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１．はじめに
　我が国を筆頭とした先進国では、医療技術の進歩によ
り平均寿命が大幅に延長した結果、超高齢化社会を迎え
るに至っている。この中にあり、多くの国民の興味が単
なる寿命の延長から、如何に元気に老後を過ごせるかと
いう、いわゆる健康寿命の延長に移っている。健康寿命
の延長を達成するためには加齢性疾患の予防が不可欠で
あることから、現在さまざまな老化研究が推進されてい
る。我々の研究グループは、加齢／老化と密接に係る生
活習慣病の基盤となる肥満という切り口から健康寿命の
延長に貢献しようと考え、基礎研究を重ねてきた。

２．褐色脂肪化促進による生活習慣病の改善
　脂肪細胞に中性脂肪が過剰に蓄積した肥満は、それ単
独では病気とは言い難いが、高脂血症、高血圧、糖尿
病、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患などの様々な生活
習慣病の発症リスクを大幅に上昇させる要因となる。哺
乳動物の脂肪細胞は多様であり、中性脂肪としてエネル
ギーを貯蔵する白色脂肪細胞以外にも、中性脂肪を燃焼
させることにより熱産生を行う褐色脂肪細胞も存在して
いる。最近の研究では、従来から知られている筋前駆細
胞由来の褐色脂肪細胞（クラシカルタイプ）とは別に、
中胚葉由来前駆細胞から分化誘導される褐色様脂肪細胞

（ベージュ細胞あるいはブライト細胞と呼ばれる） が存
在することが明らかとなっているが、どちらも熱産生に
よりエネルギーを消費し、抗肥満効果やインスリン抵抗
性の改善作用を示すと考えられている［1］。従って、褐
色脂肪細胞の数が増加すれば、肥満に悩む中年男性に光
明が差すわけだが、そう都合のよいことばかりではない。
実は、褐色脂肪細胞は加齢に伴い減少していくことがわ

かっており、この減少が肥満や糖尿病、メタボリックシ
ンドローム発症の一因であることが明らかになっている
のである［2］。つまり褐色脂肪細胞の分化誘導を促進す
ること（褐色脂肪化）が可能となれば、先進国で深刻な
社会問題となっている加齢に伴うメタボ発症やその悪化
を抑制する有効な手段になるものと期待されるわけであ
る。

３．褐色脂肪細胞分化誘導剤の探索
　未分化脂肪細胞の褐色脂肪細胞への分化は、熱産生の
中心的な役割を果たすミトコンドリア脱共役タンパク質
１（UCP1） の発現上昇で特徴づけられる（図 1）。古く
から知られている褐色脂肪細胞への分化誘導機構は、ノ
ルエピネフリンや甲状腺ホルモン T3 などの内分泌因子
を介するものである。ノルエピネフリンは脂肪細胞膜上
のβ 3 アドレナリン受容体を介して PKA や CREB を活
性化することにより UCP1 の転写を促進している。一
方で、T3 は甲状腺ホルモン核内受容体を介して UCP1
の転写を促進する。加えて、BMP7、Irisin、FGF21、
Natriuretic peptides などの内分泌因子が褐色脂肪細胞
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図 1　褐色脂肪細胞の特徴
　褐色脂肪細胞は多数のミトコンドリアと UCP1
の発現で特徴づけられる。脂肪滴は白色脂肪細胞
と比較して小さい。
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への分化誘導に関与していることも報告されている（図
２）。最近の研究では、PRDM16 や EHMT1 などの転写
制御因子が関わっていることも報告されている［3］。こ
れらの知見を利用して、様々な角度から褐色脂肪化への
分化誘導促進剤開発が進められてきたが、現在のところ
ヒトへ応用された分化誘導剤はない。

