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はじめに
　認知機能とは、記憶や学習、判断、計算、理解、思考、
言語などの統合的な機能を指し、生物が理性的な社会生
活を営む上で欠かすことができない能力である。認知機
能が働くには、外界からの新しい刺激に応じて、脳神経
系での可塑的な変化が生じる必要がある。一方、加齢や
過度なストレスなど生活環境変化により神経系の可塑性
が低下すると、認知機能が低下すると考えられている。
現在、我が国における 65 歳以上の認知症有病率が 15％
に達し、さらなる高齢化が進む現代において認知機能障
害は、予防と改善が望まれる大きな社会問題である。
　これまでの認知症研究は、種々の仮説を基盤として進
められ、それらを標的とした治療戦略、創薬開発が進め
られてきが、現在のところ十分な成果は得られていない。
このため認知症に伴う脳機能障害を中枢神経特異的な変
化として考えるだけでなく、身体全体の問題として捉え
る必要があると考えられる様になってきた。このような
研究の潮流から、全身の栄養 ･ 代謝調節を標的とした新
しい認知機能障害治療戦略に注目が集まっている。実際

に代謝異常に起因する生活習慣病、特に糖尿病は認知症
の発症に関与することが近年の臨床及び基礎の両研究か
ら明らかとなり、認知機能は脳内だけで制御される訳で
は無く体系的に調節されているということが示唆されて
いる。糖代謝を調節するインスリン様シグナルの脳内で
の機能は、未だ不明な部分を多く残しているが、糖尿病
と認知機能障害および認知症の両疾患を結ぶ分子経路と
して重要な役割を果たすことが分かってきた。本稿では、
認知障害に伴う中枢神経系と末梢組織のインスリン様シ
グナルの変化とこれらの動向を基盤とした新たな認知機
能障害治療の可能性について最新の知見を混じえ紹介し
たい。

１．糖代謝異常と認知機能障害の関係
　糖代謝異常と認知機能の関係性について注目が集まる
背景として、認知症に対する多くの疫学的研究から、糖
尿病とアルツハイマー病の発症には正の相関性があるこ
とが報告されていた。ロッテルダム研究では、糖尿病が
認知症の発症リスクを 1.9 倍高めることが報告され ［1, 
2］、一方、我が国の認知症疫学的研究として知られる久
山町研究からは、認知症と診断されていない 60 歳以上
の男女を対象にした 15 年間（1998 〜 2003 年）にわた
る糖尿病と認知症の長期間の調査が行われ、その結果、
正常血糖値群に較べ糖尿病群での認知症の発症率が 1.74
倍（アルツハイマー病は 2.05 倍、血管性認知症は 1.82 倍）
高いことが確認された［3］。一方最近の研究からアルツ
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要約
　これまで認知機能研究は、中枢神経系を中心とした解析が行われ、その結果をもとに多く
の認知症治療薬候補が開発されてきた。しかしながら、現在のところ認知症に効果を示す本
質的な治療薬は得られていない。近年、末梢組織を中心に研究が行なわれてきた代謝の変容
が、認知機能にも影響をおよぼすことが明らかとなってきた。これらの背景から、代謝経路
を介した新たな認知症治療薬 ･ 診断薬開発の可能性に関心が高まっている。本稿では、エネ
ルギー代謝や栄養の恒常性を調節するインスリン様シグナルの中枢神経系における変化が、
認知機能にどのような影響を及ぼすのか、我々の研究成果を含め、最新の知見を紹介する。
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ハイマー病患者の死後脳を用いた解析では、海馬と大脳
皮質のインスリン様シグナルが変化していることが報告
されている［4］。
　これらの結果から糖尿病と認知症をつなぐ有力な分子
機序候補として注目される脳インスリン様シグナルにつ
いて、引き続き話を進めたい。
　
２．インスリン様シグナル
１）インスリン様シグナルの構成因子
　インスリン様シグナルは種々の臓器において、エネル
ギー代謝や栄養の恒常性、細胞増殖や抗アポトーシスな
ど重要な役割を担っている。本シグナルは、1982 年に
春日らがインスリン受容体がチロシンキナーゼ活性を有
することを発見したことを契機に、その下流シグナル
分子の活性化機構やその結果導かれる生理的作用がこ
れまでに明らかにされてきた［5］。インスリン様シグ
ナル経路のリガンドには、膵臓から分泌されるインス
リンや肝臓や脳で産生されるインスリン様成長因子 -1 

