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研究成果の概要（和文）：VAMPファミリータンパク質は膜融合を仲介するSNAREタンパク質である。膵β細胞に
はVAMP2、VAMP3、VAMP4、VAMP7、VAMP8が発現しているが、膵β細胞におけるVAMP7の役割については明らかでは
なかった。本研究において私は膵β細胞特異的VAMP7欠失マウスを用い、VAMP7がオートファジーを介したミトコ
ンドリア品質管理に関与することを明らかにすると共に、膵β細胞におけるミトコンドリア品質管理が糖尿病発
症に関連する可能性を明らかにした。

研究成果の概要（英文）：VAMP family proteins are SNARE proteins, which mediate fusions between 
intracellular vesicles and their target membranes.  VAMP2, VAMP3, VAMP4, VAMP7, VAMP8 are expressed 
in pancreatic beta-cells, but the physiological role of VAMP7 in insulin secretion from pancreatic 
beta-cells were remained to be elucidated.  In this study, I found that VAMP7 regulates autophagy to
 maintain mitochondrial homeostasis and to control insulin secretion in pancreatic beta-cells.  I 
also found that maintenance of mitochondrial homeostasis would play a critical role in pathology of 
type 2 diabetes mellitus.

研究分野： 細胞生物学
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１．研究開始当初の背景 
インスリンは膵臓ランゲルハンス島（膵

島）内の膵 β細胞から血中グルコース濃度（血
糖値）依存的に分泌される。分泌されたイン
スリンは脂肪や筋組織において血中からの
糖の取り込みを促進すると共に、肝臓からの
糖の放出を抑制することで血糖値の上昇を
抑制する役割を果たす。したがって、膵 β細
胞からのインスリン分泌不全は慢性高血糖
を主徴とする糖尿病の一因となる。日本では
300 万人以上が糖尿病に罹患しており、その
うちの大部分は肥満や運動不足などをきっ
かけとして発症する２型糖尿病に分類され
る。２型糖尿病の病因・病態を解明するため
にも膵 β細胞からのインスリン分泌機構を明
らかにすることは重要な課題である。 
膵 β細胞からのインスリン分泌は血糖の上

昇直後に観察される急峻で一過的な第１相
分泌と、それに続く持続的な第２相分泌から
構成される２相性を示す。先行研究により第
１相分泌の制御機構が明らかになりつつあ
る一方、第２相分泌の制御機構はほとんど明
らかにされていなかった。インスリン分泌不
全を成因とする２型糖尿病の発症・進展に伴
い、第２相分泌は代償的な亢進とその後の減
弱・消失を示すことから、２型糖尿病の病態
を解明する上で第２相分泌機構を明らかに
することは非常に重要な課題であった。 

VAMP7 は細胞内小胞膜に局在する膜タン
パクしであり、細胞内小胞輸送に重要な役割
を果たすいわゆる SNARE タンパク質である。
VAMP1/Synaptobrevin1、VAMP2/Synaptobrevin 
-2、VAMP3/Cellbrevin、VAMP4、VAMP5、
VAMP7/TI-VAMP、VAMP8/Endobrevin からな
る VAMP ファミリータンパク質のうち、膵 β
細胞には VAMP2、VAMP3、VAMP4、VAMP7、
VAMP8の発現が確認されていた。このうち、
VAMP2、VAMP3、VAMP4、VAMP8 について
はそれぞれインスリン顆粒などに局在し、イ
ンスリン顆粒の開口放出に関わることや細
胞内小胞輸送に関わることが明らかにされ
ていたが、VAMP7 については膵 β 細胞にお
ける機能解析が行われていなかった。 
我々は膵細胞特異的 VAMP7 遺伝子欠失 

(VAMP7βKO) マウスを用いた予備実験にお
いて VAMP7 が第２相分泌の制御に関わるこ
とを見いだしていた。すなわち、VAMP7 βKO
マウスから単離した膵島では野生型マウス
から単離した膵島に比べて、第２相分泌が選
択的に減弱していた。しかしながら VAMP7
がどのようにして第２相選択的にインスリ
ン分泌を制御しているかは明らかではなか
った。 

 
２．研究の目的 
膵 β 細胞における VAMP7 の役割の解明を

通して第２相インスリン分泌の制御機構を
明らかにすること 
 
３．研究の方法 

(1) インスリン分泌における VAMP7 の役割 
単離した膵島および分散培養膵 β細胞を用

い、グルコース刺激依存的なインスリン分泌、
細胞内 Ca2+濃度変化、細胞内 ATP 産生量につ
いて検討を行った。また、インスリン顆粒の
細胞内局在について調べるために、膵 β細胞
を電子顕微鏡で観察し、細胞内インスリン顆
粒密度、細胞膜からインスリン顆粒までの距
離、細胞膜にドッキングしているインスリン
顆粒の数について解析を行った。さらに細胞
内における VAMP7 の局在について調べるた
めに、ショ糖密度勾配遠心法による細胞小器
官分画解析と免疫染色による解析を行った。 
 
