
2  研究概要

　山形大学21世紀COEプログラム「地域特性を生か

した分子疫学研究」は山形県在住の日本人集団を対象

として生活習慣病の発症に関与する遺伝的素因を明ら

かにしようとするものである。しかし、1つの日本人

集団で明らかになったことが、他の日本人集団、さら

には人種の壁を越えて人類共通のものであるか否かは

知ることができない。この問題を解決するために、私

達は高畠町の住民から得られた結果が舟形町の住民で

も成り立つか否かを検証するためのシステムを構築し、

さらに日本人以外の人種集団において検証するシステ

ムを構築した。国外の共同研究先として米国ユタ大学

を選んた。その理由は同大学が遺伝的QT延長症候群

の原因遺伝子特定など分子疫学研究では世界をリード

する立場にあり、かつ豊富なデータベースを有してい

るからである。

　以上の経緯により、山形大学21世紀COEプログラ
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ム側の山形大学医学部、地域・大学発研究所COMEセ

ンター（以下、COMEセンター）、ヒュービットジェ

ノミクス株式会社（以下、ヒュービット）とユタ大学

心血管遺伝学研究所との間に2007年1月1日に共同

研究契約が締結された（図1）。この共同研究の骨子は

以下の3点である。1）山形大学、COMEセンター及

びヒュービットは、ユタ大学に対して、山形大学と

ヒュービットが山形（日本）の住民を対象に実施した

山形大学21世紀COEプログラムによる結果（共同研

究の対象となる遺伝子と臨床パラメーターのみ）を開

示するとともに、その結果の遺伝的な妥当性の検証の

ための研究手法を検討する、2）ユタ大学は、山形大

学、COMEセンター及びヒュービットから開示された

分子疫学研究の統計解析結果について、ユタにて測定

された臨床パラメーターを用いて、遺伝的な妥当性の

検証研究を行う。3）ユタ大学は、当該研究の結果を、

山形大学、COMEセンター及びヒュービットに開示し、

全ての当事者間で総合的な検討を行う。同時に、各当

事者は、本共同研究のもとに、教職員、研究者及び教

育研究資料の交換を行うとするものである。

　ユタ大学との共同研究はスタートしたばかりである

が、既に幾つかの研究成果が得られている。山形の一

般住民を対象とした血清の脂質を規定する肝リパーゼ

遺伝子の多型とHDLコレステロールとの関係（J 

Hum Genet, in press）、飲酒習慣がない人を対象とし

たアルデヒド脱水素酵素2の遺伝子多型とHDLコレ

ステロールとの関係（論文投稿中）、GNB3多型と血糖

値との関係（論文投稿準備中）等についてユタ地域の

一般白人集団での検討がなされている（図2）。今後、

分子疫学研究の研修のため若手研究者をユタ大学に派

遣し、生活習慣病の遺伝的素因についての共同研究の

さらなる推進を図る予定である。 
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図2　研究の具体例



2  研究概要

１　目　的

　本研究は山形県舟形研究の眼科領域の研究課題につ

いて、国際的に標準化された方法を用いて解析を行うこ

と、それにより本研究が諸外国の疫学研究と比較可能性

の高い研究となることを目的としてシドニー大学、メル

ボルン大学（ともにオーストラリア）、ジョンスホプキン

ス大学（米国）の研究者と共同研究を行うものである。

　山形県舟形町では山形大学医学部と共同で定期的に

疫学研究を目的とした検診が行われてきたが2000

年－2002年の検診から眼科検診を導入した。眼科検診

で得られたデータの解析、特に眼底写真に基づいて病

変の有無、重症度の判定を行うにあたってシドニー大

学およびメルボルン大学の眼科疫学研究者と情報交換

を行った。当時、米国、オーストラリアを中心として

より再現性の高い判定方法、より定量性の高い判定方

法が開発され大規模な疫学研究に応用され国際的な標

準となっていた。そこで舟形町研究の眼科データの解

析にあたってそれらの国際的に標準化された病変の判

定方法、および統計解析方法について情報を交換し、

共同研究として研究を進めていくことを計画した。本

共同研究によって国際的に評価の高い研究となること

が期待される。

２　企画、研究方法

共同研究施設および共同研究者：

共同研究施設（共同研究者）はオーストラリア・メル

ボルン大学・Centre for Eye Research Australia (Tien 

Yin Wong教授［写真］)、アメリカ合衆国・ジョンスホ

プキンス大学・公衆衛生学部・疫学（James M. Tielsch

教授）およびオーストラリア・シドニー大学・Centre 

for Vision Research, Westmead Millennium Institute 

（Paul Mitchell教授、Jie Jin Wang准教授）である。

本研究の共同研究にあたっては個人情報について特定

不可能な状態に匿名化した原資料についてそれぞれの

研究施設で閲覧を行うことを倫理委員会において審査

を受け、承諾された。

眼底写真の判定：

眼底写真の判定については専門の判定施設で専門の判

定員によって行われるのが国際的に標準となっている。

そこで舟形町で2000年－2002年に行われた眼科検診

の結果の中から眼底写真について個人情報について特

定不可能な状態に匿名化したうえでシドニー大学の専

門の眼底写真判定施設（Fundus Grading Centre, 

Centre for Vision Research Australia）で判定を受けた。

この判定施設は国際的に評価の高い眼科疫学研究the 

Blue Mountains Eye Studyの判定を行った施設であ

る。このことでその後の研究解析においては舟形町研

究の結果とthe Blue Mountains Eye Studyの結果の

直接比較が可能となった。判定の内容は網膜細動脈硬

化所見、網膜血管径計測、網膜症、加齢黄斑変性、黄斑

上膜、その他の眼底病変である。それぞれの所見の判定

は専門の訓練を受けた判定員が眼底写真以外の情報を

マスクした上で行い、さらにその結果を上級判定員も

しくは網膜疾患の専門医が確認した。専門の判定員は

判定の再現性の確認のため、定期的に判定者間一致率、

判定者内一致率について試験を受けている。その結果

はデータベース化されその後の統計解析に用いられた。

統計解析：

眼底写真の判定結果、特に眼科疾患の有無、重症度の

データを解析するにあたって以下の点に主眼を置いて

共同研究機関と情報交換を行った。

（1）判定基準を国際的な標準とする。

（2）統計解析方法を他の疫学研究に合わせて行う。

（3）舟形町研究の結果と諸外国の疫学研究結果とを

比較する。

また、本研究では眼底写真の判定をBlue Mountains 

Eye Studyの 判 定 施 設 で 行 っ た こ と か らBlue 

Mountains Eye Studyの原資料を用いることにより年

齢で標準化し直接比較を行ってより詳細な比較を行っ
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た。その目的でシドニー大学からBlue Mountains 

Eye Studyの原資料の提供を受け解析を受けた。

３　実　績

　本研究の結果は以下の論文に報告した。

（1）Kawasaki R. et al. Cardiovascular risk factors 

and retinal microvascular signs in an adult Japanese 

population: the Funagata Study. Ophthalmology 

2006; 113:1378-1384.

本論文では非糖尿病者における網膜細動脈硬化所見の

有病率と網膜血管径について報告するとともに、全身

所見とのかかわりについて報告した。高齢、高血圧は

網膜細動脈硬化所見および網膜細動脈狭細化と有意に

関連していた。一方で網膜症は高齢と血糖値と関連し

ており、非糖尿病者においても網膜症がみられ血糖値

と関連していることが明らかとなった。

（2）Kawasaki R. et al. Impaired glucose tolerance, 

but not impaired fasting glucose, is associated with 

retinopathy in Japanese population: the Funagata 

Study. [Letter] Diabetes, Obesity and Metabolism. 

Accepted.　

本論文では先の論文の結果を受け、糖尿病、糖尿病境

界型、糖代謝異常正常それぞれでの網膜症の有病率を

報告した。糖尿病患者においては23.0％に網膜症がみ

られ、糖代謝正常者、impaired fasting glucose（IFG）、

impaired glucose tolerance（IGT）においてもそれぞ

れ7.7%, 10.3% and 14.6%に網膜症が認められた。糖

尿病、糖尿病境界型では年齢、性別などで調整を行っ

たうえでも正常型に比べて有意に網膜症が多く認めら

れた。さらに糖尿病境界型をIGTとIFGとに分けて解

析すると、IGTでは有意に網膜症が多くみられるのに

対し、IFGでは正常型における網膜症の有病率と有意

な差は見られなかった。以上より、網膜症は糖尿病境

界型特にIGTにおいても有意に多く認められること

が明らかとなった。

（3）Kawasaki R. et al. The Metabolic Syndrome 

and Retinal Microvascular Signs in a Japanese 

Population: The Funagata Study. British Journal of 

Ophthalmology. 2008; 92: 161-166.

本論文では網膜細動脈硬化所見、網膜血管径、網膜症

がメタボリックシンドロームおよびその構成因子とど

のように関連しているかを報告した。メタボリックシ

ンドロームはInternational Diabetes Federationの定

義で診断した。メタボリックシンドロームの個々の構

成因子と網膜所見には以下のような関連が認められ

た：肥満とびまん性静脈拡張および網膜症、高血圧と

網膜細動脈の局所狭細化・動静脈交叉現象・血柱反射

亢進・びまん性狭細、高トリグリセリド血症と血柱反

射亢進。メタボリックシンドローム自体は網膜症（オッ

ズ比1.64, 95%信頼区間: 1.02-2.64）とびまん性静脈拡

張（+4.69μm 95%信頼区間: 1.20 - 8.19μm）に関連

していた。メタボリックシンドロームは網膜所見と関

連していることが明らかとなった。ただその際に、個々

のメタボリックシンドローム構成因子を複数有するこ

とによる相乗効果は認められなかった。

（4）Kawasaki R. et al. Prevalence and Risk Factors 

for Age-Related Macular Degeneration in an Adult 

Japanese Population: The Funagata Study. 

Ophthalmology. 2008 In press.

本論文では高齢者の失明原因として重要な加齢黄斑変

性の有病率とその危険因子について報告した。早期加

齢黄斑変性の有病率は男女とも3.5%で、晩期加齢黄斑

変性の有病率は男性で0.8%、女性で0.2%であった。

危険因子としては高齢（10歳あたりのオッズ比1.01, 

95%信頼区間1.00-1.17）と喫煙習慣（オッズ比5.0, 

95%信頼区間1.0-25.0）が有意に関連していた。本研

究での有病率をBlue Mountains Eye Study (BMES)

のもの年齢構成で標準化し直接比較したところ、早期

加齢黄斑変性は舟形町研究で4.1%、BMESで4.4%と

ほぼ同様であった。晩期加齢黄斑変性は女性では舟形

町研究で0.3%、BMESで1.7%と舟形町研究では低かっ

たが男性では舟形町研究で1.1%、BMESで1.2%とほ

ぼ同様であった。これは舟形町研究で男性の30％以上

が喫煙していることによると思われた。

（5）Kawasaki R. et al. Body mass index and vein 

occlusion. [letter] Ophthalmology. 2008 In press.

本論文では網膜静脈閉塞症の有病率とその危険因子に

ついて報告した。網膜中心静脈閉塞症の有病率は

0.06%、網膜中心静脈分子閉塞症は0.47%に認められ

た。危険因子としては網膜細動脈所見である網膜細動

脈口径不同（オッズ比 5.8, 95%信頼区間 1.3-25.7)、

網膜細動脈血中反射亢進（オッズ比 8.0, 95%信頼区

間 1.8-34.5)に加え低BMI（オッズ比 7.9, 95%信頼区

間 1.5-42)が有意に関連していた。

４　今後の展望

　現在、舟形町研究の2000年－2002年データをさら

に用いてその他の眼底疾患の有病率について（研究課

題：黄斑上膜の有病率と危険因子）、また遺伝子解析結

果と眼科所見（Angiotensin Converting Enzyme遺伝

子多型と網膜所見、β3-adrenergic receptor遺伝子多型

と網膜所見）との関連を中心に解析を進めている。

　また、2005年－2007年には5年後の舟形町研究の

追跡調査が行われた。今後は1）新たに導入した検診に

基づく眼科疾患の有病率（視力障害、屈折異常、角膜

所見、網膜疾患）、2）眼科疾患の5年発症率（網膜症、

加齢黄斑変性、黄斑上膜）およびその危険因子の解析、

3）全身疾患の5年発症率に関連する眼科所見（動脈

硬化所見と高血圧、肥満、糖尿病、脳卒中、虚血性心

疾患など）について明らかにすることを計画している。 
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2  研究概要

P28 消化器Common disease発症にかかわる遺伝素

因に関する研究―個の健康科学をめざして

 　Genetic Background of Common Diseases 

of the Digestive Organs: Toward Personalized 

Health Science

 河田　 純男　山形大学理事・副学長、消化器病

態制御内科学

P30 パーキンソン病、脳血管障害および糖尿病の分

子疫学研究

 　A molecular epidemiological study on 

Parkinson’ s disease, cerebrovascular diseases 

and diabetes mellitus.

