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第1章序論

血中には，赤血球，穎粒球，単球，血小板，リンパ球等，固有な生理機能をもつ細胞

が存在し，生体の恒常性に重要な役割を担っている．これらの血液細胞はすべて骨髄に

存在する多能性幹細胞から派生し，多能1性幹細胞は形態的に識別できないもののその存

在は，’丁皿らによって正常マウス骨髄細胞を放射線照射マウスに移植した実験から証明

された（1）．さらに軟寒天（2）やメチルセルロース（3）を用いた細胞培養系で，種々の造血因

子が幹細胞の成熟血液細胞への増殖分化を促進することが明らかとなった．

血液細胞のほとんどを占める赤血球は，生体に不可欠な酸素を運搬する役割を担って

おり，一定期間機能した後（ヒトでは平均寿命は約120日），脾臓をはじめとする網内

系で被壊されるが，一方では絶えず骨髄から供給され，一定数を維持している．赤血球

の増加分化を促進する液’性因子エリスロポエチン（Erythropoietin；Epo）の存在は，1953年

にErs1evによって貧血ウサギの仙1漿を正常ウサギに注入した実験で証明されたが（4），長

い間その実体は不明であった．1977年に’Miyakcらが再生不良性貧血患者の尿からEpoを

精製し（5），その後1985年にJacobsらとLinらがEpo遺伝子を単離した（6・7）．現在はすでに

リコンビナントEpoが大量に生産されるよう∫になり，臨床的に腎性貧血の治療薬として

効果をあげている（819）．Epoは34kDaの酸性糖蛋白質であり、腎臓の傍尿細管内皮細胞に

おいて産生され（lolll），舳血！等で赤1πし球を失うと，大量に産生・分泌される（12）．そのメ

カニズムについては不明であるが，∬岬酸素分圧の低下がEpo遺伝子の発現を活性化す

ること（一3・14），およびヘム蛋白質が酸素センサーであること（i5）が示唆されている．

Epoは標的細胞である赤芽球バースト形成細胞（burstfo㎜i㎎㎜it－erythroid；BFU－e）を

増殖させ，比較的分化段階の進んだ赤芽球コロニー形成細胞（COlOnyfO㎜i㎎㎜it－

eηthroid；CFUe）を形態学的にも赤1f圧球系と同定可能な前赤芽球へ，さらにはヘモグロ

ビン合成を行なう赤芽球へと分化させる（16）．標的細胞にEpoが作用すると4－6時問後に

グロビン遺伝子の転写が始まり，20時閉後にはプラトーに達する（17）．グロビン蛋白質の
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いたEGF，インスリン，PDGF等に対するレセプタ」等の（48‘50），免疫グロブリンスーパ

