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生活習慣病の発症・進展におけるToxic AGEs (TAGE) の関与
−新たな予防戦略−
〜食事性 AGEs および糖毒性の真実〜
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要 約：近年，加齢や糖尿病状態で促進的に生成される終末糖化産物 (advanced glycation end-products,
AGEs)，なかでも糖代謝中間体のグリセルアルデヒドに由来するAGEs (Glycer-AGEs, 後にtoxic AGEs (TAGE)
と命名 ) がAGEs 受容体 (receptor for AGEs, RAGE) を介し，糖尿病血管合併症の発症・進展に強く関わっている
ことが明らかになっている。最近では，心血管病，非アルコール性脂肪肝炎，がん，不妊症，アルツハイマー病
などの多様な疾患にも関与することが示されており，TAGE-RAGE 系の影響を抑えることが生活習慣病の発症・
進展の予防および治療戦略上，必要なことが分かってきた。また，血中 TAGE 量の変動は現代の生活習慣の特
徴である過食，運動不足，糖類の過剰摂取，食事性 AGEs の摂取過多が引き金となって生じる生活習慣病と強く
関連していることも明らかになってきている。
本総説では，血中 TAGE が生活習慣病の予防，早期診断，治療の有効性を評価する有用なバイオマーカーとし
ての可能性を秘めていることについて紹介し，食事性 AGEs や糖類 ( 砂糖や果糖ブドウ糖液糖 ) の摂取制限が
TAGE の生成／蓄積を抑え，生活習慣病の発症・進展予防を考える上での新たな戦略となり得ることについて言
及する。
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著者らのこれまでの糖化蛋白質に関する研究より，ヒトの体
内では図1 に示したように色々な経路から様々な終末糖化産物
(advanced glycation end-products, AGEs) が生成してくることが
明らかになっている (1-5)。なかでも，ブドウ糖や果糖の代謝中
間体であるグリセルアルデヒドに由来するAGEs (glyceraldehydederived AGEs, Glycer-AGEs) は，他の経路から生成してくる様々
なAGEs と異なって，非常に強い細胞障害性を示すことから，
他のAGEs と区別する意味合いで，
「toxic AGEs (TAGE) 」とい
う概念を提唱している (6)。TAGE はAGEs 受容体 (receptor for
AGEs, RAGE) を介して，糖尿病血管合併症の発症・進展に強く
関わっていることを解明してきた (7-10)。最近では，心血管病
(cardiovascular diseases, CVD)， 非 ア ル コ ー ル 性 脂 肪 肝 炎
(nonalcoholic steatohepatitis, NASH)，がん，不妊症，アルツハイ
マー病 (Alzheimer’s disease, AD) などの多様な疾患にも関与す
1)
2)
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図1．生体内における各種 AGEs 生成経路の概要
Glu-AGEs: ブ ド ウ 糖 由 来 AGEs，Fr u-AGEs: 果 糖 由 来 AGEs，
Glycer-AGEs: グリセルアルデヒド由来 AGEs，Glycol-AGEs: グリ
コールアルデヒド由来 AGEs，MGO-AGEs: メチルグリオキサー
ル由来 AGEs，GO-AGEs: グリオキサール由来 AGEs，3-DG-AGEs:
3- デオキシグルコソン由来 AGEs。
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ることが示されており (11)，世界に先駆けて生活習慣病の発症・

