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要約：一酸化窒素（NO）は L-arginineから NO合成酵
素（NOSs）を介して産生されが，最近，その代謝産物
である亜硝酸塩（NO2

－）および硝酸塩（NO3
－）から

NOが産生される経路が発見された．レタスやホウレ
ン草などの緑葉野菜には硝酸塩が多く含有されている．
しかし，硝酸塩／亜硝酸塩（NOx）の不足が病気を引
き起こすか否かは知られていない．本研究では，『食
事性 NOxの不足は代謝症候群を引き起こす』という
仮説をマウスにおいて検証した．私達は過去に，
NOSs完全欠損マウスの血漿NOxレベルは野生型マウ
スに比して 10％以下に著明に低下していることを報
告した．この結果から，生体の NO産生は主として内
在する NOSsによって調節されていること，外因性
NO産生系の寄与は小さいことが示唆されたが，低
NOx食を野生型マウスに長期投与すると意外なこと
に血漿 NOxレベルは通常食に比して 30％以下に著明
に低下した．この機序を検討したところ，低 NOx食
負荷マウスでは内臓脂肪組織の eNOS発現レベルが有
意に低下していた．重要なことに，低 NOx食の 3ヵ
月投与は，内臓脂肪蓄積，高脂血症，耐糖能異常を引
き起こし，低 NOx食の 18 ヵ月投与は，体重増加，高
血圧，インスリン抵抗性，内皮機能不全を招き，低
NOx食の 22 ヵ月投与は，急性心筋梗塞死を含む有意
な心血管死を誘発した．低 NOx食負荷マウスでは内
臓脂肪組織における PPARγ，AMPK，adiponectinレベ
ルの低下および腸内細菌叢の異常が認められた．以上，
本研究では，食事性 NOxの不足がマウスに代謝症候
群，血管不全，および心臓突然死を引き起こすことを
明らかにした．この機序には，PPARγ/AMPKを介し
た adiponectinレベルの低下，eNOS発現低下，並びに
腸内細菌叢の異常が関与していることが示唆された．

1.　はじめに

代謝症候群は，内臓肥満を基盤として，高脂血症，
高血圧症，耐糖能異常，インスリン抵抗性などの代謝
系と関連した心血管危険因子が重複した病態である
（1）．代謝症候群は先進国において高頻度に認められ，
米国では成人（20 歳以上）の 23％が代謝症候群に罹患
していることが報告されている（2）．産業化および高
齢化の進行と肥満の増加が関連することが示されてお
り，今後，世界における代謝症候群の罹患率は劇的に
増加すると予想されている（1）．代謝症候群は，心筋
梗塞，脳卒中，心血管死，全死亡のリスクを増加させ
る（3）．代謝症候群はまた，末梢血管病，2型糖尿病，
腎臓病，肝臓病，およびがんのリスクも増加させる（4）．
代謝症候群の成因には，カロリー過剰摂取，運動不足，
遺伝，加齢などの因子が関与していると考えられてい
るが，その詳細な発症機序は未だ十分に解明されてい
ない（1）．
一酸化窒素（NO）は多彩な生物活性を有し，哺乳類
の病態生理において最も重要なシグナル伝達分子の1
つである（5, 6）．NOは，基質である L-アルギニンがNO
合成酵素（神経型［nNOS］，誘導型［iNOS］，内皮型
［eNOS］）によって L-シトルリンに変換される過程で合
成される．生体内におけるNOの半減期は数秒と非常
に短く，酸化反応により nitrite（亜硝酸塩，NO2

