発見で急速に進展し、その始めから終わりまでのおおまかな輪郭が明
らかとなってきた。細胞は DNA 損傷、活性酸素や過剰な増殖シグナルをストレスとして感
知するだけでなく、慢性的な増殖刺激、がん抑制遺伝子の失活、核小体やエピジェネティク
スの異常、代謝の変化をもストレスと感知して細胞老化を誘導する機構を発達させている。
最近の研究から、生物はがん抑制機構としてだけでなく、胚発生、創傷治癒、そして組織修
復においてプログラムされた細胞老化を駆使し、個体の恒常性を維持していることが明らか
となってきた。しかし一方で、個体に蓄積した老化細胞は、老化関連疾患の発症リスクを高
める原因ともなっている。本稿では細胞老化の包括的な理解を目指して、細胞老化の新たな
戦略としてのマイクロ RNA と、若返りの機構としてのリプログラミングを織り交ぜて、細
胞老化研究の最新の知見に焦点をあて、その動向について概説し今後の展望について考察す
る。

キーワード： 細胞老化、SASP、エピジェネティクス制御、クリアランス、老化関連疾患リスク

連絡先：〒 734-8553
広島市南区霞 1-2-3
TEL：082-257-5292 
FAX：082-257-5294   
E-mail： shim@hiroshima-u.ac.jp　
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究に焦点をあて、その動向について概説し今後の展望に
ついて考察する。

多段階に進行する細胞老化
　細胞老化の最初のステップは p53–p21 経路と p16Ink4a-
Rb 経路の活性化に代表される細胞周期の停止である。
このステップを含め、細胞老化が初期、中期、後期の
３つのステップから成ることが提唱されている（図１）

［22］。p53–p21 経路の活性化による一過的な細胞周期の
停止は、比較的弱い DNA 損傷応答によっても誘導され
る［23］。一方、細胞老化の初期においては、持続的な
DNA 損傷応答による p21 の誘導が p38MAPK を活性化
し、ミトコンドリアの機能不全と ROS の産生を誘導す
る。その結果、DNA 損傷応答のさらなる促進と p16Ink4a

の活性化が誘導され、このフィードバックループの形
成と、Rb に依存した細胞老化特異的なヘテロクロマチ
ン構造（SAHF; senescence-associated heterochromatic 
foci）の形成による S 期に関連した E2F 標的遺伝子の抑
制が、細胞周期の不可逆的な停止に重要な役割を果す
と考えられる（図１）［24-26］。線維芽細胞に対する定
量的な放射線照射の実験から、慢性的な DNA 損傷を与
え続けると、ほぼ同程度の DNA 損傷応答機構が持続的
に誘導されるにも関わらず、ある照射線量を超えた場
合にのみ細胞老化が誘導されることが報告されている

［27］。また、53BP1 フォーカスを指標とした DNA 損傷
の定量解析から、細胞老化を起こさない線量では効率
的に DNA 損傷が修復されることでフォーカスの蓄積が

見られないが、細胞老化を起こす線量では DNA 損傷の
蓄積が見られることがわかった［27］。これらの結果か
ら、細胞には、持続的な DNA 損傷が細胞の DNA 修復
能を超えた場合に、細胞老化を誘導する機構が備わって
いる可能性が示唆される。蓄積あるいは残存する DNA
損傷がどのように細胞老化を誘導するかは、今後の重要
な課題であろう。不可逆的な細胞周期停止が確立された
後、中期ではラミン B1 の減少によるヒストンのメチル
化修飾の変化を含むダイナミックなクロマチンの構造変
化が起こるとともに［28-30］、細胞老化特異的な増殖因
子、細胞外マトリックス分解酵素、炎症性サイトカイ
ンの分泌亢進（SASP; senescence-associated secretory 
phenotype）が誘導される（図１）［31］。初期から中期
に掛けては細胞が分裂を停止して 10 日〜２週間の間に
起こる反応であるが、１〜２ヶ月以上が経過した後期に
入ると、染色体上の遺伝子をコードする領域の不活性化
と、増殖する細胞ではヘテロクロマチン化されている非
コード領域の活性化が見られる［32］。さらに細胞質に
おいて、染色体分配の阻害や異常によって形成される微
小核とは異なる、クロマチン断片の出現が認められる（図
１）［33］。これらの現象は老化細胞に様々な遺伝子発現
変化を引き起こすと考えられる。次節からは細胞老化の
各ステップについて詳述する。

初期ステップ（図１、初期を参照）
　テロメアの短縮以外に ROS の産生も細胞老化におけ
る DNA 損傷の原因と考えられ［34］、DNA 損傷は細

図１ 多段階に進行する細胞老化
 細胞老化は、細胞がストレスを感知して細胞周期を不可逆的に停止するまでの初期ステップ、エピ

ゲノム変化をともない SASP などのクリアランスに関わる情報を積極的に発信する中期ステップ、
そしてゲノムの再編成と SASP の異常発現をともなうエピジェネティクス制御の破綻ががん・老
化関連疾患のリスクを高める原因となる後期ステップ、の３つのステップからなる。
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胞老化にともない、また個体の加齢にともなって蓄積
することが知られている［35］。DNA 損傷は ATM 及
び ATR チェックポイントキナーゼの活性化を介して、
DNA 損傷フォーカス（γ-H2AX フォーカス）の形成と
p53-p21 経路の活性化を引き起こす［21］。また DNA 損
傷が引き起こす細胞老化には p16Ink4a-Rb 経路も重要な
役割を担っている［36］。DNA 損傷応答を介した細胞
老化は複製老化においてだけでなく、がん遺伝子の活
性化による過剰な増殖シグナルによっても引き起こさ
れる。活性型 Ras 変異体が誘導する細胞老化、いわゆ
る OIS（Oncogene-induced senescence）では［5］、複
製開始を制御する Cdc6 の過剰発現により DNA 複製が
強力に誘導されるが、同時にヌクレオチドの生合成に働
く RRM2 が抑制されるために、ヌクレオチドの枯渇に
より DNA 複製の進行が阻害された結果、DNA 損傷応
答を介した早期細胞老化が誘導される［37, 38］。がん
抑制機構である OIS は活性型 RAF や BRAF でも誘導
されるが［39, 40］、これらの早期細胞老化から、S 期を
介さず DNA 損傷応答に依存しない細胞老化の機構の存
在も明らかとなっている［41, 42］。さらにがん抑制遺
伝子の不活性化による早期細胞老化も報告されている。
PTEN はホスファチジルイノシトール三リン酸（PIP3）
の脱リン酸化酵素で、ホスファチジルイノシトール３キ
ナーゼ（PI3K）経路を負に制御する。そして PTEN ヘ
テロ KO マウスは高効率でがんを発症し、さらにヒト腫
瘍において高頻度に遺伝子変異が認められることから、
PTEN はがん抑制遺伝子として機能する。PTEN の抑
制は AKT の活性化を引き起こすと同時に DNA 損傷応
答に依存しない p53 の蓄積をもたらし、その結果、p21
の誘導により早期細胞老化を引き起こす［43］。VHL
は、低酸素環境下におけるがんの増殖や転移に働く転写
因子 HIF1αに対する E3 ユビキチンリガーゼの構成因子
であり、がん抑制遺伝子として機能する。VHL の抑制
は p27 を誘導して Rb を活性化し、早期細胞老化を引き
起こす［44］。不思議なことに、VHL の抑制は HIF1α
及びその標的遺伝子を強く誘導するが、VHL 抑制によ
る細胞老化にはこれらの誘導は必要ではなく、p53-p21
経路にも依存しない。神経線維腫症 I 型の原因遺伝子で
がん抑制遺伝子の NF1 を抑制すると、一過的に Ras シ
グナル伝達経路が活性化され、その結果、あたかも OIS
のように p53-p21 経路が誘導されて早期細胞老化を引き
起こす［45］。さらに、がん抑制遺伝子 Rb の不活性化
は E2F の転写活性化を介して、ファルネシル二リン酸
合成酵素やプレニル基転移酵素の発現を上昇させる。そ
の結果 N-Ras が活性化され、OIS に類似して DNA 損傷
応答が細胞老化を引き起こす［46］。これらのエビデン
スは、細胞が様々な発がんシグナルに対する抑制機構を
発達させてきたことを物語っており、今後も上述以外の
様々な発がんに関連したシグナルが細胞老化を誘導し、
細胞老化の初期ステップに関与することが明らかにされ
るであろう。

中期ステップ（図１、中期を参照）
　細胞老化にともなうクロマチン構造変化は SAHF と
して知られている［26］。SAHF は p16Ink4a-Rb 経路に依
存して形成される老化細胞特異的なヘテロクロマチン構
造で、細胞周期の進行に必要な E2F の標的遺伝子の活
性化を抑制する。最近の研究から、核膜の内膜を裏打
ちする核ラミナの構成因子ラミン B1 の発現が、様々な
初期ステップにより誘導される細胞老化において減少す
ることが報告された［29］。細胞老化においてラミン B1
は Rb 依存的に減少し、ラミン B1 を抑制するだけでも
早期老化が誘導される［28］。興味深いことに、ラミン
B1 の抑制による増殖抑制は p53 依存的で Rb を必要と
しないが、それに続く早期細胞老化は p53 及び Rb の両
方に依存的である。このことは、不可逆的な細胞周期の
停止には p16Ink4a-Rb 経路がとくに重要な役割を果たし
ていることを示している。核ラミナは核の形やクロマチ
ン構造と遺伝子発現に寄与していることから［47, 48］、
細胞老化におけるラミン B1 の減少は細胞老化に特異的
なクロマチン構造変化に寄与することが示唆される。
　ヒストン H3 の４番目のリジン残基のトリメチル化

（H3K4me3）修飾は、ヒストンのアセチル化とともに
RNA ポリメラーゼの結合と転写の活性化のシグナルと
して働き、一方、 ヒストン H3 の 27 番目のリジン残基の
メチル化 （H3K27me3）修飾は、ヘテロクロマチン化と
転写の抑制状態を維持するシグナルとして働くことが知
られている。そして、転写活性化に働く H3K4me3 と転
写抑制性に働く H3K27me3 の両方によって修飾された
ヒストン H3 が存在する染色体領域は bivalent ドメイン
と呼ばれ、この領域は転写の活性化と抑制が平衡状態に
ある。つまり、bivalent ドメインでは転写は抑制的に維
持されており、必要なシグナルを受けると即座に転写が
活性化されるよう待機の状態にあると考えられる［49］。
ごく最近の研究から、増殖が盛んなヒト正常線維芽細胞
において H3K4me3 が低下し H3K27me3 に富んだ領域、
即ち転写が抑制されたヘテロクロマチン領域が、老化し
た線維芽細胞では H3K4me3 と H3K27me3 の両方に富
んだ bivalent ドメインに変化することが明らかとなっ
た［30］。一方、細胞老化にともなって発現が減少する
ラミン B1 は抑制性の染色体領域に結合していることが
知られており［50］、抑制された状態から細胞老化にと
もなって bivalent ドメインに変化する領域はラミン B1
結合領域と一致することから、老化にともなう Rb 依存
的なラミン B1 の減少は、抑制的に制御されていたラミ
ン B1 の結合領域を転写活性化待機の状態に誘導すると
考えられる［30］。さらに、この bivalent ドメインは、
がん細胞において DNA のメチル化が低下した領域、す
なわち転写が活性化している領域と重なることから、老
化細胞が前がん状態にあることを示唆している［30］。
また、老化細胞において特異的に H3K27me3 が低下し
た領域には遺伝子やエンハンサーが存在し、老化関連遺
伝子の発現上昇に重要な役割を果すと考えられる。事実、
SASP 関連遺伝子はこの H3K27me3 が低下した領域に
存在することも明らかとなっている［30］。これらの結
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果から、p53-p21 経路と p16Ink4a-Rb 経路を介して不可逆
的な細胞周期停止の状態に陥った細胞は、広範囲なクロ
マチンの構造変化を介して、SASP 等の老化関連遺伝子
の発現上昇を引き起こすという、多段階に進む細胞老化
の輪郭が見えてきた。

後期ステップ（図１、後期を参照）
　前述した中期の現象は複製老化や OIS、DNA 損傷剤
処理等で細胞が分裂を停止して 10 日〜２週間以降に見
られる現象である。SASP の生物学的意義には様々な議
論があるが、老化した細胞が前がん状態の性質を有す
ることを考慮すると、細胞老化の中期の段階では SASP
は前がん細胞のクリアランスのシグナルとして機能する
のではないかと考えられる。しかし、分裂を停止して１
〜２ヶ月が経過した後期では慢性的な細胞老化の状態と
なり、この時期以降に見られる現象はランダムで脱制
御の状態を反映しているかもしれない。オープンクロ
マチン構造を検出する FAIRE（formaldehyde-assisted 
isolation of regulatory elements）を用いた解析によっ
て、分裂を停止して老化し６週間以上が経過したヒト線
維芽細胞では、プロモーターやエンハンサー領域のシグ
ナルが検出されず、逆に遺伝子があまり存在しない領域
においてシグナルの増加が見られる［32］。とくにレト
ロトランスポゾン Alu, SVA そして L1 のクロマチン領
域はよりオープンな状態で発現しており、分裂停止後の
時間経過にともないレトロトランスポジションによるゲ
ノムへの蓄積が認められた。間葉系幹細胞の分裂老化に
おいても、Alu レトロトランスポゾンの発現上昇が見ら
れ、DNA 損傷応答を引き起こす［51］。また、複製老化
や OIS で分裂停止したヒト線維芽細胞では、H3K27me3
とγ-H2AX 陽性のクロマチン断片が細胞質に検出される

［33］。これはラミン B1 の減少にともなう核膜の脆弱性
と関連しており、老化細胞ではエピジェネティックな変
化をともなうレトロトランスポジションやクロマチン断
片の放出により、遺伝子の再編成が生じている可能性が
ある。

細胞老化における SASP の役割
　細胞老化はがん抑制機構としての役割だけでなく、胚
発生［52-54］、創傷治癒［55］、組織修復［56］、そして
個体の老化［57］に深く関わっている。マウスの 12.5
日胚〜 14.5 日胚において中腎、内リンパ嚢、神経管、
外胚葉性頂堤（AER; apical ectodermal ridge）、そして
指間の水かきなどで細胞老化が認められる。胚発生に
おけるプログラムされた細胞老化は p21 に依存するが、
p53 や DNA 損傷に依存しない［52, 53］。皮膚の創傷治
癒では、傷口の縫合の過程で見られる線維芽細胞の増殖
が細胞老化によって制御される。細胞外基質の一種であ
る CCN1 はインテグリンα6β1 及びヘパラン硫酸プロ
テオグリカンと結合し、DNA 損傷応答、p53-p21 経路
及び p16Ink4a-Rb 経路を活性化して細胞老化を誘導する

［55］。この創傷治癒における細胞老化は、過剰な線維芽
細胞の増殖を抑制して線維化を阻害する役割を果す。細

胞老化による線維化の抑制は肝臓においても認められ
る。四塩化炭素投与によるマウス肝臓の線維化モデルに
おいて、肝臓の障害に応答して増殖した活性化星細胞は、
やがて p53-p21 経路及び p16Ink4a-Rb 経路に依存して細胞
老化を引き起こす［56］。したがって組織修復の過程で、
細胞老化は線維芽細胞の過剰な増殖による組織の線維化
を抑制する役割を担っていると考えられる。
　一方、SASP は老化細胞において誘導される分泌性因
子をコードする遺伝子群で、増殖因子、細胞外マトリッ
クス分解酵素、炎症性サイトカインなどが含まれ、細
胞レベルでは老化の表現型を維持・増強する働きを有
する［58, 59］。SASP は持続的な DNA 損傷応答に依存
して誘導されるが［60］、DNA 損傷応答に依存しない
産生経路も報告されている［42］。胚発生、創傷治癒、
組織修復において認められる細胞老化は SASP の発現
をともなう。胚発生においては、CEBP/B、IGFBP5、
WNT5A、CSF1、そして CD44 などの SASP 関連因子
の誘導が報告されている［53］。また、創傷治癒では
IL-6、IL-8、そして IL-11 などのサイトカインに加えて
MMP1 や MMP3 といった細胞外基質分解酵素の誘導が
見られる［55］。さらに組織修復においても、IL-8、IL-
11、MMP1、そして MMP3 に加えて、NK 受容体である
NKG2D に対するリガンド MICA などの発現が上昇す
る［56］。OIS が積極的な細胞老化を通じてがん抑制機
構として働くように、胚発生、創傷治癒、組織修復にお
ける細胞老化はプログラムされており、個体の恒常性の
維持に重要な役割を果たすと考えられる。これらのプロ
セスでは老化細胞は SASP を介した免疫機構によって
組織から積極的に排除される（図１、中期を参照）。胚
発生では老化細胞の領域にマクロファージの浸潤が認め
られ、CSF1 によって誘引されたマクロファージを介し
て老化細胞が排除されると考えられる［53］。肝障害の
修復においては、MICA を発現した老化細胞が NK 細
胞を介して排除される機構が考えられる［56］。
　個体の中でランダムに起こる細胞老化はどのような運
命を辿るのであろうか。各組織に存在し、子孫の細胞を
供給して組織の恒常性を維持する幹細胞は、加齢ととも
に老化する。組織幹細胞の老化・枯渇は組織の恒常性・
機能維持の破綻を招き、個体の老化に強く関連している

［61］。造血系の全ての系統を産生し自己再生する造血幹
細胞の機能は、加齢とともに減少して、ある血液系細胞
集団の喪失を招き免疫機能に影響を与える［62］。加齢
にともなう老化細胞の増加と、免疫を介した老化細胞の
排除機能の衰退は、個体レベルで老化細胞の蓄積を引き
起こす。慢性的に蓄積した老化細胞は SASP のパラク
リン作用によって周囲の細胞に老化を誘導し［63, 64］、
またがん促進に働くことが示唆されている［31］。した
がって、免疫機能低下が引き起こす老化細胞の慢性的な
蓄積は、老化を増強し老化関連疾患を引き起こす要因と
考えられる（図１、後期を参照）。
　BubR1 は紡錘体形成チェックポイントに働き、紡錘
体形成チェックポイントの機能不全は染色体分配異常の
原因となり、染色体不安定性を誘導する。BubR1 を正
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常マウスよりも低発現するように遺伝子操作したマウス
では、皮下脂肪の喪失、白内障、創傷治癒の遅延、脊
椎弯曲、そして寿命の短縮など早老症の兆候を呈する。
p16Ink4a は細胞老化の誘導に必須の役割を担うと同時に、
優れた老化のバイオマーカーである［65］。BubR1 早老
マウスの遺伝的バックグラウンドにおいて、p16 Ink4a の
プロモーター領域を用い、薬剤投与により p16 Ink4a 陽性
細胞を選択的に排除できるよう遺伝子操作したトランス
ジェニックマウスでは、総じて老化に関連した病態の発
症遅延が認められた［57］。このことは、老化細胞の蓄
積が個体の老化に関連した病態を促進していることを逆
説的に証明しており、プログラムされた細胞老化機構の
破綻と慢性的な老化細胞の蓄積が、老化関連疾患の発症
リスクと密接に関連していることが明らかとなった。

マイクロ RNA による細胞老化の制御
　マイクロ RNA は 20 〜 25 塩基の非コード RNA で、
転写後の遺伝子発現調節を介して、胚発生、分化、細胞
の増殖やアポトーシス、代謝、そして環境ストレスに対
する適応などの様々な生命活動を制御する［66］。前述
のように、細胞老化の初期ステップではテロメアの短縮、
DNA 損傷や細胞周期制御の異常による DNA 損傷応答、
増殖促進と増殖抑制のシグナルのバランスの変化が引
き起こす OIS など、様々な機構が関与している。ヒト
に 2000 種類以上存在するといわれるマイクロ RNA の
一つ一つが、100 種類以上の標的遺伝子を制御すること
を考慮すると、細胞老化の制御にマイクロ RNA が関与
していたとしても不思議ではない。近年の老化に焦点を
当てたマイクロ RNA の研究成果から、30 種類近くの老
化関連マイクロ RNA（SA-miRs; senescence-associated 
microRNAs）が同定されており［67］、それらのうちの
いくつかは、明らかに細胞老化のプログラムに組み込
まれて機能している。miR-34a は p53 によって誘導さ

れるがん抑制マイクロ RNA で、DNA 損傷や OIS で非
常に強く誘導され、その標的は多岐にわたり細胞増殖
の様々なプロセスを抑制的に制御する［68］。細胞老化
においては E2F、CDK4、c-myc、そして SIRT1 を標的
として細胞老化を誘導することが報告されている［68, 
69］。また我々はヒト胎児肺由来線維芽細胞 TIG-3 を用
いて、複製老化により発現上昇するマイクロ RNA とし
て miR-22 を同定した。miR-22 は SIRT1、Sp1、そして
CDK6 を標的として、正常細胞だけでなくがん細胞に対
しても細胞老化を誘導する。このように、SA-miRs の
標的遺伝子には増殖に機能する転写因子、クロマチン制
御因子、細胞周期制御因子に加え、代謝酵素、シグナル
伝達因子、細胞接着因子など様々な生物学的プロセスに
関与する遺伝子が含まれている［67］。したがって、老
化に関わるマイクロ RNA の標的遺伝子を詳細に調べる
ことにより、老化とがん抑制に関わる細胞の戦略が明ら
かになると考えられる。

リプログラミングによる細胞の若返り
　体細胞に Oct3/4、Sox2、Klf4 や c-myc などの多能性
遺伝子を導入して誘導することができる人工多能性幹細
胞（iPS 細胞）は、個体を構成するあらゆる細胞に分化
する多能性と無限に分裂する能力を併せもつ、胚性幹細
胞（ES 細胞）によく似た多能性幹細胞である。クロー
ン ES 細胞に関する倫理問題と、異なる遺伝的背景をも
つ ES 細胞の利用による免疫拒絶を回避できることから、
その多能性と相まって iPS 細胞を用いたオーダーメイド
移植医療や創薬スクリーニングへの応用が進められてい
る［70］。体細胞への多能性遺伝子の導入によって誘導
される初期化（リプログラミング）では、体細胞の形質
に関わる遺伝子が抑制され、ES 細胞マーカーや内在性
多能性遺伝子が誘導されるとともに、細胞の不死化に関
わるテロメラーゼが活性化される（図２）［71-73］。さら

図２ リプログラミングは細胞老化と正反対の方向に進行する
 リプログラミングの過程ではテロメラーゼの活性化によりテロメアが伸長し、細胞老

化に関連する p21 や p16Ink4a の発現が強く抑制されるだけでなく、SASP 関連遺伝
子もまた強く抑制される。
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にリプログラミングにともない、老化に関連する p53–
p21、p16Ink4a-Rb 経路に関わる遺伝子が抑制され［74］、
また我々は SASP 遺伝子が非常に強く抑制されることを
見出している（図２）［75］。さらに酸化ストレスに関連
する遺伝子発現やミトコンドリアの機能も初期化される
ことから［76］、iPS 細胞技術の出現は、リプログラミン
グが体細胞に未分化性、多分化能と無限分裂能を付与す
るだけでなく、本質的に細胞を若返らせることを証明し
ている［77］。

終わりに
　本稿では最近の細胞老化研究の知見から、細胞老化過
程の多段階ステップと、さらに個体における老化細胞の
意義についてまとめた。細胞老化はがん化を引き起こす
種々のストレスによって誘導されるが、その入り口は上
述のように多岐にわたる。また、さらなる証明や裏付け
が必要ではあるものの、細胞老化の各ステップと個体に
見られる細胞老化を関連付けて考えると、細胞老化は生
物にとって必要かつ有益であるステップと、反対に有害
無益であるステップに分けられることが明確に見てとれ
る。そして、SA-miRs の包括的な理解は細胞の老化誘
導戦略を明らかにすると同時に、小分子 RNA を用いた
老化誘導型がん治療薬の開発への応用が期待される。さ
らに、リプログラミング機構の解明は、何が細胞老化に
よって失われ、それらをどのように取り戻すことができ
るのかを明示してくれるはずである。これらの知見に基
づいた細胞レベルでの老化抑制と、免疫機能回復・強化
を含む個体レベルでの老化細胞排除の研究は、老化研究
の基礎から応用への重要なテーマであり、今後ますます
の発展が期待される。

参考文献
1. Blasco MA, Funk W, Villeponteau B, Greider 

CW（1995）Funct iona l character izat ion and 
developmental regulation of mouse telomerase 
RNA. Science 269:1267-1270.

