
Title

The Dipeptidyl Peptidase-4 Inhibitor Teneligliptin Attenuates
Hepatic Lipogenesis via AMPK Activation in Non-Alcoholic
Fatty Liver Disease Model Mice( 内容と審査の要旨(Summary)
)

Author(s) 出田, 貴康

Report No.(Doctoral
Degree) 博士(医学) 甲第1016号

Issue Date 2016-03-25

Type 博士論文

Version none

URL http://hdl.handle.net/20.500.12099/54576

※この資料の著作権は、各資料の著者・学協会・出版社等に帰属します。



  

 
  

氏名（本籍） 
 学 位 の 種 類 
 学位授与番号 
 学位授与日付 
 学位授与要件 
 学位論文題目 

  
  審 査 委 員 

 
出 田 貴 康（岐阜県） 
博 士（医学） 
甲第  1016  号 
平成 28 年 3 月 25 日 
学位規則第４条第１項該当 
The Dipeptidyl Peptidase-4 Inhibitor Teneligliptin Attenuates Hapatic 

Lipogenesis via AMPK Activation in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease 

Model Mice 

（主査）教授 長 岡  仁    

（副査）教授 武 田   純  教授  惠 良 聖 一   

 
論 文 内 容 の 要 旨 

 
非アルコール性脂肪性肝疾患（non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD）は,その発症にイン

スリン抵抗性や耐糖能異常などが強く関与しており,近年,先進国において最も一般的な慢性肝障害

となっている。さらに NAFLD の一部は,非アルコール性脂肪肝炎（non-alcoholic steatohepatitis, 

NASH）に進展すること,また NASH のうち 10-15%程度が,肝細胞癌の発生母地である肝硬変へ進展す

ることが報告されている。NAFLD/NASH の発生機序は十分に解明されておらず,確立した薬物治療法

がないのが現状であるが,インスリン抵抗性をはじめとするメタボリック症候群の病態を改善・制御

することが,NAFLD/NASH の予防や治療に結びつくと考えられる。 

消化管ホルモンであるインクレチンは,膵β細胞からのインスリン分泌促進や膵α細胞からのグ

ルカゴン分泌抑制作用を介して血糖上昇を抑制する。インクレチンの一つである glucagon-like 

peptide-1（GLP1）は,速やかに dipeptidyl peptidase-4（DPP4）により分解されるため,DPP4 阻害

薬は GLP1 の血中濃度を上昇させることで血糖をコントロールする糖尿病治療薬として,近年臨床で

広く用いられている。今回,monosodium glutamate（MSG）投与と高脂肪食給餌によって作成された

NAFLD モデルマウスを用いて,DPP4 阻害薬 teneligliptin（TNL）の NAFLD への効果を検討した。 

【対象と方法】 

出生直後の ICR マウスに MSG（4 mg/g 体重）を皮下注射した後,雄を選別し 4 週齢より高脂肪食

を給餌し, NAFLD モデルマウスを作成した。TNL（30 mg/kg/day）を 4 週齢より飲水投与した TNL 投

与群と,通常の飲料水を使用した対照群を各群６匹ずつとし,14 週齢で体重,白色脂肪重量,肝組織

像,血清パラメーター,肝組織中の中性脂肪量,肝組織中の sterol regulatory element-binding 

protein 1c（SREBP1c）,acetyl-CoA carboxylase（ACC）,fatty acid synthase（FAS）と elongation 

of very long chain fatty acid-like family member 6（Elovl6）の mRNA レベル（リアルタイム

PCR 法）および肝組織における AMP-activated protein kinase（AMPK）とリン酸化 AMPK タンパク質

の発現量（ウェスタンブロット法）について比較検討した。 

【結果】 

解剖時,体重,肝重量,白色脂肪重量,肝体重比は,TNL 投与群と対照群の比較で有意差を認めなか

った。肝細胞の脂肪化,肝臓への炎症細胞浸潤,肝細胞の ballooning を評価項目とする NAFLD 

Activity Score（NAS）を用いて肝の病理組織（HE 染色）を検討すると,TNL 投与群で対照群に比し
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て有意に脂肪化と炎症細胞浸潤のスコアが低値であり,全体の NAS も低下していた（p < 0.05）。TNL

投与による ballooning への影響は有意差を認めなかった。血清パラメーターを解析すると,alanine 

aminotransferase（ALT）は TNL 投与群で対照群に比して有意に低値（p < 0.05）であったが,血糖

値は TNL 投与群において上昇傾向を示した。肝組織中の中性脂肪蓄積量は TNL 投与群で有意に減少

し（p < 0.05）,Oil Red-O 染色においても肝脂肪化像は改善していた。肝組織中の mRNA レベルを

解析すると,de novo 脂質生成に関わる Srebp1c,Acc,Fas と Elovl6 の発現が,TNL 投与群で有意に低

下していた（p < 0.05）。肝組織における AMPK のリン酸化レベルは,TNL 投与群で有意に上昇してい

た（p < 0.05）。 

【考察】 

今回の研究により,TNL は体重減少や白色脂肪重量を低下させる効果は示さないが,肝脂質生成と

肝脂肪化を抑制することが明らかになった。SREBP1c は哺乳類の肝臓に豊富に存在し,脂質生成の核

となる転写因子と考えられているが,臨床研究において,NAFLD 患者では健常者と比較して SREBP1c

の発現が亢進していることが報告されている。今回の研究結果は,TNL による NAFLD 進展抑制機序の

一つとして,Srebp1c をはじめとする Fas, Acc などの脂質生成遺伝子の抑制が重要である可能性を

示唆するものである。TNL は血糖降下作用を有し,糖尿病治療薬として広く臨床で用いられている薬

剤であるが,今回の検討では TNL 投与群で血糖値が上昇傾向にあった。しかしながら，血中インスリ

ン値に変動が見られなかったことから,処置時における手技的な影響の可能性が考えられる。AMPK

はエネルギーバランスと栄養代謝を制御する重要な分子であり,肝においては脂肪生成を負に制御

している。また,GLP1 が AMPK 活性化をきたすという報告があるが,本研究においても TNL 投与群で

肝における活性化 AMPK のタンパク質の発現が増加していた。したがって,TNL は GLP1 の増加と肝

AMPK の活性化を介して,肝脂肪化（中性脂肪の蓄積）および NAFLD の進展を抑制したものと考えら

れた。 

【結語】 

NAFLDモデルマウスにおいて,DPP4阻害薬TNLは肝におけるAMPKの活性化を介して,Srebp1cをはじめ

とする脂質生成に関わる遺伝子発現を制御することで肝脂肪化を抑制する可能性が示唆された。DPP4

阻害薬は,NAFLDの予防および治療において有用である可能性がある。 

 
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 

 申請者 出田貴康は,非アルコール性脂肪性肝疾患モデルマウスを用い,既存の糖尿病治療薬であ

る DPP4 阻害薬 teneligliptin が肝脂肪化を抑制することを明らかにした。本研究の成果は非アルコ

ール性脂肪性肝疾患の薬物治療につながる重要な知見であり,消化器病態学の進歩に少なからず寄

与するものと認める。 
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