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緒　　　　言

　近年、我が国では、運動不足や栄養過多による
肥満症と、それに伴う糖尿病の罹患率が上昇の一
途を辿っている。2019年国民健康・栄養調査によ
ると、肥満者の割合は特に男性で高く 3割を占め
ており、糖尿病が強く疑われる者の割合も 2割を
占めている。糖尿病合併症は患者の QOLを著し
く低下させるだけでなく、国民医療費の増大の一
因にもなっており、その予防法の確立は喫緊の課
題になっている。
　 2型糖尿病の発症には、肥満による軽度の慢性
炎症が深くかかわっている。肥満した脂肪細胞は
単球走化性因子 -1を分泌し、脂肪組織に浸潤し
た単球は炎症性 M 1型マクロファージに分化し
て、炎症性サイトカインを分泌する2）。その結果、
脂肪細胞のインスリン感受性が低下することによ
り、 2型糖尿病が発症する。したがって、マクロ
ファージの炎症性応答を抑制することは、 2型糖
尿病の発症予防に有効であると考えられている。

　一方、近年、インスリン抵抗性の代償作用によ
る高インスリン血症も、慢性炎症の発症と増悪に
深くかかわっていることがわかってきた。骨髄細
胞特異的インスリン受容体欠損マウスは、高脂肪
食による M 1型マクロファージの脂肪組織浸潤、
慢性炎症およびインスリン抵抗性が軽減した5）。
肥満マウスでは interleukin-4（IL-4）による抗炎
症性 M 2型マクロファージの活性化が抑制され
る一方、骨髄細胞特異的インスリン受容体欠損マ
ウスではこの応答が引き起こされず、高脂肪食に
よる脂肪組織の M 2型マクロファージの減少、
慢性炎症およびインスリン抵抗性が改善した3）。
すなわち、マクロファージのインスリンシグナル
伝達は、M 1型、M 2型の活性化に対して促進的、
抑制的にそれぞれ働いていることが示唆され、 2

型糖尿病の発症と進行の予防標的となり得る。
　運動は脂肪組織の脂肪分解や骨格筋の糖取り込
みを促進することから、糖尿病改善のための有効
な治療法の 1つとして用いられている。また、運
動には骨格筋のインスリンシグナル伝達を改善す
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る効果があることも示唆されている1）。しかし、
マクロファージのインスリン感受性に対する運動
の効果は不明である。本研究では、IL-4による
M 2型マクロファージの活性化に対するインスリ
ンの急性影響と運動の効果を解析することにより、
運動の抗炎症効果のメカニズムを明らかにするこ
とを目的とした。

方　　　　法

Ａ．実験動物

　10～14週齢雄性 C57BL/6Jマウスを用いた（n = 

3 ／／群）。飼育環境は、室温23～25℃、湿度50～
60％、明暗サイクル12時間（明期 7 :00～19:00，
暗期19:00～7:00）、自由摂餌とした。本研究は、
杏林大学動物実験委員会の承認を受けて実施した
（承認番号：187）。
Ｂ．マクロファージ採取

　マウスの腹腔内に4.05％チオグリコレート培地
を 2 ml投与した。 4日後、マウスを頚椎脱臼で
安楽死させた後、腹腔滲出細胞を無菌的に採取し
た。細胞を CO2インキュベータ内で 1時間培養し
た後、浮遊細胞を除き、接着細胞を腹腔滲出マク
ロファージとして実験に用いた。
Ｃ．リアルタイムPCR法

　マクロファージから抽出した RNA（ 1  μg）を
逆転写して cDNAを調製した後、7500 Real Time 

PCR System（Themo Fisher Scientific社製）を用い
て、Premix Ex Taq（Probe qPCR）（Takara Bio社製）
中で PCRを行った。プライマーとプローブを以
下に示す。
　Mgl2, forward 5’-GGA GTC TCC AAA GTT TGC 

