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この雑誌について（投稿される方へ）
　「基礎老化研究」（Biomedical Gerontology）は、日本基礎老化学会のオンライン会誌で、年３回：１月（１号）、５月（２
号）、９月（３号）に発行される。内容は、本学会員より投稿された、または、本学会員及び編集委員会より依頼を受けた者
からの巻頭言、総説（老化理論を含む）、トピックス、原著論文、随筆、書評、その他で構成される。但し、３号には基礎老
化学会シンポジウムの抄録も掲載される。会員は無料で本オンライン誌が閲覧できるほか、希望に応じて頒価（送料込みで 5,500
円／１年）で冊子体が販売される。

投　稿　規　定
１． 全ての原稿の採用については、編集委員会で決定する。総説、トピックス、及び原著論文については、編集委員また

は編集委員会で依頼した審査委員による査読を行う。
２．著者による校正は、初校時に１回行う。その際に投稿内容の大幅な追加や変更は認めないものとする。
３． 本誌に掲載された記事の著作権は、日本基礎老化学会に帰属する。但し、自身の著作を使用する場合には、本学会に

断り無く自由に使用できる。
４． 目次、総説の要旨、およびトピックスの題目は日本基礎老化学会のホームページに掲載される。発行後２年経過した

総説、トピックス等はインターネット上に無料で公開される。
５． 総説、トピックス、および原著論文の著者には、該当 PDF ファイルを無料で進呈する。別刷り希望の場合は有料（実

費）となるので、投稿・原稿提出時にその旨連絡すること。
６． 原稿の執筆に際しては、本誌の執筆要領に従うこと。

執　筆　要　領
　原稿は全てワードプロセッサーを使用し、横書きで作成する（原稿はデジタルファイルで提出する）。１）第１頁には、
原稿の表題、著者名、所属機関、所在地を和文と英文で、また、電話番号、FAX 番号、E-mail アドレスを記載する。著
者が複数の場合は、連絡先の著者を明記する。２）第２頁にも初めに、表題、氏名を書き、その後に本文を書く。３）本
文に節を設ける場合、１．、２．、３．、・・・を付けて節を示す。以下の項目は１）、２）、３）・・・、a）、b）、c）・・・
とする。また、イタリック体、ギリシャ文字、記号が正しく出力されていることに注意する。原稿はテキストファイルま
たは MS ワードファイル等で作成したデジタルファイルで提出する（欧語・数字は半角を用いる）。同時に提出する図・
表および写真は、PDF、PPT、TIFF、JPEG 形式等のデジタルファイルで提出する。オンライン版はカラー図も受け付ける。
冊子体への印刷は原則、白黒またはグレースケールで行うが、カラー希望の場合は著者の負担とする。図表の挿入部位は
本文中に示す。尚、本誌１ページは約 1,600 字に相当する。図の大きさを考慮して、全体の長さを調節すること。原稿（デ
ジタルファイル）は E-mail に添付して送付するか、USB 記憶媒体等で送ることができる。コンピュータファイルについ
ては、印刷所あるいは編集委員会で対応できない場合は、著者に協力を求めることがある。

１． 巻頭言（展望）　刷り上がり１頁に収まるようにする。本文の長さは 1,500 字以内（タイトルと氏名を除く）。
２． 総説　一つのテーマについて、専門的知識に基づき、関連する多くの研究論文を総括、解説、評価した、所謂ミニレ

ヴュー。和文。
１） 本文の長さ：図、表も含めて刷り上がりで６ページ（9,600 字）程度を基本とする。
２） 題名：40 字以内とし、内容を的確に表したもので、且つ、読者の興味を引くよう工夫する。
３） 要約およびキーワード：要約およびキーワード（５個以内の英語）を必ず付す。要約は日本語（400 字以内）、

およびその英訳（200words 以内）とする。
４） 用語：本文中の用語はなるべく日本語にする。但し、欧語の方が一般的なもの、解りやすい場合は欧語でよい。

外国の人名は原語、地名はカタカナで表記する。
 専門術語：それぞれの専門分野の用語集に従う。動植物の学名、遺伝子名などでイタリック体で印刷される

べきものについては、原稿に下線をつけるなどして区別する。
 略語：初出箇所にフルタームの後に括弧で括った略語を記入する。可能なら日本語を入れる。 文体：「である」

調とする。
 数字・単位：数字はアラビア数字とし、単位は国際単位系を用いる。
５） 引用・参考文献：引用文献は論文中に引用した順に番号をつけて表示する。本文中では該当する位置に［　］

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



る位置に［　］で括って表示する。
１．Shimokawa I, Komatsu T, Hayashi N, et al. The life-extending effect of dietary restriction requires 

Foxo3 in mice. Aging Cell 14: 707-709, 2015.
２．Roth GS, Ingram DK and Cutler RG. Primate models for dietary restriction research. In:Biological 

Effects of Dietary Restriction, edited by Fishbein L. Berlin: Wiley, 1991, p. 193-204.
３．仲村賢一，下村－泉山七生貴，田久保海誉　ヒト組織の加齢に伴うテロメア短縮．基礎老化研究　24：

72-76，2000.
６） 図、表、写真：そのまま印刷できるものに限る（手書きのものは受け付けない）。文献から引用する場合は、

引用を明記すると共に、引用の許可が必要な場合には、著者の責任で許可を取っておくこと（許可証のコピー
を原稿と共に提出すること）。白黒またはグレースケールが原則だが、オンライン版はカラー図も受け付ける。

７） 図、写真にはタイトルと説明文を付ける。
３． トピックス　最近の話題性のある研究（または雑誌記事）の紹介。長さは刷り上がり４頁以内（1,600 － 6,400 字）。

その他は総説に準じる。但し、要旨は不要である。
４． 原著論文　基礎老化研究に関連するオリジナル性の高い研究論文。他誌で公表された内容は受け付けない。内容は、

要約、目的、方法、結果、考察、引用文献、図表、およびその説明文からなる。その他は総説に準じる。
５． 学会報告、海外便り　国内外の学術集会の紹介記事。長さは 1,600 字以内。留学などで滞在しているまたは過去に滞

在していた研究室、訪問した研究施設の見聞の紹介記事。
６． 書評　最近出版された書籍の紹介。1,600 字以内。
７． 原稿の送付およびその他の問い合わせ、下記宛てに e-mail で。
 　編集委員会：editor@jsbmg.jp
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第 37 回　日本基礎老化学会シンポジウム

『モデル動物の多様性から探る老化現象の普遍性』

【日時】平成 27 年 10 月 31 日（土）　13：00 ～ 17：00

【会場】東京都健康長寿医療センター研究所３階　第３会議室

　基礎老化研究の主要目的の一つは「ヒトの老化や老化関連疾患のメカニズム解明とその抑制」である。そのた
めには様々な動物種を研究モデルとして使用することが不可欠である。代表的なモデル動物の研究者に、各モデ
ル動物の生物学的特性を紹介していただき、その多様性から老化現象の普遍性を探る。

参 加 費：無料
参加登録：不要
世 話 人：〒 390-8621　長野県松本市旭 3-1-1
 　信州大学医学系研究科　疾患予防医科学系　加齢生物学
 　樋口　京一
 　Tel：0263-37-2693　　Fax：0263-37-3428　　E-mail：keiichih@shinshu-u.ac.jp

会場へのアクセス

【東京都健康長長寿医療センター正門へのアクセス】

　JR 池袋駅より東武東上線普通電車（急行は止まり
ません）にて３駅目、大山駅下車、南口（先頭寄り）
を出て右手踏切を渡り、最初の路地を左折、徒歩約
３分です。
　または、都営地下鉄三田線、板橋区役所前駅下車、
Ａ２出口を左折、高速道路下の横断歩道を渡って直
進、旧施設（４階建て）前を過ぎると右手に新施設
正門、徒歩約７分です。
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【３階会議室へのアクセス】

　正門を入り、直進すると左手に病院玄関（休日閉鎖中）。さらに奥へ進み、休日入口から中へ入り、防災センター
へ。シンポジウム参加を伝えて、エレベーターホールへ進んでください。
　エレベーターを３階で降り、ホール北側より出て左折、すぐに右折、医局前を過ぎ、研究棟へのドアを通って
右手が受付・シンポジウム会場です。
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プログラム

13：00 － 13：05　序：シンポジウム『モデル動物の多様性から探る老化現象の普遍性』

樋口　京一（信州大学医学系研究科疾患予防医科学系加齢生物学）

　　　　座長　近藤　祥司（京都大学医学部附属病院高齢者医療ユニット・糖尿病内分泌栄養内科）

13：05 － 13：40　「老化研究：線虫からヒトへ」

石井　直明（東海大学医学部 基礎医学系分子生命科学）

13：40 －１4：15　「ショウジョウバエの寿命を決める遺伝子と環境」

相垣　敏郎（首都大学東京　大学院理工学研究科）

14：15 － 14：50　「SAM マウスにおける脳・免疫系相互作用の老化による変容」

島田　厚良（愛知県心身障害者コロニー　中央病院　中央検査部）

14：50 － 15：05　　休憩

　　　　座長　森　政之（信州大学学術研究院バイオメディカル研究所先端疾患予防学部門）　　　

15：05 － 15：40　「ラットを用いた老化制御因子の探索」

千葉　卓哉（早稲田大学　人間科学学術院　健康・生命医科学研究領域）

15：40 － 16：15　「老化・がん化耐性げっ歯類ハダカデバネズミの細胞老化誘導に対する応答性」

河村　佳見（北海道大学　遺伝子病制御研究所　動物機能医科学研究室）

16：15 － 16：50　「コモンマーモセットの基礎老化研究のモデルとしての可能性」

佐々木　えりか（公益財団法人　実験動物中央研究所）

16：50 － 17：00　「おわりに」

後藤　佐多良（順天堂大学大学院　スポーツ健康医科学研究所）
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基礎老化研究の主要目的の一つは「ヒトの老化や老化関連疾患のメカニズム解明とその抑制」である。そのためには様々

な動物種を研究モデルとして使用することが不可欠である。代表的なモデル動物の研究者に、各モデル動物の生物学的特
性を紹介していただき、その多様性から老化現象の普遍性を探る。

13:00-13:05  序：シンポジウム『モデル動物の多様性から探る老化現象の普遍性』

樋口京一：信州大学医学系研究科疾患予防医科学系加齢生物学

座長 近藤祥司：京都大学医学部附属病院高齢者医療ユニット・糖尿病内分泌栄養内科

13:05-13:40 「老化研究：線虫からヒトへ」

石井直明：東海大学医学部 基礎医学系分子生命科学

13:40-14:15 「ショウジョウバエの寿命を決める遺伝子と環境」

相垣敏郎：首都大学東京 大学院理工学研究科

14:15-14:50 「SAMマウスにおける脳・免疫系相互作用の老化による変容」

島田厚良：愛知県心身障害者コロニー 中央病院 中央検査部

座長 森政之：信州大学学術研究院バイオメディカル研究所先端疾患予防学部門

15:05-15:40 「ラットを用いた老化制御因子の探索」

千葉卓哉：早稲田大学 人間科学学術院 健康・生命医科学研究領域

15:40-16:15 「老化・がん化耐性げっ歯類ハダカデバネズミの細胞老化誘導に対する応答性」

河村佳見：北海道大学 遺伝子病制御研究所 動物機能医科学研究室

16:15-16:50 「コモンマーモセットの基礎老化研究のモデルとしての可能性」

佐々木えりか：公益財団法人 実験動物中央研究所

16:50-17:00 「おわりに」

後藤佐多良：順天堂大学大学院 スポーツ健康医科学研究所

第37 回 日本基礎老化学会シンポジウム

『モデル動物の多様性から探る
老化現象の普遍性』

[日時] ２０１５年１０月３１日（土） 13:00〜17:00    
[会場] 東京都健康長寿医療センター研究所 3階 第3会議室

世話人：〒390-8621 長野県松本市旭3-1-1
信州大学医学系研究科疾患予防医科学系加齢生物学 樋口 京一
Tel: 0263-37-2693 Fax: 0263-37-3428 e-mail: keiichih@shinshu-u.ac.jp

参加登録及び参加費は必要ありません。
主 催：日本基礎老化学会 （http://www.jsbmg.jp/)
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シンポジウム企画に当たって

樋口　京一
信州大学大学院医学系研究科加齢生物学

　基礎老化研究の主要目的の一つは「ヒトの老化や老化関連疾患のメカニズム解明とその抑制」
である。そのためには様々な動物種を研究モデルとして使用することが不可欠である。代表的な
モデル動物の研究者に、各モデル動物の生物学的特性を紹介していただき、その多様性から老化
現象の普遍性を探りたい。

　地球上には多種多様な動物が存在し、進化の過程で獲得した様々な生物学的特殊性を活用して、
多様な環境に適応しながら生存している。一方ではヒトを含んだほとんどの動物に共通した生物
学的普遍性が存在すると考えられている。モデル動物は老化研究において相互に関連する三つの
点の検証、すなわち「老化が存在する理由の説明の検証」、「老化が生じる生物学的メカニズムを
説明するための老化学説の検証」、および「老化介入処方の効果の検証」、に使用される。酵母、
線虫、ショウジョウバエ、マウス、ラットなどの生物種が、その特殊性と普遍性を生かして、老
化研究に使用されてきた。

　今回のシンポジウムでは、生物学的基礎データに加えて、老化に伴う構造と機能の変化に関す
るデータの蓄積があり、さらに老化研究に有用な遺伝子改変動物作出技術が確立し、多くの老化
研究で用いられてきた「線虫」、「ショウジョウバエ」、「マウス」、「ラット」に関して、その代表
的な老化研究者に講演をお願いした。
　一方、研究対象として好適なモデル系や動物種の選択、あるいは実験技術の革新とその導入に
より、研究分野が劇的に発展することがある。老化研究分野においても老化の本質や機構の解明
に通じる、新たな老化モデル動物や実験技術の探索・開発が期待されている。新たな、そして大
きな可能性を有した老化モデル動物として、またわが国が研究の中核であるモデル動物、「ハダカ
デバネズミ」と「コモンマーモセット」について、ご講演をお願いした。

１）樋口京一、森政之。老化のモデル生物が果たす役割。老化の生物学 化学同人　2014
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[日時] ２０１５年１０月３１日（土） 13:00〜17:00    
[会場] 東京都健康長寿医療センター研究所 3階 第3会議室
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老化研究：線虫からヒトへ

石井　直明
東海大学医学部基礎医学系分子生命科学

　動物の老化を分子遺伝学的に研究するための実験動物の条件は、多細胞生物であること、遺伝
学が確立されていること、実験しやすい寿命を持つことであろう。また、老化は遺伝的要因と環
境要因による複合的な影響を受けることから、遺伝と環境のどちらかの背景を均一にする必要が
ある。
　線虫の一種、Caenorhabditis elegans（C. elegans）は簡単な構造でありながら、表皮、筋肉、神経、
消化器、生殖器と、個体としての体制を持ち、体が透明なことから生きたまま内部を観察できる
という利点がある。雌雄同体が基本であることから、突然変異体を得やすく、遺伝的に均一な状
態で保たれていることから、遺伝因子と環境因子の影響を明確に調べることが可能である。成虫
の体長は１mm 程度で、受精から孵化までが 3 日半、最長寿命が 30 日ほどなので、多くのサンプ
ルを短期間で実験できる。
　コロラド大学の Tom Johnson らが C. elegans から分離し、age-1 と名づけた遺伝子の変異は線虫
の最長寿命を 1.5 倍以上延長させる。これがきっかけで、寿命が延長する多くの突然変異体が分離
されてきた。これらの突然変異体の原因遺伝子の多くは、インスリン様シグナル伝達系を介する
エネルギー代謝に関係しており、現在ではこの老化機構がヒトを含めた他の動物にも適用できる
ことが示されている。
　一方、我々は「酸素が老化の一因」という仮説を証明するために、酸素に感受性を示す突然変
異体を分離した。野生株に比べ、酸素濃度に依存して寿命が著しく短縮し、老化マーカーである
酸化タンパク質やリポフスチンが早期に蓄積する。この原因遺伝子は電子伝達系複合体 II のサブ
ユニットである SDHC であり、ここに異常が生じると電子が逸脱しやすくなり、ミトコンドリア
から活性酸素が過剰に産生されるようになる。
　変異 SDHC 遺伝子を導入した培養細胞は細胞死を起こすと同時に形質転換を起こし、マウスで
はドライアイなどの老化症状を示すとともに、代謝に大きな変化が見られるようになる。ヒトの
パラガングリオーマの細胞から SDHC 遺伝子に変異が見つかり、ミトコンドリア機能と自立神経
機能との関係が示唆されるようになった。線虫や培養細胞、マウスのそれぞれの利点を生かした
研究が、ヒトの老化のメカニズムの解明に貢献することを示したい。

１）石井恭正、石井直明。酸化ストレス。老化の生物学 化学同人　2014
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ショウジョウバエの寿命を決める遺伝子と環境

相垣　敏郎
首都大学東京　大学院理工学研究科

　

　生物の寿命は種に固有であり、遺伝的基盤をもつことは疑いない。しかし、栄養条件をはじめ
とする外部環境の影響を強く受ける形質でもある。老化や老化関連疾患の機序を理解するために
は、遺伝因子と環境因子の相互作用の解明が不可欠である。ショウジョウバエは遺伝学と分子生
物学の技法が高度に発達したモデル生物である。世代時間が短く、低コストであることに加えて、
ヒトと共通の遺伝子を多数有する。これらの生物学的特性は、外部環境の影響を解析する上でも
好都合である。本講演では、遺伝と環境の影響が顕著に表れる「代謝と寿命」に焦点をあてて、ショ
ウジョウバエの特性を生かした最近の研究を紹介する。

　自然界における生物は、常に十分な食物を摂取できるとは限らない。食物があるかないかで、
体の成長や代謝を調節するメカニズムが必要である。食物が無いときには、代謝を落としてでき
るだけ長生きをするように適応していると考えられる。実際、エネルギー代謝を担う遺伝子の機
能制御と寿命は密接に関連している。たとえば、インスリンシグナルはエネルギー代謝を制御す
る重要な因子である。その適度な機能低下はカロリー制限と同様に寿命延長効果をもたらすが、
機能が破綻すると寿命短縮を引き起こす。

　脂肪の蓄積は肥満症につながるネガティブなイメージがあるが、飢餓条件下では生死を決する
重要な意味をもつ。常に食物にありつけるとは限らない自然環境下では、貯蔵された脂肪は恒常
性を維持するための重要なエネルギー源となる。脂肪代謝の重要性は、飢餓状態になったときに
顕著に表れる。このことを遺伝学的に検証するために、解糖系、TCA 回路、脂肪酸β酸化経路に
かかわる遺伝子を経路別に機能破壊した変異体を作製して、表現型を比較解析した。質量分析装
置を用いたメタボローム解析を行うことで、遺伝子の異常が引き起こす代謝異常の実態、そして
個体の寿命への影響を統合的に解析することが可能となった。

　最近、栄養条件の影響が世代を超えて伝達される現象が注目されている。すなわち、親世代で
高濃度の糖や脂質を摂取すると、生まれてくる子世代において脂肪蓄積が起こるというものであ
る。エピジェネティックな機構が関わっている可能性があり、その分子メカニズムの解明にむけ
た研究が活発に行われている。
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SAM マウスにおける脳・免疫系相互作用の

老化による変容

島田　厚良
愛知県心身障害者コロニー　中央病院　中央検査部

　

　脳はかつて免疫系から隔絶された特権器官であると思われたが、今では否定的である。末梢に
炎症反応が惹起されると、脳内に炎症性サイトカインが増加し高次機能が低下する。加齢ととも
に脳内サイトカイン環境は炎症性に偏向する。アストロサイトやニューロンもサイトカイン産生
能を有する。最近、自閉症、統合失調症、うつ、アルツハイマー病などヒトの精神・神経疾患でも、
免疫系の異常との関連が指摘されている。
　我々は「脳細胞と免疫細胞は近接して細胞間相互作用を行う」という仮説を立て、脳と免疫系
のインターフェイスを明らかにしたいと考えた。GFP 遺伝子導入 B6 マウスをドナー、通常 B6 マ
ウスをレシピエントとした同系骨髄キメラの解析から、骨髄由来細胞は移植２週間後よりレシピ
エントの髄膜・脈絡叢間質・血管周囲腔に分布すること、脳実質へは、移植後４～８ヵ月の経過で、
脈絡叢付着部近傍の複数の離散的な小領域に限定して進入すること、進入した骨髄由来細胞は多
数の突起を有し、ミエロイド系に分化することを示した。脈絡叢付着部は脳室上衣と髄膜に挟ま
れた狭い空間で、アストロサイトの線維性突起から成り、この突起はフラクタルカインを発現した。
一方、脈絡叢間質にはミエロイド系のみならず CXCL12 発現ストローマ細胞や線維芽細胞様細網
細胞も存在した。脈絡叢からはフラクタルカインとその関連分子である CX3CR1 や ADAM10、
また、CXCL12 とその受容体である CXCR4 の mRNA が検出された。従って、脈絡叢間質・付着
部および隣接脳領域は、サイトカインによって骨髄由来細胞を成熟・分化・リクルートする装置
として、脳と免疫系の相互作用に重要な場である。
　一方、老化促進モデルマウス SAMP10 系をレシピエントとして GFP 遺伝子導入 B6 マウスの骨
髄を移植した場合、B6 をレシピエントとした場合に比べて、より多くのドナー骨髄由来細胞がよ
り広範な脳実質へと進入した。終脳・間脳領域における進入部位は脈絡叢付着部であり、同部位
のアストロサイト突起、脳室周囲のアストロサイトおよびタニサイトがケモカインを産生して骨
髄由来細胞をリクルートすると考えられた。また、空胞変性を来す脳幹部では、変性オリゴデン
ドロサイトがケモカインを産生して、骨髄由来細胞を同部位へ誘引すると考えられた。これらの
結果は、SAMP10 に生じる神経変性に随伴して、脳と免疫系のシステム間相互作用が活発になっ
ていることを示唆する。
　このように、脊椎動物をモデルとして用いた老化研究では、中枢神経系と他の器官系とが相互
作用を行う仕組みや、その相互作用が老化により変容する様子を捉えることが可能である。個体
の老化を、複数の器官系が参画するシステム間相互作用の変化と捉える新しい観点から、老化に
関する新たな知見が得られるものと期待できる。

１）Hasegawa-Ishii S, et al. Brain Struct Funct（in press; doi 10.1007/s00429-014-0987-2）
２）Hasegawa-Ishii S, et al. Curr Trend Neurol 8: 39-52, 2014
３）Hasegawa-Ishii S, et al. Brain Behav Immun 29: 82-97, 2013　
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ラットを用いた老化制御因子の探索

千葉　卓哉
早稲田大学　人間科学学術院　健康・生命医科学研究領域

　ラットを用いた実験医学的な研究はマウスと同様に古くから見られ、1863 年に Savory が
Lancet 誌に栄養学に関する研究成果を発表したものが最初と考えられている。1935 年に McCay
らがカロリー制限（Calorie Restriction；CR）の寿命延長作用を最初に報告した研究も、ラットを
用いた研究であった。その後もマウスと比べて体が大きいことや外科的処置が比較的容易である
ことなどから、栄養学や行動薬理学などの分野でラットは広く用いられてきた。トランスジェニッ
ク（Tg）ラットはマウスと同時期に作製技術が開発されたが、全遺伝子が破壊された ES 細胞ラ
イブラリーが存在するマウスと比べて遺伝子ノックアウトによる表現型解析は遅れている。しか
しこの問題もゲノム編集技術の確立により克服され、ラットを用いた老化研究の重要性は今後も
継続すると思われる。
　本講演では、我々がこれまでに上記のラットの特性を生かして解析を行ってきた寿命制御シグ
ナル、特に CR の抗老化作用に関する研究について紹介する。酵母から線虫、マウス、ラット、
サルに至るまで CR の抗老化作用は認められている。また、成長ホルモン／インスリン／インス
リン様成長因子—I（GH/insulin/IGF-I）系による老化制御も種を越えて保存されていることが示
唆されており、CR による寿命延長作用との共通性が示唆されている。そこで、GH 遺伝子の発現
を抑制した GH antisense Tg ラットを用いてその老化特性を解析した。その結果、自由摂食（Ad 
Libitum: AL）においてこのTgラットは対照ラットと比較して有意に寿命が延長した。このTgラッ
トに CR を行ったところ、寿命はさらに延長したことから、GH/insulin/IGF-I 系以外のシグナル
も CR の抗老化作用に重要であることが示唆された。次に、インスリンと同様に視床下部に受容
体が存在し、摂食とエネルギー代謝の調節に関わる脂肪細胞由来因子であるレプチンの CR にお
ける重要性を解析した。その結果、CR は血中レプチン濃度を有意に低下させ、視床下部の弓状核
において摂食亢進ペプチドであるニューロペプチドＹ（NPY）の発現を亢進させる可能性が示唆
された。実際、レプチンの脳室内投与によって CR による神経内分泌系の変化は AL の状態に類
似した。このことから、抗老化作用におけるレプチンシグナルの重要性が示唆された。そこで次
に、レプチン受容体に変異をもち、インスリン抵抗性を示す Zucker obese ラットに対して CR を
行い、レプチンおよびインスリンシグナルが正常に機能しない状態における、CR による代謝応答
を解析した。その結果、意外にも、CR を行った Zucker obese ラットは対照ラットと同様な糖お
よび脂質代謝に関連する遺伝子発現変化を示した。CR による NPY 発現亢進も Zucker obese ラッ
トにおいて見られ、このことが CR の代謝適応に重要であることが示唆された。この時の NPY 発
現の亢進にはグレリンシグナルが関与していると示唆されたが、他に重要な因子が存在する可能
性も考えられる。これらの研究から、CR の効果を模倣する物質として NPY の発現や、糖・脂質
代謝に影響を与える物質が候補になると示唆される。

