
様式第１号	 

論文内容要旨	 

	 

	 

Proteomic	 analysis	 of	 serum	 proteins	 associated	 with	 

the	 development	 of	 type	 2	 diabetes	 mellitus	 	 

in	 the	 KK-Ay	 mouse	 model	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

学位申請者氏名：高橋	 枝里	 

研究指導教員：平野	 久	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



	 

	 

2	 

1.  序	 

世界的な糖尿病の蔓延は悪化の一途をたどっており、2012 年の国際糖尿病連

合報告によると推定糖尿病患者数は 3 億 7,100 万人に上ることが示された。我

が国においても予備軍まで含めると今や成人の 5 人に１人が何らかの糖代謝異

常を持つと推定されており、効率的な治療法や予防法の開発は急務な課題の一

つである。糖尿病の 90％以上を占める 2 型糖尿病はインスリンの作用不足によ

って起こる慢性高血糖を主徴とし、耐糖能の低下が認められるよりもかなり前

からインスリン抵抗性が出現する。血液中因子の中にはインスリン抵抗性の出

現に関与するものも知られており、例えば、interleukin-6,	 adiponectin,	 

plasminogen	 activator	 inhibitor-I は骨格筋などに作用し、インスリンシグ

ナル伝達障害を引き起こしてインスリン抵抗性の出現に直接関与する。2 型糖

尿病の発症・進展には遺伝素因や肥満、加齢、生活習慣など種々の要因が関与

しており、その病態は多様であることから、多数の血液中因子を同時に同定す

ることができるプロテオーム解析技術は新たな 2 型糖尿病の病態解明につなが

る可能性がある。そこで本研究では、自然発症肥満性糖尿病モデル KK-Ay マウ

スと対照 C57BL/6 マウス血清を用い、iTRAQ 法と質量分析装置を組み合わせる

ことにより前糖尿病期における血清タンパク質の網羅的解析ならびに相対定量

を行った。	 

	 

2.  実験方法	 

2-1.	 糖尿病モデルマウス	 

自然発症肥満性 2 型糖尿病モデル KK-Ay マウス、ならびに対照マウスとして

C57BL/6J マウス(日本クレア㈱)血清を解析対象とした。4,	 8,	 12,	 16 週齢のマ

ウス血清はマウスを 16 時間絶食後に眼窩静脈叢より採血して調製した。経口糖

負荷試験は 4 週齢マウスを対象に行った。16 時間絶食後のマウスにグルコース

溶液(2	 mg/g	 body	 weight)を経口投与し、15,	 30,	 45,	 60 分後の血糖値をアキ

ュチェックアビバ(ロシュ・ダイアグノスティックス)により測定した。	 

	 

2-2.マウス血清プロテオーム解析	 

2-2-1.iTRAQ 解析 ＊	 

	 4 週齢 KK-Ay、C57BL/6 マウス各 3 匹の血清から Seppro	 Mouse	 Spin	 Columns	 

(Sigma-Aldrich)	 を用いて 7 種の血清中多量タンパク質の除去を行った。限外

濾過により精製、脱塩を行った後、各検体より分取した 25μg を解析に用いた。

内部標準サンプルには KK-Ay、C57BL/6 マウス各 3 検体より等量ずつ混合したサ

ンプル 25μg を用いた。タンパク質の変性、システイン残基の還元アルキル化
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後トリプシン消化を行い、iTRAQ タグ(AB	 Sciex)で標識した。標識後のサンプ

ルを混合した後、強陽イオン交換カラムを用いて分画し、画分ごとに

nanoLC-MS/MS(AB-Sciex,	 QSTAR	 Elite)により測定した。測定結果に基づき

MASCOT データベースおよび ProteinPilot ソフトウェアを用いてタンパク質の

同定および iTRAQ 比による相対定量を行った。ProteinPilot	 confidence＞95%

で同定されたタンパク質を解析対象とし、KK-Ay―C57BL/6 マウス間の定量値が

有意差を示すタンパク質(p＜0.05)、ならびに KK-Ay マウス、あるいは C57BL/6

マウスのいずれか一方のみで同定・定量されたタンパク質を発現に差異が認め

られたタンパク質として抽出した。発現差異タンパク質について Gene	 Ontology

に基づく分類、および Ingenuity	 Pathways	 Analysis	 (IPA)ソフトウェアを用

いた hypothetical	 network 解析を行った。	 

	 

