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研究成果の概要（和文）
：転写因子 PU.1 は造血幹細胞から各種血液細胞への分化進行決定に重要
な役割を果たしており、その標的遺伝子の発現調節機構は PU.1 と他の転写因子・転写共役因子
とのクロストークおよび PU.1 自身の修飾により制御されている。PU.1 タンパク質中の被アセチ
ル化・被リン酸化部位の解析については不明な点が多く残されている。本研究では詳細な PU.1
による転写調節機構の選択性について解析を行い、以下の２点を明らかにした。
1)PU.1 の修飾状態と転写共役因子との結合による転写調節の相関性
2)PU.1 により「正」・
「負」に調節される標的遺伝子と PU.1 の被修飾状態との関連性

研究成果の概要（英文）：Transcription factor PU.1 is a hematopoietic master regulator and
essential for the development of myeloid and B-cell lineages. PU.1 functions in concert
with other transcription factors and cofactors. As we shown previously represented, PU.1
interact with both p300/cbp, which function as a coactivator and HDAC, which function as
a corepressor. In this study, to determine whether modification of PU.1 is responsible
for switching its association between coactivaor and corepressor, we examined whether
acetylation regulates the physical and functional activities of PU.1. We found that PU.1
was acetylated in vivo and its repressor activity was reduced when the putative acetylation
motif in ETS domain were mutated. Our data suggest that acetylation might regulate the
biological functions in erythroid cells.
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（２）PU.1 により「正」
・負」に調節される
標的遺伝子と PU.1 の被修飾状態との関連性
PU.1 は造血幹細胞から単球・マクロファー
ジ系細胞への分化に必要な GM-CSFR 遺伝子や
リンパ球系細胞への分化に必要な IL-7a 遺伝
子の昂進に重要な役割を果たしている。この
PU.1 による調節が PU.1 のどの部位に修飾を
受けることで行われているのかを各被修飾
部位に置換を導入した PU.1 置換変異体を用
いて解析を行った。その結果、上記
208,244a.a. の リ ジ ン 残 基 の ア セ チ ル 化 と
132, 133a.a.に存在するセリン残基のリン酸
化が標的遺伝子の発現昂進に、245-249a.a.
のリジン残基のアセチル化と 45a.a.のリン
酸化が転写抑制に寄与していることを明ら
かとした。さらに、208a.a.のリジン残基が
PU.1 の DNA 結合能に寄与していることを明ら
かとした。
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