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4. 生体情報統合技術開発チーム

4-1. 生体応答情報技術開発サブチーム
	 	 	 	 	 	 	

サブチームリーダー　土井　貴裕

事業内容

職員とメンバー構成

Technology and Development Team for BioSignal Program

Subteam for BioSignal Integration

Takahiro Doi

生体は常に外界からの刺激に応答して生命の維持を行っているが、そこには複雑な情報伝達ネ

ットワークが関与している。この外界からの刺激によって活性化される伝達経路のネットワー

ク機構を解析することは、様々な生体応答および各種リソース（実験モデル動物、実験モデル

植物、細胞材料）の特性の解明に繋がる。これを目的として、遺伝子発現からタンパク動態ま

で含めた特性プロファイリングのための大規模な網羅的解析システムを構築し、遺伝子から細

胞、組織そして個体の各レベルにおいて活用し、個々のバイオリソースの極めて詳細なる情報

を得て、付加価値の飛躍的向上を図ることを目標とする。さらに、主にマウスを用いることに

よって、生体維持機構を支えるサイトカインの生体内情報伝達系、そのネットワーク機構の解

析を個体レベルにより行い、その異常が及ぼす生体応答への影響、がん化の機構、免疫不全状

態の解明に寄与する。その結果として得られた情報を個体レベルにおいて再構築し、ヒト疾患

モデルマウスとしてさらなるメカニズムの解明、治療技術の進歩に貢献するバイオリソースの

開発を図る。我々は、生体内情報伝達系の機構解明のために、数多くの情報伝達因子の中でも

主として腫瘍壊死因子と転写因子 NF-κB を中心に据えて解析を進めている。

1. 発がん過程における情報伝達ネットワーク機構の解析

2. アポトーシスにおける情報伝達ネットワーク機構の解析

3. 免疫制御機構における情報伝達ネットワーク機構の解析

4. 発生過程における情報伝達ネットワーク機構の解析

5. 遺伝子の発現ネットワーク機構解析のための新しい技術の開発

サブチームリーダー 土井　貴裕（平成 14 年 1 月～）

開発研究員 三瀬　節子（平成 14 年 9 月～）

BRC 研究協力員 内山　典子（平成 14 年 5 月～）

 安田　優子（平成 16 年 4 月～ 11 月）

 市野　晃（平成 16 年 5 月～ 11 月）

 山中　理華（平成 16 年 12 月～平成 17 年 8 月）

 新倉　潤子（平成 16 年 12 月～）

 桑原　和子（平成 17 年 8 月～）
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年次計画と成果

Figure 1. 生体応答における情報伝達経路とそのネットワーク機構の解析
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1. 発がん過程における情報伝達ネットワーク機構の解析

　発がん過程においては、様々な因子が関与する複雑なネットワーク機構の存在が想定されて

いる。我々は、発がんネットワーク機構における転写因子 NF-κB とがん抑制遺伝子 PTEN の関

与を解明することを目的として解析を行っている。

(1) 転写因子 NF-κB の発がん抑制機構の解析

　従来、転写因子 NF-κB はがん細胞の増殖に関与することが示されてきた。我々は、TNF と

NF-κB のサブユニットである RelA の両欠損マウスに腫瘍が多発することを見いだした。このこ

とから、転写因子 NF-κB の発がん抑制機構を想定して解析を行った。NF-κB/RelA 欠損マウス

胎児由来の線維芽細胞は、野生型に比べトランスフォームが高率に起こり、免疫不全マウスに

移植すると腫瘍塊を形成することを見出した。しかも、in vitro の培養系においても、in vivo で

の腫瘍塊形成においても増殖速度が極めて早く、悪性度の高さが推察された。このトランスフ

ォームした RelA 欠損細胞についてチップアレイによる遺伝子発現プロファイル解析を行った結

左から   土井サブチームリーダー、三瀬、新倉、桑原、内山
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Figure 2. 転写因子 NF-κB の発がん抑制機構の解析
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果、細胞周期関連遺伝子、がん関連遺伝子、アポトーシス抑制遺伝子群等の発現上昇が顕著に見

