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日本農芸化学会関西支部
支部賛助企業 (50 音順)
関西支部の活動は下記の支部賛助企業様からのご支援により支えられています

アース製薬(株)

東洋紡(株)

植田製油(株)

ナカライテスク(株)

(株)ウォーターエージェンシー

(株)日本医化器械製作所

江崎グリコ(株)

日本盛(株)

(株)カネカ

日本新薬(株)

菊正宗酒造(株)

ヒガシマル醤油(株)

黄桜 (株)

不二製油(株)

月桂冠(株)	
 

松谷化学工業(株)

三栄源エフ・エフ・アイ（株）	
 

三井化学アグロ(株)

サントリーホールディングス(株)

理研化学工業(株)

住友化学(株)

和研薬(株)

(株)第一化成

和光純薬工業(株)

大日本除虫菊(株)

プログラム
一般講演（13:20〜16:50）［講演 8 分：質疑応答 2 分］
（＊印は若手優秀発表賞および支部賛助企業特別賞対象講演）
１．遺伝子改変動物を用いた筋サテライト細胞の分化能解析
○山下敦史 1、畑澤幸乃 1、吉村亮二 1、小川祥加 1、小野悠介 2、亀井康富 1
（1 京府大・生命環境、2 長崎大・医歯薬）
２．胎仔期、新生仔期の核内受容体リガンド投与が仔マウスの肥満表現型に及ぼす影響の解析
○佐藤沙耶、生木裕也、畑澤幸乃、亀井康富 （京府大・生命環境）
＊３．PGC-1α骨格筋特異的遺伝子改変マウスの骨格筋、肝臓におけるロイシンの同化シグナルについて
○吉村亮二 1、佐藤沙耶 1、南貴美子 1、只石幹 2、三浦進司 3、亀井康富 1
（1 京府大・生命環境、2 国立健康栄養研・基礎栄養、3 静岡県立大・食品栄養科学）
＊４．ウーロン茶の口腔内油脂残存感低下効果に関わる有効成分の解明
○八木美菜子 1、木﨑諭希 1、村絵美 1,2、松宮健太郎 1、松村康生 1、永井元２、林由佳子 1
（1 京大院農・農、2 サントリーグローバルイノベーションセンター）
＊５．新規モモアレルゲン Pru p 7：同定とリコンビナント抗原の作製
○岡崎史子 1、山口友貴絵 2、猪又直子 3、増田誠司 4、成田宏史 1
（1 京女大院家政・生活環境、2 京都栄養医療専門学校、3 横浜市大医・皮膚科、4 京大院生命・統合生命）
＊６．ウリ科植物が持つダイオキシン類蓄積性能に係わる因子の同定
○廣田又士 1、後藤純弥 1、吉原亮平 2、殷煕洙 3、乾秀之 1,2（1 神戸大院・農、2 神戸大・遺伝子セ、3 農環研）
＊７．Lactobacillus delbrueckii 及び L. paracasei におけるイヌリン型フルクタン資化性の比較検討
○辻川勇治 1、高木理沙 2、野本竜平 3、大澤朗 1,2,3
（1 神戸大院・農、2 神戸大・農、3 神戸大・自然科学系先端融合研究環）
休憩（14:30〜14:40）
＊８．超好熱性アーキア Thermococcus kodakarensis が有する 3-phosphoglycerate dehydrogenase homolog の解析
○竹野領 1、佐藤喬章 1,2、牧野勇樹 1、跡見晴幸 1,2 （1 京大院工・合成生化、2JST, CREST）
＊９．3-キヌクリジノン還元酵素に対する進化分子工学を用いた機能改良
浦野信行 1、○岡田祐梨子 1、梶本夏子 1、宮川拓也 2、田之倉優２、清水昌 3、片岡道彦 1
（1 阪府大院・生環科・応生科、2 東大院・農生科・応生化、3 京都学園大・バイオ環境）
*10．油脂生産性糸状菌 Mortierella alpina 1S-4 Δlig4 株を宿主としたジホモ‐γ‐リノレン酸生産株の構築
○菊川寛史 1、櫻谷英治 1、安藤晃規 1,2、落合美佐 3、清水昌 1,4、小川順 1,2
（1 京大院農・応用生命、2 京大・生理化学ユニット、3 サントリーグローバルイノベーションセンター、
4
京都学園大・バイオ環境）
１１．大腸菌標準野生株 ECOR52 株が保有するファージの単離と同定
○柴田有加 1、鵜久森千里 2、髙橋杏奈 2、世古口歩華 1、前田純夫 1,2
（１奈良女大院人間文化・食物栄養、2 奈良女大生活環境・食物栄養）
１２．大腸菌標準野生株 ECOR24 の保有するプラスミドの単離・同定と解析
○石井柚里子 1、柴田有加 2、世古口歩華 2、前田純夫 1,2
（１奈良女大生活環境・食物栄養、2 奈良女大院人間文化・食物栄養）
１３．大腸菌野生標準株 ECOR 全 72 株の形質転換能の検証
○松本晃子 1、柴田有加 2、世古口歩華 2、前田純夫 1,2
（１奈良女大生活環境・食物栄養、2 奈良女大院人間文化・食物栄養）
休憩（15:40〜15:50）

１４．New source of L-asparaginase from Arthrospira (Spirulina) platensis: localization and improvement of
production of L-asparaginase
○Asep A. Prihanto, Midori Umekawa, and Mamoru Wakayama
(Dept. Biotechnology, Graduate School of Life Sciences, Ritsumeikan University)
１５．O-プレニル化フェニルプロパノイドの化学構造と生物活性に関する研究
○川西大介 1、肥塚崇男 2、杉本貢一 3、小澤理香 3、高林純示 3、渡辺文太 1、平竹潤 1
（１京大・化研、2 山口大農・生物機能、3 京大・生態研）
１６．Geobacillus 属由来の糖転移酵素のオリゴ糖複合体の結晶構造
○尾藤浩高 1、安西友里恵 1、小林淳 1、水谷公彦 1、高橋延行 1、岡田正通 2、山口庄太郎 2、三上文三 1
（1 京大院農・応用生命、2 天野エンザイム）
１７．甘味タンパク質ソーマチンの甘味発現機構の解明
○佐野文音 1、村田一輝 2、桝田哲哉 1、三上文三 3、谷史人 1
（1 京大院農・食品生物、2 京大農・食品生物、3 京大院農・応用生命）
１８．ブチロフィリンの細胞外ドメインの発現と免疫調節機能
○古江文美 1、桑名由紀 2、桝田哲哉 1、谷史人 1 （1 京大院農・食品生物、2 京大農・食品生物）
１９．エイコサペンタエン酸に誘導される低温菌 Shewanella livingstonensis Ac10 の外膜タンパク質の構造変化
○川本純, 杉浦美和、水谷彩乃、栗原達夫 （京大・化研）
休憩（16:50〜17:00）

特別講演 （17:00〜17:40）
農芸化学奨励賞受賞講演 「酸化ストレスに着目したアミロイドβペプチドの神経細胞毒性発現機構」
村上一馬 （京大院農・食品生物）

若手優秀発表賞および支部賛助企業特別賞表彰式（17:40-17:45）
懇親会（18:00〜19:30）京都大学楽友会館食堂

一般 2,000 円 学生 無料

遺伝子改変動物を用いた筋サテライト細胞の分化能解析

１

○山下敦史 1、畑澤幸乃 1、吉村亮二 1、小川祥加 1、小野悠介 2、
亀井康富 1
（1 京府大・生命環境、2 長崎大・医歯薬）

【目的】筋サテライト細胞は骨格筋組織特異的な幹細胞であり、骨格筋の成長、
肥大、再生などにおいて重要な役割を担っていると考えられている。現在、骨格
筋の肥大及び萎縮については多方面から研究がなされているが、骨格筋の新規形
成については未だ不明な点が多い。本研究室では従来の方法よりも純度の高いサ
テライト細胞の単離法である「単一筋線維法」の確立を目指した。	
 
	
 
【方法】頸椎脱臼により屠殺したC57BL/6マウスの長趾伸筋(EDL)を両脚から採取
し、0.2%	
 collagenase溶液中で約2時間インキュベートして単一の筋線維まで分
解した。DMEM+GlutaMAXを注ぎ足しながら不純物を取り除き、過収縮を起こして
いない筋線維のみを精製した。精製した筋線維をトリプシン/EDTAで10分間処理
し増殖培地で懸濁し、マトリゲルコーティングした6well	
 plateに懸濁液を入れ
て培養した。増殖培地で4日間培養後、Pax7、MyoD、myogeninに対して免疫染色
を行った。	
 
