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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会誌で、年３回：１月（１号）、５月（２号）、９月（３
号）に発行される。大会号は、大会時に別冊号として発刊する。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。会員は簡易冊子体の配布を受け、かつ無料でオン
ライン版が学会 HP で閲覧できる。

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



目　　　次

名誉会員寄稿文　
　Unfinished Odyssey for Well Aging and Humanness
　Sang Chul Park, MD, PhD　 ………………………………………………………………………… 1-8

特集企画「メタボロミクスと疾患・老化」　　　 …………………………………………………………… 9

総説　
　血液メタボロミクスによる老化マーカー同定
　照屋　貴之、柳田　充弘、近藤　祥司　…………………………………………………………… 11-17
総説
　生物学的メチル化を介した寿命と老化
　深水　昭吉……………………………………………………………………………………………… 19-21
総説　
　NAD 代謝による老化制御機構
　夜久　圭介、中川　崇　……………………………………………………………………………… 23-27
総説　
　代謝疾患における RNA 修飾の分子機能および RNA 修飾を標的とする
　オミクス研究の最前線
　魏　范研、富澤　一仁　……………………………………………………………………………… 29-36
学会報告
　2016 Cold Spring Harbor Laboratory Mechanism of Aging Meeting
　参加報告記　
　玻名城　隼、丸山　光生　…………………………………………………………………………… 37-38
学会報告
　Society for Neuroscience 2016　
　木村　展之　…………………………………………………………………………………………… 39-40
海外留学記
　アメリカで生き抜きたい！
　福田　真　……………………………………………………………………………………………… 41-42

表紙図の説明：老化関連代謝物の定量的データ相関（ピアソン相関係数）。（11-17 ページの総説を参照）。



－ 1 －

基礎老化研究 41（1）; １－８ , 2017

Life is a Sail between Scylla and Charybdis
　The first written epic of human kind, the Gilgamesh 
story in Mesopotamian myths tells us the recklessness 
and futility of pursuing immortality. Nevertheless, 
my lifelong ambition has been never changed but to 
reveal and manipulate the mystery of definiteness, 
limitation and mortality of life. When I read the famous 
Homer’s Odyssey in high school days, the agony 
of Odysseus to sail between Scylla and Charybdis 
was not appealing to me. Only after grown up, the 
presence of perils and hazards in either side of life 
aroused me to ponder on its significance. And I come 
to realize what I could do at such a situation is nothing 
but to choose the some better. My journey of scientific 
research was not far from such a sailing. I have been 
enforced to sail between cumbrous questions of life 
and death, immortality and mortality, irreversibility 
and reversibility. Despite uncertainty ahead, I have 
marched pompously forward with the words of Ernest 
Hemingway in his famous book of Old Man and Sea, 
which has been always ringing a bell to my ears, “A 
man can be destroyed, but never defeated”. In this 
essay, why, what and how of my voyage on aging 
research have been proceeded will be introduced in 
sequence of my life.

Dreams and Pains for Growing
　My first and serious conflict was to determine what 
to do for my lifelong mission after graduation from 
Seoul National University Medical School (SNUMC) 
in 1973. In those days, frankly speaking, my country 
Korea was yet suffering from scars and aftermath 

of the Korean War, and the University was barely 
equipped with facilities and experts. Nonetheless, 
I had a belief that the basic fundamental approach 
for life should be essential and utmost requiring, for 
which Biochemistry would be the right direction, to 
which I must devote myself. Thereafter, my graduate 
days of Sturm und Drang  began with dream and 
ambition. But the reality was not so simple. In the 
Department of Biochemistry of SNUMC, there were 
three professors of different expertise, while I was 
the only one assistant in the whole Department, who 
joined the Department for the first time after 15 years 
of vacancy as MD graduate. Thereby, my duty was 
to support all three professors together. Consequently 
from morning till night every day, I had to hurry and 
rush for this and that, assisting not only for teaching 
but for experiments. Professor Ki Young Lee, the 
founder of Korean Society of Biochemistry, worked for 
comparison of base ratio of nucleic acids from varying 
animals and plants; Professor Seung Won Kimm 
majored in enzymology and metabolic regulation; 
Professor Bum Suck Tchai carried out the nutritional 
survey for children. My ineludible participation into 
all of those works allowed me to glimpse and taste 
the varying technologies and ideas of versatile fields. 
Though those days were terribly busy, hard and 
complicated, yet to my memory it was a fortune to be 
able to learn and acquire the philosophy of comparison, 
change and care. Ever after, these principle influenced 
me strongly to have more integrative thinking and 
interactive concepts on science and human beings: 
compare of cancer and aging, young and old, city and 
country; change from normal to cancer, from young 
to old; care for sick, old and poor, which have been 
always lingering around in my mind and aroused me 
to be keen. 
　After graduate days, I had to admit to Korean Navy 
as a military medical officer for three years to do my 
military duty. During military period, my jobs were 
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to optimize and modernize many protocols of training 
and living of military members, used to simply follow 
the hackneyed US military system, and to establish the 
marine research institute for healthcare and training 
system for crews of ships and submarines and to 
monitor the water pollution of sea and vessels. These 
totally unacquainted experiences led me to open eyes 
to diversity of strange and exotic worlds. 
　Then I crossed the Paci f ic to work as the 
postdoctorate fellow at Laboratory of Biochemistry, 
in NHLBI, NIH (National Heart Lung Blood Institute, 
National Institutes of Health) ,  led by Dr. Earl 
Stadtman. In this laboratory, my eyes were clearly 
washed and the delights of research penetrated into 
my heart. My mission was to complete the unique 
and elaborate glutamine synthetase (GS) system 
for its nitrogen sensing and control mechanism in 
E.coli  under Dr. Sue Goo Rhee’s guidance. The GS 
system is consisted with glutamine synthetase(glnA ), 
adenylyl transferase(glnE ), PII protein(glnB ), and 
uridylyl transferase(glnD ). I could successfully clone 
and characterize the uridylyl transferase, the ultimate 
regulator of GS system. Through characterization 
of this enzyme, GS system could be completed and 
the mystery of genetic and metabolic regulation of 
nitrogen sensing and utilization could be figured out as 
the TriCyclic Cascade system (1, 2, 3, 4). These works 
led me to understand the harmony of genetic and 
metabolic control, the biological beauty of sensing and 
integrity, and the significance of relativity and ratio of 
biomolecules. This well balanced integration of signals 
of metabolism and genetics for amplification and 
efficiency to maintain and flourish the life enlightens 
me the holiness and grandeur of life. 
　Moreover, the days at NIH let me open my eyes to 
aging research, because Dr. Earl Stadtman was the 
right person who discovered the protein oxidation 
by oxidative stress and initiated the protein works 
in aging research. At that time, my mission was not 
directly related with protein oxidation, but I could 
join all the discussion with those members working at 
the front on aging related protein oxidation, protein 
stability and other aging-related projects. Therefore, I 
am deeply indebted to Dr. Earl Stadtman for my basic 
concept on aging and later aging research.  
    
No Way but Cancer: Challenge to Multistep 
Carcinogenesis
　Returning back to SNU in 1984, I was obliged to 
establish my own laboratory, since my professors 
were twenty and more years senior to me, preparing 
for retirement. With very limited resources, I was in 
terrible situation what to do and how to do, which 

forced me to decide the simple and clear target rather 
than elaborate but expensive works of beautiful 
biochemistry. Since I had done the survey and 
screening of the mutagens in Korean favorite foods 
for my PhD thesis works, cancer related projects 
were more convenient to me at that time. Moreover, 
the highest morbidity and mortality of the digestive 
organ cancers such as stomach cancer and hepatoma 
in Korean population provided me a good excuse for 
cancer research. I adopted Ames test for mutagen 
screening and carried out broad survey of raw and 
cooked food materials altogether (5, 6, 7). With this 
approach, I could discriminate the good and bad food 
materials and cooking process of Korean traditional 
diets. Thereby, it was natural for me to participate in 
nutrition and food societies as well as to be involved in 
the public health education. But my desire was not for 
screening but for mechanism. 
　As a Biochemist, the essential molecular mechanism 
is the goal to achieve. My works on cancer were 
extended to elucidate the mechanism of cancer 
generation, why cancer cells are immortal and how 
the normal cells can be transformed to gain the 
immortality. At that time, there were no idea at all on 
telomere and stem cell, and only primitive concept of 
oncogenes. I preferred the stepwise transformation, 
consisted with multi steps, rather than to the abrupt 
certain single step effect, because my hunch on life 
process was based on gradual stepwise changes 
as in metabolic pathway. I presumed that cancer 
must be similar not exceptional. I started the animal 
experiments with chemical-induced mammary cancer 
models, in which cancers could be readily induced 
by single IV or per os treatment of NMU (N-methyl 
nitrosourea) or DMBA (7,12 dimethyl benzanthracene) 
(8). With this model system, I tried to reveal the 
mechanism for multistep carcinogenesis of initiation, 
promotion and progression. 
　During the time, I was happy and fortunate to be 
acquainted with my dear lifelong Japanese master, 
Dr. Hirota Fujiki of National Cancer Center, who 
discovered so many tumor promoters, such as Okadaic 
acid, Teleocidin and Nodularin, etc. Later, he moved 
to Saitama Cancer Institute and then to Tokushima 
Bunri University. He kindly introduced me to the 
global cancer society and provided me with so many 
precious information and supports, which shall not 
be forgotten in my life. Together with him and 
Professor In Kyoung Lim, we organized Korea-Japan 
Cancer Research Group and later Korea-Japan Cancer 
and Aging Scientists Meeting until now for more 
than 30 years consecutively with 12 more biannual 
international conferences and Journal of Cancer 
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Research and Clinical Oncology meeting reports (9). 
It was the success of friendship between Korea and 
Japan and also between him and me along with all 
of our colleagues. Since from Dr. Fujiki’s works, the 
importance of tumor promotion step was realized, I 
did follow the assumption that inhibition or blockage of 
this promotion step would be the best way for cancer 
prevention.
　Thereby,  I  paid a specia l  attent ion on the 
preneoplastic stage of carcinogenesis, because this 
step is prior to cancerous status, which might be 
in reversible state. It might be significant and of 
use to develop the tools and methods to adjust 
the carcinogenesis step back to normal status by 
intervening this stage. I tried to develop the markers 
and methods for identifying and to screen and test the 
blocking or inhibiting substances against preneoplastic 
changes or looking for any possibility of restoring or 
reversing the preneoplastic lesion (10). If cancer is 
one way program for immortality, at what stage of 
carcinogenesis, the immortality is gained? And for 
such changes, what could be the biochemical markers? 
I presumed that this kind of one way phenomenon 
must be based on certain biochemical irreversible 
mechanism, which was very intriguing to me. 
　During this period, thanks to my frontier experience 
of cloning and overproduction of genes with genetic 
engineering tools at NIH, I was invited to SNU 
Institute of Molecular Biology and Genetics as the 
founding member and also participated as one of the 
core organizers for the Korean Society of Molecular 
Biology (which later become Korean Society of 
Molecular and Cellular Biology), which is now the 
biggest and most active biological society in Korea.  

Crosslinking as a Bridge of Cancer to Aging: From 
Immortality to Mortality 
　Dealing with preneoplastic lesion, I was preoccupied 
by the concept of biochemical switch on and off for 
biological reversibility.  For the on/off mechanism, I 
supposed the requirement of some structural fixation 
of molecules for one way process, which must not 
be reversible. I picked up enzymatic crosslinking by 
transglutaminases (TGase) as the candidate mechanism 
for biochemical irreversibility, since it was known 
that the isopeptide linkage formed by TGase could 
not be degraded by any known proteolytic enzymes. 
At that time, proteasome and autophagy system 
were far beyond our knowledge. There have been 
already many reports of the increased non-enzymatic 
crosslinking of the biomolecules in aging, implicating 
their responsibility for degenerate change. However, I 
preferred the enzymatic crosslinking to non-enzymatic 

crosslinking, because enzymatic control needs not only 
the genetic but also metabolic regulation, while non-
enzymatic mechanism would be totally dependent 
on random event. It was not conceivable at that time 
to me that the nature allows randomness to control 
the life process. With this enzyme as the target, a 
spectrum of works such as discovery and purification 
of new isozyme TGase 3 from human skin, and its 
relation with apoptosis, dystrophy, and exercise had 
been performed. For the research, I visited and met 
Dr. Ron Sooil Chung and Dr. Peter Steinert of NIH to 
get the information and for collaboration (11, 12). 
　Meanwhile, my group has obtained an interesting 
result that TGase activity is highly increased in aging 
tissues, while cancer and growing tissues have low 
activities of TGases (13). Increased activity of TGase 
with aging attracted me to concern about aging. Why 
and how enzymatic crosslinking activity is increased 
in aging? Is there any possibility to block aging by 
inhibiting this crosslinking activity? I was thrilled and 
decided to devote all my efforts to aging research. 
And at the same time, since I was in trouble with my 
personal abhorrence to develop transgenic or knockout 
mice for confirming oncogene effect, I was seriously 
looking for shifting the theme of my research, which 
would not require heavy genetic manipulation. In that 
aspect, aging research was much better and more 
agreeable to me than cancer research, and fortunately 
crosslinking TGase formed a bridge for me to cross 
cancer research to join aging research.
　Thereafter, I started to participate in international 
aging research meetings and learned the Strehler’s 
4 principle of irreversibility, inevitability, degeneracy 
and universality for aging. The concept that lifespan 
can be defined by aging process attracted me strongly. 
If aging is the one-way program for mortality, what 
are the biochemical fixatives for aging process? And 
what would be the essential biochemical parameters 
to discriminate mortality and immortality, in other 
words, cancer and aging? For the question, I assumed 
the enzymatic crosslinking hypothesis of aging. The 
evidence that the TGase activity increases with aging 
would not suffice the theory. Thereby, TGase knock 
out or deletion experiment was expected to clarify 
the role of TGase in aging process. But it was not. 
Phenotypic defect was limited, indicating that TGase 
would not be sufficiently functional for aging. The 
results were very disappointing and pushed me back 
into labyrinth of aging. If not crosslinking, what would 
be the most significant pathognomonic change of 
cancer, normal and aging status? 
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It was Responsiveness, What matters: Operation 
of Switch for Mortality
　After considerable perusal, I had to shift my target 
for aging research. And I decided to focus on the 
growth responsiveness of those different states. Why 
cancer cell grows fast, normal cell grows slow but 
aged cell does not grow? There have been already 
many studies on cell cycling activation and growth 
factor response, but most of the works used to 
emphasize only the differences in amounts of ligands 
and receptors or their affinity without any conclusive 
explanation. At this stage, I set up a hypothesis that 
there must be some generally operating system in 
aging process for control of growth factor response. 
For the candidate, three dimensional regulation for 
growth factor responsiveness was conjectured, which 
must be not ligand-specific but more general in action. 
Through screening of differential expression of genes 
between young and senescent cells, the receptor 
mediated endocytosis system was finally selected for 
targeting, which is one of the general signal regulatory 
mechanisms. Thereby, caveolin-1 was identified 
to increase with aging and to suppress a variety 
of growth factor signaling in general. Moreover, 
by knock down of caveolin-1, the biosynthesis of 
nucleic acids was reactivated in the senescent cells 
and the morphological restoration to young cell like 
shape was induced though in partial. Therefore, the 
role of caveolin-1 as one of the general masters via 
adjusting tyrosine kinase-mediated signal activation 
was suggested as the mechanism for aging-related 
hypo-responsiveness to growth factors (14, 15, 16, 17). 
Furthermore, the role of ampiphysin-1 in clathrin-
mediated endocytosis was also discovered to be 
associated with aging-related hypo-responsiveness 
as well (18). With these data of the low efficient 
growth factor response by aging related alteration of 
receptor-mediated endocytosis, Gate Theory of Aging 
was proposed (19), in which the extrinsic signals for 
growth are controlled at the membrane level and the 
efficiency of signaling to switch on/off is dependent 
on the level of caveolin-1 or ampiphysin-1, which are 
aging-dependently altered. 
　In middle of struggling for mechanism of aging, I 
actively joined the international aging conferences 
and there I met many aging research Gurus such 
as Professor Denham Harmon, Dr. Kenichi Kitani, 
Professor Sataro Goto, Professor Byung Pal Yu, 
Professor George Martin and Dr. Jan Vijg and so 
on. With them, I had many opportunities to discuss 
the aging issues and to be blessed with so many 
wonderful ideas by those Gurus. And the Korea-Japan 
aging research exchange program was organized 

