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カケクチン発見の軌跡

　2021 年春に紫綬褒章を受賞しまして、まずはこれまで多大

なるご支援、ご指導いただいた方々に御礼申し上げます。受

賞は「カケクチン／ TNF の発見とその抗体療法の開発」に

対するもので、ロックフェラー大学に勤務していた時の仕事

です。

　1973 年、東京大学医学部を卒業した私は、1975 年に第三

内科二研の大沢仲昭先生の下で研究を始めました。縁あって

1977 年に渡米し、脂質代謝で有名なコロンビア大学内科の

Goodman 研究室で脂溶性ビタミンの研究に携わりました。あ

る時、大学病院の総合回診に HbA1c が糖尿病での血糖コン

トロールの指標になることを証明したことで名を馳せていた

ロックフェラー大学の Anthony  Cerami 教授が来られ、講演

をされました。その研究内容に大いに興味をそそられた私は、

Cerami 研究室の門を叩きましたが、最初は門前払いという状

況でした。その後同大学で血液研究室を主宰されていた故

佐々茂先生のご尽力によって何とか Cerami 研究室に籍をお

くことができました。しかしながら主要テーマの研究はさせ

てもらえず、何をしたらよいかと思案に暮れる日々でした。

そんなときにトリパノソーマ症（寄生虫感染症）の研究をし

ていた大学院生より、感染動物に乳糜血症（脂肪の増加によ

り血液が乳糜状になる）がみられ、血液の分析ができないと

の相談を受けました。トリパノソーマは、アフリカの家畜に

悪質液を起こし経済的な問題になっていることから、ロック

フェラー財団の重要課題の一つと位置付けられていました。

その研究に行き詰った大学院生は Cerami 教授に相談したと

ころ、「高脂血症ならば Goodman 研究室から来た川上がわか

るかもしれない」と言われたそうです。

　白羽の矢を立てられた私は、大学の図書館にこもりきって

文献を調べました。そのなかで問題となっている高脂血症は

トリパノソーマ症に限らず、細菌やウイルス感染、さらには

エンドトキシンでもみられることがわかり、種類の異なる病

原体が同様の現象を起こすということは、生体内で何かホル

モン様物質が作られて一連の代謝異常が起きていると推測し

ました。一方で高脂血症のメカニズムとしては、リポタンパ

クリパーゼ（以下、LPL）の活性低下が原因であると考えら

れましたので、LPL を低下させる物質の証明に取り組みまし

た。

　カギとなったのはエンドトキシンです。実験にはエンドト

キシン抵抗性マウスと感受性マウスを用い、エンドトキシン

を投与した感受性マウスの血漿を抵抗性マウスに投与して、

LPLが落ち、高脂血症が起きることを証明しました。実験時は、

投与後のいつの時点で、有効な血漿が得られるのかわからず

苦労しましたが、成功したときは震えるような心地がいたし

ました。その後、このホルモン様物質の産生細胞がマクロ

ファージであること、また LPL がインスリン依存性であるこ

とから、この物質のインスリン作用に対する影響を検討した

ところ、インスリン抵抗性誘発物質であることを突き止めま

した。この間、同じキャンパス内におられたマクロファージ

研究の第一人者である Zanvil Cohn 教授や、当時は最先端で

あった脂肪細胞培養を用いて、インスリン作用について最先

端の研究をされていたジョンズホプキンス大学のDaniel Lane

教授のご協力、ご指導を得られたことは誠に幸運でした。こ

うして 1982 年、この物質に対し、さまざまな代謝異常から悪

川上正舒先生に聴く
地域医療振興協会練馬光が丘病院名誉病院長

TNFは、サイトカインの一種で悪性腫瘍に対して出血性の壊死を誘発させる腫瘍
壊死因子として発見され、今では炎症性サイトカインとしても知られている。
一方「カケクチン」は悪液質の原因物質として発見され、カケクチンとTNF
は同一であることが明らかにされた。それはTNF研究に大きな影響
を与え、のちに「カケクチン／TNF」のインスリン抵抗性が注目
されるようになる。今回は「カケクチン」の発見者であり、
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練馬光が丘病院名誉病院長の川上正舒先生に、�
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1973年東京大学医学部卒業。コロンビア大学、ロックフェ
ラー大学、東大病院第三内科、国立病院医療センター研究室
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さいたま医療センター長。2012年より自治医科大学名誉教
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液質（cachexia）を起こす原因になるという意味から「カケ

