＜受容体型チロシンホスファターゼ(RPTPs)の生理的役割＞
１．はじめに
蛋白質のチロシン酸残基に認められる可逆的なリン酸化修飾は、細胞
間コミュニケーションを必要する多細胞生物で発達したシグナル伝達の仕
組みの一つとして知られている。最近、リン酸化を担うプロテインチロシ
ンキナーゼ(Protein Tyrosine Kinases, PTKs)に加えて、脱リン酸化反応を担う
プロテインチロシンホスファターゼ（Protein Tyrosine Phosphatases, PTPs）
の生理機能が、脳神経、免疫、ガン、糖尿病など、幅広い領域において注
目されている。
当研究チームでは、全１９分子からなる受容体型 PTP(Receptor-like
PTPs, RPTPs)ファミリーを対象に、その分子機能及び生理的役割の解明を
目指している。RPTPs は、その細胞外領域へのリガンドの結合情報を、細
胞内側の PTP ドメインのホスファターゼ活性に変換している。分子として
の動作機序は、このように、受容体型チロシンキナーゼ（RTKs）のそれに
良く似ている。しかしながら、RTKs はリガンドが結合により活性化される
のに対し、RPTPs の場合、リガンド結合は通常不活性につながると考えら
れている。従って、RTKs 及び RPTPs のどちらにおいてもリガンド刺激は
リン酸化レベルの上昇に繋がるが、その結果生じるシグナルの特性には大
きな違いが予想される。
RTKs の場合、リガンド刺激という入力信号を増幅するという分子特性
として、受容体同士が相互にリン酸化し活性化する仕組みを有している。
しかし、このようなポジティブ・フィードバック制御では、RTK 分子の局
所の活性化が細胞膜上の他の RTK 分子に次々と伝播し、広範囲でリン酸化
の上昇が生じてしまう。その一方 RPTPs では、リガンドが結合した分子の
み不活性化され、基質のリン酸化の上昇は局所に留まると考えられる。つ
まり RPTPs には、RTK 様のポジティブフィードバックがない分、リガンド
刺激を高空間分解能で細胞内シグナルを変換できると考えられる。
我々のチャレンジする課題としては、まず上述の RPTP の活性制御とそ
の結果生じるシグナルの制御特性を解明することである。そのためには、
RPTP 活性を任意に操作できる実験システムの構築が必要であり、これに取
り組んでいる。第２の課題は、RPTPs の基質の同定と、個々の基質分子の
機能にリン酸化が与える影響を明らかにすることである。現時点において、
RPTPs が基質分子を認識する際の規則性の存在については良く判っていな
い。第３に、上述の分子・細胞レベルの機能が個体レベルで如何なる生理
的役割を担っているのか、明らかにすることである。
RPTPs は発生初期から成熟後まで、神経系を含む様々な組織で発現し
ているが、我々は、特に脳神経系における RPTPs の機能を中心に研究を行
っている。本稿では、特に神経シナプスの機能制御との関わりで注目して
いる Ptprz に関する研究成果を紹介する。また続く“３．標的識別とシナプ
ス形成の分子機構”では、Ptpro の神経投射における役割を紹介しているの
で参照されたい。
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２．Ptprz の分子構造
哺乳類には１９（不活性型の PTP ドメインだけを有する分子を含める
と２１分子）の RPTP 分子が存在し、７つのサブファミリー（不活性型の
R8 を含めると８サブファミリー）に分類される（図１）。各 RPTP サブフ
ァミリーは特有の細胞外構造をもち、イムノグロブリン様ドメイン、フィ
ブロネクチン様ドメイン、炭酸脱水酵素様ドメイン、MAM ドメインなど
が認められる。

図１ RPTP ファミリー
Tonks NK の総説(Nat Rev Mol Cell Biol. 11, 833-846, 2006)より改変
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Ptprz は、R5 サブファミリーに分類される。N 末端側から炭酸脱水酵素
(CAH)様ドメイン、フィブロネクチン(FN)タイプ III 様ドメイン、コンドロ
イチン硫酸鎖結合領域が続き、膜貫通(TM)ドメイン、そして細胞内には、
二つの PTP ドメイン(D1 及び D2)と C 末端に PDZ 結合配列を有している（図
