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京都大学 博士（工学） 氏名 三木 卓幸 

論文題目 
Protein functional analysis and proteomics by novel chemical labeling 
 

（論文内容の要旨）  

 生体内では、数多くの蛋白質が動的に作用し複雑なシステムを構築している。そのため、蛋白質

の個々の機能や動的変化をより天然に近い実験系で観察する技術や、システムの全容を解析するた

めの新たな proteome 解析技術が盛んに開発されている。その中でも、chemical labeling は、生体内で

直接的に蛋白質を化学修飾できる優れた特徴を有している。そこで、申請者は、chemical labeling の

特性を生かして高選択的なラベル化を実現し、細胞内で標的蛋白質の動的挙動と寿命解析を行った。

また、新規の proteomics 解析を可能とするラベル化法の開発を行った。本論文はこれらの研究結果

についてまとめたものであり、序論及び本論（四章）から構成される。 

 第１章では、標的蛋白質を選択的に化学修飾する手法として開発されたリガンド指向性アシルイ

ミダゾール(LDAI)化学のアイソザイム選択性について検討した。LDAI 化学は、標的蛋白質と選択

的に相互作用するリガンドと小分子プローブとをアシルイミダゾール求電子反応基で連結した化合

物をラベル化剤として用いる。このラベル化剤と標的蛋白質が相互作用し、蛋白質表面上の求核性

アミノ酸残基との反応によって標的蛋白質がラベル化される。しかし、炭酸脱水酵素(CA) family な

ど、同一のリガンドに対して親和性を持つ複数のアイソザイムがある場合、これらの中でのラベル

化選択性について明らかにされていなかった。そこで申請者は、CA1 と CA2 をモデルにして試験管

内でのラベル化を検討し、CA family 間で蛋白質表面の保存されていない求核性残基との反応によっ

てアイソザイム選択性が生じることを明らかにした。さらに、生細胞でも、この原理に基づいて、

膜蛋白質である CA12 をアイソザイム選択的にラベル化できた。 

 第２章では、LDAI 化学を用いて膜タンパク質の寿命や分解経路の解析を行った。生体内で膜蛋白

質の機能活性は局在変化や蛋白質分解などのダイナミックな作用によって制御されている。このよ

うな変化をモニタリングするため、任意のタイミングで標的蛋白質をラベル化し、挙動を観察する

パルスチェイス解析法が用いられる。この解析法において標的蛋白質に FlAsH tag や SNAP tag など

のタグを融合したラベル化法が適用されている。しかし、これらのラベル化法は遺伝子工学的手法

を用いなければならず、内在性の蛋白質に適用することは原理上不可能である。そこで、申請者は

内在性の蛋白質をラベル化できる LDAI ラベル化法を用いて、異なる 3 種類の膜蛋白質を標的にして

パルスチェイス解析を試みた。まず、A549 細胞に内在的に発現される炭酸脱水酵素 CA12 膜蛋白質

をモデルとして評価した。CA 阻害剤 benzensulfonamide を有するラベル化剤を用いたところ、live cell

で CA12 を選択的にラベル化した。そこで、ラベル化反応を停止してインキュベーションを行ったと

ころ、ラベル化蛋白質の分解は western blotting のバンド強度の減少として観察され、半減期 t1/2 = 9 

hour と求まった。Oregon Green 蛍光色素で CA12 をラベル化し共焦点顕微鏡で観察すると、細胞膜か

ら蛋白質分解を司るリソソームに経時的に移行する様子が見られ、CA12 がリソソームで分解を受け

る事が明らかとなった。ラベル化剤のリガンド部位をメトトレキサート(MTX)に変更すると、葉酸受

容体 FR を標的にでき、KB 細胞に内在的に発現する FR を選択的にラベル化する事ができた。パル

スチェイス解析を行うと、FR は半減期 t1/2 > 24 hour であり、その分解経路は細胞膜からの分泌であ 
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ることが判明した。最後に GPCR への適用を試みた。モデルとしてブラジキニン受容体 B2R を選択

し、antagonist を有するラベル化剤を用いたところ、B2R は lysosome での分解をうけ、半減期が 8 hour

であることが判明した。以上のように、LDAI 化学は、様々な種類の膜蛋白質をラベル化でき、pulse 

chase 解析により蛋白質の寿命とその分解経路を調べるツールとして有用であることが実証された。 

 第３章では、反応基にトシル基を有するリガンド指向性トシル(LDT)ラベル化法を proteome 解析に

応用展開した。従来、有機小分子と相互作用する未知蛋白質をラベル化・同定する proteome 解析に

は、diazirine 等の光反応基が用いられてきた。しかし、diazirine は光照射が必要であるため、生物個

体内など光が届かない領域での解析は原理的に不可能である。そこで筆者は、Cholesterol をリガンド

として有する LDT ラベル化剤を合成して、線虫 C. elegans を vivo のモデルとして、光照射不要のラ

ベル化を評価した。その結果、in vivo で cholesterol との結合に基づくラベル化反応が確認できた。ま

た、LC-MS/MS を用いることで、60 個の cholesterol 結合タンパク質を同定できた。これらから、リ

ガンド指向性トシル化学が個体レベルでの proteomics に有用であることを示した。 

 第４章では、Zn(II)に応答性を有するラベル化剤を開発し、Zn(II)条件的な proteomics を考案し、実

証した。Zn(II)イオンは細胞内外でシグナル伝達物質として働ことが示唆されており、動的に局在が

変化する。Zn(II)の局在を観察するために数多くの蛍光センサーが開発されてきたが、Zn(II)シグナル

伝達に関わる蛋白質を調べるには、これまで siRNA や薬剤を使った評価を個々の蛋白質で行うため、

総括的な解析ではなく、未知な蛋白質の発見に繋がる手法ではなかった。申請者は、Zn(II)シグナル

伝達に関わるタンパク質を総括的に調べる手法として、ケミカルラベル化を応用した新しい”

conditional プロテオミクス”を開発した。これは、有機化学的手法によって、生細胞中の高濃度 Zn(II)