ーファミリーに属するレセプターとは異なり，新しいサイトヵインレセプタースーパー

ファミリーを形成していることが判明した（45・46・51’53）．すなわち，リガンド結合部位と

して，それまでのレセプターが一般的に免疫グロブリンスーパーファミリー様構造を有

するのに対し，サイトカインレセプターはその構造をもたず，細胞外領域には4つのシ

ステイン残基と，細胞膜に近い部分にWSモチーフ（トリプトファンーセリンーX一ト

リプトファンーセリン）を共通して保存していた．また，細胞内領域には，それまでの

レセプターがチロシンキナーゼ活性を有していたのに対し，サイトカインレセプターは

酵素活性を予想させるドメイン構造を有しておらず，互いに相同性の高い領域（EpoR

の細胞内7－20アミノ酸）を細胞膜貫通領域に近い領域に有していた．また，セリン残

基に富んだ領域と，酸阯アミノ酸に富んだ領域が，レセプターの機能，すなわちシグナ

ル伝達に重要であることが証明されたが（54一ω），これらの領域にどのようなシグナル伝

達機構が連結しているのかは明らかではない．その後，種々のサイトカインレセプター

が血液細胞に細胞特異的かつ分化段階特異的に発現していることが明らかとなり，多能

性幹細胞に異なったサイトカインレセプターが発現することが各種細胞系列へ分化する

過程で重要な契機となっていることが想定されるようになったが，その発現制御機構に

ついては明らかでない．またサイトカインレセプターを介したシグナル伝達が、細胞の

増殖あるいは特定の細胞系列への分化を刺激するが，そのシグナル伝達機構についても

明らかではない．

本研究は，まず第2章で，EpoRが多能性幹細胞に発現する機構を明らかにする目的で

EpoR遺伝子の発現制御機構を解析した（65）．

　第3章では，EpoRのどの領域がシグナル伝達に重要かを解析し（6⑤，次に第4章では，

EpoRを介したシグナル伝達がどのような遺伝子発現を活’性化して赤血球系細胞特異的

な分化形質を誘導するのかについて解析した（67）．



第2章　エリスロポェチンレセプター遺伝子の発現制

　　　　　　　御機構

2－1　目的

血液細胞はすべて多能’性幹細胞から派生すると考えられており，各細胞系列への分化

は複雑なサイトカインネットワークによって制御されている，赤血球の増殖分化を制御

するサイトカインはエリスロポエチン（Epo）であり，それに対するレセプター（EpoR）は

赤血球系の幹細胞，いわゆるBFUe，CFUeに細胞特異的，分化段階特異的に発現してい

る。Epoの刺激によってBFUe，CFUeは成熟赤血球へと最終分化することから，多能性

幹細胞の細胞表面におけるEpoRの発現が，多能性幹細胞の赤j耐！球系への分化に重要で

あると考えられた．EpoR染色体遺伝子の一次構造は（68・69），開始コドン上流の塩基配列に

5つのGATAモチーフ㈹71），およびSp／結合配列（72・73）を有し，これらのモチーフに結合

するDNA結合蛋白質がEpoR遺伝子の発現制御に関与することが示唆された．

　GATAモチーフはほとんどの赤1㍍し球系細胞特異的遺伝子のプロモーター領域に存在す

るGATAをコアとする塩基配列である．このCATAモチーフに結合する転写因子

GATA－1σ4’78）は，グロビン遺伝子，ポルフォビリノーゲンデァミナーゼ遺伝子やカルボ

ニックアンヒドラーゼ遺伝子等の赤血球系細胞特異的遺伝子を転写活性化することσ9’81）

が知られており，ま’たGATA－1遺伝子をジーンターゲテイングにより欠失したマウスは

赤血球を産生できず，生後まもなく死亡する（82）．これらのことからGATA－1は発生過程

において赤血球系細胞特異的遺伝子の発現に必須であり、赤血球系への分化決定因子で

ある可能性が示唆された．しかしながら，GATA－1が実際に発生のどの段階で機能して

いるのかは不明である．グロビンやヘモグロビン合成酵素等，比較的成熟した分化段階

に発現する遺伝子を転写活性化することは証明されていたが，もっと未分化な段階に発

現するEpoR遺伝子の発現も転写活性化するかについては不明であった．

　本章は，GATA一ユが発生分化の初期段階に発現してEpoR遺伝子の発現を転写活性化す



るのか，あるいはEpoの刺激によってGATA－1遺伝子の発現が転写活性化されるかにつ

いて検討した。まず，EpoR遺伝子のプロモーター領域に複数のGATAモチーフが存在す

ることから，EpoR遺伝子の発現がGATA－1によって転写活性化されるか否かをCATアッ

セイで，そのGATAモチーフにGATA－1が結合するか否かをゲルシフトァッセイおよび，

DNase　Iフットプリンティングを用いて解析した．次に，Epoの刺激によって分化するマ

ウス赤白血病細胞株におけるGATA－1mRNAの発現をノーザンブロットにより解析した．



2－2材料と方法

2－2－1細胞株

　SKT6細胞（マウス由来赤白血病細1胞株）（32）は，10％牛胎児血清（FCS）を含むHam’s

F12培地（100u／m1ペニシリン，一100μ9／m疏酸ストレプトマイシンを含む）で継代培養し

た。COS7細胞（サル由来腎臓細胞株）は，！0％牛胎児血清（FCS）を含むDMEM培地

（100u／m1ペニシリン，100μ9／m1硫酸ストレプトマイシンを含む）で継代培養した。

2－2－2　サイトカイン　　　　　　　　・

　リコンビナントヒトェリスロポェチン（Epo）はキリンビール株式会杜より恵与され

た，比活性7xl04u／mgのものを用いた．

2↓3　プラスミドの椛築

　2－2－3－1　レポータープラスミドの稚築

　EpoR染色体遺伝子の開始コドン上流約／．7kbのプロモーター領域をクロラムフェニコ

ルアセチルトランスフェラーゼ（CAT）遺伝子の上流に挿入したレポータープラスミド

p1．7ERcatを以下の方法で椛築した．マウスェリスロポェチンレセプター染色体遺伝子

の全長を含むプラスミドを制限酵素BamHIで切断し、クレノウ酵素で平滑末端化した

のちHindInリンカーを連結した。次にHae　Hで切断し開始コドン上流1708bpから38bp

に相当するHind　III（BamH　I）一HaeH1析片を調整した。次に開始コドン上流38bpから開始

コドンに至る断片を合成ヌクレオチド（十鎖：5㌧TGGAGCCCTGAGCTTCCTGAAG

CTAGGCTGCATCA－3ソー鎖：5㌧AGCTTGATCGCAGCCCAGCTTCAGGAAGCTCAGGG

CTCCAGCGC－31）を用いて作製し、その際開始コドンがHindmで切断できる様に改変

した。PSVOOCAT（Phamacia社）をHiηd　IHで切断した後、上記HindIII（一1708）一HaeII

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7



（一38）断片とHaen（一38）一Hindm（O）断片を連結した。

　5つのGATA－1モチーフを種々の個数に削除したp1．6ERcat，PO．6ERcat，P0．2ERc航は

以下の方法で構築した．P1．7ERcatをHindmで部分切断し、末端平滑化した後SalIリン

カーを連結し、開始コドン上流1．7kbのHind　III切断部位のみSa1Iに改変されたプラスミ

ドを作製した。次にこのプラスミドをそれぞれ制眼酵素Nde　I（開始コドン上流1558bp

上流），Sph　I（同630bp上流），HaenI（同175bp上流）で切断し、更にSal　Iで切断し上流の

DNA断片を削除した後、末端を平滑化し連結した。椛築したプラスミドをそれぞれ

p1．6ERcat，PO．6ERcat，PO．2ERcatとした。β一9alactosidaseをコードするプラスミドpCH110

はニッポンジーン社より雌入した．

　2－2－3－2　エフェクタープラスミドの椛築

　マウスGATA－1cDNAを動物細胞発現プロモーター下流に挿入したプラスミドpSRα

GATA－1を以下の方法で構築した．マウスGATA－1cDNAの開始コドン上流28bpから下

流3bpに相当する51primer（CAAGCCCAGGnCAACCCCAGTGnCCCATG）と終止コド

ン上流27bpから下流3bpに柵当する31肥verseprimer（AGGCTATrCTGTGTACCnC＾GA

Aα＝GAG）を合成ヌクレオチドで作製し，SKT6細胞のmRNAを逆転写したDNAを鋳型

としてpolymerasechain　reaction法（83）でGATA－l　cDNAを単離し平滑末端化した後、発現ベ

クターpcDSRα296（84）の平滑末端化PstI－BamH岬断部位に連結した。

　2－2－4　プラスミドDNAのCOS7細胞への導入

各レポータープラスミド（P1．7ERcat，P／．6ERcat，PO．6ERcat，PO．2ERcat，PSVOOcat）

（1．1pmol）を，エフェクタープラスミドpSRαGATA－1（7μg）存在下，あるいは非存在下で

β唱虹actosidaseをコードするプラスミドpCHlユO（2μg）とともにCOS7細胞に導入した．プ

ラスミドDNAのCOS7細胞への導入（transfection）はリン酸カルシウム法により行なっ

た（85）．すなわち，1xl06個の細胞を／Ocmシャーレにまき，約20時間後に培地交換（

10m1）した．プラスミドDNAを24穴プレート（ファルコン3047）に入れ，2M　CaC1。を62．5μ1，



さらに蒸留水を加え全量を500μ1とした．そこへ500μ1の2xHEBS溶液（50mMHEPES

［PH6．9］，280mMNaC1，1．5mMNa岬O。）を静かに混和し約5分問静置し、霧状の沈澱を生

じさせた。霧状に沈澱したプラスミドDNAを培地交換したシャーレに，ゆっくりと加

