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研究成果の概要（和文）：申請者は脂肪細胞に特異的に発現するsynucleinの新たなアイソフォームを同定し、このsyn
uclein蛋白が細胞骨格に結合すること、糖輸送担体GLUT4と微小管上で共局在していること、さらにはノックアウトマ
ウスが高脂肪食による肥満形成に抵抗することを見出した。さらに、この新たなsynuclein蛋白による細胞骨格制御を
介した脂肪細胞肥大化の制御機構を明らかとし、synucleinを治療標的とした新たな肥満・メタボリックシンドローム
治療の基礎的基盤を確立した。

研究成果の概要（英文）：We identified adipocyte-specific tubulin binding protein (synuclein) in WAT of 
C57BL/6 mice during the development of obesity. The aim of this study is to reveal the role of synuclein 
in tubulin regulation in adipose tissue function. Immunofluorescence staining demonstrated that synuclein 
can co-localized with tubulin and enhance the staining of tubulin in 3T3-L1 adipocytes. We next examine 
the effect of synuclein knockdown in insulin-dependent glucose uptake and triacylglycerol (TG) 
accumulation in 3T3-L1 adipocytes. synuclein knockdown decreased glucose uptake, TG　accumulation and 
GLUT4 vesicles with plasma membrane in 3T3-L1 adipocytes. Synuclein knockout suprressed body weight gain 
for long term maintenance on a high-fat diet and enhance insulin sensitivity in mice. These observations 
suggest that synuclein can affect glucose uptake and lipid accumulation in adipose tissue by regulating 
tubulin polymerization.

研究分野： Diabetes

キーワード： Adipocyte　Obesity　Diabetes
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１． 研究開始当初の背景
申請者は、肥満で発現が増強する脂肪細胞
特異的遺伝子を
って網羅的に解析した結果、脂肪細胞に発現
するsynuclein
定しが
着目し、脂肪細胞での微小管（
制御と、それに関連する糖輸送担体
送における
すること、
におけるエピゲノム制御機構を解明するこ
と、さらには
代謝の制御機序を解明することで、新たな脂
肪蓄積制御の分子機構を
synuclein
タボリックシンドローム治療の基礎的基盤
の確立
 
２．研究の目的
本研究の最終的な目標は、申請者が新たに

見出した微小管（
synuclin
を明らかとし、
構を治療標的とした小分子化合物などの創
薬や医療への応用における基盤確立にある。
このため
ランスジェニックマウスの解析や細胞骨格
との結合様式の解析、
の同定、
御機構の解析を通じて、
謝制御機構を明らかとし、
（microtubule
満モデルマウスへの投与によって、阻害薬開
発の可能性を探索するために本研究計画を
立案した。
 
３．研究の方法
（１）糖輸送担体
細胞膜へトランスロケーションにおける
synuclein
意義の解明
養脂肪細胞並びに
た脂肪細胞を用いて、
送機序における
微小管沈降アッセイ、
HA-GLUT4 
て、microtubule 
観点から明らかとする。
（２）
synuclein
synuclein
糖負荷試験、インスリン感受性試験などの各
種負荷試験及び代謝ケージを用いたエネル
ギー消費量測定試験の実施、②
おける各種シグナル伝達分子の活性化の検
討、③
現変化の検討（
④ 各種アディポサイトカインの濃度変化の
有無等の解析を高脂肪食給餌にて行い、肥満
発症時のエネ
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