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研究成果の概要（和文）
：SGSM（Small G protein Signaling Modulator）ファミリータンパク
はパーキンソン病の疾患原因遺伝子産物である NURR1（Nuclear Receptor‑
related 1）と相互
作用し、細胞内小胞輸送に関与する。申請者は分子生物学的手法を用いて、SGSM ファミリータ
ンパクの性状および機能を解析したところ、SGSM2 がトランスゴルジ網に局在し、クラスリン
被覆小胞に基づいた細胞内小胞輸送に関与することが分かった。また、Mammalian 2‑
hybrid 法
を用いて、
SGSM2 と低分子量 G タンパク RAB ファミリータンパクとの相互作用を調べたところ、
SGSM2 は異なる RAB ファミリーメンバーに対し、ある程度の特異性を示した。
研究成果の概要（英文）
：SGSM family proteins interact with NURR1, encoded by the pathogenic
gene of Parkinson s disease, and associate with intracellular vesicular transportation.
The function of SGSM family proteins was analyzed by molecular biological approaches and
the results indicated that SGSM2 was localized at trans‑
Golgi network and involved in
the clathrin‑
dependent vesicular transportation. The association between SGSM2 and small
G protein RAB family proteins was investigated by mammalian 2‑
hybrid system and the
results suggested that SGSM2 show certain specificity for different RAB family proteins.
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Red: 強制発現させた SGSM2 タンパク
４．研究成果
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SGSM ファミリータンパクは TBC モチーフを
介して、RAB ファミリータンパクと相互作用
し、細胞内小胞輸送に関与すると考えられて

図 4 Red: 強制発現させた SGSM2 タンパク欠

いる。SGSM タンパクが制御する輸送小胞を確
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Green: クラスリン被覆小胞
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。
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図 5 Mammalian 2‑
hybrid 法を用いた SGSM2
タンパクと RAB タンパクとの相互作用解析。
縦棒：両タンパク間の相互作用により発現し
たルシフェラーゼの活性。
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