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研究成果の概要（和文）：糖尿病性腎症は末期腎不全へと至る疾患で、その患者数は増加している。このため新
たな治療法の開発が強く望まれる。蛋白尿の出現が腎機能低下を加速させるが、蛋白尿の主原因である糸球体上
皮細胞の糖尿病における障害機構は未だ不明である。再生能の乏しい糸球体上皮細胞にとって細胞内浄化機構オ
ートファジー・リソソーム系の働きは重要であることが推測される。今回、糖尿病性腎症の糸球体上皮細胞にお
いてオートファジー・リソソーム系の機能不全を認め、リソソームの生合成を活性化させることで糸球体上皮細
胞障害を軽減しうることが、糖尿病モデル動物および培養細胞を用いた検討により明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：Diabetic nephropathy is the leading cause of end stage renal disease. Thus, 
a new therapeutic strategy to combat the disease is strongly needed. Podocyte damage causes massive 
proteinuria, leading to rapid decline of renal function. However, the underlying mechanism of the 
situation is still unknown. It is presumed that the function of an intracellular catabolic 
mechanism, autophagy-lysosome system, is important for maintaining the survival and function of 
podocytes because they have poor regeneration capability. In this study, we have revealed that the 
autophagy-lysosomal system is impaired in podocytes of rats with severe diabetic nephropathy and the
 activation of lysosomal biosynthesis can reduce apoptosis in the cultured immortalized podocytes 
stimulated with glucose and lipid toxicity. The activation of autophagy-lysosomal system in 
podocytes may become a new therapeutic target for diabetic nephropathy.

研究分野： 糖尿病性腎症
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１．研究開始当初の背景 
 
わが国における糖尿病患者数は急速に増

加しており、これに伴い増加する糖尿病合併
症の発症・進展抑制は重要な研究課題である。
合併症の一つである糖尿病性腎症（以下：腎
症）は糸球体硬化や蛋白尿の出現で特徴付け
られる進行性腎疾患であり、現在わが国の透
析導入原疾患の第 1位である。 
腎症を有する患者において、糸球体上皮細

胞の障害が尿蛋白出現に大きく寄与するこ
とが明らかとなっている。糸球体上皮細胞は
分裂能を有さない高分化細胞であり、障害を
受けると機能障害や細胞死がもたらされ、尿
蛋白の出現に繋がる。つまり、糸球体上皮細
胞における恒常性の維持や細胞保護は、尿蛋
白の発症抑制に不可欠である。近年、細胞内
浄化機構の一つであるオートファジー・リソ
ソーム系の異常により、オルガネラの異常が
各臓器で引き起こされ、様々な代謝性疾患や
変性疾患の原因となっていることが報告さ
れている。しかし、糸球体上皮細胞における
オートファジー・リソソーム系の役割につい
ては未だ不明な点が多い。 
 
２．研究の目的 
 
高度蛋白尿をきたす病態は、尿細管間質の

障害を引き起こし、腎機能の低下を招きやす
い。しかしながら、現時点で高度蛋白尿を伴
った腎症に対して、効果的な治療はほとんど
ない。そこで腎症における蛋白尿の発症・増
悪機構を解明すべく、蛋白尿の主な原因とな
る糸球体上皮細胞の障害に焦点をあて、糖尿
病状態下における糸球体上皮細胞障害の発
症機構を、オートファジー・リソソーム系の
機能障害に着目し検討を行い、腎症進展予防
を目指した新たな治療戦略の可能性を探索
する。 
TFEB (transcription factor EB)はリソソ

ーム生合成に必須の遺伝子群の発現を正に
制御する転写因子で、mTORC1 により負に調節
されている(活性化 mTORC1 は TFEB の核内移
行を抑制する)。興味深いことに、mTORC1 は
糖尿病病態下で過剰に活性化していること
が報告されている。これらの事から、「糖尿
病での mTORC1 の過剰活性化が TFEB の核内移
行を抑制し、リソソーム生合成を抑制する」
との仮説を立てた。この仮説をもとに、糖尿
病状態下の糸球体上皮細胞障害に対する
TFEB の活性化/不活化を介したリソソーム生
合成調節の影響を、糖尿病モデル動物や培養
糸球体上皮細胞を用いて検討する。 
 
３．研究の方法 
 
1）糖尿病状態における糸球体上皮細胞のリ
ソソーム障害を、糖尿病モデル動物を用いて
評価する。 
 

2) TFEB の制御機構を、培養糸球体上皮細胞
を用いて検討する。 
 
3）TFEB の恒常的核内移行型変異および恒常
的核内非移行型変異をもつ培養糸球体上皮
細胞株を作製し、高血糖や糖尿病類似刺激を
行い、細胞障害に対する反応を評価する。     
下記 TFEB ベクターを設計し作製する。 

①恒常的核内移行型変異（S211、142→A）：
mTORC1 のリン酸化部位に対する変異により、
抑制的なリン酸化が阻害され TFEB は核内移
行する。 
②恒常的核内非移行型変異（S142→D）：
mTORC1 のリン酸化部位に対する変異により、
TFEB は核内移行することができない。 
 
4）TFEB の恒常的核内移行型変異および恒常
的核内非移行型変異を持つマウスをそれぞ
れ作製し、糖尿病状態下におけるリソソーム
機能の活性化と低下が腎症に及ぼす影響を
検討する。 
 