	
 
【結果と考察】単一筋線維法により細胞の増殖が確認された。さらに、この細胞
が筋サテライト細胞であることを裏付けるために、筋サテライト細胞を特徴づけ
るマーカータンパク質である Pax7、MyoD について免疫染色を行ったところ蛍光
が観察された。ゆえに単一筋線維法により、骨格筋由来の純粋なサテライト細胞
の単離に成功した。今後、骨格筋機能に重要な転写因子である FOXO1 の遺伝子改
変マウス由来の筋サテライト細胞を単離し分化能を検討することで FOXO1 と筋
分化の関連性を検討する。

胎仔期、新生仔期の核内受容体リガンド投与が仔マウスの
肥満表現型に及ぼす影響の解析

２

○佐藤沙耶、生木裕也、畑澤幸乃、亀井康富
（京府大・生命環境）

【目的】胎児期・乳児期の栄養環境は成長後の肥満・生活習慣病の発症に影響す
ると考えられている。核内受容体リガンドの中には脂質代謝を変化させることが
報告されているものがある。本研究ではPPARαリガンドのベザフィブレート、
エストロゲン様作用をもつ大豆イソフラボンであるダイゼインを妊娠期・授乳期
の母マウスに腹腔内投与し、仔マウスの表現型に及ぼす影響を観察した。	
 
	
 
【方法】妊娠 12 日目のマウス用い、各リガンド投与群（40mg/kg/day または
80mg/kg/day 投与群）、Vehicle 群に分けた（n＝4）。2 日間予備飼育を行い、妊
娠 14 日目〜妊娠 17 日目、出産 2 日後〜19 日後にリガンド希釈液または DMSO
を 50µl ずつ腹腔内投与した。生後 16 日齢で仔マウスの解剖を行い、肝臓、骨
格筋、脂肪を採取した。採取した肝臓・骨格筋から RNA 抽出を行い、定量的リ
アルタイム PCR 法によってエネルギー代謝に関わる転写共役因子や核内受容体
の発現量を解析準備中である。さらに３週齢で仔マウスを母マウスから離乳さ
せ、その１週間後より高脂肪食またはコントロール食を与えた。１ヶ月間、高脂
肪食またはコントロール食を与えた仔マウス（２ヶ月齢）の解剖を、生後 16 日
齢の仔マウス解剖と同様に行った。
	
 
【結果】本実験の結果として、ダイゼインにより生後 16 日齢の仔マウスの体重
および脂肪組織重量の減少が認められた。また高脂肪食を与えた場合においても
仔マウスの体重増加は抑制された。現在、高脂肪食を与えた仔マウスの肥満に関
連する表現型を解析中である。	
 

PGC-1α骨格筋特異的遺伝子改変マウスの骨格筋、肝臓に
おけるロイシンの同化シグナルについて

３

○吉村亮二 1、佐藤沙耶 1、南貴美子 1、只石幹 2、三浦進司 3、
亀井康富 1
（1 京府大・生命環境、2 国立健康栄養研・基礎栄養、
3
静岡県大・食品栄養科学）

【目的】ロイシンは骨格筋や肝臓においてタンパク質合成を促進し、タンパク質
分解を抑制することが知られている。その合成促進効果は、mammalian	
 target	
 of	
 
rapamycin	
 complex	
 1（mTORC1）の活性化、その基質であるeukaryotic	
 initiation	
 
factor	
 4-binding	
 protein	
 1（4EBP1）、70-kDa	
 ribosomal	
 protein	
 S6	
 kinase
（S6K1）のリン酸化を介していると考えられている。一方、転写共役因子である
PPARγ	
 co-activator	
 -1α（PGC-1α）は骨格筋の赤筋化などの性質を制御して
いることが知られている。また、PGC-1αの過剰発現により筋萎縮が抑制される
こと、PGC-1α1のアイソフォームであるPGC-1α4の過剰発現により筋線維が肥大
することが報告されている。そこで本研究では、ロイシンによるmTORC1経路の活
性化の条件を検討し、PGC-1α骨格筋特異的遺伝子改変マウスを用いてロイシン
によるmTORC1経路活性化はPGC-1αを介するか明らかにすることを計画した。	
 
	
 
【方法】11週令のC57BL/6雄性マウスを18時間絶食させ、ロイシン（1.35	
 mg/10	
 µl/g	
 
body	
 weight）を胃管により投与した。投与30分後に解剖し、骨格筋（腓腹筋）、
肝臓を採取した。その後、腓腹筋および肝臓からタンパク質を抽出し、mTORC1
経路関連分子をウエスタンブロット法により検出した。	
 
	
 
【結果】mTORC1の標的分子である4E-BP1のリン酸化量は、ロイシン投与により顕
著に増加した。そこで現在、PGC-1α骨格筋特異的遺伝子改変マウスを用いて、
ロイシンによる4E-BP1のリン酸化に及ぼす影響を骨格筋、肝臓で検討中である。

ウーロン茶の口腔内油脂残存感低下効果に関わる有効成分
の解明

４	
 

○八木美菜子 1、木﨑諭希 1、村絵美 1,2、松宮健太郎 1、松村康生 1、
永井元２、林由佳子 1
（1 京大院農・農、2 サントリーグローバルイノベーションセンター）

	
 

【目的】
「脂っこい食事にはウーロン茶がよく合う」と言われている。消化吸収に
よる生理的な影響が生じる前の段階で、ウーロン茶が好まれることから、ウーロ
ン茶には口腔内をさっぱりさせる効果があると考えられる。実際に、油脂を多く
含む食品を食べた後のウーロン茶の口腔内の油脂残存感低下効果が他の飲料に
比べて高いことが本研究室で行われた官能評価試験により示されている。脂っこ
い食事を摂取する傾向が高くなっている近年、口腔内をリセットすることは、お
いしく食事をとるために重要となってきており、口腔内をさっぱりさせる成分を
解明することは、食事に合う飲料の創出につながると考えられる。本研究では、
口腔内の油脂残存感低下効果に関わるウーロン茶の有効成分の解明を目指し実
験を行った。	
 
【方法・結果】ウーロン茶の乳化能力が他の飲料と比べて高いことを確認するた
め、飲料（超純水、天然水、紅茶、緑茶、ウーロン茶1、ウーロン茶2）とコーン
油間の界面張力を懸適法により測定した。界面張力値が低いほど乳化能力が高い
と考えられる。測定は、口腔内温度を想定した32℃、温かい食品・飲料を想定し
た50℃で行った。その結果、超純水、天然水、紅茶、緑茶、ウーロン茶1、ウー
ロン茶2の順で界面張力が低下した。続いて、飲料中に含まれる茶葉サポニン含
量を調べた。乾燥茶葉から茶葉サポニン抽出し、これを標準物質として用いて、
茶飲料に含まれるサポニン量をフェノール硫酸法により測定した。飲料に含まれ
るサポニン量は、緑茶、紅茶、ウーロン茶1、ウーロン茶2の順で増加した。また、
飲料に含まれている濃度範囲のサポニン溶液とコーン油間の界面張力を測定す
ると、サポニン溶液の界面張力は濃度依存的に低下し、茶葉サポニンには乳化能
力があることが示された。さらに、ウーロン茶に含まれる他成分の乳化能力を調
べるため、カフェイン、茶カテキン（EGCG、EGC）、水溶性ペクチンとコーン油間
の界面張力を吊り板法（Wilhelmy	
 plate	
 法）により測定したが、界面張力の低
下は起こらず、これらの成分には乳化能力がないことが分かった。ウーロン茶成
分溶液で作成したエマルションの安定性評価でも、カフェイン、カテキン、水溶
性ペクチンでは調製直後から油の分離が見られたが、サポニンでは時間が経過し
ても安定であった。	
 
	
  以上のことから、ウーロン茶の口腔内油脂残存間低下効果には、カテキンやカ
フェイン、水溶性ペクチンが関与しておらず、茶葉サポニンが関与している可能
性が高いことが分かった。	
 

