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ネクロプトーシスにともなう DAMPs 放出機構のイメージング
村井

晋

東邦大学医学部生化学講座生化学分野

背景：プログラム細胞死は個体発生期の形態形成，組織

た．

の恒常性維持や有害細胞の除去など多岐の生命現象に関与

ネクロプトーシスのモニター：FRET 現象とは励起され

する自発的細胞死である．最近の研究からプログラム細胞

た蛍光物質（ドナー）から放出されるエネルギーが電子共

死の中に apoptosis（アポトーシス）以外に，Receptor-

鳴により別の蛍光物質（アクセプター）へ電磁波として移

interacting protein kinase（RIPK）1 と呼ばれるキナーゼ

動する現象であり，ドナーとアクセプターの距離が 5 nm

によって誘導されるネクローシス様の新たな細胞死が見出

以下に近接した状態で FRET 現象がおこる．この FRET 現

され，necroptosis（ネクロプトーシス）と命名された．そ

象を利用して様々な生理現象や細胞内シグナル伝達経路を

の後の研究から生体内ではネクロプトーシスが虚血性再灌

モニターするバイオセンサーが開発されている．具体的に

流障害や心筋梗塞などの虚血性疾患，アルツハイマーなど

はドナーである CFP（cyan fluorescent protein）とアクセ

の難治性神経疾患，
リュウマチに代表される自己免疫疾患，

プターである YFP（yellow fluorescent protein）をリンカー

細菌やウイルスの感染症など様々な病態の増悪に関与して

ペプチドでつなぎ，リンカー部分の構造変化を CFP と YFP

いることが報告されている．

が近接することによる FRET/CFP 比の上昇としてモニ

ネクロプトーシスを誘導する因子として Tumor necrosis factor（TNF）などの炎症性サイトカイン（デス因子）

ターするデザインとなっている．
これまでにネクロプトーシス誘導後に活性型の RIPK3

や病原性生物由来の有機化合物である Pathogen-associ-

が MLKL と結合することが報告されている．そこで RIPK3

ated molecular patterns（PAMPs）が報告されており，こ

に結合する MLKL の最小領域を決定し，次にその領域をリ

れらの細胞外因子がそれぞれの受容体に認識されると，細

ン カ ー ペ プ チ ド と し て も つ FRET バ イ オ セ ン サ ー，

胞内で RIPK1 がカスパーゼ 8 と複合体を形成する．カス

SMART（a sensor of MLKL activation by RIPK3 based

パーゼ 8 が活性を持つ環境では RIPK1 は切断されアポトー

on FRET）を作製した（Fig. 2A）
．SMART は RIPK3 と結

シスが誘導されるが，カスパーゼ 8 活性が抑制されている

合することによってリンカーペプチドが折りたたまれ，

場合 RIPK1 が下流のプロテインキナーゼ RIPK3 を活性化

CFP と YFP が近接する結果 FRET がおこるデザインに

する．活性型 RIPK3 はネクロプトーシス実行分子である

なっている．培養細胞に SMART を導入し，TNF によっ

Mixed lineage kinase domain-like（MLKL）と相互作用し，

てネクロプトーシス刺激して FRET 解析を行った結果，細

MLKL は RIPK3 によってリン酸化される．リン酸化され

胞 死 に 先 行 し て FRET/CFP 比 の 上 昇 が 見 ら れ た（Fig.

