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シンポジウム1
最新ゲノム解析による遺伝学的診断と運動器疾患の新たな治療戦略

8月2日（金）14：00～16：00　第1会場（伊藤謝恩ホール）

座長：伊藤美佳子　名古屋大学大学院医学系研究科

　　　小牧　宏文　国立精神・神経医療研究センター

概要
次世代シーケンシングによる全エクソーム解析の登場と普及により、圧倒的に低いコスト
と短い時間でゲノムを網羅的に解析できるようになったが、解決できない症例も多い。本

シンポジウムでは、「最新ゲノム解析による遺伝学的診断と運動器疾患の新たな治療戦略」と題し
て、全エクソーム解析に、筋病理診断や、RNAやロングリードのシーケンシングを組み合わせた
統合的ゲノム解析法について、領域の第一人者から解説していただく。さらに、運動器疾患を対象
にしたウイルスベクターや核酸医薬を用いた遺伝子治療法開発の最新動向、ミトコンドリア病を対
象にしたドラックリポジショニングの成功事例について、領域のフロントランナーからご紹介いた
だく。

S1-1 遺伝性筋疾患の統合的ゲノム診断
西野　一三　国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 疾病研究第一部

S1-2 Whole exome sequencingで解決できない症例へのアプローチ
松本　直通　横浜市立大学

S1-3 AAVベクターによる神経・筋疾患の遺伝子治療
村松　慎一　自治医科大学 神経遺伝子治療部門

S1-4 mRNA医薬の運動器疾患治療への応用
位高　啓史　東京医科歯科大学 生体材料工学研究所

S1-5 デュシェンヌ型筋ジストロフィーに対する 
アンチセンス核酸カクテル療法の開発
越後谷裕介　日本大学生物資源科学部獣医学科 実験動物学研究室

S1-6 ドラックリポジショニング医師主導治験による薬事承認： 
タウリン大量投与はMELAS脳卒中様発作再発を防止する
砂田　芳秀　川崎医科大学 神経内科学
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S1-1 遺伝性筋疾患の統合的ゲノム診断

⃝西野　一三

 国立精神・神経医療研究センター神経研究所 疾病研究第一部

国立精神・神経医療研究センターでは、AMEDの支援を受けて、筋病理診断に次世代解析を組み
合わせた統合的ゲノム解析による診断サービスを提供している。DMDおよびGNEミオパチーに
ついては単一遺伝子パネルを作製して欠失・重複なども検出できるシステムを構築し運用している。
それ以外の遺伝性筋疾患については、1．筋ジストロフィー、2．先天性ミオパチーおよび先天性筋
無力症候群、3．筋原線維性ミオパチー、4．代謝性ミオパチーの4つのターゲットリシークエンス
パネルを作製し、筋病理所見に基づいて適切なパネルを選んで解析を行っている。これらのパネル
で変異が同定されない場合には、両親や同胞の検体を併せて解析することを原則として、全エクソ
ーム解析を行っている。本講演では、これまでに得られた知見と問題点について議論したい。
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S1-2 Whole exome sequencingで解決できない症例へのアプローチ

⃝松本　直通

 横浜市立大学

希少難病の標準解析プラットフォームであるwhole exome sequencing（WES）を用いた原因解
明率は、世界的にも30%程度であり、実は解決できない症例の方が多い。この残り70%程度を解
決するための方策として、RNA sequencing（RNA-seq）とLong read sequencing（LR-seq）が
有効である。
我々は、筋疾患を解析モデルとして、罹患筋組織のRNA-seqを行った。解析のための条件検討と
パイプラインを構築、これを用いてWESで原因未解明のネマリンミオパチー（NM）6例の筋組織
のRNA-seqを行い原因解明を試み、NM4例で未同定のもう片方のNEB変異が同定されRNA-
seqの有用性が明らかとなった（4/6 = 67%で原因解明）。
さらにLR-seqではPacbio社SequelあるいはOxford nanopore社PromethIONなどのLR-seq
を用いて原因解明を試みている。Short read sequencingにない強みとして20 bp以上の欠失や
重複、あるいはrepeat領域の伸長などの同定にも優れる。本講演でこれらの取り組みにの現状つ
いて報告する。
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S1-3 AAVベクターによる神経・筋疾患の遺伝子治療