2. Feng J, Funk WD, Wang SS, Weinrich SL, Avilion 
AA et al.（1995）The RNA component of human 
telomerase. Science 269:1236-1241.

3. Nakamura TM, Morin GB, Chapman KB, Weinrich 
SL, Andrews WH et al.（1997）Telomerase catalytic 
subunit homologs from fission yeast and human. 
Science 277:955-959.

4. Meyerson M, Counter CM, Eaton EN, Ellisen LW, 
Steiner P et al.（1997）hEST2, the putative human 
telomerase catalytic subunit gene, is up-regulated 
in tumor cells and during immortalization. Cell 
90:785-795.

5. Serrano M, Lin AW, McCurrach ME, Beach 
D, Lowe SW（1997）Oncogenic ras provokes 
premature cel l senescence associated with 
accumulation of p53 and p16INK4a. Cell 88:593-
602.

6. Troelstra C, van Gool A, de Wit J, Vermeulen 
W, Bootsma D et al.（1992）ERCC6, a member of 
a subfamily of putative helicases, is involved in 
Cockayne's syndrome and preferential repair of 
active genes. Cell 71:939-953.

7. Henning KA, Li L, Iyer N, McDaniel LD, Reagan 
MS et al.（1995）The Cockayne syndrome group 
A gene encodes a WD repeat protein that 
interacts with CSB protein and a subunit of RNA 
polymerase II TFIIH. Cell 82:555-564.

8. Savitsky K, Bar-Shira A, Gilad S, Rotman G, Ziv 
Y et al.（1995）A single ataxia telangiectasia gene 
with a product similar to PI-3 kinase. Science 
268:1749-1753.

9. Yu CE, Oshima J, Fu YH, Wijsman EM, Hisama 
F et al.（1996）Positional cloning of the Werner's 
syndrome gene. Science 272:258-262.

10. Kitao S , Shimamoto A, Goto M, Miller RW, 
Smithson WA et al.（1999）Mutations in RECQL4 
cause a subset of cases of Rothmund-Thomson 
syndrome. Nat Genet 22:82-84.

11. Kimura KD, Tissenbaum HA, Liu Y, Ruvkun G
（1997）daf-2, an insulin receptor-like gene that 
regulates longevity and diapause in Caenorhabditis 
elegans. Science 277:942-946.

12. Lin K, Dorman JB, Rodan A, Kenyon C（1997）daf-
16: An HNF-3/forkhead family member that can 
function to double the life-span of Caenorhabditis 
elegans. Science 278:1319-1322.

13. Ogg S, Paradis S, Gottlieb S, Patterson GI, Lee L et 
al.（1997）The Fork head transcription factor DAF-
16 transduces insulin-like metabolic and longevity 
signals in C. elegans. Nature 389:994-999.

14. Sinclair DA, Guarente L（1997）Extrachromosomal 
rDNA circles- -a cause of aging in yeast. Cell 
91:1033-1042.

15. Tian X, Azpurua J, Hine C, Vaidya A, Myakishev-
Rempel M et al .（2013）High-molecular-mass 
hyaluronan mediates the cancer resistance of the 
naked mole rat. Nature 499:346-349.

16. Hayf l ick L , Moorhead PS（1961）The seria l 
cultivation of human diploid cell strains. Exp Cell 
Res 25:585-621.

17. Harley CB, Futcher AB, Greider CW（1990）
Telomeres shorten during ageing of human 
fibroblasts. Nature 345:458-460.

18. Blackburn EH（1991）Structure and function of 
telomeres. Nature 350:569-573.

19. Bodnar AG, Ouellette M, Frolkis M, Holt SE, 
Chiu CP et al.（1998）Extension of life-span by 
introduction of telomerase into normal human cells. 
Science 279:349-352.

20. Karlseder J, Broccoli D, Dai Y, Hardy S, de Lange 



－ 9 －

T（1999）p53- and ATM-dependent apoptosis 
induced by telomeres lacking TRF2. Science 
283:1321-1325.

21. d'Adda di Fagagna F, Reaper PM, Clay-Farrace 
L, Fiegler H, Carr P et al.（2003）A DNA damage 
checkpoint response in telomere - in it iated 
senescence. Nature 426:194-198.

22. van Deursen JM（2014）The role of senescent cells 
in ageing. Nature 509:439-446.

23. Di Leonardo A, Linke SP, Clarkin K, Wahl GM
（1994）DNA damage triggers a prolonged p53-
dependent G1 arrest and long-term induction of 
Cip1 in normal human fibroblasts. Genes Dev 
8:2540-2551.

24. Passos JF, Nelson G, Wang C, Richter T, Simillion 
C et al.（2010）Feedback between p21 and reactive 
oxygen production is necessary for cell senescence. 
Mol Syst Biol 6:347.

25. Iwasa H, Han J, Ishikawa F（2003）Mitogen-
activated protein kinase p38 defines the common 
senescence-signalling pathway. Genes Cells 8:131-
144.

26. Narita M, Nunez S, Heard E, Narita M, Lin AW et 
al.（2003）Rb-mediated heterochromatin formation 
and silencing of E2F target genes during cellular 
senescence. Cell 113:703-716.

27. Cao L, Kawai H, Sasatani M, Iizuka D, Masuda 
Y et al.（2014）A novel ATM/TP53/p21-mediated 
checkpoint only activated by chronic gamma-
irradiation. PLoS One 9:e104279.

28. Shimi T, Butin-Israeli V, Adam SA, Hamanaka RB, 
Goldman AE et al.（2011）The role of nuclear lamin 
B1 in cell proliferation and senescence. Genes Dev 
25:2579-2593.

29. Freund A, Laberge RM, Demaria M, Campisi J
（2012）Lamin B1 loss is a senescence-associated 
biomarker. Mol Biol Cell 23:2066-2075.

30. Shah PP, Donahue G, Otte GL, Capell BC, Nelson 
DM et al.（2013）Lamin B1 depletion in senescent 
cel ls tr iggers large - sca le changes in gene 
expression and the chromatin landscape. Genes 
Dev 27:1787-1799.

31. Coppe JP, Patil CK, Rodier F, Sun Y, Munoz DP 
et al .（2008）Senescence-associated secretory 
phenotypes reveal cell-nonautonomous functions 
of oncogenic RAS and the p53 tumor suppressor. 
PLoS Biol 6:2853-2868.

32. De Cecco M ,  Cr isc ione SW, Peckham EJ , 
Hillenmeyer S, Hamm EA et al.（2013）Genomes 
of replicatively senescent cells undergo global 
epigenetic changes leading to gene silencing and 
activation of transposable elements. Aging Cell 
12:247-256.

33. Ivanov A, Pawlikowski J, Manoharan I, van Tuyn 
J, Nelson DM et al.（2013）Lysosome-mediated 
processing of chromatin in senescence. J Cell Biol 
202:129-143.

34. von Zglinicki T（2002）Oxidative stress shortens 
telomeres. Trends Biochem Sci 27:339-344.

35. Sedelnikova OA, Horikawa I, Zimonjic DB, Popescu 
NC, Bonner WM et al.（2004）Senescing human 
cells and ageing mice accumulate DNA lesions 
with unrepairable double-strand breaks. Nat Cell 
Biol 6:168-170.

36. Smogorzewska A, de Lange T（2002）Different 
telomere damage signaling pathways in human 
and mouse cells. EMBO J 21:4338-4348.

37. Di Micco R, Fumagalli M, Cicalese A, Piccinin 
S, Gasparini P et al.（2006）Oncogene-induced 
senescence is a DNA damage response triggered 
by DNA hyper-replication. Nature 444:638-642.

38. Aird KM, Zhang G, Li H, Tu Z, Bitler BG et 
al.（2013）Suppression of nucleotide metabolism 
underlies the establishment and maintenance of 
oncogene-induced senescence. Cell Rep 3:1252-1265.

39. Zhu J, Woods D, McMahon M, Bishop JM（1998）
Senescence of human fibroblasts induced by 
oncogenic Raf. Genes Dev 12:2997-3007.

40. Michaloglou C, Vredeveld LC, Soengas MS, 
Denoyelle C, Kuilman T et al.（2005）BRAFE600-
associated senescence-like cell cycle arrest of 
human naevi. Nature 436:720-724.

41. Jeanblanc M, Ragu S , Gey C, Contrepois K, 
Courbeyrette R et al.（2012）Parallel pathways in 
RAF-induced senescence and conditions for its 
reversion. Oncogene 31:3072-3085.

42. Kaplon J, Zheng L, Meissl K, Chaneton B, Selivanov 
VA et al.（2013）A key role for mitochondrial 
gatekeeper pyruvate dehydrogenase in oncogene-
induced senescence. Nature 498:109-112.

43. Chen Z, Trotman LC, Shaffer D, Lin HK, Dotan 
ZA et al.（2005）Crucial role of p53-dependent 
cellular senescence in suppression of Pten-deficient 
tumorigenesis. Nature 436:725-730.

44. Young AP, Schlisio S, Minamishima YA, Zhang 
Q, Li L et al.（2008）VHL loss actuates a HIF-
independent senescence programme mediated by 
Rb and p400. Nat Cell Biol 10:361-369.

45. Courtois-Cox S, Genther Williams SM, Reczek 
EE, Johnson BW, McGillicuddy LT et al.（2006）
A negative feedback signaling network underlies 
oncogene-induced senescence. Cancer Cell 10:459-
472.

46. Shamma A, Takegami Y, Miki T, Kitajima S, 
Noda M et al.（2009）Rb Regulates DNA damage 
response and cellular senescence through E2F-



－ 10 －

dependent suppression of N-ras isoprenylation. 
Cancer Cell 15:255-269.

47. Dechat T, Pfleghaar K, Sengupta K, Shimi T, 
Shumaker DK et al.（2008）Nuclear lamins: major 
factors in the structural organization and function 
of the nucleus and chromatin. Genes Dev 22:832-
853.

48. Shimi T, Pfleghaar K, Kojima S, Pack CG, Solovei 
I et al.（2008）The A- and B-type nuclear lamin 
networks: microdomains involved in chromatin 
organization and transcription. Genes Dev 22:3409-
3421.

49. Voigt P, Tee WW, Reinberg D（2013）A double take 
on bivalent promoters. Genes Dev 27:1318-1338.

50. Peric-Hupkes D, Meuleman W, Pagie L, Bruggeman 
SW, Solovei I et al .（2010）Molecular maps of 
the reorganization of genome-nuclear lamina 
interactions during differentiation. Mol Cell 38:603-
613.

51. Wang J, Geesman GJ, Hostikka SL, Atallah M, 
Blackwell B et al.（2011）Inhibition of activated 
pericentromeric SINE/Alu repeat transcription in 
senescent human adult stem cells reinstates self-
renewal. Cell Cycle 10:3016-3030.

52. Munoz-Espin D, Canamero M, Maraver A, Gomez-
Lopez G, Contreras J et al.（2013）Programmed 
cell senescence during mammalian embryonic 
development. Cell 155:1104-1118.

53. Storer M, Mas A, Robert-Moreno A, Pecoraro 
M, Ortells MC et al .（2013）Senescence is a 
developmental mechanism that contributes to 
embryonic growth and patterning. Cell 155:1119-
1130.

54. Rajagopalan S, Long EO（2012）Cellular senescence 
induced by CD158d reprograms natural killer cells 
to promote vascular remodeling. Proc Natl Acad 
Sci U S A 109:20596-20601.

55. Jun JI, Lau LF（2010）The matricellular protein 
CCN1 induces fibroblast senescence and restricts 
fibrosis in cutaneous wound healing. Nat Cell Biol 
12:676-685.

56. Krizhanovsky V, Yon M, Dickins RA, Hearn S, 
Simon J et al.（2008）Senescence of activated 
stellate cells limits liver fibrosis. Cell 134:657-667.

57. Baker DJ, Wijshake T, Tchkonia T, LeBrasseur 
NK, Childs BG et al.（2011）Clearance of p16Ink4a-
positive senescent cells delays ageing-associated 
disorders. Nature 479:232-236.

58. Kuilman T, Michaloglou C, Vredeveld LC, Douma 
S, van Doorn R et al.（2008）Oncogene-induced 
senescence relayed by an interleukin-dependent 
inflammatory network. Cell 133:1019-1031.

59. Acosta JC, O'Loghlen A, Banito A, Guijarro MV, 

Augert A et al.（2008）Chemokine signaling via 
the CXCR2 receptor reinforces senescence. Cell 
133:1006-1018.

60. Rodier F, Coppe JP, Pat i l CK, Hoeijmakers 
WA, Munoz DP et al .（2009）Persistent DNA 
damage signalling triggers senescence-associated 
inflammatory cytokine secretion. Nat Cell Biol 
11:973-979.

61. Nakada D, Levi BP, Morrison SJ（2011）Integrating 
physiological regulation with stem cell and tissue 
homeostasis. Neuron 70:703-718.

62. Wa ng  J ,  G e ig er  H ,  Rudo lph  K L（2 011）
Immunoaging induced by hematopoietic stem cell 
aging. Curr Opin Immunol 23:532-536.

63. Acosta JC, Banito A, Wuestefeld T, Georgilis A, 
Janich P et al.（2013）A complex secretory program 
orchestrated by the inf lammasome controls 
paracrine senescence. Nat Cell Biol 15:978-990.

64. Nelson G, Wordsworth J, Wang C, Jurk D, Lawless 
C et al.（2012）A senescent cell bystander effect: 
senescence-induced senescence. Aging Cell 11:345-
349.

65. Krishnamurthy J, Torrice C, Ramsey MR, Kovalev 
GI, Al-Regaiey K et al.（2004）Ink4a/Arf expression 
is a biomarker of aging. J Clin Invest 114:1299-1307.

66. Ba r te l  DP（2 0 0 4）MicroR NAs :  genom ics , 
biogenesis, mechanism, and function. Cell 116:281-
297.

67. Olivieri F, Rippo MR, Monsurro V, Salvioli S, Capri 
M et al.（2013）MicroRNAs linking inflamm-aging, 
cellular senescence and cancer. Ageing Res Rev 
12:1056-1068.

68. Li XJ, Ren ZJ, Tang JH（2014）MicroRNA-34a: a 
potential therapeutic target in human cancer. Cell 
Death Dis 5:e1327.

69. Tazawa H, Tsuchiya N, Izumiya M, Nakagama H
（2007）Tumor-suppressive miR-34a induces 
senescence-like growth arrest through modulation 
of the E2F pathway in human colon cancer cells. 
Proc Natl Acad Sci U S A 104:15472-15477.

70. Stadtfeld M, Hochedlinger K（2010）Induced 
pluripotency: history, mechanisms, and applications. 
Genes Dev 24:2239-2263.

71. Stadtfeld M, Maherali N, Breault DT, Hochedlinger 
K（2008）Defining molecular cornerstones during 
fibroblast to iPS cell reprogramming in mouse. Cell 
Stem Cell 2:230-240.

72. Marion RM, Strati K, Li H, Tejera A, Schoeftner 
S et al.（2009）Telomeres acquire embryonic stem 
cell characteristics in induced pluripotent stem 
cells. Cell Stem Cell 4:141-154.

73. Wang F, Yin Y, Ye X, Liu K, Zhu H et al.（2012）
Molecular insights into the heterogeneity of 



－ 11 －

telomere reprogramming in induced pluripotent 
stem cells. Cell Res 22:757-768.

74. Li H, Collado M, Villasante A, Strati K, Ortega S 
et al.（2009）The Ink4/Arf locus is a barrier for 
iPS cell reprogramming. Nature 460:1136-1139.

75. Shimamoto A, Kagawa H, Zensho K, Sera Y, 
Kazuki Y et al.（2014）Reprogramming Suppresses 
Premature Senescence Phenotypes of Werner 
Syndrome Cells and Maintains Chromosomal 
Stability over Long-Term Culture. PLoS One 

9:e112900.
76. Lapasset L, Milhavet O, Prieur A, Besnard E, 

Babled A et al.（2011）Rejuvenating senescent 
and centenarian human cells by reprogramming 
through the pluripotent state. Genes Dev 25:2248-
2253.

77. Zhang W, Qu J, Suzuki K , Liu GH, Izpisua 
Belmonte JC（2013）Concealing cellular defects in 
pluripotent stem cells. Trends Cell Biol 23:587-592.

Recent Progress in the Study of Cellular Senescence

Akira Shimamoto, Hidetoshi Tahara
Department of Cellular and Molecular Biology, Graduate School of Biomedical & Health 

Sciences, Hiroshima University

　Discovery of the mechanism for premature senescence induced by oncogene activation allowed 

an accelerated progression of the study of cellular senescence triggered by telomere shortening-

induced replicative senescence, leading to elucidation of a rough outline of cellular senescence from 

beginning to end. Cells developed mechanisms to sense not only DNA damages, reactive oxygen 

species（ROS）and excess growth signals, but also chronic growth signals, inactivation of tumor 

suppressor genes, aberrations in nucleoli and epigenetics and metabolism alterations as stressors 

inducing senescence. Recent findings revealed that organisms take advantage of programmed 

cellular senescence in embryonic development, wound healing and tissue repair as well as tumor 

suppression to maintain homeostasis. On the other hand, however, senescent cells accumulated in 

the body would be a risk factor for aging-related diseases. Towards a comprehensive understanding 

of cellular senescence, this review summarizes trends in the study of cellular senescence with a 

focus on its latest findings, and discusses its future perspective.
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１．はじめに
　病気は動物種、品種、性、年齢など生体内に内在する
要因（内因）と生体外からの物理的、化学的、生物学的
刺激（外因）とが複雑に関連しあって生じる。進化の極
みにある人類は、感染体との争いに一応勝利し、個体寿
命の延長を実現した。しかしながら、自らの体を構成し
ている核酸・タンパク質分子の老化までは制御できては
いない。その結果、核酸、タンパク質の老化（分子構造
の異常）がそれぞれ腫瘍、神経変性疾患（アルツハイマー
病、パーキンソン病など）として顕在化してきたと考え
られる。このように病気は生命体とともに存在し、生命
体の進化とともに変化してきたと考えられる。
　私たちの研究室では、「動物にアルツハイマー病はあ
るのか」という疑問に答えるため、ヒトのアルツハイマー
病患者における特徴的な脳病変、すなわち老人斑（SP）、
脳血管アミロイド沈着（CAA）および神経原線維変化

（NFT）がヒト以外の動物にも存在するのかについて検
索を続けてきた。その結果、イヌやマカカ属のサル類
のように寿命が 20 から 30 年の動物種では SP と CAA、
すなわちβアミロイド（Aβ）の沈着のみが認められた

のに対し、マウスやラットのように寿命が２、３年の動
物種ではこれらの変化はまったく認められなかった。ア
ルツハイマー病発病の分子機構として「アミロイド仮説」
が提唱されている。脳内のβアミロイドの増加がリン酸
化 tau（NFT の構成成分）の神経細胞内沈着を亢進し、
その結果神経細胞が脱落し、認知症を引き起こすという
説である。これにもとづいて考察すると、イヌやサルで
は寿命が足りないため NFT が形成されない、マウスや
ラットはさらに寿命が短いので SP や CAA も形成され
ない、ということが推察された。すなわち「ヒト以外の
動物にアルツハイマー病はない」ことになる。
　私たちは「生物の進化にともなう病気の変遷」、すな
わち「病気の進化学」という新しい研究分野の創成を目
指している。なかでも、加齢にともなう神経変性疾患に
ついてとくに力を注いでいる。本総説では、様々な動物
種の脳に発生する AD 関連病変を解説し、そこから導
かれる脳老化の進化について論じてみたい。

２．ヒトの脳老化とアルツハイマー病
　代表的な老齢性脳疾患であるアルツハイマー病（AD）
の患者は、現在世界中で 3000 万人に上り、今後 40 年で
４倍に増加すると予想されている［1］。AD による進行
性認知障害は、患者本人の精神的苦痛に加え介護者の負
担も大きく、その治療法の確立は高齢化社会における極
めて重要な解決課題である。
　病理学的には、AD 患者の大脳は著しく萎縮し、SP
および NFT と呼ばれる二つの代表的な組織学的病変に
よって特徴づけられる（図１および２）［1］。SP や NFT
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要約
　アルツハイマー病患者の脳に観察される組織病変として、βアミロイド沈着（老人斑と脳
血管壁アミロイド沈着）と神経原線維変化がある。これらの変化は老化に伴って進行し、と
くに進行が著しい場合に老齢期にアルツハイマー病を発症する。ヒト以外の動物の場合、寿
命が短いマウスやラットなどのげっ歯類ではこのような病変は観察されず、イヌやサル類な
ど中寿命の動物では加齢に伴ってβアミロイド沈着はおこるが神経原線維変化は生じない。
私たちはこの現象は脳老化速度と個体老化速度の相違によっておこると考えていたが、最近、
老齢のネコ科動物には神経原線維変化が生じることを見出した。βアミロイドのアミノ酸配
列の相違が神経原線維変化の有無を規定しているのではないかと考え研究を進めている。
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はおもに大脳皮質や海馬に形成され、これらの病変の程
度と認知機能低下などの臨床症状にもとづいて AD の診
断がなされる。SP は、A βが凝集沈着した嗜銀性の構造
物であり、加齢性に増加する。SP は形態学的に「び漫
斑 Diffuse plaque」と「成熟斑 Mature plaque」に分類
される。び漫斑は比較的初期の SP と考えられ、境界不
明瞭な斑状を呈する。これに対して、成熟斑は A βが凝
集して形成された明瞭なアミロイド・コアの周囲に膨化、
変性した軸索とグリア細胞反応がみられるものを言う。
このような老人斑を「定型斑 Classical/Typical plaque」
とも呼ぶ。成熟斑のうち明瞭なアミロイド・コアを有さ
ず、少量の A β沈着と変性腫大した神経突起が集合した
老人斑を「Neuritic plaque」あるいは原始斑「Primitive 
plaque」と呼ぶこともある。一方、NFT は異常にリン
酸化された tau タンパクの凝集物で、嗜銀性糸くず様の

構造物として神経細胞内に観察される。AD にみられる
典型的な NFT は、超微形態学的には幅 10 〜 20nm で約
80nm ごとにくびれを有するらせん構造を呈することか
ら Paired helical filaments（PHF）と呼ばれている。
　AD では、Aβと tau という２つのタンパク質が蓄積
することにより神経細胞が傷害され、認知症を発症する
と考えられているが、これらの分子どうしの関連は依
然として不明である。現在、支持されている「アミロ
イド仮説」によると、Aβの蓄積が先に起こり、それが
GSK-3βなどのリン酸化酵素を介して tau を過剰にリン
酸化し、NFT が形成されると考えられている［1］。
　AD は、 原 因 遺 伝 子 が 特 定 さ れ て い る「 遺 伝 性
Familial AD（fAD）」と、明らかな原因遺伝子がない「孤
発性 Sporadic AD（sAD）」の二つの病型に分けられる。
fAD では、Aβ前駆タンパク（APP）、あるいはその切
断酵素（プリセネリン）に遺伝子変異が認められ、sAD
よりも若い年齢で発症する。AD 研究に用いられている
遺伝子改変マウスは、APP やプリセネリンの遺伝子に
変異を導入して作製される。したがって、マウスを用
いた AD 研究の多くは fAD の病態を模したものである。
しかし、AD 患者の大部分（99% 以上）はこれらの遺伝
子に変異が認められない sAD であり、「加齢」以外の危
険因子は依然不明である。
　上述した脳の変化は健常（非 AD）老人の脳において
もしばしば認められる［2］。実際、健常人でもすでに
30 代、40 代から脳に Aβが沈着しているという。Aβの
沈着量は数十年の時間をかけて増加し、tau のリン酸化、
神経細胞の脱落が進行し、アルツハイマー病の発症へと
至る。加齢こそがアルツハイマー病の最大のリスクファ
クターなのである。