２a）。PTP 活性は細胞膜に近い D1 のみが有しているが、これは他の多く
の RPTP 分子と同様である。Ptprz には受容体型の Ptprz-A と Ptprz-B、そし
て分泌型の Ptprz-S (6B4 proteoglycan/phosphacan/DSD-1 とも呼ばれる) から
なる３種類のスプライスバリアントが存在する。（図２a）。Ptprz 遺伝子は
30 個のエキソンから成る。三つのアイソフォームは第 12 エキソン上のス
プライシングの違いで生じている（図２b）。最も大きな Ptprz の特徴は、
コンドロイチン硫酸やケラタン硫酸などによる細胞外領域の糖鎖修飾であ
る。このようにプロテオグリカンとして発現する RPTP は Ptprz だけである
(図２c)。コンドロイチン硫酸プロテオグリカンは脳の主要な細胞外マトリ
ックスとして知られているが、プロテオグリカンとしての Ptprz については
参考文献１を参照されたい。

図 2 プロテオグリカン型チロシンホスファターゼζ(Ptprz)
(a)Ptprz の分子構造。コアタンパク質の分子サイズは、それぞれ Ptprz-A
(~380 kDa)、 Ptprz-B(~250 kDa)、Ptprz-S (~300 kDa)である。(b)Ptprz
遺伝子のエキソン構造と選択的スプライシング。(c) ノーザンブロット
解析 。野生型マウス成熟脳（+/+）では３つの Ptprz アイソフォームが
発現している。Ptprz 欠損マウス由来のサンプル（-/-）。 (d)発生段階を
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追ったラット脳におけるウエスタンブロット解析。矢頭はコンドロイチ
ナーゼ ABC(ChABC)消化後の各スプライスバリアントのコアタンパク
質。
３．Ptprz のリガンド分子と活 性制御
我々のグループは、Ptprz の細胞外領域に対する結合分子をラット脳か
らアフィニティー精製し、ヘパリン結合性増殖因子 pleiotrophin を同定した。
受容体型 Ptprz が発現している大脳皮質神経細胞は、pleiotrophin をコート
した基質上では細胞移動能が亢進する。この細胞移動能の亢進は、Ptprz と
pleiotrophin との 結合を阻害するこ とで 抑制さ れることから 、Ptprz が
pleiotrophin の受容体と判断された（図 3）。同様のリガンド活性は、
pleiotrophin のファミリー分子、midkine でも確認している。Pleiotrophin や
midkine は Ptprz 受容体をダイマー化し、
PTP 活性を抑制することによって、
細胞内の基質分子のリン酸化を亢進させると考えられる。この点について、
Ptprz を強制発現させた細胞を、Ptprz の細胞外に対する特異抗体で処理し、
受容体の集合を引き起こした場合、また低分子会合剤を用いて Ptprz を会合
させた場合、いずれでも基質のリン酸化は亢進することを確認している。

図３ リガンド分子 pleiotrophin 及び midkine の結合と作用
(a)ELISA プレートに固相化した pleiotrophin に対する Ptprz-S の結合親
和性の Scatchard plot 解析（Kd; high = 0.25 nM, low = 3.0 nM）。(b) Boyden
chamber 法によるラット大脳皮質神経細胞の走化性の解析。pleiotrophin
をコートしたメンブレンの穴を通る神経細胞走化性は、CHS-C（コンド
ロイチン硫酸 C）、Ptprz-S、anit-6B4 PG（Ptprz 細胞外領域に対する特異
抗 体 ）、 お よ び バ ナ ジ ウ ム に よ り 阻 害 さ れ る 。 コ ン ト ロ ー ル は
poly-L-lysine。
ここで、リガンドによる RPTP 活性制御の分子機構について少し詳しく
ふれる。RPTPs は一般に、細胞内 PTP ドメイン D1 の上部に wedge(楔とい
う意味)と呼ばれる特殊なモチーフ構造を有している。RPTPs がホモフィリ
ックにダイマー化すると、この wedge 部分が相手側の PTP 活性中心にはま
り込む配置をとり、互いに活性を抑制し合うとされる。これは wedge model
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と呼ばれている。しかしながら、このモデルを Ptprz に適用するには２つ問
