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肥満の分子メカニズムに関する研究

日 高 智 美(東 京大学大学院農学生命科学研究科助教授)

緒 言

肥満は,世 間一般では美容上の問題として捉え

られることが多い。しかしながら,肥 満は,動 脈

硬化や高血圧,心 臓病などを引き起こし,ま た未

だにその原因が明らかになっていないII型糖尿病

や,同 じく成人性疾患である高脂血症との関わ り

も示唆されている重篤な疾病であり,ア メリカな

どの先進国では,社 会問題にもなっている。1994

年末の肥満遺伝子(obgene)の クローニング1)

は,肥 満の分子機構解明の糸口となり,こ の分野

の研究は,現 在急速に進展 しつつある。

肥満遺伝子産物レプチンは,脂 肪細胞由来の飽

食因子 として精力的に研究 され,様 々な標的器官

におけるサイトカインとしての作用機構 も明らか

にな りつつある。レプチンは,そ の主たる作用 と

して,標 的器官を視床下部 とし,食 欲抑制効果お

よび体熱生産効果を通じて体脂肪量を一定に保つ

働きをもつと考 えられているがi,z),その機構に

ついては未だ不明な点が数多い。古くから食欲増

進作用をもつことが知られる神経ペプチ ドY

(NPY)に ついては,肥 満遺伝子発見当初その

標的 として注目されたにもかかわらず3-5),レ プ

チンによるその遺伝子発現の抑制 についての解明

が進んでいない。本研究ではそのNPY遺 伝子発

現調節を中心にレプチンの神経における作用機構

を検討した。

1.神 経細胞株NG108・15に おける解析

レプチンによるNPY遺 伝子発現の抑制につい

てはinvivoで の結果しかなく,invitroの モデ

ルが必要であったので,い くつかの神経細胞株に

っいてNPY遺 伝子発現 を指標 に検 索を行い

NG108-15細 胞 を選 択 した。NG108-15細 胞 は

mouseneuroblastomaとratgliomaの 雑種細胞

であり,カ テコールアミン産生ニューロンのモデ

ル細胞として使用され,多 くの神経伝達物質や神

経栄養因子の受容体などを有するため,そ れらの

情報伝達機構の解析にも瀕用 される。またNPY

の遺伝子発現量が多いため,NPY遺 伝子の転写

調節機構の解析によく用いられている。

NG108-15細 胞 より常法によりRNAを 調製し

RT-PCR法 によりレプチン受容体遺伝子の発現

を調べたところ,ラ ット脳由来のRNAを 用いた

場合に比べると少量ではあるが,そ の発現が確認

された。そこでラットレプチン遺伝子cDNAを

脂肪組織RNAよ り調製 し大腸菌発現ベクターに

組み込んで発現させ,そ れを精製して,組 み替え

レプチンを得,血 清の有無やレプチン処理時問等

の条件を変えてNPY遺 伝子発現の変化をノザン

プロット法により調べた。その結果NPY遺 伝子

発現量はレプチンの処理によって減少しないこと

が判明した。Fig.1に 代表的な例を示す。その原

因としては,1)レ プチン受容体のactiveformで

あるOB-Rbisoformの 発現が他のisoformに

比べて少ないために拮抗的にレプチンの刺激が細

胞内に伝達されない可能性,2)レ プチンが受容体

に結合後におこる細胞内情報伝達に関わる因子群

に欠けているものが存在する可能性,等 が考えら

れた。
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Fig.lEffectoficvleptinonNG108-15cells
NG108-15cellsweretreatedwith50nMleptinfor36

hoursor-18hoursandNorthernblotanalysisofNPY
geneexpressionwasperformed.

