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論 文 内 容 の 要 旨 

 

 内臓脂肪型肥満を基盤とし生活習慣病を発症し得るメタボリック症候群は，重要な健康問題であ

る。非アルコール性脂肪肝疾患（NAFLD）は，メタボリック症候群の肝臓における表現型と考えるこ

とができ，そのうち 10％程度は非アルコール性脂肪肝炎（NASH）へ進展する。NASH は慢性炎症や肝

線維化を伴い，肝細胞癌を合併することが知られている。しかしながら，その詳細な発症機序は十

分に解明されておらず，また NAFLD/NASH に対する予防・治療法も確立されていないのが現状である。 

 アルギン酸ナトリウム（sodium alginate, SA）は，褐色海藻から抽出されるゲル状の多糖類であ

り，食品添加物や医薬品として広く利用されている。SA は胃内でのゲル形成により空腹感を減少さ

せるとともに，腸管での栄養吸収を緩徐にすることで，高脂血症や糖尿病，肥満に対する抑制効果

を示すことが報告されている。近年，高分子(分子量:1,300,000)のものより粘稠度が低く，経口摂

取が容易な低分子 SA（分子量：50,000）が開発され，その臨床応用が期待されている。 

本研究では，SA の経口投与が NAFLD/NASH の進展および同病態に起因する肝発癌に対して抑制的

な作用を示すかどうか，新規 NASH・メタボリック症候群関連肝発癌モデルを用いて検討した。 

【対象・方法】 

 生直後のICR系雄性マウスにmonosodium glutamate（MSG, 4 mg/kg 体重）を皮下投与し，肥満・糖

尿病およびNASH様の肝病理組織像を呈するMSGマウスを作成した。2週齢MSGマウスに肝化学発癌物質

diethylnitrosamine（DEN, 100 mg/kg 体重）を腹腔内投与したのち，通常食給餌群，5%高分子SA給

餌群，5%低分子SA給餌群の3群に分け（各群12匹ずつ），21週齢で解剖を行った。肝組織はHE染色を

行い，肝脂肪沈着・炎症細胞浸潤・肝細胞膨化の程度により，NAFLDの活動性を示すNAFLD Activity 

Score（NAS）を解析した。肝腫瘍は，肝細胞癌，肝細胞腺腫および前癌病変foci of cellular alteration

（FCA）の発生率および数について比較検討した。肝組織のオイルレッド染色および中性脂肪量測定

により，肝臓への脂肪沈着を評価した。またreal-time RT-PCR法を用いて，fatty acid synthase（FAS）, 

SREBP1c, PPAR-α, TNF-α, IL-1β, F4/80, CCL2, catalaseおよびglutathione peroxidase 1（GPx1）

の肝臓におけるmRNA発現量を解析した。TNF-α, IL-6, F4/80, CCL2に関しては，白色脂肪組織でのmRNA

発現量についても検討した。さらに，血清AST, ALT,グルコース,インスリン,総コレステロール，中

性脂肪，遊離脂肪酸，TNF-αおよび酸化ストレスのマーカーであるreactive oxygen metabolites

（d-ROM）濃度を測定し，比較検討した。 
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【結果】 

 マウスの体重および肝重量の増加は，対照群と比較して SA 投与群で有意に抑制されていた。肝腫

瘍の解析では，低分子 SA 投与群で FCA および肝細胞腺腫の発生数，肝細胞癌の発生率が低下し，高

分子 SA 投与群で肝細胞腺腫の発生率および発生数の低下がみられた。肝病理組織学的所見では，対

照群は著明な脂肪沈着，炎症細胞浸潤，肝細胞膨化を呈していたが，高分子 SA 投与群ではそれらが

いずれも抑制され，NAS は有意に低値であった。肝中性脂肪量も SA 投与群で減少していた。肝臓で

の mRNA 発現解析において，FAS および SREBP1c の低下と PPAR-α の増加が認められ，脂質生成の抑

制および脂質代謝の亢進により肝脂肪化が抑制されたと考えられた。SA 投与群において抗酸化酵素

catalase および GPx1 の mRNA 発現が増加しており，さらに，血清 d-ROM が低分子 SA 投与群で低値

であったことから，SA による酸化ストレスの抑制が示唆された。脂肪組織の mRNA 解析では，SA 投

与により炎症性サイトカインの発現が低下していた。血清 AST，ALT は SA 投与群で低下していた。

また，SA 投与群で血清インスリンが有意に低下し，インスリン感受性が改善した可能性が示唆され

た。 

【考察】 

 NASH および肥満・メタボリック症候群に関連する肝細胞癌は，今後ますます増加することが予想

される。したがって，有効な NASH の治療法さらには同病態を背景とする肝発癌に対する予防法の開

発は重要な研究課題である。本研究で用いたMSGマウスは，ヒトのメタボリック症候群を反映しNASH

様肝組織像を呈するとともに，DEN の投与により短期間で肝前癌病変のみならず肝細胞癌を発症す

ることから，NASH・メタボリック症候群に関連する肝発癌抑制薬のスクリーニング系として有用で

あると考えられた。本研究結果より，SA は NASH・メタボリック症候群関連の肝発癌過程に関与して

いるインスリン抵抗性，肝脂肪化，肝臓および内臓脂肪の持続炎症，酸化ストレスの亢進を予防・

制御することで，NAFLD/NASH の進展と肝発癌を抑制する可能性が示された。特に，従来肥満やメタ

ボリック症候群に対する有用性が報告されていた高分子 SA のみならず，低分子 SA の投与によって

同様の効果が確認されたことは，今後臨床応用を進める上で重要な知見であると考えられた。 

【結論】 

 NASH やメタボリック症候群に関わる様々な病態（肝脂肪化，肝臓および内臓脂肪の慢性炎症，酸

化ストレス,高インスリン血症）を改善・制御することは，同病態を背景とする肝発癌を抑制する上

で有効な strategy であり，SA が予防としてその一翼を担うことが期待される。 

 

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 
 申請者 宮崎 恒起は，肥満，糖尿病，NASH 様肝病理組織像を呈する肝発癌モデルマウスを用い

て，高分子 SA のみならず低分子 SA の投与が，肝脂肪化，肝機能障害，内臓脂肪の慢性炎症，およ

び高インスリン血症を改善することにより，NASH の進展ならびに肝発癌を抑制することを明らかに

した。本研究結果は，NASH の病態形成とその制御機構の解明に新たな知見を加えるものであり，消

化器病態学の発展に少なからず寄与するものと認める。 
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