
第６回 生体分子科学シンポジウム 
（第４回ケミカルバイオロジー研究所シンポジウム） 
2014年３月２0日（木）13：00～16：35 

大阪府立大学理学系研究科サイエンス棟A13-323 
 
 

1. はじめに 藤井 郁雄 （大阪府大院・理）      13:00～13:05 
 

 
2. 金保 安則（筑波大院・医学医療系）    

「低分子量G蛋白質Arf6 の病態生理機能」 
                                                     13:05～13:50 

 座長： 藤井 郁雄（大阪府大院・理） 
 

休憩 （13:50～14:20） 
 

 
3. 三原 久和（東工大院・生命理工）    14:20～15:05 

「αヘリックスペプチド-金ナノ粒子複合体の細胞選択的導入」 
 座長：藤原 大佑（大阪府大院・理） 

 
 

 
4. 王子田 彰夫（九州大院・薬）                15:05～15:50 

「タンパク質特異的ラベル化のためのタグペプチドデザインと生体機能解析応用」 
 座長： 円谷 健（大阪府大院・理） 

 
 

５．広川 貴次（産業技術総合研究所・生命情報工学研究センター） 15:50～16:35 
「タンパク質構造情報に基づくインシリコ分子設計」 

 座長：多田 俊治（大阪府大院・理） 
 

 
 

世話人・連絡先 藤井 郁雄 
〒599-8531大阪府堺市中区学園町1-1 大阪府立大学大学院理学系研究科 

TEL/FAX : 072-254-9834  fujii@b.s.osakafu-u.ac.jp 



 



 

 

低分子量 G蛋白質 Arf6 の病態生理機能	 

 
金保安則 

筑波大学医学医療系・人間総合科学研究科 
 

	 我々は、細胞膜リン脂質代謝や低分子量 G蛋白質の Arf6（ADP-ribosylation factor 6）
を介したシグナル伝達の生理機能と病態との関わりについて解析している。本セミナーでは、

シグナル伝達系で分子スイッチとして機能する Arf6の生理機能と病態との関わりについて
言及する。 

	 Arf ファミリーには 6 つのアイソフォームが存在し、アミノ酸配列の相同性からクラス I
（Arf1-3）、クラス II（Arf4、5）、クラス III（Arf6）に分類される。クラス I と II に属する

Arfは、ゴルジ体や小胞体に局在し、細胞内小胞輸送に関与しており、一方、唯一クラス III
に分類される Arf6 は、細胞膜やエンドソームに局在し、接着分子や細胞膜受容体のリサイ
クリング、アクチン細胞骨格の再構成などに関与していることが知られている。しかしなが

ら、個体レベルにおける Arf6 の生理機能と疾患への関わりについての解析はほとんど行わ
れていない。我々は、これらの点を解明するために、Arf6 ノックアウト（KO）及び組織・
細胞特異的な Arf6 コンディショナルノックアウト（cKO）マウスを作製してそれらを解析
しており、これまでに以下の結果を得ている。 

１）Arf6 KOマウスは胎生致死であり、Arf6は発生に極めて重要なシグナル分子であること
が明白である。また、本マウスにおいて、脳の血管走行の異常が認められ、Arf6 は血管新
生に関与していることが想定された。 

２）内皮細胞特異的 Arf6 cKOマウスの血管新生を解析したが、血管新生の異常は非常にマ
イルドであった。一方、B16メラノーマ癌細胞をマウスに移植して腫瘍形成を解析したとこ
ろ、本マウスにおいては腫瘍血管新生が低下し、腫瘍形成が遅延した。さらに、Arf6 cKO
血管内皮細胞においては、肝増殖因子（hepatocyte growth factor, HGF）で誘導されるβ1 integrin
接着因子の細胞膜への移行（リサイクリング）が抑制された。これらのことから、Arf6 は
血管内皮細胞の細胞外基質との接着を制御して腫瘍血管新生に関与しており、それ故に腫瘍

形成を制御することが明らかとなった。 

３）脳特異的Arf6 cKOマウスにおいては、脳梁と海馬采のサイズが低下しており、ミエリン
化が障害されていた。その原因を解明するため、神経細胞特異的あるいはオリゴデンドロサ