TCT AA-3’, reverse 5’-GAG GCC CAG GGA GAA 

CAG-3’, probe #10（Roche Life Science社製）
　Rn18s, forward 5’-GGA GAA AAT CTG GCA CCA 

CAC CTT-3’, reverse 5’-CCT TAA TGT CAC GCA 

CGA TTT CCC-3’, probe #55（Roche Life Science社
製）
Ｄ．ウェスタンブロット法

　マクロファージから抽出した全細胞または核タ
ンパク質（10 μg）をサンプルバッファー中で熱
変性させた後、ポリアクリルアミドゲル電気泳動
で分離した。ポリフッ化ビニリデン膜に転写した

後、 5％ウシ血清アルブミンでブロッキングした。
1次抗体（phospho-STAT6，STAT6，YY1［Abcam

社製］，phospho-Akt，Akt［Cell Signaling Technol-

ogy社製］）は1000倍希釈して反応させた。HRP

標識 2次抗体（Jackson Immuno Research社製）は
20000倍希釈して反応させた。Western BLoT Che-

miluminescence HRP Substate（Takara Bio社製）と
反応させた後、化学発光シグナルを LuminoGraph 

I（ATTO社製）を用いて検出し、標的タンパク
質のバンドを ImageJ（National Institutes of Health

提供）で解析した。
Ｅ．自発運動

　 4 週齢雄性 C57BL/6Jマウスを対照（sedentary 

control; SC）群および自発運動（voluntary exer-

cise; VE）群に分けて10週間飼育した（n = 5～6 ／／
群）。SC群は通常ケージで飼育し、VE群は回転
カゴ（直径14 cm，幅 6 cm）付きケージ（Melquest

社製）で飼育した。回転カゴへのアクセスは24時
間可能とした。マクロファージの採取は運動停止
24時間後に既述の方法で行った。
Ｆ．免疫蛍光細胞染色法

　マクロファージを 4％パラホルムアルデヒドで
固定し、メタノールで可溶化した後、 1％ウシ血
清アルブミンでブロッキングした。 1 次抗体
（STAT6［Abcam社製］）は100倍希釈して反応さ
せた。Alexa Fluor 568標識 2次抗体（Abcam社製）
は1000倍希釈して反応させた。核は Nuclear Green 

DCS1（Abcam社製）で染色した。転写因子 sig-

nal transducer and activator of transcription 6（STAT6）
および核の局在は、Nikon BioStation IM（Nikon

社製）を用いて FL2（橙）および FL1（緑）検出
器を通してそれぞれ蛍光観察した。
Ｇ．統計解析

　データは平均値±標準誤差で示した。統計解析
には一元配置分散分析を用いた。事後解析には
Holm法を用いた。有意水準は P < 0.05とした。

結　　　　果

Ａ．IL-4によるM 2 型マクロファージの活性化

マーカー遺伝子発現に対するインスリンの急

性影響とそのメカニズム

　始めに、IL-4によるM 2型マクロファージの活
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性化に対するインスリンの急性影響を明らかにす
るため、腹腔滲出マクロファージをインスリン
（10 nM）で 3 h 刺激した後、IL-4（10 ng/ml）を
添加して更に 9 h刺激し、その活性化マーカー遺
伝子の 1つである Mgl2の mRNAレベルをリアル
タイム PCR法で分析した。その結果、IL-4によ

る Mgl2の mRNA発現誘導は、予想に反してイン
スリンによって有意に増強されることがわかった
（図 1）。この増強作用は、IL-4と同時に STAT6阻
害剤 SA1517499（500 nM）を添加するとほぼ消
失したが（図 1 A）、Akt 阻害剤 perifosine（ 5  

μM）を添加しても影響を受けなかった（図 1 B）。
　そこで、IL-4による STAT6の活性化に対するイ
ンスリンの急性影響を明らかにするため、腹腔滲
出マクロファージをインスリン（10 nM）で 3 h

