
脂肪細胞の分化を制御する転写因子として，PPARγや C�EBPファミリーが報告さ
れている．特に PPARγは，脂肪細胞の分化に必須の転写因子であることが，欠損マウ
スの解析から明らかとされ，また C�EBPαは，細胞がインスリン感受性を獲得するの
に必須の役割を持つ転写因子であると考えられている．これら PPARγや C�EBPα
を誘導する転写因子として C�EBPβ，C�EBPδが同定されているが，C�EBPβと C�
EBPδを欠損したマウスでは，脂肪細胞数の減少が認められるものの，分化した脂肪細
胞では PPARγや C�EBPαを正常に発現していることから，PPARγを誘導する未知の
転写因子の存在が推定されている．そこでわれわれは，脂肪細胞の分化を誘導する新
たな転写因子の同定を試みた．
まず培養前駆脂肪細胞株 3T3-L1 細胞の分化誘導前後において，発現が変化する遺

伝子を DNAマイクロアレイ法にて調べたところ，約 1,400 個の遺伝子が増減するこ
とが確認された．われわれは，この増減する遺伝子の中で，転写因子 Kruppel-like fac-

tor（KLF）の変化に着目した．KLFは C末に 3つの C2H2 型の Znフィンガーモチー
フをもつ転写因子であり，ショウジョウバエのホメオドメイン蛋白として単離された
ことから，発生や分化を制御する転写因子であると推定され，ほ乳類では現在までに
16種類（KLF1～KLF16）が単離されている．DNAマイクロアレイの結果，KLFファ
ミリーのうち KLF15 が，3T3-L1 細胞の分化後に著明に誘導されることを見いだし
た．そこで，胎児線維芽細胞株 NIH-3T3 細胞や筋芽細胞株 C2C12 細胞に KLF15 を導
入したところ，転写因子 PPARγ 2 が誘導され，脂肪細胞へと分化した．さらに 3T3-
L1 細胞に優位抑制型変異体を導入することで KLF15 の機能を阻害することや，分化
過程で誘導される KLF15 を干渉型 RNA（siRNA）でノックダウンすると，PPARγ
の誘導が認められず，脂肪細胞への分化が阻害されることが確認された．以上のこと
から KLF15 は，脂肪細胞の分化過程において PPARγ 2 を誘導する転写因子であり，
脂肪細胞の分化を制御する転写因子群の一つである可能性が示唆された．
以上のような個々の転写因子の解析だけでは，脂肪組織形成過程を制御する統一的

な分子機構解明には不十分であるが，脂肪細胞の分化プログラムを正常に進行させう
る個々の転写因子の時間的，空間的制御の解析は，肥満，糖尿病さらには生活習慣病
の治療や創薬を考えるうえで，まず取り組むべき課題であると考えられる．
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はじめに

