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研究成果の概要（和文）：Rab27は、調節性分泌経路で機能することが知られているが、申請者らは、膵β細胞に発現
している、Rab27 GTP型と結合するエフェクター分子の機能解析を通して、インスリン顆粒の開口放出を支える分子基
盤を解析した。その結果、Noc2は顆粒の生成・成熟と開口放出の連関機構、Exophilin8は顆粒の細胞辺縁部への輸送、
Granuphilinは顆粒の細胞膜への機能的接着に関与することを見出した。すなわち膵β細胞に共発現する3種のRab27エ
フェクター分子は、顆粒の生成から開口放出に至るまでの、まったく異なる過程に関与していることがわかった。

研究成果の概要（英文）：We have analyzed the function of multiple Rab27 effector proteins expressed in 
pancreatic beta cells. As a result, we have identified novel roles of three Rab27 effector proteins in 
insulin granule exocytosis. First, Noc2 has a role in connecting maturation and exocytosis steps by 
interacting with both Rab2a and Rab27a. Second, exophilin8 is involved in the transport of granules to 
cell periphery by binding a novel protein. Third, granuphilin is an exclusive component of the functional 
and fusion-inhibitory docking machinery of secretory granules. Thus, three kinds of Rab27 effector 
proteins function in completely different exocytic processes in pancreatic beta cells.

研究分野： 分子細胞生物学
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１．研究開始当初の背景 
 インスリンなどのタンパク質性活性物質
は、分泌顆粒内に貯蔵され、グルコースなど
の分泌刺激に応じて、分泌顆粒膜と細胞膜が
融合して開口放出される。生理活性物質の入
れ物となる分泌顆粒は、トランス・ゴルジ・
ネットワークより生成され、細胞辺縁部へ輸
送され、成熟し、開口放出可能となる。この
一連の過程が連関して制御されないと分泌
不全が起きると考えられるが、細胞内で起き
る分泌顆粒の品質を管理する機構の詳細は
十分に解明されていなかった。 
 
２．研究の目的 
 これまで申請者は、低分子室 GTPase 
Rab27 が、刺激に応じて生理活性物質を細胞
外に放出する調節性分泌経路で特異的に機
能していることを示してきた。Rab タンパク
質は、その GTP 型と結合するエフェクター
を介して細胞内膜輸送を制御するが、Rab27
には 11 種ものエフェクターが存在する。イ
ンスリンを分泌する膵β細胞にも少なくと
も 5 種類以上の Rab27 エフェクターが発現
しているが、それぞれの役割は十分に解明さ
れていない。申請者は、これら分子が、イン
スリン顆粒の生成から開口放出に至るまで
の異なる過程に関与し、インスリン分泌機構
を支えているという予備知見を得、その機能
を詳細に解明する。 
 
３．研究の方法 
（1）各エフェクターと相互作用するタンパ

ク質の特定 
Rab27 エフェクターは、共通する Rab27 結

合領域以外のアミノ酸配列に多特性があり、
その領域で他分子と相互作用することによ
って、特異的作用を発揮すると考えられる。
そこで、各エフェクター分子に MEF タグ
（Myc タグ+TEV プロテーゼ切断部位+Flag
タグ）を付加した発現レトロウィルスを作製
し、膵β細胞株 MIN6 に感染させ、タグに対
する多段階免疫沈降法で結合タンパク質を
精製する。これを電気泳動により分離し、質
量分析装置を用いて結合タンパク質を同定
する。また、エフェクター、結合タンパク質
間の相互作用に必要な領域を、リコンビナン
ト・タンパク質同士の結合実験で同定し、こ
の結合を失わせる変異体を作製する。 
 
（2）エフェクターおよび結合タンパク質の

細胞内局在 
各分子に対する抗体を用いて、マウスより

単離した膵β細胞または膵β培養細胞株を
免疫染色し、細胞内局在を調べる。特異的抗
体が得られない場合は、タグを付加したタン
パク質を外来性に発現させ、タグに対する抗
体により、その局在を調べる。野生型分子と
ともに、（1）で得られた、相互作用を失わせ
た変異体の局在も調べる。 
 

（3）エフェクターおよび結合タンパク質の
機能解析 

目的分子の過剰発現あるいは発現抑制に
より得られる表現型を解析する。過剰発現は、
アデノウィルスまたはレトロウィルスを用
いた発現系を用い、野生型分子とともに、（1）
で得られた変異体を発現させる。発現抑制は、
siRNA, shRNA によるノックダウン、または
ノックアウトマウスを作製あるいは入手し
ている場合は、その細胞・組織を用いる。表
現型は、まず、インスリン分泌能を解析し、
変化が検知できる場合には、分泌顆粒の生成
から開口放出のどの過程に障害があるのか、
解析する。 
 