⃝村松　慎一

 自治医科大学 神経遺伝子治療部門

アデノ随伴ウイルス（AAV）ベクターを応用した遺伝子治療が急速に発展している。霊長類の
AAVは100種類以上の遺伝子型が分離されているが、いずれも病原性はない。細胞の核内に導入
された遺伝子はエピゾームに存在し、染色体への組み込みはまれなため安全性は高い。Parkinson
病、脊髄性筋萎縮症、血友病、網膜色素変性症などに対する遺伝子治療の治験が200件以上実施
されているが、AAVベクター自体に起因する重大な有害事象は生じていない。筋疾患への応用で
は、搭載する遺伝子サイズの制約（約4kb）を回避すべく、機能ドメインのみを搭載する方法や、
複数のベクターを同時に発現させる方法などに加え、ゲノム編集技術を応用した研究が進んでいる。
全身の筋肉へ遺伝子導入するためには血管内投与による送達技術とともに、高力価のベクターを低
コストで製造する技術開発も必要となる。
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S1-4 mRNA医薬の運動器疾患治療への応用

⃝位高　啓史

 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所

mRNA医薬は、mRNAを体内に直接投与して、コードされたタンパク質を標的細胞で発現させて
治療を行う医薬品である。近年世界的に研究開発が活発化しており、近い将来の実用化が期待され
る。mRNAは核への輸送が不要で、ゲノムへの挿入変異リスクも無いため、安全性に優れる一方、
mRNAは生体内では極めて不安定な物質であり、その効率よい生体内投与にはDDS技術が不可欠
である。mRNAは原理的にどのようなタンパク質でも産生することができ、酵素補充療法や成長
因子徐放など分泌因子を局所または全身に徐放させる目的だけで無く、標的細胞のシグナル制御、
分化誘導などを通じて、再生医療やゲノム編集治療への応用も期待される。本発表では、骨格筋や
骨・軟骨へのmRNA投与を始めとする、mRNA医薬の運動器疾患治療への応用を自験例を含めて
紹介し、共に考えていきたい。
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S1-5
デュシェンヌ型筋ジストロフィーに対する 

アンチセンス核酸カクテル療法の開発

⃝越後谷　裕介［1］、Kenji R.Q. Lim［2］、William Duddy［3］、武田　伸一［4］、 
青木　吉嗣［4］、横田　俊文［2］

 ［1］日本大学生物資源科学部獣医学科 実験動物学研究室 
［2］アルバータ大学医学部 医療遺伝学科 
［3］アルスター大学 
［4］国立精神・神経医療研究センター神経研究所 遺伝子疾患治療研究部

デュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）は、DMD遺伝子の変異に伴うジストロフィン蛋白質の
欠損によって発症する。アンチセンス核酸（ASO）を用いたエクソン・スキップ療法は、短縮型ジ
ストロフィンを誘導できるため、DMDに対する有望な治療法として期待されている。我々はこれ
まで、治療効果の増大と適応患者の拡大を目指し、ASOカクテル剤を用いたマルチエクソン・ス
キップ療法の開発に取り組んできた。今回、独自のASOスクリーニング法を用いて、変異ホット
スポット領域内のそれぞれのエクソンを確実にスキップするASO一式の開発に成功した。この一
式から変異に適合するよう調整したASOカクテル剤を用いて、我々はヒトDMD遺伝子において
複数の標的エクソンを効率的かつ同時にスキップできることを明らかにした。本発表では、DMD
における変異適合型ASOカクテル療法の臨床応用への可能性と課題について議論したい。
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S1-6
ドラックリポジショニング医師主導治験による薬事承認： 
タウリン大量投与はMELAS脳卒中様発作再発を防止する

⃝砂田　芳秀［1］、大澤　裕［1］、西松　伸一郎［2］、萩原　宏毅［3］、後藤　雄一［4］、 
太田　成男［5］

 ［1］川崎医科大学 神経内科学 
［2］川崎医科大学 自然科学 
［3］帝京科学大学医療科学部 理学療法学科 
［4］国立精神・神経医療研究センター 疾病研究第二部 
［5］順天堂大学大学院 医学研究科寄付講座（パーキンソン病病態解明研究講座）

ミトコンドリア病MELASは、ミトコンドリアtRNALeu(UUR)遺伝子領域の一塩基変異により脳筋症、
乳酸アシドーシス、脳卒中様発作を呈する稀少難病である。鈴木らは正常ミトコンドリアtRNALeu(UUR)