た MLKL は多量体を形成し細胞膜に移行する．移行した

2B）．それに対し，アポトーシス誘導やネクローシスでは

MLKL が細胞膜傷害を誘導し，ネクローシス様の細胞死が

FRET/CFP 比の上昇が見られなかったことから SMART

実行される（Fig. 1）
．

がネクロプトーシスを特異的にモニターしていることが確

ネクロプトーシスが RIPK3 および MLKL の活性化を介

認された．さらにウイルス RNA を模倣する合成二本鎖

してどのように病態の増悪に関与しているのかを直接証明

RNA アナログ Poly（I：C）によってネクロプトーシスを

する報告はなく，その分子機構については依然不明な点が

誘導した場合でも細胞死に先行して FRET/CFP 比の上昇

多い．そのために様々な病態におけるネクロプトーシス実

がおこることから，SMART が細胞外刺激の種類によらず

行細胞を組織内で検出し，組織損傷に至る過程を継時的に

ネクロプトーシスをモニターできる FRET バイオセン

モニターする目的で FRET（Förster Resonance Energy

サーであることが明らかとなった．また RIPK3 の活性阻害

Transfer）現象を利用したバイオセンサーの開発に着手し

や RIPK3 のノックダウンによって FRET/CFP 比が上昇し

67 巻 2 号

60（18）

RIPK1
FADD
Casp8

TLR3

PAMPs dsRNA

P

P

TLR4

LPS

MLKL

RIPK3

TNF, FasL, TRAIL

dsDNA

TRIF

RIPK3

ZBP1

RIPK3の
リン酸化

MLKL

ネクロプトーシス

多量体化

P

リン酸化

RIPK3と
MLKLの結合

Fig. 1 ネクロプトーシスの誘導経路
TNF，FasL，TRAIL といった炎症性サイトカイン（デス因子）や PAMPs によって活性化
された RIPK3 が MLKL を活性化する．活性化された MLKL が多量体化して細胞膜に移行し
細胞膜を傷害することでネクロプトーシスが実行される．
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Fig. 2 ネクロプトーシスの可視化
A：SMART のデザイン．B：ネクロプトーシスのタイムラプスイメージング（上段）RIPK3 活
性化を FRET 解析によって可視化した結果．
（下段）位相差観察と DNA 染色の合成画像．細胞膜
傷害によって染色体が SYTOX® によって染色される（図中矢頭）．C：Chmp4b ノックアウト細胞
での FRET 解析．（左図）FRET/CFP 比の上昇から細胞膜傷害までの時間をそれぞれの細胞で計
．
（B および C は
測した結果． ＊＊ p＜0.01（右図）FRET/CFP 比の上昇値の計測結果（n＝10）
Murai S et al（2018）Nat Commun より改変）

なくなるという実験結果と合わせて，SMART は RIPK3 活

あると結論した．

性化をモニターすることで単一細胞レベルでのネクロプ

最近 MLKL によって傷害された細胞膜がエクソソーム

トーシス誘導の可視化が可能な FRET バイオセンサーで

として細胞外に放出されることでネクロプトーシスの実行
東邦医学会雑誌・2020 年 6 月
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Fig. 3 LCI-S による HMGB1 放出の可視化
A：細胞内 HMGB1 の落射蛍光による観察と細胞外 HMGB1 の全反射蛍光による観察の概念図．B：
HMGB1 放出の 2 種類のモード．時間は細胞膜傷害開始時を 0 としている．TIRF；全反射顕微鏡による
細胞外 HMGB1-mCherry の検出，Epi；落射蛍光による細胞内 HMGB1-mCherry の検出（Murai S et al
（2018）Nat Commun より改変）

