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研究成果の概要（和文）：ユビキチン‑プロテアソームシステムの破綻は凝集体の形成を引き起こす。これらの凝集体
の分解機構、選択的オートファジーと生体防御機構であるKeap1‑Nrf2システムとの連動の意義についてはマウス個体に
おいては未だ解析されていない。肝実質細胞特異的にプロテアソーム機能を減弱させたマウスは、ユビキチンおよびp6
2陽性のタンパク質凝集体形成を伴った肝障害を呈し、これらの凝集体はオートファジーにより排除された。さらに、
プロテアソーム変異マウス肝ではp62に依存したNrf2の活性化が生体防御に働いていた。以上の結果より、生体はタン
パク質恒常性の破綻に応答し、複数の細胞防御機構を発揮することを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：The ubiquitin‑proteasome system and autophagy are crucially important for
proteostasis in cells. These pathways are interdependent, and dysfunction in either pathway causes
accumulation of ubiquitin‑positive aggregates. To evaluate in vivo compensatory action against
proteasomal dysfunction, we developed mice with reduced proteasome activity in their livers. The mutant
mice exhibited severe liver damage, accompanied by formation of aggregates positive for ubiquitin and
p62, an adaptor protein for both selective autophagy and the anti‑oxidative Keap1‑Nrf2 pathway. These
aggregates were selectively entrapped by autophagosomes, and pathological features of mutant livers were
exacerbated by simultaneous suppression of autophagy. Furthermore, defective proteasome function led to
transcriptional activation of the Nrf2, which served as a physiological adaptation. Our in vivo data
suggest that cells contain networks of cellular defense mechanisms against defective proteostasis.

研究分野： 分子遺伝学
キーワード： オートファジー
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１．研究開始当初の背景
細胞内タンパク質恒常性維持の主幹をな
す分解経路である
す分解経路であるユビキチン
ユビキチン–プロテアソー
ムシステム
ムシステムとオートファジー・リソソームシ
とオートファジー・リソソームシ
ステム
ステムの破綻は、ヒト神経変性疾患やがん病
の破綻は、ヒト神経変性疾患やがん病
変部位に観察されるユビキチン陽性凝集体
に酷似した構造体
に酷似した構造体を形成する。
る。細胞内で自己
細胞内で自己
集合する p62 タンパク質が凝集体の責任因子
であることが明らかになっているが、個体に
おける凝集体形成の意義、その分解機構は未
だ完全には解明されていない。
２．研究の目的
本研究
本研究課題では、プロテアソームないしは
では、プロテアソームないしは
オートファジー関連遺伝子改変マウスを駆
使し、
使し、両分解系の破綻によるユビキチン陽性
両分解系の破綻によるユビキチン陽性
凝集体の形成と疾患発症との関連性を明ら
かにするため、
かにするため、(1)
(1) 個体における凝集体形成
とその生理的意義、
の生理的意義、
の生理的意義、(2) 凝集体に蓄積するユ
ビキチン鎖種の同定、
ビキチン鎖種の同定、(3) 個体での凝集体選
個体での凝集体選
択的オートファジーの有無
択的オートファジーの有無、を明らかにする
を明らかにする
ことを目的とした
ことを目的とした。
３．研
３．研究の方法
肝臓特異的プロテアソーム減弱 psmc1 欠
肝臓特異的プロテアソーム減弱(
損)マウスとオートファジー欠損
マウスとオートファジー欠損(
マウスとオートファジー欠損 Atg7 欠損
欠損)
マウスを基軸に、凝集体形成責任因子 p62 の
遺伝子
遺伝子欠損マウスや
欠損マウスや生体内解毒酵素群の転
生体内解毒酵素群の転
写因子である Nrf2 の遺伝子改変マウスとの
多重欠損マウスを作成し、
多重欠損マウスを作成し、生化学・細胞生物
生化学・細胞生物
学・組織学的解析を駆使した表現型解析を遂
行した
行した。具体的には、
。具体的には、作成した遺伝子改変マ
作成した遺伝子改変マ
ウスの
ウスのプロテアソーム活性、ユビキチン化タ
プロテアソーム活性、ユビキチン化タ
ンパク質の動態、ならびにオートファジー活
性を生化学および形態学的解析により調べ
た。また、界面活性剤不溶性画分を回収し、
プロテアソームないしはオートファジー不
全マウス肝で形成された凝集体に蓄積する
ユビキチン鎖種を Thermo Scientific 社の MS
(Q Exactive)
Exactive)を用いて解析した。
を用いて解析した。さらに、
を用いて解析した。さらに、本
研究課題により
研究課題により個体における
個体における凝集体形成の
個体における 凝集体形成の
責任因子である
責任因子であることが明らかになった
ことが明らかになった p62 を、
生細胞内で
生細胞内で内在性
内在性 p62 タンパク質の動態を評
価できる p62‑GFP
GFP ノックインマウスを作成し
た。なお、本研究における
なお、本研究における
なお、本研究における実験計画は、
実験計画は、東京
東京
都医学総合研究所および
都医学総合研究所および新潟大学の承認を
新潟大学の承認を
得て行った。
４．研究成果
(1) 個体における凝集体形成とその生理的
個体における凝集体形成
の生理的
意義の解明
の解明
プロテアソームないしはオートファジー
不全がユビキチン化タンパク質の動態なら
びに凝集体の形成に与える影響を解析する
ため、
、psmc1 欠損
欠損マウス、Atg7 欠損マウス
マウス、
および psmc1;Atg7 二重欠損マウスを作成し
マウスを作成し
生化学
生化学および組織学的解析を行った。
および組織学的解析を行った。psmc1
smc1
欠損マウス
マウス肝ではプロテアソーム活性が低
肝ではプロテアソーム活性が低
下しており、ユビキチン化タンパク質の蓄積
下しており、ユビキチン化タンパク質の蓄積
ならびに肝障害が認められた
ならびに肝障害が認められた（図
1）
。免疫蛍
免疫蛍