脂肪組織の過剰状態である肥満は，遺伝的

素因に加え，過食，運動不足などの生活習慣

により発症すると考えられている．肥満によ

る生活習慣病の発症と深く関わっていること

が明らかとされている病態にインスリン抵抗

性があり，脂肪細胞より分泌されるアディポ

サイトカインが，インスリン抵抗性の発症に

中心的役割を果たすことが示唆されている．

そこでわれわれは，生活習慣病治療のター

ゲットとして脂肪細胞に着目し，脂肪細胞の

発生・分化機構，脂肪細胞の肥大化機構およ

びアディポサイトカインの分泌調整機構の解

明により，肥満によるインスリン抵抗性の発

症機構の解明に取り組んでいる．本稿では，

脂肪細胞分化の転写制御機構とともに，分化

のマスターレギュレーターとしての役割をも

つ転写因子 PPARγを誘導する転写因子群の

一つ，KLF 15について概説する．

1．脂肪細胞のライフサイクルと転写因

子カスケードモデル

脂肪細胞のライフサイクルは，�中胚葉系
多機能幹細胞が前駆脂肪細胞へ決定される過

程，�前駆脂肪細胞の増殖と成熟脂肪細胞へ
と分化する過程，�機能を終えた脂肪細胞の
死と生体から排除される過程に分けて考える

ことができる（図 1 A）が，�の中胚葉系幹細
胞が前駆脂肪細胞へと決定されていく過程に

おいて，どのような分子（転写因子）が関与

するかは今までのところ明らかでない．しか

し，胎生胚細胞や骨髄に存在する間葉系幹細

胞を脂肪細胞に分化誘導できることが報告さ

れており，今後初期分化決定因子が明らかに

なることが期待されている．�前駆脂肪細胞
は線維芽細胞と同様の細胞形態と増殖能を有

するが，適当な分化誘導因子で刺激された細

胞は成熟脂肪細胞へと分化し，脂肪細胞特異

的遺伝子の発現により脂肪細胞特有の形態お

よび機能を獲得する．�終末分化を遂げた白
色脂肪細胞は，生体のエネルギーや代謝状態

に応じて，中性脂肪を細胞内に蓄積すること

により肥大化し，機能を終えた白色脂肪細胞

はアポトーシスにより生体より排除されると

考えられる．

肥満は，脂肪細胞数の増加（hyperplasia）と

脂肪細胞の肥大化（hypertrophy）の両者に起

因するものであり，前駆脂肪細胞の増殖や分

化，肥大化，あるいは脂肪細胞の死および生

体からの排除といった脂肪細胞のライフサイ

クルと密接に関係していると考えられる．こ

れまで脂肪細胞の分化機構において，マス

ターレギュレーターとしての役割を持つ転写

因子の研究が 3T3-L1などの培養前駆脂肪細

胞株を用いて行われ，ロイシンジッパー型転

写因子 C�EBPと受容体型転写因子 PPARγが

同定され，C�EBPファミリーと PPARγを中

心とする転写因子カスケードが想定されてい

る．すなわち，分化誘導直後の一過性細胞増

殖の時期に発現する転写因子 C�EBPβ，δが

協調して活性化することで，転写因子

PPARγ，C�EBPαの発現を誘導し，PPARγ

と転写因子 C�EBPαはそれぞれお互いの発

現を維持する（図 1 B）．この両者のうち

PPARγは，脂肪細胞特有の遺伝子発現を誘導

し，さらには脂肪細胞に脂肪蓄積能を獲得さ

せる1）．C�EBPαはインスリン感受性の獲得2）や

増殖と分化の切り替えの機能3）を持つといっ

たモデルが提唱されている．実際，C�EBPα

の欠損マウス4）や PPARγの欠損マウス5～7）

が作製され，生体の脂肪組織形成における重

要性が明らかとされた．ところが，C�EBPβ，

C�EBPδの両欠損マウスでは，脂肪細胞数の

減少が認められるものの，分化した脂肪細胞

では PPARγや C�EBPαを正常に発現してい

た8）．C�EBPβ，C�EBPδ両欠損マウスから得
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－2分化誘導後の日数：� 0 2 4 6 8
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られた胎児線維芽細胞は，C�EBPα，PPARγ