(2) オートファジーにおける VAMP7 の役割 
オートファゴソーム形成量のマーカーで

ある LC3-II の量をイムノブロット法により
定量的に検出し、解析を行った。さらに、抗
LC3抗体を用いた免疫染色を行うことにより
細胞内に形成されたオートファゴソームの
数について可視化解析を行った。 
 
(3) VAMP7 によるミトコンドリア品質管理

の検討 
ミトコンドリア活性について検討するた

めに、膵島における ROS 産生量を生化学的に
測定した。また、分散培養膵 β 細胞を用い、
mitotracker Red CM-H2XRos（MTR）を用いた
機能的なミトコンドリアの染色を行った。さ
らに、オートファジーの基質に選択的に蓄積
する p62 のミトコンドリアにおける蓄積量を
調べるために、単離膵島から遠心分離により
ミトコンドリア濃縮画分を調製し、ミトコン
ドリア濃縮画分における p62 の含量をイムノ
ブロットにて解析した。最後に電子顕微鏡解
析によりミトコンドリアの形態について検
討した。 
 
(4) VAMP7 KO膵β細胞におけるミトコンド

リア機能の検討 
ミトコンドリア膜電位感受性色素である

TMRE を用い、グルコース刺激依存的なミト
コンドリア機能亢進について可視化解析を
行った。また、ミトコンドリア内に Ca2+感受
性蛍光タンパク質を発現させることにより、
グルコース刺激依存的なミトコンドリア内
Ca2+動態について可視化解析を行った。 
 
(5) VAMP7 KO マウスにおける耐糖能の検

討 
野生型および VAMP7 KO マウスを用いた経
口糖負荷試験により耐糖能について検討を
行った。また、生後 5 週令から高脂肪食を 10
週間与えて肥満を誘導した野生型および
VAMP7 KO マウスにおいて経口糖負荷試験
を行った。 
 
４．研究成果 
(1) インスリン分泌における VAMP7 の役割 

VAMP7 KO 膵島をグルコースで刺激する



と、予備実験で確認した通り、第２相インス
リン分泌の選択的な減弱が観察された。一方、
グルコース刺激依存的な細胞内Ca2+動態に変
化は観察できなかった。ATP 産生量について
調べたところ、グルコース刺激後 5 分の時点
では変化がなかったが、第２相インスリン分
泌に相当する刺激後 20 分後の時点では有意
な減少が観察された。さらに、VAMP7 KO 膵
β 細胞の電子顕微鏡解析を行ったところ、イ
ンスリン顆粒の細胞内局在には全く違いが
観察できなかった。VAMP7 の細胞内局在に
ついて調べたところ、VAMP7 はインスリン
顆粒には局在せず、Rab11 が局在するリサイ
クリングエンドソームに局在することを見
いだした。 
以上の結果から、VAMP7 はインスリン顆

粒の開口放出には直接関与せず、ATP 産生能
に影響を与えることによって第２相分泌を
選択的に制御していると結論した。 
 
(2) オートファジーにおける VAMP7 の役割 
先行研究により VAMP7 がオートファゴソ

ーム形成に関与する可能性が示唆されてい
たため、膵 β細胞におけるオートファジーに
VAMP7が関与する可能性について検討した。
野生型および VAMP7 KO マウスから単離し
た膵島もしくは分散培養膵 β細胞を飢餓刺激
することによりオートファジーを惹起し、形
成されたオートファゴソーム量について解
析を行った。すると、VAMP7 KO 膵 β細胞で
はオートファゴソームの形成が抑制されて
いることを見いだした。さらに、VAMP7 KO
膵 β 細胞に VAMP7 を発現させたところ、飢
餓刺激依存的なオートファゴソーム形成が
回復することを見いだした。 
以上の結果から、VAMP7 はオートファゴ