え，8時間インキュベートした．沈澱が細胞表而に付着していることを確認した後，培

地を除き，1m1の20％91ycero1／PBS溶液で2分間ショ’ツクを与えた。PBS（Phosphate

b雌eredsa1ine；150mMNaC1，2．7mM　KC1，1．47mM　KH．PO。，8．06mMNa．HPO。）で一度洗浄し

た後，新しい培地を加え2－3日間培養した．

2↓5　Ch1oramphenico1AcetylTVansferase（CAT）活性測定法

2－2－5－1細胞粗揃出液の調製

　プラスミドDNAを導入したCOS7細胞をグリセロールショックの60時間後にラバーポ

リスマンで集め、150μ1のO．25MTris－Hα［PH7．51にs！lsp㎝dした後、細胞を超音波破砕し

た。破砕した細胞を／2000回転で1O分間遠心し，上清を保存した、

　2－2与2、β一ga1actosidase活性測定法

細胞粗抽出液の一部（15μ1）をβ一galactosidaseの活’性測定に用い，その活一性をトランスフェ

クション効率の指標とした。、上清叫1に，蒸留水を加え総量を500μ1とし，500μ1の基質

溶液（5mMchlorophenolred一β一D－9alactopyranoside（CPRG）／2．5mM　MgC1gを加え37oCにて

30分問インキュベートした。波長574nmの吸光皮を計測しβ一ga1actos1dase活性とした。

　2－2与3Ch1oramph㎝icolAcctylTransfcrasc（CAT）活性測定法

　CAT活性測定に用いる細胞柵咄液の量はβ一galactosidase活性を指標に補正した．CAT

活性の測定法はGomanらの方法に従った（85）．細胞粗杣出液にO．25MTris－HC1［PH7．51

を加え125μ1とし，5μ王の［14C］一chloramph㎝icol，20μ1の4mM　acety1－CooAを加え、37oCで1

時問インキュベートした．10μ1の4mMacety1－CoAを加え更に1時間インキュベートした。

反応終了後、300μ1の酢酸エチルでクロラムフェニコルを3回捌1出し，真空遠心で乾燥さ

せた後に、もう一度酢酸エチルに溶解し，TLCプレートにスポットした．スポットを展



開溶液（95％クロロホルム，5％メタノール）で約15cm展開し，アセチル化，非アセチ

ル化クロラムフェニコルを分離しオートラディオグラフイーをとった。イメージアナラ

イザー（Fujix，BAS2000）で放射線活』性を測定し、非アセチル化に対するアセチル化ク

ロラムフェニコルの放射線活性をCAT活性とした。

2↓6　ゲルシフトアッセイ

　2－2－6一エ核抽出液の調整

　SKT6細胞およびCOS7細胞の核揃出液はDignamらの方法に従って調整した（86）．すな

わち，1x108個の細胞を5mlのBufferA（1OmMHEPES［PH7，41，1．5mMMgC1、，10mMKC1，

0．5mMdithiothreito1（DTT），O．2mMEGTA）に懸濁し氷上にて10分間静置した．1000回転で

5分間遠心後，細胞を2m1のB雌erAに懸濁し、ホモジナイザーでゆっくりと破砕した。

一部検鏡し，細胞膜が壊れて核が浮遊していることを確認した後，1000回転で5分間遠

心し，沈澱した核を5m1のB1冊erAに懸濁し，SW40Tiローター（Beckman）で38000回転で

30分間遠心した．沈澱した核を300μ1のBufferC（20mMHEPES［pH7．4］，1．5mMMgC1。，

420mMNaC1。，O．5mMDTT’，0．2mMEGTA，O．2mMEDTA，0．2mMPMSF，20％g1ycero1）に懸

濁し、40Cで30分間，核蛋白質を打咄した．1200咽転で10分間遠心後，上清をBu舐erD

（20mM肥PES［pH7．41，100mM　KC1，O．2mM　EDTA，O．5mM　Dπ，O．5mM　PMSF，20％

g1ycero1）で5時間透析し核舳山液として保存した．操作は全て40Cで行なった．

　2－2－6－2核抽出液の蛋白質濃度測定

蛋白質濃度測定はBradfordの方法に従った（87）．すなわち，段階希釈したサンプルを

10μげつ96穴プレート（Falc㎝，3072）に入れ，さらに1x　CBB溶液（ナカライテスク

杜の5x　CBB色素試薬を希釈し一たもの）を200μ1ずつ入れ，波長595nmにおける吸光度

をマイクロプレートリーダー（BioRad）で測定した．同時にBSAをO，1，2，3，4，

5μ9ずつ入れたウェルを用意し同様に吸光度を測定し，サンプルを定量した．
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2－2－6－32本鎖DNAプローブの調整

　pO．6ERcatプラスミドを制限酵素EcoT14IおよびMsp　Iで切断し，開始コドン上流

215bpから122bpにわたる94bpのDNA断片をアガロースゲルで分離した．このDNA断片

をクレノウ酵素を用いてα一［32PトdCTPでラベルした．

　2－2－6－4　ゲルシフトァッセイ

　SKT6細胞およびCOS7細胞の核抽出液3μ9を20μ1の反応液系（10mMTris－HC1［PH7．51，

50mMNaC1ヨ5mMMgC12，1mM　DTT，1mMEDTA，5％91ycerol）のなかで、1μ9のpo1y－dI：dC

と4oCで20分間インキュベートした後、ラベルしたDNAプローブ（1ng）と室温20分間イ

ンキュベートした。反応液を4％アクリルアミドゲル（3．87％acrylamide，O．13％

bisacry1amide，40mMTris－acetate［PH7．81，2mMEDTA）で電気泳動し，核蛋白質の結合し

たDNAプローブと結合していないフリーのDNAプローブを分離した．電気泳動は低温

室（4oC）にて，40mMTris－acetate［PH7．81／2mMEDTAを泳動BuffcrとしてlOOVで7時間行

なった．泳動後，ゲルを乾燥しオートラジオグラフィーをとった．

　2－2－7　DNase　Iフットフ。リンティング

2－2－7－12本鎖DNAプローブの調製

　ゲルシフトァッセイに用いたEcoT14I－MspI断片のEcoT14I切断部位のみクレノウ酵

素をもちいてα一［32p1－dCTPでラベルした．すなわち，PO．6服catを制限酵素即oT14Iで切

断した後，α一［32p1－dCTPを基質としてクレノウ酵素でラベルし，その後制隈酵素MspI

で切断した．

　2－2－7－2　DNaseIフットプリンティング

DNAプローブ（90㎎）とSKT6細胞およびCOS7細胞の核揃出液（270μ9）をゲルシフトアッ

セイと同じ条件で反応液中（1．8ml）でインキュベートした．反応後，CaC1。を最終濃度

1mMとなるよう加え、さらにDNascI（O．O03－O．O0711nits，Worthi㎎t㎝Diagnostic）を加え室

温で1分間DNAを消化した．対照として同じ条件で核打咄液のかわりに等量（270μ9）の
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牛血清アルブミン（BSA）とインキュベートしたDNAプローブをDNaseIで消化した．反

応をEDTAを最終濃度15mM加えて停止し，反応液からDNAをフェノールクロロホルム

抽出した。核蛋白質と反応したDNAプローブと，対照としてBSAと反応したDNAプロ

ーナ，そして塩基配列を決定するためマクサムーギルバート法を用いて塩基特異的に部

分分解したDNAプローブを変性し，1O％シーケンスゲル（9．7％acワlamide，0．3％

bisacry1amide，50mMTris－borate［pH8．31，7M　urea，1mM　EDTA）にて2500Vで4時間泳動

（泳動bufferは50mMTris－borate，1mMEDTA）し、乾燥後オートラジオグラフイーをとっ

た。

　2－2斗3　マクサムーギルバート法による塩基配列決定

　EcoT14I切断部位のみラベルされたDNAプローブをマクサムーギルバート法（88）に従い，

プリン塩基（A＋G），およびピリミジン塩基（T＋C）の特異的部分分解を行なった．A＋G塩基

およびT＋c塩基を部分分解した後，DNAを変性しlo％シーケンスゲルにて泳動し，塩

基配列を決定した．

　2－2－8　ノーザンブロツト僻析

　2－2－8－1RNAの調整

　SKT6細胞をEpo存在化（O．5u／m1）でO分間，30分間，3時間，2日間，3日間培養し，その

RNAをChirgwi㎜らの方法（89）に従って調整した．すなわち，1x107個の細胞を6m1の

GTC溶液（50mMTris－HC1［pH7．61，10mM　EDTA，4M　guanidine　isothiocyanate，1％

β一mercaptoethanol，o．5％N－Laしlroylsarcosinesodium　sah）で変性し，セシウムクロライド溶

液（10mMThs－HCl［PH7．61，5．7Mcesiumchloride，011MEDTA）に重層し，SW40Tiローター

（Bec㎞㎝）で150Cにて，25000回転で20時間遠心した．沈澱したRNAを一度80％エタノ

ールで洗浄し乾燥後，オリゴ（dT）結合Buffer（20mMTris月Cl［pH7．51，㎞MEDTA，O．5M

NaC1，O．1％SDS）に溶解し，オリゴ（dT）一セルロースカラムにかけた．溶出Buffer（10mM

T㎡s－HC1［pH7．5］，1mM　EDTA，O．05％SDS）でポリ（A）十RNAを溶出し，エタノール沈澱後，
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80％エタノールで洗浄し，乾燥後，蒸留水に溶解した．RNA濃度の測定は波長260汀mに

