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【連携推進（具体的な連携推進活動内容とその活動の効果等）】 

それぞれの研究機関で本調査研究の推進状況の打ち合わせと成果報告を複数回行った。さら

に、下記の研究結果を受け抗老化サプリメントの検証実験系の確立、及び S-アデノシルメチオニ

ン（SAM）制御による抗老化創薬に関する成果を基礎的特許として、筑波大学および産業技術総合

研究所の知財関連部局と知財獲得に向けた協議を行った。また本テーマについて、VC 系投資会社

と将来的なベンチャー化についての協議を行なった。加えて、令和元年度 AMED 革新的先端研究開

発支援事業に応募した。採択には至らなかったが、調査研究のさらなる発展への布石となる申請

であった。 

 

【調査研究内容（実験等中心に背景・課題と実行された課題解決の内容と結果）】 

1.研究背景・課題 

少子高齢化が進む社会において、加齢に伴う組織の機能低下（老化）の克服は喫緊の課題であ

る。特に、生殖能力および脳機能の老化の原因を理解し制御することは、人口減少の低減や健康

長寿を達成する上で中心的な問題である。 

この問題にアプローチするために、昨年度、本調査研究では老化との関連性が示唆されている

代謝物質である S-アデノシルメチオニン（SAM）に着目した研究を展開した。SAM は必須アミノ酸

の一つであるメチオニンの代謝産物であり、SAMの増加は個体寿命の短縮に繋がるという知見が得

られていたが、SAMが組織老化の素過程に与える影響や、加齢に伴う量的変化、そしてそれを引き

起こす要因等については不明であった。 

本調査研究のチームは、寿命が短く、遺伝学的操作が容易なために優れた加齢研究モデルであ

るショウジョウバエ（筑波大学：林）と、哺乳類の代表的モデルであるマウス（産総研：波平）

を対象として、老化の影響が特に問題とされる生殖能力および脳機能の老化に対して SAMが与え

る影響を検証した。更に、微量代謝物質測定法（林）および超解像顕微鏡技術（波平）を用いた

緊密な共同研究を展開した結果、以下の成果を得た。 

2.研究結果 

①SAMの生体組織の老化への影響の検証について 
・ショウジョウバエ卵巣を対象に、加齢に伴う SAMの量的変化や、加齢に伴う機能低下に対する

SAM の影響を検証した。その結果、ショウジョウバエ卵巣においては加齢に伴い卵巣中の SAMが

増加すること、さらに遺伝学的操作で SAMを増加させた場合、卵産生能の老化が促進されること
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が明らかになった（図１）。そこで加齢に伴い

SAM が増加する要因について、SAM 合成酵素の

発現量に着目して解析した。その結果、卵巣の

加齢に伴い SAM合成酵素の発現量が上昇するこ

と、SAM合成酵素の機能阻害により加齢に伴う

SAM の増加が緩和されることを見出した。以上

の結果は、SAMが卵産生能の老化促進物質であ

ること、SAM 合成酵素の発現量の増加は、SAM

の増加を引き起こす主要な要因であり、重要な

創薬ターゲットであることを示している（林）。 

・上記の結果を受けて、マウスの脳（海馬、小脳および大脳）およ

び生殖腺（卵巣および精巣）の加齢に伴う SAMの量的変化を検証し

た。その結果、各組織において加齢に伴う SAMの増加が明らかとな

った（図２）。以上の結果は、SAM は動物種および組織の種類を超

えた老化促進物質であることを強く示唆している（波平）。 

②ヒト培養細胞を用いた SAMの影響の検証系の開発について 
 上記の結果を受けて、ヒトを対象にして SAMの組織老化への影響

を検証する実験系の確立を試みた。このために波平が開発したヒト

神経幹細胞培養系を用いて、老化指標となる現象を探索したとこ

ろ、神経幹細胞の分裂能および分化神経細胞を産生する能力を指標

として老化の程度を推定することが可能であることが明らかとなっ

た。現在、本実験系を用いて SAMの添加が老化を促進するか、また

SAM 合成酵素の機能阻害が老化を遅延するかを検証中である。本実

験系は、ヒトの老化における SAMの影響を解析する理想的な実験系

であるのみならず、抗老化サプリメント開発における大規模な化学

物質ライブラリーのスクリーニングにあたっても重要な技術基盤となる（波平）。 

③SAMの測定系の開発について 
・生体内の SAM量の測定法は、SAMの生体組織の老化への影響の検証に加えて、将来的に SAMを

指標とした老化度合いの推定にも用いられる重要な技術である。上記の研究における SAMの測定

は、Triversa-Q-TOF法（林らが開発した直接イオン化質量分析法）および LC-QqQ法（従来法）

によってなされた。これらの測定系は測定に用いるサンプル量をある程度削減できたものの、よ

り高感度かつ安定して測定できる方法の探索を行なった。このために、新規直接イオン化法

（Dpi-QqQ 法）を用いた予備的測定を行なった。その結果、本法は Triversa-Q-TOF 法に比較し

て２倍程度（5000細胞/ 1 測定）の検出感度を安定して得ることができることが明らかとなった

（企業と共同研究を視野にいれた予備実験を実施：林、波平）。 

・SAM の可視化は、１細胞レベルで細胞内の SAMレベルを測定するにあたり必須な方法である。

昨年度、SAMの可視化法については林が開発した抗 SAM 抗体を用いた方法によりマウス脳組織に

おける SAM の可視化に成功している。その一方で、本法は代謝物質を特異的に認識する抗体が必

要であり、また実験手順が煩雑であるため、測定できる代謝物質の種類や、生体組織を簡便かつ

詳細に観察する上で制限がある。そこで組織非破壊で生体内分子の挙動を可視化することができ

るラマン分光法を用いて、SAM や SAMの産生に影響を与える代謝物質群（解糖系および TCA回路

などの代謝物質）の観察が可能か検証した。検証の第一歩として、各代謝物質の標品が固有のラ

マンスペクトル（分子構造依存的に発せられる散乱光）を持つかを検証したところ、その多くは

図１ 加齢に伴う卵形成異常の増加への SAM の影響 

図２ 若齢と老齢マウスにおける

各臓器の SAM の量 
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固有のラマンスペクトルを持つことが明らかとなった。（企業と秘密保持契約を新規に締結：