１）千葉卓哉、大畑佳久．医学のあゆみ　医歯薬出版　2015. 259（9）， pp. 745-750.
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老化・がん化耐性げっ歯類ハダカデバネズミの

細胞老化誘導に対する応答性

河村　佳見
北海道大学遺伝子病制御研究所　動物機能医科学研究室

　ハダカデバネズミ（naked mole-rat, NMR）はアフリカのサバンナ地中に生息する齧歯類である。
哺乳類では極めて珍しい、昆虫のアリやハチに類似した「真社会性」とよばれる分業制のカース
ト社会を持ち（Queen, King：繁殖、Soldier: 巣の防衛、Worker：巣の拡張、餌収集、子育て等）、
地下にトンネルからなるコロニーを形成して集団生活を営む。驚くべきことに、ハダカデバネズ
ミはマウスと同等の大きさながら平均寿命が約 30 年という異例の長寿齧歯類であり、生存期間の
８割の期間は老化の兆候を示さず、加齢に伴う死亡率の上昇も認められない。さらに、これまで
自発的な腫瘍形成が認められていない。また、地下の約７% の低酸素環境へ適応しており、哺乳
類でありながら、低体温（32 度）かつ外温性（外気温に体内温を依存）という珍しい特徴を有する。
我々はこのハダカデバネズミを抗老化・抗がん化・社会性の解析のためのモデル動物として起用し、
これまでに、線維芽細胞・iPS 細胞などの各種細胞株の樹立や分子生物学的解析に必要な様々な基
礎的研究基盤を確立してきた。

　本研究ではハダカデバネズミの細胞レベルにおける老化耐性機構の有無を明らかにすることを
目的に、ハダカデバネズミおよびマウス成体皮膚線維芽細胞において細胞老化を誘導し、細胞応
答について解析を行った。その結果、マウスと比較してハダカデバネズミ線維芽細胞では老化マー
カー陽性細胞の割合が低く、細胞老化誘導に抵抗性がある可能性が考えられた。しかし、詳細に
解析したところ、細胞老化誘導の際、ハダカデバネズミ細胞では他種ではほとんど見られない細
胞死が顕著に亢進することが分かった。さらに、ある老化関連遺伝子を、細胞老化を起こしてい
ないハダカデバネズミおよびマウス線維芽細胞に導入したところ、両者で増殖の停止、形態の扁
平化が見られたが、ハダカデバネズミのみで細胞死の上昇が認められた。これらの結果から、ハ
ダカデバネズミ細胞では種特異的に、細胞老化時に細胞死を引き起こすシグナル伝達経路が存在
し、結果的に老化細胞の蓄積を抑えるのに寄与している可能性が考えられ、現在さらなる解析を
進めている。
　本講演では、ハダカデバネズミの生態・老化耐性・がん化耐性の特徴、そして我々のこれまで
の研究内容を紹介したい。
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コモンマーモセットの基礎老化研究のモデルとしての可能性

佐々木　えりか
公益財団法人実験動物中央研究所

　コモンマーモセットは、小型の新世界ザルの一種である。マーモセットは、昼行性であること、
一夫一婦制の家族が社会単位であること、音声コミュニケーションが多様であるなど、ヒトと共
通する行動特性を多くもつ、興味深い霊長類である。
　これまでコモンマーモセットは、製薬企業を中心に新薬開発における安全性試験に用いられて
きた。しかしながら近年、遺伝子改変動物が作製可能な霊長類の実験動物として注目が集まり、
脳神経研究、代謝疾患、再生医学研究など様々な研究領域に用いられるようになってきた。特に、
前述の行動特性により、マーモセットはヒトを含む霊長類の高次脳機能のメカニズムを解明する
ためのモデル動物としても注目されている。
　我々は、コモンマーモセットの実験動物としての有用性を開発するため、遺伝子改変技術の確立、
ゲノム情報整備、薬物動態の解明など、実験動物としての解析基盤の整備を行ってきた。また、様々
な研究者と共同研究で、精神神経疾患モデル、代謝疾患モデルなどのモデル作製も行ってきた。
　一方、正直に申せば、我々はこれまでマーモセットをモデルとした老化研究は、ほとんど行っ
ていない。その理由の一因として、飼育環境下にあるマーモセットの寿命は、10 － 15 年、長いも
のでは 20 年とも言われ、基礎老化研究を行うには、多大な時間が必要であることが挙げられる。
今後、実験技術の革新などにより、この問題点を解決し、霊長類の実験動物を用いた基礎老化研
究のモデルとして、マーモセットがどのような貢献が可能なのか、本シンポジウムを良い機会に、
ディスカッションしたいと考えている。
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１、はじめに
　認知症とは後天的且つ不可逆的な脳機能の低下によ
り、社会的または日常的生活に支障をきたす一連の疾患
である。認知症の有症率は増大し続けており、我が国に
おけるその患者数は 2025 年には 700 万人にのぼると試
算されている（厚生労働省発表）。認知症の問題はその
患者本人に留まらず、介護等に関わる家族、社会全体に
とっても心身的および経済的に大きな負担となってい
る。したがって、認知症発症機構の解明および治療法の
確立は超高齢化社会を迎える日本においてこそ喫緊の課
題といえる。
　認知症をその発症原因より分類すると、中毒や代謝異
常および血管障害など発症原因が明確なものもある一
方、大半は原因不明の脳神経細胞死を伴う神経変性疾患
である。これらの神経変性疾患の発症機構は複雑多岐に
わたるが、頻度からアルツハイマー型認知症、レビー小
体型認知症および前頭側頭型認知症の三つのタイプが重
要である。これらの疾患では、それぞれ脳に特徴的なタ
ンパク質の蓄積が認められる。アルツハイマー病ではア
ミロイドβ（Aβ）とタウタンパク質（以下タウ）が、レビー

小体型認知症ではαシヌクレインが、さらに前頭側頭型
認知症ではタウ、TDP-43、FUS が蓄積する［1-6］。各
疾患の発症メカニズムの解明は、主にこれら不溶性で蓄
積するタンパク質の研究を通して進められている。なか
でも、タウは多数の神経変性疾患に関与する可能性があ
り、歴史的にも最も古くから研究されてる認知症関連タ
ンパク質である。タウの神経変性における位置づけは長
らく曖昧であったが、病理解析や遺伝学的解析を通し、
その重要性はますます認識されるようになってきてい
る。さらに近年は創薬ターゲットとしても注目されてお
り、アルツハイマー病研究分野におけるタウへの期待が
急速に高まっている ［2,4］。
　本稿では、これまでの知見を中心にタウの生化学的、
病理学的特徴について概説し、タウの毒性に関する現
在の考え方についてまとめる。さらに著者らによるタ
ウ神経毒性研究の一例として、モデル生物である線虫

（Caenorhabditis elegans）を用いたタウ神経毒性配列の
同定に関する研究について紹介する。また、後半ではタ
ウのホモログである MAP2 との比較研究、およびその
結果から浮かび上がってきたタウの認知症発症メカニズ
ムにおける役割、およびその新たな可能性について紹介
する。

2、タウとタウオパチー
　タウは微小管結合タンパク質の一種であり、主に神経
細胞の軸索に存在する［2］。タウは神経細胞微小管の重
合と安定化に働くと考えられているが、ノックアウトマ
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京都府京田辺市多々羅都谷 1-3
TEL：0774-65-6137
FAX：0774-65-6135
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【総説】

認知症におけるタウタンパク質（tau protein）の役割

謝　　策 1, 2、宮坂　知宏 2

１大連医科大学基礎医学院　２同志社大学生命医科学部神経病理学

要約
　近年、アルツハイマー病研究分野においてタウの重要性がますます認識され、治療薬開発
のターゲットとして期待が高まっている。多くの認知症では変性神経細胞内に微小管結合タ
ンパク質であるタウからなる封入体が形成される。このような疾患はタウオパチーとよばれ、
タウ封入体の形成は重要な神経病理学的所見といえる。タウ封入体の出現頻度および分布は
神経細胞死の頻度や分布と高い相関性が認められることから、タウが凝集・蓄積することが
神経毒性の正体と考えてきた。しかし最近の研究から、むしろ封入体を形成しないタウに神
経毒性の本質が有るとの仮説が提唱されてきている。本稿では認知症におけるタウの重要性、
タウの神経毒性について既存の報告をもとに解説する。さらにタウの毒性に関して、我々が
行なったタウ神経毒性責任配列同定の試みについて紹介する。また、その解析から見えてき
た、タウオパチー発症機構における MAP2 関与の可能性について考察する。

キーワード： タウ、タウオパチー、微小管、MAP2、認知症
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ウスの解析結果からまだ完全に解明されない新たな機
能を有する可能性もある。ヒトのタウ遺伝子は、17 番
染色体長腕 （17q21） に位置する。翻訳されるｍ RNA が
N- 末端側２カ所と C- 末端側１カ所の選択的スプライシ
ングを受けることにより、成人脳では合計６つのアイソ
フォーム（0N3R, 0N4R, 1N3R, 1N4R, 2N3R, 2N4R）が
発現する （図１）。さらに末梢神経細胞では Exon4a の
挿入により、「big tau」と呼ばれる大きなタウアイソ
フォームが発現する。微小管結合領域はタウ分子の C-
末端側に存在し、特異的な 31 アミノ酸残基のリピート
配列を有する。Exon10 挿入の有無により、３リピート
タウ（3R-tau）と４リピートタウ（4R-tau）に分類され
る （図１） ［1,2］。
　タウと神経変性疾患との関連性に関する研究は、ア
ルツハイマー病などの脳に形成される神経原線維変
化（Neurofibrillary tangle, NFT）の主要構成成分と
しての同定より始まった。NFT は多くの神経変性疾患
脳に認められる病理学的封入体の一種であり、その出
現頻度および部位は神経細胞脱落、さらには臨床症状
と高い相関性が認められる［7-9］。特に 1998 年から、
Frontotemporal dementia and parkinsonism-17 （FTDP-
17）と呼ばれる家族性前頭側頭型認知症家系の連鎖解析
の結果、タウ遺伝子に 40 個以上の突然変異が同定され
た。この事実よりタウの何らかの異常が神経変性の直接
的な原因になりうるとされている［2,3］。
　“タウオパチー”とは、「tau」と疾患を意味する「-pathy」
とをつなげ合わせた造語である［10］。当初は、タウ変異
を発症原因とする FTDP-17 に限って使用されたが、現在
ではタウ細胞内封入体を有する神経変性疾患を総称した
言葉としてタウオパチーが用いられている。タウ遺伝子
変異が認められない孤発性タウオパチーに数多くの神経

変性疾患が含まれる。その中に、アルツハイマー病（AD）、
前頭側頭型認知症、皮質基底核変性症、神経原線維変化
優位型認知症や進行性核上性麻痺などがある［1-3］。

３、アルツハイマー病の発症機序
　老年性認知症の最も多いタイプは AD であり、その
発症機構についての詳細はいまだに不明である［4］。
AD 脳の病理変化として、Aβによる老人斑の蓄積、タ
ウによる NFT の形成および神経細胞脱落の３つが挙げ
られる。Aβは細胞膜に局在する前駆体タンパク質（APP）
がβ - およびγ - セクレターゼによる切断を受け、細胞
外に放出される。多数例におよぶヒト剖検脳の病理解析
から、大脳新皮質については、タウ病変の形成や臨床症
状の発現よりも早期に老人斑が形成されると考えられて
いる［11］。
　AD 神経変性機構における老人斑の重要性は遺伝学的
解析から導き出されている。AD 全体の数パーセント未
満を占める家族性 AD を対象とした連鎖解析から APP、
PSEN1 およびPSEN2 遺伝子の突然変異が同定された

［12］。このうち、PSEN1, PSEN2 はγセクレターゼの
活性部位を構成する分子である事が分かっており、これ
らの遺伝子産物はいずれも Aβの産生に関わっていると
されている。したがって（直接的、間接的であるかは議
論が分かれるものの）、Aβの産生および老人斑の形成は
アルツハイマー病の病態形成において原因事象として認
められている。大脳新皮質におけるタウ病変も、老人斑
の出現にともなって形成される可能性が高い。このよう
に Aβの産生・蓄積が AD の病態形成機構において上流
に位置するとの考え方は広く支持されており、アミロイ
ドカスケード仮説と呼ばれている［12］。
　AD 治療法開発の殆どはアミロイドカスケード仮説に

図１． タウ isoforms の分子構造。
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したがって進められ、上流に位置する Aβの産生抑制お
よび分解促進に集中していた。多くの抗アミロイド治療
が提案されたが、現在までに大規模探索的試験において
有効性が確認されたものは無い。一方、多数例剖検脳の
病理解析から得られた知見および動物実験より、Aβよ
りタウのほうがもっと神経障害に緊密的に関与すると考
えられる［7,8,13,14］。Roberson らはヒト APP を過剰
に発現させた APP トランスジェニックマウスを調べた
結果、内在性タウ発現量を減少させれば、Aβ神経毒性
に対し抑制的な効果がある事を報告した ［13］。これら
の研究結果より、AD 発症機構におけるタウは Aβの下
流に位置し、Aβ神経毒性を仲介する立場にあると考え
られる。したがって、AD 治療の標的の一つとして、タ
ウは妥当であると考えられるようになってきた［13,14］。

４、タウの神経毒性分子種
　タウ細胞内封入体の出現頻度および分布は神経細胞死
の頻度や分布、さらには臨床症状と高い相関性が認めら
れる。したがって、封入体の形成に至る何らかのステッ
プが神経細胞に対し毒性を示すと考えられる。かつては
封入体自体が神経細胞死の原因と考えられ、封入体を形
成する蓄積したタウ （PHF-tau） の生化学的による異常
性の同定がさかんに進められてきた。その過程でリン酸
化、ユビキチン化、糖鎖付加、アセチル化、イソ化など
様々な翻訳後修飾が同定された［15］。しかし、今のと
ころいずれの翻訳後修飾についても、タウの神経毒性へ
の関与を示す決定的な証拠は得られていない。
　これに対し、注意深い病理学的解析から異なる可能性
が提示された。AD 脳の大脳新皮質について神経細胞の
脱落と神経原線維変化の形成を詳しく調べた結果、神経
原線維変化の数の数倍の神経細胞が脱落しているとされ
た［9］。一般的に神経原線維変化は神経細胞死後も残存
し、ghost tangle となるとされている［16］。したがっ
て、そのような痕跡を残さず細胞が脱落するという点か
ら、AD 脳のとくに大脳新皮質においては神経原線維変
化を形成しない細胞死の存在が示唆される。さらに、動
物モデルを用いた解析によっても封入体自体の神経毒性
を疑問視する報告が出されている。Santacruz らは tet-
OFF を用いて発現コントロールが可能なタウトランス
ジェニックマウスを用いて、タウの発現を抑制すると、
神経機能障害は抑制される一方、封入体自体は残存する
事を示した［17］。さらに Kuchibhotla らは two-photon 
calcium imaging による神経機能解析を行い、封入体形
成細胞が正常な神経活動を行なっている事実を見出して
いる［18］。これは封入体の形成と神経機能障害が解離
する事を意味しており、タウの神経毒性分子種として封
入体以外の可能性を示唆している。さらに多くのマウス、
ショウジョウバエ、線虫を用いた解析からも、タウの毒
性分子種として封入体のような大きな凝集体以外の可能
性を提示した報告がある［19-22］。
　具体的なタウの毒性分子種については多くの仮説が有
るが、最近はタウのオリゴマーに注目が集まっている。
Lasagna-Reeves らは Aβ凝集体をシードとしてタウオリ

ゴマーを作製し、培養細胞への添加および野生型マウス
への投与により神経毒性を解析した。その結果、タウモ
ノマーおよびファイバーより、オリゴマーだけが有意に
神経毒性を示した［23,24］。さらに、彼らはタウオリゴ
マーに対する抗体 T22 を作製し、初期 AD 剖検脳にお
ける抗体陽性反応を示す細胞数は対照群より多いことを
見出した［24］。Patterson らもタウダイマーおよびオ
リゴマーに対する抗体 TOC1 を用いて、初期 AD 剖検
脳における TOC1 陽性細胞数が多いことを示した［25］。
しかし、これらの抗タウオリゴマー抗体はタウファイ
バーにも弱い反応を示しており、現時点では AD 脳に
おけるタウオリゴマーの挙動に関する判断を慎重にすべ
きである。

５、タウ神経毒性配列の解析
　認知機能障害は神経細胞死によるものなのか、あるい
は何らかによる神経の機能損失なのか、明確な解答は無
い。しかし、タウ病変の形成には数ヶ月から数年かかる
という試算などから、現在では神経脱落するよりも以前
に神経機能は消失しているものと考えられている［26］。
したがって、タウの神経毒性を評価するために必要な実
験系としては、神経ネットワークが形成されその機能が
評価できる事、遺伝子導入などの手法が可能である事、
生化学的解析が可能である事などが求められ、必然的に 
in vivo モデルを選択することになる。
　線虫（Caenorhabditis elegans）は元々土壌に生存す
る生物であり、生活環が短い事、全ゲノム配列が解明さ
れていることや遺伝子学的操作の簡便さなどにより、実
験動物として広く利用されている［27］。また、細胞系
譜とともに神経ネットワークが同定されており、特定の
神経機能を評価する行動・薬理学的解析方法が準備され
ている。特に、線虫ではヒトの約４２％疾患関連遺伝子
が保存されているため、神経変性疾患研究分野への応用
も多数報告されている［27,28］。タウオパチー研究の試
みも複数報告されており、当研究室においてもタウオパ
チー神経変性機構の解明に向けて積極的に用いている。
　我々は、unc-119 プロモーターの下流にヒトのタウ全
長 cDNA を組み込んだコンストラクトを導入し、全神
経系にタウが安定的に発現する線虫を複数作成した。行
動解析の結果、タウの発現により神経機能障害による行
動異常 （uncoordinated movement; Unc） が確認された。
この行動障害はタウとは無関係のタンパク質ではおこら
ないこと、タウの発現量に応じて悪化する事、FTDP-
17 変異により悪化する事などが確認された。これによ
り、タウ発現線虫はタウによる機能障害の一つのモデル
として成立すると考えた。生化学的解析の結果、線虫神
経に発現するタウは PHF-tau と同様に過剰リン酸化さ
れており、且つ微小管から遊離していた。しかし、サル
コシルや PIPA バッファーなど界面活性剤に対する不
溶性画分にはタウは認めらなかったことから、発現して
いるタウのほとんどは実験上証明しうる凝集体を形成し
ていないと判定した。また、タウを過剰発現している神
経の形態学的解析の結果、神経線維の蛇行や異常突起出
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現などが認められた。これよりタウは線虫の神経におい
て、凝集体形成には依存しない神経毒性を呈すると考え
た。
　タウの神経毒性はそのアミノ酸配列のどこに潜んでい
るのか？タウの微小管結合領域が PHF の形成のコアと
なる事、および FTDP-17 変異の多くがタウの微小管結
合領域周辺に集中していること、さらにはタウの微小管
結合領域を含む断片の発現でタウオパチー様の神経変性
が再現されることなど、タウの C- 末端領域に神経毒性
があるとの考え方が一般的である［29,30］。これに対し、
タウの N- 末端側に毒性配列を主張する報告もある。た
だし、これまでに同一の実験系でタウのドメインごとの
毒性を比較した実験は無く、重要な問題であるにもかか
わらず議論が分かれている。
　これに対し、我々は上記の線虫モデルを利用し、タウ
の神経毒性責任配列の同定を試みた。タウの N- 末端側
と C- 末端側配列をそれぞれ発現する線虫を作製し、行
動異常を指標とし、それぞれの神経毒性について評価し
た。その結果、タウの N- 末端側のフラグメントを発現
させた線虫では神経障害は認められなかったが、微小管
結合部位を含むタウの C- 末端側のフラグメントを発現
させた線虫では強い神経障害を呈した。さらにタウの 
isoform について解析した結果、４リピート型の微小管
結合領域を有するタウは３リピート型のタウよりも神経
毒性が有意に強いことが分かった［21］。これより、線
虫におけるタウの神経毒性責任配列は、タウの C- 末端
側に存在すると結論付けた。

６、タウオパチーおける MAP2 関与の可能性
　前述のように、タウの神経毒性責任配列は C- 末端
側に位置すると考えられる。であるとすると、新たな

疑問が浮かび上がる。神経細胞の中には、タウのホモ
ログである微小管結合タンパク質 MAP2（microtubule-
associated protein 2）が発現している。タウが軸索に局
在するのに対し、MAP2 は細胞体と樹状突起に局在す
る［31］。この MAP2 の C- 末端側にも微小管結合配列
があり、タウのアミノ酸配列と相同性が有る事が知られ
ている ［図２］。元々、タウ病変が形成される細胞体や
樹状突起において豊富に発現しているはずの MAP2 は 
AD 病態形成時にはどのような挙動をしているのであろ
うか？ タウと MAP2 の病態形成における相違を解明す
ることにより、タウオパチー神経変性機構への理解が深
められると考えた。
　これまでにタウと神経変性疾患との関係は明確である
一方、MAP2 と疾患の関連性についての報告は殆ど無
い。タウの NFT 主要構成成分としての同定以後、NFT
における MAP2 の局在については諸説がある。Kosik
らは作製した抗 MAP2 モノクローナル抗体を用いるこ
とにより免疫組織学的に MAP2 の NFT への局在を示
した。一方、Rosemblatt らは逆に MAP2 の NFT への
局在を否定している。我々は、これらの相違についての
原因は用いられた MAP2 抗体の特異性によるものと考
えた［32-34］。実際市販の抗 MAP2 抗体の特異性を解
析すると、MAP2 の C- 末端側配列に対する抗体の多く
は、タウとの相同性のため交叉反応が認められた。した
がって、このような抗体で NFT を染色するとタウと誤
認する可能性が高い。一方、成人脳に発現する MAP2 
は（電気泳動的には）280kDa にもなるタンパク質であ
り、プロテアーゼによる切断を受けやすいと考えられる。
タウは凝集蓄積後に時間の経過とともに PHF の core 
から飛び出た N- 末端部（これは Fuzzy coat と呼ばれ
ている）が切断消失してゆくことが知られている［26］。

図２． タウ（0N3R）と MAP2c の C 末端側アミノ酸配列の比較（Xie C. et al, 2015, J Neurochem, 
Figure 1 より）。
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したがって MAP2 の N- 末端側を認識する抗体を用い
た場合、その特異性（タウとの交叉性）に関する問題は
無いと思われるが、エピトープの消失による偽陰性が懸
念される。したがって、我々はタウと MAP2 の C- 末端
側配列の僅かの違いを利用し、タウとの交叉反応が起
こらない、MAP2 の C- 末端側を抗原とするポリクロー
ナル抗体を作製した。これらの抗体を用いて AD 剖検
脳病理切片を抗タウ抗体と免疫二重蛍光染色した結果、
MAP2 は NFT 形成細胞には残存しているものの、NFT 

中には局在しないことを明らかにした。また、健常例お
よび AD 例の凍結剖検脳組織から界面活性剤 Sarkosyl
の不溶性画分を抽出し、抗タウおよび抗 MAP2 抗体で 
western blot を行なった。その結果、タウは AD 剖検
脳の Sarkosyl 不溶性画分に蓄積したのに対し、MAP2
の蓄積は認められなかった ［図３］。したがって、アミ
ノ酸配列上相同性を有しているにもかかわらず、タウ
と MAP2 は病態脳において異なる運命をたどる事が分
かった。

