1.脳 を知 る
哺乳類体 内時計 の脳内制御機構 に関す る研究
I

る。今回,環 境周期 へ の光同調 ,細 胞時計相互 の リズム同
期,時 計情報 の出力機構を,分 子 レベルで解明す る。

試 験 研 究 の 全 体計 画

5)哺 乳類 における全身 の時計 の時刻 の測定 と人丁牛物時

1.研 究の趣 旨
生体 時計 はほとんどの生命体 に備 わ った基本的機構に も

計 (バ イオクロ ック)の 開発

かかわ らず,そ の解明 が著 しく遅 れてお り,現 代 の生命科
学 に残 された数少 ないフロンティアの一つである。最近 の

哺乳類 においては,時 計 の最高位中枢 である視交叉上核
か ら発振 された時間情報 は,他 の脳部位 にある時計 に伝わ

本邦 における時計機構 の分子遺伝学・ 分子生物学 のパ イオ
ニ ア的開発 は,従 来 か らの豊富 な リズム生理 の研究成果 と

よ り全身各組織 の時刻 を知 り,哺 乳類階層的時計機構 が実

人材 とを結 びつけることによ り,本 領域 は格段 の発展 が期

際 どの様 に働 いているのかを探 る。また,通 常 は リズムの

待 できる状況 となってきた。本研究 は,以 下 の項 目に代表
される時間生物学 の先導的意義を持 つ課題を遂行す ること

ない細胞 に,時 計遺伝子発振機構を導入す ることによって
数 々の周期を持 つ人工的な生物時計 を作成す る。 これによ

によ り,他 の研究領域 に波及効果 をもた らす とともに,社

り,将来 の ヒトにおける臨床応用を見据えた,基 礎 デー タ

会的諸課題 の解決 に貢献す る事 を目的 とす る。
1)生 体 リズムの発振 メカニズムの解明

作 りをす る。

サ ーカディア ン振動 は一種 の永久運動 であり,生 命 の大
いな る不思議 の一 つで ある。 この振動 は振 り子 の役割をす

り,さ らに末梢臓器 の時計を調律す る。遺 伝子発現 の検索

2.研 究内容及び目標
1.時 計遺伝子 の発現制御 に関す る研究
サーカデ ィアン振動 は遺伝子 レベルで発振 される永久運

る時計振動遺伝子 が振動遺伝子 自身 を産生す る過程を抑制
す る抑制因子 として働 くネガテ ィブ・ フィー ドバ ック機構

動 である。 この地球 の生命体に特異的な,長 周期 の しか も

が基本である。 このフ ィー ドバ ック機構 は物理学 でいうリ

極 めて正確な振動 は リミットサイクルを形成 し,振 り子 の

ミットサイクルを形成す るが,そ の構成因子 である転写促

役割 をす る時計振動遺伝子 が振動遺伝子 自身 を産生す る過
程を抑制する抑制因子 として働 くネガテ ィブ・ フィー ドバ ッ

進因子 ,転 写抑制因子 ,抑 制遅延因子 を明 らかにす る。
2)フ ォ トンイメージングによる単一細胞 レベルでの リズ
ムモニ ター系 の開発
現在 の技術 では比較的大 きな組織か らしか生体 リズムの
検出がで きな い。 しか し最近 ,細 胞一個一個 が生体時計 の
最小単位 として働 く事 を示唆す るデー タが散見 されるよう

ク機構 によって成 り立 っている。この哺乳類 におけるフィー
ドパ ック機構 の分子機構を明 らかにす る。

(1)時 計遺伝子 の転写制御 に関す る研究 ￠Fサ群柩学部 )
振動を司る時計遺伝子 の制御部位 は,プ ロモー ターにあ
る。 この部位 ににある振動 の発生・ 増幅 など,他 の遺伝子

になった。従 って,今 回,超 微弱光 の高分解能を持 つ フォ
トンイメージング検出装置 を開発 し,遺 伝子発現を リアル

① 哺乳類時計遺伝子 れ&r遺 伝子群 の転写制御 に関す る

タイ ムで細胞 レベルで経時的 に測定す る。 この システ ム開

研究

発 は,生 体 リズムの研究 に画期的 なだけでな く,各種遺伝
子 の細胞内での発現を生 きたまま見 られるシステムとして
生命科学全般 にわたる広 い応用が考え られる。