 加藤 　丈夫　山形大学大学院生命環境医科学

専攻分子疫学部門生命情報内科学講座　教授

P32 糖尿病の分子疫学研究・教育

 　Population-based genetic analysis for 

determining type 2 diabetes susceptibility 

genes 

 大門　真　山形大学大学院生命環境医科学専攻

分子疫学部門生命情報内科学講座　准教授

P34 糖尿病の分子疫学研究・教育

 　Funagata Study

 富永　真琴　山形大学医学部器官統御学講座液

性病態診断医学分野　教授

P36 眼疾患の分子疫学的研究

 ―舟形町研究をもとに―

 　Population based genetic analysis of　

ocular diseagen the Funagata Study 

 山下　英俊　山形大学医学部情報構造統御学講

座視覚病態学分野　教授 

P38 慢性腎臓病の分子疫学研究

 　Molecular epidemiological research in 

chronic kidney disease

 今田　恒夫　山形大学医学部器官統御学講座循

環・呼吸・腎臓内科学分野　准教授

P40 脳卒中検診とデータベース作成

 　Cerebral stroke medical checkup and a 

database creation

 嘉山　孝正　山形大学大学院医学系研究科生命

環境医科学専攻臨床的機能再生部門神経機能再

生学講座　教授

P42 ウイルスおよび生活習慣に起因する肝炎に関す

る研究統合データベースの構築

 　Establishment of the integrated database 

system concerning the research of viral 

hepatitis and lifestyle-related steatohepatitis

 斎藤　貴史　山形大学医学部器官病態統御学講

座消化器病態制御内科学分野　准教授　

P44 歩行障害の病態に関する分子疫学的研究・教育

 　Molecular basis of gait disturbance: Genetic 

analysis of Charcot-Marie-Tooth disease in 

Japanese patients

 早坂　清　山形大学医学部発達生体防御学講座

小児医科学分野　教授

P46 虚血性心疾患、慢性閉塞性肺疾患の分子疫学

研究

 　Molecular epidemiology of coronary artery 

disease and chronic obstructive pulmonary 

disease

 久保田　功　 山形大学医学部器官病態統御学

講座循環・呼吸・腎臓内科学分野　教授
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P48 中高年女性の健康に関する分子疫学研究・教育

  Molecular Epidemiology for the 

Postmenopausal Women's Health

 倉智　博久　山形大学医学部発達生体防御学講

座女性医学分野　教授

P50 高畠町住民を対象とした生活習慣、食習慣、運

動習慣に関する疫学調査

 　An epidemiological survey of lifestyle, 

dietary habit and exercise habit in Takahata

 深尾　彰     山形大学大学院医学系研究科生命

環境医科学専攻社会環境予防医学部門公衆衛生

学講座　教授

P52 Cytochrome P450 2C19遺伝多型が健常人の人

格特徴に与える影響

 　Influence of cytochrome P450 2C19 

polymorphism on the personality traits

 大谷　浩一　山形大学医学部発達生体防御学講

座発達精神医学分野　教授

P54 生活習慣病としての循環器疾患の病態解明と治

療の基礎的研究・教育

 　Basic research on cellular mechanisms  and 

therapeutic basis of cardiovascular diseases

 石井　邦明　山形大学医学部器官機能統御学講

座循環薬理学分野　教授

P56 活性酸素のかかわる疾患に対する抗酸化・レ

ドックス系による防御機構

   Antioxidant/redox system as protective 

mechanism against diseases caused by 

reactive oxygen species

 藤井　順逸　山形大学大学院医学系研究科生命
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2  研究概要

　21世紀COEプログラム「地域特性を生かした分子

疫学拠点」では、山形県において高畠コホート（生活

習慣病全般）、舟形コホート（糖尿病）および川西コホー

ト（肝疾患）を運営している。それぞれのコホートに

おいて消化器common disease発症にかかわる遺伝子

解析が進行中である。

　高畠コホートでは肝機能異常（ALT値上昇）が飲酒、

メタボリックシンドロームあるいはウイルス肝炎（B，

C型）いずれが最も係わっているかを検討したが、統

計学的には飲酒、ウイルス肝炎の寄与はなく、メタボ

リックシンドロームが関与していることが明らかに

なった。また、住民におけるアディポネクチンの男女

差、年齢分布を検討し、飲酒により男女ともにアディ

ポネクチンが軽度ではあるが減少することを確認した。

現在、アディポネクチンSNPとの関連を検討中である。

　膵がんと肥満および糖尿病との関連が注目されてい

るが、高畠コホートにおいて、希望者約500人に糖負

荷試験と腹部超音波検査を施行した。超音波検査にお

いて、約半数にいわゆるwhite pancreasを認め、脂肪

膵の存在が示唆された。とくに注目されるのは、white 

pancreas群で正常群に比較して、有意にBMIが大きく、

血清adiponectin値が低く、かつインスリン抵抗性の

指標である、HOMA-IR値が高く、white pancreas群

ではメタボリックシンドロームが多いことが明らかに

なった。

 

Genetic Background of Common Diseases of the 

Digestive Organs: Toward Personalized Health Science

　Common diseases of the digestive organs are now 

under genome-wide investigation on their 

pathogenesis and development. Our purpose is to 

establish personalized health science to control and 

prevent common diseases of the digestive organs 

including cancers and liver disease. We 

accumulated clinical data and SNP information to 

construct data-base for personalized medicine 

through population-based cohort studies in 

Yamagata Prefecture during these five years. Our 

final goal is to manage each person health based on 

his/her genetic background and further to research 

and develop drugs from our findings of genome-

wide SNP analysis in the cohorts by collaborations 

with investigators in other academic and industrial 

institutes.
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さらに、平成16年度から開始した高畠コホート（3308

人）において、胃がん、大腸がん、膵がんおよび肝細

胞がん発症を追跡中であり、解析に十分な症例が蓄積

された際に、それぞれのがんにおいてSNP解析データ

との照合を行い、発症にかかわる遺伝子の検索・同定

を行う。

　川西コホートでは、40歳以上の住民においてC型肝

炎ウイルス（HCV）抗体陽性が40％を超える地域が

あり、この地域で1040人の協力を得てSNP解析を

行っている。

　このうち、HCV抗体陽性でかつHCV RNA陽性であ

る持続感染群と抗体陽性であるがRNA陰性の既感染

群において、免疫関連遺伝子SNPを中心に比較検討し

た。このことにより、HCVに対する感染防御遺伝子候

補を検出できると考えている。現在までのところ、10

数個の候補遺伝子に絞り込み、機能解析を行っており、

感染防御機構の解明と創薬につながることを目指して

いる。 
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2  研究概要

　私達の研究チームでは、パーキンソン病、脳血管障

害および糖尿病の分子疫学研究を行なっている。パー

キンソン病は山形県の全域で、糖尿病は山形県舟形町

および高畠町住民を対象に、脳血管障害は舟形町、高

畠町および寒河江市の住民を対象に分子疫学研究を行

なってきた。これらの分子疫学研究の特徴は、①対象

住民の遺伝的多様性がきわめて小さいこと、②追跡調

査をほぼ完璧に実施可能なこと、③臨床データの精度

がきわめて高いこと、④コホート集団の規模が大きい

こと、⑤遺伝子解析の同意率が高いこと（80％以上）

等である。そして、この3疾患についていくつかの新

知見を見出し学術誌に報告した。このうちパーキンソ

ン病については、私達の研究成果を基盤にして「創薬

に向けて大手製薬企業と共同研究」を行っている。以

下にパーキンソン病の研究成果の現状を述べる（糖尿

病については32～33ページ、脳血管障害については

13～15ページを参照）。 

　Parkinson’ s disease (PD) is a common neurodegenerative 
disorder, characterized by selective degeneration of 
dopamine neurons in the substantia nigra. Although the 
pathogenesis of PD remains undetermined, 
phosphorylation of α-synuclein ( α S) and its oligomer 
formation seem to play a key role. However, the protein 
kinase(s) involved in the phosphorylation in the 
pathogenesis of PD has not been identified. Here we 
found that G protein-coupled receptor kinase 5 (GRK5) 
accumulated in Lewy bodies, and co-localized with α S 
in the pathological structures of the brains of PD. In co-
transfected cells, GRK5 phosphorylated Ser-129 of α S at 
the plasma membrane and induced translocation of 
phosphorylated α S to the perikaryal area. GRK5-
catalyzed phosphorylation also promoted the formation 
of soluble oligomers and aggregates of α S. Subsequent 
genetic association study revealed haplotypic association 
of the GRK5 gene with susceptibility of sPD. The alleles 
at two intronic SNPs on the at-risk haplotype increased 
transcriptional activity in vitro, suggesting an increase of 
GRK5 expression in PD. The results strongly suggest that 
phosphorylation of α S by GRK5 plays a crucial role in 
the pathogenesis of PD. The present study may provide 
an insight for novel therapeutic strategies for PD.
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煙パーキンソン病

　パーキンソン病(PD)の有病率は人口10万人当たり100～120人であり、神経変性疾患の中ではアルツハイ
マー病に次いで多い疾患である。今後、人口の高齢化に伴い、PDの有病率はさらに上昇するものと思われる。
PDの治療として、現在、薬物療法や定位脳手術等が行われているが、これらの治療法は全て対症療法である。
したがって、病気の進行を抑制することはできず、多くの患者は発症後10～15年で臥床状態に陥り、肺炎な
どの感染症を併発し死亡する。したがって、PDの根本的治療法の確立、つまり、黒質のドパミン神経細胞死の
分子病態を解明し、細胞死を抑制できる治療法の開発が切望されている。

PDは、病理学的には中脳黒質の「ドパミン神経細胞の脱落」と「Lewy小体の出現」を特徴としている。Lewy
小体は、PDの病変部位に出現する病的な細胞質内封入体である。このLewy小体の主成分は「リン酸化された
α-synuclein」であることが報告されている。In vitroでα-synuclein をリン酸化する酵素として、casein 
kinase１(CK1)、CK2、G protein-coupled receptor kinase 2 (GRK2)、GRK5が知られている。そこで私達は、
これらのキナーゼに対する抗体を用いてLewy小体を免疫染色したところ、抗GRK5抗体によりLewy小体は
強く免疫染色され、α-synucleinと共存した（図１）。 

図１．孤発性パーキンソン病患者の黒質ドパミン神経細胞に認められたLewy小体
Lewy小体の主成分はα-synuclein（赤）であり、そこにGRK5（緑）も共存していた（黄）。Bar=20μm
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この結果を分子疫学的に検討するため、私達は山形県内に在住の「PD患者286例」と「健常高齢者496例」を
対象に遺伝統計学的解析を行った。その結果、GRK5遺伝子のintron 1～2に存在する3つのSNPs m22-m23-
m24が構成するhaplotypeがG-A-C (m22-m23-m24)の時、PD発症のリスクは有意に高くなった（オッズ比 
1.91; p=0.0002）。さらに機能解析を行い、以下の結果を得た。
1）リスクhaplotype上に機能 SNP m24を発見し、m24 (C/T) のアレルがＣの時、CREB-1と強く結合し、
レポーター遺伝子（luciferase遺伝子）の転写を亢進した。
2）GRK5とα-synucleinを共発現した培養細胞およびヒト脳組織で、GRK5はα-synucleinと緩く結合して
いた。

3）GRK5はα-synuclein のSer-129をリン酸化した。
4）GRK5はα-synuclein の重合体形成やaggregationを促進した。
5）GRK5 cDNAとα-synuclein cDNAを導入した線虫（C. elegans）では、α-synucleinがリン酸化され、
神経細胞の機能が障害された。

以上の結果より、私達は孤発性PDの新しい病態メカニズムを提唱した。つまり、「GRK5遺伝子にat-risk 
haplotypeが存在するとGRK5の発現が亢進し、その結果、α‐synucleinのリン酸化が亢進し、α-synuclein 
の重合体形成やaggregationが促進され、やがては細胞死に至り孤発性PDが発症する」との仮説である。した
がって、GRK5によるα-synucleinのリン酸化を阻止できる安全な低分子物質を開発できれば、この病的代謝過
程の初期段階をブロックでき、ドパミン神経細胞死、つまり、病気の進行を抑制できる新たな治療薬の開発が可

能と考えられる（図２）。

図２．パーキンソン病の治療ターゲット
GRK5によるα-synucleinのリン酸化を阻害できる安全な低分子物質は、黒質ドパミン
神経細胞死を抑制し、パーキンソン病の進行を抑制できる可能性がある。



2  研究概要

　２型糖尿病の病因にはカロリー及び脂質の摂取過多、

肥満及び運動不足等の環境因子（生活習慣因子）の他

に遺伝因子も関与している。遺伝形式の研究から病因

遺伝因子は多岐にわたる（多因子遺伝）ことが分かっ

ている。私達は、この多岐にわたる遺伝因子の幾つか

を見つけることを目的として、2004年より、山形県高

畠町の住民検診に共同参画している。2005年度終了時

で、DNA解析同意者が2,930名おり、これらを対象に

関連解析を行っている。

　これまでに、ABCA1、Nephrin、及び、PIK3C2G

遺伝子と糖尿病との関連を、世界で始めて報告した。

また、TNF- α遺伝子と糖尿病との関連については、

種々の報告があり、結論が出されていないのが現状で

あるが、本遺伝子のこれまでに注目されてこなかった

多型が、実は機能性多型で、糖尿病と関連している事

を新たに認めた（図１、投稿中）。現在、他の数種類の

遺伝子で、関連解析、及び、その機能の解析を進めて

いる。なお、本研究にて、大学院生２人を指導。１人

は医科学修士取得後、研究分野に就職。他の１人は医

学博士過程大学院生で研究中。 

  Type 2 diabetes (DM) is a heterogeneous disorder 

of glucose metabolism characterized by both insulin 

resistance and pancreatic β -cell dysfunction. The 

familial clustering of DM and the close 

correspondence between genetic-admixture rates 

and disease prevalence in hybrid populations 

suggest a major role for genetic susceptibility in the 

pathogenesis of DM. Genome-wide studies by the 

use of microsatellite markers and sib-pair analyses 

identified DM-susceptible loci in various genomic 

regions from different populations. However, the 

susceptibilities of the loci seemed to be specific in 

the study population, and thus far, the calpain-10 

gene from the NIDDM1 locus is the only one that 

has been identified from these approaches. 

