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研究成果の概要（和文）：膜輸送体は、多くの病気に関係している。そのためヒト由来の膜輸送体は重要な創薬ターゲ
ットであり、その立体構造情報は機能解明ばかりか効率的な創薬にも役立つ。しかし、不安定な哺乳類由来の膜輸送体
は結晶化・構造解析が困難であった。我々は、膜タンパク質の構造解析分野で最新の手法である立体構造認識抗体を用
いた結晶化方法とLipidic cubic phase法を用いた結晶化方法を哺乳類由来の膜輸送体の構造解析に応用した。その結
果、いくつかのもので結晶化に成功し、ヒト由来膜輸送体の迅速な構造決定の実現性が高まった。

研究成果の概要（英文）：Membrane transporters are drug targets because they are important causes of 
diseases. Therefore, the structural information of human membrane transporters is very useful for the 
rational design of new drugs. However, it is difficult to determine the crystal structure of membrane 
transporters because of their instabilities. We tried to crystallize mammalian transporters using the 
recently developed methods for the membrane protein crystallization and succeeded to crystallize some of 
the membrane transporters.

研究分野： 構造生物学
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１．研究開始当初の背景 
	 生体膜を隔てて物質の輸送を行っている

膜輸送体は、糖尿病や鬱病など多くの病気

に関わっているほか、薬物動態にも関係し

ている。そのためヒト由来の膜輸送体は重

要な創薬ターゲットとなっている。このよ

うなことから膜輸送体の立体構造情報は、

膜輸送体の機能解明に必須であるばかりか、

Structure-Based Drug Designによる効率
的な創薬にも役立ち、ヒト由来の膜輸送体

の立体構造情報の需要は高い。一方で膜輸

送体は、柔軟性が高く不安定なため構造解

析が難しく、これまでに構造決定された膜

輸送体の殆どは膜輸送体のなかでも比較的

安定な細菌由来のもので、不安定なヒト由

来の膜輸送体の構造解析成功例は未だに報

告されていなかった。 
	 一方で、膜タンパク質の構造解析分野の

では、膜タンパク質を安定化させる様々な

技術が開発されてきた。このような技術と

しては第一に、立体構造認識抗体の利用が

挙げられる。立体構造認識抗体とは、抗原

タンパク質の一次配列ではなく、三次元構

造を認識して結合する抗体のことである。

立体構造認識抗体が結合することにより、

抗原タンパク質のゆらぎが抑制されて安定

化するとともに、抗原タンパク質が膜タン

パク質の場合には、抗体の結合により親水

性領域が大きくなり、結晶化しやすくなる

という利点もある。我々は、マウスに免疫

して作製した立体構造認識抗体を用いて、

アデノシン A2a受容体の結晶化・構造解析
に 成 功 し て い る (Nature. 482; 237–40 
(2012).)。第二には、Lipidic cubic phase
（LCP）法による膜タンパク質の結晶化技
術である。LCP法はモノオレインなどの脂
質と水を混合させることで人工的な脂質二

重膜を形成させ、そこに精製した膜タンパ

ク質を再構成させて結晶化する手法である。

LCP中の膜タンパク質は、通常の結晶化時
のような界面活性剤ミセル中に存在する場

合と比べ、より自然な状態にちかいため安

定に存在できることが知られている。実際

に、膜タンパク質の中でも特に不安定で構

造解析が難しかった G タンパク質共役型
受容体は LCP 法の応用により結晶化・構
造解析が可能となり、我々も LCP 法を用
いてヒスタミン H1 受容体の結晶化・構造

解析に成功した（Nature 475:65-70 (2011).）。
さらに我々は、細菌由来の膜輸送体の構造

解析にも成功しており（ Science 322, 
709-713 (2008)., Science 328, 470-473 
(2010).）、これらの経験や技術を融合させる
ことで、ヒト由来の膜輸送体の構造解析に

