
 

様式 C-19 

科学研究費補助金研究成果報告書 

平成２１年 ５月２０日現在 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

研究種目：若手研究（B） 

研究期間：2007～2008 

課題番号：19700551 

研究課題名（和文） 脂肪細胞の熱産生機能覚醒を目指した細胞応答不均一性の解析と 

 分化転換に関する検討 

研究課題名（英文） Single cell analysis system for brown and white adipocytes 

 

研究代表者 

野村 幸子(NOMURA SACHIKO) 

大阪大学・医学系研究科・特任研究員 

研究者番号：30348784 

 

研究成果の概要： 

 褐色脂肪細胞を標的とした従来の研究では、生体全体のエネルギーバランスを操作する事象
が重要視され、褐色脂肪組織丸ごとのエネルギー消費容量を測定することができれば十分な成
果が得られたものと判断されてきた。一方で、組織を構成する脂肪細胞の不均一性があるため、
これらの研究では生体のエネルギー状態に応じて変化する脂肪細胞の適応過程の本質を捉える
には不十分である。本研究では、褐色脂肪組織に含まれる脂肪細胞について個々に測定し、そ
の細胞の多様性を詳細に検討することにより、脂肪組織全体の機能変化を細胞レベルで明らか
にすることを試みた。褐色脂肪細胞は貯蔵された中性脂肪を酸化分解し熱として散逸する。こ
の褐色脂肪細胞による熱産生は細胞内に豊富に存在するミトコンドリアの機能に由来するが、
細胞内のミトコンドリアの数は個々の細胞の成熟度などの違いによって異なることが報告され
ている。そこで、単一褐色脂肪細胞におけるミトコンドリア数のカウントを目的とした、マイ
クロ流体デバイスによる測定法の確立を目指した。ミトコンドリアの擬似試料として、外径 1
μmの蛍光粒子を内径 2μmのキャピラリーを利用し泳動することで、その個数を計測すること
に成功した。また、細胞一個を捕獲・培養・破砕するマイクロ流体デバイスを開発した。さら
に、これらの技術を組み合わせ、細胞一個のミトコンドリア数の測定を試みた。この単一脂肪
細胞測定法を用いた解析から、従来の細胞集団実験や固定された組織の観察では得られなかっ
た情報が得られることが期待される。 
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１．研究開始当初の背景 
 
近年、「メタボリック症候群」の概念が定

着しつつあり、肥満を背景とした同一個体に

おける耐糖能異常や高脂血症などの代謝異

常の集積が、虚血性心疾患などの発症に関与

していることが明らかにされている。現在、

わが国でも肥満者の割合は一貫して増え続

けており、この症候群の本態を解明し予防法

を確立することは健康科学の観点からきわ

めて重要である。 
肥満やメタボリック症候群の発症に脂肪

組織が直接関与することが実証されている。

脂肪組織には褐色脂肪組織（Brown adipose 
tissue：BAT）と白色脂肪組織（White adipose 
tissue：WAT）の二種類が存在する。WATは
全身に広く分布しており、食物摂取後の余剰

エネルギーを中性脂肪の形で貯蔵し、必要に

応じて分解して脂肪酸とグリセロールの形

で全身に再供給するために特殊化した器官

である。本申請者は、この白色脂肪細胞の脂

肪分解反応とその機構を明らかにするため、

WATの脂肪細胞の懸濁液を用いてβアドレ
ナリン受容体（βadrenaline receptor; β
AR）刺激を介した細胞性応答について検討し
てきた。その結果、運動トレーニングを行っ