アルツハイマー病	 ツシマヤマネコ	

図２：神経原線維変化（NFT）
 神経細胞体内の黒色線維状物質。左：ヒト（アルツハ

イマー病患者）、右：老齢ツシマヤマネコ。ガリヤス
染色。

PAM AβC42 AβC40 AβpN3 AβN1 

アメリカクロクマ 

イヌ 

カニクイザル 

アルツハイマー病 

イエネコ 

図１：動物の老人斑
 上段から、ヒト（アルツハイマー病患者）、カニクイザル、イヌ、アメリ

カクロクマ、イエネコ。左から、過ヨウ素酸メセナミン銀（PAM）染色、
抗 A β C42、AβC40、AβpN3、AβN1抗体を用いた免疫染色。
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３．動物の脳老化
　老齢動物の脳にも様々な加齢性の変化が観察される
が、その中にはヒトの AD と同質の病変もある。これ
まで、サル類、イヌ、コヨーテ、クズリ、アシカ、ネコ
科動物、クマ科動物、ウマ、ラクダ、デグーおよびキツ
ツキの一種アカゲラの脳に加齢性の Aβ沈着が確認され
ている（図２）。とくにサル類とイヌは Aβ沈着脳病変
について最もよく研究されている動物種である。Aβの
アミノ酸配列は、マウスやラットを除く多くの哺乳類で
保存されている［3］（表１）。また、ヒト以外の動物で
NFT に関する報告は少なく、これまで AD 研究の多く
は遺伝子改変マウスを用いて行われてきた。ヒトと全く
同じ病態を自然発生する動物がいないことが、AD の原
因探求や治療法開発を困難にしている大きな理由の一つ
と考えられていた。
　2012 年に私たちの研究室では、天然記念物ツシマヤ
マネコの老齢個体の脳にヒトの NFT と同質の病変を見
出した（図２）［4］。また、最近、私たちは老齢イエネ
コの脳にも同様の NFT を確認している。
　この章では、これまで報告された老齢動物の脳病変に
ついて分類グループごとに述べてみたい。

（１）サル目 Primates
　類人猿、旧世界ザル、新世界ザル、原猿類の４グルー
プの老齢サルの脳で Aβ沈着の報告がある。
a）類人猿（ヒト上科 Hominoidea）
　類人猿はヒトに最も近縁で、大型類人猿（チンパン
ジーPan troglodytes、ゴリラGorilla spp.、オランウー
タン Pongo spp. など）と小型類人猿（テナガザル類
Hylobatidae）に分類される。これまで、チンパンジー、
ゴリラ、オランウータンで老齢個体の脳に SP が観察さ

れている［5-7］。主としてび漫斑がみとめられ、成熟斑
はほとんどみられない。41 歳のチンパンジーの脳では
電子顕微鏡下で PHF 構造を示す NFT が報告されてい
る。しかし、この症例は大型の虚血性梗塞巣を併発し
ており、それが NFT の形成に関与した可能性が示唆さ
れている。この個体以外の高齢チンパンジーの脳では
NFT は認められなかった。
b）旧世界ザル（オナガザル上科 Cercopithecoidea）
　 旧 世 界 ザ ル に 分 類 さ れ る ア カ ゲ ザ ル（Macaca 
mulatta）、カニクイザル（Macaca fascicularis）、ミド
リザル（サバンナモンキー）（Chlorocebus sabaeus）、
ヒヒ（Papio spp.）では他の動物種に比べて成熟斑の割
合が高いとされている。カニクイザルやアカゲザルの
SP の分布はヒトと同様であり、また実験動物として確
立されていることから、SP 形成のモデル動物として研
究に用いられている［8,9］。高齢のカニクイザルで大脳
皮質に高リン酸化 tau の沈着とガリヤス染色（Gallyas-
Braak 法）陽性の NFT が観察されるが、いずれも軽度
であり、神経細胞の脱落は認められていない［10］。
　26 歳以上のヒヒの 90％で、高リン酸化 tau 陽性の線
維状構造物が大脳の神経細胞、星状膠細胞、稀突起膠細
胞の細胞質に観察されている。これらの高リン酸化 tau
陽性細胞は、おもに海馬歯状回に分布し、AD 患者にお
ける NFT の分布とは異なっていた。Schults らは、50
例の老齢ヒヒの脳を検索し、嗜銀性 NFT は推定 30 歳
の１例のみに観察され、超微形態学的に Single filament

（単線維状）を呈していることを報告した［11］。また、
高リン酸化 tau の沈着があっても、Aβの沈着がない個
体も多く、ヒヒにおける tau と Aβの関連については依
然不明である。
c）新世界ザル（広鼻下目 Platyrrhini）

表１　動物の Aβのアミノ酸配列

3	

表１　動物のAβのアミノ酸配列 

動物種 寿命 
（およそ） Aβのアミノ酸配列 

ヒト 80年 DAEFRHDSGYEVHHQKLVFFAEDVGSNKGAIIGLMVGGVVIA 

サル 30年 DAEFRHDSGYEVHHQKLVFFAEDVGSNKGAIIGLMVGGVVIA 

イヌ 15年 DAEFRHDSGYEVHHQKLVFFAEDVGSNKGAIIGLMVGGVVIA 

ネコ 15年 DAEFRHESGYEVHHQKLVFFAEDVGSNKGAIIGLMVGGVVIA 

ホッキョクグマ 40年 DAEFRHDSGYEVHHQKLVFFAEDVGSNKGAIIGLMVGGVVIA 

ウサギ 10年 DAEFRHDSGYEVHHQKLVFFAEDVGSNKGAIIGLMVGGVVIA 

デグー 10年 DAEFRHDSGYEVRHQKLVFFAEDVGSNKGAIIGLMVGGVVIA 

マウス・ラット 2年 DAEFGHDSGFEVRHQKLVFFAEDVGSNKGAIIGLMVGGVVIA 

ニワトリ 10年 DAEFRHDSGYEVHHQKLVFFAEDVGSNKGAIIGLMVGGVVIA 

 

ヒト、サル、イヌ、ホッキョクグマ、ウサギ、ニワトリの配列は同一である（ヒト型）。ヒト型と
比較すると、イエネコとデグーはそれぞれ別の１アミノ酸残基、マウスとラットは３アミノ酸残基
異なっている。
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　 新 世 界 ザ ル で は、 コ モ ン リ ス ザ ル（Saimiri 
sciureus）、コモンマーモセット（Callithrix jacchus）、
タマリン（Saguinus spp.）で加齢性の Aβ沈着が報告さ
れている［12-14］。新世界ザルは旧世界ザルに比べて小
型で、寿命は短く、Aβも早期に沈着する（アカゲザル
では 20 歳代からであるのに対し、リスザルでは 10 歳代
前半から）ことから、とくにリスザルを用いた脳老化研
究が多くなされている。リスザルは成熟斑をほとんど形
成しないが、脳血管壁への Aβ沈着である脳血管アミロ
イドアンギオパチー（CAA）が顕著に認められ、CAA
のモデル動物として注目されている。CAA は、AD 患
者の 90％に生じるだけでなく、AD と並ぶ主要な認知
症である脳血管型認知症の発病因子の一つでもある。
d）原猿類（曲鼻亜目 Strepsirrhini）
　最小の霊長類であるネズミキツネザル（Microcebus 
murinus）の脳で Aβの沈着が報告されている［15］。
個体によっては 5 歳齢以下でもび漫斑や CAA を形成す
る。したがって、ネズミキツネザルは、最も小型で、か
つ早期に AD 関連病変を形成する動物種といえる。
e）ツパイ類
　ツパイ（Tupaia spp.）は、以前は原始的な霊長目（現
在のサル目）に分類されていたが、現在は独立したツパ
イ目 Scandentia に属している。ツパイの Aβアミノ酸
配列はヒトのそれと相同であるが、老齢個体（7 から 8
歳齢）の脳に Aβ沈着は観察されない［16］。

（２）ネコ目（食肉目）Carnivora
a）イヌ科 Canidae
　イヌ（Canis lupus familiaris）は人間と生活環境を共
有していることから、行動の異常を発見することが比較
的容易である。また、伴侶動物医療の高度化に伴って寿
命が延びたこともあり、イヌを用いた加齢性脳変化に関
する研究が盛んに行われている。８歳齢頃から脳に Aβ
が沈着しはじめ、15 歳齢では約半数に SP が観察される。
イヌの脳に形成される SP の大部分はび漫斑である。一
方、ヒトの定型斑や Neuritic plaque に類似した形態を
示す SP は高齢個体で稀に観察されるが、周囲に多数の
毛細血管 CAA が認められるので、真の成熟斑ではなく
血管周囲性の老人斑様病変である可能性がある。イヌの
SP は、ヒトと同様、大脳前頭葉に始まり、次第に頭頂
葉や側頭葉に広がっていく。また、15 歳齢を越えるイ
ヌでは Aβの N 末端側が切断された AβpN3 の沈着が
有意に多くなる［17］。
　老齢犬では高率に CAA が観察され 15 歳以上ではほ
ぼ 100％に認められる。Aβは主に髄膜の小動脈壁およ
び大脳皮質深部の毛細血管壁に沈着する。Aβが沈着し
た血管は脆弱となり、微小出血を生じる［18］。毛細血
管の CAA は、大脳皮質の深部や白質にも形成される傾
向があり、同部のミエリン消失との関連性も指摘されて
いる［20］。
　老齢犬では認知機能の低下と考えられる行動異常がと
きどき認められ、その程度が Aβ沈着の程度と関連する
という研究結果が報告されている。その一方で、認知機

能の低下は Aβ沈着巣である SP の数ではなく、アポトー
シス細胞数（TUNEL 法陽性細胞数）と相関していると
いう報告もある［19］。さらに、NFT が観察されないな
ど、老齢犬の脳病態はヒト AD のそれとは大きく異なっ
ている。むしろ、イヌでは CAA 等の脳血管病変やこれ
に伴う白質のミエリン減少が、行動異常により深く関与
している可能性がある［20］。
　イヌ以外の種では、10 歳以上のコヨーテ（Canis 
latrans）に SP と CAA が報告されている［21］。
b）ネコ科 Felidae
　老齢のイエネコ（Felis silvestris catus）とツシマヤ
マ ネ コ（Prionailurus bengalensis euptilurus） お よ び
チーター（Acinonyx jubatus）の脳に Aβ沈着が確認さ
れている［4,22,23］。これらの動物では大脳実質に Aβ
が微細顆粒状、びまん性に沈着し、嗜銀性の SP はほと
んど形成されない。イエネコとツシマヤマネコの Aβは、
N 末端側 7 番目のアミノ酸残基がヒトを含む他の多く
の哺乳類と異なっており、これが凝集性が弱いことの原
因である可能性がある（表１）。興味深いことに、これ
らの動物では高リン酸化 tau 陽性、ガリヤス染色陽性の
NFT も高率に形成される。NFT の形成は嗅内野には
じまり、海馬や大脳皮質に広がっていく。海馬に NFT
が形成された個体では、海馬錐体細胞が有意に減少す
る。電子顕微鏡観察では、これらの NFT は PHF に特
徴的なくびれ構造を示すものが少なく、多くは Straight 
filament の形態を示すことから、ネコ科動物の NFT は
Pretangle の状態にあるものと推察される。
c）クマ科 Ursidae
　20 歳以上のホッキョクグマ（Ursus maritimus）およ
びアメリカクロクマ（Ursus americanus americanus）の
脳に多数の SP が観察されている［24,25］。また、SP の
構成成分として A βpN3 が沈着する［17,26］。Cork ら
は、嗅内野および海馬に NFT が観察された 30 歳のヒグ
マ（Ursus arctos）の１症例を報告しており、NFT の分
布は初期のアルツハイマー病のそれに類似していた［27］。
d）アシカ科 Otariidae
　30 歳のカリフォルニアアシカ（Zalophus californianus）
の脳に多数の SP および脳血管アミロイド沈着が確認さ
れている［28］。SP はとくに前頭葉に多く、しばしば
SP の中心に AβpN3 が沈着していた。高リン酸化 tau
の蓄積はみられなかった。
e）イタチ科 Mustelidae
　 老 齢 ク ズ リ（Gulo gulo） の 脳 で Aβ陽 性 の SP と
AT8 陽性の NFT が観察されている。この個体は重度の
脳出血を伴っていた［29］。

（３）鯨偶蹄目 Cetartiodactyla
a）ラクダ科 Camelidae
　20 歳以上のフタコブラクダ（Camelus bactrianus）
の脳に SP や CAA が報告されている。この個体では高
リン酸化 tau の沈着はみられなかった［30］。
　20 歳のグアナコ（Lama guanicoe）の脳において
AT8 陽性ニューロンが少数観察されている［31］。
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b）ウシ科 Bovidae
　老齢のヤギ（Capra hircus）とヒツジ（Ovis aries）
の脳において神経細胞内の AT8 陽性凝集物の報告があ
る［32］。これらの凝集物は嗅内野や海馬で観察され、
AD の初期像に類似していた。また、Nelson らはヒツ
ジの大脳皮質に嗜銀性プラークと NFT を報告している

［33］。
　24 歳齢の 2 頭のアメリカバイソン（Bison bison）の
脳に AT8 および AT100 陽性でガリヤス染色で染まる
NFT が報告されている［34］。
c）シカ科 Cervidae
　15 歳のトナカイ（Rangifer tarandus）の脳において
AT8 陽性ニューロンが少数観察されている［31］。

（４）ウサギ目
　高コレステロール食を給餌したウサギの脳で Aβの沈
着が観察されている。加えて血管壁には AβpN3 が沈
着することも報告されている［35］。

（５）ネズミ目
a）ネズミ科 Muridae
　これまでに様々なアルツハイマー病モデル・トランス
ジェニックマウスが作出されているが、野生型のマウ
ス（Mus musculus）やラット（Rattus norvegicus）で
は脳における Aβや高リン酸化 tau の沈着はない。また、
マウスやラットの Aβアミノ酸配列はヒトのそれと 3 ア
ミノ酸異なっている［3］。
b）デグー科 Octodontidae
　デグー（Octodon degu）では 5 歳齢頃から Aβと高
リン酸化 tau の沈着が観察され、それにともなって後シ
ナプスの機能異常が生じることが報告されている［36］。
神経細胞の脱落はみられないが、イエネコやツシマヤマ
ネコなどネコ亜科の動物と同様、高率に NFT を形成す

る希有な動物種である［37,38］。

（５）鳥類
a）キツツキ
　脳血管壁に Aβが沈着した 16 歳齢以上のアカゲラ

（Dendrocopos major）の１例が報告されている。Aβ弱
陽性の SP 様構造も観察されたが、NFT はみとめられ
なかった［39］。

４．脳老化の進化
　多症例の検索が実施されているイヌの場合、SP（と
くにび漫斑）と CAA については、Aβ沈着の表現系が
異なったものと考えている。前述したように、イヌのび
漫斑は CAA よりも早期の８歳頃には出現し、しかも大
脳皮質の広範囲に観察される。これに対し CAA やこれ
に関連する成熟斑様変化は、より高齢な犬の大脳皮質深
部や白質の特定領域に局在する傾向がある。また、SP
を構成する Aβの C 末端構造［20］や Aβ以外の構成成
分［40］にも明らかな相違が認められる。したがって、
び漫斑は Aβ沈着の初期像を反映した可逆的変化と推測
されるのに対し、CAA はより時間が経過した非可逆的
病態であり、とくにイヌでは脳出血や白質ミエリン減少
等の臨床症状に関連する病態を誘発しうる病的変化であ
ると考えられる。さらにイヌでは NFT が観察されない
ため、Aβ沈着が NFT 形成を誘発するという「アミロ
イド仮説」は、この動物種における観察結果と矛盾する。
　アルツハイマー病関連脳病変（SP ／ CAA、NFT）
を発現する時間経過を代表的な動物種ごとに表したもの
が図３である。それぞれの動物種におけるカラムの長
さが大体の寿命を示す。Aβの産生沈着、すなわち SP
／ CAA はそれぞれの動物の老齢期の初めにはすでにお
こっている。ヒトではさらに進行して NFT 形成まで至
る。ところがカニクイザル、イヌではアミロイド沈着ま

ヒト	

カニクイザル	

イヌ	

マウス	

2y�

20y�

35y�
90y�

SP/CAA� NFT�

SP/CAA�

SP/CAA�

SP/CAA : 老人斑/脳血管アミロイド沈着　NFT : 神経原線維変化　APP-Tg：APP遺伝子導入マウス

APP-Tg�
マウス	

SP�

2y� NFTゾーンアミロイドゾーン	

絶対時間 (log)

図３：動物の脳における加齢性病変の進行（脳老化速度仮説）
 A βの産生沈着（SP ／ CAA）はそれぞれの動物で老齢期におこり、ヒトでは進行し

て NFT 形成まで至る。カニクイザル、イヌでは A βは沈着するが、NFT を形成する
前に寿命がつきてしまう。マウスでは A βの沈着が起こる前に寿命がつきてしまう。
APP 遺伝子導入マウスでは A βの産生量を人為的に高めているので、寿命がつきる
前に A βが沈着する。
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では至るものの、NFT を形成する前に、他臓器の疾患
により、寿命がつきてしまう。マウスではアミロイド沈
着が起こる前に寿命がつきてしまう。APP トランスジェ
ニックマウスでは Aβの産生量を人為的に高めているの
で、寿命がつきる前に Aβが沈着する。脳の老化速度は
動物種ごとに決まっていると考えられるが、個体の老化
速度に比べると種差が小さいのではなかろうか。した
がって、図３において、マウスでは寿命が Aβ沈着ゾー
ンに達せず、イヌとカニクイザルでようやく Aβ沈着
ゾーンまで達したのに対し、ヒトでは顕著な寿命の延長
によりNFT形成ゾーンまで到達してしまったのである。
したがって、ヒト以外の動物でも寿命が長ければ NFT
が形成されると考えられる（脳老化速度仮説）。
　「ヒト以外の動物で NFT を出現させる」ためには、
①寿命を延ばす、あるいは② Aβと tau の産生を加速す
る必要がある。動物の寿命を大きく延ばすことは不可
能なので、遺伝子改変動物を作製して Aβと tau の産生
を加速するしかない。実際、APP のトランスジェニッ
クマウスでは SP 形成をともなう Aβの沈着が、APP と
tau の両方を導入したマウスでは、これに加えて NFT
様構造の形成がみとめられている。トランスジェニック
犬やサルが作製されればこの仮説が正しいかどうかの答
えが得られるが、倫理的に不可能であろう。
　ところが、最近ネコ亜科に属するイエネコとツシマヤ
マネコ、さらにはデグーなどでリン酸化 tau が凝集した
NFT が形成されることが見出された。上述した「脳老
化速度仮説」ではこの事象を説明できない。これまで報
告されている各種動物の Aβアミノ酸配列を表１にまと
めた。ヒト、サル、イヌ、ホッキョクグマ、ウサギ、ニワト
リは同一である（ヒト型）のに対し、イエネコとデグーはそ
れぞれ別の１アミノ酸残基が、マウスとラットでは同一の３
アミノ酸残基がヒト型と異なっている。Aβの N 末端側の
アミノ酸残基の違いが Aβの凝集性、さらには tau のリ
ン酸化に関与している可能性が考えられる。今後は、他
のネコ科動物さらには他の哺乳動物、鳥類等を用いた解
析を行い、脳老化の進化を明らかにしていきたい。

５．おわりに
　20 世紀後半に始まった分子生物学の隆盛により、病
気の発生メカニズムが細胞・タンパク質・遺伝子レベル
で説明できるようになった。こうした還元的病因論の威
力を実感しつつも、今世紀になってからは同時に分子反
応の総体に注目したシステム生物学的思考も重要視され
るようになった。21 世紀こそ、「病気は生命の反応シス
テムの異常である」とする現象論的な病因論を再評価す
べき時なのかもしれない。
　一方、現在ヒトの疾患研究に利用されているモデル動
物はほとんどがげっ歯類であり、そこで得られた成果を
ヒトに直接外挿するには両者の進化的距離が大きすぎ
る。ヒトとげっ歯類との間に存在する牛、羊、馬、豚な
どの有蹄類、犬、猫などの肉食類の生理・病理について
も検討し、進化を軸とした病気の比較学問体系が確立す
れば、こうした Missing link も解消できると考えられる。

実際に、病気を生物進化の観点から考えることでヒトの
疾患を再考する「進化医学 Darwinian medicine」とい
う研究分野が前世紀末には興っている。今後は、動物種
の進化を考慮した比較病態学を創成することが必要であ
ることを提言して筆を置く。
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Comparative Pathology of Brain Aging

Hiroyuki NAKAYAMA, James K. CHAMBERS and Kazuyuki UCHIDA
Department of Veterinary Pathology,

Graduate School of Agricultural and Life Sciences,
The University of Tokyo

   The brain of Alzheimer’s disease patients is histopathologically characterized by beta 
amyloid deposition including senile plaques and cerebral amyloid angiopathy, as well as 
neurofibrillary tangles（NFT）.  These changes advance with aging, and cause Alzheimer’s 
disease in the senile period in cases with rapid progression.  As for nonhuman animals, 
such brain lesions are never observed in rodents, including mice and rats, with a short life-
span, and beta amyloid deposition occurs with aging but NFT do not in dogs and monkeys, 
with an intermediate life-span.  We hypothesized that the phenomenon results from 
differences in the speed of aging of the brain and body.  Very recently, however, we found 
that NFT develop in aged Felidae cats. We are now studying whether the differences in 
amino acid sequences of beta amyloid among animal species can be used to determine the 
presence or absence of NFT.
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１．はじめに
　加齢による生体の機能変化は心血管系のみならずさま
ざまな臓器で生じる［1］。近年、脳・心・腎など各臓器
間の連関が注目されており、それらを結びつける因子と
して神経性、体液性、そして炎症・免疫系を介する細
胞性因子が密接に絡んでいることが研究の対象になっ
ている［2,3］。したがって、加齢による神経・代謝・呼
吸などの要素もシステムとしての循環調節系の変化に関
わってくる。血管系の変化は明らかであり、加齢に伴う
動脈硬化性変化、その促進因子としての他の遺伝的・環
境的要因が単に加齢による変化に加えて老化につなが
る［4,5］。心臓自体の変化も生じる。心筋梗塞などを生
じなければ左室肥大・線維化・心房の変化などがあげら
れる。これらの変化は、特に拡張機能低下が主体の慢性
心不全が高血圧者・高齢者・女性で多くなってくること
にもつながる。加齢と共に血圧は上昇し、特に収縮期血
圧の上昇が明らかである。血管の伸展性の低下と共に拡
張期血圧は下がってくることが多い。また、女性の場合
は閉経後に高血圧・脂質異常症・骨粗鬆症が明確になっ
てくる場合が多い。いずれにせよ本邦の高血圧者数は約
4300 万人と推定されており、50 歳以上の男性と 60 歳以

上の女性では有病率は 60％を超えている。したがって、
克服すべき最大の危険因子である。しかし、未だその成
因は明らかで無く複合的な要因が絡み合っている。
　近年、高血圧の病態における交感神経系の過剰な活
性化が重要な役割を果たしていることが注目されてい
る［6-11］。Guyton らの説により、動脈圧受容器反射を
代表とする自律神経系による血圧調節機構は、瞬時ある
いはせいぜい数日以内の短期間のネガティブ・フィード
バックを介した役割が主体であり、高血圧のような長期
的な血圧調節異常には関わっていないという考え方が支
配的であった［12］。しかし、実験的に単離した頸動脈
圧を軽度下げることによって持続的な血圧上昇が認めら
れることや、頸動脈動圧受容器反射刺激デバイス治療に
よって長期にわたる持続した降圧効果が生じることが示
された。それらの成績を踏まえ、現代のデバイス開発技
術に基づいた頸動脈動圧受容器反射刺激治療が臨床試験
へ進み、治療抵抗性高血圧患者に対する有効性が示され
た。その結果、圧受容器反射を介する交感神経抑制・副
交感神経活性化が高血圧治療に年の単位で持続すること
がわかってきた［2,8,12,13］。つまり、従来の腎臓におけ
るレニン・アンジオテンシン系のみを重視する考え方に、
交感神経系が絡んできて脳・心・腎の間の相互関連が複
合的に絡み合ってきている［2,3］。また、実験的に示さ
れていた腎神経アブレーション術も臨床応用が試みられ
ている［10,11］。これらの治療を臨床的に応用する具体
的な指標は現時点では明確にされてはいない。デバイス
治療自体の改良や手技の工夫も検討されている［11］。
加齢と老化促進因子は、高血圧・高血圧をベースとした
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心血管病発症を増加させる［1］。最終的には心不全によ
る死亡に至る。冠動脈インターベンションを中心とした
循環器疾患治療の進歩から高齢者心不全患者数は、今後
ますます増加することが考えられる。そこに圧受容器反
射機能異常を含む交感神経活性化を早くから意識して、
治療に介入していく必要がある。ただし、交感神経活性
を規定する司令塔は脳である［2,12,13,14］。本稿では高
血圧から心不全に至る交感神経系に関する話題を我々の
研究成果を踏まえ提供する。

