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研究領域名

戦略目標

概　要

細胞内分解ダイナミクス 

細胞外微粒子により惹起される生体応答の機序解明と制御 
細胞内ではたんぱく質やオルガネラなどの合成と分解が絶えず起こっており、こ
のダイナミックな代謝回転は、細胞恒常性、分化、環境適応などに重要です。主要な
分解経路のひとつであるオートファジーは多くの真核生物に備わっているシステ
ムで、たんぱく質だけでなくオルガネラのようなより大きな標的も分解します。 
オートファジーは基本的には非選択的な分解系ですが、一部の標的については選
択的に分解することもできます。しかし、オートファジーによる分解の体系的およ
び定量的理解はいまだ不十分です。オートファジーは老化やヒト疾患とも関係し
うるため、これまで以上に深い理解が求められています。 
本プロジェクトでは、オートファジーによるたんぱく質とオルガネラの分解を中
心に、オートファジーの革新的定量解析法開発、新規オルガネラ単離技術開発、脊
椎動物での細胞内分解の意義の包括的理解、数理・物理学的手法を用いたオートフ
ァジー過程のモデル化、分子進化的視点に基づいたオートファジー機構の理解を
目指します。これらの技術開発や解析は、細胞生物学、細胞生理学を中心とした幅
広い基礎研究分野への波及効果とともに、細胞内代謝回転が関連する疾患の理解
や治療戦略への展開が期待されます。
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論文タイトルと情報

著　者

概　要

雑誌名

ヒト全遺伝子を対象とした網羅的探索による新規オートファジー遺伝子の発見 
－効率的なゲノム編集技術 CRISPR（クリスパー）法を用いたスクリーニング－ 

The Journal of Cell Biology 

Genome-wide CRISPR screen identifies TMEM41B as a gene required for 
autophagosome formation 
DOI番号:10.1083/jcb.201804132　URL: http://jcb.rupress.org/content/217/11/3817 

Keigo Morita, Yutaro Hama, Tamaki Izume, Norito Tamura, Toshihide Ueno, Yoshihiro Yamashita,  
Yuriko Sakamaki, Kaito Mimura, Hideaki Morishita, Wataru Shihoya, Osamu Nureki,  
Hiroyuki Mano, and Noboru Mizushima* (*corresponding author) 

◆オートファジーの活性を測定できる蛍光プローブとCRISPR-Cas9ゲノム編集法を組み合わせるこ
とで、ヒト全遺伝子を対象としたオートファジー関連遺伝子の網羅的スクリーニング法を確立しま
した。 

◆この方法により、出芽酵母などで発見されていた既知のオートファジー関連遺伝子に加えて、オー
トファジーに必須である新規遺伝子TMEM41Bを発見しました。 

◆TMEM41B は出芽酵母には存在しないため、本発見を契機として、ヒトのオートファジーの分子機
構がさらに明らかされることが期待されます。

図1：ゲノムワイドスクリーニングの模式図　 
オートファジー活性評価プローブ発現細胞に対し、CRISPR-Cas9
システムによるゲノム編集を施す。オートファジー誘導時に応答し
ない細胞集団（オートファジー不全細胞）を分取し、次世代シーク
エンサーで解析すると、数多くの既知オートファジー関連分子に加
えて TMEM41Bが新規に同定された。

図2：TMEM41BとVMP1はともに小胞体上に局在する 
複数回膜貫通たんぱく質である 

共通するドメイン（Pfamでは SNARE-Assoc ドメインとされてい
たが、今回VTT（VMP1, TMEM41, and Tvp38: 出芽酵母の遺伝
子）ドメインと名づけた。TMEM41Bと VMP1は相互作用しなが
らオートファゴソーム形成を担っている。
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論文タイトルと情報

著　者

概　要

雑誌名

オートファジー遺伝子の縮小進化 
－ユビキチン様ATG12結合系の共有結合から非共有結合への進化－ 

 Nature Structural & Molecular Biology 

Evolution from covalent conjugation to non-covalent interaction in the 
ubiquitin-like ATG12 system 
DOI番号：10.1038/s41594-019-0204-3 URL： https://www.nature.com/articles/s41594-019-0204-3 

Yu Pang*, Hayashi Yamamoto*, Hirokazu Sakamoto, Masahide Oku, Joe Kimanthi Mutungi, 
Mayurbhai Himatbhai Sahani, Yoshitaka Kurikawa, Kiyoshi Kita, Nobuo N. Noda, Yasuyoshi Sakai, 
Honglin Jia**, and Noboru Mizushima** (*equally contributed, **corresponding author) 