たラットのWAT由来の脂肪細胞では、脂肪分
解反応が亢進していることを明確にし、その

メカニズムには脂肪分解反応を調節するリ

ン酸化酵素の細胞内分布が関わっているこ

とを報告した。

WAT における脂肪分解反応の亢進は、体
脂肪の減少を誘導する可能性がある。しかし、

βAR の刺激によって白色脂肪細胞に貯蔵さ
れた中性脂肪を分解しても、遊離した脂肪酸

を消費しない限り白色脂肪細胞に再び取り

込まれ、結果的には体脂肪はほとんど減少し

ないことが報告されている。運動トレーニン

グによる脂肪分解反応の増加は、白色脂肪細

胞自身の変化に加え、運動時の骨格筋による

脂質利用の増加が大きな役割を担っている

と推定される。一方、国民栄養調査によると、

最近のわが国での肥満者の増加は多食より

はむしろエネルギー消費の減少に負うとこ

ろが大きいと考えられている。そのため、肥

満の予防法を模索する上ではエネルギー消

費の異常に注目することが重要である。実際、

多くの肥満モデル動物ではエネルギー消費

が低下しており、摂食を野生型の動物と同量

に制限しても肥満を完全には解消できない

ことが知られている。 
生体のエネルギー消費に関与する因子の一

つが、BATのミトコンドリア脱共役タンパク
質１ （Uncoupling protein 1, UCP1）であ
る。UCP1はミトコンドリアでの酸化的リン
酸化を脱共役させる活性を持っている。すな

わち、ミトコンドリアでは電子伝達系と ATP
合成がプロトン濃度勾配を介して密接に共

役しているが、UCP1はこの勾配を短絡的に
解消する特殊なチャネルである。そのため、

UCP1 が活性化されると化学エネルギーが
ATP を経ずに直接熱へと変換され散逸消費
されることになる。UCP1は、小型げっ歯類
などの熱産生部位である BAT に特異的なタ
ンパク質として見出された分子であり、非ふ

るえ熱産生による体温維持に寄与している。

寒冷曝露などの生理的刺激が加わり交感神

経系の活動が亢進すると、βAR 刺激によっ
て BAT の脂肪分解反応が惹起され、細胞内
の中性脂肪から脂肪酸が遊離する。この脂肪

酸は熱産生の基質となると同時に、UCP1を
直接活性化して発熱を引き起こす。さらに、

βAR を介する熱産生は、体温調節のための
発熱機構にとどまらず脂肪エネルギーを熱

として散逸するエネルギー消費系と考えら

れる。その証拠として、絶食により摂取エネ

ルギーが減少すると BAT の交感神経活動が
低下し UCP1 発現が減少する。それに対し、
多食では UCP1 によるエネルギー消費が増
加する。 
動物実験では、肥満解消のため開発された

