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研究成果の概要（和文）：代表的脳腫瘍である神経膠腫（グリオーマ）の形質を細胞極性制御の

観点から解析するために、細胞極性を制御する分子である LAP 蛋白質（ヒト ERBIN および

Scribble）について解析した。ヒト Scribble と結合する蛋白質を酵母 two-hybrid 法を用いて

スクリーニングし、いくつかの新規結合候補蛋白質を同定した。Scribble は、p0071 および MRP4

とその PDZドメインを介して相互作用し、細胞の basolateral membrane で共局在し、そして、

これらの蛋白質の機能を制御している可能性を見出した。 

 

研究成果の概要（英文）：To study the phenotype of glioma, a representative brain tumor, 

from the point of view of the regulation of cell polarity, we studied LAP family proteins 

(human ERBIN and Scribble), which are known to regulate cell polarity. We identified 

several proteins as binding partners of human Scribble by a yeast two-hybrid screening. 

We found that Scribble interacts with p0071 and MRP4 via the PDZ domain, co-localizes 

with these proteins at the basolateral membrane, and may regulate functions of these 

proteins. 
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１．研究開始当初の背景 

(1) 悪性脳腫瘍の治療は現在なお非常に困
難であるが、この原因のひとつは、腫瘍細胞

が脳内で周囲に向かってびまん性に浸潤し

機関番号：８３９０１ 

研究種目：基盤研究（Ｃ） 

研究期間：2009～2011 

課題番号：２１５９１８８７ 

研究課題名（和文）脳腫瘍細胞における細胞極性制御異常の解明 

                     

研究課題名（英文）Analysis of abnormal cell polarity in brain tumor cells 

 

研究代表者 

井澤 一郎（IZAWA ICHIRO） 

愛知県がんセンター（研究所）・発がん制御研究部・室長 

 研究者番号：20311441 

 

 



 

 

ていくことである。悪性の神経膠腫(グリオ

ーマ)である多形性神経膠芽腫(グリオブラ

ストーマ)は著明な浸潤をきたし、手術時に

腫瘍と健常脳の境界は不明瞭であり、再発を

防ぐために腫瘍と健常脳との境界を摘除す

ればするほど、術後に重篤な神経脱落症状を

残すこととなる。また、グリオブラストーマ

では、その名の示すとおり、腫瘍細胞は不均

一で、種々の細胞形態をとり、核は異型化を

示す。すなわち、グリオブラストーマでは、

形質が同一でない細胞が混在しており、この

ことも、治療が奏功しない重大な原因のひと

つであると考えられている。 

(2) 私共はこれまで、細胞極性制御に関与す

ることが報告されている LAP (leucine-rich 

repeats and PDZ) 蛋白質ファミリーに属す

る Densin-180 および ERBIN に興味をもち、

これらによる細胞極性制御機構の解析を行

ってきた。LAP タンパク質はロイシン・リッ

チ・リピート（leucine-rich repeats; LRR）

ドメインおよび PDZドメインをもつ分子群で

あり、PDZ ドメインを 4個もつ Scribbleと、

PDZ ドメインを１個もつ Densin-180、ERBIN、

LET-413 などの蛋白質が属する。私共は、酵

母 two-hybridスクリーニングの系を用いて、

Densin-180の PDZドメインと結合しうる蛋白

質として p120 カテニン・サブファミリーに

属するデルタ・カテニンを世界に先駆けて同

定した。また、私共は、ERBIN の PDZ ドメイ

ンと結合する蛋白質として、デルタ・カテニ

ンに高い相同性をもつ p0071蛋白質を同定し

た。上皮細胞において ERBIN は p0071 と共に

細胞間接着部位に存在し、低分子量 G蛋白質

Rho ファミリーのドミナントアクティブ型を

発現させると、ERBIN が細胞間接着部位に濃

縮することを報告した。一方、ショウジョウ

バエにおいて、Scribble は腫瘍抑制遺伝子と

考えられており、腫瘍の増殖・浸潤・転移に

対して抑制的に働くことが報告されている。

これまでに Scribble 結合蛋白質として、

beta-PIX などが報告されているが、上記の

Scribble の機能を説明する分子メカニズム

の詳細は不明である。 

 

