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研究概要:
本グループでは、認知症等の難治性神経疾患を引き起こす蛋白

質の不溶性凝集体（アミロイド線維）が形成される詳細なメカニ
ズムを解明し，その効果的な抑制法を探求する基礎研究を行って
います。

・細胞内外における蛋白質線維化の詳細な仕組みを分析するための新たな
方法論を提唱しました。

・アミロイド線維の沈着が生物や細胞に及ぼす影響を評価・可視化し、疾
患の効果的な予防・治療法につながる有用物質の探索に利用しました。

・アミロイドの応用を見据えた「操り方」の探索と開発を手がけています。

細胞内で蛋白質は様々な生理的機能を支える重要な生体高分子ですが，その機能の実現は蛋白質の
緻密な水中構造によるものです。生合成された直後の蛋白質は細胞内の環境要因や分子シャペロンと
呼ばれる特別な蛋白質によって複雑な立体構造を形成し，生理的機能を発揮しますが，その役割を果
たした後，または構造の劣化によって正常機能が発揮できなくなった場合，分解されて「リサイク
ル」されます。このような細胞内の蛋白質循環サイクルは加齢と共にその性能が減退することも知ら
れており，そうなった場合，蛋白質は正しくリサイクルされずに不溶化し、細胞内に沈着（蓄積）し
て細胞全体の機能を脅かすような存在になります。
人の神経細胞においては，生理的機能が蛋白質の構造の高い柔軟性（構造ダイナミズム）に支えら

れていることが多く，このような”ダイナミックな”蛋白質は上に記したような「リサイクル不良」が起
きると不溶物として細胞内に蓄積する傾向が強いことが分かっています。興味深いことに、この様な
細胞内に沈着する傾向の強い蛋白質は不溶化する際に「アミロイド線維」と呼ばれる特徴的な共通構
造を形成します。蛋白質のアミロイド線維は高い構造安定性を見せる規則正しい線維状の構造で，こ
の構造安定性が細胞の中での蓄積を促進しているとも考えられています。
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蛋白質のアミロイド線維
(原子力間力顕微鏡測定)

当グループではこの様な興味深い性質を
持つアミロイド線維に注目し，次のような
目標達成に向けて研究を進めています。
①その線維が形成される様子を可能な限り
詳細に解析し、理解すること

②生物の中におけるアミロイド線維蓄積を
可視化し，生理的な影響を評価すること
と，線維化を抑制する各種因子の効果を
評価すること

③アミロイド線維の有効な「操り方」を見
いだし，アミロイド線維のユニークな特
徴を医学的・工学的に応用する手段を開
発すること

蛋白質のアミロイド線維

“Understand”理解する

“Control”制御する “Utilize”活用する

→新分析法による詳細解析

→線維化を抑制する
因子の検索と評価

→線維の新規利用法
開発
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①アミロイド線維が形成される様子の詳細な解析研究
蛋白質のアミロイド線維形成反応の分子論的メカニズムの研究について，様々な研究グループと協力

して新しい実験系の構築と分析手法の開発を行ってきています。細胞内で蛋白質が細胞膜（脂質二重
膜）と相互作用することを想定し、モデル脂質膜とパーキンソン病の発症関連蛋白質であるαシヌクレイ
ンとの関連性をNMR法や分光法を駆使して研究をしたり（文献(1)），アミロイド線維化メカニズムの
アミノ酸残基レベルで解析する新しいNMR手法の開発（文献（2））などの研究を進めてきました。
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②細胞や生体中でのアミロイド線維蓄積の可視化とミニシャペロンの機能評価
アミロイド線維を形成する蛋白質を蛍光蛋白質と融合させた物を培養神経細胞内で発現させ、この細

胞が様々な環境ストレスを受けたときに実際に形成される細胞内アミロイド線維を可視化するシステム
を構築しました。これを利用して，アミロイド線維が引き起こすストレスに対し耐性を付与するような
低分子化合物を検索し，ある種の化合物（植物由来ポリフェノール）が細胞内でのアミロイド線維を抑
制し，モデルマウスにおいても類似したストレス軽減効果と疾患発症予防効果を示すことを明らかにし
ました（文献（3））。最近の研究では，同じモデル神経細胞系を用い，蛋白質構造の安定化に働く「分
子シャペロン」という蛋白質がポリフェノール化合物と類似した効果を見せることを実証しています
（文献（4）;図2）。現在はこの新しい発見を元に，ポリフェノール化合物や分子シャペロンを実際の
疾患予防，または疾患の治療に利用する手法の開発にも着手しています。

③アミロイド線維の医工学的応用に向けた開発展開
蛋白質のアミロイド線維に対する理解が深まるにつれ，

様々な場面で線維が生物の様々な機能実現にとって重要で
あることが判明しました。「機能的アミロイド」というコ
ンセプトは、このような最新の研究より発展した新しい概
念です。最近，我々のグループでは「機能的アミロイド」
の構造機能相関に対する理解を深めるため，「アミロイド
線維」「分子シャペロン」「環境応答」という多岐にわた
る現象の境界に位置するモデル蛋白質の大腸菌HdeAを対象
に、線維化と機能実現の関連を理解し，それを操る方法の
開発を目指しています（図3，文献（5））。これまで得た
知見をベースに，将来的にはアミロイド線維を新しい用途
に応用することを視野に入れ，研究を進めています。
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Figure 6. (a) Left: cell death rate. Data are expressed as a percentage of Ethidium Homodimer 1 (EthD-

1)-positive cells. Right: the percentage of alive cells and dead cells under the oxidative stress condition 

of 50 μM 6-OHDA. The error bars represent ± SEM. (b,c) Immunofluorescence staining of AD(Cys) in 

green fluorescent protein- -synuclein (GFP-Syn) expressing Neuro2a cells under 10 

μM 6-OHDA-induced oxidative stress. The boxed regions in the images are magnified in (d) and (e), 

respectively. The white arrows indicate GFP-Syn aggregation in cells. Scale bars: 20 μm. (d,e) 

Enlargements of the merged GFP-Syn and Hoechst images of the yellow-boxed regions in (b) and (c), 

respectively. Cells w ith GFP-Syn aggregation are indicated by dotted lines. (f) Quantitative analysis 

-synuclein aggregation. The error bars represent ± SEM., Welch’s t-test, ** p < 0.01. 

It has been reported that Hsps introduced by using cell-penetrating peptides, protected cells 

from various cytotoxic treatments [48–51]. Sontag et al . indicated that the isolated apical domain of 

cytosolic chaperonin CCT1 in type of group II could enter cells and reduced huntingtin aggregation 

[15]. Their results suggested that mini-chaperone could be developed as drugs for amyloid related 
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図2．分子シャペロンを利用したアミロイド線維の制御。
(a)「シャペロニン」より単離した蛋白質製剤(ミニシャペロン)は(b)細胞内の
蛋白質凝集(蛍光輝点)を抑え、(c)細胞の生存率を高めた。(文献(4)より)

(ミニシャペロン(AD(Cys))

(シャペロニン)

(医学)疾患予防と治療 (工学)新規ナノ素材

自己増殖能

規則的・安定な構造

環境感受性

アミロイド線維の特性

図3．アミロイドの特性を活かした医学・工学応用展開。
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