題がある。一つには Ptprz の wedge 構造中に抑制機能に必要とされる酸性
アミノ酸残基が保存されていない点、更に、wedge model で想定される分子
配置では、Ptprz の細胞内にタンデムに並んでいる２つめの PTP ドメイン
(D2)が立体障害になることが、他のタンデム型の RPTP 分子（CD45, LAR）
の構造解析から示唆される点である。最近、Ptprz の同じ R5 サブファミリ
ー に 属 す る Ptprg の 細 胞 内 ド メ イ ン の 構 造 解 析 の 結 果 、 head-to-toe
dimerization model という新しい２量体構造が提示された。我々はこのモデ
ルに注目している。
４．PTP の基質分子の同定
PTP の基質分子の探索には他の分子の場合にはない困難がある。PTP
の基質は、リン酸化状態において高親和性となり、脱リン酸化された後は
速やかに PTP から解離する。このため単純に PTP ドメインとの結合性をも
とに基質分子をスクリーニングすることは難しい。我々は、酵母ハイブリ
ッド法によるスクリーング系に二つの改良を加えることによってこの問題
を克服した（図 4a）。第１に、prey タンパク質をチロシンリン酸化させる
ため、活性型チロシンキナーゼである v-src を酵母内に発現誘導させる。第
２に、Substrate-trapping mutant(DA 変異体)と呼ばれる変異型 PTP を bait と
し て 用 い る 。 PTP に よ る 脱 リ ン 酸 化 は ２ 段 階 反 応 で 進 行 す る が 、
Substrate-trapping mutant では、PTP 活性中心側のシステイン残基と基質側の
リン酸基間で共有結合が形成された中間状態で反応が留まるため PTP─基
質複合体が解離しない。
このスクリーングシステムを用いて同定した Ptprz の基質分子の１つ、
Git1 を例に解説する。Git1 は細胞内小胞輸送に関わる低分子量 GTP 結合タ
ンパク質 Arf に対する GAP である（GAP: GTP 結合タンパク質の GTPase
活性を促進する働きをする）。酵母スクリーニングでは、v-src 誘導下での
み Ptprz-DA 変異体との相互作用が検出された（図 4b、上段）。この時、酵
母内で Git1 がチロシンリン酸化されていること（図 4b、下段）、Git1 と
Ptprz-DA 変異体の複合体形成が動物培養細胞中において再現すること（図
4c 上段）、精製蛋白質を用いた in vitro の試験で Git1 が Ptprz によって効率
的に脱リン酸化されること、が判明した。
Ptprz と Git1 を内因性に発現している神経芽細胞腫株 B103 を、マイク
ロビーズにコートした pleiotrophin で刺激したところ、Git1 のリン酸化レベ
ルは刺激後 30 分をピークに増加し（図 4c、下段）、Git1 が pleiotorphin-Ptprz
のシグナル伝達系を構成する成分であることが確かめられた。Git1 は Src
ファミリーによってリン酸化され、細胞裏打ちタンパク質の paxillin を細胞
接着斑（FC; focal complex）から遊離させることによって、細胞—細胞外マ
トリックス間の接着を弱めることが示されている。この Git1 の機能は、
pleiotrophin による神経細胞の移動能亢進に深く関与していると考えられる
（図 5c 参照）。
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図４ Ptprz の基質分子の同定
(a) yeast substrate-trapping system。(b) yeast substrate-trapping system に
より単離された陽性クローン Git1 の解析例。Met(−)の培地中で v-src が
発現する。(c) 培養細胞における Ptprz の基質分子 Git1 の解析。NIH3T3
細胞に共発現させた Git1 と Ptprz-B-DA 変異体は、それぞれの特異抗体
によって共沈する（上段）。B103 neuroblastoma を、pleiotrophin でコー
トしたマイクロビーズで刺激すると、Git1 のリン酸化 が亢進する（下
段）。
５．Ptprz の基質分子及び細胞 内結合分子