治療すると，血中 TAGE 量の高い群では治療後にTAGE レベルの

進展における「TAGE 病因説」を提唱した。このTAGE が体内で

減少に伴ってアルブミン尿が改善されること (29)，iv) 2 型糖尿病

生成／蓄積してくると様々な生活習慣病を発症・進展すること

患者をglimepiride やinsulin で治療すると血中 TAGE レベルが減少

が明らかになってきているが，体内でのTAGE の生成／蓄積は

して血管や組織の障害が修復されること (30, 31) などを見出して

私達の日々の食生活に密接に関連していることが分かってき

きている。すなわち，TAGE は治療の有効性を評価するバイオ

た。すなわち，私達が毎日食べているご飯やパン，麺類などの

マーカーとしても有用であることが期待される。

主食の他，飲み物やお菓子などに沢山含まれている砂糖や果糖

  2) CVD との関連

ブドウ糖液糖 (high-fructose corn syrup, HFCS) などの糖類の過

軽症糖尿病や耐糖能異常 (impaired glucose tolerance, IGT) で

剰摂取や，飲食物の調理加工の過程で産生される食事性 AGEs

は，食後の血糖値の異常がしばしば観察される。そしてIGT の

の摂取過多によって，体内でTAGE が生成／蓄積されることが

時期から既に動脈硬化症の進展が認められ，CVD や脳卒中によ

明らかになりつつある。

る死亡率が高くなることが報告されている。

本総説では，生活習慣病のバイオマーカーとしてのTAGE の

TAGE は内皮細胞におけるRAGE およびMCP-1 の発現を増加

有用性を紹介し，体内でのTAGE の生成／蓄積の予防法につい

させて血管障害を促進するが，一酸化窒素の不活性化を抑える

て言及する。

vardenafil により血管障害が完全に抑制されることが明らかに
なっている (32)。また，TAGE は，内皮細胞における血管内皮増

1．TAGE と生活習慣病
著者らは，世界に先駆けてTAGE が生活習慣病の発症・進展に

殖因子 (vascular endothelial growth factor, VEGF) のオートクラ
イン産生を促進させて，病的血管新生を誘導する (10, 33)。近年，

強く関与していることを解明し，また，血中 TAGE 量の増加は

VEGF が動脈硬化巣における粥腫内の増大に関与することが報

糖尿病／非糖尿病問わず，生活習慣病の発症・進展の危険因子

告されている。また，粥腫内での血管新生を抑えることで動脈

であることを明らかにしている (11)。

硬化症の進展が抑えられることも明らかになってきている。こ

  1) 糖尿病との関連

れらの事実は，TAGE-RAGE 系がVEGF の産生亢進を介して粥腫

2 型 糖 尿 病 患 者 に お い て は， 血 中 のTAGE と 可 溶 型 RAGE

内での血管新生を促し，粥腫内の炎症を憎悪させ，粥腫の増大

(soluble form of RAGE, sRAGE) レベルが上昇し，これらが単球

や粥腫内の出血などにも関与する可能性を示唆している。さら

走化誘導蛋白質 -1 (monocyte chemoattractant protein-1, MCP-1)

に，TAGE-RAGE 系は内皮細胞におけるプロスタグランジン I2 の

などのケモカインレベルと相関すること (12) や，sRAGE が血

産生を抑える一方，PAI-1 のde novo 合成を促進し，線溶活性を阻

中腫瘍壊死因子 -αや可溶型血管細胞接着分子 -1 (vascular cell

害して血栓の安定性にも関与する (34)。また，TAGE は血小板

adhesion molecule-1, VCAM-1) レベルとも相関し，冠動脈疾患

の凝集を高めるとともに，組織因子の産生亢進を介して凝固系

を合併した糖尿病患者では，その上昇の程度が顕著であること

のカスケードを促進させることも知られている。

を明らかにした (13)。

著者らは，血中TAGEレベルとFDG-PET (18F-fluorodeoxyglucose

一方，非糖尿病者においても血中のTAGE とsRAGE レベルが

positron emission tomography) で評価された血管や脂肪組織で

相関し (14, 15)，TAGE レベルと血栓マーカーであるプラスミ

の炎症の程度が正相関することを見出しており，TAGE が動脈硬

ノーゲン活性化因子抑制物質 -1 (plasminogen activator inhibitor-1,

化巣における血管炎症や脂肪組織内における炎症の程度を反映

PAI-1) やフィブリノーゲンレベルとの間にも正の相関があるこ

するマーカーとしての可能性を秘めていることが示されている

とを見出した (16, 17)。また，非糖尿病者において血中 TAGE レ

(35, 36)。健常者においても，血中 TAGE レベルは循環中の血管

ベルは，炎症やインスリン抵抗性の存在下で上昇すること (18-

内皮前駆細胞の数の減少や遊走活性の低下と独立した関連がみ

20) や，抗炎症作用を有するアディポネクチンレベルとは逆相関

られ，将来的な動脈硬化の進行と心血管イベントを予測するマー

することも明らかにしている (21-23)。さらに，TAGE が組織中

カーとしての可能性があることを明らかにしている (37)。また，

DPP-4 (dipeptidyl peptidase-4) の発現を増加させ，その結果血中

JAPAN-ACS (acute coronary syndrome) sub-study において，血

レベルを上昇させることも示されている (24)。

中 TAGE 量の高い患者群では粥腫の進展と有意に相関すること

著者らは，血中TAGEレベルと治療の有効性についても検討し，

が示されている (38)。さらに，血中 TAGE レベルは血管内皮機

i) 2 型糖尿病患者および非糖尿病の慢性腎臓病 (chronic kidney

能を予測する新規のバイオマーカーとしても期待される (39)。

disease, CKD) 患者にatorvastatin やAST-120 (Kremezin) を投与す

  3) NASH との関連

ると血中 TAGE レベルが減少すること (25-27)，ii) 軽症2 型糖尿病

近年，ライフスタイルの欧米化に伴って，消化器領域でのメ

患者ではTAGE がヘモグロビン A1c (hemoglobin A1c, HbA1c) や

タボリックシンドローム (metabolic syndrome, MetS) の表現型

ブドウ糖由来 AGEs (glucose-derived AGEs, Glu-AGEs) と異なっ

として非アルコール性脂肪性肝疾患 (nonalcoholic fatty liver

て食後高血糖のスパイクに伴って生成され，内皮細胞障害を招き

disease, NAFLD) が急増しており，肝臓癌やCVD による死亡率

血栓傾向を惹起し得ること (28)，iii) 2 型糖尿病患者をalogliptin で

の増加に繋がっている。NAFLD は予後良好な非アルコール性
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脂肪肝 (nonalcoholic fatty liver, NAFL) と進行性のNASH を包括