られた。このことから、転写因子 NF-κB/RelA が主に発がんに関与するがん関連遺伝子群に対し

Figure 3. RNA 干渉法を用いた PTEN 遺伝子の機能解析

て抑制的な発現制御を行うことにより発がん

抑制機構を担っていることが示唆された。

(2) RNA 干渉法を用いた PTEN 遺伝子の機能解

析

　がん抑制遺伝子 PTEN は、がん発症に関与

していることが示唆されているものの、PTEN

欠損マウスが胎生期のごく初期に致死となる

ために、その機能解析が困難であった。我々

は、PTEN の発現を有効に抑制する RNA 干渉

法を開発し、その発現をほとんど欠失した細

胞を作出して解析を行った。この細胞は、接

着能の喪失という発現型を呈した。これには、

FAK ならびにアクチンファイバーの減少とい

った細胞骨格系の異常が関与していることを

見出し、PTEN による細胞骨格の制御機構に

おける機能が示唆された。さらに、チップア

レイを用いた網羅的遺伝子発現解析から、こ

の現象が RNA 干渉法における非特異的な発現

制御によるものではないことを検定した。

2. アポトーシスにおける情報伝達ネットワーク機構の解析

(1) 腫瘍壊死因子 (TNF) による細胞死の機構：

腫瘍を特異的に細胞死に至らしめる因子として同定された腫瘍壊死因子 (TNF) は、生理的状

態に置いては細胞死を引き起こすことはないことが示されてきた。我々は、以前に転写因子 NF-

κB の個体レベルでの解析を行うために遺伝子欠損マウスを作出し、RelA 欠損マウスが胎生期に

致死を起こすことを見いだした。このことから、転写因子 NF-κB がアポトーシスに拮抗する作

用を有していることを示した。

TNF による細胞死の機構を解明するために、最初に RelA 欠損線維芽細胞を用いて解析を行っ

た。その結果、TNF による細胞死では Caspase-8 をイニシエーターとする Caspase 依存性の径路

が活性化される一方、ミトコンドリアが関与する細胞死の機構は活性化されていないことを明

らかにした。更に我々は、RelA によって活性

化される抗アポトーシス遺伝子を同定するこ

とを目的として、チップアレイによる網羅的

発現解析を行った。興味深いことに、代表的

な抗アポトーシス遺伝子群である Bcl-2 ファミ

リーは検出されず、IAP（Inhibitor of Apoptosis 

Protein）遺伝子群は検出された。しかしなが

ら、IAP 遺伝子群の導入によっても TNF によ
Figure 4. RelA 欠損マクロファージの解析
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る RelA 欠損細胞のアポトーシスは回避されなかっ