through Japanese Biomedical Gerontology Society 
and Korean Society of Gerontology since 2002 until 
now continuously with a purpose of friendship and 
encouraging young scientists for their international 
relationship. Again I realized to my heart the 
importance of lessons from Gurus and friends and the 
truth that science cannot be achieved alone. Let me 
remember some of my dear friends in Japan, especially 
of my same age, born in 1949, which I named the 
Members of 49ers Club, including Professor Yasuyoshi 
Ouchi, Professor Nobuyoshi Hirose and Dr. Naoki 
Maruyama. Every time we met together, none of us 
hesitated to drink and chat, and we never forgot to 
encourage each other. Though met by coincidence, but 
we marched forward with destiny. Yes, it is true that 
science requires friendship!
　Since aging related hypo-responsiveness toward 
growth factors was explained in terms of membrane 
function, I was curious about aging dependency of 
the responsiveness toward stress in the next step. 
Therefore, a series of experiments were carried out 
to test and compare the young and old cells with an 
idea that old cells might be more vulnerable to toxic 
stress than young cells. However, surprisingly, the 
old cells showed the resistance toward UV stress 
and many other apoptotic stress such as oxidative 
stress, ER stress and oncogene stress (20). Up to that 
time, the concept that aging would provide the more 
liable state to death was prevailed. And I myself had 
been also in agreement with the idolum that aging 
means a state close to death, as spoken by Dr. Martin 
Heidegger in his book of “Sein zum Tode”. But the 
experimental data showed the opposite pattern to my 
preoccupied concept. The old cells are actually more 
resistant to toxic and apoptotic stress than young 
cells. This resistant character of old cells toward toxic 
stress was again confirmed by in vivo experiment (21). 
Young and old animals were compared for apoptosis 
induction of liver tissues after peritoneal injection of 
MMS (methyl methane sulfonate), a DNA damaging 
agent, which resulted in high incidence of apoptosis 
in young organs but negligible incidence of apoptosis 
in old organs. These striking data that the senescent 
state is more resistant to toxic stress than young state 
in vitro and in vivo clearly elucidate the value of aging 
as survival strategy rather than death prone program. 
Aging is not for death but for survival!! This new 
concept revolutionized all of my previous preoccupied 
prejudiced ideas on aging as the inevitable, irreversible 
and degenerate path to death and redirected me to the 
new and eye-opening idea of possibility for survival, 
control and restoration of aging.
　Thereafter, I tried hard to bring a light on the 
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nature of aging dependent hypo-responsiveness not 
only to growth factors but also to apoptotic factors. 
With many different models and tools, the common 
pattern of aging dependency toward extrinsic signals 
was identified as the peri-nuclear accumulation 
of down-stream signals (22, 23, 24). Why in aging, 
signals could not reach nuclei and be stocked in peri-
nuclear zone? Through a variety of experiments, in 
the senescent cells, the reduced nucleocytoplasmic 
trafficking was confirmed as a general mode. In 
consequence, aging dependent formation of nuclear 
barrier was assumed and actually the general 
reduction in expression of nuclear pore complex 
genes was confirmed. Thereby, with these data, the 
Nuclear Barrier Hypothesis of Aging could be brought 
out to the world. In this hypothesis, the aging process 
would be initiated by formation of nuclear barrier, 
which was named as “Park and Lim’s Barrier (25)”. 
This barrier would limit not only the transport in 
and out of the nutrients and waste but also exchange 
of the essential components for life maintenance, 
resulting in restriction to living system and leading 
to the senescent state. This nuclear barrier together 
with membrane barrier in the senescent state are 
responsible for hypo-responsiveness not only toward 
growth factors but also apoptotic factors (26). In other 
words, the aging process is accompanied by reduced 
growth and enhanced survival at the same time. In 
summary, the cellular senescence has to tradeoff 
growth with survival. And this is the unique and clear 
molecular mechanism to explain the biological tradeoff 
phenomena. The biological significance of this Tradeoff 
Strategy of Senescence prerequisite the sincere 
operation of payment or sacrifice in life economy. 

Aging Revolution by Centenarians: Not Somebody 
But Everybody 
　In 1996, I was nominated as Director to Aging and 
Physical Culture Research Institute of SNUMC and 
in 2002, to Aging and Apoptosis Research Center of 
Ministry of Science and Technology. Thereby, my 
mission should not be confined to basic science of 
aging but extended to human aging with wide open 
eyes and ears. In study of human aging, it is out of 
question that the longitudinal study would be essential 
and fundamental. The first Korean longitudinal study 
on aging, named “Seoul Longitudinal Study on Aging 
(SLSA)” project was launched. In the middle of the 
project, all of sudden, a big and serious question 
turned up. That was: if the functional decline follows 
aging, what would be the minimal function of life 
to maintain the humanness and quality of life? For 
the study, I presumed the age of 100 as the ultimate 

age for monitoring the minimum status of life. In 
turn, I organized a multidisciplinary team for study 
of centenarians for the first time in Korea, inviting 
experts from medicine, psychiatry, nutrition, family, 
social welfare, ecology, economy and anthropology. 
What I learned from our centenarian study can be 
summarized in a single phrase: “Centenarians are not 
so terribly degenerate but strong enough to maintain 
their life”. It was a thunder to me that the simple 
number of years could not determine the fate of human 
beings (27, 28, 29, 30). How old a man may be, he could 
maintain his life! I had to change my prejudice that old 
man must be degenerate and obsolete. And I could be 
convinced that the longlive community might not be 
so gloomy as anticipated but there would be yet some 
sun light. Moreover, it becomes clear that the trend 
of population aging illustrates the generalization of 
centenarian phenomenon, implicating the coming world 
of centenarians not by somebody but by everybody. 
Longevity is now the common global issue for ordinary 
people in general. 
　It was a great and splendid success to work 
together with members from totally different training 
backgrounds for the same target of person and 
situation. Their respective own varying views on 
human longevity provided all of our members with 
the unexpected delights of knowledge on human 
aging. It was natural that our team, each in their own 
field, could initiate and lead the aging sciences and 
communities with new integrative and innovative 
ideas thereafter, which I am still proud of. And this 
collaborative works of multidisciplinary team led us to 
establish the Institute on Aging, SNU, which played a 
big role and contributed greatly to our aging society, 
thereafter.

Public Aging for Wellbeing and Longevity: 
Science for Human
　Through this collaborative works of Korean 
centenarian study, I could propose a longevity model, 
named Park’s Temple Model of Human Longevity , 
in which for achieving longevity, multi factors are 
required, as if building up a temple; base, pillars and 
rooftop factors. The base factors are many natural 
variables, such as genes, personality, gender, ecology, 
and culture: the pillar factors are individual personal 
variables, such as nutrition, exercise, participation and 
relation: the rooftop factors are social variables such 
as healthcare system, social safety networks and social 
overhead capitals. In other words, this model informs 
that for longevity, all the dimensions of human living 
should work together. As suggested in this model, I tried 
my best to recommend and advice many programs to 
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the public and community to prepare the coming aged 
society through persuading the local governments and 
the public to correct the individual lifestyles as well as 
the interactive relationship either personally or official 
campaign wise. Thereby, the GuGokSunDam longevity 
belt community was incorporated with my advice, 
consisted with 4 different counties of Gurye, Goksong, 
Sunchang, Damyang, which collaborated together for 
enhancing longevity culture and regional industrial 
development. 
　Furthermore, our Institute could design and develop 
several programs to lead the public to more healthy 
life such as exercise program of the elders and 
cooking program of the male seniors. For the exercise 
program, the Korean traditional dance-based exercise 
was prepared with simplicity, regularity and affinity 
principles. Thereby, a series of Woori-Chum Chejo 
have been developed. The dance exercise has acquired 
the nickname as Longevity Dance and became very 
popular in senior society. For the cooking program, 
since the male adults are traditionally not accustomed 
to cooking and suffered from isolation in old ages, the 
simple but graceful foods for the seniors have been 
designed, which were open to public for cooking class. 
And in order to let the male seniors to be proud, the 
title of Gold Cook was given to those who cook by 
themselves after age of 60. Now this campaign of 
cooking class for male seniors becomes very popular 
as well. And our Institute initiated several educational 
programs on issues of aging society for the public, such 
as University of 3rd Age for the retirement preparing 
group, MiniMed School for general and scientific 
medical knowledge spread, and The Advanced 
Leaders Program for Aging Science for leader training 
in variety of disciplines.
　During this period, I have been actively involved 
in organization and extension of Korean Society of 
Gerontology and Federation of Korean Societies of 
Gerontology to successfully organize the Asia/Oceania 
Regional Congress of IAGG and the International 
Congress of IAGG.

Meditation for Immortality and Community: 
Emerging Issue of Transhuman and Posthuman
　In 2011, I decided to retire from SNU after 33 
years of service and temporally moved to Gachon 
University as Professor and Director of Lee Gil Ya 
Cancer and Diabetes Institute in order to revive and 
extend my science on aging, because after age of 60, 
it is almost impossible to get the grant and to recruit 
the students in Korea. But out of sudden in 2013, 
Samsung Electronics Co requested me to establish 
Well Aging Research Center in their globally-famous 

SAIT (Samsung Advanced Institute of Technology). 
Without any hesitation but with ambition, I joined 
SAIT and did my best to establish the world best 
aging institute in order to initiate a record-breaking 
and concept-revolutionizing works of integrating BT-
IT-NT (Bio-Informatic-Nano Technology) for future 
aging community. But the project was suddenly closed 
by unexpected occasion, which I feel very sorry. Now, 
I am at DGIST as Chair Professor for New Biology and 
Well Aging Research Center. My last experience at 
globally leading IT industrial institute aroused me to 
have a new vision on the coming new world. Human 
being is no more restricted to pure biological being, 
but the interaction of man and machine is enforcing 
human longevity as well as welfare. Therefore, it is 
now inevitable to take the issues of transhuman and 
posthuman into our consideration. No more traditional 
concept of aging and being, but the groundbreaking 
concept of human becoming should be positioned in 
the center of our discussion and meditation.

Foundation and Organization 
　To look back the past, what I have done can be 
summarized as initiation, recruitment, activation, 
integration and marching together. I served as directors 
to Aging and Physical Culture Research Institute, 
WHO Collaborating Center for Physical Culture and 
Aging, Institute of Genetics and Molecular Biology, 
Aging and Apoptosis Research Center, Institute 
on Aging, SNU, Lee Gil Ya Cancer and Diabetes 
Institute, Gachon University, executive vice president 
to SAIT, vice dean of Student Affairs, SNUMC, Dean 
of Research Affairs, SNU and Presidents to Korean 
Society of Biochemistry and Molecular Biology, Korean 
Society of Molecular and Cellular Biology, Korean 
Society of Gerontology, Federation of Korean Societies 
of Gerontology, International Association of Biomedical 
Gerontology, International Society of Protein 
Crosslinking and Transglutaminases, and International 
Society of Sports Science. With these complicated busy 
jobs, my life has been always in rush and hush, but 
at any time, I dare to tell that I have done my best to 
promote and extend the organization that I was belong 
to.