2-3.	 Multiple	 Reaction	 Monitoring *	 

2-3-1.MRM	 transition の作成	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

iTRAQ 解析で発現に差異が認められたタンパク質を対象に MRM 定量解析を試

みた。MRM	 transition の設定は、iTRAQ 解析で得られた MS データに基づき MRM	 

Pilot ソフトウェアで行った。	 

2-3-2.MRM 測定 	 

iTRAQ 解析とは独立した 4,	 12 週齢 KK-Ay マウスおよび C57BL/6 マウスから調

製した血清(n=5/each	 group)より多量タンパク質を除去後、限外濾過により脱

塩・濃縮したものをサンプルとした。血清サンプルの酵素消化産物に内部標準

物質としてヒト CUB ドメイン含有タンパク質 1 のペプチド(EEGVFTVTPDTK,	 10	 

fmol)を添加した。MRM 測定により得られた各ペプチドのシグナル面積値を内部

標準物質より得られたペプチドのシグナル面積値で補正し、マウス血清中の相

対タンパク質濃度を算出した。	 

	 

2-4.	 細胞透過性の測定 	 

2-4-1.ヒト網膜血管内皮細胞の培養	 

	 ヒト網膜培養血管内皮細胞(HRMVECs)は Cell	 Systems(Kirkland,	 WA,	 USA)よ

り購入した。HRMVECs を I 型コラーゲンコートプレート(Iwaki,	 Tokyo,	 Japan)

に播種し、EGM-2MV 培地(Lonza,	 Basal,	 Switzerland)にて、37℃、5%	 CO2 濃度

の条件で培養した。継代数が 7～9 代の時点で実験に供した。	 

2-4-2.ヒト Serine	 protease	 inhibitor	 A3(SERPINA3)タンパク質の調製	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 ヒト SERPINA3 遺伝子を大腸菌 BL21(DE3)に導入し、His タグ融合タンパク質

として発現させた。組み換えタンパク質はニッケルアフィニティーカラム、な
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らびにポリミキシン B アフィニティーカラムにて精製した。精製 SERPINA3 タン

パク質は限外ろ過フィルターで濃縮し、タンパク質濃度を測定後、実験に使用

するまで-80℃で凍結保存した。	 

2-4-3.リアルタイム細胞解析 ＊	 

	 細胞透過性の測定は ECIS	 Zθ（Applied	 Biophysics,	 Troy,	 NY,	 USA）を用

いて行った。HRMVEC を血清飢餓培地（0.5%FBS 添加 EBM-2 培地）にて 8 時間培

養後、SERPINA3 タンパク質(0～500	 µg/mL)を添加し、細胞透過性の変化を測定

した。ECIS モデル化は Giaever らの方法(2)によって行い、細胞間結合(Rb)、

細胞－細胞外マトリックス間結合(α)、細胞膜キャパシタンス(Cm)の値をそれ

ぞれ算出した。創傷治癒アッセイのための創傷刺激は、血清飢餓培地にて培養

した HRMVEC に SERPINA3 タンパク質(0～500	 µg/mL)を添加した 6 時間後に周波

数 60	 kHz,	 1400	 µA の電流を 20 秒間加えることにより行った。細胞播種時から

創傷処理後 12 時間まで 16ｋHz でインピーダンス値を連続的に測定した。	 

	 

3.  研究結果	 

3-1.糖尿病モデルマウス血清のプロテオーム解析	 

	 4～16 週齢 KK-Ay マウス、C57BL/6 の空腹時血糖の経時変化を測定した。KK-Ay

マウスの空腹時血糖レベルは 12,	 16 週齢で C57BL/6 マウスより有意に上昇した

(図 1A)。空腹時血糖レベルでは有意差を認めない 4 週齢マウスを用いて経口糖

負荷試験を行ったところ、KK-Ay マウスでは糖負荷後の

有意な血糖値上昇が認められた(図 1B)。前糖尿病状態

マウスの血清タンパク質プロファイルの差異を解析す

るため、4 週齢マウスより血清を調製し iTRAQ 解析を

行った。血清中の同定タンパク質 227 種類のうち発現

変動が認められたタンパク質は 45 種類であり、KK-Ay

マウスで増加していたタンパク質は 25 種類(表 1、2)、

減少していたタンパク質は 20 種類(表 1、3)であった。

これら 45 種類のタンパク質について cellular	 

component,	 molecular	 function に基づいた GO 解析を

行った。45 タンパク質のうち 64％は extracellular	 

space に存在するタンパク質として分類され、分子機

能分類では peptidase	 inhibitor	 activity	 (50%),	 

serine	 hydrolase	 activity	 (31%),	 lipoprotein	 

binding	 (19%)に分類された。
図 1.KK-Ay(●)および C57BL/6(〇)

マウスの血糖値の変化。A:空腹時

血糖の週齢による変化。B:4 週齢時

の経口糖負荷試験結果。*:p＜0.05	 

A 

B 
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表 1. C57BL/6 マウスと比較して KK-Ay マウス血清にて発現上昇が認められたタンパク質  

 

