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研究成果の概要（和文）：哺乳類において2種類以上のミトコンドリアDNA（mtDNA）分子種が細胞内に存在する異質性
の状態が、子孫へ伝達するときの遺伝様式を解明するために、マウスを用いた遺伝モデル構築を行った。また異質性mt
DNAについて、その割合を測定するための方法を詳細に検討することによって、従来の問題点を克服した条件下での測
定が可能となるように測定方法の改善を実施した。さらに異質性mtDNA遺伝に影響を及ぼす可能性のある因子として、m
tDNAに結合しその機能維持に必要な遺伝子について、ゲノム編集の技術を用いてノックアウトマウスの作製を実施した
。

研究成果の概要（英文）：Mitochondrial DNA (mtDNA) heteroplasmy is the presence of two or more types of 
mtDNA molecules within single cells and individuals. To investigate the mode of heteroplasmic mtDNA 
transmission in mammals, heteroplasmic mtDNA mouse strains were established using cytoplasmic transfer 
methods by microinjection. The proportion of heteroplasmic mtDNA was measured by PCR-RFLP methods, which 
were improved to eliminate the influence of artifacts. Moreover, a knockout mouse strain was established 
using CRISPR/Cas9 system to investigate the target gene function associated with the inheritance of 
heteroplasmic mtDNA.

研究分野： 実験動物学

キーワード： ミトコンドリア　ミトコンドリアDNA　ヘテロプラズミー
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
ミトコンドリアは主な機能としてエネル

ギーである ATP 産生を行う細胞小器官で、独
自のゲノムであるミトコンドリア DNA
（mtDNA）を有している。哺乳類 mtDNA は、
ヒトでは約 16.5 kbp、マウスでは約 16.3 kbp
の環状二本鎖の構造で、ミトコンドリア機能
に関わる 2種類の rRNA、22 種類の tRNA およ
び 13種類の構造タンパクをコードしている。
通常、一つの細胞内に mtDNA は複数コピーと
して存在し、その数は細胞種によって異なる
ものの1000-10000分子と見積もられている。
また、核 DNA と比較すると変異率が高いこと
が知られており、mtDNA 上に変異が生じた場
合、細胞内には野生型と変異型の少なくとも
2種類のmtDNA分子種が存在する状態となる。
このような状態は、mtDNA の異質性状態（ヘ
テロプラズミー）と呼ばれている（図１）。 

 ヒトにおいて、mtDNA 上の変異が病的変異
であった場合には、いわゆるミトコンドリア
疾患の原因となりうることが知られている。
例えば、mtDNA 上の 8344 番目の塩基の点変異
では MERRF(Myoclonus epilepsy associated 
with ragged red fibers)と呼ばれる疾患の
原因とされ、その遺伝様式として変異型
mtDNA が様々な割合で子孫へと伝達すること
が報告されている。この他にも mtDNA 上の
3243 番目の点変異が原因とされる MELAS
（Mitochondrial myopathy, Encephalopathy, 
Lactic Acidosis, Stroke-like episodes）
や大規模欠失変異が原因とされる CPEO
（ Chronic progressive external 
ophthalmoplegia）等、複数のミトコンドリ
ア疾患が知られており、〝異質性の状態にあ
る mtDNA〟の次世代への伝達様式や組織種に
おける存在様式が、変異種によって異なるこ
とが報告されている。 
 異質性 mtDNAがどのようにして子孫へと伝
達していくのか、こうした疾患に対するアプ
ローチを中心として様々な検討が進められ
てきている。しかし、特にミトコンドリア機
能に大きな影響を与える病的変異型mtDNAの
場合には、ミトコンドリアそのものが異常な
状態なことも考えられ、これらの生理的要因
の影響を大きく受ける可能性が容易に想定
され、これらの要因を排した条件下での異質

性 mtDNA 遺伝についての検討は困難である。
これまでに病的変異型mtDNAを持たない異質
性 mtDNA モデルとしてマウス系統間の mtDNA
多型を用いて、すなわち 2系統由来 mtDNA を
有する異質性mtDNAモデルマウス系統の例が
報告されており、このモデル系統を用いて個
体として様々な割合で異質性mtDNAが次世代
へと伝達していく様子が解析されている。ま
た、各種組織における異質性 mtDNA の存在様
式についても解析され、その組織特異性につ
いても検討がなされてきている。しかしなが
ら、詳細な遺伝様式については不明な点がな
お多く残されており、特に細胞、オルガネラ
のレベルでの解析や、その制御メカニズムを
含めると未解明の部分が大きい。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、異質性状態にある mtDNA