４．CREG1 の褐色脂肪化及び抗肥満作用
　我々は先行研究において UCP1 欠損マウスが 加齢に
伴い食餌誘導性肥満になることなどを報告してきた［4, 
5］。また、UCP1 欠損マウスを用いて白色脂肪組織の褐
色脂肪化に関連する遺伝子群を探索する中で、褐色脂肪
化の促進に伴い発現量が上昇する遺伝子の１つとして
Cellular Repressor of E1A-stimulated genes 1（CREG1） 
を同定した。CREG1 は分子量が約 24,000 の分泌糖タ
ンパク質であり、細胞の増殖や分化に関与する Rb や
E2F などの転写因子と相互作用すること［6］や M6P/
IGF2R に結合すること［7］などが報告されているが、
その生理的機能についてはほとんど分かっていなかっ
た。我々は UCP1 欠損マウスの研究から得られた知見を
もとに、褐色脂肪組織や鼠蹊部白色脂肪組織から調製し
た初代培養細胞を用いた分化誘導実験を行い、褐色脂肪
化マーカーである UCP1 の発現上昇に先行して CREG1
の発現が誘導されることを見出した。さらに、培養細胞
への CREG1 遺伝子の導入により UCP1 の mRNA レベ
ルが上昇することを確認した。
　続いて、生体における CREG1 の生理機能を検証する
ために、食餌誘導性肥満条件下の C57BL/6 マウスに精
製した CREG1 タンパク質を浸透圧ポンプにより投与す
る実験を行い、実際に CREG1 投与群では PBS を投与
した対照群と比較して有意な体重抑制効果が認められ、

白色脂肪組織では脂肪サイズの減少や褐色脂肪細胞の出
現も確認された。加えて、CREG1 投与群では肝中脂質
レベルにおける有意な改善効果も認められた。これらの
成績は、生体レベルでも CREG1 が褐色脂肪化に関与し
ており、抗肥満において重要な役割を果たすことを強く
示唆するものと考えられた（論文投稿中）。

５．脂肪組織特異的 CREG1-Tg マウスの樹立と表現型
の解析

　我々は、生体レベルにおける CREG1 の役割や抗肥満
作用をさらに検討するため、aP2 プロモーターを用い
て脂肪組織特異的に CREG1 の発現が誘導されるトラ
ンスジェニックマウス（CREG1-Tg マウス） を作製し
た。得られた複数の CREG1-Tg マウスラインについて
C57BL/6 マウスへの戻し交配を進め、脂肪細胞で誘導
される CREG1 の発現レベルの異なる低発現ラインと高
発現ラインを樹立した。これら両ラインのマウスでは、
通常の飼育条件下でも複数の脂肪組織で褐色脂肪化の促
進が認められた。次に、これらの Tg マウスに高脂肪食
を投与する実験を行った結果、野生型の WT マウスと
比較して、Tg マウスでは体重増加が顕著に抑制され、
血糖値や血清脂質レベルも改善する傾向が認められた。
さらに組織学的検討から、Tg マウスでは各脂肪組織の
脂肪細胞のサイズが小さくなり、UCP1 の発現量も増加
しているという褐色脂肪化の特徴を有していることが明
らかとなった。これらの結果は CREG1 が生体内におい
ても脂肪組織の褐色脂肪化を促進する生理機能を有して
おり、褐色脂肪化促進により抗肥満作用を発揮する新規
内分泌因子であることを証明するものと考えられた（図
２）。

      

図 2　褐色脂肪細胞の分化促進因子
　褐色脂肪化の促進に関わることが報告されている内分泌因子と CREG1 の関係性を模式的に示
した。
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６．おわりに
　CREG1 に関する報告は少ないが、Moolmuang らは、
CREG1 が癌抑制遺伝子である p16 により誘導される細
胞老化を促進することを報告している［8］。最近では、
糖尿病患者のアテローム動脈粥状硬化症部位から採取し
た内皮細胞では、正常な内皮細胞と比較して CREG1 の
発現量が減少しており、アポトーシスが促進されている
ことが報告された［9］。この研究では、CREG1 が高グ
ルコース条件下で誘導される内皮細胞のアポトーシスを
抑制することも示された。これらの報告は、我々の研究
成果と同様に、CREG1 の働きが老化や生活習慣病と密
接な関わりを持っていることを示唆しており大変興味深
い。未だ十分明らかとなっていない新規内分泌因子とし
ての CREG1 の作用メカニズムの解明が待たれるところ
である。
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