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（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 
 

平成２２年 ４月 ８日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 
 

共 同 研 究 代 表 者 所 属 ・ 部 局  東京大学・大学院農学生命科学研究科 

（ふりがな） 

職・氏 名  助教・伯野史彦（はくの ふみひこ） 
 

１． 事 業 名 相手国（アメリカ合衆国）との共同研究  振興会対応機関（     NSF    ） 

 

２． 研究課題名 インスリン刺激に応答した糖輸送促進機構の新展開                

 

３． 全採用期間 

  平成 ２０年 ４月  １日 ～ 平成 ２２年 ３月 ３１日（ ２年  ヶ月） 

 

４． 研究経費総額 

 

（1）本事業により交付された研究経費総額 ５，０００千円 

 

初年度経費 ２，５００千円、 ２年度経費 ２，５００千円、 ３年度経費    千円 

 

（2）本事業による経費以外の国内研究経費総額      千円 
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5．研究組織 

（1）日本側参加者 

氏 名
（ふりがな）

 所 属・職 名 研 究 協 力 テ ー マ 

伯野史彦 

高橋伸一郎 

鈴木(豊島)由香 

福嶋俊明 

岡嶋裕志 

山中大介 

長谷川高士 

松井利晃 

曽根芽里 

山内瑶子 

安藤康年 

金子元 

笠原浩平 

東京大学・大学院農学生命科学研究科・助教 

東京大学・大学院農学生命科学研究科・准教授 

日本医科大学・老人病研究所・助教 

東京大学・大学院農学生命科学研究科・ポスドク

東京大学・大学院農学生命科学研究科・ポスドク

東京大学・大学院農学生命科学研究科・大学院生

東京大学・大学院農学生命科学研究科・大学院生

東京大学・大学院農学生命科学研究科・大学院生

東京大学・大学院農学生命科学研究科・大学院生

東京大学・大学院農学生命科学研究科・大学院生

東京大学・大学院農学生命科学研究科・大学院生

東京大学・大学院農学生命科学研究科・助教 

東京大学・大学院農学生命科学研究科・大学院生

研究全般 

研究全般 

GH 発現マウスのインスリンシグナルの解析 

GH 発現マウスのインスリンシグナルの解析 

GH 発現マウスのインスリンシグナルの解析 

GH 発現マウスのインスリンシグナルの解析 

Akt 基質の同定 

Akt 基質の同定 

Akt 基質の同定 

Akt 基質の同定 

Zebrafish における Akt 基質の生理機能 

Zebrafish における Akt 基質の生理機能 

Akt 基質の同定、その生理機能の解明 

 

 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名 Albert Einstein College of Medicine・Professor・Dr. Jeffrey E. Pessin         

 

（3）相手国参加者（代表者の氏名の前に○印を付すこと） 

 

氏  名 所属・職名（国名） 研 究 協 力 テ ー マ 

○ Jeffrey E. Pessin

 

 

 

Cunming Duan 

 

 

 

David Clemmons 

Albert Einstein College of 

Medicine ・Professor・USA 

 

 

Department of Biology, The 

University of Michigan ・

Associate Professor・USA 

 

Department of Internal 

Medicine, The University of 

North Carolina at Chapel 

Hill・Professor・USA 

同定したAkt基質のGLUT4細胞膜移行におけ

る役割の解明 

 

 

Zebrafishにおいて同定したAkt基質の生理

的機能の解明 

 

 

Akt 基質の同定とその機能解析 
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6．研究概要（研究の目的・内容・成果等の概要を簡潔に記載してください。） 

 
「目的」 

インスリンは、血中のグルコース濃度上昇に反応して膵臓β細胞から分泌され、筋・脂肪などの末梢標的

組織に作用してグルコースの取り込みを促進、血中グルコース濃度の恒常性を保っている。糖尿病は、この

恒常性が保たれず血糖値が上昇する疾病であるが、特に II 型糖尿病では、インスリンが存在するにもかかわ

らず生理活性が発現されない、いわゆる「インスリン抵抗性」の発生が原因の一つと考えられている。 

一般にインスリンが細胞膜上の受容体に結合すると下流にシグナルが伝えられ、Ser/Thr キナーゼである

Akt キナーゼが活性化される。活性化された Akt は様々な細胞内基質をリン酸化する。そのひとつ AS160 が

リン酸化されると、グルコーストランスポーター4（GLUT4）が細胞内プールから細胞膜へ移行し、細胞内へ

の糖取り込みが誘導されると考えられてきた。しかし、我々は 3T3-L1 脂肪細胞を GH で長時間処理すると、

インスリン依存的に GLUT4 が膜移行しているにも関わらず、糖取り込みが起こらないことを明らかにしてき

た。 

そこで本研究では、これまでに全く報告のないインスリン依存性糖取り込み誘導の新しい分子機構の解明

を目的としている。すなわちインスリン依存的な GLUT4 糖膜透過活性化の分子機構を明らかにするため、

3T3-L1 脂肪細胞で GH 長時間前処理によってインスリン依存的なリン酸化が抑制される Akt 基質を網羅的に

同定し、この中からインスリン刺激に応答して GLUT4 の糖膜透過活性を誘導する分子を特定、この分子の生

理機能を 3T3-L1 脂肪細胞を用いて細胞レベル・zebrafish を用いて in vivo レベルで証明することを計画し

ている。 

 

「結果」 
 
3T3-L1 脂肪細胞でインスリン誘導性 GLUT4 糖透過活性化に関与する Akt 基質の同定 

 我々は 3T3-L1 脂肪細胞を GH で長時間処理した後、インスリンで刺激すると、GLUT4 の細胞膜移行に影響

を与えず、細胞膜上での GLUT4 の糖輸送活性化を抑制していることを示してきた。この GLUT4 の糖輸送活性

の抑制機構の解明するため、インスリンシグナルの下流に位置する Akt 基質のうち GLUT4 の糖輸送活性化に

関与する Akt 基質を同定することを目的とした。まず、3T3-L1 脂肪細胞を GH で長時間処理、またはせず、

その後インスリン刺激して、細胞抽出液を抗 Akt 基質抗体で immunoblot した。その結果、既知の Akt 基質で

ある AS160 は、GH 処理によってリン酸化が却って増強されているのに対し、40kDa 付近の基質のリン酸化が

有意に抑制されていた。 

 

3T3-L1 脂肪細胞で候補分子が GLUT4 の糖透過活性化に果たす役割の解析 

 そこでこのタンパク質をコードする遺伝子をクローニングし、このタンパク質を siRNA によって発現抑制

すると、インスリン依存的な細胞膜移行には影響を与えず、糖取り込みを抑制することを明らかにした。こ

のため、このタンパク質は GLUT4 の細胞膜での糖輸送活性化に関与していることが考えられた。そこでこの

タンパク質を発現抑制した細胞で、インスリン刺激による IRS のチロシンリン酸化、PI 3-kinase 活性化、

Akt の活性化を調べてみたところ、これらの活性化は変化していなかった。このことから、このタンパク質

が Akt の下流に位置し、GLUT4 の糖輸送活性を制御している可能性が考えられた。 