我々は上述の Git1 に加え、現在までに p190 RhoGAP、Magi-1 が基質分
子であると確認している。p190 RhoGAP は、低分子量 GTP 結合タンパク質
の Rho に対する GAP で、その GAP 活性はチロシンリン酸化によって亢進
する。Rho は、Rho キナーゼ(ROCK)、Rhotekin、Citron、p140mDia を介し
てアクチン細胞骨格系を制御しており、細胞-基質間接着、細胞移動、神経
突起形成などに関わっている。また p190 RhoGAP と Git1 の下流シグナル
ではクロストークが示唆される。
Magi-1 は一つの guanylate kinase ドメイン、二つの WW モチーフ、そし
て六つの PDZ ドメインを有している。Ptprz との結合には、チロシンリン
酸化依存的な酵素─基質間相互作用に加えて、PDZ ドメインを介した相互
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作用が関与している。Magi-1 は細胞間連結装置の一つである接着結合
(adherens junction)に集積しており、裏打ちタンパク質としての機能が想定
されるが、チロシンリン酸化と分子機能の関係はまだ明らかでない。
我々が yeast substrate-trappig system により単離した分子は、基質分子
（Git1,p190RhoGAP）、基質分子と PDZ ドメインを介した足場タンパク質と
しての性質を併せ持つ分子（Magi-1）、PDZ ドメインにより恒常的に結合し
ている足場タンパク質(PSD95, Magi-3, syntrophin など)に大別される。他の
研究グループから報告された β-catenin や電位依存性の Na チャンネルは、
我々のスクリーニングでは単離されなかった。このことは、Ptprz の基質と
なるには他の分子の助けを必要とするような基質分子が存在する可能性を
示唆している。
最近、我々は、受容体キナーゼ ErbB4 が Ptprz の生理的基質であること
を明らかにしたが、この場合、両者を培養細胞に共発現させるだけでは
Ptprz は ErbB4 を基質とせず、PSD95 をさらに共発現させると初めて ErbB4
のリン酸化が低下した。両者は共に細胞内 C 末端に PDZ ドメイン結合モチ
ーフを有しており、Ptprz は PSD95 の 2 番目の PDZ ドメイン、ErbB4 は１
番と２番の PDZ ドメインにそれぞれ結合する。つまり、基質のサイトリン
酸化チロシンを介する相互作用が弱い基質分子の場合には、細胞や組織内
において PSD95、Magi-1 のような PDZ ドメイン含有タンパク質を介した分
子複合体を形成して、初めて機能的基質分子となり得ると考えられる（図
５b）。
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図５ Ptprz シグナル
(a)リガンド分子及び受容体分子としての Ptprz の機能。(b)Ptprz の基質分子
と細胞内結合分子（PDZ ドメイン含有タンパク質）の相互関係の多様性。
(c)Git1 及び Grlf1(p190 RhoGAP)を介した Ptprz シグナル伝達とその生理機
能についての想定図。
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６. Ptprz の生理機能：脳神経におけるシナプス機能制御
Ptprz の生理機能の解明のための研究には、主に Ptprz 遺伝子破壊マウ
スを用いている。ホモ欠損マウス(Ptprz-/-)は見かけ上、正常で自然交配で繁
殖・発育が可能である。Ptprz の C 末端には PSD95 が結合する。PSD95 は
シナプス裏打ちタンパク質であり、神経可塑性に関わることが知られてい
る。Ptprz の強発現する脳領域の海馬（主に空間学習認識を司る）において、
Ptprz は錐体細胞の樹状突起に局在しており、PSD95 のそれと一致していた。
Ptprz 欠損マウスの海馬依存性学習能力を詳細に調べてみると、その学習能
力は同齢の野生型に比べ低下していることが判明した（図 6d,e）。興味深い
ことに、この学習能力の異常表現型は、完全に成熟した Ptprz 欠損マウスに
おいて認められ、比較的若い 10 週齡以下の時期には認められない(図 6a,b)。
この行動学習異常に相関した神経可塑性の変化も認められている。成熟に