アンチコドンにはタウリン修飾が認められるが、MELAS変異ミトコンドリアtRNALeu(UUR)では修
飾が欠損、コドン認識が障害されることから、基本病態を「tRNA修飾異常病」と提唱した。タウ
リンは1987年に心不全・高ビリルビン血症を適応に承認された既存薬である。われわれはタウリ
ン大量投与で2名のMELAS患者の脳卒中様発作が9年以上完全抑制という先行研究を基盤に、
2013年から全国10施設で、医師主導治験を実施し、投与後4年間、脳卒中様発作回数は、投与前
と比較し有意に低下した。2019年2月、未承認薬迅速実用化スキームによりMELAS脳卒中様発
作の適応追加が承認された。
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シンポジウム2
スポーツの周辺にある先端科学

8月3日（土）9：30～10：50　第1会場（伊藤謝恩ホール）

座長：秋本　崇之　早稲田大学 スポーツ科学学術院

　　　澤田　泰宏　国立障害者リハビリテーションセンター

概要
来年、2020年には東京オリンピック・パラリンピック競技大会が日本において開催され
る。また、それに先立ち今年はラグビーワールドカップ2019、さらに2021年にはワー

ルドマスターズゲームズ2021関西が同様に日本において行われる。日本では今後3年スポーツの
メガイベントが相次いで開催されるため、この3年間はゴールデン・スポーツイヤーズと呼ばれて
いる。
筋は、運動に必要な「動力」を生み出し、スポーツにも深く関わる器官である。本シンポジウムで
は、スポーツに関連した研究をされている多様な研究者をお招きし、様々な角度から、それぞれの
ご研究に関してご講演をいただく。

S2-1 スポーツ栄養学における最近の動向
寺田　新　東京大学大学院総合文化研究科

S2-2 国立スポーツ科学センターにおける栄養サポートの実際
近藤　衣美　国立スポーツ科学センター スポーツメディカルセンター

S2-3 「運動ってなんだ？」Exercise is Mechanical Stress： 
身体へのメカニカルストレスとしての運動の抗炎症作用
澤田　泰宏　国立障害者リハビリテーションセンター病院 臨床研究開発部

S2-4 運動様式と骨格筋適応の関係性
小笠原　理紀　名古屋工業大学 生命・応用化学専攻



−33−

S2-1 スポーツ栄養学における最近の動向

⃝寺田　新

 東京大学大学院総合文化研究科

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を翌年に控え、スポーツ栄養学に対する興味・
関心も高まっており、パフォーマンス向上のための新たな栄養学的手法も次々と報告されている。
そのような中、最近のスポーツ栄養学におけるトレンドとして、「トレーニングに対する骨格筋の
適応機序に基づいた手法」というものが挙げられる。身体トレーニングに対して骨格筋は大きな適
応を示すが、その詳細な分子メカニズムが解明されつつある。例えば、持久的トレーニングに対す
るミトコンドリアの適応においては、AMPK、PPARβ/δ、PGC-1αなどが関与していることが
明らかとなっているが、これらの分子を効率よく活性化できるような栄養学的手法の開発が現在進
められている。本シンポジウムでは、そのような新たな手法を紹介しながら、スポーツ栄養学の今
後の方向性などについても議論していきたいと考えている。
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S2-2 国立スポーツ科学センターにおける栄養サポートの実際

⃝近藤　衣美

 国立スポーツ科学センタースポーツメディカルセンター

国立スポーツ科学センター（JISS）を利用されるアスリートは、国際大会でのメダル獲得や入賞を
目指して日々練習している。我々は、その目標に少しでも近づけるよう、栄養面からサポートを
行っている。2001年頃からevidence based nutrition（EBN）という言葉が使われ始め、近年で
は科学的根拠に基づいた栄養サポートを行うことが求められている。しかし、トップアスリートは
競技成績だけを見てみても一般集団の外れ値と言え、トップアスリートを対象とした科学的根拠が
少ない現状がある。そのため、JISSでは国内外の先行研究を参考にした栄養サポートを実施し、競
技現場から出た課題を研究で解決し、現場でのサポートに活用している。さらに、競技団体スタッ
フや他分野のスタッフと連携してサポートを実施できる点も特徴の一つであるだろう。本講演では、
JISSでの栄養サポートの例から、競技現場での公認スポーツ栄養士の役割について考えたい。
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S2-3
「運動ってなんだ？」Exercise is Mechanical Stress： 
身体へのメカニカルストレスとしての運動の抗炎症作用