ている可能性が示唆されている。

する疾患群である。NASH とは，飲酒歴がない (NAFLD/NASH

C 型肝炎を代表とするウイルス性肝炎の治療法が急速に進歩

診療ガイドライン2014 によれば，飲酒量がエタノール換算で男

して，ウイルスによる肝臓がん患者数の減少が見込まれるなか，

性30 g/ 日，女性20 g/ 日未満 ) にもかかわらずアルコール性脂

NASH を基盤とした肝臓がんの増加が懸念されている。著者ら

肪肝炎の肝組織所見を呈する疾患で，その背景には肥満や糖尿

は，生活習慣病の発症・進展との関連性が知られているTAGE

病，インスリン抵抗性，脂質異常症，高血圧症などの生活習慣病

が，NASH 患者では正常対照群やNAFL 患者に比して有意に高

との密接な関連が知られている。最近，肝臓内におけるTAGE

値を示すこと (21) や，TAGE が肝臓の炎症・線維化を憎悪させ

の生成／蓄積がNAFLD やアルコール性肝障害の病態を反映す

ることを報告してきた (49)。また，現代の食生活習慣のひずみ

ることが示唆されている (40, 41)。

から患者数が急増してきている非B非C型肝細胞がん患者では，

著者らは，NASH と血中 TAGE 量の関連について検討し，i) 血

糖代謝異常の有無にかかわらず血清 TAGE レベルがNASH 単独

中 TAGE レベルは正常対照群やNAFL 患者に比してNASH 患者

患者よりもさらに高値であり，細胞内 TAGE の生成／蓄積が肝

において有意に高値を示すことから，NAFL との鑑別に有用な

臓の炎症や線維化，ひいては肝細胞がんに関連する可能性を見

マーカーとなり得ること，ii) しかもIGT のないいわゆるNASH

出している (48, 50, 51)。さらに，EPIC (European Prospective

のみの時期に既に血中 TAGE 量が高値を示し，肝臓内にTAGE

Investigation into Cancer and Nutrition) Cohort 研究の一環とし

が蓄積していること，iii) 血中 TAGE レベルはインスリン抵抗性

て大腸がん患者における血中 TAGE 量と大腸がんとの関連性を

の 指 標 で あ るHOMA-IR (homeostasis model assessment of

解析した結果，結腸がん全体では相関が見られないが，直腸が

insulin resistance) とは正相関し，一方，インスリン抵抗性を改

んでは血中 TAGE レベルとの間に有意な相関が見られた (52)。

善するアディポネクチンとは負の相関がみられること，iv) 脂質

すなわち，TAGE は欧米の食生活習慣が原因で引き起こされる

代謝異常を伴うNASH患者にatorvastatinを投与すると，治療6ヵ

がんとの相関が強いことが示唆される。

月後，12 ヵ月後で有意に血中 TAGE 量が改善することを明らか

  5) 不妊症との関連

にした (21, 22)。すなわち，NASH の予防および治療の評価にお

近年の不妊患者数の増加は，晩婚と不健康 ( ストレス，運動不

いて，血中 TAGE 量が有用なバイオマーカーになり得ることが

足，過食，偏食など) が主たる原因と考えられる。高頻度の不妊

期待される (42)。

原因として知られる多嚢胞性卵巣症候群は，加齢および糖尿病

  4) がんとの関連

類縁疾患であり，また，不妊患者においては高頻度にインスリ

日本人一般の平均寿命に比して糖尿病患者では男性で9.6 歳，

ン抵抗性やIGT が存在していることが明らかになっている。加

女性で13.0 歳短く早期死を迎えている。糖尿病とがんとの関連

齢と糖尿病の主病因であるTAGE の生成／蓄積は，卵巣機能障

は広く知られており，久山町研究においては糖尿病のみならず

害にも大いに関与することが明らかになってきている。

IGT で胃がん，肺がん，および肝臓がんによる死亡率が有意に

著者らは，血中 TAGE レベルと採卵数および継続妊娠率との

増加する結果が示されている。このように，糖尿病患者の死因

関連を検討したところ，i) 年齢に比例して両因子ともに低下し，

としてがんが上昇中で，糖尿病患者管理の上で，血糖管理とと

年齢が若くても血中 TAGE レベルが高い群では低い群よりも継

もにがんの存在にも注意を払う必要があることが示されてい

