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論文内容の要旨 

小胞体は真核細胞に存在する細胞内小器官の一つであり、膜蛋白質や分泌蛋白質の適切な折りたた

みや翻訳後修飾を行っている。小胞体の内腔に折り畳み不全蛋白質が蓄積して、内部環境が悪化した

状態を小胞体ストレスと呼び、その際、蛋白質恒常性を保つために様々な遺伝子の発現が誘導され、

このストレスに対応する。しかし、長期にわたりストレス状態が持続すると、細胞死が引き起こされ

る。小胞体ストレスはパーキンソン病・アルツハイマー病などの神経変性疾患の原因の一つであると

考えられている。 

小胞体ストレス下では、様々な遺伝子の発現が誘導されており、本研究の対象であるmesencephal

ic astrocyte-derived neurotrophic factor (MANF) もその一つである。当初、MANF はドーパミン作

動性神経細胞に対し保護効果を示す神経栄養因子として報告されたが、その詳細な分子メカニズムは

未だ明らかにされていない。脊椎動物では、MANF のparalog として、cerebral dopamine neurotro

phic factor (CDNF) の存在が知られている。paralog 関係にある蛋白質では各々の機能が異なるとさ

れているが、MANF と CDNF では共通した機能として神経細胞保護効果のみが報告されている。さ

らに、両者は細胞外へ分泌される蛋白質であるが、それらの分泌制御機構を含む性状の差異に関する

知見は少ない。本研究では、低分子量ルシフェラーゼ NanoLuc を融合した MANF と CDNF を用

いて、これらの分泌メカニズムの高感度かつ定量的な解析法を確立し、両者のシグナルペプチドや 

C 末端小胞体局在シグナルなどの性状解析を通して、それらの機能を比較検討することを目的とし

た。 

定量的な解析法の確立のため、mouse MANF の N 末端シグナルペプチド配列の下流に低分子量

ルシフェラーゼ NanoLuc を挿入した融合型 MANF (SP-NL-MANF) を作製した。まず、HEK293 

細胞に強制発現させ、野生型 (wt) MANF の分泌との間に差があるか、ウエスタンブロッティングと

ルシフェラーゼアッセイにて比較検討した。経時的な分泌量、並びに、小胞体輸送に関わる Sar1 

の変異型との共発現による分泌の解析結果から、SP-NL-MANFは wt MANF と同様な過程で分泌調節さ
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れていることが示唆された。 