刺激した後、IL-4（10 ng/ml）を添加して更に 1  

h刺激し、STAT6のリン酸化レベルおよび核内集
積をウェスタンブロット法で分析した。その結果、
インスリンによって、IL-4による全細胞内の
STAT6のリン酸化誘導はほとんど影響を受けな
かったが（図 2 A）、核内の STAT6の集積は有意
に増強されることが判明した（図 2 B）。
Ｂ．インスリンによるM2型マクロファージ活

性化の増強に対する運動の効果

　次に、インスリンによる M2型マクロファージ
活性化の増強に対する運動の効果を明らかにする
ため、SC群および VE群から採取した腹腔滲出
マクロファージをインスリン（10 nM）でそれぞ
れ 3 h 刺激した後、IL-4（10 ng/ml）を添加して
更に 6 h刺激し、Mgl2の mRNAレベルをリアル

図 1．IL-4による M2型マクロファージの活性化に対するインスリンの急性影響と
STAT6および Aktの阻害剤の効果

Fig.1．Acute effects of insulin on M2-type macrophage activation by IL-4 and effects of STAT6 
and Akt inhibitors.

Peritoneal exudate macrophages were treated with 10 nM insulin for 3 h, and then further treated 
with 10 ng/ml IL-4 for 9 h in the presence or absence of an inhibitor of STAT6（500 nM 
SA1517499）（A）or Akt（5 μM perifosine）（B）. The mRNA level of Mgl2 was analyzed using 
real-time PCR. Mean ± SE（n = 3）. **P < 0.01 by one-way ANOVA and Holm’s test. IL-4; 
interleukin-4, STAT6; signal transducer and activator of transcription 6.
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図 2．IL-4によるマクロファージの STAT6の活性化に対
するインスリンの急性影響

Fig.2．Acute effects of insulin on macrophage STAT6 activa-
tion by IL-4.

Peritoneal exudate macrophages were treated with 10 nM insulin 
for 3 h, and then further treated with 10 ng/ml IL-4 for 1 h. 
Phosphorylation level （A） and nuclear content （B） of STAT6 
were analyzed using western blotting. Mean ± SE （n = 3）. 
*P < 0.05 by one-way ANOVA and Holm’s test. IL-4; interleu-
kin-4, STAT6; signal transducer and activator of transcription 
6, YY1; Yin Yang 1.
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タイム PCR法で分析した。その結果、IL-4によ
る Mgl2の mRNA発現誘導に対するインスリンの
増強作用は、SC群よりも VE群において著明に
認められた（図 3）。
　そこで、インスリンによる STAT6核内移行の
増強に対する運動の効果を明らかにするため、両
群から採取した腹腔滲出マクロファージをインス

リン（10 nM）でそれぞれ 3 h刺激した後、IL-4（10 

ng/ml）を添加して更に30 minまたは90 min刺激し、
STAT 6の核内集積をウェスタンブロット法で分
析した。しかし、IL-4による STAT6 の核内移行
に対するインスリンの増強作用は、両群ともに同
程度認められた（図 4 A）。更に、IL-4による
STAT 6の核内移行の程度は、SC群よりも VE群
のほうがむしろ抑制される傾向があり（図 4 A）、
この抑制傾向は免疫蛍光細胞染色法でも認められ
た（図 4 B）。
Ｃ．マクロファージのインスリン感受性に対す

る運動の効果

　最後に、マクロファージのインスリンシグナル
伝達に対する運動の効果を明らかにするため、
SC群および VE群から採取した腹腔滲出マクロ
ファージをインスリン（10 nM）でそれぞれ10 

min刺激した後、Aktのリン酸化レベルをウェス
タンブロット法で分析した。その結果、インスリ
ンによる Aktのリン酸化亢進は、両群ともに同程
度引き起こされていることがわかった（図 5）。
　先行研究による報告から 3-5）、M 2 型マクロ
ファージの活性化はインスリン急性刺激によって
減弱され、運動はマクロファージのインスリン感
受性を低下させることによって、肥満による慢性

図 3．インスリンによるM2型マクロファージ活性化の増
強に対する運動の効果

Fig.3．Effects of exercise on the insulin-induced augmentation 
of M2-type macrophage activation by IL-4.

