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研究成果の概要（和文）：　低分子量GTP 結合タンパク質Rab8aノックアウトマウスの小腸上皮細胞では、SGLTなど頂
端側に輸送される蛋白の局在異常が認められた。GLP-1発現の増加や、GLP-1とChromogranin Aとの共発現も認められた
が、GLP-1の細胞内局在に大きな変化は認められなかった。
　インクレチン分泌の機構を解明するためには、側底側への蛋白の輸送異常を示すマウスを解析するのが望ましい。そ
こで申請者らは様々なノックアウトマウスを解析したが、側底側に輸送される蛋白の分布に明らかな異常は認められな
かった。一方SNAP23欠損マウスではホルモン分泌異常が認められ、この結果を投稿中である。

研究成果の概要（英文）： Using mice deficient in the small GTP-binding protein Rab8a, we demonstrated 
that rab8a is responsible for the localization of apical proteins such as SGLT in intestinal epithelial 
cells. Rab8a knockout mice showed increased GLP-1 expression and co-expression of GLP-1and Chromogranin 
A, but the subcellular localization of GLP-1 was not affected.
 We therefore tried to generate knockout mice in which the localization of basolateral proteins is 
disrupted. However in all the knockout mice we analyzed, there were no obvious missorting of basolateral 
proteins. On the other hand, mice deficient in SNAP23 showed difference in hormone secretion, and this 
result is now under submission.

研究分野： 細胞生物学
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１．研究開始当初の背景 
インクレチンは、食事摂取に応答して腸管

から分泌され、膵β細胞に作用してインスリ
ン分泌を促進する消化管ホルモンで、糖尿病
の新たな治療標的として脚光を浴びている
（参考文献①）。インクレチンの薬理作用に
関する研究は盛んであるが、インクレチン分
泌細胞の細胞生物学的研究は未だ少ない。 
インクレチンには GLP-1（glucagon-like 

peptide 1 ） と GIP （ glucose-dependent 
insulinotropic polypeptide）があり、食事
摂取に伴い GLP-1 は小腸下部の L 細胞、GIP
は小腸上部の K細胞から分泌されることが知
られている（参考文献②）。インクレチンを
産生するこれらの小腸上皮細胞は、頂端側
（管腔に面する側）と側底側（血管などに面
する側）という極性を有する。図１に示すよ
うに、小腸上皮細胞が頂端側において栄養素
（主として糖質）を感受すると、インクレチ
ンは側底側（つまり反対側）から血中に分泌
され、血流を介して膵β細胞に作用する。糖
質を感知する受容体としてはナトリウム依
存性グルコース輸送体 SGLT が候補として知
られているが、SGLT は小腸上皮細胞において
頂端側の細胞膜上に局在している（参考文献
③）。このためインクレチンが正常に作用す
るには、小腸上皮細胞における頂端側と側底
側との連携が非常に重要と考えられるが、そ
の機構は未だ解明されていない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．研究の目的 
申請者の所属する研究グループでは以前、

低分子量 GTP 結合タンパク質 Rab8aのノック
アウトマウス（KO マウス）を作成・解析し、
このマウスの小腸上皮細胞では頂端側への
蛋白の輸送が選択的に障害されることを
Nature 誌に発表した（参考文献④）。図２に
示すように、Rab8a ノックアウトマウス小腸
上皮細胞においては、側底側に輸送される
LDL 受容体（LDL-R）の分布は正常であるのに
対し、頂端側に輸送される SGLT は微絨毛ま
で運ばれずに細胞内に留まる。これらの背景
から申請者は、Rab8a ノックアウトマウスが
インクレチン分泌機構の細胞生物学的解明
に役立つであろうという着想に至った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 また、消化管ホルモンは、セクレチンやコ
レシストキニン・パンクレオザイミン（CCK）
など三十種類以上が存在しており、複雑な働
きを持つ胃腸や膵臓、肝臓、胆道といった臓
器をコントロールしている。これら消化管ホ
ルモンの多くは、摂取した食物の刺激を受け
て、腸管上皮に存在する内分泌細胞から血中
に分泌される。 
 例えばセクレチンは胃から送られて来る
酸性糜汁の刺激を受けて、十二指腸の S 細胞
から分泌される。また CCK は、十二指腸の栄
養素（ペプチド・アミノ酸・脂肪酸）を感受
して I 細胞から分泌される。これら S 細胞や
I 細胞においても、インクレチン分泌細胞と
同様に「頂端側での感受」から「側底側での
分泌」という連携が重要な役割を担っている。 
 当研究において消化管ホルモンにおける
細胞極性の影響を研究することは、ひいては
一般に消化管ホルモン分泌の機構解明に役
立つと考えられる。 
 