２．交感神経系による血圧調節
　血圧の短期的調節には動脈圧受容器反射を中心とす
る自律神経系がきわめて重要な役割を果たす［2,8,12］。
これは瞬時瞬時の血圧を頸動脈洞と大動脈弓にある
伸展受容器である圧受容器で感知され、求心性神経線
維を介して脳幹部にある延髄孤束核（nucleus of the 
solitary tract; NTS）にその情報を送り、尾側延髄腹
外側野に由来する介在神経を通じて頭側延髄腹外側
野（rostral ventrolatreal medulla; RVLM）とよばれる
心臓血管中枢の興奮性を変化させることによって正常
血圧を維持する仕組みである。RVLM からは脊髄にあ
る中間細胞質を経て、交感神経節を介して交感神経節
後線維が各臓器へ投射する。RVLM はさらに脳弓下器
官（subfornical organ; SFO）、 視 索 上 核（supraoptic 
nucleus）、視床下部室傍核（paraventricular nucleus of 
the hypothalamus; PVN）などの上位中枢からの情報を
受け交感神経出力を統合している［2,8,9,12］。
　先に述べたように、交感神経系は短期的な血圧調節に
重要な役割を果たすが高血圧のような血圧の長期的調節
には関与していないという考え方が主流であった。これ
は主に Guyton らの whole body autoregulation という
考え方を当てはめたモデルで説明されてきた［8,12,13］。
つまり、腎臓での圧・利尿曲線の高圧域へのシフトによっ
て体液量増加、心拍出量増加が生じ、引き続き血管抵抗
増加が生じるため、その後心拍出量が正常値へ戻ってく
るが高血圧が持続するという考え方である。この際、腎
臓の圧利尿曲線は高い圧へシフトしており、腎臓の役割
が重視されている。また、腎臓におけるアンジオテンシ
ン II の役割への研究へつながってきた経緯がある。腎
臓内でのアンジオテンシン II の重要性は、腎交叉移植
実験などから明らかである［16］。Guyton 自身は交感神
経系の重要性を述べているにもかかわらず、交感神経系
の関与ははっきりとは示されていない。しかし、腎動脈
内へノルエピネフリンを微量投与すると水・ナトリウム
の貯留が生じるし、腎交感神経除神経は圧・利尿曲線を
低圧域へ戻すことが報告されている［17］。

３．脳内レニン・アンジオテンシン系と交感神経系
　脳内には血中とは独立したレニン・アンジオテンシン
系がある。その証拠として脳内へのアンジオテンシン II
の結合や AT1 受容体などを含む各要素が血液脳関門の
中にある脳実質に存在することが示されており、機能的
にも脳内 AT1 受容体を阻害すると顕著な交感神経抑制

作用が生じる［2,18,19］。他にもバゾプレッシン分泌作用、
CRF 分泌作用がある。脳内 AT1 受容体刺激は NAD(P)
H oxidase を活性化しスーパーオキシドを産生し、酸化
ストレスを増加させる［2,9,19］。NAD(P)H oxidase の
活性化には低分子量 G 蛋白である rac1 がその構成要素
になっている。我々は、世界で最初に脳卒中易発症高血
圧自然発症ラット（SHRSP）の RVLM 局所の酸化スト
レス増加が、中枢性交感神経出力増加により高血圧に関
わっていることを実験的に示した［20］。このため脳内
局所への遺伝子導入を行い、無麻酔・覚醒下で血圧・心
拍数を観察する実験系を確立し検証した［21］。この成
績は、NTS や RVLM 局所での遺伝子発現が蛋白発現・
システムとしての全身血圧の変化を生じさせることを意
味し、この分野の研究者から大きな興味を持って迎えら
れその後の研究の展開へつながっている［12］。また、
腎臓のみで説明されてきた高血圧の病態に再び自律神経
系が深く関与していることを提示した点でも注目された

［12］。実際、NAD(P)H oxidase/rac1 経路の活性化が生
じていることを変異体 rac1 遺伝子導入によって確認し
た［22］。また、RVLM における活性酸素の産生源とし
てのミトコンドリアの重要性も報告した［23］。さらに、
誘導型一酸化窒素合成酵素遺伝子導入は、通常活性酸素
を消去するように作用する一酸化窒素が酸化ストレスを
増加させる方向へ作用することも観察している［24］。
脳内酸化ストレス増加が高血圧の成因として一義的に関
わっているか否かを断言するのは難しい。この変化は高
血圧自然発症ラット（SHR）や SHRSP など遺伝的な高
血圧モデルラットだけでなく、腎血管性高血圧ラットな
どでも認められるからである。しかし、だからといっ
て二次的な現象としてだけで捉えてよいわけでもない
と考えている。SHR でも RVLM や NTS など脳幹部で
AT1R およびその下流シグナルの発現が増加しているこ
とが示されている［25］。さらに興味深いのは、食塩負
荷をした SHR やメタボリックシンドロームモデルラッ
トでも RVLM の酸化ストレスが増加して交感神経を介
した血圧上昇の進展に関与していることである［26,27］。
このことは高血圧の成因として遺伝的要因と環境的要因
がモザイクのように複合的に絡んでおり、鍵となる共
通項として RVLM 酸化ストレスが重要な役割をはたし
ていることを示唆する。つまり、遺伝的要因のみなら
ず環境因子が、脳内 RVLM の AT1R 活性化を介した酸
化ストレス増大から交感神経活性化を惹起し、持続し
た血圧上昇を生じる。さらにメタボリックシンドロー
ムモデルラットではカロリー制限によって RVLM 内抗
酸化作用を介した交感神経抑制が生じることや［28］、
SHRSP では運動が同様な作用を有することも見いだし
た［29］。さらに理解しておく必要があるのは、SHRSP
の RVLM 抗酸化作用によって動脈圧受容器反射機能も
改善することである［29］。実はどのレベルの酸化スト
レスが上記の作用を有するのかは明確ではない。ホルモ
ンのような測定を行い、機能との関係を持って正常範囲
がどこか、低レベルの酸化ストレスは何をしているのか
はわからないからである。少なくとも実験で使用した対
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照群の正常血圧ラットでは、抗酸化作用によって降圧や
圧受容器反射機能は変化しない。それでは病態モデル
の RVLM における抗酸化作用がどのようにして中枢性
交感神経出力を抑制しているのであろうか？どの細胞に
影響しているのであろうか？我々は少なくとも RVLM
における抑制性神経伝達物質であるγアミノ酪酸（γ
-amino butyric acid; GABA）放出が減少して RVLM 神
経興奮が過剰になっている機序に、スーパーオキシド
産生増加が関与していることをマイクロダイアリーシ
ス法によって観察した［31］。さらに、最近、SHRSP の
RVLM におけるアポトーシスシグナルが増加している
ことから細胞を観察した。近年グリア細胞の役割が注目
されている。そのひとつであるアストロサイトは、血液
脳関門の維持・ATP 産生・神経伝達物質の放出に関与
している［32］。そこでアストロサイトの AT1R に変化
が生じるのではないかと推察した（図１）。ただし、も
ともとアストロサイトには AT1R はほとんどないので
あるが、病態では AT1R が増えるのではないかと考え、
GFAP-AT1Rk/o マウスを作成し、心筋梗塞後心不全で
の検討を行った。その結果、RVLM の AT1R はアスト
ロサイトで増加して交感神経活性化につながっているこ
とを示唆する所見を得た［33］。また、RVLM は上位中
枢である PVN からの入力を受けているが、RVLM の酸
化ストレスは PVN からの興奮性・抑制性入力を修飾し

て RVLM の興奮性に影響を与えていることも見出した
［34］。交感神経系を介した血圧調節に関しては RVLM
の酸化ストレスの方が PVN の酸化ストレスよりも役割
が大きいようである［35］。
　近年、慢性炎症性変化がさまざまな病態に関与してい
ることが示唆されている。特に循環器疾患では低グレー
ドの慢性炎症性変化が、動脈硬化のみならず高血圧や加
齢・肥満・脂質異常症などに伴い増加することが病態の
進展に関わっていると考えられ研究が進んでいる［2］。
炎症性サイトカインや高感度 CRP などがある程度マー
カーとして期待はされているが、実臨床で明確なマー
カーにはなっていないのが実情であろう。炎症と絡むの
が免疫系の変化である。我々は toll-like receptor 4 を介
する自然免疫系の活性化が、脳内 AT1R 活性化による
交感神経活性化に関わっていることを見出した［36,37］

（図２）。通常、HSP70 や LPS などのリガンドが活性化
を生じるわけであるが詳細は不明である。また、最近 T
細胞の役割が注目されている。我々は制御性 T 細胞の
減少が脾臓交感神経を介した免疫系の活性化を生じて高
血圧の病態に特に初期の段階から関わっていることを見
出した［38］。この点に関する研究はこれからの分野で
あり、研究の進展から臨床マーカーや新規治療法へ結び
つく可能性を秘めていると考えている。
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図１ 脳内アンジオテンシン II から活性酸素、交感神経活性化を生じる模式図。
 アストロサイトにおける変化、活性酸素産生機序としての NAD(P)H oxidase、ミトコンドリ

アの関与、神経伝達物質放出の変化を示す。
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４．圧負荷心肥大と脳内鉱質コルチコイド受容体（MR）
　　活性化・食塩感受性獲得による交感神経活性化
　心臓は加齢とともに若干肥大するが大きさ自体はそれ
ほど変化しないといわれている。しかし、心筋細胞の変
化、間質の変化は生じて拡張機能が低下してくる。高血
圧の要素が加わると圧負荷によって肥大が生じる。近年、
代償性肥大の時期あるいはそれ以前から圧負荷によって
心臓の間質の線維化や炎症性変化が生じてくることがわ
かってきた。さらに、その時点で交感神経系の活性化が
生じていることも報告されている。心収縮機能の指標
である主に心エコー検査で測定される駆出率（ejection 
fraction; EF）が低下していない心不全患者の多さ、治
療の困難さが循環器内科医の間では問題になっている。
このような収縮機能の保たれた心不全（heart failure 
with preserved EF; HFpEF）は、高齢者、高血圧者、
女性が多いことが知られている。
　我々は圧負荷によって交感神経活性化が生じやすく
なっており、心臓自体も容量耐性が生じて心不全が生じ
るのではないか、そこには食塩感受性が関わっているの
でないかという仮説を検証すべく実験を行った。腎動脈
上部で大動脈をバンディングして圧負荷を行い４週間
待った後、食塩負荷を開始してさらに４週間観察して通
常食塩負荷群と比較した。その結果、圧負荷マウスでは
食塩負荷によって交感神経活性化が明らかに生じるこ
と、この効果は脳室内へ上皮型 Na チャネル阻害薬であ

るベンザミルを投与しておくと抑制される。また、脳室
内へ高 Na 溶液を注入すると圧負荷を行っていないマウ
スと比べてより強い交感神経活性化が生じることを見出
した［39］。これらの成績は、圧負荷マウスでは食塩負
荷によって脳内への Na 取り込みが亢進していること、
脳内での Na 感受性が亢進して交感神経活性化を生じう
ることを示唆する。さらにこれらの変化は、心肥大から
心収縮力低下への移行を促進することを認めている。そ
して、その抑制は交感神経活性抑制を介して心不全を改
善する。この脳内機序としては、脳内鉱質コルチコイ
ド受容体（mineralocorticoid receptors; MR）を介した
AT1R/Rho-kinase 経路の活性化が関与している［40］。
実際、AT1k/o mice では視床下部の MR 活性化は生じ
るが、圧負荷後の食塩負荷による交感神経活性化は生じ
ない［41］。さらに基本的には MR の活性化はアルドス
テロンの関与を考えるわけであるが、このモデルでは視
床下部 MR 活性化にコルチコステロンの関与が大きい
という成績を得ている［42］。脳内局所でのアルドステ
ロンや MR の存在や役割については副腎での産生が極
めて大きいホルモンであるため議論があるがその存在
や病態における役割についての研究報告は増えている

［43,44］。

５．高血圧の進展に伴う腎交感神経活性化と腎交感神経
　　除神経の効果
　高血圧患者において交感神経活性化が生じているが、

NF-B

Proinflammatory
cytokines

AT1R
TLR4

Brain inflammation

Ang II HSP, Cytokines, etc.??

MyD88 MyD88

SNS↑↑

図２ 中枢性交感神経出力増強における toll-like receptor 4 の関与を示す模式図。
 脳内 AT1R 刺激から TLR4（toll-like receptor 4）活性化を介して炎症性変化から交感神経活

性化が生じる。TLR4 活性化は MyD88（myeloid differentiation primary response 88）
というアダプター分子を介して下流にシグナルを伝達し炎症性サイトカインの産生を介して炎
症性変化を生じる。文献 36 より引用。
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特に腎交感神経活性化が顕著であることは Esler らのノ
ルエピネフリンスピルオーバー測定でも明らかである

［45］。臨床的に測定可能な骨格筋交感神経活動も亢進し
ていることが知られている［6］。ただし、心臓交感神経
活動亢進が顕著となるのは心不全である［10］。腎交感
神経はその刺激の強さによって、腎傍糸球体装置のβ1

受容体刺激によるレニン分泌、尿細管α1B 受容体刺激に
よるナトリウム排泄低下、腎血管α1 受容体刺激による
腎血流量低下が生じることが知られている［17］。ただ
し、定常状態では、交感神経活性化から腎血流低下まで
は至らない。心不全になれば腎前性腎不全が生じやすい
ため、過剰な交感神経活性化の影響は受けやすいことが
考えられる。腎神経アブレーションでは、腎臓に分布す
る遠心性腎交感神経の焼灼のみならず焼灼された腎神経
の中に含まれる求心性神経から NTS を介して PVN を
介した中枢性交感神経出力を抑制することになり、全身
の交感神経抑制作用につながっている機序が考えられて
いる。ただし、腎交感神経の中に求心性神経が同様に含
まれているかどうかは筆者が調べた範囲では明らかでは
ない。最近、腎神経アブレーションの効果は基本的には
腎交感神経遠心路の除神経による機序が中心であるとす
る考えに立ち戻ってきており、この治療における全身交
感神経抑制が持続的に生じる機序に関しては今後の研究
が必要である。さらに、同時にレニン分泌抑制を介した
循環血液中アンジオテンシン II 産生抑制も交感神経活
性を低下させる。つまり、体液性因子の影響も考慮する
必要がある。現在、米国において実施された偽手技群を
設けた Symplicity HTN-3 臨床試験において有効性が認
められなかったことから中断しており、機序や手技も含
めて再考されている［46］。ただし、実験的に腎神経除
神経を行うと各種高血圧モデル動物で降圧が認められて
おり、先に述べたように腎交感神経が高血圧の病態に深
く関わっているのは確かである［2,10,17,45］。

６．圧受容器反射刺激治療
　圧受容器反射刺激治療とは頸動脈洞動脈圧受容器を電
気的に刺激し圧反射を介して交感神経を抑制する治療法
である［13］。この手法は古くから米国で狭心症発作に
対する治療法として開発されたのがきっかけである。現
在のテクノロジーを用いて再度高血圧や心不全治療法と
して復活した。しかし、もともと圧受容器反射刺激を
行っても適応現象によって持続した効果は得られないで
あろうと考えられていたのであるが、動物実験によっ
て 1 週間以上安定して降圧効果が持続することから臨床
応用へ進むことになった。米国 CVRx 社で開発された
Rhos System という装置を用いて両側頚動脈洞圧受容
器刺激による治療抵抗性高血圧患者に対する治療が行わ
れた（The Rheos Pivotal Trial）［47］。有効性のエンド
ポイントのひとつであるレスポンダーの率が厳密に設定
された対照群と比べ達成できなかったため、さらなる検
討が行われることになった。このため、次世代のデバイ
スが既に開発され新たな臨床試験が進行している（the 
Barostim neo trial）［48］。このデバイスによる降圧機

序は、動脈圧受容器から脳幹部 NTS から RVLM の興
奮性を反射性に抑制することによる。腎神経アブレー
ション術との大きな違いとして動脈圧受容器刺激は交感
神経抑制のみならず副交感神経刺激による心拍数低下作
用を有することである。このことは腎神経アブレーショ
ン後、心拍数が高い患者群で特に有効性を示したことか
ら副交感神経系に対する効果の重要性を示唆する。

７．モキソニジンなど新しい中枢性交感神経抑制薬の作
　　用、高血圧における中枢性交感神経出力の重要性
　中枢性交感神経抑制薬はわが国では使用頻度が少な
い。早朝高血圧などでの有効性からその就寝前投与は推
奨されている。欧州やオーストラリアでは、従来の中枢
性交感神経抑制薬であるクロニジンなどのα２アゴニス
トと比べて RVLM におけるイミダゾリン -1 受容体に対
する作用が約 30 倍強く、中枢性副作用が少ないモキソ
ニジンやリルメニジンが使用されている［7］。これらの
薬剤は肥満を伴う高血圧患者に対して有効であることが
示されており、わが国でも使用できることが望ましい。
米国における重症心不全患者に対して高い容量設定で実
施された臨床試験で有効性が認められなかったため、米
国で使用できないままになっている。ちなみにその臨床
試験の実行委員会は、より少量から緩徐に増量するよう
プロトコールを改訂して続けるように勧めたにもかかわ
らず、スポンサーは断念してしまった［7］。今は常識と
なっている心不全におけるβ遮断薬使用についても、き
わめて少量から増量していくことが常識であることを考
えても、無理なプロトコールであったわけであり、その
後の展開につなげることができなかったことは非常に残
念なことである。先に述べたように欧州やオーストラリ
アでは高血圧患者に継続して使用されており、その有用
性は認識されている。我々は高血圧性心不全として使用
されるようになった Dahl 食塩負荷高血圧ラットを用い
て、脳室内へモキソニジンを投与する実験を行った。確
かに中枢性交感神経出力は抑制し、降圧はごく軽度であ
るにも関わらず予後の改善と心筋リモデリング進行を抑
制することができた［49］。この成績は、高血圧性心不
全における特に RVLM を中心とした中枢性交感神経抑
制の有効性を示唆するものであり、圧受容器反射刺激治
療や腎神経アブレーションなどが心不全で有効性を示す
かについて期待を寄せるものである［10,50］。

８．おわりに
　実は交感神経系は静脈にも多く分布している［12］。
しかも細い部分に多く分布している。静脈は動脈と違い
血管容量を蓄える役割がある。したがって、静脈に対す
る交感神経系の効果は血管内容量を規定する役割があ
る。つまり、細動脈に対すると同様に血管抵抗をあげる
とともに細静脈の収縮によって血管系のコンプライアン
スが減り平均体循環圧と静脈還流が増えることになる。
この意味からも交感神経活性化による血圧上昇では、腎
機能とは別に体液量と血管抵抗両者に対する大きな影響
がでてくることになる。おそらく、ここでの調節異常は
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血管内有効体液量調節に影響するため、高齢者で認めら
れる臥位高血圧、起立性低血圧の病態に関わってくるも
のと思われる。
　加齢とともに血圧は上昇し、高血圧者数は増加する。
食塩摂取過剰・肥満・ストレスなどの環境要因は、老化
促進因子となるとともに交感神経活性化・圧受容器反射
機能低下と相まって心血管病の標的となる臓器障害を進
行させる。本稿では加齢と高血圧に関する話題として脳
内アンジオテンシン系活性化による酸化ストレス増大が
交感神経活性化を生じて、メタボリックシンドローム、
心不全における交感神経活性化ひいては予後を規定する
可能性について、我々の研究内容を紹介した（図３）。
また、圧負荷心肥大における食塩感受性獲得機構を介し
た交感神経活性化がもたらす心不全の進行について新た
な概念として提示した。しかし、まだまだ不明な点が多
く、この興味深く臨床的にも重要な課題について、新た
なアプローチによって今後研究が展開することが期待さ
れる。世界では、自律神経系を修飾する循環器疾患治療
法が臨床試験として進んでいる。基礎研究へフィード
バックしながら理解を深めて適切な治療法の開発を進め
ていくことが肝要であると考える。
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Aging and hypertension, cardiovascular autonomic dysregulation

 Yoshitaka Hirooka, M.D., Ph.D.
Department of Advanced Cardiovascular Regulation and Therapeutics,

Kyushu University Graduate School of Medical Sciences

   Hypertension increases with aging but also accelerates senescence associated with other 
environmental factors. Baroreflex control of blood pressure is the major neural system of 
blood pressure control. Recently, the role of activation of the sympathetic nervous system 
is considered to be important as previously thought in hypertension, which is the long-
term blood pressure control abnormality. Not only renal renin-angiotensin system, but also 
sympathetic nervous system is involved in the pathogenesis of hypertension. We found that 
brain oxidative stress enhances central sympathetic outflow. This is also true in metabolic 
syndrome and heart failure. In addition, recent development of autonomic modulation 
treatment, such as renal denervation and baroreflex activation therapy in the clinical setting 
is receiving a lot of attention with expectation.
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１．はじめに
　我々が生活している地上１G 環境においては、立位に
なると身体の長軸方向に重力がかかる。このとき循環系
においては静水圧が頭部方向で小さく、足方向に下るに
したがって大きくなる［1］。この高まった静水圧によっ
て血管壁が菲薄な静脈は下半身において拡張し、血液が
貯留する。仰臥位から立位に姿勢を転じると、この身体
下方への血液移動、貯留によって静脈還流量は減少し、
それと同量である心拍出量は約 20％減少する ［2］。こ
のとき適切な調節系が機能しなければ平均血圧は低下し
てしまうと考えられるが、健常者においては変化しない
ことが多い。平均血圧は心拍出量と総末梢血管抵抗の積
で表わされることから、総末梢血管抵抗が上昇し、心拍
出量の低下を代償していると考えられる。この短時間で
の血圧調節には従来、圧受容器反射が重要であるとされ

てきた（図１）。しかし圧受容器反射はネガティブフィー
ドバック機構であるため、上昇・低下に関わらず変化し
た血圧を復元させる機構であり、起立時血圧のように全
く変化なしに維持するという機構ではない。

２．起立時血圧調節と内耳前庭系
　上述のように健常者では起立時に大きく血圧が変化す
ることは少ない。しかし、血圧をモニターしつつ調節し
ていたのでは間に合わないことから、圧受容器反射以外
の調節系が関与している可能性が考えられる。人体にお
いて仰臥位から座位・立位へと変化する姿勢を感知して
いるのは内耳前庭系であることから、これが血圧調節系
にも影響していることが考えられる。この内耳前庭系の
姿勢変化時の血圧調節への関与を調べるため我々は前庭
電気刺激法を用いた。耳介後部、側頭骨の乳様突起上の
皮膚に電極を貼付し、ここにスパイク波もしく正弦波に
よる電気刺激を周波数１〜５Hz 程度、強度 1.5 〜２mA
で与える。電気的にはごく微弱であるため適切に電極が
貼付されていればまったく痛みは感じないが、前庭神経
にはかなり強い刺激となり被検者は頭部を固定していて
も人工的に「めまい」を誘発される。この刺激を与えて
いると姿勢変化に伴う外部からの入力は撹乱されてしま
い、正確に姿勢変化を感知できなくなる。この状態で起
立させると、一時的に血圧が低下する。姿勢変化後 10
〜 15 秒の間（図２　陰影部分）に最も低下し、20 秒を
超えるとほぼ仰臥位での血圧にもどることが多い。これ
らの結果から起立開始後約 20 秒間の血圧維持には内耳
前庭系、特に耳石器が重要な役割を果たしていると考え
られる。特に 10 〜 15 秒間の平均血圧変化は前庭機能、
中でも耳石器機能をよく反映していることを我々は示し
てきた　［3-5］　（図２）。つまり健常者においては直線
加速度の感知機構である耳石器が身体にかかる重力方向
の変化を感知し、反射的に交感神経活動を増加させ血管
抵抗を高めることによって血圧が維持できるものと考え
られる。この反射系は血圧をモニターしながら調節して
いるわけではないため至適血圧に対して誤差が生じる。
この誤差を圧受容器反射で修正することによって血圧が
その後も維持できていると考えられる。しかし、下半身
への持続的な血液移動による脳血流の低下、圧受容器反
射機能の低下によって血圧を維持することが困難である
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図１ 重力と圧受容器反射および内耳前庭系－循環応答のブ
ロック線図

