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研究成果の概要（和文）：ヒストンアセチル化酵素GCN5の肝糖新生調節における役割を、肝細胞ならびにマウスの肝臓
における機能獲得／欠損実験により検討した。その結果、GCN5は肝糖新生系酵素の遺伝子発現に必須の酵素であること
、絶食時にCITED2と結合するとその基質指向性をPGC-1αからヒストンH3へと変化させ、ヒストンH3のアセチル化の増
加とPGC-1αのアセチル化抑制・活性化により、糖新生系酵素遺伝子の転写を強力に誘導することが示唆された。またG
CN5の基質指向性変化の分子機構の解析も行ない、グルカゴン/cAMP依存的にGCN5がリン酸化を受けることが本作用に必
須であることも明らかにした。

研究成果の概要（英文）：De novo synthesis of glucose (gluconeogenesis) from liver is induced by fasting 
glucagon, and is critical to maintain blood glucose levels. Such induction is dysregulated in diabetes, 
causing hyperglycemia. Our research shows that the histone acetyltransferase (HAT) GCN5 is an essential 
component for hepatic gluconeogenesis induced by glucagon/cAMP pathway. During fasting, GCN5 and CITED2 
constitute a functional complex, in which GCN5 is phosphorylated. This phosphorylation promotes GCN5’s 
substrate switch from a coactivator to histone H3, leading to optimal epigenetic changes and recruitment 
of transcriptional machinery for maximal gluconeogenic gene transcription. Discovery of the 
fasting-inducible GCN5-containing complex and the substrate switch of GCN5 are crucial in biology. In 
addition, disassembly of this module ameliorates hyperglycemia in diabetic mice, suggesting it as an 
attractive target to treat type 2 diabetes.

研究分野： 糖尿病代謝学
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１．研究開始当初の背景 
肝臓からの糖新生は絶食時の低血糖による
臓器障害を回避する上で不可欠である一方、
２型糖尿病では病的に亢進し高血糖を惹起
する。ホスホエノールビルビン酸カルボキシ
キナーゼ（PEPCK）、グルコース−６−ホスフ
ァターゼ（G6Pase）などの糖新生系酵素の
遺伝子転写の亢進がこの主因であり、インス
リン作用不全とグルカゴン作用の過剰に基
づくと考えられる。本転写調節機構を明らか
にすることは、糖尿病の病態の理解と肝臓を
標的とした糖尿病の新規治療薬の開発にと
って重要である。 
報告者らは平成 21〜23 年度科学研究費の助
成を受け、転写共役因子 CITED2 の肝臓の糖
代謝における役割の解析を行った。その結果、
(1) CITED2 はグルカゴンによる肝糖新生系
酵素の発現を増強すること、(2) 本発現増強
作用は、CITED2 による糖新生の鍵調節分子
である転写共役因子PGC-1αの活性化を介す
ること、(3) PGC-1αの活性化は、PGC-1αを
アセチル化し不活性化する GCN5 に
CITED2 が結合し、その作用を阻害すること
により起こること、(4) CITED2 の発現は糖
尿病モデル動物の肝臓で増加しており、糖尿
病の高血糖に関与すること、を見出した 
(Nat Med. 18:612-7,2012)。GCN5はPGC-1α
アセチル化酵素としての機能の他に、ヒスト
ンアセチル化酵素として遺伝子転写の活性
化インしてとして作用することが知られて
いるが、代謝調節における本酵素の役割はほ
とんど明らかにされていない。 
 
２．研究の目的 
本研究では、肝臓におけるアセチル基転移酵
素 GCN5 の代謝調節における役割を明らか
にすることを目的とする。特に、以下の 2 点
について明らかにする。 
(1) 肝臓における糖脂質代謝調節における
GCN5 の役割 
肝臓特異的な機能獲得・欠損実験を行い、糖
新生系酵素ならびに脂肪酸合成系酵素の遺
伝子発現、肝糖新生能、脂肪酸合成系能に対
する GCN5 の役割を明らかにする。また、耐
糖能、インスリン感受性など全身のエネルギ
ー代謝への影響をも明らかにする。さらに可
能であれば、糖尿病や肝インスリン抵抗性を
有するモデル動物を用いて、これらの病態へ
の関与も検討する。 
(2) 肝臓におけるGCN5の活性調節の分子機
構 
GCN5 の肝代謝調節への関与が明らかにで
きれば、GCN5 の活性調節の分子機構につい
て検討する。ホルモン（例：グルカゴン、イ
ンスリンなど）や栄養素（例：グルコース、
アセチル CoA など）による GCN5 のアセチ
ル化活性の変化を検討する。また、摂食状態
の変化や糖尿病などの病態での変化につい
ても明らかにする。活性が変化するようであ
れば、その発現量、リン酸化やアセチル化と

