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研究成果の概要（和文）：我々は新規消化管ホルモン因子Betagenin = IBCAPを同定し解析を行ってきた。今回、Betag
eninの分泌産物の構造解析を進め、得られた情報から合成ペプチドを作製し、その活性を評価した。その結果、Betage
nin合成ペプチドにおいても膵β細胞増殖促進作用を持つ事を強く示唆する結果を得た。さらに、iPS細胞から膵β細胞
への分化誘導の際にBetageninを添加すると効率を高めることから、Betageninは膵β細胞の分化、再生にも有用である
可能性が強く示唆された。

研究成果の概要（英文）：Betagenin is another intestine-specific secretory protein with β-cell augmenting 
activity, identified in our laboratory. In the current study, we investigated putative β-cell 
transdifferentiational function of betagenin. First, betagenin synthetic peptide, based on the sequence 
of the purified secreted protein, stimulated the proliferation of MIN6 cells. In addition, we have 
results suggesting that betagenin may contribute to the induction of iPS cell differentiation to 
β-cells. Our findings indicate that betagenin have an activity to induce not only proliferation but also 
differentiation of β-cells. Betagenin may be used as a potent inducer for pancreatic β-cell 
regeneration.

研究分野： 代謝内分泌学
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１．研究開始当初の背景 

日本人のライフスタイルの欧米化により、

糖尿病、脂質異常症や肥満といった生活習慣

病患者は増加の一途をたどっている。そのた

め、疾患メカニズムの解明、より有効な治療

法の確立が世界的にも急務となっている。 

また、現在、世界中で行われている膵臓の

再生、あるいは ES/ iPS 細胞などからの膵 β

細胞への分化誘導に関する研究では、再生し

た膵臓、膵 β 細胞からのインスリン分泌制御

やグルコース応答性、分泌量に問題を多く抱

えており、未だにその確立した方法はできて

いない。 

我々は以前より消化管に注目し、新しい消

化管ホルモンの探索を行い、新規消化管特異

的分泌タンパク遺伝子 Betagenin = IBCAP を

同定した。この Betagenin は機能の一部とし

て、膵 β 細胞の増殖促進作用を持つことが判

明している。さらに、マウスにアデノウイル

スで Betagenin を強制発現すると肝臓にイン

スリン陽性細胞が出現すること、また、iPS

細胞に Betagenin を添加すると膵 β 細胞への

分化誘導効率を高めることを見出しており、

Betageninは膵臓の再生や膵β細胞分化に有用

であることが強く示唆されていた。 

 

２．研究の目的 

この Betagenin は膵 β 細胞において増殖促

進作用を持つことが明らかとなっているが、

膵 β 細胞分化に関しても何らかの関連を持つ

ことが示唆されている。 

そこで本計画では、膵臓 β 細胞の機能恒常性

維持を担う可能性を持つ液性因子 Betagenin

を標的として、膵 β 細胞の増殖・分化促進作

用のメカニズム解明を目的とした。将来的に

は、膵臓移植や膵臓再生医療への応用も含め、

特に 1 型糖尿病への治療展開を目指した。 

 

３．研究の方法 

本研究は、われわれが発見した新規消化管

ホルモン Betagenin について、糖尿病治療薬

の創薬や膵 β 細胞への再生医療などの応用へ

向けての検討を行った。 

具体的には、「Betagenin による膵 β 細胞に

対する増殖効果および分化に与える影響」に

ついて検討を行い、Betagenin は糖尿病治療あ

るいは膵再生医療の標的となりうるか明ら

かにするために以下の検討を行った。 

(1) Betagenin 活性体の構造決定 

Betagenin 遺伝子産物は切断されて分泌お

よび活性化される可能性を示唆するデータ

を得ているため、まずその構造を決めた。ま

ず、Betagenin 強制発現培養上清を作製し、そ

こから膵 β 細胞増殖を指標として HPLC 精製

した。その活性フラクションを LC-MS/MS 解

析することで、活性体候補の 1 次構造を検討

した。 

 

(2) Betagenin 合成ペプチドと膵 β 細胞増殖 

Betagenin合成ペプチドによる膵β細胞増殖

促進作用を検討するために、膵 β 細胞の培養

細胞株である MIN6 細胞での EdU 

(5-ethynyl-2’-deoxyuridine) の取り込みを指標

に増殖能を検討した。 

 

(3) Betagenin 合成ペプチドと膵 β 細胞分化 

Betageninの増殖以外の機能として膵β細胞

への分化に関与するかについて検討した。 

具体的には、Betagenin を添加することで

iPS 細胞から膵 β 細胞に分化させる従来の方

法より改善効果が認められるかどうかにつ

いて比較検討を行った。 

 

４．研究成果 

(1) Betagenin 活性体の構造決定 

今回、Betagenin の分泌産物の構造解析を進

め、Betagenin 強制発現細胞の培養上清から

LC-MS/MSで活性体の候補フラグメントの情

報を得た。 

この得られた情報に基づきペプチドを合



成し、その活性を確認、評価するために以後

の検討にこのペプチドを用いた。 

 

(2) Betagenin 合成ペプチドと膵 β 細胞増殖 

これまでの Tg マウスや KO マウスの結果

から、in vivo において Betagenin に膵臓ラ氏

島あるいは膵 β 細胞増殖促進作用があること

が判明している。 

そこで、今回作製した合成 Betagenin ペプ

チドにおいてもこの増殖作用があるか否か

について、in vitro の実験系を用いて検討を行

った。その結果、この Betagenin 合成ペプチ

ドにはMIN6細胞においてEdU取り込みが増

加していたことから、膵 β 細胞増殖刺激作用

を持つ事を強く示唆する結果を得た。 

 

(3) Betagenin 合成ペプチドと膵 β 細胞分化 

今回、ヒト iPS 細胞から膵 β 細胞への分化

誘導において、Betagenin 活性体合成ペプチド

を加えることで、インスリン陽性細胞の誘導

効率が劇的に上昇することを見出した。 

今後は、膵β細胞への分化誘導における

Betagenin ペプチドのさらなる有用性、あるい

は、膵島移植における生着率やその後の増殖

に影響を与える可能性を詳細に検討する必

要がある。具体的には、iPS 細胞あるいは膵

前駆細胞からの膵 β 細胞への分化誘導におい

て、どのタイミングで Betagenin ペプチドを

添加するか、あるいは、どのように用いれば

最も分化の効率アップを図ることが出来る

かについて、既存の方法と比較しながら検討

する必要がある。 

 

今回の結果から、Betagenin には膵 β 細胞増

殖刺激作用および膵 β 細胞への分化誘導作用

を持つと言う事を強く示唆する結果を得た。 

in vitroにおいても膵 β細胞の増殖が見られ

ることからも、Betagenin は GLP-1 等のイン

クレチンと比べてもより強力な膵 β 細胞増殖

作用を有していると言える。このように、

Betagenin は第３のインクレチンとなる可能

性があるが、膵 β 細胞増殖に関しては、既存

のインクレチンよりもアドバンテージを持

っていると考えられる。 

Betagenin は他の消化管ホルモンと有意な

ホモロジーを持たない独自なタンパクであ

ることと今回得られた結果から、Betagenin を

用いた糖尿病治療は今後の糖尿病治療を変

える可能性があると考えられる。Betagenin は

膵 β 細胞増加作用および、膵 β 細胞への分化

促進作用と併せて考えると、糖尿病に対する

根源的治療薬となる可能性が示唆された。今

後、膵ラ氏島、膵 β 細胞の移植や再生医療も

含め、糖尿病、特に 1 型糖尿病の治療への応

用が期待される。 
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