－），次
いで nitrate（硝酸塩，NO3

－）に変換される．nitriteと
nitrate（NOx）は，以前は単なる不活性なNOの代謝産
物としてしか認識されていなかったが，最近になって，
nitrateが還元反応により nitriteに変換され，次いでNO
に変換される経路が発見され，NOドナーとしての新し
い役割が注目を集めている（7）．ほうれん草，レタス，
ビートルートなどの緑葉野菜には nitrateが豊富に含有
されており，ヒトにおいて食事から摂取される nitrate
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の60～80％は野菜に由来している（8）．過去に，低NOx
食は，マウス心臓および肝臓の虚血再灌流障害（9, 10），
ラット心移植後の拒絶反応（11），およびマウス血小板
凝集能を悪化させることが報告されている（12）．これ
らの結果から，食事性NOxの不足は病態を修飾するこ
とが示唆される．しかし，食事性NOxの不足が自発的
に病気を引き起こすか否かは不明である．そこで私達
は，「食事性NOxの不足はマウスに代謝症候群を引き起
こす」という仮説を検証した（13）．

2.　低 NOx食は血中 NOxレベルを著明に低下
させた

この目的のために，私達は，L-アルギニン，脂肪，炭
水化物，タンパク質，およびカロリーの含量が通常食
と同一の低 NOx飼料，および NOxが検出されない飲
用超純水を準備した．低 NOx飼料と飲用超純水を低
NOx食，通常飼料と飲用水道水を通常食として，オス
野生型 C57BL/6 マウスに長期投与した．私達は過去
に，NOSs完全欠損マウス（triple n/i/eNOSs－/－マウ
ス）の血漿 NOxレベルは野生型マウスに比して 10％
以下に著明に低下していることを報告した（14）．この
結果から，生体の NO産生は主として内在する NOSs
によって調節されていること，外因性 NO産生系の寄
与は小さいことが示唆されたが，低NOx食を野生型マ
ウスに 3ヵ月投与すると，意外なことに血漿NOxレベ
ルは通常食に比して 30％以下に著明に低下した（図 1）．
この機序を検討したところ，低 NOx食負荷マウスで
は，大動脈の eNOS発現レベルに変化はなかったが，
内臓脂肪組織の eNOS発現レベルが有意に低下してい
た（図 2）．この結果から，低 NOx食による血漿 NOx
レベルの著明な低下には，内臓脂肪組織の eNOS発現
レベルの低下が関与していることが示唆された．

3.　低 NOx食は代謝症候群を引き起こした

低 NOx食 3ヵ月投与は，食餌摂取量や飲水量には
影響しなかった．しかし，低NOx食 3ヵ月投与は，通
常食と比較して，精巣上体白色脂肪組織重量（図 3），
血漿 LDLコレステロール値（図 3），および血漿 small 
dense LDLコレステロール値を有意に増加させた．さ
らに，低 NOx食 3ヵ月投与は，糖負荷試験における
血糖値を増加させ，インスリン負荷試験における血糖
降下作用を鈍化させた（図 3）．これらの結果から，低
NOx食の長期投与はマウスに代謝症候群を引き起こ
すことが示唆された．
私達は次に，低 NOx食 1.5，3，4.5 ヵ月投与のタイ
ムコースを検討した．1.5 ヵ月投与に比して 3ヵ月投
与では代謝症候群の増悪が認められたが，4.5 ヵ月投
与におけるさらなる増悪は見られなかった．
硝酸ナトリウム（2 mmol/l）の同時投与は，低 NOx
食により低下した血漿 NOx値を回復させ，低 NOx食
による精巣上体白色脂肪組織重量の増加，血漿LDLお
よび small dense LDLコレステロール値の増加，耐糖

図 1　低NOx食 3ヵ月投与は野生型マウスの血漿NOxレベルを著
明に低下させた（文献 13 より改変）

図 2　低NOx食 3ヵ月投与は内臓脂肪の eNOS発現レベルを低下させた（文献 13 より改変）
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能異常，およびインスリン感受性を改善させた．これ
らの結果から，低 NOx食による代謝症候群は確かに
NOxの低下によって引き起こされていることが確認
された．