新規モモアレルゲン Pru p 7：同定とリコンビナント抗原の作製

５

○岡﨑史子 1、山口友貴絵 2、猪又直子 3、増田誠司４、成田宏史 1
（1 京女大院家政・生活環境、2 京都栄養医療専門学校、
3
横浜市大医・皮膚科、４京大院生命・統合生命）

【目的】近年、食物アレルギーは増加傾向にあり、果物がアレルゲンとなることも少なくな
い。中でもモモは重篤な症状を引き起こしやすいといわれており、代表的なモモアレルゲン
として、Pru p 1、Pru p 3、Pru p 4が知られている。特に欧州では、Pru p 3（Lipid Transfer
Protein・LTP）が重篤な症状を引きおこすアレルゲンとして重要視されている。LTPは約
9kDaと低分子量ながら4対のS-S結合をもつタンパク質で、加熱や消化酵素に耐性がある。
また、植物間で高い相同性を示すため、汎アレルゲンとしても問題になっている。しかし、
日本人モモアレルギー患者血清を用いたImmunoCAPでは、LTPに対するIgE値が陽性にな
ることは稀である。我々は、LTPに対する免疫学的評価系の確立を目指す中で、LTP画分中
に混在するGibberellin Regulated Protein（GRP・Pru p 7）を見出した。GRPは63個のア
ミノ酸のうち12個がシステインであり、6対の分子内S-S結合を形成していると考えられて
いる。本研究では、GRPのアレルゲン性について検討するとともに、リコンビナント抗原
の作製、定量系の確立を行った。
	
 

【方法・結果】LTP、GRPそれぞれに対するモノクローナル抗体（mAb）を取得して抗体
カラムを作製し、モモ果実からLTP、GRPを純化した。この純化抗原を用い、モモアレル
ギー患者30例（M:F=11:19、平均年齢32.2歳）に対してELISA、プリックテストを実施し
た。併せて、モモの主要アレルゲン3 種類（Pru p 1、Pru p 3、Pru p 4）については臨床
検査で用いられているImmunoCAPにより血清中IgEを測定した。モモの摂取により全身症
状を経験した重症群14例と口腔咽頭症状のみにとどまった軽症群16例に分けて解析したと
ころ、GRP陽性者はELISAでは重症群7例、軽症群2例、プリックテストでは重症例4/5例、
軽症例0/6例となった。一方、LTPに明らかな陽性を示す者はいなかった。大腸菌とPichia

pastorisを用いてリコンビナントLTP、GRPを作製したところ、それぞれに対するmAbと反
応することが確認できた。しかし、患者血清中IgEと反応したのはGRPのみであり、GRP
が重症モモアレルギーの原因であることが明らかになった。さらにLTP、GRPそれぞれに
対するmAbを用いてサンドイッチELISAを構築し、モモの皮と可食部を定量したところ、
LTPは皮に局在し、GRPは可食部に多い傾向がみられた。また、LTP、GRP共にさまざま
なモモ使用加工食品から検出された。以上の結果より、モモを食べる際に皮をむくことが多
い日本人においては、皮に局在するLTPよりもGRPの方がアレルギーの重症マーカーとし
て適切であることが明らかとなった。

ウリ科植物が持つダイオキシン類蓄積性能に係わる
因子の同定

６

○廣田又士 1、後藤純弥 1、吉原亮平 2、殷煕洙 3、乾秀之 1,2
（1 神戸大院・農、2 神戸大・遺伝子セ、3 農環研）

【目的】残留性有機汚染物質（Persistent	
 Organic	
 Pollutants、POPs）は高い化
学安定性を示すため、環境中で分解されにくく、さらに高脂溶性であるため、生
物濃縮によって食物連鎖の上位の生物種に高濃度に蓄積される。POPsが生体内に
蓄積すると、発がん性や神経障害、免疫毒性、催奇形性、生殖毒性などの毒性を
発現する。POPsは高脂溶性であるため、一般的に植物はほとんど取り込むことが
出来ないが、ウリ科植物、特にズッキーニ（Cucurbita	
 pepo	
 L.	
 subsp.	
 pepo）
は他の植物と比べてPOPsの一種であるダイオキシン類の取り込み・蓄積能力が高
いことが明らかになっている。また、ズッキーニ品種間でもダイオキシン類の取
り込み・蓄積能力に大きな差があることが報告されている。さらに、ダイオキシ
ン類蓄積性能の品種間差と量的に正の相関関係を示すC.pepoの導管液タンパク
質メジャーラテックスライクプロテイン(MLP)を発見し、その遺伝子配列を決定
した。そこで、本研究ではC.pepoのダイオキシン類蓄積性能に係わる因子を同定
するために、MLPの機能を評価した。	
 
	
 
【方法・結果】ダイオキシン受容体であるアリルハイドロカーボン受容体	
 (AhR)	
 
遺伝子、β-グルクロニダーゼ(GUS)遺伝子を導入した AhR 形質転換タバコに、ク
ローニングした MLP 遺伝子をさらに導入した AhR/MLP 形質転換タバコを作出し
た。本形質転換タバコを、ダイオキシン類の一種であるポリ塩化ビフェニル(PCB)
を含む寒天培地で培養し、葉における GUS 活性を測定した。その結果、ベクター
コントロールに比べ、形質転換タバコにおいて PCB の植物体地上部への蓄積を示
す GUS 活性の有意な上昇が見られた。次に、AhR/MLP 形質転換タバコをダイオキ
シン類汚染土壌において栽培し、植物体地上部のダイオキシン類濃度を測定した
ところ、ダイオキシン類濃度が高くなっていた。以上の結果から、MLP 遺伝子の
発現がタバコ植物のダイオキシン類の取り込み・蓄積性能を向上させることが判
明したことから、ウリ科植物におけるダイオキシン類蓄積性能に MLP が重要な役
割を果たしていると考えられる。	
 

Lactobacillus delbrueckii 及び L. paracasei におけるイヌリン型
フルクタン資化性の比較検討

７

◯辻川勇治 1、高木理沙 2、野本竜平 3、大澤朗 1, 2, 3
（1 神戸大院・農、2 神戸大・農、3 神戸大・自然科学系先端融合研究環）

【目的】プロバイオティクスを摂取する際に、その増殖を促進するプレバイオテ
ィクスを同時に摂取することはプロバイオティクスの効果を増強させる。代表的
なプレバイオティクスの一つとしてL. delbrueckiiやL. paracasei等の有用乳酸
菌の増殖を促進するイヌリン型フルクタン（IFs）が報告されている。IFsとは末
端にグルコースが結合したフルクトースの重合体である。このIFsの資化性や分
解能に関して、L. paracaseiについては報告があるが、L. delbrueckiiについては
報告が殆どない。そこで本研究では、L. delbrueckiiのIFs資化メカニズムの知見
を得るため、IFsやその他の糖を夫々添加した培地での増殖と添加した糖の分解
様式をL. paracaseiとの比較を通じて検討した。
【材料と方法】MRS培地からグルコースを除き、炭素源を単糖のフルクトース、
二糖のスクロース又はIFsにそれぞれ置換した培地を作製し、それらの培地にお
いてL. delbrueckii及びL. paracaseiのそれぞれ2菌株の増殖と培地のpH変動を
経時的に観察した。次いで、シリカゲル薄層クロマトグラフィー（TLC）法を用
いてIFs添加培地での培養上清を展開し、培養上清中に残存する糖成分を可視化
しIFsの分解パターンを比較した。さらに、L. delbrueckii及びL. paracaseiのイ
ヌリン資化性の相違を詳細に検討するため、回収菌体（生菌）を用いてIFsと反
応させ高速液体クロマトグラフィー（HPLC）にて反応物を解析した。
【結果・考察】フルクトース、スクロース又はIFsをそれぞれ添加した培地で培養
を行った結果、L. delbrueckiiは重合度の高いIFsで旺盛な増殖を示したが、フル
クトースやスクロースといった短鎖では緩慢な増殖を示した。一方で、 L.
paracasei は今回供試した全ての糖で旺盛な増殖を示した。TLC解析では、 L.
paracaseiはIFsで培養すると培養上清中に短鎖の糖成分の蓄積が観察されたが、
L. delbrueckiiでは観察されなかった。HPLC解析では、L. paracaseiは反応液中
の高重合IFsが減少し短鎖や二糖が蓄積するのに対し、L. delbrueckiiでは全ての
ピークで一定した減少が見られた。以上より、L. paracaseiはIFsを細胞外で単
糖や二糖に分解した後に菌体内に取り込むが、L. delbrueckiiはIFsを高分子物質
のまま直接細胞内に取り込み資化していることが示唆された。現在この証明を含
め、我々はL. delbrueckiiのIFsの取り込みメカニズムについて詳細な検証を行っ
ている。

