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研究成果の概要（和文）：本研究は、疾患原因となる変異型ヒトクレアチントランスポーター(hCRT)の細胞内局
在異常の分子機構を解明することを目的とした。本邦で見いだされたhCRT変異であるG561RはhCRTの細胞膜から
細胞内膜へ細胞内の局在を変化させることを明らかにした。さらに、hCRT(G561R)は付加糖鎖が変化しているこ
とを明らかにした。本研究の結果から、hCRT変異(G561R)はhCRTの糖鎖付加の変化を伴う細胞内局在の変化を起
こさせることでクレアチン輸送能の低下を引き起こしていることが示唆された。細胞内局在を正常化する化合物
が先天性クレアチン欠乏症の治療薬候補化合物となる可能性がある。

研究成果の概要（英文）：The purpose of the present research project was to clarify molecular 
mechanisms of abnormal intracellular localization of mutated human creatine transporter (CRT) for 
developing new therapeutic method for creatine deficiency syndromes. We analyzed G561R mutant of 
CRT, which we have been identified in Japanese patients. The mutation of G561R have been revealed to
 induce translocation of CRT from plasma membrane to intracellular membrane of the cultured cells. 
We have also identified that hCRT(G561R) had abnormal glycosylation. These results suggest that the 
functional impairment of hCRT(G561R) was caused by incomplete glycosylation due to misfolding during
 protein maturation, leading to changes of cellular localization.

研究分野： 分子生物薬剤学
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１．研究開始当初の背景 
クレアチンは、ATP からリン酸を受け取りク
レアチンリン酸となりエネルギーを貯蓄す
る。そして、急激なエネルギー消費が起こる
際にリン酸を ADP に戻すことによって ATP
を産生する。このようにクレアチンは高いエ
ネルギー消費を行う組織（筋肉、脳）におい
て生体エネルギーのバッテリーの役割を果
たしている。クレアチンは肉類の摂取による
供給に加えて生体内で 2 種類の酵素(AGAT, 
GAMT)によってアルギニンとリジンから合
成される。また、細胞膜上に発現するクレア
チントランスポーター(CRT)によって細胞に
供給される。これらいずれかの遺伝子の変異
によって生体内のクレアチン量が低下する
先天性クレアチン欠乏症が生じる。先天性ク
レアチン欠乏症の主な症状は重度知的障害
へと発展する小児精神遅滞、てんかん等の中
枢症状である。研究代表者である大槻は、
2002 年に血液脳関門を構成する脳毛細血管
内皮細胞に CRT が発現し、血中のクレアチ
ンを脳内に供給していること、そして、脳内
のクレアチンの大部分は血中から脳関門の
CRT を介して供給されることを世界に先駆
けて報告した（図１）(1)。この報告が先天性
クレアチン欠乏症の中枢病態を説明し、治療
戦略のための分子レベルの基盤知見となっ
ている。 
 

 

図１ 脳関門 CRT による中枢クレアチン供給機
構 

 
 上記の報告当時は全世界で CRT 変異によ
る先天性クレアチン欠乏症患者は数家系の
み報告されていた。しかし、診断法の向上に
よって最近 5年の間に急激に確認患者数が増
加している。X 染色体に存在する CRT の変
異による先天性クレアチン欠乏症は、X 染色
体性精神遅滞において Fragile X に次ぐ多い
患者が存在すると予想されている（アメリカ
で約 4 万人と予想(2)）。国内においても研究
分担者である和田博士らが初めて CRT 変異
患者を 2 家系みいだした(3, 4)。我が国でも
潜在的患者も多数存在すると考えられてお
り、小児精神疾患として重大性が急激に増し
ている。 
 CRT 変異による先天性クレアチン欠乏症
の最大の問題点は、治療法が存在しないこと

である。クレアチン合成酵素の変異による先
天性クレアチン欠乏症はクレアチンの摂取
によって脳内クレアチンレベルの上昇と精
神遅滞の緩和が認められている。しかし、 
CRT の変異は脳内へのクレアチンの供給経
路が機能低下、欠損してしまうため、クレア
チンの摂取によって血中クレアチン濃度が
上昇しても脳内レベルは上昇せず治療効果
がない。現在、脳関門透過性のクレアチン代
替化合物の開発が行われている。しかし、機
能代替の評価として精神遅滞の緩和を指標
としなければいけないため治療の実現には
困難と長期間を要する。そこで、我々は「脳
関門の CRT の活性を回復させる」という異
なる治療へのアプローチを着想した。本邦で
見いだした変異は CRT のクレアチン認識部
位から立体構造的に離れていること（図２）、
さらにこれまでの変異型 CRT 発現報告の詳
細な検討によって「変異 CRT の細胞内局在
異常によって細胞膜上のCRT量が低下する」
こと「細胞膜上の CRT 量の上昇によってク
レアチン輸送活性が回復する」仮説を構築し
た。 
 