4.　低 NOx食はアディポネクチン低下，eNOS
発現低下，腸内細菌叢の異常を引き起こした

次に，低 NOx食による代謝症候群の発症機序を検
討した．アディポネクチンは代謝症候群の成因に重要
な役割を果たしている．低 NOx食を 3ヵ月投与した
マウスでは，精巣上体白色脂肪組織におけるアディポ
ネクチンレベルが著明に低下していた（図 4）．PPARγ
および AMPKの活性化が脂肪細胞のアディポネクチ

図 3　低NOx食 3ヵ月投与は代謝症候群様の病態を引き起こした（文献 13 より改変）

図 4　低NOx食 3ヵ月投与は内臓脂肪のアディポネクチンレベル
を低下させた（文献 13 より改変）

図 5　低NOx食 3ヵ月投与は様々な腸内細菌の数を増減させた（文献 13 より改変）
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ンレベルを増加させることが報告されている．低
NOx食を 1週間投与したマウスの精巣上体白色脂肪
組織では，PPARγ，総 AMPK，およびリン酸化 AMPK
のタンパク質レベルが有意に低下していた．これらの
結果から，PPARγや AMPKを介したアディポネクチ
ンレベルの低下が，低 NOx食による代謝症候群の成
因に関与していることが示唆された．

eNOSは代謝症候群に対して予防作用を有している
（15）．低 NOx食は内臓脂肪組織の eNOS発現レベル
を低下させたので（前述），この作用も低 NOx食によ

る代謝症候群の発症機序に関与していることが示唆さ
れた．
最近，代謝症候群の成因に腸内細菌叢の異常が関与
していることが報告された（16）．低 NOx食を投与し
たマウスでは，通常食を投与したマウスに比して，腸
内細菌叢の菌種数の減少（多様性の低下），および様々
な腸内細菌の数の増減が認められた（図 5）．この結果
から，腸内細菌叢の異常が低 NOx食による代謝症候
群の発症機序に関与している可能性が示唆された．
低 NOx食を 18 ヵ月投与したマウスでは，内臓脂肪

図 6　低NOx食 18 ヵ月投与は内臓脂肪蓄積を引き起こした（文献 13 より改変）

図 7　低NOx食 18 ヵ月投与は空腹時高血糖，空腹時高インスリン血症，及び高血圧を引き起こした（文献 13 より改変）
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組織におけるMac-2 陽性炎症性マクロファージの浸
潤が認められた．従って，炎症が低 NOx食による代
謝症候群の発症機序に関与している可能性も考えられ
たが，炎症性マクロファージの浸潤は低 NOx食を
3ヵ月投与したマウスでは見られなかったことから，
代謝症候群の結果である可能性も考えられた．

5.　低NOx食は血管不全と心臓突然死を引き起
こした

前述の結果では低 NOx食の代謝症候群惹起作用は
投与 3ヵ月でプラトーに達しているように思われたが，
私達は，念のため，18 ヵ月投与の作用を検討してみた．

低 NOx食 18 ヵ月投与は，食餌摂取量や飲水量には影
響しなかった．しかし，低 NOx食 18 ヵ月投与は，体
重を増加させ，マイクロ CT解析では内臓脂肪量の 3.2
倍の増加が認められた（図 6）．さらに，低 NOx食
18 ヵ月投与は，空腹時血糖値，空腹時インスリン値，
および血圧値を増加させた（図 7）．これらの変化は，
4.5 ヵ月投与では見られなかったものである．
低NOx食 18 ヵ月投与では重症の代謝症候群が認め
られたので，私達は次に血管反応性を評価した．摘出
大動脈において，NOドナー DEA-NONOateによる血
管平滑筋依存性弛緩反応およびアドレナリン α1 受容
体作動薬フェニレフリンによる血管平滑筋依存性収縮