超好熱性アーキア Thermococcus kodakarensis が有する
3-phosphoglycerate dehydrogenase homolog の解析

８

○竹野領 1、佐藤喬章 1, 2、牧野勇樹 1、跡見晴幸 1, 2
（1 京大院工・合成生化、2JST, CREST）

【目的】本研究室では超好熱性アーキア Thermococcus kodakarensis における
Ser 生 合 成 経 路 の 解 明 を 進 め て き た 。 こ れ ま で の 研 究 に お い て 本 菌 の
glycine/serine hydroxymethyltransferase (Tk-glyA, TK0528) (Fig. 1) を破壊
した株はアミノ酸培地において Ser 要求性を示すことから、Gly から Ser が生合
成されることが明らかになっていた。一方、一般的に Ser は pyruvate (Pyr) か
ら生合成される例が多いことから Pyr を培地に添加してみたところ、Ser 要求性
が相補され Pyr からの生合成経路も存在することが示唆された (Fig. 1)。一般的
な Pyr からの経路上では、3-phosphoglycerate (3PGA) を 3-phosphohydroxypyruvate へと酸化する 3-phosphoglycerate dehydrogenase (3PGDH) が機能し
て い る 。 T. kodakarensis の ゲ ノ ム 上 に は 同 じ 超 好 熱 性 ア ー キ ア で あ る
Sulfolobus tokodaii 由来 3-phosphoglycerate dehydrogenase と相同性を示す 3
つの遺伝子 TK0551 (Tk-ldhA; 28.8%)、TK0683 (Tk-ldhA; 33.2%)、TK1966
(Tk-serA; 41.2%) が存在する。そこで、本研究ではこれら 3 つの 3PGDH
homolog の機能解析を行い、どの遺伝子が Ser 生合成に寄与しているのか、ま
た関与していない遺伝子はどのような生体内機能を担っているのかを調べるこ
とを目的とした。
	
 
	
 
	
 
	
 
(Fig. 1) T. kodakarensis における予測 Ser 生合成経路

【方法・結果】各遺伝子の Ser 生合成への寄与を遺伝学的に解析した。まず、
Tk-glyA 遺伝子を破壊し Gly 由来の Ser 生合成経路を遮断しつつ 3 つの
3PGDH homolog が単独もしくは多重に破壊された株を作製した。次に、作製し
た各種破壊株について、アミノ酸を主栄養源とした培地に Pyr を添加した状態
で Ser 要求性を調べた。その結果、Tk-glyA と共に TK1966 が破壊されている
株は Pyr を添加していても Ser 要求性を示した。一方、Tk-glyA に加え、Tk-ldhA
と annotate されていた TK0551 と TK0683 を破壊した株においては、Tk-glyA
単独破壊株と比べ、若干の生育遅延が見られたものの、生育が観察された。よっ
て、TK1966 が Pyr から Ser を生合成する主要な遺伝子であることが明らかと
なった。現在、TK0551 と TK0683 の機能についても解析を進めている。

3-キヌクリジノン還元酵素に対する進化分子工学を用いた機能
改良

９

浦野信行 1、○岡田祐梨子 1、梶本夏子 1、宮川拓也 2、田之倉優２、
清水昌 3、片岡道彦 1
（1 阪府大院・生環科・応生科、3 東大院・農生科・応生化、3 京都学園大・
バイオ環境）

【目的】Rhodotorula	
 rubra 由来 3-キヌクリジノン還元酵素(RrQR)は、NADPH を
補酵素として 3-キヌクリジノンを(R)-3-キヌクリジノールへ立体選択的に変換
する酵素である。我々はこれまでに RrQR の立体構造と補酵素との結合様式を基
に補酵素特異性の変換を試み、NADH 要求性変異酵素(RrQR-MT)を取得することに
成功した。しかしながら RrQR-MT の NADH 依存性キヌクリジノン還元酵素活性は、
野生型酵素の NADPH 依存的還元活性と比較して数%程度に低下していた。そこで
本研究では、RrQR-MT をコードする酵素遺伝子にランダム変異を導入することに
より、NADH 依存性 3-キヌクリジノン還元活性の上昇した変異酵素の取得を試み
た。	
 
【方法・結果】本酵素遺伝子に Error-prone	
 PCR を利用してランダム変異を導入
し、大腸菌内で発現させ、酵素活性の上昇した変異酵素のスクリーニングを行っ
た。その結果、活性が上昇した変異酵素を 1 つ取得することに成功した。変異酵
素遺伝子の塩基配列を RrQR-MT のものと比較したところ、N18D、P63L、T165S の
3 つのアミノ酸置換が確認された。酵素活性の上昇が 3 種のアミノ酸置換のうち
いずれに起因するものか明らかにするため、１種のアミノ酸置換のみを有するも
の(シングル変異体)および 2 つのアミノ酸置換を有するもの(ダブル変異体)を
作成し、3 つのアミノ酸置換を併せ持つもの(トリプル変異体)と比較した。その
結果、トリプル変異体が最も高い活性を示し、3 つのアミノ酸置換の相乗作用に
より酵素活性が上昇していることが示唆された。さらに RrQR-MT とトリプル変異
体の反応速度論的パラメーターの比較を行ったところ、RrQR-MT に比べ、トリプ
ル変異体の Vmax が著しく上昇していることが確認された。また、これまでの研
究で取得されていた 3-キヌクリジノン還元活性を上昇させる変異である N173I
をトリプル変異体および RrQR-MT にそれぞれ導入し、RrQR-MT やトリプル変異体
と比較した。その結果、トリプル変異体に N173I を導入した酵素が最も高い活性
を示した。	
 
	
 

油脂生産性糸状菌 Mortierella alpina 1S-4 Δlig4 株を宿主とした
ジホモ‐γ‐リノレン酸生産株の構築
、櫻谷英治 、安藤晃規
１０ ○菊川寛史
小川 順
1

1

1,2

、落合美佐 3、清水 昌 1,4、

1,2

（1 京大院農・応用生命、2 京大・生理化学ユニット、3 サントリーグローバル
イノベーションセンター、4 京都学園大・バイオ環境）
【目的】	
 
近年，高度不飽和脂肪酸(PUFAs)のもつ様々な生理機能が注目され，それらの安
定供給が必要とされつつある。これまでに我々は，油糧微生物 Mortierella	
 
alpina	
 1S-4によるPUFA生産とその生合成経路の解明を行ってきた。しかし，本
菌での脂質代謝経路の解明及び厳密な代謝制御によるPUFA生産を行うために，遺
伝子ターゲティング技術の確立が必要であった。そこで，非相同末端結合に不可
欠なDNAリガーゼであるLIG4をコードするlig4遺伝子をノックアウトすることで
相同組換え頻度が向上した株の作製に成功した。さらに我々は、得られたΔlig4
株のウラシル要求性株を5-フルオロオロチン酸（5-FOA）含有培地上で選抜し、
高効率遺伝子ターゲティング宿主株とした。本研究では、相同組換えによる遺伝
子破壊を利用した代謝工学による稀少有用脂肪酸の高生産を目指し、Δ5脂肪酸
不飽和化酵素（Δ5DS）遺伝子破壊によるジホモ-γ-リノレン酸（DGLA）高生産
株の取得を試みた。	
 
	
 
【方法・結果】	
 
二回交差相同組換えを介するΔ5ds遺伝子破壊コンストラクトを構築し、形質転
換を行った。得られた形質転換株をGY液体培地（Glucose	
 2%,	
 Yeast	
 extract	
 1%）
にて28ºCで７日間培養後、菌体内総脂質をメチルエステル誘導体化し、ガスクロ
マトグラフィーによる定性・定量分析に供した。その結果、形質転換株15株中１
株においてDGLAの高生産が認められた。現在、破壊株と予想される株のゲノムを
鋳型としたPCR及びシーケンスにより、相同組換えを介したΔ5ds遺伝子領域への
遺伝子導入の確認を試みている。

