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内科学教室から生理学教室へ

平成 4- 6年

平成 6年

平成 7-12年

臨床研修

東京大学第三内科入局、大学院に進学

東京大学第一生理学教室にて共同研究 膵島細胞内
カルシウム濃度

測定



糖尿病の成因に関わる
インスリン分泌の計測系の開発

計測系を活用して
分泌の調節機構を研究

電気生理学 画像化



研究実績のまとめ

①膵β細胞分泌現象の電気生理学的解析 (1995-2001) 東京大学

②膵島インスリン開口放出のイメージング (2000-2006) 生理学研究所

③分泌関連蛋白と開口放出 (2004-2017) 東京大学

インスリン分泌の高速定量系の確立 J Cell Biol 1997
細胞内ATPとインスリン分泌 PNAS 1998

2光子励起画像法を用いた分泌現象の検出 Science 2002
膵島代謝と分泌の関連 J Physiol 2006
【若手研究(B)、さきがけ研究】

分泌過程におけるSNARE分子の動態解析 J Cell Biol2004, EMBO2006
SNARE分子構造と分泌 Cell Metabolism 2010
SNARE複合化と開口放出（シナプス・膵） Nat Commun 2015
【若手研究(A)、最先端次世代プログラム、基盤研究(C)】

【学術振興会特別研究員】



β細胞

①インスリンの分泌過程と開口放出



ガラス電極

膵 β 細胞を
パッチクランプ

インスリン顆粒

・高感度

・高時間解像

電気生理学的な分泌計測 （1995-2001）
―細胞膜面積の増大を電気的に計測―

（膜容量）

分泌

細胞膜の等価回路



① カルシウム依存的開口放出路とATP依存性

光刺激による
細胞内カルシウム濃度上昇

J Cell Biol 1997 Takahashi et al., PNAS 1999 Takahashi et al.
【膜容量測定】

ATPに依存！

60 µM

【アンペロメトリー法】
放出された物質の電気化学的検出

0.1秒

インスリン顆粒からの
放出反応

セロトニンをインスリン顆粒へ
ロード



単離細胞から
膵島へ



東京から岡崎へ (2000年)
生理学研究所 岡崎城下家康公夏祭り 8月

岡崎市

・人体機能とその仕組みを研究
19部門

・国内外の共同研究拠点
・若手研究者の育成

三河花火
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生理学研究所 育児支援

保育園

岡崎市
ファミリーサポートセンター

研究施設内の保育園 2006年―

大学院生や留学生も活用

出張時に活用

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmm_W-y-fTAhVoslQKHSnmBwEQjRwIBw&url=http://www.miyuki-syouji.co.jp/miyukispot/shisetsu_ms23202/shisecate_ms0102/miyukispot_ms107562/&psig=AFQjCNFHPHDKWJXmb-am4uUrHQmGyPyTKQ&ust=1494583476558231


2光子励起画像法の活用

1 組織深部の観察

2 微細構造の観察

3 複数種蛍光の同時観察

4 蛍光寿命画像取得

1光子励起 2光子励起

超短パルス
レーザー



②2光子励起画像法による膵島内インスリン分泌の検出
(2000-2006)

細胞内

細胞外



② 新規可視化手法を用いて発見したこと

10 µm
第一相刺激後 5分以内
第二相刺激後 5分以降

Science 2002 Takahashi et al.

（1）膵島内分泌部位

･融合細孔の開大過程
･初期融合細孔は脂質で構成

（2）融合細孔の動態



膵島 インスリン分泌 副腎髄質 カテコラミン分泌

EMBO   25, 2006
Kishimoto T, Takahashi N et al.

単一顆粒の完全融合 膨張型 逐次開口放出

実時間イメージングで判明した分泌様式の多様性



分泌に関わる
蛋白の研究へ



膜融合の中核を司る SNARE蛋白

2 型糖尿病患者の膵島で
SNARE 発現低下

③分泌関連蛋白と開口放出の研究 (2004-2016)

SNAP25Syntaxin 1

VAMP2

小胞膜

細胞膜

v -SNARE

t -SNARE trans cis

放出

顆粒膜

細胞膜



（1） 分子の動きと分泌の様式

逐次開口放出

J Cell Biol 2004 Takahashi et al. 
EMBO 2006 Kishimoto, Takahashi et al.

水溶性蛍光色素
分泌の検出

蛍光標識した蛋白
蛋白動態の可視化

10 µm10 µm

蛋白動態と分泌を同時に実時間イメージング



Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET)
蛍光共鳴エネルギー移動

色素分子間距離 > 5 nm
青い蛍光を発する

2-photon

生物実験への応用

• 分子の構造変化
• 〃 複合化

Tq

色素分子間距離 < 5 nm 
黄色蛍光を発する

FRET

蛍光強度比
Venus 

Tq

Tq



Donor 蛍光寿命の短縮

①分子構造の変化
< 5 nm

FRET を用いて分子構造と複合化率を計測

蛍光強度比

Acceptor

Donor

Time (ns)

Photon
(Donor)

τ= 3.5 ns
1

10

100

②分子間の複合化

Time (ns)
τ=0.5～0.8ns1

10

100
↓

Turquoise Venus



蛍光寿命画像法 分子間複合化の測定

Turquoise 3.7 ns

GFP 2.2 ns

RFP 2.6 ns

蛍光色素 寿命

Time-correlated Single-Photon Counting  (TCSPC)
単一光子時間相関測定法

励起光

２光子励起 （パルスレーザ―）

光子検出 単一光子



膵島とシナプスにおける SNARE 複合化

Syntaxin1A &
SNAP25

Syntaxin1A &
VAMP2

SNAP25 &
VAMP2

0 50
結合率%

40

20

0

Venus-syntaxin1A

mTq-SNAP25
mTq-syntaxin1A

mTq-SNAP25

Venus-VAMP2 Venus-VAMP2

**

** ** **

islet neuron

vesiclevesicle

5μm
islet neuron islet neuron

結合率
%

Nature Communications 2015 Takahashi et al.



インスリン開口放出過程における SNARE 複合化

結合率

mTq-SNAP25

Venus-VAMP2
vesicle

Alexa594
(Polar tracer)

インスリン開口放出

結合率
%

Alexa594
(A.U.)

10

0
0 20-20

Time after exocytosis(s)

f1 f2 f3

f1           f2           f3

n = 61

グルコース刺激



新規計測系の開発と運用を通して
生命現象の解明

糖尿病モデル動物の解析

分子生理学的研究

生体における光生理学

移植した膵島機能の in vivo 検証

開発された薬剤の効果検証

インスリン分泌機構の解明

糖尿病学の発展への寄与
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