表 2.KK-Ay マウス血清でのみ定量されたタンパク質  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3. C57BL/6 マウスと比較して KK-Ay マウス血清にて発現減少が認められたタンパク質  

表 4. C57BL/6 マウス血清でのみ定量されたタンパク質  

 

 

 

 

 

# Relative protein ratio:内部標準に対する比  
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図 2.	 MRM 測定が可能であった 34 タンパク質の extracted	 ion	 chromatogram	 

	 

3-2.糖尿病関連候補タンパク質の経時的測定	 

	 表 1～4 のタンパク質を対象とし、KK-Ay マウス、C57BL/6 マウス血清中のタ

ンパク質濃度を測定する目的で MRM 法を試みた。まず iTRAQ 解析の際に得られ

たペプチド同定情報に基づき、MRM 測定ペプチド領域の選定を行った。選定に

際して酸化メチオニンのような修飾ペプチドを含む領域は除外し、Peptide	 

confidence、ならびにシグナルイオン強度の高いペプチド領域を選定した。1

ペプチドにつき 5 つのトランジションを設定し、コリジョンエナジー(CE)はペ

プチドの価数および分子量に基づき算出した値を用いた。予備解析の結果、45

タンパク質中 34 タンパク質に対するペプチド領域が MRM 測定可能となり、当該



	 

	 

7	 

ペプチドの全ての MRM トランジションが同一溶出時間に検出されることを確認

した(図 2)。  
表 5 .	 KK-Ay マウス (Ay), C57BL/6 マウス(B6)における iTRAQ 変動タンパク質濃度の経時変化。*p＜0.05.	 

作成した MRM トランジションに基づき 4 週齢の KK-Ay マウス、C57BL/6 血清中の

タンパク質濃度を測定した結果、iTRAQ 発現変動 34 タンパク質中、18 タンパク

質の発現変動が MRM 解析で検証された(表 5)。さらに空腹時血糖異常を呈する

12 週齢の KK-Ay マウスと C57BL/6 マウス血清を用いて MRM 測定を行った。8 種

のタンパク質	 (Apolipoprotein	 A-I、Apolipoprotein	 A-II、Carboxypeptidase	 

N	 catalytic	 chain 、 Clusterin 、

Inter-alpha-trypsin	 inhibitor	 heavy	 chain	 3、

Retinol	 binding	 protein	 4 、 Serine	 protease	 

inhibitor	 A3K(SERPINA3K) 、 Serum	 amyloid	 

P-component	 3)	 が 4、12 週齢ともに C57BL/6 に比べ

KK-Ay マウスで有意な発現変動を示した。	 

	 

3-3.	 SERPINA3 タンパク質の細胞透過性に対

する影響の解析	 

4、12 週齢ともに C57BL/6 に比べ KK-Ay マウス血清

において有意な発現上昇を示したタンパク質の一つ

である SERPINA3K は、糖尿病モデルラットの網膜に

おいて発現低下することが報告されている。糖尿病、

	 

図 3.(a)リアルタイム細胞解析装置による創傷治癒

アッセイ。(b)経内皮電気抵抗測定結果。各時間にお

けるSERPINA3未添加コントロールを1とした時の相

対値を示す。	 

(a)	 

(b)	 
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ならびに糖尿病網膜症と SERPINA3K との関連を検討する目的で、糖尿病網膜症

の発症初期に引き起こされるイベントの一つである血管透過性に対する作用を

SERPINA3K のヒトホモログである SERPINA3 について in	 vitro で検討した。電

極上に播種した HRMVEC に、SERPINA3 タンパク質を添加し、創傷治癒アッセイ

を行った結果、再度電極を網膜毛細血管内皮層が覆う治癒速度に SERPINA3 タン

パク質は影響を及ぼさないことが判明した(図 3a)。しかし、アッセイ時に

HRMVEC に SERPINA3 を添加後、電気的な創傷を与えるまでの 6 時間では、

SERPINA3 未添加群に比べて SERPINA3 添加群の細胞のインピーダンス値が低下

した。SERPINA3 タンパク質添加後の経内皮電気抵抗を測定した結果、SERPINA3

濃度に依存して網膜血管内皮層に経内皮電気抵抗の低下が観察された(図 3b)。

ECIS モデル化により細胞−細胞外マトリックス間相互作用(α)、細胞膜キャパ

シタンス(Cm)、細胞間相互作用(Rb)の 3 成分を算出した結果、経内皮電気抵抗

の低下は主に Rb に起因していることがわかった(図 4)。

 

