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 好中球は微生物を貪食して初めて活性酸素を生成して殺菌に利用するが，この活性酸素を生成する酵

素・食細胞NADPHオキシダーゼは細胞休止時には不活性型であり，その活性は厳密に制御されている．で

はこの活性化のスイッチは如何にコントロールされているのだろうか？広く細胞は様々な外的刺激に対

して，多様な応答反応を起こす．情報の多様性に対し，伝達機構を構成する蛋白質は，分子構造から見る

と基本的な幾つかのモジュール構造からなっていることが明らかになりつつある．この基本構造を介した

分子間相互作用が，モジュラー蛋白質上で統合されることで情報伝達機構の複雑な制御を可能にしている

と考えられる． 

 このような観点から，ウイルス学部門では，細胞内情報伝達機構解明の良いモデルとして，食細胞NADPH

オキシダーゼの活性化機構の研究を生化学的・分子生物学的手法及び構造生物学者とのコラボレーション

によりすすめている．さらには，特に蛋白質のドメイン構造とその分子間相互作用の視点から，細胞の極

性形成や細胞骨格の制御といった方面の細胞内情報伝達の研究にも取り組んでいる． 

 本年度の人事異動について，まず2001 年 1 月よりウイルス学教授として住本英樹教授（併任・医学研

究院分子病態学分野教授）を迎えた．さらに，2001年 3 月16 日付けで武谷 立（日本学術振興会特別研

究員）を助手に採用した． 

 

A．食細胞NADPHオキシダーゼ活性化の分子機構 

 食細胞 NADPH オキシダーゼは，病原性微生物の貪食時などにスーパーオキシド（高殺菌能をもつ種々の

活性酸素の前駆物質）を生成する酵素系であり，その酵素本体は細胞膜に存在するシトクロム b558 (gp91
phox 

と p22phox の２つのサブユニットから成る) である．オキシダーゼは細胞休止時には不活性型であり，そ

の活性化には，特異的アダプター蛋白質 (p47phox , p67phox と p40phox ：それぞれ SH3ドメインをもつ) と

低分子量G蛋白質 Rac が刺激依存性に細胞質から細胞膜に移行してシトクロム b558と相互作用する必要が

ある．私共はこの系に関してアダプター蛋白質の活性化機構を中心に研究を行ない，2000 年度は以下のよ

うな成果を得ている． 

 

a．p47phox  の構造変化とそのメカニズム及び NADPH オキシダーゼ活性化との関連 

 シトクロムb558 と細胞質因子の相互作用は, p47phox SH3 ドメインと p22phox 細胞質領域PRRとの結合に依

存し, この結合は NADPH オキシダーゼ活性化の ON/OFF を担う．p47phox C末端領域のS303, S304, S328の

リン酸化が, SH3 ドメインの unmasking, 標的蛋白質である p22phox との結合, 更にはオキシダーゼ活性化

に必要であることを明らかにするとともに, アラキドン酸がリン酸化と共同的に働いて上記の作用を増

強することを明らかにした [Shiose & Sumimoto, 2000] ．p47phox  SH3ドメインと p22phox の細胞質領域と

の複合体の３次構造決定も稲垣冬彦博士 (北大薬) との共同研究により進行中である． 
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b．Racと p67phox  の作用機構 

 私共は, Racがp67phox のN末領域に存在する TPRドメインに結合して作用することを明らかにしていた． 

今年度は, p67phox の Rac 結合ドメイン (TPRドメイン) ３次構造決定を決定した [稲垣冬彦博士 (北大薬) 

との共同研究：投稿準備中] ． 

 

c．p47phox と p67phox の結合 

 p67phox C末 SH3 ドメインは p47phox の PRRに結合するが, この結合には PRR以外にその更にC末の領域が

必要である [投稿準備中] ．また, この複合体の構造を神田大輔博士 (BERI) との共同研究により明かに

した [投稿準備中] ． 

 

