
 

主論文の要旨 
 
 
 

Inhibition of Niemann-Pick-Type C1-Like1 by Ezetimibe 

Activates Autophagy in Human Hepatocyte and 

Reduces Mutant α1-Antitrypsin Z Deposition 
 

EzetimibeによりNPC1L1を阻害すると、ヒト肝細胞において 

オートファジーを活性化し、変異型α1-antitrypsin Zの蓄積を 

減少させることができる 
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【緒言】 

 Autophagy は細胞質の一部が autophagosome に囲われ、lysosome(Ly)で分解され

るシステムである。Autophagy の主たる役割は、様々なストレスに対する細胞内ホメ

オスタシスの維持だが、最近の研究で様々な役割を持つことが明らかになってきた。

Autophagy の欠如は蛋白凝集体の蓄積を招くが、逆に活性化させると変性疾患の治療

に利用できる可能性が指摘されている。Autophagy の利点を役立てるために、

autophagy を限られた細胞でのみ活性化できれば非常に有用と考えられる。我々は以

前に細胞内コレステロール欠乏が autophagy を活性化することを報告し、細胞内コレ

ステロールホメオスタシスは autophagy 活性化と関連していることを見出した。本研

究では、細胞内コレステロールを操作し、細胞特異的に autophagy を誘導することを

考えた。コレステロールと autophagy の関連を調べるために、コレステロール吸収を

調節する Niemann-Pick-type C1-like1 (NPC1L1)に着目し、その阻害剤である

ezetimibe を使用して実験を行った。NPC1L1 はヒトでは肝臓と小腸上皮のみに発現

するとされ、効果がこれらの細胞に限定されると考えられた。 

 

【方法】 

＜コレステロール操作＞ 

細胞のコレステロール量の操作は methyl-β-cyclodextrin (MβCD)による抽出、

MβCD-cholesterol 複合体による負荷により行った。 

＜遺伝子導入＞ 

変異型α1 アンチトリプシン凝集体(ATZ）-V5 と wild-type α1 アンチトリプシン

(ATM)-V5 をアデノウイルスベクターでヒト初代肝細胞に導入した。 

＜細胞分画＞ 

界面活性剤不溶性膜画分(DRM)を解析するために、細胞を氷上で 1% TritonX-100

で処理し、スクロース密度勾配超遠心で分画した。細胞膜とエンドソームの画分の脂

質を解析した。 

＜ウェスタンブロッティング＞ 

細胞を 0.5% TritonX-100 と 0.5% デオキシコール酸塩を含む溶液で処理し、溶解

しなかったものを不溶性画分とした。 

＜顕微鏡観察＞ 

GM1 はビオチン化コレラ毒素 B subunit で、Free cholesterol(FC)は filipin でラベ

ルして観察した。細胞に 0.01% digitonin か 0.5% TritonX-100 で透過性を付加した。 

＜脂質定量＞ 

FC とコリンは Determiner L FC kit と Determiner PL kit を使用し測定した。 

  

【結果】 

＜Ezetimibe は mTORC1 を抑制し、autophagy を誘導する＞ 

ヒト肝癌由来細胞 Huh7 に ezetimibe を作用させると、LC3-Ⅱの増加と p62 の減少
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を認めた(Fig1A)。LC3-Ⅱの増加は時間経過と共に増加した(Fig1B)。免疫蛍光染色で

