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⑥当初の研究目的（交付申請書に記載した研究目的を簡潔に記入してください。） 

酸素呼吸の副産物として、ミトコンドリア内には有害な活性酸素が大量に発生するため、ミトコンドリアに存在するミト

コンドリアDNA（mtDNA）は突然変異などの大きなダメージを受け続けることになる。その結果加齢に伴うエネルギー供

給量の低下をきたし、老化のみならず様々な病気の形で私たちの健康に重大な影響を与えている可能性がでてきた。この

問題を解決するためには突然変異型mtDNAを導入したマウスの樹立が急務であったが、申請者達によって樹立された病態

モデルマウス（ミトマウス）を活用することで、これら問題点を一気に解決できる糸口を確保した。そこで、ミトマウス

を中心に以下の五項目を研究目的とする。 

目的1）ミトマウスをミトコンドリア病態モデルとして活用 

目的2）核側遺伝情報多様性がミトコンドリア病の症状多様性に反映することの証明（核交換ミトマウスの作製） 

目的3）mtDNA側遺伝情報多様性がミトコンドリア病の症状多様性に反映することの証明 

（突然変異型mtDNA交換ミトマウスの作製） 

目的4）ミトマウスを受精卵遺伝子治療法や成体遺伝子治療法開発のため活用 

目的5）ミトコンドリア連携説の証明（哺乳類mtDNAは組換えするか？） 
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⑦これまでの研究経過 
Ⅰ 本研究は、学術創成研究費の趣旨の３つの観点のうち、どの観点に主眼を置いて研究を行っているかについてお書きください。 
 

創造的・革新的・学際的学問領域を創成する研究： 
マウスを用いて、ミトコンドリアや核などのオルガネラ移植という先端技術を駆使することで、ミトコンドリ

アの生命エネルギー生産系に障害が起こった場合、我々の生命現象、健康状態がいかなる影響を受けるか、と

いう極めて生活に密接に関係のある基礎的な疑問に答える学問領域の創成を主眼としている。 

Ⅱ 研究の進捗状況について、必要に応じて図表等を用いながら、研究組織内の連携状況を含め、具体的に記入してください。 

 

目的5）ミトコンドリア連携説の証明  
哺乳類ミトコンドリア間相互作用はある＊5-1)が、  
mtDNA組換えは存在しない＊5-2）ことの証明  

         基礎研究 

欠失型mtDNA導入  
ミトコンドリア病態モデル  
ミトマウス  

                 応用研究  
目的2、3）核・ミトコンドリアゲノム交換による新しい病態モデル創出   
目的2）ミトマウスへの別の核ゲノム導入による病態多様性研究＊2）  
目的3）ミトマウスへの別の突然変異型mtDNA導入による病態多様性研究＊3）  

 
目的1）臨床症状の多様性研究       目的4）遺伝子治療系の確立  
ミトマウスの場合：           核移植による受精卵遺伝子治療系の確立＊4-1）  
難聴      → 発現＊1）        造血幹細胞移植による成体遺伝子  
腎不全     → 発現          治療系の確立＊4-2）  
心伝導障害   → 発現  
糖尿病     → 正常＊1）  
2）3）の新しいモデルで  
臨床症状多様性の検証＊3）  

 
＊1）：論文投稿中
＊2）：点突然変異型ｍtDNA導入モデル作製に成功：臨床症状解析後、論文準備  
＊3）：糖尿病モデルマウスの核をミトマウス受精卵へ移植する技術の確立（研究分担者：米川）
＊4-1）：ミトマウス受精卵を脱核し正常マウスへ核移植する技術の確立（研究分担者：米川）  
＊4-2）：ミトマウスへの造血幹細胞移植により腎不全の改善確認：論文準備中  
＊5-1）：⑨のBBRC, 2004と、Genetics, 2004参照  
＊5-2）：論文準備中 

Ⅲ その他 
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⑧特記事項 
これまでの研究において得られた、独創性・新規性を格段に発展させる結果あるいは可能性、新たな知見、学問的・学術的なイン 