Unfinished Sail Back and Forth for Tomorrow
　My sail between Scylla and Charybdis is unfinished 
yet. Ever continuing pressure of choice restricted 
the space and time, but I must survive in the global 
scientific society, which forced me to tradeoff my other 
part of life with my family for never ending works. As 
a human being, the choice is inevitable, as suggested 
by Kierkegaard “Entweder oder ”. Choice of something 
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means sacrifice of other. In every situation of my 
life, I have tried to choose anything with principle 
of better world for more people, for which I do not 
repent, though many things have been forlorn. In my 
lifelong path, I have been preoccupied haughtily by an 
illusion that my destiny is to stand aloof in the position 
of lighthouse to lead the direction, notwithstandingly 
unfamiliar to myself. To retrospect, aging research, 
though started haphazardly with crosslinking 
mechanism for irreversibility, was the beginning of 
my destination for aging science. However, now I am 
truly realized that all the experiences from days of 
graduate days, throughout postdoc period until now 
together with all the scientific tools and ideas have 
been intertwined harmoniously for my aging science. 
Thereby, in all through my works, the lessons from 
my Professors of comparison, change, and care alerted 
me to consider the private aging and public aging 
together for the human beings. And biochemical 
beauty of harmony, integration and relativity always 
guided me to the wonder of life. 
　Now, it turns out nevertheless evident that the 
upcoming frightening progress in science and 
technology, exploded by informatics technology and 
tantalized by artificial intelligence, would swindle 
the basis of aging and longevity of human, who is no 
more being but becoming. The issues of immortality 
vs mortality, reversibility vs irreversibility, man and 
machine, nature and nurture are raised up imminently, 
which would definitely and heavily influence the 
human life span and quality of life. As a gerontologist, 
what to anticipate and how to confront the dizzy 
reality would be the biggest headache issue ahead. 
In this situation, I wish my successors and juniors 
do not lose the hope of better world coming and 
hold the courage to confront the changes to save our 
community for well aging. Longevity with happiness is 
the goal of well aging, for which I would not hesitate 
or be tumbled down but sail ahead. And in conclusion 
of my essay, I would like to remind the impressive 
words by French philosopher Voltaire “Paradise is 
where I am”. 
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centenariansImmunity & Ageing 13:8-10
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【特集企画】

「メタボロミクスと疾患・老化」

　近年の質量分析器の急速な進展に伴い、網羅的な細胞内代謝物の解析（メタボロミクス解析）が

可能になった。その結果、多くの生物学的現象を代謝物レベルで理解できるようになってきた。ま

た、旧来のゲノミクス解析やプロテオミクス解析を平行して行うことで、いわゆるオミクス解析で、

生命事象自体に加え、疾患の病態や原因を遺伝子 - タンパク質 - 代謝物に広げて総合的に理解でき

る時代が到来した。

　本特集号では、多様かつ複雑な疾患・老化現象を、メタボロミクスの視点から切り取った最新の

研究成果を紹介したい。メタボロミクス研究の最前線で研究活動を展開されている 4 名の先生に執

筆を御願いした。照屋 貴之先生（沖縄科学技術大学院大学）と近藤 祥司（京都大学）先生には血

液メタボロミクスによる老化マーカーについて、深水 昭吉先生（筑波大学）には生物学的メチル化

を介した寿命制御について、中川 崇先生（富山大学）には NAD 代謝による老化制御機構について、

魏 范研先生と富澤 一仁先生（熊本大学）には代謝疾患における RNA 修飾について執筆していただ

いた。

編集委員

清水　孝彦

渡辺　信博

基礎老化研究 41（1）; ９ , 2017
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１．はじめに
　メタボロミクスとは、生体中で起きている生化学反応
によって生じる代謝物全体（メタボローム）の網羅的解
析である。質量分析計や核磁気共鳴装置（NMR）によ
り代謝物の定性的・定量的データを得るその技術は臨床
検査に一部応用されつつある。新生児マススクリーニン
グ（先天性代謝異常等検査）では、アミノ酸およびアシ
ルカルニチンの一斉分析によって 16 疾患の診断に有用
であり、法医学の分野では薬毒物分析に用いられている。
分析技術の発達により、少量の生体試料から一度に数百
の化合物を高感度・高精度に検出できるようになったこ
とで、特異な代謝変動（疾患マーカーなど）の発見効率
が向上した。今後もより多くの疾患の診断に適用される
と期待される。
　近年、ヒトの老化に関するメタボローム研究から知見
が得られ始めている。血液を対象にした多くの研究では
従来、非細胞成分である血漿あるいは血清を対象に行わ

れてきた。その一因として、細胞由来代謝物を安定にハ
ンドリングする難しさが挙げられる［1］。そこで、我々
は代謝反応を迅速に停止し、分解や変化を抑えるための
手法を追求し、全血（Blood）、血漿画分（Plasma）、血
球画分（RBC）の 3 種について分析を行った。後述する
ように、結果として再現性のある血球（容積の 99% が
赤血球）由来代謝物データの取得に成功し、赤血球が老
化研究の対象材料として有用であることが明らかになっ
た。

２．分析サンプルの調製、測定、データ解析
　血液メタボローム研究を進めるためには、適切な試料
調製法、再現性に優れた分離・検出法（クロマトグラ
フィーと質量分析計など）、膨大なデータの中から意義
のある情報を抽出するためのデータ処理法などが必要で
ある。我々は、過去に報告された手法［2-4］に改良を加え、
以下に概略する手法［5, 6］を確立した。ヘパリン採血
した静脈血サンプルを、全血、血漿、血球の３種につ
いて直ちに 55％メタノールで急速冷却する。それぞれ
のサンプル中に内部標準物質 HEPES および PIPES（10 
nmol）を加えて混和し、フィルター濾過（10 kDa cut-
off）にてタンパク質等の高分子を除去する。エバポレー
ターにより溶媒除去後、50% アセトニトリルに再溶解し、
測定サンプルとする。

基礎老化研究 41（1）; 11－17 , 2017

連絡先：近藤祥司　〒 606-8507
京都府京都市左京区聖護院川原町 54
TEL：075-751-3465
FAX： なし    
E-mail：hkondoh@kuhp.kyoto-u.ac.jp　

【総説】

血液メタボロミクスによる老化マーカー同定

照屋　貴之 1）、柳田　充弘 1）、近藤　祥司 2）

1）沖縄科学技術大学院大学・G0 細胞ユニット
2）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

要約
　血液メタボローム（全ての代謝産物プロファイル）は、遺伝、エピジェネティクス、生活習慣、
健康状態等を反映しうる。適切な手法（安定な試料、高性能分析機器、データ解析）を用いれば、
血液を通じて健康・老化・疾患状態の情報を読み取ることが可能となる。我々は、独自のヒ
ト血液メタボローム分析系を構築し、126 代謝物を同定した。各代謝物に関し、①日周変動
の有無、②赤血球に豊富かどうか、③個人差の程度を分類した上で、健常な若年と高齢の血
液メタボローム比較解析を行い、老化マーカーと呼べる代謝物 14 個を見出した。それらは、
抗酸化、尿排出や窒素代謝、骨格筋など、老化関連生理機能を反映すると推測される。本稿
では、我々の研究を通じてメタボロミクスによる老化研究について議論する。

キーワード： 血液メタボローム、老化、赤血球、変動係数、相関係数
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　メタボローム分析には、両性イオン型官能基が充填剤
に用いられた親水性相互作用カラム ZIC-pHILIC（メル
クミリポア）を採用している。移動相にはアセトニトリ
ルと炭酸アンモニウム緩衝液（pH 9.3）が用いられる。
検出にはフーリエ変換型リニアイオントラップハイブ
リッド質量分析計 LTQ Orbitrap（サーモフィッシャー
サイエンティフィック）を用い、イオン化はエレクトロ
スプレーイオン化法（ESI 法）による。測定はネガティ
ブイオン化モードおよびポジティブイオン化モードで行
われ、データ依存の MS/MS 法にて自動的にフラグメン
テーションスキャンを行っている。
　これらの組み合わせにより、代謝物ごとに特異的な
①分離カラムでの保持時間、②質量電荷比（m/z）、③
MS/MS フラグメントパターンが得られ、それらの３つ
の情報を基に代謝物を同定することが可能となる。実際
には、標準化合物の測定データとの比較によって同定す
るので、データベースの構築も重要である（類似性の高

い異性体同士では、得られる情報も酷似するため区別す
ることが難しい場合がある）。分子イオンのシグナル強
度（ピーク面積）は代謝物量と相関するので、サンプル
間での相対的な比較は可能である。しかし、個々の代謝
物ごとにイオン化効率が異なるため、同じ量の代謝物で
あっても種類ごとにシグナル強度は異なる。そのため、
絶対定量においては標準化合物を用いた希釈系列測定に
よる検量線の作成を必要とする。また、メタボロームに
は標準化合物が入手不可であるために同定できない代謝
物データが多く含まれている。これらの未同定代謝物
の化学構造を決定するには、最終的には分取・精製し、
NMR 等で測定する必要がある。データ処理には代謝物
解析用ソフトウェア MZmine 2 を用い、生データのス
ムージングやベースラインの補正処理、同位体由来ピー
クの識別などが施される。結果として我々は 126 代謝物
を同定した（表１）。

表１　変動係数ごとの血液代謝物リスト（下線の代謝物の CV 値は、過去にデータなし。文献 10 より改変）

CV値
主な検出
サンプル

代謝物
の数

代謝物

<0.3

plasma 14
1-methyl-adenosine, 1-methyl-guanosine, arginine, asparagine, carnitine, 
glutamine, glutarate, histidine, methionine, methyl-histidine, myo-
inositol, phenylalanine, tryptophan, tyrosine

RBC 14
ADP, ATP, creatine, diphospho-glycerate, fructose-6-phosphate, 
glucose-6-phosphate, glutamate, glutathione disulfide, malate, N-acetyl-
glucosamine, NAD+, phosphoglycerate, UDP-glucose, urate

0.3-0.4

plasma 15
butyryl-carnitine, citrulline, citrate, cis-aconitate, creatinine, CTP, 
cytidine, dimethyl-arginine, isoleucine, hypoxanthine, leucine, lysine, 
serine, taurine, uridine

RBC 13
6-phosphogluconate, AMP, butyro-betaine, citramalate, GDP, gluconate, 
glycerol-2-phosphate, GTP, IMP, NADP+, pentose-phosphate, trimethyl-
lysine, UDP

0.4-0.5
plasma 18

1,5-anhydroglucitol, adenosine, arginino-succinate, CDP-choline, CDP-
ethanolamine, dimethyl-guanosine, dimethyl-lysine, glucose, 
glucosamine, glycerate, glycerophosphocholine, N6-acetyl-lysine, 
kynurenine, ornithine, proline, threonine, UTP, valine

RBC 4 acetyl-carnitine, ophthalmic acid, phosphocreatine, propionyl-carnitine

0.5-0.7

plasma 9
2-oxoglutarate, betaine, dimethyl-xanthine, indoxyl-sulfate, N2-acetyl-
lysine, N-acetyl-arginine, N-acetyl-aspartate, N-acetyl-(iso)leucine, 
xanthine

RBC 13

adenine, aspartate, ergothioneine, GDP-glucose, GMP, N-acetyl-
glutamate, nicotinamide, S-methyl-ergothioneine, sedoheptulose-7-
phosphate, succinate, trimethyl-histidine, UDP-acetyl-glucosamine, 
UDP-glucuronate

0.7-1.0

plasma 3 caffeine, hexanoyl-carnitine, methyl-lysine

RBC 8
carnosine, dimethyl-proline, glyceraldehyde-3-phosphate, pantothenate, 
S-adenosyl-homocysteine, S-adenosyl-methionine, tetradecanoyl-
carnitine, UMP

1.0-2.5
plasma 12

4-aminobenzoate, 4-guanidinobutanoate, acetyl-carnosine, 
chenodeoxycholate, decanoyl-carnitine, dodecanoyl-carnitine, 
glycochenodeoxycholate, hippurate, isovaleryl-carnitine, N-acetyl-
ornithine, octanoyl-carnitine, quinolinic acid

RBC 3 trimethyl-phenylalanine, trimethyl-tryptophan, trimethyl-tyrosine
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３．血液代謝物の日周変動と個人差
　血液メタボロームの基本情報として、どの代謝物がど
の程度日周変動するかの検証をまず行った。４名のボラ
ンティアに朝食前、朝食後、昼食前、翌日の朝食前の４
時点で採血を実施し、126 代謝物の変化をモニターした
結果、７％にあたる９代謝物が 2.5 倍以上の変動を示し
た。具体的には、グリコケノデオキシコール酸（二次胆
汁酸）、アシルカルニチン（脂肪酸代謝物）、4- アミノベ
ンゼン酸（ポリフェノール代謝物）、カフェインなどい
ずれも食事に関係する代謝物であった。逆に 93% にあ
たる 117 代謝物の測定値は一定であり、大部分の血中代
謝物レベルは恒常的に保たれていることがわかった。こ
の結果は、過去の報告［7-9］ともよく合致する。
　次に、30 名（20 歳代の若年者から 80 歳代の高齢者
まで）の空腹時（朝食前）血液を用いて、126 代謝物
の個人差を評価した。表１には、変動係数（Coefficient 
variation, CV = SD/mean）に基づいて分類した代謝物
の一覧を示した。個人差（標準偏差）が小さいほど CV
値は低くなる。我々は CV 値が 0.4 未満の代謝物を個人
差の小さい代謝物と見なした。そこには、一部のアミノ
酸やカルニチンの他、赤血球中に豊富な ATP, グルタチ
オン、尿酸、解糖系のリン酸化糖などが属する。一方、
CV 値 0.4 以上では、グルコース（CV=0.40）のように
中程度のばらつきをもつ代謝物から先に述べたカフェイ
ン（CV=0.92）、グリコケノデオキシコール酸（CV=1.20）、
4- アミノベンゼン酸（CV=2.18）等、生活習慣の違いに
由来する個人差を表す代謝物が分類された。これら 126
代謝物のうち 75 代謝物について CV 値が過去の文献と
ほぼ合致し、残りの 51 代謝物（下線で示す）の CV 値
は過去に報告のない新規データであった［10］。

４．老化に関与する血液代謝物の同定
　同定した 126 代謝物の中で、14 代謝物（11%）に若
年者（29 ±４歳）と高齢者（81 ± 7 歳）の間で統計学
的有意差を認めた。高齢者で低下が見られたのは９代謝
物であった（図１A）。1,5- アンヒドログルシトール（1,5-
AG）は、糖尿病のマーカー（糖尿病で低値）として知ら
れているが [11]、本研究の被験者の HbA1c 値はいずれ

