
― 35 ―

Nagoya J. Health, Physical Fitness, Sports Vol.42, No.1 (May 2019)
DOI: 10.18999/njhpfs.42.1.35

1．体重とレプチン
体重は摂取エネルギーと消費エネルギーの総和で規

定される。摂取エネルギーが消費エネルギーを上回れ
ば体重は増加し、逆に下回れば体重は減少する。摂取エ
ネルギーは100% 食物由来であるが、消費エネルギーは
約６割が基礎代謝、約１割が食事誘発性の熱産生、残り
の約３割が身体活動から成り立っている。エネルギーバ
ランスは中枢（脳）が担っており、脂肪細胞から分泌さ
れるレプチンというホルモンは中枢に作用することで
体重を一定に保っており、体重の恒常性維持において大
変重要な役割を果たしている１）。脂肪組織におけるレプ
チン産生は体脂肪量に比例して増減することが知られ
ており、食べ過ぎて体重が増加すると脂肪細胞が増える
のでレプチン産生は増加する２）。増加したレプチンは中
枢に作用して摂食量を減らし、逆にエネルギー消費を増
加させることで体重を減らし、結果として体重は一定に
保たれる。逆に食欲がなくて体重が減ると脂肪量が減
るのでレプチンの産生は減少し、摂食抑制作用が弱まる
ので食欲は増加し、反対にエネルギー消費は減少する
ことで体重は増加し、結果として体重はやはり一定に維
持される。例えば、マウスでは８週齢程度で性成熟に達
し、人間でいうところの成人となるが、それ以降は普通
の食事を摂取している限り体重は比較的一定に保たれ
る（図１）。こうした体重を一定に保つ仕組みをホメオ
スタシスと呼んでいるが、この状態が破綻すると肥満も
しくは極端なやせ（羸痩）をきたす。

2．肥満形成のメカニズム
肥満症は本邦を含め世界中で増加している慢性疾患

で、糖尿病、脂質異常症、高血圧、動脈硬化性疾患、癌
など様々な疾患を合併する。肥満症の原因解明にあた
り単一遺伝子病の検索から開始されたものの、遺伝子異
常が原因となる肥満症は全体の数 % 程度に過ぎず、肥
満のほとんどが後天的な原因に由来する原発性肥満で
あることが分かっている。肥満症の治療にレプチンの投
与が試みられたものの、すでに肥満状態のヒトにレプチ
ンを投与しても抗肥満作用はほとんど認められず肥満
者にはレプチンの効きが悪い状態、すなわち「レプチン
抵抗性」が生じていることが様々な臨床研究によって明
らかとなった３）-５）。こうした肥満はヒトやペットでは
認められるが野生動物では認められない。そこで食事
に注目して肥満症の成因を解析すると興味深い結果が
得られた。すなわち、総カロリーの約６割を動物性脂肪
が占めている高脂肪食をマウスに投与すると体重のホ
メオスタシスが破綻し肥満をきたすことが確認された

（図２）。このような高脂肪食は自然界には存在せず、人
工的に作り出された食べ物であり一般的にはファース
トフードに代表される食べ物が該当する。高脂肪食投
与により肥満となったマウスではヒトと同じくレプチン
抵抗性を認めるが、そもそも高脂肪食を投与すると何故
肥満になるのかという疑問が残る。違いをもたらす最初
の違いを調べるべく、マウスが高脂肪食を食べ始めた初
期の頃、まだ実質的な体重増加も生じていない段階の脳
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を調べたところ、脳内の視床下部という場所に炎症が生
じていることが分かった（図３）。Tumor Necrosis Factor

（TNF）α は炎症時に認められる代表的なサイトカインで
あるが、高脂肪食を食べた翌日には視床下部で TNFα の
発現が増強することが報告されている６）。こうした炎症
を惹起するのは脳内のグリア細胞であることが同定さ
れており、興味深いことに、高脂肪食投与によって生じ
た視床下部炎症は１週間以内であればホメオスタシス
の働きによってグリア細胞同士で炎症を抑制する作用
が発揮されるも、高脂肪食を食べ続けるとやがてホメオ
スタシスが破綻し炎症が一方的に促進していくことも
明らかとなりつつある６）。近年の報告では、こうした炎
症の継続によりエネルギーバランスを調節するニュー
ロンの機能が破壊され肥満形成へと至ることが指摘さ
れている７）。