Therefore, we now take candidate-gene approaches 

using genes in DM-related pathways to identify 

polymorphisms that render increased risk of the 

disease. 

  Using a population-based sample of Takahata 

study of the COE projects of Yamagata University, 

so far, we have reported three novel genes (ABCA1, 

Nephrin, PIK3C2G) as genes susceptible for DM. 

Furthermore, we have found a novel functional 

polymorphism of the Tumor Necrosis Factor- α 

gene that is associated with diabetes. We now in the 

middle of promoting this project with several more 

candidate genes for extended analyses. We are also 

following the health condition of the participants to 

expand our project for cohort analysis. These 

findings appeared to lead to the clarification of the 

pathophysiology of DM. 
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図1：TNF- α IVS1 G123A多型の機能解析。
Ａ：ゲルシフトアッセイ. A アレルに特異的に結合する核内蛋白が存在する（レーン5,6）。
Ｂ：Ａ アレルへの特異的結合は転写因子YY-1の特異的塩基配列（プローブ、cYY-1）にて阻害されるが（レーン3）、変

異プローブでは阻害されない（レーン４）。また、YY-1抗体にてシフト バンドのスパーシフトが認められた。
Ｃ：プロモーター レポーター アッセイ. 1X（１個）、３X（３個順番に並べた）はレポーターベクターに挿入したプロモー
ター断片の数。A アレルの方がGアレルより転写活性にあたえる影響が大きかった。

研究代表者：山形大学大学院 生命環境医科学専攻 分子疫学部門 生命情報内科学講座
研究代表者：加藤丈夫（教　授）
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　　　　　大沼　寛（講　師）

　　　　　山口　宏（助　教）
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(l）Funagata Study l

　ライフスタイルの変化に伴い糖尿病が増加している

が、Population－basedで糖尿病の有病率を正確に調

査した報告はあまりない。山形県舟形町では1990－

92年に、40歳以上の全住民を対象に75g OGTTを一

次検査とする糖尿病の有病率調査を行った。

  その結果、糖尿病は約10％で耐糖能障害（IGT）は

約15％であった。これをもとに推定した日本全国の糖

尿病患者数は約600万人と見積もられた。当時の患者

調査とあまりにかけ離れ、信憑性が疑われたこともあ

るが、その後に行われた厚生省の糖尿病実態調査で「糖

尿病が強く疑われる人」が690万人と推定され、

Funagata Studyの先見性が評価された。

(2）Funagata Study 2

　1990－92年の検診の受診者を対象にコホート集団

に設定し、正常耐糖能、耐糖能障害、糖尿病の3群に

分け、死亡診断書を閲覧し、耐糖能障害のレベルから、

心血管疾患（心疾患、脳卒中）が多いことを明らかに

した。

（3）Funagata Study 3

　1995－1997年の検診受診者のアデイポネクチンを

測定し、2000－2002年の検診で、アデイポネクチン

が低いことが糖尿病発症の危険因子であることを明ら

かにした。 

Funagata Study 1

　The study to determine the prevalence of diabetes 

mellitus was carried out as objects of all the 

residence aged 40 and more,  in Funagata, Japan,  

in 1990-1992. The results showed that the 

prevalence of  diabetes mellitus was about 10%,  

and that it of  impaired glucose  tolerance (IGT) was 

about  15%,  from this data,  the number of diabetes 

mellitus was estimated to be 6.0 million in whole 

Japan. This study pushed forward the National 

Survey of diabetes mellitus in Japan.

Funagata Study 2

　A cohort study,  consisted of the participants of 

the prevalence study in 1990-1992,  in Funagata, 

showed that the IGT has a risk for cardiovascular 

diseases, but not impaired fasting glucose (IFG).

Funagata Study 3

　The follow-up study of the participants of  1995-

1997 survey in Funagata demonstrated thst a risk 

factor to develop diabetes mellitus was low levels of 

adiponectin. 
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○舟形町眼科検診とは

　山形大学情報構造統御学視覚病態学分野では、2000年よ
り山形県舟形町と共同で35歳以上の全住民を対象とした
眼科検診を開始した。2005年からの検診では検診項目を大
幅に増やし、受診者全員に視力検査（裸眼および矯正視力）、

眼圧検査、他覚的屈折測定、角膜曲率半径測定、両眼の眼

底写真撮影を開始、2007年より角膜内皮測定検査を検診の
項目に加えた。本検診は3年間で舟形町全ての地区（舟形、
堀内、長沢）に対して検診を行っており、2000～2002年
1786名、2005～2007年1448名の受診を得られている。

○シドニー大学、メルボルン大学との共同研究

　山形大学情報構造統御学視覚病態学分野では、2000年の
舟形町眼科検診開始時より、シドニー大学Centre for 
Vision Researchと国際共同研究を行なっている。シドニー
大学は、眼科領域において世界的に有名な疫学研究である

Blue Mountains Eye Studyの主要な施設である。本検診で
撮影された眼底写真はBlue Mountains Eye Studyと同様
に、専門の判定員により国際的に標準化された方法によっ

て判定を受けている。現在はさらにメルボルン大学Centre 
for Eye Research Australiaとも眼科疫学研究の解析手法
の標準化などを中心に共同研究を行っている。

○研究概要

　本検診の受診者を対象に行った主な研究の概要を以下に

記載した。

１）糖尿病患者および非糖尿病患者における網膜症の有病率

　糖尿病患者に網膜症が見られることは広く知られている

が、眼底写真を用いた詳細な眼底検査を行うと非糖尿病患

者においても網膜症病変が認められることが報告されてい

る。そこで舟形町研究の対象者で糖尿病患者（n=165）、
糖代謝正常者（n=1012）、impaired fasting glucose (IFG)
（n=204）、impaired glucose tolerance(IGT)（n=267）それ
ぞれの網膜症の有病率を求めた。糖尿病患者においては

23.0％に網膜症がみられた。糖代謝正常者、IFG、IGTにお
いてもそれぞれ7.7%、10.3% and 14.6%に網膜症が認められ
た。年齢、性別、高血圧、喫煙習慣、body mass indexで調
整したうえで、IGTでは糖代謝正常者に比べて有意に網膜症
が多くみられた（オッズ比1.63, 95%信頼区間 1.07-2.49）。
　一方でIFGでは糖代謝正常者に比べて有意に網膜症が多
く見られることはなかった(オッズ比1.23, 95%信頼区間 
0.42-3.58)。これらの結果は細小血管障害である網膜症が
現在の糖尿病判定の基準値以下においても認められること、

また、負荷後2時間血糖値が空腹時血糖値よりも有意に網
膜症に関連していることを示していると考えられる。

1) Prevalence of retinopathy among diabetes and non-
diabetes.
　Recent studies have shown that retinopathy lesions 
are widely found in non-diabetic population based on 
standardized fundus photograph grading. We have 
examined prevalence of retinopathy by glucose 
metabolism status. The prevalence of retinopathy 
among persons with diabetes was 23.0%. The 
prevalence of retinopathy for normal glucose, impaired 
fasting glucose (IFG) and impaired glucose tolerance 
(IGT) was 7.7%, 10.3% and 14.6%, respectively. After 
adjusting for age, gender, hypertension, smoking status 
and body mass index, IGT was significantly associated 
with retinopathy (odds ratio (OR) 1.63, 95% confidence 
interval: 1.07-2.49), but IFG was not significantly 
associated (OR 1.23, 95%CI: 0.42-3.58). Our result 
supports a continuous effect of 2-hour post-load glucose 
among non-diabetic individuals, showing that 
microvascular damage may occur at levels below the 
current diabetes diagnostic criterion, and provide further 
support that 2-hour post-load glucose is a more useful 
predictor of diabetic microvascular complications than 
fasting glucose. 

2) The Metabolic Syndrome And Retinal Microvascular 
Signs
　The metabolic syndrome is associated with a high risk 
of cardiovascular disease. There is increasing evidence 
that metabolic abnormalities may also impact on the 
microvasculature such as retinal vasculature. We have 
reported that individual components of the metabolic 
syndrome are associated with retinal microvascular 
changes (Kawasaki et al. Ophthalmology 2006). In the 
current study, we examined the associations of the 
metabolic syndrome with retinal microvascular signs in 
the Funagata Study. The metabolic syndrome was 
diagnosed using definitions of the International Diabetes 
Federation. Various components of the metabolic 
syndrome were associated with retinal microvascular 
signs: larger waist circumference was associated with 
wider venular diameter and retinopathy lesions; higher 
blood pressure level was associated with focal arteriolar 
narrowing, arteriovenous nicking, enhanced arteriolar 
wall reflex and narrower arteriolar diameter; and higher 
triglyceride level was associated with enhanced 
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２）メタボリックシンドロームと網膜所見の関連

　メタボリックシンドロームは主に大血管の障害との関連

を元に定義されているが、最近の研究から細小血管障害と

の関連も明らかにされている。我々は過去にメタボリック

シンドロームの構成要素である高血圧や肥満などが網膜細

動脈硬化所見および網膜症と関連していることを報告した

（Kawasaki et al. Ophthalmology 2006）。そこで今回はメ
タボリックシンドロームを有することが網膜所見と関連す

るか、さらにその際に個々の構成要素間で相乗効果が見ら

れるか舟形町研究の対象者（n=1638）で検討した。メタボ
リックシンドロームはInternational Diabetes Federation
の定義で診断した。網膜症およびその他の網膜細動脈硬化

所見は眼底写真を元に判定した。メタボリックシンドロー

ムの個々の構成要素と網膜所見には、肥満とびまん性静脈

拡張および網膜症、高血圧と網膜細動脈の局所狭細化・動

静脈交叉現象・血柱反射亢進・びまん性狭細、高トリグリ

セリド血症と血柱反射亢進などの関連があった。メタボ

リックシンドローム自体は網膜症（オッズ比1.64, 95%信
頼区間: 1.02-2.64）とびまん性静脈拡張（+4.69μm, 95%信
頼区間: 1.20 - 8.19μm）に関連していた。これらの結果か
ら、メタボリックシンドロームは網膜所見と関連している

ものの、個々のメタボリックシンドローム構成要素による

相乗効果は認められなかった。

３）アンギオテンシン変換酵素遺伝子多型と早期加齢黄斑

症の関連

　加齢黄斑変性症は高齢者の視力障害の主な原因の一つで

あり、いまなお治療困難な疾患である。これまでに様々な

遺伝子が加齢黄斑変性と関連すると報告されているが、そ

のなかでアンギオテンシンI変換酵素遺伝子多型（ACE遺
伝子多型）のD alleleと萎縮型加齢黄斑変性との関連が報
告されている。一方、ACE遺伝子多型と早期加齢黄斑症の
関連についての報告はない。そこで、ACE遺伝子多型と早
期加齢黄斑症の関連について舟形町研究において検討を

行った。眼科検診とACE遺伝子多型解析に参加した697
名(ACE遺伝子多型D/D genotype : n=70、I/D genotype : 
n=322、I/I genotype : n=305)を対象に横断研究を行った。
早期加齢黄斑症の判定はCenter for Vision Research 
(University of Sydney)で Wisconsin Age-related 
Maculopathy Grading System変法で判定した。ACE遺伝
子多型D/D genotype、I/D genotypeおよびI/I genotypeそ
れぞれにおいて2.9%、1.9%および4.6%で早期加齢黄斑症
を認めたが、有意な関連は認めなかった（D alleleオッズ
比： 0.57、95％信頼区間 0.28、1.18）。これは年齢で調整
後（D alleleオッズ比： 0.55）、およびさらに年齢、性別、
喫煙習慣、高血圧、耐糖能異常および糖尿病、BMIでの調
整後も有意ではなかった（D alleleオッズ比：0.55、95％
信頼区間：0.27, 1.16）。山形県舟形町研究では早期加齢黄

斑症とACE遺伝子多型D alleleとの間には関連は認めら
れなかった。

○これからの展望

　2000～2002年と比較し、2005～2007年における検診
では、より充実した臨床データが得られた。今後もさらに

追跡調査を続けていき、より精度の高い解析を行っていく

予定である。

arteriolar wall reflex. Overall, persons with the 
metabolic syndrome were more likely to have 
retinopathy (OR 1.64, 95% CI: 1.02-2.64) and wider 
venular diameter 4.69μ m (95% CI: 1.20 to 8.19μ m) 
than persons without the metabolic syndrome. These 
data suggest that metabolic abnormalities are associated 
with microvascular changes; there was no synergistic 
effect beyond its individual components.

