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綜 説

イノシトールリン脂質による細胞内脂質

ホメオスタシス制御機構

中津 史

新潟大学大学院医幽学系総合研究科

神経生化学（生化学第二）

Lil)idlIomeostasisControlledbyPh()sph()in()sitides

Fubito%AKATSIJ

"Cpa〃"】《､"IofNe【"℃(PﾉIC"】isIrya"dMoﾉecuarCe"BioﾉOgybCmd"afe&/100ﾉof

Medi"ﾉ"dDe"畑ﾉScien(､es,Ⅳ鞭Y'卿【力加(癖"y

要 旨

イノシトールリンIIHWIは，生体ll塊を椛成するリン脂Wiの1つである． このll塊榊成分1'･として

の役削以外に， イノシトールリン脂間は，エンドサイトーシス，シグナル伝述やIIH価ホメオスタ

シス等，細ll"MI1機能に樋めて1li喚な役;illlを担うことがIﾘlらかになってきた．本総説では， イノ

シトールリン脂Y'iによる巧みな細胞生理機能制御機構について，特に簸近Iﾘlらかになりつつあ

るオルガネラI1塊接触部位を介したイノシl､一ルリン脂『'iによる脂圃輸送制御機榊および細胞|ノリ

脂蘭ホメオスタシス制御機椛をI|!心に慨脱したい．

キーワード： イノシl､一ルリン脂f'i,Phosphatidylinosit()14-kinaselll｡,オキシステロール結

合タンパク価，ホスファチジルセリン

緒 言 位および5位においてリン酸化/脱リン駿化反応

が可逆的に起こること，そしてその結果7種の異

なったイノシトールリン脂f'I (PI3P,PI4P.PI5P,

PI (3,4)P2, PI (3,5)P2, PI (4,5)P2およびPI

(3,4,5)P3)が潅生され，それらが独自の特異性

を持って災なったオルガネラII塊に局ｲfすることに

生体膜を榊成するリン脂価の･一伽であるイノシ

トールリン脂蘭は，親水性残雅としてイノシトー

ル環を細胞r'il!lllに表出している． イノシトールリ

ン脂質の大きな特徴は， イノシ|､一ル蝋の3位， 4
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ある')． これらイノシトールリン脂f'Iは，その構