続妊娠率は不良であること，ii) 血中 TAGE 量は生殖補助医療技

る。がんとの関連においては，TAGE-RAGE 系が悪性黒色腫 ( メ

術 (assisted reproductive technologies, ART) における卵胞発育，

ラノーマ )(43) や肺がん (44, 45)，肝臓がん (46-48) などの発症・

受精，胚発育，妊娠成否と良く相関し，TAGE の生成／蓄積は年

進展に強く関連していることを明らかにしている。

齢やday-3 卵胞刺激ホルモンと独立した新しいpoor responderの

メラノーマとの関連においては，i) TAGE がRAGE を介してメ

指標として有用であることが示されている (53)。

ラノーマ腫瘍細胞に作用し，腫瘍細胞の転移および浸潤活性を

実際に妊娠できなかったpoor responder (44 例，平均年齢41.0

増大させること，ii) 実際に腫瘍細胞を植えつけたマウスの

歳 ) にsitagliptin (50 mg/ 日 ) を投与して再びART を施行した結

TAGE-RAGE シグナルを抗 RAGE 特異抗体でブロックすること

果，sitagliptin 投与により血中 TAGE レベルが低下した群では卵

により，腫瘍の増大や他組織への転移が抑えられ，生存率が著

巣機能障害が改善し，継続妊娠率 (0% →14%) を大幅に増加させ

しく高まること，iii) TAGE はヒトメラノーマ腫瘍細胞内に豊富

ることが可能であることが示された (54)。また，AGEs の形成

にみられることから，腫瘍細胞自身がTAGE を産生しオートク

抑制作用が知られているヒシ抽出エキス (100 mg/ 日 ) を，ART

ライン的に腫瘍の進展を促進していることが考えられる (43)。

反復不成功の高齢不妊難治例 (32 例，平均年齢42.2 歳 ) に投与し

また，腫瘍細胞のみならず，周辺の間質においてもTAGE が産

て再びART を施行した結果，血中 TAGE レベルが有意に低下し，

生されており，腫瘍細胞周辺間質にTAGE が沈着することは腫

胚発育は75% で改善が見られ，19% で継続妊娠に至った ( 論文投

瘍の増殖・転移を誘導する因子の1 つと推察できる。すなわち，

稿準備中 )。2012 年日産婦集計の42 歳に対するAR T 生産妊娠率

生体内 TAGE の生成／蓄積が，がん細胞の増殖のみならず，が

は3.6% であり，ヒシ抽出エキス投与の妊娠率19% は，著しく良好

んの悪性度に関連する転移・浸潤に及ぶまで様々な影響を与え

と考えられる。
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このように，TAGE を指標にした不妊治療は卵巣機能障害の

2．TAGE の生成／蓄積を防いで生活習慣病予防

早期診断として有用であり，また，TAGE 生成／蓄積の改善は

近年，砂糖やHFCS 含有飲食物の過剰摂取が，肥満やMetS を

卵巣反応不良の新しい治療戦略となり得ることが期待される。

引き起こすのみならず，NASH やCVD，AD などの発症・進展に

  6) AD との関連

も関与していることが報告されているが，未だそのメカニズム

糖尿病の代表的な合併症として，三大合併症 ( 網膜症，腎症，
抹消神経障害 ) のほか，CVD や下肢壊疽などが挙げられるが，

は不明なままである (65, 66)。
著者らのこれまでの研究により，生活習慣病の主因と考えら

これに加えて種々の中枢神経障害がある。最近，糖尿病性認知

れるTAGE は，食後高血糖，果糖及び食事性 AGEs の過剰摂取に

症が新たな中枢神経系合併症として注目されている。これまで

より体内で生成／蓄積されることが明らかになりつつある。

の大規模疫学研究では，糖尿病によるAD 発症の相対危険度は2

  1) 飲食物中 AGEs ( 食事性 AGEs) の過剰摂取

倍前後といわれており，糖尿病があると認知機能障害が発症し

  (1) TAGE 生成／蓄積

やすいことが推測されている (55-57)。

上記のように，生体内で生成／蓄積されるAGEs の中でも特

著者らはAD との関連において，i) ラット胎仔大脳皮質神経細

にTAGE は，生活習慣病の発症・進展に強く関わっていることが

胞にTAGE を添加すると，強力な神経細胞死がみられること，ii)