3) Early age-related maculopathy and Angiotensin I 
Converting Enzyme gene polymorphisms
　Age-related macular degeneration (AMD) is a major 
cause of blindness in elderly people. AMD is still a 
challenge, as there has been scarce evidence for its 
prevention. Angiotensin I Converting Enzyme（ACE）
gene Insertion(I) / Deletion(D) polymorphisms has been 
shown to be associated with dry/atrophic AMD; there 
have been no data showing association between those 
gene polymorphism and early age-related maculopathy 
(early ARM). Therefore, we examined the association 
between ACE gene I/D polymorphisms and early ARM 
using adult Japanese subjects in the Funagata Study. Of 
these study subjects, 697 participated both fundus 
examination and gene analysis to determine the ACE 
genotypes　(D/D genotype : n=70、I/D genotype : n=322、
I/I genotype : n=305 ).　Grading of early ARM lesions 
was performed at the Centre for Vision Research 
(University of Sydney) using a modification of the 
Wisconsin ARM Grading System. The prevalence of 
early ARM were 2.9% for D/D genotype, 1.9% for I/D 
genotype, 4.6% for I/I genotype; there was no significant 
association between D allele and early ARM (OR: 0.57, 
95% CI 0.28-1.18). The result did not change after adjusting 
age (OR 0.55), or further adjustment with gender, 
hypertension, glucose tolerance and diabetes, smoking 
and body mass index (OR 0.55, CI 0.27-1.16) In Japanese 
population, we could not observe the association 
between ACE polymorphism (D allele) and early ARM.
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【 】生活習慣病の や高齢化により、慢性腎臓病

（CKD）は増加の一 を り、その早期発見治療の重

要性が 目されている。CKDの最も初期段階であるア

ルブミン尿は に測定できることから、欧米では効

率的なCKDスクリーニング法として用いられるが、日

本では 及しておらず、その詳細は不明である。日本

人を含むアジア人と欧米人は生活習慣や遺伝的素因な

ど うことから、アルブミン尿の頻度や危険因子は日

本人と欧米人では異なる可能性がある。日本人におけ

るCKDの発症進行を予防するためには、日本人の生活

習慣や遺伝的素因を考 に入れた、アルブミン尿の効

果的な検出法、介入法について明らかにする必要がある。

【方法】対象は山形県高畠町40歳以上の一般住民の中

で、本研究について説明し同意を得た3115人。問診、一

般採血、尿検査、DNA抽出用採血を行った。国際腎

臓学会のアルブミン尿性別基準（KDIGO）に従い、ス

ポット尿のアルブミン・クレアチニン比（UACR）

20mg/g以上（男性）、30mg/g以上（女性）をアルブ

ミン尿陽性とした。

【結果】アルブミン尿の頻度：アルブミン尿は全対象者

の22.3％で認め、男女とも加齢とともにその頻度が増

加した。60歳以上、高血圧、糖尿病、肥満（BMI≧25）の

中でアルブミン尿陽性の割合は、それぞれ27.2％、

29.6％、38.8％、27.2％と高値であった。アルブミン尿

の危険因子：多変量解析では、年齢、高血圧、糖尿病、塩

分摂取量増加、高尿酸血症（女性のみ）、メタボリック症

候群、抗核抗体がアルブミン尿発現と有意に相関した。

また炎症性ケモカインCC chemokine ligand 5の遺伝

多型とUACR値は関連した。アルブミン尿の検出：高

血圧や糖尿病など高リスク群における尿試験紙法での

尿蛋白（±）の約70-80％がアルブミン尿の範囲であっ

た。このことから、より安価な尿試験紙を低コストの１

次スクリーニング法として使用できる可能性がある。

【まとめ】以上の結果より、CKDの初期段階であるア

ルブミン尿は一般住民に高頻度に存在し、その発現に

は様々な環境要因が関与している。今後は本集団の追

跡調査による予後解析や遺伝素因の検討を行い、一般

住民からCKD高リスク群を効率的に検出し治療する

方法の確立を目標としている。

Number of chronic kidney disease (CKD) is growing 

worldwide. Albuminuria, an earliest stage of CKD, 

is known to be an increased risk of progressive renal 

deterioration and a target for CKD screening. 

However, the prevalence of albuminuria in Japanese 

general population is less certain. Thus we 

examined the prevalence of albuminuria and its 

associated risk factors in Japan. Subjects of this 

cross-sectional study were asymptomatic 

individuals over 40-year-old in Takahata, Japan. 

Urine albumin-creatinine ratio (UACR) was 

calculated from a single spot urine specimen 

collected in the morning. A total of 3115 subjects 

(mean age, 63) were entered into the final analysis. 

Among them, the prevalence of albuminuria was 

22.3%. Age, hypertension, diabetes and metabolic 

syndrome were independently associated with 

albuminuria in men. In addition to the classical risk 

factors detected in men, estimated 24-hour urinary 

sodium excretion, uric acid and antinuclear 

antibody were also independently associated with 

albuminuria in women. Genotype analysis showed 

that haplotype of CC chemokine ligand 5 was 

associated with UACR levels. We also found that 

trace proteinuria could be a useful indicator of 

microalbuminuria in general population, especially 

high-risk subjects for renal and cardiovascular 

diseases. In conclusion, albuminuria is prevalent 

across all age groups and is associated with life-

style related risk factors in Japanese general 

population. To establish the effective measure for 

the detection of CKD at earliest stage using our 

follow-up and genetic data is our future plan. 
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2  研究概要

脳卒中は要介護者の最大の原因疾患で、高齢化が進む

に従って今後ますます増加するものと見込まれており、

早急に治療および予防法の開拓が求められている。

　山形県では山形県対脳卒中治療研究会（会長：嘉山

孝正）が全県的に年間約3,000例以上に上る急性期脳

卒中症例の登録を行ってきた。本事業の特徴として

（1）急性期脳卒中の入院する主幹病院の全て（22施設）

が参加し山形県全域を網羅しており登録率が高い、

（2）全例で頭部CT／MRIを施行し、脳卒中専門医が

診断しているため病型診断が正確である、ことが挙げ

られる。本研究は、一地域における脳卒中登録として

は最大規模で上述の如く質の高いデータであり、山形

県における脳卒中の実態を正確に反映している。その

登録結果の解析から、我々は山形県では従来最も多い

とされているラクナ梗塞ではなくアテローム血栓性脳

梗塞が全脳梗塞の42.1％を占める最大の病型であり

こと，高血圧の保有率が高いこと，等を明らかにして

きた。

　一方　我々はこれまでに山形県下の高畠町，寒河江

市において住民脳卒中検診を行って、高精度な脳卒中

の予防疫学的データ（75gOGTT、頚動脈エコー、脳

MRI、眼底検査，ect）の収集を行い、脳卒中のリスク

ファクターの遺伝子多型を解析してきた。しかしなが

ら、脳卒中におけるリスクファクターの疾患関連遺伝

子多型がどの程度発症に関与しているかに関しては未

だ解明されていない。本COEにおいては山形県におけ

る二大脳卒中研究事業てある山形県対脳卒中治療研究

会のデータと住民月脳卒中検診の予防疫学的デ一夕を

統合したデータベースの作成を行う。同時に分子疫学

的研究と合わせて脳卒中発症に関与する遺伝子多型の

発見及び疾患感受性遺伝子を同定し、より有効な脳卒

中予防法の確立することで脳卒中撲滅を目指す。

　In Yamagata Prefecture the acute cerebral stroke 

cases which go up about 3000 cases every year 

have been registered by the Yamagata society on 

treatment for cerebral stroke (YSTCS, president 

Takamasa Kayama). The feature of YSTCS is as 

follows: (1)participation of all center hospitals (22 

hospitals),  (2) examination of brain CT/MRI for all 

patients with diagnosis by cerebral stroke specialist. 

As cerebral stroke registration in one prefecture,  

this research is high quality and exhaustive. 

Therefore, it  is reflecting the actual condition of 

cerebral stroke in Yamagata Prefecture correctly.

　On the other hand, we have performed cerebral 

stroke medical checkup for the residents in 

Takahata and Sagae in Yamagata. We have 

collected the epidemiological data for prevention of 

cerebral stroke such as 75gOGTT, ultrasonography 

for carotid artery, brain MRI, ophtalmoscopic 

examination. Furthermore, we have analyzed SNPs 

for the risk factors of cerebral stroke. However, the 

correlation between these SNPs and onset of 

cerebral stroke has not revealed yet. Therefore we 

will integrate these two projects and create the new 

database in this COE. We hope to identify SNPs and 

disease susceptibility genes which correlate the 

onset of cerebral stroke, and to establish more 

effective way for prevention of cerebral stroke 

Finally, we aim for extermination of  cerebral stroke 

by these studies. 
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2  研究概要

　Ｃ型肝炎ウイルス(HCV)の感染者は、世界で約1億7千

万人とも推定され、地球規模でその対策が急務とされる感

染症である。感染症において、宿主側の感染防御に係わる

遺伝要因の解析は、病態解明とともに、新たな予後予測因

子や治療薬の開発に繋がることから重要である。HCV感染

宿主において、HCV感染防御に係わる遺伝要因については

未解明であった。私達は、1991年度より継続しているＣ型

肝炎の地域住民コホート研究（川西研究）を発展させ、住

民の協力を得て、臨床疫学データと遺伝子サンプルを採集

した。HCV抗体陽性の住民から採取された匿名化サンプル

を用いて、HCV持続感染者と既往感染者の二群間で、多数

の遺伝子一塩基多型（SNP）の解析を行い、HCV感染防御

に係わる候補遺伝子とそのSNPとして10遺伝子12SNPを

見出した。本研究により見出された遺伝子群およびその遺

伝子多型は、HCVのトランスレーショナルリサーチを行う

上で重要な基礎データとなっており、内外より多くの反響

を得ている。さらに、これら候補遺伝子群の二次解析によ

り、感染成立時の細胞表面におけるウイルス接着に影響す

るNDST遺伝子、感染後のウイルス増殖の場となる脂質ラ

フト形成に関与する脂質合成系酵素遺伝子、感染時の自然

免疫に影響を与えるTGF－β1遺伝子について、HCV感

染における詳細な遺伝子多型の特徴と機能的な重要性を示

した。私達はまた、HCV感染におけるウイルス側の解析と

して、好発がん性のウイルス株の同定を試み、HCV(1b型

)をHCV NS3領域のアミノ末端120残基の蛋白質二次構

造により分類することで、好発がん性のHCV株を同定した。

　最近の肥満人口の増加に伴い、複数の生活習慣病の発病

リスクを有するメタボリックシンドロームが一般成人の間

に増加し、大きな社会問題となっている。脂肪性肝炎は、

生活習慣に起因する重要な肝炎として位置付けられる。脂

肪性肝障害は、アルコール多飲や肥満により生ずるが、メ

タボリックシンドロームによる脂肪性肝炎は非アルコール

性脂肪性肝炎(NASH)として、肝硬変や肝がんなどの重い

肝臓病へ進行するため、特に重要な疾患と言える。わが国

の肝炎ウイルス感染のない一般成人において、肝機能検査

値異常とメタボリックシンドロームの関連性の有無を疫学

的に明らかにすることは重要である。

We have investigated genetic variations associated with 

susceptibility to HCV infection and identified 12 single 

nucleotide polymorphisms (SNPs) in 10 genes as 

candidate genetic polymorphisms that might influence 

the viral clearance. Further analyses on identifying 

bonafide genes associated with susceptibility to HCV 

revealed several important genetic variations in three 

genes that encode NDST, an enzyme related to lipid raft 

formation, and TGF-beta1. We have also identified the 

HCV genotype 1b strain that are highly associated with 

the risk of developing liver cancer on the basis of the 

secondary structure of an amino-terminal portion of the 

HCV NS3 protein.

