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１．はじめに
　細胞老化は癌抑制機構において重要な役割を担ってい
ることは古くから知られているが、組織と老化の関連につ
いても示唆されてきた。ヒトやマウスの様々な組織におい
て、加齢に伴い老化細胞が蓄積することが報告されてい
る [1, 2]。しかし生体内の老化細胞が加齢や疾患に対してど
のような影響を持つのかについては不明であった。
　この問題を明らかにすべく、近年我々を含め３つの研究
グループにより、老化細胞だけを任意の時期に排除可能
なトランスジェニック（Tg）マウスが作製された [3-5]。こ
れらのマウスを利用した研究から、これまで不明であった
生体内における老化細胞の役割が明らかになりつつある。
我々のマウス（ARF-DTR マウス）では、老化細胞を除去
することで加齢により低下した肺機能を回復可能であるこ
とが示された [5]。組織の加齢性変化は、組織機能の低下
を誘導するだけでなく、様々な疾患の発症リスクを高める。
本稿では、ARF-DTR マウスにエラスターゼ誘導性肺気腫
モデルや喫煙モデルを応用した研究から、肺疾患におけ
る老化細胞の役割について報告する。
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２．老化細胞除去マウスについて
　これまでに INK-ATTAC, p16-3MR、そして我々のグ
ループから ARF-DTR と名付けられた老化細胞除去 Tg
マウスが作製されている。これらのマウスでは、Ink4a や
Arf など老化細胞で発現が増加する遺伝子の発現制御領
域を用い、蛍光タンパク質（GFP, RFP）や発光酵素（ル
シフェラーゼ）を導入することで加齢に伴って蓄積する老
化細胞の可視化に成功している。また、リガンド依存的
に細胞死を誘導する受容体を導入することで、任意の時
期に老化細胞を除去することが可能である。これらのマウ
スを用いた研究からは、加齢や疾患における老化細胞除
去が殆どの場合において有益であることが示されている

（表）。

３．老化細胞除去による老齢肺機能低下の回復
　我々の ARF-DTR マウスは、Arf 遺伝子の第一エクソ
ンにルシフェラーゼ（Luc）とジフテリア毒素（DT）受
容体を導入した人工染色体をトランスジーンとして保持す
る。そのため、Arf 遺伝子の発現が増加する老化細胞は
DT に対して感受性を示すようになり、DT を投与するこ
とで老化細胞に選択的に細胞死を誘導し、生体内から排
除することが可能である。生体イメージングにより ARF-
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DTR マウスでは、加齢に伴い肺と脂肪組織において高い
Luc 活性が認められた。老化細胞が蓄積したマウスに DT
を投与すると、肺組織では Luc 活性とともに内在性細胞
老化遺伝子の発現が消失することから、このマウスでは
肺で蓄積した老化細胞を除去することが可能であることを
示した。老化細胞が除去された肺に着目して詳しく解析
を行った結果、老化細胞を除去した老齢マウスでは肺の
生理機能が回復し、組織中における老化関連分泌表現型

（SASP）が抑制されていることが示唆された。これらの研
究結果からは、肺における老化細胞（線維芽細胞と同定）
の蓄積により、SASP 因子のマトリックスメタロプロテアー
ゼや、SASP 因子を介した老化細胞周辺の免疫細胞の活
性化などで直接的・間接的に肺胞構造がダメージを受け、
肺機能の低下が生じることが考えられた（図１）[5]。

４．肺気腫に対する老化細胞の影響
　ヒトにおいて肺の機能は 30 代から低下する傾向にある
ことが報告されている [10]。自然加齢に加えて肺は、長期
的な喫煙や大気汚染などによる有害物質への曝露によっ
て機能低下が生じることが示唆されている [11, 12]。上述した

ように、我々は自然加齢による肺の機能低下が少なくとも
部分的に、老化細胞の蓄積によって引き起こされることを
報告した [5]。肺組織の老化は様々な呼吸器疾患のリスクを
高める。そこで我々は、肺気腫モデルを用い、疾患の発
症や進行に老化細胞がどのような影響を持つのかについ
て、ARF-DTR マウスを用いて解析を行った。疾患モデル
としては、エラスターゼ誘導性肺気腫モデルと喫煙モデル
を用いた。DT 投与を行った ARF-DTR マウスでは対照
群に比べ、エラスターゼ処理による肺組織の形態変化（肺
胞壁の崩壊による肺胞スペースの拡大、肺胞壁厚の減少）
が顕著に抑制された（図２）。またスパイロメトリー法に
より呼吸器機能を解析した結果、DT を投与した ARF-
DTR マウスでは対照群に比べてエラスターゼによって誘
導される呼吸機能低下が抑えられていた。野生型マウス
では DT の影響は観察されないことから、DT の効果はす
べて老化細胞を肺組織から排除したことに起因するもの
と考えられた（図３）。さらに肺胞内における免疫細胞を
解析したところ、エラスターゼ処理群で観察されるマクロ
ファージや好酸球、好中球の増加は、老化細胞除去により
抑えられた（図４）。これらの結果から、エラスターゼ誘
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図２. 老化細胞除去は肺気腫モデルにおける組織形態変化を抑制する。（未発表データより）
　　  HE 染色した肺組織切片を用いて肺胞の平均径と肺胞壁の厚さを測定した。

図１. 自然加齢に伴う肺における老化細胞の役割。（文献５より）
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導性肺気腫モデルにおいて老化細胞の除去は、エラスター
ゼの直接的な効果（弾性線維の分解）と、エラスターゼ
によって引き起こされる炎症反応を抑制することで、肺胞
壁の崩壊の進行を阻止し、肺機能の低下を抑えることが

考えられた。喫煙モデルにおいても同様の結果が得られた。
従って老化細胞存在下では肺気腫を誘導するストレスに
対して感受性が高まることが強く示唆され、自然加齢によ
る肺機能の低下の結果と照らし合わせて考えると、肺の老
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図３. 肺気腫モデルにおいて老化細胞除去は肺機能低下を抑制する。（未発表データより）
　　  スパイロメトリー法により静肺コンプライアンスを測定した。
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図４. 肺気腫モデルにおいて老化細胞除去は肺の炎症性細胞の増加を抑制する。（未発表データより）
スライドガラスに単層塗抹した後、簡易ギムザ染色した肺胞洗浄液の細胞を形態学的に炎症性細
胞として分類した。
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化細胞の排除を標的とした創薬は肺機能の維持や気腫な
どの疾患に対して予防または治療効果を持つことが期待
される。

５．おわりに
　老化細胞除去マウスを用いた研究から、老化細胞の排
除が多くの場合生体内で有益であることが明らかになりつ
つある。我々の研究からも、肺における自然老化と疾患の
両側面において老化細胞除去が、組織機能の回復や維持
などに有効であることが示された。今回の報告では、セミ
ジェネティックな方法で老化細胞の排除を行った、薬理学
的に老化細胞を排除する薬剤、セノリティック薬（ナビト
クラックス、ケルセチン・ダサチニブ併用など）において
も老化細胞除去の効果が示されており、一部では Tg マ
ウス同様の有益な効果が確認されている [13, 14]。肺気腫
においてもこれらセノリティック薬が同様の効果を持つの
か、今後の検討課題としたい。
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