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研究成果の概要（和文）：脂肪細胞分化は転写因子群によって厳密に制御されている。分化誘導刺激を行うと、まず早
期転写因子群が誘導され、標的遺伝子上で早期エンハンシオソームが形成される。これは後に後期転写因子群に引き継
がれ、脂肪細胞の成熟に必須な遺伝子の発現が誘導されることで分化が進行する。PPARガンマーは脂肪細胞分化のマス
ター遺伝子であり、後期転写因子の1つである。本研究では、新規ユビキチンリガーゼTRIM23がPPARガンマータンパク
質の非定型ユビキチン化を促進し、安定化させることで脂肪細胞分化を円滑に進行させる機能を持っていることを見出
した。

研究成果の概要（英文）：Adipocyte differentiation is a tightly controlled process regulated by complex 
transcriptional activators. Multiple adipogenic signals activate early adipogenic activators and 
facilitate the transient formation of early enhanceosomes at target genes. These enhancer regions are 
subsequently inherited by the late adipogenic activators, which coordinate the formation of late 
enhanceosomes. PPARgamma is one of the late adipogenic activators and is considered the master regulator 
of adipogenesis. We showed that a novel ubiquitin E3 ligase, tripartite motif protein 23 (TRIM23), 
stabilizes PPARgamma protein and mediates atypical polyubiquitin conjugation. TRIM23 knockdown caused a 
marked decrease in PPARgamma protein abundance during preadipocyte differentiation, resulting in a severe 
defect in late adipogenic differentiation, whereas it did not affect the formation of early 
enhanceosomes. This adipogenic defect is rescued by ectopic expression of PPARgamma.

研究分野： 医化学一般
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１．研究開始当初の背景 
(1) PPARγの機能とユビキチン化：ペルオキ
シソーム増殖剤応答性受容体 PPARγ は、脂
肪細胞分化や脂質代謝、骨代謝、血管新生な
どを制御する核内受容体型の転写因子であ
る。PPARγ は RXRα とヘテロダイマーを形
成して、DR-1タイプの認識配列であるPPRE
配列に結合し、リガンド依存性に転写活性化
を起こす。核内受容体をはじめとした転写因
子では、ユビキチン・プロテアソーム系によ
る制御が転写活性化に重要な過程であるこ
とが報告されている。PPARγ も同様の制御
を受け、ポリユビキチン鎖の形成を受けてい
ることがわかっているが、PPARγ にユビキ
チンを直接付加するユビキチンリガーゼは
未だ同定されていなかった。 
(2)PPARγ 関連ユビキチン化酵素の同定の試
み：本研究者は、ルシフェラーゼアッセイを
用いたスクリーニングを行い、PPARγ の転
写活性を正に制御するユビキチンリガーゼ
を検索したところ、TRIM23 を同定した。結
合実験とユビキチン化アッセイを行ったと
ころ、TRIM23 は PPARγ と結合し、ユビキ
チン化、特に直鎖状ユビキチン鎖の形成を促
進した。さらに TRIM23 をノックダウンした
白色脂肪前駆細胞 3T3-L1 では脂肪細胞への
分化成熟が抑制されていたため、TRIM23 は
脂肪細胞分化において必須の働きを担って
いるものと考えられた。 
 
２．研究の目的 
PPARγ は脂肪細胞分化・脂質代謝などを制
御する核内受容体型転写因子であり、そのリ
ガンドは抗糖尿病作用を有する。PPARγ は
ユビキチン化修飾を受けることで、その転写
活性が正に制御されるが、修飾酵素であるユ
ビキチンリガーゼは未だ同定されていない。
本研究者はルシフェラーゼアッセイを用い
たスクリーニングを行い、PPARγ の転写活
性を正に制御し、細胞内及び試験管内で
PPARγ の直鎖状ポリユビキチン化を促進す
るユビキチンリガーゼとして、TRIM23 を同
定している。本研究は、TRIM23 による
PPARγ 転写活性化の詳細なメカニズムの解
明を行い、糖尿病治療への研究基盤の確立を
目的とする。 
 
