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現在に至る

糖尿病リスク低減食品開発を目指した脂肪酸による
ジアシルグリセロールキナーゼδの動態制御
Analysis of regulation of DGKδ dynamics by fatty acid to
develop foods for reducing risk of diabetes
Diacylglycerol kinase (DGK) phosphorylates diacylglycerol to produce phosphatidic acid.
DGK consists of ten isozymes. We recently found that decreased expression of the δ-isozyme
of DGK in skeletal muscles is closely related to the pathogenesis of type 2 diabetes, which is
characterized by insulin resistance, glucose intolerance and hyperglycemia. In the present study,
we found that myristic acid (14:0), but not palmitic acid (16:0), markedly increased DGKδ
protein expression (more than 100% increase) in mouse C2C12 myotubes. Moreover, myristic
acid significantly enhanced glucose-uptake (55% increase). We next examined the antidiabetic
effect of myristic acid in NSY (Nagoya-Shibata-Yasuda) mice, a spontaneous model for studies of
obese type 2 diabetes. NSY mice were orally administered vehicle, 300 mg/kg of myristic acid or
300 mg/kg of palmitic acid every other day for 26 weeks. Myristic acid ameliorated the
development of hyperglycemia, improved insulin sensitivity and reduced body weight increase
when compared to the controls (vehicle and palmitic acid groups). These results suggest that
myristic acid improves hyperglycemia by increasing insulin sensitivity and reducing body weight,
and that myristic acid is a promising food additive to prevent type 2 diabetes.
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はじめに
もはや先進国共通の国民病になった感のある 2 型糖尿病には現在著効を示す原因療法（食餌療
法を含む）は少なく
（殆ど無く）
、その開発が待たれている。また、2013 年の世界の糖尿病患者は 3 億
8 千万人と推計され増加傾向に有り、その市場は極めて大きい。したがって、その発症機構に関して
は世界中で精力的に研究が行われている。これまでに膨大な研究の蓄積があり、例えば 2 型糖尿病
の主因であるインスリン抵抗性の惹起機構には、細胞外因子（アディポサイトカイン）としてレプチン、
レジスチン、腫瘍壊死因子 -αやアディポネクチン等、また、細胞内因子としてグルコーストランスポー
ター4、ホスファチジルイノシトール3-キナーゼや peroxisome proliferators-activated receptor-γ等
の関与が注目され、研究が進んでいる。しかし、発症に至る過程は複雑で且つ長期に渡り、遺伝的素
因を含めた根本的な発症のメカニズムは未だ余り良く分かっていないのが現状である。興味深いこと
に、2 型糖尿病患者の骨格筋組織中では、ジアシルグリセロール（ DG 、グリセロール骨格の 1 、2 位に
2 本の脂肪酸が結合）量が増加することは以前から知られていたが、残念ながらこれまでは現象論的
研究のみで、その分子実体は明らかではなかった。
最近共同研究等により、DG キナーゼ（ DGK 、α〜κの 10 種のアイソザイムが存在）のδアイソザイム
（骨格筋で特異的に高発現）とインスリン抵抗性惹起・2 型糖尿病発症との関連を探った。その結果、
2 型糖尿病患者の骨格筋組織中で DGKδの発現量が約半分に低下しており、その低下によって上
記の DG 量増加の大部分及び本症の発症・増悪化を説明できることを示した（ 1 , 2 ）。加えて、最近興味
あることに、液体クロマトグラフィー / 質量分析を用いた実験等により、DGKδの基質となるDG 分子種
の脂肪酸組成が極めて特徴的である（パルミチン酸（ 16：0（脂肪酸の炭素数：不飽和結合数））含
有 DG に選択的）という知見が得られた（ 3 ）。また、更に興味深いことに、ミリスチン酸（ 14：0 ）が細胞
レベルで DGKδの発現量を増加（約 100 ％上昇）させることを見出した（ 4 ）。従って、DGKδの発現量
増加が可能になれば2 型糖尿病の予防・治療に繋がると考えられた。
既存のエネルギー調整食はつらく味気なく、また、エネルギー調整食以外の既存の食餌療法は根拠
のハッキリしない経験的・通俗的なものが多く理論的基盤を持つものは殆ど無い。そこで、DGKδが
2 型糖尿病発症・増悪化の新たな鍵酵素であることから、申請者は食品中の「 DGKδの発現量を調
節する脂肪酸」の量のみを調整することで 2 型糖尿病リスクが低減できると考えた。これは我々が独自
に初めて提唱するものである。今回本研究では、新たな客観的（科学的）根拠に基づく継続が容易で
副作用の少ない2 型糖尿病リスク低減食品の開発に向けた基礎的知見を得ること目指した。

