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研究成果の概要（和文）：
細胞機能の成り立ちを明らかにするため、これまで蓄積されている研究成果を数式表現し、それ
らを総合して細胞機能の数学モデルを開発した。作成されたモデルは数十行の微分方程式で構成
され、これを数値積分して心筋細胞の電気的活動と収縮について、また、膵臓β細胞のインシュ
リン応答について実際の細胞に近い機能を忠実に再現できた。この心筋細胞と膵臓β細胞モデル
に数学解析を適用して、その機能原理を明らかにした。
研究成果の概要（英文）：
The mechanisms underlying the cell function were clarified by developing mathematical cell
models based on scientific findings so far published in scientific literature. The
time-dependent changes of cell functions, such as the electrical and mechanical functions
of cardiac myocyte and the glucose-dependent release of insulin release, were
reconstructed by numerical integration of several tens simultaneous differential
equations, representing many types of molecular reactions. By applying various
mathematical tools to the model, principle mechanisms of cell function was clarified.
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１．研究開始当初の背景
実験研究によって、細胞を構成する各分子機
能が極めて広範囲に明らかにされてきた。ポ
ストゲノムの時代にあって、これら分子機能
を統合して、細胞機能の成り立ちを総合的に
理解し、医学生物学・医療に役立てることが

緊急の課題である。この多種多様な情報をコ
ンピュータ上に統合し、細胞の動作原理を明
らかにすることは容易ではないが、基礎医
学・生理学における異分野融合研究として挑
戦的で興味あるもので、本研究課題の目的で
ある。

従来、細胞の動作原理を明らかにする研究領
域 と し て 、 Mathematical Physiology や
Computational Cell Biology があり、いろい
ろな細胞の機能を数式によって明快に説明
することに成功している。ただ、これら数学
的な解法は分子実態をとりあえず殆ど無視
し、極めて簡略化したモデルに限って適用さ
れていて、細胞を構成する各の分子の役割に
視点を置く医学生物学的考え方との間に深
い溝があり、医学生物学における主な研究手
段になり得なかった。近年、分子あるいは分
子複合体で構成される機能単位の数学モデ
ル開発が急速に進み、これら機能単位モデル
（微分方程式の集合）を統合して、細胞機能
全体をシミュレーションし理解する研究の
重要性が叫ばれてきた。私たち自身、平成１
５―１９年度文科省リーディングプロジェ
クト・京都大学拠点で同様の研究を展開した。
しかし、細胞モデルはそれを構成する数百の
変数が連立微分方程式の中で相互に依存関
係を有する複雑系で、細胞応答が再現できて
も、その動作原理を把握することが困難にな
りつつある。
２．研究の目的
そこで、本研究課題では、Computational Cell
Biology の数学的手法と伝統的な生理学的思
考法を、心筋細胞と現在我々が進めている膵
臓β細胞モデルに適用し、細胞機能動作原理
と各機能分子の役割を明らかにし、医学・医
療に役立てることを目的にした。
３．研究の方法
数学モデルを作成するためには、それぞれの
分子機能（分子反応）を微分方程式で表す。
多くの分子反応は相互に作用し合いながら
同時に進行するが、これは、多くの微分方程
式を同時に計算していくことによって実現
さ れ る 。 数 値 積 分 は 、 Euler method や
Runge-Kutta method によって行った。全ての
プログラムは画面表示が優れている点を考
慮して、Visual Basic で作成した。
こ れ ま で Mathematical Physiology や
Computational Cell Biology で開発され、細
胞機能解析に適用されてきた方法として、
bifurcation
analysis,
sensitivity
analysis, stability analysis, phase plane
analysis などがある。更に我々は、最近 Lead
potential analysis を独自に開発した（Cha
et al., 2009, Biophysical Journal in
press）。生理学的手法としては、包括的細胞
機能の中からそれぞれの機能側面を担うコ
アシステムを切りとり、そのシステムの入力
出力関係を解析する、あるいは関連する最小

