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緒　言

　地球の自転によって作り出される24時間周期は，地球
上の殆どすべての生物の体内に概日リズム機構として取り
込まれ，哺乳動物では行動，睡眠覚醒，ホルモン分泌，循
環機能，代謝などの24時間周期で繰り返される様々な生
体機能のプログラムの元になっている．概日リズムは，臓
器や細胞レベルでも発現していることが時計遺伝子の24
時間の発現を解析することで明らかになってきた．時計
遺伝子であるCry1，Cry2のダブルノックアウトマウスに
おいては，行動リズムや，視交叉上核を分散培養した細胞
リズムは消失するものの，視交叉上核の細胞リズムは維持
されていることから，リズム発現は，個々の細胞レベルに
おけるリズム発現ばかりでなく，視交叉上核細胞間にみ
られるような細胞間ネットワークが，概日リズムの出現
と安定化に重要であることが明らかになってきている．実
際，Cry1，Cry2 のダブルノックアウトマウスを用いた細
胞間ネットワークの研究でも，視交叉上核の時計遺伝子の
リズム発現の振幅は，他の組織より高いことがわかってお
り，細胞間ネットワークに加えて，時計遺伝子のリズム発
現の振幅の両者が，時計の安定化に必要と考えられるよう
になっている．細胞間ネットワークについては研究が進ん
でいるが，リズム安定化の要素である概日リズムの振幅を
決定している因子やその分子機構，増強を起こす因子等の
解明は十分に進展していないのが現状である．
　概日リズムの振幅と密接に関係があることが古くから知
られている疾患に気分障害がある．気分障害の中で単極性
うつ病では，抑うつ感などの症状の日内変動，早朝覚醒な
どを特徴とした睡眠障害，デキサメサゾン抑制試験の反応
性消失，深部体温リズムの振幅低下など，概日リズムと関
連すると考えられる症状・病態が多く見られる．これらは
抗うつ薬による治療やECT（通電療法）によって改善する
ことが知られており，治療効果の発現と強く関係している
ことが示唆される．また，高度光照射療法や断眠療法など
も概日リズムと関連する治療法で気分障害に効果がある
ことが確認されている．抗うつ薬やECTの治療効果発現ま
でには 10日前後の日数を要することから，速効性のある
治療法の開発が求められている．これに対して高度照射療
法（光療法）や断眠療法は，効果発現までの期間が短いこ
とが知られており，概日リズムの調節を標的にした治療法

が，有効かつ速効性のある治療薬の開発に繋がるものと期
待される．特に光療法は，網膜の光受容体からのシグナル
が概日リズム中枢の視交叉上核神経細胞にあるグルタミン
酸受容体を直接刺激して時計遺伝子のリズム周期をリセッ
トして同調させる分子機構が解明されており，光療法の気
分障害に対する有効性の分子機構を解明する事は新しい気
分障害の治療法を見出す糸口になる可能性を秘めている．
また，気分障害の患者（躁うつ病）より採取した線維芽細胞
に時計遺伝子を発現させたところ，そのリズム発現の振幅
が低下していたとの報告があり1)，さらに，大うつ病の患
者死後脳のBmal1などの時計遺伝子の発現リズムが低下し
ていたとの報告もあり2)，概日リズム機能の不全を直接示
唆する知見として大変興味深くこの方面からのアプローチ
を一刻も早く開始することが必要である．

材料と方法

1)	リアルタイム時計遺伝子発現解析
	 プロモーター活性の変化をリアルタイムで測定可能な
実験系を確立している．35 mmディッシュで培養した
NIH3T3細胞に，Bmal1プロモーター下流にルシフェ
ラーゼレポーター遺伝子を連結したレポーターコン
ストラクト（Bmal1-dluc，Cry1-dluc）を，リポフェクタ
ミンを用いて導入し，16〜20時間後にデキサメサゾン
刺激を行い，クロノス（アトー社）を使用してプロモー
ター活性の変化を，発光量の変化として継時的に計測
した．

2) ルシフェラーゼアッセイ
	 レポーターとして，Bmal1，Per1，Per2，Cry1，Rev-Erbβ
のプロモーター領域をルシフェラーゼレポーターベク
ターに挿入したものを使用した．ルシフェラーゼアッセ
イはデュアルルシフェラーゼアッセイキット（Promega）
を用いて，メーカーの指示書に従って測定した．

