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研究成果の概要（和文）： 

我々はprion protein (PrP)がmetabotropic glutamate receptor type I (mGluR1)と結合てい

ることを見出した。さらに、この結合を通してPrPがmGluR1 の活性化を調節し、細胞内Ca2+の濃

度調節に関与していることを明らかにした。 

 
研究成果の概要（英文）： 
We found out that PrP bound to mGluR1 and through this binding,  PrP modulated the 
activation of mGluR1. 
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１．研究開始当初の背景 
 
（１）正常型プリオン蛋白質(PrP)の生理的
機能は未だ明確ではない。その機能を調べる
ために我々は PrPノックアウト(KO)マウスを
作製したが、このマウスは小脳プルキンエ細
胞変性死を起こした。これは後に、PrP 欠損
に加え Doppel(Dpl)という蛋白質が異所性に
発現するために起こることがわかった。Dpl
は PrPと立体構造が類似しており、違いは Dpl
には PrP の N 末に存在する Octapeptide 
repeats(OR) や Central hydrophobic 
region(CR)がないことである。また、PrP の
N 末欠損(PrPΔ32-121)や、 CR 領域欠損
(PrPΔCR)Tg マウスもプルキンエ細胞の変性

作用を持つことが知られている。さらにこれ
らの KO マウスに野生型 PrP を導入すると、
プルキンエ細胞の変性死が抑えられたこと
から、PrP が神経保護作用を有していること
が示唆された。 
 
（２）これまでに PrPは、様々なンタンパク
質と結合し、シグナル伝達や免疫、apoptosis
などに関与していることが報告されている。
このことから（１）で示唆された神経保護作
用はプルキンエ細胞に存在する蛋白質と結
合することで発揮されていることが考えら
れた。 
 
（３）また、異常型プリオン蛋白質によって
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引き起こされるプリオン病や、アルツハイマ
ー病などではCa2+ signalingの異常が報告さ
れている。Ca2+は重要なセカンドメッセンジ
ャーであり、様々な生命活動に関与している
ことが知られている。さらにはPrP自身が細
胞内におけるCa2+の動態の調節に関与してい
ることが報告されている。 
 
（４）そこで我々は、プルキンエ細胞に豊富
に発現しているmGluR1 に着目した。この蛋白
質は 7回膜貫通型の受容体でligand刺激によ
って、PLCβを介して細胞内Ca2+濃度を上昇さ
せることが報告されている。これらのことか
ら、PrPがmGluR1 と結合し、この結合を通し
てmGluR1 の活性化を調節し、細胞内のCa2+の
動態に影響を与えていると我々は推測した。 
 
２． 研究の目的 
 
（１）PrPと mGluR1 と結合しいることを明ら
かにする。 
 
（２）この結合を介してPrPがmGluR1 の活性
化を制御し、細胞内Ca2+濃度の調節に関与し
ていることを明らかにする。 
 
３． 研究の方法 
 
（１）免疫沈降法による PrP と mGluR1の結
合の証明 
 
①マウス神経芽細胞腫由来 Neuro2a（N2a）細
胞に PrP 及び mGluR1を共発現させた。共発
現させた細胞を回収し、蛋白質を溶出した。
抗 PrP抗体及び抗 mGluR1抗体を用いて免疫
沈降を行った。免疫沈降サンプルを SDS-PAGE
及び WBに供与し、PrP, mGluR1の共沈を検証
した。 
 
②同様の実験を 3周齢マウスから採取した小
脳を用いて行った。採取した小脳から、蛋白
質を溶出した。抗 PrP 抗体及び抗 mGluR1抗
体を用いて免疫沈降を行った。免疫沈降サン
プルを SDS-PAGE及び WBに供与し、PrP, 
mGluR1の共沈を検証した。 
 
