
1 
 

（報告様式４）                                   

【16gm5910006h0002】 

平成   29年   5月   10日 

 

 

平 成 2 8 年 度  委 託 研 究 開 発 成 果 報 告 書 

 

 

I. 基本情報 

 

事  業  名 ： （日本語）革新的先端研究開発支援事業ソロタイプ「画期的医薬品等の創出をめざす

脂質の生理活性と機能の解明」研究開発領域 
（英 語）Advanced Research & Development Programs for Medical Innovation, 

Solo-type, “Studies on Specific Activities and Functions of Lipid 
Molecules to Develop Innovative Medical Technologies”  

 

研究開発課題名： （日本語）細胞膜における脂質動態の制御機構の解明とその応用 

      （英 語）Mechanisms of lipid dynamics on plasma membranes and 

their application 

 

研究開発担当者  （日本語）大阪大学免疫学フロンティア研究センター  
招へい教授 鈴木 淳  

所属 役職 氏名： （英 語）Osaka University, Immunology Frontier Research Center 

                           Guest Professor, Jun Suzuki 

      

実 施 期 間： 平成  28 年  4月  1日 ～ 平成  29年  3月  31日 

 

 

II. 成果の概要（総括研究報告） 
 

 研究開発代表者による報告の場合 
 
昨年度までに Xkr8 がカスパーゼによって切断されることでオリゴマー化し活性化することを示し

た。実際に、カスパーゼによって切断されない変異体において Xkr8 はオリゴマー化せず活性化もさ

れない。本年度、Xkr8 がどのような複合体を形成しているのか調べたところ、Xkr8 は Basigin (BSG)
や Neuroplastin (NPTN) というⅠ型膜タンパク質と複合体を形成していることが分かった。BSG
と NPTN の両方を欠損した細胞において Xkr8 は細胞膜に局在せず活性も持たない。一方で、カス

パーゼによって切断された Xkr8 のオリゴマーに BSG や NPTN が含まれていることから、BSG や

NPTN は Xkr8 を細胞膜に運ぶシャペロンとしての機能だけでなく、活性にも関与する可能性が示

唆された。 
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Last year, we reported that Xkr8 forms an oligomer upon caspases-mediated cleavage. In fact, 
Caspase-cleavage deficient Xkr8 mutants fail to form an oligomer and cannot be activated. In 
this year, we investigated on an Xkr8 complex and found that Xkr8 associates with Basigin (BSG) 
or Neuroplastin (NPTN), type I membrane proteins. Without these proteins, Xkr8 cannot reach 
to the plasma membrane and lose its activity. Importantly, caspase-cleavage-induced Xkr8 
oligomer contains BSG or NPTN, suggesting that these proteins functions not only as chaperons 
but also as regulators of Xkr8 activity.  
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（３）「国民との科学・技術対話社会」に対する取り組み 
  特になし 
 

 

（４）特許出願 

特になし 
 
 
 
 
 
 
 