図３． アルツハイマー病（AD）脳におけるタウと MAP2 の比較。A, 作製した抗 MAP2 抗体のエピト－プ。
B, 抗リン酸化タウ抗体（AT8、PHF1）および抗 MAP ２抗体（MAP2- ＃ 41）を用いた正常例（NC）
および AD 脳 Sarkosyl 不溶性画分の western blotting。C, 抗リン酸化タウ抗体（PHF1）およ
び抗 MAP ２抗体（MAP2- ＃ 41）を用いた AD 脳の二重免疫染色。AD 脳の変性神経細胞ではタ
ウのみが蓄積する。（Xie C. et al, 2014, PloS One, Figure 6 より Scale bars = 25 μ m）。
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　では、なぜ類似の C- 末端側配列を有するのに、タウ
と MAP2 は変性神経細胞におけて異なる挙動を示すの
か？この疑問に答えるため、大腸菌で作製したリコン
ビナントタウおよび MAP2 を用い、両者の凝集体形成
能の違いについて解析した。タウは in vitro でヘパリ
ンと混和することにより凝集し、チオフラビン（ThT）
陽性の線維を形成する［35］。タウと MAP2 について 
ThT 蛍光変化を比較した結果、野生型タウは時間とと
もに ThT 蛍光が増強したのに対し、MAP2 では ThT 
蛍光は僅かに増加したのみであった。凝集後のサンプル
について原子力間顕微鏡（AFM）を用いて解析した結果、
タウでは線維を形成していたのに対し、MAP2 では線
維形成せずに小さな顆粒状の凝集体形成に留まった。し
たがって、タウと MAP2 ではその線維形成能に大きな
差がある事がわかった。
　タウと MAP2 の線維形成能の違いは何に起因するも
のなのか？この問題を明らかにするため、様々な変異型
タウ、変異型 MAP2 を精製し、同様に解析した。その
結果、線維形成を決定する部位は C- 末端側にあること、
さらにタウと MAP2 のアミノ酸配列の比較から、微小
管結合領域中の３つのアミノ酸残基をお互いに交換すれ
ば、タウの線維形成能は失われ、MAP2 が線維形成能
を獲得することが分かった ［図４］。これらの結果より、
両者の凝集体形成能の違いは僅か３アミノ酸残基の違い
で決定されることがわかった［36］。
　それでは、MAP2 はタウのような神経毒性を呈する
のか？ MAP2 の神経毒性についてタウと同様に線虫モ
デル用いて調べた。その結果、MAP2 もタウと同様な
神経毒性を有すること、興味深いことにその神経毒性責
任配列はタウと同様にC末端側に存在することがわかっ

た（図５）［21］。以上の研究結果より、MAP2 は神経
毒性を有するものの、タウと僅かなアミノ酸の差異によ
り線維を形成できないため、変性神経細胞ではタウのよ
うな封入体を形成せず、病理像として残らないものと考
えている。一方、線維形成能の認められない MAP2 が、
線虫モデルにおいてタウと同様な神経毒性を呈すること
から、やはり線維形成と神経毒性は分けて考えるべきで

図 4．タウおよび MAP2 の凝集体形成能の違い。微小管結合領域中の３つのアミノ酸残基をお互いに交換すれば、タウの線
維形成能は失われ、MAP2 が線維形成能を獲得する。（Xie C. et al, 2015 J Neurochem, Figure 1 より）。

図 5． タ ウ お よ び MAP2 の 発 現 は 線 虫 の 行 動 異 常
（UNC）を惹起する（Xie C. et al, 2014 PloS 
One, Figure 2 よ り；Asterisks indicate 
significance versus mock, P ＜ 0.005.）。
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あろう。タウに誘発される神経毒性のメカニズムはまだ
不明であるが、神経毒性責任配列の同定がその解明に繋
がると考えている。

７、終わりに
　認知症研究の殆どは病理学的封入体の解析をもとに発
展した。これは病理変化という物質的異常を解析対象に
することができるため、疾患研究として大きく路を外す
ことはないという安心感が有る。しかし厳密には、病理
変化はある疾患に関連した質的変化であるが、必ずしも
その変化自体が疾患の形成に必須とは言えない。その意
味では、タウ封入体の形成は神経変性に密接に関わる事
象では有るが、原因とまで言えるものではない。一方、
Genetics による原因遺伝子としての同定は、疾患原因
として認定されるには現時点で最も有力な証拠である。
しかし、そのような原因遺伝子変異により発症する例は
僅かであり、大多数は孤発性疾患である。病理学的類似
性のみで家族性変異の解析から得られた原因タンパク質
の異常性を弧発例の発症原因にまで外挿する事は、充分
な危険性が伴うと認識すべきである。
　以上の知見をふまえた上で、タウオパチーの発症機
序および MAP2 の関与については以下のようにまとめ
られる（図６）。疾患原因としての位置づけが明白なの
は FTDP-17 などの家族性タウオパチーであり、MAPT
遺伝子の変異により、何らかのタウの異常がおこる。こ
の結果、神経原線維変化などのタウ封入体形成が促進す
るのと同時に封入体形成とはおそらく独立したタウ神経
毒性が惹起され、神経機能障害さらには神経脱落がお
こると考えられる。これに対し、アルツハイマー病で
は APP をはじめとする原因遺伝子変異、または加齢や
様々なリスクファクターにより Aβの異常産生と老人斑

の形成が促進される。老人斑の形成がタウの異常にどの
ようにつながるのか？そのメカニズムは明らかとされて
いないが、複雑なステップを経てタウの異常をもたらす
と考えられる。厳密には、この Aβによるタウの異常が 
FTDP-17 におけるタウの異常と同じものであるか不明
であるが、やはりタウ封入体形成が促進するのと同時に、
封入体形成とは独立したタウ神経毒性が惹起されると考
えられる。
　一方、原因がタウに限局される FTDP-17 とは異なり、
Aβからの刺激は本来細胞体や樹状突起に豊富に存在す
る MAP2 にも影響を及ぼす可能性が高い。MAP2 の異
常はタウとは異なり、そのアミノ酸配列の特徴から封入
体を形成せずに神経障害を引き越こすと考えられる。仮
にタウの神経毒性と MAP2 の神経毒性が同時に起こっ
た場合は最終的にはタウオパチーの病理像を呈するが、
MAP2 神経毒性の経路のみがおこった場合、その神経
細胞は病理学的痕跡を残さずに脱落すると考えられる。
アルツハイマー病の大脳新皮質で神経原線維変化の数倍
おこるとされる神経細胞脱落はこのような機構なのかも
しれない。孤発性タウオパチーについても同様に、想
定される原因刺激がタウに限局されたものでなければ、
MAP2 を介する経路の可能性を無視する事はできない
であろう。今後は、封入体を形成することでその存在
を大きく主張するタウの陰で、足跡を残さない「silent 
killer」 としての MAP2 の存在も考慮すべきと考えてい
る。
　現時点で MAP2 関与の可能性についての信頼性を高
めるためには、何らかの神経変性疾患での原因遺伝子と
しての同定を待つしかない。これは FTDP-17 変異の発
見以前にタウが置かれた状況に近いと言える。また、タ
ウも MAP2 も神経細胞における常在タンパク質である

図６．想定されるタウオパチー発症機序。
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ことから、生理的に存在する分子と異常性を獲得した分
子には大きな質的な違いがあると考えられる。この“異
常性”の同定についても、タウと MAP2 の比較解析を
進めることにより何らかのヒントが得られるものと期待
している。
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Abstract 
　Recently, the importance of tau in the pathogenesis of Alzheimer’s disease is increasingly 
recognized, especially as a potential drug target. In the brains suffering dementia, 
microtubule-associated protein tau aggregates to form intracellular inclusions, which 
is a major pathological hallmark in tauopathy. For the reason that the occurrence and 
distribution of tau inclusions are highly correlated to the neurons death, aggregation and 
deposition of tau have been considered to induce the neurotoxicity. However, many studies 
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suggested that tau induced neurotoxicity without inclusion formation. In this review, we 
summarize the importance and the neurotoxicity of tau in the pathogenesis of tauopathy, 
and introduce our study to identify the tau sequences responsible for the neurotoxicity, 
which is independent from inclusion formation. Furthermore, the potential involvement of 
MAP2 in the mechanisms of tauopathy is also discussed. 
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はじめに
　アルツハイマー病（AD）の罹患者数は年々増加して
おり、もはや世界規模での社会問題となりつつある。家
族性変異遺伝子の発見とその解析により、現在ではβア
ミロイド蛋白（Aβ）の蓄積が AD 発症の鍵を握ると考
えられているが、AD 発症の最大リスク因子が老化であ
ることは疑いようもない事実である。しかしその一方で、
何故老化によって AD を発症するのかについては未だ
に不明な部分が多い。筆者はこれまで、ヒトに近縁な霊
長類の脳組織を用いて老化と AD 病変形成メカニズム
との関係を検索してきた。その結果、エンドサイトー
シスと呼ばれる膜輸送系の障害が老化に伴う Aβの蓄積
を促す要因となることを見いだしたが、近年、AD 患者
を対象とした大規模なゲノムワイド関連解析（GWAS）
からもエンドサイトーシス関連因子が次々と見つかっ
たことから、エンドサイトーシスは一躍、世界中の AD
研究者から大きな注目を浴びるようになった。そこで本
稿ではエンドサイトーシスと AD との関係を紹介する
とともに、AD 病態におけるエンドサイトーシス障害の
意義について、筆者自身の研究成果も交えながら考察を
行いたい。

エンドサイトーシスと AD との関係
　エンドサイトーシスは細胞膜を起点とする小胞輸送系

（メンブレントラフィック）の１つであり、エンドソー
ムと呼ばれる輸送小胞が様々な細胞内小器官へと膜蛋白
質や細胞外基質等を輸送している。尚、“エンドサイトー
シス”という語彙は細胞膜が陥入して膜蛋白質等を取り
込む現象自体を指すこともあるが、本稿では細胞膜を起
点とするメンブレントラフィック全体を指すものとして
進めさせていただきたい。エンドサイトーシスは、陥入
した細胞膜から形成された小胞が初期エンドソームと融
合することで始まり、初期エンドソームはその後、ライ
ソゾームや細胞膜、ゴルジ体等の様々な目的地へと向か
うことになる（図１）。ライソゾームでは主に内容物の
分解・代謝が行われるが、細胞膜へと向かう場合はその

目的が２つ存在する。１つはレセプター等の膜蛋白質を
再び細胞膜へと局在させることであり、もう１つは初
期エンドソームが lumen 側に膜陥入を起こして多胞体

（multivesicular body； MVB）に成熟したものが、細胞
膜と融合することで内包する小胞をエクソソームとして
細胞外へと放出することである。ゴルジ体への輸送は
retromer complex と呼ばれる蛋白複合体の働きによっ
て仲介されており、主に膜蛋白質をトランスゴルジネッ
トワーク（TGN）へと逆行輸送（注：retromer 輸送と
も呼ばれる）して再利用することが目的と考えられてい
る。尚、これらの輸送経路は完全に独立しているわけで
はなく、実際には互いに入り交じって複雑な輸送網を作
り上げている。例えば、MVB が細胞膜ではなくライソ
ゾームと融合して内包物を代謝することもある。
　では、エンドサイトーシスと AD にはどのような関
係があるのだろうか？実は、初期 AD 患者の脳組織で
は老人斑（Aβの凝集沈着病変）や神経原線維変化（リ
ン酸化 tau の凝集蓄積病変）といった AD 主病変の形成
に先駆けて、肥大化したエンドソームやライソゾームが
神経細胞内に多数蓄積する（以下、エンドサイトーシス
病変）ことが報告されている［1-3］。このエンドサイトー
シス病変は当初、主にライソゾームの代謝機能障害と
して焦点が当てられていたが、Aβ産生がアミロイド前
駆体蛋白（APP）のエンドサイトーシス過程で生じて
いるという報告が成されてからは（図１）、より多くの
AD 研究者がエンドサイトーシスというシステムその
ものに注目するようになった［4-6］。もちろん、それ以
前に提唱されていた TGN 等の分泌経路における Aβ産
生［7-9］を完全に否定するものではないが、Aβ産生に
欠かせない切断酵素 BACE1 の酵素活性が酸性環境下に
おいて高いことから、現在では後期エンドソームや多胞
体が Aβ産生の場であると考えられている［10］ （図１）。
一方、一部の APP は細胞膜へとリサイクルされるか、
retromer 輸送を受けて TGN へと回収されることで切断
を免れることが報告されており［11-14］、エンドサイトー
シスが Aβ産生と密接な関係があることを支持する結果
が次々と報告された。そして、GWAS に代表される大
規模遺伝子解析によってエンドサイトーシス関連因子と
AD 発症リスクとの関係性が指摘されたことにより、現
在では世界中の AD 研究者がエンドサイトーシスに注
目するようになっている［15-17］。ここで興味深いのは、
遺伝子解析で見つかった因子の多くが APP の retromer
輸送に関与するものであり、数あるエンドサイトーシス
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経路の中でも、retromer 輸送の障害が AD 発症リスク
とより強い相関性を有しているのかもしれない［14, 18-
21］。その一方で、retromer 関連因子はパーキンソン病
など他の神経変性疾患との関連性も指摘されていること
から［22-24］、エンドサイトーシス障害は特定の疾患特
異的な現象というよりもむしろ、老化に伴う普遍的スト
レス因子の１つと考えた方が良いのかもしれない。エン
ドサイトーシスは多種多様な細胞機能に欠かせないシス
テムであり、AD が非常に長い時間をかけて進行する疾
患であることからも、微弱なエンドサイトーシス障害が
慢性的に続くことにより加齢性神経変性疾患の発症リス
クを高めると考える方が現実的ではないだろうか。
　さて、ここまでは Aβとの関係について考察してきた
が、tau もまたオートファジーを介してライソゾームで
分解されることが知られている［25, 26］。エンドサイ
トーシス障害はオートファゴソームとライソゾームと
の融合を妨げてしまうため［27-29］、当然ながら不要な
tau の細胞内蓄積を誘導する可能性が高い。また、これ
ら Aβや tau の老化に伴う蓄積が、時間の経過とともに
エンドサイトーシス障害を更に増悪させる可能性も存在
することから、今後の更なる研究展開が大いに期待され
るところである。

AD 病態におけるエンドサイトーシス障害の意義
　初期 AD 患者の神経細胞で顕著なエンドサイトーシ
ス病変が確認されることを前項で紹介したが、エンドサ
イトーシス病変そのものは脳神経系における老年性変化
の１つでもある。筆者はこれまで、カニクイザルという
ヒトに近縁なサル類の脳組織を用いて老化に伴う AD 病
変形成メカニズムを検索してきた。そして、カニクイザ
ルの神経系細胞でも老化に伴いエンドサイトーシス病変
が確認され、肥大化したエンドソームに APP や Aβが
蓄積していることを明らかにした［29-31］。つまり、年
を取れば誰でも、たとえサルであっても、神経細胞にあ
る程度のエンドサイトーシス障害は生じるわけである。

では、何故老化によってエンドサイトーシス障害は生じ
るのだろうか？ 筆者自身の研究活動から言えることは、
少なくとも老化に伴う軸索輸送機能の低下がエンドサイ
トーシス障害の一因となるということである［30, 32］。
軸索輸送はエンドソームを目的地へと運搬するためには
欠かせない細胞内輸送システムであり、一般的な実験動
物であるラットの神経細胞においても軸索輸送が老化と
ともに低下することが知られている［33, 34］。また、ラ
イソゾームの機能低下もエンドサイトーシス病変を再現
することが知られており［35-37］、初期エンドソームか
らライソゾームへと向かう経路の輸送障害がエンドサイ
トーシス障害の原因となることは間違いないと思われ
る。では、AD 病態におけるエンドサイトーシス障害の
病理学的意義とは何だろうか？　エンドサイトーシス障
害はエンドソームとライソゾームとの融合を阻害するた
め、代謝効率が低下して APP や Aβ、tau の細胞内蓄積
が誘導される［30, 31, 38］。また、エンドサイトーシス
障害は MVB の輸送を妨げてエクソソームの放出を低下
させるが［30］、エクソソームは Aβをミクログリアに
貪食してもらうための“運び屋”として働くことが明ら
かとなっており［39-41］、神経細胞からの Aβ排出機構
が阻害される可能性が高い。更に、老齢カニクイザルの
脳組織ではアストログリアにおいてもエンドサイトーシ
ス病変が確認され、脳内 Aβクリアランスの低下を示唆
する病理所見が得られている［31］。そして、これら Aβ
や tau の蓄積云々によらず、エンドサイトーシス障害が
直接的に脳神経系の生理学的機能を障害する可能性もま
た存在する（図２）。例えば、エンドサイトーシス障害
がポストシナプスにおける神経伝達物質の取込に影響を
及ぼすのは自明の理であるが、実はプレシナプスにおけ
る伝達物質の放出時にもエンドサイトーシスは重要な働
きをしている。シナプス小胞がプレシナプス膜と融合し
て内包する神経伝達物質を放出するためには、前段階と
してシナプス膜近傍の初期エンドソームと融合すること
が必要とされている［42, 43］。ところが、エンドサイ

図１： エンドサイトーシスと Aβ産生（APP トラフィック）の関係
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トーシス障害は初期エンドソームの肥大化を引き起こし
て輸送を妨げるため、最終的なシナプス膜との融合が低
下してしまう［44］。また、エンドサイトーシス病変は
神経突起内においても老化に伴い出現し、肥大化したエ
ンドソームやライソゾームの異所局在が物理的障害物と
なってシナプス小胞の輸送そのものを妨げる原因ともな
る［44］。つまり、エンドソームの“交通渋滞（Traffic 
Jam）”は、それだけでも十分に神経伝達機能を阻害す
る可能性があるわけである（図２）。残念ながらこれら
の研究報告は大部分がin vitro におけるものであるが、
in vivo での検証に向け、筆者自身も鋭意、研究活動に
勤しんでいるところである。

おわりに
　繰り返しになるが、エンドサイトーシス障害そのもの
は老年性変化の１つであり、問題は“何故 AD 患者で
はエンドサイトーシス障害が健常人に比べて増悪してい
るのか”ということである。近年、Ⅱ型糖尿病に代表さ
れる生活習慣病が老年期の AD 発症率を高めることに
注目が集まっているが、Ⅱ型糖尿病を発症したカニクイ
ザルの脳内ではエンドサイトーシス障害が顕著に増悪し
ており、それに伴って Aβ病理が加速化していることを
筆者らは見いだした［45］。この結果から 1 つ言えるこ
とは、血液脳関門による特殊な隔離環境下にあるにもか
かわらず、エンドサイトーシス障害＝脳の老化もまた代
謝系環境因子によって影響を受けるということである。
今後は、これら環境因子による老年性エンドサイトーシ
ス障害の増悪メカニズムを明らかにするため、より一層
研究活動に励みたい。
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１．はじめに
　アルツハイマー病（AD）は、記憶、学習、見当識な
どの認知機能における障害を中心症状とする緩徐進行性
の神経変性疾患である。認知機能を司る大脳皮質や海馬
において神経細胞の脱落が見られ、老人斑の蓄積、神経
原線維変化を特徴的な病理学的所見とする。本疾患の病
態形成において、老人斑の構成成分であるアミロイドβ

（Aβ）の関与を指摘する「アミロイド仮説」が知られて
いる。神経脱落においても Aβの関与が推定されること
から、Aβによる神経変性を標的とした治療薬開発は、本
疾患の根本的克服になりうると考えられる。Aβはアミロ
イド前駆タンパク質（APP）からβ-secretase およびγ
-secretase という２種類の酵素により切り出され生成する

（Fig. １A）。生成物は、主にそれぞれ 40 および 42 のアミ
ノ酸残基よりなる Aβ1-40（Aβ40）と Aβ1-42（Aβ42）に
より構成される［1］。Aβ42 は Aβ40 に比べ産生比は低
いものの、より高い凝集能と強力な神経毒性を有するこ
とから、AD の病態形成に特に重要であると考えられて
いる。アミロイド仮説は、① Aβ分子種のうち高い凝集
能と神経毒性を有する Aβ42 の産生亢進が家族性 AD の
原因となること、② Aβの産生減少を誘導する家族性変
異は AD 発症を遅延すること［2］、③ Aβの凝集中間体
であるオリゴマーがシナプス毒性を引き起こすことなど
から強く支持されている。しかしながら、Aβが本疾患
の原因であることを示す決定的な証拠は未だ得られてい
ない。
　Aβは random coil 構造あるいはα-helix 構造を中心に
存在し、β-sheet 構造への転移を経て凝集し、アミロイド
線維を形成することが知られている［3, 4］。一方、Aβは
凝集体による神経毒性やシナプス毒性のみならず、むし
ろ単量体では神経活動賦活作用、免疫機能調節作用など
の多様な作用を有することも近年明らかとなってきてい
る［5, 6］。このような Aβの作用の多様性は、Aβの立体
構造の多様性に起因すると考えられ、AD における Aβ
の病理的機能を解明するためには、毒性を発現する立体

構造に着目することが必要である。本稿では、Aβ42 の毒
性発現と立体構造の関係について説明する。

２．Aβの立体構造におけるターン構造の重要性
　Aβ42 は多様な立体構造を有することから、X 線構造
解析や NMR などによる立体構造の解析が非常に困難で
あった［7, 8］。しかしながら、AD 病態の進行や神経毒
性発現に重要な立体構造を明らかにすることは、その治
療法や診断法を開発するうえで重要な意義をもつ。以前、
Williams らは、プロリン残基がβ-sheet 構造をとりにく
く、ターン構造を形成しやすいことを利用して、Aβ40
の凝集と関連する分子内ターン構造について明らかに
した［9］。これに対し我々の研究グループは、AD 病態
との強い関連性が疑われる Aβ42 におけるターン構造に
ついて同様に解析した。すなわち、Aβ42 のアミノ酸残
基を系統的にプロリン置換した変異体を合成し、Glu22-
Asp23 付近にターン構造を形成しやすい E22P-Aβ42 と
Gly25-Ser26 付近にターン構造を形成しやすい G25P-Aβ
42 が熱力学的に安定であることを示した［10, 11］。ま
た、野生型 Aβ42（Wt-Aβ42）の凝集体に対して固体
NMR 法を用いた立体構造解析を行ったところ、Glu22-
Asp23 付近においてターン構造を有するコンホマー、
および Gly25-Ser26 付近においてターン構造を有するコ
ンホマーが含まれることが明らかとなった［11］。さら
に、E22P-Aβ42 は、高い凝集能と PC12 細胞に対する強
力な毒性を示したのに対し、G25P-Aβ42 の凝集能は低
く、また細胞毒性をほとんど示さなかった［10, 11］。以
上の知見から、Aβ42 の多様な立体構造のうち、Glu22-
Asp23 付近においてターン構造を有するコンホマー、
および Gly25-Ser26 付近においてターン構造を有するコ
ンホマーは、AD 病態における老人班の形成に何らかの
役割を担っている可能性が示唆され、特に前者のコンホ
マーは神経毒性に関与していることが想定される。遺
伝性 Aβ42 変異（Dutch, Italian, Arctic, Iowa, Osaka 家
系）が、22-23 番目に集中していることも上記の仮説を
支持している。そこで我々は、Glu22-Asp23 付近におい
てターン構造を有するコンホマーを「毒性コンホマー」、
Gly25-Ser26 付近においてターン構造を有するコンホ
マーを「非毒性コンホマー」とそれぞれ名付けた（図１
B）［11, 12］。
　これまでに Aβ42 の凝集および毒性発現についてラジ
カル化反応の関与が指摘されており、特に 10 番目のチ
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ロシン残基および 35 番目のメチオニン残基のラジカル
化が重要と考えられている［13, 14］。そこで、本ラジカ
ル化ならびに、Aβ42 の凝集および毒性発現に対するター
ン構造の位置の関与について、Tyr10 および Met35 に
着目して解析した。Tyr10 および Met35 の側鎖は酸化
され、それぞれフェノキシラジカルおよび硫黄ラジカル
を産生する。我々は、10 位のチロシンをフェニルアラ
ニンに、35 位のメチオニンをノルバリンに置換した変
異体（Y10F- Aβ42 および M35nV- Aβ42）をそれぞれ
合成しラジカル化を抑制したところ、Aβ42 の凝集およ
び毒性発現が抑制された ［15, 16］。さらに、E22P-Aβ42
の Tyr10 および Met35 にスピンラベルを導入し、これ
らの空間距離を電子スピン共鳴法により測定したとこ
ろ、両残基の距離はラジカル転移反応が十分起こりうる
15Å以下の距離にあることが判明した［16, 17］。以上の
結果より、Aβ42 の 22、23 番目付近においてターン構
造を有する毒性コンホマーでは、Tyr10 と Met35 の距
離が近接しており、ラジカル供与反応を介して凝集およ
び毒性発現を誘起するものと考えられる。