クチン（Cachectin）」と命名しました。

カケクチンとTNF

　カケクチンの作用を検討するなかでインスリン抵抗性惹起

のみならず、感染症でみられる多くの症状の原因であること

がわかり、これに対する抗体がエンドトキシンショックを防

ぐことも観察されました。このことよりカケクチンを阻止す

る中和抗体は、多くの病気の治療に使えると考え、ロックフェ

ラー大学は、私と Cerami 教授を発明者として、カケクチン

の中和抗体の臨床応用に関する特許を取得しました。

　一方でカケクチンの遺伝子がクローニングされ、時を同じ

くして TNF もクローニングされたところ、まったく同一物質

であることがわかり、1985 年の Nature 誌に掲載されました。

新しい物質を発見したと思っていた私たちは少し残念に思い

ましたが、TNF はそれどころではありません。腫瘍壊死因子

として注目され、夢の抗がん剤として期待が大きかった TNF

について、思いもよらない生体に対する有害な作用が発覚し

たからです。研究者たちは有害な作用のみを排除しようと試

みたようですが、結局は臨床応用をストップせざるをえない

状況になっていきました。

　後年、ＴＮＦや抗ＴＮＦ抗体の研究が進むなかで、私の研

究自体が脚光を浴びることはありませんでした。薬剤の開発

に至っては、特許を巡っての裁判に証人としてニューヨーク

の法廷に呼ばれるなど、さまざまな経験もいたしました。そ

のような過程を経て、このたび紫綬褒章をいただいたことは

私の研究を公に認めていただけたという意味で、感慨深いも

のがあります。ただ私自身は、サイトカインという言葉さえ

なかった時代に、生体内で有害な作用をもたらす内因性の活

性物質を発見したことが重要であり、それが今、臨床現場に

おいて関節リウマチ等の治療薬につながっていることは、大

変喜ばしいことと思っています。

臨床的意味をもつ新しい何かに挑戦を

　30 代半ばで帰国した私は、東京大学医学部附属病院第三

内科、国立病院医療センター臨床研究部研究室長を経て、

1989 年より 24 年間、自治医科大学附属大宮医療センター（現：

自治医科大学附属さいたま医療センター）に臨床医として現

場に立ちながら研究を続けました。赴任当初は新設されたば

かりの病院で、研究室が無い代わりに使われていない病棟が

ありましたので、そこに自らクリーンベンチ等を持ち込み、

研究というものをほとんど知らない若い人たちを集めて抄読

会を開催するなどの活動をしていました。そんな私の研究に

対する姿勢をみて、病院側も研究スペースを用意してくれる

ようになり、大宮医療センターの拡張が行われるときには、

管理棟に研究室をつくることになりました。設計には私も携

わり、それを置き土産に退職いたしました。

　一方で、帰国後も私は Cerami 教授との研究を続け、抗カ

ケクチン／ TNF 抗体以外に、同様の作用をもつ物質を探す

なかで、エリスロポイエチン（以下、EPO）の作用に着目し

ていました。EPO は血球増多作用と細胞保護作用をもつペプ

チドで、血球増多作用が血栓症の原因になるため、細胞保護

の治療薬にはならないとされていましたが、細胞保護作用と

血球増多作用は異なる受容体を介することがわかっていまし

た。私はこの研究にロックフェラー大学からもらった報奨金

を投じ、米国では細胞保護に働く受容体のみに結合する誘導

体を作って、第二相の臨床試験まで行いました。論文として

は「エリスロポイエチンの３D 構造を有し赤血球増殖作用を

持たない組織保護ペプチドによる心臓保護作用」などを発表

しています。しかし資金が不足し、また新型コロナウィルス

感染症拡大の影響により製薬会社の新薬開発の動きが滞って

しまったため断念せざるをえなくなりました。

　臨床と研究の両方に携わってきた私は、臨床現場で治らな

い病気や痛みに苦しむ患者さんに遭遇すると新しい薬が開発

できないものかと思います。しかし研究の発端はえてして「こ

んな薬が創りたい」というよりも偶然であることが多いので、

研究のシーズを見つける感性を磨くことが重要です。一方で、

臨床医として患者さんに向き合う日々を送りながら、研究に

取り組むことは苦労が多いものです。しかし、大学という研

究ができる恵まれた環境に身をおかれている先生方には、ぜ

ひ積極的に臨床的意味をもつ新しいことを見つけて、挑戦し

ていただきたいと願っています。

「カケクチン／TNF」発見がもたらしたインパクト
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行動経済学、ナッジ理論を活用した
糖尿病治療

細井雅之
大阪市立総合医療センター糖尿病内分泌センター長 /

糖尿病内科部長 /栄養部部長

ほそい　まさゆき/1987年大阪市立大学医学部卒業。
1991年 大阪市立大学医学部大学院修了（薬理学教室）、米
国ボストン大学心血管研究所留学、1995年大阪市立大学
医学部第2内科 助手、1998年大阪市立総合医療センター
内科医長、2007年大阪市立総合医療センター代謝内分泌
内科部長、栄養部部長、2014年10月より現職。