◆オートファジーを起こすためには、ATGたんぱく質群のうち、ATG12とATG5がユビキチン様の
共有結合によって連結しなければならないことが知られていました。 

◆今回マラリア原虫やトキソプラズマのような寄生虫、一部の酵母では、ATG12とATG5が非共有結
合によって結合していることを発見し、高度に保存されているオートファジー遺伝子も進化の過程
で大きく変化し得ることを明らかにしました。 

◆共有結合によるたんぱく質の連結は、たんぱく質のユビキチン化などにおいて広く見られますが、
本研究成果は、共有結合性複合体の一部は、より単純な非共有結合性複合体へと進化し得ることを
示しました。

図1：ATG12結合の共有結合から非共有結合への進化　 
サッカロミセス酵母、動物、植物などで見られるエネルギー（ATP）を必要とするATG12
共有結合システムは、エネルギーを必要とせず単純な非共有結合性のたんぱく質複合体形成
へと進化している。ATG8のリン脂質修飾を促進するという機能はどちらのシステムも持っ
ている。

図2：主要な真核生物におけるATG12結合システムの
進化の概略 

ATG12と ATG5の共有結合があることがこれまでわ
かっていたサッカロミセス酵母、ヒトを含む動物、植
物（破線四角）と、今回明らかになったATG12と
ATG5の結合が非共有結合になったもの（実線四角）
をハイライトした。
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論文タイトルと情報

著　者

概　要

雑誌名

オートファジーによる小胞体分解の新規受容体の発見 

Molecular Cell 

Intrinsically disordered protein TEX264 mediates ER-phagy 
DOI番号：10.1016/j.molcel.2019.03.033　URL：https://doi.org/10.1016/j.molcel.2019.03.033 

Haruka Chino, Tomohisa Hatta, Tohru Natsume, Noboru Mizushima* (*corresponding author) 

◆細胞内の分解メカニズムであるオートファジーの生理的意義の解明に向け、哺乳類細胞を用いてオ
ートファゴソーム膜たんぱく質LC3Bに結合するたんぱく質を網羅的に解析し、選択的に分解され
るものを探索しました。 

◆その結果、細胞小器官の一つである小胞体に存在する膜貫通たんぱく質TEX264を同定し、これが
オートファジーによる小胞体の選択的分解に寄与していることを明らかにしました。 

◆今回同定したTEX264の今後の研究により、オートファジーによる小胞体の品質管理の生理的重要
性や細胞内の恒常性維持機構への関与、さらにはオートファジーによる小胞体品質管理の破綻と疾
患との関連の解明につながることが期待されます。 

 
 図1：新規選択的基質の網羅的探索のためのスクリーニング 

野生型（正常）LC3Bと、LC3Bの選択的基質認識部位変
異体（LC3BK51A）に結合するたんぱく質を質量分析法に
よって網羅的に同定し、両者の差分解析を行った。野生型
LC3Bに結合し、変異体に結合しないたんぱく質を新規の
選択的基質の候補とした。

図2：小胞体オートファジーの新規受容体TEX264  
TEX264 は小胞体膜貫通たんぱく質でカルボキシ末端の LC3結合部位（LIR）を介してオートファゴソーム膜上の LC3
と結合し、小胞体をオートファゴソーム上に誘導する受容体として機能する。長い天然変性領域は、リボソームによっ
て隔てられた小胞体膜とオートファゴソーム膜を連結するのに重要である。
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図1：リポタンパク質の構造と合成・分泌経路 
リポタンパク質は小腸上皮細胞、肝細胞、臓側
内胚葉細胞の小胞体で形成される。小胞体の膜
内で合成された中性脂肪やコレステロールは、
小胞体の内腔へと離脱する過程でアポリポタン
パク質 Bとリン脂質一重層に覆われ、リポタン
パク質（カイロミクロン、VLDL など）になる。
その後、ゴルジ体を経由して血液中へ分泌され、
末梢の細胞へ脂質が輸送される。

著　者

論文タイトルと情報

概　要

雑誌名

図3：小胞体膜タンパク質VMP1の機能のモデル図 
VMP1はオートファゴソーム、リポタンパク質、脂肪滴が正常に形成さ
れるために必要。いずれの過程でも小胞体膜がダイナミックに変化する
ことから、VMP1は小胞体膜の恒常性維持や形態変化などのリモデリン
グに関与すると考えられる。

