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研究成果の概要（和文）：腸管寄生性原虫赤痢アメーバのもつ、組織破壊に重要なシステインプロテアーゼの細
胞内輸送・分泌の分子機構を解明することを目的に、リソソームから細胞膜への輸送に関与する低分子量GTPase
 Rab11Bと相互作用し活性を制御したり、分泌を直接実行する分子の特定を行った。活性型 Rab11B に特異的に
結合するタンパク質としてbeta adaptin, gamma adaptin, Sec6を同定した。Rab11B が積み荷輸送において出芽
から繋留まで制御することを示唆している．本研究成果は、病原因子の分泌と組織破壊を阻害する方法の構築に
も役立つ可能性がある。

研究成果の概要（英文）：The enteric protozoan parasite Entamoeba histolyitca relies on Rab11B small 
GTPase-mediated vesicular traffic for its pathogenesis, more specifically secretion of cysteine 
proteases. We attempted to identify proteins that bind and regulate or are regulated by Rab11B. 
Three proteins, beta adaptin, gamma adaptin, and Sec6, among others, were identified as Rab11B 
binding proteins. These data indicate that Rab11B are involved in the processes encompassing 
vesicular budding through plasma membrane tethering. Our results helps in theory to formulate 
methods to prevent cysteine protease secretion and resulting tissue destruction by the amebae. 

研究分野： 感染症、原虫、病原機構、膜輸送、代謝、創薬、オルガネラ、進化
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１．研究開始当初の背景	
	 寄生性原虫の病原機構の解析は、病原・寄
生因子とこれら因子の遺伝子発現・活性化・
輸送の制御の両面から解明されなくてはな
らない。病原機構に係る因子の原虫内での細
胞内輸送に関しては、上記原虫を中心に Rab
に制御された膜輸送機構が解明されつつあ
る。またマラリア原虫では、寄生赤血球表面
やマウレル裂へのタンパク質の輸送機構・シ
グナルなどの解析が進んでいる。我々は、赤
痢アメーバがヒト大腸組織を傷害する分子
機構を解析する中で、病原因子の活性化と輸
送の制御が病原性の調節に重要な役割を果
たすことを示してきた。細胞外に分泌されて
病原性を担うプロテアーゼ等分子の細胞内
輸送・分泌機構の詳細な分子機構を解明した
例は、我々の赤痢アメーバを用いた一連の研
究以外に存在せず、本原虫の小胞輸送の複雑
さと相まって、寄生適応・進化における病原
性と小胞輸送の共進化を解明する優れた研
究対象となっている。言うまでもなく小胞輸
送は真核生物の高次機構の維持に不可欠な
ユビキタスな細胞機構である。	
	 我々は赤痢アメーバの病原機構、特に小胞
輸送を介した病原性因子の輸送の分子基盤
の解明に関して、特に主要な組織侵入・融解
因子であるシステインプロテアーゼ(CP)の
輸送制御機構を多方面から同定・解明してき
た。第 1 に、CP の細胞内オルガネラ間(e.g.,
ゴルジ体—リソソーム)輸送の方向性と特異
性 を 決 定 す る Rab	 small	 GTPase( 以 下
Rab)(Rab5,7,11)と Rab7A の下流の実行因子
(レトロマー複合体)の機能の解明した。更に、
CP のリソソーム輸送を直接に調節する受
容 ・ 輸 送 体 (CPBF1,	 CP	 binding	 family	
protein	1)及びそのファミリータンパク質の
機能を解明した。	
	 100 以上存在する Rab のうち、CP などの病
原因子の輸送に関与する Rab を過剰発現と発
現抑制によりスクリーニングした結果、
Rab11B の過剰発現により細胞外への CP の分
泌が 6-10 倍上昇すること、これにより哺乳
動物細胞の破壊が同様に増強されることが
明らかになった(Mitra	Cell	Microbiol	2007)。
したがって、Rab11B は他種生物で想定されて
いる小胞体—ゴルジ体—リソソーム—細胞膜—
細胞外という分泌経路で恐らくリソソーム
以降の輸送過程の中心的な調節因子である
と予想される。一方他種生物では Rab11 は一
般に細胞表面からの受容体の回収などに関
与し、主としてリサイクリングエンドソーム
に局在することが示されている。以上より、
Rab11 は真核生物にユビキタスに保存してい
るが、赤痢アメーバの中で高度に機能分化し
ている。そこで赤痢アメーバ Rab11B の制御
する輸送経路を特定し、上流・下流の調節因
子・機構を同定・解明し、本寄生性原生生物
での Rab11 の特殊進化の有り様を詳細に明ら
かにすることにより、Rab 進化の多様性と寄
生性生物における Rab の高度進化の意義を理

解することを目指した。	
	
２．研究の目的	
	 赤痢アメーバのRab11BによるCP(＝病原因
子)の分泌調節機構を解明するために、	
1.	Rab11B 結合分子[=輸送先（細胞膜）上お
よび細胞質内の下流シグナルの実行分子(エ
フェクター)群]を同定する	
2.	CP 分泌における Rab11B とエフェクタータ
ンパク質の役割を解明する	
	 以上の成果により、寄生原生生物における
Rab依存的CP輸送システムの特殊進化を詳細
に解明するとともに、”Rab 依存的小胞輸送
の進化”の多様性の理解に資する研究成果
とする。	
	
