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学位論文内容の要旨  
 
 
    博士の専攻分野の名称  博士（医 学）    氏 名  早 川 直 彦 
 
 

学 位 論 文 題 名 
 

活性型ビタミン D3のヒト筋管における骨格筋萎縮因子への作用メカニズムに関する研究 
(Studies on effect of 1 ,25(OH)2-vitamin D3 to skeletal muscle atrophic factors  

in human myotubes) 
 
【背景と目的】 活性型ビタミン D3（1 ,25(OH)2D3）とその誘導体は骨粗鬆症治療薬とし

て臨床で使用されているが，骨への直接作用だけでなく転倒を防止することで骨折を予防す

る効果の存在が考えられている。これまで種々の臨床試験の報告から，ビタミン D3は骨格

筋に対し何らかの薬理作用を持ち，骨粗鬆症患者に投与した際，直接の標的ではない骨格筋

への効果から筋力・運動能力を向上させ，結果的に転倒を抑制し骨折率を低下させているこ

とが示唆されている。しかしながら，ビタミン D3の骨格筋への効果については，不明な点

が多い。本研究では，1 ,25(OH)2D3の骨格筋への作用メカニズム解明を目的とし，培養ヒ

ト筋管を用いて骨格筋萎縮因子（ユビキチンリガーゼ）である MAFbx および MuRF1 への

作用を中心に検討した。 
 
【材料と方法】 はじめに市販の正常ヒト骨格筋細胞を試験管内にて培養，増殖した後に，

分化培地を使用して筋管に分化させた。次に分化誘導した筋管について 1 ,25(OH)2D3（最

終濃度 10-8 mol/L），TNF- （最終濃度 0.1 ng/ml，1 ng/ml，10 ng/ml），IL-6（最終濃度 1 
ng/ml，10 ng/ml，100 ng/ml），TNF- ＋1 ,25(OH)2D3あるいは IL-6＋1 ,25(OH)2D3を添

加した後 24 時間から 72 時間培養した。培養後の筋管から Total RNA を調整し，cDNA の

合成後，定量 PCR 法により MAFbx, MuRF1, IGF-1, TNF- および IL-6 の遺伝子発現量

の測定を行った。また Control 群と，1 ,25(OH)2D3添加群の筋管から調整した Total RNA
をプール後，Microarray 解析を実施し，得られた数値から Ingenuity’s Pathway Analysis 
(IPA) により PI3K/AKT Signaling のパスウェイ解析を実施し、ビタミン D3の標的制御因

子の探索を行った。 
 
【結果】 培養ヒト筋管に1 ,25(OH)2D3を添加後24 時間において，骨格筋の萎縮に関係す

る筋特異的ユビキチンリガーゼであるMAFbxとMuRF1遺伝子の発現が減少した。一方、骨

格筋の成熟と肥大に関係するIGF-1遺伝子の発現には変化はなかった。MAFbxとMuRF1遺
伝子発現の減少については1 ,25(OH)2D3添加後、72 時間においても確認された。炎症性サ

イトカインIL-6およびTNF- の発現をリアルタイムPCRで測定した結果、24 時間の

1 ,25(OH)2D3 添加によりIL-6の発現が増加し，TNF- の発現は減少した。 
ヒト筋管を IL-6 で刺激した時，MAFbx および MuRF1 の発現は増加した。この時，IGF-1

は変動しなかった。TNF- の発現は IL-6 で刺激しても有意な変動はなかった。筋管中 IL-6
は増加を示した。IL-6 刺激と同時に 1 ,25(OH)2D3を加えた時，MAFbx の発現は IL-6 刺激