はじめに

　行動経済学とは、人間が必ずしも合理的な行動をとら

ないことに注目し、人間の心理的、感情的側面の現実に即

した分析をおこなう経済学のことである。これを、糖尿病

療養に応用することについて考えてみたい。

バイアスの種類

（１）バイアス

　行動経済学では「ヒトは不合理な行動をとるいきもの」

として扱う。「正しい情報を伝えれば、正しい意思決定が

できるはず」という前提は成り立たない。人の意思決定に

は合理的なものから系統的にずれる「バイアス」（系統的

に逸脱する傾向、先入観）が存在する。このようなバイア

スを受けるため、合理的ではない。これを「限定合理性」と

呼び、糖尿病治療の現場においても、この限定合理性を前

提に患者さんへの指導が必要になる。

（１）－１　現状維持バイアス「まだ大丈夫」

　これは、現状を変更する方がより望ましい場合でも、今

までの生活や習慣を失うことを損失と考えてしまい、現

状維持を好む傾向を指す。新型コロナウイルスの感染症

対策においても、これまでの働き方や、夜の街で飲み歩く

などの習慣を変えるのは誰にとっても容易ではない。計

画はできても、いざ実行するとなると現在の楽しみを優

先し、計画を先延ばしにしてしまう特性である。私たちは

頑張ったのだから、今すぐに報酬がほしいと思ってしま

う。すると、将来の成果はとても小さな価値のように感じ

られ、成果がすぐには目に見えない状態が続くと、だんだ

ん耐えられなくなる。

（１）－２　現在バイアス「今は決めたくない」

　重大な意思決定を先延ばしにしてしまうバイアスのこ

と。将来の健康的な状態の価値を大きく割り引いて評価

するため、現時点で発生する費用の方を大きく感じてし

まい、その結果、積極的な医療健康行動を取らない傾向に

ある。（時間割引率が大きい）

　たとえば、夏休みの宿題に例えると、

①「夏休みの宿題を終わらせた時期」

②「夏休みの宿題を終わらせる計画の時期」

　①＝②の人は時間整合的であり、＞②の人は時間非整

合的で現在バイアスのある人、となる。遠くにあるものの

価値が割り引かれるという特性である「時間割引」があ

り、その結果、現在バイアスが生じる。

　この時間割引が高い者ほど、喫煙、肥満が多く、予防接

種に参加しない、食事制限、運動療法をしないともいわれ

ている。

　患者さんは糖尿病の重症化リスクについて理解してい

ないわけではなく、それが「将来生じるもの」であるため、

その影響を大きく割り引いて考えてしまう。現在症状が

ないことは過大評価されており、その結果、治療開始が先

延ばしになっている。
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（１）－３　�サンクコストバイアス「ここまでやってき

たのだから」

　「サンクコスト」とはすでに支払ってしまい、回収のでき

ない費用のことを指す。「今までこのサプリメントで治療

してきたのだから、このままでいい」といったバイアスで

ある。

　そこに可能性ヒューリスティックがあり、「バナジウム

水で糖尿病が治った」などが例として挙げられる。

「ヒューリスティックス」とは、「発見法」ともいわれ、いつ

も正解するとは限らないがおおむね正解する、という直

感的な思考方法である。 理詰めで正しい解を求める方

法であるアルゴリズムと対比される概念である。

（２）プロスペクト理論

　さまざまなバイアスの背景にある人間に共通した心理

的現象として「損失回避」が挙げられる。損失回避は、行動

経済学の「プロスペクト理論」の中心となる概念である。

これは、人は利得状況にある時と損失状況にある時の判

断は非対象であり、同じ価値の大きさであれば、損失状況

の時の価値の方が、利得状況の価値に比べて約2.5倍とな

るとされている。「１万円を得るときの“嬉しさ”と１万円を

失うときの“悲しさ”を比べると，“悲しさ”のほうが約2.5

倍大きい」ということになる。（図１）

　このプロスペクト理論によると、人は「得よりも損を重

く」感じてしまい、「損失回避」のために、損と得を合理的に

判断できなくなる。たとえば、インスリン治療を開始する

ことで、現在の生活やお金を失うととらえ、それが現状維

持バイアスにつながる、といった例である。インスリン治

療開始まで３～５年かかるケースもまれではない。

（３）ナッジ（Nudge）

　「ナッジ」とは、「肘でこづく」という意味で、強制するこ

となく行動を促すためのちょっとしたきっかけのことを

意味する。「ナッジ」は行動経済学の理論の一つで、ナッジ

を提唱したシカゴ大学のリチャード セイラー教授が

+1.0

－2.5

価値「嬉しい」

価値「悲しい」

損失

利得

10,000円損する

10,000円得する

0 20 40 8060 100（％）

「臓器提供意思あり」とされる人の割合

デンマーク

イギリス

ドイツ

フランス

ポーランド

ポルトガル

スウェーデン

デフォルト
何もしない場合「臓器提供の意思なし」

デフォルト
何もしない場合「臓器提供の意思あり」

図１　�プロスペクト理論による利得と損失における
価値の感じ方の違い

図２　デフォルトによる臓器提供意思の差
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2017年にノーベル経済学賞を受賞したことで世界的に