（insulin-like growth factor-1：IGF-1）とそれらの受容
体であるインスリン受容体（insulin receptor：IR）や
インスリン成長因子受容体 （IGF receptor：IGFR）と
下流因子であるインスリン受容体基質 （insulin receptor 
substrate：IRS）タンパク質、PI3K （phosphoinositide 
3-kinase）、  Akt （PKB）、FoxOs （forkhead box protein 
O）が知られている［6］（図１）。

２）インスリン受容体とインスリン様成長因子受容体
　哺乳類の IR には２つのスプライシングアイソフォー
ムである IRa、IRb が存在する。IRb は成体の糖代謝標
的臓器である肝臓、筋肉、脂肪に多く発現し、リガン

ドとしてインスリンと強く結合するが、インスリンと
IGF-2 の両方に結合する IRa は、胎生組織と成体の造血
細胞や中枢神経系に優勢に発現する。一方、IGF-1R は
IGF-1、IGF-2 に対して強い結合力を有するが、インス
リンにも低親和性ながら結合能をもつ。インスリン受容
体アイソフォーム IRa、IRb と IGF-1R の混合二量体形
成の多種性はインスリン、IGFs の結合受容体の選択性
をより複雑にしているが下流因子は重複していることか
ら、インスリンと IGFs から受ける影響を厳密に二分で
きない［7］（図１）。

３）インスリン受容体基質
　IRS 蛋白質は IR と IGFR の基質であり、N 末端に
PH （pleckstrin homology） と PTB （phosphotyrosine 
binding）ドメインを、また C 末端には PI3K,Grb2,SHP2
結合ドメインを有する。IRS 蛋白質は IR や IGFR に
よりリン酸化されると、チロシンリン酸化された IRS
蛋白質に SH2 （src homology-2）ドメインをもった分
子が結合し、その他に Shc や Gab-1（Grb2-associated 
binder-1）などのアダプター蛋白質も IR や IGFR によっ
てリン酸化され、SH2 蛋白質と結合しシグナルを伝達
する。哺乳類では IRS1 〜 4 の４種類のアイソフォーム
が同定されているが発現様式には違いが見られる。主
要な蛋白質である IRS1 と IRS2 は全身の臓器に発現し
ているが、IRS3 はヒトでは偽遺伝子であり IRS4 は主
に脳に発現している。それぞれの体系的ノックアウト

（KO）マウスの解析結果も 2000 年までに報告されてお
り、IRS1-/- マウスは発育遅延による身体サイズの減少を
示し、インスリン抵抗性を示すものの、糖尿病の発症
は認められなかった［8］。また IRS3-/- マウスには特に

図１　中枢神経系におけるインスリン様シグナル
… インスリン受容体アイソフォーム IRa、IRb と IGF1R の混合二量体形成の多様性は、インスリン、IGFs の結合

受容体の選択性をより複雑にしているが、細胞内シグナルは重複しており、インスリン受容体基質 IRSs のリン
酸化に続く PI3K、PDK1、AKT、の活性化の結果 FoxOs は不活性化され細胞質へ移行する仕組みは進化的に保
存されている。脳においてはインスリン様リガンドに限らず、神経栄養因子や未知のリガンドが各々の受容体を
介して IRS 蛋白質に作用していることが示唆される。
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大きな異常は観察されず、IRS4-/- マウスでは軽い発達障
害と耐糖能障害が認められたのみであった。対照的に、
IRS2-/- マウスは膵β細胞の機能不全によるインスリン抵
抗性や肝臓の機能障害、レプチン抵抗性を伴う重篤な糖
尿病を発症するとともに脳サイズの減少、過食が観察さ
れた［9］。
　これらの報告から、インスリン様シグナルは脳の発生
や機能維持にも関与している可能性が疑われた。
　
３．脳インスリン様シグナルの作用
　続いて、中枢神経系において明らかにされつつある脳
インスリン様シグナルの役割について解説したい。脳イ
ンスリン様シグナルの中枢神経系機能については、未だ
不明な点が多く、そのメカニズムは十分解明されていな
かったが、脳特異的 KO マウスを用いた解析により、そ
の役割が少しずつ明らかになってきた。

