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緒　　　　言

　身体活動量の低下（運動不足）は、肥満や生活
習慣病のリスクを高めるだけでなく、うつ病や認
知症、アルツハイマー病（Alzheimer’s disease; 

AD）の発症リスクを高めることが知られている2）。
一方、定期的な運動習慣は、脳機能を高め、精神
疾患である認知症やうつ病の予防や治療に有効で
ある。すなわち、定期的な運動は学習や記憶を担
う海馬領域で脳由来神経栄養因子（brain-derived 

neurotrophic factor; BDNF）の発現、シナプス可塑
性、神経細胞の新生を促進させ、その結果、認知
機能向上や認知症予防に寄与する7-9）。このように、
運動介入による認知機能向上の効果を報告した動
物実験の結果は数多く報告されている一方、身体
不活動が認知機能にもたらす影響について検討し
た動物実験はほとんど行われておらず、実験動物
を用いて身体不活動のさまざまな影響を調べるた
めの研究方法もいまだに確立されていない。
　近年、運動により骨格筋から分泌され、骨格筋
自体や脳機能に有益な影響を及ぼすマイオカイン

（myokine）に注目した研究が進んでいる。マイオ
カインの 1 つである irisin は、骨格筋の peroxi-

some proliferator-activated receptor-γ co-activator-1α

（PGC-1α）刺激によって細胞膜に局在する fibro-

nectin type Ⅲ domain containing 5（FNDC5）が一
部切断されることで生成され、運動によって血中
濃度が増加する。この増加した irisinは、循環血
を介して脂肪組織に運ばれて白色脂肪組織を褐色
脂肪組織化することで全身のエネルギー代謝を亢
進させる3）。また最近の報告では、irisinが認知機
能の調節にも重要な役割を果たすことが示されて
いる。すなわち、ADモデルマウスにおいて認め
られた記憶能力の低下が、FNDC5／／ irisinの末梢へ
の投与、または脳内での FNDC5／／ irisinの過剰発
現により回復した5,6）。更に、運動の認知機能の改
善効果にも運動で誘導される irisinが関与する可
能性が示唆されている6,10）。これらの結果を踏ま
えて本研究では、マウスを不活動状態で飼育する
ことにより筋活動を制限させることが骨格筋から
の irisin分泌を妨げ、このことが認知機能低下の
要因となるか否かについて検討した。加えて、定
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期的な持久的運動介入が骨格筋からの irisin分泌
を高め、骨格筋および脳の FNDC5増加を介して
認知機能低下の予防効果をもたらすか否かについ
て検討した。

方　　　　法

Ａ．実験動物

　本研究は、日本医科大学動物実験指針に基づき、
日本医科大学実験動物倫理委員会の承認を得て行
われた（承認番号：第30-028号）。実験には 8週
齢の C57BL／／6J系雄マウスを用い、すべてのマウ
スを 1週間の予備飼育後、本実験を行った。実験
期間、食餌と飲料水は24時間自由摂取させた。
Ｂ．不活動飼育と運動トレーニング条件

　予備飼育後、すべてのマウスをマウス用トレッ
ドミル（トレッドミル速度10～15 m／／分， 5日間）
に馴化させた後、無作為に①コントロール
（Control; Cont，n= 8）、②不活動飼育（Physical 

inactivity; PI，n= 7）、 ③ 不 活 動 飼 育 ＋ 運 動
（PI+Exercise; PI+Ex，n= 7）、④不活動飼育＋運
動＋ irisin 中和抗体（PI+Ex+Anti-irisin antibody; 

PI+Ex+Ab，n= 8）の 4 群に分けた。①は、通常
のマウス用ケージで、 1ケージ当たり 4匹ずつ飼
育した。一方、マウスの日常生活スペースを狭め
てマウスの身体活動量を低下させるために、②～
④は我々の研究室で考案した不活動ケージで、 1

ケージ当たり 6匹ずつ飼育した。このケージ内で

の 1匹のマウス当たりの飼育スペースは、通常の
マウス用ケージを 6等分した広さと同じであった
（図 1 A）。③と④は、週 3回、トレッドミル速度
15 m ／／分で30分間トレッドミル走運動を行わせた。
対照的に①と②は、トレッドミル速度 0 m ／／分で
走運動を行わせず、安静状態で15分間トレッドミ
ル上に置いた。なお、④には、生体内で irisinの
働きを阻害するために、行動試験の 2週間前から
週 1日、irisin中和抗体を尾静脈投与した（10 μg