（２）FRET assay による PrPと mGluR1 の結
合の証明 
 
蛍光タンパク質(Cerulean, Venus)を融合

させた PrP及び mGluR1を作製した (mGluR1 
-Cerulean, PrP-Venus)。これらの融合蛋白
質を N2a 細胞に共発現させた。共焦点レーザ
ー顕微鏡を用いて、acceptor bleaching法に
よる FRET 効率の計測を行った。 
 
（３）Ca2+ imagingよるPrPによるmGluR1活性

化調節 
 
N2a細胞を用いて、PrP及びmGluR1 両方を恒

常的に発現しているstable cell lineを作製
した。これらの細胞にCa2+指示薬である
Fluo-8を取り込ませ、mGluR1 アゴニストで
ある(S)-3, 5-Dihydroxyphenylglycine 
(DHPG)刺激下での指示薬の蛍光変化を観察
した。また今回、Ca2+の濃度変化をより詳細
に観察するため、DHPG複数回刺激下における
蛍光変化を経時的に観察した。 
 
４．研究成果 
 
（１） PrPと mGluR1の結合 
 mGlR1 及び PrP を共発現させた N2a 細胞か
ら、蛋白質を溶出し、抗 mGluR1 抗体を用い
て免疫沈降を行った。その結果、PrP の共沈
を確認した。(Fig. 1赤枠) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 
 
また抗 PrP抗体を用いて同様に免疫沈降を行
ったところ、mGluR1の共沈を確認した。(Fig. 
2 青枠) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 
 
さらに、マウス小脳を用いて、免疫沈降を

行った。その結果、抗 mGluR1 抗体を用いた
場合は PrP(Fig. 3赤枠)の、抗 PrP 抗体を用
いた場合は mGluR1 (Fig. 3 青枠)の共沈をと
もに確認した。このことから PrP と mGluR1
が結合していることが分かった。 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 
 

続いて PrP と mGluR1 の結合を FRET assay
を用いて検証した。 
mGluR1-Cerulean と PrP-Venus を共発現さ

せ、acceptor bleaching法により FRET assay
を行った。PrP-Venus に対して bleaching を
行ったところ(bleaching 領域は Fig. 4 all 
area 内にて白枠で示した)、Venus の蛍光は
ほとんど消失した (Fig. 4 PrP-Venus bleach 
area)。しかし一方で bleaching後、Cerulean
の蛍光は増強していることが認められた 
(Fig. 4 mGluR1-Cerulean bleach area)。こ
の結果は PrP-Venusと mGluR1-Cerulean間で
energy transfer が起きていることを示して
おり、PrPと mGluR1 が結合していることが明
らかになった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 
 
最後にPrPとmGluR1 の機能的な相関関係を

検討した。作製したPrPとmGluR1 を恒常的に
発現しているN2a細胞にCa2+指示薬Fluo-8 を
取り込ませた。mGluR1アゴニストであるDHPG
の複数回刺激下におけるFluo-8 の蛍光強度
の変化を観察した。それぞれ典型的な蛍光強
度の変化をFig. 5 のグラフに示した。なお、
グラフ両端の灰色の棒グラフ及びそれを結
ぶ黒線は、DHPGの添加を表している。 
 mGluR1 単独の発現細胞では、一度の刺激で
複数回の濃度上昇や、一回目や二回目の刺激
では反応せず、3 回目の刺激でのみ反応を示
すものや、上昇した濃度が維持されるなど、
著しく不規則な反応を示した (Fig. 5 N2a 

+mGluR1)。一方で、PrPと mGluR1 を両方とも
恒常的に発現している細胞では、刺激後すぐ
に濃度上昇が認められ、数秒後には刺激前の
濃度と同水準までに戻った。多くの細胞で、
このように統率のとれた濃度変化が認めら
れた (Fig. 5 N2a +mGluR1 +PrP)。このこと
から PrP によって mGluR1 の活性化が制御さ
れていることが示唆された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5 

 
 これらのことから、PrPはmGluR1と結合し、
この結合を介してmGluR1 の活性化を調節す
ることで、PrPが細胞内Ca2+濃度の制御に関与
していることが明らかになった 
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