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研究成果の概要（和文）：酸化反応はバイ菌に対抗するための重要な生体防御反応である一方、毒性も有するため、厳
格にコントロールされる必要があります。好中球の貪食作用において、電位依存性H+チャネルは活性酸素の産生を調節
する鍵となる分子です。本研究において、我々は、電位依存性H+チャネルの細胞内コイルドコイルドメインの結晶構造
を酸化状態、還元状態で解くことに成功しました。生化学実験により、電位依存性H+チャネルは細胞内に酸化還元セン
サーを持つことを明らかにしました。さらに、我々はコイルドコイルを用いて細胞の酸化還元状態をモニターすること
を試みました。

研究成果の概要（英文）：Oxidation is an important biochemical defense mechanism, but it also elicits toxic
ity; therefore, oxidation must be under strict control. In phagocytotic events in neutrophils, the voltage
-gated H+ channel is a key regulator of the production of reactive oxygen species against invading bacteri
a. In this study, we solved the crystal structure of the cytoplasmic coiled-coil domain of the voltage-gat
ed H+ channel in reduced, oxidized and mutated (Cys to Ser) states. The crystal structures indicated that 
a pair of Cys residues in the dimeric coiled-coil forms an intersubunit disulfide bond dependent on the re
dox conditions. Circular dichroism spectroscopy revealed that the disulfide bond increased the thermal sta
bility of the coiled-coil protein. Thus, we revealed that the voltage-gated H+ channel has a redox-sensor 
in the cytoplasmic domain. We also tried to monitor the redox condition using the coiled-coil in cells.
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１．研究開始当初の背景 

我々の体内では酸化還元シグナルを利用
し種々の生体反応が生じている。酸化ストレ
スは、ガンや動脈硬化、神経変性疾患など
様々な病気に深く関与することが示唆され
ている。酸化還元と関わりのある生体反応と
して、免疫システムにおける貪食細胞の活性
酸素による異物の消化や、脳内ミクログリア
による酸化ストレスからの神経細胞保護が
有名である。しかしながら、これまで化合物
性の酸化還元指示薬は存在するものの、細胞
に遺伝子導入するかたちで用いる酸化還元
分子に実用的なものがないために、活動する
生きた細胞の酸化還元状況をリアルタイム
に観測する事は不可能であった。申請者は貪
食細胞に発現する電位依存性 H+チャネルの
細胞内領域に存在するコイルドコイル 2量体
化ドメインの X 線結晶構造解析を行い、近接
する一対の Cys 残基が存在し、酸化還元に反
応する可能性があることを見いだした。酸化
還元に応答して結合解離するこれほどまで
に小さく単純な分子はこれまで報告がなく、
このユニークなコイルドコイルの酸化還元
特性を利用する本研究の着想に至った。 
 

２．研究の目的 

（全体構想）本研究は、免疫系やストレス応
答、脳神経機能において重要な働きを持つ酸
化還元状態を可視化し、酸化還元シグナルが
種々の臓器・細胞において果たす役割を解明
します。 
（具体的目的）：好中球、マクロファージに
おいて活性酸素産生に寄与している電位依
存性 H+チャネルの細胞内に存在する、一対の
Cys 残基の酸化還元特性を、原子構造の視点
から詳細に解析する。電位依存性 H+チャネル
の細胞内コイルドコイルを利用した酸化還
元センサーを、高解像度結晶構造を基にデザ
インします。開発した酸化還元プローブを活
動する生きた細胞に発現させ、種々の活動ス
テージにおける細胞内レドックス状況を観
測します。 
 

３．研究の方法 

(1) 申請者は貪食細胞に発現する(図 A）電位
依存性 H+チャネルの細胞内領域に存在する
コイルドコイル 2量体化ドメインの X線結晶
構造解析を行い、近接する一対の Cys残基が
存在し、酸化還元に反応する可能性があるこ
とを見いだした(図 B）。これを、手がかりに、
細胞内コイルドコイルを酸化状態、還元状態、
変異体(Cys→Ser)の状態で、構造解析する。
X 線結晶構造解析法を用いて高解像度の構造
解析を目指す。 
(2) 細胞内コイルドコイルの生化学的性質
を酸化状態、還元状態にて解析する。円二色
性分散計(Circular Dichroism Spectrometry, 
CD)を用いて、ヘリックスの熱安定性を解析
する。 
 

(3) 酸化還元状態が活動する細胞に発現し
た電位依存性 H+チャネル分子に与える影響
を解析する。 
(4) コイルドコイルに蛍光蛋白を付加した
プローブを作成し、細胞に発現させ、活動す
る細胞の酸化還元状態をモニターする。 

 
４．研究成果 
(1) 電位依存性 H+チャネルの細胞内領域の
タンパク質（野生型、変異体）を大腸菌を用
いてリコンビナントに大量発現することに
成功した。発現したタンパク質は FPLC クロ
マトグラフィーを用いて高純度に精製した。 
(2) 精製したタンパク質の結晶を、平常状態
(図 A)、酸化状態(図 B)、還元状態(図 C)、変
異体(Cys→Ser)(図 D)にて作成し、高解像度
(1.38～1.45Å)での構造解析に成功した。 

その結果、2 量体サブユニット間でのジスル
フィド結合が酸化還元状態に応答して形成
されることを明らかにした。 
(3) 精製したコイルドコイル蛋白質（野生型
および変異体）の熱安定性を CD スペクトラ

ムを用いて解析した。 
野生型では、酸化により
2 量体サブユニット間
が架橋され、熱安定性が
増強された（図 A）。Cys
残基の欠失した変異体
では、架橋が生じないた
め、酸化による熱安定性
の変化は観察されなか
った(図 B)。 

 これらの解析により、H+チャネルは細胞内
領域に、酸化還元に応答するレドックスセン
サーを有することが明らかになった。 
 



(4) マウス腹腔マクロファージを採取し、マ
クロファージに発現する電位依存性 H+チャ
ネルの酸化還元に対する反応を観察した。 

採取したマクロファージ
は通常の状態では、Cys残
基が架橋した状態(図の
dimer 約 20%)と、還元され
た状態(図の monomer)の 2
状態を呈することが明ら
かになった。また、各状態
は、細胞の酸化還元状況に
応じて遷移した。 

(5) 活動する細胞の酸化還元状態をモニタ
ーする目的で、コイルドコイルの C 端に蛍光
蛋白 CFY、YFP を付加したコンストラクトを
作成し、HEK細胞、RO 細胞に発現させ、FRET
効率の変化をモニターし酸化還元状態の観
測を試みた。 
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