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研究目的 

糖尿病は代表的な common disease であり、2010 年には世界の糖尿病人口は 2 億 3 千万人にのぼると推定され

ている。我が国においても、現在糖尿病患者は約 680 万人存在しているが、将来糖尿病を発症する可能性のあ

る予備軍を含めると約 1,400 万人と推定され、21 世紀の国民病とさえ言われている。糖尿病は放置すると失明

や腎不全などの重篤な合併症のみならず、しばしば脳血管障害、心筋梗塞などの基礎疾患になっていること、

糖尿病患者の増加に伴い糖尿病関連医療費が膨大になっていること、アジア諸国でも糖尿病が急増しており、

アジアの人口を考慮に入れると将来の糖尿病人口の 70％以上がアジア諸国で占められると予想されることか

ら、その根本的解決は医学的、社会的に急務である。 

糖尿病は遺伝素因を背景に、様々な環境因子の負荷が複雑に加わり発症する多因子疾患（multifactorial 

disease）である。糖尿病は単一の遺伝子異常により発症するものから複数の遺伝子異常（多型）により発症す

るものまで、その遺伝素因は極めて複雑である。糖尿病は血糖調節機構の破綻により発症する。血糖調節の根

幹を担うのがインスリンである。従って、インスリンを合成・分泌する膵β細胞あるいは（および）インスリ

ンの標的組織（肝臓、筋肉、脂肪細胞）におけるインスリン作用の障害が主要な原因である可能性が高い。 

 そこで本研究はインスリン分泌と作用に関する基礎研究と糖尿病の臨床研究の両面から糖尿病の遺伝素因を

総合的に解析することを目的とし、以下のような課題を設定して研究を遂行した。 

1) 膵β細胞で発現する遺伝子のデータベース化 

2) 膵β細胞遺伝子地図の作成 

3) インスリン分泌と作用に関与する糖尿病候補遺伝子の単離 

4) 単離された遺伝子の細胞レベル、個体レベルでの機能解析 

5) 糖尿病における遺伝子解析 

6) 遺伝疫学的調査 

本研究は糖尿病の発症機構の解明や新たな治療法、予防法確立に向けての基礎研究となることが期待される。

研究計画、目的の達成度 

＜研究計画＞ 

研究課題 1) 膵β細胞で発現する遺伝子のデータベース化 

 ヒト膵β細胞で作成した cDNA ライブラリーから無作為にクローンを選択する戦略を採用する。単離された遺

伝子を登録されているゲノムデータベースと比較し、膵β細胞に特異性の高い遺伝子を同定してこれをデータ



ベース化する。 

研究課題 2) 膵β細胞遺伝子地図の作成 

 単離された新規遺伝子の染色体上における局在を決定し、膵β細胞遺伝子地図を作成する。 

研究課題 3) インスリン分泌と作用に関与する糖尿病候補遺伝子の単離 

・糖尿病の病態を考慮して膵β細胞や脂肪細胞、筋細胞で発現レベルが変化する遺伝子を、mRNA differential 

display 法や糖尿病モデル動物などを用いて同定する。 

・インスリン分泌や作用の調節に関与する遺伝子を単離する（酵母 two-hybrid 法による）。 

・ゲノムデータベースを利用した比較分析により、蛋白機能の推定を行って候補遺伝子の単離を行う（ホモロ

ジースクリーニング）。 

研究課題 4) 単離された遺伝子の細胞レベル、個体レベルでの機能解析 

 単離された遺伝子の機能を細胞レベルで明らかにし、インスリン分泌や作用における役割を解明する。また、

発生工学の技術により遺伝子導入マウスや遺伝子破壊マウスを作製することにより、個体レベルで遺伝子機能

を解明すると同時に、糖尿病発症における役割を明らかにする。さらに、種々の環境要因を負荷することによ

り糖尿病の発症の多様性を解明する。 

研究課題 5) 糖尿病における遺伝子解析 

・ランダムに抽出した糖尿病患者を用いて、候補遺伝子における変異や多型を検索する（候補遺伝子解析）。 

・糖尿病の家族歴が濃厚な家系を用いて、連鎖解析により原因遺伝子を同定する（連鎖解析）。 

研究課題 6) 遺伝疫学的調査 

 糖尿病遺伝子が同定されたら、それらの遺伝疫学的調査を行い、我が国における糖尿病遺伝子の実態を明ら

かにし、諸外国の糖尿病の遺伝素因と比較し、人種間による遺伝素因の差を明らかにする。 

 