おける吸光度を測定し定量した．5μ9のポリ（A）十RNAを減圧乾燥し、15μ1の㎜一ASamp1e

Bu舐er（50mMfomamide，2．2Mfo㎜aldehyde，1x　MOPS　buffer，0．O玉％bromoph㎝o1blug）に

溶解した。10xMOPS　bu甜erの組成はO．2MMOPS［PH71，50mM　sodium　a㏄tate，10mM

EDTAである。

　2－2－8－2RNAの電気泳動およびトランスファー

　1．5gアガロースを沸騰した蒸留水108mlに溶解し、約600Cまで冷却した後、10x

MOPS　bu描erを15m1，37％fomaldehydeを27m1、ユOOmg／m1Etidium　bromideを15μ1加え、

水平ゲルを作製した．RNAサンプルを550Cで15分間加温した後、急冷し電気泳動した．

電気泳動は1xMOPS岬ferを泳動Bufferとして，定電圧50Vで色素が7cm流れるまで行

なった．泳動終了後，定規をあてて写真を扱った．ゲルを一度蒸留水で洗い，その後

50mMNaOH／1OOmMNaC1溶液に1時間，100mM　Tris－HC1［PH7，51／ユOOmM　NaC1溶液に1

時間，20xSSC溶液に1時間浸透した．RNAのゲルからフィルターへのトランスファー

は，20xSSC溶液に浸した濾紙に，ゲル，次いでフィルターを空泡を入れないように順

次重ね，その上に20x　SSC溶液で湿らした濾紙を2枚と乾いた濾紙，さらにぺ一パータ

オルを20枚ほど重ね，上に錘を置いて15時間静置した．ゲル内のRNAがフィルターに

トランスファーされた後，フイルターを紫外線照射（ユ20mJ／cm2，UV　cross1inker）して，

RNAをフィルターに固定した．

　2－2－8－3　ハイブリダイゼーション

　DNAプローブはニックトランスレーション法でラベルした（90）．すなわち，GATA－1

cDNA0．15μ9を20μ1の反応液（50mMTris－HC1［PH8．Ol，5mM　MgC1。，2mMDTT，10mM

dATP，10mM　dGTP，ユOmM　dTTP，20μCiα一［32p1－dCTP）に加え，さらにDNase　I（O．003㎜its，

Worthi㎎tonDiagnostic），およびDNApolymerase　I（4しmits，宝酒造）を加え，150Cで90分問

インキュベートした．

　フイルターをハイブリバックに入れ、月ybridizationBuffcr（50％fomamide，5xSSC，

50mMNa．HPO．／NaH．p○。［PH6．51，1・D㎝hardtlssolしld㎝，250mg／lsalm㎝spe㎜DNA）に浸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13



し、42oCで4時間プレインキュベーションした．ラベルしたDNAプローブ（5Mcpm）を

950Cで10分間熱変性した後急冷し，Hybridizationbufferに加え，420Cで16時間インキュ

ベーションした．プローブのフィルターへの非特異的な結合を洗浄し，オートラジオグ

ラフィーをとった．また放射線活’性をイメージアナライザー（Fujix，BAS2000）で測定し

た。洗浄の条件は0．5x　SSC／0．2％SDS溶液で60℃で30分間で2回行なった．SSC溶液

およびD㎝hardt’s　solutionの組成は以下の通りである．

　20x　SSC溶液：175．3gNaC1，88．2gsodium　citrate／1iter［pH7．O1

　100x　DenhardtIs　solution：20g　BSA，20g　Po王yvinylpyrrolidone，20g　fico11（type4000）／王itcr
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2－3結果

2－3－1GATA－1によるエリスロポェチンレセプター染色体遺伝子プ

　　　　　　ロモーターの亨舌性化

エリスロポェチンレセプター（EpoR）染色体遺伝子のプロモーター領域に存在する

GATAモチーフが転写制御に関与するかどうか検討する目的で，まず開始コドン上流

1．7kbのDNA断片をクロラムフェニコルアセチルトランスフェラーゼ（CAT）遺伝子の上

流に挿入したプラスミドp1．7ERcatを稚築した（図2－lA）．EpoRmRNAは種々の赤白血

病細胞株（SKT6細胞，K一ユ細胞，T3C12－O細胞等）に発現しており，非赤血球系細胞株

（COS7細胞，L細胞，NIH3T3細胞等）には発現していなかった（datamtshown）．サル由

来腎臓細胞株COS7細胞に，EpoRmRNAが発現していなかったことから，この細胞たお

いてEpoR染色体遺伝子のプロモーターは不活性であると考えられた．そこでこの細胞

株にp1．7ERcatをトランスフェクションしたところ，CAT活一性は低く検出されなかった。

さらにCOS7細胞にp1．7ERcat，およびGATA－1発現ベクターpSRαGATA－1を同時にトラ

ンスフェクションしたところ，CAT活性は上昇した（図2－1B）．以上のことから，

GATA－1によりEpoR遺伝子は転写活性化されることが示唆された．

　次に，GATAモチーフは開始コドン上流1．7kbに5つ存在することから，どのGATAモ

チーフがGATA－1による転写活性化に重要であるかについて検討した．GATAモチーフ

を数個欠失した3種のプラスミドを椛築し（図2－1A），同様にCATアッセイを行なった。

GATAモチーフを1個とSpユ縞合部位をもつpO．6ERcatはGATA－1によって転写活性化さ

れ，その活一性はGATAモチーフをそれぞれ3個あるいは5個もつpl．6ERcat，p1．7ERcat

の活性と差はなかった（図2－1B）．対照にSp1結合部位をもつがGATAモチーフをもた

ないpO．2ERcatはpSVOOCATと同様，GATA－1によってCAT活性は上昇しなかった（図

2－1B）。以上のことからGATA－1によるEpoR染色体遺伝子の転写活性化には，GATAモ

チーフが必要であり，しかも開始コドン上流195bpから200bpに位置するGATAモチー
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フ1っで十分であることが明らかとなった。また，同時にトランスフェクションする