３． Aβの毒性コンホマーに対する立体構造特異的抗体
の開発

　AD 病態における Aβ42 の毒性コンホマーの役割に
ついて詳細な検討を可能にするため、Aβ42 の毒性コ
ンホマーを標的とした立体構造特異抗体の作製を試み
た。Aβ42 の毒性発現に重要である Tyr10-Met35 領域
に、Glu22 をプロリンに置換することでターン構造形成
を誘導した部分ペプチド（E22P-Aβ10-35）をキャリア
タンパク質に結合し、BALB/c マウスを免疫した（図
１C）［18］。得られた 45 のクローンのうち、ターン構
造を形成しやすい E22P-Aβ42、E22Q-Aβ42（Dutch 変異 )、
E22G-Aβ42（Arctic 変異 )、E22K-Aβ42（Italian 変異 )、

D23N-Aβ42（Iowa 変異）に反応する 7 つのクローンを
選別し、さらにターン構造を形成しにくい E22V-Aβ42
に対する反応性が低い 11A1 を、毒性コンホマー選択的
なモノクローナル抗体として選別した（図１B）［18］。
11A1 は、AD 患者剖検脳の海馬切片および AD モデル
マウスである Tg2576 系統の脳切片に対する免疫組織化
学染色において、細胞外に存在する老人班を認識した

［18］。興味深いことに 11A1 は、AD 患者剖検脳の海馬
神経細胞の内部、さらには AD 患者由来 iPS 細胞から
分化誘導した神経細胞の内部においても染色性を示した

［18, 19］。これらの知見から、Aβ42 の毒性コンホマー
が AD 患者の脳内において増加していることが明らか
となり、さらに神経細胞内部においても蓄積しているこ
とが示唆される。

４． Aβ42 誘発神経毒性における毒性コンホマー形成
の重要性

　Aβ42 の毒性コンホマーが神経細胞に与える作用を明
らかにするため、ラット由来の初代培養大脳皮質神経
細胞を用いて、神経毒性を 3-（4,5-dimethylthial-2-yl）
-2,5-diphenyltetrazalium bromide（MTT）assay により、
細胞内酸化ストレスを 2',7'- dichlorofluorescein（DCF）
assay により評価した。E22P-Aβ42 を毒性コンホマーの
構造模倣体として用いたところ、5-20μM の濃度で野生
型 Aβ42（Wt-Aβ42）よりも強力な神経毒性（図２A）
および細胞内酸化ストレス上昇を示した［20］。また、
Wt-Aβ42（20μM）は処置後 24 時間から酸化ストレスの
上昇および 36 時間から神経毒性（図２A）を発現したの
に対し、E22P-Aβ42（20μM）は処置後 4 時間から酸化
ストレスの上昇および８時間から神経毒性（図２A）を発
現した［20］。Wt-Aβ42 および E22P-Aβ42 における毒性
コンホマーの形成について調べるため、Aβ42（20μM）
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Fig. １ Aβ42 の毒性コンホマー．(A）Aβ42 の産生とアミノ酸配列．(B）Aβ42 の毒性コンホマー
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溶液中の毒性コンホマーを、11A1 を用いて継時的に検
出した。Wt-Aβ42 では４-24 時間にかけて 11A1 の免疫
反応性が増加したのに対し、毒性コンホマー模倣体で
ある E22P-Aβ42 においては Aβ42 の溶解時である０時
間の時点で高い免疫反応性を示した（図２B）［20］。こ
れらの結果より、Aβ42 が自発的に毒性コンホマーを形
成することが、細胞内酸化ストレスの上昇および神経
毒性に先行して起こることが明らかとなった。さらに、
11A1 を Aβ42 の毒性コンホマーに対する中和抗体とし
て用いたところ、初代培養神経細胞における Wt-Aβ42
および E22P-Aβ42 誘発神経毒性を完全に抑制した（図
２C）［21］。以上のことから、Aβ42 の神経毒性の発現
には、毒性コンホマーの形成が重要であることが示唆さ
れる。
　次に Aβ42 の遺伝性変異体における毒性コンホマー
の役割について解析した。遺伝性の脳血管性アミロイ
ドーシスの原因変異であり Italian 型変異体と知られる
E22K-Aβ42［22］、および家族性の若年性アルツハイ
マー病の原因変異であり Arctic 型変異体として知られ
る E22G-Aβ42［23, 24］ に対して、11A1 を用いたドッ
トブロットを行ったところ、毒性コンホマーの形成が
確認された［20］。さらにこれらの遺伝性変異 Aβ42 は、
強力な神経毒性および細胞内酸化ストレスの上昇を示し
た［20］。以上の結果より、遺伝性変異 Aβ42 の毒性発
現においても毒性コンホマーが重要であることが示唆さ
れる。

５． Aβ42 誘発神経毒性における非毒性コンホマーの
作用

　AD 患者の脳内には、毒性コンホマー以外にも様々

な Aβ42 のコンホマーが存在すると考えられる。そこで、
Gly25-Ser26 付近においてターン構造を有するコンホマー
である「非毒性コンホマー」に着目し、G25P-Aβ42 を
構造模倣体としてその作用を検討した。Aβ42 の凝集を
thioflavin T assay を用いて評価したところ、G25P-Aβ42
は単独では凝集を示さず、さらに G25P-Aβ42 の Wt-Aβ
42 への添加は Wt-Aβ42 の凝集を抑制した［21］。また、
G25P-Aβ42 は単独では初代培養神経細胞に対して毒性
を発現しないが、G25P-Aβ42 を Wt-Aβ42 へ添加するこ
とで、Wt-Aβ42 により誘発される神経毒性を抑制した（図
３）［21］。この結果は、Aβ42 の非毒性コンホマーは Aβ
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Fig. ２ Aβ42 誘発神経毒性における毒性コンホマー形成の重要性．（A）Wt-Aβ42 および E22P-Aβ
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Fig. ３ 初代培養神経細胞における Aβ42 誘発毒性に対
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作用．各種 Aβ42 は、10μM の濃度で 48 時間
処置した．***、P < 0.001 vs veh；##、p < 0.01; 
###, p < 0.001．
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42 の凝集および神経毒性に抑制的な機能を有すること
を示している。さらに、Glu22-Asp23 付近においてター
ン構造の形成しにくい変異体である E22V-Aβ42 を用い
て同様の解析を行ったところ、強力な凝集および神経毒
性の抑制作用を示した（図 3）［21］。これらの結果から、
Aβ42 の凝集および神経毒性の発現に重要である毒性コ
ンホマーは、他のコンホマーと相互作用することでその
機能が抑制されていることが示唆される。

６．おわりに
　本研究では、Aβ42 の多様な立体構造の中から、Aβ42
の凝集および毒性発現に重要である「毒性コンホマー」
および「非毒性コンホマー」を同定した。さらに毒性コ
ンホマーに対する立体構造選択的なモノクローナル抗体
を開発することで、毒性コンホマーが AD 患者脳内に
存在することが明らかとなった。Aβ42の毒性コンホマー
は、その強力な神経毒性およびシナプス毒性［25］ から
AD 病態形成への中心的関与が示唆され、また一方、非
毒性コンホマーは Aβ42 の凝集および神経毒性を抑制す
ることから、毒性コンホマーと非毒性コンホマーの存在
バランスの破綻が病態形成の引き金となることも想定さ
れる（図４）。今後、AD モデルマウスや AD 患者由来
の iPS 細胞を用いた詳細な検討を行い、この仮説を検証
する必要がある。AD の発症は食事や運動などの生活習
慣の影響を強く受けることが知られており［26, 27］、特
に生活習慣病などに惹起される全身性の慢性的な炎症状
態は脳内環境を変化させ、アミロイド沈着を促進するこ
とが報告されている［28, 29］。こういった生活習慣に連
動した脳内環境の変化に応答して、Aβ42 の毒性コンホ
マーおよび非毒性コンホマーのバランスが変化し、AD

の発症リスクが変動するのかもしれない（図４）。
　近年、Aβの除去を目的とした抗 Aβ抗体による受動免
疫療法の臨床試験が相次いで失敗に終わった［30, 31］。
これについては様々な原因が考察されているが、非特異
的な Aβ42 の除去により、毒性コンホマーの除去が不十
分であった可能性、および AD 病態進行に抑制的な非
毒性コンホマーの機能が失われた可能性も考えられる。
毒性コンホマーを特異的に認識する抗体は、有効な AD
治療および診断の標的になりうると考えられ、現在その
有効性について AD モデルマウスを用いて検証実験を
行っている。また毒性コンホマーの形成阻害薬あるいは
非毒性コンホマー構造模倣薬も新規の AD 治療戦略と
して期待される。
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１．はじめに
　今日我が国では、肥満症やそれを基盤として発症する
生活習慣病の罹患者数が増加傾向にあり、メタボリック
シンドロームという概念の浸透とともに社会問題となり
つつある［1, 2］。肥満とはエネルギー摂取と消費のバ
ランスの崩壊により誘発され、エネルギー貯蔵の場であ
る脂肪細胞に余剰エネルギーを triglyceride （TG）とし
て過剰に蓄積した状態で、肥満症患者の脂肪組織では脂
肪細胞の肥大化と増加が観察される。近年、脂肪細胞は
エネルギー貯蔵だけではなく、様々な生理活性物質であ
るアディポカインを分泌することが明らかとなってきた

［3-4］。肥満症の脂肪細胞ではこの分泌バランスが崩壊
し、善玉アディポカイン（アディポネクチンなど）の分
泌は減少し、悪玉アディポカイン（TNFα、PAI-1 など）
の分泌が増加することで、結果的にインスリン抵抗性や

慢性炎症を惹起し、ひいては生活習慣病の原因となる［3, 
4］。よって、脂肪細胞の恒常性維持は生体にとって極め
て重要である。
　オートファジーは、ユビキチン・プロテアソーム系と
並ぶ細胞内の分解機構であり、細胞の生存、分化、発達、
恒常性の維持に重要な役割を担っている［5, 6］。この機
構ではまず隔離膜とよばれる膜構造体が自己の細胞内タ
ンパク質や傷害を受けたオルガネラなどを包み込む。こ
の隔離膜で囲まれた構造体はオートファゴソームと呼ば
れ、リソソームと融合することでオートリソソームと
なった後、隔離膜内の内容物を分解する［図１］。このオー
トファゴソーム形成からオートリソソームによる分解ま
での一連の流れは‘オートファジーフラックス’と呼ば
れ、オートファジーの亢進・抑制を判断するためにはオー
トファジーフラックスを正確に評価することが重要であ
る。LC3-I は、オートファジー誘導時にリン脂質と結合
することで LC3-II へと変換される。また、p62 はオー
トファゴソーム形成部位に局在し、オートファジーに
より選択的に分解される基質である。それゆえ、LC3-II
タンパク質の蓄積（増加）や p62 タンパク質の分解（減
少）がオートファジーのマーカーとして広く用いられて
いる［7, 8］。近年では、様々なオートファジー遺伝子欠
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損マウスが作製され、オートファジーの異常が癌や神経
変性疾患、代謝性疾患など様々な病態に関連することが
示されてきた。それゆえオートファジーが生体の恒常性
維持や種々の病態に及ぼす影響をより詳細に検討するこ
とは、重要な研究課題の一つである［6, 9-10］。
　当研究室では、肥満症マウスの脂肪組織や、分化を誘
導した脂肪細胞を用いてオートファジーフラックスを解
析した。その結果、肥満の進行に伴ってオートファゴ
ソームが顕著に増加することを見出し、オートファジー
が肥満症の病態に関わる可能性を報告した［11］。そこで、
肥満症脂肪組織におけるオートファジーの障害に関する
より詳細な解明を目指して、研究を行った。本稿では我々
が見出だした知見をベースに、オートファジーにおいて
最終的な分解過程を担うリソソーム機能に焦点を当てて
解説する。

２．肥満症とオートファジー
　1993 年に酵母のオートファジーに必須のオートファ
ジー遺伝子が同定されて以来、酵母や線虫においてオー
トファジーの分子メカニズムに関する研究が急速に発展
をとげてきた［5, 6］。しかしながら、in vivo においてオー
トファジーを解析することが困難なことから、様々な病
態にオートファジーの障害がどのように関連するかは、
未だ不明な点も多い［12］。
　多くの臓器で肥満症がオートファジー機能に影響を及
ぼすことはすでに報告されているものの、その影響は相
反する結果となっている。肝臓では肥満症病態において
オートファジー機能が低下して、それがインスリン抵抗
性の惹起につながると報告されている［13］。一方、膵
臓では肥満症にともなってオートファジー機能が亢進し
て、ランゲルハンス島の機能維持に貢献していることが
示されている［14］。肥満症脂肪組織におけるオートファ
ジーについては主としてヒトの脂肪組織を用いて解析
されてきた。Ost らは、肥満症脂肪組織において、オー
トファゴソームが増加すること、オートファジー阻害
剤を用いた LC3 turnover assay によりオートファジー
フラックスが亢進していることを報告した［15］。同様
に Kovsan らは肥満患者の内臓および皮下脂肪を用いて
オートファジーを解析したところ、オートファジーフ
ラックスの亢進がみられること、内臓脂肪組織において
それが顕著であることを明らかとした［16］。しかしな
がら、肥満症マウスを用いた解析では、肥満症の進行に
ともないオートファジー機能が低下することが報告され
ている［17］。当研究室においても、肥満症マウスの脂
肪組織ではオートファジーフラックスが低下していた

［11］。これらの結果では、すべて肥満症の脂肪組織にお
いてオートファゴソーム数が増加するという点では一致
している。しかしながら、それがオートファゴソームの
蓄積を意味するのか、オートファジーフラックスの亢進
を意味するのかは、オートファジー基質の発現レベルや、
その評価方法の違いなどから議論の余地がある。そこで
我々は、過去の報告においてオートファゴソーム形成は
共通している点から、リソソームの機能障害によりオー

トリソソームの分解が低下しているのではないかという
仮説のもと解析を進めた。

３．肥満症とリソソーム機能
　リソソームは多数の加水分解酵素を含む酸性オルガネ
ラであり、その役割はエンドサイトーシスからエキソサ
イトーシス、オートファジー、細胞内代謝と多岐にわた
る［18, 19］。リソソーム機能は膜タンパク質、含有加
水分解酵素、リソソーム内 pH により制御されており、
リソソーム酵素異常が引き金となって生じる lysosomal 
storage disease はリソソーム病として代表的な疾患で
ある。また、近年では神経変性疾患や肥満症においても
リソソーム機能不全が生じることが明らかとなってきた

［20, 21］。特に肥満症の肝臓ではリソソーム pH の低下
やカテプシンの異常によりオートファジークリアランス
が低下することも報告されている［21］。一般的にカテ
プシンなどのリソソームプロテアーゼは小胞体で合成・
修飾されたのち、リソソームへ輸送される。リソソー
ムに至ったプロテアーゼはその内腔の酸性環境下（一
般的にリソソーム pH は 5 以下）で他のプロテアーゼや
自身の活性によりプレペプチドが切断され活性型とな
る（maturation）［22］。我々は経時的に高脂肪食（high-
fat diet: HFD）を摂餌させたマウスの脂肪組織を解析
した。その結果、活性型カテプシン L が優位に減少し、
前駆型が増加する maturataion 異常を認め、同時に酵
素活性も低下していた。一方、カテプシン B のタンパ
ク質発現量や酵素活性は増加していた。脂肪細胞 3T3-
L1 にカテプシン L の阻害剤を処置した解析においても、
カテプシン B の活性が代償的に増加した。カテプシン
B の発現増加は、リソソーム膜の不安定性 lysosomal 
destabilization を引き起こし、前アポトーシス状態とな
ることが報告されている［23, 24］。実際に我々はカテプ
シン B の発現増加と相関して活性型マクロファージの
マーカー（CD11c）が増加することを確認している［図
２］。つまり、この“カテプシンアンバランス”による

オートファゴソーム

ファー

オートファ ー
リソソーム オートファ ー

細胞

図２．高脂肪食摂餌による脂肪組織におけるオートファ
ゴソームの蓄積、リソソーム機能の変化とマクロ
ファージの浸潤の経時的変化

 高脂肪食（HFD）によりカテプシン L の活性低下が
先行して、それに引き続きカテプシンＢ活性の増加
やオートファゴソームの蓄積、活性型マクロファジー
マーカーである CD11c 発現の増加が観察される。
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リソソーム機能障害が、一方では分解活性の低下による
オートファゴソームの蓄積となり、他方では lysosomal 
membrane permeabiliation （LMP）から前アポトーシ
ス状態、ひいては細胞死へと繋がり、その結果、活性型
マクロファージの浸潤が亢進するのではないかという可
能性を考えている。

おわりに
　以上をまとめると、肥満症の脂肪組織では何らかの要
因（リソソーム pH の上昇、内在性阻害剤の増加等）に
よりカテプシン L の maturation が低下し、活性が低下
する。それによりカテプシン B が代償的にタンパク質
レベルで増加し、さらに活性も上昇する。これらリソ
ソーム機能の不安定性がオートファジー機能障害による
オートファゴソームの蓄積や前アポトーシス状態につな
がる。肥大化した脂肪細胞におけるオートファゴソーム
の蓄積は、アディポカイン分泌プロフィールを増悪させ
ると報告されている［17］。また、肥満症脂肪組織での
アポトーシスの増加は活性型マクロファージのリクルー
トを促進し、活性型マクロファージから分泌される炎症
性サイトカインは肥大化した脂肪細胞の機能低下や細胞
死を誘導し、いわゆる悪性サイクルに陥る可能性が示唆
される［図 3］。
　代謝性疾患とリソソーム機能という点に着目した研究
は少ない。今後は、脂肪組織のみではなく肝臓や骨格筋
などにおいてもより詳細に解析することで、代謝性疾患
の病態解明につなげたい。
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１．はじめに
　日常生活の利便化に伴う身体活動量の低下や運動不足
は、肥満や２型糖尿病などの生活習慣病を引き起こす主
な要因の１つである。日常的な運動や身体活動の増加は、
生活習慣病に加えて、がんや認知症など、様々な老化関
連疾患の予防もしくは改善に効果的であると広く認識さ
れている［1-3］。特に２型糖尿病に対しては、アメリカ
スポーツ医学会（ACSM）とアメリカ糖尿病学会（ADA）
の共同声明により、少なくとも週３日、週あたり 150 分
の有酸素運動や週２- ３日のレジスタンス運動（筋力ト
レーニング）を行うことが推奨されている［4］。これら
のガイドラインはヒトを対象にしたランダム化比較試験
などのエビデンスに基づいて作成されている。運動が糖
尿病をはじめこれらの疾患を予防・改善する分子生物学
的メカニズムについては不明な点が多いが、これまでの
研究は主に運動器である骨格筋に焦点が当てられてお
り、運動による骨格筋への糖取り込みの亢進などが明ら
かにされてきた［5］。しかしながら、運動は骨格筋のみ
ならず全身に影響を与えるため、運動の効果を多角的に
捉え、様々な視点から研究を行う必要がある。
　そこで本稿では、近年注目されているタンパク質の
S- ニトロソ化修飾とインスリン抵抗性との関連性およ
び、運動によるインスリン抵抗性の改善におけるこれら
のメカニズムの関与について、我々の研究結果を踏まえ
て紹介する。

２．タンパク質の S- ニトロソ化修飾とインスリン抵抗性
　近年、リン酸化やアセチル化、ユビキチン化などに加
えて、S- ニトロソ化という翻訳後修飾反応が注目されて
いる［6］。S- ニトロソ化とは、タンパク質のシステイ
ン残基（-SH）と一酸化窒素（NO）が結合し、S- ニト
ロソチオール（-SNO）を形成する可逆的な翻訳後修飾
反応である（図１）。この S- ニトロソ化の調節不良は様々
なヒト疾患と関連していると言われている［7］。これま
で、in vitro およびin vivo の研究において 1000 種類以
上のタンパク質が S- ニトロソ化修飾を受けることが知
られている［8］。哺乳類の細胞において、NO は一酸化

窒素合成酵素（NOS）により産生されるが、NOS には
神経型（nNOS）、内皮型（eNOS）および誘導型（iNOS）
の 3 つの種類が存在する。特に iNOS は、eNOS および
nNOS と比べて 100-1000 倍以上の NO を産生すること
ができる［9］。過剰に産生された NO はタンパク質の
S- ニトロソ化を亢進させ、機能的な変化を引き起こす
と考えられている［6］。
　近年、世界中で問題となっている肥満や 2 型糖尿病
においても、タンパク質の S- ニトロソ化が関与してい
ることが報告されている［10］。共通する基盤病態とし
て「慢性炎症」が注目されており［11,12］、炎症反応な
どにより生成された NO により、血糖の恒常性の維持
に重要なインスリンシグナル経路のタンパク質であるイ
ンスリン受容体（IR）、インスリン受容体基質 -1/2（IRS-
1/2）および Akt が S- ニトロソ化修飾を受け、シグナル
が減弱することで、インスリン抵抗性が引き起こされ
ると考えられる［8, 13, 14］（図２A）。実際にインスリ
ン抵抗性を示す肥満 / 糖尿病のモデル動物であるob/ob
およびdb/db マウスや高脂肪食を摂取させたラットで
は、骨格筋や肝臓における iNOS 発現がコントロール動
物と比較して有意に高く、IR、IRS-1/2 および Akt にお
ける S- ニトロソ化が亢進していることが示されている

［8, 15, 16］。また、骨格筋培養細胞を用いた先行研究で
は、NO が Akt を S- ニトロソ化することで、Akt の活
性を低下させることを報告している［8］。また、肝臓特
異的な iNOS 過剰発現マウスを用いた研究では、S- ニト
ロソ化 IR、IRS-1/2 および Akt が増加し、インスリン
受容体より下流のシグナルのリン酸化の低下によりイン
スリン抵抗性が惹起され高血糖を示すことを報告して
いる［13］。対照的に、iNOS ノックアウトマウスでは、
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高脂肪食摂取による肥満に関連したインスリン抵抗性を
防ぐことが報告されている［17］。また、iNOS 阻害剤
を用いた研究では、IR、IRS-1/2 および Akt の S- ニト
ロソ化が低下し、インスリン抵抗性が改善されることが
示されている［15, 16］。さらに、骨格筋培養細胞を用い
た研究において、還元剤である DTT をin vitro で作用
させることで S- ニトロソ化 Akt を還元（脱ニトロソ化）
すると、抑制されていた Akt の活性が元のレベルに回
復することが示されている［8］。これらの研究結果から、
iNOS 発現およびインスリンシグナルに関わるタンパク
質の S- ニトロソ化の増加がインスリン抵抗性に関与す
るという考えが支持されている。
　
３．S- ニトロソ化の軽減を介した運動のインスリン
　　抵抗性の改善効果
　上述したように、iNOS 発現およびインスリンシグナ
ルに関わるタンパク質の S- ニトロソ化がインスリン抵
抗性に関与する重要な分子生物学的メカニズムであるこ
とが明らかにされつつある。すなわち、このようなタン
パク質の S- ニトロソ化を軽減させることが、インスリ
ン抵抗性を改善する新たな標的となる可能性が考えられ
る。しかしながら、運動によるインスリン抵抗性の改善
に S- ニトロソ化の変化が関与しているか否かを示した
研究は少ない。
　我々の知る限り、インスリン抵抗性の改善に対する
運動の効果をタンパク質の S- ニトロソ化の観点から検
討した研究は、我々の研究を含めて 3 編のみである。
Pauli ら［18］は、高脂肪食の摂取によりインスリン抵
抗性を誘導した肥満ラットに対して、一過性の水泳運
動を負荷したところ、肥満ラットの骨格筋においてイ
ンスリン抵抗性が改善し、この改善は iNOS 発現および
インスリンシグナルのタンパク質である IR、IRS-1 およ
び Akt の S- ニトロソ化の減少と一致したことを報告し
ている。運動は骨格筋における AMP-activated protein 

kinase（AMPK）を活性化させ、この AMPK の活性化
は iNOS の誘導および iNOS による NO 産生を減少させ
ることが知られている［19］。肥満ラットの骨格筋にお
いても、運動による iNOS 発現の減少は AMPK の活性
化と一致していた。
　さらに、我々は 2 型糖尿病のモデル動物である
Otsuka Long-Evans Tokushima Fatty（OLETF）ラッ
トに対して、回転ホイールを用いた自発走運動を 20 週
間行わせ、肝臓における iNOS 発現および IRS-1、Akt
の S- ニトロソ化を分析した。OLETF ラットは過食を呈
し、肥満・2 型糖尿病になるが、20 週間の自発走運動に
より、肥満は抑制され、インスリン抵抗性も改善された