３．研究の方法 
(1) Rab8a KO マウスのインクレチン解析 
本研究で使用している Rab8a KO マウスは、

我々の研究グループが revertible knockout
法を用いて作成したものである（参考文献
④）。動物実験においては、大阪大学の実験
動物指針を遵守した。また実験は大阪大学遺
伝子組換え実験安全委員会の承認を得て行
われた。Rab8a KO マウスとしては Rab8a−/−マ
ウスおよび Rab8ageo/geo マウスを用い、
wild-type マウスとしては同腹の Rab8+/+マウ
スを用いた。Rab8a KO マウスは生後約４週齢
で死亡するため、本研究では全て３週齢のマ
ウスを解析した。 
   免疫染色実験では、マウスを麻酔下にて
固定液（3% Paraformaldehyde/0.1M リン酸
buffer）で経心灌流固定し、小腸を取り出し
た。小腸上部としては十二指腸を用い、小腸
下部としては大腸境界部付近を用いた。さら
に後固定とクライオプロテクションの後、組
織片を凍結し、クライオスタットを用いて薄
切した。 



   免疫染色の一次抗体としては以下の抗体
を用いた：goat anti-SGLT-1 (M-19) (Santa 
Cruz sc-20582), goat anti-GLP1 (C-17) 
(Santa Cruz sc-7782), Rabbit anti 
Chromogranin A (94-130) (矢内原研究所 
Y291)。二次抗体としては以下の抗体を用い
た：Alexa 488-labeled donkey anti-rabbit 
IgG, Alexa 568-labeled donkey anti-goat 
IgG (Invitrogen)。免疫染色後さらに DAPI を
用いて核染色を行った。コンフォーカル写真
は共焦点レーザー顕微鏡オリンパス FV1000D
を用いて撮影した。 
 
(2) 様々な極性関連蛋白の KO マウスにおけ
るホルモン分泌異常の解析 
申請者の所属する研究グループでは、様々

な極性関連蛋白 KO マウスの作成・解析を行
っている（参考文献⑤）。これらの KO マウス
(PKD1 KO マウス、PKD2 KO マウス、PKD1 と
PKD2 のダブル KO マウス、Rab8b KO マウス、
Rab8ab ダブル KO マウス、Rab11 KO マウス、
EHBP1L1 KO マウス)を用いて分泌の異常を網
羅的に解析した。 
 
４．研究成果 
(1) Rab8a KO マウスにおける GLP-1 の異常 
GLP-1 は、SGLT が小腸上皮細胞頂端側で糖

質を感知したのを受けて、小腸下部の L 細胞
から分泌される。Rab8a KO マウスにおいて
SGLT が局在異常を示すことから、GLP-1 の産
生にも異常が生じることが予想される。そこ
で本研究では小腸における GLP-1の局在を解
析した。 
図３に示すように、Rab8a KO マウスでは小

腸下部において、GLP-1 陽性細胞の数の増加
が認められた。また、wild-type マウスでは
小腸上部では GLP-1陽性細胞はほとんど存在
しないのに対し、Rab8a KO マウスでは小腸上
部においても GLP-1陽性細胞が点在していた。
このことから Rab8a KO マウスの小腸全体に
おいて、GLP-1 産生細胞が増えていると考え
られる。 
倍率を上げて観察すると、GLP-1 陽性細胞

において、GLP-1 陽性顆粒]の局在や、一細胞
当たりの顆粒の数には明らかな差は認めら
れないことが解った（図４）。GLP-1 陽性顆粒
は wild-type と Rab8a KO マウスの双方にお
いて、核の周辺や細胞の側底側に分布し、調
節性分泌経路に典型的な大型分泌顆粒であ
った。 
Chromogranin Aは腸クロム親和性細胞（ECL

