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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は細胞膜を構成する主な脂質ホスファチジルエタノールアミン(PE)とコレステ
ロール(Cho)に注目し、それら脂質合成の律速酵素CTP:ホスホエタノールアミンシチジリルトランスフェラーゼ(ET)やH
MG-CoAレダクターゼ(HMGCR)の転写や活性制御機構を解析した。これら酵素の転写や活性は血液中のオキシステロール
や25-ヒドロキシコレステロール(25-OHC)により同様な容量依存性を示して抑制を受けた。これら酵素のプロモーター
解析から、両プロモーターにはNF-Yが結合し、25-OHCの添加はNF-YのRNAポリメラーゼIIのリクルートの阻害によるこ
とを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：ET (CTP:phosphoethanolamine cytidylyltransferase) is the rate-limiting enzyme in 
mammalian PE (phosphatidylethanolamine) synthesis. We found that ET mRNAlevels increased in cells after 
serum starvation, an effect that could be suppressed by low-density lipoprotein or 25-HC 
(25-hydroxycholesterol). Transcription of Hmgcr, which encodes 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase, 
is also suppressed by 25-HC. Nevertheless, a sterol-regulatory element was not detected in the Pcyt2 
promoter region. The important element for transcriptional control of ET by 25-HC (1.25 μM) was 
determined to reside between －56 and －36 and NF-Y (nuclear factor-Y) binds the site. Moreover, NF-Y 
binds to the Hmgcr promoter in gel-shift analysis. ChIP analysis revealed that 25-HC inhibited the 
interaction between NF-Y and RNA polymerase II on the Pcyt2 and Hmgcr promoters. We conclude that NF-Y is 
important for the basal transcription of Pcyt2 and is involved in the inhibitory effects of 25-HC.

研究分野： 脂質生化学

キーワード： オキシステロール　ホスホエタノールアミン　シチジリルトランスフェラーゼ　HMG-CoAレダクターゼ　
NF-Y　25-ヒドロキシコレステロール　ホスファチジルエタノールアミン　コレステロール

  １版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

図１ PE の合成経路 

図２ ET 転写の LDL および 25-OHC による抑制 

１．研究開始当初の背景 
 細胞膜は主にホスファチジルコリン(PC)、

ホスファチジルエタノールアミン(PE)、コレ

ステロール(Cho)などの脂質から構成され、

これら脂質の組成はおおよそ一定(1:1:1)に

保たれている。本研究の目的は細胞膜を構成

する主な脂質の中でも特に PE と Cho に注目

し、それら脂質の合成律速酵素である CTP:

ホスホエタノールアミンシチジリルトラン

スフェラーゼ(ET)や HMG-CoA レダクターゼ

(HMGCR)の転写や 

活性制御機構を解 

析し、PE と Cho 

の合成がどのよ 

うなメカニズム 

により協調して 

行われ細胞膜脂 

質組成の恒常性 

が維持されてい 

るのか、その新 

たな分子基盤を 

見いだすことで 

ある(図１)。 

 
２．研究の目的 
（１）これまでの研究から、これら律速酵素

の転写や活性は、細胞培養液中の FBS (fetal 

bovine serum)濃度を低下させると増加し、

この増加は FBS ばかりでなく LDL (low 

density lipoprotein)や LDL に含まれるオキ

システロール(酸化コレステロール)投与に

より同様な容量依存性を示して低下するこ

とを見いだした(図２)(文献１)。本研究では 

 