⃝澤田　泰宏［1］、﨑谷　直義［2］、前川　貴郊［2］、斎藤　久美子［2］、徳永　正邦［2］、 
長尾　元史［2］、吉野　大輔［3］、緒方　徹［2］

 ［1］国立障害者リハビリテーションセンター病院 臨床研究開発部 
［2］国立障害者リハビリテーションセンター研究所 運動機能系障害研究部 
［3］東北大学 学際科学フロンティア研究所

「適度な運動」は、筋骨格系の障害から高血圧・糖尿病／メタボリック症候群といった生活習慣病、
さらには認知障害まで、症状・障害の改善に幅広く有効であり、まさに「Exercise is Medicine

（運動は万能薬）」と言える。しかし、その背景となる分子メカニズムには不明な点が多い。運動動
作は、例外なく身体局所の変形・圧分布変化を生むので、その部の細胞にメカニカルストレスが加
わるか、細胞が置かれるメカニカルストレス環境が変化する。身体運動の効果は運動動作で生じる
細胞へのメカニカルストレスを介している、言い換えれば「Exercise is Mechanical Stress」で
あることを示そうとしている講演者のグループは、この方向での研究成果の第一弾として、マッサ
ージ様の周期的局所圧迫がその部のマクロファージの機能を修飾することで、身体不活動による筋
萎縮及び炎症反応を抑制すること明らかにした。
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S2-4 運動様式と骨格筋適応の関係性

⃝小笠原　理紀

 名古屋工業大学 生命・応用化学専攻

骨格筋量・機能の低下は、多くの生活習慣病罹患率、死亡率、認知機能低下率を上昇させる独立し
た因子であるとのエビデンスが蓄積されてきている。運動は、持久性運動のような低強度長時間運
動によるエネルギー基質利用能の向上などのマラソンランナーのような適応から、レジスタンス運
動のような高強度短時間運動による筋肥大などのボディビルダーのような適応まで、骨格筋におい
てその負荷強度や刺激時間に応じて幅広い適応を生み出すことができる。したがって、骨格筋がど
のようにして運動による様々な刺激を読み取り、刺激に応じた適応を生み出すのか理解することは、
運動パフォーマンスの向上のみならず、我々の健康の維持・増進に大きく貢献すると考えられる。
本講演では、レジスタンス運動と持久性運動それぞれに特徴的な分子応答について紹介し、特に運
動による骨格筋の肥大適応に必要なメカニズムについて考察したい。



−37−

シンポジウム3
筋機能を制御する異種細胞連関

8月3日（土）13：20～14：40　第1会場（伊藤謝恩ホール）

座長：上住　聡芳　東京都健康長寿医療センター研究所

　　　宿南　知佐　広島大学大学院医系科学研究科 生体分子機能学

概要
骨格筋の主たる構成細胞は筋線維であるが、筋組織が運動器としてその役割を果たすに
は、他の非筋細胞との相互作用・協調が重要になる。骨格筋という名の示す通り、筋は腱

を介して骨に連結し収縮により発生した力を伝えることで、運動器としての機能を発揮する。また、
骨格筋を随意筋たらしめているものは、運動神経とのシナプス形成にあると言える。さらに、血流
を介して筋組織に到達する免疫系細胞も筋に大きな影響を与えていることが明らかになってきてい
る。本シンポジウムでは、筋機能を語る上で欠く事のできない非筋細胞との連関について、最前線
で活躍されている研究者を招き、ご講演頂く。是非、異種細胞連関の奥深さ、面白さに浸って頂き
たい。

S3-1 骨折リスク関連遺伝子FAM210Aの筋組織、骨量の制御機構の解明
田中　賢一郎　島根大学医学部 内科学講座 内科学第一37

S3-2 筋骨格システムを統合する腱の形成と成熟プロセス
宿南　知佐　広島大学大学院医系科学研究科 生体分子機能学

S3-3 運動骨格筋内微小領域（運動筋ニッチ）における好中球の役割
神﨑　展　東北大学大学院医工学研究科

S3-4 筋細胞と運動神経細胞の連関、神経筋接合部
西宗　裕史　カンザス大学医学部 解剖と細胞生物学科
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S3-1
骨折リスク関連遺伝子FAM210Aの 

