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Phosphatidylcholine (PC) is the predominant phospholipid (40-50%) in mitochondrial membranes, and is
essential for not only compartmentalization of the organelle but also ATP production, thermogenesis, and regulation
of apoptosis. Mitochondria lack enzymes to synthesize PC and therefore the lipid must be imported from the
endoplasmic reticulum, the site of PC synthesis. StarD7 is a PC-specific lipid transfer protein required for the
maintenance of mitochondrial PC level, respiration, and morphogenesis. In this study, we assessed the role of the
protein in skeletal myoblast differentiation using mouse myoblast C2C12 cells and human primary myoblasts.
Immunofluorescence and immuno-electron microscopy demonstrated that StarD7 was distributed in the cytosol,
inner mitochondria space, and outer leaflet of the outer mitochondrial membrane in C2C12 cells. The siRNAmediated knockdown of StarD7 in C2C12 cells and human primary myoblasts significantly impaired myogenic
differentiation and reduced the expression of myomaker, myomerger and PGC-1α. The reduction in mitochondrial
PC levels and oxygen consumption rates, decreased expression of myomaker, myomerger and PGC-1α, as well as
impaired myogenic differentiation, were completely restored when StarD7 was reintroduced into StarD7-knockout
C2C12 cells. These results suggest that StarD7 is essential for the skeletal myogenesis in mammals.
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ンなどのミトコンドリア機能阻害剤で筋芽細胞を処
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ではミトコンドリアの PC 量が顕著に低下し、ミト
コンドリアの機能低下や形態異常が見られる。つま

考察
ミトコンドリアは PC を自足できないため、必要
な PC は脂質合成器官である ER からの供給に完全

り、ミトコンドリアの PC 量の減少と筋形成不全に
ついての結果は、この報告と今回の研究で一致して
いる。

に依存している。申請者はこれまでの研究から、

ミトコンドリアミオパシーはミトコンドリア関連

StarD7 は ER-ミトコンドリア間において PC を輸送

疾患の一つで、筋力低下や心機能の喪失などの症状

する因子であると考えている。今回、筋芽細胞の

を特徴とし、ミトコンドリア恒常性に必須な遺伝子

StarD7 を欠失させると、ミトコンドリアの PC 量が

の変異によって引き起こされる。近年、ミトコンド

低下したことからも、この仮説は支持されたと思わ

リアミオパシーの原因となる遺伝子変異についての

れる。またこの細胞ではミトコンドリアの酸素消費

報告数は増加しているものの、未だ多くは不明のま

が顕著に低下し、ミトコンドリアの機能障害が生じ

まである。また現在、ミトコンドリアミオパシーに

対する治療法はなく、対症療法で緩和するしかない。
これまでのところ、StarD7 の遺伝子変異によって発
症するミトコンドリアミオパシーの症例報告はまだ
ないが、本研究は StarD7 の変異が筋分化を阻害し、
ミオパシーの病因になりうることを初めて実証した。
本研究は骨格筋形成のさらなる理解やミトコンドリ
アミオパシーの診断と治療の開発に貢献出来ると考
えられる。
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