林） 

上記二つの測定系については、今後生体組織を対象に最適化し、次年度以降の本調査研究におけ

る重要な技術基盤となる。 

＜関連業績＞ 
【学術論文】 
（林） 
・総説（査読あり） 
1) The regulation of Drosophila ovarian stem cell niches by signaling crosstalk. 

Hayashi, Y*., Yoshinari, Y., Kobayashi, S., Niwa, R., 
Curr. Opin. Insect Sci., vol. 37, pp.23-29, 2020 （*責任著者） 

【学会等における発表】 
（波平） 
（国内学会） 
１） Role of Lysine specific demethylase 1 in human neural stem cell 

波平昌一、Summer Retreat 2019, 熊本, 2019.8 
２） CoREST1 coordinates the function of LSD1 in premature neurons during the development of human fetal cortex 

平野和己、波平昌一、第 42 回日本分子生物学会年会, 福岡, 2019. 12. 

（国際学会） 
1) “DNA-methyltransferase 1 participates in methylation of neuronal enhancer in post-mitotic neuron of mammalian 

brain” 
Masakazu Namihira, Ayaka Kimura, Yutaka Saito, Taito Matsuda, Takuya Imamura, Hirofumi Noguchi, Maky 
Otsuka I., Katsuhide Igarashi, Kinichi Nakashima 
Neuroscience 2019, Society for Neuroscience, Chicago, IL, USA, 2019. 10 

（招待講演） 
１） 腸内細菌による成体神経新生の恒常性維持機構 

波平昌一、平山和宏、辻 典子、第 23 回腸内細菌学会, 東京, 2019. 6 

（林） 
（国内学会） 
１） 「メチオニン代謝制御による生殖系列におけるレトロトランスポゾンの抑制」 

林 良樹、第４２回日本分子生物学会年会, 福岡, 2019.12 ＃シンポジウム選定演者 
２） 「始原生殖細胞の発生過程における細胞内代謝の役割」 

林 良樹、第３回がんと代謝研究会・若手の会, 熊本, 2019.11 
３） 「メタボロミクスから見えてきたショウジョウバエ生殖系列の代謝的性質とその役割」 

林 良樹、日野 信次朗、樫尾 宗志郎、佐藤 哲也、野田 千代、三浦 正幸、中尾 光善、小林 悟、第１３回

メタボロームシンポジウム, つくば, 2019.10 
４） 「メチオニン代謝制御による生殖系列におけるトランスポゾン抑制機構」 

林 良樹、日本動物学会第９０回大阪大会, 大阪市立大学杉本キャンパス, 2019.9 

（国際学会） 
１） “The role of heparan sulfate proteoglycans in Drosophila germline stem cell niche” 

Yoshiki Hayashi, Arisa Sugiyama, Keisuke Kamimura, Satoru Kobayshi 
Proteoglycans 2019 – New frontiers in the biology of proteoglycan research,  
Kanazawa (Japan), (2019. 9) 

（招待講演） 
１） 「メタボロミクスから見えてきたショウジョウバエ生殖系列の代謝的性質とその役割」 

林 良樹、九州大学理学研究院・生物科学部門セミナー, 九州大学伊都キャンパス, 2019.12 
2)  「メタボロミクスから見えてきたショウジョウバエ生殖系列の代謝的性質とその役割」 

林 良樹、首都大学東京・教室セミナー, 首都大学東京, 2019.9 
 

【今後の活動予定】 

今後の本調査研究においては以下を目的とする研究を展開し、抗老化創薬の実現を目指す。 

１：これまでの研究で、創薬のターゲットとなる需要な要素として SAM合成酵素を特定してい

る。本酵素に対する機能阻害（阻害剤による処理も含む）が抗老化作用をもたらすか検証する。
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一方、SAMは生体に必須の代謝産物であり、SAMの量自体を制御することに創薬ターゲットとし

ての限界がある可能性は否定できない。そこで、SAM により制御され、老化を促進する要因（エ

ピゲノム修飾等）を新たに特定することで創薬ターゲット候補を増やす。このためにショウジョ

ウバエ（卵巣）およびマウス（脳）を用いた研究を展開する。 

２：上述の様に、ヒト培養細胞を用いた老化検証系の確立が完了している。そこで SAM および SAM

合成酵素の機能阻害（遺伝学的処理や阻害剤処理を含む）により、ヒト培養細胞における老化が

制御されるかを検証する。もし検証ができた場合、本系をより大規模な化学物質ライブラリーの

スクリーニング系として確立する。またショウジョウバエの有する寿命が短く老化の影響を卵巣

の表現型として観察するという利点を生かし、本系を阻害剤実験等の in vivo調査系として確立

する。 

 上記の研究が順調に進行した場合、速やかに特許（抗老化創薬のスクリーニング技術としての

特許、あるいは SAMを対象とした抗老化創薬の基礎特許）を出願するとともに、取得した特許を

もとにした大型予算（JST/START事業等）の獲得や、ベンチャー化を目指す。また化学物質ライブ

ラリー等を供出する企業の探索し連携するとともに、すでに予備的実験において連携している企

業とともに、SAMを指標とする老化マーカー測定技術を確立し、特許化・事業化を目指す。 

 

以上 


