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研究成果の概要（和文）：動物や培養脂肪細胞を用いて、高サイトカイン血症を想定した生活習慣病モデルを作成し、
酸化/一酸化窒素（NO）ストレスとアディポサイトカイン分泌とを関連させて研究した。TNFαなどによって、脂肪細胞
で有意にNOが産生される。これは転写調節因子NF-κBを介するため、MCP-1やアディポネクチン分泌変動にも関わる。
また、ある種の薬剤はこれを抑制することが判明した。臨床的には、新生児幼児期の栄養状態とその後の成長ならびに
生活習慣病発症との関連性について検討した。新しい内臓脂肪測定法や新しい肥満のマーカーや脂質異常などについて
も、本課題から検討でき、広く発表することができた。結果の詳細は本文中に記した。

研究成果の概要（英文）：I have studied the oxidative / nitrosative stress and adipocytokine levels in 
cultured adipocytes and animal models with hyper-cytokinemia. Clinically, the effects of nutritional 
status in early infancy including neonatal period on future growth and the development of life-style 
related disease are investigated. Furthermore, new methods of evaluation of visceral fat accumulation, 
new markers of obesity, criteria of non-HDL-C, etc. have been studied by this grant. The obtained results 
are described in the text.

研究分野： 医歯薬学
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１．研究開始当初の背景 
 
脂肪組織は、種々の生理活性物質（アディ

ポサイトカイン）の分泌をはじめとする生体
内恒常性の維持に重要な役割を演じる活発
な組織であることが明らかになってきた。現
在、脂肪細胞代謝に関する研究が盛んに行わ
れている。 
小児においては、急激な肥満の増加はなく

なってきたと言えるが、高度肥満による内臓
脂肪過剰蓄積や脂質異常等の合併症は今も
重要な問題である。それらの対策も急務とな
っている。 
一方、近年本邦では早期産児や低出生体重

児の割合が増加している。女性の痩せ願望や
不規則な食生活、喫煙などが影響していると
考えられる。高体重児とともに低出生体重児
児が、将来高率に生活習慣病を発症する可能
性 が 危 惧 さ れ て い る 。 Developmental 
Origins of Health and Diseases（DOHaD）
と言われるが、胎児期の低栄養環境によるプ
ログラミングやその後の過栄養環境などに
よるエピジェネティックな変化が将来の生
活習慣病発症と関連するとされる。しかし、
動物実験なども行われているが、その科学的
な機序についてはまだまだ今後の検討によ
るところが多い。 
最近、肥満の脂肪組織で酸化ストレスが高

まる機序が明らかになりつつあり、アディポ
ネクチン受容体シグナルと酸化ストレスの
関連性も検討されている。また、肥大化脂肪
組織周囲のマクロファージの活性化、すなわ
ち「炎症」が注目されている。脂肪組織での
サイトカインの増加が生じれば、活性酸素種、
活性窒素種による脂肪の機能障害が考えら
れる。一酸化窒素（NO）は生理的に重要な
メッセンジャー分子であるがフリーラジカ
ルでもある。高サイトカイン血症などによっ
て誘導型 NO 合成酵素（iNOS）が誘導され、
NO が多量に産生されると、細胞傷害性に働
く。iNOS による NO は白色脂肪細胞におい
てはインスリン抵抗性に関わるとも報告さ
れている。iNOS の発現は、転写調節因子
nuclear factor-κB (NF-κB)により調節を受
けている。この活性化は、多くのアディポサ
イトカイン遺伝子発現にも関わる。脂肪細胞
の酸化/NO ストレスを軽減できれば有意義
なことである。 
 
２．研究の目的 
 
将来、生活習慣病を発症しないように小児

期から対策を講じておくことは重要である。
上述のように、最近 DOHaD 説が注目されて
いる。胎児新生児期の栄養状態（障害）とそ
の後の環境の違いが問題とされるが、生じる
生化学的機序は判っていない。本研究では、
DOHaD を見据えて、特に脂肪細胞代謝に焦
点を当て、培養脂肪細胞や子宮内胎児発育遅
延モデル等を用いて、酸化ストレス及び NO