／／マウス）。①～③にはコントロール IgGを投与し
た。更に海馬神経新生を評価するため、すべての
マウスに細胞周期の S期において新たに合成さ
れた DNA に取り込まれる bromodeoxyuridine

（BrdU）を 3日間腹腔内投与（50 mg／／kg）した（図
1 B）。
Ｃ．行動試験

　上記の条件で 8週間飼育した時点で、下記の行
動試験および運動能力試験を行った。
　 1．Y字型迷路試験（Y-maze test）
　マウスを Y字型迷路装置内に置き、10分間迷
路内を自由に探索させた。マウスが測定時間内に
連続して異なる 3本のアームに進入した組み合わ
せの数（交賛行動数）を記録し、下記の式より交
賛行動率（％）を算出し、この値を作業記憶能力
として評価した。
　 交賛行動率（％） =交賛行動数÷ （総アーム進
入回数－ 2） ×100

図 1．不活動飼育プロトコール
Fig.1．Experiment protocol for physical inactivity condition in mice.

（A） Housing conditions and （B） experiment design.

Male C57BL/6J
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　 2．オープンフィールド試験（open-field test）
　マウスを四角形の試験ボックス（40 cm ×40 

cm）に入れて10分間自由に行動させ、ボックス
の中央部分に滞在した時間の割合を測定して不安
状態を評価した。
　 3．ショ糖選択性試験（sucrose preference test）
　マウスに 1％ショ糖水と水を入れた給水瓶を同
時に与えた。ショ糖水を飲む量の割合を測定し趣
向性の欠落状態を調べてうつ様症状を評価した。
　 4  ．持久的運動能力（endurance performance 

test）
　マウス用トレッドミルを用いて持久的運動能力
を評価した。トレッドミル速度 7 m ／／分でウォー
ミングアップを 2分間行い、続けて10 m／／分から
5分間隔でトレッドミル速度を 3 m ／／分ずつ増加
させてマウスが疲労困憊に至り、走れなくなるま
での走行距離を測定した。
Ｄ．ELISA 法

　解剖時に心採血より採取した血液を1000× g、
30分間遠心分離することにより、血漿を採取した。
血漿の irisin の測定には、Mouse Irisin ／／FNDC5 

ELISA Kit（NBP3-08118）を用いて行った。吸光
度値は、マイクロプレートリーダー（Thermo 

Scientific）を用いて450 nmの波長で測定した。
Ｅ．ウエスタンブロット法

　ポリアクリルアミドゲル7.5もしくは 4～20％
（SDS-PAGE）（Bio-Rad）を用いて、100 Vで70分
間電気泳動を行った。転写は PVDFメンブレン

を用いて100 mAで60分間行った。一次抗体は、
PGC-1α（1:1000, rabbit, Abcam）、FNDC5（1:1000, 

rabbit, Proteintech）、BDNF（1:500, rabbit, Santa 

Cruz）抗体を使用し、 4 ºCで振とうしながら一
晩反応させた。二次抗体は、抗 rabbit IgG抗体を
使用し、室温で90分間反応させた。発光試薬
ImmunoStar LD（Wako）を用い、撮影はスキャナー
式ウエスタンブロットイメージャー C-Digit

（LI-COR）で、バンドの定量は Image Studio 

Digits ver 4.0で行った。
Ｆ．免疫組織化学染色

　麻酔下でマウスの全身を脱血した後、脳を採取
した。採取した脳を 4％パラホルムアルデヒドで
24時間固定し、海馬歯状回を含む脳切片（40 

μm）を作製し BrdUによる分裂細胞標識法を用い
て免疫染色学的に神経新生を評価した。
Ｇ．統計解析

　得られたすべてのデータは平均値 ± 標準誤差
（means ± SEM）で示した。統計は、GraphPad 

Prism 8を用いて実施し、一元配置分散分析（One-

way ANOVA）のあと、post-hocテスト（Tukey）
を行った。統計有意差水準は P < 0.05未満とした。

結　　　　果

Ａ．身体不活動および運動による体重、筋肉・

脂肪量、血中 irisin 濃度の変化

　 8週間、1日当たりの摂餌量（データ掲示なし）
と解剖時の体重（図 2 A）、ヒラメ筋、腓腹筋重

図 2． 8週間の不活動および運動による体重、筋肉・脂肪量、血中 irisin濃度の変化
Fig.2．Changes in body weight, muscle, fat weight and plasma irisin concentration after physical inactivity and 

