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１．上皮細胞の微絨毛にはスフィンゴミエリンが豊富に存在している
1.
上皮細胞の微絨毛にはスフィンゴミエリンが豊富に存在している
生体膜を構成する脂質の多様性は現在の生命科学の 1
つの大きな謎として残っている。リポソームなどの人
工脂質二重膜は、1 種類の脂質分子種で形成可能である
のに対して、細胞は多くの脂質代謝酵素を駆使して、
数千種類という脂質分子を産生し利用している。細胞
膜脂質は、分子量が小さく、極性基や脂肪酸鎖の違い
を抗体等で識別することができないため、その局在等
も含めて解析が困難なため研究が進んでいない。私
は、天然に存在する脂質結合タンパク質を用いて、細
図１．微絨毛の形成にスフィンゴミエリンが必要である

胞膜構造に局在する脂質の機能解析を進めてきた。その過程
で、シマミミズ由来のスフィンゴミエリン結合タンパク質ライ

セニンを用いることによって、細胞膜脂質のスフィンゴミエリンが、微絨毛と呼ばれる上皮細胞のアピカル膜に形成さ
セニンを用いることによって、細胞膜脂質のスフィンゴミエリンが、微絨毛と呼ばれる上皮細胞のアピカル膜に形成さ
れる外界からの栄養吸収に関わる細胞膜構造に集積してことを見出した（図１）
。また、アピカル膜のスフィンゴミエリ
れる外界からの栄養吸収に関わる細胞膜構造に集積していることを見出した（図１）
。また、アピカル膜のスフィンゴ
ンを分解すると速やかに微絨毛が消失することからスフ
ミエリンを分解すると速やかに微絨毛が消失すること
ィンゴミエリンは微絨毛の形成に必須の脂質であること
からスフィンゴミエリンは微絨毛の形成に必須の脂質
を見出した（図１）
。このような実験結果を踏まえて、
であることを見出した（図１）
。このような実験結果を
上皮細胞のアピカル膜に必要十分な量のスフィンゴミエ
踏まえて、上皮細胞のアピカル膜に必要十分な量のス
リンを輸送し、その量を制御する分子機構を解明するこ
フィンゴミエリンを輸送し、その量を制御する分子機
とが重要な課題であると考えて、上皮細胞におけるスフ
構を解明することが重要な課題であると考えて、上皮
ィンゴミエリンの極性輸送経路を可視化するツールの開
細胞におけるスフィンゴミエリンの極性輸送経路を可
発を行った。
視化するツールの開発を行った。

２.
スフィンゴミエリンの細胞内輸送の可視化
２．スフィンゴミエリンの細胞内輸送の可視化
上皮細胞におけるスフィンゴミエリンの極性輸送経路
を可視化するために、スフィンゴミエリンに結合するタンパ
ク質ライセニン Lysenin に分泌シグナル配列と GFP を融合し

図２．スフィンゴミエリンの輸送過程を可視化するプローブ

（SS-GFP-Lys と命名）、培養上皮細胞に発現させた（図２）。
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SS-GFP-Lys は主にトランスゴルジネットワークに集積し、さらに細胞内小胞が可視化されることを見出した。SSGFP-Lys 陽性の細胞内小胞は GPI アンカータンパク質と共局在し、アピカル側の培地に分泌されることを確認した。ま
たスフィンゴミエリンの合成を抑制する化合物 Myriocin によって確かに細胞内の SS-GFP-Lys のシグナルは減弱する
（図２）。このように、SS-GFP-Lys によって、スフィンゴミエリンの輸送経路を可視化することに成功した。