４．研究成果 
（1）Rab2a / Rab27 のデュアルエフェクター

を介する顆粒生成・成熟機構 
これまで申請者らは、質量分析法によって

膵β細胞株 MIN6 における Rab27 結合タンパ
ク質の網羅的探索を行い、その中の 1 つに
Rab2 を同定した（以下、未発表知見）。従来、
Rab2 は、シスゴルジ膜に局在し、小胞体－ゴ
ルジ体間の輸送経路で機能するとされてき
た。しかし最近、線虫を用いた遺伝学的解析
により、Rab2 を欠損すると、顆粒が正常に成
熟せず、分泌されるべき神経ペプチドがエン
ドソーム系に誤って輸送されることが報告
され（ Edwards et al., J. Cell Biol. 2009; 
Sumakovic et al., J. Cell Biol. 2009）、Rab2 がゴ
ルジ体以降の分泌過程で機能することが示
された。Rab27 と Rab2 は直接結合しないこ
とから、さらに解析を進めたところ、両者に
結合するタンパク質を同定した。近年、他の
細胞内輸送経路においても、複数の Rab タン
パク質と結合して、それぞれの Rab が機能す
る経路を効率的に橋渡しする分子が注目さ
れている。しかし多くの場合、一方の Rab の
エフェクターが他方の Rab の GEF（グアニン
ヌクレオチド交換因子）として働き、GTP 型
Rab と他方の GDP 型 Rab を連結して、それ
ぞれのRabが関与する過程を逐次的に進行さ
せる。一方、本 Rab27/Rab2 結合分子は、GTP
型の Rab27 と結合している場合のみ、GTP 型
の Rab2 と結合するという、これまでの例と
は異なる特性を示す。Rab2 は、ICA69 という
エフェクターと共に未成熟顆粒膜に特異的
に局在し、その成熟に関わっていることが知
られているが、ICA69 は、申請者が見出した
複合体には含まれず、この複合体形成前の段
階で機能すると考えられる。Rab2 をノックダ
ウンすると、細胞質に散在していたインスリ
ン顆粒が核周囲のゴルジ体近傍に集積し、細
胞内インスリン含量、インスリン分泌がとも
に低下した。一方、Rab27 をノックダウンす
ると、インスリン分泌は低下するが、開口放
出不能の分泌顆粒が細胞内に蓄積し、インス
リン含量は逆に増大した。Rab27/Rab2 結合分
子をノックダウンすると、インスリン分泌は
低下するが、両 Rab の機能低下を反映するか



のように、インスリン含量は変化せず、代わ
りに前駆体プロインスリン含量が増えた。次
に、本分子の種々の変異体を作製し、それぞ
れの Rab が結合する領域を同定し、Rab27 結
合活性は保持するが Rab2 結合活性を欠損す
る変異体、両 Rab への結合活性を失った変異
体の作製に成功している（Rab2 は、Rab27 と
結合した後に結合できるため、Rab2 結合活性
は保持し、Rab27 結合活性のみ失う変異体は
作製できない）。現在、野生型と変異型分子
を、本分子をノックダウンした膵β細胞株に
入れ戻し、ノックダウンによるインスリン分
泌低下をレスキューできるかどうかを検討
している。 
 
（2）Exphilin8 を介する顆粒輸送機構 

Rab27 エフェクターExophilin8 は、分泌小
胞を細胞辺縁部の皮質アクチンに捕捉し、そ
の細胞膜への開口放出を促進すると考えら
れている。我々は、Exophilin8 欠損マウスを
作製し、本マウスが、グルコース依存性イン
スリン分泌低下による耐糖能低下を示すこ
とを見出した。次にその作用機序を明らかに
するために、Exophilin8 と細胞内で結合する
新奇分子 X を同定した。そしてその結合領域
を同定し、分子と結合できない Exophilin8 点
変異体を見出した。この変異体は、野生型と
異なり、Exophilin8 欠損マウス膵島のインス
リン分泌低下をレスキューすることができ
なかった。また、変異型 Exophilin8 は、野生
型と異なり、分子 X を細胞膜周辺部のインス
リン顆粒に集積させることができなかった。
以上の知見は、Exophilin8 のインスリン分泌
促進作用に、分子 X との相互作用が必須であ
ることを示している。現在、野生型と変異型
の細胞内局在の違い、分子 X の過剰発現とノ
ックダウンの効果を調べている。 
 
（3）Granuphilin を介する顆粒の細胞膜接着

機構 
これまで我々は、Rab27 エフェクターの 1

つ Granuphilin が、分泌顆粒の細胞膜への安定
的接着（ドッキング）に必須であると同時に、
その細胞膜との融合を抑制することを示し
てきた。すなわち Granuphilin は、ドッキング
を促進し、膜融合を抑制するという、一見、
相反する機能を有している。そこでその機能
的意義を解明するために、生きた膵β細胞で、
Granuphilin とインスリンを別々の蛍光色素
で標識し、その細胞内動態を観察した。その
結果、Granuphilin は確かに膜融合を抑制する
が、その作用は一時的で、分泌刺激により
Granuphilin は分泌顆粒膜より解離し、顆粒の
動きを増進させ、開口放出を可能にすること
がわかった。また、Granuphilin の細胞内分布
を超解像顕微鏡で観察し、安定的に細胞膜に
ドッキングした顆粒の部位に特異的に集積
し、180 nm のクラスターを形成していること
を見出した。 
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