た。このことは、RelA が決定的な抗アポトーシス遺

伝子を直接転写活性化しているのではないことを示

すものであった。その一方でタンパクの発現解析か

ら、Caspase-8 の活性化を阻害する因子である c-FLIP

が RelA 欠損細胞では欠失していることを検出した。

さらに、c-FLIP の強制発現によって RelA 欠損細胞の

アポトーシスが回避されることから、RelA による抗

アポトーシス機構では c-FLIP が重要な働きをしてい

ること、さらに RelA が間接的に c-FLIP の発現制御に

重要な役割を担っていることを明らかにした。現在、

RelA と c-FLIP の発現の関連について詳細な解析を進

めている。

線維芽細胞とは異なり、RelA 欠損リンパ球は TNF

による細胞死は起こさない。この現象については、リ

ンパ球では RelA の機能を同じ NF-κB ファミリーであ

る c-Rel が代償していることが予想された。一方 RelA

欠損マクロファージは、TNF によってアポトーシスが引き起こされた。c-Rel 欠損マクロファージ

は TNF によって細胞死を来さないことから、マクロファージの抗アポトーシス機構においては、

RelA のみが重要な働きをしていることが明らかとなった。さらに我々は、その細胞死の機構が線

維芽細胞と同様に Caspase-8 をイニシエーターとする Caspase 依存性の経路によることを明らかに

した。

以上のことから、RelA は TNF による細胞死に拮抗する働きを担っていること、組織によって

は c-Rel もその働きを担うことを見いだした。

(2) リポポリサッカライド (LPS) による細胞死の機構：

マクロファージは通常 LPS によって活性化を受ける。ところが、RelA 欠損マクロファージは

LPS によって細胞死が引き起こされた。このアポトーシスの径路では、Caspase-8 を初めとする

Caspase 群の活性化と、Cytochrome c release を初めとするミトコンドリアが関与するアポトーシス

機構の活性化が起こっていることを検出した。さらに、TNF/RelA 両欠損のマクロファージでも同

様に LPS によって細胞死を起こすことから、この細胞死は LPS によって誘発された TNF による

ものではなく、LPS の直接的な効果であることを確認した。以上のことから、マクロファージに

おいては、RelA が Caspase 依存性・非依存性の両径経路において細胞死に拮抗するための重要な

役割を果たしていること、LPS の受容体（Toll-like Receptor 4）からアポトーシスを活性化する経

路があること、が明らかとなった。現在、Toll-like Receptor 4 から Caspase-8 の活性化に至る経路

の同定、ならびにミトコンドリアの活性化に至る経路の同定を進めている。なお、c-Rel 欠損マク

ロファージは LPS による細胞死は起こさないことから、RelA のみが LPS による細胞死を制御す

る因子であることも明らかにした。また、RelA 欠損線維芽細胞、RelA 欠損リンパ球は共に LPS

による細胞死を起こさないことから、LPS による細胞死はマクロファージに特異的な現象であり、

かつ感染に対する免疫反応の第一段階において LPS によって活性化されるべきマクロファージが

LPS によって死滅することは、RelA の欠損が免疫機構に大きな影響を及ぼすことを示唆するもの

であった。

Figure 5. Caspase 活性の解析

Figure 6. LPS 誘導性細胞死の機構
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3. 免疫制御機構における情報伝達ネットワーク機構の解析

るリンパ球の解析から、RelA 欠損リンパ球は TH1 型リ

ンパ球への誘導能が低下していること、感染防御に必須

である TNF 、IL-12、IL-6 ならびに窒素酸化物 (NO) の

産生能が著しく低下していること、を見いだした。こ

のことから、RelA が感染防御機構に大きな役割を果た

していることが示唆された。一方、c-Rel 欠損マウスは、

同様の実験においても重症化することはなかった。この

ことから、自然免疫機構においては RelA が重要な働き

をしていることが明らかとなった。

我々がこれまでに作出した RelA および c-Rel ならびに TNF を欠損する 2 系統のマウス (TNF-

κB： TNF-/- RelA-/-、TAC-H：TNF-/- c-Rel-/- RelA+/-)は、通常の飼育室では生後数週間にて死亡する。

これらのマウスの死因を解析した結果、いずれも病原性の低い菌（Pasteurella pneumotropica、

Staphylococcus aureus）によって重篤な感染症が引き起こされ、それによるショック死であるこ

とを見出した。このことは、これらのマウスが従来にない重症免疫不全マウスであることを示し

ている。TNF-κB については、NO の産生能が著しく低下していること、TH1 型リンパ球が誘導

されないこと、が判明した。一方 TAC-H は、好中球の菌殺傷能の低下、サイトカインの産生能

の低下が見られた。さらに、TNF 欠損マウス、RelA 欠損骨髄の再構築マウス（TNF 産生能は有

している）ならびに TNF+/+c-Rel-/- RelA+/- のマウスは、TNF-κB や TAC-H のような免疫不全は

呈しなかった。以上のことから、自然免疫においては NF-κB が TNF と協調的に重要な役割を果

たしていることが明らかとなった。

Figure 7. TH-1/2 リンパ球誘導能の解析

Figure 8. サイトカイン産生能の解析

Figure 9. c-Rel/RelA 欠損マウスの生存曲線

生体は、外界から侵入してくる病原体に対し、自

然免疫ならびに獲得免疫の機構によってこれを排除す

る感染防御機構を営んでいる。特に、NF-κB および

TNF は自然免疫機構において重要な働きをしている

と推測されてきたものの、これまでに決定的な証明は

なされていない。我々はこれに着目し、自然免疫機構

において NF-κB および TNF が果たす役割の解明を試

みている。

RelA 欠損マウスは胎生期致死であるため、造血能

およびリンパ球の機能を解析することを目的として、

胎児肝を移植して骨髄の再構築を試みた。その結果、

RelA を欠失した骨髄から成熟したリンパ球が出現

し、in vitro においては各種増殖刺激に対する反応性

がやや低下していることを見いだした。次に我々は、

RelA 欠損リンパ球の感染防御機能を解析することを

目的として、RelA 欠損骨髄を再構築したマウス個体

(Ly5.1) に Leishmania major を感染させた。その結果、

感染部位の著名な腫脹を呈し死亡した。これは、感染

によって誘発されるべき TH1 型リンパ球を欠損する

Balb/c と同様の症状であった。さらに、in vitro におけ
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4. 発生過程における情報伝達ネットワーク機構の解析