　There has been a rapid worldwide increase in obesity, 

with the associated risk of development of metabolic 

syndrome. Up to now, there has been no comprehensive 

study of liver disease in association with lifestyle, 

including metabolic factors or alcohol consumption, in a 

large population sample. We have found in the Takahata 

population study that an elevated serum alanine 

aminotransferase (ALT) is strongly associated with 

metabolic syndrome-related features such as obesity and 

insulin resistance, and that alcohol intake is negatively 

correlated with serum adiponectin levels. We believe 

that these data update our understanding of the current 

status of lifestyle-related liver diseases in the Japanese 

population. Genetic variations associated with the 

occurrence and clinical phenotype of such lifestyle-

related liver diseases are now under investigation. 
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　しかし、今まで、一般成人における肝機能異常のリスク

因子を解明する目的で、多くの代謝因子や飲酒、あるいは

メタボリックシンドロームと深く係わるアディポサイトカ

イン、等の肝機能異常への関与について、わが国の一般成

人を対象とした大規模研究は見当たらなかった。私達は、

40歳以上の約三千名の一般住民の協力を得て（高畠研究）、

生活習慣に起因する肝臓病に関する臨床疫学データベース

を構築し、遺伝子サンプルの収集を行った。わが国の成人

においては、血清トランスアミナーゼの上昇に関連する独

立したリスク因子は、飲酒ではなく、肥満やインスリン抵

抗性といったメタボリックシンドロームに関連する因子で

あることが判明した（図）。また、飲酒がアディポネクチン

値に負の影響を及ぼすことを初めて明らかにした。今後、

肝機能異常者の更なる追跡調査を行い、脂肪性肝障害の病

態と遺伝要因の関係の一端を解明したいと考えている。 
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わが国の成人（40歳以上）における血清トランスアミナーゼ上昇の関連因子



2  研究概要

［目的］高齢者では歩行困難や障害が認められても、加齢
による神経・筋の衰えの当然の結果として理解されるこ
とが多く、詳細な病態は不明である。しかし、高齢者に
おいても、健康な人では自立した日常生活が保たれ、活
動性は維持される。多くの疾病は遺伝的素因に環境因子
が作用し発症するが、加齢は、ある意味で環境因子とし
て作用すると考えられる。潜在する遺伝的負荷が加齢に
より顕在化し、発症に至る疾病も多く存在すると考えら
れる。
　Charcot-Marie-Tooth (CMT)病は有病者が2500人に1
人と、最も頻度の高い遺伝性ニューロパチーである。私
達はCMT病の病態を解明するために、多数の症例を解析
してきた。しかし、欧米人と異なり、病因遺伝子が不明
な症例が約半数を占めている。日本人のCMT病の遺伝的
背景を明らかにするために、既知および候補遺伝子の変
異についてSSCP法、DGGD法、最近ではDHPLC法を
用いたスクリーニングを確立し、検索を継続してきたの
で結果を報告する。
［方法］対象は、1996年から2007年までに、国内医療機
関から遺伝子検索依頼があった症例のうち、臨床的に髄
鞘型CMT病と考えられ、17q11.2領域の重複を認めな
かった161例と軸索型CMT病（distal HMNおよび分類
不能例を含む）と考えられる91例である。髄鞘型CMT
病では、PMP22, MPZ, GJB1, LITAF, EGR2, GDAP1, 
MTMR2, PRXの変異についてスクリーニングを行った。
また、軸索型CMT病ではPMP22, MPZ, GJB1, MFN2, 
HSP27, HSP22, NEFLの変異についてスクリーニング
を行った。
［結果］髄鞘型CMT病においては、MPZ変異を19 例に、
GJB1変異を20例、 PMP22変異を8例に、EGR2変異
を１例に、PRX変異を4例に認めた。軸索型CMT病に
ついては、MPZ変異を3例に、GJB1変異を2例に、MFN2
変異を10例に認めた。また、HSP27の変異を2例の
distal HMNに認めた。髄鞘型CMT病109名、軸索型CMT
病74名には、遺伝子変異が検出出来なかった。
［考察］当科でこれまで検索した髄鞘型CMT病の結果は、
日本人では17q11.2領域の重複例が少なく、42%で病因
が不明である。一方、軸索型CMT病では、MFN2が約
10％をしめ、多くは病因が不明である。軸索型における
最も頻度の高いMFN2において、これまで検出された変
異は全て特定のエクソンに位置している。これらの領域
は重要な部位をコードする領域であり、今後スクリーニ
ングに際して、これらのエクソンに限定することが可能
かもしれない。
［結論］日本人におけるCMT病では、病因遺伝子が特定
されない症例が多く、スクリーニング法の改善を図ると
ともに、量的変化を含めた既知および候補遺伝子の検索
が必要である。 

[Backgrounds]  Charcot-Marie-Tooth disease (CMT) is 
one of the most common hereditary neuropathy, of 
which prevalence is estimated at 1/2500.  There are at 
least 25 disease-causing genes.  To identify the 
pathogenesis of Japanese CMT patients, we have 
screened a variety of gene mutations in Japanese CMT 
patients using SSCP, DGGE or DHPLC.  We present the 
results of our study.
[Subjects and Methods]  We have screened 252 
Japanese CMT patients since 1996 through 2007.  
Based on clinical characteristics and 
electrophysiological examinations, the patients 
carrying no 17p11.2 duplication were divided into 2 
subgroups: demyelinating CMT (n=161) and axonal 
CMT (n=91, including distal HMN and unclassified 
cases).  The patients with demyelinating CMT were 
evaluated for PMP22, MPZ, GJB1 and LITAF, and the 
ones with axonal CMT were studied about MPZ, GJB1, 
MFN2, HSP27, HSP22 and NEFL by SSCP, DGGE or 
DHPLC.
[Results]  We found MPZ mutations in 19 cases, GJB1 
mutation in 20 cases, and PMP22 mutations in 8 cases 
and EGR2 mutation in one case, PRX mutations in 4 
cases with demyelinating CMT.  Several polymorphic 
changes were also detected in LITAF.  In axonal CMT, 
we detected MPZ mutations in 3 cases, GJB1 mutation 
in 2 cases, and MFN2 mutations in 10 cases.  We found 
HSP27 mutations in 2 distal HMN patients, who were 
classified into axonal CMT.  We also found several 
polymorphic changes in HSP22 and NEFL. 
[Discussion]  Based on our findings, 17p11.2 
duplication was less frequently detected in Japanese 
demyelinating CMT patients compared to that in 
Caucasian.  We could not identify disease-causing 
mutations in 42% of Japanese demyelinating CMT.  As 
for the patients with axonal CMT, we identified MFN2 
mutations in about 10% of Japanese patients.  Nearly 
all MFN2 mutations detected in the patients were 
located within the specific exons encoding a functional 
domain, suggesting that we should target on those 
sequences in the screening of this gene.
[Conclusion] Disease-causing genes have not been 
fully (nearly half of the patients) identified in Japanese 
CMT patients.  It is required to introduce the screening 
methods for evaluating the gene dosage in addition to 
detect the nucleotide changes and to screen other 
candidate genes. 

44

山形大学医学部発達生体防御学講座
小児医科学分野

教授　早坂　　清
Kiyoshi Hayasaka

E-mail:hayasaka@med.id.yamagata-u.ac.jp

歩行障害の病態に関する分子疫学的研究・教育
Molecular basis of gait disturbance: Genetic analysis of Charcot-Marie-Tooth disease in 
Japanese patients

Profile  
昭和23年 福島県生まれ
昭和48年 群馬大学医学部卒業
昭和50年～64年　東北大学医学部小児科
平成元年～ 5年　秋田大学医学部小児科に勤務
平成 5年より山形大学医学部教授
 

研究概要研究概要 Research SummaryResearch Summary



45

研究代表者：早坂　　清（山形大学医学部発達生体防御学講座小児医科学分野　教授）

研究分担者：小田切徹州（山形大学医学部発達生体防御学講座小児医科学分野　医員）

研究分担者：阿部　暁子（山形大学医学部発達生体防御学講座小児医科学分野　大学院）

1.  Shirahata E, Hayasaka K et al.  Ankyrin-G regulates inactivation gating of the neuronal sodium channel, Nav1.6.  J 
Neurophysiol.  96:1347-1357, 2006
2.  Otagiri T, Hayasaka K et al.  Periaxin mutation in Japanese patients with Charcot-Marie-Tooth disease.  J Hum Genet 51:625-
628, 2006 
3.  Kijima K, Hayasaka K et al.  Small heat shock protein 27 mutation in a Japanese patient with distal hereditary neuropathy.  J 
Hum Genet 50:473-476, 2005. 
4.  Iijima M, Hayasaka K et al.  Clinical and electrophysiologic correlates of IVIg responsiveness in CIDP.  Neurology. 64:1471-1475, 
2005. 
5.  Koike H, Hayasaka K et al.  Age-associated axonal features in HNPP with 17p11.2 deletion in Japan.  J Neurol Neurosurg Psych 
76:1109-1114, 2005.

Major PublicationsMajor Publications



2  研究概要

　慢性閉塞性肺疾患（COPD）は長期間の喫煙や粉塵暴露

によって発症し、慢性の咳嗽・喀痰と労作性の呼吸困難

を主訴とする疾患であり、今後さらに患者数が増大する

ことが確実視されている。COPDには「やせる人」と「や

せない人」の２つの病型があり、「やせ」は呼吸機能とは

独立した予後規定因子であることがよく知られていたが、

「やせ」の原因は不明であった。われわれは、「やせ」が、

脂肪酸代謝に関連するフォスフォリパーゼＡ２遺伝子の

一カ所のSNPに関連していることを発見した（文献８)。

このSNPではＣがＴとなると、生成されるアミノ酸はグ

リシンからセリンへと変わり、このタイプを有する症例

には「やせ」が多かった。下図は、Ｔの有無別に患者を

２群に分けて、BMI別の人数を示したものであるが、BMI

が20以下の「やせ」の症例の殆どがＴを有することが分

かる。一方、下気道の易感染性がCOPDの予後と密接な

関連を有することも知られていたが、急性増悪に関与す

る遺伝的背景は不明であった。われわれはCOPD患者に

おいて下気道の易感染性を規定する原因遺伝子を明らか

にした（文献６）。CCL1という免疫細胞の遊走に関与す

る遺伝子上の一つのSNPによって、肺炎に罹り易さが大

きく異なり、前向き研究によって予後（死亡率）にも決

定的な影響を及ぼしていた。今後は、これらの知見を

COPDの新たな治療法の開発に繋げたいと考えている。

　また一般住民において、心不全の血中マーカーであ

るBNPを規定するSNP（文献３）や呼吸機能に影響

を及ぼすSNPを同定し（文献１）、また心疾患の診断

に用いられるH-FABP 値は年齢、体格指数、腎機能、

心電図スコアの影響を受けることを示した（文献２）。 

　In chronic obstructive pulmonary disease (COPD), 

it is well known that patients who progressively 

lose body weight or frequently contract respiratory 

infection have a poor prognosis.  However, genetic 

background related to those phenotypes remained 

unknown.  We demonstrated in this research that 1) 

the body weight loss is associated with a SNP of 

secretory phospholipase A2-IID gene and 2) 

frequency of acute exacerbation and death due to 

pneumonia is largely determined by a SNP in the 

CCL1 gene, encoding a chemotactic factor for 

immune cells.  

　In a Japanese general population, we identified a 

SNP which is associated with respiratory function, 

or a SNP which determined plasma levels of BNP, 

an established blood marker of heart failure. 
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2  研究概要

　疫学的な研究成績によりからも、閉経後女性には、

症、動脈硬化、高コレステロール血症、 タ

リック症 が 増することが明らかとされている。

最近、日本人女性の 寿命は86歳を超えたが、閉

経年齢は400年以上にわたってかわらず50歳のまま

なので、多くの女性は35年以上にわたる めて長い閉

経後の生活を ることとなる。さらに、50歳以上の日

本人女性の人 は2,800 人に達しようとしていると

定され、今後もさらなる増加が確実である。したがっ

て、閉経後女性の ルス アは、医療経済的にも、

的にも重要な である。

　私たちは、下図に示すように、① 卵巣摘出によって

エストロゲンが減少すると、わずか1週間で血管の内皮

機能を反映するFlow Mediated Vasodilatation (FMD)

が有意に低下すること、② 術後1週間後から、血管に

おいてはエストロゲン作用を発揮するラロキシフェン

を投与すると、FMDの値はほぼ術前のレベルまで回復

すること、を明らかとした。この成績は、エストロゲンが

血管の内皮からの一酸化窒素(NO)の産生分泌に重要

な働きをしていることを示唆する。最近の大規模臨床

試験の結果では、ホルモン補充療法（HRT）は心血管系

疾患を予防しないと報告されたが、閉経後のエストロ

ゲンの減少が心血管系疾患の増加をもたらすことは確

実である。したがって、今後は閉経以後に治療を開始す

る医療から、閉経以前から疾病の予防を意識した生活

習慣の改善や指導を行うことが重要であると思われる。

　このように、閉経は女性にとって多くの疾病発症の

重要なリスク因子と考えられている。女性一人ひとり

の閉経後の疾病の発症しやすさを知ることができれば、

個々の生活習慣に沿った指導が可能であり、また医療

経済効率もよいものと考えられる。

　私たちは健診に参加していただいている住民を対象

として、閉経以後の疾病の有無とその状態、およびヒ

トゲノム上に見いだされる遺伝子における一塩基変異

多型(Single Nucleotide Polymorphism (SNP))との関

連を解析することを目的として研究を続けている。

本研究により、閉経というリスクに関わる疾患感受性

と、その個体差に関わる疾患関連遺伝子を見いだし、

臨床応用への発展に貢献したいと考えている。

　It is well known that dyslipidemia, osteoporosis 

and cardiovascular diseases increase in 

postmenopausal women. Several observational 

studies have reported that estrogen improves lipid 

metabolism, increases bone mineral density and is 

anti-atherosclerotic.

  We have recently reported that ovariectomy 

significantly reduced the flow mediated 

vasodilatation (FMD) which is a sensitive parameter 

for the production and release of nitric oxide (NO) 

from the endothelial cells, within a week of the 

operation, and that  raloxifene, which exhibits an 

estrogen agonistic effect in the vascular tissues, 

improved the impairment in FMD by the 

ovariectomy (Takahashi K et al. Menopause 

2007;14:656-661). The results suggest a beneficial 

effects of estrogen on the vasculature.