［20］。また、OLETF ラットの肝臓において、20 週間の
自発走運動により、iNOS 発現および IRS-1 および Akt
の S- ニトロソ化が減少した（図 3）。さらに、OLETF ラッ
トの肝臓において肝 TG 量の著しい増加とともに c-jun-
N-terminal kinase（JNK）が活性化していたが、20 週
間の自発走運動により肝 TG 量が減少し、JNK 活性が
低下することを、我々は今回の研究で明らかにした。
　インスリン抵抗性は肥満のみならず加齢によっても引
き起こされるが、運動は加齢に伴うインスリン抵抗性を
改善することが明らかにされている。Ropelle ら［14］は、
老齢マウスに対して一過性の水泳運動を負荷し、インス
リン抵抗性が改善したことを示しており、この改善にお
いても、骨格筋における iNOS 発現および IR、IRS-1、
Akt の S- ニトロソ化の減少が関与することを示してい
る。このように、運動は iNOS 発現およびインスリンシ
グナルのタンパク質における S- ニトロソ化を軽減する
のに十分な刺激となり得る可能性を示しており、運動が
インスリン抵抗性を改善する新たなメカニズムとして、
タンパク質の S- ニトロソ化の軽減が重要であることが
示唆される（図２B）。

図２．S- ニトロソ化を介したインスリン低抗性の発症（A）および運動による改善効果（B）
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４．今後の展望
　運動がインスリン抵抗性を主徴とする肥満や２型糖尿
病などの生活習慣病の予防・改善に効果的であることが
多くの研究により明らかにされてきた。本稿では、その
メカニズムの一部として、インスリンシグナルのタンパ
ク質における S- ニトロソ化の軽減が関与する可能性に
ついて紹介してきた。しかしながら、運動は全身的な影
響を有しており、筋収縮のみならず細胞内のエネルギー
バランスの変化、血流の増加、酸化ストレスなど様々な
要素を含んでいるため、運動により変化するどういった
因子がこのような影響をもたらすのかを明らかにしてい
くことが重要である。また、我々は、iNOS が Sirt1 の
S- ニトロソ化を介して炎症反応を増悪させることを明
らかにした［21］。運動が慢性炎症を低下させるメカニ
ズムとして、運動による Sirt1 の S- ニトロソ化の減少が
関与している可能性があり、今後の課題であると考えら
れる。さらに、前節で示した先行研究において、用い
られている運動様式や強度、期間などが多岐にわたって
いるため、タンパク質の S- ニトロソ化の軽減にはどの
ような運動が効果的であるのかについてエビデンスを蓄
積していきたい。さらに、運動は肥満や２型糖尿病だけ
でなく、がんや認知症にも効果的であると言われている
ため、他の疾患に対しても、運動の効果がタンパク質の
S- ニトロソ化の変化を介するか否かについて検討して
いくことが重要であると考えられる。
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１．はじめに
　アミロイドβタンパク（Aβ）は、難可溶性のβシート
構造を持つタンパク質であり、老化などによって Aβの
分解酵素の分泌低下のため蓄積され、結果として神経細
胞死を招くことでアルツハイマー症（AD）が進行する
と考えられている。Kuhla らは、Aβの生成が促進され
ると一連のカスケード反応の進行とともに常に、炎症反
応が繰り返されることを報告している［1］。これらの反
応による活性酸素種（ROS）の発生が推測され、細胞死
の引き金になることが考えられる。しかしながら、細胞
死の段階の機構は未だ推論の域を出ない。一方、我々は、
長年、食用植物成分の抗酸化活性、抗糖化性に関する研
究を通し、疾病予防を目的として、種実、乾燥種子、ス
プラウト、果皮の抽出成分に関する研究を進めている。
これらの研究の一部として実施したアルツハイマー症抑
制をテーマとした研究において、Aβによる細胞死を抑

制するため、食用植物由来種子成分のパイロット的スク
リーニングを行い、コマツナ種子抽出水溶性成分（KSE）
による細胞死抑制効果を見出した［2,3］。この KSE の
細胞死抑制機構を考えるにあたって、Aβから生成され
る ROS に対するスカベンジャーとしての KSE の間接
的な役割ばかりでなく、他の可能性として Aβに対する
修飾を考えた。近年、Aβに phytochemical などの食用
植物由来成分が修飾することで Aβの構造を変え、その
結果Aβの毒性を回避することが幾つか報告されている。
例えば、クルクミン［4］、レスベラトロール［5］、スルフォ
ラファン［6］、テアフラビン［7］などがある。これら
のように、Aβに KSE が修飾する可能性を探ることを目
的としながら、以下のことを検証した。Aβは、インス
リンと共通のペプチド配列を持ち、さらに Aβとインス
リンはインスリンレセプター（IR）に対し競合し［8］、
また、Aβはインスリン分解酵素によって分解される［9］。
ここで、この Xie らによる「Aβとインスリンは IR に対
し競合する」という報告から推論するならば、インスリ
ンを介して糖の取り込みが行われる場合、Aβが誘導す
る細胞死の機構には Aβによる糖の取り込み阻害が関係
している可能性がある。KSE が Aβを修飾することが可
能ならば、Aβの構造を変えることで IR への結合を抑制
でき、インスリンの働きを阻害しないであろうと考えた。
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要約
　我々は、種子抽出物のスクリーニングによって、Aβ誘導の神経細胞死を抑制する効果が
得られた乾燥コマツナ種子水溶性抽出物（KSE）の Aβへの修飾の有無を、Congo red（CR）
による吸収スペクトル及び分子量から検討した。さらに Aβはグルコーストランスポーター
を障害することが報告されているため、グルコースの取り込み自体に影響を与えることを推
定し、グルコースの取り込みに対する Aβの影響及び KSE がどの程度緩和出来うるかを検討
した。吸収スペクトルのピークは、Aβ＋ CR よりも KSE ＋ Aβ＋ CR によって長波長側に移
動した。電気泳動による KSE ＋ Aβのバンドは Aβ単独のバンド位置には Aβを識別できな
かった。また、Aβはグルコースの細胞への取り込みを阻害したが、KSE によって改善された。
KSE は Aβを修飾することで、グルコースの取り込みを改善させ、細胞死抑制に貢献したも
のと考えられた。

キーワード：Amyloid-β、Komatsuna seed、 Congo red、Modification、 Glucose-uptake 

基礎老化研究 39（3）; 43－48 , 2015



－ 44 －

なお、脳におけるグルコースの取り込みは、グルコース
トランスポーター（GLUT1,3 はほとんど全ての脳の領
域に、GLUT4 は小脳のみに存在［10］）を介した経路
で行われている。脳内インスリンは、グルコーストラン
スポーターのトランスロケーションの促進などを介し、
グルコースの取り込みを調節しており［11］、また、軸
索の再生［12,13］などにも関与している。一方、Aβは
グルコーストランスポーターを障害することも明らかに
なっている［14］。そこで Aβがインスリンを介したグ
ルコーストランスポーターの働きを阻害するならば、グ
ルコースの取り込み自体においても影響を与え、それが
細胞死を招く引き金となり、また連鎖的に細胞死が進む
ことは否めない。もし、KSE が Aβを修飾するならば、
Aβによるグルコースの取り込み阻害を改善することが
推察される。
　本稿では、KSE の Aβに対する修飾の可能性、Aβ存
在下における糖の取り込みへの影響及び、その Aβの影
響が KSE 存在下ではどのように変化するのかを報告す
る。

２．KSE による Aβ誘導細胞死の抑制  
　KSE は、コマツナ乾燥種子より熱水抽出により得ら
れた水溶性成分（複合物）である。抽出方法は乾燥種

子を粉砕し、重量に対し 10 倍量の水を加え 10 分間 95-
100℃で加温し、その後 60 分間撹拌し浸出させ、氷冷後、
ろ過して得られたものをKSEとした［2］。KSEは、総フェ
ノール量 0.98 µg/4 µL（クロロゲン酸当量）を含有し、
ラジカルスカベンジャーである［15］。マウス海馬神経
細胞（DS Pharma Biomedical Co, Ltd.）において、Aβ 

（25-35） 24 h 暴露の場合（図１－１）、Aβ単独投与にお
いて、コントロールに対し 20% 生細胞数を低下させたが、
KSE はコントロールレベルに戻した［3］。また、Aβ （1-42） 
48 h 暴露の場合（図１－２）は、Aβ単独において生細
胞数は 81.3％に減少したが、KSE は 103％とコントロー
ルレベルに戻した［2］。これらの機構を推察するにあたっ
て、Aβから生成される ROS 消去によるダイレクトな細
胞の保護が可能であったものと当初考えたが、しかし、
Yao らの報告のように、2 つの抗酸化物質 Ginkgolides
やビタミン E は Aβ派生のフリーラジカル消去は高いも
のの、一方において、抗酸化物質による細胞の処理は、
Aβ誘導の細胞死から救えなかったとしている［16］。こ
れは、細胞死抑制が必ずしもラジカルスカベンジャーと
しての働きだけとは限らないことを意味している。また、
先に述べたように、クルクミン、レスベラトロールなど
の報告例から、KSE の Aβへの修飾により、細胞死抑制
に繋がった可能性がある。また、低濃度（4 μL, 7.5 μL）

図１－１．　KSE の投与による Aβ（25-35）暴露後の細胞数
 マウス神経細胞（2.66 x 103 cells/well）を KSE （4μL）で 24 h 処理し、その後 10 μM Aβ（25-35）を加えて 37℃

で 24 h incubate した。トータル培養時間 48 h 暴露後の細胞数を示した（文献３より改変）。細胞生存数は、Cell 
Counting Kit-8 （Dojindo Molecular Technologies, Inc.）を使用して測定した。コントロールを 100％とした結果を表し、
有意差は、**P < 0.01 を示した。

図１－２．　KSE の投与による Aβ（1-42）暴露後の細胞数
 マウス神経細胞（2.6 x 104 cells/well）を KSE （7.5 μL, 50 μL）で 1 h 処理し、その後 10 μM Aβ（1-42）を加えて 37℃

で 48 h incubate した。Aβ 48h 暴露後の細胞数を示した（文献２より改変）。細胞生存数は、Cell Counting Kit-8 （Dojindo 
Molecular Technologies, Inc.）を使用して測定した。コントロールを 100％とした結果を表し、有意差は、**P < 0.01 
を示した。
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の KSE（図１－１， 図１－２）には、僅かな細胞増殖
促進傾向が見られるが、考えられる一つの理由は、我々
の preliminary な研究結果から KSE が持つ細胞増殖促
進効果や、apoptosis 抑制効果によるものかも知れない。

３．KSE の Aβへの修飾 　　　　　　 
１） 吸収スペクトルからの検討 　
　KSE の細胞死抑制機構として、Aβに KSE が修飾し
構造的変化を起こした結果であることが推察されたた
め、試験管内において Aβに親和性を持つアゾ色素であ
る Congo red （CR） を用い、300-700 nm にてその吸収
スペクトルを測定した（図２）。CR は、500 nm 付近に
吸収ピークを持ち、Aβと結合すると長波長側にシフト
する特徴が知られている。図２-a に示すように、1h 後
の Aβ＋ CR の混合物は、486 nm と CR 単独 （482 nm）
より４nm 長波長シフトした。48h 後、CR 単独ピーク
は変化せず、Aβ＋ CR ピークはさらに２nm 長波長シ
フトし、488 nm となり、CR 単独より６nm 長波長側
にピークが変化した。これが、KSE 存在下ではどうか。
混合して１h 後、7.5 µL KSE ＋ Aβ＋ CR は 492 nm で
あり、Aβ＋ CR より６nm 長波長側にピークが移動した。
50 µL KSE ＋ Aβ＋ CR は、Aβ＋ CR より２nm 長波長
にピークが移動した。さらに、図２-b のように、48 h
後は、7.5 µL KSE ＋ Aβ＋ CR は、498 nm と 1 h 後の
同一混合物よりも６nm 長波長側に、50 µL KSE ＋ Aβ
＋ CR は、498 nm と 10 nm 長波長側にそれぞれピーク
が移動し、48 h 後には KSE の濃度による差が認められ
なくなった。以上の結果は、KSE による Aβ凝集促進効
果でないことを、凝集確認試験であるチオフラビン T
を用いた実験において確認している。KSE ＋ Aβに CR
が加えられることで、先に KSE が Aβを修飾したとこ
ろに CR がバインドすることが推察されるため、Aβ＋
CR のピークよりも KSE ＋ Aβ＋ CR はさらに長波長側
にピークが存在する結果を示したと考えられる。このこ
とは、アミロイドと CR は水素結合し易い特性を持ち、

また、前述したように KSE はラジカルスカベンジャー
であるため［15］、KSE による水素供与あるいは引き抜
きといった機構が反映されたものと推察される。

２）SDS-PAGE による分子量からの検討   
　次に、分子量からその確認を行うために、Aβ＋ KSE
混合物を 37℃、20 h インキュベーション後 SDS-PAGE
による電気泳動を行った。結果を図３に示した。Lane.2
の Aβの 4514 Da のバンドと比較して Lane.1 の KSE ＋
Aβは、明らかに Aβのバンドがうすく、同様なバンド
は確認されなかった。また、Lane.2 に見られる Aβの
15 kDa 以上の 2 つのバンドも同様な傾向であった。こ
れは、KSE が Aβを修飾したか、あるいは Aβを KSE が
分解したか、いずれかが推察されるが、KSE は、熱水
抽出されていること及び 1） の吸収スペクトルの結果か
ら考え合わせると、KSE が Aβを修飾した可能性が高い。
なお、KSE による Aβへの影響は、KSE と Aβを先に混
合した場合、Aβの検出を低下させることを Aβ ELSA 
kit において確認していることからも、KSE が Aβを修
飾した可能性が高いと考えている。
　では、Aβへの修飾部位には特徴があるのだろうか？
幾つかの報告例を示すと、Grelle らは、テアフラビン

（TF3）、そしてアミロイド形成のインヒビターとして
証 明 さ れ て い る epigallocatechin gallate（EGCG） と 
CR の３つを比較している。TF3, EGCG そして CR そ
れぞれの特異性はあるものの、Aβの２領域 12-23, 24-36
番目のアミノ酸に全てバインドしており［7］、また、
Nagaveni らは、スルフォラファンは Aβの N 末端のア
スパラギン酸の遊離 NH2 基と、16 位と 28 位のリジン
のε - アミノ基に共有結合していることを報告してい
る［6］。ポリフェノールであり、水素を供与しやすい
EGCG と同様、KSE の総フェノール量及びラジカル消
去能から鑑みて、Aβを修飾していることが推察された。
　

      
図２．CR による Aβの吸収スペクトル
 KSE 50 µL に、50 µL Aβ（25-35） （31.765 ㎍ /mL）を加え、30 min 室温にて振盪しながら incubate した。その後、

50 µL CR（Congo red） 200 µM を加え、15 分室温にて振盪しながら incubate し、300-700 nm の吸収スペクトルを測定
した。これを 0 時間とし、その後、以下の時間で測定を行った。

 a. 1 時間後、300-700 nm にてスキャンした。
 b. 48 時間後、300-700 nm にてスキャンした。
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４．細胞内グルコース取り込みに対する Aβの影響と
KSE の抑制  　　　　

　脳内において、Aβの存在がグルコーストランスポー
ターに対して障害を与える［14］ならば、グルコース
の取り込み量においても影響を与えると考えた。そこ
で、Aβの存在下において、グルコースの取り込み量に
影響を与えるのか否か、また、Aβと KSE 共存下におい
て、Aβの影響をどの程度回避できうるのか、マウス海
馬神経細胞を用い、Glucose-free 培地における非放射性
2-deoxyglucose の細胞内取り込みを検討した。図４に
示したように、10 µM Aβ単独はコントロールの 21.9%
となり、かなり低下した。Aβはグルコースの取り込み
量に影響を及ぼしたことが示された。KSE の存在下で
はどうか。7. 5 µL KSE ＋10 µM Aβ の場合26.6%、また、
50 µL KSE ＋ 10 µM Aβは 45.5% となった。Aβ単独投
与と比較して KSE ＋ Aβは細胞内取り込み量が高い結
果となり、KSE は濃度依存的に高い傾向が見られた。
KSE の存在によってグルコースの取り込みが改善され、
Aβのグルコーストランスポーターに対する影響を抑制し
ていることが考えられた。以上のことから、Aβは、グル
コースの取り込み量に影響を与え、KSE は Aβによって
低下したグルコースの取り込みを濃度依存的に回復させ
ることが示唆され、これによる細胞死抑制の可能性も推
察された。
　　　　　　　　　　　　　
５．おわりに
　この報告は、KSE の機能の一つである Aβ誘導細胞死
の抑制機構を探るための試みである。吸収スペクトル及
び電気泳動像から Aβへの KSE の修飾による構造変化
がうかがわれた。すなわち、KSE は Aβを毒性の低い凝
集体（あるいは高分子量体）へと誘導することで神経
毒性を抑制している可能性がある。また、Aβとインス
リンは一部共通のペプチド配列を持つことから、イン
スリンの働きに対し Aβが擬似的な働きをし、脳内のイ
ンスリンの行うべき働きを阻害するのではないかとい
う観点から、Aβ単独と Aβと KSE の共存下を比較し、
Aβがグルコースの取り込みの抑制をすること、KSE が
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図３．SDS-PAGE による泳動パターン
 75 µL KSE に、75 µL Aβ（1-42）（10 µM；Wako 

Pure Chemical Industries, Ltd.）を加え、37℃で 20h 
incubate した。それからこの混合物 10 µL を 15 % 
SDS ポリアクリルアミドゲルに載せ、40A で 1.5 h 泳
動した。ゲルは、Quick CBB PLUS（Wako co. Ltd）
で染色した。分子量マーカーは、standard molecular 
weight markers（Precis ion Plus Protein™ 
Prestained Standards; Bio-Rad Laboratories） を 使
用した。

 MW：分子量マーカー
 1：KSE ＋ Aβ（1-42）
 2：Aβ（1-42）

図４．グルコースの取り込みへの影響
 グルコースの取り込みは、Glucose Uptake Cell-based Assay Kit（Cayman Chemical）を使用して測定した。マウス

神経細胞（2.6 x 104 cells/well）を KSE（7.5 µL, 50 µL）で 1 h 処理し、その後 10 µM Aβ（1-42）を加えて 37℃で 48h 
incubate した。その後、グルコースフリー培地で 1 h incubate 後、非放射性 2-deoxyglucose で、1 h incubate した。
10 µM Aβ暴露後による 2-deoxyglucose の細胞内取り込みを測定した。コントロールを 100％とした結果を表し、有意
差は、**P < 0.01, ***P < 0.001 を示した。
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それを緩和することを報告した。なお、ここに紹介し
たコマツナは種子以外の、通常食用としている可食部
の抽出成分においても、総フェノール量 1.45mM であ
り、peroxynitrite に対する消去効果はコントロールに
対して半減させた。これらの結果から、コマツナ可食
部においてもその可能性は否定できない。また、KSE
の有効成分の検討は現在研究中であるが、一般に種子
抽出物に含まれるポリフェノール成分は、gallic acid, 
protocatechuic acid, protocatechualdehyde, chlorogenic 
acid, p-coumaric acid, ferulic acid 等多種のフェノール
性成分が確認されている。しかしながら、単離すると、
種々の効果が低下することも我々は、過去の研究にお
いて度々経験している。それ故、今後の検討課題であ
る。一方、KSE のような機能性成分の働きが明らかに
なるにつれ、食事から摂取して機能性成分が脳に到達で
きるのか、つまり、Blood-brain barrier（BBB）通過が
可能であるか否かがしばしば論点となる。この点の一例
として、2005 年の Yang らの報告によると、クルクミ
ンの BBB 通過が確認されている［3］。彼らは、Tg2576
マウスに 500 ppm のクルクミンを５ヶ月間与えた後、
脳内の Aβのプラークにクルクミンが結合していること
を観察している。つまり、食餌由来によるクルクミン
が BBB を通過することを証明した。今回ここに示した
KSE、スルフォラファン［6］ テアフラビン、EGCG［7］
など一部のphytochemicalは、 Aβを修飾することによっ
て細胞死抑制に貢献する可能性がうかがえた。　
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Inhibition of cell death by a modification of the amyloid β protein using 
komatsuna seed extracts.

 Mizue Okada1，Yoshinori Okada2

１Nutrition section, Ageing and Nutrition research, Yms Laboratory, Japan
２Laboratory on Ageing & Health Management, Graduate School of Nursing & Health, Aichi 

Prefectural University, Japan

Summary
 We recently conducted a large scale screening of 15 plant seeds’ aqueous extracts for 
inhibitory activity on Amyloidβ（Aβ）-induced neurotoxicity in vitro. The study showed that 
Komatsuna seed extracts（KSE）effectively decreased Aβ-induced neurotoxicity. In this 
study, we investigated the effects of KSE on Aβ structure modification using SDS gel 
electrophoresis and absorption spectrum. KSE reduces the toxicity of Aβ by modifying Aβ. 
KSE improves the inhibition of Aβ glucose uptake. 
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　前回は、老化の細胞モデルとして、神経細胞、分
裂細胞、そして、iPS 細胞を取りあげて、その挑戦の
様子と問題点を論じました。
　その時に予告したように、今や、個体の老化や寿
命を操作できる時代になっていますから、今回は、
分子や細胞レベルによる個体老化への介入を考えて
いきましょう。その際に、進化圧を受けて老化と寿
命に至る機序が多様化した生物界において、その固
有な特性と統一性を解明する基礎老化研究の視点と
同時に、ヒトに特有な老化機序を意識して老化制御
に貢献する視点を、採れたらいいですね。
　そこで、先ず、サーチュインと細胞老化を活発に
研究している長寿研の本山先生、そして続いては、
細胞老化から個体老化への関わりまで研究している
杉本先生にお話を伺っていきましょう。スタートに
当たって、後藤先生から趣旨へのコメントを戴きま
す。

後藤コメント１
　『寿命の機序』というのがあり得るかどうか？　あ
るとすれば“死の機序”であり、それは必ずしも老
化の終末ではありません。寿命の定義については、
以前の対談で先生と高木さんが議論をしましたが、
僕の考えでは、寿命 (life span) は生存期間のことです
から、機序はないと思います。『ヒトに特有な機序』：
これが想定されるかどうか。想定されるのは老化速
度の違いだけではないか。ヒトの老化速度が他の動
物に比べて遅い機序は、興味深いものです。

三井　１－１
　後藤先生から他にも進め方へのコメントを戴いて
いるので、それらを参考にします。
　さて、本山先生に質問です。
　個体老化に介入する分子と言えば、多くの人はサー
チュイン刺激剤に加えて、抗酸化ストレス物質、イ
ンスリン／ IGF-1 拮抗物質、カロリー制限模倣物質
を挙げるかもしれませんね、他にも、注目している
分子は、ありますか？
又、サーチュインの効果に先生のグループが研究を
集中している背景と理由をぜひ教えてください。

本山　１
　私は長寿研に赴任してから老化研究を始めました。
そこで着目したのが線虫の長寿命変異体の研究でし
た。インスリン／ IGF －１シグナルで老化制御因子
として機能している DAF-16 の哺乳類ホモログであ
る FOXO の機能を明らかにしようと思いました。当
時インスリン／ IGF －１シグナル -FOXO と同様に
サーチュインも寿命制御で着目されてきていました。
長寿研で開催したセミナーでつくば大学の深水先生
達のグループが、FOXO の転写活性がアセチル化に
よって制御されているということ発表されました。
そこで、FOXO- サーチュインのコネクションを仮定
して研究を進めてきました。また、寿命が短縮する
早老症にも着目しており、DNA 損傷応答機構も老化
に関わっていると思っています。

三井　１－２
　そう言ういきさつでしたか、やはり、老化の基礎
研究の成果にインパクトを感じたのですね。
　ところで、サーチュインは、family として、７種
もありますね。
　そのなかでは、最初に注目された SIRT1 のほか、
SIRT6 が寿命により大きく関わると、考える人もい
るようです（例えば基礎老化研究　37（1）page ３、
2013）が , 先生が、SIRT1 を重視しているのは、どん
な理由からですか？

本山　２
　確かに哺乳類においては、サーチュインは７種類
あり family を形成しています。それぞれの生理機能
も明らかにされてきて多くのものが老化に関わって
いることが示されてきていると思います。本山１で
もお答えしましたが DNA 損傷応答機構も老化に関
わっていると考えています。DNA に損傷が生じると
細胞周期が停止し DNA 修復機構によって損傷は修復
されます。しかし修復しきれない場合は、DNA 損傷
を持った、あるいは変異を持った細胞の増殖を抑制
するためにアポトーシスや細胞老化が誘導されます。
アポトーシスや細胞老化は、癌抑制機構として重要
な役割を果たしていることは明白な事実となってい
ます。一方、DNA 損傷はクロマチン構造の変化も引
き起こしてしまい DNA の遺伝情報の発現に影響を与

