
― 202 ―

　私達の体が複雑な過程を経て正常に発生するために

は、特定の遺伝子群が決められた部位・時期に発現する

必要がある。また、私達の体の防御・恒常性の維持のた

めにも、特異的な遺伝子の発現が必要である。このよう

にすべての生命現象の根幹にあるのが、遺伝子の発現制

御、特に「転写制御」である。この「転写制御」の分子

メカニズムと生理的役割を理解するため、私達は、発生・
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年次計画と成果
1. 遺伝子発現制御因子として機能する核内がん遺伝子

産物の研究
　 動 物 細 胞 の Myb フ ァ ミ リ ー 転 写 因 子 は、c-Myb, 

A-Myb, B-Myb を含み、細胞増殖と分化に重要な役割を

果たしている。c-Myb は、未分化造血細胞で発現が高

く、細胞周期の G1/S 期の移行に必要な遺伝子や、アポ

トーシスを防ぐ遺伝子の転写を誘導し、細胞増殖を促進

する。一方、B-Myb はほとんどすべてのタイプの細胞

で発現しており、細胞周期の G2/MS 期の移行に必要な

遺伝子の転写を誘導する。このように、Myb ファミリー

転写因子は、転写因子として細胞周期進行に必要な遺伝

子の転写を誘導し、細胞増殖を正に調節する。私達は、

B-Myb のさらに詳細な作用メカニズムを理解するため、

B-Myb を含む複合体を精製し、その中にクラスリンと

フィラミンを含むことを見出した。そして、この複合体

がクラスリンを紡錘体に運搬し、紡錘体形成を介して、

細胞分裂を制御することを明らかにした。また、この複
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生体防御・疾患などに関連する転写制御因子の機能をマ

ウスやショウジョウバエの個体レベルで研究している。

具体的には、がんや各種疾患、発生分化などに関与する

転写制御因子の機能を、変異マウスを用いて解析し、そ

して、制御ネットワークを、ショウジョウバエ遺伝学を

用いて、解析している。

合体の機能を阻害すると、多倍体形成や染色体異常が

誘導されることも見出した。このように、B-Myb は G2/

MS 期の移行に必要な遺伝子の転写を誘導すると共に、

紡錘体形成を介して、細胞分裂を制御する機能も有する

ことが初めて示された。この Myb の２つの異なる機能

は、細胞増殖と細胞分裂をカップリングさせて進行させ

る役割を果たしていると、私達は推定している。さらに

B-Myb 複合体の精製過程で検出された特異的なリン酸

化酵素が、B-Myb に結合し、B-Myb をリン酸化するこ

とを見出した。このキナーゼによる B-Myb 機能の制御

の解析が、今後重要である。

　また、発がん遺伝子産物 Ski はコリプレッサーとして

機能する。Ski コリプレッサーによる転写制御メカニズ

ムを明らかにするため、Ski 複合体を精製した。その結果、

Smad2/3/4 と共にヒストンデアセチラーゼ HDAC3 とヒ

ストンアルギニンメチル化酵素 PRMT5 が構成因子とし

て同定された。この結果は、Ski 複合体が、Smad2/3/4



石井連携研究グループ（石井分子遺伝学研究室）
Ishii Research Collaborative Group

RIKEN BRC Annual Report 2008

― 203 ―

を介して、TGF-b や BMP の標的遺伝子上に存在する

ことを示唆している。そして ChIP アッセイの結果、

TGF-b の標的遺伝子上には、Ski 複合体が存在するこ

とが確認された。さらに、HDAC3 と PRMT5 のレベル

を siRNA を用いて低下させると、TGF-b の標的遺伝子

の basal レベルが顕著に上昇することが分かった。これ

らの結果は、Ski 複合体が TGF-b の標的遺伝子の basal 

レベルを低く保つために、２つのヒストン修飾酵素、

HDAC3 と PRMT5 を介して、機能していることを示唆

している。

　

2. 細胞外刺激による遺伝子発現誘導の研究
　転写因子 c-Myb は、未分化造血系細胞の増殖と分化

に重要な役割を果たしている。私達は、Wnt シグナル

によって、TAK1 キナーゼを介して、２つのキナーゼ、

HIPK2 と NLK が活性化されること、そして、NLK が直

接 c-Myb の複数部位をリン酸化し、c-Myb のユビキチ

ン化とプロテアソーム依存的な分解が誘導されること

を、報告している。c-Myb に結合する一群の F ボック

スタンパク質を解析し、そのうちの一つ Fbxw7 が直接

c-Myb に結合し、Wnt シグナル依存的なユビキチン化と

プロテアソーム依存的な分解を、誘導することを明ら

かにした。Fbxw7 は、c-Myb と共に HIPK2 にも結合し、

一方、Fbxw7 と共に機能的ユビキチン E3 リガーゼのサ

ブユニットである Cul1 は、NLK と HIKPK2 の２つのキ

ナーゼに結合することが示された。Fbxw7 は、すでに

強力ながん抑制因子として機能することが報告されてい

る。私達の研究によって、Fbxw7 は、Wnt シグナル依存

的な c-Myb の分解に重要な役割を果たしていることが

分かったので、Fbxw7 の変異による発がんには、c-Myb

の安定化も関与することが示唆された。

3. ショウジョウバエを用いた転写制御因子の遺伝学的
解析

　ATF-2 の生理機能を遺伝学的に解析することを目的と

して、ショウジョウバエ ATF-2（dATF-2）を同定した。

ATF-2 は p38 でリン酸化され活性化されるので、リン酸

化 dATF-2（P-dATF-2）を特異的に認識する抗体を作製

し、脳を染色した。その結果、ペースメーカーニュー

ロンである large lateral ニューロンにおいて、特異的に

P-dATF-2 が検出された。また、これらのニューロンに

おける dATF-2 のリン酸化レベルには、日周リズムがあ

り、午前中の活動レベルが高い時に、リン酸化レベルが

高いことが示された。さらに、強制運動によって、ペー

スメーカーニューロンでの dATF-2 のリン酸化が亢進す

ることが示された。そして、dATF-2 の発現レベルを低

下させると、睡眠量が低下し、逆に dATF-2 の発現レベ

ルを増加させると、睡眠量が上昇した。また、dATF-2

は睡眠量を保つために機能していることも分かった。こ

れらの結果から、dATF-2 は脳内の特異的な領域で、特

異的な生理的ストレスに応答して、活性化され、睡眠量

を制御する役割を果たしていることが明らかにされた。
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