Peritoneal exudate macrophages isolated from the sedentary 
control（SC）and voluntary exercise（VE）mice were treated with 
10 nM insulin for 3 h, and then further treated with 10 ng/ml 
IL-4 for 6 h. The mRNA level of Mgl2 was analyzed using real-
time PCR. Mean ± SE（n = 5）. *P < 0.05 by one-way ANOVA 
and Holm’s test. IL-4; interleukin-4.
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図 4．インスリンによる STAT6核内移行の増強に対する運動の効果
Fig.4．Effects of exercise on the insulin-induced augmentation of STAT6 nuclear trans-

location by IL-4.
（A）Peritoneal exudate macrophages isolated from the sedentary control（SC）and volun-
tary exercise（VE）mice were treated with 10 nM insulin for 3 h, and then further treated 
with 10 ng/ml IL-4 for 30 min or 90 min. Nuclear content of STAT6 was analyzed using 
western blotting. Mean ± SE（n = 5）. （B）Peritoneal exudate macrophages isolated from 
the SC and VE mice were treated with 10 ng/ml IL-4 for 3 h. Nuclear accumulation of 
STAT6 was visualized using fluorescence immunomicroscopy. IL-4; interleukin-4, 
STAT6; signal transducer and activator of transcription 6, YY1; Yin Yang 1.
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炎症を改善させる結果を予想していた。そのため、
当初の研究計画では、高インスリン血症および慢
性炎症モデルとして肥満マウスを用いた自発走運
動負荷試験を行う予定であった。しかし、予想に
反して、M 2型マクロファージの活性化はインス
リン急性刺激によってむしろ増強され（図 1，2）、
運動がこの増強効果を更に促進させる結果が得ら
れたため（図 4）、本研究では肥満マウスを用い
た自発走運動負荷試験を行わなかった。

考　　　　察

　本研究では、IL-4によるM 2型マクロファージ
の活性化は、インスリン急性刺激によって増強さ
れることが明らかになった。しかし、インスリン
抵抗性の代償作用による高インスリン血症は、
M 2型マクロファージの活性化を阻害することで、
肥満による慢性炎症を増悪させていることが近年
明らかになっている。例えば、インスリンシグナ
ル伝達を担う Cbl-associated proteinのノックアウ
トマウスの骨髄を野生型マウスに移植すると、高
脂肪食による脂肪組織重量の増加は引き起こされ
たが、M 1型マクロファージの脂肪組織浸潤とイ
ンスリン抵抗性の症状が改善した4）。骨髄細胞特
異的インスリン受容体欠損マウスでも、高脂肪食
による M 1型マクロファージの脂肪組織浸潤、
慢性炎症およびインスリン抵抗性が軽減した5）。
最近の報告でも、肥満マウスでは IL-4による
M 2型マクロファージの活性化が抑制されたが、