注目を集めた。この「ナッジ」を活用することで、患者さん

の行動変容を促すことが多くの研究で報告されている。

　例えば、コロナ禍でよくみかけるようになった、スー

パーマーケットの会計の列でソーシャルディスタンスを

保つために足元に引かれている線や足形もナッジの一つ

である。

（３）－１　デフォルト

　デフォルトとは、あらかじめ選ばせたい選択肢を初期

設定にすることである。有名なものでは図２の臓器移植

のドナーカードが挙げられる。デフォルトに「臓器提供の

意思あり」と「なし」のどちらをデフォルトにするかによっ

てこれほど大きな差が生じる。

　たとえば、社員食堂で一番目立つ位置に「野菜取り放題」

を配置すると、「野菜をとるのが当たり前」というデフォル

トの状態を作り出すことができる。運動療法においても、

「毎日、通勤では階段を使う」といったデフォルト設定して

しまえば、運動療法をルーチンにすることができる。

（３）－２　フレーミング効果

　言い方を変えるだけで、人の行動を変える効果のこと。

簡単な例としては、「○○１g配合ドリンク」とするより「○

○1000mg配合ドリンク」とする方がよく売れるといった

効果である。さらには、同じ現象のポジティブな側面（利

益フレーム）とネガティブな側面（損失フレーム）を使っ

て、どちらに焦点をあてるかで意思決定が変化する効果

もある。損失フレームで失われる利益の大きさを強調す

ると、「損失回避」が起こる。「○○すれば将来あなたの健

康状態はこれだけよくなります」という利益フレームより

も「○○しなければ、健康状態はこれだけ悪くなります」と

いう損失フレームの方が効果的といえる。「この治療で

90%の確率で治ります」と説明する場合と「この治療を受

けないと10%の確率で透析になります」と説明する場合

では患者さんの選択が異なる。

　また、言い方を変えることで現在バイアス（先延ばし）

防止効果を得ることもできる。「１か月後に提出」とすると

現在バイアスが働き、先延ばしにされてしまうが、「４週

後」と言い換えると単位が小さくなり期限がより近くな

る。さらに１週間ごとに提出を求め、「１カ月後に４枚提出

する」ことを「１週ごとに１枚ずつ提出する」とすれば効果

的である。この業務を目先のタスクとして認識すること

で、現在バイアスが働き、先延ばしを防ぐことができる。

（３）－３　社会比較ナッジ

　他人の行動をとても気にするという心理特性を応用し

たもの。自分一人ではなかなか行動に移せないときに、ほ

かの人が行動しているという情報を伝えることで、背中を

押す形になる。ここには、「損失回避」の応用があり、すな

わち、他人の行動が参照点になって、その行動に従わない

と人は損失を感じてしまい、そのため行動が変わるといっ

たものである。例えば、「あなた以外のほとんどの人が、駅

まで歩いていますよ」といったフレームで、ここには「同調

効果」も現れている。

（３）－４　宝くじ効果

　現在バイアス、現状維持バイアスのある人に対して効

果的とされる。人は、遠い先の利益のためには現状を変え

減量の程度

BMI30～40の人をランダム化、４カ月減量プログラムを実施。一方のグル
ープは、体重報告した人にくじがあたる。平均１日３ドルの利益が追加される。

（ペンシルバニア大学）

目標体重を達成した割合

宝くじのない
グループ

宝くじのある
グループ

ー1.8kg

10.5%

ー5.9kg

53.6%

図３　「宝くじ効果」の結果。人はくじでさらに行動が変わる
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ようとはせず、毎日の行動にご褒美が欲しいものである。

以下のペンシルバニア大学の報告がある（図３）。BMI30

～40の対象者をランダム化し、４カ月間の減量プログラ

ムを実施した。毎日体重報告をした群には「宝くじ」があた

り、１日平均３ドルの利益が追加されるように設定した。

結果は「宝くじ」のない群が－1.8kgであったが、「宝くじ」

群は－5.9kgとより減量効果が得られた。

　スマホの運動アプリにも「宝くじ」が付加されているも

のがあり、毎日、目標歩数を達成すると宝くじをひくこと

ができ、はずれから10ポイントまで付加ポイントが変わ

る。毎日、一定歩数達成することで得られるポイントを、同

じポイントではなく、「宝くじ」にすることで「ギャンブル

性」を刺激し、さらに継続性を引き出しているのは「ナッジ

効果」を利用したものだといえる。

（３）－５　コミットメント強化

　患者さんが治療開始の意思決定ができたあとは、治療

からドロップアウトしないように、治療に対するコミット

メントを高めるようにすることが重要とされている。たと

えば、繰り返し治療のゴールと目の前の小さい目標を伝

えることや、「ピア効果（社会規範）と呼ばれる「ほかの患

者さんも頑張っています」といったフィードバックが必要

である。細かな締め切りもコミットメント強化になる。

　コミットメントの設定

　⃝　 スーパーマーケットの駐車場では、最も出入り

口から遠いところに車を止める。

　⃝　 夜９時以降に食事はしない。ごはんは１杯まで。

　現在バイアスに対して、自分を縛るコミットメント

　⃝　 「遠い将来の利益のために今の楽しみを我慢で

きない」→毎日7,000歩歩けば、100円貯金する。

カレンダーに金星シールを貼っていく。

　⃝　 ビール２本目を飲んだら、罰金500円を奥さん

に支払う。

　⃝　 少しタイトな服を買う。

　⃝　 タバコやお菓子の買い置きをしない。

　⃝　 クレジットカードの限度額を低めに設定する。

　⃝　 スマホは持たずに図書館へ行く。すると仕事が

はかどる。

　⃝　 他人やお金の力をかりる。目標や計画を他人に

公言する；「毎日筋トレします」と周りに宣言。 

約束を破ったら奥さんに100円寄付する。

　自制心を活性化する方法

　外的活性化

　⃝　ナイキシューズを玄関に置いておく。

　⃝　 高価なスポーツウェアを、目の付くところにかけ

ておく。

　⃝　 ダイニング、脱衣所に、等身大の鏡、体重計を置

く。

　

　内的活性化

　⃝　スマホの万歩計でポイントをためる。

　⃝　スポーツジムの年間予約

おわりに

　以上、行動経済学を糖尿病療養指導に応用することに

よって、患者さんの心理状況を理解し、命令ではなく、

ナッジによって、知らず知らずのあいだに、療養行動を

とってもらえるようになれば至福であります。

参考図書

 1） 大竹文雄，平井　啓. 医療現場の行動経済学：すれ違う

医者と患者. 東京：東洋経済新報社. 2018：2-65.

 2） 大竹文雄. 行動経済学の使い方. 東京：岩波書店. 2019：

2-77.

 3） 阿部　誠. サクッとわかるビジネス教養行動経済学. 東

京：新星出版社. 2021：14-147.

 本文中、あらゆるところで1）、2）、3）を参照した．
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１．はじめに

　近年増加の一途をたどっている疾患
といえば、戦後増加した生活習慣病、炎
症性腸疾患、がん、アレルギー、発達障
害が挙げられよう。腸内細菌が、それら
の疾病の発症や悪化に大きな影響を与
えることが明らかになりつつある。腸内
細菌叢の数は約40兆個と人体を構成す
る細胞数と同等かこれをしのぐ数であ
り、その種類は1,000種類以上にものぼ
り、その遺伝子数はヒトの100倍以上と
いわれている。腸内細菌叢はそのバラ
ンスが重要と思われ、その異常が影響
を与えるとされる疾患を図１に示し
た1）。本邦では、そのなかでも腸内細菌
叢が関与する発症メカニズムが明らか
になりつつある「肥満」「生活習慣病」