図2：vmp1欠損ゼブラフィッシュの肝臓と腸管の細胞にはリポタンパク質が蓄積する 
vmp1欠損ゼブラフィッシュの肝細胞や腸管上皮細胞には中性脂質が蓄積
する（上図、受精後 8.5 日）。これらの中性脂質は細胞内の小胞体の膜内に
蓄積しており、リポタンパク質の主要構成成分のアポリポタンパク質 B陽
性であることから（下図、受精後 6日）、vmp1欠損ゼブラフィッシュで
は小胞体内におけるリポタンパク質の形成・分泌の初期段階が障害されて
いると考えられた。スケールバー：10 µm、1 µm（拡大像）。

リポタンパク質の分泌の仕組みの解明に新たな手がかり 
－小胞体膜タンパク質VMP1の新規機能を発見－ 

 eLife 

A critical role of VMP1 in lipoprotein secretion 
DOI番号：10.7554/eLife.48834   URL： https://elifesciences.org/articles/48834 

Hideaki Morishita, Yan G. Zhao*, Norito Tamura*, Taki Nishimura, Yuki Kanda, Yuriko Sakamaki, 
Mitsuyo Okazaki, Dongfang Li, Noboru Mizushima** (*equally contributed, **corresponding author) 

◆血中で中性脂肪やコレステロールを運搬するリポタンパク質は、小腸上皮細胞や肝細胞の小胞体で
形成されます。 

◆今回、リポタンパク質が小胞体膜から小胞体内腔へ離脱するのに、小胞体膜タンパク質VMP1が必
要であることがわかりました。 

◆本研究の成果は、腸での脂肪吸収や体内での脂肪再分布の仕組みの解明につながるとともに、脂質
異常症などの疾患の理解に貢献することが期待されます。

【問い合わせ先】東京大学 大学院医学系研究科 分子生物学分野 
                       〒113-0033　東京都文京区本郷 7-3-1　TEL: 03-5841-2862　FAX: 03-3815-1490　 
                       URL: https://molbiolut.jp/　https://www.jst.go.jp/erato/mizushima/
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論文タイトルと情報

著　者

概　要

雑誌名

図1：曲率因子による隔離膜形態変化の数理モデル 
曲率因子は、高曲率なリム領域に局在することで膜の弾性曲率エネルギ
ーを下げ、リム領域を安定化させる。一方で、曲率因子の局在は混合エ
ントロピーエネルギーを増大させる。膜の弾性曲率と曲率因子の分布の
結果として、安定な膜の形態が決定される。隔離膜の膜面積増加ととも
に曲率因子の分布が変化し、ディスク、カップ、球の連続的な形態変化
が実現される。

図3：細胞内観察結果と数理モデル解析結果との比較 
A：mRuby3-LC3（赤）、GFP-ATG2A（緑）を発現させた野生型マウス線維
芽細胞（MEF）の生細胞イメージング観察像。 

B：生細胞観察で得られた隔離膜の形態変化と数理モデルの比較。各点は正
細胞イメージングから個々のオートファゴソーム形成における隔離膜の
膜面積と弯曲度を定量化した値を示している（a-e は A の画像 a-e に対
応）。数理モデルは、この生細胞イメージングから得られた隔離膜の形態
変化を定量的に予測する。 

C：ディスクからカップ（Ad）、カップから球へ形態変化するときの膜面積
（As）の関係。赤点は生細胞観察結果。黒線は数理モデル結果で、右上に
行くほど曲率因子量が多い。

図2：膜形態変化の数理モデル解析結果図 
A：曲率因子がない場合、高曲率なリム領域を安定化できず、小さい膜面積で
ディスクから球への形態変化が起こる。中間状態のカップは現れない。 

B：曲率因子がある場合、高曲率なリム領域を安定化させるので、大きい膜
面積までディスクが安定し、ある膜面積でカップへ形態変化する。さら
に膜面積が増えると、カップから球へ連続的に形態変化していく。曲率
因子はディスクではリム領域に局在し、カップでは正の曲率をもつ外膜
に分布することでカップ状態を安定化させる。

オートファゴソーム形成の膜変形ダイナミクスの数理モデル 

 iScience 

Modeling morphological change during autophagosome formation 
DOI番号：10.1016/j.isci.2020.101466   
URL： https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004220306581 