時より減少した。また，コントロールと比較しても減少した。MuRF1 の発現は 24 時間およ

び 72 時間で IL-6 刺激時より減少し，コントロールと比較しても減少した。IGF-1 の発現は

IL-6 刺激では有意な変動はなかった。骨格筋中 TNF- は 1 ,25(OH)2D3の添加で発現が減少

した。骨格筋中 IL-6 は TNF- 刺激で発現が上昇し，1 ,25(OH)2D3を添加しても，発現は上

昇したままであった。 
ヒト筋管を TNF- で刺激した時，MAFbx および MuRF1 の mRNA の発現は増加した。ま

た IGF-1 および TNF- の発現は TNF-  10 ng/ml の刺激で増加した。IL-6 は TNF- 刺激によ

り，すべての用量で増加した。TNF-  0.1ng/ml 刺激と同時に 1 ,25(OH)2D3 を加えた時，



 

MAFbx の発現は TNF- 刺激時より減少した。24 時間，72 時間ではコントロールと比較し

ても減少した。1 ,25(OH)2D3を同時に加えた時の MuRF1 の発現は全ての時点で TNF- 刺激

時より減少し，72 時間ではコントロールと比較しても減少した。IGF-1 の発現は TNF-  0.1 
ng/ml 刺激と同時に 1 ,25(OH)2D3 を加えても有意な変動はなく，TNF- は 1 ,25(OH)2D3 を

添加により，発現が減少した。IL-6 は TNF-  0.1ng/ml 刺激で発現が上昇し，1 ,25(OH)2D3

を添加しても，発現レベルは高値のまま維持された。   
1 ,25(OH)2D3 を添加したヒト筋管と，コントロールのヒト筋管の Microarray 解析から得

られた遺伝子発現変化量の数値を用いて，PI3K/AKT signaling のパスウェイ解析を実施した

（Ingenuity Pathway Analysis）結果，1 ,25(OH)2D3添加後では，BCL-2 がアップレギュレー

ションを，PP2A，JIP1，14-3-3 および β-CATENIN がダウンレギュレーションされたことが

示された。 
 
【考察】 1 ,25(OH)2D3を添加した筋管では，MAFbx，MuRF1 の mRNA 発現を抑制するこ

とが示され，筋委縮を抑制する作用を持つ可能性が示唆された。更に，1 ,25(OH)2D3は筋

管中の TNF- の発現を抑制した。PI3K/AKT シグナルにおいて，TNF- は AKT を抑制し、

骨格筋機能を制御する因子の一つであるフォークヘッド型転写因子(FOXO)を活性化するこ

とでユビキチンリガーゼを誘導する報告があることから，1α,25(OH)2D3が TNF- 発現を抑

制することで，FOXO が抑制され，その結果として MAFbx・MuRF1 の発現を抑制する機序

が考えられた。PI3K/AKT パスウェイ中で，1 ,25(OH)2D3 がどの様に作用してユビキチン

リガーゼを抑制しているかを確認するため，マイクロアレイを用いてパスウェイ解析を実施

した。その結果，1 ,25(OH)2D3がヒト筋管においてプロテインフォスファターゼ 2A（PP2A）

の発現を抑制することが示された。PP2A は AKT を脱リン酸化し，不活性化することが知

られており，1 ,25(OH)2D3が PP2A をダウンレギュレートすることで AKT を活性化し，下

流のユビキチンリガーゼの発現上昇を抑えるという機序が考えられた。筋委縮以外では，

Wntシグナルに関与するβ-CATENINの抑制，JNKのインヒビターである JIP1の抑制，GLUT4
の細胞内輸送を調節する役割を持つ 14-3-3 の抑制が示された。更に，1 ,25(OH)2D3 は，抗

アポトーシス分子である BCL-2 の亢進を示した。1 ,25(OH)2D3はこれらの分子を介したシ

グナル制御による筋萎縮の阻害作用に関与する可能性も考えられた。 
 
【結論】 1 ,25(OH)2D3は骨格筋において，ユビキチンリガーゼである，MAFbx，MuRF1 の
発現を減少させることで，筋委縮を抑制する効果を示す可能性が示された。また，骨格筋の

機能調節においてアポトーシス，インシュリン反応性，形成・分化の調節への関与が考えら

れ，本研究結果により、ビタミン D3製剤を使用する骨粗鬆症患者の転倒防止を含む骨格筋

への作用メカニズム解明が進むと考えられる。 