大腸菌標準野生株 ECOR52 株が保有するファージの単離と
同定
、鵜久森千里 、高橋杏奈 、世古口歩華 、前田純夫
１１ ○柴田有加
（ 奈良女大院人間文化・食物栄養、 奈良女大生活環境・食物栄養）
1

1

2

2

1

1, 2

2

【目的】近年、遺伝的に変化した食中毒菌が増加し、社会的に問題となっている。
こうした遺伝的変化の主原因と目されているのが、菌から菌への遺伝子水平伝播
である。例えば、病原性大腸菌O157は、ファージによる形質導入によって志賀赤
痢菌から大腸菌にベロ毒素遺伝子が水平伝播した菌である。このような菌から菌
への遺伝子水平伝播が、実際の環境中でどのように起こっているのかという点に
ついては、まだ十分な研究がなされていない。実際の環境中で生じる遺伝子水平
伝播の解析を行うためには、通常研究に用いられている実験室株ではなく、野生
株を用いた実験が必要である。そこで、我々は大腸菌の標準野生株コレクション
で あ る ECOR を モ デ ル 系 と し て 利 用 す る こ と を 考 え た 。 ECOR と は 、 E.	
  coli	
 
Collection	
 of	
 Referenceの略称で、1984年に米国のOchmanらによって確立され
た天然の大腸菌全72株から成る標準コレクションである。このECOR株をモデル系
として用いることで、様々な環境条件下での大腸菌野生株の遺伝子水平伝播の発
生様式について、体系的なシミュレーション解析が可能になると考えられる。本
研究では、ECOR株が有する天然ファージによる遺伝子水平伝播の解析を行うため
の第一段階として、ファージ保有ECOR株の探索と、それらファージの内一株の単
離と同定を試みた。	
 
【方法】各ECOR株をMitomycin	
 C添加によるSOS応答誘導および無処理の通常培養
の2つの条件下で培養後、遠心分離とフィルター滅菌あるいはクロロホルム処理
により上清を調製した。これらの上清を別の実験室株に添加し、スポットアッセ
イおよびプラークアッセイにより放出ファージの検出を行った。次いで、新たに
ファージ保有株と特定したECOR株の内ECOR52株について、Mitomycin	
 C添加によ
るSOS応答誘導条件下で培養後、ファージ液を調製し、ファージ液からファージ
DNAを単離した。制限酵素処理後、各DNA断片をクローニングベクターに組み込み、
シークエンス解析とBLASTによるホモロジー検索を行った。	
 
【結果】上記探索の結果から、ECOR全72株から計34株のファージ産生株を特定し
た。この内14株は現在までにファージ保有・産生の報告のない株であった。それ
ら14株の中からECOR52株のファージを選び、そのゲノムDNAを解析した結果、λ
ファージやサルモネラのP22ファージに類縁のファージであることが判明した。
このファージの諸性質については、現在さらに検証を行っている。	
 

大腸菌標準野生株 ECOR24 の保有するプラスミドの単離・
同定と解析

１２

○石井柚里子 1、柴田有加 2、世古口歩華 2、前田純夫 1,2
（1 奈良女大生活環境・食物栄養、2 奈良女大院人間文化・食物栄養）

【目的】近年大規模食中毒が報告されているO104などの病原性大腸菌は、遺伝子
水平伝播によって種々の遺伝子を獲得し、その性質が大きく変化したものである
ことが明らかとなっている。しかし、このような実験室外環境中での遺伝子水平
伝播の詳細な発生プロセスに関しては十分な解析は行われていない。また、そう
した遺伝子水平伝播に関わる天然アクセサリーDNAの挙動についても十分な解
析は行われていない。そこで本研究では、大腸菌の天然プラスミドの遺伝子水平
伝播に関する解析を行っていくための第一段階として、大腸菌野生標準株の一つ
であるECOR（E. coli Collection of Reference）24株の保有する小プラスミドの
単離・同定とその解析を試みた。	
 
【方法】ECOR24 株が保有する複数のプラスミドの内、8kb サイズの小プラス
ミドを大腸菌実験室株へ導入し、シークエンス解析と種々の機能解析を行った。
また、類似の 10kb プラスミドについても同様の解析を行った。
【結果】8kb プラスミドの全塩基配列（約 8.5kb）を決定した。この配列の BLAST
解析の結果、この 8kb プラスミドは、複数の既知配列がモザイク状に組み合わ
さったプラスミドであることが明らかとなった。この配列中には、抗生物質耐性
遺伝子や transposase 遺伝子などを含むトランスポゾンが存在した。これら配列
は、他の多くのグラム陰性菌や一部のグラム陽性菌のアクセサリーDNA 中にも
相同配列が存在することから、環境中に広く分布する DNA 配列であることが示
唆された。また、制限酵素分析や PCR および部分塩基配列解析の結果から、10kb
プラスミドは 8kb プラスミドと大部分が共通する類似プラスミドであることが
明らかとなった。

大腸菌野生標準株 ECOR 全 72 株の形質転換能の検証

１３

○松本晃子 1、柴田有加 2、世古口歩華 2、前田純夫 1,2
（1 奈良女大生活環境･食物栄養、2 奈良女大院人間文化・食物栄養）

【目的】大腸菌の形質転換については、1970年代から主にK-12株由来の汎用実験
室株を用いて詳細に解析されてきた。しかし、天然の大腸菌の形質転換能に関し
ては、未だ十分な解析が行われていない。そこで、本研究では、1984年にOchman
らが野生大腸菌株約2600種類から天然大腸菌の多様性を反映するように選抜し
た野生標準株コレクションECOR（E.	
 coli	
 collection	
 of	
 reference）の全72株1）
を用いて、野生大腸菌株の形質転換能に関する種々の検証を試みた。	
 
【方法】対数増殖期まで培養したECORの各株とpMB1レプリコンを有するプラスミ
ドを各種サンプル液に懸濁し、低温処理後ヒートショックを加える方法で、形質
転換実験を行った。細胞懸濁液としては、汎用の100mM	
 塩化カルシウム溶液に加
え、実験室外の自然環境条件を反映する各種天然水・水道水、あるいは対照とし
て超純水などを用いた。また比較として、同条件下におけるDH5α、HB101などの
実験室株の形質転換能も測定した。形質転換の発生率は、形質転換頻度(=colony	
 
number/recipient	
 cell	
 number)として表した。	
 
【結果】塩化カルシウム溶液を用いた形質転換実験では、pMB1タイプのプラスミ
ドに対して、ECOR全72株のうち約8割に当たる61株が形質転換を起こすことが判
明した。この内の約11株は、概ね10-6以上の比較的高い発生頻度を示した。一方、
天然水などの各種水サンプルを用いた実験では、発生頻度は10-9から10-7程度に
低下するものの、約2割の14株が形質転換能を発現することが明らかとなった。
これらの発生頻度は、実験室株とほぼ同等の範囲内であった。	
 
	
 
1）Ochman,	
 H.,	
 and	
 Selander,	
 R.	
 K.	
 1984.	
 J.	
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 157:	
 690-693.	
 

New source of L-asparaginase from Arthrospira (Spirulina) platensis :
localization and improvement of production of L-asparaginase

１４ ○ Asep A. Prihanto, Midori Umekawa, and Mamoru Wakayama
(Dept. Biotechnology, Graduate School of Life Sciences, Ritsumeikan
University)

[Introduction] L-Asparaginase (EC 3.5.1.1; L-asparagine amidohydrolase) has been
attracting intense research interest over the past year due to their potential medicinal
uses and application in food. Among microbial source of L-asparaginase, only
Aspergillus oryzae in food and Escherichia coli and Erwinia sp. in medicine have been
intensively studied. Recent finding showed that the application of those enzymes
contained several drawbacks. In this study, we explored and investigated the new source
of L-asparaginase, Arthrospira (Spirulina) platensis throughout localization of
L-asparaginase in A. platensis and enhanced its production.
[Methods] Enzyme localization was conducted by culturing cells in SOT medium and
extracting the enzymes from different parts of the cell. The Taguchi method with L9
orthogonal array was designed for improving L-asparaginase production. The factors
studied in this study consist of nitrogen (N), iron (Fe), and sodium chloride (NaCl) along
with temperature stress at 22˚C in dark for varied duration
[Result and Discussion] L-asparaginase mostly exists in the cytoplasmic region. Its
production could be induced by subjecting combined stress culture conditions. The
highest production of L-asparaginase was attained by NaNO3, NaCl, and FeSO4·7H2O at
concentrations of, 1.875 g/l, 0.25 M, and 0.0075 g/l, respectively with 1-h temperature
shock at 22˚C in the dark. In individual factor analysis, nitrogen was the most critical
compound in order to produce high production of L-asparaginase in A. platensis and the
least effect was shown in iron. Contrastingly, combination of sodium chloride and
duration of temperature stress contributed the highest impact in producing
L-asparaginase. This result gives us a new understanding that interactions of parameters
could have different effects on L-asparaginase production compared with individual
parameters. Our combined stress culture condition that was designed through the
Taguchi method analysis successfully enhanced 2.17-fold L-asparaginase production in
A. platensis. Here we revealed that combined stresses could be applied to optimize
L-asparaginase production in A. platensis.