「アレルギー」「自閉症スペクトラム」に
ついて概説する。

２．ある腸内細菌は
肥満をおこす

　近年、有名になったのは、「肥満マウ
スとやせマウスの腸内細菌の違い」で
あり、肥満マウスではFirmicutes門の細
菌が増加しBacteroidetes門の細菌が減
少するものというものである2）。ヒトで
も、肥満者では、Bacteroidetes門の細
菌の相対的な減少が認められている。
遺伝的な背景を同一にした一卵性双生
児で比べても肥満者ではBacteroidetes
門の減少とActinobacteria門の増加が
証明された。肥満者の糞便を移植した
無 菌 マ ウ ス は 肥 満 に な っ た が、
Christensenellaceae minutaという細菌
を移植すると腸内のプロピオン酸や酪
酸などの短鎖脂肪酸濃度を増加させ、
マウスの体重増加や脂肪蓄積が抑制さ
れたという3）。

３．生活習慣病の発症に
暗躍する

　無菌マウスの肥満抵抗性に関わる因
子として、fasting-induced adipose 
factor（FIAF）やAMP-act ivated 
protein（AMPK）が挙げられている3）,4）。
FIAFは中性脂肪を遊離脂肪酸とグリ
セロールに分解するリポタンパクリ
パーゼ（LPL）を阻害するタンパクであ
り、細胞の脂肪酸取り込みや中性脂肪
の蓄積を抑える効果がある。無菌マウ
スの肝臓や腓腹筋においてはAMPKが
活性化しており、末梢脂肪組織の脂肪
酸酸化が抑えられている。宿主のエネ
ルギー代謝に関わるものとしては、酢
酸やプロピオン酸、酪酸を代表とする
短鎖脂肪酸のGタンパク質共役受容体

を介したシグナル伝達が挙げられてい
る（図２）1）,5）。ヒトでは、小腸のL細胞は
GPR41を、大腸のL細胞はGPR43を発現
しており、それぞれグルカゴン様ペプ
チド１（GLP-1）、ペプチドYY（PYY）の
分泌の促進にあずかり、インスリンの
分泌促進、グルカゴンの分泌抑制によ
る血糖上昇抑制、摂食量の抑制が図ら
れる。これらは、脂肪肝の減少、脂肪分
解、利尿促進、心機能保護、蠕動運動の
低下など実にさまざまな生理作用を
担っている6）。短鎖脂肪酸が適正に存在
するとGPR41を介して血圧は抑制され
るが、短鎖脂肪酸濃度が高くなると
Olfr78を介して血圧は上昇に傾く。短鎖
脂肪酸を産生菌数が適正でない腸内環
境であると、生活習慣病に発症リスク
は高くなるというわけである。

４．アレルギーが
多くなったわけ

　「アレルギーマーチ」のように年齢に
よるアレルギー症状の変遷により連想
されるのは、「アトピー体質」といわれる
遺伝的背景であるが、近年は「衛生仮
説」という環境因子の影響もクローズ
アップされている。身近な例では、衛生
的に恵まれた日本人小児は国内では喘
息などのアレルギー疾患に悩まされる
が、衛生環境の悪い第三国に駐在する
と喘息症状は治まり、感染症罹患で
もっぱら外来通院するようになるとい
う報告もある7）。衛生仮説のキーポイン
トは、生後早期の感染症への曝露の有
無であるが、動物実験でなおこの点を

追求していくと、生後早期の腸内細菌
叢の定着の問題が焦点になるという。
無菌マウスの肺や腸管の粘膜固有層に
は、Th1/Th2/Th17系の炎症性サイト
カインを大量に産生するinvariant 
natural killer T（iNKT）細胞が集簇し
ており、上皮細胞のCXCL16産生に依存
して、アレルギー疾患の発症に関与す
るとされる8）。生後早期に生着する腸内
細菌により、上皮細胞のCxcl16遺伝子
のプロモーター領域がエピゲノム的に
制御され、iNKT細胞が減少すること
により、アレルギーの発症は抑えられる
という。ここで重要なことは、成獣期に
いくら細菌に曝露しても、もはやiNKT
細胞の減少や喘息の抑制は認められな
いということである。また、制御性T細
胞を誘導するClostridiales目細菌群を

腸内細菌による
疾病の発症機序

図1　腸内細菌の関与するヒトの疾病� （文献1)より引用、一部改変

アレルギー性疾患

心疾患・動脈硬化

糖尿病

消化器疾患

潰瘍性大腸炎
Crohn病
過敏性大腸炎
大腸がん

肥満

アトピー性皮膚炎
気管支喘息
食物アレルギー

脳・神経・精神疾患

肝疾患

関節リウマチ

多発性硬化症
筋萎縮性側索硬化症
自閉症・うつ病

非アルコール性脂肪性肝疾患
肝がん
肝硬変
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投与された無菌マウスは、腸管バリア
機能が改善し、食物アレルギーの発症
が抑制されるという報告もある9）。

５．自閉症スペクトラム
にも関係

　生後早期の腸内細菌叢の形成には、
妊娠期や授乳期の栄養が関与している
可能性が高い。自閉症スペクトラムの
病態形成に乳児期早期の腸内細菌叢が
関与することを示す動物実験を紹介す
る10）。自閉症児の便を成熟した無菌マウ
スに移植しても、成熟マウスには自閉
的行動はみられなかったが、その便移
植マウスを親にもつ仔マウスには自閉
行動が認められた。なお、この仔マウス
の腸管内には、γアミノ酪酸とタウリン
の著減が認められたため、自閉症スペ