明らかになってきている。一方では，飲食物から摂取，吸収さ

糖尿病透析患者血清から得たAGEs 画分を神経細胞に添加する

れたAGEs が循環血液中や組織中で作用し，糖尿病血管合併症

と神経細胞死が再現され，抗 TAGE 特異抗体でのみ抑制される

をはじめとする様々な疾患の発症・進展に関わることが報告さ

こと，iii) AD 患者脳病変部にTAGE の蓄積が認められることか

れており，近年，食事性 AGEs と各種疾患との関連が注目されて

ら，生体内で生成／蓄積する各種 AGEs のなかでもTAGE が神

きている (67-70)。実際に，食事性 AGEs (CML 量で評価 ) の約

経細胞障害を引き起こし，AD の発症・進展に関与することを明

10% が腸管から吸収され，そのうち約2/3 は，生体内に2 日以上

らかにした (55, 58-60)。

残存することが報告されている (71)。

また，著者らは，ヒト神経芽細胞腫 SH-SY5Y 細胞にTAGE 前

著者らは，高 Glu-AGEs 含有飲料を正常ラットに経口投与し，

駆体のグリセルアルデヒド (GLA) を添加して細胞内 TAGE 生成

TAGE-RAGE 系への影響を検討した結果，肝臓内でGlu-AGEs の

／蓄積と神経細胞死の関連を検討し，i) GLA 濃度依存的な神経

蓄積をきたすのみならず，飲食物中にはほとんど含まれていな

細胞内 TAGE 生成／蓄積の亢進に伴った神経細胞死が観察され

いTAGE の生成／蓄積を引き起こす他，RAGE やVEGF 遺伝子の

ること，ii) 細胞培養上清中にAD 患者脳脊髄液中の変化と一致

発現上昇が認められ，食事性 AGEs がTAGE-RAGE 系の相互作用

したAβ1-42 の減少と総タウ蛋白質 (tTau) およびリン酸化タウ

を増強することを明らかにしている (72)。また，非糖尿病の

蛋白質 (pTau) の増加が見られること，iii) 細胞内 tTau および

CKD 患者にAST-120 (Kremezin) を投与することで，血中 Glu-

pTau/tTau 比はGLA 添加により有意に上昇していたことから，

AGEs およびTAGE レベルが低下することを見出し，これが尿毒

AD 患者脳内の神経原線維変化の形成と良く相関することが明

症の進行を抑制し臓器保護効果を発揮している可能性を明らか

らかになった (61)。加えて，AD 患者脳背髄液中では，VEGF の

にした (27)。さらに，AST-120 (Kremezin) 投与前後の血清を用

ほか，形質転換増殖因子 -β (transforming growth factor-β, TGF-

いてin vitro の実験を行うと，AST-120 (Kremezin) 投与後の血清

β) やアミロイド前駆蛋白質 (amyroid precursor protein, APP)

では，血管内皮細胞におけるRAGE，MCP-1，VCAM-1 などの動

の 増 加 が 報 告 さ れ て い る が，GLA 添 加 SH-SY5Y 細 胞 内 で は

脈硬化関連遺伝子の発現が抑制されていた (27)。実際にAST-

VEGF，TGF-β，APP の発現量がいずれも増大していることが示

120 (Kremezin) が飲食物中に多く含まれるGlu-AGEs や果糖由

されている (61)。

来 AGEs (fructose-derived AGEs, Fru-AGEs) を吸着し得ること

脳脊髄液中のカルボキシメチルリジン (N-carboxymethyllysine,

を見出しており (73)，AST-120 (Kremezin) は腸管内において食

CML) 濃度が健常老人と比較してAD 患者で上昇していること

事性 AGEs の吸収を阻害することで，血中 TAGE レベルを低下

(62) や，血中 CML 量が糖尿病由来 AD 患者で高いこと (63) が報

させ，生活習慣病の発症・進展を予防する可能性が考えられる。

告されており，脳脊髄液中／血中 TAGE レベルの変動がAD の発

加えて，透析患者にsevelamer を高容量 (4.5 g/ 日 ) 投与した

症・進展の指標になる可能性が挙げられる。最近，著者らは血

結果，食事性 AGEs の減少に引き続いて血中 TAGE 量が有意に

中 TAGE 量が統合失調症患者の診断マーカーとして有用である

減少し，それに伴って炎症マーカーのCRP (C-reactive protein)

ことを明らかにし (64)，TAGE が神経疾患のバイオマーカーと

レベルも低下する傾向がみられることを明らかにしている

しての可能性も秘めていることが示唆されている。

(74)。さらに，便秘を起こしにくい低容量 (1.5 g/ 日 ) 投与にお

上記のように，血中 TAGE レベルの変動は，不妊のような未

いても血中 TAGE 量の低下や脂質の改善が認められることを示

病状態も含めた生活習慣病の予防／早期診断／治療の有効性を

した (75)。Sevelamer は，単にリンを吸着するだけでなく，いわ

評価する有用なバイオマーカーとしての可能性を秘めているも

ゆるpleiotropic 作用により動脈硬化や血管石灰化の抑制など生

のと思われる。

命予後の改善につながることが想定されているが，これらの病
態にもTAGE が強く関与していることがうかがえる。
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  (2) 飲食物中 AGEs 量
従来の報告によれば，飲食物中のAGEs 量としてCML 量が代
用されてきたが (76, 77)，1,650 種類に及ぶ飲食物 ( 飲料885 種類