３．mTOR
３.
mTOR 経路はスフィンゴミエリンの細胞内輸送を制御する
経路はスフィンゴミエリンの細胞内輸送を制御する
そこで、このスフィンゴミエリンの極性輸送経路をモニターする実験系を用いて、次に、アピカル膜へのスフィンゴ
ミエリンの輸送量の制御に関わる分子機構の解明を試みた。既に分子標的が明らかになっている 400 種類の阻害剤化合
物ライブラリーを用いて、SS-GFP-Lys の細胞内の分布に影響を与える化合物の探索を行った。その結果、いくつかのシ
グナル伝達経路がスフィンゴミエリンの極性輸送に影響を及ぼすことを見出した。特に、mTOR に対する阻害剤添加によ
ってスフィンゴミエリンの輸送小胞が顕著に増加することを見出した（図２）。
mTOR は哺乳類などの動物で細胞内シグナル伝達に関与するセリン・スレオニンキナーゼであり、複数のタンパク質に
は哺乳類などの動物で細胞内シグナル伝達に関与するセリン・スレオニンキナーゼ）であり、mTOR は、複数のタ
よる複合体 (complex) を形成し、複合体は mTORC と呼ばれる。インスリンなどの細胞成長因子、栄養・エネルギー状態、
ンパク質による複合体(complex)を形成し、複合体は
mTORC と呼ばれる。インスリンなどの細胞成長因子、栄養・エネル
酸化還元状態などに応答して mTOR の活性は変化し、遺伝子転写、翻訳等を通じて、細胞のサイズや増殖の調節におい
ギー状態、酸化還元状態などに応答して
mTOR の活性は変化し、遺伝子転写、翻訳等を通じて、細胞のサイズや増殖の調
て、中心的な役割を果たすことが報告されている。しかし、mTOR 経路がスフィンゴミエリンの輸送に関与するという先
節において、中心的な役割を果たすことが報告されている。しかし、mTOR
経路がスフィンゴミエリンの輸送に関与する
行報告がなかったので、本研究では mTOR によるスフィンゴミエリンの輸送制御の分子メカニズムについて詳細に解析
という先行報告がなかったので、本研究では
mTOR によるスフィンゴミエリンの輸送制御の分子メカニズムについて詳細
を行った。
に解析を行った。
mTOR 阻害剤で上皮細胞を処理するとスフィンゴミエリンの輸送小胞が増加することから、①mTOR 経路を阻害するとス
フィンゴミエリンの合成量が増加する可能性と、②mTOR 経路を阻害するとスフィンゴミエリンの輸送小胞がアピカル膜
と融合する過程が障害される可能性が考えられた。そこで、コントロールの細胞と、mTOR 阻害剤で処理した細胞から脂
質を抽出し、スフィンゴミエリンの量を比較したところ、総スフィンゴミエリン量には明確な差が認められなかった。
一方、コントロールの細胞と、mTOR 阻害剤で処理した細胞からアピカル膜のみを単離して、スフィンゴミエリン量を比
較すると、mTOR 阻害剤で処理した細胞のアピカル膜では、スフィンゴミエリンが有意に減少していることを見出した。
また、mTOR 阻害剤で処理した細胞のアピカル膜では微絨毛の形成が抑制されていることを見出した。以上の知見を纏め
ると、mTOR 経路の活性が、スフィンゴミエリンのアピカル膜への輸送およびアピカル膜の微絨毛形成に必要であること
が明らかになった。これらのデータは現在投稿準備段階である。

４．今後の研究計画
４.
今後の研究計画
今後は、阻害剤化合物ライブラリーの規模を拡大してスクリーニングを実施するとともに、これまでのスクリーニン
グからスフィンゴミエリンの輸送の制御に関与することが明らかになったキナーゼやシグナル伝達経路に着目し、スフ
ィンゴミエリンのアピカル膜輸送やアピカル膜におけるスフィンゴミエリンの量の感知に関わる分子メカニズムの全体
像を明らかにしたい。また、膜タンパク質の極性輸送に関する研究から、上皮細胞の極性形成に関わる Par タンパク質
やアピカル膜と輸送小胞のドッキングに関わる t-SNARE などの既知のアピカル膜輸送に関与する分子機構についても、
それぞれの構成要素の発現を消失させた細胞株を樹立し、スフィンゴミエリンのアピカル膜への輸送への関与を明らか
にする。
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