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研究成果の概要（和文）：2 型糖尿病の肝臓では、糖代謝においてはインスリン抵抗性(糖新生

の抑制障害)を呈するのに対し、脂質代謝においてはむしろインスリン作用の亢進（脂肪合成促

進・脂肪肝）が認められるという一見相反する病態を呈する。そこでその分子メカニズムを解

明するため肝特異的 IRS1(LIRS1KO)、肝特異的 IRS2(LIRS2KO)欠損マウスに高脂肪食負荷(HF)

を行った。HF により IRS1 ではなく IRS2 の発現のみ低下していた。LIRS1KO は重度の耐糖能異

常と脂肪肝が顕著に抑制されていた。一方 LIRS2KO はコントロールと同程度の脂肪肝と軽度の

耐糖能異常が認められた。以上の結果から IRS2 発現が低下している HF 下では、IRS1 は IRS-2

による糖代謝調節を代償し、脂肪合成に重要な役割を果たしてことが明らかとなった。 

 
研究成果の概要（英文）：In the liver in type 2 diabetes, PEPCK pathway is resistant to 
insulin action, leading to hyperglycemia via upregulation of gluconeogenesis. On the 
other hand, insulin pathway is superactive to upregulate SREBP1c to cause steatosis and 
hypertriglyceridemia. Why impaired insulin action in glucose metabolism 
“hyperglycemia”and exaggerated insulin action in lipid metabolism “steatosis, coexist 
in the liver in type 2 diabetes? To investigate these mechanisms, we fed our LIRS1KO and 
LIRS2KO mice on a HF diet. IRS1 expression levels on a HF diet did not show any change 
in the control mice. In contrast, unlike IRS1, IRS2 underwent profound downregulation 
in the control mice on a HF diet. LIRS1KO mice on a HF diet showed severe glucose 
intolerance and suppression of hepatic steatosis. In contrast, LIRS2KO mice showed only 
mild glucose intolerance and hepatic steatosis. Under a HF diet, IRS2 is profoundly 
downregulated, which is causally involved in the dysregulation of glucose metabolism. 
On the other hand, hyperinsulinemia-mediated IRS1 signal is rather increased, because 
IRS1 is not downregulated. So, it is causally involved in the steatosis.  
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１．研究開始当初の背景 
肝臓は糖・脂質代謝において中心的な役割

を果たしている臓器の１つであり、インスリ
ンは肝臓において糖新生を抑制し、脂質合成
を促進する。ところが、2型糖尿病の肝臓では 
“ イ ン ス リ ン 作 用 に お け る pathogenic 
paradox”が指摘されている（Brown M.S.and 
Goldstein J.L., Cell Metab. 7:95-96,2008）。
すなわち、正常な状態の肝臓では摂食後、イ
ンスリンによって糖新生は抑制され、脂肪合
成が促進される。一方、肝臓特異的インスリ
ン 受 容 体 欠 損 マ ウ ス
（Mol.Cell.6:87-97,2000）や我々が作製した
インスリン受容体基質(IRS)-1/IRS-2ダブル
欠損マウス（Cell Metab.8:49-64,2008）のよ
うに肝臓におけるインスリン作用が完全に欠
損した状態では糖新生抑制と脂質合成がとも
に障害され、高血糖と血中中性脂肪・肝臓中
性脂肪含量の低下が認められる。ところが、2
型糖尿病では糖新生亢進と血中中性脂肪・肝
臓中性脂肪含量の増加が、すなわち、糖新生
抑制に対してはインスリン作用の低下が認め
られ、脂肪合成に対してはむしろインスリン
作用が亢進している病態が認められる。 
 
２．研究の目的 

そこで本研究では、2 型糖尿病の肝臓にお
いて、なぜ糖新生抑制に対するインスリン作
用は障害され、脂肪合成に対するインスリン
作用はむしろ亢進するのか、その分子メカニ
ズムを明らかにする。 
 
３．研究の方法 

この分子メカニズムを解明するため肝特
異的 IRS1(LIRS1KO)、肝特異的 IRS2(LIRS2KO)
欠損マウスに高脂肪食負荷を行った。 
 
４．研究成果 

LIRS1KO マウス、LIRS2KO マウスともに普
通食に比べ高脂肪食で体重増加を認めたが、
コントロールマウスとは差を認めなかった。
次に肝臓における IRS-1, IRS-2 の遺伝子発
現について検討したところ、IRS-1 の遺伝子
発現はコントロールマウス、LIRS2KO マウス
いずれにおいても普通食、高脂肪食で変化を
認めなかった。一方 IRS-2 の遺伝子発現は、
コントロールマウス、LIRS1KO マウスいずれ
においても絶食時、高脂肪食群において約
1/3 に低下していた。この結果から肝臓にお
ける IRS蛋白量に関してコントロールマウス
は、LIRS2KO マウスに近い状態に、LIRS1KO
マウスはダブル欠損マウスに近い状態にな
っていること、LIRS2KO マウスでは高脂肪食
負荷によって変化がないと考えられた。さら
に脂肪肝について検討したところ、非常に興
味深いことに、LIRS1KO マウスではコントロ
ールマウスに比し脂肪肝が顕著に抑制され

ていた。一方、LIRS2KO マウスではコントロ
ールマウスと同様に脂肪肝が認められた。実
際 oil-red O 染色を行うと、コントロールマ
ウスでは脂肪滴の著明な増加が認められた
が、LIRS1KO マウスではこうした増加が明ら
かに抑制されていた。一方 LIRS2KO マウスで
は高脂肪食負荷により脂肪滴の著明な増加
が認められた。これと一致して肝臓の TG 含
量を測定すると、LIRS2KO マウスがコントロ
ールマウスと同程度であるのに対し、
LIRS1KO マウスでは、有意に低下していた。
次に糖負荷試験を行うと、LIRS1KO マウスで
は、コントロールマウスに比し顕著な耐糖能
障害が認められた。高脂肪食負荷時にコント
ロールマウスでも IRS-2が低下しているにも
関わらず LIRS1KOマウスのほうが耐糖能が悪
いことから、IRS-2 が低下しているような今
回のような状態では、IRS-1 が糖代謝を一部
代償していたと考えられた。一方、LIRS-2KO
マウスの耐糖能異常はコントロールマウス
に比べて軽度にとどまっていた。これと一致
してピルビン酸負荷後の血糖値は、LIRS1KO
マウスの普通食では差を認めなかったが、高
脂肪食負荷により、著明な血糖値上昇を呈し
ていた。一方 LIRS2KO マウスでは、普通食、
高脂肪食ともに軽度の血糖値上昇を認めた。 

以上の結果から、普通食下では、肝臓の
糖・脂質代謝は正常にコントロールされてい
るが、高脂肪食などによりインスリン抵抗性
が惹起されると、持続する高インスリン血症
により、IRS-2 の発現が低下し、高血糖が引
き起こされる。この時 IRS-1 の発現は高イン
スリン血症により変化しないため、IRS-1 を
介する脂肪合成は高インスリン血症になっ
た分、増強され、脂肪肝を呈すると考えられ
た。またこのように IRS-2 が低下した状態で
は IRS-1が一部糖代謝も代償していたと考え
られた。そのため、このような状態で IRS-1
が欠損してしまうと、著明な高血糖と、一方
で脂肪肝の抑制が認められたと考えられた。
対照的に LIRS2KO マウスでは、もともと高脂
肪食負荷により減っている IRS-2が完全に欠
損しただけであったため、やや耐糖能の悪化
は認められたものの、コントロールマウスと
あまり変化がなかったと考えられた。 
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