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食事由来脂質が小腸と肝臓での DPP-4 発現に与える影響
The effect of cholesterol on DPP-4 expression in
intestine and liver
Background and Aim
Excessive consumption of fat induces inflammation in artery, adipose tissue, liver and so on,
and causes metabolic syndrome. Especially, type 2 diabetes mellitus (T2DM) should be noted
because this disease causes not hyperglycemia but also complications such as hyperlipidemia.
Recently, inhibiting Dipeptydil peptidase-4 (DPP-4) gets attention as pharmacological target to
enhance incretin function which promotes insulin secretion in pancreas. Therefore, many DPP-4
inhibitors have been developed.
We found that high fat and high cholesterol diet (HFHC diet) increases DPP-4 expression in
intestinal lymph. But, it is not clear that how DPP-4 is increased, and which organs produce DPP-4.
In this study, we challenged to determine whether intestine and liver produce DPP-4 using in
vivo study. And we also studied whether cholesterol enhances DPP-4 expression in intestine and
liver using in vitro study.
Methods and Results
First, we fed HFHC diet to SD male rats (6weeks) for 2 weeks. Then, we collected small
intestine crypts, liver and kidney from rats to quantitate DPP-4 mRNA expression. As a result,
HFHC diet did not increase DPP-4 expression in any organs.
Second, we stimulated cholesterol micelle to Caco2 cell or Huh7 cells for 2 hours. Then, we
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assessed DPP-4 mRNA expression of these cells. Therefore, cholesterol micelle did not affect DPP4 expression in any cells.
Conclusions
In conclusion, we failed to determine whether small intestine, liver and kidney promote DPP-4
expression by HFHC diet. We also failed to reveal whether cholesterol increases DPP-4 expression
in Caco2 cells and Huh7 cells. We need to reconsider experiment design and hypothesis.

目 的
脂質の過剰摂取は、血管や脂肪組織、肝臓などで炎症を誘発し、生活習慣病を引き起こす。中でも
2 型糖尿病は、糖代謝異常のみならず、脂質異常症などの合併症を起こすため、発症予防に特に注
力しなければならない疾患である。
近年、Dipeptydil peptitase-4（ DPP-4 ）と呼ばれる酵素がインスリン分泌を促すホルモンであるイ
ンクレチンを分解することによって、糖尿病の発症に間接的に関与することが明らかとなった（ 1 ）。このた
め、DPP-4をターゲットとした治療法に注目が集まっている。
我々は、これまでにラットに高脂肪・高コレステロール食を 8 週間負荷することによって、DPP-4 の活
性がインクレチンの輸送経路である腸管リンパ液内で有意に増加することを見出した（2）。しかし、腸管リ
ンパ液内に出現した DPP-4がどの臓器から産生されたのかいまだ不明である。
そこで本研究では、
「コレステロールの刺激によって、小腸で DPP-4 が産生される」ことを仮定して、
腸管リンパ液中に出現した DPP-4 がどの臓器由来なのか特定を試みた。また、特定した臓器におい
て、食事由来の脂質を刺激することによってDPP-4の発現が増加するか否か検討を行った。

実験方法
1 . 高脂肪・高コレステロール食負荷によるラットでの各臓器での DPP-4 発現の検討
SD系雄ラット6週齢（オリエンタル酵母工業）に対し、通常食（日本クレア、CLEA rodent CE-2 diet）
あるいは高脂肪・高コレステロール食（日本クレア、CE-2 diet に牛脂 20 ％とコレステロール 1.25 ％を
加えたもの）を 2 週間投与した。その後、小腸陰窩部と肝臓、腎臓を回収し、それぞれの臓器での
DPP-4の発現程度をmRNAレベルで検討した。
2 . 培養細胞へのコレステロール刺激による DPP-4 発現の検討
20mMタウロコール酸 Na 、100mM モノオレイン、100mMコレステロールをソニケーションによって血
清不含 DMEM 培地（ high Glucose ）内でミセル化させた。このコレステロールミセルを腸管上皮モデ
ル細胞であるCaco2 細胞および肝がん細胞であるHuh7 細胞に 2 時間作用させ、各細胞での DPP-4
の発現程度をmRNAレベルで検討した。
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結

果

1 . 高脂肪・高コレステロール食負荷によるラットでの各臓器での DPP-4 発現程度について
先行研究（ 2 ）においては、ラットへの 8 週間の高脂肪・高コレステロール食の投与によって小腸での
DPP-4 mRNAの有意な発現増加が認められたが、今回の検討では小腸陰窩部でのDPP-4 mRNA
の有意な発現増加は認められなかった（ Fig . 1 ）。また、肝臓と腎臓においても同様に DPP-4 発現の
有意な変化は認められなかった（Fig . 1）
。

