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〜 がん・認知症の超早期発見と治療 〜

ります．その人のテロメア長を測定してテロメア年齢を知
プログラムを実践することや，早期に診断し治療することが重要です．
本稿では，がんや認知症のリスク評価または早期発見に対するテロメアやマイクロ
RNA（miRNA）をバイオマーカーとした検査について解説するとともに，がんの
根治に向けた核酸医薬品開発についても紹介します．

ることができれば，その人の疾患リスクを評価することが
可能です．

リンパ球のテロメア長

高齢社会を迎える中，健康長寿を達成するためには疾患リスクに応じた予防

図 2 テロメア年齢の算出

テロメア長の測定はさまざまな方法で行われていま
すが，私たちは3ステップで測定できるG-tail telomere
HPA法による「テロメアテスト」を開発しました．テロメア
テストは専用高速自動測定装置を用い，従来のサザンハ
イブリダイゼーション法［P33参照］などと比べて簡便・高

0

感度で，特に一本鎖のテロメアであるGテール長の測定
キーワード

た

マイクロRNA，核酸医薬品

20

30

40

50 60 70
提供者年齢

80

90 100

「生まれつきの遺伝子年齢」はテロメア長で測定できる

に優れています．

ひで とし

10

これらを用いて，さまざまな年齢の人から採取したリン
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テロメア長から，標準テロメア年齢を算出する系を開発し

血管内皮から放出される一酸化窒素（NO）には酸化ス

ました．この系を用いた例として，被検者のテロメア長が

トレスを打ち消す働きがあり，NOが多いほど酸化ストレ

図2の赤い星印であればテロメア年齢は約30歳，青い星

スは減弱し，少なければ血管は酸化ストレスにさらされ

印であれば約70歳ということになります．

て，動脈硬化になりやすくなります．血管内皮機能をFMD
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標準テロメア年齢

（Flow Mediated Dilation）という方法で測定して，
FMD値が低い人は心筋梗塞などの発症リスクが高いこ
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とが知られています．

す．そのため，加齢とともにテロメア長は短縮していきま

同じ年齢の人でもテロメア長に差が認められます．テロ

そこで，さまざまな年齢の健常者102名（健常群）と

メア長が短くなる要因は，細胞分裂だけではなく，炎症

心血管疾 患 患者10 2 名（患者 群）を対 象に，FM D 値

くなります．したがって，その人のテロメアの長さから細胞

や酸化ストレスなどによってGテールが短縮することでも

とGテール長，総テロメア長の関連を検討したところ，

と呼ばれるタンパク質に絡みついた構造をしており，そ

の老化状況，つまり遺伝子年齢（テロメア年齢）を知るこ

総テロメア長は短縮します．炎症や酸化ストレスは種々の

FMD値と総テロメア長の間には有意な相関は認められ

の末端には染色体末端を保護する役割をもつテロメア

とができます．一方，ヒトは年をとると，さまざまな疾患に

疾患の要因となることから，テロメア長が短いと，より早

ませんでしたが，Gテール長との間には有意な相関が認

［P32参照］と呼ばれる構造部があります．テロメアは染

かかりやすくなります．テロメア長と疾患リスクの間には

く疾患リスクが高くなります．

められ，FMD値が低いほど，つまり血管内皮機能が低い

色体本体から伸びた輪のような構造で，輪状部分はtルー

関連性があり，テロメア長が短いほど疾患リスクが高くな

動脈硬化の発症には酸化ストレスが関与しています．
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す．テロメアがある長さになると，その細胞は分裂できな
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細胞の核内には，遺伝情報が詰まった染色体が存在
します．染色体は，遺伝子の本体であるDNAがヒストン
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細胞が分裂するたびに，テロメア長は短くなっていきま

テロメアとは

Gテール長は酸化ストレスなどで短縮

患者ほどGテール長が短縮していました（図3）．また患

血管内皮機能とGテール長

二重らせん構造となっていますが，そ
ルと呼ばれます．Gテールはテロメアの

テロメアDNA

tループにGテールがもぐり込んで三重
鎖構造となっている部分はdループと

TRF1

呼ばれます（図1）．
染色体の末端がフラフラと不安定
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性に深く関与しています．
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図 1 テロメアの最末端ループ構造
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血管内皮機能障害がある患者（FMDが低値）でテロメアGテール長は短縮
血管内皮機能と総テロメア長は関連なし
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大脳白質病変とGテール長

