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研究成果の概要（和文）：本研究では、卵巣顆粒膜細胞において転写因子SF-1およびLRH-1によって転写制御される遺
伝子の網羅的解析を行った。その結果、SF-1およびLRH-1に転写誘導される遺伝子として新たにhydroxysteroid 11-bet
a dehydrogenase 2（HSD11B2）を見出した。ヒト卵巣におけるHSD11B2の機能について検証したところ、HSD11B2はアン
ドロゲンのひとつである11-ketotestosterone合成に関与することが明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：In present study, we performed comprehensive analysis of gene expressions induced 
by the transcription factors SF-1 and LRH-1 in ovarian granulosa cells. As the result, we 
found　hydroxysteroid 11-beta dehydrogenase 2（HSD11B2）as a novel SF-1-target gene in human ovarian 
granulosa cells. Our results indicated that HSD11B2 participates in the production of the 11-oxygenated 
androgen, 11-ketotestosterone in human ovary.

研究分野： 内分泌学
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１．研究開始当初の背景 
 
卵巣顆粒膜細胞は、その前駆細胞あるいは

幹細胞から分化し、卵巣において多様な機能
を果たす。その分化異常は、卵巣機能不全を
はじめとして様々な病態を惹き起こす。その
病態の一因として、ステロイドホルモン産生
異常が関与するが、その詳細については不明
な点が多い。そのため、ステロイドホルモン
合成に重要となる顆粒膜細胞の分化メカニ
ズムをさらに詳細に解明する必要がある。
Preovulatory follicle では、LH サージによ
ってダイナミックに遺伝子発現が変化する
ことで、排卵・黄体化が引き起こされる。そ
れらの遺伝子発現の変化に関して、近年多く
の報告があるが、その制御メカニズムについ
ては、ほとんど明らかではない。特に、顆粒
膜細胞の分化におけるヒストン修飾や DNA 
メチル化を介したクロマチン構造変換など
のエピゲノムの変化に関しての知見は限定
的である。 
卵巣、精巣および副腎といったステロイド

産生組織においては、核内受容体である
NR5A ファミリー（SF-1 および LRH-1）が
ステロイドホルモン合成関連遺伝子群の転
写制御を行うことが明らかとなっている。卵
巣では、核内受容体 NR5A ファミリーに属
する転写因子 steroidogenic factor-1 (SF-1)
および liver receptor homolog-1 (LRH-1)が、
ステロイドホルモン合成遺伝子の転写制御
を行っている。SF-1 および LRH-1 の顆粒
膜細胞特異的ノックアウトマウスは、排卵障
害や黄体形成不全の表現型を示すことが報
告されており、顆粒膜細胞の分化に必須の転
写因子であると考えられる。現在のところ、
SF-1 および LRH-1 が、顆粒膜細胞の分化過
程におけるエピゲノムの変化にどのように
関与するかについての知見は乏しい。そこで
本研究では、卵巣顆粒膜細胞の分化における
SF-1 および LRH-1 の役割の解明を目指した。 
 
 
２．研究の目的 
  
本研究では、1）SF-1 および LRH-1 に転

写制御され顆粒膜細胞分化に関連する遺伝
子の網羅的解析、2）顆粒膜細胞の分化過程
における遺伝子転写制御機構の解明を行い、
SF-1 および LRH-1 によるエピゲノム制御を
介した顆粒膜細胞の分化メカニズムの解明
を目指した。卵巣顆粒膜細胞では、FSH 刺
激により LH 受容体をはじめ卵胞成熟に必
要とされる様々な遺伝子が発現し黄体化細
胞へと分化する。この卵巣顆粒膜細胞分化過
程においては、転写因子群あるいは転写共役
因子群により引き起こされるエピゲノム変
化が生じていると考えられる。それらの異常
はステロイドホルモン産生異常を引き起こ
すと考えられる。本研究は、ステロイドホル
モン産生異常症の責任遺伝子の同定に繋が

り、その原因究明と治療法の開発にも貢献す
ることが期待される。 
 
 
３．研究の方法 
 
1）ヒト卵巣顆粒膜細胞における SF-1 および
LRH-1 標的遺伝子の網羅的解析 
ヒト卵巣顆粒膜細胞由来 KGN 細胞にアデ

ノウィルスを用いてSF-1およびLRH-1を導
入し、発現変化する遺伝子群をマイクロアレ
イ法により網羅的に解析した。 
 
2) ヒト卵巣顆粒膜細胞におけるSF-1新規標
的遺伝子 HSD11B2 の転写調節機構の解析 
HSD11B2 の転写調節機構については、

Dual-Luciferase® Reporter Assay System
（Promega）およびヒト卵巣顆粒膜由来 KGN
細胞を用いたレポーターアッセイにより解
析した。また HSD11B2 転写開始点周辺領域の
DNA メチル化状態の変化をバイサルファイト
シーケシングによって調べた。 
  
