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研究成果の概要（和文）：筋小胞体上に存在するリアノジン受容体とその安定化蛋白質FKBP12との相互作用に着
目し、この複合体によりカルシウム放出制御機構をIn-cell NMR法で明らかにすることを目指した。しかし、標
的蛋白質を筋芽細胞へ導入する方法が確立できなかったため、当初の研究計画を変更し、ミトコンドリアのカル
シウムの取り込みに関わる脱共役分子UCP3とその制御因子HAX-1に着目した構造生物学的研究を行った。一連の
研究より、HAX-1のC末端側の領域は膜結合性を示し、カルシウムと結合することにより部分的なフォールディン
グが誘起され、UCP3と結合可能となることが明らかになった。

研究成果の概要（英文）：Ryanodine receptor is the sarcoplasmic reticulum calcium release channel. We
 tried to investigate the interaction between ryanodine receptor and its stabilizing factor, FKBP12,
 by in-cell NMR. However, we did not succeed to deliver the protein of interest to myogenic cells. 
Thus, I changed the originally planned research project for the study focused on the interaction the
 protein complex (uncoupling protein 3 (UCP3) and HAX-1) that was involved in the control of the 
calcium influx into the mitochondria. The NMR and CD experiments showed that calcium-induced folding
 and stabilization of the C-terminal region of HAX-1 enable it to interact with UCP3. Moreover, the 
NMR experiment using two different detergents suggested that the C-terminal region could bind to 
biological membrane.

研究分野： 構造生物学

キーワード： カルシウム恒常性　NMR　サルコペニア
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１．研究開始当初の背景 
サルコペニアは、老化に伴い骨格筋が萎縮
する症状である。この症状の予防・改善に、
運動トレーニングが有効であることは確認
されているが、これまでに根治的な治療法
はなかった。研究の当初、Andrew らのグ
ループから、老齢マウスを用いた研究で、
サルコペニア発症の原因が筋小胞体上に存
在するリアノジン受容体 (RyR1)からの
Ca2+漏出であることが報告された。活性酸
素により障害を受けた受容体から、その安
定化蛋白質 FKBP12 が解離することによ
り、Ca2+が漏出するというモデルが提唱さ
れた。さらに、薬剤 S107 が、障害を受け
た受容体と FKBP12 との再結合を促し、
Ca2+の漏出を防ぐことを明らかにした。こ
のFKBP12とRyR1の相互作用の詳細に関
しては、明らかになっていなかった。そこ
で、本申請課題で、FKBP12 と RyR1 の細
胞内での相互作用を In-cell NMR（核磁気
共鳴法）で検出することを目指した。しか
し、細胞透過ペプチドを融合した標的タン
パク質を筋芽細胞へ導入する操作の確立で
きなかったことと、この研究課題を推進す
る上で必要な薬剤である S107 が、特許及
び創薬開発研究のために入手不可能であっ
た。そこで、当初の研究計画を変更し、リ
アノジン受容体と同様に、加齢により Ca2+

漏出がおこり、サルコペニアの原因となる
ミトコンドリアの Ca2+漏出に着目し、この
Ca2+の取り込み制御に関わる複合体（Ca2+

単輸送体 UCP3 とその制御因子 HAX-1）
に着目した構造生物学的研究を行った。 
 
２．研究の目的 
過剰なミトコンドリア内の Ca2+はミトコ
ンドリアの機能障害を引き起こすことが知
られている。近年、ミトコンドリア内への
Ca2+取り込みは、ミトコンドリア Ca2+輸送
体（MCU 複合体）が担っていることが明
らかにされた。この複合体以外にも、ミト
コンドリア内膜上にある脱共役蛋白質
UCP も、ミトコンドリア内への Ca2+流入
に関与する。私の所属する研究室では、
UCP3 が Ca2+ 濃 度 依 存 的 に
HS-1-associated protein X-1 (HAX-1)と結
合し、ミトコンドリアへの Ca2+取り込みを
制御することが見出した。しかしながら、
これらのタンパク質の相互作用様式は明ら
かとなっていない。そこで私達は HAX-1
と UCP3 の相互作用について、構造生物学
的手法を用いて解析することを目的とした。 
 
３．研究の方法 
（１）HAX-1 の UCP3 結合領域（アミノ酸
残基 211-280）の大量調製系の確立 
 本研究では、NMR 法を用いて、HAX-1 と
UCP3の相互作用様式を解析するため、まず、
HAX-1211-280 の発現系構築・大量調製系の確
立を行った。安定同位体標識のための培地を

用いて、GST タグと HAX-1211-280の融合蛋白
質として大腸菌に発現させた。その後、アフ
ィニティー精製、切断酵素 PreScission 
Protease による GST タグ切断、陰イオン交
換クロマトグラフィー、ゲルろ過クロマトグ
ラフィーを順に行い、目的の融合蛋白質を単
離した。一方、UCP3 の HAX-1 結合領域（ル
ープ 2）に関しては、合成ペプチドを解析に
用いた。 
 