した2）．
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と，テロメアの二本鎖の中

生活習慣病などは健康な状態から直ちに発症するの

miRNAは，約22個の遺伝子情報（塩基）からなる小分

に入り込みにくくなる結果，

ではなく，健康な状態と発症の状態との間には，発症に

子RNAで，遺伝子はコードされておらず，タンパク質合成

tループの安定性が損なわ

徐々に近づく「未病」の状態が存在します．しかし，未病

を抑制する機能を持っています．成熟miRNAは100以上

れます．ヒトの体細胞には

状態は生活環境を改善することで，健康な状態に戻るこ

の遺伝子の発現を抑制するといわれ，細胞運動や細胞

テロメアを修復するテロメ

とが可能です．

遊走，細胞増殖，細胞分化などさまざまな機能の抑制に

るメッセンジャーRNA（mRNA）のほかに，
マイクロRNA
（miRNA）などの小分子RNA［P33参照］があります．

ラーゼが通常は存在しな

630人の健常者を対象にGテール長を評価したところ，

いため，Gテールを長くする

健常者でもGテール長が短縮した高リスク群が存在しま

エクソソームが他の細胞に取り込まれると，その中に

ことはできません．そこで，

した．こうした人々は未病状態にあると考えられます．つ

あるmiRNAによってその細胞の遺伝子発現が抑制され

tループの安定性を保つた

まり，Gテール長測定は未病状態を検知する検査というこ

ます．こうしたエクソソームを介したmiRNAの細胞機能

めに，テロメアの二本鎖の

とができます．

調節機構は，さまざまな疾患の発症や抑制に関与するこ

関与します．

片側を削って一本鎖にする

また，Gテール長をモニターすることで，生活習慣など

とが知られています．例えば，がん細胞由来のエクソソー

者群は健常群に比べて，同じ年齢層でもGテールが明ら

ことで，Gテール長を維持する結果，テロメア本体が短く

の改善度を評価することもできます．したがって，テロメア

ム内にはがん細胞のmiRNAが含まれており，乳がん細

かに短縮していました1）．

なります．つまり，Gテールが障害されると，細胞の分裂回

テストは，健康長寿を達成するための検査であるともい

胞から分泌されたエクソソームは血流に乗って肺や脳へ

数にかかわらず，テロメア本体が短くなるのです．

えます．

移行します．乳がん細胞から分泌されたmiRNAが肺や

また，対象に頭部MRI検査を施行して大脳白質病変
の重症度をScheltensスコアで評価し，その重症度スコア

また，患者群では総テロメア長にかかわらず，健常群

と総テロメア長，Gテール長との関連を検討したところ，

に比べてGテール長が短縮していたことから，酸化ストレ

大脳白質病変の重症度スコアとGテール長の間に相関

スに慢性的にさらされている人などでは，Gテール長の短

が認められ，重症度が高い患者ほどGテール長が短縮し

縮に伴ってテロメア長の短縮速度が速くなり，より早く発

ていました（図4） ．この検討において，総テロメア長と

症の危険領域に入ることになると考えられます．

1）

Gテール長の間に相関が認められ，Gテール長が短いほ
ど総テロメア長も短縮されていました（図5）1）．

脳に到達しても，それだけではそれらの臓器には転移し

マイクロRNAは細胞分裂なども制御

ませんが，がん細胞が増殖して転移するようになると，自
らのmiRNAを目印にして，その臓器へ転移します．

多くの細胞からは，エクソソーム［P33参照］といわれる
直径50〜100nm程度の細胞外小胞が分泌されます．これ

さらに，透析患者203名と健常者203名のGテール長

までエクソソームは細胞内の不要なものが入ったゴミ袋

を比較したところ，透析患者は健常者と総テロメア長が

と考えられていましたが，エクソソームの中に核酸やタン

Gテール長が短くなると，総テロメア長が短くなると前

同じでも，Gテール長が短縮しており（図6），透析患者を

パク質が含まれていることが判明したことから，注目され

述しましたが，それはGテールが短くなった結果，総テロ

48カ月（中央値）観察したところ，Gテール長が顕著に短

るようになりました．

メア長も短くなったという簡単な関係ではありません．

縮すると，心血管イベントが起こりやすいことが判明しま
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を高めることが，この検討