も正常である。健常者であっても老化に伴って 1,5-AG
の腎臓での再吸収能が低下し、尿中に漏出するため血中
濃度が低下しているのかもしれない。酸化ストレスマー
カーとして知られるオフタルミン酸は細胞内に大量に存
在する抗酸化物質の一つであるグルタチオンの誘導体で
ある。グルタチオン合成酵素によって産生される副産物
であることから、グルタチオン合成活性の指標すなわち
酸化ストレスマーカーと考えられている。カルノシンお
よびアセチルカルノシンは抗酸化能をもつジペプチド
で、筋肉や神経組織に豊富に存在し、疲労回復を担って
いるとも考えられている［12］。ニコチンアミドアデニ
ンジヌクレオチド（NAD+）およびニコチンアミドアデ
ニンジヌクレオチドリン酸（NADP+）は様々な酸化還
元反応に関与する補酵素であり、これらの低下は赤血球
における呼吸代謝能の低下を示唆している可能性などが
ある。ロイシン、イソロイシンは骨格筋の合成・分解に
関与する重要な必須アミノ酸である［13］。UDP- アセ
チルグルコサミンは、グリコシル基転移酵素の基質であ
り、プロテオグリカンや糖脂質の合成に関与する代謝物
である。
　一方、若年者群に比べて高齢者群で高値を示した代謝
物では、窒素の体外排出を担う尿素回路に関与するシト
ルリン、同じく窒素処理に関係するジメチルグアノシン、
N- アセチルアルギニンに有意差を認めた（図１B）。こ
れらの結果は、高齢者では尿素回路から尿中排出に至る
窒素代謝能が低下していることを示唆している。尿素回
路は肝臓および腎臓で活発なので、これらの機能低下が
影響しているかもしれない。パントテン酸は、クエン酸
回路やβ酸化に関与する補酵素 CoA の前駆物質である。
　以上、若年者群と高齢者群で差が見出された 14 代謝
物のうち、1,5-AG、シトルリン、パントテン酸について
は、過去にも同様の報告［14-16］があり、11 代謝物に
は既報が無かった。また、オフタルミン酸、カルノシ
ン、UDP- アセチルグルコサミン、NAD+，NADP+, パ
ントテン酸の６代謝物は血漿画分よりも赤血球画分に豊
富な代謝物であることから［6, 10］、赤血球のメタボロー
ム情報は老化研究において有用な材料になり得ると言え
る。
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UDP-アセチルグルコサミン

p = 0.0073 

CV
0.58

CV
0.54

CV
0.64

高齢 若年 全体

イソロイシン

p = 0.012 

CV
0.35

CV
0.25

CV
0.32

高齢 若年 全体

p = 0.0017 

CV
0.27

CV
0.26

CV
0.31

ロイシン

高齢 若年 全体

NAD+

p = 0.046 

CV
0.27

CV
0.29

CV
0.30

高齢 若年 全体

p = 0.022 

CV
0.43

CV
0.25

CV
0.36

高齢 若年 全体

NADP+アセチルカルノシン

CV
0.51

CV
0.75

CV
1.07

p = 0.0014 

高齢 若年 全体

カルノシン

CV
0.62

CV
0.62

CV
0.79

p = 0.0027 

高齢 若年 全体

CV
0.24

CV
0.42

CV
0.43

p = 0.0087 

高齢 若年 全体

オフタルミン酸

CV
0.47

CV
0.31

CV
0.46

p = 0.00039 

高齢 若年 全体

1,5-アンヒドログルシトールA



－ 15 －

５．代謝物間の相関性評価
　若年者と高齢者の間で差を示した 14 化合物について
互いの相関性（相関係数）を調べた。図２に概略図を示
す。高齢者で増加している代謝物で、シトルリンは N6-
アセチルリジン、N- アセチルアルギニン、ジメチルグ
アノシンとそれぞれ 0.84, 0.68, 0.64 と強い相関性を示し
た。また、高齢者で低下が認められたロイシンとイソロ

イシン（0.83）、カルノシンとアセチルカルノシン（0.73）
の間でもそれぞれ強い相関性が示された。興味深いこと
に、高齢者で増加する代謝物群と低下する代謝物群に負

（逆）の相関（<-0.5）は認められなかった［10］。この
ことは、少なくとも独立した二つ以上の老化マーカー群
の存在の可能性を示唆している。

ジメチルグアノシン

CV
0.44

CV
0.31

CV
0.46

p = 0.0081 

高齢 若年 全体

N-アセチルアルギニン

CV
0.46

CV
0.43

CV
0.62

p = 0.0004 

高齢 若年 全体

CV
0.26

CV
0.22

CV
0.30

p = 0.00089 

高齢 若年 全体

シトルリン

パントテン酸

CV
0.76

CV
0.36

CV
0.81

p = 0.022 

高齢 若年 全体

N6-アセチルリジン

p = 0.012 

CV
0.38

CV
0.38

CV
0.43

高齢 若年 全体

B

図１　若年者と比べ高齢者で有意な低下（A）あるいは増加（B）を認めた代謝物の全血サンプルにおける分布データ
　　　（文献 10 より改変）
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６．おわりに
　全身の細胞代謝を橋渡しする血液メタボロームは “代
謝物の好まざる滞留または欠乏” の側面あるいは両面を
反映しているのかもしれない。高齢者では抗酸化能、窒
素代謝能、腎臓・肝臓・筋肉機能が低下しておりメタボ
ライトにも反映されるのかもしれない。これらの一つ一
つの機能低下は老化において十分想定されるが、従来客
観的指標に乏しかった。健常者であっても血液からこれ
だけ多くの老化に関連する情報が得られることは大変有
意義である。
　これまで様々なモデル生物を用いた老化研究が行われ
ている一方、ヒト対象の老化研究は課題が多い。モデル
生物に比べてヒトの寿命は非常に長く、老化現象は多様
で複雑を極めることが一因かもしれない。特に、メタボ
ロームのように環境的要因を含み、しかも増殖不可能な
微量の生体情報を扱うには、適切な研究デザイン・分析
手法が結果の信頼性を大きく左右する。先に述べたよう
に、本研究で算出した CV 値は過去の文献値（GC/MS
や NMR などの異なる分析系のデータ）とよく近似して
いる（72% が± 0.3 の差）一方で、新規の CV 値（51 代
謝物）の同定にも貢献した。これは、その科学的アプロー
チの新規性・確実性・正確性を含む総合的な分析能力が
新規発見に結び付くことを端的に表している。
　システム生物学の一分野として、血液メタボロミクス
による老化研究は、まだ開かれたばかりである。今後さ
らなる手法の改善により、老化に対する “化学的な” 理
解が深まると期待される。血液メタボローム解析は、個
人差を伴う複雑な変化を網羅的に捉えることで、広視野
な老化度評価を可能にするという点より、その将来性や

応用は今後大きく期待される。
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Identification of aging makers by blood metabolomics

 Takayuki Teruya1, Mitsuhiro Yanagida1 and Hiroshi Kondoh2

1 G0 Cell Unit, Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST)
2 Geriatric Unit, Department of Diabetes, Endocrinology and Nutrition, Graduate School of 

Medicine, Kyoto University

Abstract 
　Blood metabolome (the profiles for metabolites) represents individual differences in 
genetic or epigenetic factors, lifestyle and health state. It would be largely informative 
to understand the health status, aging and diseases. We have developed and established 
the analytical system of human blood metabolome. Metabolites are categorized in several 
ways; (1) daily variable or not, (2) enriched in red blood cells or not, (3) individually variable 
or not. We found 14 blood compounds that show significant differences between healthy 
young (29±4 y of age) and elderly (81±7 y of age) people. They might reflect the changes 
in anti-oxidative function, kidney or liver function, skeletal muscle, which are involved in 
aging-relevant physiological changes. In this paper, we review the metabolomics for aging 
research including our latest study.

Keywords：Blood metabolome, Ageing, Red blood cells, Coefficient of variation, Correlation 
    coefficient 
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はじめに
　生体分子のメチル化修飾は、細胞内でメチオニンと
ATP を基質として合成されたS-adenosyl-L-methionine

（SAM）をメチル基供与体として、メチル化酵素を介し
て反応が進行する。生物のメチル化酵素は、ゲノム中に
１％程の遺伝子にコードされていると推定されており

［1］、その基質は DNA、RNA、タンパク質、脂質や低
分子物質など多様である。メチル化酵素を介した反応に
は基質特異性があり、また酵素の細胞内局在性も特徴を
有している。例えば、ヒストンなどの核タンパク質をメ
チル化する酵素は核に存在し、細胞膜から発信するシグ
ナル伝達に関わるタンパク質のメチル化酵素は細胞質で
機能を発揮する。また、核と細胞質をシャトルするメチ
ル化酵素も存在し、基質特異性と局在特異性のバリエー
ションから、生物学的メチル化は多様な生命反応に関係
している。
　 生 物 学 的 メ チ ル 化（Biological methylation） は、
Bach［2］によって提唱された学術用語で、生体内で起
こるメチル化研究のさきがけとして生まれた言葉であ
る。細胞や個体の老化は、セントラルドグマと関連する

生体高分子を対象に研究が進展しており、そのメチル化
が個体機能に大きく関与する興味深い研究が多数発表さ
れている。また、食事に含まれる栄養素が代謝を介して
生命機能にリンクし、代謝と寿命の関係が次第に明らか
になりつつある。本稿では、セントラルドグマの生体高
分子とメチル化による制御（図１）が関連する寿命との
関わりを紐解いてみたい。

１．DNA のメチル化
　DNA のメチル化は、エピジェネティクスを理解する
上で重要な研究であり、哺乳類を対象に進展してきた。
特に、父親または母親由来となる遺伝子発現のゲノム刷
り込みについては、DNA の CpG 配列のシトシンのメ
チル化が大きな役割を果たしていることが、近年の多数
の研究によって解明されつつある［3］。一方、個体寿命
の研究に優れたモデルである線虫では、CpG のメチル
化が観察されず、線虫での DNA のメチル化研究はほと
んど進んでいなかった。しかし、2015 年にハーバード
大学の Shi 教授らの研究によって、線虫の場合は DNA
のデオキシアデノシンの６位の窒素原子にメチル基が入
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【総説】

生物学的メチル化を介した寿命と老化

深水　昭吉
筑波大学　生命領域学際研究センター

要約
　生物は、遺伝情報のセントラルドグマにもとづき生命活動を営んでいる。DNA を複製し
て次世代に遺伝情報を伝達し、これらを転写した RNA 情報を鋳型にして翻訳することでタ
ンパク情報へと変換していく。寿命や老化が遺伝や生活環境によって左右されると考えられ
ているが、その仕組みの一端がセントラルドグマと関わる「生物学的メチル化」から明らか
になりつつある。本稿では、我々の研究成果を含めて最近の知見を紹介したい。

キーワード： 線虫、代謝、化学修飾、RNA、メチル化

図１．遺伝情報のセントラルドグマとメチル化
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ることが見出され（図２）、隔世遺伝に必要なエピジェ
ネティックマークとなることが解明された［4］。今後、
DNA のメチル化酵素（DAMT-1）と寿命との関連の解
明が進むことが期待される。

２．RNA のメチル化
　DNA だけでなく、RNA もメチル化されるが、特に
翻訳に深く関わる tRNA や rRNA の研究が中心に発展
してきた。これらの RNA のメチル化修飾は、塩基また
はリボースのどの部位にメチル基が付加されるかによっ
て多様なパターンを示すことが化学的に追求されてき
ており、データベースである Modomics（a database of 
RNA modification pathways）［5］に多数登録されてい
る。一方 RNA メチル化酵素に関しては大腸菌や酵母で
次々と同定されているが、多細胞生物では不明な点が多
く、それらが何に応答して RNA をメチル化するのか？
　RNA メチル化の機能的意義は何か？　については未
解明な点が多く残されている。
　ごく最近、酵母で 25S rRNA のメチル化酵素として
同定された NSUN-5 が、線虫の寿命の調節因子として
機能することが明らかにされた［6］（図３）。特に、ス
トレスとの関連に注目している点が特筆に値するが、現
時点では詳細な分子機序は明らかにされていない。しか
し、翻訳因子が寿命の調節に関与しており［7］、rRNA
も翻訳装置のコンポーネントであるため、このメチル化
が翻訳効率に影響を与える重要な要素である可能性が考
えられる。

　一方、5’ および 3’ 非翻訳領域を持つ mRNA の転写後
翻訳については N6- メチルアデノシン（m6A）の研究が
進展しているが、5’ 非翻訳領域に関するメチル化の研究
は数少ない。ごく最近、熱ショック環境下で、mRNA の 5’
非翻訳領域が METTL3/METTL14 などのメチル化酵
素を介して選択的にメチル化される現象が見出され、ス

トレス応答におけるメチル化の重要性が明らかにされた
［8］（図４）。
　tRNA や mRNA も翻訳の鍵となる因子であるため、
これらのメチル化が寿命と関わる可能性は興味深い［9］。

３．タンパク質のメチル化
　タンパク質のメチル化は、主にリジン残基が標的と
なり、多様な分子の修飾が報告されている。例えば、
p53 やフォークヘッド転写因子をはじめ、遺伝子発現
と密接に関連する因子の研究が進んでいる［10］。興味
深いことに、ヒストンの H3K4（H3K4me3）や H3K27

（H3K27me3）のトリメチル化（me3）および脱メチル
化が、線虫の隔世遺伝のエピジェネティックマークと
なって寿命の制御に関わることが明らかにされた［11-
13］。
　タンパク質メチル化のもう一つの標的となるアミノ酸
残基はアルギニンであり、そのメチル基転移の様式の違
いから、モノメチル化アルギニン（MMA）、非対称性
ジメチルアルギニン（ADMA）、および対称性ジメチル
アルギニン（SDMA）の生成反応を触媒する。タンパ
ク質アルギニン残基メチル化酵素（PRMT）は、哺乳
類では 11 個の遺伝子ファミリーを形成している［14］。
一 方、 線 虫 の 主 な PRMT は 2 つ で あ り、ADMA は 
PRMT-1［15］が、SDMA は PRMT-5［16］が触媒す
る。PRMT-1 は、転写因子 DAF-16（FOXO ファミリー
のオルソログ）をメチル化することでリン酸化シグナル
をブロックし、転写活性の抑制化を防いでいる。我々は
prmt-1 が欠損することで DAF-16 のリン酸化が増加し、
寿命の短縮が生じることを明らかにした［15］。

おわりに
　生物学的メチル化を介した寿命と老化の研究は、線虫
の遺伝学や生化学を駆使したアプローチで端緒についた
ばかりである。セントラルドグマに関わる分子は生命活
動の本質を突く観点を持ち、それらに着目した研究が発
展しつつある。特に、RNA がもつ個体機能の解明は大
きく立ち遅れており、多細胞生物の性質の理解のために
も、RNA のメチル化機能の解明は避けては通れない課
題である。今後、モデル生物を活用し、メチル化を中心
にしたメタボロミクスを解析することで、カロリー制限
や栄養素の持つ、寿命や老化機能への作用点の詳細が明
らかになることが期待される。

DAMT-1

deoxyadenosine N6-methyldeoxyadenosine

図２．DAMT-1 によるデオキシアデノシンのメチル化

NSUN-5

cytidine 5-methylcytidine

図３．NSUN-5 によるシチジンのメチル化

METTL3/METTL14

adenosine N6-methyladenosine

図４．METTL3/METTL14 によるアデノシンのメチル化
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Regulation of lifespan and aging regulated by biological methylation.

 Akiyoshi Fukamizu1
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Abstract 
　Organisms are conducting life activity based on the central dogma of genetic information. 
DNA as a genetic component is replicated and transcribed to RNA, and it is translated to 
proteins. Although lifespan and aging are thought to be influenced by environments, the 
molecular insights related to the central dogma are uncovering up to date. In this paper, I 
will summarize a recent progress how methylation regulates lifespan and aging.