 
図２ CRT の高次構造と G561R 変異部位 
 
２．研究の目的 
本研究は、先天性クレアチン欠乏症の治療を
目指し、疾患原因となる変異型クレアチント
ランスポーター(CRT)の細胞内局在異常の分
子機構を解明し、その分子機構の知見を基盤
としクレアチン輸送活性を回復する化合物
のスクリーニング系を構築することを目的
とする。CRT は脳関門に発現し血中から脳へ
クレアチンを供給している。その変異によっ
て脳内のクレアチンが欠乏し、精神遅滞やて
んかんの中枢症状を呈するクレアチン欠乏
症を生じる。CRT 変異によるクレアチン欠乏
症は、潜在的小児患者数が多いと考えられて
いるが、その治療法、治療薬は未だ開発され
ていない。本研究は、独自の分子機構に基づ
き、従来のクレアチン欠乏症治療法開発とは
異なる CRT 細胞内局在制御という視点から
基礎研究を新たな治療薬開発へ発展させる
社会的にも重要な課題である。 
 
３．研究の方法 
1.皮膚由来繊維芽細胞 
患者及び健常人皮膚から樹立した繊維芽細
胞を用いて解析を行った。なお、本解析は熊
本大学大学院生命科学研究部の倫理委委員
会の承認のもと実施している。 
 



2. 変異ヒト CRT(G561R)発現細胞 
 N 末端に Flag-tag をつけた hCRT(G561R)発
現 HEK293 細胞及び野生型ヒト CRT(hCRT)
発現 HEK293 細胞を構築した。細胞内局在は
免疫染色及び細胞分画した試料を western 
blot を行うことによって解析した。 
 
４．研究成果 
1.皮膚由来繊維芽細胞におけるヒト CRT 
(hCRT)遺伝子発現 
患者及び健常人皮膚由来繊維芽細胞を用い
て hCRT の mRNA の発現量を比較した。その
結果、変異ヒト CRT(hCRT(G561R))を有する
患者皮膚由来繊維芽細胞における hCRT 
mRNA 発現量は、野生型 hCRT を有する皮膚
由来繊維芽細胞の hCRT mRNA 発現量と有意
な差はなかった。患者由来繊維芽細胞のクレ
アチン取り込み活性は健常人由来繊維芽細
胞と比較して大きく低下している事を共同
研究先の東北大学・立川画家世羅が彰にして
いる。したがって、本結果は、G561R 変異は
クレアチン時込み活性は低下させるが、
mRNA 発現量に大きな変化は及ぼさないこ
とを示唆している. 
 
2. 変異ヒト CRT(G561R)の細胞内局在 
 変異ヒト CRT(hCRT(G561R))の細胞内局在
及びクレアチン輸送活性を検討するために、
N 末端に Flag-tag をつけた hCRT(G561R)発現
HEK293 細胞及び野生型ヒト CRT(hCRT)発現
HEK293 細胞を構築した。免疫染色によって
細胞内局在を観察した結果、野生型 hCRT は
HEK293 細胞の細胞膜に局在していた。一方、
hCRT(G561R)は、細胞内部に顆粒状の傾向が
認められた。また、一部蛍光は細胞膜上にも
認められた。 
 

 
図３ 変異型 hCRT(G561R)（赤）の細胞内局
在 変 化  （ Uemra et al. Biol Pharm Bull.  
40:49-55 (2017)から引用） 
 
3. 安定発現細胞の細胞分画を用いた細胞内
局在の検証 
 前項で確認された局在の変化をより定量
的に解析するために安定発現株を細胞質画
分、粗膜画分、細胞膜画分に分画し、それぞ
れの分画における hCRT の存在量を Western 
blot 法によって解析した。野生型 hCRT は細
胞膜(PM)画分において 70 kDa 付近に検出さ
れた。変異型 hCRT(G561R)は粗膜(CM)画分に
おいて60hDaに強いシグナルを与えた。また、

120 kDa, 180 kDa にも強いシグナルが検出さ
れた。さらに、粗膜画分よりはシグナルが弱
いが膜画分においてもシグナルが検出され
た。以上の結果から、変異型 hCRT(G561R)
は粗膜画分に多く存在するように局在が変
化するとともに、Western blot 上の分子量も
70kDa から 60kDa に変化することも明らかと
なった。 
 
4. 変異による hCRT 付加糖鎖の変化 
 Western blot における変異型 hCRT(G561R)
の分子量の変化は糖鎖の変化であると予想
し、脱糖鎖処理を行った。N 型結合糖鎖の脱
糖鎖処理によって、野生型 hCRT 及び変異型
hCRT(G561R)はともに 50kDaの同一分子量に
シフトした。以上の結果から、本邦で見い
だされた hCRT 変異である G561R は hCRT
の細胞膜から細胞内膜への局在を変化させ
るとともに、付加糖鎖を変化させることに
よってクレアチン輸送能の低下を引き起こ
している可能性が示された。さらに、本研
究で構築した hCRT(G561R)発現 HEK293 細
胞は蛍光検出による細胞内局在によって
hCRT(G561R)を細胞膜に誘導させる化合物の
スクリーニングに利用可能である。これまで
に誘導させる化合物は同定できていないが、
今後検出システムを改良し、スクリーニング
速度を速めることによってより大規模なス
クリーニングによる治療薬候補化合物の探
索が期待できる。 
 

 
図４変異型 hCRT(G561R)の細胞内局在変化
によるクレアチン輸送活性低下機構 （Uemra 
et al. Biol Pharm Bull.  40:49-55 (2017)から
引用） 
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