【対談 6】

細胞から個体老化への介入；その挑戦と限界

三井　洋司、本山　昇、
杉本　昌隆、後藤　佐多良、

基礎老化研究 39（3）; 49－55 , 2015
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えることも知られています。Sinclear 博士のグループ
は SIRT1 がクロマチンに結合し脱アセチル化を介し
て SIRT1 特異的な遺伝子発現の抑制を見出しました。
更に興味深い点は、DNA 損傷が生じると SIRT1 は
DNA 損傷部位に移行してしまい、それまで SIRT1 が
発現抑制していた遺伝子の脱抑制が生じ発現誘導さ
れること、また、これらの遺伝子が老化の過程で発
現増加する遺伝子と非常に相関していることを発表
しました。このような点から、SIRT1 の老化におけ
る機能が重要ではないかと考えるようになり、SIRT1
が老化細胞にみられる SASP に関わっているのでは
ないかと仮説を立てました。

三井　１－３
　なるほど、SIRT1 が最も注目されるのですね。
ところで、最近は、SIRT1 による抗老化作用として、
老化細胞の SASP（老化関連の分泌形質）を抑制する
機序について、発表していますね。興味深く思いま
した。そこでお尋ねします。
　SASP は、老化細胞が周囲に炎症を誘起するなど、
生体にマイナス面の現象でしょうか、一方で、これ
はがん化を促進するとも、指摘されていますね、細
胞老化は、がん化の抑制機序として位置づけられる
のが通常ですが、老化を免れたがん細胞は、老化し
てしまった周囲の細胞から、SASP 刺激を受けてが
ん成長は亢進すると考えるのでしょうか？　そして
SIRT1 は、それを抑制すると？

本山　３
　はい、もともと細胞老化はがん化の抑制機構と
して重要な現象であることは間違いないと思いま
す。細胞老化は、テロメアの短縮による分裂寿命の
みならず癌遺伝子の活性化、癌抑制遺伝子の不活性
化、DNA 損傷や酸化ストレスなど様々なストレスに
よって誘導されることが明らかになっています。癌
遺伝子の変異や増幅による活性化に応答して、細胞
老化が誘導され前がん細胞の増殖が停止しがん化が
抑制されています。また、加齢に伴い組織幹細胞に
も DNA 損傷が蓄積し細胞老化が誘導されることが
示されており、組織恒常性の低下の原因ともなりま
す。また、細胞老化の SASP の結果、老化した細胞
から分泌されるサイトカイン、ケモカインや増殖因
子はがん細胞の増殖を促しがんの進展を増悪化する
性質を持っています。また、損傷治癒においても細
胞老化は誘導され、SASP によって損傷治癒が促進さ
れることも示されています。このように細胞老化や
SASP は二面性の役割を持っているようです。細胞
老化の役割ががん抑制機構を超えて考えられるよう
になってきたのは SASP の発見が大きいと思います。
老化した細胞は、免疫系によって除去されるので個
体内での数は決して多くありません。しかしながら
老化とともにその数は増加していくことが示されて
いますが、それでもそう多くはありません。しかし

数が少なくても SASP を介してその影響は広範囲に
まで及ぶ可能性が高いと考えられます。SIRT1 はい
くつかの SASP 因子のプロモーター上に結合してお
り脱アセチル化を介して発現を抑制しています。し
かし DNA 損傷が生じ細胞老化が誘導される過程で、
SASP 因子のプロモーターから乖離してしまい、遺
伝子の発現抑制が解除されてしまうと考えられます。
このように SIRT1 の活性が SASP 発現量に関与して
いると考えられます。

三井　１－４
　ところで、一時、SIRT1 刺激剤の測定系が nature
で問題視されたけれども、SIRT1 の抗老化作用は、
信頼できるデータとして、着実な成果を挙げている
ように思えます。ただ、過剰発現で、マウスの寿命
を延長させる効果については、再現されないとも聞
きます（基礎老化研究 37 ⑴、page 2、2013）。今は、
どのような状況でしょうか？　そして対応は？

本山　４
　SIRT1 の寿命延長における効果はまだまだ不明な
点が多いと思います。しかし肥満や炎症などが関わ
るような老年性疾患の発症抑制効果においては機能
を果たしていると考えています。

三井　１－５
　今や、サ－チュインの活性化剤が、２型糖尿病、
心疾患、自己免疫疾患に対する治療薬として、開発
中との事、成果を楽しみにします。
　８月に参加された Spain での細胞老化の meeting
で、関連して注目すべき発表があったら、教えてく
ださい。

本山　５
　細胞老化の個体寿命における役割についての発表
が印象に残っています。van Deursen 博士のグルー
プは、細胞老化誘導因子で細胞老化の過程で著しく
発現が増加する p16 のプロモーターによってドライ
ブされた活性制御可能 Caspase-3 のトランスジェニッ
クマウスを樹立しています。p16 の発現が増加した、
すなわち老化した細胞を特異的にアポトーシスで除
去することができるマウスです。彼らは数年前に早
老症のマウスで老化細胞を除去すると老化症状の発
現や白内障などの老年病の発症を遅延させることが
できると Nature に発表していました。今回はこの
マウスを用いて通常の老化における細胞老化の役割
について検討していました。通常の老化過程で老化
細胞を除去することにより寿命が延長すると発表し
ていました。また、この効果はがん化の抑制とは異
なるメカニズムで寿命が延長するということでした。
用いた p16 のプロモーターは、非常に短くトランス
ジーンの発現が低いなど問題もありますが、細胞老
化と個体寿命の関連を示した研究です。
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三井 １－６
　それは、大変に貴重な発表ですね、先に私も基礎
老化研究誌で、老化細胞の除去の方法と其の意義を
提言しました（基礎老化研究　35（4）；43-45, 2011 ）が、
遂に実行されたとは、驚きであり、意義深いですね。
がん化の抑制とは異なる機序で、という事ですが、
がん遺伝子活性化の細胞が老化細胞に誘導されても、
それは、介入で除去される訳ですね。寿命延長効果は、
老化細胞による SASP（分泌）に伴う組織障害を、防
御できるとの意義でしょうか？　ぜひ、原著論文で、
詳細を分析したいところです。
　この p16 発現の亢進した細胞は、培養系の分裂加
齢で初めて解明された老化細胞の実態です。それを
除去すると、個体寿命が延期するとの知見について、
後藤先生からコメントを戴けますか？

後藤　コメント　２
　2011 年に出た Baker et al（Nature 479：232-236、
2011）の論文は興味をもって読みました（この対談
で意見を求められたので再度読み直しました）。細
胞老化の主役を担うとされている p16 を過剰発現さ
せた遺伝子改変早老症モデルマウスを使った研究で、
導入した p16 遺伝子をもつ老化細胞の caspase を活
性化してアポトーシスを起こして老化細胞を除去し
て各種老化形質に対する影響をみる戦略で細胞老化
における p16 の発現と個体老化の因果関係を明らか
にしようとしていると思います。
　細胞老化の素人からみて、いくつかの疑問を感じま
した：①この種の研究（何かの操作で寿命が伸びたと
する研究）ではバックグラウンドになる動物（マウス）
が極めて短命で、ここで使われている BubRH/H マウス
の平均寿命は 100 ～ 120 日位で健常マウスの７～８
分の１です。尋常でない条件下での実験といえるで
しょう。② p16 を過剰発現させた細胞を排除すると
いくつかの老化形質（病理変化）が軽減するといっ
ていますが、寿命データは示されていません（文章で
は生存にはほとんど影響なかったと書かれていますか
ら、寿命の延伸はなかったと理解します）。BubRH/H

の主要死因は心疾患だそうですが、これは p16 発現
上昇とは無関係のようです。だから寿命の延長が見
られなかったのだろうと論じている。普通、マウス
では主な死因はがんとされていますから、これも通
常とかなり違い、モデルとしての妥当性に疑問が生
じます。③対象とするタンパク質（ここでは BubR1
とその影響下にある p16 の発現）が加齢で減少（あ
るいは増加）することが、その遺伝子発現が老化（個
体の）と深い関係があることの根拠にされることが
ありますが（この論文でもそういう論調です）、これ
はもちろん因果関係を示すものではありません。④
もし p16 を蓄積した細胞の除去が SASP 減少を介し
た老化抑制を起こすとしたら、その影響は一部の組
織（論文でいう目、骨格筋、脂肪組織など）だけで
なく、全身におよぶのではないかと予想されます。

したがって心筋の障害も抑制されると考えられます
が、どうもそうではなさそうです。この点をどう説
明するか。⑤このモデルマウスで面白いのは、p16 過
剰発現で起こる加齢変化（病理変化）の多くが目（白
内障）、骨格筋（サルコぺニア）、皮膚（皮下脂肪減少）
など、いずれも直接寿命を縮める致命的なものでは
なく QOL を低下させる（ヒトの場合に当てはめると）
ものだということです。
　この感想は、早老症モデルマウスでない通常のマ
ウスでも同様のことが見られるという本山先生の学
会報告（本山５）を踏まえたものではありません。
原著論文がでたら是非読みたいと思います。
　なお、上記の実験系の理解、データの解釈につい
て僕が間違っているかもしれず、その場合はご叱正・
ご教示下さい。

三井　１－７
　コメントは、本山先生の報告された“老化細胞の
除去で、通常マウスの寿命が延長される”と云う van 
Deursen の発表に対して御願いしたつもりでした。
　後藤先生が疑問視された個体寿命における老化細
胞の役割を、評価できるからです。逆に評価できな
いなら、後藤先生の信念を開陳していただけると思っ
たからです。実際の公表誌で data を見ないと論評し
にくいと云うのも、尤もですが、論評を避けたので
しょうか？　iPS を初めて報告した山中先生の国際学
会での発表に、中辻先生は衝撃を受けたと告白して、
公表論文前にその深い意義を感じ取っています。私
はその意義を感じると同時に、iPS の臨床応用に危険
性があると、指摘（Human Cell, 2015 ; DOI 10.1007/
s13577-015-0119-1）しています。
　ところで、早老症モデルに対して戴いたコメント
③で、p16 と（細胞）老化が単なる平行現象と把握さ
れていますが、もっと因果に近い深い関係に有りま
す。又コメント④で影響は全身に及ぶ筈だとの認識
ですが、一部で当然でしょう。p16 に因らない老化細
胞も有るからです。前述の基礎老化研究誌（2011）で、
p16 と p53 を同時に高発現する老化細胞の除去を、例
示したのはその理由です。

三井　２－１
　杉本先生は一貫して、細胞の replicative senescence
が in vitro 及び in vivo でもあると確信して、個体老
化への関わりを解析しようとしていると理解します。
　しかし、それは受け入れ難い見解だと考えている
基礎老化学会員も、当然居る事と思います。その点
から議論してみましょう。
　さて、今迄の経験や周囲の反応から、培養系から
得られた細胞分裂加齢のどの知見が疑問視されてい
ると思っていますか？
　一方で、疑問に思う会員に、先生の方針を説得す
るとしたら、どんな知見を重視しますか。若い人に
その方針で研究を一緒にやろう、と誘うつもりで御
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願いします。

後藤　コメント　３
　『それは受け入れ難い見解だと考えている基礎老
化学会員もいる』：第一回対談からおわかりのよう
に、僕もその一人とみなされていると思いますが（だ
から今回の対談にコメントを求められたと理解して
います）、申し上げておきたいことは、replicative 
senescence が in vivo にはないと言っているのではな
く、それが個体の老化（生理機能の劣化）あるいは
寿命の制約（老化関連疾患の発症・進行）にどの程
度寄与しているかが問題であると言っています。こ
の点については部分的に杉本先生が次項の杉本１で
応えておられます。

杉本　１　（三井　２－１への応答）
　私は学生時代から研究員時代まで、癌の研究所に
在籍し、細胞周期チェックポイント機構の研究を行
いました。当時すでに、細胞老化という現象はチェッ
クポイントの活性化によって生じ、生体においては
癌抑制機構として機能することが明らかになってい
ました。この点について現在、疑問を持たれる方は
いないと思います。
　数年前に現職に赴任し、細胞老化と加齢現象に関
する研究を始めました。しかしながらご指摘のよう
に、組織の加齢現象に対して細胞老化が関与する可
能性については、疑問視される方も少なくありませ
ん。面白いことに、否定的な意見は基礎老化学会で
特に多く耳にします。ご存知のように、細胞老化と
いう現象の発見は半世紀以上も前に遡るのですが、
結局これまでに個体の加齢現象との相関関係のよう
なものは見られても因果関係がはっきりしないまま
でした。長い間老化研究に携わってこられたエキス
パートの先生からしてみれば、そのような経緯を知っ
ているだけに何を今さら、といった感情があるのか
も知れません。
　これまでに否定的な意見としてしばしば頂いたの
が、生体では元々ほとんどの細胞が増殖していない
ではないか、またヒト、サル、齧歯類で確かに老化
した細胞は老齢個体の組織中で観察されるがその割
合は極めて低く、組織に与える影響は少ないのでは
ないか、等です。私はこれまでに細胞周期チェック
ポイントを研究してきた立場から、細胞老化を起こ
した細胞は、他の組織中の非増殖細胞とは全く質的
に異なっていると考えています。チェックポイント
機構の活性化は、細胞増殖を停止させるだけでなく、
グローバルな遺伝子発現の変化を誘導する事が知ら
れています。その中でも、SASP と呼ばれる非細胞自
立的な老化細胞の機能が近年特に注目を集めていま
す。これまでに SASP によって生じる様々な生理機
能の変化が報告されていますが、中でも Rudolph 博
士のグループが発見した、造血幹細胞のニッチに細

胞老化が起こると、SASP を介して幹細胞の分化に異
常が起こるという現象は注目に値すべきだと考えて
います。他の組織幹細胞で同様の現象が見られるの
かについては今後検証されるべき課題ですが、加齢
に伴い組織の再性能が低下する原因の可能性として
非常に興味深く思います。
　また、テロメア長と個体の寿命の関係から、細胞
老化と加齢現象について疑問をもたれる方もおられ
ます。例としてヒトとマウスを比較した場合、マウ
スの方が圧倒的にテロメアは長い（というかそもそ
も短くならない）のに、寿命を見るとヒトの方が長
いです。これはヒトとマウスだけに限らず、他の生
物を見てみても、寿命とテロメア長の間には負の相
関関係がある事がわかっています。この点に関して
は、d’Adda di Fagagna 博士らが非常に興味深い
発見をされています。同博士は 2014 年の基礎老化学
会大会にもお越し頂いたので覚えておられる会員の
方も多いと思いますが、テロメアは染色体の end to 
end fusion を防ぐため、修復酵素がアクセスできない
構造をとっています。従って一旦テロメア領域に傷
が入ると、ダメージとして認識されるけれども修復
ができない事になります。増殖性の細胞の場合、こ
の問題はＭ期にテロメアを部分的に切り離すことに
より回避されますが、非増殖性の細胞の場合はダメー
ジシグナルが持続されます。完全に証明されている
訳ではありませんが、ダメージシグナルが慢性的に
活性化されている事で前述の様な遺伝子発現変化が
生じる可能性が考えられます。つまり、長いテロメ
アは生物にとって弱点であり、寿命の長い生物ほど
短いテロメアを維持する機構を発達させていると考
えられます。
　現在細胞老化の研究は、新たな局面に入ってきて
いると感じます。特に細胞老化の視点から、加齢現
象にアプローチする、というのは近年改めて盛んに
なっており、老化した細胞の機能については今でも
新しい事が次々と発見されています。そのような状
況下において、これらの関与について否定する材料
も乏しいのではないでしょうか。改めて老化研究の
エキスパートの方々に細胞老化が関与する可能性に
ついて考えていただければと思う次第です。

後藤　コメント　４
　もしテロメア短縮が組織細胞の増殖を制約してい
るとすると『加齢に伴い組織の再性能が低下する原
因』の説明としては十分ではないか。つまりテロメ
ア短縮のほうが制約因子としては第一義的ではない
かという気がします。SASP については不勉強でよく
理解していないからかもしれませんが、テロメア短
縮に比べると付随的・個別的（細胞によって異なる）
のように思えます。
　いずれにせよ、骨髄幹細胞と聞くと大昔の Harrison
の 研 究 を 思 い 出 し ま す（Harrison DE：In：The 
Biology of Aging, Plenum Press, p.33,1978)。 彼 は、
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遺伝的に貧血のマウスに健常マウスの骨髄細胞を継
代移植して、マウスの寿命を大幅に上回る期間、正
常骨髄細胞が貧血を治す機能を維持していたと報告
しています。これは骨髄細胞（少なくとも赤血球前
駆細胞では）では加齢で異常が生じたとしても機能
的に個体の寿命以上に長生きであることを示唆して
います。つまり、個体の中の細胞老化が個体の寿命
を決めているのではないことを示唆する一例になる
ように思います。
　『非増殖性の細胞の場合はダメージシグナルが持続
されます』、『遺伝子発現変化が生じる可能性が考え
られます。』について：分裂終了細胞でもテロメア
に限らず高齢で DNA 傷害が増え、そのために遺伝
子発現が異常化して機能にネガティブな影響が出る
としても、組織機能全体に大きな影響が出ることは
ないのではないかと思います。実際、例えば高齢者

（90 歳前後）でも身体活動という刺激を与えると筋
力が高まることが知られています（Fiatarone et al：
NEJM 330：1769-1775, 1994）。これは非分裂の筋管
細胞に DNA 傷害があるにしても機能的には大きな問
題を引き起こさないことを示しているのではないか
と思います。想像ですが、高齢でも遺伝子発現を介
して収縮タンパク質その他の機能タンパク質が作ら
れるのではないかと思います。高齢者の分化した脳
神経細胞でも病的でない限り、たとえ十分ではない
にしても生活をする上で必要な程度に機能が維持で
きていると思います。したがって分裂終了細胞でダ
メージシグナルが持続していても機能上致命的には
ならないのではないかと思われます。

三井　２－２
　私から応答してみます。ハリソンの実験において、
骨髄細胞の人為的な継代移植が、幹細胞の増幅を誘
導するとも、考えられますね。幹細胞への転換、維
持は老化制御に重要です。また、老化と明白に同定
される細胞が、臓器内では未だ少数と言えども、そ
れ直前に有る細胞から、次々に生じます。ましてや、
臓器全体の機能不全は、少数細胞の局所での異常と
波及からカタストロフィックに生じると理解してい
ます。
　視点の違いが浮き彫りになったでしょうか？
　老化細胞の個体老化における役割を認めるけれど、
その程度に関しては、温度差があるという事でしょ
うか？　互いに、情報さえ共有できれば、認識の差は、
さらに縮まるかなと、思います。

　ところで、杉本先生
　個体の老化、寿命に介入するには、マウス等を使
わざるを得ないでしょう。ただ、その介入の基礎に
なる知見を、マウスの培養細胞（MEF）から採る人
も居ますが、ヒト細胞で無い方が利点有るのでしょ
うか？

杉本　２
　MEF をはじめ、様々な種類の細胞が細胞老化モデ
ルとしてこれまで使用されています。チェックポイ
ントという観点からは、私の知る限り同種であれば
同じメカニズムが共通して見られていますので、細
胞老化の根源的な機構を探るうえでは有用なモデル
であると思います。しかしながら生体においては、
細胞老化が起きた後の細胞機能の変化は、細胞種に
よって異なることが当然考えられますので、MEF か
ら得られた知見だけでは無理があるでしょう。

三井　２－３
　マウスでは、strain や sex の違いで、老化・寿命
への効果が違う場合も良く見かけますね。その場合、
対応はどうしますか？　人への外挿は、理論的にも
出来そうでしょうか？

杉本　３
　老化に限らず、多くの生命現象が strain や sex に
よって異なった表現型を示していると思います。こ
れはマウスだけでなく当然ヒトでも言えることで
しょう。漠然としたことしか言えませんが、今はま
だ老化の分子基盤の全容がはっきりしていないので、
むしろそのような違いが何故生じるのかを調べるこ
とにより、新たな発見へと繋がるのではないでしょ
うか。
　ヒトへの外挿に関しては、マウスから得られた知
見からは限界があると思います。同じ哺乳類ですか
ら、勿論共通した機構は多く見受けられますが、老
化研究のモデルとして、一般的に使用されているラ
ボラトリーマウスは決して優れたものではないと思
います。特に BL6 などは、半数以上が癌を発症して
死んでしまうことから、寿命への介入実験から得ら
れた結果が老化そのものへの影響を反映していると
は言い難いでしょう。しかしながら、長寿命のモデ
ル動物を使用することは、現実的に困難であると思
われます。したがってマウスを用いた研究では、そ
の弱点をよく理解した上で、言葉は悪いですが都合
よく解釈していく他ないのではないでしょうか。将
来、より優れたモデルが開発されることを期待しま
す。

後藤　コメント　５
　『寿命への介入実験から得られた結果が老化そのも
のへの影響を反映しているとは言い難い』というご
意見には同感です。

三井　２－４
　杉本先生の関わる最近の研究発表からは、老化細
胞の除去と、細胞老化の誘導とは、同じ個体内では
一見矛盾した措置ですが、どのように、対応を考え
ますか？
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杉本　４
　細胞老化は、生体にとって正と負の二面性を持っ
ています。ダメージを受けた細胞が増えてしまうの
を防ぐ、つまり癌の発生や進行を阻害する上で細胞
老化は不可欠な役割を持っています。例えば、p53 遺
伝子や ARF 遺伝子ノックアウトマウスでは細胞老
化は見られませんが、これらのマウスは早期に癌を
発症してしまいます。また負の側面としては、老化
してしまった細胞が組織内にいつまでも残ると、非
細胞自立的な機能を介して生体機能に影響を与えて
しまうことが挙げられます。従って最も理想的なの
は、細胞老化はダメージやストレスにより正常に誘
導されるが、その後は速やかに老化した細胞が免疫
系の働きにより生体から排除されるシステムが機能
する事だと考えられます。恐らく、若い時はこれら
がバランス良く保たれているのでしょうが、加齢と
共に、細胞老化が生じやすい環境が生体内で作られ
てしまっている事と、免疫機能の低下により効率よ
く老化した細胞を排除できない事が、細胞老化の蓄
積を起こす原因になっているのではないでしょうか。

後藤　コメント　６
　『ダメージを受けた細胞が増えてしまうのを防ぐ、
つまり癌の発生や進行を阻害する上で細胞老化は不
可欠な役割を持っています。』：これは生体の適応反
応として進化的に選択されてきた性質といえますか。
　免疫機能の低下により効率よく老化した細胞を排
除できない』：組織の老化細胞が免疫系で排除される
という例はありますか。免疫系で排除されるより、
アポトーシスによる老化細胞除去の可能性はどうで
すか。
　アポトーシスによる自律的な細胞死の加齢による
低下（例えば Suh et al. Nature Med 8:3-4, 2002）が
老化細胞の排除を制約しているとしたら、それは生
存にマイナスのような気がします。

三井　２－５（コメント　６に応答）
　細胞老化ががん抑制に、進化的に選択されたと言
えるかですが、進化の適応性は証明不能ですが、合
理的にそのように考察されて居ます。多細胞になっ
たとたん、異常増殖の制御は、必須であったと考え
られ、ボルボックスへの進化の時から、体細胞の分
裂停止と細胞死が有りますね。

　又、もう一つの質問ですが、一般にアポトーシス
で生じた micro 細胞片が、免疫系と言えるマクロ
ファージによって貪食されて、排除される事が、教
科書的に記載されています。老化細胞にも、ダメー
ジの程度に応じた複数の段階が有るかと思いますし、
それらがアポトーシスによる排除を含むかは、未だ、
分かりません。

杉本　５
　更に補足します。SASP として老化細胞から分泌
される生理活性物質の中には、ケモカインとしての
活性を持つものも少なくありません。これらがマク
ロファージ、NK 細胞、好中球などをリクルートし、
SASP を示した細胞をクリアランスすると考えられて
います。特に腫瘍細胞を排除するのにこれらの機構
が重要な役割を持つことが示されています。

後藤　コメント　７
　『進化の適応性は証明不能ですが、合理的にそのよ
うに考察されて居ます』について：もちろん証明は
困難だと思いますが、現存生物の比較から推定する
ことは可能かもしれませんね。少なくともマウス・
ラットとヒトの比較ではそういえそうです。しか
し、Campisi（Parrinello et al. Nat Cell Biol. 5：741-
7, 2003）によるとマウス細胞の分裂寿命がヒトより
も短いのは酸化ストレス（DNA 傷害）に対する感受
性が高いからだ（培養中の酸素濃度を生体内の生理
的レベルに下げればヒト並に？　長くなる）という
ことなので話は簡単ではないかもしれません。つい
でながら、この議論と関連してもう一つ。主に生殖
期を過ぎた高齢で発現する細胞老化形質は、淘汰の
対象になるとは考えにくいので進化的な適応の結果
とはいえないのではないかと思います。