限の分子機能モデルで簡略細胞モデルを作
成し、動作原理を解明する方法がある。これ
らの方法を以下に述べる細胞機能に適用し
て、システム機能の特性を解明する。
４．研究成果
（１）膵臓β細胞モデルの開発
膵臓β細胞は血糖レベルに応じてインシュ
リン分泌を行うが、この働きを理解するため、
これまで発表されている研究成果に基づい
て、その細胞機能を数学モデルにまとめた。
このプロジェクト以前に Friedryand et al
は比較的簡略化された細胞モデルを発表し
ていた。我々は、それまで心臓のモデルを開
発していたが、その経験を生かして、細胞膜
興奮に関与するイオンチャネルを大幅に改
善した。また、細胞内イオン濃度、特にＣａ
濃度変化を精緻化し、glucose 濃度の生理学
的範囲での活動パターンを再現することに
成功した。
作成したβ細胞モデルは、グルコースの取
り込みに続いて、NADH の産生、酸化的リン酸
化反応による ATP 産生、細胞膜における ATP
感受性 K チャネル活動の変化による細胞膜興
奮性の変化という一連の経過をへて、細胞内
Ca 濃度変化を引き起こすことができた。反応
がこれまでの研究結果とほぼ一致すること
を確認した上で、この細胞モデルに
bifurcation analysis と 我 々 の 開 発 し た
Lead potential analysis（Cha et al., 2009,
Biophysical Journal 2009）それに、伝統的
なＩーＶ曲線解析を、新たに作成した膵臓β
細胞数学モデルに適用した。Lead potential
analysis では、イオンチャネルの寄与を時間
軸に沿って定量的化することでき、膜興奮性
変化のメカニズムを解明することができた。
また平衡点解析によって、一見連続的に見え
る細胞膜の興奮性変化の背景には、機能様態
の変化が存在することを示すことができ、研
究成果を権威ある国際誌に発表した。更に、
この細胞の腸管ホルモンによる制御を明ら
かにするために、その受容体とシグナル伝達
をモデル化した。
（２）ヒト心室筋細胞モデルの開発
既に、数種類のヒト心室筋細胞モデルが発表
されていたが、これらは主として心臓臓器に
おける活動電位の伝播を再現することを目
的として開発されていた。我々は、Systems
Biology あるいは真に生理学的研究の目指す
細胞機能の分子レベルでの成り立ちを解明
する目的で開発した。特に細胞レベルで注目
されている不整脈の原因である早期脱分極
と遅延後期脱分極のメカニズムを解明する
目的で、モデルを精緻化した。
このモデルは、細胞内におけるＣａ濃度分
布を筋小胞体接合部、その周辺とその他の部

分で表し、実験で得られている機能的濃度分
布をほぼ再現した。また、刺激頻度に対する
活動電位及び収縮力変化を再現でき、収縮モ
デルを取り込んだヒト細胞モデルとしては
新規のものである。このモデルでは早期後脱
分極（EAD）のメカニズムについて数学的解
析を実施することができている。特に、Ｎａ
チャネルの遅延不活性成分（INaL）をモデル
化して組み込み、心不全時に認められている
更なる不活性化の遅延効果を検証した。遅延
を過度に引き起こすシミュレーションでは、
実際に活動電位の延長に伴い EAD を観察する
ことができた。INaL の振幅と膜興奮性につい
て分岐解析を適用したところ、EAD は低膜電
位自発興奮として理解することができた。
Lead potential analysis はイオンチャネル
メカニズムに加えて、筋小胞体からの自発Ｃ
ａ放出がこのリズム形成に関与することを
示した。現在、論文投稿に対するコメントに
答えるべく、モデルの精緻化と論文校正に努
力している。
（３）数学解析の適用
膵臓β細胞モデルとヒト心室筋細胞モデル
の活動に、分岐解析法を適用して、これらの
活動の変化の背景には動作様態の変化が有
ることを示すことができた。
また、Lead potential analysis を適用し
て、膜電位変化へのイオンチャネルの寄与を
定量的に解析することに成功した。
これらの数学的解析によって、これまで有る
細胞膜電位変化にどのイオンチャネルが主
な役割をするか、あるいは、膜興奮性の変化
をどのように表現するかという点について、
定性的な議論が行われていたが、これを定量
的な議論に置き換えることができた。これは、
数学モデルを開発することによってのみ可
能である。
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