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本発明は，細胞の内部でタンパク質を安定化（主

に分解耐性により発現を向上）させ，高発現させる技

術です。わずか“16－25アミノ酸”を目的のタンパク

質に融合するだけでそれは可能になります。

本発見のきっかけは，前職の九州大学歯学部時代

に遡ります。当時，私は歯周病時の炎症を抑制する

目的で，炎症性サイトカインシグナル抑制因子SOCS3

（宿主［ヒト］の細胞内で炎症を抑えようとするタンパ

ク質）の研究をしていました。その過程で，この相互

作用因子として転写因子DP-1（細胞周期を促進す

る）を見つけました。更に，DP-1の全長 cDNAクロー

ニング中に偶然C末端側が欠けるアイソフォームを

2種見つけました。しかし，これらは非常に発現が悪

く，解析に困難しました。　　

その後，本学に移籍し，この発現の悪さの原因を追

求しました。その結果，DP-1の最もC末端側の16ア

ミノ酸がこのタンパク質の安定化に極めて重要であ

ることが判明しました。そして，このモチーフをスタ

ビロンと命名しました（図 1左上）。実は，ここまでの

研究過程は他のタンパク質においても比較的よくあ

る話です。しかし，私はこの時の極めて顕著な結果

（スタビロンがないDP-1はほとんど発現が見られな

い！）をみて，別の利用法を考えました。“他のタンパ

ク質に融合してみたら安定化するのではないか”とい

う発想です。DP-1スタビロンが細胞内で共通のタン

パク質分解機構（プロテアソームやオートファジーな

ど）や安定化機構に効いているのであれば，他のタン

パク質にも効くはずという考えからです。

早速，日大の豊富な若いマンパワーと共に研究室

で取り組んでみました。その結果，多くのタンパク質

で，スタビロン融合により発現が向上することが判明

しました。そこで，本モチーフを発現ベクターのタグ

として実用化できるのではないかと考えました。現在，

一般的にタンパク質標識タグとしてはDYKDDDDK

やHA，V5タグがよく利用されます。これらには，非常

に特異性の高いモノクローナル抗体が揃っているた

め，免疫染色やウエスタンブロット解析，免疫沈降等

の実験が高感度にできます。しかし，これらのタグは

単に標識としてのみ機能します。スタビロンモチーフ

はタンパク質を安定化させる能力がある分，これらよ

り価値が高いと思います。

そこで，実用化に向けての取り組みを行っています。

まず１つは，スタビロンモチーフの改変です。タグとし

て実験に使用する場合，生体内に存在しない配列が

望まれます。それは，DP-1スタビロンをそのままタグ

にすると，検出時に目的タンパク質と同時に内因性の

DP-1も検出されるためです。これでは目的タンパク質

の特異的な検出にはなりません。よって，タンパク質

安定化能は維持するが，生体内に存在しない配列に

改変する必要があります。そこで，DP-1スタビロンに

含まれる4つのアミノ酸の順列をいろいろ変更し，

最もタンパク質安定化能が高いものを選び出しました

（図1右上）。このようなリードモチーフを決定した後

に重要になってくるのは，良質な（特異的な検出，免疫

沈降などへの利用も可能）モノクローナル抗体の作製

です。これまでに，当研究室ではこの作製に取り組んで

参りましたが，実用化可能なものはできませんでした。

そこで今回，本学の実装研究において，外部の抗体作

製会社へ作製を委託しようと考えています。また今後，

作製した抗体の評価や，抗原の多様性も検討しなくて

はいけないことから，これらの解析機器類も本実装研

究で購入する予定です。これらを駆使し，既存のタ

グー抗体システムに負けないような系を開発したいと

思います。これらが完成すれば，多くの分子生物学的

研究に役立てると思います（図1下，応用法1）。

現在，着目しているのは再生医療やバイオ医薬品

（インスリンや成長ホルモン，抗体薬等），遺伝子治療

への応用です。現在，iPS細胞を中心とした再生医療

が大変注目されていますが，これまでに iPS細胞由来

の細胞が実際に治療に充てられたのは一度のみで

す。これには，現在の誘導法に問題があります。現行

法は主にベクターやウイルスを使用するため，核酸体

がゲノムに組み込まれ（ゲノムインテグレーション），

がん化や予期せぬトラブル（本来機能しなくてはいけ

ない遺伝子の機能不全等）が起きる可能性がありま

す。最近では，インテグレーションしないセンダイウイ

ルスを利用する方法や，RNAを使用する方法が流行

りつつあります。しかし，これらにもウイルス除去やゲ

ノムインテグレーションの問題があります。そこで，私

が着目したのは細胞膜透過性タンパク質と試薬を用

いる方法です。既に，複数の海外のグループから，細

胞膜透過性山中因子と試薬による誘導法が報告され

ています。しかし，これらはいずれも非常に低効率で

実用的ではありません。この原因としては，細胞の外

から内に入るタンパク質がわずかで，導入後も分解さ

れやすいためだと考えられています。そこで，細胞膜

透過性タンパク質に分解耐性を付与することを考えま

した。この際にスタビロンタグを利用します。この方法

は iPS誘導のみならず，分化細胞の誘導法，遺伝子変

異や組換え，メチル化修飾による遺伝子低発現による

難治性疾患にも応用可能だと考えています（図2，応

用法2）。特にタンパク質療法や遺伝子治療では，短

命の野生型のタンパク質を使った場合，投与回数が

増えることから，患者さんは何度も通院しなくてはい

けません。しかし，長寿命化したタンパク質であれば、

通院回数を減らすことができます。このように実社会

で役に立つことを期待しながら研究を進めています。

このような開発では，製薬会社や医学部との連携が欠

かせません。本研究でも既にこのような展開を進めて

います。

最後にもう一つスタビロンタグを利用する点での

利点を述べたいと思います。大腸菌発現系で目的タ

ンパク質を誘導した場合，細胞内での毒性などが原

因で，正常な巻き戻しが起きず，ペプチド鎖が重合し

た封入体を形成することがあります。この場合，尿素

などで封入体を変性させ，ペプチド鎖にほどいた後，

透析により巻き戻し行い活性を取り戻す方法があり

ます。しかし，この巻き戻しの際に再凝集を起こすこ

とが度々問題になります。これまでに，塩基性の強い

タンパク質が再凝集しやすいことが判明しています。

本研究では，酸性アミノ酸に富むスタビロンモチー

フを融合すると分子全体の等電点が酸性側に偏る

ため，巻き戻しが起きやすいことを見出しています

（図2，応用法3）。

以上のように，本スタビロンタグは非常に大きな可

能性を秘めていると思います。現時点では，このモ

チーフによる安定化の分子機構が詳細には判明して

いませんので，このメカニズム解明を進めつつ，この

モチーフが植物や昆虫，酵母，大腸菌，ブレビバチル

スの発現系などにも応用可能かを確認し，汎用性を

広めたいと考えています。
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図1　スタビロンタグのアミノ酸配列と発現系への応用
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図2　スタビロンの医療やバイオ医薬品への応用性
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