造や負荷の述いによって異なった蛍白面群を時空

間特異的にリクルートする猟で様々な′|狸|職能を

制御する2)3)．

筆者は， これらイノシトールリン脂蘭の'1!でも

量的に最も蝿;;でありながらがその生理的機能が

あまりわかっていないphosphatidylinositol

4-phosphate (PI4P)に着目して研究を行ってき

た．本総説では，その細胞膜における雌生機櫛お

よび生理的役;111について，特に股近|ﾘlらかになっ

てきた細胞内脂蘭ホメオスタシスllillml機樅に着目

して概説したい．

に綱frしたところ,NCBIに登録されている配列

は全長cDNAではない事が判lﾘlした．そこで，完

全災cDNAをクローニングし， その局在を調べ

たところ，依然として細胞『'〔局在を示すものの，

全反射猟微鏡による詳細な検討から樋めて微弱な

細胞ll蝋局在シグナルを検出した．

このことから, PI4KIIIaは細胞膜に局在する

が，その効率的な局在には，他の分子（群）によ

る仲介が必要なのであろうと予想し，我々は

PI4KIIIα結合分子の単離を試みた. PI41qllα抗

体を川いてマウス全脳ライゼー|､を免疫沈降し，

共沈降分子群を咽気泳動後，衙最分析による分子

|同l定を行ったところ，新規分子群: EFR3A/Bお

よびTTC7A/Bを同定した． これらの分子群は．

llili乳動物細胞における機能は不Iﾘlであったが，酵

母による解析から，酵母stt4 (PI4KIIIaの酵母相

同遺伝子） と複合体を形成するeか3およびyppl

のN11司辿伝子であった．そこで, PI4KIIIaとこれ

ら新規分子群との相互作川を生化学的に解析した

ところ， これら3分子群は漉合体を形成すること

が判Iﾘlした． さらに， これらをHel､a細胞に発現

させたところ, PI41QIIaはEFR3B/TTC7Bとと

もに細llall塊に局在した．興味深いことに, EFR3

のN*llllはパルミ |､イル化されることで細胞膜

に局ｲfし， これがPI4KIIIaの細胞ll蝋局在の制御

機榊の－．つであった． さらに我々は，群IJstt4の

細胞脱局在に関与するもう一つの分子･ sfklの

高等勤物ホモログとしてTMEM15()Aの単離に成

功し， このTMEM150AもまたPI4KIIIaの細胞膜

局在を制御していることを解Iﾘlした‘')．以上の結

果から，商等助物細胞においては, PI4KIIIaは

EFR3A/B, 'ITC7A/BおよびTMEM150Aと相互

作用することで細胞膜に局在することが明らかと

なった．

細胞膜PI4Pの産生機構

PI4Pは細胞膜とゴルジ膜に盟海に存在し， こ

れらの両生体膜における存在量が細胞lﾉ1PI4P総

量の大部分を占めている．細胞内におけるPI4P

の産生は, PI4キナーゼ群によりPIをﾉ!"'iとし

て合成される．典核細胞におけるPI4キナーゼと

しては，酵母においては3諏類，商呼勅物細胞で

は4諏類が同定されている3)．細胞内PI4PIiの

ほとんどを占める細胞膜とゴルジll蝋のPI4Pは，

それぞれPI4-kinasetypelllQ (PI4KIIIQ) ("

母ではstt4)およびPI4-kinasetypelll/3

(PI4KIII /3) (酵舩ではpikl)により産生される．

このうち，ゴルジll塊のPI4P産生を司るPI4KIIIj9

については様々な知見が得られているが，細胞膜

におけるPI4P産生機構については,"I¥におけ

る研究が先行しているものの，その詳細はIﾘlらか

ではなかった．特にPI41QIIaについては，その細

胞内局在さえも不Iﾘlな状況であった．

我々は， まずPI4KIIIaの細胞lﾉﾘﾙj在について

検討した．内ｲf性PI4KIIIaを染色できる抗体が

存在しなかったため,GFP-PI4KIIIaを発現させ

てその吋在を調べた．極々の細胞株および初代塙

養細胞いずれにおいても,GFP-PI4KIIIaは細胞

質において散在的な局在を示し，生体膜への局在

は見られなかった． これは， タグの椰顛や位li'.iを

変えてもliil様であったため，我々はPI4KIIIaの

配列'情報を疑い, PI4KIIIaのcDNAIWd"llを詐細

細胞膜PI4Pの生理機能

l. PIIKIⅡαによる細胞膜アイデンティティの

制御

次に我々は,PI4KIIIaの細胞生Ⅲ|職能を調べる
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る6)．そこで我々は, PI4KIIIqKO細胞において，