がどのようにして子孫へと伝達するのか、異
質性 mtDNA モデルマウス系統を樹立し、その
遺伝原理の理解を進めることにある。そのた
めに、マウス系統間の mtDNA 多型を用いた異
質性状態のモデルマウスを作製し、子孫へど
のように伝達をしていくのか継世代的な遺
伝学的解析を実施し、また分化した組織・細
胞における分配様式について解析を実施す
る。また、異質性 mtDNA 割合を測定する方法
についても、より正確な定量が可能となるよ
うに検討を行うこととした。さらにこれらの
遺伝モデルを基礎として、mtDNA の異質性状
態に影響を及ぼす可能性のある遺伝的要因
についても、遺伝子改変マウスの樹立を行い、
異質性mtDNA状態を制御することも含めて検
討することを計画した。 
 
３．研究の方法 
（１）異質性 mtDNA マウス系統の樹立 
①肝臓由来ミトコンドリア画分の初期胚へ
の導入 
mtDNA 上に多型の存在する 2 系統のマウス

を、それぞれ受容系統および供与系統として
用いた。mtDNA 供与系統の肝臓から粗精製す
ることで、導入に使用するミトコンドリア画
分を調製した。受容系統の初期胚に、供与系
統のミトコンドリア画分をマイクロインジ
ェクション法によって導入した。マイクロイ
ンジェクション後に正常な形態を維持した
胚を偽妊娠の仮親マウスに移植し、出生個体
を得た。 
②初期胚間における細胞質移植 
上記（１）①と同様に受容系統および供与

系統として 2系統のマウスを用いた。両系統
の卵と1系統の精子を用いて体外受精を行う
ことで、初期胚を準備した。供与系統の初期
胚から、マイクロインジェクション用ピペッ
トを用いて少量の細胞質を吸引し、これを受
容系統の初期胚へと導入した。マイクロイン
ジェクション後に2細胞期にまで発生した胚
を偽妊娠の仮親マウスに移植し、出生個体を
得た。 



 
（２）異質性mtDNA検出・測定法としてのPCR, 
PCR-RFLP 
 マウス mtDNA 配列情報について、すでにデ
ータベース上に公開されている配列情報と
それ以外の配列についてはシークエンス解
析を行うことにより決定し、PCR プライマー
の設計や制限酵素反応の実験系構築時の参
考とした。 
導入した供与系統由来mtDNAを検出するた

めには、供与系統 mtDNA 配列に特異的なプラ
イマーを作製し、PCR を行った。 
 供与系統および受容系統由来mtDNAの割合
（異質性 mtDNA の割合）を測定するために、
PCR-RFLP 法の原理に基づいた測定を行った。
両系統の配列を認識するプライマーを用い
て PCR を実施した後に、一部の PCR 反応液を
片方の系統由来配列のみを認識する制限酵
素を用いて処理し、ゲル電気泳動・染色の後
に、画像解析装置にて検出された断片の定量
解析を行った。 
  
（３）mtDNA 機能に関わる遺伝子のノックア
ウト（KO）マウス作製 
 mtDNA 機能と関係のあるタンパクをコード
する遺伝子を対象とし、CRISPR/Cas9 による
KO マウスの作製を行った。Cas9 mRNA および
標的遺伝子の配列情報からsgRNAを合成した。
これらのRNA溶液をマイクロインジェクショ
ン法によってマウス初期胚に導入し、偽妊娠
の仮親マウスに移植し、出生個体を得た。得
られた個体について、試料 DNA を調製し、シ
ークエンス解析によって、変異が導入されて
いるか否かを検討した。 
 
４．研究成果 
（１）異質性 mtDNA マウス系統の樹立 
受容系統の初期胚に、供与系統由来肝臓ミ

トコンドリア画分をマイクロインジェクシ
ョン法によって導入したところ、得られた出
生個体のうち、複数の個体から供与系統由来
mtDNA を PCR 法にて検出した。 
さらに PCR-RFLP 法で検出を試みたが、供