  However, the Women’s Health Initiative (WHI) 

clinical trials of HRT demonstrated no overall 

benefit of HRT for the cardiovascular disease 

prevention in postmenopausal women. Since 

preventive medicine is more important in the 

women's life, we are going to explore the 

association between single nucleotide 

polymorphisms and diseases which remarkably 

increase in postmenopausal women.  
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2  研究概要

2005年5月、高畠町の40歳以上住民15,310名に対

して生活習慣、食習慣、運動習慣に関する調査を行っ

た。質問票は、生活習慣に関しては独自に開発したも

の、食習慣、運動習慣については、栄養成分や運動量

が定量化できるJapan Arteriosclerosis Longitudinal 

Study(JALS)で開発されたものを用いた。13,196名

（82％）から回答があったが、解析に同意した8,797

名のデータについて解析を進めている。

　一部の解析結果を表に示す。男性を喫煙習慣（現在

喫煙、過去喫煙、非喫煙）で分けて、主な摂取栄養素

を比較したものである。これによると、喫煙者は、非

喫煙者に比較して脂肪、炭水化物、βカロテン、ビタ

ミンＣの摂取が有意に低く、アルコールの摂取が有意

に高かった。

　これらのデータと、基本健康診査のデータ、山形大

学が実施した特殊検診データを有機的に組み合わせさ

らに検討を進める予定である。 

We carried out the survey of lifestyle, dietary habit 

and exercise habit on 15,310 residents of Takahata 

in May, 2005. For dietary habit and exercise habit, 

we used the questionnaires developed in Japan 

Arteriosclerosis Longitudinal Study (JALS), by 

which quantities of nutrients and exercise can be 

estimated. 13,196 residents responded, and data of 

8,797 residents who gave consent are now 

analyzing.

　One of the preliminary results is showed below. 

Several nutrients are compared by smoking status 

(present smoker, ex-smokers, non-smokers) among 

male subjects. It is revealed that intake of fat, 

carbohydrate, βcarotene and vitamin C for smokers 

are significantly lower than those for non-smokers, 

and alcohol intake for smokers is significantly 

higher.

　Including data of the annual health examination 

and the special medical examinations conducted as 

a part of this COE program, we are carrying forward 

this comprehensive epidemiological study.  
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Table  Estimated quantities of nutrients by smoking status

non-smokers

n=434

ex-smokers

n=1189

smokers

n=1184
nutrients

2314±332366±212348±21energy (kcal)

 12.9±0.1 12.6±0.1 12.6±0.1protein (%E)

 21.4±0.3 20.6±0.2* 20.2±0.2*fat (%E)

 59.0±0.4 57.8±0.2* 57.2±0.2*carbohydrate (%E)

 18.0±1.5 25.4±0.9* 28.6±0.9*alcohol (g)

1405±411325±261253±26*βcarotene ( μ g/1000kcal)

  45±1  42±1  40±1*vitamin C (mg/1000kcal)

*: p<0.05



2  研究概要

　人格の形成には、遺伝的要因が強く関与すると報告

されている。遺伝的に規定された活性を示す

Cytochrome P450 (CYP) 2C19は、多くの薬剤に加え、

性ホルモン、セロトニンなどの脳機能に関与する種々

の物質の代謝を司ることが報告されている。そのため、

CYP2C19遺伝多型は人格特徴に影響を与える可能性

が示唆される。そこで、本研究では健常日本人におい

て、CYP2C19遺伝多型と人格特徴との関係を検討した。

対象は487人の健常日本人（男性244例、女性243

例）であった。人格特徴は日本語版Temperament and 

Character Inventory (TCI)にて評価し、CYP2C19代謝

欠損遺伝子(*2,*3）はPCR-RFLP法にて同定した。女

性において、代謝欠損者は代謝正常者と比較し、報酬

依存、協調性、自己超越性の項目の点数が低値であっ

た（Table 1, Fig. 1）。一方、男性においては、TCIの

7項目全てにおいて、代謝正常者と代謝欠損者の間に

有意差は認められなかった（Table 1）。以上より、本

研究において、CYP2C19遺伝多型は健常日本人女性の

人格特徴に影響を与えることが示された。 

　It has been suggested that personality traits are 

heritable.  The polymorphic cytochrome P450 

(CYP) 2C19 metabolizes sex hormones and 5-

hydroxytryptamine, which are involved in multiple 

brain functions.  In the present study, the 

relationship between the CYP2C19 polymorphism 

and personality traits was examined in 487 

Japanese healthy volunteers.  Personality traits 

were assessed by the Temperament and Character 

Inventory (TCI), and the two mutated alleles 

causing absent CYP2C19 activity were identified by 

a PCR-RFLP method.  In females, the scores of 

reward dependence (p=0.026), cooperativeness 

(p=0.001), and self-transcendence (p=0.049) were 

significantly lower in poor metabolizers (PMs) than 

in extensive metabolizers (EMs) (Fig.1, Table 1).  In 

males, none of the seven TCI dimensions was 

significantly different between EMs and PMs (Table 

1).  The present study thus suggests that the 

CYP2C19 polymorphism affects personality traits of 

Japanese females. 
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 Fig.1  CYP2C19が女性の報酬依存、協調性、自己超越性に与える影響

 Table 1.  CYP2C19活性がICIの７項目に与える影響



2  研究概要

　虚血性心疾患（狭心症・心筋梗塞）は生活習慣病と

考えられているが、重度の虚血性心疾患では心臓のポ

ンプ機能が低下し心不全が生じたり、興奮性の異常に

よって致死的不整脈が生じたりする。慢性うっ血性心

不全が発症する過程においては、全身的に活性化され

る神経・液性因子による代償機構が心不全の病態の進

行に重要な役割を演じていることが知られている。こ

れらの代償機構として、特に交感神経系、レニン・ア

ンジオテンシン系、エンドセリン系の重要性が認識さ

れており、これまでの大規模臨床試験によって、β受

容体遮断薬やアンジオテンシン受容体拮抗薬の投与が

心保護作用を示し心不全患者の寿命を延長することが

明らかにされている。しかしながら、これらの調節系

が心不全の病態にどのように関与しているのかについ

て、その詳細は依然として不明であり、ことにエンド

セリンの関与については相反する研究結果が報告され

ている。

　本研究では、心室筋の収縮機能調節および心筋遅延

整流性K電流IKsの修飾におけるエンドセリン系と交

感神経系のクロストークについて検討を行い、以下の

結果を得た。１）イヌ心室筋においてET-1は単独で

は弱い一過性陰性変力作用を惹起するのみであったが、

軽度のβ受容体刺激下では陽性変力作用を惹起し、高

度のβ受容体刺激下においては顕著な陰性変力作用を

惹起した。２）これらのET-1による効果は異なった

シグナル伝達系を介していた。３）ヒトETA受容体と

KCNE1を用いた再構成系においてET-1は低濃度で

IKsを増大し、高濃度では二相性にIKsを修飾した（一過

性の増大に引き続く持続的な減少）。４）β受容体刺激

下においてはET-1によるIKsの減少作用がより強く現

れ、また逆に高濃度のET-1存在下ではβ受容体刺激

によるIKsの増大が抑制された。

　これらの結果は、生活習慣病から進行し得る心不全の

発症機構解明において、個々のシグナル伝達系だけで

はなく、シグナル伝達系間のクロストークについても

より詳細な検討を加える必要があることを示している。 

　Ischemic heart diseases, one of lifestyle-related 

diseases, possibly lead to heart failure and 

ventricular arrhythmia that may be fatal. It is 

known that the compensatory modulation induced 

by activation of neuro-humoral factors, especially 

sympathetic system, renin-angiotensin system 

(RAS) and endothelin system, plays an important 

role during the course of congestive heart failure 

(CHF). In fact, large-scale clinical trials have proved 

that the inhibitors of RAS and  β -adrenoceptor ( β AR) 

blockers improve the prognosis of CHF patients. 

However, the details of regulatory role of these 

endogenous factors in the development of CHF 

have not yet been elucidated. In the present study, 

we investigated the crosstalk of sympathetic system 

and endothelin system in the regulation of cardiac 

contractility and in the modulation of the slowly 

activating delayed rectifier potassium current (IKs), 

and obtained the following results. 1) ET-1 elicited 

only a small transient negative inotropic effect 

(NIE), but it induced a prominent positive inotropic 

effect (PIE) and a pronounced sustained NIE, 

depending on the degree of  β AR activation in dog 

ventricular myocardium. 2) Different signaling 

processes are involved in these complicated 

inotropic effects induced by the crosstalk between 

sympathetic and endothelin system. 3) A low 

concentration of ET-1 increased IKs, and high 

concentrations of ET-1 modulated IKs biphasically (a 

transient increase followed by a sustained decrease) 

in oocytes co-expressing human KCNE1 and ETA 

receptor (ETAR). 4) Suppression of IKs by ETAR 

activation was greater in the presence of  β AR 

activation than in its absence. Increase of IKs  by  β AR 

activation was diminished in the presence of high 

concentrations of ET-1. These results imply that not 

only each regulatory system but also their crosstalk 

should be investigated to fully elucidate the 

pathogenesis of heart failure. 
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図　交感神経系とエンドセリン系のクロストーク
　　β受容体活性化の程度によってET-1による変力作用が全く異なる。
　　β受容体、ETA受容体の活性化の有無によってお互いのIKS修飾機構が影響を受ける。



2  研究概要

　酸素分子が一電子還元を受けて生じるスーパーオキシド

からは、ラジカル連鎖反応により様々な活性分子種が生じ

る。生体では、各種抗酸化・レドックス系が、活性酸素の

毒性から身を護る防御系として働いている。本研究では主

に、活性酸素種の中で、光老化反応について関与が指摘さ

れながらも、解明の遅れている一重項酸素による細胞傷害

の機構を調べ、また、抗酸化酵素として老化防止や酸化ス

トレスからの防御の上で中心的な役割を担うSuperoxide 
Dismutase 1 (SOD1)の欠損マウスの新たな表現型の検出
とその機構について解析を進めた。さらに新規抗酸化酵素

の遺伝子改変マウスを作製し、表現型解析を進めている。

　得られた結果は以下の通りである。まず、アポトーシス

を引き起こすと考えられていた一重項酸素が、アポトーシ

スの実行にかかわる分子種を酸化的に不活性化することで、

むしろアポトーシスの進行を抑制する事を明らかにした。

しかしこのアポトーシス抑制により、本来除去される傷害

細胞が貪食されずに残るため、炎症反応を激化させる要因

となっていると考えられる。

　SOD1の変異が家族性筋萎縮性側索硬化症(FALS)の原
因となることが知られているが、SOD1欠損マウスは症状
を示さない。しかしながら詳細な解析から、赤血球の寿命

が６割程度に短縮しており、それは酸化の亢進が原因であ

ることをつきとめた。その結果、著しい貧血を呈する上に、

加齢に伴い赤血球に対する自己抗体が生成し、自己免疫様

の症状を呈することを明らかにした。酸化ストレスと自己

免疫との関連を明らかにするために、赤血球特異的にヒト

SOD1を発現するトランスジェニックマウスを作製し、
SOD1欠損マウスと交配することで、全身性にSOD1を欠
き、赤血球にのみヒトSOD1を発現する遺伝子改変マウス
を作製した。その結果、赤血球の酸化ストレスの軽減・寿

命の正常化・貧血の改善に加えて、抗赤血球抗体の産生も

抑制された。以上の結果は、自己免疫性疾患への酸化スト

レスの関与を示し、抗酸化剤はその予防に有効である可能

性を示唆している。

　また、数年前から手がけて来たチオレドキシン依存性ペ

ルオキシダーゼ活性を有する酵素ペルオキシレドキシン４

のノックアウトマウス作製に成功した。このマウスは当初

の予想通り精子形成細胞に傷害が見られることから、配偶

子形成を保護していると考えられ、精子形成異常症などの

遺伝子疾患との関連が示唆された。

　One electron reduction of molecular oxygen produces 
superoxide anion that initiates the radical chain 
reaction.  Living organisms have various antioxidative 
systems to protect against toxicity of reactive oxygen 
species (ROS).  Singlet oxygen is not radical but 
involved in photoaging of skin.  We found that singlet 
oxygen makes apoptosis abortive by inhibiting the 
caspase pathway.  This results in deterioration of 
oxidative injury of skin by singlet oxygen.  Superoxide 
dismutase (SOD) plays a role in inflammation and aging 
by scavenging superoxide anion.  Although familial 
amyotrophic lateral sclerosis (FALS) is caused by 
mutation in SOD1, relatively mild phenotype is known 
for SOD1-deficient mice.  Our data imply that a high 
level of oxidative stress in erythrocytes increases the 
production of autoantibodies against erythrocytes that 
are oxidized and destroyed.  We tried to demonstrate 
that the elevated ROS in RBC is a cause for the 
autoantibody production.  We first generated transgenic 
mice that express human SOD1 (hSOD1) under the 
regulation of the GATA-1 promoter and, hence, have 
hSOD1 protein only in RBC.  Then we bred the 
transgene onto SOD1-/- background.  Levels of ROS, 
half-life of RBC, and RBC content in SOD1-/-;hSOD1tg/+ 
mice carrying human SOD1 protein only in RBC were 
about equivalent to those of wild-type mice.  Levels of 
IgG bound to RBC in the SOD1-/-;hSOD1tg/+ mice were 
also suppressed to that of wild-type mice. Increase in 
levels of antibodies against major lipid peroxidation 
products, 4-hydroxynonenal and acrolein, was found.  
We conclude that oxidation-medicated autoantibody 
production is rather common mechanism for 
autoimmune diseases.  
　We also generated a knockout mouse that lacks 
peroxiredoxin 4 (Prx4), a new antioxidative enzyme 
with thioredoxin-dependent peroxidase activity. Testes 
of Prx4 knockout mice show elevated apoptosis in 
spermatogenic cells, which is consistent with our 
hypothesis regarding Prx4 in spermatogenesis.  Our 
results suggest causal connection between Prx4 
mutation and inheritable diseases with defect in 
spermatogenesis. 
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図　酸化ストレスにより赤血球膜の脂質が過酸化され、4-
hydroxynonenal (HNE)やacrolein (ACR)といった酸化産物が
生じる。こうした酸化産物は生体にとっては異物と認識さ
れるため、それに対する抗体が生じる。過酸化脂質をもつ
老化赤血球に抗体が結合することで、 破壊を促進する。こ
の反応が繰返されることで抗体の産生が増幅され、臨界濃
度を超えた時に自己免疫性溶血性貧血をもたらす可能性が
ある。 