O-プレニル化フェニルプロパノイドの化学構造と生物活性に
関する研究
、肥塚崇男 、杉本貢一 、小澤理香 、高林純示 、
１５ ○川西大介
渡辺文太 、平竹潤
1

1

2

3

3

3

1

（1 京大・化研、2 山口大農・生物機能、3 京大・生態研）

【背景・目的】	
 
	
  植物が産生するフェニルプロパノイドは、食害に対する防御応答や送粉者の誘
引物質として機能する。これらは特徴的な香りを有し、抗菌活性などの多彩な生
物活性を示すことから、古くから化粧品や食品の香料、防腐剤の原料として利用
されてきた。フェニルプロパノイドは、ベンゼン環の置換基やプロペン側鎖の立
体構造において構造多様性が見られるが、化学構造と生物活性の相関について明
らかにした事例は少ない。特に、O-プレニル化フェニルプロパノイドは、シキミ
など特定の植物種に多量に含まれるが、その生理的機能についての報告はない。
そこで、本研究では、生物活性のモデルケースとして、農業現場において問題視
されている重要害虫ハダニに対する産卵抑制効果について、フェニルプロパノイ
ド誘導体の構造活性相関を明らかにすることを目的とした。
【方法・結果】	
 
被検物質を混ぜた人工飼料、および被検物質を注入
したインゲンマメの葉から切り取ったリーフディス
クを餌として用いる 2 種類の方法で、ナミハダニ
（Tetranychus urticae）に対する産卵抑制試験を行っ
た。両方法ともに、オイゲノールには活性が見られな
かったが、O-ジメチルアリルオイゲノール（DMAE）
に顕著な産卵抑制活性が認められた（Fig. 1）。そこで、
側鎖（プレニルエーテル：実線部分）と母核（アリル
フェノキシ：点線部分）の構造改変を行い、より詳細
な構造活性相関を調べた。また、生物体内における薬物
の代謝分解を阻害するピペロニルブトキシド（PBO）共
存下での試験を行った。その結果、DMAE のナミハダニ
産卵抑制活性は、ベンゼン環のパラ位に、アリル基-アリ
ルオキシ基をもつ構造が重要であることが分かった。ま
た、PBO 共存下では、DMAE の産卵抑制活性が見られな
くなったことから、ナミハダニ体内で DMAE が代謝活性
化を受け、p-キノンメチド（QM）を生成することによっ
て、毒性が発現していることが示唆された。（Fig. 2）。

Geobacillus 属由来の糖転移酵素のオリゴ糖複合体の結晶構造

１６

○尾藤浩高 1，安西友里恵 1，小林淳 1，水谷公彦 1，高橋延行 1，
岡田正通 2，山口庄太郎 2，三上文三 1
（1 京大院農・応用生命、2 天野エンザイム）

【目的】Geobacillus属の一菌株の生産する糖転移酵素は、糖の加水分解活性と糖
転移活性を持つα-アミラーゼであり、澱粉に作用してα-1,4結合をマルトトリ
オース単位(G3)で加水分解し、さらにマルトトリオースを転移させてα-1,4結合
以外の結合を持つ糖を形成すると考えられている。これにより、澱粉を含有する
加工食品の老化抑制への応用が期待されている。本酵素の構造と機能の関係を明
らかにするために、野生型酵素についてアポ酵素とグルコース(G1)、マルトース
(G2)、マルトトリオース(G3)、マルトテトラオース(G4)、マルトペンタオース(G5)
およびマルトヘキサオース(G6)をソーキングして調製した複合体の結晶を用い
て、X線結晶構造解析を行った。	
 
	
 
【方法・結果】結晶化は、沈澱化剤としてPEG4000(14	
 %から28	
 %)を用い、約6	
 mg/ml	
 
のタンパク質濃度で、10	
 mM	
 CaCl2	
 を含む0.1	
 M	
 酢酸バッファー(pH	
 4.6)中、20	
 ℃
で行った。得られた結晶にG1からG6のオリゴ糖をそれぞれソーキングし、	
 
SPring8のBL38B1において2	
 Å分解能前後のX線回折データを収集した。位相決定
はシクロデキストリン合成酵素（PDB，1CYG）をサーチモデルとする分子置換法
によって行い、COOTとPHENIXを用いてモデリングと精密化を行った。	
 
得られた結晶の空間群は全て P6522 であり、非対称単位に一分子の酵素を含む。
本酵素はシクロデキストリン合成酵素と類似した構造を持ち、 (α/β)8 バレルか
らなる触媒ドメインの C 末端側に 3 つの付加ドメインを有し、分子中に 8 個の
カルシウム結合サイトを有する。各オリゴ糖との複合体の構造では、触媒部位以
外に 4 つの糖結合サイトを有している。G1 から G4 をソーキングした酵素は、
触媒部位にそれらのオリゴ糖が結合するが、G5、 G6 をソーキングした場合で
は、反応生成物と思われる G3 のみが結合していた。また、G4 をソーキングし
た場合は、結合している G4 の還元末端のグルコースの結合が α-1,6 結合になっ
ていることが示唆された。以上のことから、本酵素は澱粉の非還元末端から G3
を遊離し、さらに G3 の還元末端に糖を転移する酵素であることが構造的に明ら
かにされた。

甘味タンパク質ソーマチンの甘味発現機構の解明

１７

○佐野文音 1、村田一輝 2、桝田哲哉 1、三上文三 3、谷史人 1
（1 京大院農・食品生物、2 京大農・食品生物、3 京大院農・応用生命）

【目的】ソーマチンはモル比でショ糖の約10万倍の甘味を呈する甘味タンパク質
である。本研究室では、これまでソーマチン部位特異的変異体に対する甘味評価
の結果から、クレフト面に存在する複数の塩基性アミノ酸残基、特に82位のアル
ギニン残基がソーマチンの甘味発現に寄与していることを明らかにしてきた1、
2)
。しかしながら、ソーマチンの甘味発現に必須であるR82の構造的特性について
は未だ明らかとなっていない。そこで本研究では、R82の変異体を作製してその
甘味評価を行うと共に、X線結晶構造解析によりR82変異体の分子構造を調べるこ
とで、ソーマチン甘味発現における82位の詳細な構造要因を明らかにすることを
目的とした。	
 
【方法・結果】ソーマチン変異体はそれぞれPichia	
 pastorisを用いて作製し3、4)、
陽イオン交換クロマトグラフィー、ゲルろ過クロマトグラフィーによって精製し
た。甘味評価はヒト官能試験により行った。X線結晶構造解析では、ポリエチレ
ングリコールを用いた蒸気拡散平衡法により結晶を作製し、大型放射光施設
SPring-8にて回折データの収集を行った。Cootによってモデル修正を、SHELXL
によって精密化を行い、分子構造を決定した。作製したR82変異体のいずれにお
いても有意な甘味低下が見られたが、R82をリジンやヒスチジンなどの塩基性残
基に置換した変異体では甘味低下の度合いが比較的小さかった。また、全ての変
異体において、野生型ソーマチンと比べて主鎖骨格に明確な構造変化は見られ
ず、置換部位82位における局所的な変化が甘味低下に寄与していることが示唆さ
れた。82位を塩基性残基に置換した変異体においては、野生型におけるアルギニ
ン残基同様、82位側鎖のディスオーダーが観察された。以上の結果から、82位に
おける正電荷の存在とフレキシブルな側鎖の構造がソーマチンの甘味発現に寄
与していることが明らかとなった。	
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ブチロフィリンの細胞外ドメインの発現と免疫調節機能