実験方法
骨格筋細胞の糖取り込み能の測定
実験には C2C12 マウス骨格筋芽細胞を使用した。C2C12 細胞を 10 ％ウシ胎仔血清を含む
Dulbecco's Modified Eagle's Medium 中で、37 ℃、5％ CO2 の条件で培養した。C2C12 筋芽細胞
を12 well plate に 4×10 4cells/well で播種し、confluent な状態になったところで筋管分化誘導を開
始した。分化誘導には、Dulbecco's Modified Eagle's Mediumに0.1％のウシ胎仔血清と5μg/ml の
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インスリンを添加した培地を用いた。C2C12 筋芽細胞を 72 時間筋管分化誘導した後、ミリスチン酸、
または、パルミチン酸 、ステアリン酸 0 . 5 m M 存 在 下で 2 3 時 間 培 養した。その後 、インスリン
依存的グルコース取り込み能を、インスリン添加後 30 分に蛍光標識したグルコースのアナログ
2-［N -（ 7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl ）amino ］-2-deoxy-D-glucoseを添加し30 分取り
込ませることで測定した。
マウス個体へのミリスチン酸の投与
2 型糖尿病モデルマウス（ NSY（ Nagoya-Shibata-Yasuda ）マウス）に 4 週齢からミリスチン酸
（ 3mg（ 0.1ml ）/ 体重 10g ）を栄養チューブ（胃管）により一日おきに摂取させ、4 〜 28 週間後に空腹
時血糖値の測定、グルコース負荷試験やインスリン負荷試験等を行った。
グルコース負荷試験
4 、18 、24 、30 週齢の NSY マウスを16 時間絶食させた後、尻尾をカットし20μl 採血した。2mg /g
のグルコース（ 200mg /ml グルコース / 生理食塩水を体重 10g あたり100μl ）を腹腔内に投与し、投
与から経時的に20μl 採血（ 30 分、60 分、90 分、120 分）を行った。ラボアッセイグルコースキット
（和光
純薬工業）を用いて血糖値を測定した。グルコース添加後 120 分後の血糖値が 200mg /dl 以上を糖
尿病と判定した。
インスリン負荷試験
20 、26 、32 週齢の NSY マウスを 16 時間絶食させた後、尻尾をカットし 20μl 採血した。0.5U/ kg
インスリン（ 0.05U/ml インスリン/ 生理食塩水体重 10g あたり100μl ）を腹腔内に投与し、投与から経
時的に20μl 採血（ 15 分、30 分、45 分、60 分）を行った。

結

果

細胞レベルでのミリスチン酸の骨格筋細胞糖取り込み能に及ぼす影響
細胞培養培地中に DGKδの発現量を増大させることが判明した脂肪酸（ミリスチン酸）を加え、
C2C12 筋管細胞の糖取り込み能の変化を解析した。その結果、ミリスチン酸の添加により、DGKδの発
（5）
現が増加し、インスリン非存在下の糖の取り込みも1.4倍に上昇した（Fig. 1）
。インスリン存在下でも糖

の取り込みは1.5倍に上昇した。一方、ミリスチン酸の近縁のパルミチン酸（16：0）やステアリン酸（18：0）
（5）
では DGKδの発現に変化は無く、糖の取り込み能への促進効果は認められなかった（ Fig. 2 ）
。

次に、ミリスチン酸処理によるグルコース取り込み亢進が DGKδの発現量増大によるものであるか否
かについて検討した。DGKδの発現をsiRNAによりノックダウンしたところ、ミリスチン酸処理によって上
（5）
昇したグルコース取り込み能が顕著に抑制された（ Fig. 3 ）
。次に、実際に DGKδがグルコース取り

込み能を亢進できるか否かを確かめるために、DGKδ過剰発現株のグルコース取り込み能を調べたと
（5）
ころ、DGKδ過剰発現株がコントロールに比べてグルコースの取り込み能が高かった（ Fig. 4 ）
。

DGKδのノックダウン（発現低下）によりミリスチン酸処理した細胞ではグルコース取り込み能が低下
すること、DGKδの過剰発現によりグルコース取り込み能が上昇することが明らかとなり、DGKδの発現
とミリスチン酸処理によるグルコース取り込み能の上昇との相関が細胞レベルで強く示唆された。
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Fig. 1. ミリスチン酸添加によるC2C12 細胞の DGKδの発現量の変化とグルコース取り込み能への影響
n＝5, *p <0.05, **p <0.01, ***p <0.001 vs. control ．