Oxidative stress induces lipid peroxidation of erythrocyte 
membrane and generates oxidation products, such as 4-
hydroxynonenal (HNE) and acrolein (ACR).  Antibodies bind 
erythrocytes carrying lipid peroxidation products accelerate 
destruction of them.  Repetition of this cycle can amplify the 
antibodies and, ultimately, cause autoimmune hemolytic 
anemia.
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2  研究概要

　免疫系は感染症やアレルギー、自己免疫などの免疫疾患

のみならず、様々な疾患の病態に深く関わっている。サイ

トカインはその免疫応答を調節する極めて重要な液性因子

である。近年新たなサイトカインが次々と発見され、その

機能が明らかにされている。

　2000年に発見されたインターロイキン(IL)-21は、IL-2、
IL-4、IL-7、IL-9、IL-15と共に、共通受容体γ鎖（γc）
を共有するサイトカインであり、B細胞やT細胞など多く
の免疫担当細胞に対して多彩な機能を有することが知られ

ている。IL-21はB細胞に対して最終分化を促すと同時に
IgE産生を抑える機能を持ち、アレルギー性疾患との関連
が注目されている。また近年、関節リウマチや炎症性腸炎

など多くの炎症性疾患を引き起こすと考えられるIL-17産
生性のTH17細胞分化にIL-21が重要な役割を担っている
ことが明らかになってきた。しかし、これらはマウスを用

いた研究が多く、ヒトの免疫機構とは明らかに異なる。

　今回、未解明なヒトIL-21の産生細胞や機能を解明する
ことを目的に研究を行い、以下の点を明らかにしてきた。

１）リコンビナントヒトIL-21を作成し、マウスに免疫す
ることにより抗ヒトIL-21単クロン抗体（4BG1）を作成し
た。この抗体を用いてヒトIL-21産生細胞を解析したとこ
ろ、活性化CD4+セントラルメモリーT細胞（TCM）とエフェ
クターメモリーT細胞（TEM）に発現し、CD4+ナイーブT
細胞やCD8+T細胞からは産生されないことが判明した。他
のエフェクターサイトカインとの共発現解析により、IL-21
はIFN-γ産生TH1細胞やIL-17産生TH17細胞から産生さ
れ、IL-4産生TH2細胞からは産生されなかった。この結果
は、ヒトIL-21がTH1細胞やTH17細胞の機能発現に関わ
ることを示唆した。

２）リンパ球はウイルス感染などにより生体内で減少する

と、恒常性を保つためにホメオスタティックな抗原刺激非

依存性の増殖反応を起こす。この反応は免疫記憶の維持に

も重要であると考えられており、この機能を調節している

のがγcサイトカインファミリーであるIL-7とIL-15であ
る。我々はIL-21もこの機能を持つのではないかと考え解
析した。IL-21単独ではこれを誘導しなかったが、IL-7や
IL-15の存在下で誘導されるCD4+記憶T細胞の増殖を強
く促進し、さらにIL-7やIL-15に対して反応性の乏しい
CD4+ナイーブT細胞の増殖も促進した。この増殖促進機
能に関わる情報伝達経路を解析した結果、MAPキナーゼ系、
PI3キナーゼ系の経路の他、IL-21の主な情報伝達分子と考
えられるSTAT3を介してCD4+T細胞、特にナイーブ
CD4+T細胞のホメオスタシスを制御している可能性を示
した。

  IL-21 regulates many functions of T cells, B cells, NK 

cells, and dendritic cells. Although activated CD4+ T 

cells produce IL-21, data identifying the specific CD4+ T 

cell subsets that produce IL-21 are conflicting.

  To identify the IL-21-secreting cell populations in 

human, we established a hybridoma cell line producing 

an anti-hIL-21 monoclonal antibody (mAb). Intracellular 

hIL-21 staining experiments showed that hIL-21 was 

mainly expressed in activated-CD4+ central memory T 

(TCM) cells and in activated-CD4+ effector memory T 

(TEM) cells, but not in activated-CD4+ naive T cells. 

Moreover, IL-21 was produced upon activation by some 

IFN- γ -producing TH1-polarized cells and some IL-17-

producing TH17-polarized cells, but not by IL-4-

producing TH2-polarized cells. These results suggest that 

specific CD4+ T cell populations produce IL-21 and the 

produced IL-21 may regulate the effector and memory T 

cell functions.

  In the functional analysis, we found that IL-21 

significantly enhanced the cytokine-driven proliferation 

of not only CD4+ memory T cell subsets but also naive 

T cells synergistically with IL-7 and IL-15 without T 

cell activation stimuli. Furthermore we showed that IL-

21-activated STAT3 had an indispensable role in the 

cytokine-driven CD4+ T cell proliferation. 
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３）IL-21にはRNAスプライスの異なるアイソフォームが
存在することを発見した。ヒトIL-21アイソフォームは細
胞外に分泌されず、細胞内に留まっている点でこれまでに

報告されているIL-21と異なる。しかし、このアイソフォー
ムは細胞内で情報伝達が可能であることを見出している。

この結果はIL-21アイソフォーム産生TH1やTH17細胞が、
周囲の細胞に影響することなく、自律的に機能出来ること

を示唆している。

　今後TH1やTH17細胞が引き起こす各種免疫疾患でのIL-
21やIL-21アイソフォームの機能解析を進め、免疫疾患の
発症要因の特定や治療法の開発につなげて行きたいと考え

ている。 

　Next, we identified a novel isoform of IL-21, IL-21iso 
in human and mouse. IL-21iso might be an alternative 
splicing variant form and the C-terminal region of 
predicted IL-21iso amino acid sequences were different 
from original IL-21. However the secretion efficiency of 
hIL-21iso is much lower than that of hIL-21, our data 
suggest that IL-21iso can induce signaling even in the 
cells.
  Studies are now in progress to determine the function 
of IL-21 and IL-21iso in many immunological diseases 
caused by TH1 and TH17 cells. Ultimately we hope our 
research lead to the development of a new treatment on 
the cytokine signaling. 
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【図】
樹状細胞（DC）により活性化されたTH1細胞やTH17細胞の一部はそれぞれIFN-γやIL-17と共にIL-21やIL-21アイソフォー
ムを産生する機能細胞となる。



2  研究概要

　生体膜は、種々の蛋白分子を含有する脂質二重層から構

成されており、細胞内外あるいは細胞内の各コンパートメ

ントを境界するバリアーとして働くのみならず、情報の変

換部位としても重要な役割を果している。近年、細胞膜脂

質の主要構成成分であるリン脂質が、情報伝達系に深く関

与していることが明らかになってきた。我々は、この生体

膜の微量成分であるイノシトールリン脂質の分解産物であ

る脂質性二次伝達物質ジアシルグリセロール(DG)のリン

酸化酵素DGキナーゼ(DGK)に注目し研究を行っている。

とりわけ、外界ならびに個体内の情報を収集・統合し、生

命維持および環境適応を担当する生体情報中枢が脳である。

この情報中枢の基本単位をなすものが神経細胞であり、遺

伝子の転写・翻訳や蛋白質の機能発現を介して神経情報伝

達機構が制御される。我々はこれまで、ラットから５種の

DGKアイソザイム(α, -β, -γ, -ζ, -ι)を単離し、

その分子多様性を明らかにしてきた。

　我々は近年、DGKアイソザイムの蛋白レベルでの解析を

進めており、遺伝子導入細胞および特異抗体を用いた形態

学的解析を中心として各アイソザイムの神経系における機

能解析を行っている。その結果、これらアイソザイムは各々

細胞レベルにおいても特徴的な細胞内局在を示すことが明

らかとなってきた。

　１）神経細胞におけるDGKβの役割：培養神経細胞へ

のDGK遺伝子導入実験により、DGKアイソザイムのうち、

DGKβ（ベータ）が海馬ニューロン樹状突起の棘突起に局

在することが明らかとなった。脳内においてDGKβの

mRNAが主要なドーパミン投射領域である線条体に発現

することからドーパミン受容の情報伝達機構との関連が示

唆される。さらに、イタリアの研究グループとの共同研究

により、ヒトDGKβが躁鬱（そううつ）病において発現

変化を示す遺伝子の一つである可能性も報告されている。

我々は近年、DGKβの微細局在について電子顕微鏡的解析

を行っており、このアイソザイムがシナプス後部に局在し、

棘突起形成を促進させることを明らかにした。

　２）細胞周期におけるDGKζの機能的役割：DGKζ

（ゼータ）は核移行シグナルを有し、種々の生体細胞内にお

いて核内に斑点状構造物として認められる。我々は、核内

におけるDGKζの機能的役割を追求する目的で、NIH3T3

培養細胞および生体内の増殖系細胞である精巣の生殖細胞

において、細胞周期各ステージでの細胞内局在を免疫細胞/

組織化学的に解析した。

　Extracellular signals, such as growth factors and 

neurotransmitters, trigger cascades of molecular changes 

at the plasma membrane, and many of them evoke a 

transient increase in levels of cellular diacylglycerol 

(DG) through hydrolysis of phosphatidyl inositol 4, 5-

bisphosphate by phospholipase C (PLC).  This rapid rise 

in cellular DG serves as an allosteric activator of protein 

kinase C (PKC), which mediates many cellular responses 

through phosphorylation of target proteins.

　Diacylglycerol kinase (DGK), which catalyzes 

phosphorylation of DG to phosphatidic acid (PA), is 

thought to be a key enzyme in the regulation of DG 

levels and, as a result, to be responsible for attenuating 

the activation of PKC.  Furthermore, PA, the product of 

DGK, is also implicated as a lipid second messenger, 

which has been reported to regulate a growing list of 

signaling proteins.  Thus, DGK is thought to be one of 

the key enzymes closely involved in the lipid-mediated 

cellular signaling events.

　We and others have shown that DGK consists of a 

family of the isozymes.  In mammals, there are nine 

DGK isozymes so far cloned, and they contain 

conserved regions including a catalytic domain and a 

series of motifs that mediate molecular interactions in 

signalling machinery.  Subsequent analyses have 

revealed that the DGK family shows remarkable 

heterogeneity in terms of enzymatic activity, tissue 

distribution, and mRNA expression.  Furthermore, it is 

becoming clear that different isozymes show differential 

subcellular localization, suggesting that individual 

members of this family are targeted to distinct 

compartments including plasma membrane, internal 

membranes, cytoskeleton, and even the nuclear matrix.  