 圧受容器は現在の動脈血圧と目的とする動脈血圧（設
定値）との差分（－）を感知し、中枢神経系に伝える。
中枢神経系は短時間の応答では自律神経系を介して心
臓・血管といった効果器を介して動脈血圧を設定値に
近づけようとする。この調節系に重力とその感知機構
である内耳前庭系が深く関与していると考えられる。



－ 32 －

と、起立性低血圧を引き起こす。したがって起立性低血
圧について考慮するにあたっては起立直後の内耳前庭系
機能低下に起因する低血圧か、その後の圧受容器反射機
能低下に起因する低血圧かは区別する必要がある。一般
には数分間隔で血圧を計測している研究が多いため圧受
容器反射による調節系を主題にしている［6］。

３．高齢者における前庭－血圧反射系
　高齢者においてはこの耳石器を介した調節系が減弱化
すると考えられる［3］。一般に耳石器機能の評価に用い
られる重心動揺検査では、高齢者の単位時間あたりの重
心動揺が若年者に比較して大きくなる［7］。しかし重心
動揺検査では、足底からの表在感覚、筋紡錘・腱紡錘な
ど深部感覚からの入力、さらには姿勢を維持するための
筋力が結果に影響を与えるため、単純に耳石器機能とし
て若年者と比較するには注意を要する［8］。頭頚部の急
速な屈曲を行うと、身体の姿勢を変化させないため、そ
れらの入力や血液移動などを引き起こすことなく耳石器
への入力を変化させることができる。この手技によって
健康成人では筋交感神経活動が増加するが高齢者におい
てはこの反応が小さくなる［9］。これも耳石器の感受性
を直接評価しているわけではないが前庭 - 交感神経反射
系全体としての機能は加齢によって減弱すると考えられ
る。
　この反射機能の低下によって高齢者においては起立直
後の血圧が低下するものと考えられる。上述のように
健康成人を仰臥位から 60°頭高位に姿勢変化させると、
個々の耳石機能の違いによって個体差はあるものの平
均血圧の低下は起立開始から 15 秒で平均５mmHg 程度

にとどまる。その後圧受容器反射がこの変化を修正し仰
臥位時と同様な平均血圧に復する。一方、高齢者におい
ては起立直後から平均血圧は低下し始め、起立開始から
15 秒で平均 20mmHg 低下する。高齢者では圧受容器反
射機能も減弱していると考えられることから、この低下
から回復を認めない。前庭機能は元来低下しているわけ
であるから、前庭系へ電気刺激を与えても与えなくても
血圧応答は同じである［3］。ここで、もし内耳前庭系を
介した反射だけでも良好に機能すれば起立直後の低下が
小さくなる。圧受容器反射機能が低下していても大きな
血圧低下を引き起こさず転倒、死亡するケースが減少す
ることが期待される［10］。
　上記の内耳前庭系への電気刺激を行う実験では姿勢変
化時の入力を撹乱させることによって内耳前庭系機能の
関わりを明らかにする目的であった。一方で、ある入力
の検出力が適度な強度のノイズ存在下では、ノイズが存
在しない状態よりも向上するという「確率共振」という
現象が循環調節系にも存在するといわれる［11］。そこ
で、この考え方に基づいて内耳前庭系にごく微弱な電気
刺激を行ったところ、若年者においては起立時の血圧調
節機能がより高くなることを報告した［4］。上述のよう
な電気刺激方法において、徐々に電気刺激の振幅を０か
ら徐々に上げていくと多くの場合被検者は 0.3 〜 0.5mA
程度で何か刺激が入っていることを感じる。この強度で
は全くめまいを引き起こさず、皮膚に軽い異物接触のよ
うな感覚がある程度である。これを「体感閾値」として
それよりも 0.1mA 小さい強度で電気刺激を与える。体
感閾値よりも刺激が小さいわけであるから、被検者は刺
激されていることを認識しない。この非常に微弱な強度

図２ 強い前庭系電気刺激時の若年者における起立時血圧変化上から順に - 内耳
前庭系電気刺激を行わず、仰臥位（０°）から立位（60°）に姿勢変化さ
せたときの血圧 - 前庭系電気刺激（０mA） - 強い前庭系電気刺激を行い
つつ仰臥位から立位に姿勢変化させたときの血圧 - 前庭系電気刺激　（２
mA）- 身体の角度。陰影部分：起立開始後 10 〜 15 秒



－ 33 －

の内耳電気刺激を行いつつ起立させると起立直後の血圧
低下が抑制される、あるいは起立時に血圧がより上昇す
ることを見出した（図３）。重心動揺検査においてはこ
の方法で高齢者においても重心動揺が改善される［12］。
そこで、この方法が高齢者の起立性低血圧予防にも応用
できるのではないかと考え、同様の実験を行った。現在
ごく少数の試行であるため定かではないが、微弱な電気
刺激を行っても無刺激時と変わらず起立直後から血圧は
低下し、そのまま回復を認めなかった（図４）。つまり

前庭系の感知機能が非常に低下しているか、感知機構の
みならず反射系全体としての機能が低下しているときに
は微弱な前庭系電気刺激は有用ではなく、またこの反射
系は運動調節系に比較してより加齢の影響が強いのでは
ないかと考えられる。

４．今後の展望
　高齢者に対する微弱な前庭電気刺激については今後さ
らに症例を加えることでその応答性の個人差の有無、刺

図３ 微弱な前庭系電気刺激時の若年者における起立時血圧変化上から順に - 内
耳前庭系電気刺激を行わず、仰臥位（０°）から立位（60°）に姿勢変化
させたときの血圧 - 前庭系電気刺激（０mA）- 微弱な前庭系電気刺激を行
いつつ仰臥位から立位に姿勢変化させたときの血圧 - 前庭系電気刺激（0.4
　mA）- 身体の角度。陰影部分：起立開始後 10 〜 15 秒

図 4 微弱な電気刺激時の高齢者における起立時血圧変化上から順に - 内耳前庭
系電気刺激を行わず、仰臥位（０°）から立位（60°）に姿勢変化させた
ときの血圧 - 前庭系電気刺激（０mA）- 微弱な前庭系電気刺激を行いつ
つ仰臥位から立位に姿勢変化させたときの血圧 - 前庭系電気刺激（0.6　
mA）- 身体の角度。陰影部分：起立開始後 10 〜 15 秒
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激パターンの違いによる応答性の変化などを検証した
い。あるいは電気刺激を一定期間反復することによって
機能回復につなげられないか、内耳リハビリとして応用
できないかといった長期的な有用性について検討した
い。また東洋医学、鍼灸の世界においてはめまい、難聴
といった内耳由来の症状が改善するという刺激部位＝経
穴が存在することから、鍼灸治療によって前庭 - 血圧反
射系の改善が見込めないかと考えている。若年者におい
ては一定の効果を上げているため今後報告するととも
に高齢者あるいは患者等において効果の有無を検討した
い。
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１．はじめに
　卵巣の機能は、卵子の産生と生殖に必要なホルモン産
生に集約される。老化により、これらの機能は失われる
が、卵巣機能の低下は 35 歳頃より始まり、多くの女性
では 50 歳頃には卵巣機能は廃絶し、閉経を迎える。精
巣を含め他臓器と比較して、卵巣は最も早期に老化する
臓器の１つと考えられる。
　卵巣内には卵子とそれをとり巻く体細胞から構成され
る卵胞が存在する（図１）。卵巣の老化により、①卵子
の質の低下、②残存卵胞数の減少がおこることが知られ
ている。これらの変化は女性の妊孕性を低下させ、加齢
による不妊の原因となる。我々は、残存卵胞数減少によ
る不妊に対して、新たな治療法を開発して（卵胞活性化
療法、IVA: in vitro activation）臨床応用を開始している。
本稿では、卵巣老化による不妊について概説し、病的な
卵巣老化である早発卵巣不全とその IVA による不妊治
療について紹介する［1, 2］。

２．卵子の質の低下
　加齢による卵子の質の低下が不妊の原因となること
は、提供卵子の体外受精胚移植の臨床成績から明らかと
なっている［3］。すなわち、若年ドナーからの提供卵子

を受精させて高齢不妊患者に移植すると、若年不妊患者
と同等の高い妊娠率が期待できるが、高齢ドナーからの
提供卵子を受精させて高齢不妊患者に移植すると、高齢
不妊患者と同等の低い妊娠率となってしまう。この結果
から、妊娠を規定しているのは卵子であり、受精卵（胚）
の着床部位である子宮ではないことが判明した。加齢に
よる卵子の質の低下には卵子内のミトコンドリア機能と
それに伴い発生する活性酸素の細胞毒性が関与している
ことが示されている［4］。また、加齢卵子では染色体不
分離による胚の異数性が増加して妊娠率を低下させ、初
期の流産率を増加させることが明らかにされている［5］。
　現在のところ、これらの異常を改善する効果的な方法
はなく、加齢による卵子の質の低下に対する治療は確立
されていない。そのため、若年女性から提供された卵子
を用いて夫の精子と体外受精を行い、受精卵（胚）を移
植する方法が行われている。また、若年女性から提供さ
れた卵子からミトコンドリアを抽出し、高齢患者の卵子
に注入してミトコンドリア機能を回復させる試みもなさ
れている［6］。

３．残存卵胞数の減少
　卵胞を構成する体細胞としては顆粒膜細胞、莢膜細胞
があり、それぞれエストロゲン、アンドロゲンを産生す
る。卵胞は卵巣の局所因子および下垂体由来のゴナドト
ロピンにより発育し、原始卵胞、一次卵胞、前胞状卵胞、
胞状卵胞、成熟卵胞（グラーフ卵胞）と段階的に発育す
る（図２）［7, 8］。原始卵胞から排卵前卵胞に至る卵胞
発育はゴナドトロピンの依存性により３段階に分類され
る［9］。
　第１段階は、原始卵胞から前胞状卵胞に至るまでで
あり、この時期はゴナドトロピン（卵胞刺激ホルモン、
FSH：follicular stimulating hormone、黄体形成ホルモ
ン、LH: luteinizing hormone）非依存性に卵胞が発育す
る。出生時までに第一減数分裂前期の複糸期まで進んだ
卵母細胞は、原始卵胞の状態で停止し休眠原始卵胞とな
る。出生後、性周期が確立すると、原始卵胞は性周期に
伴い発育を開始し、約 1000 個 / 周期の原始卵胞が活性
化され発育を開始して１次卵胞となる。多数ある原始卵
胞の中から、一部の卵胞が選択され活性化する機構はこ
れまで解明されていない［10］。
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　前胞状卵胞から直径２mm を越える胞状卵胞までは第
２段階のゴナドトロピン感受性と呼ばれる時期で、ゴナ
ドトロピンの月経周期変化により影響を受けず、基礎値
のゴナドトロピンに依存し発育する。直径２mm を越え
た胞状卵胞は、ゴナドトロピン依存性の第３段階に入り、
月経周期に伴うゴナドトロピンの上昇により急速に増大
し、排卵前卵胞となる。
　原始卵胞の数は胎生期にピークとなるが、出生以降に
原始卵胞は増加せず、加齢と共に減少していく。思春期
の頃には数十万個の原始卵胞が卵巣内に存在している
が、通常は休眠した状態にある。卵巣内の残存原始卵胞
の数が約 1,000 個以下となると、定期的な卵胞の活性化
がおこらなくなり、卵胞のリクルートが停止する。その
結果、発育した卵胞の顆粒膜細胞より分泌されるエスト
ロゲンが欠乏して更年期症状呈する。また、卵胞が発育
しないため、無排卵となり、エストロゲン欠乏による子
宮内膜増殖不全をきたし無月経となり閉経する。

４．卵胞活性化の基礎研究
　原始卵胞活性化の分子基盤は不明であったが、最近
我々と他のグループは、卵胞活性化に Phosphoinositide 
3-kinase（PI3K）-Akt-Forkhead box O3 （Foxo3）シグ
ナル経路が重要であることを明らかにした［11-13］。卵
巣内に保存されている原始卵胞は、phosphatase with 
TENsin homology deleted in chromosome 10 （PTEN）
により PI3K-Akt 経路が抑制され活性化が停止し休眠状
態にある。休眠卵胞の一部が未だ不明のメカニズムで選
択され、何らかの活性化シグナルが選択された原始卵
胞に作用すると、PTEN による PI3K-Akt 経路の抑制が
解除されるか、または PTEN の抑制作用を上回る PI3
Ｋ -Akt シグナルの活性化が生じる。Foxo3 は細胞核内
で細胞周期を停止して原始卵胞が活性化するのを抑制し
ており、そこに PI3K-Akt のシグナルが伝わると Foxo3
は核外移行し、その機能を失う。その結果、休眠状態に
あった原始卵胞が活性化する。
　これらの原始卵胞の活性化を制御する分子基盤は、
PTEN および Foxo3 遺伝子欠損マウス卵巣の表現型解
析［11, 12］、PTEN 抑制剤および PI3K 活性化剤を用い
たマウスおよびヒト卵巣の組織培養・卵巣移植を用い

た研究［13］により明らかにされた。PTEN 欠損マウ
スは胎生致死であるため、卵子特異的な PTEN 欠損マ
ウスが作製され、その卵巣内の原始卵胞は自発的に活性
化して一斉に卵胞発育が開始する。その結果、卵巣は腫
大し多数の発育卵胞が認められる。しかし、卵巣内の原
始卵胞プールは早期に枯渇してしまい、通常まだ性周期
が認められる 16 週齢で既に卵胞を認めない卵巣となる

［11］。また、Foxo3 欠損マウスも PTEN 欠損マウスと
全く同様の表現型を呈する［12］。
　我々はマウス卵巣を PTEN 抑制剤および PI3K 活性
化剤で一過性に処理することで、PTEN、Foxo3 遺伝子
欠損マウスと同様に、原始卵胞が活性化することを示
した［13］。さらに、良性卵巣腫瘍患者の手術時に得た
摘出卵巣の正常部分を用いて卵巣断片を作製し、PTEN
抑制剤による一過性処理を行うことで、原始卵胞が活
性化されることを示した［13］。PTEN 抑制剤および
PI3K 活性化剤による卵胞活性化を行ったマウス卵巣を、
ドナーマウスの腎皮膜下に移植し、FSH 刺激を行って
卵胞発育を促進させたところ、排卵前卵胞まで発育し、
hCG 投与にて成熟した卵子を得ることができた。この
成熟卵子を用いて体外受精を行い、胚を偽妊娠マウスに
移植したところ、正常な児を得ることに成功した［13］。
この卵胞活性化法により得られた成熟卵子は、エピジェ
ネティックな解析により正常な遺伝子刷り込みを有して
いることが明らかとなり、また紡錘糸を含めた構造上の
異常も認められなかった［13］。我々はさらに、上述の
ヒト卵巣断片に対して PTEN 抑制剤による原始卵胞の
活性化処理を行い、重症免疫不全マウスの腎皮膜下に移
植した。マウスと同様に FSH 刺激により卵胞発育を促
進させ、原始卵胞が排卵前卵胞まで発育すると考えられ
る 6 か月後に移植卵巣を摘出した。組織学的検査の結果、
PTEN 抑制剤処理を行った卵巣に多数の大きな胞状卵
胞を認め、成熟したヒト卵子を得ることに成功した［13］。

５．早発卵巣不全
　早発卵巣不全（POI; primary ovarian insufficiency）
は 40 歳未満の女性で高ゴナドトロピン性の無月経を呈
する場合に診断され、卵巣内に発育卵胞が認められず、
卵巣機能は廃絶し排卵がおこらないため不妊となる。

原始卵胞 一次卵胞 前胞状卵胞
胞状卵胞

排卵前卵胞
排卵

ゴナドトロピン非依存性 ゴナドトロピン感受性 ゴナドトロピン依存性

図２　卵胞発育とゴナドトロピン依存性
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POI の原因は、染色体・遺伝子異常、自己免疫異常、医
原性（卵巣手術、化学療法、放射線療法）など原因不明
のものも含め多岐にわたるが［14, 15］、共通の病態とし
て卵巣内の残存卵胞の急激な減少がおこる。その結果、
残存原始卵胞が限界値である約1,000個以下まで減少し、
原始卵胞の活性化がほとんどおこらなくなり、卵胞のリ
クルートが停止して発育卵胞が消失していく。その結果、
排卵がおこらず、難治性の不妊となる［10, 16］。
　POI の最も有効な治療法は提供卵子を用いた体外受
精胚移植であり、自らの卵子で妊娠することは非常に困
難である。本邦における卵子提供は無償提供の原則とド
ナーは度重なる医療機関の受診とリスクの発生する卵巣
刺激〜採卵を受ける必要があるため、卵子を提供する若
年者は限られている。POI は全女性の 100 人に１人に自
然発生することから［16］、全ての POI 患者が挙児を希
望しないまでも、現状では、明らかに国内での提供卵子
は不足している。さらに、これまで POI を発症する以
前に妊娠出産を済ませてきたため不妊とならなかった女
性達が、昨今の晩婚化により POI が発症してから不妊
治療を望むケースが増加してきている。このような状況
の中、提供卵子を希望する患者の多くは東南アジアやア
メリカなどに渡り治療を受けている。
　POI の患者が自らの卵子で妊娠するためには、卵子産
生の再生が必要である。最も究極な方法としては、体細
胞より iPS（induced pluripotent stem cell）細胞などの
万能細胞を作製し、始原生殖細胞に分化させて卵子を作
り出す方法が考えられる。実際、マウスでは iPS 細胞か
ら卵子を作成して体外受精により児を産出することに成
功している［17, 18］。またヒトでは、卵巣皮質より卵子
幹細胞を回収し、重症免疫不全マウスに移植して卵子を
作成したという報告もある［19］。しかし、こられの方
法により作成された卵子を臨床で用いるには、安全性の
確立のため多くの生物学的な検証が必要である。また、
倫理的にも十分な議論が必要である。

６．卵胞活性化療法（IVA: in vitro activation）の開発
　POI 患者が自らの卵子で妊娠を望む場合、これまで
種々のホルモン療法や排卵誘発などが行われてきたが、
その効果は限定的であり、新たな治療法の開発が待たれ
ていた。我々は PTEN 抑制剤および PI3K 活性化剤を
用いた原始卵胞活性化法の安全性を動物実験にて十分確
認した後、この技術を臨床応用して POI 患者が自らの
卵子で妊娠できる不妊治療を、倫理委員会の承認と患
者の同意の下に行った（卵胞活性化療法、IVA: in vitro 
activation、図３）［1］。本法の安全性に関してはスウェー
デンのグループも追試により確認している［20］ 。
　IVA では、はじめに腹腔鏡下に卵巣摘出を行う。患
者への侵襲を下げ、次の卵巣移植手術に備えて術後の腹
腔内癒着を最小限にするため、腹腔鏡下での手術を施行
している。その後、卵胞が局在している皮質部分のみと
するため、摘出した卵巣から髄質を除去する。卵巣皮質
を１cm 大の断片として各断片の約 10% の体積の卵巣組
織を固定して薄切標本とし、組織学的検索を行って残存
卵胞の有無を確認する。必要に応じて卵巣を凍結保存を
行う。次に、１cm 大の卵巣断片を１- ２mm 大の小断
片に細切し、PTEN 抑制剤および PI3K 活性化剤を用い
て組織培養を 48 時間行う。培養終了後、これらの薬剤
が体内に入らないよう卵巣組織を十分に洗浄し、腹腔鏡
下に卵巣移植を行う。卵巣小断片を移植する部位として、
血流が豊富で移植組織の正着に適しており、経腟超音波
により観察しやすく、通常の体外受精における採卵手技
で対応可能な卵管漿膜下を選択している。卵巣移植後は、
ホルモン検査（LH, FSH, エストロゲン）および経腟超
音波検査を行い、卵胞発育を定期的に調べる。発育卵胞
を認めた際には、通常の体外受精と同様の方法で採卵、
受精させる。POI 患者では長期間の低エストロゲン状態
により、胚の着床に重要な子宮の環境が良くないことが
多いため、胚を一旦凍結保存する。消退出血を発来させ
た後、ホルモン補充周期下に凍結融解胚移植を行う。
　IVA による世界初の児の出生を報告した時点での成

卵巣皮質培養

腹腔鏡下
卵巣移植

成熟卵子
採卵 体外受精

胚移植

IVA

腹腔鏡下
卵巣摘出

早発卵巣不全
患者

残存卵胞
組織検査

図３　卵胞活性化療法（IVA）の概略
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績を以下に示す。POI 患者 27 名（平均年齢 37.3 ± 5.8 歳、
平均無月経期間 6.8 ± 2.1 年）に卵巣摘出を行い、組織
学的検査により 13 名で残存卵胞を認めた。卵巣移植後
8 名に卵胞が発育し、５名で成熟卵子を採卵することが
できた。組織学的検査にて残存卵胞が確認できなかっ
た 14 名に対しても IVA を施行したが、全ての症例にお
いて１年間の観察期間中に卵胞発育を認めなかった。成
熟卵子を採卵できた５名のうち３名に対して凍結融解胚
移植を行い、２名が妊娠した。１名は妊娠初期に流産と
なったが、１名は順調に妊娠が経過し、骨盤位のため妊
娠 37 週２日に帝王切開を施行して 3,254g の正常な男児
を出産した［1］。

７．卵巣断片化と Hippo シグナル抑制による 2 次卵胞
　　発育誘導
　ヒトでは原始卵胞が排卵前卵胞まで発育するには６ヶ
月の期間を必要とするため［1, 9］、IVA の臨床研究に
おいて卵巣移植後の排卵前卵胞の出現は６ヶ月を経過し
てから認められると予測していた。しかし、移植後１ヶ
月以内に排卵前卵胞まで卵胞が発育した症例が複数認め
られた。この現象は、原始卵胞のみならず残存していた
２次卵胞が IVA により発育したためと考えられ、その
分子機構の解明を行った。
　我々は、IVA による２次卵胞発育の分子基盤として
Hippo シグナルに着目した。Hippo シグナルは細胞の増
殖や生存を制御することで臓器を適切な大きさに規定す
る重要な細胞内シグナルである。細胞同士の接着の障
害や細胞骨格の変化により不活性化することが示され
ている［21-23］。Hippo 関連分子である Yes-associated 
protein（YAP）は、通常は Hippo シグナルによりリン
酸化され細胞質内に存在しているが、Hippo シグナル

が抑制されると、YAP は非リン酸化状態となり核内移
行し、転写因子である TEAD と共役して CCN 成長因
子などを産生し、細胞増殖がおこる［21, 24］。我々は、
IVA では卵巣を１- ２mm 大に小断片化するため、この
Hippo シグナルの抑制がおこり顆粒膜細胞が増殖して卵
胞が発育すると考えた。実際、マウスおよびヒトの卵巣
において、全ての Hippo 関連因子は顆粒膜細胞に発現
していた。さらに、卵巣の小断片化により Hippo シグ
ナルが抑制され、顆粒膜細胞における YAP の核内移行
と、引き続く CCN 成長因子の産生が認められた［1］。
　卵巣小断片化による Hippo シグナルの抑制に関して、
マウス卵巣の断片化により、一時的なアクチンの重合（G-
アクチン→ F- アクチン）が生じ、Hippo シグナルが抑
制されることを明らかにした。また、アクチン重合化剤
である jasplakinolide が卵巣を小断片化しなくても YAP
の核移行と CCN 成長因子の産生を誘起することを示し
た。従って、卵巣小断片化による２次卵胞発育の分子機
序として、卵巣の小断片化によりアクチン重合がおこり、
その結果 Hippo シグナルが抑制され、YAP の核移行が
おこり、CCN 成長因子が産生され卵胞が発育する機構
が考えられた（図４）。

８．おわりに
　現在、卵巣の老化による不妊症は生殖医療において最
も大きな課題となっている。我々が開発した IVA は卵
子の質を改善することはできない。しかし、高齢不妊患
者では卵巣内の全ての卵子の質が低下している訳ではな
く、若年者に比べ質の低下した卵子が増加している。従っ
て、IVA は POI 患者のみならず加齢により残存卵胞が
減少した患者においても得られる卵子の数を増加させる
ことが可能であるため、妊娠率の向上には有用と考えら

2次卵胞
発育

卵巣皮質の小断片化

CCN
成長
因子

図４　卵巣小断片化による卵胞発育の分子機構
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れる。IVA は残存卵胞を認める不妊患者のみに有効で
あるが、術前に残存卵胞の有無を確定できる方法はな
い。さらなる臨床成績の向上のため、卵巣内の残存卵胞
数を正確に反映するバイオマーカーの開発を現在行って
いる。

参考文献
1. Kawamura, K. et al . Hippo signaling disruption and 

Akt stimulation of ovarian follicles for infertility 
treatment. Proc Natl Acad Sci U S A 110. 17474-
17479. 2013.