いった翻訳後修飾の変化、さらにその変化を
起こすシグナル伝達経路についても明らか
にする。また、転写レベルでの量の調節に対
しては、プロモーター解析などからプロモー
ター領域を決定し、責任転写因子の結合配列
などのシスエレメントや関与する転写因子
や転写共役因子などのトランスエレメント
をクロマチン免疫沈降法などにより明らか
にする。また、報告者らは、GCN5 と CITED2
とが相互作用し、この作用はグルカゴンによ
り増強することを見出しており、CITED2 の
存在の有無による GCN5 の活性の変化につ
いても検討する。 
 
３．研究の方法 
野生型マウスにおいて肝臓特異的に GCN5
をノックダウンあるいは強発現し、代謝表現
型解析を行い、GCN5 の肝糖新生への影響、
ならびに全身のエネルギー代謝における影
響を検討する。また、これらのマウスに高脂
肪食負荷や肥満・糖尿病の遺伝的背景の導入
を行い、インスリン抵抗性の病態における肝
GCN5 の関与を明らかにする。培養肝細胞に
おいても GCN5 の機能喪失ならびに機能獲
得実験を行い、肝糖新生をはじめとする代謝
調節遺伝子発現などへの影響を in vitro でも
検討する。各種ホルモンや栄養素などの細胞
外刺激が GCN5 の活性へ与える影響につい
ても培養肝細胞ならびにマウス個体への投
与実験により検討する。活性の変化が起こる
ことが明らかとなれば、その調節の分子機構
を検討する。以下に詳細を記す。 
(1) GCN5 ノックダウンならびに強発現のた
めのアデノウイルスベクターの構築 
U6 プロモーターの制御下に GCN5 に特異的
な short hairpin RNA (shRNA)をコードする
アデノウイルスベクターと CAG プロモータ
ーの制御下に GCN5 発現ベクターを作製す
る。これら shRNA や GCN5 の発現が細胞に
毒性を発揮し目的のウイルスが得られない
場合を想定し、Cre-LoxP 発現系を用いてウ
イルスの作製後に目的の蛋白や shRNA を発
現するようにベクターも構築する。また
shRNA の至適配列を得るため、複数（5〜10
配列）の候補配列を試す予定であるが、1 つ
の標的配列で十分なノックダウン効果が得
られない場合は、複数の shRNA を同時に発
現するベクターを構築する。 
(2) 肝臓における強発現ならびにノックダウ
ンによる GCN5 の代謝調節における機能の
解析 
上記ベクターを用いて肝臓特異的に GCN5
が強発現ないしノックダウンされたマウス
を作製し、対照マウスとともに各種代謝パラ
メーター、各種負荷試験による耐糖能・イン
スリン感受性、糖新生能、脂肪酸合成能や糖
新生系酵素遺伝の発現、グルコースクランプ
などにより糖新生能などを検討する。これら
の代謝表現型解析から、個体レベルで代謝調
節における GCN5 の関与を明らかにする。 



(3) 培養肝細胞での GCN5 の機能解析 
マウス初代培養肝細胞などの培養細胞にお
いてウイルスベクターを用いて GCN5 をノ
ックダウンあるいは強発現し、糖新生能ある
いは脂肪酸合成能やこれに関与する遺伝子
の発現を検討する。グルカゴンやインスリン
などのホルモンやグルコースなどの存在下
での影響についても検討する。 
(4) 培養肝細胞におけるGCN5の活性調節機
構の解析 
上記の検討より、GCN5 の代謝調節への関与
が明らかとなれば、グルカゴン、インスリン
などのホルモンやグルコースなどの栄養素
のような細胞外刺激が GCN5 の活性に与え
る影響を培養肝細胞において検討する。
GCN5 の活性は、抗 GCN5 抗体免疫沈降産
物中の基質ヒストン H3.1 のアセチル化を定
量する in vitro HAT assay により測定する。
活性の変化が認められれば、活性を調節する
シグナル伝達経路について、培養肝細胞にお
ける候補シグナル伝達分子に対する siRNA
を用いた機能喪失実験ならびに機能獲得実
験により明らかにする。また、活性の変化が、
発現量の変化あるいはリン酸化やアセチル
化といった翻訳後修飾の変化に由来するか
といった点も明らかにする。さらに、GCN5
と CITED2 とが相互作用し、この作用はグル
カゴンなどにより増強することを見出して
おり、CITED2 の存在下でも上記の点を検討
する。 
(5) マウスの肝臓におけるGCN5の活性調節
機構の解析 
野性型マウスと肝臓特異的に GCN5 が強発
現あるいはノックダウンされたマウスを用
いて、上記(4)で明らかになった GCN5 の活
性調節機構が個体においても作用している
ことを検証する。 
(6) 肝臓におけるGCN5のインスリン抵抗性
への関与の検討 
高脂肪食負荷肥満マウスないしは肥満糖尿
病のモデルである db/db マウスにおいて肝臓
特異的に GCN5 を強発現あるいはノックダ
ウンし、上記(1)の野生型マウスにおけるのと
同様の解析を行い、インスリン抵抗性への
GCN5 の関与を検討する。 
 