環境下に存在している蛋白質を選択的にラベル化する。ラベル化蛋白質を細胞破砕後に精製し、

LC-MS/MS 解析によって同定する方法である。まず、申請者は Zn(II)との結合によって反応が活性化

するラベル化剤”AIZin”を開発した。これは、蛋白質のラベル化に有用な求電子反応基 Acyl Imidazole 

(AI)に dipicolylamine (dpa)を連結した分子である。ルイス酸性の強い Zn(II)の配位により、アシル転移

反応の脱離基である Imidazole の電子密度が低下することで、活性化し、蛋白質表面上の求核性アミ

ノ酸残基と反応をする。C6 glioma 細胞に対して一酸化窒素(NO)刺激を加えると、一時的に細胞内の

Zn(II)濃度が急激に上昇し、未知な vesicle に貯蔵されることが知られる。申請者も Zn(II)蛍光センサ

ー(FluoZin-3)を用いることで、Zn(II)の動的変化を可視化できた。そこで、AIZin ラベル化剤による

conditional labeling を試みた。AIZin ラベル化剤を C6 細胞に投与すると、NO 刺激後に多数の蛋白質

がラベル化された。一方で Zn(II)のキレータである TPEN を添加するとラベル化反応が阻害されたこ

とから、細胞内で Zn(II)に応答して蛋白質をラベル化したことが解る。ラベル化蛋白質を免疫沈降法

によって精製し、トリプシンで peptide 断片化、LC-MS/MS 解析を行った。NO 刺激前後の比較を行う

ため、TMT 定量プロテオミクス法を用いて検討を行った結果、未知な zinc-rich vesicle に存在する蛋

白質を同定することができた。更に、その同定された蛋白質群から、その vesicle は、ER-Golgi 

intermediate compartment であることを明らかにした。以上から、dynamic に変わる condition に基づい

たプロテオーム解析を実証し、有用性を示すことができた。 
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（論文審査の結果の要旨）  
 本論文は、細胞内の標的蛋白質を特異的に化学修飾するラベル化法を応用し、蛋

白質分解の解析を行った。また、プロテオミクスに有用な化学修飾法を考案・開発

した成果についてまとめたものであり、得られた主な成果は次のとおりである。  
 
1.  標的蛋白質をラベル化できるリガンド指向性アシルイミダゾール (LDAI)化学

の、アイソザイム選択的なラベル化を炭酸脱水素酵素 CA1 と CA2 を用いて実

証した。保存性の低い蛋白質表面上のアミノ酸残基との反応によって選択性が

生じることを明らかにし、この原理に基づいて、生細胞でも CA12 膜蛋白質を

アイソザイム選択的にラベル化できた。  
2.  LDAI 化学を用いて膜蛋白質を生細胞でラベル化し、その寿命や分解経路の解

析を行った。その結果、western blott ing から蛋白質の寿命が、蛍光イメージン

グから分解経路が解析できることを明らかにした。さらに異なる３種類の膜タ

ンパク質に、本手法が適用できることを示した。  
3.  小分子と相互作用する蛋白質を網羅的にラベル化し同定する proteome 解析に、

リガンド指向性トシル化学 (LDT 化学 )が有用であること実証した。本実験系で

は、小分子のモデルとして cholesterol /es tradiol を採用し、線虫  (C. e legans)を
固体モデルとして検討を行った。 in vivo でラベル化した蛋白質を LC-MS/MS
で解析し、 60 個の cholesterol と相互作用する蛋白質を同定した。  

4.  Zn(II)に応答して反応が活性化されるラベル化剤を開発し、これによって新規

な Zinc condit ional proteomeics を考案・実証した。具体的には、蛋白質のラベ

ル化に有用な求電子反応基 Acyl Imidazole  (AI)に dipicolylamine (dpa)を連結し

た分子を設計し、 Zn(II)によって活性化するラベル化剤を開発した。一酸化窒

素 (NO)によって細胞内の Zn(II)濃度が上昇する現象をモデルとして、 Zn(II)  
conditional  label ing を検討した。その結果、Zn(II)の局在に対応した蛋白質のラ

ベル化が確認できた。さらに、定量 LC-MS/MS 解析によって、ラベル化された

タ ン パ ク 質 を同 定 でき 、 機 能 や 由来 が 未知 で あ っ た zinc-r ich vesic le は 、

ER-Golgi in termediate compartment であることを発見した。  
 
 学術上、実際上寄与するところが少なくない。よって、本論文は博士（工学）の学位

論文として価値あるものと認める。また、平成２８年２月２２日、論文内容とそれに関

連した事項について試問を行って、申請者が博士後期課程学位取得基準を満たしている

ことを確認し、合格と認めた。 

なお、本論文は、京都大学学位規程第１４条第２項に該当するものと判断し、公表 

に際しては、当該論文の全文に代えてその内容を要約したものとすることを認める。 

 

 