クトラムにはこれらの神経伝達物質が
関与している可能性が疑われた。次に、
このマウスの系で、母マウスに妊娠中
にγアミノ酪酸とタウリンを食事中に
与えると、自閉的行動のない仔マウス
が生まれ、「胎児期の神経伝達物質が自
閉行動発症に関与している」と考えら
れた。また、出生した自閉症仔マウスモ
デルに授乳を介してγアミノ酪酸とタ
ウリンを与えると、自閉的行動のない仔
マウスになったという。すなわち、「自閉
症の発症には乳児期前半までの神経伝
達物質が関与している」ことが如実に
示されたわけである。さらに、仔マウス
へのγアミノ酪酸とタウリンの投与が、
授乳期を過ぎた離乳期になると、もは
や効果がないことがわかった。

６．おわりに

　本稿で取り上げなかった腸内細菌叢
が発症に関与するとされている疾患と
して、炎症性腸疾患（潰瘍性大腸炎、
Crohn病）、大腸がんが挙げられよう。こ
れらは、現代の日本を代表する疾患で
あるが、上述の疾患も含めて、腸内細菌
叢が人体に与える影響の根本を一言で
いうならば「腸管透過性の亢進に関
り」、その基礎は「乳児期早期」かもしれ
ない、ということに尽きよう。しかし、腸
内細菌叢は、食事によって大きく変容
するものであり、通過菌もまた健康へ
大きく貢献できる。食べることは、人生
の楽しみの一つであり、生活環境の変
容は、その人の世の中への関わりに関

係したものであり、簡単に変えられるも
のではない。正しい知識を見極め、また
正しい認識に導き、その人に合った助
言をしていくことにより、その人なりに
楽しく健康な人生を送ることができよ
う。それが腸内細菌学の本質ではない
かと感じている。

参考文献
 1）  永田　智, 野本康二, 伊藤雅洋，ほか．

腸内細菌を正しく理解する―入門・
基礎編―. 東京：日本小児医事出版社. 
2021：94-139.

 2）  Turnbaugh PJ, Ley RE, Mahowald 
MA, et al：An obesity-associated gut 
microbiome with increased capacity 
for energy harvest. Nature. 2006；
444：1027-1031.

 3）  Ridaura VK , Faith JJ, Rey FE , et 
al：Gut microbiota from twins 
discordant for obesity modulate 
metabolism in mice. Science. 2013；
341：121-124.

 4）  Bäckhed F, Ding , H, Wang T, et al： 
T h e  g u t  m i c r o b i o t a  a s  a n 
environmental factor that regulates 
fat storage. Proc Natl Acad Sci USA. 
2004；101：15718-15723.

 5）  Shimizu E , Ohue-Kitano R , Kimura 
I , et al：Regulation of host energy 
metabolism by gut microbiota-derived 
short chain fatty acids. Glycative 
Stress Res. 2019；6：181-191.

 6）  Madsen MSA, H JB, Pallejà A,et al：
Metabolic and gut microbiome 
changes following GLP-1 or dual 
GLP-1/GLP-2 receptor agonist 
treatment in diet-induced obese 
mice. Sci Rep. 2019；9：15582.

 7）  Bizmark R, Kumamaru H, Nagata S. 
Reduced asthma susceptibility from 
early childhood exposure to residing 
in developing country. Pediatr 
Allergy Immunol. 2016；27：876-880.

 8）  Olszak T, An D, Zeissig S，et al： 
Microbial exposure during early life 
has persistent effects on natural 
killer T cell function. Science. 2021；
336：489-493.

 9）  Stefka AT, Feehley T, Tripathi P, et 
al：Commensal bacteria protect 
against food allergen sensitization. 
Proc Natl Acad Sci USA. 2014；111：
13145-13150.

10）  Sharon G, Cruz MJ ,Kang DW,et al：
Human gut microbiota from autism 
spec t rum d i s o rde r  p r omo t e 
behavioral symptoms to mice. Cell. 
2019；177：1600-1618.

図2　短鎖脂肪酸による生体機能� （文献1）より引用、一部改変
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難治性高コレステロール血症患者に対するEvinacumabの 
有効性および安全性
Evinacumab in Patients with Refractory Hypercholesterolemia.
Rosenson RS, Burgess LJ, Ebenbichler CF, et al: N Engl J Med. 2020; 383: 2307-2319.

ANGPTL3を標的とした新規の完全ヒトモノクローナル抗体evinacumabによる、難治性高コレステロール血症に対する有効
性および安全性を検証した第2相試験である。PCSK9阻害薬を他の脂質低下症治療薬と併用することでLDL-C値を50-60%低
下させることができるが、それでも管理目標を達成できない難治性高コレステロール血症患者が存在した。本試験の結果か
ら、難治性高コレステロール血症の患者に対して標準的な脂質低下療法にevinacumabを追加することで、より多くの患者が
LDL-C管理目標を達成することができ、心血管イベントおよび全死亡率のリスク低減が期待できる。

■背景
高LDL-C血症に対し最大耐用量で脂
質低下療法を受けているにもかかわら
ず、LDL-C値が高値である難治性高コ
レステロール血症の患者は、アテロー
ム性動脈硬化症のリスクが高い。その
ような患者に対する、アンジオポエチ
ン様因子3（ANGPTL3）に対する完全
ヒトモノクローナル抗体evinacumab
の有効性および安全性はまだ明らか
でない。
■方法
二重盲検プラセボ対照第2相試験であ
る。対象は難治性高コレステロール血
症（ヘテロ接合性家族性
高コレステロール血症の
有無に関わらない）で、
LDL-C値が70mg/dL以上
でアテローム性動脈硬化
症 を 伴 う 患 者、ま た は
100mg/dL以 上 で ア テ
ローム性動脈硬化症を伴
わない患者とした。患者は
evinacumab皮下投与群、
静脈内投与群、あるいはプ
ラセボ群にランダムに割
り付けられた。主要評価項
目は、16週 目に おける
LDL-C値のベースライン
からの変化率とした。
■結果
272例が登録され、皮下に
evinacumab450mgを毎