ストレスとその影響について検討し、さらに
それらの制御（軽減）法に関しても調べる。  
また、研究代表者は、臨床医でもあり、実

際の肥満児、糖尿病児、脂質異常児などの診
療にあたっている。これら生活習慣病児の解
析や低出生体重児の検討も含めて、DOHaD
のメカニズムの一端を明らかにする。 
 
３．研究の方法 
 
本研究期間中に、様々な観点と方法から下

記に記したような複数の研究を行った。 
 
(1)乳児期の栄養方法と成長 
健康な日本人小児における乳汁栄養別（母

乳栄養と人工栄養）の体格の差異に関しての
情報はほとんどない。 
某小学校の健康な１から３年生308名の保

護者に対してアンケート調査を実施した。生
後４ヵ月時に母乳のみを与えている母乳栄
養（BF）群と人工乳のみを与えている人工栄
養（FF）群の両群について、男女別に、出生
時、生後１、４、７、10、18、36 ヵ月時の体
重、体重 SD値（WSDS）、BMI、BMI-SDS を算出
して比較した。また、関連する要因ついて重
回帰分析を行った。 
 
(2)低出生体重児の成長発達と DOHaD 
① 体脂肪分布とアディポネクチン 
35 週未満の早産児、男児 21 名、女児 25 名 

平均出生時体重 1599g を対象とし、予定日前
後にアディポネクチンとレプチンを、また、
Fat-scan で臍高部の皮下脂肪面積、内臓脂肪
面積を測定し、それらとの関連性を検討した。 
② 思春期以降児の検討 
当院 NICU を退院した極低出生体重児を対

象にアンケート調査（回答者 17 名）を行い、
希望者（8 名）には 75gOGTT を行った。平均
年齢 19 歳（18―21 歳）。在胎週数の中央値は
28.6 週、出生時体重は 916ｇであった。 
 
(3)幼児期の中内膜複合体厚（IMT）の検討 
幼児期の腹部下行大動脈IMT計測の有用性

を検討することを目的とした。早期低出生体
重児を含む幼児（平均年齢4歳）を対象とし、
総頚動脈および腹部下行大動脈IMTを計測し、
比較検討した。 
 
(4)肥満小児での内臓脂肪の評価と AIM 
対象は当院を受診した肥満小児 35 名（男

子 22 名、女子 13 名、平均年齢 11.5±2.4 歳）
である。AIM は ELISA 法で測定した。肥満度
50％以上の高度肥満群（A 群 12 例）と 50％
未満群（B群 23 例）に分け、AIM 値と身体計
測値、血液検査値などとの関連性を検討した。 
また、新しいインピーダンスによる内臓脂

肪測定器についても検討した。 
 

(5)小児の脂質異常に関する基礎的検討 
東京都某区の小児生活習慣病予防検診を



受けた小学 4年生と中学 1年生のうち、血液
検査も含め受けた児を対象とした。身体計測
値、特に肥満と脂質指標（総コレステロール、
LDL コレステロール、HDL コレステロール）
の関連性について検討した。LDL-C と HDL-C
の比（LH 比）と non-HDL-C の基礎的検討を行
った。 
 
(6)糖尿病コントロールへの貧血の影響 
小児の鉄欠乏性貧血において、鉄剤投与後

のHbA1Cの変動パターンと低下の程度を経時
的に調べることを目的とした。糖代謝異常の
ない鉄欠乏性貧血患児８名（男児４名、女児
４名）を対象とした。鉄剤投与開始時の年齢
は０歳８か月から３歳２か月であった。鉄剤
投与前、２、６、10、15、20 週間後の赤血球
数、Hb、HbA1C およびグリコアルブミン（GA）
についてそれらの推移を比較検討した。 
 