ソーム形成に関与すると結論した。 
 
(3) VAMP7 によるミトコンドリア品質管理

の検討 
VAMP7 KO マウスから単離した膵島にお

いてグルコース刺激依存的な ATP 産生量の
減少が観察されたこと、さらに VAMP7 がオ
ートファゴソーム形成に関与することから、
VAMP7 はオートファジーによる機能不全ミ
トコンドリア除去に関与する可能性につい
て検討を行った。VAMP7 KO 単離膵島では
ROS 産生量の有意な増加が観察された。次に、
分散培養膵 β細胞における機能的なミトコン
ドリアを MTR により染色したところ、
VAMP7 KO膵 β細胞では機能的なミトコンド
リアが減少していることを見いだした。また、
オートファジーによって分解されるべき基
質に選択的に蓄積する p62 が VAMP7 KO 膵
島から調製したミトコンドリア濃縮画分に
おいて有意に増加していることを見いだし
た。さらに、電子顕微鏡解析によりミトコン
ドリアの形態について電子顕微鏡解析を行
ったところ、VAMP7 KO膵 β細胞では膨潤し、
クリステ構造が乱れた形態異常ミトコンド

リアが多数観察された。 
以上の結果から、VAMP7 KO 膵 β細胞では

機能不全となり、本来オートファジーで分
解・除去されるべき機能不全ミトコンドリア
が蓄積していることが明らかとなった。 
 
(4) VAMP7 KO膵β細胞におけるミトコンド

リア機能の検討 
機能不全ミトコンドリアが蓄積した

VAMP7 KO膵 β細胞におけるミトコンドリア
機能について解析するために、TMRE を用い
たミトコンドリア機能可視化解析を行った。
すると、VAMP7 KO 膵 β細胞ではグルコース
刺激依存的なミトコンドリア機能の亢進が
減弱していることが明らかとなった。先行研
究においてグルコース刺激依存的なミトコ
ンドリア内Ca2+濃度上昇が第２相分泌に重要
であることが報告されていたことから、ミト
コンドリア内Ca2+動態について解析を行った。
すると、VAMP7 KO 膵 β細胞ではグルコース
刺激依存的なミトコンドリア内Ca2+濃度上昇
が抑制されていることを見いだした。 
以上の結果から、VAMP7 KO 膵 β細胞では

機能不全ミトコンドリアが蓄積することに
よりグルコース刺激依存的なミトコンドリ
ア機能亢進および第２相分泌に重要な役割
を果たすミトコンドリア内Ca2+濃度上昇が共
に減弱していることが明らかとなった。 
 
(5) VAMP7 KO マウスにおける耐糖能の検

討 
経口糖負荷試験により第２相分泌が選択

的に減弱する VAMP7 KO マウスの耐糖能に
ついて検討を行ったが、VAMP7 KO マウス
では耐糖能異常は観察されなかった。これは
血糖維持に重要な役割を果たす第１相分泌
が VAMP7 KO マウスでは減弱していないこ
とに起因すると考えられた。一方、高脂肪食
飼育により肥満を誘導した VAMP7 KO マウ
スは経口糖負荷試験において耐糖能の増悪
を示した。高脂肪食飼育した VAMP7 KO マ
ウスから膵島を単離し、インスリン分泌につ
いて調べたところ、第１相および第２相分泌
が共に減弱していることを見いだした。また、
高脂肪食飼育した VAMP7 KO マウスの膵島
では機能不全ミトコンドリアのマーカーと
なる Parkin が顕著に蓄積していたことから、
VAMP7 欠失により機能不全ミトコンドリア
が過剰に蓄積することを見いだした。興味深
いことに、高脂肪食飼育した野生型マウスや
糖尿病モデルマウスである db/db マウスの膵
島では機能不全ミトコンドリアの分解・除去
に関わる VAMP7 の発現が増大していること
を見いだした。 
以上の結果から、VAMP7 を介した機能不

全ミトコンドリアの除去機構は肥満状態に
おける膵 β細胞からのインスリン分泌を維持
する上で重要な役割を果たしていると結論
した。 
 



(6) まとめ 
本研究により、膵 β 細胞において VAMP7

はオートファゴソーム形成を制御すること
により機能不全ミトコンドリアの除去に関
与することが明らかとなった。そのため、
VAMP7 KO膵 β細胞では機能不全ミトコンド
リアが蓄積することでミトコンドリアの機
能が低下し、第２相分泌に重要な役割を果た
すグルコース刺激依存的なミトコンドリア
内 Ca2+動態が低下することで、第２相分泌が
選択的に減弱することが明らかとなった。 
高脂肪食飼育することにより肥満を誘導

すると、膵島において機能不全ミトコンドリ
アが緩やかに蓄積する一方、機能不全ミトコ
ンドリアの分解に関与する VAMP7 の発現が
増強した。高脂肪食飼育した VAMP7 KO マ
ウスではインスリン分泌の低下と耐糖能の
増悪が観察されたことから、VAMP7 による
オートファジーを介した機能不全ミトコン
ドリアの分解は肥満状態におけるインスリ
ン分泌を維持する上で重要な役割を果たし
ていると結論した。 
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