総テロメア長とは弱い関連性

図5

B

健常者
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大脳白質病変の重症度スコア
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図4

健常者および透析患者における総テロメア長とＧテール長の関係
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図6

核 酸とは ，リボ 核 酸（ R NA ）とデオキシリボ 核 酸

エクソソームはさまざまな
食品にも含まれる
母乳中にもエクソソームが存在し，その内部には免疫
に関与するmiRNAが多く存在します．牛乳中にもエクソ
ソームが存在し，そのエクソソームからは母乳中の免疫
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れ，がん細胞由来のmiRNA量の差はがんのステージや

関与しますが，認知症に関連するmiRNAは前臨床期ア

次世代シークエンサーを用いて，一般的な牛乳と放牧

腫瘍サイズに依存していませんでした．膵がん患者や頭

ルツハイマー病段階から発現・増加します．これまでは

など特別に良好な環境で育てられた牛から採られた牛乳

頸部がん患者でもがん細胞由来のmiRNA値が健常者に

脳の機能低下がある程度進行した段階にならなければ

でエクソソーム中のmiRNAを比較したところ，両者のエ

比べて有意に高く検出され，健常者との差は腫瘍径やス

MCIや認知症を発見できず，発症前の予防介入は困難で

miRNAの測定法には，
マイクロアレイを用いる方法や

クソソーム中に含まれるmiRNAの種類には差を認めず，

テージに依存していませんでした．このように，ミアテスト

したが，miRNAによるMCI危険度診断はMCIや認知症

定量的リアルタイムPCR（qRT-PCR）を用いる方法，次世

また，両者のエクソソーム中のmiRNA量の上位10種類

ではがんのステージや腫瘍径とは関係なく，血中のがん

を発症する前にそれらを発見することができます．
リスク

代シークエンサーを用いる方法があります．次世代シー

中9種類はいずれも免疫に関連するmiRNAでした．しか

細胞由来のmiRNA量を判定できます（図7）．

に応じて予防介入することで，認知症の発症を予防する

クエンサーは大量の情報をより高速に解析できることか

に関与するmiRNAと同じmiRNAが検出されます．

一方，既存の腫瘍マーカーはがん細胞が壊れることで

ことができることから，miRNAによるMCI危険度診断

ら，私たちは現在，次世代シークエンサーを用いたミアテ

較したところ，良好な環境で育てられた牛の方がmiRNA

細胞外に放出されるため，腫瘍がある程度大きくならな

は，認知症を予防できる検査として期待されています．こ

ストの実用化に取り組んでいます．

の割合がやや高く，そうでない牛に比べて発現量が多

いと放出されません．また，腫瘍がある程度大きくならな

うした検査が普及すれば，認知症患者の減少につなが

かったmiRNAは免疫に関与するものでした．そして，野

いと，画像検査で腫瘍を検出することは困難です．つま

り，医療費や介護費用の軽減も期待できます．

菜やビールなどさまざまな食品にはエクソソームが含ま

り，血中のmiRNAを測定するミアテストは，既存の腫瘍

未病検知検査であるテロメアテストで現在の病気の発

作成し，それを次世代シークエンサーで解析して，疾患と

れていますので，こうした食品由来のエクソソームは私た

マーカーや画像検査より早くがんを発見することができ

症危険度を予測し，また疾患の早期発見検査であるミア

関連することが判明しているmiRNAと照合することで行

ちの健康に関与していると思われます．

る検査といえます．また，発症前からがんを発見できるこ

テストで疾患を超早期に発見・治療することで発症や重

います．本法では，被検者のmiRNAを網羅的に解析す

とから，ミアテストはがんのリスク評価や超早期発見に有

症化を予防し，予防プログラムで病気にならないカラダに

ることができ，疾患で発現が増加しているmiRNAや，逆

用と考えられます．

改善すれば，健康長寿を達成しやすくなるでしょう．

に，減少しているmiRNAを見つけることができます．
