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【緒言】 

 血管内皮細胞の老化は、高グルコースにより惹起される事が報告され、動脈硬化症

の重要な原因の一つである可能性が提唱されている。また糖尿病は動脈硬化症の重要

なリスク因子であることは広く知られているが、その機序は脂質異常症による動脈硬

化症発症進展機構程には明らかになっていない。我々は糖尿病による高血糖状態が内

皮細胞の老化を促進し、動脈硬化症の一因となっている可能性を提唱してきた。一方、

高齢者には頻発する食後高血糖などの耐糖能異常についても、単に高齢者糖尿病の重

要な予備的段階である事を示すのみならず、アテローム性動脈硬化症の危険因子であ

ることが報告されている。 

 耐糖能異常でもある食後高血糖等の血糖値の変動が、糖尿病性心血管系合併症の発

症に関連している可能性も報告され、間歇的なグルコース濃度の上昇による血管平滑

筋細胞の増殖等が報告されている。これらのことから、持続的な高グルコース刺激の

みならず、グルコース濃度の変動が血管内皮細胞機能に大きな影響を及ぼしているこ

とが考えられる。しかしながら、間歇性の高グルコースの血管内皮細胞の老化や機能

への影響はまだ明らかにされていない。そこで本研究では、持続性および間歇性の高

グルコース刺激の細胞老化に及ぼす影響の違いについて明らかにするとともに、間歇

的な高グルコースによる血管内皮機能への影響を血管内皮型一酸化窒素合成酵素

（eNOS）や活性酸素種（ROS）等の影響を通じて検討した。 

 

【方法】 

1. 細胞培養 

 ヒト臍帯静脈内皮細胞（HUVEC）を用い、生理的グルコース濃度（5.5mM、NG）

培養の他、高グルコース濃度（22mM）で持続的（HG）および間歇的（N/HG）に３日

間培養を行った。間歇性高グルコース刺激の方法については、毎回 1~3 時間、1~4 回/

日にて検討した結果、細胞老化において 2〜3 時間/回、2〜4 回/日での有意な差はなか

ったため、以後の実験は 2 時間/回、2 回/日にて実施した（Fig.1）。 

2. 細胞老化の測定 

 細胞中の Senescence-associated-β-galactosidase（SA-β-gal:ライソゾーム内

で酸性下で活性化される酵素）を老化マーカーとして測定した。また同じく老化

関連タンパク質の p53、p21 および p16INK4a を Western blot 法により、DNA 損

傷を Apurinic / apyrimidinic（AP）site の測定により検討した。 

3. Telomerase activity（テロメラーゼ活性）および Telomere length（テロメア長）

の測定 

 細胞の replicative senescence(複製老化)を確認するため、テロメラーゼ活性および

テロメア長を測定した。テロメラーゼ活性の測定は Telomeric Repeat Amplification 

Protocol（TRAP）法で、テロメア長は Fluorescence in situ Hybridization（Flow Fish）

法で測定した。 
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4. 一酸化窒素(NO)および血管内皮型一酸化窒素合成酵素（eNOS） 

 細胞中の NO を DAF-2 にて測定し、培地中の一酸化窒素代謝物（NOx:NO2- + 

NO3-）を HPLC にて測定した。また eNOS を Western blot 法により測定した。 

5. 活性酸素種（ROS）の測定 

 細胞中の CM-H2DCFDA による ROS および DHE（dihydroethidium）による

スーパーオキシドアニオン（O2-）を FACS にて測定した。 

6. siRNA（small interfering RNA）による p22phox 抑制 

 siRNA により p22phox を抑制した HUVEC にて、同様に持続的高グルコースお

よび間歇性高グルコース刺激を行い、SA-β-gal 活性、O2-および AP site を測定

した。 

 