は、LC3 陽性の輝点が増加した(Fig1C)。電子顕微鏡では、ezetimibe を作用させた細

胞で多くの隔離膜と autophagosome が確認された(Fig1D)。Chloroquine を加え、Ly

の酸性化を阻害しても LC3-Ⅱの増加が見られ(Fig1E)、autophagy flux の抑制による

ものではないと考えられた。Autophagy flux を tandem fluorescent-tagged LC3 で確

認した(Fig1F)。 

 mTORC1 の基質である p70 ribosomal S6 kinase (S6K)のリン酸化が減少しており、

その変化は濃度と作用時間に依存していた(Fig2A・B)。 

＜Ezetimibe の効果には細胞膜・エンドソーム膜における FC の減少が必須である＞ 

 Ezetimibe を作用させると細胞内の総 FC 量は増加した (Fig3A)。逆に 2% 

lipoprotein-deficient serum 中でスタチンを作用させると、総 FC 量は減少したが、

LC3-Ⅱの増加は ezetimibe を作用させた方が顕著だった(Fig3B)。細胞内 FC の分布

を filipin で検証すると、late endosome(LE)/Ly 内に強いラベルが観察され(Fig3C)、

FC の LE/Ly からの輸送が障害されていることが示唆された。また ezetimibe を加え

ると細胞膜の FC 量は減少し(Fig3D)、MβCD-cholesterol を用いて細胞膜・エンドソ

ーム膜に FC を供給すると、LC3-Ⅱの増加と S6K のリン酸化を抑制した(Fig3E)。 

Ezetimibe により起こる LE/Ly への FC 蓄積は、MβCD-cholesterol を投与すると

減少した。また MβCD を用いて FC を引き抜くと LE/Ly への FC 蓄積が起こった

(Fig3F)。 

＜Ezetimibe は mTOR の LE/Ly へのリクルートを減少させる＞ 

 Ezetimibe を作用させ、免疫蛍光染色で観察すると mTOR と lamp1 の共局在が減

少したが、MβCD-cholesterol を同時に用いてコレステロール負荷をすると減少しな

かった(Fig4A・B)。LE/Ly における mTOR の減少が mTOR と Rheb の結合を減弱さ

せると考えられたため、myc-mTOR と FLAG-Rheb で免疫沈降を行い、myc-mTOR

でブロットすると ezetimibe を作用させた方は結合が減少した(Fig4C)。 

 Ezetimibe は LAMPTOR1 の局在には影響を与えなかったが、LAMPTOR1 の DRM

への比率を明らかに増加させた。逆に MβCD でコレステロールを引き抜くと

LAMPTOR1 は non-DRM に増加した(Fig5A)。Ezetimibe と MβCD-cholesterol を同

時に作用させると、LAMPTOR1 の non-DRM から DRM への移動は見られなくなっ

た(Fig5B)。これらの模式図を作成した(Fig5C)。 

＜Ezetimibe はマウスの小腸でも autophagy を誘導する＞ 

 マウスに ezetimibe を胃管投与し、小腸粘膜を採取した。ウエスタンブロットでは、

LC3-Ⅱの増加は軽度だった (Fig6A)。免疫蛍光染色では上皮内の LC3 陽性輝点は

ezetimibe 投与により増加し(Fig6B)、電子顕微鏡でも autophagolysosomes の増加が

確認された(Fig6C)。 

＜Ezetimibe はヒト初代肝細胞において変異型α1 アンチトリプシンを減少させる＞ 

 ヒト初代肝細胞でも ezetimibe を投与すると、LC3-Ⅱの増加と S6K のリン酸化・

p62 の減少を同様に認めた(Fig7A)。Ezetimibe を投与すると細胞内と不溶性の ATZ
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は carbamazepine と同様に減少したが、GFP は影響を受けなかった(Fig7B)。また

ATM や内在性α1-アンチトリプシンにも大きな影響を与えなかった(Fig7C)。 

 

【考察】 

本研究で ezetimibe が細胞内コレステロールホメオスタシスを妨害し、autophagy

を誘導することを見出した。Ezetimibe の最初の効果は、細胞膜やエンドソーム膜の

FC を減少させることであり、それが LAMPTOR1 の DRM への集中につながり、DRM

の機能を障害し、結果として mTORC1 活性を抑制すると考えられた。 

Ezetimibe は ATZ を減少させるが、ATM や内在性α1-アンチトリプシンには影響

しなかった。これは ezetimibe をα1 アンチトリプシン欠損症の患者の肝疾患の治療

に利用ができることを示唆している。 

 

【結語】 

本研究で ezetimibe が細胞内コレステロールホメオスタシスを妨害し、autophagy

を誘導することを見出した。Ezetimibe の最初の効果は、細胞膜やエンドソーム膜の

FC を減少させることであり、それが LAMPTOR1 の DRM への集中につながり、DRM

の機能を障害し、結果として mTORC1 活性を抑制すると考えられた。 

Ezetimibe は ATZ を減少させるが、ATM や内在性α1-アンチトリプシンには影響

しなかった。これは ezetimibe をα1 アンチトリプシン欠損症の患者の肝疾患の治療

に利用ができることを示唆している。 
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