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新規２型糖尿病治療薬の開発
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はじめに

２型糖尿病は早急に克服しなければならない生活習慣病の一つである。しかし、発症に至る過程は

複雑で且つ長期に渡り、遺伝的素因を含めた根本的な発症のメカニズムは未だ余り良く分かっていな

いというのが現状である。興味深いことに、２型糖尿病患者の骨格筋組織中では、脂質代謝異常によ

りジアシルグリセロール （DG） 量が増加することは以前から知られていたが、残念ながらこれまでは

現象論的研究のみで、その分子実体は明らかではなかった。

申請者らは長年に渡り DGK に関する研究を世界的に先導してきた。そしてその一環として、最近共

同研究により、DG キナーゼ （DGK、DG をホスファチジン酸に変換する） のδアイソフォームとインス

リン（Ins）抵抗性惹起・2 型糖尿病発症との関連を探った 1、2）。その結果、２型糖尿病患者の骨格筋

組織中で DGK δの発現量が約半分に低下しており、上記の DG 量増加の大部分は本アイソフォームの

発現量の低下によって説明できることを示した 1）。更に、DGK δのノックアウトマウス 3）は Ins 抵抗

性惹起等の２型糖尿病様の表現型を示すなど、DGK δが本症発症・増悪化の新たな鍵酵素であること

を示す結果が得られた 1）。 

そこで、２型糖尿病患者の骨格筋組織中には約半分の DGK δは残存しているので、特異的賦活剤を

開発して DGK δ活性を亢進することができれば画期的な新規２型糖尿病治療法になり得ると考えた。

ただし、従来のラジオアイソトープと薄層クロマトグラフィーを用いる煩雑な測定法では、賦活剤検

索（化合物ライブラリースクリーニング）のための高スループット（HTP）の（高感度・迅速・簡便な）

DGK 活性測定系を組むことができなかった。しかし、我々の長年の取り組みにより、最近、ルシフェ

ラーゼ発光系と 96 穴プレートを用いた HTP-DGK 活性測定系の開発に成功した。そこで、この HTP-DGK

活性測定系を用いて化合物ライブラリーのスクリーニングを行い、特異的 DGK δ活性賦活化合物を検

出・同定することを試みた。 

上述のように、DGK δが Ins 抵抗性惹起・２型糖尿病増悪化における新規の鍵酵素である可能性が

高いことが見出されたが、以下の 3 点は未だ明らかではない：（1）２型糖尿病における DGK δ発現量

の低下機構；（2）DGK δによる Ins 受容体活性制御の分子機構；（3）グルコース（Glc）による DGK δ

の細胞内動態・活性の調節機構。そこで、世界に先駆けて、これらの未解明の課題を分子レベルで解

析し、２型糖尿病発症・増悪化機構の解明への基盤となる知見を得ることを目指した。この内、本研

究計画期間内に、「（3）Glc による DGK δの細胞内動態・活性の調節機構」に関して興味ある知見が得

られたので報告する。
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研究方法と結果

1　HTP-DGK 活性測定系を用いた特異的 DGK δ活性賦活化合物を検出・同定

HTP-DGK 活性測定系を 98 穴プレートから 384 穴プレートに変更する際の条件設定に手間取ったが、

ようやく最近、化合物ライブラリーのスクリーニングを開始することが出来た。現在、鋭意実験中で

あるが、残念ながら今のところ報告すべきデータは得られていない。今後、化合物ライブラリーの種

類を増やし、特異的 DGK δ活性賦活化合物を検出・同定したい。

2　Glc 刺激による細胞内局在性の変化

研究目的の「（3）Glc による DGK δの細胞内動態・活性の調節機構」について解析した。我々は GFP（緑

色蛍光蛋白質）と融合させた DGK δ 1 の Glc 刺激時（25 mM Glc 添加後 5 分）のマウス筋芽（C2C12）

細胞及びヒト腎由来（HEK293）細胞内での局在性を共焦点レーザー顕微鏡によって観察した。両細胞

で同様の結果が得られたので、HEK293 細胞の結果を以下に示す。未刺激状態では DGK δ 1 は主に細胞

質中に局在したが、Glc 刺激細胞では細胞膜へ移行した（図 1）。一方、GFP のみの発現では、このよ

うな局在変化は観察

されなかった。また、

DGK の他の II型アイ

ソフォームであるδ

2、η 1、η 2も、こ

のような細胞膜への

移行は認められなか

った。他の糖（キシ

ロース等）ではこの

様な局在性の変化は

見られなかった。経時変化を調べたところ、DGK δ 1 が細胞膜に局在している細胞の細胞全体に占め

る割合は、5 分の Glc 刺激において極大（71.9 ± 8.1％）となることが判明した（図 2）。また、刺

激後 30 分以上では DGK δ 1 が細胞質中に再局在し

ている細胞が多数を占めた（刺激後 60 分で細胞膜

局在細胞が 6.5 ± 5.2％）。この結果は、Glc 依存

性の細胞膜への移行が DGK δ 1 に特異的であるこ

と、更に、この移行が一過性であること示している。 

次に、DGK δ 1 の Glc 刺激時の細胞膜移行に関与

するドメインを解析した（図 3）。プレクストリン

ホモロジードメイン（PHD）と亜鉛フィンガー様構

造（ZF、別名 C1 ドメイン）を両方含んだ変異体で

はこれらの細胞膜へ局在した細胞の割合が高かっ

たが、PHD や ZF が片方しかない場合、両方ともな

い場合はその割合は低かった。逆に、sterile α 

motif（SAM）を欠失させると、DGK δ 1 は刺激無
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しでも細胞膜へ移行