exercise training for 8-weeks.
（A）Body weight, （B）muscle （soleus, EDL, gastrocnemius） weight/body weight and （C）epididymal weight/body 

weight at sacrifice, （D）plasma irisin levels. Cont; Control, PI; Physical inactivity, PI+Ex; PI+Exercise, PI+Ex+Ab; 
PI+Ex+Anti-irisin antibody, EDL; Extensor digitorum longus. Values are means ± SEM. *P < 0.05, **P < 0.01（n = 
7-8 per group）.
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図 3．不活動および運動が認知機能、不安・うつ様症状および運動能力に及ぼす影響
Fig.3．Effect of physical inactivity and exercise training on cognitive function, anxiety/depression-like 

behavior and endurance performance.
（A）Y-maze test, （B）open-field test, （C）sucrose preference test, （D）endurance performance test. 
Cont; Control, PI; Physical inactivity, PI+Ex; PI+Exercise, PI+Ex+Ab; PI+Ex+Anti-irisin antibody. 
Values are means ± SEM. *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001 （n = 7-8 per group）.
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図 4．不活動および運動が腓腹筋および海馬の PGC-1α、FNDC5、BDNFタンパ
ク質発現量、海馬神経新生に及ぼす影響

Fig.4．Effect of physical inactivity and exercise training on PGC-1α, FNDC5 protein 
expression in gastrocnemius and BDNF protein expression, neurogenesis in hippocampus.

（A）PGC-1α, FNDC5 protein expression in gastrocnemius, （B）PGC-1α, FNDC5 and 
BDNF protein expression in hippocampus, （C）number of BrdU-positive cells in the 
dentate gyrus. Cont; Control, PI; Physical inactivity, PI+Ex; PI+Exercise, PI+Ex+Ab; 
PI+Ex+Anti-irisin antibody. Values are means ± SEM. *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001 
（n = 7-8 per group）.
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量は 4群間で有意な差はみられなかった。一方、
長指伸筋（Extensor digitorum longus; EDL）重量は、
PI+Ex 群が PI 群に比べ有意な高値を示し（図
2 B）、副睾丸（Epididymal）脂肪量は、PI群が他
の 3 群に対して有意な高値を示した（図 2 C）。
血中の irisin濃度は Cont群と比較して PI群で低
値傾向を示し、PI群と比較して PI+Ex群で有意
に高値を示した（図 2 D）。
Ｂ．身体不活動と運動が認知機能、不安・うつ

様症状、運動能力に及ぼす影響

　作業記憶能力を評価する Y字型迷路試験にお
いて交賛行動率は Cont群に比べ PI群が有意な低
値を示し、定期的な運動（PI+Ex群）による予防
効果が認められた。しかし、この効果は irisin中
和抗体投与（PI+Ex+Ab群）により消失した（図
3 A）。不安症状を調べるオープンフィールド試
験でフィールドの中央部分に滞在した時間の割合
は Cont 群に比べ PI 群で有意な低値を示し、
PI+Ex群が PI群と比較して高値傾向を示した（図
3 B）。うつ様症状を評価するショ糖選択性試験
では、Cont群に比べ PI群で有意な低値を示し、
定期的な運動を行った PI+Ex群は PI群に対して
有意な高値を示した。しかし、PI群と PI+Ex+Ab

群の間では有意差はみられなかった（図 3 C）。
次に持久的運動能力を評価したところ、Cont群
と PI群、両群と比較して PI+Ex群で有意な高値
を示し、PI+Ex+Ab群が PI群と比較して有意な高
値を示した（図 3 D）。
Ｃ．身体不活動と運動による骨格筋 PGC-1α、

FNDC5の発現量変化

　骨格筋（腓腹筋）の PGC-1αタンパク質発現量
は Cont群と比べ PI群で有意に低下し、PI+Ex群
では PI群、PI+Ex+Ab群と比べ有意な増加が認め
られた。また、FNDC5タンパク質発現量は、PI

群と比較して PI+Ex群のみ有意な増加が認めら
れた（図 4 A）。
Ｄ．身体不活動と運動による海馬 PGC-1α、

FNDC5、BDNF 発現量および神経新生の変

化

　海馬の PGC-1αタンパク質発現量は Cont群と
比べ PI 群で有意に低下し、PI+Ex 群が PI 群、
PI+Ex+Ab群と比較して有意に増加した。PI+Ex