pSRαGATA－1の量の増加にょりPO．6ERcatのCAT活性はさらに上昇することより，

GATA－1が開始コドン上流195bpから200bpに位置する1つのGATAモチーフを通じて濃

度依存的に正に転写を活』性化することが明らかとなった（図2－1C）。

2－3－2GATAモチーフを含むDNA断片に結合する赤血球系前駆細

　　　　　　胞特異的な核内因子の存在

GATA－1にょる転写活性化にGATAモチーフが重要であることをより確実にするため，

GATAモチーフおよびSp1結合部位を含む94bpのDNA断片（開始コドン上流215bpから

122bp）を調整し，実際に核蛋白質が結合するか否か解析した．末端ラベルしたDNA断

片を，赤白血病細胞株SKT6細胞あるいはCOS7細胞の核抽出液とインキュベートした

後，ゲル電気泳動し，蛋白質と結合した結果，遅く泳動されるDNAを検出するゲルシフ

トァッセイを行なった（図2－2）．その結果，SKT6細胞の核抽出液は主に3種のDNA

一蛋白質複合体を形成したが（図2－2，1ane1），COS7細胞は2種の複合体しか形成しな

かった（図2－2，1ane3）．このDNA一蛋白質複合体は94bpのDNA断片に特異的に結合

しており，非標識のDNA断片を100倍過剰に加えることでバンドが消失した（図2－2，

1ane2，4）．最も遅く泳動されたバンドは赤血球系細胞の核抽出液のみに見られ，他の

2本のバンドは赤血球系及び非赤血球系細胞に共通して認められた．以上のことから少

なくとも1個の赤血球系前駆細胞特異的核蛋白質といくつかのユビキタスな核蛋白質が

存在し，それらはGATAモチーフとSp1結合部位をもつDNA断片に結合し得ることが明

らかとなった．

2－3－3DNA結合蛋白質の結合塩基配列の解析

GATAモチーフおよびSp1結合部位を含むDNA断片にいくっかの核内蛋白質が結合す

ることを明らかにしたが，それらが実際にどの塩基配列に結合しているのか明らかでな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16



いため，さらにDNaseIフットプリンテイングを行なった．DNA断片をSKT6細胞ある

いはCOS7細胞の核抽出液とインキュベートした後，DNaseIで部分消化し，蛋白質が結

合したことによりDNaseIによる消化から保護された領域（フットプリンティング）を，

シニケンスゲルにDNAを電気泳動することにょって検出した（図2－3）．SKT6細胞の核

抽出液では開始コドン上流193bpから201bpに至る領域が保護されており，この領域は

GATAモチーフを含んでいた（図2－3，lane1）．また開始コドン上流159bpから173bpに

至る領域も保護されており，この領域はSp1結合部位を含んでいた（図2－3，1ane1）。

一方，COS7細胞の核揃出液ではフットプリンテイングは！箇所のみ観察され，それは

Sp1結合部位であった（図2－3，lane2）．以上の結果は，赤」f皿球系細胞特異的な核蛋白

質がGATAモチーフに結合し，ユビキタスな核蛋白質はSp1結合部位に結合することを

示した．

2－3－4Epoの刺激による赤血球分化誘導とGATA－！mRNAの発現

　EpoRを発現しているSKT6細胞にGATA－1がすでに恒常的に発現しているのか，ある

いはEpoの刺激によってGATA－1の遺伝子発現が活性化されるのかを明らかにする目的

で，SKT6細胞をEpoの刺激で分化誘導し，時閉を一追ってGATA－1mRlN’Aの発現をノーザ

ンブロットで解析した．SKT6細胞はEpoの刺激によって分化する細胞株であり（舳），

Epo存在下（O．5u／ml）で4日間培養すると，約75％の細胞がヘモグロビン陽性となった．

またEpo非存在化では，約3％の細胞が白然発生的に（あるいは牛胎児血清中に微量含

まれるEpoに反応して）ヘモグロビン陽性となった．SKT6細胞をEpo存在下（0．5u／m1）で，

30分間，3時間，2日問，3日間培養し，各々の時点でmRNAを調整しGATA－1をプロー

ブとしてノーザン解析を行なった（図2－4）．GATA■mRNAはEpoで刺激していない

SKT6細胞においても既に発現しており（図2－4，1aneユ），その発現はEpoの刺激後2日

間をピークに約10倍上昇した（図2－4，la㏄4）．
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24考察

EpoRを発現する赤血球系前駆細胞はEpoの刺激により分裂しながら最終分化する．こ

のことは，EpoRがある分化段階に発現することが赤1血球分化の過程において重要であ

ることを示唆する．本章ではEpoR遺伝子の細胞特異的かつ分化段階特異的発現が，赤

血球系細胞特異的転写因子GATA－1によって転写活性化されることを明らかにした。

GATA－1はEpoRが細胞膜上に発現する前にすでに発現していること，およびEpoR遺伝

子の遺伝子発現を活一性化しうることから，GATA－1が赤jT圧球系への細胞運命を決定する

因子としての役割を担う可能性が考えられた．多能性幹細胞にGATA－1が何らかの刺激

により一度発現すると，その発現の程度に応じてEpoR遺伝子の転写を活性化し，EpoR

が細胞膜上に発現するようになり，これにEpoが結合するとGATA－1遺伝子の発現はさ

らに尤進する．大量のGATA－1の発現によりグロビン遺伝子やヘム合成酵素遺伝子等の

赤血球系細胞特異的な遺伝子が活性化され，舳胞はより成熟した赤血球へ最終分化する

と考えられた．GATA－1遺伝子を欠失したマウスが赤附1球を産生しないこと，GATA－1

がEpoR遺伝子の発現を転写活性化しうること，Epoの刺激がGATA－1の遺伝子発現をよ

り活性化しうること等を考えあわせると，GATA－1が赤血球分化において中心的な役割

を演じていることは確実であると思われる．

　そこでGATA－1遺伝子白身の発現調節機椛が興味深い課題となる。GATA－1染色体遺伝

子のプロモーター領域にはいくつかのGATAモチーフが存在し，オートレギュレーショ

ンされることが明らかとなった（9一・兜）．しかし，GATA－1が最初に発現する機構は不明で

あり，今後の課題である。本章では，EpoRを介したシグナルがGATA－1の遺伝子発現を

さらに活’性化することを明らかにしたが，その機構を明らかにすることが，最初に発現

される機構を明らかにする上でも重要であると考えられる．EpoRを介したシグナルが

どのようにGATA－1を活性化するのかは第4章においても考察を加えるが，GATA－1の

リン酸化。脱リン酸化等，あるいは，新たに活性化される因子との相互作用等が

GATA－1の活’性化に関与していることが推測された．しかし，E台oRを介したシグナル伝
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達機構の詳細は不明であり，また，どの上うなプロテインキナーゼがGATA4をリン酸