(7)培養脂肪細胞での酸化/NO ストレスやア
ディポサイトカイン産生変動とその制御 
肥満時に脂肪細胞と浸潤マクロファージ

の相互作用で、脂肪組織の“炎症”が生じ、
悪循環を形成する。これは、これまでやって
きたように酸化/NO ストレスの亢進に関連す
る。肥大化脂肪細胞が産生する単球走化活性
因子１（MCP-1）はこの初期段階に関わるが、
その分泌調節メカニズムについてはほとん
ど判っていない。 
MCP-1 分泌およびアディポネクチン産生に

対する AMP キナーゼ（AMPK）経路の関与と影
響をみるため AMPK 活性化剤 AICAR の効果に
ついて主に検討した。 
分化後の 3T3-L1 脂肪細胞に種々の濃度の

腫瘍壊死因子α（TNFα）を添加して、また
AICAR 添加後に TNFαを加えて、培養上清中
の MCP-1 産生を ELISA で定量化した。また、
NF-kB 経路について、細胞の核分画を採取し、
その活性を p65 レベルで定量化した。 
 
４．研究成果 
 
(1)乳児期の栄養（授乳）方法と成長 
４ヵ月時点の栄養法で BF 群 71 名（男児 31

名）と FF 群 30 名（男児 19 名）の計 101 名
について検討した。10 ヵ月時の BF 群の母乳
率は 80％であり、FF 群は人工栄養のみが継
続されていた。 
女児においては、各月齢で体格の指標に BF

群と FF 群で有意差を認めなかった。一方、
男児では、体重および WSDS が生後４から 18
ヵ月まで BF群が FF群に比して有意に低値で
あった。BMI、BMI-SDS においても同様の傾向
で、BMI は生後７ヵ月から 36 ヵ月まで、
BMI-SDS は７ヵ月から 18ヵ月まで BF群が FF
群に比して有意に低値であった。WSDS と BMI
に有意な関連性を示したものは、４ヵ月時点
の栄養法と妊娠前母体体重であり、BMI-SDS
には生後４ヵ月時点の栄養法のみが有意な
関連要因であった。 

以上より、母乳栄養男児の発育は緩やかで
あり、人工栄養男児と比較して生後４ヵ月か
ら３歳までは体格が小さいことが判明した。
すなわち、男児において乳汁栄養の種類がそ
の後の成長やAdiposityにより強く影響する
事が考えられる。この性差のメカニズムは明
らかではないが、栄養の種類は発育に対して
Gender effectを有する可能性が示唆された。 
 
(2) 低出生体重児の成長発達と DOHaD 
① 体脂肪分布とアディポネクチン 
皮下脂肪面積（S）は、アディポネクチン

レベルと予定日週数と有意な正相関を、在胎
期間と有意な負相関をした。内臓脂肪面積
（V）および V/S 比と有意に相関する項目は
なかった。今回の結果から、早産児では予定
日周囲のアディポネクチンレベルに影響を
与えるのは皮下脂肪であることが明らかと
なった。 
② 思春期以降児の検討 
調査時の身長 SD は-1.1SD（中央値）、体重

は-1.3SD であり、これらは出生時体重と正相
関した。17 名中 10 名が高卒以上であった。
OGTT での HOMA-R の中央値は 1.8 で、8名中 4
名が 1.6 以上であった。以上より、極低出生
体重児は身長体重ともに小柄で、出生時の影
響を受けていることが判明した。また、イン
スリン抵抗性を有しやすい傾向があった。 
 
(3)幼児期の中内膜複合体厚（IMT）の検討 
総頚動脈 IMT の平均は 378μm であり、腹

部下行大動脈 IMT は、546μmであった。この
両者は有意に正相関した。すなわち、腹部下
行大動脈 IMT は幼児でも有用であり、早期の
動脈の変化の指標として応用できる可能性
が示された。 
 