３．研究の方法	
1.	Rab11B の結合タンパク質＝エフェクター
分子の同定	
	 Rab11B の下流にあり、Rab11B が CP を輸送
する標的オルガネラ(細胞膜・周辺小胞)や細
胞質内因子(細胞骨格・アダプター等小胞形
成因子など)上で Rab11B と直接会合し、更に
下流に、分泌に必要な細胞骨格の再編成など
のシグナルを伝達することが予想されるタ
ンパク質を特定することを目的として、GST
融合した Rab11B を大腸菌組換えタンパク質
として合成し、赤痢アメーバの抽出液と混和、
グルタチオンカラムにより Rab11B 結合タン
パク質を濃縮・精製・分離する。結合時に GTP,	
GDP,	或いは EDTA 存在下で反応させることに
より、Rab11B 活性化型(GTP 結合型)と非活性
化型(GDP 結合型)に特異的に結合するエフェ
クター分子が分離・同定されることが期待さ
れる。更に、HA 標識をした Rab11B を発現し
た赤痢アメーバ形質転換体から直接 Rab11B
と結合するタンパク質を免疫沈降法により
獲得する予定である。この場合にも GTP,	GDP
への依存性に従い結合タンパク質の分離・精
製を行う。	
2.	Rab11B 結合分子の機能解析	
上記で同定されたタンパク質に関して、蛍光
タンパク質(GFP)、HA、halo 標識した Rab11B
エフェクター発現体を作成する。代替法とし
て Venus,	mRFP,	Kaede,	AcGFP,	mOrange を
考慮する。	
	 作成された Rab11B エフェクタータンパク
質発現体を用いて CP 輸送の際の細胞膜への
繋留(テザリング tethering)に係るタンパク
質（具体的には上記の準備実験によって同定
されたエクソシスト(exocyst)複合体の複数
因子を想定している）や Rab11B 結合ドメイ
ンや複合体の各因子間の結合ドメインを同
定する。結合は、タンパク質内ドメインを欠
損させた変異体を赤痢アメーバ内に発現さ
せ免疫沈降法により、Rab11B への結合と複合
体への取り込みなどを評価する。更に、
Rab11B エフェクタータンパク質を発現抑制
した赤痢アメーバ形質転換株をgene	silence
法で作成し、CP 分泌に対する影響を検証する。	



４．研究成果	
本研究は、腸管寄生性原生生物である赤痢ア
メーバを対象に、ヒト組織への侵入・破壊に
中心的な役割を果たすシステインプロテア
ーゼの細胞内輸送・分泌の分子機構を生化学
的・細胞生物学的・遺伝学的手法をもって解
明することを目的とし、リソソームから細胞
膜への輸送に関与する低分子量 GTP 分解酵素	
Rab11B とその活性の制御、及び下流で分泌を
直接実行する分子の特定・解析を成果目標と
した。	
	 活性型	Rab11B	に特異的に、しかも GDP と
比較して GTPgS 選択的に結合した Rab11B	結
合タンパク質として、10 あまりのタンパク質
が同定された。本研究では、検出ペプチド数
が多く、GTPgS 特異性が高い候補として
b-adaptin,	g-adaptin,	Sec6 を解析対象とし
た。	
	 Adaptin	はヘテロ四量体の	Adaptor	
protein	(AP)	を構成して，輸送小胞の形成
を促すコートタンパク質のリクルートを担
う。赤痢アメーバは	25	種類の	adaptin	を
もつが、うち	2	種類の	b-adaptin,	
g-adaptin	のみが活性型	Rab11B	に不活性
型より	10-13	倍高いアフィニティを示した。
Sec6	は活性型	Rab11B	に不活性型より	5.5	
倍高いアフィニティを示した。Sec6	はヘテ
ロ八量体の	Exocyst	を形成し，これは輸送
小胞の細胞膜への繋留を担う．赤痢アメーバ
は	Sec10	を	2	種類もつ一方で	Exo84	を持
たないことから、その形態・結合様式が他種
生物とは異なることが示唆された。更に、局
在解析と共免疫沈降法によって、3	つの候補
タンパク質が膜画分で	Rab11B	と部分的に
共局在することを示した。現在更に
b-adaptinにおけるRab11B結合部位を同定す
ることを目的に、b-adaptin を Trunk,	Hinge,	
Ear の 3 部位に分け、小麦胚芽無細胞タンパ
ク質合成系を用いて組換えタンパク質の発
現と Rab11B との相互作用を担う部位の特定
を試みている。以上の結果は Rab11B	が	CP	
輸送において出芽から繋留まで制御するこ
とを示唆している．本研究成果は、病原因子
の分泌と組織侵入・破壊を阻害する方法論の
構築にも役立ち、新たなワクチンや創薬の標
的を提供する可能性がある。	
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