４．研究成果 
肝糖新生調節における GCN5 の HAT として
の役割を解明するため、GCN5 ないし GCN5
に対する shRNA をコードするアデノウイル
スベクターを用いた機能獲得および欠損実
験などを行った。マウスの肝臓における
GCN5 のノックダウン (KD) により、絶食時
の糖新生系酵素の発現抑制、空腹時血糖なら
びにピルビン酸負荷時の血糖上昇反応が低
下した。肥満糖尿病モデルマウスである
db/dbマウスの肝臓ではGCN5発現が増強し
ていたが、GCN5 の KD により血糖値と糖新
生系酵素発現が低下した。初代培養肝細胞に
おいては、cAMP 刺激、PGC-1α ないし

CITED2 の強発現による糖新生は、GCN5 の
KD により減少した。また cDNA マイクロア
レイを用いた網羅的な遺伝子発現解析を行
い、GCN5 が糖新生系酵素遺伝子を含む絶食
応答遺伝子群の発現を制御すること、これら
の遺伝子の多くが PGC-1α･CITED2 による
調節も受けることを見出した。これらの結果
から GCN5 は肝細胞において絶食応答遺伝
子の発現誘導に必須の分子であることが明
らかとなった。 
GCN5 の活性調節の分子メカニズムを、抗
GCN5 抗体免疫沈降産物中のアセチル化活
性をヒストン H3 および PGC-1αを基質とす
る in vitro HAT assay によって検討した。
GCN5 によるヒストン H3 のアセチル化活性
は CITED2 の強発現によって増加し、この効
果は cAMP 刺激によってさらに増強した。一
方、GCN5 の PGC-1αに対するアセチル化は
CITED2 によって抑制された。 
次に、グルカゴン -cAMP 経路ならびに
CITED2 による GCN5 の機能調節の分子機
構について詳細な解析を行った。まず肝細胞
を用いたクロマチン免疫沈降法により糖新
生系酵素遺伝子プロモーターへの GCN5 の
リクルートとエピジェネティックな変化を
検討したところ、GCN5 は cAMP 刺激時に
CITED2依存性にG6pc, Pck1 promoterに誘
導され、ヒストン H3 をアセチル化すること
が明らかとなった。さらに GCN5 の強発現の
効果を検討した。肝細胞における GCN5 単独
での強発現は糖新生系酵素の発現を増加さ
せなかったが、CITED2 の強発現下に GCN5
を共発現させると、GCN5 は cAMP/CITED2
依存性に誘導された糖新生系酵素の発現を
さらに大きく増加させた。 
以上の結果から GCN5 は、(1) 肝糖新生系酵
素の遺伝子発現に必須の HAT であること、
(2) 絶食時にCITED2と結合するとその基質
指向性が PGC-1αからヒストン H3 へと変化
し、ヒストン H3 のアセチル化の増加と
PGC-1α のアセチル化抑制に基づくコアクチ
ベーター活性の増加が同時におこり、糖新生
系酵素の遺伝子転写を強力に誘導すること
が示唆された。 
さらに cAMP/CITED2 依存性に GCN5 が基
質指向性を変化させる分子機構について解
析を行ない、GCN5 はグルカゴン-cAMP 依
存的にリン酸化を受けること、このリン酸化
が GCN5 のアセチル化基質の変換に必須で
あることも明らかにした。 
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