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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 

 
 ヒスタミン H4 受容体（H4R）は免疫細胞に高く発現し免疫細胞の活性化に関与する、新規に同定された G タンパク質
共役型受容体（GPCR）である。H4R は申請者らが立体構造を解明したヒスタミン H1 受容体（H1R）とは異なる“高親和性
型”ヒスタミン受容体であり、その阻害薬はアトピー性皮膚炎などの慢性炎症の治療薬として注目されている。本研究
では H4R の安定な改変体の創出、受容体タンパク質の大量調製系の確立、さらに高分解能での立体構造の解明を目
標としている。 
 野生型受容体は不安定で、構造解析に必要なタンパク質の調製ができなかった。そこで本研究では、タンパク質工
学的手法により安定で発現量の高い改変受容体の作製を行った。改変受容体の作製・評価系として、出芽酵母（S. 
cerevisiae）と緑色蛍光タンパク質（GFP）を利用したシステムを用いた。野生型受容体では細胞内第 3 ループが非常
に長く、構造を持たない不安定な領域である。そこでまず細胞内第 3 ループへの融合タンパク質の導入を試みた。融
合タンパク質には、すでに構造解析において実績のある T4 リゾチーム（T4L）とチトクロム b562 変異体（BRIL）を用い
た。T4Lを融合するにあたり、25通りの融合位置の組み合わせを試みたが、安定化には至らなかった。一方 BRILにお
いて 36 通りの融合位置の組み合わせを試したところ、そのうち 2 つにおいて、野生型よりも明確な安定化が確認され
た。これらの改変体をもとに、N末端および C末端の削除、TM3の 31番残基をトリプトファンに置換する変異導入を行う
ことで、発現量および安定性のさらなる向上が確認された。これらの安定化改変体について、現在ピキア酵母を用い
た大量培養および精製系を確立している段階である。 
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欧文概要 ＥＺ 

 
  Histamine H4 receptor is the newly found G-protein coupled receptor (GPCR) mainly expressed in a broad 
range of immune cells, and involves in activation of immune cells. We previously determined the crystal 
structure of histamine H1 receptor, which is one of the “low-affinity type” histamine receptors. On 
the other hand, H4R is one of the “high-affinity type” histamine receptors. The inhibitors of H4R 
can be the attractive therapeutic drugs of atopic diseases. The aim of this study is to determine the 
high-resolution crystal structure of H4R by generating the stable receptor variants and establishing 
the strategy of large-scale preparation of the receptor protein. 
  The wild-type receptor was too unstable to prepare the purified protein sufficient for structural 
studies. Thus, we generated the highly expressed and stable receptor variants using protein-engineering 
techniques. We used the S. cerevisiae system in combination with green fluorescent protein (GFP) for 
the generation and evaluation of receptor variants. The wild-type receptor has a large and unstable 
region at the intracellular 3rd loop, which seems to disturb high-level expression. First, the region 
was replaced by the stable and more crystallizable proteins such as T4 lysozyme (T4L) and cytochrome 
b562 mutant (BRIL). 25 patterns of the fusing position were tried, and some fusions showed weak 
improvement in stability. Then 36 patterns of BRIL fusions were tried, two fusions clearly showed the 
improvement in stability. Based on these fusion receptors, further improvement in stability and 
expression were achieved by the deletion of N- and C-terminal and introducing the tryptophan mutation 
at 31 position in TM3. We are currently trying the large-scale expression in Pichia pastoris and 
establishing purification strategies. 
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