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1. 研 究 目 的
筋ジストロフィーは未だに有効な治療法がない
代表的な難病である。過去 20 年間で 30 以上の原因
遺伝子が同定されたものの、肢帯型筋ジストロフィ
ーの約 60%は未だに原因が不明な状況である。さら
に治療法開発の基盤である分子病態に関しても依
然不明な点が多い。本研究班においては、①多様な
筋ジストロフィー病型において、治療法開発の基盤
となる発症分子機構（ゲノム DNA レベル、mRNA レ
ベル、タンパク質レベルにおける分子病態の研究と
臨床表現型との関連）の解明、②原因が未解明の肢
帯型筋ジストロフィー新規原因遺伝子の探索、③各
種筋ジストロフィーおよび関連疾患の効率的で簡
便な診断法、スクリーニング法の開発、④リードス
ルー薬や抗マイオスタチン薬などを中心とした、筋
ジストロフィーに対する新規治療薬の開発を研究
目標とした。
2. 研 究 方 法
(1) 病態研究；①mRNA 及びタンパクレベルでの疾
患責任分子病態の解析、②DNA array や proteome
解析を用いた疾患責任分子病態に伴う関連分子の
発現／機能病態、③分子病態と臨床型との関連、(2)
診断研究；①未解明の肢帯型筋ジストロフィーの候
補遺伝子アプローチ、②効率的かつ網羅的な遺伝子
／蛋白質診断法の確立、(3) 治療開発；①薬物治療
（リードスルー薬、抗アポトーシス薬、マイオスタ
チン阻害薬、抗サイトカイン薬、ミトコドリア脳筋
症への L -arginine など）の開発と臨床応用への基
盤整備、②福山型先天性筋ジストロフィーをターゲ

ットとした細胞治療、遺伝子治療の基盤研究、③筋
強直性ジストロフィーに対する新規治療法の開発。
なお、本班研究での倫理面の運用は、
「ヒトゲノム・
遺伝子解析研究に関する倫理指針」、国立精神・神
経医療研究センター倫理規定を遵守し、各研究施設
の定める倫理規定にもとづいた倫理委員会の承認
を得て実施している。
3. 研 究 結 果 及 び 考 察
分子病態の解明
1) 肢帯型筋ジストロフィーLGMD の原因候補分子と
して Ca2+非依存性に細胞膜修復に関与する新規タン
パク質 MG53（ミツグミン）を発見した。MG53 欠損
マウスは進行性筋ジストロフィー様の病態を示し
た。一方、培養細胞に対して組み換え MG53 タンパ
クを添加すると細胞膜損傷が抑制されることから、
新たな治療標的分子としても注目される。
2) 福山型先天性筋ジストロフィーFCMD 患者の初代
線維芽細胞から異常スプライシングに由来する転
写産物が発見され、FCMD がスプライシング異常症
であることが解明された。FCMD に対してもエクソ
ンスキップ療法が応用可能であると思われる。
3) IGF-1 により nebulin と N-WASP の複合体が形成
され、これがアクチン重合核となりアクチン線維が
形成されるというメカニズムを解明した。
診断法の確立
1) 蛍光ビーズ多重解析システムを用いて 41 種類
のミトコンドリア遺伝子変異の迅速診断法を開発
2) 安定同位元素で標識した呼吸基質を投与し、患
者の呼気を分析することにより、非侵襲的に全身の

ミトコンドリア機能を評価する検査法を開発した。
3) 微量生検筋から CE-TOFMS を用いたメタボロー
ム解析による代謝性ミオパチーの診断法を開発し
た。
治療法の開発
1) 点変異による Duchenne 型の治療としてリード
スルー薬の開発を進め、negamycin 誘導体、5 種類
の低分子化合物を得るとともに、臨床使用薬アルベ
カシンにもリードスルー活性があることを見いだ
した。
2) マイオスタチン阻害薬として、活性化阻害ペプ
チド薬、受容体キナーゼ低分子阻害薬、ホリスタチ
ン誘導体を開発するとともに、siRNA の担体として
コラーゲンナノ粒子を用いることにより RNA 干渉
の治療効果を増強する方法を確立した。
3) 筋強直性ジストロフィーにおけるミオトニア現
象の責任因子である Cl チャネルのスプライシング
異常に対するアンチセンス核酸薬をモデルマウス
に投与して、ミオトニア現象の消失を誘導すること
に成功した。
4) mdx マウスに創傷治癒促進形質 MRL を導入する
と骨格筋における線維化が軽減され筋再生が促進
されることを見いだした。
4. 結 論
1) LGMD の原因候補分子として、新規膜修復分子
MG53 を見いだした。FCMD がスプライシング異常症
であることを解明した。
2) ミトコンドリア病や代謝性ミオパチーの新規診
断法を開発した
3) リードスルー薬やマイオスタチン阻害薬を開発
しモデル動物での治療効果が確立した。
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6. 知 的 所 有 権 の 出 願 ・ 取 得 状 況
「筋強直性ジストロフィー治療薬」
「リードスルー誘導剤、及びナンセンス変異型遺伝
性疾患治療薬」
「骨格筋検査用キット及び骨格筋検査方法」
「リードスルー活性を有する化合物及び該化合物
を含む医薬組成物」
「水素分子を含む神経新生を促進する組成物」
「水素分子を含む脂質代謝改善剤」
の 6 件について特許取得・出願中である。
7. 自 己 評 価
1）達成度について
FCMD がスプライス異常症であるとの発見は、アン
チセンス治療開発へ繋がるインパクトを持つ。また
MG53 の発見も筋ジス病態解明に大きな意義がある。
ミトコンドリア病や代謝性ミオパチーの簡易診断
法開発は稀少疾患患者の医療にすぐに役立てる成
果である。治療薬の開発は、安全性の評価など次の
臨床開発ステップに進むことが求められる。
2）学術的、国際的、社会的意義について
FCMD などα-ジストログリカノパチーの病態解明、
ならびに MG53 の発見は高い学術的、国際的評価を
受けている。筋ジストロフィー治療薬の開発は、こ
の難治性疾患の克服が人類共通の課題であること
から、大きな社会的な意義を有する。
3）行政的意義について
DMD をはじめとする筋ジストロフィーやミトコンド
リア病、代謝性ミオパチーは患者数の極めて少ない
稀少疾患である。必ずしも製薬企業の積極的な参入
が期待できない領域であるからこそ、科学先進国で
あるわが国が世界に先駆けて研究をリードするこ
とに行政的意義があることを指摘したい。
4）その他特記すべき事項について
なし

