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研究成果の概要（和文）：p53誘導性Mieapタンパク質はミトコンドリアの品質管理機能に重要な役割を果たしている。
Mieapの生体内における機能を調べるためMieap欠損大腸がんモデルマウスApcMin/+マウスを作成した。このマウスは消
化管ポリープの数およびサイズがApcMin/+マウスと比較して顕著に増加しており、寿命が著しく短縮した。さらに、こ
のマウスの消化管腫瘍は病理組織学的に悪性度が高く、その腫瘍細胞には不良なミトコンドリアが蓄積して過剰なROS
産生が見られた。これらの結果から、Mieapによるミトコンドリア品質管理がマウス消化管の腫瘍抑制に重要な役割を
果たしていることが示唆された。

研究成果の概要（英文）：Mieap, a novel p53-inducible protein, plays a key role in maintaining healthy 
mitochondria in various pathophysiological states. To understand the role that Mieap plays in in vivo 
tumorigenesis, we generated Mieap-deficient ApcMin/+ mice. The Mieap-deficient ApcMin/+ mice revealed 
remarkable shortening of the lifetime compared to ApcMin/+ mice. A substantial increase in the number and 
size of intestinal polyps was associated with Mieap gene deficiency. Histopathologically, intestinal 
tumors in the Mieap-deficient ApcMin/+ mice clearly demonstrated advanced grades of adenomas and 
adenocarcinomas. We demonstrated that the significant increase in morphologically unhealthy mitochondria 
and trace accumulations of ROS may be mechanisms underlying the increased malignant progression of the 
intestinal tumors of Mieap-deficient ApcMin/+ mice. These findings suggest that the Mieap-regulated 
mitochondrial quality control plays a critical role in preventing mouse intestinal tumorigenesis.

研究分野： 腫瘍生物学
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１．研究開始当初の背景 
ミトコンドリアの重要な役割は、細胞生存

に必要なエネルギー源である ATP の産生と、
細胞死に重要なアポトーシスの誘導である。 
ミトコンドリアの ATP 産生は、酸化的リン酸
化という複雑な過程から成り、その過程で活
性酸素種（ROS）が産生される。ミトコンド
リアから産生された ROSは、細胞内のタンパ
ク質、脂質、DNA に酸化ダメージを与え、老
化やがん・神経変性疾患などの原因になる。
一方、ミトコンドリアは、シトクロム cを放
出することで、アポトーシス誘導経路におい
て中心的役割を果たす。多細胞生物の体内で
は、細胞が常にがん化の危険にさらされてい
るにもかかわらず、前がん状態の細胞は、ア
ポトーシスによって取り除かれているため、
がん化が未然に防がれている。従ってアポト
ーシスの破綻は、がん化の原因となる。この
ようにミトコンドリアには、細胞に対して生
と死という二つの役割を持っている。 
がん細胞は増殖が盛んであるにもかかわ

らず、ミトコンドリア機能は低下している。
実際にがん細胞のミトコンドリアからは ROS
が過剰産生され、ミトコンドリア DNAには多
くの変異が認められる。ミトコンドリアの酸
化的リン酸化反応に関わるタンパク質は、過
剰な ROS により酸化され、ATP 産生能が著し
く低下していることから、がん細胞は ATP 産
生を酸化的リン酸化より効率の劣る解糖系
に依存している(Warburg 効果)。また、がん
細胞からの高いレベルの ROS は、NF-kB や
HIF1a を介した細胞増殖シグナル、血管新生
あるいは、がん浸潤転移を促進することによ
って、がんの進展に深く関係している。従っ
て、がん細胞は不良なミトコンドリアを積極
的に増やすことで、正常細胞と比べて、高レ
ベルの ROS を維持し、利用しているとも言え
る。しかし、一定レベル以上の大過剰の ROS
が発生すると、がん細胞に細胞死が誘導され
る。故に、がん細胞はミトコンドリアからの
高いレベルの ROSを利用しながら、そのレベ
ルをある一定の範囲に制御する必要がある
と考えられる。以上のことから、ミトコンド
リアの品質管理機構の破綻は、がん細胞への
不良なミトコンドリアの蓄積と、そこから産
生される ROSレベルの上昇に密接に関連して
おり、新しいがん抑制のメカニズム解明につ
ながると共に、がん予防・診断・治療戦略に
大きく貢献しうる可能性がある。 
 
２．研究の目的 
我々は、Mieap タンパク質が不良なミトコ

ンドリア内に蓄積した酸化タンパク質を除
去することにより、ミトコンドリアの ATP 産
生能を改善し、ROS 産生を抑制するという全
く新しいミトコンドリア品質管理機能を見
出した。さらに、動物実験やヒトがん組織を
用いた解析から、Mieap によるミトコンドリ
ア品質管理機構が、抗腫瘍効果に重要な役割
を果たしている可能性が示唆された。そこで、