＜目的の達成度＞ 

 後述の成果および公表実績に示すように、研究全体では、糖尿病の遺伝素因に関する基礎研究や臨床研究、

特にインスリンの分泌と作用に関する研究分野では世界をリードする成果が上げられた。また、複数の新たな

糖尿病遺伝子を解明するなど、当初の目的を十分に達成した。 

これまでの成果 

研究課題 1) 膵β細胞で発現する遺伝子のデータベース化 

・ヒト膵島、ヒトインスリノーマ、ヒト小腸、ラット海馬、ラット視床下部、ラット網膜、ラット RIN 細胞、

マウス膵島、マウス小腸、マウス MIN6 細胞からそれぞれ約 2 万個の EST を集積した。 

・ヒトおよびマウス膵島由来のそれぞれ約 2 万個の EST からマイクロアレイを開発した。 

・高品質のマウス膵島 cDNA ライブラリーを作製し、これをもとにマイクロアレイおよび膵島特異的酵母

two-hybrid ライブラリーを開発した。 

研究課題 2) 膵β細胞遺伝子地図の作成 

・単離した 13 個の新規糖尿病候補遺伝子の染色体マッピングを行ったが、その後はヒトゲノムプロジェクトの

進展に伴い、染色体マッピングをルーチンに行うことは中止した。 

研究課題 3) インスリン分泌と作用に関与する糖尿病候補遺伝子の単離 

・ヒト膵島由来の約 2 万個の EST から開発したマイクロアレイを用いて、若年発症 2 型糖尿病である MODY の候

補遺伝子を 11 個同定した。 

・mRNA differential display 法および酵母 two-hybrid 法により、インスリン分泌細胞株マウス MIN6 細胞から



グルコース応答性インスリン分泌に関与する候補遺伝子を多数同定した。 

研究課題 4) 単離された遺伝子の細胞レベル、個体レベルでの機能解析 

 細胞レベル、個体レベルでの機能解析によって、単離された遺伝子のインスリン分泌や作用における役割を

明らかにした。特筆すべき成果としては、膵β細胞における重要なシグナルである ATP、cAMP、Ca2+のセンサー

分子を同定し、インスリン分泌における役割を解明したことが挙げられる。その他、消化管ホルモンと糖尿病

との関係やインスリン作用に関わる多数の遺伝子の機能を解明した。 

研究課題 5) 糖尿病における遺伝子解析 

・全班員の共同研究として、2,195 名の糖尿病患者と 1,836 名の非糖尿病対照者から DNA サンプルを収集し、糖

尿病患者について臨床情報をデータベース化した。 

・1 型糖尿病と視神経萎縮を主徴とする Wolfram 症候群の原因遺伝子 WFS1 を同定し、その細胞内局在を明らか

にした。 

・1 型糖尿病モデル KDP ラットの解析から主要感受性遺伝子 Cblb を同定した。 

・SHP 遺伝子と軽度肥満、2 型糖尿病との関係を明らかにした。 

・膵β細胞の転写因子を中心に候補遺伝子と 2 型糖尿病との関係を明らかにした。 

研究課題 6) 遺伝疫学的調査 

・全班員の共同研究としてアミリン遺伝子 S20G 多型の 2 型糖尿病への関与を明らかにした。 

・全班員の共同研究として膵β細胞の転写因子群における SNPs について 1,758 名の 2 型糖尿病患者と 1,260 名

の非糖尿病対照者のタイピングを終了し、現在統計学的解析を行っている。 

・多因子疾患の新たな遺伝解析法を開発している。 

成果の公表の実績 

＜論文発表＞ 

論文数（英文原著）：全班員合計 399 編 

代表的な論文掲載誌： 

 基礎研究の成果は、Nature、Science、Nature Genet.、Nature Med.、Nature Cell Biol.、Nature Neurosci.、

Annu. Rev. Physiol.、Mol. Cell. Biol.、J. Clin. Invest.、Mol. Cell、EMBO J.、Proc. Natl. Acad. Sci. 

USA、Diabetes、J. Biol. Chem.など。 

 臨床研究の成果は、Nature Genet.、J. Clin. Invest.、Proc. Natl. Acad. Sci. USA、Am. J. Pathol.、Diabetes、

Diabetologia、J. Biol. Chem.、J. Clin. Endocrinol. Metab.など。 
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「事後評価」結果 

研究課題の総合的な評価 

期待どおり進展した。 

１ 研究計画、目的の達成度について 

当初の研究計画、目的を達成したかどうか。 

予定どおり達成した。 

用いた方法そのものはオーソドックスではあるが、糖尿病の新しい関連遺伝子を発見するなど、グループ

全体の研究活動のレベルは高く、世界をリードする期待通りの成果を挙げ、当初の研究計画、目的を達成し

た。 

２ これまでの成果について 

（１） 革新的又は学際的な学問領域の創造、共通基盤科学技術の開拓、国際協同研究の推進の観点から高く評

価できるか。 

インスリン分泌およびその作用機序の研究分野で、新たな領域を創成・確立したと評価される。特にβ細

胞のデータベースは今後のこの領域の研究にとって、大きな武器となるであろう。また、ゲノム科学、再生

医学、動物モデルなどを含めて、基盤技術の開発観点からも評価できる。 

（２） 当該学問分野及び関連学問分野への波及効果は、どのような状況であるか。 

このグループの研究成果は、糖尿病研究という学問分野に大きなインパクトを与えた。特に新しい関連遺

伝子の発見などはそれに基づいてこの分野の新しい展開を促している。 

（３） 研究成果の積極的な公表に努めているか。 

国際的にも高い評価を受けているジャーナルに多くの論文を発表しており、研究成果の公表に十分努めた。

 