の発現が全く誘導されず，脂肪細胞への分化

が完全に抑制されていたことから考えると，

生体では C�EBPβ，C�EBPδ以外の未知の転

写因子を介して C�EBPα，PPARγの発現が

誘導される経路が存在する可能性，あるいは

生体では細胞とは全く異なる機序で脂肪細胞

分化プログラムが進行している可能性が示唆

される8）．

2．脂肪細胞分化を誘導する新しい転写

因子KLF 15

脂肪細胞の分化や脂肪組織形成，脂肪細胞

の機能にマスターレギュレーターとして役割

を示す転写因子が PPARγであり，C�EBP

ファミリー以外で PPARγの発現を誘導する

転写因子の同定を試みる目的で，3T3-L1細胞

の分化誘導前後で変化する遺伝子を DNAマ

イクロアレイ（Gene Chip Mu 74，Affymetrix

社）にて解析した．3T3-L1脂肪細胞において

分化後に発現が増強する約 1,500個の遺伝子

図 1 脂肪細胞のライフサイクル（A）と転写因子カスケード（B）

A：前駆脂肪細胞は筋や軟骨などの前駆細胞と同じ起源をもつ中胚葉系幹細胞より発生する

と考えられている．培養前駆脂肪細胞を用いた検討では，適切な分化誘導刺激により，一過性

の細胞増殖（クローン増殖）の後，脂肪滴蓄積と脂肪細胞特異的遺伝子の発現により終末分

化する．さらに脂肪細胞は肥大化の後，アポトーシスにより生体から排除されると考えられ

ている．

B：3T3-L1 培養前駆脂肪細胞を用いた in vitro の検討において，C�EBPβ，C�EBPδが誘導さ
れ，これらがC�EBPαやPPARγを誘導する．PPARγは脂肪蓄積に関与，C�EBPαは脂肪細
胞におけるインスリン感受性を決定する．それぞれ脂肪細胞においても発現が持続されるこ

とより，脂肪細胞の形態，機能維持に重要と考えられている．一方C�EBPβ，C�EBPδは脂肪
細胞では発現が低下することから，分化過程早期でC�EBPαやPPARγを誘導することや，一
過性の細胞増殖に働くことが主な機能であると考えられる．
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ラット内臓脂肪細胞�

KLF15

17β-エストラジオール添加�

mRNA mRNA

DNAマイクロアレイ解析�
（Affymetrix Ru34 A, B, and C-chip）� mRNA mRNA

DNAマイクロアレイ解析�
（Affymetrix Mu74 A, B, and C-chip）�

機能的アノテーション�

［17β-エストラジオール処理で減少する核蛋白］�

11遺伝子�

2遺伝子�

［3T3-L1 脂肪細胞で発現が増加する遺伝子］�

3T3-L1�
前駆脂肪細胞�

3T3-L1�
脂肪細胞�

の中で，転写因子 Kr�ppel-like factor（KLF）の

変化に着目した．KLFは C末端に 3つの C2

H2型の Znフィンガーモチーフを有する転写

因子であり，ショウジョウバエのホメオドメ

イン蛋白として単離されたことより，発生や

分化を制御すると考えられている．アイソ

フォームは現在までに 16種類が単離（KLF1

～KLF16）されているが，DNAマイクロアレ

イの結果，KLF15が分化誘導後に著明に誘導

されることを見いだした．また，ラット内臓

前駆脂肪細胞をエストロゲンで処理すると脂

肪細胞への分化が著明に抑制されるが，KLF

15はラット単離内臓脂肪細胞をエストロゲ

ンで処理した場合に発現が抑制される核蛋白

の一つであった（図 2）．

まず胎児線維芽細胞株 NIH-3T3細胞に

KLF15を導入したところ，分化刺激後に転写

因子 PPARγが誘導され，脂肪細胞へと分化し

たが，C�EBPαは誘導されなかった．筋芽細胞

株 C2C12細胞に KLF15を導入した場合にお

いても，分化誘導後に脂肪滴の貯留が認めら

れた．次に，3T3-L1前駆脂肪細胞に KLF15

の優位抑制型変異体を導入することや干渉型

RNA（siRNA）でノックダウンすることで，

KLF15の機能またはその発現を阻害すると，

分化誘導による PPARγの誘導が認められず，

脂肪細胞への分化が抑制された．さらに 3T3-

L1脂肪細胞において，PPARγ 2のプロモー

ター活性を測定すると，KLF15は，PPARγ 2

プロモーター転写活性を増強させ，C�EBPα

と共発現すると C�EBPαにより活性化され

る PPARγ 2プロモーターの転写活性を相加

的に増強した．また，PPARγの欠損マウスよ

り得られた不死化胎児線維芽細胞に KLF15

図 2 脂肪細胞分化に関与する新規な転写因子の同定戦略

エストロゲンは脂肪細胞分化を抑制することから，ラット内臓脂肪細胞をエストロゲン（5

µM for 2 hours）で処理し，変動する遺伝子変化をGene Chip を用いて検討した．発現変動が
認められた遺伝子に関して，機能的アノテーション（核蛋白，膜蛋白，シグナル伝達因子など

