新規ミトコンドリア外膜-内膜接触部位を介したリン脂質輸送
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Mitochondrial synthesis of cardiolipin and phosphatidylethanolamine requires the transport of their precursors,
phosphatidic acid and phosphatidylserine, respectively, from Endoplasmic reticulum to the mitochondrial inner
membrane via the mitochondrial outer membrane. In yeast, the Ups1-Mdm35 and Ups2-Mdm35 complexes transfer
phosphatidic acid and phosphatidylserine, respectively, between the mitochondrial outer and inner membranes. In
addition, there is a Ups1-independent cardiolipin synthetic pathway requiring several mitochondrial inner membrane
proteins with unknown functions including Mdm31, Mdm32 and Fmp30. In the present study, we identified a
mitochondrial porin, Por1 as a protein interacting with Mdm31 and Mdm35. Depletion of porins Por1 and Por2 led to
destabilization of Ups1 and Ups2, striking decreases in the cardiolipin synthesis via Ups1-dependent and
Ups1-independent pathways as well as loss of Ups2-dependent phosphatidylethanolamine synthesis but did not affect
Ups2-independent phosphatidylethanolamine synthesis in mitochondria. Por1 mutations affecting the interactions with
Mdm31 and Mdm35 led to decreases in CL levels. Thus, yeast porins have specific functions in mitochondrial
phospholipid metabolism. Furthermore, knockdown of the mammalian porins, VDAC1 and VDAC2 in HeLa cells
decreased CL level, suggesting that Porin function in cardiolipin metabolism is conserved among species.
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