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研究成果の概要（和文）：高親和性 IgE 受容体鎖はマスト細胞のシグナル伝達に重要である。
まず鎖(野生型、遺伝子多型、変異体)の C 末端細胞質内領域の二次、三次構造を明らかにし、
これらの熱変性曲線を作製し、その熱安定性を明らかにした。さらに、C 末端の 234 番目のア
ミノ酸(D234)はマスト細胞の脱顆粒には影響しないものの、IL-6 の産生を著明に障害すること
を明らかにし、鎖を介する新たなシグナル伝達経路の存在を示唆した。 

 

研究成果の概要（英文）：FcRI  chain plays an important role in signal transduction of mast cells. We 

revealed that the secondary structure, conformation, and thermal stability of FcRI wild type, 

polymorphism, and mutants. In addition, we revealed that aspartic acid (D234) to alanine (-D234A) 

significantly impaired IL-6 production but not degranulation. These data suggest a novel signaling 

pathway mediated by the cytoplasmic tail downstream of the FcRI  ITAM. 
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１．研究開始当初の背景 

 我が国のアレルギー性疾患の有病率は近
年著しく上昇してきている。総人口の 1/3 を
越える人々がアトピー性皮膚炎、気管支喘息、
花粉症などをはじめとするなんらかのアレ
ルギー性疾患に罹患していると言われてお
り、アレルギーの病因、病態の解明はもちろ
んその診断、予防、治療のさらなる進歩に期
待が高まっていた。このため、アトピー素因
を規定する遺伝子の検索や、分子、細胞、臓

器、個体から環境因子の解析にいたるまで幅
広い研究が行われていたが、アレルギー性疾
患が多因子遺伝であり、人種差も大きく、環
境因子も複雑多岐にわたるなどの種々の要
因が密接に関係するために、明解な結論が得
られていなかった。 

 高親和性 IgE 受容体（FcRI）はマスト細胞、
好塩基球、好酸球などの細胞膜に発現する
IgE レセプターである。FcRI は IgE と結合す
るα鎖、シグナル伝達に関与するβ鎖、二量
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体のγ鎖によって構成される。β鎖は Fc レ
セプターを介したマスト細胞の活性化を促
進することにより、アレルギー反応の開始に
重要な役割を果たすことが知られている 

 一方、当時鎖の構造学的知見はほとんど
得られていなかった。鎖と他の分子との会
合や相互作用の検討および創薬開発の視点
から検討を加えると、鎖の構造学的知見の
集積も重要であり、鎖の機能の多くが集中
しているC末端細胞質内領域を中心にその構
造解析に着手した。 

 

２．研究の目的 

  高親和性 IgE 受容体β鎖(野生型、変異
体、遺伝子多型)の二次構造および高次構造を
分子分光学的手法を駆使して決定する。これ
によりβ鎖の構造を明らかにする。また、温
度変化によるタンパク質の構造の変化を検
討し、その安定性を検討する。β鎖の効果的
な制御はマスト細胞を介するアレルギー反
応全体を効果的に制御できる可能性を秘め
ており、アレルギー疾患の予防や治療および
創薬開発に資することを本研究の目的とす
る。 

 

３．研究の方法 

 (1)マウスβ鎖 C末端細胞質内領域の ITAM 

motif にあるチロシンをフェニルアラニンに
置換した変異体（FFF, FYF, YFY, FYY, YYF）、
および遺伝子多型(E228G)を作製し、各々の
タンパク質の精製を行う。また本研究遂行中
に、β鎖 C 末端細胞質内領域のアスパラギン
酸 (D234)がサイトカインの産生に重要であ
る一方、脱顆粒には影響を与えないことが明
らかにできたので、その変異体 (D234A)も作
製し、タンパク質の精製を行った。 

 (2)β鎖(野生型、変異体、遺伝子多型)の二
次構造を遠紫外円二色性分光(far-UV CD)を
用いて決定する。 

 (3) CD の波長を二次構造の変化がもっと
も大きく現れる 220nm に固定し、温度を変化 

(24 ℃-80℃)させて、温度変化によるタンパ
ク質の構造の変化を検討する。得られたデー
タをもとにギブスの自由エネルギー（G）を
計算し、熱安定性を検討する。 