イト特異的なArf6 cKOマウスを作製して解析したところ、興味深いことに、神経特異的Arf6 
cKOマウスにおいて同様な表現型が認められた。このことから、神経細胞に発現している
Arf6が神経軸索のミエリン化に重要な役割を果たしていることが示唆された。 

	 本セミナーでは、これらのArf6の病態生理機能における分子メカニズムについて議論した
い。 



αヘリックスペプチドｰ金ナノ粒子複合体の細胞選択的導入	 

	 

東京工業大学大学院生命理工学研究科・三原久和	 

	 

細胞透過ペプチドは種々の物質を細胞内に運べることから、ドラックデリ

バリ、病気の診断∙治療分野などへの応用が期待されています。また、金ナノ

粒子(Gold	 nanospheres,	 GNSs)は高い生体適合性、簡単な合成やサイズコン

トロール、有用な光学特性などの多くの長所をもっているため、バイオイメ

ージングやバイオセンシング、ドラックデリバリ、病気の診断や治療などの

研究分野での効果的ツールとして利用されています。	 

本研究では、設計した細胞膜通過活性をもつαヘリックスペプチドライブ

ラリからのペプチドと金ナノ粒子を複合化したナノプローブを種々合成し、

細胞との相互作用研究を行いました。ペプチド・金ナノプローブは、遊離ペ

プチドより 1/100 程度の濃度にて細胞導入活性を示しました。また 16 ペプチ

ド中の 1種類のアミノ酸の違いにより異なる細胞導入活性を示し、	 細胞種に

よる細胞選択的ドラッグデリバリ能を有しています。また、ペプチド・金ナ

ノプローブは、暗視野顕微鏡で簡便・高感度で検出が可能であり、また低細

胞毒性です。	 
 
 

K. Usui, T. Kikuchi, M. Mie, E. Kobatake, H. Mihara, Bioorg. Med. Chem., 21, 2560 (2013) 
H.J. Park, H. Tsutsumi, H. Mihara, Biomaterials, 34, 4872, 2013 
H.J. Park, H. Tsutsumi, H. Mihara, Biomaterials, 35, 3480, 2014 
 
 



タンパク質特異的ラベル化のためのタグペプチドデザインと 

生体機能解析応用	 

	 

九大院薬	 王子田	 彰夫	 

	 

	 機能性プローブ分子をタンパク質へラベル化することでタ

ンパク質の様々な機能解析が可能となる。例えば、蛍光色素を

ラベル化すれば、生きた細胞内でタンパク質を可視化解析する

蛍光バイオイメージングへと応用できる。しかし、このような

機能性プローブ分子によるタンパク質の機能解析を行うため

には、小分子プローブを標的タンパク質のみに選択的に、そしてより好ましくはタンパ

ク質上のある部位に特異的に導入できるラベル化技術が必要となる。タンパク質を有機

化学の観点から眺めると、多様な求核性アミノ酸残基のかたまりと捉えることができる。

この反応性基の“かたまり”に単純に求電子性のラベル化試薬を反応させても、通常は

複数のアミノ酸残基がランダムにラベル化されるのみであり、よほど特殊な場合を除い

てラベル化の特異性を獲得することは難しい。 
	 本講演では、この「如何にして望みのタンパク質を特異的にラベル化するのか？」と

いう難問を解決するために我々が展開している研究について紹介を行う。我々はこれま

でにタンパク質の特異的ラベル化法の一つとして金属錯体型の小分子プローブと特殊

な配列から成るタグペプチドとの選択的な分子認識と共有結合反応を組み合わせた「リ

アクティブタグ法」1) の開発を進めてきた。本講演では、ペプチドデザインに基づいた

リアクティブタグ法の開発の経緯、バイオイメージングへの応用、また今後のタンパク

質機能解析への応用可能性ついて紹介を行う予定である。 

 
タンパク質を特異的にラベル化するリアクティブタグ法	 

	 

1) H. Nonaka, S. Tsukiji, A. Ojida, I. Hamachi, J. Am. Chem. Soc., 129, 15777 (2007). 

2) H. Nonaka, S. Fujishima, S. Uchinomiya, A. Ojida, I. Hamachi, J. Am. Chem. Soc., 132, 
9301 (2010). 
3) S. Uchinomiya, A. Ojida, I. Hamachi, Inorg. Chem., 53, 1816 (2014). 
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