骨髄細胞特異的インスリン受容体欠損マウスでは
この応答が引き起こされず、高脂肪食による脂肪
組織の M 2型マクロファージの減少、慢性炎症
およびインスリン抵抗性が改善していた3）。した
がって、M 2型マクロファージの活性化に対する
インスリンの作用は、in vivo実験における高イン
スリン血症のような慢性刺激条件下では、阻害的
に働くことで炎症作用を及ぼす一方、in vitro実
験におけるインスリン刺激のような急性刺激条件
下では、促進的に働くことで抗炎症作用を及ぼす
ことが示唆された。この相反するインスリン作用
が実際に刺激の方法、様式、期間の違いによるの
かを明確にするためには、正常マウスを用いた
in vivo実験におけるインスリン投与の急性影響を
検討する必要がある。
　IL-4シグナルは、STAT6および Aktを介する大
きく 2つの異なる経路によって伝達されている3）。
IL-4によるM 2型マクロファージ活性化に対する
インスリンの増強作用は、Aktを阻害しても影響
がなかったが、STAT6 を阻害するとほぼ消失し
たことから、インスリンは IL-4による STAT6の
活性化を促進することで M 2型マクロファージ
活性化を増強していることが示唆された。このと
き、IL-4による STAT6 の核内移行がインスリン
によって増強されていたことから、インスリンは
核内の STAT6の集積を促進することでその転写
活性の増強に寄与していると考えられる。しかし、
STAT6 の核内移行の引き金となるリン酸化誘導
はインスリンによる影響を受けていなかったこと
から、インスリンは STAT6の核内輸送機構に直
接影響を及ぼしていると推定される。STAT6 の
核内輸送機構に対してインスリンシグナル伝達が
どのような経路で作用しているかについては、今
後の検討課題として残されている。
　マウスに自発運動を10週間負荷すると、IL-4に
よる M 2型マクロファージ活性化に対するイン
スリンの増強作用が促進された。したがって、運
動の抗炎症効果には、インスリン急性刺激による
M 2型マクロファージ活性化の増強に対する促進
効果が寄与している可能性が見いだされた。しか
し、IL-4による STAT6 の核内移行に対するイン
スリンの増強作用は運動による影響を受けなかっ

図5．マクロファージのインスリンシグナル伝達に対する
運動の効果
Fig.5．Effects of exercise on macrophage insulin signaling.

Peritoneal exudate macrophages isolated from the sedentary 
control（SC）and voluntary exercise（VE）mice were treated with 
10 nM insulin for 10 min. Phosphorylation level of Akt was 
analyzed using western blotting. Mean ± SE（n = 6）. **P < 0.01 
by one-way ANOVA and Holm’s test.
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たことから、インスリンは IL-4による STAT6の
核内移行を増強するが、運動は STAT6の DNA結
合活性など転写活性そのものを促進すると推察さ
れる。STAT6の DNA結合活性が運動によって実
際に上昇しているか否かについては引き続き検討
を進める。また、IL-4による STAT6 の核内移行
は運動によって抑制される傾向が認められたため、
STAT6 以外の転写因子の活性も分析する必要が
ある。
　一方、インスリンによる Aktのリン酸化亢進は
運動による影響を受けなかったことから、マクロ
ファージのインスリン感受性に対する運動の改善
効果には、Aktではなく protein kinase Cなど他の
シグナル分子が関与していると考えられる。既述
のとおり、高インスリン血症モデルである肥満マ
ウスでは、マクロファージのインスリン受容体は
M 2型の活性化を阻害することで、肥満による慢
性炎症を増悪させていることが示唆されている3）。
本研究で得られた知見と同様に、肥満マウスのマ
クロファージのインスリン感受性が運動によって
改善されて高まると仮定すると、運動は慢性炎症
およびインスリン抵抗性を増悪させることに繋が
る。そのため、肥満による慢性炎症に対する運動
の有益な効果には、マクロファージのインスリン
感受性を介したメカニズムは関与していないと考
えられる。しかし、本研究の結果から、少なくと
も正常体重条件下における運動は、脂肪分解の促
進による肥満予防に加えて、M 2型マクロファー
ジ活性化に対するインスリンの増強作用を促進さ
せることによって抗炎症効果を及ぼしている可能
性が示唆される。

総　　　　括

　本研究は、運動の抗炎症効果のメカニズムを明

らかにするため、IL-4によるM 2型マクロファー
ジの活性化に対するインスリンの急性影響と運動
の効果を解析した。その結果、 2型糖尿病の予防
と改善において重要な役割を果たしている M 2

型マクロファージ活性化に対して、インスリンが
増強作用を及ぼすとともに、この増強作用が運動
によって促進されることを明らかにした。以上よ
り、少なくとも正常マウスにおいては、運動はマ
クロファージのインスリン感受性を高めることで、
M 2型マクロファージの活性化を促進することに
よって抗炎症効果を及ぼすことが示唆された。
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