3）ヒト卵巣における HSD11B2 の機能解析 
KGN 細胞への SF-1 導入に伴う 11-ケトテス

トステロン産生量の変化について検討した。
また、ヒト HSD11B2 の 11-ケトテストステロ
ン合成への直接的関与を明らかにするため
に、ヒト副腎由来 H295R 細胞へ HSD11B2 を強
発現させ、培地中の 11-ケトテストステロン
濃度を測定した。ヒト性腺において HSD11B2
が発現しているのかどうか RT-PCR および
Western blottingを用いて解析した。さらに、
男女血中テストステロンおよび 11-ケトテス
トステロン濃度を測定した。アロマターゼと
エストロゲン受容体を共発現するMCF-7細胞
を用いることで、11-ケトテストステロンが
アロマターゼによりエストロゲンへと変換
されるかどうか、レポーターアッセイにより
検討した。 
 
 
４．研究成果 
 
1) 卵巣顆粒膜細胞における SF-1 および
LRH-1 の新規標的遺伝子の同定 
ヒト卵巣顆粒膜細胞由来KGN細胞にアデノ

ウィルスを用いて SF-1 および LRH-1 を導入
し、発現変化する遺伝子群をマイクロアレイ
法により網羅的に解析した。さらに、RT-PCR
ならびに Western blotting により解析した。
その結果、SF-1 および LRH-1 により発現誘導
される遺伝子としてhydroxysteroid 11-beta 
dehydrogenase 2 (HSD11B2)を見出した（図
1A）。HSD11B2 は哺乳類において、糖質コルチ
コイドの不活性化に関与する酵素として知
られていた。一方、卵巣においては、HSD11B2
が SF-1 および LRH-1 に誘導されることで、
卵巣分化の際に何かしらの役割を持つと考
えられる。そこで、HSD11B2 の転写制御機構



およびヒト卵巣における機能について解析
した。 
 

図 1. KGN 細胞における SF-1 導入による
HSD11B2 遺伝子の発現誘導（A）と 11-ケトテ
ストステロン産生促進（B）.  
 
2）HSD11B2 遺伝子の転写制御機構 
続いて、HSD11B2 遺伝子の転写制御機構に

ついて解析した。HSD11B2 遺伝子の転写開始
点の周辺領域にはCpGアイランドが存在する
が、KGN 細胞への SF-1 導入は、この領域の
CpG アイランドの DNA メチル化修飾に影響を
与えなかった。また、ルシフェラーゼレポー
ターアッセイの結果より、HSD11B2 転写開始
点より上流約 1200 bp の領域に SF-1 に転写
活性化される領域が存在することが示唆さ
れた。 
 
 

3）ヒト卵巣における HSD11B2 の役割解明 
KGN 細胞へ SF-1 を導入すると、11-ケトテ

ストステロン合成遺伝子群の発現がすべて
上昇した（図 1A）。さらに 11-ケトテストス
テロン産生を促進した（図 1B）。そこで、ヒ
ト生殖腺における 11-ケトテストステロン合
成酵素（CYP11B1 と HSD11B2）の発現を調べ
たところ、両者は共に精巣と卵巣で発現して
いた。さらに、ヒト血中におけるテストステ
ロンと 11-ケトテストステロン濃度を測定し
たところ、男性血中のテストステロン濃度は
女性の 10 倍以上存在するのに対し、11-ケト
テストステロン濃度には男女間で有意な差
を認めなかった。レポーターアッセイの結果、
11-ケトテストステロンとテストステロンの
アンドロゲン受容体に対する活性化能はほ
ぼ同様であった。一方、アロマターゼを発現
する MCF-7 細胞において、テストステロンは
エストロゲン受容体を活性化したが、11-ケ
トテストステロンにはエストロゲン受容体
の活性化能を全く認めなかった（図 2）。この
ことから、11-ケトテストステロンは、アロ
マターゼによるエストロゲンへの変換を受
けないアンドロゲンであると予想された。 
本研究結果により、ヒト性腺において

HSD11B2 は、11-ケトテストステロン合成に関
与することが明らかとなった。 

 

 
図 2. MCF-7 細胞におけるアロマターゼを介
した各種アンドロゲンによるエストロゲン
受容体の活性化 
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