図 8　低NOx食 18 ヵ月投与は血管内皮機能不全を引き起こした（文献 13 より改変）

図 9　低NOx食 22 ヵ月投与は心臓突然死を引き起こした（文献 13 より改変）
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反応は通常食群と低 NOx食群の間で差がなかった．
しかし，生理的 eNOS活性化因子アセチルコリンによ
る内皮依存性弛緩反応は低 NOx食群で有意に減弱し
ていた（図 8）．さらに，大動脈の eNOS発現レベルも
低 NOx食群で有意に低下していた（図 8）．硝酸ナト
リウムの同時投与はこれらの異常を改善させた（図 8）．
これらの結果から，低 NOx食の長期投与は血管内皮
機能不全を引き起こすことが示唆された．
低 NOx食を投与中に一部のマウスが死亡したので，
その生存率を検討した．22 ヵ月間の観察期間中，通常
食を投与したマウスは 1匹も死ななかったが（0/24
匹），低 NOx食を投与したマウスは 31.8％（7/22 匹）
が死亡した（図 9）．硝酸ナトリウムの同時投与は，低
NOx食群における低下した生存率を改善させた（図9）．
剖検の結果，低 NOx食を投与中に死亡したマウスの
死因の 83.3％（5/6 匹，1匹は死後腐敗のため評価困
難）は，急性心筋梗塞を含む心血管死であると考えら
れた（図 9）．以上より，低 NOx食の長期投与は心臓
突然死を引き起こすことが示唆された．

6.　おわりに

本研究において，マウスには通常食と同じカロリー
の低 NOx食を与えた．食餌摂取量は，投与 1.5，3，
4.5，18 ヵ月のすべてのタイムポイントにおいて通常
食群と低 NOx食群の間で差が無かった．にもかかわ
らず，低 NOx食を食べたマウスは代謝症候群を発症
した．従って，私達は，カロリー過多が無くても代謝
症候群を引き起こす食事成分の同定に成功したのかも
しれない．
以上，本研究では，食事性 NOxの不足がマウスに
代謝症候群，血管不全，および心臓突然死を引き起こ
すことを明らかにした．この機序には，PPARγ/AMPK
を介した adiponectinレベルの低下，eNOS発現低下，
並びに腸内細菌叢の異常が関与している可能性が考え
られた（図 10）（13）．本研究のエビデンスを踏まえて，

代謝症候群の予防において緑葉野菜の摂取を推奨でき
ることが示唆された．
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Long-term dietary nitrite and nitrate deficiency causes metabolic 
syndrome, endothelial dysfunction, and cardiovascular death in mice
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1)Department of Pharmacology, Graduate School of Medicine, University of the Ryukyus  
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Abstract. Nitric oxide (NO) is synthesized not only from L-arginine by NO synthases (NOSs), but also 
from its inert metabolites, nitrite and nitrate. Green leafy vegetables are abundant in nitrate, however whether 
or not a deficiency in dietary nitrite/nitrate spontaneously causes disease remains to be clarified. In this study, 
we tested our hypothesis that long-term dietary nitrite/nitrate deficiency induces metabolic syndrome (MetS) 
in mice. To this end, we prepared a low nitrite/nitrate diet (LND) consisting of an amino acid-based low 
nitrite/nitrate chow in which the contents of L-arginine, fat, carbohydrates, protein, and energy were identical 
with a regular chow, and potable ultrapure water. Nitrite and nitrate were undetectable in both the chow and 
the water. Intriguingly, in comparison with a regular diet, 3 months of the LND significantly elicited visceral 
adiposity, dyslipidaemia, and glucose intolerance; 18 months of the LND significantly provoked increased 
body weight, hypertension, insulin resistance, and impaired endothelium-dependent relaxations to 
acetylcholine; and 22 months of the LND significantly led to death due to cardiovascular disease, including 
acute myocardial infarction. These abnormalities were reversed by simultaneous treatment with sodium 
nitrate, and were significantly associated with endothelial NOS down-regulation, adiponectin insufficiency, 
and gut microbiota dysbiosis. These results provide the first evidence that long-term dietary nitrite/nitrate 
deficiency gives rise to MetS, endothelial dysfunction, and cardiovascular death in mice, indicating a novel 
pathogenetic role of the exogenous NO production system in MetS and its vascular complications.


