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論　文　の　内　容　の　要　旨

（目的）

　bHLH/PAS family である Arnt（Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator）は，外来異物や低酸

素のセンサーである AhR 及び HIF�α，HLF/HIF2αとヘテロダイマーを形成して各々 XRE，HRE に結合

し，それぞれの標的遺伝子の転写を活性化する。一方 Arnt2 は Arnt とアミノ酸配列の相同性が高い事か

ら Arnt と同じように働くと考えられていた。そこで Arnt と Arnt2 の転写活性化能を詳細に調べることで，

これら因子の相違を明らかにし，それを出発点として bHLH/PAS 型転写因子の相互作用の特徴を明らかに

する事を目的として今回の研究を行った。

（対象と方法）

　Arnt2 が Arnt と同等な働きをするかを調べるために，Arnt 欠失細胞（Hepa�c4 cells）などを用いて

AhR，HIF 経路の転写活性に対する働きを調べた。次に Arnt と Arnt2 の働きの相違を詳細に明らかにす

るために，様々な Arnt，Arnt2 キメラタンパク質や変異体タンパク質を作製し，培養細胞におけるトラン

ススフェクション法によるレポーターアッセイや，stable transformant を作製して AhR，HIF の内在性の

標的遺伝子の誘導について調べた。

（結果）

　はじめに Arnt 欠失細胞（Hepa�c4）を用いて AhR，HIF 経路の転写活性に対する Arnt，Arnt2 の働き

をレポーターアッセイで調べた。結果 Arnt2 は HIF 経路はレスキューできるが，AhR 経路はレスキュー

できない事がわかった。そこで Arnt2 が AhR 経路をレスキューできない原因（ドメイン）について詳細

に調べる事とし，様々なキメラタンパク質を作製した。その結果 Arnt と Arnt2 の AhR 転写活性化にお

ける違いの原因となるドメインは PAS ドメインであった。この PAS ドメインは Arnt/AhR のヘテロダイ
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マー形成に寄与する領域である事が知られていたので，次に Arnt，Arnt2，AhR，HIF�αの bHLH/PAS

領域における相互作用をより詳細に調べた。その結果 Arnt2 が Arnt に比較し AhR との相互作用が減弱す

る原因となる領域は PAS B ドメインの前半部分に存在する事が判明した。この領域のなかで各種脊椎動物

の Arnt，Arnt2 のアミノ酸の比較や同アッセイ系での検討の結果，Arnt の 378 番目のヒスチジンとそれ

に相当する位置にある Arnt2 の 352 番目のプロリンの違いが AhR との相互作用を減弱させる原因である

事を見いだした。次に Arnt，Arnt2，さらに今回見いだした Arnt の 378 番目のヒスチジンをプロリンに

した変異体（ArntH378P）それぞれにおける　HIF 標的遺伝子（Glut�），AhR 標的遺伝子（Cyp�a�）の誘

導能について調べた。その結果，Arnt2 は Glut� を誘導するが Cyp�a� 誘導はほとんど見られなかった。一

方 ArntH378P は Cyp�a� の誘導能が著しく減弱する事を見いだした。次に AhR/Arnt と AhR/Arnt2 や

AhR/ArntH378P との相互作用の違いを生み出す AhR 側のドメインを調べるため AhR の PASB 欠失体と

これら Arnt，Arnt2，ArntH378P との結合について調べた結果，Arnt/AhR と Arnt2/AhR の相互作用の

違いは AhR 側の PASB ドメインに依存的である事が分かった。

（考察）

　Arnt と Arnt2 は HIF 転写活性化能における働きにおいては同等に働くが，AhR 転写活性化能におい

ては Arnt が働き．Arnt2 の働きは著しく弱い事が分かった。その理由は，Arnt/AhR に比較して Arnt2/

AhR の相互作用が顕著に低下していることである。その相互作用の違いを生み出すのは PASB ドメインの

一つのヒスチジンとプロリンの違いが主なものであり，また AhR 側のドメインは PASB ドメインである事

が明らかにされた。bHLH/PAS 型転写因子における bHLH/PAS ドメインの構造に関して PAS B ドメイン

後半のβ-sheet 部分が相互作用に重要であると報告されているが，今回 AhR/Arnt で重要であると同定さ

れたヒスチジンはこの領域にはなく，HIF/Arnt PASB と AhR/Arnt PASB の相互作用はその結合様式が

違うという事が示唆される。

審　査　の　結　果　の　要　旨

（批評）

　bHLH/PAS family である Arnt（Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator）とアミノ酸配列の相

同性が高い Arnt2 とについてその転写活性化能の違いを構造的に調べた意欲的な研究である。その結果両

者の相互作用の違いを生み出すのは PASB ドメインの一つのヒスチジンとプロリンの違いが主なものであ

り，また AhR 側のドメインとしては PASB ドメインが重要である事を始めて明らかにした意義深い研究で

ある。

　よって，著者は博士（医学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。