三井　２－６
　当然、高齢期での老化細胞の出現は、単なる結果
であって、それが選択圧への適応とは、考えられま
せん。霊長類での寿命延長も、適応結果ではないと
され、それは否定されています。
　杉本先生に、最後のお尋ねです。人への臨床応用
に至る迄には、大変な基礎データ、労力、費用がか
かる上、限定された人にしか、適用されない心配も
有ります。
　最も進んだカロリー制限食のアカゲザル研究やボ
ランチア実践でさえ、それが垣間見えます。
　長寿研で対応する立場からは、どのようなところ
迄をやるべきと考えますか？

杉本　５
　ご指摘のように、現状においてヒトへの応用は飛
躍しすぎていると思います。癌研究のように進展し
ている分野でさえ、基礎研究から得られた知見が臨
床の現場に応用されるまでに長い時間がかかってい
ます。今は再現性の低い、いい加減なヒト介入実験
を行うよりも、老化現象の実態を把握し、基礎を固
める必要があるのではないでしょうか。
　また、長寿研はナショナルセンターとして、疾患
研究を行うという明確なミッションが定められてい
ます。加齢現象自体は病気ではなく、正常な発生過
程の延長線上にあるという考えからは、実験科学的
にヒトへの介入は難しいでしょう。細胞老化は様々
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な加齢性疾患に関与することが示唆されています。
細胞老化を研究する立場からは、現段階では、細胞
の老化と加齢性疾患の繋がりを明らかにし、疾患に
対処する理論を構築すべきであると考えています。

三井　おわりに
　期限と誌面とが尽きそうですから、今回の対談は
これで終了でしょうか。
　サーチュインの研究者さえ、ヒトへの臨床応用は、
時期尚早であり、基礎研究を固めるべきだとの判断
ですね。ただ、実際には、抗酸化物質サプリメント、
サーチュイン刺激剤、テロメラーゼ誘導剤、糖の利

用抑制剤、カロリー制限模倣剤など多数の分子が、
臨床開発中だったり、市販されたりしています。
　進化過程で新しく生じた疾病群も有ること、そし
てヒトも進化の途上に有りながら選択圧を受け、生
存している事を踏まえて、分子に因る介入実験が、
ヒト繁殖率を下げずに、老化抑制や寿命延長に成功
するだろうかと気に成ります。

　今後は、実際に個体レベルで、老化抑制分子での
介入実験を進めている会員から、人への応用の是非
を含めて、ご意見を戴き、議論を深めたいですね。
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　第 29 回日本老年学会総会の一環として第 38 回日本基
礎老化学会を開催しました。ご存知の様に日本老年医学
会、日本老年社会科学会、日本老年精神医学会、日本老
年歯科医学会、日本老年看護学会、日本ケアマネジメン
ト学会、とともに我々日本基礎老化学会の７学会より構
成される日本老年学会は、2 年ごとに総会を合同で開催
しています。今回は合同会であることをこれまで以上に
意識して複数の学会による共同プログラムを積極的に取
り入れる、という方針が決定されました。そこで基礎老
化学会は老年社会科学会との合同シンポジウム「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－」を企画したところ、シンポジウム会場に入れずに
たくさんの方が講演を聴くのをあきらめて帰るというほ
どの大盛況でした。また、大変嬉しいことに７学会の合
同ポスター発表において、基礎老化学会からの２演題（清
水孝彦さん（千葉大）、渡辺信博さん（都健康長寿研））が、
優秀賞を受賞しました。これは基礎老化学会の研究レベ
ルの高さを示していると思います。
　引き続いて開催した個別大会では、国際研究交流に向
け日韓合同シンポジウムを行ない、韓国からは学生を含
み 10 名以上の参加がありました。二つの会場において
韓国側の発表を中心に日韓それぞれの研究者による最新
の研究成果の発表と討論が行なわれました。また、「糖
と脂質から見た老化」とのタイトルのシンポジウムを企
画し、第一線で活躍されている著名な研究者の講演を拝

聴することができ、会員に皆様にとっては新たな観点で
老化を捉えることができた機会となり大変有意義だった
と思います。さらに、老年医学会に申込まれた演題のう
ち基礎医学的な内容の発表を、基礎老化学会のプログラ
ムに組み込んで相互研究交流を図りました。この企画は
議論を深めることになり、合同会の意義をより深いもの
にできたと思います。
　若手研究者の登竜門である奨励賞については当初３名
を表彰する予定でしたが、慎重な審査の結果４名（泉尾
直孝さん（千葉大）、木村展之さん（長寿医療研）、都築
孝充さん（順天堂大）、水之江雄平さん（東京理科大））
を表彰することにしました。若手の研究は年々レベルが
上がっていることを実感しました。受賞された４名の若
手研究者には改めてお祝い申し上げます。今後益々のご
研究の発展をお祈りしますとともに基礎老化学会の発展
に貢献することを期待します。
　今大会では、これまで基礎老化学会において長くご指
導いただいている４名の先生（後藤佐多良先生、広川勝
昱先生、三井洋司先生、Sang Chul Park 先生）の名誉
会員推戴式、引き続いてそれぞれの先生方に教育講演を
していただきました。今後とも私共会員一同に叱咤激励
をお願いしたいと思いますので、どうぞ宜しくお願い申
し上げます。
　今大会のテーマを私は、“生命科学から紡ぎ出す基礎
老化研究－ Fundamental Science －”と致しました。基調
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【大会報告】

第 38 回日本基礎老化学会大会を開催して

遠藤　玉夫
東京都健康長寿医療センター研究所副所長

４名の名誉会員の先生方（左から後藤先生、廣川先生、三井先生、Park 先生）と下川理事長
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講演という貴重な時間をいただき、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メッセージをお話し
させていただきました。待ったなしの高齢化社会の諸問
題を解決するために、基礎研究が重要であることを示す
ことができた大会であった、と総括したいと思います。

最後になりましたが、会員の皆様の熱い議論に感謝しつ
つ大会開催にあたり協賛いただいた企業や財団に改めて
感謝申し上げます。今後会員の皆様のご研究の進展と
益々の基礎老化学会の繁栄を祈ります。

左から著者、4 名の奨励賞受賞者（都築さんの代理・篠崎さん、水之江さん、泉尾さん、木村さん）と下川理事長
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　第 38 回日本基礎老化学会大会は、東京都健康長寿医
療センター研究所の遠藤玉夫先生を大会長として、６月
12 日から 14 日までの三日間、パシフィコ横浜で開催さ
れた。これまでの大会には私は発表者の一人として参加
していた。しかし今年度より、新たに本学会の評議員を
拝命し、これまでとは多少なりとも違った視点から大会
と関わり合うことになった。そのような視点も含めて、
今大会に参加して感じたことを幾つか記したい。
　今大会に参加してまず感じたことは、大会全体を通じ
ての活気である。今年度は二年に一度の、老化関連７学
会の合同開催の年であり、老年学会シンポジウムや７学
会合同シンポジウムなど、合同開催の年ならではの企画
が見られた。私はスケジュールの都合で全プログラムに
フル参加したわけではないが、例えば、大会二日目、土
曜日朝９時からの合同シンポジウムは、開始時刻には、
決して狭い会場ではなかったが、入口扉付近まで人が一
杯と言う盛況振りであった。また三日目朝の一般口頭発
表では、千葉大学の清水孝彦先生とともに座長を務めさ
せていただいたが、実はセッションが始まるまでは、日
曜の朝８時半開始と言うこともあり、参加者が少なくて
座長質問を何回もすることになるのではと思っていた。
しかし蓋を開けてみると、その様な心配は全くの杞憂で
あり、フロアからの質問が無くて間が空くどころか、次
のセッションとの間が 10 分あることを利用して、演題
ごとに長めに質疑応答の時間をとっても全ての質問を受
け付けられないくらい、活発な質疑応答が行われた。こ
の様な状況は、同日夕方の最終セッションまで続いた。
これは東京都健康長寿医療センター研究所の皆様を始め
大会の企画運営に携われた方々の御尽力と、参加者の
方々の熱意によるところが大きいと思われるが、次回以
降の大会でも、再びこのような状況となることを期待し
てやまない。また、樋上先生が書かれた 36 回大会の見

聞録では、質疑応答において御年配の先生が活躍されて
いたとのことだったが、今回は、比較的若い世代の参加
者からも多くの質問が出ていたように感じられた。
　また、今大会では評議員として学会奨励賞の審議にも
携わった。奨励賞対象のポスターは 33 演題でポスター
の質疑応答の時間は 40 分、したがって、１演題に当て
られる時間はわずか１分強である。ただし、ポスター演
題のうち幾つかは口頭発表の機会も与えられており、さ
らに９分の発表時間と３分の質疑応答の時間が加わる。
したがって口頭発表に割り振られた演題に関しては、内
容に対する理解が、より深まる。問題を感じたのは、全
ての奨励賞対象演題が口頭発表となっていないことであ
る。今回は奨励賞対象 33 演題のうち、口頭発表になっ
たのは 17 演題であった。（さらに言うならば、この口頭
発表にも、審査投票前に行われた発表と投票後に組まれ
た発表があった。）したがって、口頭発表の機会の有無で、
奨励賞審査に関する有利・不利が生じることが推測され
るが、それ以上に私が、本学会の今後を考えた時に感じ
たことは、口頭発表を希望する全ての若い会員に、その
機会が与えられていないことである。せめて若手会員に
は希望者全員に（理想的には奨励賞対象者全員に）口頭
発表の機会を与え、自らの研究成果を広く他の会員に
知ってもらうとともに、有益なコメントを得られるよう
にするのが望ましいと思う。若手会員をどのようにして
増やすかは、毎年のように理事会でも問題になっている
とのことだが、先ず出来ることは、新たに参加した若手
会員が、また来年以降もずっと基礎老化学会大会に参加
しようと思うような大会にすることではないだろうか？
毎年の新規参加者は決して多くなくてもリピーターが増
えることにより、長年の積み重ねで若手層・中間層の厚
みが増してくることに期待したい。

【大会見聞録】

第 38 回基礎老化学会に参加して

柿澤　昌
京都大学大学院薬学研究科
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本文
　私は学生時代から、英語という科目が苦手でした。ヒ
アリングテストでは何を言っているのか聞き取れない
し、文法問題でもなぜこの語順になるのかなどを理解で
きないことがしばしばありました。しかし、研究者にな
ることを決めたとき、世界の研究者とまずはコミュニ
ケーションがとれなければと考えました。また、単純に
英語を話せるようになりたいという思いをずっと抱いて
いました。そのためには、英語を話さなければ生活でき
ない環境に身をおくことが近道であると考え、留学する
ことを決めました。
　2012 年に学位を取得し、その 2 ヵ月後に留学生活を
開始しました。私が留学先に選んだのは、米国国立衛
生研究所（NIH）の Dr. Toren Finkel の研究室でした。
Toren は、活性酸素やオートファジーの生体における役
割、ミトコンドリアの機能や代謝についての研究を通し
て、生体の老化メカニズムを解明することを目指してい
ます。研究室のメンバーは 15 人程度で、そのうち 10 人
程がポスドクとして働いています。それぞれが固有の研
究テーマを持ち、NIH にある様々なコアファシリティー

（動物実験など特定の技術を専門に扱う研究室）や他の
研究者と連携しながら、研究を進めています。本研究室
には、研究テーマの”流行”があり、主に Toren が興
味を持ったことを軸に、皆の研究の内容が展開していく
傾向があります。私自身もミトコンドリアやオートファ
ジーについて複数の研究テーマに携わりましたが、現在
は、新生哺乳動物の心臓再生における細胞間シグナルの
役割について研究をしています。ゼブラフィッシュの心
臓を内科的及び外科的に損傷させても、心筋細胞が損傷
箇所を覆い、心臓の形状、機能が回復することが知られ
ていました。この時、ソニックヘッジホッグシグナルの
活性化が見られ、心臓再生において極めて重要な役割を
持っていることも報告されています。近年、生後１日～
７日程度に限り、マウスにも同様の心臓再生能力を持っ
ていることが発見されました。そこで私は、マウスの心
臓再生においてもソニックヘッジホッグシグナルが重要
であるかについて、モデルマウスを用いた解析を行って
います。また培養細胞を用いた実験から、ソニックヘッ
ジホッグシグナルとミトコンドリアの相互作用について
知見を得ていることから、心臓再生機能についてミトコ
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【留学体験記】

NIHでの研究生活

川岸　裕幸
Supplemental Visiting Fellow
Center for Molecular Medicine

National Heart, Lung and Blood Institute/National Institutes of Health

後列左から 3 番目が、Dr. Toren Finkel。5 番目が筆者
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ンドリアの関与や役割についても研究を行っています。
私が NIH での研究に魅力を感じる点の一つとして、前
述したコアファシリティーが挙げられます。それらの研
究室には、組織染色や動物実験、iPS 細胞を用いた実験
などについての高いレベルの専門的知識を有する方々が
いて、多くの助言や技術補佐を受けることができます。
このコアファシリティーの存在により、複雑な技術や特
別な技法が必要な実験を行うことができ、研究の幅を広
げることが容易になっています。
　研究室のメンバーは Toren を除いて英語を母国語と
しない国の出身者で構成されています。そのためか、皆
が私の拙い英語も辛抱強く聞いてくれました。雑談から
研究内容の報告、事務手続きなどで会話をすればするほ

ど、言葉の壁を感じることも多くありましたが、その一
方で英語が理解できていると感じる瞬間も増えてきまし
た。また留学に際し、複数の日本企業からの奨学金を受
け取ることができました。留学後も日本学術振興会の更
なるサポートを受け、現在まで研究を続けられています。
申請書の作成に当たり苦労することもありましたが、自
分の研究内容を今一度見つめなおし、またわかりやすく
簡潔に記述する術を学ぶことができ、とても意味のある
体験となりました。もともとは英語を話せるようになり
たいという気持ちから始まった留学ですが、Toren やメ
ンバーとの毎日が、多くの貴重な経験になっていると強
く考えており、この研究室に留学を決めて本当に良かっ
たと実感しています。
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　2015 年６月 12 日から 14 日の３日間、パシフィコ横
浜で第 38 回日本基礎老化学会大会が開催されました。
本年は、２年毎に開催される日本老年学会（日本老年医
学会、日本老年社会学会、日本老年歯科医学会、日本老
年精神医学会、日本ケアマネジメント学会、日本老年看
護学会、日本基礎老化学会の計７学会より構成される）
の総会の年で、日程の前半が日本老年学会との合同会で、
後半が日本基礎老化学会の分科会でした。大会初日に行
われた第 29 回日本老年学会総会合同ポスターセッショ
ン（全 21 演題）において、基礎老化学会の２演題がそ
れぞれ優秀演題賞に選出されました。受賞者の清水と渡
辺より学会報告と受賞演題の概要について書かせていた
だきます。

　大会初日は、シンポジウム「高齢者に関する定義の再
検討―老年学会・老年医学会 WG の議論を踏まえて―」
で始まりました。６人のシンポジストの先生がお話にな
りましたが、共通の話題としては、「高齢者が若返って
いる」ことでした。具体的には、高齢者（60 － 70 歳代）
の慢性疾患での受診率や歩行スピードや握力などの運動
機能、記憶などの知的機能に関する最近の調査結果は、
それぞれ 10 － 20 年前の調査時の 5 － 10 歳若い人たち
の水準に相当していること、さらに、現在の 80 歳前後
の人の歯の数は、昭和時代の 65 歳に相当するとのこと
でした。「最近の高齢者は若い」と一般的に認識されて
いることが、客観的に示されたと言えます。また、同シ
ンポジウムの様子は、翌 13 日の読売新聞・朝刊の１面
にも取り上げられ、マスメディアによる関心の高さが伺
われました。また、午後の会長講演では、日本老年学会
総会会長の井藤英喜先生が「健康長寿とライフスタイル」
と題して講演されました。疫学研究などから糖尿病が認
知症の危険因子であることが示唆されておりますが、糖
尿病治療のために投与されるインスリンにより引き起こ
される低血糖発作が、認知症リスクを増加させる因子に
なりうることを指摘され、血糖値も年相応に“適切に”
コントロールすることが重要であると述べられました。
　２日目の午前中には日本基礎老化学会と日本老年社会
科学会の合同シンポジウム「健康寿命を延ばす老年学―
基礎研究と社会研究の融合を目指して―」が企画されま
した。基礎老化学会からは堀田晴美先生、町田修一先生

の２先生が、老年社会科学会からは石崎達郎先生、植木
章三先生、鈴木宏幸先生の３先生が発表されました。各
先生から、運動および認知機能をテーマに最新の研究成
果が発表され、会場に人が入りきれないほどの盛況ぶり
でした。パネルディスカッションでは、認知機能の維持・
向上にはゆっくりとした歩行程度の低強度の運動で十分
である一方、筋力の増強にはより高強度運動が必要であ
るなど、興味深い討論が相次ぎました。
　２日目の午後には、これまで日本基礎老化学会の発展
にご尽力いただいた４先生（後藤佐多良先生、廣川勝昱
先生、三井洋司先生、Sang Chul Park 先生）に名誉会
員が授与されました。授賞式に続き、各先生方からご講
演いただき、激励の言葉を頂戴しました。Park 先生は、
翌日のランチョンセミナーで、日本基礎老化学会との長
年に渡る交流をお話いただきました。
　３日目の午前中には「糖と脂質から見た老化」と題し
た基礎老化シンポジウムが行われ、有田誠先生、山内敏
正先生、谷口直之先生よりお話いただきました。最先端
の研究成果を分かりやすく解説頂き、大変勉強になりま
した。
　第 29 回日本老年学会総会合同ポスターセッションで
は、各学会より３演題ずつ選出され、展示ホールに掲示
したポスターの前で発表および討論を行うというもので
した。私たち基礎老化学会の発表の際には、聴衆は 30
－ 40 人くらいの集団だったと思うのですが、徐々に聴
衆が増え、セッションの終盤には聴衆の間を通り抜ける
のが困難なくらいの大集団となりました。ポスター発表
後に行われた合同懇親会で、合同ポスターセッションの
受賞者と演題名が発表され、会長の井藤先生より賞状が
手渡されました。以下、受賞演題の概要について記しま
す。
　清水は、「骨細胞における Mn-SOD の骨リモデリング
制御機構」と題して、骨の老化に関する内容を合同ポス
ターセッションで発表させていただきました。骨は骨芽
細胞、破骨細胞、骨細胞と三種類の細胞から形成され、
常に骨リモデリングと呼ばれる骨形成と骨吸収のバラン
スの基で成り立っています。最近、骨の細胞の大部分を
占め、年単位の細胞寿命を持つ骨細胞が分子生物学的・
細胞生物学的解析が出来るようになり、注目されていま
す。本発表では、骨細胞のミトコンドリア酸化還元調節
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【学会報告】

第 29 回日本老年学会総会合同ポスターセッション優秀演題賞受賞

清水　孝彦
千葉大学大学院医学研究院　先進加齢医学

渡辺　信博
東京都健康長寿医療センター研究所　老化脳神経科学研究チーム　自律神経機能研究室
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の破綻が、骨リモデリング機構の異常をもたらし骨量減
少に至ることをマウス実験で明らかにしました。本発表
が、数ある合同ポスター演題の中から、優秀演題に選ば
れましたことを大変光栄に思うと共に、多くの共同研究
者共々大変嬉しく感じました。足掛け６年の研究成果で
したので、研究途上の様々な思い出が甦がえり、感慨深
く思いました。本マウス研究を進めるにあたり、御協力
頂きました多くの先生方に、誌面をお借りして厚く御礼
申し上げます。

　渡辺は、「高齢女性の夜間頻尿に対する軽微な皮膚刺
激の効果についての検討」と題して発表させていただき
ました。合同ポスターセッションでの発表というだけで
も貴重な機会だったのですが、さらに優秀演題賞をいた
だくことができ、大変にありがたく、光栄に感じました。
合同ポスターセッションの演題に選出してくださいまし
た日本基礎老化学会大会長の遠藤玉夫先生およびプログ
ラム委員の先生方、口頭発表の座長を務めてくださいま
した豊田雅士先生・三浦ゆり先生、審査員の先生方、共
同演者の先生方をはじめ、本研究を推進するにあたりご
支援・ご協力いただきました方々に、この場をお借りし
て厚く御礼申し上げます。
　私たちの研究室では長年にわたり、皮膚や筋などに対
する刺激、体性感覚刺激が心臓や膀胱などの自律機能に
与える影響について、主に麻酔動物を用いて研究してお
ります。最近では、そっと触れる程度の軽微な皮膚刺激
にも着目し、その効果と作用機序について生理学の立場
で研究を進めています。これまでに、麻酔ラットの会陰
部の皮膚刺激をローラーで軽く刺激することにより、膀
胱の排尿収縮が抑制されること、また、同様に皮膚刺激
を行った場合でも皮膚接触面の素材の異なるローラーで
は、排尿収縮を抑制しないことを見出しました。今回は、
夜間頻尿を抱える地域在住の高齢女性を対象に、これら
のローラーによる皮膚刺激の効果について、無作為二重
盲検交叉試験で検討しました。具体的には、就寝前にい
ずれかのローラーを用いて、会陰部の皮膚を１回１分間

（計３日間）、参加者ご自身で刺激していただきました。
その結果、麻酔ラットの排尿収縮を抑制するローラーで
の皮膚刺激により、過活動膀胱を有する参加者の夜間排
尿回数が減少することを明らかにしました。この研究結
果は、軽微な皮膚刺激が、高齢者の夜間頻尿に対する有
用なセルフケア方法になりうることを示す結果であると
考えられます。夜間頻尿の治療には、抗コリン薬などの
薬物療法のほか、電気刺激や鍼刺激などが用いられてい
ます。このような刺激療法の効果を意識下のヒトに用い
る場合、刺激の有無を被験者によって認識されうるため、
刺激自体の効果とプラセボ効果との区別が困難という問
題点があります。しかし今回、麻酔ラットを用いた基礎
研究で適切な対照刺激方法（ローラー）を明らかにした
ため、皮膚刺激自体の効果をヒトで明らかにすることが
できました。

　第 38 回日本基礎老化学会大会は、「生命科学から紡ぎ
出す基礎老化研究－ Fundamental Science －」をテー
マに開催されました。井藤先生は会長講演の中で、高齢
者に多発する疾患に老化（遺伝子、細胞老化、個体老化）
がどのように関わるか明らかにしていくことがこれから
の研究に大切であることを述べられました。大会長の遠
藤玉夫先生のご挨拶にもありましたように、基礎老化学
会に対して、「老化研究全体の屋台骨を支える」存在と
して、大きな期待が寄せられていることをひしひしと感
じる大会であったと思います。
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　『Biology of Aging』（Roger B. McDonald 著，
Garland Science 2014）の日本語版「老化生物学：老い
と寿命のメカニズム」の発刊の運びとなり、監訳担当者
として執筆陣を代表して、本書の特徴を皆様にも紹介し
たいと思う。

　昨今、「老化の多様性」の重要性が注目されつつある。
高齢者の健康像の多極化（元気な百寿者、フレイル、寝
たきり）にとどまらず、多彩な加齢性生活習慣病（動脈
硬化、糖尿病、高血圧、骨粗鬆症、癌）の広がりとともに、
個人差のバラつきがこれほど注目された時代は、かつて
無かったかもしれない。その背景の一つには、勿論前例
のない、日本はじめ先進国の世界的長寿化がある。一方、
基礎老化研究の分野でも、「6 人の盲人と象」というイ
ンドの逸話で揶揄されるように、老化仮説が乱立し、老
化の複雑さが強調される一方で、ややもすればその包括
的な理解が進まない、難しい現況がある。

　本書では、「ランダムな過程の生み出す、老化の多様
性（バラつき）」が度々強調されて、登場する。つまり「老
化の多様性」を「老化の本質」としてむしろ受け入れて、

「老化」という巨象の全体像を明らかにするために、学
際的・多面的アプローチを試みている。この著者Roger B. 
McDonald の一貫した執筆姿勢が、本書を単に総花的な
記述に陥る事を防いでくれている。さらに本書は、「老
化の教科書」と呼ぶにふさわしい点を幾つか兼ね備えて
いる。まず、基礎老化研究と臨床高齢者医療の両方を、
広い視野で同時に扱い、「老化」という課題に正面から
取り組んでいる。次に、想定される幅広い読者層を踏ま
えて、生理学や細胞生物学の基本から簡潔に記述し、そ
の破綻変容が如何に老化に結びつくかを、丁寧に説明し
ている。さらに、進化学や植物の老化にも触れており、
老化に対する学際的洞察を深めている。

