小胞体品質管理に関わる蛋白質ジスルフィド結合形成・開裂因子の構造的基盤
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Endoplasmic reticulum (ER) is the organelle where membrane and secretory proteins are newly
synthesized. The Ero1-PDI system catalyzes protein disulfide bond formation in this organelle, thereby
sustaining oxidative protein folding. In some cases, however, proteins are terminally misfolded due to
aberrantly formed disulfide bonds and eliminated by the mechanism called ER-associated degradation
(ERAD). In this process, incorrect disulfide bonds of misfolded proteins are reduced by ERdj5, a member
of the PDI-family, resulting in the acceleration of their ERAD. Recently, we have succeeded in solving
crystal structures of mammalian Ero1 and ERdj5 at atomic resolution. Crystal structure of Ero1 revealed
how this enzyme generates protein disulfide bonds de novo in conjunction with a FAD cofactor and
transfers them to PDI specifically and effectively. Detailed structural and biochemical analyses of ERdj5
elucidated how this reductase facilitates the ERAD process in concert with EDEM1, an ERAD-enhancing
lectin that recognizes misfolded glycoproteins, and BiP, an ER-resident molecular chaperone that
transports reduced substrates to a retrotranslocation channel. These results provide structural and
mechanistic basis of ER quality control ensured by Ero1 and ERdj5 in mammalian cells.
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