パクト等特記すべき事項があれば記入するとともに、推薦者の期待がどの程度達成されつつあるかについて記入してください。 

 

独創性を格段に発展させる結果：G. Attardiたちとの論争と決着 

「老化ミトコンドリア原因説（Aging theory of mitochondria）」はmtDNA突然変異蓄積によるミトコンドリア機能不全が

老化に伴う呼吸欠損の原因とする仮説で、すでに多くの研究者の間で周知の事実として定説となっている。しかし我々はこ

の考え方に対して、ミトコンドリア間相互作用によりミトコンドリア機能不全にならないよう防御されているという新しい

仮説「ミトコンドリア連携説（Interaction theory of mitochondria）」を提案した（Nature Genet. 28:272-275, 2001）。この報

告に対して、G. Attardiたちから幾つかの異論が出された（G. Attardi, et al. Inter-mitochondrial complementation of mtDNA 

mutations. Nature Genetics, 30:360, 2002）が、そのほとんどが問題ないことをこの論争の中で明らかにした（⑨のJun-Ichi 

Hayashi, et  al. In reply to inter-mitochondrial complementation of mtDNA mutations. Nature Genetics, 30:361, 2002 参照）。

なおこの段階ではまだ我々の手法の細部に若干の問題が残されたままになっていた（⑨のNature Genetics, 2002、講談社ブ

ルーバックス「ミトコンドリア・ミステリー」pp282-283, 2002参照)。 

この問題は、ミトコンドリア病モデル：ミトマウスを作製する際、外から導入したミトコンドリア内に欠失型mtDNAの他

に僅かに野生型mtDNAが存在し、それが受容体の野生型mtDNAと区別が付かないという点であった。そこで受容体として

実験用マウス（Mus musculus）と種の異なるM. spretus 由来のmtDNAをもつマウス系統を用いて同様の実験をすることで、

この問題に決着を着けた（⑨のAkitsugu Sato, et al. In vivo interaction between mitochondria carrying mtDNAs from different

mouse species. Genetics, 167:1855-1861, 2004）。これによって我々が提唱している「ミトコンドリア連携説（Interaction theory 

of mitochondria）」の信頼性が格段に増加した。 

この論戦の前半部は、すでに2002年に出版された⑨の講談社ブルーバックス「ミトコンドリア・ミステリー」という科学

啓蒙書で一般に紹介しており、この論戦の面白さは故丸山工作先生からも高く評価され、2003年に講談社出版文化賞、科学

出版賞を受賞した。 

 

推薦者の期待の達成度

本研究は2名の推薦者から推薦をいただいており、推薦者の期待は「ミトコンドリア関連疾患の基礎研究に対する貢献」

もしくは「ミトコンドリア関連疾患の病態発症機構の研究に対する貢献」である。 

これまでの研究成果の一つである「ミトコンドリア連携説」の提案と実証により、少なくとも「基礎研究」に対する貢献

をある程度達成できたと思う。しかし「病態発症機構」に対する貢献はいまだに不十分である。ただし、すでにミトマウス

を用いてこれまで考えられてきたミトコンドリア病の臨床症状の一つである糖尿病の発症については、常識と異なる結果が

得られており現在この論文は投稿中である。一方、このミトマウスをベースに、核とミトコンドリアをそれぞれ他のマウス

由来のものに置換することでまったく新しいモデルマウスを創出するための技術的な問題（基本的にはマウス受精卵の核移

植技術）はほぼクリアしており、これらのマウスを用いて「病態発症機構」を研究することで、本研究課題が終了する平成

18年度までには推薦者の期待を確実に達成できる見通しが立った。 
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⑨研究成果の発表状況 
この研究費による成果の発表に限り、学術誌等に発表した論文（発表予定のものを記入することも可能。）の全著者名、論文名、 
学協会誌名、巻（号）、最初と最後のページ､発表年（西暦）、及び国際会議、学会等における発表状況について記入してください。 
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