U 以上のGlu-AGEs を含むものが45% であり，食物では約25% の
ものにみられた (78)。
すなわち，食事性 AGEs の摂取制限や吸着除去と言う概念が，

および食物767 種類 ) 中の各種 AGEs (Glu-/Fr u-AGEs, CML,

生活習慣病の発症・進展予防を考える上で，重要な理論のひと

TAGE) 量を評価したところ，CML 量に比べてGlu-AGEs やFru-

つであることを裏付けているものと思われる。また，著者らは

AGEs，特にGlu-AGEs ( 約80%) が飲食物中のAGEs 量を反映する

最近，in vitro においてAST-120 (Kremezin) と同程度あるいはそ

ことが明らかになった ( 図2, 78 改変 )。AGEs 含有量の多かった

れ以上の食事性 AGEs 吸着能を有する食材が日本食には含まれ

飲料としては，乳酸菌飲料，炭酸飲料，果汁入り飲料，スポーツ

ていることも見出している ( 論文投稿準備中 )。すなわち，ス

ドリンク，果実ミックスジュースなど，特に成分に蛋白質含有

ローフードである和食を食べている場合では，食事性 AGEs の

量の多い脱脂粉乳とHFCS を含む乳酸菌飲料に多くのGlu-AGEs

摂取および吸収量が欧米食に比べて少ないと予測され，生活習

が含まれていた ( 図2)。一方，食物類では食品分類法による菓

慣病の予防にもつながっているが，和食の代わりにカロリーを

子 ( スナック類 )，ドライフルーツ，ケーキ，穀物 ( そば)，調理

重視した特殊製法のスナック菓子やファーストフード ( いずれ

加工食品などでGlu-AGEs 量が高く，特にリジン含量の多い大豆

も多量のGlu-AGEs を含む) を頻繁に摂取したり，毎日のように

粉や小麦粉と糖類やドライフルーツを成分に含む栄養機能食品

高 Glu-AGEs 含有清涼飲料水を多量に摂飲することは，生活習

や栄養調整食品，ドーナッツなどに多量のGlu-AGEs が含まれて

慣病の発症・進展のリスクを増大しかねないことが示唆される。

いることが明らかになった ( 図3, 78 改変 )。

  2) 糖類 ( 砂糖／ HFCS) の過剰摂取

また，単独摂取あるいは飲食時の組み合わせにより，血中

  (1) 食後高血糖とTAGE 生成

AGEs 量に影響を与えると予想される飲食物が多く市販されて

生体内で生成される各種 AGEs の中でも，TAGE が食後の高

いることも明らかになった。健常者の血中 Glu-AGEs 量が10-20

血糖に伴って生成され，血管内皮細胞障害を招き，血栓傾向を

U/mL であることから，Glu-AGEs 含有量が50,000 U 以上の飲食

惹起し得ることを明らかにしている。おそらく，食事に伴う血

物は単独摂取で (50,000 U × 1/10 [ 吸収率 ] × 1/5,000 mL [ 成

糖の急激な増加が様々な蛋白質を糖化，変性させ，毒性の強い

人血液量 ] = 1 U/mL の血中 Glu-AGEs 量の増加が推測される)，

TAGE を生成／蓄積するに至ると考えられる。

また，20,000 U 以上の飲食物は飲食時の組合せにより，血中 Glu-

前述のごとく，軽症2 型糖尿病患者にacarbose を投与すると，

AGEs 量の増加に影響を与えることが危惧される。すなわち，

HbA1c やGlu-AGEs の変動はみられないが，血中 TAGE レベルが

生活習慣病の予防対策の一つとして，成分やカロリー表示だけ

治療前に比べて有意に低下することを見出している (28)。すな

でなく，加熱調理加工によって生成する食事性 AGEs 量にも注

わち，TAGE の変動はHbA1c やGlu-AGEs の変動では十分に捉え

目することが重要であることが示唆された。飲料では，20,000

られなかった食後血糖値の変動の影響を強く受けることから，

図2．各種飲料中のAGEs 含有量の比較
Glu-AGEs: ブドウ糖由来 AGEs, Fru-AGEs: 果糖由来 AGEs, CML:
N-(carboxymethyl)lysine, TAGE: toxic AGEs。飲料は，JAS 法など
のガイドラインに従って，細かく分類した。括弧内の数字は，測
定した飲料の数を示す。AGEs 含有量 (U/ 本 ) は，通常市販され
ている１回摂飲量 ( 例えば，清涼飲料水は500 mL 当り，乳酸菌飲
料は60-80 mL 当り) の平均値で示してある。AGEs 量1 U は，各種
AGEs 標準品1μg に相当する。