筋組織、骨量の制御機構の解明

⃝田中　賢一郎

 島根大学医学部 内科学講座内科学第一

GWASにより、骨折リスクを増加させる新規遺伝子としてFAM210Aが抽出された（Nat Genet 
2012）。今回FAM210Aの全身欠損マウス（TFAM210A-/-）と筋特異的欠損マウス（TFAM210A 
Mus-/-）は、対照群と比較し握力、四肢筋量が低下した。TFAM210A-/-では骨密度、力学的骨強
度、骨形成の低下、破骨細胞活性の増加や骨微細構造の脆弱性を認めた。さらに、雄のTFAM210A 
Mus-/-では骨密度が低下し、破骨細胞活性が上昇した。FAM210Aは筋細胞のミトコンドリアに
存在したが骨での発現は認めなかった。DNAマイクロアレイでは、TFAM210AMus-/-の筋細胞
では対照群と比較し、筋関連因子が減少し、破骨細胞誘導因子Mmp12が増加した。以上より、
FAM210Aは筋量増加に重要であり、マイオカイン発現を介した骨外骨代謝制御因子である可能
性が示唆された。
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S3-2 筋骨格システムを統合する腱の形成と成熟プロセス

⃝宿南　知佐

 広島大学大学院医系科学研究科 生体分子機能学

筋膜とも連続性を有する腱は、筋骨格システムを構成する組織コンポーネントが一体化して機能す
るために欠かせない役割を果たしている。成熟した腱細胞が産生したI型コラーゲンを主体とする
線維は、腱組織内にとどまらず、隣接する筋と骨へ侵入することによって、物理的に筋と骨を強固
に連結している。骨格筋と腱の連結部は筋腱接合部（Myotendinous Junction：MTJ）、腱と骨の
連結部は、骨腱接合部（Osteotendinous Junction：OTJ）と呼ばれる。OTJは、まず、軟骨腱接
合部（Chondrotendinous Junction：CTJ）として形成され、硝子軟骨が骨に置換されることに
よって完成する。前駆腱細胞・腱細胞は、basic helix-loop-helix型の転写因子であるScleraxis

（Scx）を発現している。CTJ/OTJ近傍には、Scx+/Sox9+細胞由来の腱細胞が集積し、骨から離
れた部位の腱、横隔膜の腱様部、MTJにはScx+細胞由来の腱細胞が局在している。Scxが欠失す
ると、腱の成熟が妨げられるだけでなく、CTJ/OTJの形成不全が認められ、骨格筋の発達も阻害
される。このように、腱は物理的に隣接する軟骨/骨と骨格筋の成長に影響を及ぼしており、筋骨
格システムが統合には、連結する組織の特性に応じた細胞群の分化成熟が不可欠である。本シンポ
ジウムでは、腱、筋、軟骨/骨の原基が相互作用して一体化するプロセスに寄与する細胞群の動態
と特性に関する最新の知見をお話したい。
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S3-3 運動骨格筋内微小領域（運動筋ニッチ）における好中球の役割

⃝神﨑　展

 東北大学大学院医工学研究科

運動時の骨格筋内への血流増加は、酸素とグルコースの十分な供給に寄与するとともに、好中球な
どの免疫系細胞の動員も促す。動員された免疫系細胞は、運動時筋損傷の修復過程に関与すること
がよく知られていたが、最近私達は比較的軽微な運動時でも好中球が速やかに動員され稼働中骨格
筋内へのグルコース取込増大を惹起し、その持久力維持に必須の役割を果たしていることを見出し
た。興味深いことに、この好中球の良性作用発現にはインターロイキン1（IL-1）の局所での産生
が不可欠であった。炎症増悪因子としてよく知られるIL-1が、適度な運動中の骨格筋内という特
殊微小環境においてはむしろ良性の免疫代謝調節システムをつかさどる働きも合わせ持つことを示
すが、その詳細は未解明である。本講演では運動時に好中球動員を伴って一過性に整備される良性
の「運動筋ニッチ」とその免疫代謝制御における重要性について述べる。
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S3-4 筋細胞と運動神経細胞の連関、神経筋接合部