光染色で凝集体の形態を確認したところ、小
さいドット状ならびに巨大な不定形のユビ
キチン陽性凝集体が確認され、これらは p62
と共局在した（図
と共局在した（図 2）
。Atg7 欠損マウスでは
既報の通り、ユビキチン
既報の通り、ユビキチン陽性凝集体が形成さ
陽性凝集体が形成さ
れており p62 と共局在した。psmc1 欠損マウ
欠損
スで認められた不定形の凝集体は、Atg7 を同
時に欠損させることで、Atg7 欠損マウスと類
マウスと類
似した小さい円形の凝集体へと形態が変化
した（図
した
2）
。ppsmc1;Atg7 二重欠損マウスで
二重欠損マウスで
は、オートファジー選択的基質である p62 が
著しく蓄積していたことから、ユビキチン陽
性凝集体の形態変化は p62 の存在量に起因し
ていると考えられた。
psmc1 欠損マウス肝では
マウス肝では、
、Nrf2 の活性化に
寄与する 351 番目のセリンがリン酸化された
p62 が蓄積し、ユビキチン陽性凝集体へと集
積していた（図
積していた（図 3）
。実際に、
実際に、psmc1 欠損マウ
欠損
ス肝では Nrf2 が活性化しており、psmc1 と
Nrf2 の二重欠損マウスでは肝障害が悪化し
た（図
（図 4）
。これらの結果は、プロテアソーム
。これらの結果は、プロテアソーム
障害時には凝集体が形成され、集積したリン
酸化 p62 に依存した Nrf2 の活性化が生体防
御に寄与していることを意味する。

図 1. psmc1 欠損
欠損マウス肝では
マウス肝では多数の空胞化
多数の空胞化
した細胞やネクローシス、
した細胞やネクローシス、異常に分裂した細
異常に分裂した細
胞が認められる。
が認められる。

図 2. psmc1 欠損
欠損マウス肝ではユビキチン陽
マウス肝ではユビキチン陽
性凝集体は不定形の形態をしているが、Atg7
の同時欠損により、小さい円形の形態へと変
化した。

剤不溶性画分に蓄積するユビキチン鎖種の
定量結果。

図 3. psmc1 欠損マウス
ではリン酸化 p62 が蓄積
している。

図 4. 表記した遺伝子型マウスの肝機能テス
ト。Nrf2 を同時に欠損することにより、肝障
害が著しく悪化した。

(3) 個体での凝集体選択的オートファジー
の有無
生体内で凝集体に対する選択的オートフ
ァジーの有無を調べるため、psmc1 欠損マウ
欠損
スにリソソーム阻害剤を投与し電子顕微鏡
観察を行ったところ、内部に凝集体を含むオ
観察を行ったところ、内部に凝集体を含むオ
ートファゴソームと見られる二重膜 構造体
ートファゴソームと見られる二重膜構造体
を多数観察
多数観察した
した（図 6）
。オートファジー不全
オートファジー不全
となる Atg7 を同時に欠損することにより肝
障害が悪化することから（図 7）
）
、オートファ
ジーはプロテアソーム減弱時に形成される
凝集体を分解し、生体防御に寄与しているこ
とが示唆された。

図 6. 内部に凝集体を含むオートファゴソー
ムの電子顕微鏡写真
ムの電子顕微鏡写真。

(2) 凝集体に蓄積するユビキチン鎖種の同
定
psmc1 ないしは Atg7 欠損マウス肝で形成
マウス肝で形成
されるユビキチン陽性凝集体に蓄積する
されるユビキチン陽性凝集体に蓄積するポ
リユビキチン鎖の鎖種を同定するため、マウ
リユビキチン鎖の鎖種を同定するため、マウ
ス肝から界面活性剤不溶性画分 回収し、MS
ス肝から界面活性剤不溶性画分を回収し、
(Q Exactive)
Exactive)を用いてユビキチン鎖を同定し
を用いてユビキチン鎖を同定し
た。psmc1 ないしは Atg7 欠損のいずれにおい
てもすべてのユビキチン鎖種で蓄積が認め
られ、Atg7 欠損では蓄積するユビキチン鎖種
に大きな特異性は認められなかった（図 5）
）。
図 7. 表記した遺伝子型マウスの肝機能テス
ト。Atg7 を同時
を同時に欠損することにより、肝障
欠損することにより、肝障
害が悪化した。
(4) p62‑GFP
p62
ノックインマウスの作成
凝集体の形成責任因子である p62 を生体内
で内因性 p62 の動態を評価するため、p62
の動態を評価するため、p62 の
C 末端側に GFP を融合した p62‑GFP
p62
を発現す
るノックインマウスを作成した。このマウス
は、Atg7 を同時欠損することにより p62‑GFP
p62
陽性凝集体を形成し、Atg7 単独欠損マウスと
同様の表現型を示した
同様の表現型を示した（図
（図 8）
。この結果は、
本研究課題により作成した p62‑GFP ノックイ
ンマウスが生細胞、
ンマウスが生細胞、個体における Sqstm1/p62
やオートファジー研究の強力なツールにな
ることを意味している。
図 5. psmc1 ないしは Atg7 欠損肝の界面活性
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図 8.. Atg7 を同時に欠損することにより、
p62‑GFP
GFP は凝集体を形成し、リン酸化 p62 と
共局在した。
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