図3．各種食物中のAGEs 含有量の比較
Glu-AGEs: ブドウ糖由来 AGEs, Fru-AGEs: 果糖由来 AGEs, CML:
N-(carboxymethyl)lysine, TAGE: toxic AGEs。食品は，日本食品
標準成分表などに従って，細かく分類した。括弧内の数字は，測
定した食品の数を示す。AGEs 含有量 (U/ 本 ) は，通常市販され
ている１回摂取量 ( 例えば，お菓子は１箱／袋当り，ハンバー
ガーなどは１個当り，弁当は１食当り) の平均値で示してある。
AGEs 量1 U は，各種 AGEs 標準品1μg に相当する。
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食後血糖値の変動を反映するマーカーとしての有用性が期待さ
れる。2 型糖尿病患者において，acarbose やnateglinide の投与に
よって食後早期のインスリン分泌を回復させて食後の著しい血
糖値上昇を抑制することは，細胞毒性の強いTAGE の生成／蓄
積を抑え，生活習慣病の発症・進展を抑制するのに重要である
可能性が示唆される。
  (2) 果糖過剰摂取とTAGE 生成
果糖はブドウ糖とともに単糖に分類されるが，ブドウ糖より
も血糖上昇作用は弱い反面血中中性脂肪上昇作用が強いなど，
ブドウ糖とは生理作用が異なり，循環器疾患への好ましくない
影響が危惧されている。
肝細胞にブドウ糖／果糖代謝中間体のGLA を添加して培養し
たり，高果糖条件下で培養すると，肝細胞内にTAGE 化蛋白質
が生成／蓄積してくること (79, 80) や，高脂肪・高果糖食で飼育
したラットの肝臓内においては複数のTAGE 化蛋白質の生成／
蓄積を観察することを明らかにしている (81)。すなわち，果糖
の過剰摂取が生体内でのTAGE の生成／蓄積を促進し，その結
果として肥満やインスリン抵抗性，NASH などの発症・進展を助

図4．各種飲料中の糖質含有量の比較
飲料分類は，JAS 法などのガイドラインに従って，細かく分類し
た。括弧内の数字は，測定した飲料の数を示す。糖質含有量はデ
ジタル糖度計を用いて測定し，通常市販されている１回摂飲量
( 例えば，清涼飲料水は500 mL 当り，乳酸菌飲料は60-80 mL 当り)
の平均値で示してある。