１）脳特異的 IR 欠損マウス （NIRKO）
　糖代謝調節への影響を調べるために作製された脳特異
的 IR 欠損マウス （NIRKO）は、生殖機能に異常が見ら
れたものの、糖代謝における顕著な障害は認められな
かった。しかしながら、高脂肪食付加により体脂肪の増
加と若干のインスリン抵抗性が誘導された。またその後
の解析から NIRKO マウスの全脳における Akt と GSK3
β （glycogen synthase kinase 3β）のリン酸化は低下し
ていることが示されたが、脳の糖代謝には異常はなく、
認知機能も正常であることが報告された［10］。

２）脳特異的 IGF1R 欠損マウス （bIGF1R+/-and-/-）
　脳特異的 IGF1R 欠損マウス （bIGF1R-/-：ホモ接合体）
は、小頭症や重篤な発育遅延を呈し血中 IGF-1 レベル値
の上昇とともに早期に死亡するが、対照的に bIGF1R+/-

マウス（ヘテロ接合体）は、下垂体成長ホルモンおよび
血中 IGF-1 レベルの低下とインスリン抵抗性を呈したが
寿命を延長した。この長寿マウスの体重は発生初期から
若年期にかけては減少傾向にあったが、加齢に伴い顕著
に増加した。また長寿マウスにおけるほとんどの臓器サ
イズは減少するが、脂肪組織（特に皮下脂肪）だけが増
大するという表現系は IRS2-/- マウスおよび BIrs2+/-and-/-

マウスと共通しており、脳 IGF1R-IRS2 経路が脂肪細
胞の発生・分化と維持に関与している可能性が考えら
れる［11］。

３）脳特異的 IRS2 欠損マウス （BIrs2+/-and-/-）
　脳特異的 IRS2 欠損マウス （BIrs2+/-and-/-）は脂肪組織
の増加による軽度の体重増加とともにインスリン抵抗性
を示したが、高インスリン血症による補償的な作用のた
め糖尿病の発症は起こらないまま寿命を延長した［12］。
また脳特異的 IRS2 完全欠損マウス （NesCreIrs2-/- マウ
ス）および前脳特異的IRS2部分欠損マウス （D6CreIrs2-/-

マウス）では、スパイン形成の増加に伴い神経可塑性が
亢進し、空間記憶が良好に保持されることが報告されて
いる［13］。実際に我々は、BIrs2 ノックアウトマウスが、

寿命が延長されるのみならず、成体脳海馬神経細胞の新
生を促進させ、老年期においても高い記憶学習能力を保
持していることを明らかにしている（Taguchi et al., In 
Preparation）。このように IRS2 は認知記憶の形成に対
して抑制的に働くことが示唆されている［14］。一方で、
糖尿病を発症し若齢期に死亡する IRS2-/- マウスの海馬
では、シナプスの長期増強 （long-term potentiation：
LTP）が障害されことが報告されている［15］。これら
脳特異的 IRS2 欠損マウスと IRS2-/- マウスの報告の違い
として、糖尿病を発症する IRS2-/- マウスの海馬 LTP の
障害が高血糖を含む代謝パラメーターの異常によって誘
導されるのか、もしくは脳 IRS2 の欠失に起因するもの
であるか両方の可能性が考えられるが、明確な結論はま
だ得られていない。同様にアルツハイマー病患者死後脳
で IRS2 の発現低下が観察されているなど、ヒトレベル
でも IRS2 の認知機能への作用に関しては見解が分かれ
ている。そのため、生体脳内での IRS2 の動向追跡を可
能にする可視化の技術開発が今後必要と考えられる。　

４．脳インスリン様シグナルとアルツハイマー病の関連
　続いてアルツハイマー病患者脳内で蓄積されることが
知られている Aβ、タウ蛋白質と脳インスリン様シグナ
ルの関係性について紹介する。