大腸がんモデルマウである ApcMin/+マウス
を用いて、大腸腫瘍の発生及び進展過程に
Mieap 機能がどのように影響するかを解析し、
Mieap 制御性ミトコンドリア品質管理機構に
よる、全く新しいがん抑制のメカニズムとそ
の役割を解明することを目的に研究を行っ
た。 
 
３．研究の方法 
（１）大腸がんモデルマウス ApcMin/+マウス
を用いて、Mieap欠損 ApcMin/+マウスの作成
を試みた。具体的には、Mieap 遺伝子ホモ欠
損(Mieap-/-)マウスと ApcMin/+マウスとの
交配を繰り返して、ApcMin/+Mieap+/-マウス
及び ApcMin/+Mieap-/-マウスを作成した。 
 
（２）ApcMin/+マウス、ApcMin/+Mieap+/-マ
ウス及び ApcMin/+Mieap-/-マウスの 17 週齢
時における血液検査及び小腸及び大腸に発
生するポリープ数及びサイズを測定し、これ
らを比較した。 
 
（３）ApcMin/+マウス、ApcMin/+Mieap+/-マ
ウス及び ApcMin/+Mieap-/-マウスの消化管
ポリープの悪性度を判定するため、17週齢時
に各マウスから小腸および大腸を採取し、病
理組織学的解析を行った。 
 
（４）ApcMin/+マウスにおける Mieap遺伝子
欠損が腫瘍細胞内ミトコンドリアに与える
影響を検討するため、17週齢時に野生型マウ
ス、ApcMin/+マウス、及び ApcMin/+Mieap-/-
マウスから小腸及び大腸腫瘍を採取し、電子
顕微鏡を用いてミトコンドリア形態の観察
を行った。さらに、各マウスから採取した小
腸腫瘍における酸化タンパク質(ニトロチロ
シン)及び核酸(8-OHdG)の免疫組織学的解析
を行い、不良なミトコンドリアが産生する
ROSの検出を検討した。 
 
４．研究成果 
（１）Mieap-/-マウスと ApcMin/+マウスとの
交配を繰り返して、ApcMin/+Mieap+/-マウス
及び ApcMin/+Mieap-/-マウスを作成に成功
した。 
 
（２）Mieap 欠損 ApcMin/+マウスの寿命の短
縮を認めた(図 1)。 



（３）ApcMin/+マウス、ApcMin/+Mieap+/-マ
ウス及び ApcMin/+Mieap-/-マウスの 17 週齢
時における血液検査の結果、ApcMin/+マウス
で見られる貧血が Mieap遺伝子の欠損に伴い
増悪化した。これらのマウスから採取した小
腸及び大腸を観察したところ、ApcMin/+マウ
スの小腸に見られるポリープの数およびサ
イズは、Mieap遺伝子の欠損に伴い増加した。
ApcMin/+マウス腸管におけるポリープの好
発部位はヒトと異なり小腸であるが、
ApcMin/+Mieap+/- マ ウ ス 及 び
ApcMin/+Mieap-/-マウスでは、大腸における
ポリープの発生が増加した(図 2)。 

 
（４）ApcMin/+マウス、ApcMin/+Mieap+/-マ
ウス及び ApcMin/+Mieap-/-マウス(17 週齢
時)に採取した小腸及び大腸の病理組織学的
解析を行った。がんの悪性度をカテゴリー
1：低異型度腺腫、カテゴリー2：高異型度腺
腫、カテゴリー 3：腺がんの 3つのカテゴリ
ーに分類した。その結果、ApcMin/+マウスと
比較して、ApcMin/+Mieap+/-マウス、さらに
ApcMin/+Mieap-/-マウスでは、腫瘍の悪性度
及びがん化が顕著に増加した(図 3)。 

 

（５）ApcMin/+マウスにおける Mieap遺伝子
欠損が腫瘍内ミトコンドリアに与える影響
を検討するため、17 週齢時に野生型マウス、
ApcMin/+マウス及び ApcMin/+Mieap-/-マウ
スから小腸及び大腸を採取し、電子顕微鏡を
用いて腫瘍内ミトコンドリア形態の観察を
行った。その結果、ミトコンドリアにおける
ATP 産生を担う酸化的リン酸化を行うための
場であるクリステ構造が、野生型マウス、
ApcMin/+マウスでは高い密度で存在してい
るが、ApcMin/+Mieap-/-マウスでは大きく欠
損 し て い た ( 図 4) 。 こ の こ と か ら 、
ApcMin/+Mieap-/-マウスの腫瘍内ミトコン
ドリアでは、ATP 産生が低下し、酸化的リン
酸化が正常に働かないために ROSが増加する
と考えられた。 

 
さらに、各マウスから採取した小腸腫瘍組織
における酸化タンパク質(図 5 上段：ニトロ
チロシン)及び核酸(図 5 下段：8-OHdG)の免
疫組織学的解析から、ApcMin/+Mieap-/-マウ
スでは、ミトコンドリアから産生される酸化
ストレスが腫瘍の悪性化、がん化に深く関与
すると考えられた。 
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