2. Hsueh, A.J., Kawamura, K., Cheng, Y., & Fauser, 
B.C. Intraovarian control of early folliculogenesis. 
Endocr Rev. er20141020. 2014.

3. Sauer, M.V. The impact of age on reproductive 
potential: lessons learned from oocyte donation. 
Maturitas 30. 221-225. 1998.

4. Bentov, Y., & Casper, R.F. The aging oocyte--can 
mitochondrial function be improved? Fertil Steril 
99. 18-22. 2013.

5. Howe, K., & FitzHarris, G. Recent insights into 
spindle function in mammalian oocytes and early 
embryos. Biol Reprod 89. 71. 2013.

6. Harvey, A.J., Gibson, T.C., Quebedeaux, T.M., & 
Brenner, C.A. Impact of assisted reproductive 
technologies: a mitochondrial perspective of 
cytoplasmic transplantation. Curr Top Dev Biol 77. 
229-249. 2007.

7. Gougeon, A. Regulation of ovarian follicular 
development in primates: facts and hypotheses. 
Endocr Rev 17. 121-155. 1996.

8. Hil l ier, S .G . , Whitelaw, P.F. , & Smyth, C.D. 
Follicular oestrogen synthesis: the 'two-cell, two-
gonadotrophin' model revisited. Mol Cell Endocrinol 
100. 51-54. 1994.

9. McGee, E.A., & Hsueh, A.J. Initial and cyclic 
recruitment of ovarian follicles. Endocr Rev 21. 
200-214. 2000.

10. Macklon, N.S., & Fauser, B.C. Aspects of ovarian 
follicle development throughout life. Horm Res 52. 
161-170. 1999.

11. Reddy, P. et al . Oocyte-specific deletion of Pten 

causes premature activation of the primordial 
follicle pool. Science 319. 611-613. 2008.

12. Castrillon, D.H. et al . Suppression of ovarian follicle 
activation in mice by the transcription factor 
Foxo3a. Science 301. 215-218. 2003.

13. Li, J. et al . Activation of dormant ovarian follicles 
to generate mature eggs. Proc Natl Acad Sci U S 
A 107. 10280-10284. 2011.

14. Nelson, L.M. Clinical practice. Primary ovarian 
insufficiency. N Engl J Med 360. 606-614. 2009.

15. De Vos, M,. Devroey, P., & Fauser, B.C. Primary 
ovarian insufficiency. Lancet 376. 911-921. 2010.

16. Coulam, C.B., Stringfellow, S., & Hoefnagel, D. 
Evidence for a genetic factor in the etiology of 
premature ovarian failure. Fertil Steril 40. 693-695. 
1983.

17. Hayashi, K. et al . Offspring from oocytes derived 
from in vitro primordial germ cell-like cells in 
mice. Science 338. 971-975. 2012.

18. Hayashi, K. , & Saitou, M. Generation of eggs 
from mouse embryonic stem cells and induced 
pluripotent stem cells. Nat Protoc. 1513-1524. 2013.

19. White, Y.A. et al . Oocyte formation by mitotically 
act ive germ cel ls puri f ied from ovaries of 
reproductive-age women. Nat Med 18. 413-421. 
2012.

20. Adhikari , D. et al . The safe use of a PTEN 
inhibitor for the activation of dormant mouse 
primordial follicles and generation of fertilizable 
eggs. PLoS One 7. e39034. 2012.

21. Pan, D. Hippo signaling in organ size control Genes 
Dev 21: 886-897. 2007.

22. Halder, G., & Johnson, R.L. Hippo signaling: growth 
control and beyond. Development 138. 9-22. 2011.

23. Hergovich, A. Mammalian Hippo signalling: a 
kinase network regulated by protein-protein 
interactions. Biochem Soc Trans 40. 124-128. 2012.

24. Holbourn, K.P. , Acharya , K.R . , & Perbal , B . 
The CCN family of proteins: structure-function 
relationships. Trends Biochem Sci 33. 461-473. 
2008.





－ 41 －

はじめに
　前回は、老化の生物モデルで霊長類の活用まで議
論しました。
そして気になる疑問も出ました。動物の進化につれ
て、分裂細胞群の分裂寿命と最終分化細胞群の老化・
死の両方、しかも再生系の幹細胞も包含するように
なった我々人間の老化です。
　多くの生化学的知見は、全部の平均値がでます。
その意義は、限定されます。それぞれを区別した細
胞モデルと解析が必要ではないでしょうか？　各々
の細胞モデルを要素と捉えて、それらを統合した際
に、個体全体の老化が、見えてくるのか　興味深い
ですね。
　先ず、非分裂細胞の老化に付いては、経日老化と
か代謝老化と言われます。そのモデルに、分裂酵母
を増殖の confluent 状態において、解析する方法も有
りますが、何か違う気がします。
　そこで、進化の視点も持って、マウスの神経細胞
を培養系で長期に維持して、老化研究に挑戦してい
る長崎大学の森 望先生に、お尋ねしてスタートしま
しょう。

三井－１. １
　非分裂細胞の老化研究としていろんなモデルがあ
り得る中で、森先生は、マウスの神経細胞を長期培
養して、その生体分子の経日変化を解析しています
が、人間の細胞に比べて　再現性が高い材料は得ら
れますね。マウス神経細胞のメリット、デメリット
を教えて下さい。

森－１
　マウスの利便性はすでに実験動物モデルとして確
立されていて、いつでも必要な時に必要な数の動物
が入手できることでしょう。妊娠マウスも日付を特
定して、妊娠何日目、すなわち E16、E18、E20 など、
特定時の動物の入手が可能です。これが最大のメリッ
トかと思います。私たちの研究室では基本的に隔週
の水曜日を培養日として、基本的には E18 胎児の海
馬神経の初代培養を実施しています。ただし、現在
はラットが主体となっています。使用している培地
の組成の関係かどうか、まだ不明の点もありますが、
マウスよりもラットの神経細胞のほうが、現在の条

件では元気に育ちます。あえていえば、ここらへん
がデメリットかもしれません。

－１. ２
　典型的な非分裂細胞として、心筋細胞、骨格筋細
胞もあげられますが、どちらも、生体から単一細胞
に分離する際、致命的な傷害を受けるので、問題が
生じます。お使いの神経細胞では、　樹状突起などの
修復が完了した時を　老化・変化のスタートライン
と出来るのですね ？

森－２
　神経細胞の場合も「成体」からの神経培養は技術
的に無理があります。 ニューロンの培養は、技術的
に「胎児」の脳か「新生児」の脳からしかできませ
ん。老化の研究をしていると、本当は若齢動物と老
齢動物の脳からニューロンを培養して比較研究した
い、と思うものですが、それができません。したがっ
て、私たちはこのように初代培養神経を長期間培養
することで、何か神経の老化の様相がみえないだろ
うか、そんなことを考えてみたわけです。そこで「胎
児」の脳からの培養をしています。この場合は、神
経がまだ「未熟」な状態ですので、突起は未発達で
す。まだ分裂をしている細胞もありますし、ニュー
ロンやグリアの前駆細胞もたくさんあります。しか
し、培養期間の経過にともない、それら未分化細胞
はニューロンなりグリアに成熟していって、インビ
トロなりの細胞ネットワークを形成することになり
ます。そして、このネットワークはおよそ３週間か
ら４週間ほどで完成します。シナプスが形成される
ステージです。私たちはこのステージ、すなわち、
培養を始めて１ヶ月の時点を培養神経細胞の老化研
究の「スタートライン」と考えています。

－１. ３
　基礎老化の学会発表では、一定期間毎に計画した
細胞分離を行い、１年以上の極めて長期な培養を続
けた結果、老化神経細胞の出現の様相を分子レベル
で確認していますね。少し説明頂けますか？

森－３
　培養１ヶ月で神経細胞は「成熟」状態になります。
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２－３ヶ月はまだ十分活溌な成熟神経と考えられま
す。しかし、４－５ヶ月ころから多少「老化」の様
相を示しはじめます。細胞の老化マーカーである
SAbG が増加し始めます。６－８ヶ月ころになりま
すとリポフスチンの発現もはっきりしてきます。神
経突起をみると互いにふとい束をつくるような状況、
私たちはこれを『バンドリング』といっていますが、
神経変性疾患の組織像でみえるのと同じような「変
性」様の形態がみえてきます。

－１. ４
　神経細胞の老化を培養系で再現する考えは、老化
の誘導原因をどう考えるかに関わります。分裂老化
の場合は、60 回前後の分裂を、培養系では短期間に
誘導、再現できるので、培養系に大きなメリットが
有ります。神経細胞の老化では、遺伝子プログラム
的な発現なのか、代謝の時間的な進行なのか、細胞
内外からの傷害因子なのかに応じて、それを加速し
たり、軽減したりできますね。どのように考えます
か？

森－４
　そこが非常に重要なポイントで、私たちもそこの
ところを明らかにしたいと考えているのですが、ま
だ研究が完結したわけではありません。まだまだ悪
銭苦闘している段階で、私たちはまだ明確な答えを
もちあわせていません。その点を理解いただいた上
で、現在、私たちが考えていることを少し述べてみ
たいと思います。
　まず、神経細胞の老化はプログラムされているか？
　それに関してはノーだと思います。若いステージ
で神経細胞が分裂できなくなる、つまり神経の最終
分化と分裂終了が連動している。それは確かで、そ
こは完全にプログラムされています。しかし、その後、
人間の場合は 80 年以上、マウスでも３年ほども同じ
細胞として「維持」され続けます。その過程がすべ
てプログラム主導で動くとは考えにくいと思われま
す。
　では、代謝の時間的進行が大きく影響するか？　
それはそのとおりだと思われます。非分裂ですから
分裂細胞のようなリセットがおこらない、代謝物が
残存しやすい、すなわち老廃物もたまる。今、神経
の老化研究では多くの人が蛋白質の老廃物代謝の障
害について調べています。いわゆる UPS 系やオート
ファジー系で凝集蛋白を除去する、あるいはより早
く蛋白質の変性の初期のコンフォメーション変化を
とらえて処理する、その活性がいかに保たれるか、
あるいは劣化していくのか、その研究が非常に熱を
おびています。私たちの研究も今、そこに焦点があ
ります。
　また、細胞内外からの障害因子が影響するかどう
か？　これも重要な点です。私たちのインビトロ培養
系はニューロンだけの培養系ではありません。ニュー

ロンとグリアの混合培養系です。すべての神経細胞
はグリアの細胞層の上につねに生着しています。ど
うも、グリアなしでは生きられないのです。私たちは、
今、神経細胞はインビトロでおよそ１年生きること
がわかっていますが、それはひょっとするとグリア
の老化に依存している可能性があります。分裂性の
グリアにはいわゆる「細胞寿命」がたぶんあるでしょ
う。そのグリアのシートが phase Ⅲになったとした
ら、もう周辺の神経細胞をサポートすることができ
ない、その結果として神経細胞の老化が規定されて
しまう、その可能性はあります。私たちの研究もそ
の点を明確にしなければならないと考えているとこ
ろです。

－１. ５
　重要な指摘が有りましたね。分裂終了性の神経細
胞が、分裂性のグリア細胞無しには生きられないと
云う事、そして分裂寿命に近くなったグリア細胞の
老化を受けて、神経細胞の老性変化が顕われる可能
性、これらは極めて注目すべき視点です。
　実は、ヒト細胞の分裂老化が培養系でモデルとし
て成立するのに、老化の再現を極端に短期化できる
のが最大のメリットです。in vivo では分裂が断続的
に起こり、細胞老化に何十年もの時間が掛かります
が、in vitro ではフル回転の分裂、DNA 複製を誘導
できますから、その場合２ヶ月余で、老化細胞がで
きて来ます。私がヒト神経細胞の専門家の協力を受
けて、培養系での神経細胞老化を再現しようとした
40 年前、この期間短縮が不可能と思い知って、諦め
た経緯が有ります。
　混合培養系では、グリヤが短期間に分裂老化して、
神経細胞の老性変化も短縮化できるとすれば、大い
に納得です。マウスでも in vivo の３年を待たずに、
短期間で神経細胞の老化を誘導できるわけです。炎
症性分子を活発に放出するようになった（SASP）老
化グリア細胞を作製して、神経細胞への効果を、実
証できそうですね。
 　
　では、最後に進化からの視点をお聞かせください。
ボルボックスでは、体細胞が一定数増殖後、分裂停
止して、生殖細胞を放出した後、しばらくして細胞
死が起こり、やがて個体死が来ます。
これは、体細胞の分裂寿命、停止、細胞死、個体死
の原点にあたるかなーと思って私は今、注目してい
ます。これらの現象に関与する遺伝子の、生物種間
での共通性から、分裂終了細胞群の起源とモデルと
しての有用性を確認したいですね。 進化的には、ど
のように考えますか

森－５
　神経の老化とボルボックスの老化との接点は私に
はわかりませんが、神経系の進化的起原は、明確に

「動物」の起原に一致します。筋肉系と神経系は同時
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進化しています。原始的には神経は筋肉の奴隷です。
見方によっては、神経は筋肉を操っているように見
えますが、逆にいえば、神経は筋肉を操るという呪
縛から逃れることは長くできなかったのです。脳の
中で、脳幹部、いわゆる下位脳はボディーコントロー
ルセンターとして機能しますが、これが筋肉制御の
奴隷です。骨格筋と内臓筋を「支配」しますが、そ
こから逃れられないのです。
　ところが、進化上、神経がこの「呪縛」から逸脱
した瞬間があります。神経が筋肉を操るのではなく、
神経が神経を操る、そうなったのが、いわゆる上位
脳、海馬もそうですし、大脳新皮質もそうです。では、
下位脳の神経細胞と上位脳の神経細胞、つまり、ター
ゲットが筋肉の場合とターゲットが神経の場合で神
経遺伝子の発現になにか違いがあるのか？　それに
ついてはまだわかりませんが、脳領域ごとのプロテ
オミクスなどから何かがみえてくるかもしれません。
　一方、神経系と筋肉系の進化の起原については、「多
細胞化」とも関連しますが、リン酸化シグナル系の
進化が関係していると思われます。単細胞生物や植
物では酵素などの蛋白質の活性化制御はほとんどが
セリン・スレオニンのリン酸化系ですが、動物はと
くに細胞表層の受容体システムでチロシンリン酸化
を多用します。私たちが長らく研究している Shc 系
の分子は、このチロシンリン酸化システムのアダプ
ター蛋白質なのですが、その起原も動物進化の根源
的なところにあります。
　ですから、Shc は神経の初期進化にも密接に関わる
と思っていますが、これが神経老化にも強くかかわ
るのかどうか、それはまだまだ研究途上といったと
ころです。

－１. ６
　神経が、筋肉制御の奴隷とは、なるほどの感です。
神経の障害により徐々に筋肉細胞の働きが衰える
ALS の患者さんにも、応用できそうですね。その意
志さえ有れば、微弱になった神経活動を超感度で変
換して受け、骨格筋肉に伝えると、衰えた筋能力も
　ロボット支援で強力化すれば、神経細胞へのフィー
ドバックが可能でしょう。例えれば、惚れ抜いた娘
から、生き甲斐をもらえれば、老いた身体も、一時
は若返りかな？

　単細胞生物の立襟鞭毛中や多細胞になったボル
ボックスは、動物の起源として注目ですね。運動に
関わる Actin 系ともシグナルリンクするアダプター
Shc（N-Shc）が、動物の起源から、保存されている
印象で、興味が尽きませんね。

三井－２
　それでは次に、分裂細胞における“老化の細胞モ
デル”を考えましょう。その一つは Hayflick 教授
が提唱した“ヒト体細胞の分裂老化（ Replicative 

senescence ）”です。これは繊維芽細胞だけでなく、
血管内皮細胞、平滑筋細胞、肝細胞、リンパ球など
多彩な細胞で実証されています。この培養系で得ら
れた分裂老化の様々な知見が、生体内での細胞老化
とどの点で共通性を持ち、それを利用して個体老化
へどのように介入できるかが、今後の焦点でしょう。 
対談１での誤解、不足点を補う為にも、細胞老化の
うち、分裂加齢について、要点だけを私の理解でま
とめておきます。

（１） 真核生物に進化し、環状から直鎖状となった
DNA 鎖は、複製毎に DNA 末端（telomere）の
短縮化が起こるのは、必然であり、その短縮は
分裂時計とも言え、一種のプログラムであろう。

（２） 但し、テロメラーゼ複合体の活性が　癌細胞の
大部分、幹細胞、生殖細胞、増殖活性化状態で
発現する。癌幹細胞のようにそれが充分高いと、
テロメア長が再延長され、不死化状態が維持さ
れる。

（３） 幹細胞でのテロメラーゼ活性は、生物種に応じ
て、微妙に調整されているようだ。ヒト成人（組
織）幹細胞は、活性が充分でなく、テロメア短
縮が起こり、有限寿命であり、下等生物では、
万能細胞的にも働き、幹細胞の再生が優位であ
る。

（４） 細胞の分裂停止に至るいわゆる細胞老化には、
このテロメア短縮による必然的な分裂加齢に加
えて、テロメア短縮非依存性の傷害性の細胞老
化が有る。どちらも共通して、DNA へのストレ
ス傷害が、DNA Damage Response（DDR）を
誘起する。

（５） 前者の必然性は、テロメア末端の G loop 構造へ
のストレスから、DDR の発動が誘起されて、細
胞周期の制御システムである RB-p21 系と p53
－ p16 系にシグナルが伝達して、増殖が停止す
る。異常増殖（がん化）の抑制系として進化し
たと思われる。

（６） 一方、傷害性の細胞老化では、酸化ストレス、
電離放射線、oncogene 活性化、発がん剤などに
より、共通して（テロメアを含む）DNA 構造へ
の傷害（主に２重鎖切断、DDB）が生じ、DDR
が誘起されて、テロメア短縮の危機が生じる以
前に分裂停止する。

（７） 最 終 分 化 に 伴 っ て 分 裂 停 止 し た 細 胞 は、
epigenetic な変化であり、幹細胞への再生（脱
分化）能を保有すると考えられるが、老化細胞
が若返りを起こし得るかを含めて、分化との厳
密な区別は、未だ未解明で有る。

（８） 培養系で解明された老化細胞の指標として p16。
 p53、γH２AX、SA-βGal、SASP、SAHF など

が知られる。生理的老化、病的老化したマウス
個体内においても、そうした指標を示す老化細
胞の増加が認められる。
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（９） 個体内の老化細胞を除去する試みで、改善効果
も報告されたが、本格的な指標の確定と除去法
の確立が必須である。

（10） もう一方で、幹細胞による再生系の永続的な維
持は、老化の制御に極めて重視すべき事である。

三井－３
　さて、上述したように、幹細胞はそれら細胞老化
と細胞死を補う再生系として、極めて重要な役割が
有りますね。老化個体のマウス iPS 細胞の確立と分
化誘導に成功して、意欲的にこの問題を考えている
名古屋大学の磯部先生に、伺って行きましょう。

－３. １
　iPSC 由来の個体を造って比較する研究迄、視野に
入っているので、ヒト iPS でなくマウス iPS を使わ
れる理由は、理解しています。それでも、ヒト細胞
とマウス細胞で、大きな違いも有りますね。先ず基
本的な事を、教えて下さい。
　実験動物マウスでは、体細胞でテロメア長がヒト
より極めて長く、テロメラ－ゼ活性も陽性である事
を、経験しています。
　お使いの C57BL も、そうですか？　その点、純系
でなく、野生で生息するマウスでは、情報有ります
か？　更に、不死化の頻度が極めて高い事、其れで
居て、分裂寿命は短いとも、引用されたりします。
分裂毎のテロメア短縮度が大きいのでしょうか ?　そ
れらの関わり含めて、教えて下さい。

磯部－１
　マウスは確かにテロメア長はヒトに比べて長いで
す。それでいて、マウス MEF は培養ですぐに細胞老
化がきて、その後、増殖が低下します。しかし、培
養を続けると、また増殖期に入れます。この時、癌
化したと考えるヒトが多いと思います。先生の言わ
れる不死化に相当します。私は違う考えをもっていま
す。それは、骨髄細胞を GM-CSF で培養した系があ
るからです。すなわち、骨髄なり MEF を生体から取っ
てきますと、stem cells だけでなく、分化した細胞が
多く含まれます。この細胞が死に絶えるのがヘイフ
リックのいう分裂寿命です。実際には stem cells はこ
こでは死なない。もちろん stem cells を維持するファ
クターが存在することが必要ですが。私たちは GM-
CSF で維持できる単球系の stem cells を樹立しまし
た（PLOS ONE 2013）。この細胞は GM-CSF を抜く
と死んでしまいますし。色々なタイプのマクロファー
ジに分化可能ですから、少なくとも分化できない癌
ではないと思います。MEF が不死化するのははじめ
に取ってきた MEF の中から、FBS に含まれる何か
増殖因子依存性の stem cells が増えてくるからだと
考えています。もちろん、in vitro で培養しています
と、DNA 変異した細胞も現れると思いますから、も
し、癌遺伝子が活性化されたら癌化も起こります。

－３. ２
　マウスの老化個体から iPS 細胞を樹立され、それ
を老化 iPS　細胞とも、名付けていますが、個体老化
には、いろいろな段階に老化した細胞が混在します。
iPS 化の効率が大変低いですから、老化した細胞から
の iPS 細胞とは　限りませんね。例えば、幹細胞か
ら分化したばかりで、増殖能の高い幼弱細胞で、iPS
ができ易くないですか？　何か情報はあるでしょう
か？

磯部－２
　そもそも、老化マウスには組織に stem cells があ
ると思います。その組織 stem cells が iPS 細胞になっ
たと考えています。T 細胞からも iPS 細胞ができて
いますが、T 細胞の集団の中にも stem cells があり
ます。遺伝子は既に組み換えられていますが、その
段階の stem cells です。なぜなら、私たちがインフ
ルエンザに感染すると、インフルエンザ蛋白に反応
する T 細胞クローンが増殖するからです。私たちが
一旦 GM-CSF で短期培養してから iPS 細胞を作成し
た時効率が上がったのは stem cells を濃縮したから
だと考えています。

－３. ３
　これは、生体内で老化した細胞とは、どんな細胞
なのかの定義、把握にも関わりますね。その意味で、
p16やp53の発現亢進、γH2AXの出現、SA-βGal陽性、
SASP 亢進など、いくつか考えらます。どのような指
標が　老化細胞の同定に有効と思っていますか？　
それを組み合せて、老化個体からの老化細胞に由来
する iPS 細胞を　造れませんか？

磯部－３
　私たちは 1999 年 p53 遺伝子欠損マウスで免疫応答
をもみたことがあります（Ohkusu-Tsukada et al.、 
1999 J. Immunology）。そのとき、p53 欠損マウスは
抗原をうつと、免疫細胞のクローン増殖がはやいこ
とに驚きました。MEF も不死化がはやくすぐにどん
どん増殖します。ところが、早く免疫老化がきてし
まう。Stem cells が枯渇してしまうのか。その後実
験していませんが、山中教授が p53 遺伝子欠損マウ
スから iPS 細胞が効率よくできることを報告した時、
やはりと思いました。p16 遺伝子欠損マウスも iPS 細
胞ができやすいことが報告されています。

－３. ４
　今迄にマウス iPS を分化誘導して、移植用の細胞
群を造りましたね。最初の iPS 状態とその分裂終了
体細胞に置けるテロメラ－ゼ活性は生体内同様に、
高いのですか、又、その間のテロメア短縮や、最終
テロメア長は、どうなっていますか？　分化だから、
老化指標は全く現れませんか？
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磯部－４
　iPS 細胞を分化させた場合、MEF を分化させると、
組織の stem cells ができます。例えば、マクロファー
ジに分化させ、GM-CSF でずっと維持可能です。と
ころが、老化マウスから作成した iPS 細胞を分化さ
せると、しばらくは増殖しますが結構早く増殖がと
まってしまいます。テロメア長は残念ながら見てい
ません。