と予想されうる機能の注釈を付ける作業）を実施，エストロゲン処理で減少する核蛋白を同定

したところ，11遺伝子認められた．このうち 3T3-L1 細胞の分化後に発現が増加した遺伝子は

2個あったが，その一つがKLF15 である．
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を導入しても，脂肪滴の貯留は認められな

かった．マウス胎児発生期における皮下脂肪

組織での KLF15の発現時期を in situ hybridi-

zationにて検討すると，脂肪滴の貯留や

PPARγの発現時期より，早朝に KLF15が誘

導されるのが確認されたが，これは 3T3-L1

細胞の分化過程において誘導される PPARγ

と KLF15の発現パターンとは異なっており，

生体では細胞とは異なる転写因子カスケード

が存在する可能性を示唆しているものと考え

られた．

以上のことから KLF15は，脂肪細胞の分化

過程において PPARγ（特に PPARγ 2）を誘導

する転写因子であり，脂肪細胞の分化を制御

する転写因子群の一つである可能性が示唆さ

れた．

終わりに代えて：時期特異的な発現誘導

機構の重要性

内分泌ホルモンなどの液性因子は，それぞ

れの特異的な受容体に結合し，そのシグナル

を細胞内に伝えることにより，分化にかかわ

る転写因子群や脂肪細胞特有の機能分子の転

写制御，あるいはリン酸化による活性化や核

内移行などの転写後調節を介して，脂肪細胞

の分化を制御すると考えられる．細胞内で活

性化されるシグナル伝達因子は，単に持続的

に活性化されればよいのではなく，分化時期

特異的な活性化機構が必要である．たとえば

3T3-L1前駆脂肪細胞の分化過程の早期に一

図 3 3T3-L1 脂肪細胞における FGF10 の時期特異的発現の重要性

（A上段左）3T3-L1 細胞分化過程における FGF10 mRNAの一過性発現（0～72 時間まで）と

C�EBPβmRNA発現
（A上段右）3T3-L1 細胞分化過程における FGF10 mRNAの一過性発現（0～8日まで）と

PPARγmRNA発現
（A下段）3T3-L1 細胞分化過程における FGF10 蛋白の一過性発現（細胞可溶化画分）と分泌

（培養上清）

（B上段）FGF10 中和抗体添加における脂肪蓄積の抑制（Oil Red 0 染色）

（B下段）FGF10 持続投与（分化誘導後 2日目添加開始）による脂肪蓄積の抑制（Oil Red 0

染色）

3T3-L1 前駆脂肪細胞の分化過程の早期に一過性に自己分泌する FGF10 A の機能を中和抗体

で抑制すると，脂肪細胞への分化が抑制される（B上段）が，分化過程後期つまり終末分化期

に FGF10 を持続的に加えても脂肪細胞の分化が抑制される（B下段）．
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過性に自己分泌する FGF109）の機能を中和抗