細胞）などの神経内分泌細胞に局在し、調節
性分泌経路において分泌顆粒形成に重要な
役割を担うと報告されている（参考文献⑥）。
そこで小腸上皮細胞を抗 GLP1抗体および 抗
Chromogranin A 抗体で二重染色したところ、
wild-type マウスでは GLP-1 陽性細胞は
Chromogranin A 抗体で染まらないのに対し、
Rab8a KOマウスでは GLP-1と Chromogranin A
との共発現が認められた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
申請者らの研究により、Rab8aKO マウスの

小腸上皮細胞において、糖質を感知する受容
体である SGLT が頂端側の細胞膜上に局在せ
ずに、細胞内に異常蓄積することが認められ
た。また本研究により、小腸全体において、
GLP-1 産生細胞の増加が認められた。GLP-1
は SGLT からの情報を得て分泌されるため、



SGLTが機能しないことにより GLP-1の産生は
抑えられると予想されたが、GLP-1 産生細胞
の増加は、このシステムがより複雑なもので
あることを示唆するものである。今後は血中
GLP-1 濃度の測定を行い、GLP-1 の分泌が
Rab8aKO マウスにおいて阻害されていないか
調べる必要がある。 
さらに本研究では、Rab8aKO マウスにおい

て GLP-1 と Chromogranin A との共発現が認
められた。この結果に対しては以下の二つの
仮説が考えられる：① ECL 細胞など、L 細胞
以外の内分泌細胞が GLP-1を産生するように
なった、または ② L 細胞において調節性分
泌経路が活性化されて Chromogranin A の発
現量が上昇した。これらの可能性をさらに探
究するには、今後の経時的、定量的な解析が
必要である。 
本研究で観察された GLP-1産生細胞の増加

は非常に興味深い現象である。さらなる研究
によって、この増加の機構が解明されて、
GLP-1 産生細胞の数を増やすことが可能にな
れば、それは糖尿病の新薬の開発につながる
ことも期待される。 
 

(2) 様々な極性関連蛋白の KO マウスの解析 
Rab8aKO マウスにおいては GLP-1 発現の増

加や、GLP-1 と Chromogranin A との共発現が
認められたが、GLP-1 の細胞内の局在に大き
な変化は認められなかった。インクレチンは
小腸上皮細胞の側底側から分泌されるため、
インクレチン分泌のメカニズムを解明する
ためには、側底側に輸送される蛋白の分布が
異常を示す KO マウスを解析することが望ま
しい。 
そこで申請者らは、様々なノックアウトマ

ウスにおいて、側底側に輸送される蛋白の分
布を調べた。PKD (Mammalian protein kinase 
D)1 KO マウス、PKD2 KO マウス、PKD1 と PKD2 
のダブルノックアウトマウスにおいて、小腸
上皮細胞の細胞極性に大きな異常は認めら
れなかった。また、Rab8b ノックアウトマウ
ス、Rab8ab ダブルノックアウトマウス、
Rab11 KO マウス、さらには Rab8a に結合する
EHBP1L1 ノックアウトマウスでは、Rab8a の
ノックアウトマウス同様に、頂端側に輸送さ
れる種々の蛋白では局在の異常が認められ
たが、側底側に輸送される蛋白の分布には明
らかな異常が認められなかった（主な発表論
文等参照）。そのため、現在は小腸上皮細胞
の側底側への輸送が障害されることが予想
されるモデルマウスを作成中であり、その様
なモデルマウスを解析することによって、イ
ンクレチンの分泌機構が解明されることが
期待される。 
一方、SNAP23 欠損マウスでは内分泌系およ

び外分泌系に非常に興味深い異常が認めら
れた（図５）。現在その結果を投稿中であり、
既に査読者より好意的な評価が得られてい
る。膵島ベータ細胞特異的 SNAP23 KO マウス
では耐糖能が改善することから、この研究は

糖尿病の新たな治療法の開発につながる可
能性がある。 
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