Keywords：Caenorhabditis elegans , metabolism, chemical modification, RNA, methylation 
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１． NAD の生合成経路
　NAD は栄養素として、直接的な吸収・取り込みはで
きないことから、生体内で生合成が行われ、その恒常性
が維持されている。哺乳類における NAD の生合成経路
には、トリプトファンを出発物質とした、de novo 経路、
ニコチンアミド（NAM: Nicotineamide）を再利用する
salvage 経路の二つがある［1］。salvage 経路では、生
体内の NAM の再利用だけでなく、食餌性に取り入れら
れたビタミンであるナイアシンとして、NAM だけでな
く、ニコチン酸 (NA: Nicotinic acid)、ニコチンアミドリ
ボース（NR: Nicotinamide riboside）なども NAD 合成
に利用される（図１）。

１）de novo 経路
　トリプトファンは、８つの酵素反応により、キノリン
酸（QA: Quinolinic acid）を経て NAD へと変換される。
キ ノ リ ン 酸 は quinolinate phosphoribosyltransferase

（QaPRT） に よ っ て NA mononucleotide（NAMN）
に 変 換 さ れ、 さ ら に Nicotinamide mononucleotide 
adenylyltransferase（Nmnat）と NAD synthase（NADS）

によって Nicotinic acid adenine dinucleotide（NAAD）
を経て NAD が合成される。トリプトファンから NAD
への変換効率については、60 mg のトリプトファンが
1 mg のナイアシンに相当すると見積もられており、一
見 NAD 合成への寄与率は低いように見える。しかし、
NA-free の食事を与えた QaPRT のノックアウトマウ
スでは大脳や肝臓、腎臓、脾臓、腸など様々な組織で
NAD 量が減少することから、組織や栄養状態によっ
てその依存度が異なると考えられている［2］。また、
QaPRT の活性は老化によって低下し、その結果蓄積す
る Quinolinic acid は神経毒性を有することが知られて
おり、老化に伴う神経変性疾患との関わりが示唆されて
いる［3］。

２）Salvage 経路
　Salvage 経路はビタミンであるナイアシンのニコチン
アミド環を利用して NAD を合成する経路で、NAM、
NA、NR から始まる経路がある。NAM は食餌由来の
ナイアシンの吸収形態としてだけでなく、NAD 消費酵
素であるサーチュインや PARP（poly（ADP-ribose）
polymerase）の反応産物でもある。この経路の開始反応
は NAM から Nicotinamide mononucleotide（NMN）へ
の変換であり、Nicotinamide phosphoribosyltransferase 

（Nampt）によって媒介され、続いて Nmnat が NMN
と ATP から NAD を合成する［1］。この経路の律速段
階は Nampt による NMN の合成反応であり、Nampt 阻
害剤である FK866 を作用させると細胞内の NAD 量は
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　　NAD 代謝による老化制御機構
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要約
　Nicotinamide adenine dinucleotide（NAD）は生体内で酸化還元反応を媒介する補酵素と
して重要であるとともに、脱アセチル化や ADP- リボシル化といったタンパク質の翻訳後修
飾にも関わっており、エネルギー代謝にとどまらず、分化・増殖といった様々な細胞内機能
の調節を行っている。特に老化関連分子として重要な Sirtuin は NAD 依存性の脱アセチル化
酵素であり、NAD 代謝 - Sirtuin 経路を介した老化制御機構が注目を浴びている。また、加
齢とともにさまざまな組織において NAD 量は減少することが知られており、Sirtuin だけで
なく、生体内の様々な代謝機構を介した加齢性変化や疾患への関与が報告されている。本稿
では基本的な NAD 代謝の概略、測定法について説明するとともに、老化や様々な老化関連
疾患との関わりについても、最近の知見を交えて概説していく。

キーワード：NAD、Sirtuin、PARP、metabolisms

連絡先：中川　崇　〒 939-0194
富山市杉谷 2630
TEL：076-415-8849
FAX：076-415-8849
E-mail：nakagawa@med.u-toyama.ac.jp　



－ 24 －

著しく減少する。また、Nampt のノックダウンや過剰
発現によって培養細胞中の NAD 量が大きく変化するこ
とから、生体内で利用可能な NAD の量は Nampt の機
能に大きく依存すると考えられている。また、Nmnat
は salvage 経路における NAD 合成の最終反応を触媒す
る酵素であり、ヒトを含めた哺乳類では Nmnat1-3 の３
つのアイソザイムが知られている。それらは、組織や細
胞内のコンパートメントによって発現特異性が異なって
おり、Nmnat1 は核に、Nmnat2 は細胞質とゴルジに、
Nmnat3 はミトコンドリアと細胞質に局在する。そのた
め、それぞれの細胞内コンパートメントでの NAD 合成
に、Nmnat のアイソザイムの違いが重要だと考えられ
ているが、その詳細はよくわかっていない［4］。
　一方で、NR は牛乳中に見出された NAD 前駆体であ
り、牛乳中では NAM に次ぐ高濃度で存在している［5］。
細胞内では NR は NR kinase（Nrk）によって NMN に
変換され、上記の NAD 合成経路に合流する。Nrk は
ヒトでは Nrk1 と Nrk2 の二つのアイソザイムがある。
Nrk1 は全身のあらゆる組織にユビキタスに発現が認め
られるが、Nrk2 は骨格筋や心臓に特異的に発現してい
る。また、NR は直接的に細胞内に取り込むことが可能
なため、NAD 合成の前駆体として重要だと考えられる
が、実際にどの程度、食餌性の NR が NAD 合成に寄与
しているかは現在のところ不明である。

２．NAD 代謝研究のための NAD 測定法
１）酵素サイクリング法
　NAD は、還元型である NADH の最大吸光波長が
340nm であることが知られており、古くから吸光光度
計を用いた測定方法が用いられてきた。また、酵素サイ
クリング法と呼ばれる、二つの酵素反応を組み合わせ
た方法を用いることで、生体の微量な NAD、NADH を
増幅して測定することができる。さらに、NAD は酸性

溶液中で安定であり、NADH は塩基性溶液中で安定で
あるという特徴を利用し、酸抽出、アルカリ抽出を行
うことで、NAD、NADH を区別して測定が行われてき
た［6］。酵素サイクリング法は、アルデヒド脱水素酵素
とリンゴ酸脱水素酵素の反応を共役させて、マレイン酸
を産生させる。このマレイン酸産生量は元の NAD もし
くは NADH 量に比例することから、次に指示反応とし
て過大量の NAD、グルタミン酸とともに、トランスグ
ルタミナーゼ（GOT）を添加し、NADH を生成させる。
最終的には、この NADH 量を吸光度もしくは蛍光で測
定することで、元の試料内の NAD、NADH を定量する
ことができる。

２）質量分析法
　酵素サイクリング法は簡便であり、比較的感度も良
い。しかしながら、NAD、NADH 以外の関連代謝物を
測定することは不可能であり、抽出法も酸、アルカリと
２種類必要である。また、酵素サイクリング法は間接的
な測定法であるため、測定サンプルがアッセイに使用す
る酵素へ干渉する場合があるなど、不確定要素も多い。
そこで、直接的な測定法で、高感度かつ特異性の高い方
法として質量分析法が利用されている。質量分析法では
生体サンプルのような夾雑物を多く含んだ試料を用い
て、まず HPLC による分離を行い、次に質量分析計を
用いてそれぞれの代謝物を検出する。筆者らの研究室で
はトリプル四重極質量分析計を用いて、MRM（Multiple 
Reaction Monitoring）法による NAD メタボローム行っ
ているが、この方法では、四重極と呼ばれる、印加され
た電圧によって透過するイオンの質量を自由に設定する
ことができる質量フィルターを用い、目的の質量を持っ
たイオンを選択的に検出する［7］。具体的には、一つ目
の質量フィルターによって目的イオンのみ透過させ、さ
らに次の部屋で衝突ガスによって化学結合の弱い部分で
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イオンを開裂させることで、フラグメントイオンを生成
させる。最終的に、これらフラグメントイオンを二つ目
の質量フィルターで検出することによって、選択的な検
出が可能となる。この方法は、非常に高精度かつ高感度
であり、同時に複数の MRM を組むことで、NAD 関連
代謝物だけでなく、解糖系代謝物やアミノ酸など様々な
代謝物も同時に測定可能である。一方で、質量分析計は
非常に高価であり、その利用には習熟が必要などのデメ
リットもあるが、本法の応用範囲は広く、非常に有用な
測定法だと考えられる。

３．NAD 代謝と加齢
　生体内で利用可能な NAD 量はその合成と分解のバラ
ンスによって調節されていると考えられている。補酵素
としての NAD は NAD/NADH 間の水素原子のやりと
りをおこなっているだけで、その総量は安定的である
ように考えられていたが、実際には NAD 代謝は非常に
ダイナミックであり、その合成・分解は細胞内におい
て恒常的に行われている。特に DNA １本鎖損傷の修復
酵素である PARP は、生理的条件下でも大量に発生す
る DNA １本鎖損傷に対応し、NAD を使った自己ポリ
ADP リボシル化を介して大量の NAD を消費している
ことが知られている。例えば、１つの細胞内においては、
１日で約 25 万箇所の DNA １本鎖損傷が発生すること
から、生体内での NAD 消費速度は速く、その半減期は
非常に短いと考えられている［8］。一般に加齢に伴い、
NAD 量が減少することが知られているが、この機構に
は NAD 分解系の活性化が重要な役割を果たしていると
考えられている。細胞内では、加齢とともに活性酸素の
産生量が上昇するが、これらは二次的なゲノム DNA 損
傷も増加させると考えられている。この時、PAPR に
よる NAD の消費に対して供給（NAD 合成）が追いつ
かなくなると、NAD プールの減少が起こると考えられ
ている。実際に肝臓や心臓、腎臓、肺では加齢に伴って
PARP-1 活性が亢進することが報告されており、NAD
量の変化と相関を示す［9］。また、PAPR1 ノックアウ
トマウスでは、NAD 消費が抑えられるため、NAD 濃
度が増加し、抗老化分子 SIRT1 の活性が引き起こされ
ることが解っている［10］。しかしながら、DNA 損傷
に対する修復は抗老化という面からは非常に重要であ
り、PARP 阻害は、DNA 損傷を引き起こす諸刃の剣で
もあり、単純に PARP 活性を阻害して NAD 濃度を上
昇させることが良いのかは、組織によって異なると考え
られる。そのため、その生理的意義についてはさらなる
検討が必要である。
　NAD 分解酵素である CD38 はエクトエンザイムとし
て細胞外のヌクレオチドの変換に関わっているが、核や
ミトコンドリアといった細胞内の膜にも存在が認められ
ている。CD38 の活性は肝臓や筋肉、脂肪組織などで加
齢に伴って上昇する一方で、CD38 をノックアウトする
ことによって加齢に伴う NAD 量の減少が抑制されるこ
とが最近報告された [11]。CD38 のノックアウトによっ
て増加した NAD は、ミトコンドリア内の SIRT3 を活

性化し、ミトコンドリアタンパク質のアセチル化を減少
させる。ミトコンドリアのアセチル化はその多くがミト
コンドリア内の反応を抑制するため、ミトコンドリア内
の NAD 量を維持することは加齢によるミトコンドリア
機能の低下を抑制するひとつの重要な戦略と言える。

４．NAD 代謝と老化関連疾患
１）神経変性疾患
　NAD の神経保護作用については Wlds mutant に
関する研究で盛んに明らかにされてきた。Wallerian 
degeneration は軸索が細胞体から切り離された後にフ
ラグメント化される過程である。この軸索変性はアル
ツハイマー病やパーキンソン病など多くの神経変性疾
患の進展に寄与しており、Wallerian degeneration を遅
らせることによって疾患の症状が改善されると考えら
れ て い る。Wlds mutant は Ubiquitin assembly factor

（Ube4b/Uf2a）の N 末端側 70 アミノ酸残基と Nmnat1
の全配列をコードする変異体であり、この変異を持つ
マウスにおいて軸索変性の過程が遅延する。Wlds 変異
の Nmnat1 活性を欠損させるとその保護作用が損なわ
れるため、Nmnat1 活性はこの変異において重要な役割
を果たしていると考えられる［12］。また、Nmnat1 は
Leber congenital amourosis（LCA）の原因遺伝子とし
て報告されている［13］。LCA 発症において NAD 代謝
がどの様に寄与しているのか、そのメカニズムは不明で
あるが、最近網膜光受容体特異的 Nampt 欠損マウスが
作成され、網膜変成による視覚障害を示すことが解った
ことから、NAD 代謝が、網膜機能維持に重要であるこ
とが示唆される［14］。
　
２）がん
　多くのがん細胞においては、ワールブルグ効果と呼ば
れる、有酸素下での嫌気的解糖の亢進が知られている。
解糖系の亢進には NAD 量の増加が不可欠であり、実際
に多くのがん種において Nampt の過剰発現が確認され
ている。一方で、ミトコンドリア内のクエン酸回路や脂
肪酸酸化においても、補酵素として NAD が利用される
が、Nampt の特異的阻害剤である、FK866 でがん細胞
を処理したところ、細胞内の NAD 濃度の著明な低下が
見られ、解糖系は顕著に阻害を受けるものの、クエン
酸回路はあまり影響を受けないことが報告されている

［15］。このことは細胞質にある解糖系と、ミトコンドリ
ア内にある他の代謝経路とでは NAD 代謝の阻害の影響
が異なることを示している。NAD は生体にとって非常
に重要な補酵素であり、その阻害は正常細胞にも影響を
及ぼす可能性があるが、上述の結果は NAD 代謝が、比
較的がん細胞の方で重要で、その阻害はがん治療のター
ゲットなり得ることを示している。

３）代謝性疾患
　NAD 合成経路を介した、細胞内 NAD 濃度の上昇
が、Sirtuin の活性化に重要であることことから、NAD
前駆体投与により、直接的に細胞内 NAD 濃度を上昇
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させ、Sirtuin 活性化を介した、様々な代謝制御が試み
られている。例えば、Nampt により産生される NMN 

（Nicotinamide mononucleotide）は、マウス個体に投与
することで、加齢や高脂肪食により誘導された耐糖能
異常を改善することが報告されている［16］。また、NR 
(Nicotinamide Riboside) の食餌性投与 は、NMN 同様、
NAD の濃度上昇を来たし、SIRT1 だけでなく、ミトコ
ンドリアに局在する SIRT3 も活性化し、ミトコンドリ
ア機能の上昇や、脂肪酸酸化を亢進させることで、最
終的に高脂肪食により誘導された耐糖能異常や肥満を
改善する［17］。また、NR は線虫個体への投与により、
SIRT1-FOXO を介したシグナル経路により、個体レベ
ルでの寿命延長効果があることが明らかとなっている

［18］。一方で、Nampt の脂肪細胞特異的欠損マウスでは、
インスリン抵抗性の悪化が見られ、骨格筋特異的欠損マ
ウスでは、進行性の筋変成が見られる。これらの結果は、
NAD 代謝が、組織の恒常性維持に重要であることを示
している［19,20］。

おわりに
　他の先進国と比較しても類を見ない超高齢社会に突入
したわが国では、高齢者の健康寿命の維持が喫緊の課題
である。多くの研究により、加齢に伴う NAD 量の減衰
が、様々な老化症状、関連疾患を引き起こすが解ってき
たが、こうした細胞内 NAD 量の低下は、NAD 前駆体
投与により防止することができる。さらには加齢に伴う
機能低下に対しても有効であるという知見が、動物実験
を中心に積み重ねられてきており、今後は実際のヒトで
の治験なども計画されている。その一方で、NAD の合
成に関わる代謝機構には、細胞内局在の問題や、NAD
前駆体の細胞内取り込み機構など、未知の部分も多く、
今後の大きな課題であり、これらを解決していくことで、
NAD 代謝を標的とした抗老化戦略が、より発展するこ
とが期待される。
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Regulatory role of NAD metabolism in aging
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Abstract 
　Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) is an important co-enzyme mediating various 
metabolic enzymes through redox reactions. NAD also serves as a substrate for poly(ADP-
ribose)polymerases (PARPs) and sirtuins for poly(ADP-ribosylation) and deacetylation, 
respectively, and regulates various cellular functions such as differentiation and proliferation. 
Recently, many studies suggested the implication of NAD metabolism in aging and aging-
related diseases. Especially, NAD metabolism controls the activity of sirtuins, which are 
famous anti-aging molecule. In this review, we describe the overview of NAD metabolism 
and discuss the recent literatures about NAD metabolism and aging. 