与系統由来mtDNAの断片は認められなかった。
先の PCR 法の検出感度の方が、PCR-RFLP 法よ
りも高感度であることが考えられ、このこと
から導入された供与系統由来 mtDNA 量が
PCR-RFLP 法にて検出されない程度の少量で
あったことが想定された。また、次世代以降
についても検討を行ったが、PCR-RFLP 法にお
いて検出されなかった。以上の結果から、肝
臓由来ミトコンドリア画分を用いた場合に
は少量の供与系統由来mtDNAを導入すること
は可能であるが、系統の樹立は困難であると
判断した。  
 受容系統の初期胚に供与系統の初期胚細
胞質を移植することによって、異質性 mtDNA
マウス系統の作出を試みた。体外受精によっ
て初期胚を準備し、供与系統由来初期胚の細
胞質を受容系統へと導入した。2 細胞期へと

発生した胚において PCR-RFLP 法にて検討し
たところ、供与系統由来 mtDNA が導入されて
いることが確認された。さらに、マイクロイ
ンジェクション後の初期胚を仮親へ移植し、
得られた出生個体の尾からの試料について、
導入の有無を PCR-RFLP 法にて検討したとこ
ろ、複数の個体において供与系統由来 mtDNA
が導入されていることを確認した。受容系統
と供与系統のマウス系統を複数系統として
用いることを含め、複数の組合せによる細胞
質移植を実施したが、実施した組合せにおい
て、供与系統由来mtDNAの導入が確認された。 
 
（２）異質性 mtDNA 割合の測定法の技術開発  
 PCR-RFLP法による異質性mtDNA割合の測定
は従来から実施をされてきているが、その定
量性にはPCRサイクル数の増加によって測定
値に影響を与える可能性のあるアーティフ
ァクトが想定されている。このアーティファ
クトを抑えるために、対象となる DNA 試料濃
度に対応した PCR サイクル数を設定し、異質
性mtDNA割合が測定可能となるか検討を行っ
た。その結果、少なくとも用いた検出系にお
いてアーティファクトが検出限界以下とな
るような条件下で、測定が可能となることが
確認された。また、その定量性を検証するた
めに、受容系統と供与系統由来のコントロー
ルDNAを様々な割合で有する希釈系列を作製
し反応を実施したところ、正確性の高い測定
が可能であることが示された。 
 
（３）細胞・組織・次世代における異質性
mtDNA の測定 
 尾試料より供与系統由来mtDNAの導入が確
認された個体について、各種組織における異
質性 mtDNA 割合について測定を行った。その
結果、調べた限りの全ての組織において異質
性 mtDNA が検出された。現時点でこれらの組
織間において異質性mtDNAの割合に差がある
様子が観察されている。また、単一細胞にお
ける異質性割合の測定を行うために、初代培
養細胞を調製し測定を行った結果、様々な割
合で異質性mtDNAが存在している様子が認め
られた。これらの現象についてはさらに詳細
な解析を進めることとしている。 
異質性mtDNAの次世代への伝達を検証する

ために、得られたファウンダーと野生型個体
との交配により F1 世代の個体を得て、測定
を行った。その結果、様々な割合で異質性
mtDNAが伝達しており、親個体の異質性mtDNA
割合とは異なる個体も確認された。以上の結
果から、本研究において異質性 mtDNA 遺伝モ
デルマウス系統が樹立されたと考えている。 
 

（４）mtDNA 機能に関わる遺伝子のノックア
ウト（KO）マウス作製 
mtDNA 機能に関わる遺伝子が異質性 mtDNA

遺伝に与える影響を検証するために、
CRISPR/Cas9システムによりKOマウスの作製
を行った。シークエンス解析の結果、複数の



個体に変異が導入されていることが確認さ
れ、そのうち 1ラインについて野生型との交
雑により系統を樹立した。このラインについ
て、オフターゲット効果は現在のところ認め
られていない。異質性 mtDNA マウスと併せて
解析することで、異質性 mtDNA 遺伝に関わる
機能についてさらなる検証を進めている。 
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