② リズム発振 の新規 ポジテ ィブフィー ドバ ックシステム
に関する研究
③ 哺乳類時計遺伝子導入 トランスジェニ ックショゥジョ

3)時 間軸 での遺伝子 マ ッピングによる時計 シグナル伝達

ウパエを用 いた複数 の振動体遺伝子 の形成す るリミットサ

機構 の解析
体内時計 の情報 は 24時 間 という長周期 で, しか もきわ
めて正確 で,時 計遺伝子 の振動情報 を伝える新 しい細胞伝

イクル間の同期 に関する研究
④ ぼ crプ ロモーターに微弱発光 レポーター遺伝子を組
み込んだ トランスジェニ ックマウス ●細胞系 による超微弱

達系 が関与 して い る事 が考え られる。今回,微 量組織で

発光 アッセイ系 を確立する研究

数千個 の遺伝子発現解析 が可能 な遺伝子 アッセイ法を確立

⑤ 時計遺伝子 ノ ックアウト細胞を用 いた時計発振機構 の

,

,

にない構造を明 らかにす る。具体的 には

,

し,時 計 によ り制御 される全遺伝子 の時間階層性 を明 らか

解析

にす る。

⑥ リズム同調 には,環 境因子 が働 く時間 と働 かない時間
がある。 これを「 ゲ ーティング」 と言 うが, この現象を転
写 レベルで説明す る。

4)時 計発振 の環境周期へ の同調機構 および時計情報 の出
力機構 に関す る研究
体内時計 の重要 な性質 に,環 境周期 との同調 の機構 があ
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曖)時 間軸 での遺伝子 マ ッピングによる時計 シグナル伝達

機構 の解析 (大 阪大学細胞工学 セ ンター)

となる。

mPERが 時計 の針 の役割 を して い るな ら,

その情報 は
どのよ うに伝達 されているのであろうか ?そ のため,我 々

2.時 計発振 の環境周期 へ の同調機構 に関す る研究
(1)光 情報受容 か ら時計遺伝子 に至 る経路 に関す る研究

は,認 er遺 伝子を強制発現 させた後,急 速 に誘導 され る
遺伝子 をスク リーニ ングし,そ の発現遺伝子を検索す る。

(早 稲田大学人間科学部 )

体内時計 の重要な性質 に,環 境周期 との同調 の機構 が あ
る。言 うまで もな く,環 境周期 の中で最 も重要 な ものは明
暗周期 であるが, ヒトでは非光同調因子 (食餌・ mlIPな ど)

そのため,微 量組織で数千個 の遺伝子発現解析 が可能 な

,

微量 サ ンプル利用大規模遺伝子解析 システムを確立 し, リ
ズム研究 に応用す る。具体的 には

も重要であるとされる。今回, これ らの同調因子の情報れ

,

リズムセ ンター視交叉上核 での時間変動遺伝子 のスク
リーニ ング
―
oれ ―
② テ トラサイク リン投与 で発現す る時計遺伝子 (■ ι

いかに して時計遺伝子 の発振 に結 びつ くかを検索す る。

①

①

認 erト ラ ンスジェニ ック)細 胞系 を用 いた時計 シグナ ル
伝達遺伝子 の細胞系 でのスク リーニ ング

視交叉上核 における光情報伝達 か ら時計遺伝子発現 に

至 る細胞内情報伝達系路 に関す る研究
②
③

細胞内 シグナルによる リン酸化 に関す る研究
従属的振動発振細胞 における リズム発振調節機構 の研

οれ―
認 erト ラ ンスジェニ ックマ ウス系 を用 いた視
③ %ι ―
交叉上核内での時計 シグナル伝達遺伝子 のスク リーニ ング

究

0)時 計遺伝子 の核移行 と時計 フィー ドバ ックループに関
す る研究 (神 戸大学医学部 )