長することが示唆される。
果糖の過剰摂取はNASH の発症・進展に関与していることが

(86)。その結果，砂糖入りの飲み物を飲む習慣は，肥満かどう

報告されているが，実際，NASH 患者ではNAFL や正常対照群に

かに関係なく，2 型糖尿病発症のリスクを高めるという解析結

比べて血中 TAGE 量が有意に高いことが分かっている (21)。ま

果が示された。砂糖入り飲料を1 日当り1 杯 (250 mL) 多く飲む

た，果糖代謝のkey enzyme であるfructokinase の活性阻害効果

ごとに，2 型糖尿病を発症するリスクが18% 上昇することが報告

が報告されているator vastatin 投与により，NASH 患者の血中

されている。また，人工甘味料入り飲料や100% フルーツジュー

TAGE レベルが有意に減少することも示されている (22)。

スを飲む習慣も，2 型糖尿病発症予防の観点からは好ましくな

  (3) 飲料中糖含有量

いことが示された。一方，これらの飲料の摂取制限は，糖尿病

飲料には砂糖やHFCS などの二糖類や単糖類を含むものが多

の新規発症を抑制する可能性があることが示唆された。

く 市 販 さ れ て い る こ と が 知 ら れ て い る が， 米 国 心 臓 協 会

欧米では近年，深刻化する肥満や糖尿病対策として糖分を多

(American Heart Association, AHA)(82) や世界保健機関 (World

く含んだ清涼飲料水やポテトチップスなどに課税する動きも出

Health Organization, WHO)(83) は，健康維持のための糖類摂取

ている。上記飲食物の過剰摂取は食後高血糖を引き起こす他，

量を１日25 g 程度に抑えるべきであるとするガイドラインを発

肝臓において糖代謝中間体のGLA を過剰に産生し，細胞内蛋白

表している。ここで言う糖質は，ご飯やパンなどの主食ではな

質と反応してTAGE の生成／蓄積を介して種々の細胞障害を引

く，飲料やお菓子などに含まれている砂糖やHFCS を表してい

き起こすことが明らかになりつつある。これまで日本人は，

る。長期的にはもっと少量 ( １週間に360 mL 以上 , 糖質換算で

AGEs リッチな味噌や醤油を好んで食べる一方で，食物繊維の

30-40 g/ 週 ) の砂糖入り飲料の習慣的な摂飲によっても，2 型糖

多い食物を多く摂取することによって，知らずしらずのうちに

尿病発症のリスクが高まることが報告されている (84)。

食後の急激な血糖変動や食事性 AGEs の弊害を逃れてきていた

著者らは，885 種類の飲料について糖含有量を評価したとこ

と考えられる。ところが，現代社会においては，食事性 AGEs や

ろ，AHA やWHO が推奨する基準量を超すものが約40% に達する

糖類を多く含んだファーストフードや清涼飲料水が氾濫してお

ことが明らかになった ( 図4, 85 改変 )。さらに，これらの飲料の

り，それに伴って生活習慣病の患者数も増加の一途をたどって

うち300 種類についてはブドウ糖量も合わせて評価した結果，

いる。ここで述べたように，食事性 AGEs や糖類の摂取制限あ

糖尿病患者が低血糖発作時に服用するブドウ糖10 g に相当する

るいは吸収阻害という概念は，未病も含めた生活習慣病予防対

量を含むものが約30％に及ぶことも明らかになっている。すな

策の新たな戦略になることが期待される。

わち，砂糖やHFCS の過剰摂取は肝臓で糖代謝中間体のGLA の
産生を増加させ，その結果として生体内でのTAGE の生成／蓄
積の大きな要因となっていることが示唆される。

お

わ

り

に

上で述べたように，血中 TAGE 量の変動は現代の生活習慣の

甘い飲み物と2 型糖尿病の関連を調べた17 件の研究をまとめ

特徴である過食，運動不足，糖類 ( 砂糖やHFCS) の過剰摂取，食

て解析した結果が，2015 年7 月に英医学誌 BMJ に発表された

事性 AGEs の摂取過多が引き金となって生じるMetS やインスリ
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ン抵抗性，食後高血糖，脂質代謝異常，高血圧症などと強く関連
していることが明らかになっている。著者らが提唱している
「TAGE 病因説」は，種々の疾患の予防から病気の発症・進展に強
く関わっていることが明らかになってきており，また血中
TAGE レベルの評価は生活習慣病の予防のみならず，早期診断
や治療の有効性を評価する有用なバイオマーカーとしての可能
性も秘めているものと思われる。
このような現代の食習慣の特徴 ( ブドウ糖／果糖／ AGEs 高
含有飲食物の過剰摂取 ) が，体内でのTAGE の生成／蓄積を促
進し，生活習慣病の発症・進展に強く関与することから，本研究
結果が未病や老化の促進も含めた生活習慣病予防対策の新たな
概念を提示するものと思われる。
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Involvement of Toxic AGEs (TAGE) in the Onset/Deterioration of Lifestyle-Related Diseases
--- New Preventive Strategy--- : --- Toxic Truth about Dietary AGEs and Sugars--Masayoshi Takeuchi1), Jun-ichi Takino2), Akiko Sakasai-Sakai1), Takanobu Takata1), Tadashi Ueda1)
Department of Advanced Medicine, Medical Research Institute, Kanazawa Medical University,
Uchinada, Ishikawa 920-0293, Japan
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Abstract: Recently, it was shown that advanced glycation
end-products (AGEs) synthesized with aging or in the
presence of diabetes mellitus, especially AGEs derived from a
glucose/fructose metabolism intermediate, glyceraldehyde
(Glycer-AGEs, toxic AGEs (TAGE)), are closely involved in
the onset/deterioration of diabetic vascular complications via
receptor for AGEs (RAGE). It was also indicated that TAGE
contribute to various diseases, such as cardiovascular diseases,
nonalcoholic steatohepatitis, cancer, infertility, and
Alzheimer’s disease, suggesting the necessity of minimizing
the influence of the TAGE-RAGE system for preventing the
onset/deterioration of lifestyle-related diseases and
Key Words:

establishing therapeutic strategies. Furthermore, changes in the
blood TAGE level are closely associated with lifestyle-related
diseases related to overeating, lack of exercise, or the
excessive ingestion of saccharides/dietary AGEs.
In this article, we introduce the usefulness of blood TAGE,
as a biomarker, for the prevention/early diagnosis of lifestylerelated diseases and evaluation of the efficacy of treatment,
and review whether or not dietary AGE/saccharide (sugar,
high-fructose corn syrup) intake restriction reduces the
synthesis/storage of TAGE, preventing the onset/deterioration
of lifestyle-related diseases.

advanced glycation end-products (AGEs), toxic AGEs (TAGE), dietary AGEs, high-fructose corn syrup (HFCS),
lifestyle-related diseases
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