３．研究の方法 
(1) TRIM23 による脂肪細胞分化制御メカニ
ズムの詳細な検討。3T3-L1 細胞はホルモン
カクテルの刺激によりまず C/EBPβ、C/EBPδ
が誘導され、C/EBPβ、C/EBPδが PPARγプ
ロモーター上へリクルートされ、早期エンハ
ンシオソームを形成し PPARγ の弱い発現を
誘導する。誘導された PPARγは C/EBPαと
共に自身のプロモーター上へリクルートさ
れ、後期エンハンシオソームを形成し、
PPARγ を強力に発現誘導する。誘導された
PPARγ は成熟脂肪細胞を特徴づける標的遺
伝子の発現を誘導し、脂肪細胞の分化が完了

する。定量的 PCR 法、ウエスタンブロット
法、ChIP-qPCR法、FAIRE法などを用いて、
これらのどの過程で TRIM23 が機能してい
るのかを検討した。 
(2) TRIM23 による PPARγ 転写活性化の詳
細な検討を、ルシフェラーゼアッセイを用い
て行った。 
(3) TRIM23によるPPARγタンパク質の安定
性の変化を、プロテアソーム阻害剤やタンパ
ク質合成阻害剤を用いて検討した。 
(4) TRIM23によるPPARγユビキチン化の詳
細な検討。本研究者は TRIM23 が細胞内及び
試験管内で PPARγ の直鎖状ポリユビキチン
化を促進することを同定しているが、他のポ
リユビキチン鎖を形成する可能性について、
特定のポリユビキチン鎖のみ形成可能な変
異ユビキチンを用いてユビキチン化アッセ
イを行い検討した。 
(5) TRIM23によって修飾を受けたPPARγが、
プロテアソームによる認識に与える影響を
プロテアソームのユビキチン受容体である
S5a/Rpn10 を用いたプルダウンアッセイに
よって検討した。 
 
４．研究成果 
(1) TRIM23 は脂肪細胞分化プログラムの早
期過程には必須ではないが、後期過程におい
て必須であることを明らかにした。 
(2) 当初TRIM23はルシフェラーゼアッセイ
によって PPARγ の転写活性を正に制御する
遺伝子として同定した。しかし、TRIM23 導
入時のルシフェラーゼ活性、ルシフェラーゼ
タンパク質量、ルシフェラーゼ mRNA を詳
細に検討した結果、ルシフェラーゼ活性とタ
ンパク質量は増加していたが、ルシフェラー
ゼ mRNA 量は増加していなかった。また、
TRIM23 はルシフェラーゼタンパク質の安
定性に対して影響を与えなかったことから、
ルシフェラーゼアッセイによる TRIM23 に
よる PPARγ の転写活性の促進は、ルシフェ
ラーゼの翻訳を促進する活性を持つための
人為的な結果であることが明らかとなった。
一方、TRIM23 は脂肪細胞分化に対しては必
須の役割を持っていたことから（図１参照）、

図１参照: TRIM23 は脂肪細胞分化に必須
である。TRIM23 ノックダウンした脂肪前
駆細胞を分化誘導したところ、成熟分化が
阻害された。 



他のメカニズムの可能性を検討したところ
下記の結果を得た。 
(3) TRIM23 は脂肪細胞分化プログラム後期
過程でマスター遺伝子として働く PPARγ タ
ンパク質を安定化することを明らかにした。
（図２参照） 

(4) TRIM23 は PPARγをユビキチン化し、特
に直鎖状ポリユビキチン化と K27 ポリユビ
キチン化を促進することを明らかにした。 
(5) TRIM23によって修飾を受けたPPARγは、
プロテアソームによる認識を回避し分解を
受けにくくなることを明らかにした。 
(6) 以上より、TRIM23 は PPARγ タンパク
質を直鎖状および K27 ポリユビキチン化修
飾し、安定化を促すことで、脂肪細胞分化プ
ログラム後期を円滑に進行させる役割を担
っているものと思われた。（図３参照） 
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