Fig. 2. パルミチン酸及びステアリン酸添加によるC2C12 細胞のグルコース取り込み能への影響
n＝6–9．
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Fig. 3. DGKδノックダウンによるC2C12 細胞のグルコース取り込み能の変化
n＝5, *p <0.05, ***p <0.001 ．

Fig. 4. DGKδ過剰発現 C2C12 細胞のグルコース取り込み能の変化
n＝6, **p <0.01, ***p <0.001 vs. control ．

個体レベル（ 2 型糖尿病モデルマウス）でのミリスチン酸による血糖値などに及ぼす影響
細胞レベルでの効果が確認できたので、次に、実際に個体レベル（マウス）でミリスチン酸の効果が
あるか否かの検討を行った。2 型糖尿病モデルマウス（ NSY マウス）に4 週齢からミリスチン酸（ 3mg/
体重 10g ）を栄養チューブ（胃管）により一日おきに摂取させた。そしてまず、8 週齢以降の空腹時血糖
値を測定したところ、24 週齢以降でコントロール群（脂肪酸無添加及びパルミチン酸添加）の血糖値
の上昇傾向が観察されたが、ミリスチン酸投与群の血糖値ではそのような傾向が見られず、相対的に
低い値を示した（ Fig. 5 ）。
次に、グルコース負荷試験を行ったところ、ミリスチン酸を投与した 18 週齢のマウスでは効果は見ら
れなかったものの、24 週齢と30 週齢の NSY マウスではコントロール群（脂肪酸無添加及びパルミチン
酸添加）に比べ顕著に血糖値が低くなる傾向が見られた（ Fig. 6A, C, E ）。曲線下面積（ AUC 、血
中グルコース濃度の曲線の積分値）にも有意な差が見られた（ Fig. 6B, D, F ）。従って、ミリスチン酸
投与 NSY マウスでは耐糖性が改善していることが示された。また、グルコース添加後 120 分後の血糖
値が 200mg/dl 以上の場合を糖尿病とするが、ミリスチン酸を投与した24と30 週齢（特に30 週齢）の
NSY マウスではコントロール群に比べ糖尿病を示す個体が顕著に減少していた（ Fig. 7 ）。
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インスリン負荷試験を行ったところ、ミリスチン酸を投与した 20 週齢のマウスでは効果は見られなかっ
たものの、26 週齢と32 週齢の NSY マウスではコントロール群（脂肪酸無添加及びパルミチン酸添加）
に比べ顕著に血糖値が低くなる傾向が見られた（ Fig. 8 ）。従って、ミリスチン酸投与マウスではインス
リン感受性が増していることが示された。
ミリスチン酸投与群の体重はコントロール群（脂肪酸無添加及びパルミチン酸添加）に比べ減少傾
向が認められた（Fig. 9）。餌の摂取量及び体重あたりの餌の摂取量には、ミリスチン酸投与群とコント
ロール群間で変化はなかったことから（data not shown）
、これらの変化は何らかの代謝の変化によっ
て引き起こされたものと考えられた。
種々の測定後（ 32 週齢以降）にマウスを解剖して内臓などの異常の有無を調べたが、ミリスチン酸
投与マウスで特に異常は認められず、ミリスチン酸投与による毒性などは無いものと考えられた。

Fig. 5. NSY マウスの空腹時血糖値
MA：ミリスチン酸，PA：パルミチン酸．
n＝8–14, *p <0.05（ control vs MA ）
；# p <0.05（ PA vs MA ）．
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Fig. 6. NSY マウスのグルコース負荷試験（ GTT ）
A, B：18週齢；C, D：24 週齢；E, F：30 週齢．
A, C, E：血糖値の経時変化；B, D, F：AUC（曲線下面積）．
MA：ミリスチン酸，PA：パルミチン酸．
n＝6–13, *p <0.05, **p <0.01, ***p <0.001（ control vs MA ）
；# p <0.05（ PA vs MA ）．
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Fig. 7. NSY マウスの糖尿病判定
グルコース負荷試験において，グルコース添加後 120 分後の
血糖値が200mg/dl 以上を糖尿病と判定した．
MA：ミリスチン酸，PA：パルミチン酸．
n＝8–14

