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研究成果の概要（和文）：転写因子ATF7の機能を主にマウス個体を用いて調べた結果、ATF7はKu70/Ku80及びテロメラ
ーゼと複合体を形成して、テロメアの長さを調節している事が分かった。また、この機能はヒトの細胞においても確認
された。
ATF7はマクロファージにおいて自然免疫系の遺伝子の発現調節に関与していた。LPSで刺激するとATF7を介したこれら
の遺伝子の活性化が長期間持続し、細菌の感染を抑制した。この事から、自然免疫系にも長期記憶に似た現象が有る事
が明らかになった。

研究成果の概要（英文）：We studied the function of stress-response transcription factor ATF7 by using the 
ATF7 gene knockout mouse. At first, we found that ATF7 made complex with Ku70/Ku80 and telomerase and 
regulated telomere length. This function was found not only in mouse cells but also in human cells.
Second, we found that ATF7 suppressed a group of genes encoding factors involved in innate immunity in 
macrophages. Treatment with lipopolysaccharide increased basal expression of target genes. And these 
increased expressions were maintained for long periods, which enhanced resistance to pathogens. ATF7 
might therefore be important in controlling memory in cells of the innate immune system.

研究分野： 分子生物学

キーワード： 転写因子　ストレス　ATF7　テロメア　自然免疫　マクロファージ　長期記憶
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胚発生時の肺と胎盤での低酸素領域を検出

メンバーが活性化されている領域

マウスの雄に普通の
餌と低蛋白質の餌を与え、子供の遺伝子発現
に最も影響する遺伝子を特定する。特定した

の結合と
やヒストンのメチル化を調べる。 

自然免疫系で中心的な役割を担っている
マクロファージにおける遺伝子発現を野生

           

複合体を精製
ATF7 は

と複合体を形
いることが

ATF7
リン酸化されると

及びテロメラーゼの複
は解離してテロメアから離れ、テロメラ

ーゼをテロメアにリクルートできなくなる

            



ので、テロメアが短くなることが分かった。 
 
(3) また、ATF7 はテロメアにおいて Suv39h1
をリクルートしてヒストンH3K9me3を導入す
ることによってヘテロクロマチン形成を促進し
ていることも明らかになった。このヘテロクロ
マチンはストレス刺激によって ATF7 がリン酸
化されると ATF7 のテロメアからの遊離と共に
H3K9me3 の低下によって壊された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) ATF7 遺伝子欠損マウスで見られる鼻を中
心 と し た 顔 面 の 炎 症 は ブ ド ウ 球 菌
Staphylococcus aureus によるものであり、発
がんとは関係がないことが病理診断から明らか
になった。ブドウ球菌に感染していないマウス
では炎症は見られなくなった。 
 
(5) ATF7 はマクロファージにおいて、自然免疫
系の遺伝子の発現を抑制していることが明らか
になった。このメカニズムを調べた結果、マク
ロファージではATF7はG9aと複合体を形成し
て自然免疫系の遺伝子のプロモーター領域に
H3K9me2 を導入することによって発現を抑制
していることが明らかになった。そこで、マウ
スをあらかじめ LPS 等で刺激すると ATF7 が
p38 キナーゼによってリン酸化され ATF7 がプ
ロモーター領域から外れると同時に H3K9me2
が減少して自然免疫系の遺伝子の発現が誘導さ
れた。また、この活性化状態は長期間持続され、
この期間の細菌感染が抑制されることが明らか
になった。これまで、自然免疫系には長期記憶
は無いと考えられてきたが、この現象は自然免
疫系の長期記憶の存在を示唆している。 
 
(6) マウスの雄を離乳直後に１～２ヶ月間低蛋
白質の餌で飼育して栄養ストレスを与えると、
通常の餌で飼育した場合と比較して、その子供
の世代の肝臓でのコレステロール生合成系の遺
伝子発現が上昇することが報告された○2 。この
実験を追試した結果、低蛋白食で飼育したマウ
ス雄親の子供の肝臓でのコレステロール生合成
系の遺伝子 17 遺伝子中 10 遺伝子が 2倍以上の
発現上昇を示した。一方、ATF7 のヘテロ KO
の雄親では、2 倍以上に発現上昇する遺伝子は
無く、最高でも 1.67 倍であった。この結果から、
マウスでは雄親の食べた餌の情報が精子を介し
て子供に伝わるメカニズムが有り、この現象に
ATF7 が深く関与することが明らかになった。 
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