がん患者のmiRNAを次世代シークエンサーで解析す
ると，健常者のmiRNAと比べて1〜2塩基付加されたも

ミアテストは認知症発症前に
リスクの評価が可能
がんは，早期発見・早期治療によって，現在では根治も

その中に含まれるmiRNA量を測定すると，乳がん患者

可能です．一方，認知症は，いったん発症すると，現在の

ではがん細胞由来のmiRNAが健常者よりも多く検出さ

ところ根治は困難です．したがって，認知症では症状が
予防介入することが極めて

図 7 がんのステージ・大きさと血中 miRNA 量

重要です．

者に比べてtRNAが多く検出されたことから，がん種に
よってmiRNAのプロファイルが異なると考えられます．

8

前に発見できる可能 性が
あります．例えば，健常者

細胞は，分裂を繰り返しながら生きています．しかし時

4

検査値

とアルツハイマー病患者，
認知症の前段階である軽
既存の腫瘍マーカー
グレーゾーン

0

ステージⅠ ステージⅡ ステージⅢ ステージⅣ

対象に，認知症と関連する
miRNA（miR-AD3/miRAD1）の血中濃度を比較す
ると，MCIでも健常者に比

腫瘍の大きさ
0.5センチ 1センチ
がん細胞数（個数）

5000

5000万

画像検査での検出

×

×

2.5億

10億

ミアテストの判定はステージ・腫瘍の大きさとは関係しない

が高い人が多く認められま
アルツハイマー 病の 発

す．この状態を放置していると，やがて正常な細胞ががん
化してしまいます．そのため，がん抑制遺伝子といわれる

0

Rbやp53が活性化して，老化からがん化に対するバリア

－2
健常者
－4

AD
MCI

す（図8）．
症にはアミロイドβやタウと

積します．この現象は，｢細胞の老化｣ということができま

2

べて認知症関連miRNA値

いったタンパク質の蓄積が
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間の経過とともに，細胞にストレスやDNAダメージが蓄

陰性

正常

度認知障害（MCI）の人を

がん細胞に老化を誘導することで
増殖・転移を抑制

徒然なる
NEW WAVE ままに。

6

検査

徒然なる
NEW WAVE ままに。

miRNA

［P33参照］や転移RNA（tRNA）が検出されることが

miRNAを解析して比較した結果，膵がん患者では健常

10

血液中のmiRNAを測定
することで，認知症を発症

た塩基配列と異なる配列のアイソ型miRNA（isomiR）
あります．さまざまながん種あるいは健常者のある種の

miR-AD3/miR-AD1

陽性

検査

血中miRNA量はステージ・腫瘍の大きさに依存しない

血液中の miRNAで軽度認知障害の発見が可能

講演を
終えて

講演を
終えて

出る前の超早期に発見し，

図8

講演 ３

講演 ３

した．例えば，乳がん患者と健常者から血液を採取して，

のや，逆に削除されたmiRNAなど，ゲノムにコードされ

講演 ２

講演 ２

常者やさまざまな疾患の患者にミアテストを実施してきま

者から採取した血液からRNAを精製してライブラリーを

講演 １

講演 １

私たちは，miRNA測定検査を「ミアテスト」と呼び，健

次世代シークエンサーを用いたmiRNA解析は，被検
語句解説

語句解説

しながら，エクソソーム中に含まれるmiRNAの割合を比

miRNA測定検査「ミアテスト」は
がんの超早期発見に有用

15

次世代シークエンサーを用いた
ミアテストの実用化

threshold
－6

早期に発見して認知症の発症を予防できる検査として期待

のように立ちはだかって，正常な細胞ががん化しないよう
に作用しています．しかし，何らかの要因によってバリア
を乗り越えてしまうと，前がん細胞となり，やがてがん細
胞となります．
通常の体細胞は分裂のたびにテロメア長が短縮し，テ
ロメア長が一定の長さまで短縮すると，細胞は分裂でき
なくなるので，正常な細胞には寿命がありますが，がん細
胞は無限に分裂することができます．つまり，がん細胞に
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小分子RNAによるプレシジョン・メディシンの実現
〜 がん・認知症の超早期発見と治療 〜

