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研究成果の概要（和文）：小胞体サブドメインの一つであるMAM (mitochondria-associated membrane)が、脂肪滴とペ
ルオキシソームの形成に関与するかどうかを調べた。脂肪滴形成は、syntaxin17などのMAM構築タンパク質の発現抑制
によって抑制された。また、Rab32も脂肪滴形成に貢献していることが示唆された。Sec16Bの発現抑制は、ある種の細
胞では脂肪滴形成を促し、ペルオキシソームを伸長させたが、別の細胞では脂肪滴形成を抑制し、ペルオキシソームは
短くなった。以上の結果より、脂肪滴形成においてはMAMが重要な働きをし、また脂肪滴形成とペルオキシソーム形成
には連携があることが示された。

研究成果の概要（英文）：We examined whether the MAM (mitochondria-associated membrane), a subdomain of the
 endoplasmic reticulum, participates in lipid droplet formation and peroxisome biogenesis. Lipid droplet f
ormation was suppressed by knockdown of MAM-organizing proteins, such as syntaxin17. Rab32 may also contri
bute to lipid droplet formation. Depletion of Sec16B caused lipid droplet formation and elongation of pero
xisomes in a certain cell type, but suppressed lipid droplet formation and shortened peroxisomes in anothe
r type of cells. The data suggest that the MAM has an important role in lipid droplet formation, and that 
there is an intimate relation between lipid droplet formation and peroxisome biogenesis.
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１．研究開始当初の背景 
 細胞機能を維持するために、真核細胞内の
様々なオルガネラは独自な機能を発揮しな
がらも相互に連携して働く。しかしながら、
オルガネラ間連携を支える分子機構はほと
んどわかっていない。小胞体は細胞全体に広
がる膜構造であり、いくつものサブドメイン
をもち、種々のオルガネラと接している。MAM
（mitochondria-associated membrane）もサ
ブドメインの一つであり、脂質の合成とミト
コンドリアへの輸送、小胞体−ミトコンドリ
ア間での Ca2+の移動などを司る。 
 研究代表者の多賀谷は、小胞体に存在する
syntaxin17(Syn17)が MAM に局在し、その発
現抑制によって脂肪滴形成が抑制されるこ
とを見いだした。一方、研究分担者の谷らは、
分泌経路における小胞輸送に関与すると考
えられていた Sec16B が、ペルオキシソーム
の de novo 合成に関与することを見いだした
（Yonekawa et al.(2011) Proc. Natl. Acad. 
Sci. USA 108, 12746）。近年、ペルオキシソ
ームは「小胞体から de novo に合成されるオ
ルガネラである」という概念が確立しつつあ
り、Sec16B は世界で初めて同定された小胞体
に局在するペルオキシソーム de novo 合成因
子である。興味深いことに、Sec16B の発現を
抑制すると脂肪滴形成が起こる。この時、
Syn17 やミトコンドリア分裂因子として知ら
れている Fis1 の局在がやや変化する。これ
らの結果は、Sec16B が Syn17 と Fis1 の局在
を調節することでMAMの形成と機能を調節し、
MAM の機能が損なわれると抑制が解除されて
脂肪滴が形成されるという可能性を示唆す
る。Syn17 は膜融合装置（SNARE）、Fis1 は分
裂装置であるので、これらのタンパク質が膜
融合と分裂を介して小胞体上のMAMの構築ま
たはその調節を担っている可能性が考えら
れた。 
 
２．研究の目的 
 上述した研究成果から、申請者らは以下の
仮説を立てた（図参照）。（1）ペルオキシソ
ーム膜の de novo 合成と脂肪滴の合成は、小
胞体のミトコンドリア接触領域（MAM）で起
こり、互いに関連している。（2）これらの過
程に、syntaxin17（Syn17：MAM に存在する
SNARE）や Fis1（ミトコンドリアおよびペル
オキシソームの分裂因子）が関与し、またこ
れらのタンパク質の局在を Sec16B が調節し
ている。 
 本研究ではこの仮説の検証を行うことを
目指した。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
３．研究の方法 
（１）試薬および抗体 
 Syn17 抗体を作製するために、大腸菌で
GST-Syn17 を発現・精製し、ウサギに免疫し
た。抗体は、抗原カラムを用いてアフィニテ
ィ精製した。他の抗体は専ら市販品を用いた。 
（２）細胞培養とタンパク質発現抑制 
 培養細胞は、HeLa 細胞（培地にオレイン酸
を添加して脂肪滴形成を誘導）や、予め脂肪
滴を蓄積している HepG2 細胞を用いた。分化
実験には NIH3T3-L1 を用い、分化培地中で脂
肪細胞へと分化させた。RNAi は合成オリゴ
RNA（siRNA）を用いて行った。複数の siRNA
を用いるか、あるいは siRNA 耐性の cDNA を
発現させて、発現抑制の効果が特異的である
ことを検証した。 
（３）顕微鏡による解析 
 蛍光顕微鏡解析にはオリンパス fluoview 
300 あるいは 1000 を用いた。 
（４）Proximity Ligation Assay（PLA） 
 Olink Bioscienceより購入したキットを用
いた。PLA では、2つのタンパク質が 30-40nm
以内に存在する場合に蛍光シグナルとして
検出される。 
 
４．研究成果 
（１）Syn17 の発現を RNAi 法によって抑制す
ると、HeLa 細胞における脂肪滴形成が抑制さ
れ、HepG2 細胞では脂肪滴が減少した。この
減少は siRNA 耐性の Syn17 の発現によって回
復した。HeLa 細胞における脂肪滴形成の抑制
は、MAM の構築を司る PACS2 の発現抑制によ
っても起こったが、MAM とミトコンドリアの
連携（繋留）を司る mitofusin2 の発現抑制
では起こらなかった。これらの結果は、脂肪
滴形成には MAM が関与するが、MAM-ミトコン
ドリアの連携は必ずしも必要ではないこと
を示唆している。 
（２）MAM 機能は、低分子量 GTPase である
Rab32 によっても調節されていることが知ら
れている。PLA 実験から、Syn17 と Rab32 が
近接していることが明らかとなった。また
Rab32 の発現を抑制すると、脂肪滴の成長が
抑制されて小さな脂肪滴が蓄積した。 
（３）マウス 3T3-L1 細胞の脂肪細胞への分
化に伴い Syn17 の発現量が 5倍程度上昇した。
またSyn17の発現を抑制すると脂肪細胞への
分化が抑制された。 
（４）Sec16B の発現抑制は、ペルオキシソー
ム膜タンパク質（Pex16 および Pex3）のペル
オキシソームへの輸送を阻害し、また脂肪滴
形成を誘導するが、すべてのペルオキシソー
ム膜タンパク質の輸送が阻害されるわけで
はなく、また細胞種によっては脂肪滴形成を
阻害することが判明した。 
（５）HeLa 細胞では、Sec16B の発現抑制に
よってペルオキシソームは伸長したが、他の
細胞ではむしろ短くなる傾向が見られた。 



 以上の結果より、脂肪滴形成においては
MAM が重要な働きをしていることが判明した。
また、脂肪滴形成とペルオキシソーム形成に
は連携があることが確認された。その分子機
構については今後の研究課題である。 
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