Keywords：NAD, Sirtuin, PARP, metabolism
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１．はじめに
　1950 年から 1960 年にかけて、mRNA は遺伝情報を
含み、rRNA と tRNA とともにタンパク質翻訳マシナ
リーを構成することが明らかになり、現代の生命科学
の基本原則であるセントラルドグマが構築された。一
方、生化学的なアプローチによる RNA 研究も核酸化学
の初期から盛んに行われ、1956 年に Cohn と Volkin が
uridine の修飾体である pseudouridine を世界で初めて
報告し、RNA 修飾生物学の幕が開けた［1］。そして、
1980 年代から質量分析器など分析技術の急速の発展に
より、新しい RNA 修飾が次々と同定され、これまでに
原核生物や真核生物から約 100 種類以上の RNA 修飾が
報告されている［2］。これらの修飾のうち、約 80 種類
以上の RNA 修飾は tRNA に特異的に存在し、その他の
約 20 種類の RNA 修飾は他の RNA(rRNA や mRNA) に
も存在する［1］。これらの RNA 修飾の化学構造は、極
めて複雑でありながら進化的に保存されるものも多い。
しかし、RNA 修飾の豊富さと複雑さがゆえに、これま
で細菌や酵母など比較的にシンプルな生物種での研究が
主流となり、哺乳動物細胞や個体など複雑な生命体にお

ける修飾の研究が遅れていた。
　最近、次世代シーケンス技術などゲノム解析技術の発
展により、様々な疾患に関わる遺伝子が同定されるよう
になった。興味深いことに、これらの疾患原因遺伝子の
うち、RNA 修飾に関わる遺伝子が多数含まれていた。
これらの発見がきっかけとなり、RNA 修飾の重要性が
広く一般の研究者に認識されるようになり、RNA 修飾
の高次機能の研究が現在大きなトレンドとなっている。
本稿は、様々な疾患において RNA 修飾が果たす役割に
ついて総説するとともに、RNA 修飾を標的とするオミ
クス研究も紹介したい。

２．tRNA と２型糖尿病
１）２型糖尿病と CDKAL1
　世界保健機構（WHO）の推計によると、糖尿病を罹
患している人は 2014 年時点で 4.2 億人以上に上り、そ
の数が年々増加傾向になる。このような社会的な背景
から、全ゲノム解析技術を駆使した研究が 2006 年頃か
ら盛んに行われるようになり、これまでに 50 以上の原
因遺伝子が同定されている［3］。これら２型糖尿病関
連遺伝子のうち、最も再現性の高い原因遺伝子の一つ
は CDKAL1 で あ る。 2007 年、Nature Genetics 誌 や
Science 誌に同時に４報の論文が掲載され、CDKAL1 遺
伝子に存在する特異的な一塩基多型変異（SNPs）が２
型糖尿病の発症と有意に相関することが明らかになった

［4-7］。興味深いことに、危険型 CDKAL1 SNPs を保有
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する２型糖尿病患者はアジア圏に多く、インスリン抵抗
性ではなくインスリン分泌が障害されていた［4-7］。
　CDKAL1 の フ ル ネ ー ム で あ る Cdk5 Associated 
Protein 1-like 1 が示す通り、CDKAL1 はリン酸化酵素
である Cdk5 の関連分子として同定されているタンパク
質である。Cdk5 は神経細胞で主に機能する酵素である
が、膵β細胞においてカルシウムチャンネルをリン酸化
することでインスリン分泌を制御することが知られてい
た［8］。しかし、CDKAL1 は Cdk5 のリン酸化酵素活
性とは全く関連せず、tRNA と結合するドメインや、硫
黄ー鉄クラスターと結合する Radical SAM ドメインと
いった細菌の tRNA 修飾酵素に見られるドメイン構造
を有する［9］。筆者らは、CDKAL1 のユニークなドメ
イン構造に着目し tRNA 修飾に焦点を絞り解析を行っ
た。その結果、CDKAL1 はリジンに対応する tRNA を
修飾する酵素であることを突き止めた［10］。細胞質側
ではリジン tRNA が２種類あり、１種類はアンチコド
ンの配列が UUU である tRNALys(UUU)、もう１種類はア
ンチコドンの配列が CUU である tRNALys(CUU) である。
CDKAL1 は、tRNALys(UUU) を特異的に認識し、37 位に
位置する threonylcarbonyl 化されたアデノシン（t6A）
をチオメチル化する（図１A-B 参照）［10］。チオメチ

ル化修飾（ms2t6A）を有する tRNALys(UUU) は、多くの真
核生物、さらに古細菌までも確認されていることから、
tRNA のチオメチル化修飾は細胞の生命活動において普
遍的な役割を有すると推察される。

２）チオメチル化修飾の分子機能
　チオメチル化修飾の分子機能は、細菌 tRNA のチオ
メチル化修飾に関する結晶解析で明らかになった（図１
C 参照）［11］。tRNA 上のチオメチル基が立体的に大き
く突き出ることで、チオメチル基の硫黄原子がちょうど
リジンコドンの第１字目 uridine の真上に位置し、硫黄
原子と uridine の間に分子間相互作用が形成される（図
１参照）。古典的な考えでは、tRNA と mRNA との結合
は３対のワトソン・クリック塩基間結合（A:U あるい
は C:G）で形成されると考えられていた。一方、チオメ
チル基がアンチコドンの外側から mRNA 上の塩基と結
合を形成することが発見されたことで、1960 年代に樹
立されたコドン・アンチコドンモデルに新たな１ページ
が加わった。
　チオメチル化修飾によって形成される新しい tRNA-
mRNA 間結合は、コドン・アンチコドン結合を補強す
ることでリジンコドンの正確な翻訳に重要である。ホタ

図１　tRNA チオメチル化修飾の分子機能
　（A）tRNA の２次構造。赤丸はアンチコドンを表す。Position34 はアンチコドンのうち、揺らぎ結合
を形成する場所である。（B）tRNALys(UUU) にあるチオメチル化修飾（ms2t6A）の化学構造。赤字はチ
オメチル化修飾の化学式を表す。（C）チオメチル化修飾の分子機能。チオメチル化基はコドンの第一
字目の A と相互作用することで、リジンコドンの正確な翻訳に必要である。チオメチル化修飾が欠損
すると、結合が弱まり、他の tRNA が誤って入る誤翻訳や読み枠がずれるフレームシフトが起きる。
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ルルシフェラーゼの活性中心にある 529 番のリジン残基
はルシフェラーゼ活性に必須であるため、ホタルルシ
フェラーゼをリジンコドンのレポーターとして用いるこ
とができる［10］。ルシフェラーゼを野生型の細胞また
はチオメチル化修飾がない細胞に導入し活性を測定する
と、チオメチル化修飾欠損細胞では、ルシフェラーゼ活
性が顕著に低下していた［10］。興味深いことに、同じ
リジンコドンでも AAG コドンでの翻訳が AAA コドン
での翻訳よりも障害されやすかった［10］。アンチコド
ンが UUU である tRNALys(UUU) が AAG コドンと結合す
るとき、第三字目の塩基対は U と G である（図１参照）。
この塩基対は一般的に揺らぎ結合と呼ばれ、一般的なワ
トソン・クリック結合より結合力が弱い。すなわち、チ
オメチル化修飾は分子間力の比較的に弱いコドン・アン
チコドンペアを補強することで、コドンによる翻訳バイ
アスを軽減し安定な翻訳に重要であることが推察され
た。さらに、野生型の細胞とチオメチル化修飾欠損細胞
において、ルシフェラーゼ自体のタンパク量に変化が見
られなかったことから、リジンコドンがリジン以外のア
ミノ酸に誤翻訳されたことでルシフェラーゼ活性が低下
したと推察された（図１参照）。

３）チオメチル化修飾欠損による２型糖尿病発症の機序
　リジン残基はタンパク質のアセチル化やユビキチン化
などに重要であるが、タンパク質のプロセッシングにも

重要である。特にインスリンが成熟型になるために、プ
ロインスリンのリジン残基で切断を受けなければいけな
い。CDKAL1 遺伝子に変異を有する人は主にインスリ
ンの分泌量が低下することで２型糖尿病を発症すること
から、CDKAL1 によるチオメチル化修飾がインスリン
の翻訳に重要であると考えられた。実際、Cdkal1 ノッ
クアウトマウスの膵β細胞においてリジンの取り込み
量が低下し、成熟インスリンの指標である C- ペプチド
量が低下していた［10］。すなわち、チオメチル化修飾
がない膵β細胞では、プロインスリンのリジンコドン
において翻訳異常が生じた結果、プロインスリンのプ
ロセッシングが障害され、成熟型インスリンの産生量
が低下していた。これらモデルマウスでの結果と同様
に、CDKAL1 遺伝子に変異を有する２型糖尿病患者に
おいても、プロインスリンのプロセッシング異常が報
告されている［12］。さらに、糖尿病の発症と関連する
CDKAL1 遺伝子の変異は、チオメチル化修飾のレベル
低下ならびにインスリン分泌量の低下と有意に相関する
ことも報告されている［13,14］。これらヒトおよびモデ
ルマウスの結果から、危険型 CDKAL1 の遺伝子変異は
tRNALys(UUU) のチオメチル化修飾レベルを低下させ、プ
ロインスリンの誤翻訳を引き起こすことで、インスリン
による糖代謝を障害し、最終的に２型糖尿病の発症を誘
発すると考えられた（図２参照）。

図２　チオメチル化修飾の生理機能と制御機構
　Cdkal1 と Cdk5rap1 はそれぞれ細胞質とミトコンドリアの tRNA をチオメチル化することで正確
なタンパク質翻訳に重要である。遺伝的な要因や酸化ストレスなどにより tRNA 修飾酵素の活性が低
下し、チオメチル化修飾レベルが低下すると、異常なタンパク質翻訳が誘発される。そのため、糖代
謝やエネルギー産生が障害され、２型糖尿病やミトコンドリア病の発症が誘発される。
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３．tRNA とミトコンドリア疾患
１）ミトコンドリア tRNA のチオメチル化修飾
　筆者らは、哺乳動物細胞において Cdkal1 と類似する
ドメイン構造を持つタンパク質として Cdk5rap1 を同定
した［15］。Cdk5rap1 は N 末端にミトコンドリア局在
シグナルを持ち、ミトコンドリアの内膜に局在する。質
量分析法を用いて検討した結果、Cdk5rap1 はミトコン
ド リ ア tRNA の う ち、mt-tRNAPhe、mt-tRNATrp、mt-
tRNATyr および mt-tRNASer(UCN) の 37 位に位置するイ
ソペンテニル化されたアデノシン（i6A）を認識し、チ
オメチル化修飾（ms2i6A）を行う［15］。ミトコンド
リア tRNA のチオメチル化修飾の分子機能は、細胞質
tRNALys(UUU) のチオメチル化修飾と同じく、ミトコン
ドリアにおける正確な翻訳に必要である。特に、mt-
tRNAPhe、mt-tRNATyr および mt-tRNASer(UCN) が対応する
コドンのうち、第３字目の塩基対が揺らぎ結合を形成す
るコドンの翻訳がチオメチル化修飾の要求性が高かっ
た。たとえば、mt-tRNAPhe はアンチコドンに AAA を
もち、フェニルアラニンコドンUUUとUUCを解読する。
チオメチル化修飾を欠損する細胞では、UUU コドンの
解読に問題が見られなかったが、UUC コドンにおいて
読み枠のずれ（フレームシフト）が多発していた［15］。
　筆者らは Cdk5rap1 欠損マウスを作成しその表現系を
詳細に解析した［15］。ミトコンドリア tRNA のチオメ
チル化修飾が欠損すると、ミトコンドリア内のタンパク
質翻訳が障害され、電子伝達系を構成するタンパク質群
の量が顕著に低下した。さらに、ミトコンドリアの形態
を電子顕微鏡で観察すると、ミトコンドリアが大きく膨
らみ、クリステなど内膜の構造が崩れたミトコンドリ
アが多数観察された。哺乳動物ではミトコンドリアが
骨格筋と心筋に特に豊富であるため、ミトコンドリア
の機能低下がこれらの組織機能に影響しやすい。実際、
Cdk5rap1 欠損マウスの骨格筋と心筋においてミトコン
ドリアの電子伝達系活性が低下した結果、ATP の合成
量が低下し、骨格筋の持久力や心筋の収縮力が大幅に低
下していた（図２参照）。

