様式Ｃ－１９
科学研究費助成事業（科学研究費補助金）研究成果報告書
平成２５年６月１０日現在
機関番号：３２２０２
研究種目：基盤研究（B）
研究期間：2010－2012
課題番号：２２３９０１８７
研究課題名（和文）酸化ステロールエステルによる小胞体ストレスの誘導機構の解明と
その病態における意義
研究課題名（英文） Study on the endoplasmic stress induced by oxsterol ester and its
implication to diseases
研究代表者
石橋
俊（ISHIBASHI SHUN）
自治医科大学・医学部・教授
研究者番号：90212919
研究成果の概要（和文）：小胞体内腔に酵素活性中心を有する中性コレステロールエステル

水解酵素(NCEH1)は CE だけでなく、酸化ステロールのひとつ 25 水酸化コレステロール
(25-HC)エステルに対する水解活性を有する。ヒト単球由来マクロファージでは NCEH１
が主要な CE 水解酵素であり、その阻害によって細胞内の CE 含量が増加する。25-HC を
添加後に惹起される腹腔マクロファージ(MPM)の小胞体ストレス応答と細胞死誘導は
Nceh1 欠損によって著明に亢進した。この時、小胞体内の 25-HC エステル含量が増加し
た。ACAT 阻害剤または Acat1 欠損マウスを用いて、コレステロールのエステル化が阻害
されると、25-HC 添加後の小胞体ストレス応答と細胞死誘導は消失する。従って、小胞体
内における 25-HC エステルの直積が小胞体ストレスを惹起すると考えられた。更に、
Nceh1 欠損による動脈硬化病変の悪化は、Acat1 欠損の導入によって相殺された。以上よ
り、酸化ステロールのエステル化やエステル体の水解はマクロファージの小胞体ストレス
制御を介して、動脈硬化等の病態形成に重要な役割を果たしていると考えられた。
研究成果の概要（英文）
：NCEH1、an microsomal protein which hydrolizes cholesterol

ester (CE), mediates the hydrolysis of esterified form of 25-hydroxycholesterol (25-HC),
one of oxysterols. In human monocyte-derived macrophages, NCEH1 is responsible for
the CE hydrolysis. Absence of Nceh1 augmented endoplasmic reticulum (ER) stress
responses and subsequent apoptosis in murine peritoneal macrophages after exposure
to 25-HC. In parallel, it increased 25-HC ester contents in ER. Inhibition of ACAT1 by
inhibitors or genetic ablation reversed this phenomenon almost completely. Thus
accumulation of 25-HC ester in ER may trigger ER stress responses in macrophages.
Consistently, ablation of Acat1 attenuates the aggravated atherosclerosis in LDL
receptor knockout mice to which Nceh1-deficient bone marrow was transplanted. In
conclusion, esterification of oxysterols and hydrolysis of their esterified forms
modulate ER stress thereby playing a critical role in the development of
atherosclerosis.
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