Yuji Sakai*, Ikuko Koyama-Honda, Masashi Tachikawa, Roland L. Knorr, and Noboru Mizushima* 
(*corresponding author) 

◆オートファゴソーム形成過程における隔離膜の形態変化を定量的に説明できる数理モデルを構築
しました。 

◆膜面積の増加とともに曲率因子の分布が変化することが隔離膜の連続的な形態変化を可能にし、曲
率因子量がオートファゴソームのサイズを制御している可能性を示しました。 

◆本研究はオートファジーの膜動態の制御機構について数理モデルによる解析が有効であることを
示しており、今後さらにオートファジーの制御機構について統合的な理解が進むことが予想されます。

【問い合わせ先】東京大学 大学院医学系研究科 分子生物学分野 
                       〒113-0033　東京都文京区本郷 7-3-1　TEL: 03-5841-2862　FAX: 03-3815-1490　 
                       URL: https://molbiolut.jp/　https://www.jst.go.jp/erato/mizushima/
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図1：野生型マウス繊維芽細胞を用いた、オートファジー基質のp62 
（マゼンタ）と初期オートファゴソームマーカーWIPI2（緑）の
CLEM解析 

野生型ではp62がオートファゴソームによって取り込まれる。

図2：マウス繊維芽細胞ATG3欠損株を用いた、オートファジー基質
のp62（マゼンタ）と初期オートファゴソームマーカーWIPI2 
（緑）のCLEM解析 

ATG3欠損株では p62の選択的取込みが低下し、p62以外の、リボソ
ームを含む細胞質も取り込まれる。

図3：オートファゴソーム膜と液滴との相互作用のモデリングのための
パラメーター設定

図4：オートファゴソーム膜の直径と表面張力の強さに依存したオート
ファゴソーム膜の液滴取り込み様式の相図 

オートファゴソーム膜が大きく液滴の表面張力が小さいとき、オート
ファゴソームは液滴の一部を取り囲む。
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論文タイトルと情報

雑誌名

著　者

概　要

相分離した液滴のオートファジー分解に新たなメカニズムを発見 
－表面張力が関わるオートファジー「fluidophagy」の提唱－ 

Nature 

Wetting regulates autophagy of phase-separated compartments and the 
cytosol 
DOI番号:10.1038/s41586-020-2992-3　URL: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2992-3 

Jaime Agudo-Canalejo, Sebastian W. Schultz, Haruka Chino, Simona M. Migliano, Chieko Saito, Ikuko 
Koyama-Honda, Harald Stenmark, Andreas Brech, Alexander I. May, Noboru Mizushima, Roland L. 
Knorr* (*corresponding author)  

◆液－液相分離によって細胞内に生じる膜のない構造がオートファジーによって分解される一般的
な仕組みはこれまでよくわかっていませんでした。 

◆今回、生きた細胞、試験管内の無細胞系、数理モデルを使って、オートファゴソーム膜が液滴を囲む
ように変形することを明らかにしました。これは膜と液滴の「ウェッティング（wetting）現象」によ
るものと考えられました。 

◆本研究では、液滴のオートファジーによる分解として「fluidophagy」という概念を提唱しました。
細胞内の液滴を除去するメカニズムを明らかにすることで、神経変性疾患などの発症メカニズムの
理解に貢献することが期待されます。

【問い合わせ先】東京大学 大学院医学系研究科 分子生物学分野 
                       〒113-0033　東京都文京区本郷 7-3-1　TEL: 03-5841-2862　FAX: 03-3815-1490　 
                       URL: https://molbiolut.jp/　https://www.jst.go.jp/erato/mizushima/
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肺や浮袋が膨らむ仕組みの解明 
－オートファジーの新たな役割を発見－ 

Cell Reports 

Autophagy is required for maturation of surfactant-containing lamellar bodies 
in the lung and swim bladder 
DOI番号:10.1016/j.celrep.2020.108477　URL: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2020.108477 

Hideaki Morishita, Yuki Kanda, Takeshi Kaizuka, Haruka Chino, Kazuki Nakao, Yoshimi Miki, 
Yoshitaka Taketomi, Jun-Lin Guan, Makoto Murakami, Atsu Aiba, Noboru Mizushima* 
(*corresponding author)  