オキシステロール結合タンパク面による脂f'〔輸送

が'11'謀されている可能性を検討した．

予術的実験から, PI4KIIIQKO細胞において

は，オキシステロール結合タンパク『'〔ファミリー

の'l!でもORP5および()RP8のタンパクゼノ〔itの墹

加が児られ,PI4KIIIαとのIII1らかの機能的なIAIXE

が示I唆された．そこで， まずORP5およびORP8

の局征を確認するためにHeLa細胞にGFP-

ORP5もしくはGFP-ORP8を発現させたところ，

驚くべきことに,ORP5およびORP8は小胞体一

細胞ll弾接触部位に濃縮して局/fした． さらなる詳

細な細胞生物学的解析から,ORP5/8は,N末端

l1111に〃在するPHドメインによる細胞脱PI4P'､

の結合によって，小l1世体一州II胞l1塊接触部位に局在

することが判Iﾘlした．

次にORP5/8の局在がPI4KIIIaに依存するか

否かを確かめるために,PI4KIIIHKO細l泡におけ

るGFP-ORP5の局ｲ|;を検討した． PI4KIII" (コ

ンディショナル)KOマウス111来の線維芽細胞に，

タモキシフェン （もしくは浴媒対照群としてエタ

ノールのみ）を処理し， 10日後にGFP-ORP5の

局在を共熊点顕微鏡により観察した． コントロー

ルとしてエタノールを処理した細胞では,GFP-

ORP5は小l12体一細胞II塊接触部位に瀧縮して局(f

していたのに対し, KO細胞ではGFP-ORP5が

小胞体の網状構造体に局ｲl冒していた. lnl様な結果

は,PI4KIIIaの特異的lillTIf剤処理によっても得ら

れた． これらの結果から,ORP5の小胞体一細胞

膜接触部位への吋在にはPI4KIIIαによる細胞膜

PI4P産生が必緬の役荊を把っていることがlﾘlら

かとなった．

オキシステロール結合タンパク蘭鮮は， ’'1身が

コードする脂質結合ドメイン (OSBP-1･elated

(lomain: ()RI))にコレステロールもしくはPI4P

をMい込むことで，脱接触部位において災なるオ

ルガネラ|H1の脂蘭輸送をけっていることが示唆さ

れている． ところがORP5/8のORDの役削に関

しての謙細な検討はなされていなかった．そこで

我々は, ()RP5/8のORD仙城をHEK細胞に発現

させて↑,!i製し，質並分析を行うことでORP5/8が

ために, PI4KIIIαノックアウト (KO)マウスを

作成した．全身性のPI4KIIIGKOマウスは胎ﾉ|§

致死であったため,PI4KIII"(コンディショナル）

KOマウスから線維芽細胞を樹立し， タモキシフ

ェン処理によりPI4KIIIa辿伝子ノックアウトを

誘導する系を川いて包括的な分子細胞′|里物学的解

析を行った. PI4KIIIGKO細胞は， タモキシフェ

ン処理によるノックアウl､誘導後2週間ほどで死

滅した．脂簡生化学的解析から, PI4KIII"KOIIII

胞ではPI4P総量がコントロールの25%ほどに

低下していた． PI4Pマーカーを細胞に発現させ，

細胞内のPI4P局在を調べたところ, PI4KIIIQ

KO細胞では，ゴルジ膜におけるPI4Pは正術であ

ったが， 糺II胞膜PI4Pが猟著に低下していた． こ

のことから, PI4IQIIaは細胞ll塊のPI4P潅生に必

須の役割をｲllっていることが判{ﾘjした． そこで，

細胞膜に蝋禰に存在するコレステロールの細胞ll#

含量を生化学的に解析したところ,PI4KIII"KO

細胞ではコン|､ロールの80％程度であることが

わかった． さらに，正術細胞において紺I胞脱にl!j

在するタンパク質（ムスカリン受容体等）は，

PI4KIIIHKO細胞では細胞内の異常な異所性小

胞様構造へ局在していた． これらのことから，

PI4KIIIαによる紺l胞IIfPI4P産生は，細llull塊の

｢アイデンティティ」を規定し，脂質やタンパク

質分子の細胞膜局在を制御していることが判Iﾘlし

た5)．

2. PIIKIⅡ収による細胞内脂質ホメオスタシス

制御

さらなるPI4KIIIQKO細胞の解析から，我々

はPI4KIⅡαKO細胞では， コレステロール代謝

に異常が'kじ，細胞内コレステロール含股がけ|、

していることを見いだした5)．近年， 「脂蘭輸送タ

ンパク蘭」として総称される分子群のなかでも，

オキシステロール結合タンパク質ファミリー分I'・

群は，小胞体と他のオルガネラ膜との間に形成さ

れるオルガネラ間接触部位と呼ばれる特殊な部位

に局ｲfし, PI4Pやコレステロールなどのオルガ

ネラ間脂蘭交換輸送を制御することが知られてい



斯潟医学会雑誌第13()巻第6号平成28年(2016) 6月330

WWW門W9W冊WWWWPWWWPW令
るど
PM

ＩＰ
Ｒ

図I ORP5/8によるPI4P･ホスファチジルセリン(PS)交換対向輸送機構

小胞体一細胞膜接触部位において,ORP5およびORP8は,①細胞膜上でPI4Pを引き抜き，②それを小胞体へ輸

送した後,③今度は小胞体で合成されたフォスファチジルセリン(PS)を受け取り，④それを細胞膜へ逆輸送す

る. PI4Pは細胞脱に盟溌に存在し，小胞休で壊される(Saclにより脱リン酸化される）ことから，細胞膜と小胞

{*IIKllllにはPI4Pの搬痩勾配が存在する.ORP5/8は，このPI4Pの椴度勾配を利用することで，フォスファチジル

セリン(PS)を小胞体から細|胞I膜へと対向I陥送している．Chungetal.Science (2015)より改変．