２）ミトコンドリア病とチオメチル化修飾
　ミトコンドリア病は、ミトコンドリアに関連する遺
伝子の変異に起因する遺伝疾患であり、有効な治療法
及び治療薬が存在しない。ミトコンドリア病と関連す
る遺伝子変異のうち、ミトコンドリア DNA の 3243 番
に位置する A が G に変異する点変異が多く確認され
ている［16］。A3243G 変異を持つミトコンドリア患者
は、MELAS 症候群（ミトコンドリア脳筋症・乳酸ア
シドーシス・脳卒中様発作症候群）とよばれる病態を
示し、非常に重篤である。3243 番の A はミトコンド
リア tRNALeu に位置するが、その場所は翻訳に重要な
アンチコドン領域ではないため、MELAS 症候群の詳
細な分子機序は不明である。東京大学の鈴木らによっ
て、A3243G 変異を有する mt-tRNALeu の 34 位 Uridine
においてタウリン修飾が欠失していることが報告され
た［17,18］。34 位の塩基はコドンと揺らぎ結合を形成す

るため、タウリン修飾が欠失することで、mt-tRNALeu

はロイシンコドンと結合できなくなり、翻訳異常が生
じると考えられた。筆者らは MELAS 症候群を呈する
ミトコンドリア病患者の血球細胞由来の RNA を用いて
チオメチル化修飾を検討した結果、A3243G 変異の頻度
が高いほど、mt-tRNAPhe, mt-tRNATrp、mt-tRNATyr お
よび mt-tRNASer(UCN) の ms2i6A 修飾レベルが低下してい
た［15］。すなわち、A3243G 変異はまず mt-tRNALeu の
タウリン修飾欠失を誘発し、ミトコンドリアタンパク質
翻訳がまず一旦低下する［17,18］。次に、mt-tRNAPhe、 
mt-tRNATrp、mt-tRNATyr お よ び mt-tRNASer(UCN) の
ms2i6A 修飾が二次的に低下することで、ミトコンドリ
アのタンパク質翻訳が大幅に障害され、ミトコンドリア
病が進行すると考えられた。mt-tRNALeu の A3243G 変
異によって他種の mt-tRNA に存在する ms2i6A 修飾が
低下する機構はまだ完全に明らかではないが、次節に述
べる酸化ストレスが原因の一つである可能性が高い。

４．tRNA 修飾の制御機構
　tRNA の修飾はタンパク質翻訳の効率や正確性に重
要であるため、一般的にタンパク質や DNA の化学修
飾のように大きく変動しないとされている。ところが、
Cdkal1 や Cdk5rap1 は、システイン残基を介して硫黄ー
鉄クラスターと結合するドメインが存在する。また、チ
オメチル基の硫黄は、非常に親電子性の高いシステイン
パースルフィドに由来することが最近明らかになった

［19］。これら硫黄由来の生体分子が容易に酸化され失活
することから、過度の酸化ストレスがチオメチル化修飾
酵素の活性を阻害し、tRNA チオメチル化修飾レベルが
低下することが考えられた。実際培養細胞に低濃度の過
酸化水素を添加すると、修飾酵素の発現量に変化が見
られなかったが、細胞質 tRNA の ms2t6A 修飾及びミト
コンドリアの ms2i6A 修飾が添加後 12 時間で顕著に低下
していた［15］。また、窒素酸化物を細胞に添加しても
ms2t6A と ms2i6A 修飾が有意に低下していた。酸化スト
レスのスカベンジャーとなる化合物が過酸化水素などに
よるチオメチル化修飾の低下を阻止できたため、細胞内
チオメチル化修飾は酸化ストレスレベルによって大きく
左右されることが考えられた（図２参照）。これらのこ
とから、上節に述べた A3243G 変異を有するミトコンド
リア病患者における ms2i6A レベルの低下という結果も、
酸化ストレスに対する酵素の高い感受性に由来する可能
性が高い。実際以前の研究で A3243G 変異が活性酸素種
の増加を誘発することが報告がされている［20］。すな
わち、mt-tRNALeu の A3243G 変異によって誘発された
酸化ストレスは Cdk5rap1 の活性を阻害することで、多
種の mt-tRNA の ms2i6A 修飾が二次的に低下すると考
えられた。

５．tRNA 修飾を標的とするオミクス研究
１）質量分析による tRNA 修飾解析
　tRNA の化学修飾はそれぞれ固有の質量および化学構
造を示すため、質量分析法は tRNA 修飾の分析におい
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てもっとも信頼性の高い方法である。具体的な方法につ
いてはこの分野の第一人者である東京大学の鈴木らの総
説に譲り［21］、ここではその概念について概説する。
tRNA にある修飾を分析するには、⑴単離、⑵化、⑶質
量分析という３つの操作を行う必要がある（図３参照）。
tRNAを単離するために、まずtRNAの3’末端あるいは5’
末端に相補的な配列を有する DNA オリゴプローブを合
成する（図３参照）。DNA オリゴプローブの先端にビ
オチンをつけることで、オリゴプローブをアビジンビー
ズに固相化することができる。次に、細胞や組織由来の
全 RNA を熱変性し tRNA の高次構造を解いてから、オ
リゴプローブと混合させて標的 tRNA を単離する。
　タンパク質を質量分析計で解析する場合、一般的に
トリプシンでタンパク質を短く切断してから分析する。
tRNA の場合も同様で、tRNA を RNase で分解し、液
体クロマトグラフィー質量分析計（LC/MS）で解析す
る。Nuclease P のような非特異的な RNase を使用する
と、tRNA が一塩基まで完全分解される。この場合、比
較的に流速の早い HPLC（0.1 ～ 0.5 ml/min）を使用す
ることで、修飾塩基の混合液をカラムで高速分離するこ
とができるうえ、分離した修飾塩基を四重極質量分析計
のような汎用質量分析計で高感度かつ多成分一斉分析が
可能である（図３参照）。しかし、tRNA を一塩基まで

分解すると修飾の位置情報が完全に消失する。たとえば、
同じ修飾が tRNA の数箇所に存在する状況では、修飾
に変動が見られても、どこの塩基の修飾が変動している
かについては判断ができない。また、四重極質量分析計
は質量分解能がそれほど高くないため、新規の修飾を探
索するような実験は困難である。一方、RNase T1 のよ
うな特定の塩基（RNase T1 の場合は G のみ）で限定分
解する消化酵素を用いると、数個の塩基からなる tRNA
の断片ができる（図３参照）。この場合、遅い流速を得
意とするナノ LC を用いて断片を分離する。また、断片
の正確な質量を検出するには、イオントラップ型のよう
な高い質量分解能を有する質量分析計を使用する必要が
ある。単一塩基の分析に比べ、tRNA 断片の分析は高度
な技術力を必要とするが、tRNA 断片の精密な質量から
塩基配列を推定することが可能であるため、断片中のど
の塩基にどのような修飾が存在するかを決定できる。

２）質量分析による tRNA 修飾解析の問題点
　質量分析計による tRNA 修飾の分析は修飾そのもの
を計測するため、定量性と信頼性が高い。しかし、質量
分析計で分析するには標的の tRNA をまず Affinity 精製
しなければならないため、細胞や組織から多量の RNA
サンプル（数十μg 以上）を出発物質として準備する必

 

図３　質量分析法による tRNA 修飾解析
　相補的な配列を有するオリゴプローブを用いて tRNA を精製した後、RNase で tRNA を一塩基まで
完全分解、あるいは数個の塩基からなる tRNA 断片まで限定分解する。最後に、分解産物を液体クロ
マトグラフィーで分離し、質量分析計で質量を測定することで、tRNA 修飾の種類と量を測定する。
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要がある。さらに、tRNA が多種多様であることも精製
にとって大きな問題である。ヒトにおいて tRNA をコー
ドする遺伝子は擬遺伝子も含め 600 個以上あるとされ
ている。このことは、同じアンチコドンを有する tRNA
遺伝子は核 DNA 上に多数存在することを意味する。た
とえば、アンチコドンが GAA である tRNAPhe をコー
ドする遺伝子は核 DNA 上に 14 個も存在する。さらに、
これら tRNAPhe 遺伝子はすべて同じ配列ではなく、塩
基配列にわずかな相違が存在する。このため、tRNA の
Affinity 精製では、比較的に存在量の多い、またオリゴ
プローブと完全に相補的な tRNA 種が優先的に精製さ
れ、プローブと若干ミスマッチを有する tRNA 種が精
製されない可能性がある。このような技術的な限界から、
すべての tRNA をカバーする修飾解析は質量分析計で
はまだ難しい。

３）次世代シーケンサーによる tRNA 修飾解析
　近年、次世代シーケンス技術の発展と普及により、
tRNA 修飾を少ない量の全 RNA から網羅的に検出する
方法が開発されつつある。詳細のプロトコルについては
論文にあるため［22］、本稿ではその概略について紹介

する。次世代シーケンサーによる mRNA や miRNA の
発現解析は以前より行われていたが、tRNA は強固な２
次構造をとるため、ライブラリー作成時の逆転写反応が
阻害されやすい。また、メチル化修飾などの tRNA 修
飾はワトソン・クリック塩基間結合に対して立体障害を
示すため、逆転写が阻害されやすい。これらの理由に
よりこれまでの方法では tRNA を標的とするシーケン
シングが難しかった。最近、RNA の高次構造に強い逆
転写酵素が応用されはじめ、構造的な障害がある程度
解決された。また、脱メチル化酵素を応用することで、
tRNA のメチル化修飾を人為的に外すことが可能となっ
た［22］。
　次世代シーケンスによる tRNA 修飾解析は基本的な
RNA-seq と同様、まず cDNA ライブラリーを作成する
必要がある。細胞や組織からトータル RNA を精製した
後、変性ポリアクリルマミドで RNA を分離し、70~80
塩基長の tRNA を切り出して精製する。その後、tRNA
を脱メチル化処理した後、次世代シーケンス用のイン
デックスを含むオリゴプローブと逆転写酵素を用いて逆
転写を行い、cDNA ライブラリーを作成する（図４参照）。
その後、RNA-seq と同様の手順で、cDNA ライブラリー

図４　次世代シーケンスによる tRNA 修飾の同定
　精製した tRNA を２群に分け、1 群は脱メチル化酵素で処理し、もう１群は処理しない。次に、次
世代シーケンス用のインデックスプライマーを含むオリゴプローブで逆転写し、ライブラリーを作成
する。その後、ライブラリーを次世代シーケンサーで処理し、tRNA の配列情報を得る。非処理群で
は修飾塩基において相補的な塩基以外の塩基を取り込むミスマッチが生じるが、脱メチル化酵素処理
群ではミスマッチが生じない。ミスマッチの箇所を比較することで修飾の有無を全 tRNA で網羅的に
解析することができる。
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を PCR で増幅し、次世代シーケンサーで解析する。メ
チル化修飾などの tRNA 修飾が存在すると、逆転写時
に相補的な塩基以外の塩基が誤って取り込まれることが
ある（ミスマッチ）。このことを利用して、脱メチル化
酵素処理済みの tRNA と処理しない tRNA から得られ
た配列情報を比較し、ミスマッチを示す塩基が確認され
れば、すなわちその塩基がメチル化修飾されていること
になる（図４参照）。

４）次世代シーケンスによる tRNA 修飾解析の問題点
　上記の方法は少ない量の RNA から tRNA の発現量及
び修飾のゲノムワイドな解析ができるため、生命活動に
おける tRNA 修飾のダイナミクスを理解するうえで非
常にパワフルなツールである。一方、シーケンス時に生
じたミスマッチは tRNA 修飾以外の理由によって生じ
る偽陽性である可能性もあるため、シーケンス結果は常
に質量分析計の結果と照合しながら慎重に解析する必要
がなる。また、tRNA のシーケンスは複雑な前処理を必
要とするため、定量性という観点では質量分析計を用い
た解析のほうがはるかに優れている。さらに、tRNA に
存在するメチル化以外の化学修飾の多くが逆転写時にミ
スマッチを生じない。このため、上記の方法で確認でき
るのは限られた RNA 修飾であり、tRNA 修飾の網羅的
な解析の実現にはまだ道程が遠い。

６．おわりに
　tRNA 修飾を標的とするオミクス解析が開発されたこ
とにより、tRNA 修飾が細胞内の外環境変化に応じてダ
イナミックに変動することや、修飾異常が様々疾患に関
わることも明らかになりつつある。さらに、tRNA のみ
ならず、mRNA や non-coding RNA にも多彩な化学修
飾が存在することが最近明らかになり、全ての RNA を
対象とする Epitranscriptomics という新たな分野が創造
されようとしている［23］。しかし、RNA 修飾の研究は
まだ入り口に入ったばかりであり、今後様々な生命体で
RNA 修飾の分子機能を詳細に解析することで、生命活
動における RNA 修飾の普遍的な意義が明らかになるこ
とを期待している。
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RNA modifications in metabolic diseases

 Fan-Yan Wei, Kauzhito Tomizawa
Department of Molecular Physiology, Faculty of Life Sciences,

Kumamoto University

Abstract 
  Chemical modifications of bioactive molecules are critical for the biological functions. 
Recently, a wide variety of posttranscriptional modifications have been identified in RNA. To 
date, more than one hundred species of modifications have been found in tRNA, rRNA and 
mRNA. These modifications are crucial for the structural integrity, cellular localization and 
translation regulation. Moreover, dysregulation of RNA modifications has been implicated in 
a number of human diseases. In this review, I will discuss about the physiological functions 
of chemical modifications in cytoplasmic and mitochondrial tRNAs in mammalian cells, as 
well as the pathological relevance to metabolic diseases. I will also discuss about the new 
technics to identify modifications in tRNA. 