⃝西宗　裕史

 カンザス大学医学部 解剖と細胞生物学科

骨格筋の筋収縮は、筋細胞膜の脱分極から始まる興奮収縮連関により達成される。この筋細胞膜の
脱分極は、化学シナプスである神経筋接合部が運動神経細胞の情報を筋細胞に伝達することにより
起こる。この様に、神経筋接合部は骨格筋機能に必須な構造である。しかし、神経筋接合部は様々
な疾患で変性し、骨格筋の機能不全から筋萎縮を引き起こす。これらの疾患には、遺伝病（ピアソ
ン症候群）、自己免疫疾患（重症筋無力症MG、ランバート・イートン筋無力症候群LEMS）、神経
疾患（筋萎縮性側索硬化症ALS、脊髄性筋萎縮症SMA）などが含まれる。本シンポジウムでは、神
経筋接合部を構成する分子メカニズムを概観し、疾患の病因について解説する。さらに、我々の研
究室が取り組む神経伝達物質放出部位（アクティブゾーン）の超高解像度顕微鏡を用いた解析につ
いて紹介する。
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シンポジウム4
筋と他臓器との連関

8月3日（土）14：50～15：50　第1会場（伊藤謝恩ホール）

座長：齋藤　琢　東京大学大学院医学系研究科整形外科学

　　　二川　健　徳島大学大学院医歯薬学研究部生体栄養学分野

概要
筋は運動を担う組織であるが、代謝、分泌など様々な機構を介して生体の維持に深く関係
している。本シンポジウムでは、新しい切り口で筋研究を展開している3名の先生方にご

講演頂き、筋研究の広がりについて理解を深めたい。

S4-1 サルコペニアからダイナペニアの時代へ
矢可部　満隆　東京大学医学部附属病院 老年病科

S4-2 筋・骨連関とマイオカイン
梶　博史　近畿大学医学部 再生機能医学

S4-3 内科の観点からみたサルコペニアと骨格筋ミトコンドリア代謝の 
改善に基づくサルコペニア治療
宮下　和季　慶應義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科
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S4-1 サルコペニアからダイナペニアの時代へ

⃝矢可部　満隆

 東京大学医学部附属病院 老年病科

サルコペニアは筋肉量と筋力の低下をきたす症候群であり、高齢者の身体障害や死亡のリスクを高
める。以前は低筋量が診断の必須項目であったが、筋力がより重要な因子であることが徐々に認識
されつつある。2019年のThe European Working Group on Sarcopenia in Older People 2

（EWGSOP2）は、筋力を上位に置いた新しい診断基準を策定した。筋力低下＝ダイナペニアが主
流の時代の到来を予感させる。
後半ではサルコペニア/ダイナペニアの対策について概説する。
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S4-2 筋・骨連関とマイオカイン

⃝梶　博史

 近畿大学医学部 再生機能医学

サルコペニアと骨粗鬆症が相互に関連する知見が集積され、骨格筋と骨の相互関連（筋・骨連関）
についても、研究分野として注目されてきている。筋・骨連関として、局所的な関連と離れた器官
としての関連に分けることができるが、骨格筋がマイオカインとして血中に生理作用をおよぼす生
理活性物質を分泌し、そのマイオカインが骨に作用を及ぼす機構の存在が想定される。マイオカイ
ンは運動などの筋活動の亢進によりその産生が増加し、マイオスタチンやアイリシンはその代表的
なマイオカインである。一方、不動状態や重力変化などのメカニカルストレスが低下した状態によ
り誘導されるマイオカインとして、私共は、不動状態マウスを用いて、アイリシンの産生が低下す
ることを示した。一方、重力変化により変化して骨に作用するマイオカインとしてフォリスタチン
を見出した。さらに、マウスで、メカニカルストレス低下により、骨制御に重要な古典的Wntシ
グナルの阻害因子の一つの発現が増加し、重力の増加により発現が低下することを見出した。
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S4-3
内科の観点からみたサルコペニアと骨格筋ミトコンドリア代謝の 