　本書の教科書的な意味合いを損なわず、かつ最新の情
報も網羅するために、翻訳陣には、日本基礎老化学会の
経験の深い先生方にも、担当をお願いした。皆さん、多

忙の時間をぬって、翻訳に尽力いただいた事に、心より
感謝申し上げたい。関係者全員の老化研究に対する熱意
により、この翻訳事業は完成したと、私は感じている。

　是非、基礎老化学会のメンバーのみならず、老化に関
連する遺伝子、細胞、動物モデルを扱う研究者や学者、
高齢者医療に携わる臨床・パラメディックの方々も、本
書を参考にして欲しい。本書が新しい老化研究の道を開
く少しでも手助けとなるならば、本書翻訳に努力した
我々執筆陣にとって最高の喜びである。

ISBN 978-4-89592-837-4
定価　7,200 円 + 税
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【基礎老化研究誌は全会員へオンライン版の配付となりました】

　冊子体購入希望の方は、事務局にお知らせください（secretariat@tmig.or.jp）。年会費に印刷費・送料を加えた金
額を支払う事で、今まで通り冊子体をお手元にお届けします。金額等については、事務局にお尋ねください。
　オンライン版講読には、パスワード等が必要です。年会費請求書に2015 年度の閲覧用パスワード等を同封しましたが、
不明の時には所属・会員番号を添えて事務局にお尋ね下さい。

【「老化・老年病研究のための動物実験ガイドブック」完売のお知らせ】

　本学会が編集した「老化・老年病研究のための動物実験ガイドブック」は完売しました。皆様のご協力に感謝致します。

【2015 年度 第１回日本基礎老化学会理事会　議事録】

日　時：2015 年６月 12 日（金）16：00-18：00
場　所：パシフィコ横浜　４F　会議室 417
出席者：下川功（理事長、議長）、石神昭人、重本和宏、清水孝彦、石井直明、伊藤雅史、近藤祥司、樋上賀一、

樋口京一、堀田晴美、丸山光生、森望、遠藤玉夫（以上理事 13 名）、萬谷博（前会計幹事）

Ⅰ．理事選挙、評議員選挙報告

　2015 年 2 月16-23 日の間、インターネット投票により理事選挙を行った。2 月 24 日に理事 12 名が決定した。
また、2015 年 3 月 9 日 -16 日の間、インターネット投票により評議員選挙を行った。3 月 20 日に 19 名が決定した。

Ⅱ．理事長の互選結果報告：事務局

　理事の互選により下川功新理事長が決定した。

Ⅲ．下川功理事長挨拶

　基礎老化学会は、長年お世話になっている学会であり、学会に貢献する時期かと思い理事長を引き受けさせて頂き

基礎老化学会サーキュラー　第103号
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２０１５年９月２４日　発行
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ました。これから理事長を務めさせて頂きます。長崎は少し離れておりますが、皆さんの協力を得ながら学会を運営し
ていきたいと考えていますのでどうかよろしくお願い致します。

Ⅳ．第 38 回日本基礎老化学会大会　遠藤玉夫大会長挨拶

　今日から２年に一度の合同会として第 38 回日本基礎老化学会大会が始まります。今回の合同会は、井藤英喜大会
長のお考えもあり、他の学会との合同プログラムを多く設けたため、基礎老化学会は 1.5 日の会期になりました。スケ
ジュール的には非常にタイトですが、他の学会と協力して合同シンポジウムや合同の口頭発表などを多く取り入れていま
す。基礎老化研究の重要性をアピールしながら、合同会のメリットを生かした有意義な大会にしていきたいと思います
のでご協力の程、よろしくお願い致します。

Ⅴ．審議・報告事項

１．会則、細則の改定について：事務局
　会則、細則の改定についての審議をはじめに行うことになった。事務局から会則、細則の改定案が提示、説明された。

【審議された主な点】
• 第 8 章附則第 30 条について、本文をどのように変更するか議論した。最終的に「本会則の変更には、総会におい

て正会員出席者の２／３以上（但し委任状を含む）の同意を必要とする。」とすることになった。
• 日本老年医学会などの役員任期が２年であることから、本学会も役員任期を２年にすることにした。現理事の任期

は、選挙時は３年であったが、今回から２年にすることにした。総会での承認が得られない場合には、２年後に
役員の総辞職もやむを得ないとの意見もあった。

• 編集委員長は、編集理事が担当することになった。
• 細則で名誉会員の資格年齢を 65 歳以上の正会員に変更することになった。

　審議の結果、今回の変更点は以下である。
■　会則の変更点
① 会長を全て理事長に変更
② 庶務理事、会計理事、編集理事の追加
③ 大会理事の追加
④ 理事長、理事、評議員の任期を 2 年に変更
⑤ 総会での承認を「正会員出席者の２/３以上（但し委任状を含む）の同意を必要とする。」に変更
■　細則の変更点
① 庶務理事、会計理事、編集理事の追加
② 名誉会員の資格年齢を 65 歳以上の正会員に変更

　審議の後、会則、細則の変更は承認された。

２．日本基礎老化学会役員（平成 27 年～ 28 年）報告：理事長
　下川理事長から日本基礎老化学会役員、委員（平成 27 年～ 28 年）案が提示、説明された。

庶務理事　石神昭人、会計理事　重本和宏、編集理事　清水孝彦

編集委員会　○印：委員長
○ 清水孝彦（千葉大）、杉本昌隆（国立長寿研）、木村展之（国立長寿研）、石井恭正（東海大）、千葉卓哉（早

稲田大）、渡辺信博（都健康長寿研）
広報・ホームページ委員会　○印：委員長
○ 丸山光生（国立長寿研）、清水孝彦（千葉大）、伊藤雅史（都健康長寿研）、杉本昌隆（国立長寿研）、遠藤昌吾（都

健康長寿研）
国際交流委員会　○印：委員長
○ 森望（長崎大）、樋上賀一（理科大）、樋口京一（信州大）
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日本老年学会将来計画委員会　
　下川功（長崎大）、石井直明（東海大）、堀田晴美（都健康長寿研）
日本老年学会プログラム委員会　

　下川功（長崎大）、石井直明（東海大）、近藤祥司（京都大）
日本老年学会総会

　下川功（長崎大）、石井直明（東海大）、樋上賀一（理科大）、樋口京一（信州大）、丸山光生（国立長寿研）、石
神昭人（庶務理事、都健康長寿研）

　庶務理事、会計理事の小委員会を作ってはどうかとの提案があった。今後の検討事項とする。

　審議の後、役員、委員は承認された。

３．理事、評議員の推薦：理事長
　下川理事長から学会を活性化するため、理事及び評議員の推薦があった。

理事 山下均（中部大）

評議員　旗野健太郎（筑波大）、壷井功（日本大）、大澤郁郎（都健康長寿）、
　　　　海野けい子（静岡県立大）、川又敏男（神戸大）、小森理絵（徳島文理大）

　審議の後、理事、評議員の推薦は承認された。総会で承認後、本人の意思確認を行う。

４．第 40 回（2017 年）日本基礎老化学会大会（合同会、名古屋）大会長の変更：理事長
　磯部健一前理事から今年 3 月に名古屋大学を定年退職し、異動先の大学での教育が忙しく、大会の準備が出来な
いため、第 40 回日本基礎老化学会大会大会長を辞任したいとの連絡があった。そのため、大会長を磯部健一前理
事から丸山光生理事に変更したいと理事長より説明があった。

　審議の後、大会長の変更は承認された。

５．平成 26 年度決算報告：萬谷博前会計幹事
　収入合計は 4,993,195 円（予算に対して 829,480 円の収入増加）。

　予算額に対する増額分は、主に賛助会員費、ココロカ㈱による大会号 100 部の購入、第 36 回シンポジウムからの
寄付金に依る。

　支出合計は 3,032,276 円（予算に対して 803,036 円の支出増加）。

　支出額が増加している理由は、27 年度分の国際交流費及び海外名誉会員交通費を 26 年度に前払いしたこと、ココ
ロカ㈱購入の大会号 100 部を増刷したこと、庶務経費（賃金）の増加に依る。

　支出の増額分よりも収入の増額分が上回ったため、全体の収支としては 58,204 円の収益となり、次年度への繰越
金が 1,960,919 円となった。

　伊藤前監事より、監査の結果予算執行に問題のない旨の報告があった。伊藤、新海両前監事からの書面による監
査報告は事務局が保管している。

　審議の後、決算は承認された。
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６．平成 27 年度予算審議：萬谷博前会計幹事、重本和宏会計理事
　収入は、昨年度の会費等の収入実績を踏まえて、1,884,000 円を計上した。昨年度からの繰越金 1,960,919 円を加え、
収入合計は 4,060,919 円となる。
　支出は、2,410,850 円を予定している。収入以上の支出になる予定である。

　基礎老化研究の印刷発送は 39-2 号（大会号）をもって終了し、以降はオンライン配信とし、冊子体は希望者のみ
とすることが決定しているため、次年度以降の支出は減少が見込まれる。しかしながら、今後も収入増加あるいは支
出抑制の方策を検討していく必要がある。

　審議の後、予算は承認された。

７．第 39 回（2016 年）日本基礎老化学会大会について：石井直明理事
日　時：平成 28 年５月 27 日 ( 金 )、28 日 ( 土 )
場　所：伊勢原市、東海大学医学部前の文化会館
大会長：石井直明理事　副大会長：西崎泰弘教授（東海大学付属東京病院、副医院長）
詳細は、決まり次第アナウンスする。

８．第 40 回（2017 年）日本基礎老化学会大会（合同会）について：丸山光生理事
日　時：平成 29 年６月14 日 ( 水 ) ～ 16 日 ( 金 )
場　所：名古屋国際会議場
大会長：丸山光生理事
詳細は、決まり次第アナウンスする。

９．第 37 回（2015 年）日本基礎老化学会シンポジウムについて：樋口京一理事
日　時：平成 27 年 10 月 31日 ( 土 )
場　所：東京都健康長寿医療センター研究所
世話人：樋口京一
詳細は、決まり次第、ホームページやメールでアナウンスする。

10．第 41 回（2018 年）日本基礎老化学会大会について
　大会長は、樋上賀一理事に決定した。詳細は、決まり次第アナウンスする。

11．第 38 回（2016 年）日本基礎老化学会シンポジウムについて
　第 38 回日本基礎老化学会シンポジウムの開催を延期する。今後のシンポジウムのあり方を理事会で議論していくこ
とにした。

12．日本老年学会理事会報告：石井理事
　The 21st World Congress of Gerontology and Geriatrics (IAGG 2017) は、2017 年７月 23-27 日にサンフランシス
コで行うことが報告された。

13．編集員会報告：清水孝彦編集理事
　基礎老化研究誌 39（２）５月号は、第 38 回日本基礎老化学会大会、プログラム・要旨集として発刊された。また、
基礎老化研究誌 39（3）９月号より完全オンライン化となる。
　基礎老化研究誌 40（1）１月号より誌面をリニューアルする。

14． 広報・ホームページ委員会報告：丸山光生理事
　ホームページでは検索キーワードの解析データも得られることから、編集委員会が執筆者を選定する際の参考資料
を提供できる。そのため、合同での委員会を少なくとも年に１回は開催していく。
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ホームページのアクセス数や検索キーワードの解析した内容をホームページやメールなど、何らかの方法で提供してい
ければと考えている。

15．学会ロゴマークについて：丸山光生理事
　2015 年５月１日～ 31日までロゴマークの募集を行った。応募の中から広報・HP 委員会で５つの候補を選び、理事
の投票を行った。投票の結果、ロゴが選定された。

【2015 年度 第１回日本基礎老化学会評議員会　議事録】

議事録中“理事会議事録参照”では上記の理事会議事録をご参照下さい。

日　時：2015 年６月13 日（土）11：45-12：35
場　所：パシフィコ横浜　４F 413
出席者： 下川功（理事長）、遠藤昌吾（議長）、石井恭正、内田さえ、柿澤昌、下田修義、新海正、杉本昌隆、千葉卓哉、

細川昌則、丸山直記、三井ゆり、本山昇、安田邦彦、ワダワ　レヌー（以上評議員 14 名）、石神昭人（庶務理事）、
重本和宏（会計理事）、清水孝彦（編集理事）、遠藤玉夫（大会理事）、萬谷博（前会計幹事）：欠席３名（う
ち委任状提出３名）

Ⅰ．下川功理事長挨拶

　理事会議事録参照

Ⅱ．第 38 回日本基礎老化学会大会　遠藤玉夫大会長挨拶

　理事会議事録参照

Ⅲ．審議・報告事項

１．監事の選出
　新監事が選出された。
　新海　正　（芝浦工業大学）、
　内田　さえ（東京都健康長寿医療センター研究所 )

２．理事選挙、評議員選挙報告
　理事会議事録参照

３．日本基礎老化学会役員（平成 27 年～ 28 年）
　理事会議事録参照

４．理事、評議員の推薦：理事長
　細則２（役員の選出等）2-3-1 に「評議員の数は、正会員総数の 10% を超えないものとする。」との記載があるのに
評議員の数を増やすことに問題は無いのか、との質問があった。下川理事長から確かにその通りであるが、学会を活
性化するため、今回は承認して欲しいとの返答があった。

　審議の後、承認された。

５．平成 26 年度決算報告：萬谷博前会計幹事
　平成 26 年度決算について報告があった（理事会議事録参照）。新海前監事より、監査の結果予算執行に問題のな
い旨の報告があった。伊藤、新海両前監事からの書面による監査報告は事務局が保管している。
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　審議の後、決算は承認された。
６．平成 27 年度予算審議：萬谷博前会計幹事
　平成 27 年度予算について説明した（理事会議事録参照）。

　審議の後、予算は承認された。

７．第 39 回（2016 年）日本基礎老化学会大会について
　理事会議事録参照

８．第 40 回（2017 年）日本基礎老化学会大会（合同会）について
　理事会議事録参照

９．第 37 回（2015 年）日本基礎老化学会シンポジウムについて
　理事会議事録参照

10．第 41 回（2018 年）日本基礎老化学会大会について
　理事会議事録参照

11．会則、細則の改定について：事務局
　事務局から会則、細則の改定案が提示、説明された。

　審議の後、会則、細則の変更は承認された。

12．編集員会報告
　理事会議事録参照

13．広報・ホームページ委員会報告
　理事会議事録参照

【2015 年度 第１回日本基礎老化学会総会　議事録】

　議事録中“理事会議事録参照”では上記の理事会議事録をご参照下さい。

日　時：2015 年６月14 日（日）17：15-18：00
場　所：パシフィコ横浜　４F 413
出席者： 下川功（理事長）、正会員 135 名（41 名出席、委任状提出 94 名）【正会員総数 233 名】、石神昭人（庶務理事）、

重本和宏（会計理事）、清水孝彦（編集理事）、遠藤玉夫（大会理事）、萬谷博（前会計幹事）

Ⅰ．下川功理事長挨拶

　理事会議事録参照

Ⅱ．審議・報告事項

１．理事選挙、評議員選挙報告
　理事会議事録参照
２．理事、評議員の推薦：理事長
　理事会議事録参照
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　審議の後、承認された。

３．平成 26 年度決算報告：萬谷博前会計幹事
　平成 26 年度決算について報告があった（理事会議事録参照）。新海前監事より、監査の結果予算執行に問題のな
い旨の報告があった。伊藤、新海両前監事からの書面による監査報告は事務局が保管している。

　審議の後、決算は承認された。

４．平成 27 年度予算審議：萬谷博前会計幹事
　平成 27 年度予算について説明した（理事会議事録参照）。

　審議の後、予算は承認された。

５．第 39 回（2016 年）日本基礎老化学会大会について
　理事会議事録参照

６．第 40 回（2017 年）日本基礎老化学会大会（合同会）について
　理事会議事録参照

７．第 37 回（2015 年）日本基礎老化学会シンポジウムについて
　理事会議事録参照

８．第 41 回（2018 年）日本基礎老化学会大会について
　理事会議事録参照

９．会則、細則の改定について：事務局
　事務局から会則、細則の改定案が提示、説明された。

　審議の後、会則、細則の変更は承認された。

10．ロゴマークについて
　下川理事長よりロゴマークについて説明があった。

　審議の後、承認された。

Ⅲ．若手奨励賞授与式：理事長、大会長　遠藤玉夫

　若手奨励賞は、４名となった。賞状と金一封が贈呈された。

　木村展之（国立長寿医療研究センター研究所）
　泉尾直孝（千葉大学大学院）
　都築孝充（順天堂大学）
　水之江雄平（東京理科大学）

Ⅳ．第 38 回日本基礎老化学会大会　遠藤玉夫大会長挨拶

　理事会議事録参照
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【事務局より】

　本会事務局の連絡先は以下の通りです。
　入会・退会・ご所属（連絡）先変更届・年会費等のお問い合わせは以下へお願いします。

　〒 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内 
　　日本基礎老化学会事務局
　E-mail：secretatiat@jsbmg.jp
　Fax：03-3579-4776 （日本基礎老化学会宛てと明記してください）

【抄録の冊子体購入について】
　今年度より当学会抄録『基礎老化研究』のオンライン化が正式に開始されております。
　つきましては冊子体購入希望の可否をまだ学会事務局に連絡されていない方は、お早目に E-mail にてお知らせくださ
い。購入を希望されない場合でもその旨を明確にしたいため、連絡を頂けますようお願いいたします。

　なお冊子体購入希望の場合は各年会費の他に
　年間購読料として別途￥5,500-（会員特別価格 / 送料込 / 年３回発行分）を納入頂きます。

【会費納入のお願い】
　会費は正会員 7,000 円／年、理事 10,000 円／年、評議員 8,000 円／年、学生会員 2,000 円／年です。

　※学生会員は年に 1 度（年度初め）学生であることを証明できる書類を提示してください。
　　大会に参加される場合は事務局受付での掲示も可。

　H27 年度分までの年会費を未納の方は以下の指定の口座にお早目にお納めください。
　未納分が不明な場合は、事務局までメールにてお問い合わせください。

＜銀行振込の場合＞
　銀行振込の場合は、振込者の名前が事務局に通知されません。
　お手数ですが、振込後、事務局（上記アドレス）までお知らせください。
　　　みずほ銀行　（銀行コード　0001）　大山支店　（支店番号　628）
　　　普通口座　口座番号　1034063
　　　名前　（口座使用者）：　日本基礎老化学会

＜郵便局の場合＞
　通信欄に会員番号、お名前、お支払いいただく年度分をご記入ください。
　　　口座記号番号：　00170-3-46043　
　　　加入者名： 日本基礎老化学会

　　　※他金融機関からゆうちょ銀行に振り込む際の振込用口座番号
　　　　０一九（ゼロイチキュウ）店　　当座　0046043

【日本基礎老化学会入会のご案内】
　入会希望の方は、日本基礎老化学会 HP (「入会・その他のご案内」より) から入会申込書をダウンロードし、記入の
上、事務局まで郵送または E-mail に添付してお送りください。 
　学生会員希望の場合は、申込時に学生であることを証明出来る書類を PDF ファイルで添付してください。
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【日本基礎老化学会の賛助会員入会のご案内】
　日本基礎老化学会では、科学研究を通じて高齢化社会に寄与することをめざしています。学会の活性化や会誌の充
実に努め、さらに、その基盤の強化をはかるべく、個人や企業を対象にして広く賛助会員を募っています。
　会費は一口　50,000 円／年です。日本基礎老化学会の賛助会員には以下の特典があります。

⑴ 当学会の雑誌「基礎老化研究」を毎号お送りいたします。
⑵  「基礎老化研究」に広告（A4 半ページ）を年３回無料で掲載します。
 広告の版下を郵便またはメールに添付して上記学会事務局にお送りください。
⑶ 毎年開かれる日本基礎老化学会大会に１名を無料で招待します。

　賛助会員をご希望の方は HP の入会申込書をダウンロードして学会事務局にお送りください。

※ 『寄付』ではなく『会員』として参加していただくことになりますので、退会をご希望の際には退会届の提出
が必要となりますのでご留意ください。

【基礎老化研究誌に広告をご希望の方へ】
　基礎老化研究誌では広告を募集しています。 
　１ページ５万円で毎号年３回掲載します。ご希望の方は学会事務局にメールにてお問い合わせください。

【退会に際してのご注意】
　退会の処理を適正かつ厳密に行うために、下記の事項をお守りください。

⑴ 退会をご希望の際は、ご自身の署名と捺印のある退会届（書式自由）を事務局まで、郵送してください。
 ただし、お急ぎの場合は E-mail による退会手続きも受け付けております。
 本学会 HPより退会届をダウンロードしてご記入の上、E-mail に添付していただくことも可能です。

⑵ 日本基礎老化学会の会計年度は４月１日～３月 31日となっています。
 従いまして、退会時が年度途中の場合でも、その年度の年会費はお支払いいただくことになりますのでご了承く

ださい。 　　　
 2016 年３月で退会予定の方は、お早目にお知らせください。

【E-mail について】
　学会事務局と会員の皆様との連絡や役員選挙等に E-mail を活用しています。 
　E-mail アドレスの届出がお済みでない方、アドレス変更をされた方は、必ず事務局に報告してください。

【入退会、休会、住所等の変更、会費等】
　入退会、休会、住所変更、会費、その他不明な事がありましたら、遠慮なく事務局へお問い合せください。 
　また、大学等の研究室を離れた会員については、上司や指導教官から事務局へ連絡をいただけると大変助かります。
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日本基礎老化学会　年会　今後の予定

第 39 回（2016 年）日本基礎老化学会大会：
　大 会 長　石井直明（東海大学医学部　教授）
　副大会長　西崎泰弘（東海大学医学部　教授・付属東京病院　副院長）

（単独開催）
2016 年５月 27 日（金）、28 日（土）
伊勢原市民文化会館（神奈川県）

第 40 回（2017 年）日本基礎老化学会大会：
　大 会 長　丸山光生（国立長寿医療研究センター研究所　副所長）

（７学会合同会）
2017 年６月 14 日（水）～ 16 日（金）
名古屋国際会議場（名古屋市）

日本基礎老化学会　シンポジウム

第 37 回（2015 年）日本基礎老化学会シンポジウム　世話人　樋口京一
　「モデル動物の多様性から探る老化現象の普遍性」
　　 日時：10 月 31 日（土）　（13：00 - 16：30）
　　 場所：東京都健康長寿医療センター

その他の関連学会開催予定

Asia/Oceania Congress of Gerontology（アジア・オセアニア地域の学術大会）

2015 年
The 10th Asia/Oceania Congress of Gerontology
Date; October 19-22, 2015
Place; The International Convention and Exhibition Center, Chiang Mai, Thailand

web site; http://iaggchiangmai2015.com/

World Congress of Gerontology and Geriatrics（４年ごとに行われる世界規模の大会）

2017 年
The 21st World Congress of Gerontology and Geriatrics (IAGG 2017)
Date; July 23-27, 2017
Place; Moscone Center in San Francisco, CA, United States.

web site; http://www.iagg2017.org/en/

2021 年
Buenos Aires, Argentina

【会員異動と会員数】

平成 27 年３月 27 日～平成 27 年８月５日
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（入会者）
氏名 所属 〒 住所
坂田　宗之 東京都健康長寿医療センター研究所 173-0015 板橋区栄町 35-2

神経画像研究チーム
佐藤　駿平 浜松医科大学 解剖学講座 431-3192 浜松市東区半田山 1-20-1

細胞生物学分野
大城　樹実 東京都健康長寿医療センター研究所 173-0015 板橋区栄町 35-2

老化制御チーム　生体環境応答
須藤　　周 東京大学大学院 工学系研究科 153-8505 目黒区駒場 4-6-1

化学生命工学科専攻 畑中研究室
関　　玲子 帝京大学医療技術学部臨床検査学科 173-8605 板橋区加賀 2-11-1

（所属変更）
氏名 所属 〒 住所
前原佳代子 畿央大学健康科学部健康栄養学科 635-0832 北葛城郡広陵町馬見中 4-2-2　

大学院健康科学研究科

（退会）
三木哲郎、中村克行、伊達朗

（賛助会員入会）
氏名 所属 〒 住所
重岡胃腸科外科医院 828-0031 豊前市大字三毛門 773-1
特定非営利活動法人　Medical information network 852-8523 長崎市坂本 1-12-4

長崎大学医学部基礎棟 5
病理学教室内

医療法人　祐和会 859-1107 雲仙市吾妻町牛口名 378-2

（会員訃報）
石幡明

会員数
正 会 員：234 名
学生会員：  37 名
合 計：271 名
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