　発生過程における転写因子 NF-κB の役割を解明することを目的として、我々は NF-κB ファミ

リー遺伝子群の欠損マウスを用いて解析を進めてきた。ショウジョウバエにおいては、NF-κB ホ

モログの Dorsa は発生過程に置いて背腹決定に重要な役割を果たす。ところがマウスに置いては、

NF-κB を欠損しても（RelA あるいは c-Rel の一方の欠損マウスにおいて）、同様のことは見られ

ない。更に、RelA および c-Rel の両因子を欠損させたマウスにおいては、TNF による胎生致死が

見られたものの、骨髄再構築実験によって血球系細胞の発生を解析した結果、成熟した血球細胞

が出現することを見いだした。このことは、RelA および c-Rel の両因子が血球系細胞の分化には

必須ではないことを示している。ところが、胎生致死を回避するために作出した TNF/c-Rel/RelA

の欠損マウスは、生後まもなく死亡した。原因は、出生直後の肺胞の拡張が無いことによる呼吸

不全であることが判明した。これは、胎生期末期から新生児期における肺の発生異常を示すもの

であり、転写因子 NF-κB が発生に関与することを示す初めての発見である。これまでの解析では

この欠損マウスの他の組織に著明な異常が見られないことから、転写因子 NF-κB が肺の発生、特

に周産期の肺形成に極めて重要な働きをしていることが明らかとなった。現在、TNF がいかにこ

の機序に関与しているかについて解析を進めている。

　NF-κB が本来リンパ球の発生段階において発現する遺伝子の制御因子としてクローニングされ

たことから、RelA および c-Rel がリンパ球の発生・分化に重要な役割を果たすと信じられてきた。

我々は、RelA 欠損骨髄から成熟した血球、リンパ球が出現することを見いだした。また、c-Rel 

欠損マウスが同様に成熟した血球、リンパ球を有することは他の研究者によって示されている。

このことは、RelA あるいは c-Rel の一方の欠損は発生に大きな影響がないことを示すものであっ

た。そこで我々は、RelA および c-Rel

を共に欠損するマウスを作成し、その

骨髄再構築を試みた。その結果、RelA/

c-Rel 両欠損骨髄からも成熟したリン

パ球、血球系細胞が出現することを見

いだした。このことから、RelA および

c-Rel は血球・リンパ球系の発生には必

須ではないことが明らかとなった。

5. 遺伝子の発現ネットワーク機構解析のための新しい技術の開発

Figure 10. c-Rel/RelA 欠損マウスの病理解析

Figure 11. アンチセンス RNA の発現解析

　遺伝子発現ネットワーク機構の解析を進

める中で、既知の転写因子以外の因子によ

る発現制御機構についての解明を図ること

を目的として、我々は機能性 RNA の発現

解析技術の開発を行っている。具体的には、

これまでに同定された 2500 対のセンス、ア

ンチセンスの網羅的な発現プロファイリン

グを試みている。高頻度に乳がんを自然発

症する GRS/A マウスの乳がん組織と正常乳

腺組織から抽出した RNA を元に、アンチ
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センスの発現同定用チップアレイを用いて、網羅的な解析を行った。興味深いことに、正常組

織とがん組織において著しくセンス・アンチセンス RNA の発現が異なる遺伝子群が同定され

た。しかもその殆どが非翻訳型 RNA であった。センス・アンチセンス RNA の発現の組織特異

性については報告があるものの、疾患に関連した報告はなく、我々の解析が初めてである。現在、

アンチセンス RNA の強制発現によるがん細胞の発現形質の変化を追求し、アンチセンス RNA

の発現とがん化との関連を解明すると共に、将来的な医療応用に向けての技術開発に着手して

いる。

研究発表（誌上発表） Sachiko Akashi-Takamura, Hiromi Doi, Koichiro Takahashi, Natsuko Tanimura,Shin-ichiroh Saitoh, 
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Antibody to Toll-like receptor 4/MD-2 Protects Mice from Acute Lethal Hepatitis Induced by 

Tumor Necrosis Factor. J. Immnnol. In press *

Mise-Omata S., Obata Y., Iwase S., Mise N., and Doi T. (2005)  Transient strong reduction of PTEN 

expression by specific RNAi induces loss of adhesion of the cells. Biochem. Biophy. Res. Comm.,  

328, 1034-1042. *

Mattioli I, Sebald A, Bucher C, Charles RP, Nakano H, Doi T.-S., Kracht M, Schmitz ML. (2004)  