が抑制されることが報告された．エクソソーム放出には

の起点となる可能性が示唆されているが，その分子機構に

ESCRT-I，-II，および-III タンパク質群が機能しており，損

ついては依然不明である．したがってネクロプトーシス実

傷を受けた細胞膜を排除することで細胞膜傷害による細胞

行による DAMPs の放出様式を解明するためには単一の細

死を抑制している．ESCRT III の構成タンパク質の 1 つで

胞についてネクロプトーシスの誘導から DAMPs の放出に

ある Chmp4b の発現を siRNA によってノックダウンすると

ついて連続的にモニターする必要がある．

ネクロプトーシス刺激後の FRET/CFP 比の上昇のタイミ

High mobility group box（HMGB）1 は敗血症など多く

ングは変化しなかったが，FRET/CFP 比の上昇が起こり

の疾患に関与しているとされている代表的な DAMPs であ

始めてからより短時間で細胞死が実行された（Fig. 2C）
．

る．HMGB1 は転写調節因子として核内に局在するタンパ

すなわち Chmp4b ノックダウンによってネクロプトーシス

ク質であるが，一旦 DAMPs として細胞外に放出されると

がより短時間で効率よく誘導されていることがわかった．

炎症の惹起や自然免疫の活性化を誘導する．したがってネ

これは ESCRT III の機能阻害により MLKL による細胞膜

クロプトーシスの実行による HMGB1 の放出の解析は様々

の傷害が蓄積し，そのことがより急激なネクロプトーシス

な病態の増悪の分子機構を解明する上で重要である．しか

誘導につながっていることを示唆している．

し HMGB1 の細胞外への放出の様子を細胞レベルで検出す

DAMPs 放出のイメージング：カスパーゼ 8 の遺伝子欠

ることは，既存の顕微鏡システムでは困難である．そこで

損マウスの解析から胎生期にアポトーシスが障害されると

東京大学の白崎博士との共同研究により，全反射顕微鏡観

ネクロプトーシスが亢進し，正常に胚発生がおこなわれず

察（TIRF）を利用した Live-cell imaging secretion activity

胎生致死となることや，マウスの皮膚や腸管においてカス

（LCI-S）システムにより HMGB1 放出を可視化した．具体

パーゼ 8 の活性化が阻害されると上皮細胞にネクロプトー

的には HMGB1 と蛍光タンパク質 mCherry の融合タンパ

シスが誘導され組織の恒常性が破綻することが報告されて

ク質（HMGB1-mCherry）をレポーターとして細胞に発現

いる．これはネクロプトーシスの実行に伴いサイトカイン

させる．細胞内に存在する HMGB1-mCherry は落射蛍光に

やケモカインの放出とともに細胞内から DAMPs が放出さ

よって，細胞外へ放出される HMGB1-mCherry をガラス底

れ，周囲の細胞に炎症応答を惹起するためであると考えら

面上に固定した抗体に捕捉させ mCherry の蛍光を全反射

れている．したがってネクロプトーシスが炎症や組織損傷

蛍光によって検出するシステムである（Fig. 3A）．ネクロ

67 巻 2 号

62（20）

プトーシス誘導後に mCherry の蛍光強度を計測した結果，

く炎症を惹起すると考えられる．

細胞外のシグナルが検出される前に核内のシグナルが減少

病態の解明に向けて：現在ネクロプトーシス以外にも制

していることが見出された．このことからネクロプトーシ

御されたネクローシス（regulated necrosis）が報告されて

ス誘導後の細胞膜の傷害に先行して核膜も傷害を受けて

いる．いくつかの DAMPs については炎症を惹起する分子

HMGB1 が核外に漏出していることを示唆している．さら

機構について解明されているが，それがネクロプトーシス

に細胞膜の傷害により HMGB1 が 10 分以内に細胞外に放

の結果によるものか，それ以外の細胞死によるものかとい

出される細胞（破裂モード）と 90 分以上かけて放出される

う区別はなされていない．regulated necrosis はそれぞれの

細胞（遷延モード）が存在することが見出された（Fig.

細胞死を担う実行因子が異なるため，その治療標的となる

3B）．このことはネクロプトーシス刺激に対する細胞膜傷

分子も異なる．今後 SMART を導入したモデルマウスを用

害の程度がそれぞれの細胞で異なっていることを示唆して

いた病態モデルの解析により，組織内でネクロプトーシス

いる．このことが組織内でのネクロプトーシス実行におけ

を他の細胞死と区別してリアルタイムで観察し，ネクロプ

る周囲の細胞の炎症応答の違いを反映していると考えられ

トーシスがどこで誘導され，どのようにして病態を増悪さ

る．さらに ESCRT III の機能を Chmp4b のノックダウンに

せていくのかを解明し，治療標的の的確な決定に寄与した

よって抑制すると，全ての細胞において HMGB1 の放出が

い．

破裂モードとなった．このことから HMGB1 の放出モード
が細胞膜傷害と相関しており MLKL による細胞膜傷害の
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解析の結果からネクロプトーシスの活性化が細胞膜傷害と
相 関 し て お り， 細 胞 膜 に よ り 激 し く 傷 害 す る こ と で
HMGB1 の組織内に漏出量を増加させ，DAMPs として強

村井

晋先生

1996 年

本講演の要旨は Nat Commun 2018; 9（1）: 4457 に掲載された内容
である．

略歴

大阪大学理学研究科生物科学専攻後期課程修了．

同年より東邦大学医学部生化学講座 助手．

2006 年

ペンシルバニア大学理学研究科 Faculty researcher.

2007 年

東邦大学医学部生化学講座 助教．

2015 年

東邦大学医学部生化学講座生化学分野 助教．

DOI：10.14994/tohoigaku.2020-005

東邦医学会雑誌・2020 年 6 月