輸送する脂質の同定を試みた．すると，極めて興

味深いことに,ORDoRP8 (ORDoRP5は不溶性とな

り解析不可能であった）にはPI4Pに加え，ホス

ファチジルセリンが特異的に結合していることが

判明した． さらに， リピドミクス解析からPI41QII

qKO細胞では，ホスファチジルセリン含駄がコ

ン|､ロール細胞の50％にまで減少していること

が判明した．すなわち,ORP5/8はこれまでコレ

ステロールを輸送すると考えられていたが,PI4P

とホスファチジルセリンを輸送している可能性が

浮上した．

そこで我々は，これを直接的に証明すべく, in

vitroにおけるリポソームを用いた脂質輸送アッ

セイ系を榊築した．サイズの異なる2種類のリポ

ソームを作成し，片方(直径の大きなリポソーム）

にはショ穂を充填することで遠心分離により2種

のリポソームを分離できるよう細工した．そして，

片方のリポソームにホスファチジルセリンをロー

ドしておき． ここに職製したORDoRPsを加えて

反応後，それぞれのリポソームを遠心分離して

HPLC解析を行い,ORDoRP8によるリポソーム間

のホスファチジルセリン輸送活性を測定した．す

ると,ORDoRP8は，確かにホスファチジルセリン

を片方のリポソームからもう一方のリポソームヘ

と輸送していることが判明した． さらに，一方の

リポソームにPI4Pを加えておくと，ホスファチ

ジルセリンの輸送活性が顕著に増大することも明

らかになった．すなわち,ORDoRP8は2つの異な

るリポソーム間において,PI4Pとホスファチジ

ルセリンの交換輸送反応を媒介していることが明

らかとなった．

次に，この反応が実際の細胞内でも起こるかど

うかを細胞生物学的に検討した. HeL3細胞に

GFP-ORP5を発現させ，細胞膜におけるPI4P量

をPI4P特異的マーカーであるP4Mの局在を調

べることによって測定した．すると,GFP-ORP5

発現細胞においては，細胞膜PI4P壁が顕著に低

下していた． これは,ORD領域内のPI4P結合部
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位変異体(H478/479A) もしくはホスファチジル

セリン結合変異体(L389D)では兄られなかっ

た． このことから,ORP5は細胞内において細胞

膜からPI4Pを引き抜いた後に小胞体へ輸送して

いることが示唆された． もしも,ORP5がPI4Pを

細胞膜から引き抜き小胞体へ輸送すると|司時に，

ホスファチジルセリンを小胞体から細胞膜へと交

換対向輸送しているとするならば, GFP-ORP5

発現細胞において細胞脱ホスファチジルセリン品

は増大するはずである．そこで,GFP-ORP5発

現細胞にホスファチジルセリンマーカーである

Evectin2-PHを共発現し，その局在を調べたとこ

ろ，確かに細胞膜におけるホスファチジルセリン

壁は墹大していた． さらに, siRNAによりORP5

およびORP8の発現を抑制したところ，細胞ll塊に

おけるPI4PII(の増加が確認された． これらの結

果から, ORP5は細胞内においてPI4Pとホスフ

ァチジルセリンを交換輸送していることが示|唆さ

れた．

前述の実験は，強制発現やノ､ソクダウンなどを

用いた'l' ．踵期的影禅を調べたものであるため，

得られた表現形に副次的な影群が含まれている可

能性を否定できない．そこで伐々は， ケミカルバ

イオロジー手法を川いた恩性的解析系を樹立し，

庶接的な影稗を検討するべくさらなる詳細な解析

を行ったところ， ノックダウン実験と同様な結果

を得た．すなわち,ORP5とORP8は，小胞体一刑ll

胞膜接触部位において, illl胞膜から小胞体へ

PI4Pを輸送すると同時に，小胞体から細胞ll塊へ

とホスファチジルセリンを対向輸送していること

が明らかとなり， この対向輸送はPI41QIIaによ

り産生された細胞IIMPI4Pの生理的機能であると

結論付･けられた7)．

く談論の的であった．今回我々は，動物細胞にお

けるPI4KIIIα複合体構成分子群(EFR3A/B,

TTC7A/BおよびTMEM150A)を同定し， これら

が細胞膜PI4P産生に必須であり, PI4KIIIaによ

り産生された細胞膜PI4Pは，細胞膜が細胞ll災と

しての膜の「アイデンティティ」を確立するため

の亜要な一灰l子であることを明らかにした． さら

に, PI4KIIIaにより産生された細胞膜PI4Pは，

オキシステロール結合タンパク質ファミリーの

ORP5およびORP8の小胞体一細胞膜接触部位へ

の局在を制御していること， またORP5および

ORP8が小胞体から細胞膜へのホスファチジルセ

リンの輸送に極めて重要な役割を担っていること

を解明した．我々の研究結果は,PI4Pがオキシス

テロール結合タンパク質群によるオルガネラ間脂

質輸送の駆動力となっている可能性を強く示|唆し

ている．オルガネラ間脂質輸送は，細胞内におけ

る脂頂の合成・代謝・輸送制御に大きく貢献して

いることから, PI4Pは細胞内脂質ホメオスタシ

ス制御において普遍的な生理的役割を果たしてい

ることが予想される．今後の解析により,PI4Pを

はじめとするイノシトールリン脂間による淵ll胞生

理機能のさらなる解明が期待される．
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