研究所 )
シ ョウ ジョウパ エ,マ ウスの ミュー タ ン ト解析 か ら, リ

時計遺伝子 が振動す るには,抑 制遅延機構 が存在す る必
要 が ある。事実 , ショウ ジョウバ エでは,核 移行, リン酸

ズムを リセ ットす るのに opsin類 は主要 な ものではない こ
とが明 らかである。最近 ,植 物 , シ ョウ ジョウパ エでは

化 による PER蛋 白修飾 が抑制遅延機構 に関与 して い ると

blue light(430nm)を 受容 して電子供与体 と して働 く光
回復酵素 phOt。 lyaseの 一種 である Cヮ が リズムに関与す

言われている。最近我 々は,哺 乳類 の核移行 が ショウジョ
ウバ エ と異 なるファクターによって決定 され ることを細胞

9)新 規光情報伝達因子 に関す る研究

(東 北大学加齢医学

,

系 を用 いて示 した。今回,視 交叉上核 での蛋自の核移行期
の決定 と,細 胞系を用 いてさ らに詳細 な核移行 メカニズム

ることが昨年明 らか にな った。哺乳類 で は Cヮ は 2種 類
知 られており,Cヮ 」と Cヮ 2の ダブルノ ック アウ トマ ウ
スで リズムが全 くな くなる ことは,Cッ 2,Cヮ 2が リズ ム

を決定す る。

の本体 に シグナルを送 ってい ることを示唆す る。

① 哺乳類における時計遺伝子の核内移行に関する研究
② 時計遺伝子のリン酸化の研究
(4)時 計遺伝子間 の分子結合 に関す る研究 (矢 内原研究所)

① 新規光情報伝達因子の時計遺伝子 フィー ドバ ックルー
プヘの情報伝達 の解析 と結合蛋自の同定
② 新規光情報伝達因子 ノックアウ ト細胞 によるリズム変

時計遺伝子 の機能発現 には時計遺伝子産物間 の結合 が重
要 である。今回, これ ら時計蛋自の機能 ドメイ ンに対す る

動 の解析

モノ クローナルおよびポ リクローナル中和抗体を作成 し

(1)視 交叉上核細胞内での時計出力機構 に関す る研究 (早

機能 を検討す る。
(5)時 計遺伝子 の トランスジェニ ックマ ウス ●ノックアウ

稲田大学人間科学部 )
視交叉上核 のスライス,い

,

トマ ウスの行動解析 に関す る研究 (山 口大学理学部 )
時計遺伝子 トラ ンスジェニ ックマ ウス ●ノ ックアウ トマ
ウスの作成 と行動解析 を行 う。融 er遺 伝子群 が時計発振
細胞 で過剰 に発現す ると時 が動 くと考え られるが, この事
を行動 レベルで検証す る。
高感度 フォ トニ クス・ デヴァイ スを利用 した細胞 レベ
ルでの リズムモニ ター系 の開発 に関す る研究 :フ ォ トンイ

(0

3.時 計出力機構の研究

,膜 電位測定,イ メー
ジング解析, リズム行動解析 などを駆使 し,Per遺 伝子発
振が,視 交叉上核 の細胞 の発振,視 交叉上核全体 としての
発振,末 梢の時計 の発振 ににどの様 に働 くのかを明 らかに
する。また,昼 行性動物 と夜行性動物 の出力情報 の差異を
説明 しうる機構を解明する。
① 時計遺伝子か ら情報が膜電位 として伝達される仕組み
の解明

メージングによる単一細胞 での リズムモニ ター (神 戸大学

②

医学部 )
プ ロモー ター・ ルシフェラーゼ時間遺伝子発現 を単細胞
ベ
レ ルで経時的 にとらえ,薬 物 の作用 などを リアル タイム

(2)生 体内埋込 みマイクロダイア リシスプ ロー プによる生

視交叉上核 か ら他 の脳部位までの出力伝達機構 の解明

体 での時計出力機構 に関す る研究 (浜 松医科大学医学部 )
松果体 は鳥類 では時計機構 が存在 して い るが,哺 乳類 で

ICCDカ メラと顕微鏡像 を併用す ることにより,細 胞 の核

はその機構を失 って,完 全 に視交叉上核 の活動 の支配下 に
ある。 しか し松果体 メラ トニ ンは視交叉上核 に働 き,そ の

内 レベルでの発現移動を検出す る装置を開発す る。光情報
受容 か ら時計遺伝子 に至 るまで の時計 シグナル解析 の武器

活動 を修飾す ることが判明 して い る。従 って,松 果体 は
末梢 か ら中枢 へ のフィー ドバ ック機構 に位置す る器官 とし

で見 ることがで きる系を開発。また,空 間分解能 で優 れた
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,