オキシステロールの中でも特に 25-ヒドロキ

シコレステロール(25-OHC)に注目し、25-OHC

により転写抑制を受ける ET および HMGCR の

プロモーター領域を同定する。 

（２）25-OHC により転写抑制を受ける ET お

よび HMGCRのプロモーター領域の同定が成功

した場合、本領域に結合する転写因子を

yeast one hybrid 法により cDNA クローニン

グを行う。 

（３）本領域に結合する転写因子を同定し、

どのような機構で 25-OHC により ET および

HMGCR の転写が抑制されるのか、その分子基

盤を明らかにする。 

 
３．研究の方法 
（１）プロモーター・レポーター解析を用い

た25-OHCによる転写抑制領域の同定 ET お

よび HMGCRの欠損および変異プロモーターと

レポーターとの融合プラスミドを作成し、

NIH3T3 細胞にトランスフェクションし、それ

ぞれのルシフェラーゼ活性を測定する。細胞

に 25-OHC を添加し、ルシフェラーゼ活性へ

の影響を解析する。 

（２）25-OHC に応答する領域に結合する転写

因子の同定 25-OHC に応答する領域が同定

されたならば、約 30bp 領域を bait にして、

本領域に結合する転写因子を yeast one 

hybrid 法により cDNA クローニングおよび同

定を行う。 

（３）内因性転写因子の同部への結合 

Gel-shift 法と抗体により内因性転写因子の

同部への結合を解析する。 

（４）ChIP 法による結合因子の解析 25-OHC

とクローニングできた転写因子との相互作

用を ChIP 法で解析し、25-OHC による転写抑

制機構を分子基盤から明らかにする。 

 
４．研究成果 

（１）PE 合成の律速酵素 CTP:ホスホエタノ

ールアミン・シチジリルトランスフェラーゼ

(ET)の 25-OHC による転写抑制機構 



ET 

ET 

 ①図３より、25-OHC の抑制作用に応答する

ETプロモーター領域は-56/-36であることが

同定された。 

 

図３ ET プロモーター・レポーター解析：

25-OHC による転写抑制領域の同定 

 

 

 

 

 

 

 

 ②変異コンストラクトの作成から、レポー

ター活性には-37CAAT-41 領域が重要である

ことが明らかになった。 

 ③-56/-36 を bait にした yeast one hybrid

法による結合転写因子の遺伝子クローニン

グ  

   ・nuclear factor-Y(NF-Y)  

   ・Yin Yang1 (YY1)     を得た。 

 ④Gel-shift 法により、内因性 NF-Y が

-37CAAT-41 領域に結合することが明らかに

なった。(図４)。 

 

図４ Gel-shift 法による内因性 NF-Y の ET

プロモーターへの結合 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 ⑤NF-Y は RNA polymeraseII(PolII)をリク

ルートし転写促進作用を有することが知ら

れている。ChIP 解析から、25-OHC は NF-Y に

よるPolIIのリクルートを抑制することでET

の転写抑制作用を有することが示された(図

５)。 

 

図５ ChIP 解析：25-OHC による PolII の ET

プロモーター上の NF-Y への結合の抑制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）コレステロール合成の律速酵素

HMG-CoA レダクターゼ(HMGCR)の 25-OHC によ

る転写抑制機構 

 ①ET のプロモーター解析を参考にして

HMGCR のプロモーター解析を行い、-16/-12

に NF-Y が結合することを Gel-shift 法によ

り見いだした(図６)。  

 

図６ HMG-CoA レダクターゼのプロモーター

配列 

 

 

 

 

 

 ②HMGCRの転写にもNF-Yが重要であること

をプロモーター・レポーター解析から明らか

にした。 

 ③ChIP解析から、HMGCRの転写においても、

25-OHC は NF-Y による PolII のリクルートを

抑制することで転写抑制を示すことが明ら



25-OHC 

かになった(図７)。 

 

図７ ChIP 法：25-OHC による PolII の HMGCR

プロモーター上の NF-Y への結合の抑制  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．まとめ 

 細胞膜は主にホスファチジルコリン(PC)、

ホスファチジルエタノールアミン(PE)、コレ

ステロール(Cho)などの脂質から構成され、

これら脂質の組成はおおよそ一定(1:1:1)に

保たれている。細胞を FBS 欠乏培地(0.5% 

FBS)で培養することで、ET および HMGCR の

mRNA 量が増加し、この増加は 25-OHC(1.25μ

M)添加により同様な容量依存性を示して抑

制されることを見いだした。そこでこれら酵

素の転写は同様な転写機構により制御を受

けるのではないかと想定し研究を進めた。そ

の結果、両酵素とも NF-Y により促進性の転

写調節を受けることが明らかになった。NF-Y

は RNA polymeraseII (PolII) をリクルート

し転写促進作用を有することが知られてい

る。ChIP 解析から、25-OHC は NF-Y による

PolIIのリクルートを抑制することでETの転

写抑制作用を有することが示された。以上の

結果から右上図の機構を想定している。 

 今後は 25-OHC がどのような分子機構によ

り転写抑制作用を有するのか、25-OHC の細胞

内での局在、ヒストンアセチル化への影響等

を考慮して研究を進める予定である。 
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