3)	ベクターコンストラクト
	 時 計 遺 伝 子（Bmal1，Clock，Per1，Per2，Cry1，Cry2，

RORα，RORβ，RORγ），p160 の哺乳類細胞発現用コン
ストラクトはCMVプロモーター発現プラスミドに挿入
したものを使用した．時計遺伝子プロモーターレポー
ターは，時計遺伝子（Bmal1，Per1，Per2，Cry1）プロモー
ターをルシフェラーゼレポーター（Promega）上流に挿
入したものを使用した．
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図 1. Bmal1プロモーターに対するp160の転写活性化作用．

図 3. Cry1プロモーターリズムに対するSRC-3の作用．

図 2. p160のBmal1プロモーターリズムの振幅増大作用．

結　果

1) 時計遺伝子プロモーターに対するp160の作用
 Bmal1プロモーターに対するp160の作用をルシフェ
ラーゼアッセイにより解析したところ，3種類のp160
を一過性にトランスフェクションするとプラスミド量
依存的に転写活性が増加した．（図 1）

2) 時計遺伝子プロモーターリズムに対するp160の作用
 Bmal1プロモーターレポーターおよびCry1プロモー
ターレポーターを，p160発現コンストラクトともに
NIH3T3細胞にトランスフェクションし，クロノスを
用いて継時的にプロモーターリズムを計測した．p160
の3因子は，Bmal1，Cry1プロモーターリズムの振幅を
増大させた（図 2）．この振幅がトランスフェクション
したプラスミド量に依存するか確認したところ，ト
ランスフェクション量に依存してCry1リズムの振幅が
増大した．（図 3）

考　察

　主要な哺乳類の時計遺伝子にはPer1，Per2，Cry1，Cry2，
Bmal13)，Clockがあり，これらの転写因子が作る転写・翻
訳のネガティブフィードバックが，約24時間周期の概日
リズムを生み出している．この約24時間の転写・翻訳機
構は，概日リズム性発現を示す，いわゆるアウトプットに
当たる遺伝子の転写も同時に行っており，これらの遺伝子
は時計制御遺伝子（clock-controlled genes: CCG）と呼ばれ
ている．Clock遺伝子を除く時計遺伝子は，発現臓器にも
よるが，概日リズム性の発現を示すことが多く，その遺伝
子は転写レベルで概日リズム性の発現制御を受けている．
抑制系の時計遺伝子であるPer1，Per2，Cry1，Cry2のプロ
モーター領域にはE-boxと呼ばれる転写因子結合領域があ
り，この配列にBMAL1とCLOCKがヘテロ二量体となっ
て結合し，これら抑制因子の転写を活性化している．一方，
促進系の転写因子であるBmal1のプロモーター 4 -6)には
ROR-REがあり，RORαなどの核内受容体が結合する．抑
制系と促進系の時計遺伝子は，このような転写調節機構に
よって，1日の内で 12時間毎の交互に転写が活性化される
制御を受けている．
　概日リズムを発振するシステムは哺乳類の細胞に存在
し，細胞に概日リズム周期を生み出しているとともに，
多くの概日リズム性発現をする遺伝子の発現制御を行っ
ている．そのため，時計遺伝子リズムが失われ，あるい
は減衰することは，概日リズム発振が失われるばかりで
なく，CCGのリズム発現にも大きく影響を受けるものと
考えられ，リズム発振やとりわけリズムの振幅を制御し
ている分子メカニズムやその制御に関わる分子を解明する
ことが重要な課題となっている．
　本研究では，リズムの振幅の制御機構の解明を目指し
て，振幅制御因子の探索を行い，候補因子について機能
解析をおこなった．リアルタイムで時計遺伝子リズムを解
析可能なクロノスで解析したところ，p160因子3種類は
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時計遺伝子プロモーターに対していずれも振幅増強傾向
を示すことが明らかになった．ルシフェラーゼアッセイに
よっても，これらの因子は時計遺伝子プロモーターに対し
て，転写活性を増加させる傾向がみられた．今回の結果か
ら，p160は時計遺伝子転写リズムの振幅増大に関連する
因子であることが明らかになった．現時点でのp160の時
計遺伝子転写リズムの振幅増大のメカニズムのモデルは，
図 4に示している．少なくともp160はBmal1プロモーター
の転写活性化を行い，それがルシフェラーゼアッセイの結
果から，RORαを一部介している作用である可能性が示唆
された．RORαなどの時計遺伝子とp160が核内で結合し
てp160のアセチル化酵素が作用して時計遺伝子による転
写を活性化し，しかもそれがリズム周期と連動して起こっ
て振幅の増大を起こしている可能性がある．また，p160
の中には時計遺伝子のBMAL1と直接結合する可能性もあ
り，これが抑制系の転写リズムの振幅を増大させているこ
とも考えられ，検討を要する事項である．
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