5）オートファジー・リソソーム系の機能障
害の原因として、液性因子が関連するかを、
オートファジー欠損培養糸球体上皮細胞に
対して、糖尿病モデルマウスから採取した血
清による刺激を行うことで検討する。血清刺
激によりリソソーム障害が生じる際には、メ
タボローム解析を行い、その障害因子を同定
する。 
 
４．研究成果 
 
1)①糖尿病状態下における糸球体上皮細胞
のオートファジーの活性ならびにリソソー
ムの形態を、糖尿病モデルラットの腎組織を
用いて評価した。 
罹病期間が長く高度蛋白尿を呈する糖尿

病状態下では、糸球体上皮細胞におけるオー
トファジー機能の低下とリソソームの異常
蓄積が認められた。一方、罹病期間が短く蛋
白尿を呈していない糖尿病モデルラットで
は、糸球体上皮細胞におけるオートファジー
やリソソームの異常は認めなかった。 

②mTORC1 が糸球体上皮細胞特異的に過剰
亢進しているマウス（糸球体上皮細胞特異的
TSC1 欠損マウス）の糸球体上皮細胞を単離培
養し、TFEB の変化を検討した。糖尿病モデル
マウスでは、糸球体硬化により糸球体単離が
困難であったこと、糖尿病状態の糸球体上皮
細胞において mTORC1 の過剰な亢進が報告さ
れていることから、このモデルを用いて



mTORC1 の過剰亢進が TFEB の活性に与える影
響を評価した。その結果、mTORC1 過剰亢進に
より糸球体上皮細胞における TFEB の発現が
低下していることを明らかにした。 
以上の 2点より、糖尿病状態下では mTORC1

亢進により TFEB 発現が低下し、リソソーム
の生合成が低下していることが推測された。
さらに、高度蛋白尿を伴う糖尿病状態におい
ては、糸球体上皮細胞でのオートファジー・
リソソーム系の機能に障害が起こっている
ことが推測された。 
 
2)アミノ酸飢餓状態により、TFEB の核内移行
が増加し、オートファジーが活性化した。ま
た、クロロキン刺激によるリソソーム負荷時
には、TFEB の核内移行が亢進した。糖尿病状
態を模した高糖濃度刺激や飽和脂肪酸刺激
では有意なTFEBの核内移行は認めなかった。
以上より飢餓やリソソーム障害により TFEB
は活性化されること、また 1)の結果から
mTORC1 の活性化により TFEB が抑制されるこ
とが明らかとなった。 
さらに、TFEB の過剰発現によりリソソーム

膜蛋白の一つである LAMP1 の発現が増加し、
リソソーム染色による細胞内染色量が増加
することから、TFEB の過剰発現によりリソソ
ームの生合成が亢進することを確認した。 
 
3) リソソームの転写活性化因子である TFEB
の恒常的核内移行型 TFEB ベクターおよび恒
常的核内非移行型 TFEB ベクターを作製し、
培養糸球体上皮細胞に発現させて各種刺激
に対する反応を検証した。この結果、TFEB の
核内移行が mTORC1 依存的リン酸化部位のリ
ン酸化の有無により調節されていることを
確認した。また、培養糸球体上皮細胞に対す
るベクター発現をより安定化させるために、
レトロウイルスを用いて薬剤誘導性 TFEB 過
剰発現細胞株を作製した。この細胞を用いて
上記のことを再度確認し、さらに糖尿病刺激
として高血糖および高脂肪酸（パルミチン
酸）刺激を行いこれらに対する反応を検討し
た。その結果、恒常的核内移行型 TFEB と恒
常的核内非移行型 TFEB との過剰発現株の比
較において、前者では後者に比しパルミチン
酸刺激による細胞死が抑制されていること
を明らかにした。これらの結果から、mTORC1
依存的リン酸化部位変異型 TFEB は mTOCR1 の
リン酸化を受けることなく核内に移行する
ことが可能であり、これによってリソソーム
の転写活性を亢進させ、糖尿病状態における

各種細胞毒性刺激に対し細胞死を抑制する
ことが推測された。 
 
4) TFEB の恒常的核内移行型変異および恒常
的核内非移行型変異を持つマウスについて
は現在作製中であり、今後高脂肪食負荷によ
る肥満 2型糖尿病を誘発し、糖尿病状態にお
けるリソソーム機能の活性化ならびに低下
が腎症病変に及ぼす影響を評価する予定で
ある。 
 
5)糖尿病患者および糖尿病モデル動物の血
清を用いて、糸球体上皮細胞におけるオート
ファジー・リソソーム系に対する液性因子の
影響について評価を行った。その結果、高度
蛋白尿をきたした糖尿病モデル動物の血清
ならびにネフローゼ症候群を呈する糖尿病
患者の血清刺激により、糸球体上皮細胞のオ
ートファジー活性が低下し、リソソームが蓄
積することを明らかにした。これらは非糖尿
病高度蛋白尿状態の血清においては再現さ
れないことから、高度蛋白尿状態における糖
尿病血清にはオートファジー・リソソーム系
を抑制する何らかの液性因子が存在しうる
ことが示唆された。今後メタボローム解析を
行う予定である。 
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