群の FNDC5タンパク質発現量は PI群と比較して
増加傾向を示した。一方、定期的な運動による海
馬の PGC-1αと BDNFタンパク質発現量の増加は
irisin中和抗体投与により消失した（図 4 B）。更に、
海馬の神経新生を表す BrdU 陽性細胞数は、
PI+Ex群で PI群と比較して有意に増加し、この
増加は irisin中和抗体投与により抑制された（図
4 C）。

考　　　　察

　当研究室にて運動量測定デバイスである “nano 

tag” をマウスに埋め込んで 1日の身体活動量を測
定した結果から、本研究で用いた不活動ケージで
の飼育は標準マウス用ケージでの飼育と比較して、
マウスの身体活動量を約50％低下させる（特に暗
期に）ことを確認している（データ未公表）。し
たがって、本研究での 8週間の不活動飼育による
副睾丸脂肪量の増加は、身体活動量の低下が消費
エネルギーの低下をもたらし、余剰エネルギーが
脂肪として蓄積された結果と考えられる。そして、
この脂肪の増加は定期的な運動により抑制された。
先行研究では、持久的運動トレーニングが血中
irisin濃度を増加させ、エネルギー代謝を亢進さ
せることが報告されているが3,4）、本研究では運動
による脂肪量の低下が irisin中和抗体投与の有無
にかかわらず起こったことから、今回の運動によ
る脂肪量の低下は運動によるエネルギー消費量の
増加によるものであり、血中 irisinの関与はなかっ
たと考えられた。
　血中 irisin濃度は不活動飼育により低下して定
期的な運動により増加し、その増減は腓腹筋の
FNDC5量の変化と一致していた。この結果は、
血中 irisinが細胞、特に骨格筋の細胞膜上に露出
している FNDC5の切断に由来する考えと適合し
ており1,3,6）、生体内の irisin産生は骨格筋の使用量
に依存して変動することを示していた。しかし、
血中 irisinの主要な供給源は肝臓であるとする報
告もあり5）、運動時の血中 irisinの起源について
は更なる研究が必要である。
　Y字型迷路試験で調べた作業記憶能力は、不活
動飼育で低下し、定期的な運動はこの低下を防い
だが、運動の効果は irisin中和抗体の投与で消失
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した。この変動パターンは血中 irisin濃度、海馬
の BrdU陽性細胞数と BDNF量の変動パターンと
一致した。更に、ADモデルマウスに運動を行わ
せることにより認知機能低下が改善し、この運動
の改善効果が irisin中和抗体の投与により消失す
ることを示した先行研究結果とも一致した6）。末
梢組織から分泌された irisinは血液脳関門を通過
して脳に達し、認知機能の改善に重要な役割を果
たすことが報告されている5,6）。したがって、不活
動は血中 irisin濃度を低下させ、海馬の BDNFや
神経新生の低下をもたらして認知機能の低下を引
き起こしたこと、反対に運動は血中 irisin濃度を
増加させ、海馬の BDNFや神経新生の増加をも
たらして、結果的に認知機能の低下を防いだこと
が予想された。
　一方、不安・うつ様症状に関しても不活動によ
る改悪、定期的な運動による予防効果がみられた
が、irisin中和抗体の投与による運動効果の顕著
な消失は認められず、運動による予防効果への血
中 irisinの関与は証明できなかった。不安・うつ
様症状の発症は継続的なストレスにより引き起こ
されるため、今回のショ糖選択性試験やオープン
フィールド試験の結果には不活動飼育に由来する
ストレスの影響が含まれる可能性がある。した
がって、今回の不安・うつ様症状に対する定期的
な運動の予防効果は、運動が irisinに関係しない
ストレスの影響を抑制した結果によるもので、運
動による不安・うつ様症状の予防効果には irisin

は関与しない可能性が示唆された。

総　　　　括

　本研究では、マウスを用いて不活動飼育による
筋活動の制限が、作業記憶能力の低下、不安・う
つ様症状の発症をもたらした。一方、定期的な運
動はこれらの症状を予防する効果をもたらした。
特に運動の認知機能低下の予防効果に、運動によ
る血中 irisin濃度の増加、骨格筋、脳で上昇する

FNDC5が重要な役割を担うことが示唆された。
本実験の結果は、精神の健康を維持するための身
体活動および運動習慣の重要性を社会的に啓蒙し
ていくうえでの重要な研究成果となる。
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