１）Aβの代謝へ与える影響
　アルツハイマー病は記憶力の低下を初期症状として進
行性の認知機能障害を呈する神経変性疾患で、その病理
的な特徴として脳内に老人斑 （senile plaque）と呼ばれ
るアミロイドβ（amyloid β：Aβ）蛋白質の蓄積が見られる。
アミロイド前駆体蛋白質 （amyloid precursor protein：
APP）自身は脳の発生に重要な役割を果たしている分
子であることが近年わかってきたが、APP の異常な分
解により神経細胞毒性の強い Aβが生じる。最近の研究
から、この Aβの代謝にインスリン様シグナルが関与し
ていることが明らかにされ関心が集まっている。IGF-
1R のヘテロ欠損変異を有するアルツハイマー病モデル
マウス （AD；Igf1r+/-）の脳では Aβの沈着がみられ Aβ
の凝集がさらに促進しているものの、可溶性 Aβオリゴ
マーの減少と Aβ重合の促進による蛋白質毒性の軽減に
より、神経炎症と神経細胞死が抑制され認知機能障害が
改善されることが報告された［16］。このように Aβオ
リゴマーがアルツハイマー病の病態に関与することに加
え、Aβモノマーの中枢神経における働きについても明
らかになってきている。ラット大脳皮質細胞培養系にお
いて低分子量 Aβ1-42 モノマーの投与は抗アポトーシス
蛋白質 Bcl-2 の発現を増加させ、インスリン欠乏条件下
で誘導される神経細胞死を有意に抑制するが、この効果
は Aβ1-42 モノマーと LY294002 （PI3K 阻害薬）の同時
投与により失われた。他方、Aβ1-42 モノマーの投与は細
胞内の Akt と GSK3βのリン酸化を促進しβカテニンの分
解を軽減することを介して細胞死を抑制することが明
らかにされた。さらに Aβ1-42 モノマーは NMDA による
興奮毒性に対して神経保護作用を示すが、AG1024 （IR/



－ 12 －

IGFR 阻害薬）あるいはピクロポドフィリン （IGF1R 阻
害薬）と Aβ1-42 モノマーの同時投与によりこの神経保
護作用が消失することがわかった［17］。以上のことか
ら Aβ1-42 モノマーは IR/IGFR-PI3K カスケードを介し
て神経保護作用を発揮することが示唆された。しかし、
この神経保護作用はアルツハイマー病発症に関与する北
極型突然変異（E22G）を有する Aβ1-42 モノマーではみ
られないことから、Aβの凝集によるタンパク質毒性に
加え Aβモノマーの神経保護作用の抑制が神経変性を引
き起こしている可能性が示唆された［17］。

２）タウ蛋白質のリン酸化調節
　タウ蛋白質は神経細胞の軸索に存在する微小管結合
蛋白質であり、過剰なリン酸化によって凝集して PHFs 

（paired helical filaments）を形成し、神経細胞内に蓄積
することでアルツハイマー病の特徴である神経原線維変
化を引き起こす。近年、このタウ蛋白質のリン酸化の調
節にインスリン様シグナルが関与していることは、種々
の実験系を用いた解析から報告されている。ヒトのタウ
蛋白質を発現させた Neuro2a （N2a）細胞とスウェーデ
ン変異型 APP （APPswe）を発現させた HEK293 細胞
の共生培養から、細胞外 Aβの増加はインスリン投与に
よって誘導される Akt と GSK3βのリン酸化を抑制し、
タウ蛋白質のリン酸化を促進することがわかった。反対
に共生培養における IR の過剰発現は Aβの増加によっ
て引き起こされるタウ蛋白質のリン酸化を減少させるこ
とが示され、可溶性 Aβの増大によって導かれるタウ蛋
白質のリン酸化の調節にはインスリン様シグナルが関
係する可能性が示された［18］。また、IRS2 の完全欠損
変異を有するアルツハイマー病モデルマウス（Tg2576/
IRS2-/-）の解析からは IRS2 の欠損が側頭葉皮質でのタ
ウ蛋白質のリン酸化を増加させ、脱リン酸化を制御する
ホスファターゼ PP2A （protein phosphatase 2A）を抑
制することも明らかにされている［19］。

３）Aβの代謝とインスリン分解酵素
　インスリン分解酵素 （insulin degradation enzyme：
IDE）は脳や肝臓、腎臓や筋肉において発現するメタロ
プロテアーゼであるが、近年の知見から IDE は細胞内
外の Aβの分解にも関与していることが明らかにされて
いる。IDE 欠損マウス （IDE-/-）の大脳皮質を用いた初
代培養系における解析から、IDE の欠乏は Aβの分解を
抑制し内在性 Aβレベルを増加させることが示された。
また、興味深いことに IDE-/- マウスは肝臓におけるイン
スリン分解能の低下と耐糖能異常を呈することも判明し
た［20］。一方、アルツハイマー病モデルマウスにおけ
る IDE の過剰発現 （2xIDE+APPswe/ind）は脳内にお
ける Aβの発現量と沈着を低下させ神経細胞死を抑制し
て生存期間を延長させることが報告された［21］。この
結果から IDE はアルツハイマー病発症機序と糖代謝調
節の両方に関与していることがわかった。