伴い Ptprz 欠損マウスの海馬 CA1 領域における長期増強(LTP)が野生型に比
べ亢進するが、若い時期は差は認められない（図 6c,f）。

図６ Ptprz 欠損マウ スの海馬依存性学習能力
(a ,b, d, e) モリス水迷路テスト。Hidden task（a, d）のセッション終了
後、翌日に transfer test (b, e)を行った。Target(T)はマウスの避難台設置
領域。Adult の Ptprz 欠損マウスで学習能力の低下が認められる。
(c, f)テタヌス刺激（100 Hz, 1 秒間）により誘導される海馬 CA1 領域
における LTP の評価 。
Src 型チロシンキナーゼの１つである Fyn の欠損マウスでは、10 週齡以
降、海馬 CA1 における LTP レベルの低下が報告されている。先に挙げた
Ptprz の基質分子には、Fyn でリン酸化される p190 RhoGAP が含まれており、
p190RhoGAP は成熟海馬における主要なチロシンリン酸化蛋白質の一つで
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あることが判明した。p190RhoGAP の活性はチロシンリン酸化されると増
加し、その下流にある Rho キナーゼ(ROCK)シグナルは細胞骨格系を介して
シナプス形成へ関与すると考えられる。Ptprz 欠損マウスの LTP の異常亢進
分が ROCK 阻害剤で回復したことから、我々は p190RhoGAP に注目して研
究を進めた。
通常の環境下で飼育された平常時のマウスの海馬においては、Ptprz 欠
損によって p190 RhoGAP のリン酸化の変化は認められなかったが、学習実
験後の海馬では p190RhoGAP のリン酸化に有意な差が検出された。状況恐
怖条件付けという行動学習では、マウスを新規な環境下におき（例えば縞
模様のあるボックスなど）、電気ショックを学習刺激として与える（図 7a
参照）。電気ショックを与えるときには同時にブザーを鳴らす。マウスは条
件付けが成立すると、同じブザー音を聞いたり、電気ショックを受けた環
境下におかれると、その恐怖記憶からフリージング（すくみ行動）応答を
示すことが知られている。この時、ブザ ー音で 想起さ れる記 憶（cued
memory）には扁桃体が関与する。一方、電気ショックを受けた環境である
という記憶(contextual memory)を想起するには扁桃体とともに海馬機能を必
要とするとされている。Ptprz 欠損マウスの場合、contextual memory 選択的
に学習低下が認められた（図 7b）。学習刺激を受けた１時間後の野生型マウ
スの海馬では、p190RhoGAP のリン酸化が有意に低下しているの対して、
Ptprz 欠損マウスでは、このリン酸化応答が消失していた（図 7c）。以上ま
とめると、Ptprz は、Fyn によってリン酸化される p190RhoGAP、そして
Rho/ROCK に伝わるシグナルを介して、海馬シナプス機能の成熟に関わる
と考えられる（図 5c）。

図７ 恐怖条件づけ学習テストと p190RhoGAP のリン酸化
(a) 恐怖条件付け学習。(b)電気ショック（黄色矢頭；音刺激は赤色横
線）と）はマウスにフリージング応答を誘導する。Ptprz 欠損マウスで
は、音刺激による記憶の想起は正常であるが、同環境下で記憶の想起が
うまくできていないと判断される。(c)学習刺激１時間後の海馬組織にお
ける p190RhoGAP のチロシンリン酸化レベル。Cond, 電気ショック刺激
有り；Sham,電気ショック刺激無し。
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７. Ptprz の生理機能：ピロリ菌毒素の受容 体として
Ptprz の主要な発現組織は脳神経系であるが、少ないながら末梢臓器に
おいても発現が認められる。胃炎・胃潰瘍の原因として知られるヘリコバ
クター・ピロリ菌(Helicobacter pylori)は、培養細胞に対して空胞化を誘導す
る細胞空胞化毒素（vacuolating cytotoxin, VacA）というタンパク質毒素を分
泌する。ヒト胃がん由来細胞株を用いた実験で VacA と共沈する成分中に
Ptprz が含まれるとの報告があり、本毒素の受容体である可能性が考えられ
た。実際、胃粘膜組織には受容体型 Ptprz-B が、脳組織の 10 分の１以下程