図9

miR-22はがん細胞の増殖を抑制

スにヒトのがん細胞を移植

図 10

miR-22 投与で皮下移植した高転移型乳がん細胞の腫瘍を抑制

し，その3日後にmi R-Xを

5日後，7日後に計3回投与
1

2

4

3

5 （日）

P<0.01

すると，移植31日後でも再

コントロール

発はほとんど 認められま

いて効果が期待できます．
また，どのように腫瘍に到

10

3
コントロール miR-22

題は残りますが，転移した

miR-22

がん幹細胞と抗がん剤耐性細胞の両者を死滅させうる

存在するのではないかと考えて，さまざまなmiRNAの作

miRNAを特定できれば，がんを根治する可能性を秘め

用を検索しました．その結果，miRNA22（miR-22）が乳

た革新的な医薬品の創出につながります．そこで，私た

がん細胞や子宮頸がん細胞の老化を誘導して，がんの増

ちはすべてのがん種において，がん幹細胞や抗がん剤

殖や転移を抑制することを発見しました．

耐性がん細胞も含めて，すべてのがん細胞を死滅させる

非臨床段階ですが，早けれ

乳がん腫瘍の転移

ば2年後ぐらいには臨床試
験に至る見込みです．

7

P<0.01

12
5

3

9
6
3
0

1

コントロール miR-22

コントロール

徒然なる
NEW WAVE ままに。

がんの増殖や転移を抑制する作用を有するmiRNAが

できます．現在，本 研究は

検査

徒然なる
NEW WAVE ままに。

検査

これら両者を死滅させなければ根治は期待できません．

miR-22は乳がん高転移腫瘍の転移を抑制

講演を
終えて

講演を
終えて

あります．そこで，私たちはがん細胞の老化を誘導して，

図 11

講演 ３

講演 ３

がんの根治を可能とする
核酸医薬品開発への挑戦

文献3）より

講演 ２

講演 ２

がん細胞にも効果が期待

性のがん細胞が残っていると再発につながることから，

miR-22

光っている細胞が転移した乳がん細胞
文献3）より

miRNAを検索して，日本発の天然型miRNA核酸医薬品
［P33参照］として開発するための研究も行っています．

SA-β-gal陽性の細胞数を検討した結果，miR-22添加群

これまでに4種類の候補miRNAを抽出していますが，

は対照群に比べて細胞数が少なく，SA-β-gal陽性細胞

現在，問題となっているアスベストが原因で発症する悪

1）Nezu T, et al.: EBioMedicine. 2015; 2（8）:960-7.
2）Hirashio S, et al.: Clin J Am Soc Nephrol. 2014; 9（12）:2117-22.

数が多いことから，miR-22はがん細胞の老化を誘導す

性胸膜中皮腫にも効果が期待できるものとして2種類の

3）Xu D, et al.: J Cell Biol. 2011; 193（2）:409-24.

ることで，がん細胞の増殖を抑制することが確認できま

miRNAに絞り込みました．この候補miRNA（miR-X）

した（図9） ．また，
マウスの皮下に高転移型乳がん細胞

をヒト舌扁平上皮がん細胞に添加したところ，がん細胞

を移植して腫瘍を形成させ，そこにmiR-22を添加したと

はほとんど死滅し，その半数阻害濃度（IC50）は54pmol

ころ，添加しなかったコントロールに比べて病巣が縮小し

でした．また，乳がんのがん幹細胞に添加したところ，

（図10），がんの転移も抑制されました（図11）3）．

96.97%の細胞で細胞死が誘導されました．さらに，
マウ
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4
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細胞の増殖・転移を抑制することができます．

には少し再発しました．そ
こで，miR-Xを移植3日後，
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文献3）より

かし，がん細胞に老化を誘導することができれば，がん
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