Transient and selective NF-kappa B p65 serine 536 phosphorylation induced by T cell costimulation 

is mediated by I kappa B kinase beta and controls the kinetics of p65 nuclear import.  J. Immunol., 

172: 6336 - 6344. *

（国際学会）

Setuko Mise-Omata, Yuichi Obata, Takahiro Doi  Transient strong reduction of PTEN expression by 

specific RNA interference induces loss of adhesion of cells  8th International World Congress of 

cell, Nice,  France  September(2004)

（国内学会）

Setuko Mise-Omata, Shigeru Iwase, Nathan Mise, Yuichi Obata, Takahiro Doi  The strong reduction of 

PTEN expression by a specific RNA interference induced loss of adhesion of the cells　第 57 回日

本細胞生物学会総会、大阪　5 月 (2004)

土井　貴裕、Lloyd J. Old、Victor Jongeneel、吉木　淳　腫瘍壊死因子 (TNF)、転写因子 NF-κB

経路によるがん化防御機構の解析　第 63 会日本癌学会学術総会、福岡　9 月 (2004)

三瀬　節子、小幡　裕一、土井　貴裕　RNAi による PTEN の一時的な発現抑制は細胞の基質

面への接着を抑制する　第 63 回日本癌学会学術総会、福岡　9 月 (2004)

土井　貴裕、三瀬　節子、黒田　悦史、杉浦　勉、山下　優毅、小幡　裕一　Leishmania 感染

に対する NF-κB/RelA による防御機構　Defense mechanism against Leishmania infection by of 

NF-κB/RelA　第 34 回日本免疫学会総会・学術集会、札幌　12 月 (2004)

研究発表（学会発表）
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土井  貴裕、三瀬  節子、小幡  裕一　マクロファージの Lipopolysaccharide 誘導性細胞死における

 NF-κB/ RelA の 機 能 Function of NF-κB/ RelA on apoptosis of Macrophage induced by 

Lipopolysaccharide. 第 34 回日本免疫学会総会・学術集会、札幌　12 月 (2004)

黒田  悦史、野口  順子、土井  貴裕、山下  優毅　BALB/c および C57BL/6 マウスで認められるマ

クロファージ機能の差異とそれを規定する因子および遺伝子についての解析　Analysis of 

the difference of the macrophage functions between BALB/c and C57BL/6 mice.- Analysis of factors 

and genes which regulate macrophages functions in each strains of mice.　第 34 回日本免疫学会

総会・学術集会、札幌　12 月 (2004)

土井 貴裕、清澤 秀孔、吉木 淳、平岩 典子　マウスがん組織におけるアンチセンス RNA の発現

解析　日本分子生物学会第 27 回年会、神戸  12 月 (2004)

三瀬　節子、小幡　裕一、土井　貴裕　PTEN ノックダウン細胞の接着能の喪失とその分子的機

序　日本分子生物学会弟 27 回年会、神戸 12 月 (2004)

土井　貴裕、清澤　秀孔、吉木　淳、平岩　典子、安部　一俊、大久保和央、瀬野龍一郎　マウ

スがん組織におけるアンチセンス RNA の発現解析　日本ＲＮＡ学会第 27 回年会、弘前　

8 月 (2005)

土井　貴裕   アンチセンス RNA による遺伝子発現調節機構の解析とがんの診断・治療に向けて

の応用  新しい RNA/RNP を見つける会 2005、鶴岡 9 月 (2005)  

Takahrio Doi, Setsuko Mise, Kenji Kasai    Transcription factor NF-κB plays a critical role on pulmonary 

function at neonatal stage. the 28th MBSJ Annual Meeting, Fukuoka, December (2005)

Takahrio Doi, Setsuko Mise  TAC-H mice are extremely susceptible to Staphylococus aureus. The 35th 

Annual Meeting of the Japanese Society for Immunology, Yokohama, December (2005)

三瀬 節子、黒田 悦史、新倉 潤子、内山 典子、山下　優毅、小幡 裕一、土井 貴裕 NF-κB による

インターロイキン 23(IL-23) p19 サブユニットの発現　Regulation of interleukin 23 p19 gene 

expression by NF-κB.　第 28 回日本分子生物学会年会、福岡、12 月 (2005)

三瀬 節子、土井 貴裕　　NF-κB/RelA subunit plays a critical role in macrophage apoptosis.　第 35 回

日本免疫学会総会・学術集会、横浜、12 月 (2005)