改善に基づくサルコペニア治療

⃝宮下　和季［1］、藤井　千華子［1］

 ［1］慶應義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科

2000年に世界保健機構（WHO）が健康寿命の概念を提唱して以来、転倒・骨折から寝たきりに至
る、典型的な健康寿命短縮の根幹をなす要因として、サルコペニアが脚光を浴びた。サルコペニア
が、要介護の要因となるのみならず、心血管病発症、さらには総死亡増加の要因となることが大規
模な疫学調査で明らかにされ、内科の観点からもサルコペニアに注目が集まることになった。今回
のシンポジウムでは、臨床内科医の立場からの、サルコペニア理解、サルコペニア対策について論
じたい。サルコペニアの原因は様々であるが、どのような原因であっても、骨格筋の蛋白合成の低
下が指摘されている。したがって、サルコペニアは骨格筋の代謝障害と捉えられるが、最近の検討
ではミトコンドリアの代謝障害が骨格筋代謝を変容させ、サルコペニアを惹起しうると注目されて
いる。そこで我々は、骨格筋ミトコンドリア代謝を改善する作用を有することが知られている天然
アミノ酸である、5-aminolevulinic acid（ALA）がサルコペニアならびに身体能力、体重、耐糖
能に与える効果につき検討した。C57bl6マウスに0.03％ALA含有餌飼料を8週齢から8週間与
え、身体能力などの評価を行い、その後マウスを解剖し骨格筋のミトコンドリア関連分子、筋肉量、
筋肉量制御因子を解析した。ALA投与マウスでは、筋力・持久力の向上を認め、骨格筋のミトコ
ンドリア量の増加に加え、筋量の増加を認めた。定量的PCR法では骨格筋のミトコンドリア活性
化因子（PGC1α、UCP3、ATPsyn、Cox4i1）の発現亢進、筋肉分解因子（Atrogin1、Murf1）
の発現低下を認めた。大腿四頭筋のメタボローム解析を行うと、筋量増加作用を有するアミノ酸で
ある分岐鎖アミノ酸（ロイシン、イソロイシン、バリン）の増加が、ALA投与マウスで認められた。
以上ALAは骨格筋ミトコンドリアの活性化に加え、骨格筋量の増加により筋力・持久力を改善し
た。これらの結果を踏まえ我々は、握力低下をきたした外来患者に対するアミノレブリン酸投与の
臨床研究を計画し、AMED循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策事業の研究課題として、ミトコ
ンドリア代謝の改善による新しいサルコペニア治療の開発を目指した検討を続けている。
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シンポジウム5
細胞生物学からみた骨格筋の恒常性維持・疾患

8月3日（土）16：00～17：00　第1会場（伊藤謝恩ホール）

座長：林　晋一郎　国立精神・神経医療研究センター神経研究所 疾病研究第一部

　　　深田　宗一朗　大阪大学大学院薬学研究科 筋幹細胞創薬PJ

概要
骨格筋は筋線維をはじめとして、筋サテライト細胞、血管、間質細胞など多種多様な細胞
で構成されている。筋ジストロフィー研究を基盤として、筋線維で本質的に働く分子が同

定され骨格筋生物学は発展してきた。筋分化についてもMyoDの発見により、骨格筋の分化モデ
ルは他の細胞分化モデルの手本となった。筋サテライト細胞についても、Notchシグナルなどそ
の機能維持に関わる分子が次々に報告されている。しかし、Notchシグナルと疾患との関連や、
骨格筋を構成する細胞同士のクロストーク、細胞の分化とエネルギー代謝機構の関連性などは十分
に理解されていない。本シンポジウムでは、3名のシンポジストの先生方に「Notchシグナルと骨
格筋恒常性維持・筋疾患」、「筋サテライト細胞と血管のクロストーク」、「筋サテライト細胞の分化
におけるエネルギー代謝調節」について、最新の結果をご発表頂く。

S5-1 O-グルコース糖鎖修飾による衛星細胞における 
Notchシグナル制御の重要性
竹内　英之　名古屋大学大学院医学系研究科 機能分子制御学

S5-2 サテライト細胞の活性化と分化はサーカディアンリズムによって 
調節されており、効率的な筋再生は夜におこなわれる
朝倉　淳　ミネソタ大学医学部 幹細胞研究所

S5-3 骨格筋衛星細胞の維持・分化における糖代謝制御の重要性
瀬原　淳子　京都大学 ウイルス・再生医科学研究所
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S5-1
O-グルコース糖鎖修飾による衛星細胞における 