て注 目される。今回,生 体 における リズム出カ マーカー と

3.年次言十画

してメラ トニ ンを利用 し解析す る。そのためには,現 在 ま
で開発 されなか った,長 期松果体埋込 みプ ロープを開発 し
,

その変動 を記載す る。松果体 における時計遺伝子 のノルア
ドレナ リン入力 による発現制御 も行 う。

G)網 膜培養系 の時計機構 に関す る研究

本 プ ロジェク トでは,全 く新 しい情報発振系 によ り発振
され,伝 達 され る体内時計 の分子機構を解明 し,従 来解析
が困難 であった生命現象 の時間軸 に沿 った研究分野 を切 り
開 く事を目的 とす る。

(聖 マ リアンナ医

まず,生 体 リズムは時計遺伝子 の発現 によって引 き起 こ

現在まで,網 膜 は,視 交叉上核以外 では唯一 の,生 体時
計 がある事 が知 られている組織 である。網膜背 はメラ トニ

される現象 であるが, この哺乳類 にお ける振動発振機構 を
平成 11年 度 か ら 13年 度 にか けて の第一期 で,分 子 レベ ル
で解明す る。 これには,独特 の転写脚嘱 時計 フィー ドバ ッ

科大学医学部 )

ン産生が局所 の時計 とカ ップル して産生が調整 されており
長時間 の培養系 でのメラ トニ ンの リズ ミックな放出が確認

遺伝子発現が検索で きる新 しい遺伝子 マ ッピング法を利用

されている。 この系 の他 の例を見 ない特徴 は,光 の入力か

した時計遺伝子 によって制御 される遺伝子を全て リス トアッ

ら出力 に至 るまで全て この培養系 だけで解析可能 だか らで
ある。光 の波長解析,網 膜内 ドーパ ミンとメラ トニ ンの発

プす る。 これ ら分子生物学的検索 には,超 高感度 フォ トン
検出装置 による リズムモニ ターシステムを考案 し,細 胞一

現変動 は時計 の発振機構 ,同 調機構 の解明 に深 い意味を持

個 レベルで時計遺伝子 の動態 が リアル タイ ムで追える系を
開発す る。同時 に,時 計遺伝子 の トランスジェニ ックマ ウ

,

4.生 体時間 とバ イオクロック (人 工生物時計 )に 関す る
研究 (神 戸大学医学部 )

ク システ ムを分子生物学的 に解明 し,微 量組織で数千 もの

ス・ ノ ックアウ トマ ウスを作成 し,遺 伝子 か ら行動 レベ ル
まで外挿 した仕事 をす る。

哺乳類 においては,時 計 の最高位中枢 である視交叉上核

第 I期 では,発 振機構 の解明 が非常 に競合 の激 しい分野

か ら発振 された時間情報 は,他 の脳部位 にある時計 に伝わ

なので,大 部分 の研究費を発振機構 の解明 に費 や し,時 計

り,さ らに末梢臓器 の時計を調律する。遺伝子発現 の検索
よ り全身各組織 の時刻 を知 り,哺 乳類階層的時計機構 が実

遺伝子によ って制御 される遺伝子を全て リス トア ップする。

際 どの様 に働 いてい るのかを探 る。
また,上 記 の リズム発振, リズム同調 , リズム出力機構
がわか った上で,通 常 は リズムのない細胞 に,時 計遺伝子

また, リズムの同調・ 出力 の分子機構 に も日配せ しなが ら
研究を進 める。 リズム研究 は優 れて生理 的な仕事 なので
,

,

常 に生理 的 な リズムモニ ター系 ,ア ッセイ系 の開発 が大前
提 であ り, この優 れた システ ムを持 っていることが,次 世

す る。 これによ り,数 々の周期 を持 つ時計を作成 し,将来

代 の リズム研究 のヘゲモニーを握 る肝要 な点 である。従 っ
て,生 体内 メラ トニ ンの長期測定系 ,光 入力か ら出力 まで

の時間薬理学的な治療や診療に役立 つ細胞工学的な基礎 を

モニ ターできる網膜培養系 もこの時期 にたちあげ,第 Ⅱ期

作 る。

(平 成 14年 一 平成 15年 )に 備 える。

① 時計遺伝子プロモーター・生理活性物質融合遺伝子を
用 いた周期的生理活性物質 (イ ンシュリンなど)産 生パー
マネ ントセルライ ンの開発
② いろいろな周期のパイオクロックの作成。