週投与する群（40例）、300mgを毎週
投与する群（43例）、300mgを隔週で
投与する群（39例）、プラセボを投与す
る 群（41例 ）、静 注 内 にevinacumab 
15mg/kg体重を4週ごとに投与する群

（39例）、5mg/kg体重を4週間ごとに
投与する群（36例）、プラセボを投与す
る群（34例）に無作為に割り付けられ
た。16週時点におけるLDL-C値のベー
スラインからの変化率の最小二乗平
均値の、皮下投与のevinacumab群と
プラセボ群との差は、450mg毎週群
で-56.0%ポイント、300mg毎週群で
-52.9%ポ イント、300mg隔 週 群 で

-38.5%ポイントであった（すべての群
でp<0.001）。静脈内投与のevinacum-
ab群とプラセボ群との差は、15mg/
kg群で-50.5%ポイント（p<0.001）、
5mg/kg群で-24.2%ポイントであっ
た。治療期間中の重篤な有害事象の発
現率は、試験全体群で3～16%と幅が
あった。
■結論
難治性高コレステロール血症患者に
おいて、evinacumabの使用は有意に
LDL-C値を改善させ、特に最大用量で
は50%以上低下した。

筑波大学附属病院
内分泌代謝・糖尿病内科

菊池裕一（きくち　ゆういち）
島野　仁
筑波大学医学医療系内分泌代謝・糖尿病内科教授

図　Evinacumab投与とプラセボ投与によるLDL-C値の変化率の比較
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COVID-19患者における脂質代謝の異常と病的炎症について
Dysregulation of Lipid Metabolism and Pathological Inflammation in Patients with COVID-19.
Caterino M, Gelzo M, Sol S, et al: Scientific Reports. 2021; 11: 2941.

COVID-19入院患者においてメタボローム解析を行い、脂質代謝の変化と炎症性サイトカインの関係を検討した論文である。
デングウイルスをはじめとする一部のウイルスは、脂肪滴やトリグリセリドを処理して遊離脂肪酸を放出し、β酸化を亢進し
てATPを生成するというオートファジーを利用して自己の複製を促進しているとされている。今回の結果からSARS-CoV-2に
おいてもオートファジーのメカニズムの関与が疑われた。また、TSLPがCOVID-19の重症度と有意に関連しており、ヒト抗
TSLP抗体が喘息患者に対し有益であることが証明されているように、TSLPが新たな治療介入のターゲットとなりうる可能
性が示唆される。今後さらにウイルスのライフサイクルのシグナル伝達経路における脂質の役割を調べる必要があるが、この
ような研究は既存の薬剤使用検討だけでなく、新しい薬剤ターゲットの確立に寄与するだろう。

■背景
SARS-CoV-2感染において、宿主の脂
質はウイルスの生命維持に関与してお
り、特にウイルスの複製には二重膜小
胞が重要な役割を果たしているとされ
る。また、SARS-CoV-2は炎症性サイ
トカインによる局所・全身性の炎症を
きたすことが知られているが、障害さ
れた組織からTSLPのようなアラーミ
ンが放出され、これが全身性にさまざ
まな影響を与えている可能性がある。
■方法
イタリアの2施設におけるCOVID-19
入院患者53名（軽症20名、中等症16
名、重症17名）に対し、患者の血清を用
いてメタボローム解析を行った。解析
ではPLS-DA（部分最小二乗判別分析）
を実施した。同時に、患者血清を用いて
IL-17A、IL-17RA、IL-6、TNF-α、
TSLP、アディポネクチンを測定した。
COVID-19患者の各重症度間のサイト
カインの変化、各脂質とサイトカイン
の相関関係をそれぞれ統計学的に解
析した。
■結果
①メタボローム解析
6つのクラス（ジアシルグリセロール

（DG）、トリアシルグリセロール（TG）、
グリセロリン脂質（PC）、コレステロー
ルエステル（CE）、セラミド（Cer）、ス
フィンゴ脂質（SM））において、483個
の脂質を対象にメタボローム解析を
行った。PLS-DAにおいて、VIPスコ
ア>2.0であった脂質分子は28個存在
した。そのうち、重症患者と軽症～中等
症患者を比較したとき、重症患者にお
いては12個の脂質分子（DG4個、TG3
個、PC2個、Cer3個）が増加しており、
10個 の 脂 質 分 子（DG1個、TG6個、
Cer3個）は減少していた。重症患者と
軽症患者を比較したとき、DG3個、
TG15個、Cer7個、PC2個、SM1個
に有意差が認められた。なかでも重症
患者においてCerは有意に増加してい
るのに対し、HexCerは有意に減少し

ていた。さらにPC、SMは軽症患者に
比較し有意に増加していた。重症患者
と中等症患者を比較したとき、DG1個、
TG11個、CE2個、Cer2個、PC2個で
有意差がみられた。
②サイトカインと脂質分子
入院時（T0）と入院7日目（T1）で比較
し、TSLPは同程度か軽度上昇してい
るのみで有意差は認めなかった。重症
度別に分類すると、TSLPは重症と軽
症～中等症患者で比較したとき、重症
患者においてT1で有意に増加してい
た。IL-26は重症度と相関を認めなかっ
た。IL-26はT0では有意な相関は認め
なかったが、T1においてCerと正の相
関を示していた。また、T1においてIL-6
とCEには負の相関が認められた。
③�アディポネクチンと代謝分子
重症患者では中等症から軽症患者と
比較しアディポネクチン濃度が高い