Notchシグナル制御の重要性

⃝竹内　英之［1］、パラダス カーメン［2］、ジャファネジャド ハメッド［3］、 
ハルティワンガー ロバート［4］、ユウ ホンジュン［5］、リー フイリン［6］、 
岡島　徹也［1］

 ［1］名古屋大学大学院医学系研究科 機能分子制御学 
［2］セビリア大学 
［3］ベイラー医科大学 
［4］ジョージア大学 
［5］華中科技大学 
［6］ヴァンアンデル研究所

細胞間情報伝達を担うNotchシグナルは、衛星細胞の機能制御に重要であることが示されている
が、その詳細は明らかになっていない。Notch受容体の細胞外部位には、29-36個の上皮増殖因
子様（EGF）ドメインの繰り返し構造が存在する。近年、Notch受容体のEGFドメインの糖鎖修
飾が、その活性化に重要であることが明らかとなってきた。以前の研究で、我々は、Notch受容
体のEGFドメインにO―結合型のグルコースを直接付加する糖転移酵素POGLUT1をNotchの活
性化に必須の因子として同定した。最近、POGLUT1 p.D233E変異により、衛星細胞の数の減少
と衛星細胞におけるNotchシグナルの低下が起こり、このことが、成人後に発症する肢帯型筋ジ
ストロフィーの原因となることを見出した。本発表では、Notchシグナル制御における糖鎖修飾
の重要性について紹介させて頂きたい。



−48−

S5-2
サテライト細胞の活性化と分化はサーカディアンリズムによって 

調節されており、効率的な筋再生は夜におこなわれる

⃝朝倉　淳

 ミネソタ大学医学部 幹細胞研究所

サーカディアンリズムはマスター時計遺伝子であるBmal1/Clockを中心とした転写のフィードバッ
クループを形成することによって生じ、単離した細胞も生体と同様に24時間のリズムを刻んでい
る。我々は、夜間に骨格筋再生を誘導した方が日中よりも迅速に再生し繊維化も減少することをマ
ウスの実験から見出した。サテライト細胞はBmal1とその負の調節因子Per2を24時間周期で発
現しており、MyoDおよびMyoDの負の調節因子であるASCL4も24時間周期で発現していた。
また、サテライト細胞の活性化は筋損傷後24時間以内にMyoDの発現と共に開始されるが、夜間
に単離したサテライト細胞を培養した方がMyoDの発現・細胞分裂が数時間加速され、細胞数も上
昇していた。さらにサテライト細胞のサーカディアンリズムを同調して培養すると、Per2および
ASCL4低発現時、Bmal1およびMyoD高発現時に筋分化が効率的に行われていた。ASCL4のノッ
クアウトマウスではMyoDの周期的発現の消失により筋再生に異常をきたしていた。これらの知
見は、筋再生の新たな治療薬の開発につながり、筋トレーニング・リハビリテーションにおいても、
筋再生が遅延すると過度の繊維化が生じる可能性もある。
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S5-3 骨格筋衛星細胞の維持・分化における糖代謝制御の重要性

⃝瀬原　淳子［1］、堀　新平 ［1］、平向　洋介［2］、西邨　大吾［3］、佐藤文規［1］

 ［1］京都大学 ウイルス・再生医科学研究所 
［2］Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle 
［3］Institut Pasteur, Paris

骨格筋衛星細胞（SMSC）は通常静止状態にあるが、筋損傷などの際には筋細胞に分化し再生筋を
作ると同時に自己複製も行う。我々は、SMSCの活性化・分化の仕組みを探求し、SMSCの分化
には糖代謝の変化が重要であることを見出したので報告する。

研究の端緒は、ピルビン酸を添加するとSMSCの増殖と分化が促進される、という観察に始まる。
ピルビン酸添加によりピルビン酸デヒドロゲナーゼ（PDH）が活性化されたことから、SMSCの分
化に、解糖系からTCA回路へのエントリーを支配するPDHが必要かどうか検討した。その結果、
PDH欠損SMSCは解糖系が優位で、分化筋細胞の減少と自己複製の促進がみられ、分化誘導培地
中では筋管形成能の低下がみられた。また、PDH-cKOマウスは筋再生が不十分であった。以上、
解糖系からTCA回路へのエントリーが、SMSC分化の一つの要因であることを示した。