第 Ⅱ期 では,上 記 の研究 の集大成 を計 りなが ら,第 一期 の

発振機構 を導入す ることによって人工 的 な生物時計を作成

リズム発振・ 同調・ 出力 の分子機序解明 の成果 を,パ イオ
クロ ック (人 T牛 物時計 )の 研究 につ ぎ込み,将 来 の医学
的応用 の基礎 デー タを蓄積す る。
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3.年 次計画
研

究

目

項

11年

12年

度

13年

度

14年

度

度

15年

1.時 計遺伝子 の発現制御 に関す る
研究

れPar遺 伝子 辟の転写制御

(1)哺 乳類時計遺伝子 の転写制御
に関す る研究

リズムのポジティプフィー ド
トランス ジェニ ッ ,

trt-tDF,fr

ック系

ノーティングの分子 幾構

1i729-=v2

極微弱発光 リズム計測 によ

マ ウス

(41 時計遺伝子間 の分子結合 に関
す る研究

6)時 計遺伝子 のノ ックアウ トマ

￨

視交叉上核内時間

:計 遺伝子の核内移

(3)時訓翼晰輛 勁刻多行と時計フィー
ドバ ックループに関す る研究

¨ 一

γ新Iま ニユ43り

丁

解析

J交 叉上核変動遺伝i

グ
ン
二
一

(21 時間軸 での遺伝子 マ ッピング
による時計 シグナル伝達機構 の

一〇
一¨

時計懸伝子ノックアウト
知胞

‑

時計遺伝可iの リン酸化

時 汁遺伝子間の分子結

ハ

ノックア

ジェニ ックマウスα行動解析

トマ ウス・ トラ ン

ウス・ トラ ンスジェニ ックマ ウ
スの行動解析 に関す る研究
16)高 感度 フォ トニ クス・ デヴァ
イ スを利用 した細胞 レベルでの

フォ トン ニター検出装置の開発
￨

極 1故弱発光細胞内リスム計測 システムの引 発

リズムモ ニ ター系 の開発 に関す
る研究

2.時 計発振 の環境周期へ の同調機
構 に関す る研究

時計細胞内情幸伝達経路

(1)光 情報受容 か ら時計遺伝子 に

細胞内 シグリルとリン酎Mヒ

至 る経路 に関す る研究

走属
1の 時計遺伝子 フィ

(2

新規光情報伝達因子 に関す る

対勇瓢プヘの情報伝達の角

ド

研究
3.

時計出力機構 の研究

(1)視 交叉上核細胞内 での時計出
力機構 に関す る研究
(3 生体内埋込み マイクロダイア

視

叉上核細胞内での時 計出力機構 に関可る研究

マイクロダ ア リシスプロー

よる松果体メラト ンの リズム

リシスプ ロー プによる生体 での
計 出力機構 に関す る研究
G)網 膜培養系 の時計機構 に関す

1膜 培養系の時計

る研究
4.

パーマネ ン ト

生体時間 とバ イオク ロ ック (人

パイオク

T牛 物時計 )に 関す る研究
所

要

経

費

(合

計)

]

174百 万 円
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ライ ンの開発
クの作成

度

4.平 成 11年 度 における実施内容と達成 目標
1.時 計遺伝子 の発現制御に関す る研究

視交叉上核 と株細胞 モデルを用いて,標 識 された哺乳類
の時計蛋白がどのよ うに して核内 に至 るかを検索す る。

(1)時 計遺伝子 の転写制御 に関す る研究

② 時計遺伝子 の リン酸化の研究
ショウジョウパエでは時計遺伝子 ρθ
′の リン酸化が核移

① 哺乳類時計遺伝子 虐 er遺 伝子群 のの転写制御 に関す
る研究
哺乳類 の振動遺伝子は,記 er遺 伝子群 と想定 されてい

行,抑 制過程,分 解 に関与 し,時 計 の位相決定 にきわめて
重要 とされ る。哺乳類

mPER l,mPER 2,mPER 3の

リ
ン酸化 を司 る kinaseを 二 次元電気泳動 で検索 し同定 す る。

るが, この 記 er遺 伝子群および遺伝子上流域 の遺伝子解
析 によ りこの遺伝子 の構造 から発振制御 コー ドを探 る。

(41 時計遺伝子間 の分子結合 に関す る研究

リズム発振 の新規 ポジテ ィブフィー ドバ ックシステム

① 時計遺伝子間の分子結合に関する研究

②

に関す る研究
時計遺伝子発振 はネガティブフィー ドバ ックが基本であ
ることは言 うまで もな いが,強 力 な安定 した発振 をす るた
めには,ポ ジティプフィー ドバ ックシステムの解明が必須
である。今回, この分子 を同定 し,機 構 を解明する。
③ 哺乳類時計遺伝子導入 トランスジェニ ック シ ョゥジョ