◆哺乳類の肺胞や魚の浮袋が膨らむために必要なサーファクタント（表面活性物質）の生成に細胞内
分解系であるオートファジーが重要であることを明らかにしました。 

◆サーファクタントを生成・貯蓄するラメラ体の成熟にオートファジーが必要であることがわかりま
した。 

◆オートファジーを起こせなくした場合、マウスは出生直後に呼吸困難となり、ゼブラフィッシュは
水中で浮いた姿勢を保てず、いずれも致死となることを見いだしました。

図1：本研究によって解明された、浮袋・肺のラ
メラ体の成熟におけるオートファジーの新
たな役割のモデル図 

魚類の浮袋（肺の進化的・解剖学的相同臓器）や哺
乳類の肺が拡張するためには、サーファクタントと
呼ばれる脂質に富む成分が、空気と水の界面に脂質
一重層を形成し、水の表面張力を弱める必要があ
る。このサーファクタントは、浮袋上皮細胞やⅡ型
肺胞上皮細胞のラメラ体と呼ばれるリソソーム関
連小器官で生成・貯蓄され、分泌される。本研究の
結果、ラメラ体はオートファゴソームと融合し成熟
していることが明らかになった。

図2：オートファジーはゼブラフィッシュの
浮袋の拡張に必要 

A. オートファジー関連因子欠損ゼブラフィッ
シュの外観（受精後９日目）。 

B. ゼブラフィッシュ（受精後９日目）の浮袋の
組織像（ヘマトキシリン・エオジン染色）。
点線は浮袋を示す。   

C. 水中でのゼブラフィッシュ（受精後６日目）
の行動解析。矢頭は正常（野生型） 
ゼブラフィッシュ（浮いた状態を維持）と
Fip200 欠損ゼブラフィッシュ（底に沈ん
でいる）の位置を示す。

A. オートファゴソームマーカーGFP-LC3 を発現させたマウス（出生後 1.5 日）における、ラメラ
体マーカーABCA3の染色像。矢印はGFP-LC3 陽性オートファゴソームとABCA3陽性ラメラ
体の重なりを示す。スケールバーは 5 µm。 

B. Ⅱ型肺胞上皮細胞特異的 Fip200 欠損マウス（出生後 1時間、右側）は、呼吸不全とチアノーゼ
を認める。 

C. Ⅱ型肺胞上皮細胞特異的 Fip200 欠損マウス（出生後 1時間、右側）のⅡ型肺胞上皮細胞の電子
顕微鏡像。スケールバーは 400 nm。

図3：マウスの肺のⅡ型肺胞
上皮細胞においてオー
トファジーはラメラ体
の成熟および出生時の
正常な呼吸に必要 

【問い合わせ先】東京大学 大学院医学系研究科 分子生物学分野 
                       〒113-0033　東京都文京区本郷 7-3-1　TEL: 03-5841-2862　FAX: 03-3815-1490　 
                       URL: https://molbiolut.jp/　https://www.jst.go.jp/erato/mizushima/
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図1：NEK9の選択的オートファジーによる分解は腎尿細管での
一次繊毛の形成に重要 

NEK9のGABARAP 結合不全変異を導入したマウスをCRISPR-
Cas9 システムを用いて作製した。GABARAP 結合不全変異マウ
スは野生型（正常型）マウスに比較して腎臓の近位尿細管細胞にお
いて一次繊毛の形成障害を認めた。矢印で一次繊毛を示している。

図3：NEK9 のオートファジー関連機能は陸上脊椎動物に固有である 
魚類と陸上脊椎動物（哺乳類、爬虫類、鳥類、両生類）のNEK9たんぱく質の構
造を示している。キナーゼ（リン酸化酵素）機能は脊椎動物全体で保存されてい
るが、オートファジー関連機能は陸上脊椎動物でのみ存在する。

図2：オートファジーによるMYH9の分解は一次繊毛形成に重要 
MYH9はアクチン細胞骨格と結合し、安定化されることで一次繊毛形成を阻害し
ている。野生型（正常）細胞（上）ではMYH9がNEK9によってオートファゴソ
ームに誘導され分解されるため、アクチン細胞骨格が変化し、中心体が細胞表面に
移動して一次繊毛が形成される。NEK9 ‒GABARAP 結合不全変異を導入した細胞
（下）ではMYH9が分解されないため、アクチン細胞骨格が安定化されたままであ
り中心体が細胞表面に移動できず、一次繊毛が形成されない。

9

オートファジーが一次繊毛形成を促進するメカニズム 

Nature Communications 

NEK9 regulates primary cilia formation by acting as a selective autophagy 
adaptor for MYH9/myosin IIA 
DOI番号: https://doi.org/10.1038/s41467-021-23599-7  
URL: https://www.nature.com/articles/s41467-021-23599-7 