１８

○古江文美 1、桑名由紀 2、桝田哲哉 1、谷史人 1
（1 京大院農・食品生物、2 京大農・食品生物）

【目的】乳脂肪球の膜タンパク質ブチロフィリン(Butyrophilin：Btn)は、乳汁中
の脂肪球の合成や分泌の調節に必須であることが知られている。しかし近年、Btn
は、そのホモログであるブチロフィリン様(Butyrophilin-like：Btnl)タンパク
質とともにマウスやヒトの新規な免疫調節因子として注目されている。Btnファ
ミリーに属するタンパク質の細胞外ドメインの遺伝子配列や構造はB7共刺激分
子のIgVとIgCに類似している。また、Btnファミリーの遺伝子の多くが主要組織
適合性抗原複合体の遺伝子座に含まれている。B7共刺激分子がT細胞を活性化す
る因子として重要であることから、本研究では、B7共刺激分子やBtnlと比べて機
能が未だ不明なところの多いBtn1a1に着目し、その細胞外ドメインの発現とT細
胞機能に対する調節作用について調べた。	
 
	
 
【方法・結果】マウスの乳腺上皮細胞HC11から抽出したtotal	
 RNAを逆転写した
cDNA、ならびにヒト乳腺cDNAライブラリーを鋳型にして、Btn1a1の全長をコード
する遺伝子をサブクローニングした。Btn1a1の細胞外ドメインは、該当する部位
をPCR法で増幅し、pFUSE-hIgG1e3-Fcベクターにクローニングした。Btn1a1の細
胞外ドメインは、そのC末端側に免疫グロブリンの定常領域をもつFc融合タンパ
ク質としてExpi293細胞で一過的に発現させた。培養上清中に分泌された発現タ
ンパク質はProtein	
 Gカラムを用いて精製した。精製タンパク質にグリコペプチ
ダーゼFを作用させ、SDS-PAGEに供したところ、バンドのサイズがマウスでは62	
 
kDaから55	
 kDaに、ヒトでは65	
 kDaから54	
 kDaとなり、発現タンパク質にはN-グ
リコシド型の糖鎖が付加していることがわかった。Btn1a1のT細胞への作用を調
べるために、脾細胞から調製したCD4+CD25‐T細胞画分をBtn1a1存在下あるいは非
存在下において抗CD3抗体で刺激し培養した。BrdUを用いて細胞増殖を定量化し
たところ、10 µg/mlのBtn1a1存在下においてCD4+CD25 ‐ T細胞の増殖は抑制され
た。しかし、1 µg/mlの抗CD28抗体共存下でT細胞を刺激すると、Btn1a1存在下に
おいてT細胞の増殖は促進された。以上の結果より、Btn1a1の細胞外ドメインはT
細胞活性化に対する調節機能を有すること、ならびに、その調節機能はB7共刺激
分子とその受容体CD28との相互作用に依存する可能性が示唆された。	
 

エイコサペンタエン酸に誘導される低温菌 Shewanella
livingstonensis Ac10 の外膜タンパク質の構造変化

１９

○川本 純、杉浦美和、水谷彩乃、栗原達夫
（京大・化研）

【目的】南極海水より単離された低温菌	
 Shewanella	
 livingstonensis	
 Ac10	
 は、
低温誘導的に高度不飽和脂肪酸の一種であるエイコサペンタエン酸	
 (EPA)	
 を生
産する。本菌において	
 EPA	
 はリン脂質のアシル鎖として存在し、低温での正常
な細胞分裂に重要であることがわかっている。一方で、EPAの欠損は、本菌の主
要な膜タンパク質	
 Omp74	
 の構造多様性に影響することが見いだされている。合
成した	
 EPA	
 含有リン脂質を含む人工膜を用いた	
 Omp74	
 の再構成実験の結果、
EPA	
 含有リン脂質は	
 Omp74	
 の膜表層との相互作用、疎水的環境での二次構造形
成、およびフォールディングを促進することが示された。以上の結果から、本菌
において	
 EPA	
 含有リン脂質は膜タンパク質の構造形成を促進する分子シャペロ
ンとして機能することが示唆された。本研究では、EPA	
 含有リン脂質と	
 Omp74	
 と
の相互作用の詳細を解析するために、EPA	
 含有リン脂質存在下で再構築した	
 
Omp74	
 のポア形成能と構造について解析した。	
 
【方法・結果】大腸菌を宿主とした高生産系から、Omp74	
 を調製し、精製タンパ
ク質を得た。パルミトレイン酸のみをアシル鎖とするリン脂質（ホスファチジル
グリセロール、ホスファチジルエタノールアミン）で調製したリポソームと、	
 
sn-2	
 位に	
 EPA	
 を導入した	
 EPA	
 含有リン脂質を	
 5	
 mol%	
 含む	
 EPA	
 含有リポソ
ームを作製した。可溶化した	
 Omp74	
 をリポソームと混合し、4	
 ˚C	
 で静置するこ
とで再構築した。Omp74	
 を再構成したリポソームにデキストランを内包し	
 Omp74	
 
の膜透過活性を解析した結果、Omp74	
 はアラビノースの膜透過活性をもつことが
示された。様々な分子量のポリエチレングリコールを用いて再構築した	
 Omp74	
 
の透過活性を解析した結果、Omp74	
 は	
 約	
 1	
 nm	
 のポアを形成することがわかっ
た。一方で、EPA	
 含有リン脂質の有無は	
 Omp74	
 のポアサイズに影響しないこと
が示唆された。再構築した	
 Omp74	
 の構造を解析するために、トリプシンを用い
て	
 EPA	
 を含む、もしくは含まないリポソームに再構築した	
 Omp74	
 を限定分解
し、消化断片を	
 MALDI-TOF	
 MS	
 解析に供した。その結果、EPA	
 含有リン脂質存在
下で	
 Omp74	
 のC	
 末端側のペプチド断片が検出された。Omp74	
 は大腸菌の	
 OmpA	
 
と相同性を有しており、N	
 末端側のポア形成ドメインとペプチドグリカン結合モ
チーフが保存されている	
 C	
 末端側のペリプラズムドメインから構成されると予
想されている。再構築した	
 Omp74	
 の限定分解の結果から、EPA	
 含有リン脂質は	
 
Omp74	
 の	
 C	
 末端領域のペプチドグリカン結合領域を親水的な環境に移行させる
ことが示された。	
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  アルツハイマー病（AD）は，大脳皮質や海馬における神経細胞の脱落を特徴とし，
認知機能障害を代表的な症状とする神経変性疾患である．最も初期（40 代頃~）に
現れる病理学的特徴として，老人斑が知られている．老人斑の構成成分であるアミ
ロイド β ペプチド（Aβ）は，本疾患の原因物質と考えられており，40 あるいは 42
残基からなる Aβ40，Aβ42 が存在する．特に，高い凝集能及び細胞毒性を示す Aβ42
は，AD 発症に重要な役割を果たしている．近年，準安定な凝集中間体であるオリゴ
マー（2 ~ 4 量体）が毒性本体と考えられるようになり，Aβ42 オリゴマーが AD の真
の原因物質と推定されている（オリゴマー仮説）．
	
  一方，Aβ42 の神経細胞毒性は，酸化ストレスと密接に関係していることが知られ
ている．これまで Aβ42 あるいはその凝集体を標的とした治療戦略が世界中で鎬を削
って進められてきたが，未だに根本的な治療法は確立されていない．本講演者らは，
Aβ42 の毒性発現に必要な構造情報を無視した治療戦略をとっていることがその理由
の一つと考え，Aβ42 の毒性立体構造を明らかにするとともに，その構造特異的な抗
体を開発した．さらに，予防・治療薬の開発に不可欠な動物実験を展開し，酸化ス
トレスを介したオリゴマー形成による神経細胞毒性発現機構の存在を，AD モデルマ
ウスを用いて初めて明らかにした．本講演では，これらの抗 AD 薬開発を指向した
in vitro と in vivo の両面からの研究成果について紹介させていただきたい．
	
