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研究成果の概要（和文）：　含硫アミノ酸の代謝に関わるシスタチオニン β-シンターゼ、シスタチオニン γ-リアー
ゼ、および3-メルカプトピルビン酸イオウ転移酵素について、その制御をリン酸化修飾に着目し研究を行なった。これ
らの酵素をいくつかのタンパク質リン酸化酵素を用いてリン酸化修飾を試みたところ、シスタチオニン β-シンターゼ
のみがリン酸化修飾されることが明らかになった。よってシスタチオニン β-シンターゼはリン酸化修飾によりその働
きが制御されていることが示唆された。

研究成果の概要（英文）： We investigated control mechanism of sulfur-containing amino acid metabolic enzym
e, cystathionine beta-synthase (CBS), cystathionine gamma-lyase and 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase b
y phosphorylation. We found that CBS is phosphorylated by protein kinases. These data indicate that CBS mi
ght be controlled by its phosphorylation.
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１．研究開始当初の背景 
 シスタチオニン β-シンターゼ (CBS)、シ
スタチオニン γ-リアーゼ (CSE)、および
3-メルカプトピルビン酸 イ オ ウ 転 移 酵 素 
(3-MST)は、含硫アミノ酸の代謝に関わる酵
素である。それぞれ、CBS はセリンとホモシ
ステインからシスタチオニンを作る反応を、
CSE はシスタチオニンを分解してシステイ
ンを生成する反応を触媒する酵素である。ま
た、これらの酵素は、近年シグナル分子とし
て注目を浴びている硫化水素の産生に関わ
ると報告されている。硫化水素の作用につい
ては様々な論文が数多く執筆されているが、
それらの多くは硫化水素ナトリウムなどの
硫化水素ドナーを用いた研究であり、硫化水
素については未だ不明な点が多いのが現状
である。現在 CBS、CSE、3-MST に着目した研
究は少なく、その制御メカニズムを解明する
ことは非常に意義深いものである。 
 
２．研究の目的 
 本研究は含硫アミノ酸の代謝に関わる酵
素である CBS、CSE、3-MST について、その制
御メカニズムの解明のために行なうもので
ある。硫化水素などのイオウを含む分子はそ
の注目度が日々増しており、その作用や生成
について近年数多くの報告がなされている。
CBS、CSE、3-MST は含イオウ分子の生成に関
与するといわれており、その制御メカニズム
の解明は含イオウ分子の生成過程の詳細な
解明にもつながると考えられる。硫化水素に
ついてはコントラバーシャルな点が多く、そ
の解明の為にも本研究は非常に重要な位置
を占めるものである。本研究は、CBS、CSE、
3-MST の制御メカニズムの解析を、翻訳後修
飾、特にそのリン酸化修飾に着目し行う。 
 
３．研究の方法 
 CBS、CSE、3-MST についてその翻訳後修飾
による制御メカニズムの解析を in vitro で
行なった。 
（１）リコンビナント CBS、CSE、3-MST の作
成 
 大腸菌発現系を用い、それぞれのリコンビ
ナント酵素を作成した。 
（２）各種タンパク質リン酸化酵素を用いた
in vitro リン酸化アッセイ 
 数種類のリコンビナントタンパク質リン
酸化酵素を作成し、CBS、CSE、3-MST につい
てそれぞれのリン酸化修飾の有無を 32P-ATP
を用いた in vitro リン酸化アッセイにより
検討した。 
（３）リン酸化修飾部位の同定 
 リン酸化修飾が認められたものについて、
そのリン酸化修飾部位の同定を、質量分析を
用いた方法および特異的点変異体を作成す
ることにより行なった。 
（４）酵素活性の測定 
 これらの酵素について、その活性を 14C-セ
リンを基質とした RI トレーサー法および硫

化水素様物質検出蛍光プローブ HSip-1 を用
いた方法により測定した。 
 
４．研究成果 
（１）リコンビナント CBS、CSE、3-MST の作
成 
 大腸菌発現用の CBS、CSE、3-MST のプラス
ミドを構築し、大腸菌内で誘導後、アフィニ
ティークロマトグラフィーを用いてリコン
ビナント CBS、CSE、3-MST を精製した。得ら
れた酵素について、それぞれの特異抗体によ
り認識されることを確認した。さらにこれら
のリコンビナント酵素の活性を RI トレーサ
ー法および蛍光プローブ HSip-1 を用い確認
した。 
 

 
（２）CBS、CSE、3-MST のリン酸化修飾の有
無の検討 
 得られたリコンビナント CBS、CSE、3-MST
について、数種類のタンパク質リン酸化酵素
を用いて in vitro リン酸化アッセイにより
その修飾の有無を検討した。その結果、CBS
のみがリン酸化修飾されることが明らかに
なった。CSE、3-MST については、今回用いた
タンパク質リン酸化酵素によるリン酸化修
飾は認められなかった。 
 

 
（３）リン酸化修飾部位の同定 
 リン酸化修飾が認められた CBS について、
質量分析を用いた方法および特異的点変異
体作成によりその修飾部位を同定した。さら
に、リン酸化修飾されない CBS 変異体の作成
に成功した。 
 
 
 
 
 



 
 現在、本研究で明らかになった CBS のリン
酸化修飾の意義について精力的に研究を進
めている。 
 これらの結果は CBS の翻訳後修飾による、
特にリン酸化修飾による制御の可能性を具
体的に示した新たな知見であり、今後の展開
が期待されるものである。 
 最近、活性イオウ含有分子がホットトピッ
クスとなっている。システインパーサルファ
イドやポリサルファイドなどの活性イオウ
含有分子はその存在は昔から知られていた
ものの、その働きや生成過程は不明な点が多
かった。我々のグループはごく最近 CBS、CSE
がシステインパーサルファイドやポリサル
ファイドの生成に関わることを報告してお
り、またその正確な生成量やその働きを合わ
せて報告している。今後システインパーサル
ファイドやポリサルファイドなどの活性イ
オウ含有分子への注目はさらに高まるもの
と考えられ、その生成酵素である CBS、CSE
の制御メカニズムに着目した本研究は、非常
に重要であると考えられる。 
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