Fig. 9. NSY マウスの体重変化
MA：ミリスチン酸，PA：パルミチン酸．
n＝8–14．

Fig. 8. NSY マウスのインスリン負荷試験（ ITT ）
MA：ミリスチン酸，PA：パルミチン酸．
n＝4–10,
*p <0.05（control vs MA）
；### p <0.005（PA vs MA）．
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考

察

C2C12 筋管細胞において、ミリスチン酸添加による DGKδの発現上昇に伴い、DGKδ依存性の
グルコース取り込み能が上昇することが示された（ Figs. 1, 3, 4 ）。この細胞レベルでの結果から、個体
レベルでもミリスチン酸の摂取により2 型糖尿病を軽癒できる可能性があり、検証を試みた。そして、
2 型糖尿病モデルマウス（NSY マウス）を用いた個体レベルでの実験でもミリスチン酸投与の効果が認
められ、コントロール群（脂肪酸無添加及びパルミチン酸添加）に比べ、糖尿病になる NSY マウスが
減少していた（ Fig. 7 ）。また、ミリスチン酸投与 NSY マウスでは、糖尿病で見られる以下の症状、空
腹時血糖値上昇、耐糖能低下、インスリン感受性低下もミリスチン酸投与群で軽癒していた（ Figs. 5,
6, 8 ）。更に、NSY マウスで見られる肥満も軽減しており（ Fig. 9 ）
、所謂ダイエット効果も見込めること
が明らかになった。以上のように、今回の研究で、ミリスチン酸が 2 型糖尿病リスク低減食品成分として
有望であるという極めて興味ある結果が得られた。
ミリスチン酸投与 NSY マウスにおける DGKδ発現量に関しては、増加の傾向は認められるものの
まだ例数が少なく、現在更に検討中であり、今後の検討課題としたい。更に今後は、投与法を変える
（例えばミリスチン酸を遊離脂肪酸の状態ではなくトリアシルグリセロールの状態での投与）等して更に
個体レベルでのミリスチン酸の効果を確認し、詳細に解析して行く予定である。また、上記のミリスチン
酸投与による糖尿病の様々な指標の軽癒の機構にはまだ不明な点が多いので、今後更に検討を進め
ていきたい。
最近、興味深いことに、高脂肪乳製品（牛乳やチーズ、バター、ヨーグルトなど）をよく飲み食べる
人では、全く飲食しない人に比べ、2 型糖尿病の発症リスクが 23 ％低下することが、約 2 万 7000 人
（年齢 45 ～ 74 歳（壮年〜高齢期））の観察研究で明らかになった（ 6 ）。この結果は、一般に脂身の多
い肉などを多く摂取すると2 型糖尿病リスクが上昇するが、動物性脂肪の中でも乳製品に含まれる脂
肪分は例外的に糖尿病の予防に有用であることを示している。大部分の食用油脂にはミリスチン酸は
微量（ 1％未満）しか含まれていないが、乳製品の脂肪には例外的に豊富に含まれる（乳脂肪の 12％
がミリスチン酸）。本研究でマウスに投与したミリスチン酸量（ 3mg / 体重 10g ）は、ヒト
（ 60kg ）で換算
すると9g /日となる。ミリスチン酸：9g /日を乳製品に換算すると、例えばチーズ：100g /日
（ミリスチン酸：
4g /日）
、バター：30g /日（ミリスチン酸：4g /日）
、牛乳：200ml /日（ミリスチン酸：1g /日）の合計となり、
これらの値は欧米で乳製品を多く摂取する諸国の平均値程度である。従って、この乳製品摂取による
糖尿病予防効果は、ミリスチン酸の摂取によって説明できる可能性がある。更に、ミリスチン酸：9g /日
という量はは日々の食事で充分摂取可能な量であると言える。
上述の様に、大部分の食用油脂にはミリスチン酸は微量しか含まれないので、食品中のミリスチン酸
の量のみを調整（増加）させることは容易である。また、カプセルにミリスチン酸を入れて摂取することも
可能である。本研究が進展すると、新たな客観的（科学的）根拠に基づく、継続が容易で副作用の
少ない 2 型糖尿病リスク低減食品（健康補助食品や食用油等を想定）の開発が可能となる。そして、
このような 2 型糖尿病リスク低減食品を開発することによって、世界中の人々の健康増進や生活の改
善に役立つことが期待される。今後、特許を出願し、企業との共同研究等を模索し、2 型糖尿病リスク
低減食品の開発に繋げていきたい。
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