（２）HAX-1 と UCP3 の相互作用解析 
  まず、15N 標識した HAX-1211-280 と非標
識の UCP3 ループ 2 の合成ペプチドとの
NMR 滴定実験を行った。次に、表面プラズ
モン共鳴法(SPR)を用いて、両者の結合の強
さを調べた。SPR 法では、HAX-1211-280をセ
ンサーチップに固定し、アナライトとして
UCP3 ループ２ペプチドを用いた。上記の二
つの解析では、Ca2+および界面活性剤を含む
溶媒を用いて行った。 
 
（３）HAX-1211-280の Ca2+結合（NMR 測定、
円偏光二色性(CD)測定、等温滴定型カロリメ
トリー（ITC）測定） 
HAX-1 と UCP3 の結合には、Ca2+が不可欠
であることが分子・細胞生物学的研究からす
でに明らかになっていたため、HAX-1211-280

が Ca2+と直接結合しているか否かを調べた。
まず、15N 標識 HAX-1211-280の試料に EDTA
を添加し、Ca2+を除去した後に透析により
EDTA を除去した。この試料の NMR 測定を行
い、Ca2+存在下のスペクトルと比較した。次
に、CD 測定を行い、Ca2+非存在下・存在下
での HAX-1211-280の二次構造解析を行った。
さらに、HAX-1211-280の Ca2+結合の熱学的パ
ラメーターを得るために、ITC 測定を行った 
 
（４）HAX-1211-280の界面活性剤との結合 
 研究を行う過程で、HAX-1211-280 が界面活
性剤と結合する可能性が示唆された。そこで、
二種類の異なる界面活性剤(CHAPS, DPC)を
用いて、15N 標識した HAX-1211-280 の NMR
測定を行い、スペクトルの比較を行った。 
 
４．研究の成果 
（１）HAX-1 と UCP3 の相互作用解析 



NMR 法では、UCP3 ループ２ペプチド添
加前後の 15N-HAX-1211-280 のスペクトルを比
較した結果、ペプチド添加に伴うシグナル変
化が見られた（図１）。これより、両者が結
合することを確認した。また、SPR 法では、
センサーグラムのレスポンスが UCP3 ルー
プ２の濃度依存的に上昇したが、結合が弱い
ために、結合定数等のパラメーターを算出す
ることができなかった。 

 
（２）HAX-1211-280の Ca2+結合（NMR 測定、
CD 測定、ITC 測定） 

NMR 法では、15N 標識した HAX-1211-280

の Ca2+非存在下でのスペクトルを測定し、
Ca2+存在下のスペクトルと比較した結果、
Ca2+有無により著しいシグナル変化が見ら
れた（図２）。 

これより、HAX-1211-280と Ca2+は直接的に
結合することを明らかにした。また、Ca2+非
存在下でのスペクトルより、Ca2+非結合状態
では、HAX-1211-280 は部分的なアンフォール
ド状態をとっていることが示唆された。次に、
CD 測定では、Ca2+存在下・非存在下におけ
る HAX-1211-280の CD スペクトルを測定した
結果、Ca2+結合状態の方では、αヘリックス
含有量が増加し、立体構造が安定化する傾向
が見られた（図３）。 

 
これより、Ca2+非存在下では、HAX-1211-280

は部分的にアンフォールド状態にあり、Ca2+

結合によってフォールディングが誘導され
ることが示唆された。さらに、HAX-1211-280

の Ca2+結合の熱学的パラメーターを得るた
めに、ITC 測定を行ったが、溶媒に含まれる
高濃度の界面活性剤のために、正確な結果が
得られなかった。 
 
（３）HAX-1211-280の界面活性剤との結合 

HAX-1211-280 と生体膜の代替として用いら
れる界面活性剤との相互作用についても
NMR 法を用いて検討した。二種類の異なる
界面活性剤（DPC・CHAPS）を用いて、そ
れぞれ 15N 標識した HAX-1211-280を精製した
後に、NMR 測定を行った。その結果、界面
活性剤の違いにより、シグナル変化が見られ
た。また、ミセルサイズの大きい DPC 存在
下での HAX-1211-280のスペクトルでは、著し
いシグナル強度の減弱が見られた。これより、
HAX-1211-280 は界面活性剤と直接結合するこ
とが示唆された。 
 
以上の解析から、以下のような仮説を提唱し
た。HAX-1 はミトコンドリア内膜と部分的に
結合しており、Ca2+濃度が低い状態では
HAX-1211-280 は、Ca2+と結合しておらず、部
分的なアンフォールド状態にある。しかし、
Ca2+濃度が上昇すると HAX-1211-280 は Ca2+

と結合し、フォールディングが引き起こされ
る。HAX-1 が細胞質 Ca2+濃度を感知する機
構は明らかではないが、Ca2+結合により起こ
る大きな立体構造変化によって UCP3 との
結合が可能となり、ミトコンドリアへの Ca2+

取り込みが制御されると考えられる。 
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