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　去る 2015 年２月 10 ～ 12 日にかけて、英国・ロン
ド ン に あ る The O2 で 開 催 さ れ た The 2015 Ageing 
Summit という学会で口頭発表する機会を得たので、出
席しました。あまり耳にすることもなかった学会でした
が、今回は、老化研究の広い課題をカバーする国際学会
という位置づけで初めて参加した本学会の特徴や、老化
研究における最近の話題に関して報告します。
　学会会場である The O2 へは、ロンドンシティー空港
から地下鉄で一度乗り換えて 30 分程度でした。ちょう
ど朝のラッシュ時と重なった為、大きな荷物を持っての
移動はそれだけで重労働で、早速大都市ロンドンの活力
を感じました。今回の会場は大型のショッピングモール
で、レストランやバー、それに映画館等が入っており、
映画を上映する１つの会場を貸し切って学会が開催され
ました。比較的小規模な（参加人数は、常時 30 － 40 人
程度の）学会で、3 日間に渡り、分子生物学から社会学
的な研究まで、広く浅くという印象でした。改めて、老
化という現象が学際的な課題であるという事を認識しま
した。以下、学会で発表された内容で興味深かった点に
関して、項目毎にまとめます。

＜脳・神経＞
　浜松ホトニクスの Dr. Tsukada は、18F BCPP-EF を
用いて Mitochondrial Complex-1 （MC-1）の活性を PET
で測定する事で、虚血後の脳の活性を、マイクログリア
の影響等を排除して正確に測定できるという事を示しま
した。さらに、高齢サルの脳では、MC-1 のみならず、
Mitochondrial Complex-2 の活性も低下するという事が
紹介されました。
　University of Alaska-Fairbanks の Dr. Frye は、黄体
ホルモンであるプロゲステロンが記憶力を高めるという
事を示しました。さらに、海馬や前頭前皮質内に存在す
る 3α5αTHP（プロゲステロンの代謝産物）が記憶力を
高める為に必要だという事が紹介されました。また、ア
ルツハイマー型認知症の患者では、血中の 3α5αTHP

レベルが低いという事や、Conjugated equine estrogen
が、中年患者の記憶力ならびに 3α5αTHP レベルを上
昇させるという事も発表されました。
　Hearing Evaluation Service の Dr. Nieto は、 ま ず、
IGF1 KO（ヘテロ）マウスでは、聴覚喪失と神経障害
が見られるという事を示しました。さらに、野生型マ
ウスでは、６カ月齢から聴覚が悪化し始めて、血中の
IGF1 レベルも低下するという事が判明しました。また、
京都大学では、IGF1 を用いた聴覚障害の治療が行われ
ている事や、その際には、障害が発生した直後に IGF1
が投与されるという事も紹介されました。

＜免疫・血液＞
　University of British Columbia の Dr. Granville は、
Granzyme B （GZMB）と Perforin の Double KO マウス
において、Aortic aneurythm（大動脈瘤）と同様のコ
ラーゲン分解が見られる事を示しました。さらに、この
マウスでは、Skin tensile strength（肌の引っ張り強度）
が亢進している事が判明しました。これらの結果から、
GZMB は Decorin と Collagen の構造を破壊し、引っ張
り強度を低下させると考えられました。また、紫外線へ
の曝露に依り、皮膚組織内で樹状細胞等からの GZMB
の発現が亢進し、Fibronectin が分解され、Fibroblast
内で MMP が発現されるという事も発表されました。
　University of Exeter Medical School の Dr. Pilling ら
は、ヒトの血液中に存在する mRNA と筋力の相関を調
べました。具体的に実験では、若齢と高齢のヒトから
血液を採取し、Affimetrix exon array と Illumina bead 
chip を用いて、双方で発現が確認された遺伝子に関し
てメタボロミクス解析が行われました。最終的に筋力と
関係のある 221 遺伝子が候補遺伝子として選定され、例
えば、IGF1R（正の相関）や IGF2BP2（負の相関）の
発現量と筋力との間に有意な相関関係が検出されまし
た。また、PI3K signaling に関与するとされる PIK3R2

（負の相関）や、Cell cycle と migration への関与が示唆
されている PKN2 の発現が、高齢者特異的な筋力の低
下と関係しているという結果も紹介され、注目を集めて
いました。

＜代謝＞
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置を用いて調べました。その結果、Hypoxanthine、GPC、
Citrate、 Glyceleucine、あるいは c-Glycosyltryptophan 等
は、細胞老化に因り発現が上昇するという事を見出しまし
た。一方で、2-Hydroxypalmitate や 10-Heptadecanoate

（17:1n7）等は減少するという事が判明しました。最
終的には、細胞老化に因り、代謝が TCA サイクルや
Pentose サイクルの方へ移行し、DNA ダメージを受け
易くなるという事が紹介されました。
　University of Wisconsin の Dr. Kemnitz は、リーサス
モンキー（以下、猿）に対してカロリー制限（CR）を
行った実験結果を紹介しました。彼らは、35 年間で 200
匹の猿を用いて、体重、血清中代謝産物、血球数等のデー
タを収集しました（iPAD というデータベースに掲載さ
れている）。そして、CR を実施すると、食べる量が生
涯一定となる為に、高齢期においては、通常摂取群に比
べてより多くの食事を摂取するという事、ならびに CR
した群では、より作業に集中できる様になるという事が
紹介されました。さらに、CR した猿では、運動活性が
高く、脳の灰白質の量も多く、また癌や心血管病にもな
りにくく、血糖調節も良好で、健康寿命が延びるという
事が示されました。最後に、こうした CR は、げっし類
を用いて行っている他の CR 研究と同様に、中年期から
行っても効果があるという事が紹介されました。
　Queen University Belfast の Dr. Rea は、沖縄人が野
菜を多く摂取し、コレステロール値が低く、動脈が薄く
保たれているので、心臓病にならず、免疫力も高いとい

う研究結果を紹介しました。一方で、長寿者に多い遺
伝子型の研究（GEHA プロジェクト）では、3,200 組の
兄弟姉妹を対象としたクラスター解析が行われ、ApoE
と TOMM と５番染色体で長寿との強い相関が検出され
ました。特に、TOMM40 と ApoE は、アルツハイマー
病と関係しているという事も示されました。また、IGF
シグナル経路中に存在する Foxo3A が、rs2802292（G 
Allele）を介して長寿効果を与えているという事が紹介
されました。

　老化研究という学際的な研究内容に関して、老化の基
礎研究に限らず、最新の話題を一通り聴講できるのが本
学会に参加する最大のメリットだと思いました。様々な
分野で行われている老化研究を知った上で、自分達だけ
ではできない分野の研究をどの様に組み込めば自分自身
の研究をより良くできるのかと、今までよりも少し広い
視野で自分の研究内容の事を考えられる様になったと感
じました。こうした点で、The 2015 Ageing Summit に
参加できたことは、大変有意義な経験となりました。
　最後に、渡航費用の一部をご支援頂きました特定非営
利活動法人日本免疫学会「平成 26 年度後期　Tadamitsu 
Kishimoto International Travel Award」に、この場を
お借りして御礼申し上げます。
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The…2015…Ageing…Summit のメイン会場で発表する筆者（左）とポスター会場の風景（右）