核移行・ 転写抑制 ・ 分解過程 には,現 在 まで数個知 ら
れている時計遺伝子産物間 の結合が重要である。今回, こ
れ ら時計蛋自の機能 ドメイ ンに対す るモノクローナルおよ
びポ リクローナル中和抗体を作成 し,蛋 白間結合 がどのよ
うに して時計 フィー ドバ ックループに関与す るかを検索す
る。今年度 は特 に,時 計発振 の中心的な分子 であ る ば er

ウバ エを用 いた複数 の振動体遺伝子 の形成する リミットサ

f,花 &″ ,れ &r3の 中和抗体を作成す る。

イクル間 の同期 に関す る研究

6)時 計遺伝子 のノ ックアウ トマ ウス ●トランスジェニ ッ

振動体 と目 され る R″ ,屁&″ ,れただ は互 いに分子

クマ ウスの行動解析 に関す る研究

は同一細胞 に発現す るが,そ の意義 は不明 であ る。ρθ
r欠
パ
エヘ
シ
失変異 ョウジョウ
哺乳類 が er遺 伝子群を導入 し

① 認 e″ ,総er2,総eだ ,腕 π凛 ノックアウトマウス ●
トランスジュニックマウスの作成 と行動解析

た トランス ジェニ ックフライを作成 し, リズム周期 の同期
の機序 を検索す る。

ば eだ ,総 er2,総eだ ,れ aれ が時計発振細胞 に過剰・
不足 になると時が動 くと考え られるが,こ の事を行動 レベ

総 erプ ロモー ターに微弱発光 レポー ター遺伝子 を組
み込んだ トランスジェニ ックマ ウス ●細胞系 による超微弱

ルで検証す る。

④

発光 アッセイ系 を確立す る研究
想定 され る既知 の転写制御因子 (転 写促進因子または抑
rプ ロモー ター部 に レポー
制 因子 )が 実際働 くかを,ρ θ
ター遺伝子 (ル シフェラーゼ)を 組み込 んだ トラ ンスジェ
ニ ックマ ウスを作成 し,24時 間 リズムを ル シフェ ラーゼ
活性を新 たに開発す るフォ トンモニ ター システムにて計測

G)高 感度 フォ トニクス・ デヴァイスを利用 した細胞 レベ
ルでの リズムモニ ター系 の開発 に関す る研究 :フ ォ トンイ
メージングによる単一細胞での リズムモニ ター

① 極微弱発光 2次 元時空間特性計測 システムによるフォ
トンモニター検出装置の開発
R「 プ ロモー ター 0 1uciferaseト ラ ンスジェニ ックマ ウ

す る。 このマウスか ら取 った肝細胞 の培養系 ,視 交叉上核

スか ら取 った細胞 (線 維芽細胞 など)を 不死化 し,時 間遺
伝子発現を単細胞 レベルで経時的 にとらえ,薬 物 の作用 な

の培養系で 24時 間 リズムを測定 し, リズ ム ア ッセ ィ系 を

どを リアル タイムで見 ることがで きる系 を開発。

構築す る。

② 極微弱発光細胞内リズム計測システムの開発

時計遺伝子 ノ ックアウ ト細胞を用 いた時計発振機構 の

ICCDカ メラによる画像 はフォ トンモニ ター検 出装置 よ

時計遺伝子 ノ ックアウ トセル ライ ンを開発 し,時計遺伝

り感度 の面 では落 ちるが,空 間分解能 では優 れ, これと顕
微鏡像を併用す ることによ り,細 胞 の核内 レベルでの発現

⑤
解析

子 の動態を解析す る。

移動を検出す る。光情報受容か ら時計遺伝子 に至 るまでの

(2

時計 シグナル解析 の武器 となる。
2.時 計発振 の環境周期 への同調機構 に関す る研究

時間軸 での遺伝子 マ ッピングによる時計 シグナル伝達

機構 の解析
① リズムセ ンター視交叉上核 での時間変動遺伝子 のスク
リー ニ ング
微量組織 で,数 千個 の遺伝子発現解析 が可能 な cDNA―

AFLP法 を確立 し,

(1)光 情報受容 か ら時計遺伝子 に至 る経路 に関す る研究
体内時計 の重要な性質に,環 境周期 との同調 の機構 があ
る。言 うまで もな く,環 境周期 の中で最 も重要 な ものは明