Fig .1 小腸、肝臓、腎臓での DPP-4 mRNA 発現量の変化

2 . 培養細胞へのコレステロールミセル刺激による DPP-4 発現程度について
調製したコレステロールミセルが細胞内に取り込まれているか確認するため、細胞内脂質をFolch 法
にて抽出した後、細胞内総コレステロール量についてコレステロール定量キット（ Wako 社）を用いて測
定した。その結果、Huh7 細胞においては総コレステロール量の有意な変化が認められた（ Fig . 3 ）。
一方、Caco2 細胞においては、総コレステロール量の増加傾向は認められたものの、統計学的な有意
差は認められなかった（Fig . 2）
。

Fig . 2 コレステロールミセル作用による細胞内総コレステロール量の変化

3

それを踏まえ、コレステロールミセル作用後の DPP-4 mRNA 発現をCaco2 細胞、Huh7 細胞におい
て検討した。その結果、いずれの細胞においてもDPP-4 mRNA 発現に有意な変化は認められなかっ
た（ Fig . 3 ）
。

Fig . 3 コレステロールミセル作用による DPP-4 mRNA 発現の変化

考察と今後の検討課題
今回の検討では、動物を用いた試験、培養細胞を用いた試験どちらにおいても、コレステロールの作
用によるDPP-4の有意な変化を検出することが出来なかった。したがって、今後の検討課題として、実
験デザインについて再検討を行う必要と、先行研究（ 2 ）で腸管リンパ液中に出現した DPP-4 の増加メカ
ニズムを別の視点から考える必要がある。
・ 実験デザインの再検討
動物試験において、先行研究では 8 週間の高脂肪・高コレステロール食の負荷を行ったが、今回の
検討では2 週間負荷でのDPP-4の検出を試みた。短期負荷であったため、DPP-4の発現が十分では
なかった可能性が考えられる。したがって、2 週間以上の負荷を行い、時系列的に DPP-4 の発現を検
討する必要がある。
また、培養細胞を用いた検討では、小腸のモデル細胞として Caco2 細胞を用いたが、この細胞は、
結腸由来の細胞株であり、小腸のモデルとは必ずしも言えない。したがって、小腸での DPP-4 発現をよ
り正確に検討するためには、正常な小腸上皮細胞を用いる必要がある。正常な小腸上皮細胞の分離、
培養方法は Satoら（3 ）によって確立されており、この手法が今後の検討に有用であると考えられる。
さらに、本研究は「コレステロールの刺激によって、小腸で DPP-4 が産生される」ことを仮説としたた
め、培養細胞を用いた検討ではコレステロールを単独作用させた検討のみを行っている。動物試験に
用いた高脂肪・高コレステロール食はコレステロールだけではなく、脂肪も多く含む組成となっている。し
たがって、脂肪酸の刺激によるDPP-4産生の可能性も考えられるため、脂肪酸を作用した場合の検討
を行う必要がある。
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・ 腸管リンパ液中に出現した DPP-4の増加メカニズムを別の視点から考える
今回、先行研究で腸管リンパ液中に出現した DPP-4 の産生メカニズムをコレステロールの刺激によっ
て、小腸でDPP-4が産生され、それが腸管リンパ液中に出現したと仮定した。
しかし、別の原因によって
DPP-4 が腸管リンパ液に出現した可能性を考慮しなければならない。Röhrbornら（4）によると、脂肪組
織や平滑筋細胞において、DPP-4 が Matrix metalloproteinases（MMPs）によって切り出さることが
明らかとなった。したがって、MMPs の発現あるいは活性が増加した可能性を考え、臓器あるいは細
胞表面上の DPP-4 の発現程度を検討するだけでなく、MMPs の活性なども平行して検討する必要
がある。
また、Kohanら（ 5 ）や先行研究（ 2 ）によって、腸管リンパ液中の DPP-4 活性が他の臓器と比較して著
しく低いと言うことが分かっている。なぜ、腸管リンパ液での DPP-4 活性が低いのか、詳細なメカニズ
ムは明らかになっていないが、DPP-4 を不活化させる何らかの物質の存在、あるいは DPP-4 が正常
状態ではリンパ液中に流入しないメカニズムがあるのではないかと筆者は考えている。この点について
は、更なる研究の発展が望まれる。

まとめ
本研究では、食品に含まれるコレステロールが DPP-4 の発現を増加させるか否か検討を行った。そ
の結果、動物試験および培養細胞を用いた試験どちらにおいても、有意な変化を確認することができな
かった。今後、DPP-4 産生メカニズムについて別の可能性を考えることと、より正確なデータを得られる
実験デザインを検討する必要がある。
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