度ではあるが、発現している（図 8a,b）。VacA 毒素を経口投与すると野生
型マウスでは胃炎、胃潰瘍が発症するが、Ptprz 欠損マウスの場合、胃粘膜
が全く損傷されないことが判明した（図 8c）。この結果について、当初、
VacA 毒素の細胞内取り込み能の欠失によるものと想定されたが、予想外に
も、毒素取り込みや細胞空胞化は Ptprz 欠損マウス由来の胃粘膜細胞内にお
いても野生型と同様であることが判明した。詳細な解析の結果、VacA が
Ptprz のリガンド活性を有することがわかり、そのリガンド作用によって、
Ptprz の基質分子に対して誤ったリン酸化シグナルが発生した結果、細胞細胞外マトリックス間の接着が弱体化し、胃粘膜が損傷されたと考えられ
た（図 8d）。胃で主に発現している Ptprz-B にはコンドロイチン硫酸鎖によ
る修飾がほとんどないことが判っており、現時点では、胃組織における
Ptprz の本来の生理的役割は不明である。従って脳で発現しているプロテオ
グリカン型と非プロテオグリカン型 Ptprz の機能的差異に興味がもたれる。

図８ Ptprz シグナル異常と胃潰瘍
(a) 胃粘膜における Ptprz の発現。抗体染色（茶褐色）後、ヘマトキシリ
ンでカウンター染色。M、胃粘膜；Sm、粘膜下層；Mp、粘膜筋板。 (b)
胃組織における Ptprz 発現のウエスタン解析。(c) VacA 経口投与４８時
間後の組織像。野生型マウスの胃粘膜は損傷されるが、Ptprz 欠損型で
は全く損傷が認められない。 (d)野生型由来の胃上皮初代培養細胞を
VacA 刺激すると細胞剥離現象が出現する。写真は刺激 48 時間後。
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８．Ptprz の翻訳後プロセシン グ：プロテオリシスと RPTP 活性制御
ごく最近、我々は、受容体型の Ptprz アイソフォームが TACE や MMP-9
などのメタロプロテアーゼ、更にγセクレターゼ（プレセニリン）活性に
よって段階的な切断を受けて、多様な細胞外フラグメント（プラスミンに
よる断片化も認められる）と共に PTP ドメインを含む細胞内フラグメント
が生じることを明らかにした（図 9 参照）。現在、こうしたプロテアーゼ
による一連のプロセシングが新規な RPTP の活性制御機構ではないかと考
え研究を進めている。例えば、学習刺激に伴い p190 RhoGAP のリン酸化が
低下する点など（項目６参照）、リガンド依存性の制御だけではうまく説明
できない現象が見つかったいる。この場合、シナプスの可塑的変化の誘導
時に Ptprz の細胞外領域が切断されるような制御があるとすれば、脱リン酸
化が亢進する理由として説明できる。また、プロセシングの結果生じる
Ptprz の細胞内フラグメント(ICR)の一部は細胞核内に移行することが培養
細胞レベルで観察されている。長期的な学習記憶形成には遺伝子発現の調
節が必要であり、核内における ICR の機能的役割の解明は重要課題である。

図９ Ptprz の蛋白質切断と Ptprz シグ ナルのモデル図
受容体型の Ptprz は、細胞膜直下に局在する基質分子を脱リン酸化して
いる。TACE や MMP-9 などによって、Ptpz は細胞膜直上で細胞外フラ
グメントと細胞膜に繋留されたフラグメントに切断される。細胞外ドメ
インは N-CAM, Nr-CAM などとの結合に関わることから、切り出された
細胞外フラグメントが他の接着分子や受容体分子に対してリガンド作
用を示す可能性がある。またプラスミンは、この細胞外フラグメントを
更に複数の断片に分解する。一方、細胞膜繋留型のフラグメントは、次
にγセクレターゼ（プレセニリン）活性によって細胞質内へと切り出さ
れ、その一部は核内に検出される。
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９．おわりに
当チームでは、RPTPs のリガンド・基質分子の同定や RPTPs の活性制
御といった分子・細胞レベルの研究、トランスジェニック・ノックアウト
マウスの 作出から動物行動生理実験まで対応できる研究環境を整えてい
ます。大学、製薬会社との共同研究も行っており、意欲的な研究者・学生
の参加を歓迎します。お気軽にご連絡下さい。
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