Yasuhiro Yamamoto, Haruka Chino, Satoshi Tsukamoto, Koji L. Ode,  Hiroki R. Ueda,  
Noboru Mizushima* (*corresponding author) 

◆細胞の分化や正常な胚発生などを司る一次繊毛の形成には、その抑制因子（MYH9）がオートファジ
ーによって分解されることが重要であることを発見しました。 

◆MYH9が分解されないと、正常な繊毛が形成されず、腎臓の尿細管細胞が腫大することを発見しま
した。 

◆オートファジーによる繊毛形成制御は陸上脊椎動物に固有なので、この機構が腎臓の陸上生活への
適応に重要であった可能性が考えられます。

【問い合わせ先】東京大学 大学院医学系研究科 分子生物学分野 
                       〒113-0033　東京都文京区本郷 7-3-1　TEL: 03-5841-2862　FAX: 03-3815-1490　 
                       URL: https://molbiolut.jp/　https://www.jst.go.jp/erato/mizushima/
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眼の水晶体が透明になる仕組みの解明 
－新たな細胞内分解システムの発見－ 

Nature 

Organelle degradation in the lens by PLAAT phospholipases 
DOI番号:10.1038/s41586-021-03439-w　URL: https://www.nature.com/articles/s41586-021-03439-w 

Hideaki Morishita*, Tomoya Eguchi, Satoshi Tsukamoto, Yuriko Sakamaki, Satoru Takahashi, Chieko 
Saito, Ikuko Koyama-Honda, Noboru Mizushima* (*co-corresponding author) 

◆水晶体の細胞ではミトコンドリアや小胞体などのすべての細胞小器官が分解されますが、その仕組
みや意義は不明でした。 

◆水晶体細胞に存在する脂質分解酵素（PLAATファミリー）が細胞小器官を分解していることを発見
し、この酵素が働かないと水晶体の透明化が損なわれることを見いだしました。 

◆一般的に細胞小器官はオートファジーによって分解されると考えられてきましたが、本研究による
新しい仕組みの発見は、細胞内分解システムの多様性の理解につながることが期待されます。

図1：水晶体における大規模な細胞小器官分解の模式図と、本
研究によって解明されたオートファジー非依存的な細胞
小器官分解システムの概要　 

水晶体は上皮細胞とそれらが分化した線維細胞から構成されて
いる。線維細胞の最終分化過程では、膜に覆われた細胞小器官が
すべて分解される（上）。これまでに本研究グループは、オート
ファジー（左下）は細胞小器官分解には必要ないことを明らかに
していた。本研究により、水晶体の細胞小器官分解はサイトゾル
に存在する脂質分解酵素 PLAATファミリーによって起こるこ
と、この新規分解システムは水晶体の透明化に重要であること
が明らかになった（右下）。

図2：ゼブラフィッシュ水晶体における大規模な細胞小器官分解には脂質分解酵素
Plaat1が必須である 

A. ゼブラフィッシュ（受精後 62時間前後）の水晶体のモデル図。 
B. 小胞体（緑色）とミトコンドリア（赤色）の内部に蛍光たんぱく質（レポーターたん
ぱく質）を発現させたゼブラフィッシュの水晶体のライブイメージング解析。正常な
ゼブラフィッシュでは受精後 72時間で小胞体やミトコンドリアの内容物がサイト
ゾルへ拡散する。plaat1 欠損ゼブラフィッシュでは、受精後 72時間でも水晶体中心
部の線維細胞に、粒状の輝点（小胞体やミトコンドリア）が残る。

図3：Plaat3欠損マウスの水晶体は白内障と屈折異常を示す 
A. 9 カ月齢のマウスの水晶体の外観。Plaat3 欠損マウスの水晶体は白内障の症状を示
しているのがわかる。 

B. 9 カ月齢のマウスの水晶体のグリッド上での明視野像。Plaat3 欠損マウスの水晶体
では、グリッドパターンのゆがみ、すなわち屈折異常が生じているのがわかる。

【問い合わせ先】東京大学 大学院医学系研究科 分子生物学分野 
                       〒113-0033　東京都文京区本郷 7-3-1　TEL: 03-5841-2862　FAX: 03-3815-1490　 
                       URL: https://molbiolut.jp/　https://www.jst.go.jp/erato/mizushima/