 
１.	
 Aβ42 のラジカル化を特徴とする神経細胞毒性発現機構の解明ー「毒性ターン」
構造の同定	
 
	
  これまでの Aβ42 に関する研究の大きな問題点として，低純度の Aβ42 を用いた実
験による研究室間での再現性の低さがあった．そこで本講演者らはまず，PEG-PS 樹
脂を固相担体とし，カルピノにより開発された強力な活性化剤・HATU を用いた
Fmoc 法による固相合成を，連続フロー型合成機で行うことにより，それまで困難で
あった Aβ42 の効率的高純度合成法を確立した．同時に，Aβ42 は中性及び弱酸性条
件下において凝集しやすいことから，塩基性条件下での精製方法を取り入れた．続
いて本講演者らは，β シート構造を取りにくくターン構造を形成しやすいプロリン
残基に着目し，本法を用いて Aβ42 の系統的なプロリン置換を行った．これらの凝集
能ならびに細胞毒性評価の結果，Glu22 と Asp23 残基付近での「毒性ターン」構造
を特徴とする毒性コンホマー仮説を提唱した（図 1）．本知見は，遺伝性 AD の変異
の多くが Glu22 と Asp23 残基に集中していることをよく説明できる．
	
  また，種々の Aβ42 変異体のラジカル産生能と立体構造との関係を電子スピン共鳴
（ESR）法で調べた結果，「毒性ターン」の形成によって，Aβ42 のラジカル化にお

図 1 In vitro における Aβ42 の神経細胞毒性発現機構ならびに毒性オリゴマーの推定構造

いて重要な Tyr10 と Met35 残基が 15 Å 以内に接近し，両残基間の距離は活性の低い
Aβ40 に比べて 15~20 Å 近いことがわかった．さらに，Aβ42 は C 末端領域で逆平行
β シート構造を形成しやすいことより，生成した Met ラジカルは C 末端カルボキシ
ルアニオンによって安定化されることが示唆された．以上の結果より，平衡反応で
一部開裂した C 末端のカルボキシルラジカルが毒性を示すという，Aβ42 独自の神経
細胞毒性発現機構を提唱した（図 1）．
	
  最近，この毒性ターン構造によって，オリゴマー形成能も増大することが明らか
になり，さらに株化された培養細胞（PC12 細胞）だけでなく，ラット初代神経細胞
を用いた実験でも同様の結果が得られている．本機構は，Aβ42 と Aβ40 との間で著
しく異なる凝集能及び神経細胞毒性の差を分子レベルで初めて明快に説明するもの
であると同時に，未解明の Aβ42 のオリゴマー構造に示唆を与えるものである．
	
 
２.毒性ターン構造特異的なモノクローナル抗体の開発と応用	
 
	
  AD 治療戦略において，Aβ42 のワクチン療法や抗体投与による受動免疫療法が有
望視されているが，重篤な副作用を示すことがあり，臨床試験は慎重に進められて
いる．当研究グループによる固体 NMR 法を用いた実験より，Aβ42 には中央部分の
ターン部位の違いによって 2 種類のコンホマー（毒性コンホマーと非毒性コンホマ
ー：図 2A）が存在することが明らかになった．そこで副作用の少ない薬剤開発を目
指して，Aβ42 の毒性コンホマーのみを標的とした立体構造特異抗体の作製を試みた．

ハプテンには，毒性ターン構造をミミ
ック（模倣）した配座固定ペプチド
（図 2A）を設計し，22 番目付近でタ
ーン構造を取りやすい E22P-Aβ42 に
対して強く反応し，ターンを取りにく
い E22V-Aβ42 にはほとんど反応しな
いモノクローン（11A1 と命名）の取
得に成功した．一方，22 番目付近のア
ミノ酸配列をエピトープとした従来の
市販抗体（4G8）も同様に評価したと
ころ，11A1 とは異なり，E22P-Aβ42
にはほとんど反応せず，E22V-Aβ42 に
対して顕著に結合した．
	
  次に，AD 患者の剖検脳（海馬なら
びに前頭葉領域）を用いて，11A1 抗
体の免疫組織染色実験を行ったところ，
4G8 などの従来の市販抗体では染色さ
れない細胞内 Aβ に対しても 11A1 抗
体は反応した（図 2B 矢頭）．また， 図 2 毒性ターン抗体（11A1）の（A）作製戦略なら
びに AD 患者脳を用いた（B）免疫組織染色（矢頭：
11A1 抗体は AD 患者脳の抽出物中の 細胞内 Aβ，矢印：細胞外 Aβ・老人班）ならびに
Aβ オリゴマー（3 量体）に対して、 （C）ウェスタンブロッティング．
強く反応することも明らかになった
（図 2C）．近年，AD 発症前に現れる Aβ オリゴマーは細胞内に多く存在する臨床デ
ータが報告されていることから，11A1 抗体は AD 発症の前段階を捉えている可能性
がある．ごく最近、11A1 を用いた国内外の複数の研究グループとの共同研究によっ
て，既存抗体では染色が困難とされる細胞内 Aβ オリゴマーの検出や AD 病態を反映
した染色像が報告されており，関連分野の研究者の関心を集めている．以上の結果
より，11A1 抗体は有望な AD 治療薬及び診断薬になる可能性が高い．
	
 
３.酸化ストレスによる Aβ42 の in	
 vivo での神経細胞毒性発現機構と機能性食品因
子による AD 病態の予防	
 
	
  Aβ42 のオリゴマー化は，Aβ42 自身が酸化によりラジカル化することが引き金に
なることが，本講演者らの研究によって明らかになった（図 1）．そこで，酸化スト
レスに対する修復酵素の一つである CuZn-SOD（細胞質 SOD or SOD1）の欠損マウ
スと代表的な AD モデルマウス（Tg2576 系統）を交配させることで，AD 病態への
酸化ストレスの影響を調べた．SOD1 の欠損マウス自身は，種々の老年病様症状（加
齢黄斑変性，骨粗鬆症，皮膚萎縮，筋萎縮など）を示すことが知られている．その
結果，SOD1 が欠損した AD マウスでは脳内の酸化ストレス（細胞質スーパーオキシ
ドラジカル量の亢進など）が増大し，老人斑だけでなく，Aβ オリゴマー量が顕著に

図 3 SOD1 が欠損した AD モデルマウスの（A）老人斑染色,（B）ドットブロット法によるオリゴマー
形成能評価,（C）空間記憶機能テスト（モリス水迷路試験による遊泳の軌跡を示し，矢頭は遊泳の
出発地点を指す．SOD1 が欠損した AD マウスは，他の 3 種類のマウス群とは異なり，プール全
体に徘徊軌跡が広がっている．

増大した（図 3A, B）．またオリゴマー量の増大と相関して，神経細胞毒性ならびに
空間記憶機能の異常を示す時期が著しく早くなった（図 3C）．興味深いことに，AD
患者の剖検脳抽出物を用いて各種 SOD アイソザイム（SOD1~3）の量を調べたとこ
ろ，SOD1 のみ非 AD 群に比べて有意に低下していた．本結果は，細胞質における抗
酸化機能の低下が AD 発症に関与していることを in vivo で初めて実証したものであ
る．
	
  近年，AD は生活習慣病の一種と考えられていること，Aβ 凝集体の蓄積は 40 代頃
から始まることが指摘されていることから，食生活やサプリメントによる AD 予防
の必要性が強く望まれている．本講演者らは，代表的な抗酸化剤であるビタミン C
あるいはマリアアザミに含まれるフラボノイド類であるシリマリンを，予防的に AD
モデルマウスに摂餌させたところ，いずれも Aβ のオリゴマー化ならびに AD 特有の
行動異常の出現を遅延させることができた．これまで，機能性食品因子による Aβ42
のオリゴマー化抑制についての in vitro データは数多く報告されているが，動物レベ
ルでの成功例はほとんどない．
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  現在，AD 治療に向けて多くの薬剤に関する臨床試験が行われているが，そのほと
んどが AD 患者を対象とした第 3 相試験ではあまり良好な結果は得られていない．
このような状況下，毒性立体構造という独自の視点から開発した抗 Aβ「毒性ター
ン」抗体（11A1 抗体）は，停滞していた治療薬開発においてブレークスルーを与え
る可能性がある．本抗体は，2010 年に国際特許出願され，2012 年 3 月に免疫生物研
究所から販売開始された．今後，11A1 抗体を機軸とした更なる展開が期待される．

＜お知らせ＞	
 
○第 483 回支部参与会は、12：00 より京都大学楽友会館（2 階会議・講演室）にて開
催いたします。	
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