挑戦できる環境が整っていた。 
 
２．研究の目的 
本研究では、我々の経験や技術を活かし、
不安定性が原因で構造解析が遅れていたヒ
トをはじめとする哺乳類の膜輸送体の構造
解析に挑戦する。そして、これらの膜輸送
体の立体構造を単体および阻害剤との複合
体で決定し、膜輸送体の基質認識機構の解
明や、膜輸送体をターゲットとする医薬品
の効率的な開発に役立つ情報を取得するこ
とが目的であった。 
 
３．研究の方法 
	 結晶化のためには大量のサンプルが必要

である。哺乳類の膜輸送体を大量発現は、

培養の容易な大腸菌で行うのは難しい。そ

こで我々の膜タンパク質の大量発現技術

（Methods. 55:281-286 (2011)）により、酵

母を用いて膜輸送体の大量発現系を構築し

た。それでもうまくいかない場合には、昆

虫細胞による大量発現も試みた。発現させ

る膜輸送体には His-tag などのタグを付け、
アフィニティー精製により精製を行った。

結晶化は界面活性剤ミセル中の膜輸送体に

対して行う従来の方法に加え、LCP法も用
いた。また、精製後の膜輸送体をマウスに

免疫し、構造認識抗体の作製も試みた。構

造認識抗体は、Fab 断片もしくは Fv 断片
にしたものを膜輸送体に結合させ、結晶化

に用いた。Fv断片は、一本鎖 Fvファージ
ディスプレイ法により高効率で作製した。

選抜されたFv断片はBrevibacillus発現系
により培養上清中に大量に分泌生産させた

後、精製した。抗体断片と膜輸送体との複

合体のゲル濾過分析で単分散ピークである

ことを確認後、結晶化スクリーニングをお

こなった。結晶のチェックやデータ収集は

大型放射光施設 SPring8で行った。 
 



４．研究成果	 
	 全部で６種類のヒトもしくはラット由来
の膜輸送体（膜輸送体１〜６）を対象とし
て研究を行った。膜輸送体の結晶化を成功
させるには、サンプルの単分散性が重要と
なる。そこでまず、膜輸送体１〜６につい
て界面活性剤で可溶化後のサンプルについ
て蛍光ゲル濾過を行い単分散性の検討を行
った。その結果、膜輸送体１に関しては、
単分散性が悪かった（図１）。	 
	 

	 
単分散性は N 末端、C 末端を削ると改善す
る場合があるが、膜輸送体１については、
単分散性の改善は成功しなかった。膜輸送
体２〜６については、単分散性は問題なか
った（図２）。	 

	 
そこで膜輸送体２〜６について酵母で発現
させて精製をおこなったところ、膜輸送体
５と６が純度良く大量に精製できた。そこ
で膜輸送体５と６について抗体作製を試み
た。膜輸送体５と６に対する立体構造認識
抗体は、半年程度で作製できた。そこでこ
れらの抗体の Fab 断片、Fv 断片を用意し、
膜輸送体単体もしくは抗体との複合体を従
来の結晶化法と LCP 法で結晶化した。その
結果、膜輸送体５については Fab 断片との
複合体について従来の結晶化法、LCP 法で
結晶化に成功した。これらはいずれも微結
晶であった。膜輸送体６については LCP 法
では結晶はできなかったが、従来の結晶化
法で結晶化に成功した（図３）。そこで膜輸
送体５と６の結晶を SPring-8 でチェック
したところ膜輸送体５は分解能が８Å程度
であった。膜輸送体６は、最高で 3.3Å程度

の分解能であった。今後は膜輸送体６につ
いてデータを収集し、構造を決定する予定
である。	 

	 
	 	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

以上のことから、我々の技術を融合させる
ことでヒトを初めとする哺乳類由来の膜輸
送体の構造解析が不可能では無くなった。
今後はさらにいろいろな技術を駆使し、創
薬ターゲット膜輸送体の構造解析研究に応
用してゆきたい。	 
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図 1. 膜輸送体１の単分散性  

図 2	 膜輸送体２の単分散性	 

図 3. 膜輸送体６の結晶  
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