d．PB1ドメイン 

 p40phox は休止時細胞で p67phox と会合しているが, この結合は, 新規なドメイン間 (p40phox のPCモチー

フと p67phox の PB1 ドメイン) の全く新しいタイプの蛋白質間相互作用によるものであることを示し, 更

に, これら新規なドメインが酵母のシグナル伝達蛋白質 (Cdc24p と Bem1p) にも存在し, 酵母のシグナ

ル伝達においても重要な役割を担うことも明らかにした [Ito et al., in press] ．同時に稲垣冬彦博士

との共同研究より, Bem1pの PB1ドメインの３次構造決定に成功した [Terasawa et al., in press] ．p40phox 

の役割は今まで不明だったが, PB1�PC相互作用による p67phox との結合を介して, p67phox とp47phoxの膜移

行を促進させ, オキシダーゼ活性化を正に制御していることを明らかにした [投稿準備中] ． 

 

e．PX/PB2 ドメイン 

 私共は p47phox と p40phox  (オキシダーゼの 調節因子 ) のN末領域に新規ドメイン を見い出していたが 

(PX/PB2ドメイン) , 神田大輔博士 (BERI) との共同研究により, p47phox PXドメインの３次構造を決定す

るとともに, PXドメインがphosphoinositides結合能をもちp47phox の膜移行およびオキシダーゼ活性化に

必須であることを示した [Hiroaki et al., in press：及び投稿中] ．また p47phox と p40phox の PXドメイ

ンが共に SH3 ドメインとの分子内結合により負に制御されていることを明らかにした [投稿中] ．  

 

B．新規NAD(P)Hオキシダーゼの同定 

 gp91phox は, N末の６つの膜貫通領域 (ヘム結合部位を含む) と, C末の FAD 結合ドメイン及び NADPH結

合ドメインからなる．このNADPH結合ドメインのホモロジー検索から得たESTをもとにヒト腎cDNA library

を screening し,  新規 gp91phox  ホモログ (NOX4と命名)をクローニングした．NOX4 は腎臓尿細管上皮細

胞に高発現しており, NAD(P)H依存性にスーパーオキシドを生成する活性をもつ  [Shiose et al., 2001] ．

更にマウスとラットの cDNA, 及びヒトゲノム DNA のクローニングにも成功している  [Shiose et al., 

2001：及び投稿準備中] ． 
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C．細胞極性決定の分子機構 

 線虫の極性決定に関与する蛋白質PAR6のヒトホモログ３種をクローニングし, ヒト PAR6が, GTP結合

型の Rac/Cdc42 および atypical PKC (aPKC) と３者複合体を形成すること, この３者複合体がmembrane 

ruffle に局在すること等を明らかにした [Noda et al., 2001] ．更に, PAR6 とaPKCの結合は, 先のA．

d．で述べた「PB1�PC相互作用」によるものであることを見出している． 

 

D．新規ホスホリパーゼA2 の同定 

 カルシウム非依存性のアラキドン酸遊離に関与する, 膜結合型の新規な細胞内ホスホリパーゼ A2 

(iPLA2-2 と命名) を同定し, そのヒト cDNAをクローニングした [Tanaka et al., 2001] ． 

 

E．新規Formin 関連遺伝子の機能解析 

 formin 相同蛋白質ファミリーは, 形態形成や極性形成, 細胞質分裂に機能する蛋白質群であるが, 

profilinや RhoファミリーGTP結合蛋白質といったアクチン細胞骨格の調節分子との結合蛋白質としても

同定され, 細胞内情報伝達系と細胞骨格系を結びつけアクチン線維形成を制御する分子として注目され

ている．我々は, 1164個のアミノ酸からなる新規ヒト formin 相同蛋白質 p127をクローニングした．p127

を COS-7細胞に強制発現させると一部は細胞辺縁のラフリング膜に集積するのが観察された．HeLa細胞を

用いた強制発現系では, C末端の欠失体（アミノ酸 1-1053）が著明なアクチンストレスファイバー形成を

誘導するとともに, ストレスファイバー上に沿って局在することを見出した．そこでアクチン線維との結

合能を考え, p127 の大腸菌組み換え蛋白質を用いたアクチン線維との共沈実験により検討した結果, p127

は FH1 ドメインより N末の領域（アミノ酸 1-569）で in vitro で直接のアクチン線維結合能があることを

明らかにした．formin ファミリーの蛋白質で, 直接アクチン線維に作用するものはこれまで報告されてお

らず, アクチン線維との結合が, アクチン細胞骨格系の制御において同ファミリーの中でも p127 に特異

的な機能の発現に関わっていると考えられる． 
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