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分子研究から疾患の病態解明・
臨床応用への展開：
ダイナミンのマルチスケール解析

竹居 孝二

岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科
生化学分野

日本歯科医学会・国際歯科研究学会日本部会（ＪＡＤＲ) 共催シンポジウム
平成２８年12月17日 歯科医師会館
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真核細胞には膜で構成された細胞内小器官
が存在する
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細胞内小胞輸送
細胞内膜輸送

分泌

取込み、
貪食

融合

出芽

輸送小胞

細胞内小器官

細胞内小器官
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宅急便の輸送・選別に必要なもの

タンパクの輸送・選別に必要なもの

James E. Rothman
Yale Univ.

Thomas C. Südhof
Stanford Univ.

Randy W. Schekman
U.C. Berkeley
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SNAREタンパクを同定
SNARE理論を提唱

in vitro再構成実験系を用いてゴルジ装置
の小胞輸送の分子機構を解明

SNAREタンパクを同定
SNARE理論を提唱

in vitro再構成実験系を用いてo ゴルジ装置
の小胞輸送の分子機構を解明

in vitro 再構成系
J. E. Rothman

SNAREタンパクの特異的結合により小胞
は標的細胞内小器官を認識する

v-SNARE：小胞のSNAREタンパク
t-SNARE：標的小器官のSNAREタンパク
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シナプス小胞の分泌の分子機構を解明

TThomas C. Südhof

SNARE 
ボツリヌス毒素 B, D, F, G
テタヌス毒素

ボツリヌス毒素 C

ボツリヌス毒素 A, E, C
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前シナプス

後シナプス

Na+

+       +        + +       +        +
- - - - - -

前シナプス

YYoshinori Ohsumi
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シナプス小胞のリサイクル

単離シナプスを用いてシナプス小胞の輸送
を再現するin vitro 再構成系を構築

γ

単離シナプスを用いてシナプス小胞の輸送
を再現するin vitro 再構成系を構築

γ
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in vitro 再構成系でエンドサイトーシスを阻害
することによりダイナミンの膜切断機能を解明

エンドサイトーシスの分子機構
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In vivo In vitro

リポソーム（人工脂質膜）を用いたエンド
サイトーシス小胞形成のin vitro再構成
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ダイナミンが膜を切る瞬間を可視化する

高速原子間力顕微鏡（HS-AFM）を用いた
ダイナミン複合体のライブ観察
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ダイナミン複合体の作用機序

アクチン線維（F-アクチン、マイクロフィラメント）
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+ ダイナミン
+コルタクチン

G-actin

F-actin

アクチン線維束

Fアクチン + ダイナミン
+ コルタクチン

ダイナミン-コルタクチン複合体によるアク
チン線維束形成の in vitro再構成

Fアクチン+ ダイナミン + コルタクチン

γγ

ダイナミン + コルタクチン

ダイナミン-コルタクチン複合体はin vitro
でアクチン線維束を安定化させる
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シャルコー・マリー・トゥース病

CMT変異により微小管ダイナミクスが低下
微小管に沿った膜輸送が阻害される
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臓器・
器官

個体

組織

ダイナミンのマルチスケール解析

細胞（細胞生物学）

in vivoノックアウトマウス

in vitro 再構成系

ΔΔ
Δ

Δ

Δ

Δ

分子

原子

細胞内
小器官

細胞

モデル

分子 （構造学、生化学、分子生物学）
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