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研究成果の概要（和文）：ミトコンドリア遺伝子異常を有する糖尿病患者からiPS細胞を樹立した。
　樹立したiPS細胞においては変異の消失と増加が認められ、各クローンは継代培養や分化においても一定の変異比率
を維持した。
　変異を消失したミトコンドリアiPS細胞を用いれば自家移植による治療が可能である。また同一ゲノムを有しながら
大幅に変異比率が異なるiPS細胞クローンが得られることから、ミトコンドリア機能の病態生理学的意義をヒト細胞に
おいて検討することで新たな治療法の開発に結び付く可能性を見出すことができた。

研究成果の概要（英文）：iPS cells were successfully generated from patients with the mtDNA A3243G mutation
(Mt-iPS).The Mt-iPS cells exhibited a bimodal degree of mutation heteroplasmy. The mutation frequencies de
creased to an undetectable level in six of 14 clones, while the others showed several-fold increases in mu
tation frequencies compared with those in the original fibroblasts. During serial cell culture passage and
 after differentiation, no recurrence of the mutation or no significant changes in the levels of heteropla
smy were seen. Mutation-rich, stable Mt-iPS cells may be a suitable source of cell for human mitochondrial
 disease modelling in vitro. Mutation-free iPS cells could provide an unlimited, disease free supply of ce
lls for autologous transplantation therapy.
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１．研究開始当初の背景 
 薬物治療中の本邦糖尿病患者の平均 HbA1c
は 7.26%と未だ高く合併症の抑制に必要なレ
ベルに達していない（平成 15 年国民健康・
栄養調査の概要）。加齢とともに低下するイ
ンスリン分泌と代謝機能を、現存の薬物療法
で治療するには限界があり、血糖正常化を目
指した大規模臨床試験では、重症低血糖の頻
度増加や心血管イベント発生率や生存率が
改善しないことが示されている。 
膵・膵島移植による血糖正常化が 1型糖尿

病において報告されており、膵β細胞移植の
有効性が確認されている。しかし、拒絶反応、
免疫抑制剤副作用、膵移植の侵襲や膵島の低
生着率に伴うドナー不足等が大きな問題で
ある。そこで、患者自身の細胞から生理的反
応性をもつβ細胞が豊富に得られれば、その
移植は糖尿病の根治療法となりうる。  
一方、β細胞と糖代謝臓器においては、加齢
に伴うミトコンドリアDNA量の減少と変異蓄
積、あるいはミトコンドリア機能低下が分泌
能とインスリン感受性低下に関係している。
母系遺伝する先天的なミトコンドリア病だ
けでなく、糖尿病の約１％にミトコンドリア
変異が関係するとされる。しかし先天的・後
天的変異の蓄積過程、遺伝、代謝異常発症の
予測などについては不明である。 
 
２．研究の目的 
 糖尿病患者から人工多能性幹（iPS）細胞
を作成し、糖尿病の遺伝と病態の解明を行う
とともに、創薬開発と分化再生療法を目指す。 
 
３．研究の方法 
糖尿病患者から、「ヒト疾患特異的 iPS 細

胞の作成とそれを用いた疾患解析に関する
研究（京都大学医学研究科・医の倫理委員会
承認）」に対して同意を頂いた方から、皮膚
採取を行う。腹部から径 4mm 程の皮膚採取を
行い、線維芽細胞を培養し 107 個に増殖させ
一部を凍結保存する。レンチウイルスベクタ
ーにより線維芽細胞にレトロウイルス受容
体を発現させた後、更に OCT3/4, SOX2, KLF4, 
c-MYC の４遺伝子を発現するレトロウイルス
ベクターを感染させ、患者由来ヒト iPS 細胞
を多数のクローンとして得る。糖尿病患者か
らも確実にiPS細胞作成が可能であることを
実証するためにiPS細胞樹立の検証を以下の
項目について行う。①初期化が生じているこ
と を 未 分 化 マ ー カ ー (SSEA-3, SSEA-4, 
TRA1-60, TRA1-81, NANOG)発現を免疫染色で
確認する。②サイレンシングが導入遺伝子に
ついて生じていることを、定量 PCR により検
討し導入遺伝子発現が総遺伝子発現の 1%未
満に抑制されていることを確認する。更に、
分化全能性について、③胚葉体(Embryoid 
body)形成後約２週間にて内胚葉(AFP, SOX17, 

FOXA2), 中胚葉(αSMA), 外肺葉(Tuj-1)マ
ーカーの免疫染色・RT-PCR による確認、④
SCIDマウス精巣へのiPS細胞移植後３カ月の
奇形腫において、組織学的に確認する。 
 皮膚生検後の線維芽細胞、iPS 誘導過程、
誘導後、そして分化誘導前後のミトコンドリ
アコピー数と変異比率の解析を行う。 
 
４．研究成果 
 様々な原因の糖尿病患者（ミトコンドリア
糖尿病患者２名、１型糖尿病患者２名、イン
スリン分泌低下２型糖尿病患者１名）から疾 
患特異的iPS細胞を樹立することに成功した。 
 ミトコンドリア糖尿病では、個々の細胞に
おいて、正常なミトコンドリアゲノ(3243A)
と異常なミトコンドリアゲノム(3243G)を
種々の割合で保有しており、一定の変異遺伝
子比率がある閾値を超えると障害が生じると
考えられている。 
 患者血液・線維芽細胞・樹立したiPSクロー
ンにおける変異率を検討したところ、血液細
胞、線維芽細胞における変異比率は約20%で 
あるのに対し、樹立したiPS細胞においては変
異比率が検出感度以下となるクローンと変異
比率が高いクローンとが得られ、変異比率 
の2極分化が生じていた。患者由来線維芽細胞
の検討から初期化に関連した現象と考えられ
た。 
 各iPS細胞クローンを継代培養した結果、変
異の消失したクローンにおいては変異が復活
することはなく、変異が多いクローンにお 
いても変異比率が減少したり増加することは
なく一定の変異比率を維持することが観察さ
れた。 
 また、変異比率がiPS細胞からの分化におい
て変化するかを胚様体形成法により検討した。
その結果、変異の消失したクローンにお 
いては変異が復活することはなく、変異が多
いクローンにおいても変異比率が減少したり
増加することはなく一定の変異比率を維持す 
ることが観察された。 
 以上の知見から、変異を消失したミトコン
ドリアiPS細胞を用いればリスクを伴う遺伝
子改変を行わずに自家移植による治療が可能 
であること、また同一ゲノムを有しながら大
幅に変異比率が異なるミトコンドリアiPS細
胞を分化させた場合、各組織におけるミトコ 
ンドリア機能の病態生理学的意義をヒト細
胞において検討することで新たな治療法の
開発に結び付く可能性を見出すことができ
た。 
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