βAR 作動薬はいずれも摂食量に関係なくエ
ネルギー消費を増加させ、体脂肪を減らす効

果があることが報告されている。この際、ミ

トコンドリア発生、UCP1発現増加を伴って
BATが過形成するとともに、通常はWATが
局在する鼠径部や大網の脂肪組織中にミト

コンドリアの増加と UCP1発現がみられ、細
胞の構造が BAT 由来の脂肪細胞のように変
化していることが見出されている。一方、臨

床応用についてはβAR 作動薬の効果が疑問
視されている。その理由として、ヒト BAT
は新生児には多量に存在するが成長につれ

退縮し成人では肉眼的にほとんど検出でき

ないことによる。しかし、成人でも褐色細胞

腫（pheochromocytoma）や強度の寒冷曝露
後などの交感神経亢進時には、BATが組織学
的に検出される。これらの結果から、成人で



も褐色脂肪細胞の活性化による肥満予防効

果が期待され、ヒト UCP1活性化による肥満
予防効果を再評価する機運が高まっている。 
 
２．研究の目的 
 
以上のように、ヒト UCP1活性化および褐

色脂肪細胞のミトコンドリア発生による肥

満予防効果を検討するためには、成人で潜在

している褐色脂肪細胞の機能をいかに目覚

めさせるかが重要な課題である。その鍵は、

in vivoにおいて実験動物WAT内で褐色脂肪
細胞が出現した報告である。この現象は脂肪

細胞の「分化転換」と称され WAT 由来脂肪
細胞の褐色化あるいは BAT 由来脂肪細胞の
白色化が起こることを示唆するものである。

しかし、培養細胞では集団内で細胞機能の均

一性が一定に保たれているが、脂肪組織から

調製した細胞懸濁液は不均一な脂肪細胞の

集団であることが実験の隘路となる。特に、

BAT には多くの白色脂肪細胞が混在してい
る。また、分化転換の結果、褐色化あるいは

白色化する脂肪細胞は組織中に局所的に発

生すると考えられる。これらのことから、組

織学的・形態学的な手段が用いられる場合が

あるが、免疫組織化学的方法にせよ in situ 
ハイブリダイゼーション法にせよ褐色脂肪

細胞の細胞性応答を十分に反映している実

験的手段は今のところ存在しない。したがっ

て、本研究ではまず、培養前駆脂肪細胞につ

いて検討することによって、単一細胞を対象

に熱産生を測定できるシステムを構築する。

さらに、実験動物から BATあるいはWAT由
来脂肪細胞を調製し、個々の細胞について 

解析して、不均一性を損なうことなく脂肪細

胞の機能を解析する方法を確立する。 
 
３．研究の方法 
 
脂肪組織には成熟した脂肪細胞の他に前

駆脂肪細胞が含まれている。前駆脂肪細胞は

ある程度の継代培養が可能であるとともに、

培地に分化誘導因子（甲状腺ホルモン、グル

ココルチコイド、インシュリンなど）を添加

することによって成熟脂肪細胞を得ること

ができる。本研究ではまず、調製が容易でし

かも集団内での細胞機能の均一性が一定に

保たれている培養脂肪細胞を用いて、ミトコ

ンドリア量をモニターする。続いて、実験動

物脂肪組織由来の脂肪細胞について単一細

胞を対象に熱産生能を評価する。BATあるい
は WAT から脂肪細胞を調製し、個々の細胞
について解析して、不均一性を損なうことな

く脂肪細胞の機能を解析することを目指す。 
このような現象を解析するために、既存の

細胞生物学的方法や大量のサンプルを用い

たマス測定ではなく、個々の細胞をハンドリ

ングし微小かつ微量の解析をハイスループ

ットに行うマイクロテクノロジーを導入し

た。具体的には、マイクロテクノロジーを用

いて構築した微小な空間において細胞を培

養後、細胞応答の観察およびタンパク質や遺

伝子の発現解析へと展開するシステムであ

る。しかしこれらの適用では、細胞培養を行

うために細胞の数や生育位置をコントロー

ルできてはおらず、多数の細胞を集団として

扱うか、偶然的要素が大きいまま行うに留ま

っている。逆に、単一細胞を扱うためには、

分離した細胞をひとつひとつマイクロピペ

ットなどで移動させる必要があり、ハイスル

ープット解析を行うまでには至っていない。

したがって、細胞を非侵襲的に捕獲し、必要

に応じて培養・増殖させた後に、細胞ひとつ

ひとつを分離・解析することができるマイク

ロデバイスの開発をすすめた。特に、培養液

の微小流を利用することにより、細胞懸濁液

から単一細胞を捕獲し培養が可能なマイク

ロ流体システムを適用した。 
一方、褐色脂肪細胞による熱産生は細胞内

に豊富に存在するミトコンドリアの機能に

由来するが、細胞内のミトコンドリアの数は

個々の細胞の成熟度などの違いによって異

なることが報告されている。そこで、単一培

養した脂肪細胞の機能を解析するために、ミ

トコンドリア数のカウントを目的としたキ

ャピラリー電気泳動による測定法の確立を

進めた。 
 
４．研究成果 
 
褐色脂肪細胞を標的とした肥満予防効果

に関する研究は、ヒトの知見を含めて多くの

データが集積され始めている。これらの研究

は、多くの場合、生体全体のエネルギーバラ

ンスを操作する事象が重要視され、褐色脂肪

組織丸ごとのエネルギー消費容量を測定す

ることができれば十分な成果が得られたも

のと推定される。しかし、組織を構成する脂

肪細胞の不均一性があるため、生体のエネル

ギー状態に応じて変化する脂肪細胞の適応

過程の本質を捉えるには不十分である。 
本研究では、ミトコンドリアの擬似試料と

して、外径 1μmの蛍光粒子を内径 2μmの
キャピラリーを利用し泳動することで、その

個数を計測することに成功した。また、細胞

一個を捕獲・培養・破砕するマイクロ流体デ



バイスを開発した。さらに、これらの技術を

組み合わせ、細胞一個のミトコンドリア数を

測定した。このように、褐色脂肪組織に含ま

れる脂肪細胞の細胞性応答について個々に

検討し、その細胞の多様性を詳細に検討する

ことにより、脂肪組織全体の機能変化を分子

レベルで明らかにすることを試みた。この単

一脂肪細胞の解析結果から、従来の細胞集団

実験や固定された組織の観察では得られな

かった情報が得られる可能性が高く、また現

在まで確立された方法論に基づく肥満予防

法の効率的な改善策を提案することが期待

される。 
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