リズムセ ンターである視交叉上核 に適

暗周期 であるが, ヒトでは非光同調因子 (食餌・ 睡眠など)

応す る。 これによ り,時 計 によ り制御 される全遺 伝子 をス
ク リーニ ングす る。

も重要であるとされる。今回, これ らの同調因子 の情報 が
いかに して時計遺伝子 の発振 に結びつ くかを検索す る。

13)時 計遺伝子 の核移行 と時計 フィー ドバ ックループに関

①

す る研究

至 る細胞内情報伝達系路 に関す る研究

①

,

視交叉上核 における光情報伝達 か ら時計遺伝子発現 に
視交叉上核 における,光 情報伝達伝達 (グ ル タ ミン酸刺

哺乳類 にお ける時計遺伝子 の核内移行 に関す る研究
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3.時 計出力機構 の研究

激 )か ら時計遺伝子発現 に至 る細 胞 内情報伝達系路 を
PKA,PKB,MAP, CaMK kinase等 による リン酸化・

(1)視 交叉上核細胞内での時計出力機構 に関す る研究

脱 リン酸化 を示標 に して検索す る。
② 細胞内 シグナルによる リン酸化 に関す る研究

① 時計遺伝子 か ら情報 が膜電位 として伝達 される仕組み
の解明 (早 稲田大学人間科学部 :柴 田重信 )

,

同調 に伴 う細胞内 シグナル は,数 々の時計遺伝子 を含 む
蛋白質を リン酸化 させ る。 これを,視 交叉上核,小 脳培養
系 で検索す る。

1.曖 )で 時計遺伝子 が支配す る遺伝子 を分子生物学的検

索 で追求す るが,視 交叉上核 のスライス,初 代培養系 ,膜
電位測定 ,イ メージング解析 , リズム行動解析 などを駆使

従属的振動発振細胞 における リズム発振調節機構 の研

し,2r遺 伝子 が視交叉上核 の細胞 の リズム発振 に どの様

生体内 のほとんどの細胞 には時計発振機構 が備わ ってお

に働 くのかを明 らかにする。
② 視交叉上核 か ら他 の脳部位 までの出力伝達機構 の解明

り,生 体 は視交叉上核 を頂点 とした階層的 な時計発振機構

小脳 を例 に取 り,小 脳までの出力情報伝達 がどのような

を形成す る事 が明 らかである。それ ら従属的な振動冊泡は
自身 では リズム発振能を持 たないが,上 位 か らある シグナ

液性・ 神経性因子 によ りお こなわれ るかを検討す る。また
昼行性動物 と夜行性動物 の出力情報 の差異を説明 しうる機

ルが来 れば発振を始 めると考え られ る。今回 リズム発振 モ
ニ ターが可能 な,小 脳細胞系・ 肝細胞系・ 哺乳類株細胞 を

構 を解明す る。

用 い同調 に関与す る分子機構 を明 らかにする。

体 での時計出力機構 に関す る研究
① 生体内埋込みマイクロダイア リシスプ ロー プによる生

③
究

,

(2

新規光情報伝達因子 に関す る研究
ショゥジョゥパ ェ,マ ウスの ミュー タ ン ト解析 か ら, リ

ズムを リセ ッ トす るのに opsin類 は主要 なものではない こ
とが明 らかである。最近,植 物 , シ ョウ ジ ョウパ エでは

,

(2)生 体内埋込 み マイクロダイア リシスプ ロー プによる生

体 での時計出力機構 に関す る研究
松果体 は鳥類 では時計機構 が存在 して い るが,哺 乳類 で

blue light(430nm)を 受容 して電子供与体 と して働 く光

はその機構 を失 って,完 全 に視交叉上核 の活動 の支配下 に
ある。 しか し松果体 メラ トニ ンは視交叉上核 に働 き,そ の

回復酵素 phot01yaseの 一種 である Cryが リズムに関与す
ることが昨年明 らかにな った。
① 新規光情報伝達因子 の時計遺伝子 フィー ドパ ックルー