 (4)三次構造の決定に際しては、近紫外円二
色性分光(Near-UV CD)の測定を行う。 

 (5) 野生型鎖およびマウスβ鎖 C 末端細
胞質内領域のアスパラギン酸(D234)をアラニ
ンに置換した変異体(D234A)を作製した。こ 

れらを用いて、フローサイトメトリーを行い、
野生型および D234A の細胞膜上への発現を
比較検討した。また、β鎖自身のリン酸化、
脱顆粒の指標となる-hexosaminidase release

および IL-6 の産生を比較検討した。 

 
 

４．研究成果 
 (1) 遠紫外円二色性分光(far-UV CD)を用い
て β鎖(野生型、変異体、遺伝子多型)の二次
構造を決定した。野生型、変異体および遺伝
子多型のいずれも 220nm および 208nm に下
向きのピークが認められ、典型的なヘリッ
クス構造をとることを明らかにした。また、
野生型に比べてヘリックス含量の低下も認
められなかった。（図 1、一部データ略） 

 
 
(2) CDの波長を二次構造の変化がもっとも大
きく現れる 220nm に固定し、温度を変化
（24

o
C~80

o
C）させて、β鎖(野生型、変異体、

遺伝子多型)の温度変化によるタンパク質の
構造の変化を検討した。いずれも見かけ上二
状態転移を示したが、野生型が 50~60 oC の間
で急速に二次構造が崩壊しているのに比べ、
E228Gでは 44~70

o
Cの間で緩徐に二次構造が

崩壊していた。熱変性曲線に明らかな差異が
みられたため、得られたデータをもとにギブ
スの自由エネルギー（G）を計算した。野生
型のG が 67.05KJ/mol、E228G のG が 25.80 

KJ/mol であった。E228G では熱安定性がかな
り低くなっていることが明らかになった（図
2）。変異体および遺伝子多型に関しては、野
生型に比べて、熱変性曲線およびG に有意
差は認められなかった。（data not shown）  

 



 

 

(3) 近紫外円二色性分光（near-UV CD）を用
いてβ鎖(野生型、変異体、遺伝子多型)の三
次構造を検討した。FYY では野生型と比べて
260-270nm 付近で差異があり、この変異が三
次構造に影響を与えている可能性を示した
(図 3)。その他の変異体や遺伝子多型では野生
型に比べて有意差は認められなかった。（data 

not shown） 

 

 

 

(4) 鎖C末端細胞質内領域のアスパラギン酸
(D234)がサイトカインの産生に重要である一
方、脱顆粒には影響を与えないことを明らか
にした(図 4)。また CD を用いてアスパラギン
酸をアラニンに置換した変異体(D234A)が二
次構造に影響を与えないことも明らかにし
た（図 1）。 
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図 4: -hexosaminidase release と IL-6 の産生 

野生型鎖およびマウスβ鎖 C 末端細胞質内
領域のアスパラギン酸(D234)をアラニンに置
換した変異体(D234A)を作製し、鎖ノックア
ウトマウス由来の骨髄由来培養マスト細胞
にレトロウイルスベクターを用いて導入し
てトランスフェクタントを作製し、IL-6 の産
生 (a) お よ び 脱 顆 粒 の 指 標 と な る
-hexosaminidase release (b)を比較検討した。 

 
 
(5)以上が研究成果の概要である。これまで

鎖の構造は野生型のC末端細胞質内領域の二
次構造しか明らかにされていなかったが、本
研究では鎖の重要な機能を果たすことが知
られている ITAM の変異体や、アトピー疾患
との関連が指摘されている遺伝子多型の二
次構造を明らかにした。また野生型を含め、
鎖タンパク質の熱安定性を明らかにし、さ
らに三次構造の検討を行い、その差異を明ら
かにした。これらの鎖の構造学的知見の集
積はアレルギー疾患の予防や治療および創
薬開発に資することができると期待される。 

 一方、ITAM の機能解析の結果、ITAM 以外
に鎖の機能に関与する重要な領域があるこ
とが推測されたため、その部位の同定に着手
し、それが D234 であることを明らかにした。
-D234Aの細胞膜上への発現および二次構造
への影響がないことは確認できており、これ
によりマスト細胞の鎖を介する新たなシグ
ナル伝達経路の存在を示唆した。今後、D234

への会合分子の同定を行い、シグナル伝達経
路を明らかにすることは、鎖の効果的な制
御に役立ち、マスト細胞のアレルギー反応を
効果的に制御できる可能性を秘めていると



 

 

考えられる。 
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