2.レ プチン受容体遣伝子導入細胞における

解析

1の 結果 より考えられたOB-Rbisoformの 発

現量が少ない可能性について検討するために,

OB-Rb遺 伝子導入細胞の作製 を行 った。動物細

胞用発現ベクターに,ラ ット脳RNAか ら調製し

たOB-RbcDNAコ ード領域全長3.6kbを 導入し,

それをNG108-15細 胞にリポフェクション法によ

りトランスフェクトした。耐性マーカーであるピ

ューロマイシンにより遺伝子導入細胞を選択 し,

10種類の単一クローン由来細胞株を得た。それら

細胞株についてノザンプロット法によりレプチン

受容体mRNAの 発現を比較し,そ の中からレプ

チン受容体の発現の上昇したNG108-15-C2株 を

選び,以 降の実験 に用いることにした。NG108-

15-C2細 胞の細胞質可溶性画分を調製 し,イ ムノ

ブロット法によりレプチン受容体量およびそのチ

ロシンリン酸化量を調べたところ,用 いた抗 レプ

チン受容体抗体に反応するレプチン受容体量は

1.5倍 程度にしか上昇していなかったが,レ プチ

ン存在下でのそのチロシンリン酸化量は2倍 程度

に上昇しており,activetypeの レプチン受容体

量の比率が上昇 していることが確認された。次に,

この細胞をレプチンで処理しNPY遺 伝子発現量

の変化 をノザ ンプロット法により調べた。 また

NPY遺 伝子プロモーター領域を導入したルシフ

ェラーゼアッセイ用コンストラクトを作製 し,ル

シフェラーゼアッセイ法によりNPY遺 伝子転写

活性 の変化を測定 した。その結果,NG108-15-

C2細 胞において もNPY遺 伝子発現および転写

活性がレプチンにより抑制されないことが判明し

た。従って,NG108-15細 胞 では,NPY遺 伝子

発現抑制に関わる因子が欠落している可能性が強

く示唆された。以上の結果より培養神経細胞系に

おいてはレプチンによるNPY遺 伝子発現抑制と

いう現象がモデル化できないと判断されたため,

レプチン投与動物を用いた検討を行うことにした。

3.レ プチン脳内投与ラッ トを用いた解析

レプチン投与による摂食量の減少および視床下

部におけるNPY遺 伝子発現抑制は投与後最低10

時間はかかるという報告が多く,そ の転写調節は

タンパク質合成を介して行われると推測されてい

る。またレプチンによる食欲抑制機構は飢餓状態

ではNPYの 減少を介 し,逆 に通常時にはMSH

(melanin-stimulatinghormone)お よびMCH

(melanin・concentratinghormone)受 容体系を

介するという仮説が一般的である61)。さらに,

NG108-15細 胞 を脱分極させて細胞内へのCa2+

の流入を増加させるとNPY遺 伝子の転写活性が

Cat+/calmodulindependentkinaseII(CaM

KIDの 作用を介 して上昇する という報告があ

る8・9)。これらのことから 「飢餓状態では視床下

部弓状核(ARC)に 多数存在す るNPY生 産性

ニューロンが興奮し脱分極を起こしNPY遺 伝子

の発現を上昇させる。しかし,血 中レプチン濃度

が一定値以上に高い動物の場合には,恒 常的なレ

プチン刺激によりNPYニ ューロンの細胞体内の

CaMKII関 連因子の状態が変化 しており,絶 食

時の脱分極が抑制される。その結果NPY遺 伝子

の発現上昇が抑制される。」という仮説を考えた。
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この仮説を証明するために,レ プチンの脳内投与

の実験を行った。7週 齢のWistar系 雄ラットを

約6時 間絶食後,脳 定位固定装置を用いてレプチ

ン6.6μg/1μ1PBSを マイ クロポンプにより0.1

μ1/minの 速度でARC直 上部 に投与 し,さ らに

12時間絶食を続けたのちに断頭し直ちにARCを

摘出するという実験を行った。対照群のラットに

はPBSを 等液量投与した。

まず,レ プチンの効果を確認するためにARC

断片 よ りRNAを 調製 しRT-PCR法 に よ り

NPYmRNA量 をβ一actinmRNA量 をコン トロ

ールとして測定 した。レプチ ン投与群のNPY

mRNA量 は,従 来の報告と同様に,PBS投 与群

の約70%に 低下しており,レ プチンの投与効果が

確認された(Fig.2)。

次に,ARC断 片より細胞可溶性画分抽出液を

調製し,外 来基質の非存在下での抽出液内部基質

への[γ 一32P]ATPのinvitroで の取 り込みを

測定 し1°・11),ARC抽 出液のkinase/phosphatase

の状態を評価 した。その結果,PBS投 与ラット

より調製したARC抽 出液 を用いた場合,反 応系

にCa2+/calmodulinを 添 加 す る と[γ 一32P]

ATPの 取り込みが有意に上昇するが,レ プチン

Fig.2EffectoficvleptinonNPYmRNAinratARC

RT-PCRanalysisofNPYandβ 一actintranscriptsin

PBSandleptin-treatedARCwasperformed.Relative

¥PI'mR¥AleaelcomparedtoQ-actinmRl¥Alerelin

eachsample≪-ascalculated.Dataareexpressedas

means±S.E.M.(n=3foreachgroup).