した。これらの結果

は、PHD と ZF は DGK

δ 1 の Glc 刺激時の

細胞膜移行の責任ド

メインとして機能す

る、もしくは、正の

制御ドメインとして

機能すること、また、

SAM は負の制御ドメ

インとして機能する

ことを示している。

3　Glc 刺激時の DGK δ相互作用蛋白質の検索

次に、Glc 刺激によって DGK δ 1 と相互作用する蛋白質の検索を行った。3 × FLAG-tag を融合した

DGK δ 1-WT（野生型）又は DGK δ 1- Δ SAM（SAM 欠損変異体）を HeLa 細胞又は C2C12 細胞で発現させた。

細胞を Glc 飢餓状態に 3時間置き、Glc 含有培地（25 mM）に置換し 5分間刺激を行った。細胞破砕後、

抗 FLAG 抗体により免疫沈降した。そのサンプルに ATP（0.1 M）を加え、30℃で 30 分間反応させた。

SDS ポリアクリルアミドゲル電気泳動後、抗リン酸化チロシン抗体によりウェスタンブロッティング

し、リン酸化チロシン含有蛋白質を検出した。HeLa 細胞と C2C12 細胞で同様の結果が得られたので、

HeLa 細胞での結果を以下に記す。

Glc 飢餓状態細胞から免疫沈降した 3 × FLAG-DGK δ

1- Δ SAM 画分に分子質量約 72, 75, 88, 123, 135, 

165 kD のリン酸化チロシンを含む蛋白質が検出され

た。これらのバンドは、ATP 非存在下では認められ

なかった（図 4）。また、野生型（3 × FLAG- DGK δ

1-WT）ではこれらのバンドは認められなかった。興味

あることに、Glc 飢餓状態前（データ示さず）ではこ

れらのバンドは認められなかった。これらの結果から、

HeLa 細胞を Glc 非含有培地で培養した際に、in vitro

で ATP を加えることによりチロシン残基がリン酸化さ

れる蛋白質（チロシンキナーゼを含む）が DGK δ 1- Δ

SAM と相互作用することが明らかになった。尚、135 

kDの蛋白質はDGKδ1-ΔSAM自身である可能性が高い。

4　DGK δのポリマー形成と相互作用蛋白質

興味あることに、既に我々は、DGK δ 1 は DGK δ 1 自身や 4–6）、近縁の DGK δ 2 7）や DGK η 2 8）と

SAM を介して相互作用し、らせん状のポリマーを形成すること、更に、多様な相互作用蛋白質を持つ



— 29 —

ことが明らかになっている足場蛋白質、receptor for activated C-kinase 1（RACK1）と相互作用す

ること 9）や PKC3）と相互作用することを報告している。最近、亜鉛を加えると DGK δ 1 の SAM が形成

するらせん状のポリマーが会合し、シート状のポリマーを形成することも明らかになった 6）。 

考　察

２型糖尿病患者の骨格筋組織中には約半分の DGK δは残存しているので 1）、特異的賦活剤を開発し

DGK δ活性を亢進することができれば画期的な新規２型糖尿病治療法になり得る。今後、今回確立し

た HTP-DGK 活性測定系を用いて化合物ライブラリーのスクリーニングを精力的に行い、特異的 DGK δ

活性賦活化合物（新規 2型糖尿病治療薬）を検出・同定したいと考えている。 

「（3）Glc による DGK δの細胞内動態・活性の調節機構」について解析したところ、DGK δ 1 は Glc

刺激によって細胞質から細胞膜へ速やかに（5分で極大）移行することが明らかになった（図 1, 2）。

そして、この移行が DGK δ 1 に特異的であること、更に、一過性であることが示された。尚、C2C12