体で抑制すると，脂肪細胞への分化が抑制さ

れるが，分化過程後期つまり終末分化期に

FGF10を持続的に加えても脂肪細胞の分化

が抑制される（図 3）．これは分化早期に自己

分泌される FGF10による活性化機構が，前駆

脂肪細胞の脂肪細胞への分化には必要である

が，終末分化期には，むしろ抑制的に作用す

ることを意味する．このような時期特異的な

活性化機構の存在が，あたかも相反する観察

事実を導く結果となる．シグナル伝達因子に

解析のみならず，転写因子の解析にあたって

も，脂肪細胞の発生・分化過程において時期

特異的な発現誘導や活性化機構が明らかにさ

れるべきである．Siewekeらは血球細胞の分

化機構において複数の蛋白複合体（転写因子

複合体）が分化の段階的な経過により，その

組み合わせをスイッチしながら成熟していく

様相をカクテルパーティモデルとして提唱し

ている10）．脂肪細胞も分化過程においても，

多数の転写因子や転写共役因子が時期特異的

に関与してカクテルパーティを形成している

と考えられる．たとえば，前駆脂肪細胞に発

現しているが脂肪細胞では発現が抑制される

転写因子群は，確かに過剰発現により終末分

化を抑制するものであるが，中胚葉系幹細胞

から前駆脂肪細胞へ決定する段階では，前駆

脂肪細胞の決定に働いている可能性も推定さ

れる．今後，中胚葉系幹細胞を前駆脂肪細胞

に決定する転写因子を明らかにする必要があ

ると考えられ，さらなる検討が待たれる．

これらの脂肪細胞分化や脂肪細胞独自の機

能に関与する転写因子複合体の解析は，その

リン酸化や細胞内局在などを制御するシグナ

ル分子の解析およびリガンドによる活性制御

とともに重要な研究課題と考えられる．さら

なる転写因子複合体の研究発展により，脂肪

細胞の肥大がもたらす肥満，肥満の関与する

さまざまな疾患の病態の解明や創薬，治療の

開発に結びつくことが期待される．
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質 疑 応 答

座長（永井） ありがとうございました．そ

れではご討論をお願いいたします．

山内敏正（東京大） PPARγの発現誘導に

C�EPBβや C�EPBδが重要ということは，少

なくとも in vitro の系で示されていたと思

います．in vitro と in vivo の問題はあると

は思いますが，KLF15と C�EPBβや δとの相

互関係といいますか，独立したパスウェイな

のかもしくは直列なのかという問題に関して

はいかがでしょうか．

春日 それもどの系で行ったかが問題かと

思いますが，少なくとも NIH-3T3の系で行う

と，C�EPBβあるいは C�EPBδを発現すると

KLF 15が出てきます．そういう意味では，そ

の下流にあると考えられます．

船橋 徹（大阪大） こういう転写因子はカ

スケードをつくっていて，どれがどのように

というのがさまざまあると思います．たとえ

ば PPARγは，脂肪酸とその代謝物であるプロ

スタグランジンをリガンドとして分化を促し

ます．KLFが後ろにある PPARγを動かす機

構はわかっているのでしょうか．

春日 それは非常に興味があります．この

あと KLF5のお話があると思いますが，一部

の KLFは動かすものがよくわかっているよ

うです．私どももいくつか試みましたが，少

なくとも現在までにトライしたものでは，動

かすものはまだ見つかっていません．

中尾一和（京都大） 永井先生のところの仕

事も含めて，KLF15が脂肪組織以外のどこで

どれくらい発現しているかに関する情報はい

かがですか．いま脂肪組織の話はわかってい

ますが，今後，全身的な疾患の戦略に持ってい

こうとしますと，全身でどうなっているかとい

う問題が一番重要になってくると思います．

春日 先ほどのノーザンブロット法でおわ

かりいただけたと思いますが，もともと見つ

かったのが腎臓で，腎臓と肝臓に高度に発現

しています．われわれは肝臓の KLF15がイン

スリンのシグナルに関係しないかを調べてい

ます．あまり強くはありませんが，たとえば

PEPCKなどの発現に多少関係しているとい

う成績を得ています．

中尾 腎臓はいかがですか．

春日 腎臓は行っていないので，その成績

は知りません．

中尾 肥満対策といいますか，抗肥満薬を

考えるときに，ここを抑える方向で治療戦略

を考えられるわけですか．

春日 KLF15をいろいろな意味でモジュ

レートしても，肥満ややせはモジュレーショ

ンできても，同時にいろいろなところにも影

響が出るのではないかということでしたら，

おっしゃるとおりだろうと思います．ですか

ら，KLF15がすぐ肥満やインスリン抵抗性に

つながるかと言われると，それはわかりませ

ん．もしもつなげようとするのであれば，組

織特異性をどう出すかということを考えない

と無理だと単純には考えます．

中尾 そのストーリーの中でもっと組織特

異的なものを持ったシステムが絡んでいれ

ば，もちろんそちらに行けばよいわけで，先

生がどう考えておられるかをお聞きしたわけ

です．腎臓ではよい方向に働くのですか，悪

い方向に働くのですか．

春日 あまり詳しく知りませんが，抑制

だったと思います．

座長 KLF 15は佐々木成先生（東京医科歯

科大）たちが，アクアポリンの転写因子とし

て cDNAクローニングされたものです．ア

ながい・りょうぞう：東京大学大
学院医学系研究科内科学教授（循
環器内科）．昭和49年東京大学医
学部卒業．平成３年東京大学医学
部第３内科講師．平成５年同助教
授．平成７年群馬大学医学部第２
内科教授．平成11年現職．主研究
領域／循環器内科，心血管生物学．
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ディポサイトにもアクアポリンがあるという