化しうるのかについては現在検討中である。

GATA－1はジンクフィンガーモチーフをもつ転写因子であるが，最近高い相同性をも

つ因子がヒト（77），マウス（76），ニワトリ（75），カエル（94）で単離され，さらにGATA－2，

GATA－3がヒト（951％），マウス（95），ニワトリ（97）で単離された。また，エンドセリン遺伝子

の転写活性に関わるGATA結合蛋白質が血管内皮細胞から単離されている（94）．これらの

因子はいずれも同じGATAモチーフを認識し，GATAモチーフをシスェレメントに有す

る組織特異的な遺伝子も多数存在することから，どのように各因子が異なる組織特異的

な遺伝子を認識するのかは疑問である．またCOS7細胞に発現する組織特異的あるいは

ユビキタスなGA↑A結合蛋白質が，GATAモチーフヘ結合する可能性が考えられたが，

DNaseIフットプリンティングの結果では，赤血球系細胞特異的な蛋白質のみがEpoR遺

伝子の開始コドン上流200bpのGATAモチーフと結合していた．GATA－1の赤血球系細胞

特異的な発現様式から，このGATA納令囚子はCATA－1であると考えられた．

　EpoR遺伝子の転写活性は，開始コドン上流に存在する1個のGATAモチーフを通して，

GATA－1の濃度に依存して上昇したが，GATAモチーフの数が3個あるいは5個存在して

もCAT活性は同等であり，転写活性はGATAモチーフの数に依存しなかった．それゆえ，

ユ個のGATAモチーフヘのGATA－1の締合が転写活性化を飽和すると考えられた．ほと

んどの赤血球系細胞特異的遺伝子のプロモーター領域にGATAモチーフはさまざまな方

向性あるいは距離をおいて存在するが，それらがGATA－1の結合親和性ある」いは転写活

性能に関与することが示唆されている（93）．P1．7ERcatは開始コドン上流1600bpに2個の

GATAモチーフをわずか6bpの距離をおいて含んでいるが，このタイデムリピートを欠

損したp1．6ERcatおよびpO．6ERcatに比べわずかに低いcAT活性を示していることから，

このタンデムリピート領域はGATA－1による転巧1活性能を負に調節する可能性があった．

　EpoR遺伝子は巨核球，および肥満細胞にも発現しているということが報告されている

が（32），GATA－1も巨核球，肥満細胞に発現していることが判明した（95・96）．このことはこ

れらの細胞においてもGATA一ユがEpoR遺伝子の転写活性化に関わっていることを示唆
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している由 しかし，これらの細胞におけるEpoの作用の詳細は不明である．
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図♀一1A　Ep6R遺伝子のプロモーター領域の下流にCAT・

　　　　　　　　遺伝子を連結したレポ∵タープラスミードの構築

EpoR染隼体遺伝子一の開始コドン上流1・7kbをCAT遺伝子の上流に挿入した．1．7kbの

pNA断片上にある制限酵素切断部位と・・1結合部位（△），…今モチーフ（鰯）をそれぞ

れ示した・GATAモチーフを徐々に削除したプラスミドは，図に示した制限酵素部位

でDNAを切断して作成した．数字は干れぞれレポータープラスミドの含むEp．R染色

体遺伝子の長さを示す．
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図2－2　ゲルシフトアッセイ

GATAモチーフとSp1結合部位をもつDNA断片を末端標識し，SKT6細胞（1ane1，2）ま

たはCOS7細胞（lane3，4）の核杣出液とインキュベートした．1ane2，4は非標識のDNA

断片を100倍濃度加えた．矢印はSKT6舳胞にのみ見られたバンドを示す．
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図2－3DNaseIフットプリンテイング

GATAモチーフとSp1結合部位をもつDNA断片を末端標識した後，SKT6細胞（1ane

SKT6）またはCOS7細胞（laneCOS7）の核杣出液，あるいは牛血清アルブミン（1aneFree）

とインキュベートし，DNasc1で部分消化した．SKT6細胞はGATAモチーフを含む領

域とSp1結合部位を含む領域を保護した．COS7細胞はSp1結合部位を含む領域のみ保

護した．（T＋C）および（A＋G）はマクサムギルバート法によって決定された塩基配列を

示す．
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第3章　エリスロポェチンレセプターの構造と

シグナル伝達

3－1　目的

EpoがEpoRに結合すると連結するシグナル機構を通じて，DNA複製や細胞周期の制御，

あるいは特定の遺伝子発現を活性化し，細胞の増殖あるいは分化を誘導すると考えられ

る。しかしながら，EpoRがどのようなシグナルをどのように核へ伝達し，どのような

遺伝子の発現を活性化し，最終的に細胞分裂あるいは赤血球系細胞特異的形質を誘導す

るのか，その詳細は明らかでない．Epoのシグナル伝達の研究は，赤血球系前駆細胞の

細胞膜上に発現するEpoRの数が少ないために困難であったが，expressionc1㎝i㎎という

手法でEpoRcDNAが単離され（35），細胞にEpoR遺伝子を導入し強制発現させることによっ

て解析が可能となった．EpoRは，他のサイトカインレセプターと同様，細胞外領域に

4つのシステイン残基および，WSモチーフ（トリプトファンーセリンーX一トリプト

ファンーセリン）を有していた．また細胞内領域には明らかな酵素活性領域をもたず，

皿一2Rβ鎖あるいは几一平と相同性の高い領域を有している（5ム102）．

EpoRcDNAをL－3依存性マウスB細胞株Ba炉3細胞（103）あるいはLyD9細胞（104）に遺伝子導

入して細胞膜にEpoRを発現させると，BaF／ER細胞およびLyD／巳R細胞はEpo依存性に増

殖するようになることが最近明らかとなり（105－107），EpoRを介したEpoの増殖シグナルの

研究が可能となった．すなわち，種々の部分欠失やアミノ酸の置換を行なうことにより

EpoRのどの領域が増殖シグナルの伝達に重要であるかが，B㌍3細胞またはLyD9細胞を

用いた実験系により解析された．その結果，細胞外領域の4つのシステイン残基および

WSモチーフがそれぞれリガンドとの結合および細胞膜への移行に重要であること◎州，

また，細胞内領域では，他のサイトカインレセプターと相同性の高い領域が増殖シグナ

ルの伝達に重要であることが明らかとなった（㎎・55・58・59）．
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3－2材料と方法

3－2－1細胞株

親株であるB班3細胞（IL－3依存性マウスプロBリンパ球細胞株）（l03）は，IL－3を分泌

するC1271細胞の細胞上清を1％とlO％牛胎児巾1清（FCS）を含むRPMト1640培地（

100u／m1ペニシリン，100μ9／m1硫酸ストレプトマイシンを含む）で継代培養した．EpoR，

皿一2Rβ，キメラレセプタニを強制発現したトランスフェクタントは1O％牛胎児血清（

FCS）を含む㎜ML1640培地（1OOu／mlペニシリン，1OOμ9／mr硫酸ストレプトマイシンを

含む）にそれぞれ，Epo（O．5u／ml），あるいはIL－2（O．5u／m1）を加え，継代培養した．

3－2－2　サイトカイン

Epoはキリンビニル株式会社より恵与された，比活性2．24x　l05u／mgのものを用いた．

IL－2は塩野義製薬株式会社より恵与された，比活1性1x107u／mgのものを用いた．IL－3は

Genzyme社より購入した1x106u／mgのものを川いた．

3．2。き　プラスミドの椛築

　マウスEpoRcDNAの全長を含むEcoRI，XbaI断片を発現ベクターPME18neo（u4）の

SRαプロモーター下流に挿入してpME－ERを作製した．ヒトエL－2RβcDNAを同様に

pM1巳18neoに挿入したpM1巳一2RはDNAX研究所・宮島篤博士より恵与された．キメラレセ

プターは，EpoR，L－2Rβ，および工L－3R（んc2A）の細胞膜貫通領域の外側に新たにEcoR

V切断部位を挿入し，細胞外領域と細胞内領域をそれぞれレセプター間で交換して作製

した。PME－ERを，まず制限酵素NheIとTth　IIIで切断し，細胞膜貫通領域の外側を約

35bp取り除いた．EcoR　V切断部位を細胞膜貫迎領域の外側に挿入した合成ヌクレオチド
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（十鎖：5㌧CTAGCGACCTGGACCCTGATATCCTCATCnGACG－3’／一鎖：5㌧GCGTCA