(4)肥満小児での内臓脂肪の評価と AIM 
肥満度は、高度群（A）65.7±14.9％、軽

度 群 （ B ） 33.7±7.0 ％ 、 体 脂 肪 率 は
49.1±9.4％、35.9±7.3％、腹囲身長比は
0.630±0.052、0.561±0.045 であった。AIM
は A 群 9.0±4.2、B 群 15.6±9.2μg/mL と A
群で有意に低値であった。今回の検討では高
度肥満群の AIM 濃度は中・軽度肥満群よりむ
しろ低値であり、高度肥満に至る例では AIM
による抗肥満機構も障害される可能性が考
えられた。 
また、内臓脂肪測定器 DUALSCAN は肥満小

児でも測定可能で、腹部 MRI による内臓脂肪
面積と相関し、合併症との関連性も認められ
た。MRI 法とともに小児でも有用と考えられ
た。 
 
(5)小児の脂質異常に関する基礎的検討 
成人における LH 比の目標値については現

在検討が重ねられているが、2.0〜2.5 以下と
される。今回の検討では小児における標準的
な体格では LH 比は 1.5 前後であったが、肥
満では 1.9〜2.0 と高く、さらに肥満度の増



加に伴い高くなり、特に高度肥満では小学 4
年、中学 1年の男女いずれにおいても 2.2 を
越えていた。小児における LH 比が、肥満及
び脂質異常症の経過を追う上での指標とな
る可能性が考えられた。 
non-HDL-C は、小 4 及び中 1 の男女すべて

で、準体格群と肥満群で有意差を認めた。非
肥満においても約 5%の児で non-HDL-C が
150mg /dl 以上であり、脂質異常症が考えら
れた。健診では肥満とともに、非肥満小児の
脂質異常症に注意が必要と思われた。 
現在、小児における non-HDL-C と LDL-C と

の関係を明らかにしようとしており、結果の
一部は、2015 年度に報告する予定である。 
 
(6)糖尿病コントロールへの貧血の影響 
Hb は全ての症例で鉄剤投与により経時的

に上昇し、貧血の改善が認められた。一方、
HbA1C は鉄剤投与開始２週後に前値の 88％、
６週後に前値の 84％と有意に低下した。その
後、鉄剤開始 15 から 20週間後に前値と同等
に復した。この間の GA の変動は有意なもの
ではなかった。以上より、鉄欠乏性貧血児に
おいて、鉄剤投与約１か月後に HbA1C は一過
性に低下した（値として１％程度）。それは、
十分に糖化されていない新生赤血球が血中
に急増するためと考えられる。すなわち、鉄
欠乏性貧血を合併している場合、HbA1C によ
る糖尿病自体の診断および糖尿病治療中の
血糖コントロールの評価について十分な注
意が必要となる。この場合 GA は有意な指標
と考えられる。 
 

(7)培養脂肪細胞での酸化/NO ストレスやア
ディポサイトカイン産生変動とその制御 
TNFαは濃度依存的に酸化ストレスやNOス

トレスは亢進し、MCP-1 分泌を増加した。
AICAR はこれらを濃度依存的に抑制した。
AICARによりAMPKリン酸化が高まることが確
認できたが、別の AMPK 活性化剤であるメト
ホルミンにはMCP-1抑制作用は認められなか
った。AMPK は PI3 キナーゼ（PI3K）経路を活
性化することが報告されている。今回の系で
も AICAR による PI3K 活性化が確認されたが、
AICAR による MCP-1 抑制作用は LY294002
（PI3K 阻害剤）により阻害されなかった。ま
た、TNFαはアディポネクチン分泌を低下さ
せたが、AICAR はこの低下作用も軽減した。
メトホルミンにはアディポネクチン分泌の
改善効果はみられなかった。AICAR は TNFα
によるNF-kB活性化を有意に抑制したがメト
ホルミンにはこの作用は認められなかった。
PDTC（NF-kB 活性阻害剤）には MCP-1 抑制作
用が認められた。 
以上の結果から、AICAR は、脂肪細胞にお

いてNF-kB活性化抑制作用も有するためにサ
イトカインによる脂肪細胞代謝障害（慢性炎
症）を初期段階およびその後の両段階で改善
できる可能性が明らかとなった。 
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