次いで、同解析法を mouse CDNF にも適用し、分泌に関連する性状について、MANF との比較検討

を行った。小胞体局在性分子シャペロン GRP78 との共発現により、MANF の分泌は対象群と比較して

著しく減少した。一方、CDNF の分泌は有意に減少したものの、減少の度合いは MANF よりも小さか

った。また、ゴルジ体から小胞体への逆行輸送に関わる KDEL 受容体 1 (KDEL R1) と共発現させた場

合も同様にして、MANF、CDNF 共に分泌は有意に減少したが、その割合は CDNF の方が小さかった。

これらのことから、MANF 及び CDNF は、類似した分泌制御機構で分泌が調節されているが、GRP78 

及び KDEL R1 に対する親和性は異なることが示唆された。 

当研究室では、小胞体ストレス応答性因子 cysteine-rich with EGF-like domains 2 (CRELD2) の分泌

制御解析の中で、wt MANF の mouse CRELD2 に対する分泌促進作用を見出していることから、CRE

LD2 分泌に対する MANF あるいは CDNF 共発現の影響を比較検討した。MANF の分泌促進効果は、

C 末端小胞体局在シグナル欠損型 (∆C) MANF では消失した。一方で、mouse CDNF は CRELD2 に

対する分泌促進効果を殆ど示さなかった。このことから、mouse MANF の CRELD2 分泌促進には、C

 末端小胞体局在シグナルが寄与していることが示唆された。これまでの多くの研究では、小胞体局在性

タンパク質は C 末端の 4 アミノ酸 (KDEL または KDEL 様) の配列により細胞内輸送が制御される

ことが解明されているものの、近年、C 末端 6 アミノ酸の重要性が報告された。そこで、MANF 及び 

CDNF の C 末端 4 または 6 アミノ酸配列を組み換えたコンストラクト (MANF-QTEL、-YPQTEL 及

びCDNF-RTDL、-SARTDL) を作製し、同様にウエスタンブロット法により、CRELD2 分泌に対する効

果を解析した。その結果、MANF-QTEL 及び MANF-YPQTEL では CRELD2 の分泌促進効果が減弱し

た。一方、CDNF-RTDL 及び CDNF-SARTDL では若干の促進効果が認められた。種間で C 末端アミノ

酸配列を比較すると、CDNF は MANF とは異なり human 及び mouse で同一でないことから、huma

n CDNF の CRELD2 分泌に対する効果を検討した。その結果、human CDNF は wt MANF と同様に

 CRELD2 分泌を増加させることが明らかとなった。さらに、human CDNF の C 末端アミノ酸配列

を有する組み換え型 mouse MANF 及び CDNF (MANF-KTEL、-HPKTEL 及び CDNF-KTEL、-HPKTE

L)はいずれも著しく CRELD2 の分泌を促進させた。これらのことから、mouse MANF の CRELD2 分

泌促進には C 末端アミノ酸配列が大きく寄与していることが明らかとなった。また、本知見を考慮する

とMANF ファミリーによる CRELD2 分泌促進には C 末端第 4 位アミノ酸の電荷等が寄与している

可能性が示唆された。 

以上の結果より、本研究では、paralog である mouse CDNF は、mouse MANF と類似した分泌制御

機構にて、調節されていることを明らかにした。さらに、共発現した小胞体ストレス応答性因子 CRELD2 

の分泌に及ぼす影響を検討したところ、両者は大きく異なる結果を示した。CRELD2 は折り畳み不全蛋

白質との会合が報告されていることから、MANF 及び CDNF は神経保護因子というよりはむしろ、小

胞体内における蛋白質恒常性に関与している可能性が示唆された。さらに、CDNF は小胞体ストレス応

答性因子ではないにもかかわらず、MANF と同様な分泌制御を受けていたことから、CDNF は正常な状

態での蛋白質恒常性に関与しており、MANF は小胞体ストレス時などの異常な状態における蛋白質恒常

性に関与している可能性が考えられる。MANF と CDNF の CRELD2 に対する関係は生物種により異

なる可能性はあるものの、それらの発現または細胞内局在の変化が、蛋白質恒常性に影響を及ぼしてい

る可能性が考えられる。従って、各種生理的条件下における MANF、CDNF 及び、CRELD2 の役割



を解明することは、小胞体ストレス関連の疾病の病態理解および治療法開発に繋がるものと期待され

る。 

 

論文審査結果の要旨 

本論文は、小胞体ストレス誘導性因子mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor（MANF）

およびそのparalogであるcerebral dopamine neurotrophic factor (CDNF)の分泌制御および機能に関す

る研究成果をまとめたものである。 

 本研究で着目した小胞体ストレスは、アルツハイマー病等の神経変性疾患のみならず、癌、糖尿病

をはじめとする多くの疾患の発症・進行に関わることが報告されている。 MANF 遺伝子発現は、種々

のストレス・疾患モデルにおいて上昇していることが報告されている。一方、その paralog である

CDNF の遺伝子発現は恒常的である。両者の翻訳産物は高い相同性を有しており、その生理機能には

ドーパミン神経に対する保護効果が報告されている。しかしながら、それらの分泌制御および機能に

関しては十分に比較検討されていない。そこで申請者は、通常のウエスタンブロッティングより簡便

な測定系として、低分子量ルシフェラーゼ NanoLuc 融合マウス MANF および マウス CDNF コンス

トラクトを作製し、解析を試みた。その結果、両者の分泌は COPII 小胞輸送、GRP78、KDEL 受容

体（KDELR）が関わる類似の機構で制御されることを明らかにした。 

 次いで申請者は、異なる ER ストレス応答性因子 cysteine-rich with EGF-like domains 2 (CRELD2) 

の分泌に対する両タンパクの影響を共発現モデルにて検討した。EGFP 融合 MANF および CDNF の細胞

内局在に大きな違いが見られなかったものの、マウス MANF とマウス CDNF の CRELD2 分泌促進効果

は著しく異なっていた。即ち、マウス MANF 共発現は CRELD2 分泌を促進し、その効果はマウス MANF

の C 末端４アミノ酸欠損およびマウス CDNF C 末端配列（QTEL）との置換により減少傾向を示した。

小胞体局在タンパク質の制御においては、C 末端６アミノ酸が関与するという報告があることから、C

末端６アミノ酸置換コンストラクトも作製・検討を行ったところ、C 末端４アミノ酸置換で見られた現

象と類似の結果であった。興味深いことに、マウスと異なる C 末端配列（KTEL）を有するヒト CDNF

は、マウス MANF と同じような CRELD2 分泌促進能を示すことを見出した。 

 以上のように、本論文では MANF およびその paralog である CDNF の分泌制御について、ウエスタン

ブロット法および NanoLuc アッセイ法にて解析し、新たな知見を得た。また CRELD2 を研究モデルと

した解析では、栄養因子として報告のある MANF・CDNF が小胞体内においてタンパク輸送の制御に関

わる可能性を示唆した。本知見は、今後の多面的な MANF ファミリーの機能解明およびそれを標的とし

た薬剤の開発等にも繋がるものと考えられることから、博士論文として価値あるものと判定した。 

 

最終試験結果の要旨 

則定氏の学位論文は、これまで行ってきたMANFおよびCDNF遺伝子に関する一連の研究内容をま

とめ、審査付き論文として公表済みの論文に基づいていることから、本論文が学位論文として完成さ

れた内容であることを確認した。 

 また、公聴会において、学位論文の内容に関する事項、すなわち、小胞体ストレス（ER）誘導性因

子MANFおよびそのparalogであるCDNFの分泌機構、小胞体内腔におけるタンパク制御の観点から行っ

たCRELD2分泌に対する両因子の影響、小胞体ストレスが関わる疾患の解明に対する今後の研究の方向



性などに関して諮問を行った。申請者からは十分な内容の回答が得られたので、博士（薬科学）の学

位に適するものと判断し、最終試験に合格したと判定した。 
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