Keywords：RNA，Modification，Mass spectrometry，Next generation sequencing
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　私は 2016 年 9 月 26 日から 29 日までアメリカのニュー
ヨーク州にあるCold Spring Harbor Laboratory（CSHL）
で Mechanisms of Aging meeting にポスター発表も兼
ねて参加してきました。学会参加が決まる前は「アメリ
カの学会に参加なんて…」と物怖じしていましたが、周
りの PI や仲間のポスドク達に「このミーティングは基
礎老化研究の中でも最新のトレンドを知ることができ、
ハイレベルなので是非参加してきなさい」と背中を押し
てもらい、様々な面で勉強することができました。今回
は国際学会に慣れていない私なりの目線で参加報告記を
書いてみたいと思います。
　中部国際空港から NY までは 14 時間のとても長いフ
ライトでした。CSHL まではニューヨーク市内からロン
グアイランド鉄道で約一時間かけて Syosset 駅まで行き
そこからシャトルバスでさらに 10 分程で研究所にたど
り着きます。宿泊は初対面の方と相部屋でしたが宿泊の
間おしゃべりしながらリラックスして過ごすことができ
ました。食事は費用が全て参加費に含まれている食べ放
題で、フルーツ、乳製品、穀類、野菜、肉など日本での
日常生活よりも充実していたため大変満足しました。
　私は免疫老化に興味がありポスターも免疫老化に関す
る内容だったのですが、この分野で他に発表している人
は数名しかいませんでした。元々興味を持っている人も
ほぼいないようだったので、少しでもポスターを見てく
れた人には一生懸命説明しました。関心が少ない事は悔
しく感じましたが、反対に老化の視点から免疫老化に取
り組むライバルが少ないと解釈し、より一層頑張って注
目される成果を出してやろうと思いました。
　免疫研究ではマウスなど脊椎動物を用いた研究が大多
数ですが、老化・寿命研究ではマウスを用いた発表より
も、酵母、線虫、ショウジョウバエを用いた研究の多さ
が目立ちました。この事は老化・寿命研究を継続する為
の時間と研究費獲得の難しさが表れているのかもしれな

いと感じました。一方で脊椎動物の中でも新しく、長寿
命で tumor free としても知られるハダカデバネズミや
短寿命のキリフィシュを用いた老化のメカニズム研究も
進んでいることを知りました。
　私が他の方の発表を聞いて感じたことは、プレゼン
テーションが日本の学会等でみるものと全く異なるとい
うことでした。日本の場合、主張は謙虚にデータで語る
ような気がします。海外の場合、裏付けのデータは当然
ありながら、研究のストーリーや自分がどんなことをし
ているのかを自信を持って強烈にアピールしてきます。
さらに身振り手振り、ジョークも交えて説明するので興
味を持ちやすく演出されています。この文化は自分の中
にも取り入れていこうと思いました。またセッションの
合間にある休憩ではコーヒーを片手に各々自由にディス
カッションをして、食事の時は隣の知らない人とカジュ
アルに話をして、バーではおバカな話で楽しく盛り上が
り…すべての場面で積極的に交流するのが極めて当然の
ようでした。このような積極的なネットワーク作りと情
報交換から面白い研究が生まれるのだと頭では分かって
はいましたが、日本でこれまで参加してきた学会よりも
Meeting の意義と大切さを実感することができました。
この事が今回参加した中で一番の収穫です。

連絡先：玻名城　隼　〒 474-8511 
愛知県大府市森岡町 7-430
TEL：0562-46-2311（内線 5113）
FAX：0562-46-8719
E-mail：jun-h@ncgg.go.jp
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　最後に、CSHL meeting の参加者は昔から大部分がア
メリカ拠点のグループですが、近年はアジアでも CSHL 
meeting が行われるようになってからか、中国・日本・
韓国などのアジア勢が EU より高い割合を占めているそ
うです。この学会は程よく小規模で、参加者はとてもフ

ランクに交流してくれるためたくさん勉強できます
　もし CSHL Mechanisms of Aging meeting に参加で
きる機会があれば積極的に参加することをお勧めしま
す。
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　11 月中旬とは思えないほど暖かい日差しの下、米国
カリフォルニア州・サンディエゴで 2016 年の米国神経
科学会（Society for Neuroscience; SFN）が開かれまし
た。世界最大規模の名に恥じず、世界中から 29,502 人
もの参加者（大会初日時点での参加者総数）が一堂に会
し、会場のそこかしこでディスカッションを楽しむ光景
は圧巻の一言に尽きました。私はこれまでアルツハイ
マー病等の神経変性疾患に特化した国際学会に参加する
ことが多く、恥ずかしながら SFN への参加は今回が初
めてだったのですが、ポスター会場だけでも端から端ま
で歩くのに 5 分以上かかるなど（注：私は歩く速度がか
なり早い方です）、研究者は体力もしっかり鍛えておか
ないといけないなと実感させられました。
　「神経科学会」ということで当然ながら本学会がカバー
する領域は非常に広く、脳の老化や神経変性疾患に関す
る発表はもちろんのこと、個体レベルでの脳認知機能や
学習、睡眠、感情の変化など、脳神経系に関わるほぼす
べての研究領域について毎日膨大な数の発表が行われて
おりました。当然ながら、全ての発表内容についてダイ
ジェストすることは不可能ですが、私の専門領域であり
ますアルツハイマー病に関して興味深い報告をいくつか
紹介させていただきます。

　最も興味深かったのはドイツの Mandelkow グループ
の発表で（発表者は Dr. Balaji）、神経原線維変化の原因
タンパク質である tau の異所局在メカニズムに関するも
のでした。神経原線維変化は、βアミロイド蛋白（A β）
の沈着病変である老人斑とならぶアルツハイマー病の主
病変であり、過剰なリン酸化等の修飾を受けて重合した
微小管結合蛋白 Tau が神経細胞内に蓄積したものです。
Tau は本来、主に軸索に局在することが知られていま
すが、神経原線維変化は軸索と正反対の樹状突起側から
形成されることが近年の研究報告により指摘されていま
す。このため、何故本来の局在場所ではない樹状突起で
病変形成が始まるのかについて多くの仮説が提唱されて
きましたが、Balaji らは同じ神経細胞の細胞体と突起を
それぞれ独立した培地環境で培養できる特殊なチャン
バーを用いて、神経突起側にのみプロテアソーム阻害剤
やオートファジー阻害剤を加える実験を行いました。そ
の結果、いずれの阻害剤の処理でも樹状突起に Tau が
蓄積することが明らかとなりました。また、蛋白質の翻
訳阻害剤であるシクロヘキシミドを同時に処理するとこ
の蓄積は見られなくなったことから、Tau は本来、軸
索のみならず樹状突起にも存在しているが、ターンオー
バーが早いためにそう見えない（局在しているように見
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えない）だけであり、樹状突起という局所における蛋白
分解系の異常が Tau の異所局在、ひいては神経原線維
変化形成につながる Tau の蓄積を引き起こす原因とな
るのではないかと考察していました。実は私もほぼ同じ
内容の実験を行っていた矢先でして、先を越されてし
まった悔しさはもちろんですが、同じことを考える人間
は世界に必ず居るんだという事実を今更ながら実感した
次第です。
　近年、Ⅱ型糖尿病に代表される代謝疾患と認知症との
関係は大きな注目を浴びるようになり、筆者の所属する
国立長寿医療研究センターでも国際シンポジウムを本年
2 月に開催したことは記憶に新しいところです。当然な
がら、SFN でも代謝障害とアルツハイマー病との関係
についてシンポジウムが開かれましたが、両者の関係性
は必ずしも「Ⅱ型糖尿病→アルツハイマー病」という一
方向性のものではなく、「アルツハイマー病→Ⅱ型糖尿
病」という矢印もあるのだという興味深いテーマで発表
が行われていました。アルツハイマー病モデルマウスと
糖尿病モデルマウスを交配させると、老人斑等のアルツ
ハイマー病変のみならず糖尿病病態（高血糖など）も増
悪することはこれまでも報告がありますが、Dr. Barger

（Univ. Arkansas）らの発表では、APP ノックアウトマ
ウスでは野生型に比べて血糖値が低く、高脂肪食を給餌
した際も野生型に比べて血糖値の上昇度が低く抑えられ
ることを報告していました。また、BRI というゴルジ体

で切断分泌される蛋白に A β配列をつなげ、ゴルジ体
から A βを分泌するマウスを用いて検索を行ったとこ
ろ、野生型に比べて血糖値が高く維持されており、高脂
肪食給餌によってさらに大きく上昇することも報告して
いました。さらにブラジルの Dr. De Felice は、カニク
イザルの脳内に A βオリゴマーを接種すると、樹状突
起のインスリンレセプターが障害を受けてインスリンシ
グナルが低下し、IRS-1 のリン酸化を低下するという報
告を行っていました。また、うつ病もⅡ型糖尿病と並ぶ
認知症のリスク因子として注目されていますが、うつ病
患者の脳内でもインスリン抵抗性を示唆する生化学検査
値が得られることを Dr. Rasgon（Stanford Univ）が報
告していました。興味深いことに、血糖値の上昇度は年
をとった被験者ほど高い傾向にあるという事で、やはり
老化というファクターは確実に関与していると考えられ
ます。この他にも、非常に数多くの発表が行われていま
したが、紙面の都合上、割愛させていただきます。
　総括しますと、とにもかくにも「ボリュームたっぷり」
な５日間でした。こういった大規模な学会は焦点を絞り
にくいので苦手という方もいらっしゃるとは思いますが

（私も今までそうでした）、今回初めて SFN に参加して
みて、今まで知らなかった（気が付かなかった）ことを
発見できる楽しさを実感しました。是非、来年以降も欠
かさず参加しようと思います。
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　私はテキサス州ヒューストンにあるベイラー医科大
学で、肥満糖尿病における脳の役割をさぐる研究を
しています。たまたま参加した Cold Spring Harbor 
Laboratory Meeting「Mechanisms of Aging」で、思い
もかけず留学記執筆の機会を与えていただきました。老
化研究の門外漢であるうえに、多くの方が既に留学体験
記を書いておられ、何を書けばよいのかと悩みましたが、
留学はそれぞれの個人的な体験だと思い直し、アメリカ
で経験したポスドクサバイバルについて自分なりの考え
を書かせていただきます。
　もともと日本では、西田栄介先生（京都大学）のもと
でシグナル伝達分子の細胞内局在機構から核細胞質間輸
送メカニズムと、自分の興味の赴くままに好きなことを
させていただき、細胞生物学のおもしろさを存分に楽し
んできました。しかし 30 代半ばでより高次の生命現象
を扱ってみたいと思いたち、Harvard 大学にいた新進
気鋭の神経解剖学者であるエルムキスト先生の研究室に
飛び込みました。当時、多数の視床下部神経核特異的な
遺伝子欠損マウスを作製することで、全身の代謝への脳
の役割を調べるプロジェクトが始まっており、私の研究
テーマも細胞生物学から生理学へと大きく変わりまし
た。神経科学や代謝学を系統だって学んだことがなく、
そのうえ実験手法も不慣れで、まったく戦力になり得な
い私でしたが、私をポスドクとして迎えてくれたエルム

キスト先生をはじめいろんな先生方のお陰で、気づいた
らアメリカで 10 年以上研究をしております。未だ模索
中の研究生活ですが、これまで気付かされたことが２点
あります。
　Money talks：論文よりグラントが重視されるという
こと。エルムキスト先生からも、グラントが取れるよう
な申請書を書ける力があればアメリカで生き残れるとア
ドバイスを頂きました。日本で論文を一流紙にさえ出
していれば全て後からついてくるという風に思ってい
た私には、この考えに 慣れるまで時間がかかりました
が、実際にいわゆる有名雑誌に論文がないので駄目かも
しれないと思っていた研究申請書が採択されて驚いたこ
とがありました。さらに、ポスドクから PI（Principle 
Investigator）に進む際にも、グラントを持っているこ
とで圧倒的に優位になることも目のあたりにしてきまし
た。いわゆるブリッジグラント（ポスドクから次のステッ
プをサポートする NIH や民間財団からのグラント）が
とれると、PI になるチャンスも 上がるようです。もち
ろん一流紙に論文を持っている方はグラントやポジショ
ンが取りやすいでしょうが、そうでもなくても上手くい
くことがあるという点で間口が広いように感じます。で
すから、私はラボのポスドクの方にもフェローシップ獲
得に挑戦してもらっています。
　God helps those who help themselves：自助努力の重
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【海外留学記】

アメリカで生き抜きたい！

福田　真
アシスタントプロフェッサー　小児栄養研究センター

ベイラー医科大学

3 人の小さなラボですが、脳が全身の代謝を調節するしくみを明らかにしようと奮闘してます。
糖尿病や老化を制御する神経経路をみつけて、糖尿病や老化をコントロールすることが夢です。
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要さです。エントリーレベルでのアカデミックポジショ
ンにいたる道とそれ以後の昇進基準が比較的ハッキリと
していることは、それに向けて自助努力が出来るという
ことでもあります。こちらに来て、自分で積極的に動い
て自分の回りの物事を自分でコントロールするポスドク
やジュニア PI 達を見ました。例えば、与えられたプロ
ジェクトが上手くいかないと嘆くよりはプロジェクトや
ラボを自分で変える等々。受身で運に左右されるより、
目的意識を持ち積極的に動く、そうすると運も寄ってく

るのかもしれません。
　サイエンスへの情熱、それとともにサバイブする意志
と技術があればきっとどこかで研究を続けることが出来
ると思います。これまで見たこともないような人物や考
え方に出会えるのも海外で研究する醍醐味です。私も未
だ発展途上ですが、皆さんも広い世界で思いっきり自分
を試してサイエンスを磨いてみるのはいかがでしょう
か。



【編集後記】

　昨年の 40-1 号を機に、本誌は毎号特集企画を掲載させていただくようになりましたが、お陰様で

2 年目を迎えることができました。毎号の特集企画では各分野のトップランナーの先生方の研究成

果を、トピックスでは最新の研究情報を、「日本語」で読むことができます。浅学な小生にとりまし

ては、広範な老化研究を学ぶのに貴重な場になっております。この場をお借りし、日々のご研究の

最中、ご執筆・ご寄稿下さった先生方に深謝いたします。

　本号では、本学会名誉会員の Sang Chul Park 先生にご寄稿いただきました。Park 先生の研究生

活を船旅に例えられ、日々の奮闘の様子が良く分かります。若手研究者に対し、熱いエールを下さっ

ているような気がいたしました。本号の特集企画では、「メタボロミクスと疾患・老化」をテーマに

4 先生（近藤 祥司先生、深水 昭吉先生、中川 崇先生、魏 范研先生・富澤 一仁先生）にご執筆い

ただきました。DNA・RNA・タンパク質いずれの段階においても修飾が生じること、tRNA の修飾

異常が、翻訳異常―タンパク質合成異常―疾患という経路をたどりうることに大変興味を抱きまし

た。また、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド（NAD）は、老化関連疾患モデル動物だけでな

く、高齢者の血中でも減少するとのことで、動物での基礎研究の成果が、今後ヒトに応用されてい

くことが期待される研究領域なのではないかと感じました。学会報告では、Mechanisms of Aging 

meeting（玻名城隼先生）・Society for Neuroscience（木村展之先生）での充実した議論の様子が伺

えます。また、ベイラー医科大学でご活躍中の福田真先生の海外留学記では、アメリカでの研究生

活をご紹介いただいています。God helps those who help themselves というフレーズには、非常に

刺激を受けた次第です。

　まだまだ寒さが厳しい毎日ですが、くれぐれもご自愛下さい。本年も本誌をよろしくお願いいた

します。

渡辺　信博
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