４）Aβの代謝とミトコンドリア

　ミトコンドリアの機能変化は糖尿病を含む多くの疾患
で観察されるが、Aβの代謝はミトコンドリアの機能に
影響を与えることが示唆されている。アルツハイマー病
モデルマウスにおける APP 分解関連酵素βセクレター
ゼ［β-secretase1（beta-site APP-cleaving enzyme 1：
BACE1）］の部分的欠損 （BACE1+/-･5XFAD）は、脳内
のミトコンドリアにおける APP と CTF99/C99 （APP
がβセクレターゼにより切断された際生じる蛋白質）の
蓄積、酸化還元調節機能とコンプレックスⅡ活性の低下
による機能異常の緩和と大脳皮質における酸化的 DNA
障害を軽減し、認知機能異常の進行を抑制することが明
らかにされている［22］。この結果から、アルツハイマー
病発症にはミトコンドリアの機能障害も関係しているこ
とが示唆された。
　このようにアルツハイマー病発症に脳インスリン様シ
グナルが関与していることを裏付ける、多数の報告がな
されている。
　
５．…脳インスリン様シグナル操作によるアルツハイ

マー病治療応用への可能性
　続いて認知機能障害機構への新しい治療戦略の可能性
として、脳インスリン様シグナル操作による認知機能へ
の影響について紹介したい。
　前述の通り、2009 年に IGF-1R ヘテロ欠損変異を有
するアルツハイマー病モデルマウス（AD；Igf1r+/-）で
は神経変性と認知機能障害が改善することが明らかに
されたが、この報告より前に Freude と Killick のそれ
ぞれのグループから、アルツハイマー病モデルマウス

（Tg2576）における IRS2 の欠損（Tg2576/IRS2-/- マウ
ス）はタウ蛋白質のリン酸化を促進するものの、Aβの
蓄積を遅らせ早期死亡率を減少させることが明らかにさ
れた［19］。興味深いことに、同効果は Tg2576 マウス
と神経細胞特異的 IGF-1R 欠損マウス （nIGF-1R-/-）の交
配によって得られる Tg2576/nIGF-1R-/- マウスにおいて
も観察されたが、神経細胞特異的 IR 欠損マウス （nIR-/-）
との交配により作製された Tg2576/nIR-/- マウスでは観
察されなかった［23］（図 2）。これらの結果から、脳に
おける IGF1R-IRS2 シグナルブランチが個体の寿命・脳
の老化調節に関与しており、IGF1R-IRS2 シグナル欠損
による AD の改善効果（抗神経変性・神経保護作用）は、
Aβの凝集やオリゴマー形成およびタウ蛋白質のリン酸
化とは独立したものであることが示唆された。今後、脳
インスリン様シグナルを標的としたアルツハイマー病治
療薬の開発が期待される。
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おわりに
　今回、糖代謝経路異常と認知機能障害の強い因果関係
を示す数々の脳インスリン様シグナルの知見を紹介し、新
しい認知症治療戦略の可能性を示唆した。近年、糖尿病
治療薬の認知症への臨床応用が試みられている。実際に
インスリンの経鼻吸入により、認知機能が改善することが
報告されている［24］。他にもいくつかの糖尿病治療で、
認知機能を改善させる基礎研究成果が報告されており

［25］、今後それら糖尿病治療薬によるヒト認知機能障害
効果について報告が待たれる。認知症は、高齢化社会を
突き進む日本社会において看過することができない問題
であり、代謝と認知機構の関係性の解明は、認知症研究
の新たなマイルストーン研究として非常に期待が大きい。
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Role of metabolic signaling in the regulation of cognitive functions
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Summary…
　Mechanisms of cognitive function and dementia have been mainly studied in central 
nervous system. However, effective treatments of dementia have not been developed. 
Recently, many studies have shown that changes in systemic metabolism are considered to 
be an important factor for regulation of cognitive function. Therefore, it is suggested that 
the development of new drugs and treatments for dementia via metabolic pathway may be 
an innovative approach.
　In this paper, we will discuss in detail how brain insulin-like signaling which regulates 
energy metabolism and nutrient homeostasis affects cognitive function with our recent 
results and recent evidences. 
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