【結果】 

1. 細胞老化 

 内皮細胞中の SA-β-gal 活性は高グルコース持続刺激により増加し、間歇刺激

によりさらなる増加がみられた（Fig2A, 2B）。 

2. 老化関連タンパク質および DNA 損傷 

 p53 の発現は、間歇性高グルコース刺激によって有意ではなかったが増加する傾向で

あった（Fig.3B）。p21 および p16INK4a では間歇性高グルコース刺激によりその発現が

有意に増加した（Fig.3C, 3D）。DNA 損傷の指標である AP site についても間歇刺激に

て有意に増加した（Fig.3E）。 

3. Telomerase activity および Telomere length 

 テロメラーゼ活性は持続性の高グルコースで有意に減少する一方、間歇性高グルコー

ス刺激では減少をみとめなかった（Fig.4A）。それに伴い、28 日間の継代培養にて観察

したテロメア長も高グルコースの持続性刺激では有意に短縮したが、間歇性刺激では差

をみとめなかった（Fig.4B）。 

4. NO 産出能 

 高グルコースの持続性および間歇性の刺激おいて、eNOS（Fig.5B）、活性型リン酸

化 eNOS（Ser-1177、Fig.5C）および不活性型 eNOS（Thr-495、Fig.5D）の発現に有

意な差はみられなかった。しかしながら、細胞中の NO 産生には変化がなかったものの

（Fig.5E）、培地中の NOx 濃度は高グルコースにて有意な減少を認めた (Fig.5F)。 

5. ROS および O2- 

 細胞中の ROS は持続性および間欠性のどちらも有意に上昇したが（Fig.6A）、

O2-は特に間歇刺激のみにて有意に増加した（Fig.6B）。O2-産生酵素 NADPH 

oxidase の主要サブユニットである p22phox の発現も間歇刺激のみにて有意に増加

していた（Fig.6C）。 

6. siRNA による p22phox 抑制内皮細胞における ROS の産生および細胞老化 

 p22phox の siRNA により HUVEC における p22phox の発現の抑制が確認できた

（Fig.6D）。この p22phox 抑制細胞を用いて同様に刺激培養したところ、間歇性高
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グルコース刺激による O2-産生（Fig.6E）および SA-β-gal 活性（Fig.6F）が持続

性高グルコース刺激と同等まで減少し、AP site は生理的グルコース濃度と同等まで

減少した（Fig.6G）。 

 

【考察】 

本研究では、高グルコース濃度がヒト血管内皮細胞の細胞老化を促進することを確

認し、間歇性の高グルコース刺激においては、SA-β-gal 活性をさらに増加させるこ

とを示した。また、間歇性高グルコース刺激では、p53 や p21 よりも p16INK4a の発現

が生理的グルコース濃度や持続性の高グルコース濃度における発現と比較して、さら

なる増加を示した。これは、間歇性高グルコース刺激が p53 -p21 経路よりむしろ DNA

損傷から p16INK4a を介す経路を経て細胞老化が引き起こされている可能性が示唆さ

れた。 

 また、持続的な高グルコース下では血管内皮細胞のテロメラーゼ活性は大きく減少

し、それにともないテロメア長の短縮が観察されたが、間歇性の高グルコース刺激で

は、テロメラーゼ活性の減少およびテロメア長の短縮は認めなかった。持続的な高グ

ルコースと間歇性の高グルコースによるテロメアへの影響は異なり、間歇性高グルコ

ースでは複製老化（replicative senescence）の影響が殆ど認められないことが示唆さ

れた。 

 間歇性高グルコース刺激による血管内皮細胞の NO 産出能については、eNOS への

影響やそれに伴う NO の産生について通常グルコース濃度下と比較して有意な変化が

ない一方で、ROS の産出が高グルコース濃度下で増加し、特に間歇性高グルコース刺

激によって O2-の産出が増加した。また O2-産生酵素の NADPH オキシダーゼのサブ

ユニット p22phox の発現も間歇性高グルコース刺激によって大きく増加していた。そ

して、siRNA による p22phox の発現を抑制した内皮細胞では、間歇性高グルコース刺

激による O2--の増加を抑制し、それに続く DNA 損傷の減少、細胞老化を抑制した。

これらのことより、間歇性の高グルコース刺激による細胞老化は、持続性高グルコース刺

激に比べ O2-の産生による影響が相対的に大きく、ストレス誘導性老化（stress-induced 

senescence）であることが示唆された。 

 

【結論】 

 耐糖能異常のモデルとした血管内皮細胞への間歇性高グルコース刺激は、持続的な

高グルコース（糖尿病モデル）において観察されたテロメア長の短縮による複製老化

（replicative senescence）とは異なり、p22phox の発現の増加による O2-の増加、DNA

損傷、p16INK4a を介した別の機序（DNA 損傷や酸化ストレスによって誘導される

stress-induced senescence）により細胞老化を引き起こしたことから、動脈硬化症進

展の機序にも差がある可能性が示唆された。 
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