活動 を修飾す ることが判明 して い る。従 って,松 果体 は
末梢か ら中枢 へ のフィー ドバ ック機構に位置す る器官 とし
て注 目される。今回,生 体 における リズム出カ マーカー と

プヘ の情報伝達 の解析

してメラ トニ ンを利用 し解析す る。 そのためには,現 在ま
で開発 されなか った,長期松果体埋込 みプ ロープを開発 し

,

Cり ]と 〕
瑠2の ダブルノ ックアウ トマ ウスで リズムが全
くな くなる ことは,Cヮ 1,Cヮ 2が リズムの本体 に シグナ
ルを送 っていることを示唆す る。今回,記 er遺 伝子群 の

,

,

その変動 を記載す る。光,温 度 ,食 餌 などの同調因子 にと
もなう松果体 メラ トニ ン放出 の生体内解析。松果体内時計
遺伝子発現 リズムとのノルア ドレナ リン入力 による制御。

発現を検索す る事 によ り,0ゾ ,Cヮ 2が 関与す る分子 メ
カニズムを明 らかにす る。また,ノ ックアウ ト細胞 の解析

13)網 膜培養系 の時計機構 に関す る研究

によ り,Cり が如 何 なる変化 を もとらす のか解明す る。

①

新規光情報伝達因子 ノックアウ ト細胞 による リズム変
動 の解析

②

Cり は新規光情報伝達因子 だ と考 え られるが,そ の情報
伝達系路 は不明 である。従 って,two hybrid法 や,免 疫

網膜培養系 での リズム ミュー タ ン ト0時 計遺伝子 ノ ッ
クアウ トマ ウスの連続的 メラ トニ ン測定

現在まで,網 膜 は,視 交叉上核以外 では唯一の,生 体時
計 がある事 が知 られて いる組織である。網膜背 はメラ トニ

沈降法等を用 いて,既 知 時計遺伝子 や新規 θり 結合蛋 白

ン産生が局所 の時計 とカップル して産生が調整 されており
長時間 の培養系 でのメラ トニ ンの リズ ミックな放出が確認

を同定す る。

されて い る。 この系 が興味深 いのは,視 交叉上核 と違 い

,

,

光 の入力 か ら出力に至 るまで全 く網膜内で行われるか らで
ある。
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Ⅱ 平成 H年 度 における実施体制
究

研

項

目

担

当

機

関

研究担当者

時計遺伝子 の発現制御に関する研究

(1)哺 乳類時計遺伝子 の転写制御 に関す る研究 神戸大学医学部

山

(2

大久保

時計軸 での遺伝子 マ ッピングによる時計 シ 大阪大学細胞工学 セ ンター
グナル伝達機構 の解析

G)時計遺伝子 の核移行 と時計 フィー ドバ ック

神戸大学医学部

口

瞬
公

策

口

瞬

矢 内原

昇

山

ループに関す る研究

(4)時 計遺伝子間 の分子結合 に関す る研究
船矢内原研究所
(5)時 計遺伝子 のノ ックアウ トマ ウス・ トラ ン 山口大学理学部

井

上

山

口

瞬

柴

田 重

信

安

井

明

柴

田 重

信

慎

一

スジェニ ックマ ウスの行動解析 に関す る研究
(61 高感度 フォ トニ クス・ デヴァイスを利用 し 神戸大学医学部

た細胞 レベルでの リズムモニ ター系 の開発 に
関す る研究
時計発振 の環境周期 へ の同調機構 に関す る研
究

(1)光 情報受容か ら時計遺伝子 に至 る経路 に関 早稲田大学人間科学部
す る研究

(2

新規光情報伝達因子 に関す る研究

東北大学加齢医学研究所

時計出力機構 の研究

(1)視 交叉上核細胞内での時計出力機構 に関す 早稲田大学人間科学部
る研究

(2

生体内埋込み マイクロダイア リシスプロー 浜松医科大学医学部

中 原

大一郎
雅

プによる生体での計出力機構 に関す る研究
4.
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