AGATGAGGATATCAGGGTCCAGGTCG－3’）を作製し，アニーリング後PMlE－ERのNheI

とTth皿切断部位に揮入した．EcoRV切断部位を挿入した変異体工L－2RβcDNA，および

皿一3R（んc2A）cDNAは宮島篤博士より恵与を受けた。細胞外領域カ氾poR，細胞内領域が

皿一2RあるいはL－3RであるレセプターをそれぞれE－2R，E－3Rと表記し，また細胞外領

域が〕L－2Rβ，細胞内領域がEpoRあるいは阯3Rであるレセプターを2－ER，2－3Rと表記

した。

3－24　トランスフェクタントの単離

構築した発現プラスミドをそれぞれE1ectropolati㎝法でBa炉3細胞にトランスフェクショ

ンした。1x107個の細胞をPBSで2回洗浄した後，O．8mlの11mMg1ucoseρBSに懸濁し，

20－50μ9のプラスミドDNAとともにキュベット（Bio　Rad）にいれ15分間氷上に静置し，そ

の後G㎝ePリlser（BioRad）を用いて500V，25岬の電圧を一回，そして1分後に250V，

960岬の電圧を一回加えた．舳胞を培地（約20ml）に戻し2－3日培養した後，抗生剤G418

（sigma，G9516）を500μ9／m1加え継代培養した．G4ユ8の濃度を最高！m以m1まで加えて

継代培養し，G418耐性の変異株を選択した．G418耐一性となった細胞株はその後，IL－3

のかわりに外来レセプターに対応するリガンド，すなわちEpo（O．5u／m1）あるいはIL－2

（O．5u／ml）を加えて継代培養し，G4ユ8は加えなかった．

3－2－5　細胞増殖活性　（MTT榊生）測定（115）

細胞の増殖あるいは生存活性の測定はMπ試薬を用いたMosmamの方法（l15）に従った。

細胞（各トランスフェクタント）を㎜M1－1640培地（サイトカイン不含）で2回洗浄し，

3x105ce11s／mユとなるよう調整した．96穴プレート（Fa1c㎝，3072）に培養液で希釈（O，

10．2，10－1，1，10，l02，104㎎／ml）したEpo，L－2，rレ3をそれぞれ1Oμげつ各ウェルに

入れ，さらに上記細胞液を90μ1加え，2日問培養した．10叫の5m以m1MTT（3一（4，5一

30



dimethylthiazol 2 yl) 2 5 drphenyl tetrazolrum bromide) / PBSY~~'+~7f~~! ~f~O ~ , 4 ~~r~+f~~J~~~rf='~' , 

IOOml~)~~~,l~~4 y y~ /~ ) - )V (0.04N HCI / isopropanol) ~~~n ~ f,_-. ~~~~; 650nm(7)Q~y~~~ 

~t 1) 7 7 l/ ~/ ;~ L U ~:YJ!;c~;)~ 570nm(7)n~;~~~)~iL!~ ~~ ~Hlj;~E~~ L 2 Y~~~:~)~: (OD57~650) ~1 MTrY~}~t 

~ Uf._-. 

3-2-6 -･~7~~~ ~ ~~ ~.)/~~Li'~l~c~/)<'--'-'-X~Y7J(~-'i:jJ (1 16) 

3-2-6-1 ~~ )/ 7 )V a) F=~-･-~~~~~'J 

1 x 1074~~)~ru~~; ~~ Ii;~ PBSI~ Y~'*~l L ~ ('~~~< ,~<'~J ?Om]~) 1~;~ FCS ~~A~i ~f RPMI 1640~~~~~~ 

(~t~ h ~~ ~ ~/)fA+~~~~) ~ 9n~J"･n'*]~~1i,'-~='~"~;~:*<L sodlum vanaclate7~~T*1~~='~:'~~i/~~^-~~07mM~~~f._-(';~' ~ 

~ ~C In.~,ff~~~:-*~-~ ~t._-. ,~>'=ml~~l 1000~lli^r~'~ 5/)J¥11'~;~~,L･ L, Iml~) 0.7mM sodium vanadate/ 

RPMI-1640~~s~'~i~~CJ*.'~~:+~~~~",.~;'-'J L~: U, 1.5ml -~4 ~7 ~lr ~ ~ - 7~C~=:~~ Lf._-4'･~4~~" , 37 C~ 5/)~1~f~~~~~~~:L 

f_.-. ,f*'<WH~:~f'~~L~~~ IL-3 (250ng/ml), Epo(1lng/ml), IL-2(lug/ml)~ 20/)~¥f*~~lJ~f~,.'~rf='~~' , ;:~.L-

'd~ ~~:*.~~?~~,~<'<~~1~ ~ f*,- . ?~!.,~'<n U /t~lJlir~~rJ ~,~]CJi~ 150~l~) Lysls buffer (50mM HEPES [pH7.4], 1% 

triton-X, 4mM EDTA, 10mM sodium pyrophosphate, 100mM NaF, 7_mM sodium vanadate, ImM 

PMSF)~C~T~~"+'4~L, 12000~lllli^'=-C' 10)/J¥[*'**'J~~,L~L, Ji~'f~j-+cr*~~:~*fl U/t. 2~;-i.~;L ~~:7'~/~~-'i~~l~ 

Bradford(7) ~~~~=(87) ~~:~: L ~ 

l ~- ~/~~ /t ~ 150ug~)~~~i.~L----=.(~lr_,~(;~~~ 1/2~'~~~'._.-'-'-'-'-.._..~~T*~"._..(7) 3 x SDS sample buffer (150mM Tris-HCl 

[pH6.8], 300mM DTT, 6% SDS. 0.3% bromo-phenol blue BPB, 30'% glycerol) ~C~r~'~'+"rf~ L. 

SDS7J~ l) 7 ~7 1) )V7 ~ ~if)~-~lr~=~/~')<_---~~7~~~l;,:)J} 4~f~I Lf ~ f ^-~-*'^ *=~~;cL~~r~;~~Y7~~~jjJ (IEF)~ e~ 

150ug(7)~1~~ii~ ~ ~f ~~ 7 Jlz h ~/~~tir'~l."V~~" L /tfr~~"" eC IEF sample buffer (9M urea, 4% Nonidet P-40, 0.8% 

ampholyte [pl 3-10], 2% P-mercaptoethanol ) ~C T~I~~~rf~ L f._- . 

3-2-6-2 ~~;~:,~.=~~=~~~*~~7j~II"ijJ (IEF) 

IEFif)~i~~~T(7),~='~_~)~ ~~ ~~:'(~tLX '_mm(7) ~ ~ ~ ~ l' - ~C~~~.T.,--.~~ U4/~~)~ U 7_.- . 