話を今朝うかがいましたが，アポクリン遺伝子

に作用しているということはないでしょうか．

春日 それはまだ行っていません．

松澤佑次（住友病院） 中尾先生のご質問に

も関係しますが，adipogenesisの研究は非常

に重要ですが，中尾先生の対策という意味で

いうと adipogenesisを促進する．治療戦略と

してはそれを止めて肥満を起こさないように

するというよりも，むしろこれが PPARγの上

流にあるとすれば，アディポサイトカインを

たくさん出すように脂肪細胞をつくる．みな

さんどのような観点で行っているのかといつ

も思っていますが，adipogenesisをどんどん

促進させるのは，究極にはインスリン抵抗性

を改善させることを考えていらっしゃるの

か，そこのところをおうかがいしたいと思い

ます．

春日 すぐに治療に結びつかなくても，多

くの研究者の最終的な目標は，いくら肥満に

なっていてもインスリン抵抗性が出ないよう

に，いかに脂肪細胞の数と性質をモジュレー

ションできるようになるかということだと思

います．そのためには，少なくとも大まかな

脂肪細胞の分化，肥大化の機構などさまざま

なことがわかってこないと，総合的な対策は

取れないのではないか．ですから，これがす

ぐ結びつかないとは思いますが，それに対す

るワンステップと考えています．

松澤 アメリカで adipogenesisを研究し

ている人は，太った人が多いので肥満対策を

視野に入れていた人が多いです．そうした米

国の極めてシンプルマインドよりも，よい機

能を持った脂肪細胞を何とかキープするとい

う観点のほうが，adipogenesisの研究として

は非常に値打ちがあると思っています．

アクアポリンも本来は生体防御の点で非常

に重要なものだったと思います．あれがな

かったら，おそらく死に絶えていたのではな

いか．内臓脂肪などにある脂肪細胞のアクア

ポリンは，いま欠損症の人も見つかっていま

す．いまではどんどん食べられるからよいの

ですが，昔だったら脂肪細胞のアクアポリン

が欠損していれば，空腹のときにグリセロー

ルが全然出なくて血糖が維持できずに死んで

いたのではないか．ですから，過栄養のとき

にうまくバランスを取るようなことを考えた

ほうがよいと思っています．

座長 私たちもいま脂肪細胞の形質変換を

みていますが，同じストレスあるいは過剰な

ストレスがかかっても，それをうまく制御す

るメカニズムがこういう研究から出てくるの

ではないかと思います．それでうまく制御し

てやれば，食べ過ぎても悪質な脂肪細胞にな

らないという戦略ではないかと思います．

下村伊一郎（大阪大） 最近の研究で，高脂

肪，高ショ糖食を負荷した遺伝性の肥満糖尿

病モデルの肝臓で PPARγが増強していて，そ

れが脂肪肝の病態にかかわっているのではな

いかという研究が出てきています．先生の

KLF15は肝臓でも発現していて，たとえば食

事性に肝臓で誘導されるのか，あるいは肥満，

糖尿病の肝臓でどうなのか，あるいはそうし

た病態モデルで肝臓だけではなく脂肪組織で

も調節があるのかどうか，いかがでしょうか．

春日 現在検討していて，さまざまな病態

でかなり発現が変わってきているという成績

を得ていますが，それ以上のことはまだ行っ

ていません．

座長 最後に，KLF15のノックアウトマウ

スはまだ確立されていないのですか．

春日 あれは心臓専門の方が行っていて，

われわれのほうには情報が来ていなかったの

ですが，今日真鍋先生にお聞きしたらもうで

きているそうです．彼らはできていることは

論文で言っていましたが，データは全然言っ

ていなかったのです．エンブリオニックリー

サルではないようですが，フェノタイプはあ

まり公表していません．

座長 どうもありがとうございました．
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