次なる問題として、どうして視床下部炎症をきたすよ
うな食物を食べてしまうのか、という疑問が残る。演者
らの実験において、普通食を食べさせているマウスに追
加で高脂肪食を与えると、マウスは二度と普通食を選択
することはなく高脂肪食のみを食べ続け肥満をきたす
ことが確認された（図４）。また、普通食に24時間アクセ
スできる条件下で１日２時間だけ高脂肪食を与えると、
驚くべきことにマウスはその２時間で１日の摂取総カロ
リーの約４分の３を摂取することが確認され、この２時
間の高脂肪食摂取直後にマウスを解剖すると胃が異常
に緊満していることも確認された。こうした結果はマウ
スにおいて高脂肪食への依存性が形成されたことを示
唆している。実際、高脂肪食への依存は薬物依存と共通
した機序が存在することが指摘されており、動物性脂肪
への依存からの脱却は麻薬よりも困難であることを示
唆する報告もある８）。以上をまとめると、自然界には存
在しない高脂肪食を哺乳類が摂取すると、高脂肪食へ
の依存性が形成されることで食嗜好に偏りが生じ、高脂
肪食の継続摂取により視床下部炎症が生じエネルギー

バランスを調節するニューロンの機能が障害され肥満
形成へと至ることが考えられた。肥満形成の要因は多
岐にわたるため、食事内容だけで全てを説明することは
できないが、日々の食生活が生活習慣病の起点となって
いることを示す結果であり、健康増進を考える上で重要
な研究成果と考えられた。

3．PTP1B について
Protein Tyrosine Phosphatase 1B（PTP1B）はヒト胎盤

から抽出された最初の PTP で、全身に広く発現してい
る分子量50kDa の酵素であり non-receptor tyrosine phos-

phatase として主に小胞体に局在している９）。高脂肪食
摂取や加齢で PTP1B の発現は増強することが知られて
おり、PTP1B を欠損させたマウスは高脂肪食投与下で
肥満抵抗性を示し糖代謝が改善することが知られてい
る９）。PTP1Bは古典的にインスリンシグナルの調節因子
として知られていたが、近年レプチンシグナルの調節因
子であることに加え炎症シグナルの調節因子であるこ
とも明らかとなった９）。こうした背景から現在では肥満
症の病態解明における key moleculeとして注目されてい
るのみならず、抗 PTP1B 薬の開発が進められており臨
床応用が期待されている。

4．名大病院での取り組み
肥満症の内科的治療として食事療法、運動療法およ

び行動療法が知られているが、実臨床でこれらの内科的
治療を行っても肥満症の解決に至ることは稀であり、有
効な内科的治療法は未だ確立していないのが現状であ
る。一過性に減量に成功しても５年以上経過すればリ
バウンドをきたす症例が多く、エネルギーバランス調節
機構の破綻した状態を元に戻すことは容易でない。減
量の過程で必ず生じる問題は、それ以上体重を減らすま（図 3 ）

（図 4 ）
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いとして生体内で自発的に生じる基礎代謝量の減少で
ある。エネルギーバランスの収支をはかる上で、エネル
ギー消費の約６割を担う基礎代謝量の変化は患者の自
覚症状や理学所見で把握することは極めて困難であり、
実際に測定することが不可欠である。名古屋大学医学
部附属病院糖尿病・内分泌内科では、肥満患者治療の
際、呼気中の酸素および二酸化炭素の濃度と容積から
エネルギー消費量を算出する間接熱量測定機器を使用
して基礎代謝を測定しており、減量中の基礎代謝の変化
を捉えることで肥満患者の摂取エネルギーを決定する
治療法を試みている。コロキウムでは BMI50の高度肥
満患者において周術期の体重管理に間接熱量の測定が
有用であった症例を提示した。
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