
【本研究のポイント】 

①生体組織における安定型微小管、動的微小管、α/β－チューブリン二量体を分画する

「in vivo 分画法」を確立しました。 

②微小管結合タンパク質は種類によって、安定型微小管と動的微小管に対する結合度合

いが異なることが明らかとなりました。 

③脳内には、他の組織と比較して安定型微小管が豊富に存在することが明らかとなりま

した。 

④この in vivo 微小管分画法は、生体組織における微小管解析への汎用性が高く、今後

あらゆる微小管の生理的機能や、機能破綻が関係する疾患研究への応用が期待できます。 

 

【研究の背景と経緯】 

 微小管は、真核生物における主要な細胞骨格の一つです。細胞の形態維持や変化、細

胞分裂、細胞内物質輸送、鞭毛や繊毛の運動等の多様な細胞機能において重要な役割を

果たしていると考えられています。微小管は、その基本構成単位である α/β－チューブ

リン二量体が連なって棒状のプロトフィラメントを形成し、さらにそれが 13 本重なっ

てできた円筒状線維構造をしています。微小管は、細胞の状態変化に応じてチューブリ

ン二量体が重合/脱重合を繰り返すことで、崩壊または再構成されます。この性質は動的

不安定性とよばれています（図 1）。微小管の安定性は、さまざまな細胞機能を維持する

ために正確に制御されており、その評価は細胞の生理的・病理的機能を理解する上で重

要です。しかし、実験作業中にも容易に重合/脱重合してしまう性質であるが故、これま

で生体組織中の微小管についてその安定性を評価することは困難でした。 

 

【研究の内容】 

 まず本研究グループは、これまで培養神経細胞に用いられてきた微小管分画法（参考

文献）をベースに、生体内の微小管の安定性を維持するための実験条件（適切な温度、

微小管安定化剤の濃度、遠心時の重力加速度や時間等）を検討しました。最適化された

条件のもと、2 段階の超遠心分離により組織のホモジネートを 3 つの画分に分離し、

各画分に回収されたチューブリンの翻訳後修飾や分子量を調べました。その結果、それ

ぞれの画分には安定型微小管、動的微小管、α/β－チューブリン二量体が回収されてい

ることが分かりました。このようにして生体組織中の微小管を、その安定性の違いによ

り分離する「in vivo 微小管分画法」を確立しました（図 2）。 

 次に、各画分に回収された微小管結合タンパク質（MAPs）を定量しました。すると、

タウ・MAP2・MAP1B といった古典的 MAPs は全体の 20％ 以上が動的微小管に結合

しているのに対し、MAP6 や MAP7 はほとんどすべて安定型微小管に結合しているこ

とが明らかになりました。これは結合する MAPs の種類により、微小管の安定性が変

化することを示唆しています（図 3）。 



 最後に、脳・肝臓・胸腺における微小管分画を行いました。すると、脳内では肝臓や

胸腺と比較して安定型微小管の割合が有意に大きいことが分かりました（図 4）。これ

は、組織を構成する細胞の増殖能に応じて、微小管の安定性が異なるためだと考えられ

ます。 

 

【今後の展開】  

微小管の安定性の解析は、細胞におけるその生理学的重要性を理解するためだけでな

く、安定性の制御破綻と関連する疾患を理解するためにも不可欠です。例えば、微小管

の安定性を変化させて細胞分裂を阻害する微小管標的化剤（MTA）が開発されており、

がんの化学療法剤として使用されています。さらに、チューブリンや MAPs の遺伝子

変異や機能不全が神経発達障害および神経変性疾患に関連しており、同様の治療アプロ

ーチが神経変性疾患の治療候補として提案されています。本研究成果により確立された

「in vivo 微小管分画法」を用いて微小管や MAPs の挙動の解析を進めることで、がん

や神経変性疾患治療薬の開発を効率的に促進することが期待できます。 
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【用語解説】 

・動的不安定性： 

α/β－チューブリン二量体の重合/脱重合が起こることで微小管が伸長したり短縮したり

する性質のこと。動的微小管はおよそ 1 時間以内に脱重合されるのに対し、安定型微

小管はそれより非常に長い時間安定している。 
 

・安定型微小管： 

アセチル化チューブリンを指標とする、動的不安定性が小さい微小管。 
 

・動的微小管： 

チロシン化チューブリンを指標とする、動的不安定性が大きい微小管。 
 

・微小管結合タンパク質（Microtubule-associated proteins；MAPs）： 

微小管に結合して、重合/脱重合の促進、安定化、切断する機能を持つものや、モーター

タンパク質として働くものなどがある。 

 



【参考図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．微小管の動的不安定性 

微小管の安定性は重合脱重合の頻度である動的不安定性により決まる。動的微小管はお

よそ 1 時間以内に脱重合されるのに対し、安定型微小管はそれより非常に長い時間安

定している。安定型微小管は、アセチル化修飾を受けた α－チューブリンにより構成さ

れているのに対し、動的微小管は、チロシン化修飾を受けた α－チューブリンにより構

成されている。また、安定型微小管と動的微小管とでは、結合するタンパク質（MAPs）

が異なっており、これらの機能の違いが微小管の安定性や機能に多様性をもたらしてい

ると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

図２．In vivo 微小管分画法 

マウスを頸椎脱臼後、組織を摘出し、組織に対し 19 倍量のバッファー中でホモジナイ

ズする。次に、2,400 xg、2℃、3 分間遠心して未破壊の組織を除き、その上清を 100,000 

xg、2℃ の条件で 20 分間超遠心する。得られた沈殿を安定型微小管画分とし、上清を 

500,000 xg、2℃ の条件で 60 分間超遠心する。得られた沈殿を動的微小管画分、上清

を α/β－チューブリン二量体画分とする。 

 

 



 

 

 

 

図３．脳内における微小管結合タンパク質の微小管結合状態の評価 

in vivo 微小管分画法により、マウスの脳（大脳皮質）ホモジネートを α/β チューブリ

ン二量体画分（淡黄）・動的微小管画分（黄）・安定型微小管画分（濃黄）に分け、各画

分中の MAPs をウェスタンブロット法により定量した。検出した MAP 名および使用

抗体（IB）は図の左に示した。各画分の MAP の比率を、右の棒グラフに示した（平均 

± S.D.、n = 4）。 

 

 

 

 



 

 

 チューブリン画分 動的微小管画分 安定型微小管画分 

脳 13.85 ± 3.10 51.07 ± 2.46 35.08 ± 3.82 

肝臓 12.69 ± 2.10 81.32 ± 3.78 * 5.99 ± 1.96 * 

胸腺 16.06 ± 4.95  82.58 ± 4.63 * 1.36 ± 0.60 * 

 

 

 

図４．マウス組織内における微小管の安定性評価 

in vivo 微小管分画法により、マウスの脳（大脳皮質）・肝臓・胸腺ホモジネートを α/β

－チューブリン二量体画分・動的微小管画分・安定型微小管画分に分け、各画分中のチ

ューブリンを抗チューブリン抗体 DM1A を用いて、ウェスタンブロット法により定量

した。組織全量チューブリン中の各画分の割合を平均 ± S.D. で表した（n = 4）。有意

差検定は、一元配置分散分析と Tukey’s post hoc test により行った（＊ p < 0.001, vs. brain）。 
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