4.  考察	 

	 前糖尿病状態の KK-Ay マウスと対照 C57BL/6 マウス血清を用い iTRAQ 法によ

る血清タンパク質の網羅的解析を行った。解析の結果 45 種のタンパク質に有意

な変動が見られ、これらのタンパク質を対象に MRM 法により 4,	 12 週齢の KK-Ay

マウス、C57BL/6 マウスにおける血中濃度を一斉解析した結果、SERPINA3K を含

む 7 種のタンパク質が 4 週齢、12 週齢共に KK-Ay マウスで C57BL/6 に対して有

意に増加、1 種のタンパク質が有意に減少していた。	 

これら 8 タンパク質のうち、本研究では糖尿病網膜症との関連が示されてい

る SERPINA3K の血管透過性への関与について検討した。培養ヒト網膜血管内皮

細胞を用いた in	 vitro 解析の結果、SERPINA3K のヒトホモログである SERPINA3

は細胞遊走能、ならびに細胞増殖能に影響を与えなかったが、細胞間結合を弱

める作用が見いだされた。これらの結果は、SERPINA3 が網膜血管内皮細胞の透

過性を亢進させる働きがあることが示している。一方、ヒト 2 型糖尿病患者、
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糖尿病網膜症患者を対象に血清 SERPINA3濃度を ELISA法により測定したところ、

血清濃度はそれぞれ 186.7±SD	 mg/mL	 (n=40)、191.5±SD	 mg/mL	 (n=36)であり、

健常人(175.8±SD	 mg/mL	 (n=42))に比べて 2 型糖尿病群、糖尿病網膜症群で有

意な濃度上昇が認められた。前糖尿病状態からの血中 SERPINA3 濃度の上昇は血

管内皮細胞の透過性を亢進させることにより網膜細小血管における血液網膜関

門の破綻や周皮細胞の細胞死、網膜血管内皮細胞の増殖・遊走を促し、非増殖

性糖尿病網膜症や黄斑浮腫の病態形成に関与する可能性が考えられる。	 

IPA ネットワーク解析により SERPINA3K 発現は酸化ストレス応答性の転写因

子 Nfe2l2/Nrf2 により制御される可能性が示された(図 5)。糖尿病の主徴であ

る持続的な高血糖は酸化ストレスを亢進させ細胞障害を引き起こすことから、

Nfe2l2/Nfr2 活性亢進により SERPINA3K をはじめとする糖尿病関連遺伝子の発

現が変動する可能性が考えられる。最近、Lepob/ob マウスや白色脂肪細胞特異的

Nfe2l2/Nrf2 ノックアウトマウスを用

いた解析から Nfe2l2/Nrf2 がインスリ

ン抵抗性の惹起に関与することが報告

された。Nfe2l2/Nrf2 により発現制御

される SERPINA3K が 2 型糖尿病や糖尿

病合併症の早期関連因子あるいはこれ

らの疾患の治療標的になる可能性が期

待される。	 

	 

5.  まとめ	 

KK-Ay マウス血清タンパク質の網羅

的解析により発現差異を認めるタンパ

ク質の一つとして前糖尿病状態より発

現が亢進するタンパク質 SERPINA3K が

同定された。SERPINA3 は網膜血管内皮

細胞の透過性亢進に関与し、2 型糖尿

病、あるいは糖尿病網膜症の発症・進

展予防において新たな創薬ターゲット

となる可能性がある。	 

	 

図 5.糖尿病モデル－非糖尿病マウス間

で発現変動が認められたタンパク質に基

づき IPA により予測されるネットワーク	 

(本研究は国立国際医療研究センター臓器障害

研究部の協力のもと行われました。鏑木康志部

長、久保田浩之室長に深く感謝致します。)	 
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参考論文  
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7.  用語集	 

1. iTRAQ 解析:isobaric	 tags	 for	 relative	 and	 absolute	 quantitation の

略称。異なる試料中のタンパク質の酵素消化物を試料ごとに異なる質量の

タグを含む試薬(iTRAQ 試薬)により標識、混合後、質量分析装置による

MS/MS 測定を行うことで試料中に含まれるタンパク質の発現差異を解析す

る手法。	 

	 

2. MRM:	 Multiple	 Reaction	 Monitoring の略称。三連四重極型質量分析装置

を用いたペプチド定量法。タンパク質の酵素消化産物中の特定質量を持つ

ペプチドを通過させる質量フィルター(Q1)と Q2 でガス衝突誘発開裂させ

た断片の質量フィルター(Q3)の組み合わせ(MRM-transition)を設定する

ことにより二重のフィルターを通過できる標的ペプチドのみを特異的に

定量する。	 

	 

3. リアルタイム細胞解析	 

電極上に細胞を培養し、電流を流した際のインピーダンスの変化よりリア

ルタイムに細胞の動態、形態をモニターする。標識物を用いずに測定がで

き、細胞膜の形態学的変化やバリア機能、細胞の運動性、細胞の分布など

を特定できる。	 