投与ラットの場合はその上昇が観察されないこと

を見 い 出 した(Fig.3A)。 次 に こ の現 象 が

CaMKIIのkinase活 性の違いによるものかどう

かを調べるためにCaMKIIに 特異的なペプチド

基質をARC抽 出液と反応させ,CaMKII特 異的

なkinase活 性を測定した。その結果CaMKIIに

特異的なkinase活 性 はレプチン投与群 とPBS

投与群でほ とんど変化 しないことが示 された

(Fig.3B)。 さらにphosphataseの 活性が変化し

ている可能性を考 え,Ser/Thrphosphataseの

中で特 にPP2Aあ るいはPP1の 阻害剤であるオ

カダ酸を存在させて,抽 出液内部基質への[γ 一32

P]ATPのinvitroで の取り込みを測定したが,

変化 は認め られなかった(Fig.3c)。 従って,

PP2Aあ るいはPP1の 関与は否定 された。以上

の結果から,レ プチン投与ラットにおいてCa2+/

calmodulin依 存的 リン酸化の上昇が起 こらない

原因 として,脳 内に多量 に存在しているCa2+/

calmodulin依 存的脱 リン酸化酵素のカルシニュ

ー リン(CN
,PP2B)12)の 関与が考 えられた。

CNは その触媒サブユニットCN-Aと 調節サブ

ユニ ットCN-Bか らな り,Ca2+/calmodulin存

在下ではその活性はCN-Aの 量に依存している

と考 えられる。そこで,各 処理群のARCよ り

RNAを 調 製 しRT-PCR法 に よ りCN-A

mRNA量 を測定した。その結果,レ プチン投与

群ではPBS投 与群に比べてCN-AmRNA量 が

約2倍 に増加していることが明らかとなった

(Fig.4)13)。

対照 として,NG108-15-C2細 胞をレプチン存

在下あるいは非存在下で12時間培養後,50mM

KCl存 在下で6時 間培養 し細胞を脱分極させた

のちにRNAを 調製しRT-PCR法 によりCN-A

mRNA量 を測定した。その結果,NG108-15-C2

細胞 においてはレプチ ン処理によってCN-A

mRNA量 は変化 しないことが判明した。
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Fig.3EffectoficvleptinonCaM-dependentproteinphosphorylation/dephosphorylationinratARC

ARCextractsfromindividualratwereusedtoestimate(A)totalkinase/phosphataseactivity(incorporationofradioactiv-

ityof[γ 一32P]ATPintoendogenoussubstrate),(B)phosphorylationofCaMKIIspecificsubstrate,(dataaremeans±S.

E.M.,n=3foreachgroup),(C)totalkinase/phosphataseactivitywithor、vithout10nMokadaicacid(Wako,Japan)

(n=1,buttheresultwasconfirmedbyrepeatedexperiments).

以上の結果から,レ プチンは視床下部ARCに

おいてCN-A遺 伝子発現を増加 させることが明

らかになった。またNPY遺 伝子発現抑制に関し

てレプチン応答性の無いNGIO8-15-C2細 胞では

CN-A遺 伝子発現 もレプチン処理によって変化

しないことから,NPY遺 伝子発現抑制 とCN-A

Fig.4EffectoficvleptinonCN-AmRNAinratARC

RT-PCRanalysisofCN-Aand/3-actintranscriptsin

PBSandleptin-treated:SRCwasperformed.Relative

CN-AmRNAlevelcomparedtoβ 一actinmRNAIevel

ineachsamplewascalculated.Dataareexpressedas

means±S.E.v1.(n=3foreachgroup).

遺伝子発現充進には関連性があることが示唆され

た。.

以上,本 研究では,肥 満遺伝子産物レプチンの

作用機構を明らかにするため,NPYを 産生する

神経細胞およびレプチン脳内投与動物を用いて解

析を行った。その結果,レ プチン投与動物におい

てはARCのCa2+/calmodulin応 答性が見掛け

上変化していることが明らか となった。また,レ

プチンによるNPY遺 伝子の転写制御機構には

Ca2+/calmodulin応 答性Ser/Thrphosphatase

であるカルシニュー リンが関与する可能性がある

ことを見出した。

本研究を遂行するにあた り,多 大な研究助成金

を賜りました浦上食品 ・食文化振興財団に深く感

謝致します。

NG108-15-C2細 胞をご供与いただきました新

潟大学医学部教授樋口宗史先生,金 沢大学医学部
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教授三木正直先生に感謝致します。

本研究は東京大学大学院農学生命科学研究科博

士課程 ・森下猛彦氏の博士論文の一部であること

を付記します。
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ItisknownthatLeptindown-regulatesneuropeptideY(NPY)geneexpressionin

hypothalamicNPYneuronsandNPYgenetranscriptionisactivatedbyC,az+/calmodulin

(CaM)-dependentmannerinneuralcells.UnderthehypothesisthattheCaM-dependent

eventsaftermembranedepolarizationofNPYneuronsismodulatedbyleptin,theeffect

ofleptinadministratedintracerebroventricularlyontheCaM-dependentphosphorylation/

dephosphorylationinratarcuatenucleus(ARC)wasinvestigated.Thephosphorylation

inARCextractspreparedfromfastedratsincreasedbyCaM-dependentmanner,butnot

inthatofleptintreatedrats.AlthoughCaM-dependentproteinkinaseII(CaMKII)

activitywasnotaffected,theexpressionofcalcineurinwassignificantlyincreasedby

leptininARC.Theseresultssuggestthatleptinactioninfeedingbehaviormightexhibit

throughthechangesinCaM-dependentresponsesinappetiterelatedneurons.