Given the importance of DGK activity in regulating the 

DG and PA signals, it is highly plausible that the DG 

and PA signals generated at various subcellular sites are 

controlled by unique isozymes with little redundancy. 
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その結果、DGKζは培養細胞および生体内の増殖細胞において、細胞周期間期では分散クロマチン領域に一致する局在を

示すが、分裂期クロマチンの凝集化に伴ってクロマチン領域から解離することが明らかになった。また生殖細胞において

は、濃縮したヘテロクロマチンの形成とともにDGKζの発現が消失することを見出した。これらのデータは、DGKζの

細胞内/核内局在および発現調節がクロマチンの活動状態と密接に関連する可能性を示唆すると考えられる。



2  研究概要

　細胞は通常ミトコンドリアで酸素を利用しながらブドウ

糖を代謝し、エネルギー(ATP)を産生する。一方、酸素が

ない状態でも細胞はブドウ糖からエネルギーを取り出す

（＝嫌気的解糖）ことが可能であるが、その効率は酸素を利

用した場合（＝酸素呼吸）と比べ約20分の1となる。今

から約80年前、ノーベル生理学・医学賞を受賞したワー

ルブルグ博士は、がん細胞が酸素を利用できる状態でも酸

素を使わないでエネルギー産生を行う性質をもっているこ

と（図２）を発見し、このがん細胞に特徴的なエネルギー

代謝（＝ワールブルグ効果）ががんの発生に重要であると

する説を唱えた。「ワールブルグ効果」は、現在がん検診で

非常に注目されているPET検査の原理となっている重要

ながんの特徴であるが、なぜ増殖に多量のエネルギーを必

要とするがん細胞があえて効率の悪いエネルギー産生を行

うのかは謎とされてきた。

　これに対して私達は、細胞に自殺をひきおこす際に鍵と

なるBax、Bakという二つの分子に着目し、エネルギー産

生に酸素を使う状態と使わない状態でこれらの分子の働き

を調べた。Bax, Bakはミトコンドリアの膜に存在し、普段

は不活性状態にあるが（図１）、細胞内に「自殺シグナル」（図

２、紫色の折れ線矢印）が生じると活性化してミトコンド

リアに「穴」を開け、ミトコンドリアに隔離されていた

「毒」を細胞内にまきちらして細胞の自殺を引き起こす（図

２）。ところが、実験の結果、エネルギー産生に酸素を使わ

ない状態では両方の分子の働きが抑えられ、細胞の自殺も

おきなくなることが明らかになった（図３）。

　正常な細胞ではがんの発生を未然に防ぐため、細胞内に

がんを引きおこすような種々の「異常」が生じると自殺の

スイッチが入ることが知られている（図２）。一方、多くの

「異常」を細胞内に抱えながら生きているがん細胞にとって

は、細胞自殺を回避することが何にもまして重要なことと

なる。これに対して、Bax, Bakは細胞が自殺するかしない

かを最終決定するマスタースイッチとして働いていること

から、この２つのマスタースイッチをオフにできれば、がん

細胞が自殺を回避するうえで非常に有利になる。従って、が

ん細胞が酸素を利用せず一見無駄なエネルギー産生してい

るのは、自殺のマスタースイッチをオフにしつつ必要なエ

ネルギーを確保するという非常に理にかなったサバイバル

戦略であることが私達の研究から理解できるようになった。

Background: Activation of Bax and Bak, which act to 
permeabilize the mitochondrial membrane, is an 
essential step in the cell death response and therefore 
plays an important role in tumorigenesis. However, the 
mechanisms that regulate their activation are poorly 
understood.
Methods: Bax and Bak activation (conformational change 
and dimerization) were monitored in several cell death 
models. These included Rat-1 fibroblasts and human 
cancer cells subjected to endoplasmic reticulum stress, 
DNA damage, or tumor necrosis factor (TNF) α 
treatment. Pharmacological inhibitors of reactive 
oxygen species production, electron transport in the 
respiratory chain, oxidative phosphorylation, and 
appropriate controls were used to identify potential 
modes by which Bax and Bak activation and the cell 
death response are controlled. The oligomerization state 
of Bax and Bak was determined by crosslinking and 
subsequent immunoblot analysis; Bax conformational 
change was analyzed by immunoprecipitation and 
immunoblotting with an antibody specific for the active 
conformation. Cell death was evaluated by dye 
exclusion.
Results: In both fibroblasts and human cancer cells 
subjected to cell death stimuli, inhibition of oxidative 
phosphorylation by use of antimycin A or oligomycin 
prevented endoplasmic reticulum stress-, DNA damage-, 
and TNF α -induced Bax and Bak activation and cell 
death (UV-induced Rat-1 cell death at 15 hours: control, 
mean = 33.6%, 95% confidence interval [CI] = 18.8% to 
48.4%; antimycin A, mean = 10.0.%, 95%CI = 0% to 
21.7%; oligomycin, mean = 13.1%, 95%CI = 5.7% to 
20.5%; tunicamycin-induced MCF-7 cell death at 9 
hours: control, mean = 29.2%, 95%CI = 21.6% to 36.8%; 
antimycin A, 15.3%, 95%CI = 0.8% to 29.8%; oligomycin, 
mean = 11.5%, 95%CI = 3.9% to 19.1%; TNF α -induced 
MCF-7 cell death at 6 hours: control, mean = 24.0%, 
95%CI = 12.6% to 35.4%, antimycin A, mean = 8.9%, 
95%CI = 3.9% to 13.9%, oligomycin, mean = 13.3%, 
95%CI = 10.4% to 16.2%). Increasing and decreasing 
glycolytic ATP production, by adding glucose and 2-
deoxy-D-glucose to the cell growth medium, 
respectively, did not reverse and recapitulate the effect 
of compromised oxidative phosphorylation on Bax and 
Bak activation.
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また、放射線や化学療法によるがん細胞の殺傷効果は、多

くの場合細胞自殺の誘導に依存している。従ってワールブ

ルグ効果によりBax, Bakが働かなくなった状態ではがん
細胞は治療に抵抗性になっていると考えられ、逆にがん細

胞の代謝状態を「酸素を利用しない」状態から「酸素を利

用する」状態へとシフトすることができれば、治療抵抗性

の難治がんも治療反応性のがんに変えられる可能性が見え

てきた。今後はこのような新たなコンセプトに基づき、新

規がん治療法の開発を目指したいと考えている。 

 Conclusion: Oxidative phosphorylation is commonly 
required for the activation of Bax and Bak and cell death 
triggered by disparate death stimuli. The reliance of 
tumor cells on glycolysis in preference to oxidative 
phosphorylation even under normoxic conditions 
(Warburg effect) may therefore be a potential means by 
which these cells evade programmed cell death 
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2  研究概要

　CTやMRIといった画像診断機器の発達に伴い、脳

の病態は臨床的に極めて容易に把握できるようになっ

てきた。同時に、脳の病態解明も飛躍的に進歩してい

る。　我々は、MRIで脳の微細構造を3次元的に描出す

る技術や脳の白質線維の走行を解析する技術を開発し、

脳神経や脳血管、脳の深部構造の微細な変化を画像的

に捉えることに成功した。

  「地域特性を生かした分子疫学研究」においては、

検診における画像評価を担当しており、すでにいくつ

かの成果が公表されている 1)5)。また、椎骨脳底動脈解

離のスクリーニング法としてbasiparallel anatomical 

scanning (BPAS) を開発した 3)。本法は、従来観察で

きなかった脳動脈の外観を簡便に表示する方法で、椎

骨脳底動脈解離のスクリーニングだけでなく、確定診

断法としても期待されている。現在、臨床的評価につ

いての成果を国内外の学会で公表中である。本法は、

厚生労働省の班研究（循環器病研究委託費12指－1

「若年世代の脳卒中の診断、治療、予防戦略に関する全

国多施設共同研究」主任研究者　峰松一夫）に画像診

断法として採択され、臨床的有用性を検証中である。 

　Cerebral disease can be easily diagnosed with 

development of diagnostic imaging apparatus, such 

as CT and MRI. Simultaneously, mechanisms of 

cerebral diseases are elucidated. We developed MRI 

technology describing cerebral structure precisely in 

three dimensions and the technology of analyzing a 

run of cerebral white matter pathway, and 

succeeded in catching precise abnormality of cranial 

nerves, vessel structures, and deep structures of 

brain. 

　In "Moleclar Epidemiological Study utilizing the 

Regional Characteristics," we have studied 

radiological evaluation in a medical checkup, some 

of their results1)5) were already published. Also, we 

have developed a basiparallel anatomical scanning3) 

(BPAS) as a screening method for vertebrobasilar 

artery dissection. This is a simple method of 

displaying the surface appearance of the intracranial 

vertebral and basilar artery, which has not been 

able to be observed by screening MRI. Now, it is 

expected not only as a screening method for 

vertebrobasilar artery dissection but as a confirmed-

diagnosis method. Now, our results about clinical 

evaluation have been under official announcement 

at some societies in and outside the country. 

Moreover, BPAS has been adopted as a diagnostic 

method by group research of the Ministry of Health, 

Labour and Welfare (chief researcher: Minematsu K), 

and clinical usefulness is under verification. 
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Basiparallel anatomic scanning (BPAS)で、右椎骨動脈遠位端、脳底動脈近位部に拡張を認める（矢印）。
MR angiography (MRA)で、同部は拡張と狭窄を示し、拡張部には濃淡の二重信号が認められる。椎骨脳
底動脈解離の所見である。
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2  研究概要

　我々は，山形大学医学部の研究者と連携して，分子疫

学解析の成果に基づき，候補遺伝子の疾患への関与を

検証するため，トランスジェニックマウス等を作製し，

その表現型の解明を行ってきた。以下に，我々が中心

に行ってきたプロジェクトの成果について報告する。

１　環状鉄芽球形成モデルの確立

　環状鉄芽球とは，ミトコンドリアに鉄が異常蓄積し

た病的な赤芽球であり，X染色体連鎖型鉄芽球貧血

(XLSA)などの患者骨髄中に認められる。XLSA原因遺

伝子であるALAS2遺伝子破壊マウ

スにおいて環状鉄芽球が認められな

かったことから，トランスジェニッ

クマウスを用いた部分レスキュー法

により，XLSA患者と同様にALAS2

の部分欠損状態にすることで，遺伝

子改変マウスを用いて，初めて，環

状鉄芽球形成モデルを確立した（図

１）。

２　ポルフィリン症モデルの確立

　ヘム生合成系初発酵素である5-アミノレブリン酸

合成酵素（ALAS2）およびヘム分解酵素であるヘムオ

キシゲナーゼ-1（HO-1）の全身性過剰発現トランス

ジェニックマウスの解析から，これらのマウスが，そ

れぞれ，多様性ポルフィリン症，および晩発性皮膚ポ

ルフィリン症を発症することを明らかにした。これま

で，ヘム生合成系酵素の欠損症として報告されてきた

ポルフィリン症が，新しいタイプの分子基盤で発症す

る可能性を示唆した。また，HO-1トランスジェニッ

クマウスでは，ポルフィリン症発症が肝臓への鉄過剰

が主な原因であることを示し，HO-1の生理機能の新

たな側面を見出した。

　For the clarification of involvements in 
pathogenesis of several genes, we had generated 
several transgenic mice and analyzed their 
phenotypes, collaborating with researchers in 
Yamagata University School of Medicine. 
In this COE project, our group had established 
several disease models and investigated in vivo 
gene expressions by means of gene-manipulated 
mice. 

１Establishment of a Model for Ring Sideroblast 
Formation 
　Ring sideroblasts are pathological erythroblasts 
with iron-overloaded mitochondria, and one of 
clinical hallmarks in X-linked sideroblastic anemia 
(XLSA), caused by ALAS2 deficiency. No ring 
sideroblast were found in ALAS2 knockout mice. 
Then, to give rise to partial deficiency of ALAS2 in 
mice like most XLSA patients, we performed a 
partial complementation by ALAS2-transgenic mice 
and found ring sideroblast formation in partially 
rescued ALAS2 knockout mice.

２　Porphyria models generated by in vivo 
overexpression of heme biosynthetic or catabolic 
enzyme gene
　We generated lines of transgenic mice ubiquitously 
overexpressing ALAS2, the first hemebiosynthetic 
enzyme, or HO-1, heme degrading enzyme and 
clarified that the ALAS2- and HO-1-transgenic mice 
were affected by variegate porphyria or porphyria 
cutanea tarda, respectively. Because porphyrias are 
known as heme metabolic derangements resulting 
from deficiency of any heme biosynthetic enzyme 
except 5-aminolevulinic acid synthase (ALAS), this 
study provides a new insight into the molecular 
mechanisms underlying porphyria manifestation. In 
addition, we also discovered a new aspect of HO-1 
physiological function since the HO-1-transgenic 
mice showed hepatic iron overload.
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図１ 　胎児血中で
形成された環
状鉄芽球



３　ヘム生合成・分解酵素遺伝子の生体内発現制御解析

　非組織特異型ALAS(ALAS1)およびHO-1の各遺伝

子座へ蛍光タンパク質を相同組換により挿入した遺伝

子破壊マウスをそれぞれ作製し，ヘテロ接合体におい

て各遺伝子の生体内での発現制御下で蛍光タンパク質

が発現するマウスを確立し，ALAS1・HO-1の組織特

異的な発現を解析した。これらの解析から，ALAS1

は気管支上皮（図２）や脈絡叢など，これまで報告さ

れていない組織での発現が明らかとなった。一方，ス

トレスにより誘導されるHO-1発現は，無刺激下で，

主に組織球マクロファージ系等に認められ，ストレス

負荷により，その発現が増強される傾向が認められた。

また，本解析からALAS1遺伝子破壊マウスが胎齢8.5

日までに胎生致死し，発生初期に必須であることを世

界に先駆けて明らかにした。 

３　Analyses on in vivo expression of heme 

biosynthetic and catabolic enzymes

　We established the fluorescent protein knock-in 

(knockout) mice of ALAS1 gene and HO-1 gene by 

homologous recombination to enable the fluorescent 

protein to express in vivo under the intrinsic control 

of each gene. By means of heterozygous mice of the 

knock-in allele we discovered several novel tissues 

expressing ALAS1, for example, braonchial 

columnar epithelium and choroid plexi, and that HO-

1 was expressing mainly in histiocytes/macrophage 

without stimuli and such basal expressions of HO-1 

was enhanced by the stimuli. Furthermore, we first 

showed dispensability of ALAS1 for early 

development of mice because ALAS-1-null mice 

died by embryonic day 8.5.
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図２　気管支上皮細胞でのALAS1の発現