－３. ５
　結局、老化と分化の違いを分子レベルで、どのよ
うに把握していますか？　分化は、後戻りできると
云うのが、iPS 化の考えですね。老化した細胞は、不
可逆だとの、印象を持っているけど、違う可能性も
あるから、それを実証しようと計画しているのでしょ
うか ？　秘めた御考えは？

磯部－５
　私は、老化個体にも組織の様々な段階の幹細胞が
残っていると考えています。C57BL/6 の心臓の老化
を見た時に確かにミトコンドリアが丸くなったり、
DNA が短くなったり、テロメアが短くなったりして
います（Exp. Gerontol. 2003）。それはおおくが、分
裂細胞だからです。その中に組織幹細胞がいて、そ
れが iPS 細胞になると思っています。

－３. ６
　視点は変わりますが、生体内の幹細胞では、自己
複製能と細胞分化能の比率が、組織の再生や再性能
の保持に関わるので、老化の制御に極めて重要と考
えています。その比率制御を解明する意味で、マウ
ス細胞含めて、有用な実験モデルは、何でしょうか？
　プラナリア、ヒドラ、などの下等生物も候補でしょ
うが、御考え有れば、教えて下さい。

磯部－６
　私は専門外ですのでプラナリア等をあまり知りま
せん。少なくともマウスでは造血幹細胞の研究が最
も進んでいると思います。しかし、血液免疫系は全
身を見なければならないので、筋幹細胞や、脂肪幹
細胞、あるいは皮膚幹細胞と創傷治癒モデルがいい
のかもしれません。ただし、老化マウスの実験は時
間とお金がかかりまし、組織には様々な細胞が含ま
れていますので、単純化することと、お金がなくて
も実験が可能ということで、やはり下等動物がいい
と思います。

－３. ７
　マウス細胞の解析から、組織幹細胞が iPS 化する
のだと云う新しい視点で、御考えですね。謎がいく

つか解けた気がします。今迄、どんな細胞が iPS 化
されるか、不明でした。細胞老化が、そのバリアー
になる事は、確認されていますが。実際に、幹細胞
を標識しておいて、組織細胞に混入し、その標識幹
細胞が高い効率で iPS 化される事を、実証できそう
ですね。
　又、老化個体中の組織幹細胞は、すでに細胞老化
しているとの予備実験おありですが、iPS 化が、分化
を逆戻りさせるのに、
こうした細胞老化の逆戻りはできないと云う見方で
すね。
　私は単純化すると、分化を Epigenetic な変化、老
化を telomere を含めた genome 傷害への応答と考え
ています。そしてマウスはその傷害がヒトより多い
ので、テロメアが長くても分裂停止が速いというの
も、一つの考えでしょうか。

磯部－７
　３. １に応答して述べましたが、組織の多くの細胞
は分化した細胞です。一部に幹細胞がいて、この幹
細胞は老化個体でもまだ分化能を十分持っている可
能性があります。老化細胞から作成した iPS 細胞も
様々な組織細胞に分化できます。私たちは老化 iPS
細胞を組織幹細胞に分化させて、個体に移植する実
験をしました。
　３. ４に対し答えましたが、 単球系の組織幹細胞に
老化 iPS 細胞を分化させ、GM-CSF で培養しますと、
若いマウスから作成した iPS 細胞に比べ長く増殖さ
せることができませんでした。老化細胞から作成し
た iPS 細胞はクロマチンレベルでもほぼ reset されて
いたのに単球に分化させると、老化の形質が現れた。
この理由は今はわかりません。また、老化マウスか
ら作成した iPS からキメラマウスを作成した実験が
途中になっていますが、組織によってはほぼ若返っ
ています。ICR マウスの受精卵とでキメラマウスを
作成しましたから、毛髪の色は簡単に iPS 由来かど
うかわかります。黒い iPS 由来（B6）毛髪が１年以
上みられましたから、毛髪は４年ほど生きたことに
なります。老化マウス単球から作成しましたから単
球へ分化したときだけ老化形質が現れるのかもしれ
ません。いづれにしろ、実験は中断したままです。
それでもこの実験から私たちは老化しても十分若返
る幹細胞を持っている可能性をつかんでいます。

おわりに
　今回の対談で、分裂細胞、分列終了細胞、そして
組織幹細胞の個体老化への関わりが挑戦的な研究に
依って、浮かび上がったようですね。同時に、多く
の解決すべき課題も、見えて来て、有意義でした。
　動物種に応じて、その分裂細胞の寿命、幹細胞の
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比率、分裂終了細胞や細胞死の割合など、大きく違
います。それらの組織内でのネットワークと調節機
序も、異なるでしょう。動物の寿命や老化の多様性は、
それらを総合的に見極めなければならないのでしょ
う。
　さて、未解明な課題は多々有るとしても、上述し
たように既に個体老化、寿命への介入が始まってい

ます。次回この問題に切り込めるかどうかお楽しみ
に。
　対談内容に対して読者からのコメント、主張を歓
迎します。
　編集委員なり、私（三井）に御寄せください。反
映します。
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　10 月 25 日（土）に第 36 回の基礎老化学会シンポジ
ウムを開催しました。私が所属している医学部のある伊
勢原キャンパスでの開催を考えたのですが、新宿から１
時間以上かかることから参加者の利便性を考え、品川駅
からバスで 10 分足らずの東海大学高輪キャンパスの講
堂で開催しました。高輪キャンパスには通信情報学部が
あり IT 器機が整備されていることから、研究発表には
とても使いやすい場所でした。大きな会場に参加者は
65 名でしたが、ゆったりとした雰囲気の中で講演を聞
くことができたと思います。
　今回は老化におけるミトコンドリアの関わりをメイン
テーマとし、他学会との連携という学会初めての試みと
して、ミトコンドリア学会から３名の講演者をお招き
しました。ミトコンドリア学会は 2005 年に発足したま
だ新しい学会です。学会の規模は基礎老化学会とほぼ同
じで、基礎老化学会の会員も多数会員になっており、私
も発起人の一人として発足時から参加しています。学会
発表は基礎から臨床まで多岐に渡り、臨床研究者の少な
い基礎老化学会から見ると少し羨ましく思えるほど、基
礎研究者と臨床研究者が混じって活発な議論がなされま
す。大会にはミトコンドリア病の患者さんやご家族が参
加されることがあり、患者相談会を開くなど、ミトコン
ドリア病を診ている医師や研究者である学会会員との交
流の場にもなっています。
　ミトコンドリアはエネルギー代謝の場であると同時
に、活性酸素発生の場でもあり、また細胞の生死を制御
する重要な細胞小器官です。老化にエネルギー代謝とそ
の副産物である活性酸素や細胞死の関与が示唆されるよ
うになり、老化研究者にとってもミトコンドリアが重要
な研究対象になってきました。研究に多くの共通点があ
りながら、これまで交流がなかったのが不思議で、今回、
基礎老化学会とミトコンドリア学会の演者による異なる
視点からの講演は、老化とミトコンドリア研究の接点を
改めて見出す良い機会になったと思います。
　参加者がミトコンドリアの役割を含めた老化研究の概
要を知り、講演者にはヒトの老化現象を解明する上での
自身の研究の位置付を意識することで、全員が共通の認
識を持った上で議論することを期待し、最初に日頃から
老化現象を総合的に考えられている三井洋司先生（基礎
老化学会）に overview をお願いしました。分子レベル
の解析技術が発達したことから、老化の分野でも詳細な
メカニズムが明らかになってきたことは喜ばしいことで
すが、自分の研究領域を把握することで手一杯になり、

生命現象としての老化を総合的に考える時間が減ってき
ていると感じます。三井先生から老化研究の歴史を交え
ながら老化研究のあるべき姿にも触れられた、広い視野
に立った老化のお話しをしていただきました。東京薬科
大学の柳茂先生（ミトコンドリア学会）から「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」と題する講演で、演者らが発見したミトコンドリア
外膜に存在する新規膜型ユビキチンリガーゼ MITOL が
ミトコンドリアの分裂、ミトコンドリアに蓄積する変性
タンパク質の分解、活性酸素産生制御など、ミトコンド
リアのダイナミックスや品質管理、さらに酸化ストレス
機構など多彩な機能を示し、老化に関わる可能性を示さ
れました。東海大学の我々の研究グループから石井恭正
講師（基礎老化学会）が「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」
と題して、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
容があることを発表しました。日本医科大学の太田成男
先生（ミトコンドリア学会）から、（１）活性酸素により
蛍光波長が変化する GFP（roGFP）遺伝子を組み込み、
個体レベルでミトコンドリア活性酸素の実時間計測を
可能にしたマウスの作製、（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）の過酸化脂質由
来のアルデヒドの解毒作用を介した酸化ストレスの防御
システムとしての機能、（３）副作用なしに細胞内で・OH
ラジカルや ONOO– と直接反応して消去する分子状水素

（H2）が、酸化ストレス障害が関与するモデル動物の改
善、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、臨床研究発展への期待、という３つのお話
しをされました。東京理科大学の樋上賀一先生（基礎老
化学会）から「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」と題し、精巣周囲白色脂肪
組織（WAT）において長期の摂取カロリーの制限（CR）
が、脂肪酸合成系の主要な転写因子である 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
を顕著に増加させ、Srebp1c が脂肪酸合成のみならず、
Pgc1α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を明らか
にし、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されました。最後に東京都医学総
合研究所の松田憲之先生（ミトコンドリア学会）から「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
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ンソン病」と題して、老化関連疾患であるパーキンソ
ン発症に関して、リン酸化ユビキチンが PINK1 の下流
で働く Parkin の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ことが示さ
れました。

　分野の異なる研究者が参加することで、これまでにな
く活発な議論がなされ、参加者から高い評価を得たシン
ポジウムでした。講演後に食堂にて開いた懇親会で、さ
らなる議論と両学会の交流を深めることができました。
また、休憩時に飲料の提供をしていただいたキリン株式
会社に謝意を表します。
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　今年 11 月７日から９日までの３日間、中国の北京で
４回目の老化研究シンポジウムが開催され、そこへ参加
することとなった。中国は今回が初めてということで、
寒さと大気汚染を心配しながら飛行機に乗った。しかし、
APEC の日程と重なったためだろうか、交通機関が半
分に減らされ、ニュースで見たのとは異なってきれいな
空を見ることができた。最初の日は、夜遅く到着したた
め、夕方から開始されたセッションは聞くことができず、
二日目の午前からの参加となった。
　このシンポジウムは日本、韓国、中国の老化研究者が
３年前から始めた。その前身は、2010 年 10 月に韓国ソ
ウル大学の Sang-Chul Park 教授（当時）が主催した国
際シンポジウム”The Cutting Edge Science in Aging 
Research”に遡る。このシンポジウムに招待されてい
た日米韓の研究者とともに香港大学の Zhongjun Zhou
教授がその翌年、第１回目のシンポジウムを中国広州の
東莞で主催した。その後、2012 年に福岡で下川功教授

（長崎大学）、2013 年にソウルで Eun-Seong Hwang 教授
（University of Seoul）が開催した。今回は、Xiaoli Tian
教授（北京大学）が主催者となった。Asian Association 
of Aging Research（AAAR）として開始されたが、ア
ジアの学会組織として登録するために、Asian Society 
for Aging Research（ASAR）と名称変更することになっ
た。また、昨年から始まった Cold Spring Harbor Asia（中
国、蘇州）の老化シンポジウムと隔年で開催することに
なっている。よって、第５回は、2016 年に予定されて
いる。日中韓の研究者が主体であるが、シンガポール、
台湾などで老化および関連疾患についての研究を行って
いる研究者が招待される。
　今回、酵母、線虫、ショウジョウバエ、マウスなど様々
な種からの遺伝的制御及び エピジェネティクス調整、
エネルギー制御、神経ホルモン及び免疫システム、幹細
胞及び再生などに関するセッションがあり、午前８時半
から夜 10 時ぐらいまでの演題発表と活発な議論が行わ
れた。ここで発表内容のうち印象に残ったテーマにつ
いて紹介する。まず、エネルギー制御セッションで Ao-
Lin Allen Hsu 先 生（Yang-Ming University, Taiwan）
は 線 虫 で HSF-1（Heat shock transcription factor 1）
と Sirt 2.4（Sirt6/7） が 既 存 の daf-2/daf-16 経 路 を 介
して老化を制御するという内容を、Seung-Jae Lee 先
生（POSTECH, Korea）は thermosensory neuron と寿
命に関する内容を紹介したが、特に、線虫で C-GMP-
gated ion channel（tax-2, tax-4）の変異が INS-6 と daf-

28 の抑制を介して daf-16 を活性化させ寿命を延長する
という興味深い結果を発表した。日本からも何名かの
研究者が参加したが、Takahiko Shimizu 先生（Chiba 
University, Japan）は、マウスの軟骨細胞でミトコン
ド リ ア の superoxide を 消 去 す る SOD2（superoxide 
dismutase 2）が 変形性関節症から保護するのに重要な
役割をすると発表した。また、Ken Shinmura 先生（Keio 
University, Japan） は cardiac-specific Sirt1 knockout 
mice を利用して、心臓血管の老化と食餌制限での Sirt1
の機能に関して紹介した。神経ホルモンおよび免疫シス
テムのセッションで、Isao Shimokawa 先生（Nagasaki 
University. Japan）は食餌制限の寿命延長効果にお
ける neuropeptide Y の重要性についての話を、Tae 
Jun Park 先 生（Ajou University, Korea） は papillary 
thyroid carcinoma を誘導する B-BafV6000E と老化に関
わる内容を紹介した。最後に、幹細胞と再生セッショ
ン で、Zhou Songyang 先 生（Syn Yat-sen University, 
China）はプロテオーム解析などの先端的な方法を用い
てテロメアとテロメラーゼを調節するタンパク質を同定
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し、テロメア維持、老化及び幹細胞生物学領域におけ
るこれらのタンパク質の機能に関する研究を紹介した。
肺の再生に関する新たな実験方法を紹介した Tomoshi 
Tsuchiya 先生 （Nagasaki University, Japan）の研究内
容は、直接人間に応用することができ、今後の研究がよ
り期待される内容だった。タイトなスケジュールの中か
ら抜け出し、昼食後、北京大の大学院学生の案内で清華
大学と北京大学を見るキャンパスツアーが企画されてい
た。 清華大学と北京大学は中国で一番の大学で広くて
美しいキャンパスと昔の建築物があちこちによく保存さ

れていて、観光客が絶えなかった。特に清華大学の美し
いキャンパス、北京大学の広い湖と象徴博雅塔は非常に
印象的だった。シンポジウムのスケジュールがあまりに
もタイトで天安門、王府井の通りなど、北京の他の場所
を見る時間がなくて残念だったが、アジアの老化研究者
が一同に会する場所で、新しい研究の話を聞くことがで
き、貴重な時間だった。また、自身の研究成果を発表、
議論することができてとても良い経験となった。今後も
このような国際シンポジウムを通した老化研究の交流と
議論がさらに活発に進められることを期待したい。
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　 去 る 2014 年 ９ 月 29 ～ 10 月 ３ 日 に か け て、 私
は、米国ニューヨーク州にある Cold Spring Harbor 
Laboratory（CSHL） で 開 催 さ れ た The Molecular 
Genetics of Aging というミーティングにポスター発表
を兼ねて出席しました。このミーティングは、２年に一
度開催されており、私は２年前にも参加しましたが（基
礎老化研究 37 巻 1 号 pp35-36, 2013）、今回は主に２年
前との違いや最近の話題に関して報告します。
　前回は JFK 空港にお昼前に到着しましたが、今回は、
夕方に到着しました。前回同様に、Syosset Limousine 
Service という乗り合いタクシーで会場まで移動しまし
た（１人当り 50 ドル＋２ドル 75 セントの駐車場代）。
夕方なので道路はひどく渋滞していましたが、乗り合い
バス・タクシーは特別レーンを走行できるため、約１時
間でスムーズに会場まで移動する事ができました。
　私と同僚が宿泊したのは、大富豪からの寄付だという
Robertson house と呼ばれる屋敷内の１部屋でした。そ
の屋敷は２階建てで、部屋の中には２つのベッド、クロー
ゼット、ソファー、シャワー、トイレ等がありました［写
真（左）］。部屋は清潔で、タオル交換やベッドメークも

してくれました。部屋や会場では無料の無線 LAN が使
用でき、快適に過ごす事ができました。ただ、この宿泊
施設は会場からはシャトルバスで 10 分位の場所にあるの
で、バスの時刻を意識しながらの移動はやや不便でした。
　このミーティングの期間中は、朝、昼、晩の食事と休
憩時の軽食や飲み物の全てが、宿泊費と同様に参加登録
費に含まれているため無料で提供され、快適に過ごす事
ができました。料理は、アメリカらしく、ボリューム満
点で大変満足しました［写真（右）］。
　セッションは、初日の夜のセッションから始まり、基
本的には連日朝９時から夜 10 時頃まで続けられました。
１つのセッションでは、その座長の発表（テーマの紹介）
を含めて合計 10 ～ 12 人が約 10 分間の発表・質疑応答
を行いました。途中５～６人が発表した時点で 10 分程
度のコーヒー休憩が入りました。休憩時にはコーヒーと
軽食が出され、皆が思い思いに語りあっていました。個
人的には、時差ボケが直らない間に学会が開催されたの
で、コーヒーが手離せない毎日でした。以下、多数の演
題で取り上げられていた「脂肪」というキーワードに着
目し、発表内容をまとめます。

＜ Sirtuin ＞　Brown 大学の Jason G. Wood 博士らは、
ミトコンドリアに局在する Sirt4（Sirtuin4）が、脂肪酸
の合成を促進する一方で、脂肪酸の酸化を抑える事に依
り、ハエの寿命を延長する事を示しました。Bar-llan 大
学の Haim Y. Cohen 博士らは、Sirt6 のトランスジェニッ
クマウス（TG）で寿命が延長するのはオスだけであり、

基礎老化研究 39（1）; 51－52 , 2015

【学会報告】

2014 Cold Spring Harbor Laboratory Meeting 
on Molecular Genetics of Aging を終えて

松田　剛典、丸山　光生
（独）国立長寿医療研究センター　研究所　老化機構研究部

　

2014 Cold Spring Harbor Laboratory Meeting on Molecular Genetics of Aging
（左）Robertson house の室内、（右）初日の夕食

連絡先：〒 474-8511 
愛知県大府市森岡町 7 丁目 430 番地
TEL：0562-46-2311
FAX：0562-46-8719
E-mail：t-matsu@ncgg.go.jp



－ 52 －

それらのマウスでは、グルコースレベルが減少し、高脂
肪食の悪影響が減少するという事を発表しました。
＜遺伝病＞　Karolinska 研究所の Tomas McKenna 博
士らは、Hutchington Gilford Disease の原因となるのが、
脂肪細胞内における変異型 Progelin の発現であるとい
う事を示しました。また、National Institute of Aging 

（NIA） の Morten Scheibye-Knudsen 博 士 ら は、 高 脂
肪食と NAD+ が早老病のひとつであるコカインシンド
ロームの症状を緩和するという事を発表していました。
＜エピジェネティクス＞　Stanford 大学 Shuo Han 博士
らは、H3K4me3 メチルトランスフェラーゼを欠失した
線虫では、Mono-unsaturated fatty acid を豊富に持ち、
寿命が延長するという事を発表しました。また、オリー
ブ油の主成分である Oleic acid の補充で同様の寿命延長
効果が得られる事を発表しました。
＜生殖細胞＞　Pittsburgh 大学の Arjumand Ghazi 博士
らは、線虫において生殖細胞を除く事で、飽和脂肪酸を
不飽和脂肪酸に変換する酵素であり PPAR αのホモロ
グとしても知られる NHR-49 が活性化し寿命が延長する

という事を示しました。

　ポスター発表の際に老化研究で高名な先生から突然コ
メントを頂けたり、食事の際に外国人の大学院生・ポス
ドク・研究員等と様々な話題に関して話す機会を多く持
てる事が、この CSHL をはじめとする国際学会の良さ
だと感じました。海外での研究留学のハードルが年々厳
しくなる若手研究員にとっても、専門の分野で師弟関係
のない率直で活発な議論や意見交換を積極的に行いたい
と考えることは重要な事であり、その意味でも、この学
会に連続して参加できたことは、大変有意義な経験だと
思いました。
　最後に、渡航費用の一部をご支援頂きました公益財団
法人長寿科学振興財団「平成 26 年度　長寿科学関連国
際学会派遣事業」に、この場をお借りして御礼申し上げ
ます。

2014 年 11 月 21 日
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　2013 年４月、アメリカ、ニューヨークから車で北に 
４時間ほどのところに位置するマサチューセッツ州ボ
ストン空港へと降り立ちました。ボストンは北海道と
ほぼ同じ気候で長い冬を超え、ようやく春の日差しの
中 Harvard 大学も学生で賑わう（はず）。そんな日だっ
たと記憶しています。しかし、実際にはその日ボスト
ンマラソン爆弾事件の犯人がマサチューセッツ工科大

（MIT）の警察官を射殺して逃走、市民に外出禁止令が
発令されました。自宅の周りを軍隊や多く警察車両が行
き交う中、初日から食糧のない部屋で「なんというとこ
ろへ来てしまったんだ！」と夢と希望に溢れる留学を開
始したのを覚えています。
　私は現在 Harvard Medical School（HMS）に所属す
る David A. Sinclair という Aging 研究を牽引してい
る一人のボスのもとで研究を行っています。David は
Harvard 大学の教授、The Paul F. Glenn Laboratories 
for the Biological Mechanisms of Aging の Director、
さらに複 数の会社の co-Founder という多彩な顔を持
つ優秀な若 手研究者で、「Change the world」と常に
語る情熱と原動力を感じます。主に研究室ではこれま
で Sirtuin に着目し、酵母やマウスにおける lifespan
や老化関連疾患に 関わる機構をその阻害剤や促進剤

（STAC）を用いて研究を進めてきました。Resveratrol
も David が発見した化合物の一つで、日本では「赤ワ
インを飲むと若返る！」をフレーズに注目を集め、現在
では NMN（nicotinamide mononucleotide）を重点的に
扱っています。老化に伴い細胞内の NAD+ 量が減少し
ますが、NAD+ 前駆体である NMN の投与によって若
いマウスと同等に NAD+ level が回復し、脳や筋肉で機
能改善効果が認められています。Sirtuin は NAD+ 依存
的タンパク質脱アセチル化酵素（他の酵素活性も報告さ
れています）であり、NMN の効果の一つとして Sirtuin
を介していると考えられます。NAD+ レベルを介した
老化関連疾患の防 止は NMN を含め現在注目を集めて
おり、複数の老化関連疾患への新薬としてヒトでもその

効果が期待されています。
　ボストンは 60 あまりの大学がひしめくアメリカ有数
の学術都市であり、その中に MIT や Harvard が含まれ
ます。ここでは大学だけではなく多くの企業がその研究 
成果をビジネスとして生かすチャンスを伺っており、研 
究者が地味に籠ってやっているというイメージはありま
せん。常に特許を申請し、それをアピールし、ビジネス
パートナーと社会に還元しています。実際に David も
それを先行して実践し、成功してきた研究者の一人です。
さらに、ボストンが他の地域と異なる点は医学、生物学
だけではなく、政治、経済、芸術など多くのバックグラ
ウンドを持つ世界トップクラスの優秀な学生、研究者、
企業の方と接する機会が多いのが特徴です。自分の領域
だけでなく、全く日本では触れ合うことはないと人と接
することで勉強になることも多く、非常に刺激になりま
す。これらの異文化交流とも言える交流が世界各地から
やってきている優秀な人たちの間で行われ、そのネット
ワークと得られた知識が後々貴重な財産になることは間
違いありません。
　最後に私は日本にいたとき Aging 研究に携わってお
らず、マウスも使っていない、英語も堪能ではありま
せんでした。しかし、ボストンには世界中から人が集
まって切磋琢磨し、お互いに助け合う精神が元々備わっ
ている気がします。実際に今も多くの異なる国から集 
まってきている同僚達や共同研究者に常に教えられ、助
けられています。確かに日本の研究設備、研究能力は
Harvard 大学以上です。しかし、多くの人や研究機関、
民間と連携して研究し、途方もない目標に向けて情熱を
注ぐという点において Harvard にいて学ぶことは多く
あります。私も「老化防止」ではなく「若返り」を確 
固たるサイエンスをベースに実現し、日本の健康寿命に
貢献したいと思っています。留学について興味のある若
い方や、詳細な研究内容（私は新しい早老症マウスモデ
ルの解析と若返り効果）など、ご質問がある方は気兼ね
なくご連絡いただけると幸いです。
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【海外留学記】