２．研究の目的 

「いかにしてグリオーマの浸潤を抑制する

か」が、グリオーマ治療の最重要課題である

が、依然として良い方法は見つかっていない。

本研究課題では、グリオーマの浸潤性や形質

の不均一性を、細胞極性の制御異常によって

引き起こされる現象としてとらえて解析す

るために、ヒト ERBIN および Scribble によ

る細胞極性制御の分子メカニズムについて

探究する。ヒト ERBIN および Scribble 結合

蛋白質の同定とその機能解析を行い、ERBIN

および Scribble が細胞極性を制御するため

のキーとなる分子を同定し、その分子メカニ

ズムを解明する。また、ヒト ERBIN および

Scribble のパルミトイル化による形質膜局

在化機構の解析を行い、これらの蛋白質の形

質膜局在化による機能制御を解析する。 

 

３．研究の方法 

(1) ヒト ERBIN および Scribble 結合蛋白質

の同定とその機能解析： LAP タンパク質は

ロイシン・リッチ・リピート（leucine-rich 

repeats; LRR）ドメインおよび PDZ ドメイン

をもつ分子群であり、PDZ ドメインを 4個も

つ Scribble と、PDZ ドメインを１個もつ

ERBIN などの蛋白質が属する(下図参照)。 

本研究では、ヒト ERBIN および Scribble と

結合する新規蛋白質の同定を試み、ERBIN お

よび Scribble が細胞極性を制御する分子基



 

 

盤を解明する。方法としては、ERBIN または

Scribble の全長、あるいは、LRR ドメイン、

PDZ ドメイン、LRR ドメインと PDZ ドメイン

の間、PDZ ドメインより C 末端側のドメイン

の４つに分け、これらと結合する蛋白質を酵

母 two-hybrid法を用いて探索する。そして、

得られた結合候補蛋白質の中で、特にグリオ

ーマ細胞の細胞運動や増殖と分化の統合に

関与しうる分子について重点的に解析を加

えていく。 

(2) ヒト ERBIN および Scribble のパルミト

イル化による形質膜局在化機構の解析： 私

共は、ERBIN のロイシン・リッチ・リピート

(LRR)のさらにアミノ末端側に存在するシス

テイン 14および 16がパルミトイル化されて

いることを認めており、ERBIN が形質膜に局

在化するためには、このシステイン 14 およ

び 16 のパルミトイル化が必須であることを

見出している。本研究ではまず、Scribble も

パルミトイル化されているかを検討する。次

に、Scribble のアミノ末端に存在するシステ

インに変異を加えた変異体を用いて、これら

のパルミトイル化が形質膜局在に必要かを

調べる。 

 

４．研究成果 

(1) ヒ ト Scribble の 全 長 を 用 い た

two-hybrid screening で、下記の Scribble

結合候補蛋白質を同定した。 

① p0071 (別名plakophilin 4) 

② catenin, delta 2 (CTNND2) 

③ MRP4 (別名 ABCC4) 

④ KIAA0408   

⑤ tetratricopeptide repeat, ankyrin 

repeat and coiled-coli containing 2 

(TANC2)  

⑥  lysosomal protein transmembrane 4 

alpha (LAPTM4A)   

⑦ bromodomain adjacent to zinc finger 

domain, 2B (BAZ2B)  

⑧ transportin 2 (TNPO2)  

⑨ latrophilin 3 (LPHN3)   

⑩ THAP domain containing 5  

⑪ ferritin, heavy polypeptide 1 (FTH1) 

 

