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細胞内の不良ミトコンドリアを処理する新たな機構を解明
～遺伝性パーキンソン病の治療法開発に期待～
【研究成果のポイント】
◆ パーキンソン病において、機能不全に陥ったミトコンドリア※1 を処理する新たな機構として、機能不全ミトコンドリア
を細胞外へ放出し処理をする、ミトコンドリア放出現象を発見した。
◆ 一部の遺伝性パーキンソン病では、細胞の中で機能不全に陥ったミトコンドリアの分解が起きにくいことが知られ
ており、分解を受けずに残ってしまった機能不全ミトコンドリアがどのように処理されているのかは不明であった。
◆ ミトコンドリアを介したパーキンソン病発症機構の解明が進み、ミトコンドリア放出現象に関連した新たなバイオマ
ーカーや治療法開発につながることが期待される。

概要
大阪大学大学院医学系研究科 Chi Jing
Choong（チュン チジン）特任研究員（常勤）、奥
野龍禎助教、望月秀樹教授（神経内科学）の研
究グループは、パーキンソン病(PD)において機能
不全に陥ったミトコンドリアを処理する新たな機構
として、ミトコンドリア放出現象を見いだしました。
PD は、全身のふるえ（振戦）、動作の遅さ（動
作緩慢）、筋肉の硬さが出現する神経疾患です。
遺伝性 PD の一部では細胞内でミトコンドリアを分
解するミトファジー※2 に関連したタンパク質の異常
が報告されており、機能不全に陥ったミトコンドリア
の分解が起きにくいことが分かっていました。しかし
ながら、細胞の中で分解を受けずに神経細胞に
残ってしまった機能不全ミトコンドリアがどのように

図１：ミトコンドリア放出現象
機能不全ミトコンドリアはオートファジーを介したミトコンドリアの選択的分解機
構（ミトファジー）によって分解される。遺伝性 PD の一部では、ミトファジーに
関連するタンパク質の異常により、分解が起きにくいため、このような遺伝性
PD では、細胞外放出によって処理される

処理されているかは不明でした。
今回、研究グループは品質の悪化したミトコンドリアが細胞外に放出されることにより処理されていることを発見しまし
た（図 1）。遺伝性 PD の発症に関わるタンパク質の一つである Parkin（パーキン）※3 は機能不全ミトコンドリアを細胞内
で分解する働きがあります。Parkin に異常があり、ミトコンドリアが分解できない患者さんの細胞からはミトコンドリアの放
出が顕著に増加しており、また、脳脊髄液ではミトコンドリア関連タンパク質が増加していることを明らかにしました。今回
の成果により、PD を始めとする神経変性疾患のミトコンドリアを介した発症機構の理解が進み、それを基にした新たな
バイオマーカーや治療法の開発が行われることが期待されます。
本研究成果は 2020 年 11 月 20 日（金）に、米国の学術雑誌「Autophagy」オンライン版に掲載されました。

研究の背景
パーキンソン病（PD）はドパミン神経の変性をきたす進行性の神経難病の一つでアルツハイマー病に次いで２番目に
多く、本邦では 15～20 万人の患者が存在していますが、その患者数は増加の一途を辿っています。症状としては、
全身のふるえ（振戦）、動作の遅さ（動作緩慢）、筋肉の硬さが出現し、進行性の運動障害に苦しめられます。これは、
脳の中脳黒質という部分の神経細胞が作る、神経伝達物質であるドパミンが脳の中で不足することにより引き起こされ
ます。PD の治療については、ドパミンを補充するなどの対症療法は存在しますが、発症を予防したり、進行を抑えるこ
とができる根本的な治療法はいまだなく、発症機構の解明が望まれています。
PD には、非遺伝性の PD と遺伝性の PD があり、非遺伝性 PD の黒質ではミトコンドリア障害が認められる一方で、
遺伝性 PD の一部ではミトコンドリアを分解するミトファジーに関連したタンパク質の異常が報告されており、ミトコンドリア
は PD の病態に深く関わっていることが知られていました。ミトコンドリアは、細胞内のエネルギー産生を担いますが、そ
れ以外にも酸化ストレスやカルシウム調節、細胞死の制御、糖・脂肪酸・アミノ酸の各種代謝にも関連しており、細胞の
恒常性維持にとても重要です。機能不全に陥ったミトコンドリアは速やかにミトファジーで分解しないと活性酸素などの
増加をきたし細胞障害の原因となってしまいます。Parkin に変異がありミトファジーが起きにくい患者さんでは、機能不
全ミトコンドリアが神経細胞内に増えることが予測されますが、分解を受け損ねたミトコンドリアの行方はこれまで不明で
した。

本研究の成果
本研究グループはまず、培養神経細
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Figure 4: Increased extracellular mitochondrial protein in PARK2 patient-derived fibroblasts and CSF and sera from parkin-deficient
mice. (A) Representative western blot image of parkin protein expression in primary skin fibroblasts of control subjects (HC8404,

以上の結果からヒトの脳の細胞内でミトファジーが起きず、細胞内に品質の悪化したミトコンドリアが増えると細胞の外
に放出することにより、細胞の環境を保っている可能性が示唆されました。

本研究成果が社会に与える影響（本研究成果の意義）
これまで、PD とミトコンドリアの関連が示唆されていましたが、本研究により、PD と新たなミトコンドリア品質管理メカニ
ズムであるミトコンドリア放出現象との関連が示唆されると共に、その程度を遺伝性 PD 患者さんで測定することに成功
しました。脳脊髄液におけるミトコンドリア成分の変化は早期の非遺伝性 PD やアルツハイマー病でも報告されており、
今後これらの神経変性疾患におけるミトコンドリア放出現象に基づくバイオマーカーや治療法の開発につながることが
期待されます。

特記事項
本研究成果は、2020 年 11 月 20 日（金）に米国科学誌「Autophagy」（オンライン）に掲載されました。
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用語説明
※1 ミトコンドリア
酸化的リン酸化を介して生体内の主要なエネルギー産生を行う細胞内小器官。アポトーシスにおいても重要な
役割を果たす。
※2 ミトファジー
オートファジーを介した、ミトコンドリアの選択的分解機構。機能不全に陥ったミトコンドリアを速やかに分解・除去
し、細胞内の恒常性を保つ。
※3 Parkin（パーキン）
パーキンソン病の約 10％を占める遺伝性パーキンソン病の一つに、Parkin 遺伝子の変異により発症する PARK
２が存在する。Parkin はミトコンドリアのオートファジーによる分解(ミトファジー)で鍵となる役割を果たす。
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