ボストン（Harvard Medical School）留学記、「若返り」を目指して

早野　元詞
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筆者、左から３番目。David A. Sinclair 教授、前列左からから４番目。多くの学生、研究者そして医者の方が半年単
位で短期留学している活発な研究室で、平均 20 名。アメリカ人は４名のみ、日本人１名。ボスはオーストラリア出身。
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　私は東海大学医学部の石井直明教授のもとで学位を
取得し、その後、同研究室のポスドクを経て 2011 年よ
り North Carolina State University（NCSU） の Prof. 
Yoshiaki Tsuji の研究室で 2nd ポスドクをしていま
す。ノースカロライナは東海岸のほぼ中央に位置し、
アメリカ南部に属するサザン・ホスピタリティーに溢
れた自然豊かな州です。NCSU のある州都ローリー、
Duke University のあるダーラム、University of North 
Carolina のあるチャペルヒルを結ぶ地域はリサーチ・ト
ライアングル・パークと呼ばれ、東海岸最大の研究都市
を形成しています。我々のラボは昨年完成した巨大ハイ
テク図書館 James B. Hunt Jr. Library が建つセンテニ
アル・キャンパス内にあり、酸化・遺伝毒性ストレス応答、
鉄代謝を主軸とした基礎研究を行っています。私の研
究テーマは①酸化ストレス制御タンパク質 p66Shc の役
割、②Nrf2/AREシグナルによる解毒酵素群の転写制御、
③鉄代謝調節への化学療法薬およびマイクロ RNA の関
与の解明です。
　さてここでは、研究留学に興味はあるけれど、どうし
よう。と悩んでいる方のために、私の体験をお伝えし気
軽に留学を考える手伝いができたらと思います。まず、
アメリカへ研究留学する際にフェローシップが無ければ
駄目かというと、そのようなことはありません（著者含
む）。私は研究留学ネット Classified 情報を利用して今
のポストを得ました。私の場合、パブリケーションレ
コードは重視されず、海外の共同研究者に書いて頂いた
推薦状と面接が採用の決め手となりました。アメリカで
は推薦状は合否を決める重要な Factor となるので、具
体的で個性のあるものを書いていただくことをお勧めし
ます。また、研究責任者（PI）へ直接連絡して、ポスド
クのポストを得ている方も沢山おられます。その場合の
合否は PI のグラント獲得状況に左右されますので、予
め NIH RePORTER （http://projectreporter.nih.gov/
reporter.cfm）等で確認し R01 といった大きなグラント
を持つラボへアプローチすることをお勧めします。また、
以前に日本人を雇った経験を持つ PI は積極的に日本人
を採用する傾向があります。ここで、新しいラボには

少し気を付けてください。PI は独立後５－６年以内に
スタートアップを使い R01 タイプのグラントと論文の
両方を揃えなければクビになります。その PI の将来性
をしっかりと見極めアプライしてください。アメリカで
は Assistant professor から PI としてラボを運営します。
もしアメリカで独立も視野に研究留学を考えているので
あれば、1st ポスドクで渡米することを強くお勧めしま
す。理由は NIH の K99/R00 という独立支援のための特
殊グラントにあり、これに採択されれば熾烈なポスト獲
得競争の中で決定的に有利になります。ただし、申請時
にポスドク期間４年以内という条件が付きますので、日
本でポスドクをせずに渡米、４年以内に良い論文を執筆
し、さらにグラント申請用のデータを可能な限り集めて
おく必要があります。
　アメリカ人のプレゼンテーション・ライティングスキ
ルは素晴らしいものがあります。それを肌で感じ、学ぶ
ことが出来ているだけでも、私は留学した意義はあった
と感じます。日本人特有の性格（仕事量の多さ、手技の
繊細さ）にそれらのスキルが加われば、まさに怖いもの
なしです。実際、多くの研究室で日本人ポスドクがプロ
ジェクトの中核を担っているのを目にします。研究留学
はメリットだけでなくデメリットもあるのは事実です
が、留学をしなければよかったと後悔している研究者に
は一度もお会いしたことはありません。英会話に不安が
あり一歩を踏み出せずにいる方も中にはいると思います
が、絶対に何とかなります。著者の英語力は未だに酷い
ですが問題なく生活しています。あまり深刻に考えず軽
い気持ちで来てみてはいかがでしょうか。語学留学＋α
が給料を頂きながらできると思うと少し得した気分にな
りませんか？
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アメリカ研究留学記　－ “First in Flight”の地、ノースカロライナより－

宮沢　正樹
Department of Biological Sciences, North Carolina State University

連絡先： 850 Main Campus Drive, Suite 1104
Raleigh, NC 27606
TEL：919-513-1211
E-mail：mmiyaza2@ncsu.edu 
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　現代社会を悩ますメタボリックシンドロームはカロ
リー制限の対極にあるカロリー過剰により進行する肥満
をベースとし、糖尿病や動脈硬化の進展により心血管系
疾患をまねき健康寿命の短縮につながる。近年の研究か
ら健康寿命の延伸において脂肪細胞の制御が重要であ
ることが明らかとなっている。特に、ヒト褐色脂肪組
織（Brown adipose tissue, BAT）に関する知見が蓄積
し BAT の加齢による減少とメタボリックシンドローム
の進展が逆相関することが明らかとなったことから、老
化／寿命制御との関連からも褐色脂肪細胞研究が活発と
なっている［1］。本稿では、老化や寿命の主要な調節因
子と考えられているフォークヘッド型転写因子（Fox）
群のなかの Foxa3 について BAT と老化／寿命制御に関
する論文を紹介する。
　米国 NIH のミュラーのグループは、先行研究におい
て 35 種類の Fox 遺伝子について siRNA を用いて脂肪
細胞分化との関連を検討し、Foxa3 が脂肪細胞の分化
を正に制御することを見出した［2］。標題の論文では、
Foxa3-KO マウスの脂肪組織とエネルギー代謝の加齢変
化や寿命に関する成績を報告している［3］。彼らは先ず
標準食摂取下における表現型について検討を行い、野生
型マウスに比べて KO マウスが加齢性肥満やインスリン
抵抗性の進展に対して耐性を示し、寿命が有意に延長す
ることを見出した（図１. a,b）。14 ヶ月齢マウスを詳細
に調べた結果、各部位の脂肪組織重量が KO マウスで減
少する一方、BAT の活性化とともに鼠蹊部白色脂肪組
織（inguinal white adipose tissue, iWAT）が褐色脂肪
化していることが明らかとなった。これらの変化は２ヶ
月齢の若齢 Foxa3-KO マウスでは観察されなかった。最
近、脂肪細胞には白色脂肪細胞とも褐色脂肪細胞とも異
なる第３の脂肪細胞“ベージュ／ブライト細胞（beige/
brite cells）”が存在することが明らかとなった。誘導型
褐色脂肪細胞とも呼ばれるベージュ細胞は白色脂肪細胞

と同じ間葉系幹細胞から派生するが、白色脂肪細胞と
異なり熱産生タンパク質 uncoupling protein 1（UCP1）
を発現し、適応性熱産生によりエネルギー消費に寄与
することが明らかとなっている。遺伝子発現解析から
14 ヶ月齢の Foxa3-KO マウスの iWAT に誘導されたの
はベージュ細胞である可能が示唆された。これらの結果
を裏付けるように、加齢した Foxa3-KO マウスは同齢の
野生型マウスに比べて、摂食量と行動量に違いはないが
エネルギー消費が亢進し、寒冷耐性も上昇していた。
　老化過程において褐色脂肪組織が減少し白色脂肪化し
ていくことが知られている。そこで野生型マウスの各脂
肪組織における Foxa3 mRNA 発現レベルの加齢変化が
検討された。面白いことに、２ヶ月齢マウスに比べて
14 ヶ月齢マウスの BAT や iWAT では Foxa3 mRNA
発現レベルが大きく上昇していることが明らかとなっ
た。それとは逆に、UCP1 や PGC1 αなどエネルギー代
謝に関連する遺伝子の発現レベルは有意に減少していた
ことから、これらの遺伝子発現に対する Foxa3 の転写
抑制機能が示唆された。次に彼らは、褐色脂肪細胞分化
において重要な役割を果たす PGC1 α遺伝子についてコ
ンピューター解析を行い、PGC1 αプロモーター領域の
cAMP 応答配列（CRE）近傍に Foxa 応答配列があるこ
とを見出した。CRE 結合タンパク質（CREB）は CRE
への結合を介して PGC1 α遺伝子の転写を正に制御す
る。PGC1 αプロモーターを用いたレポーター解析の結
果、Foxa3 は cAMP 応答性のプロモーター活性化を阻
害することが判明した。さらに、クロマチン免疫沈降実
験により野生型マウスの BAT における Foxa3 プロモー
ターへの Foxa3 の結合は 2 ヶ月齢マウスに比べて 14 ヶ
月齢マウスにおいて顕著に増加している一方、CREB の
結合は逆に減少していることも明らかとなった。これら
の結果は、加齢とともに Foxa3 の発現が増加すること
が、PGC1αの発現を抑制して BAT の機能低下や組織量
の減少を招きメタボリックシンドロームの進展を加速し
ている可能性を示唆する。
　しかし、なぜ加齢とともに Foxa3 の遺伝子発現が上
昇するかは不明であり、老化過程や高脂肪食負荷条件
下において Foxa3 の発現レベルを制御する調節因子の
同定が必要である。Foxa3 とは反対に、Foxc2 は PGC1
αの発現を正に制御することが報告されているので、
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Role of forkhead box protein A3 in age-associated metabolic decline

Ma X, Xu L, Gavrilova O, Mueller E
Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Sep 30; 111:14289-94. doi:10.1073/pnas.1407640111.
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Foxa3 と Foxc2 は拮抗して PGC1 αの発現を調節し脂
肪細胞の分化とエネルギー代謝を調節している可能性も
考えられる。多細胞生物において寿命制御に関連する
Foxo1 や Foxo3A など既知の遺伝子に加えて、Foxa3
は脂肪細胞の制御を介して老化／寿命制御に影響を及ぼ
すフォークヘッド型転写因子と考えられ、さらなる機能
解明に興味がもたれる。
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a b

図１　Foxa3-KO マウスは加齢性肥満に耐性を示し長寿である
 (a) 野生型マウス (WT) と Foxa3-KO マウスの体重の加齢変化。（b）生存曲線。934 日齢に

おける long-rank test（hazard ratio, 0.34）により、WT 群に比べて KO 群で有意な寿命
延長が認められる。
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　本論文では血中ゲノムに存在するわずか三つの CpG
部位のメチル化レベルをもとにヒトの暦年齢をおよそ５
歳の誤差で求めうることを示し、この年齢測定法を犯罪
捜査や生物学的年齢の推定に役立てることができるとし
た［1］。本論文を含む最近のエピジェネティッククロッ
クのデータは多能性幹細胞の移植治療や老化のメカニズ
ムを考える上でも参考になる。

　脊椎動物のゲノムにおいて CpG という並びのシトシ
ンはそのおよそ７割がメチル化を受けている。体細胞ゲ
ノムのメチル化パターンは受精後まもなく確立され、そ
の後細胞の分化に伴い細胞種ごとの特徴的な DNA メチ
ル化パターンをもつに至る。ただしそのメチル化パター
ンも不変ではなく時間とともに緩除に変化してゆくた
め、メチル化をマーカーにしてかなり正確に暦年齢を
推定できることがわかってきた［1-4］。このエピジェネ
ティッククロックの発見に貢献したのが、ヒトゲノム
の 48 万カ所に及ぶ CpG 部位のメチル化レベルを個々に
定量できるイルミナ社のマイクロアレイである。このプ
ラットフォームを用いた研究の論文を発表する際にはア
レイデータを公共のデータベースに登録することになる
ので、自分のデータと他者のデータ、あるいは他者のデー
タ同士を比較して in silico で加齢依存的メチル化変動部
位を検出することできるようになった。

　本論文では、４つの異なる先行研究のメチル化アレイ
データを活用することにより、加齢でメチル化変動を示
す血中 CpG 部位のなかでもとくに年齢と直線的な相関
をもってメチル化変動する 102 の CpG 部位を見出した

［1］。その内訳は 58 部位が加齢により低メチル化、44
部位が加齢により高メチル化であった。なお、別グルー
プが同じく血液で、かつ同じアレイで調べたところ、全

48 万 CpG 部位のうち、15% ［2］あるいは 29% ［3］も
の CpG 部位においてメチル化が加齢変化すると報告さ
れているので、年齢推定に使える CpG 部位はごく限ら
れたものと推測される。102 の CpG 部位のメチル化デー
タをもとに求めた重回帰式において推定年齢と暦年齢の
誤差の平均はわずか 3.34 歳であった（図１）。年齢推定
に 102 カ所のメチル化を測定するのは実際的ではない
ので、著者らは三つの CpG 部位を厳選し、それでも 5.4
歳の誤差で年齢を推定できることを示し、それらの三つ
の CpG 部位のメチル化レベルを入力すると推定年齢が
提示される Web サイトを立ち上げた（図２）。メチル
化レベルの測定にはパイロシーケンス法による定量が求
められているが、筆者の経験では一般的に普及している
バイサルファイトシーケンス法でもシーケンスするク
ローンの数を 30 程度まで行えばパイロシーケンス法に
近い値が求まるので、この年齢推定法の有効性は容易に
確認できるはずである。
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図１ 加齢変動メチル化マーカーによる年齢測定
 血中ゲノム中、102 カ所の CpG 部位にメチル化を測

定することにより血液提供者の年齢を推定した結果。
MAD: mean absolute deviation（平均絶対偏差：推
定年齢と実年齢の差の絶対値の平均）
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　本論文はまた ES 細胞と iPS 細胞という多能性幹細胞
の推定年齢をメチル化から求め、それが０歳前後である
ことを示した。この結果は先行論文の結果と一致してい
る［4］。ES 細胞が胚盤胞という初期胚から樹立されるこ
とと、iPS 細胞は分化した体細胞が ES 様細胞へ初期化
した細胞であることから、それらの細胞のメチル化年齢
が０歳前後というのは受け入れやすい。この年齢測定法
はもともと血液細胞を元に作られたが、この結果は、メ
チル化マーカーによる年齢推定法は細胞のタイプに依ら
ずに使える手法であることを示唆しており、いくつかの
先行論文はそのことを実際に示している［2,4］。なお ES
細胞と iPS 細胞は、これらの細胞を一足飛びに目的の細
胞へと分化させ、移植に使うという再生医療への応用面
が期待されているが、移植時点での細胞のメチル化年齢
は何歳になるのだろうか？仮に年齢によるメチル化変化
が老化の原因になっているとすれば、in vitro で分化さ
せた移植細胞のエピネジェティック年齢が高齢型になっ
てしまうと、移植後、細胞の機能持続性や定着性に影響
する怖れがある。ES や iPS から分化させた組織・器官
についてのメチル化年齢解析が待たれるところである。

　CpG 部位のメチル化変動が老化の一因なのか、ある
いは単に加齢の結果生じ、老化には結びつかない現象な
のかは未だ明らかにされていない。遺伝子プロモーター
領域のメチル化は一般に発現に対し抑制的に働くので、
老化の原因となるとすればメチル化変動に伴う発現異常
が最も考えやすい。本論文でもその視点から、上記の年

齢推定用に選ばれた三つのメチル化 CpG 部位について、
それらの近傍に存在する遺伝子、integrinα2b（ITGA2B）、
aspartoacylase（ASPA）、および phosphodiesterase 4C, 
cAMP specific（PDE4C）の三つについて発現を調べた
が、加齢による変化は見られなかったという。しかしこ
の内、ITGA2B と ASPA はもともと血液細胞で発現が
ほとんどなく、PDE4C については遺伝子の中央部にマー
カー CpG が存在し、そのような部位のメチル化が多少
変化しても発現に影響するとは考えにくい。したがって
今回のケースから、メチル化変動と遺伝子発現変化の関
連を判断することは適当ではないだろう。ちなみに解析
対象数の多い先行研究では、メチル化変動する CpG 部
位の近傍遺伝子はその一部が加齢により発現変化を示す
こと ［2,3］、あるいは加齢で発現の変化する遺伝子の近
傍に、メチル化マーカーが見つかりやすいことが示され
ている［4］。なお興味深いことに、これらの論文には、
老化して初めて発現してくる遺伝子や逆に発現が止まる
遺伝子は記載されていない。加齢のメチル化変動はドラ
スティックではなくせいぜい 20% 程度と穏やかなため、
メチル化変動が発現に影響を与えるとすれば、それはト
ランスクリプトーム（種類）自体の変化ではなく、トラ
ンスクリプトームに占める個々の遺伝子の相対的発現比
率の穏やかな変化として現れるのかもしれない。今後は、
メチル化変動と寿命・老化の因果関係を解析可能にする、
エピジェネティッククロックを早めたり、巻き戻したり
できるモデル生物の開発が望まれる。
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図２ メチル化年齢推定サイト
 血中 DNA の指定された三つの CpG 部位のメチル化レ

ベルを測定し、その結果を入力すると推定年齢が表示
される。
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　細胞老化は、さまざまなin vivo のがんモデルにおい
て、腫瘍の発生および進行に対抗する細胞増殖の安定的
な停止である。最近の研究から、細胞老化の制御におけ
る、獲得免疫および自然免疫の予期せぬ役割が明らかに
なってきた。すなわち、免疫細胞は、腫瘍から老化細胞
を除去、あるいは炎症促進性サイトカインを分泌してが
ん細胞を老化させることができる。しかし、腫瘍に浸潤
する免疫細胞が生体内において細胞老化を妨げるかどう
かは、分かっていなかった。本稿では、腫瘍に浸潤する
Gr-1+ 骨髄系細胞は、がんにおける細胞老化に拮抗する
ことを報告した標題の論文を紹介したい。

　著者らは以前、がん抑制遺伝子である Pten を前立腺
上皮細胞において特異的に欠損させたマウス（Ptenpc-/-）
は、細胞老化して腫瘍の進行が抑えられた前立腺の
良性腫瘍を形成するが、腫瘍は徐々に成長し、より
悪性度が高く浸潤性の腫瘍に変化することを報告し
た。実際、Ptenpc-/- 腫瘍は、細胞老化の開始時点において、
p16INK4A（CDKN2A）および pHP1γ（CBX3）、senescence-
associatedβ-galactosidase（SA-β-gal）を発現する老
化細胞に加えて、Ki-67 陽性の増殖細胞が局在していた。
この知見は、腫瘍形成の初期から、一部の増殖する腫瘍
細胞は、老化を免れていることを示唆している。著者
らは、老化した腫瘍細胞と免疫細胞の相互作用を考え、
Ptenpc-/- 腫瘍は、非細胞自律的に老化を逃れ、腫瘍の微
小環境において老化を妨げる因子が産生されるのではな
いかと仮説を立てた。

　初めに、細胞老化の開始時点におけるPtenpc-/- 腫瘍の
免疫細胞を調べた結果、CD45+CD11b+ Gr-1+ 骨髄系細
胞（以下 Gr-1+ 細胞）が大量に浸潤していることが分かっ

た。そこで、前立腺における Gr-1+ 細胞の局在を調べる
ため、ヒトユビキチン C プロモーター制御下に緑色蛍
光タンパク質（GFP）を発現させたマウスから骨髄前駆
細胞を単離（T 細胞、NK 細胞、B 細胞は除去）し、放
射線照射して骨髄細胞を死滅させたPtenpc-/- マウスに移
植した。免疫蛍光染色の結果、GFP+ 細胞は、間質およ
び前立腺に存在しており、大部分の細胞は、Ki-67+ 上
皮細胞から 100μm 以内に分布していた。GFP+ 細胞の
多くは、骨髄細胞分化抗原 Gr-1 を発現していた。また、
Gr-1+ 細胞から分泌される因子は、Pten 欠損に誘導され
る細胞老化に対抗するかどうかを調べるため、Ptenpc-/-

マウスから単離したマウス胎仔由来線維芽細胞（MEFs）
を Gr-1+ 細胞の培養上清を含む培地で培養した。Ptenpc-/- 
MEFs は、細胞老化が完全に抑制された。これらの結果
から、Gr-1+ 細胞は、パラクリンによって細胞老化を妨
げることが証明された。

　次に、著者らは、Gr-1+ 細胞の抗老化作用を担う分泌
因子を同定するため、免疫除去の前後におけるPtenpc-/-

腫瘍のサイトカインプロファイルを比較し、免疫除去
によりインターロイキン 1 受容体アンタゴニスト（IL-
1RA）が顕著に減少することを見出した。また、遺伝子
発現解析および定量的リアルタイム PCR、免疫蛍光染
色により、Gr-1+ 細胞は Ptenpc-/- 腫瘍における IL-1RA
の主要な産生部位であることが分かった。IL-1RA は、
IL-1 受容体のアンタゴニストであり、IL-1 αを介する
シグナルを阻害することにより、in vitro においてがん
遺伝子に誘導される細胞老化を抑制することが報告さ
れている。そこで、Pten 欠損による細胞老化における
IL-1αを介するシグナルの役割を確かめるため、Ptenpc-/- 
MEFs を IL-1RA 存在下で培養した。IL-1RA 処理は、
Ptenpc-/- MEFs における SA-β-gal 染色およびがん抑
制遺伝子 p53 のタンパク質量を減少させた。さらに、
Il1ra ノックアウトマウス由来の Gr-1+ 骨髄系細胞の培
養上清を用いて、Ptenpc-/- MEFs を培養した結果、Pten
欠損による細胞老化の抑制は起きなかった。次に、著
者らは、Il1ra-/- マウスから骨髄前駆細胞を単離し、放射
線照射して骨髄細胞を死滅させたPtenpc-/- マウスに移植
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した（Ptenpc-/-Il1ra-/- マウス）。Ptenpc-/-Il1ra-/- マウスは、
Ptenpc-/-Il1ra+/+ マウスと比べて Gr-1+ 細胞の浸潤に差は
認められなかったが、前立腺上皮内腫瘍が影響を及ぼす
腺構造はほとんど正常であった。これに関連して、細胞
増殖の低下および細胞老化の増加、IL-1αを介するシグ
ナルの標的遺伝子群の活性化が認められた。これらの結
果から、Gr-1+ 骨髄系細胞は、in vivo において、IL-1α
を介するシグナルを IL-1RA によりパラクリンに阻害す
ることで、細胞老化に拮抗することを示している（図）。

　ケモカイン CXCL1 および CXCL2 は、CXC ケモカイ
ン受容体 2（CXCR2）を介して Gr-1+ 骨髄系細胞を動員
することが知られている。著者らは、がんの化学療法の
観点から、抗悪性腫瘍薬ドセタキセルと CXCR2 アンタ
ゴニストの相乗効果を検討した。CXCR2 アンタゴニス
トとドセタキセルを投与したPtenpc-/- マウスは、腫瘍に
浸潤した Gr-1+ 骨髄系細胞の割合が低下し、顕著な抗腫
瘍効果が認められた。その際、IL-1RA レベルの減少お
よび細胞老化の促進、細胞増殖の減少が確認された。ま
た、ヒトの前立腺がん組織においても、骨髄系細胞は、
がんの細胞老化を抑制し、腫瘍形成を促進している可能
性が示された。

　これらの結果から、自然免疫による非細胞自律的な新
規のネットワークが存在し、細胞老化の回避および化学
療法抵抗性を制御していることが示された。このネット
ワークを標的とした新たながん治療が期待される。今後、
がん研究のみならず、基礎老化学の観点から、自然免疫
と老化の研究が益々発展することを期待したい。

図 腫瘍に浸潤した Gr-1+ 骨髄系細胞によるインターロイ
キン 1 受容体アンタゴニスト（IL-1RA）を介した細胞
老化の抑制
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