細胞と HEK293 細胞で同様の結果が得られた。また、興味あることに、この移行の経時変化は以前筋

芽細胞で明らかになった Glc 刺激時の DGK δ 1 の活性の経時変化（5 分で極大）と類似している 3）。

DGK δ 1 中の PHD と ZF が Glc 刺激時の細胞膜移行の責任ドメインもしくは正の制御ドメインとして機

能すること、また、SAM は負の制御ドメインとして機能することが示唆された。

今回の研究で、HeLa 細胞又は C2C12 細胞を Glc 非含有培地で培養した際に、in vitro で ATP を加

えることによりチロシン残基がリン酸化される蛋白質（チロシンキナーゼを含む）が DGK δ 1- Δ SAM

と相互作用することが明らかになった。尚、135 kD の蛋白質は DGK δ 1- Δ SAM 自身である可能性が

高い。これらの相互作用蛋白質は DGK δ 1 の全長（WT）では検出されなかったことから、SAM ドメイ

ンを欠損することにより何らかのコンフォメーション変化が起き、相互作用が強まると考えられる。

また、Glc 刺激時にはそれらのバンドは消失したため、相互作用の解除又はチロシンキナーゼの不活

性化などが起きた可能性がある。今回検出された DGK δ 1 と相互作用するリン酸化チロシン蛋白質に

よって、DGK δ 1 の動態が制御される可能性、あるいは DGK δ 1 がこれらを介して Ins 受容体活性を

制御している可能性がある。今後は様々なチロシンキナーゼファミリーの阻害剤を用いた実験や、質

量分析法を用いて相互作用蛋白質の同定を行う予定である。 

亜鉛を加えると DGK δ 1 の SAM が形成するらせん状のポリマーが会合し、シート状のポリマーを形

成することを明らかにした 6）。DGK δ 1 は DGK δ 2、DGK η 2、RACK1 や PKC と相互作用するので、SAM

を介してこれらを含んだ複雑で巨大な複合体を形成している可能性があることを示した。今後、この

複合体が如何にして DGK δ 1 の動態を制御しているのかを明らかにしたい。特に、RACK1 はインスリ

ン受容体やその基質（IRS）と相互作用することが報告されているので、DGK δとインスリン受容体 /

IRS を結ぶ鍵因子の一つの候補として役割の解析を進める。

２型糖尿病の発症に至る経路は複雑で、そのメカニズムには不明な点が多いので、本研究が進展す

ればその解明に役立つことが予想される。今回は、研究項目のうちの「（3）Glc による DGK δの細胞

内動態・活性の調節機構」について報告したが、「（1）２型糖尿病における DGK δ発現量の低下機構」

と「（2）DGK δによる Ins 受容体活性制御の分子機構」についても鋭意検討中であるので、これらの

項目については今後別の機会に報告したい。
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要　約

特異的 DGK δ活性賦活化合物開発に向けて HTP-DGK 活性測定系を用いた化合物ライブラリーのスク

リーニングを開始した。また、以下の点を明らかにした：1）DGK δ 1 は Glc 刺激により PHD と ZF を

介して細胞質から細胞膜へ一過性に移行した。2）DGK δ 1 は Glc 刺激によりリン酸化チロシン含有蛋

白質と相互作用した。3）亜鉛を加えると DGK δ 1 の SAM が形成するらせん状のポリマーが会合しシ

ート状の巨大なポリマーを形成した。
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