傾向があったが、有意差は認めなかっ
た。T1においてIL-6はアディポネクチ
ンと正の相関を示した。さらにT0では
アディポネクチンとCerおよびPCとの
間に正の相関がみられた。
■結論
メタボローム解析において、重症患者
では特にTGが変化しており、オート
ファジーのメカニズムがCOVID-19に
関与している可能性が示唆された。
TSLPがCOVID-19の重症度と有意に
関連しており、重症例において免疫応
答が制御されていないことを示す既報
と一致していた。アディポネクチンと
IL-6、セラミドとの相関から、IL-6の増
加を介した炎症に脂肪組織が対抗し
ようとしている可能性や、アディポネ
クチンの脂質代謝への関与が示唆さ
れた。

図　�メタボローム解析におけるVIPスコア上位30種の脂質および重症度ごと
の相対的な脂質量
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2022年度の診療報酬改定率が決定

2022年度の診療報酬改定�
「本体」の改定率はプラス0.43％で決着
　厚生労働省の後藤茂之厚生労働相と、財務省の鈴木俊
一財務相は12月22日の大臣折衝で、2022年度の診療報
酬の改定率について、医師などの技術料に相当する「本体」
をプラス0.43％（国費ベース292億円）、薬価・保険医療材
料価格は、市場実勢価格による価格引き下げなどで、マイ
ナス1.37％（薬価マイナス1,553億円、材料マイナス17億
円）とすることで決着した。
　「本体部分」は、岸田政権が政策的課題に位置付ける、
３％程度（月額平均１万2,000円相当）の引上げを念頭に
置いた「看護職員の処遇改善」のプラス0.2％や、菅前政権
“肝入り”の「不妊治療の保険適用」のプラス0.2％といった
特例対応分と、反復利用できる「リフィル処方せんの導入」
のマイナス0.1％、2022年３月に時限措置を迎える「小児
の感染防止対策加算」のマイナス0.1％の「医療費削減分」
を相殺すると、「真水部分」といわれる純増分は、プラス
0.23％となる。
　いわゆる「真水部分」のプラス0.23％の内訳は、「医科」
0.26％（約220億円）、「歯科」0.29％（約20億円）、「調剤」
0.08％（約20億円）。医科、歯科、調剤の「１」：「1.1」：「0.3」の
財源配分を従来通り踏襲した。なお「本体」と「薬価改定」を
踏まえた「診療報酬全体」の改定率を単純計算すると、マイ
ナス0.94％となる。

リフィル処方せん「通院負担の軽減と医療費削減効
果」を検証へ
　個別事項に目を移すと、大臣折衝では、「リフィル処方せ
ん」の導入・活用促進による効率化に強い期待感を示して
いる。
　「リフィル処方せん」は、症状が安定している患者に対
し、医師が繰り返し使用できる「回数」を定め、一定期間、反
復使用できる処方せんのこと。症状の安定した患者は、医
療機関を受診することなく薬局で繰り返し薬を受け取る

ことができる。「分割調剤とは異なる実効的な方策を導入
することにより、最新の効率化につなげ、その効果につい
て検証を行う」と、リフィル処方せんの導入効果への期待
を大臣折衝事項として文書に残した。後藤厚労相は記者
会見で、「医療現場で医療の質を下げないという条件の下、
できる限り工程・手順・事務を効率化していくことは必要。
リフィル処方せんを実行することで、財源としても、
0.10％の捻出にもつながっている」と期待感を示してい
る。
　診療報酬改定率が決定されたことで、今後は中央社会
保険医療協議会（中医協）での個別事項に、関係者の注目
が集まる。両大臣は、大臣折衝の合意事項として、中医協に
対し、①看護配置７対１の入院基本料を含む入院医療の評
価の適正化②在院日数を含めた標準化に資するDPC制度
の算定方法の見直し等の更なる包括払いの推進③医師の
働き方改革にかかる加算の実効性を向上させる見直し④
外来の機能分化につながるよう、かかりつけ医機能に係る
措置の実態に即した適切な見直し⑤費用対効果を踏まえ
た後発医薬品の調剤体制加算の見直し⑥多店舗を有する
薬局等の評価の適正化⑦OTC類似薬等の既収載の医薬
品の保険給付範囲の見直しなど、薬剤給付の適正化の観
点からの湿布薬の処方の適正化－－についての検討を促
した。
　中医協では個別の項目についての審議を１月下旬から
開始し、２月上旬にも厚生労働相に答申する。上記の事項
以外の注目は、コロナ禍で特例的に初診から認められてい
る「オンライン診療」の取り扱いだろう。「対面診療」を原則
としつつも、普及に向けた課題とされた評価の格差が、ど
の程度縮小するのか、しないのか。関心は高い。

【関連ホームページ】
●�https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/�
000880697.pdf

図　過去改定率の推移

BIOS27-1�A01198biosはWEBでもお読みいただけます。（https://med.skk-net.com/bios/）

2014(H26) 2016(H28) 2018(H30) 2020(R2) 2022(R4)

診療報酬
改定率 ＋0.1％ ＋0.49％ ＋0.55％ ＋0.55％ ＋0.43％

薬価等改定率 ▲1.36％ ▲1.33％
〔▲1.82％〕

▲1.45％
〔▲1.74％〕

▲1.00％
〔▲1.01％〕

▲1.46％
〔▲1.37％〕

※消費税引き上げに伴う改定分は除く。薬価のみの改定（2019年度、2021年度）は除く。
（注）�2016年度、2018年度、2020年度及び2022年度の〔　〕書きには、市場拡大再算定等の新たに行われた制度改革（2022年度は不妊

治療の保険適用等）の影響を含む。