(2) 全長 Scribble を bait として行った

two-hybrid screening で同定した Scribble

結合候補蛋白質の中で、p0071 について解析

を進めた。p0071（別名 plakophilin 4）は、

p120カテニンと相同性を有する蛋白質で、カ

ドヘリンの関与する細胞間接着に関与する

分子であると考えられている。p0071 はその

C末端に PDZドメイン結合モチーフをもつが、

酵母 two-hybrid 法で、この PDZ 結合モチー

フを介して Scribble の PDZ ドメインと結合

することが確認された。細胞に強制発現した

Scribble を免疫沈降すると、内在性の p0071

が共沈した。さらに、MDCK細胞における細胞

免疫染色で、Scribble と p0071 の共局在が認

められた（下図参照）。 

 

興味深いことに、Scribble の発現を RNA干渉

法にてノックダウンすると、p0071 の発現量

が増加した。また、同様に、Scribble の発現

を RNA干渉法にてノックダウンし、免疫染色

を行うと、p120カテニンと相互作用が報告さ

れている転写因子の一種である Kaiso が、細



 

 

胞内より核内に移行する傾向が認められた。 

 

(3) 全長 Scribble を bait として行った

two-hybrid screening で同定した Scribble

結 合 候 補 蛋 白 質 の 中 で 、 Multidrug 

resistance protein 4 (MRP4、別名 ABCC4) に

ついて解析を行った。MRP4 は、ATP-binding 

cassette (ABC) transporter superfamily の 

subfamily C に属する蛋白質で、形質膜に存

在して、ロイコトリエン B4、cAMP、PGE1、GSH

などの内在性基質や MTX、topotecan などの

抗がん剤の細胞外への輸送を行う蛋白質で

あることが報告されている。また、MRP4 は前

立腺を含む幅広い組織で発現が認められて

いるが、細胞によって、apical membrane に

局在する場合と、basolateral membrane に

局在する場合があるとされている。MRP4 はそ

の C 末端に ETAL という PDZ ドメイン結合モ

チーフをもつが、酵母 two-hybrid 法で、こ

の PDZ結合モチーフを介して Scribbleの PDZ

ドメインと結合することが確認された。細胞

に強制発現した Scribbleを免疫沈降すると、

内在性の MRP4 が共沈した。さらに、内在性

の Scribble を抗 Scribble抗体で免疫沈降し

たところ、その免疫沈降物中に MRP4 が含ま

れており、Scribble と MRP4 は、in vivo で

結合していることが確認された。Caco-2 細胞

における細胞免疫染色で、Scribble と MRP4

は、basolateral membrane 上で共局在してい

た。また、Caco-2 細胞で Scribble の発現を

RNA 干渉法にてノックダウンし、免疫染色を

行うと、MRP4 が basolateral membrane より

消失した。これらのことより、Scribble は

MRP4と相互作用し、その機能を制御している

可能性が示された。 

 

(4) ERBIN の Leucine rich repeats ドメイン

を bait として行った two-hybrid screening

で ERBIN結合候補蛋白質として同定した Odin

について解析を行った。最終的に、Odin に対

する抗体を作製し、内在性の ERBIN と Odin

が結合するかを検討したが、結合は認められ

なかった。また、作製した抗体を用いて行っ

た細胞免疫染色で Odin は、細胞免疫染色で

ERBIN の存在する細胞間接着部位には存在せ

ず、一部は、細胞―基質間接着部位に存在し

た（下図参照）。 

 

 

(5) ヒト Scribble のパルミトイル化の可能

性について検討した。Scribble の N末端に存

在する３個のシステイン（システイン 4, シ

ステイン 10, システイン 22）の変異体を作

製し、細胞に強制発現させてそれらの局在を

観察したところ、システイン 4およびシステ

イン 10 が、Scribble の形質膜局在に重要で

あることが判明した。また、システイン 4お

よびシステイン 10 の変異体は、野生型のも

のに比べて可溶性が高くなっていた。これら

のことから、Scribble のシステイン 4および

システイン 10 がパルミトイル化されている

可能性が示唆された。 

 

(6) まとめ： 本研究で Scribble 結合蛋白

質として同定した p0071 および MRP4 につい

て、今後さらに検討を加え、グリオーマの細

胞極性の特徴を明らかにしていきたいと考

えている。また、Odinのグリオーマ細胞の運



 

 

動における働きについても検討していく予

定である。 
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