IEFi~ )1/"~<n~~ : 9M urea 3.8% acrylamide, O.'_o/o bis acrylamide, 4% Nonidet P-40, 0.8% 

ampholyte [pl 3-10], O.OI o/o ammonlum persulfate (APS), 0.05% TEMED 
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陽極b雌erはO．OユMH，pO、，陰極bUfferはO．02MNaOHを用い，サンプルを100Vで15

分間，200Vで30分間，400Vで16時間泳動した．泳動後ゲルをキャピラリーから取り由

し，平衡化buffer（125mMTris－HC1［pH6．8］ラ10％g1ycero1，2．5％SDS，O．5M

β棚ercapt㏄thano1）に10分間浸した．二次元の電気泳動は平衡化したゲルを1％ag班ose／

平衡化bUfferでSDSポリアクリルアミドゲル上に固定し電気泳動した．

3－2－6－3SDSポリアクリルアミドゲル電気泳動（SDS－PAGE）

SbSポリアクリルアミドゲルを以下の組成で作製した。

　runningge1：7．5％acrylamide，O．25％bis　acry1am1de，375mMTris－HC1［pH8．8］，O．1％SDS，

　　　　　　　　O．1％APS，O．0625％TEMED

　stackingge1：5％acrylamide，O．17％bisacry1amide，125mMTris－HC1［pH6．8］，0．1％SDS，

　　　　　　　　O．1％APS，O．0625％TEMED

　泳動bufferは24．8mMTris－HC1，192mM　glycine，O．1％SDSを用い，定電流20mAで，さ

らにサンプルがm㎜i㎎9c1に入ると40mAで泳動した．

3－2－7　ウエスタンブロット解析

　3．2．7．1　ニトロセルロース膜へのトランスファー’

　ゲルをbufferC（25mMTris－HC1，O．O02％SDS，40mM　aminocapr㎝icacid）に浸し10分振盤

した。bufferA（300mM　Tris－Hα，O．02％SDS，20％mcthano1），bu脆rB（25mMTris－Hα，

o．02％SDS，20％methano1），bufferCに碑紙を2枚ずつ浸し、セミドライブロッター（Bio

Rad）に陽極板から順に濾紙2枚（bufferA），濾紙2枚（bufferB），b雌erCに浸したニト

ロセルロースフィルター（Amersham，RPN2020），ゲル，そして濾紙2枚（bufferC）を

重ね，1cm2あたり1mAの定電流を2時間通電した．

3－2－7－2　抗原抗体反応とその検出

　フイルターの洗浄あるいは抗体の希釈にはTBS一丁’buffer（20mMTris－HC1［PH7．61，

137mMNaα，O．5％tw㏄n－20）を用いた．フイルターを5％BSA／TBS－丁溶液で一晩ブロッ
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キングした後，1分間洗浄し，2000倍希釈した抗ホスホチロシン抗体PY20（ICNう

691371）で室温2時閥反応した．1時間，3回洗浄した後，1000倍希釈したペルオキシダ

ーゼ（H肥）標識抗マウスIgG抗体に室温1時間反応した．1時間，3回洗浄した後，ECL

溶液（Amersham，㎜N2106）に1分間反応し，発した蛍光をX線フィルムに感光した。
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3－3結果

3－3－1　導入したレセプターの細胞膜上への機能的発現

3－3－1　リガンド依存性増殖活性

親株Baβ3細胞はIL－3依存性に増殖し，Epo，IL－2では増殖しなかった（図3－2A）。

EpoR（E－R），IL－2R（2－R）をそれぞれBa炉3細胞に導入した縞果，B疵旧R細胞，BaF／2R細

胞はそれぞれEpo，IL－2依存性に増殖した（図3－2A）．同様にE－2R，E－3R，2－ER，2－3R

等のキメラレセプター（図3－1）を導入したトランスフェクタントもそれぞれEpoある

いはL－2依存性に増殖した（図3－2B，3－2C）．導入したレセプターに対応するリガン

ド存在下で細胞は増殖し，非存在下では増殖しなかった．以上のことは，導入したレセ

プターがリガンドの結合にょり増殖シグナルを細胞内に伝達することを示し，また細胞

膜上に機能的に発現していることを示唆していた．

3－3－2　リガンド結合による細胞内蛋白質のチロシンリン酸化

3－3－2－1野生型レセプターの誘導するチロシンリン酸化パターン

細胞をサイトカイン非存在化で約10時間培養した後，1O倍濃度（3－2－6－1参照）のサイ

トカインを加え一過性に誘導されるチロシンリン酸化蛋白質を，抗ホスホチロシン抗体

を用いてウエスタンブロットで解析した．Ba炉3細胞をIL－3で刺激すると，55，72，90，

160kDaの蛋白質がチロシンリン酸化され，BaF肥R細胞をEpoで刺激すると，同様に55，

72，90，160kDaの蛋白質がチロシンリン酸化された（図3－3A）．BaF／2R細胞をIL－2で

刺激すると，主に55，90kDaの蛋白質のみがチロシンリン酸化され，72，160kDaの蛋

白質はチロシンリン酸化されなかった（図3－3A）．これらの蛋白質が果たして同一の

ものか否かを明らかにする目的で，二次元電気泳動を行ないウユスタンブロット解析を

行なった結果，チロシンリン酸化蛋白質のpIおよび分子量に差がないことから同一の蛋
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白質であると緕論した（図3－3B）．以上のことはサイトカインレセプターを介したシ

グナル伝達に，一部においては共通するが，レセプター毎に異なる複数のチロシンキナ

ーゼが関与することを示唆しそいた．

3－3－2－2　キメラレセプターの誘導するチロシンリン酸化パターン

　サイトカインレセプターの細胞内領域に相同性があること，および同様のチロシンリ

ン酸化パターンを誘導することから，キメラレセプターにょり誘導されるチロシンリン

酸化パターンについて解析した．トランスフェクタントを同様にサイトカイン非存在下

で約10時間培養した後，10倍濃度（3－2－6－1参照）のサイトカインで刺激し，誘導され

るチロシンリン酸化蛋白質をウェスタンブロットで解析した．細胞外領域がEpoRであ

るキメラレセプターE－2R，E－3Rは，細胞内領域がrし2RβあるいはIL－3Rであるにもか

かわらず，Epoの刺激で，55，72，90，160kDaのチロシンリン酸化蛋白質を誘導した

（図3－3C）。また，細胞外領域がrレ2Rβである2－ER，2－3Rは，細胞内領域がEpoRあ

るいはIL－3Rであるにもかかわらず，55，90kDaのチロシンリン酸化蛋白質のみ，すな

わち阯2Rβによって誘導されるチロシンリン酸化パターンを誘導した（図3－3C）．
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3－4考察

サイトカインレセプターは細胞内領域にチロシンキナーゼ活性を持たないにもかかわ

らず，サイトカインの結合によって特定の基質をチロシンリン酸化し，シグナルを伝達

する。同じ細胞に異なるサイトヵインレセプターを発現させると，チロシンリン酸化を

介したシグナル伝達は一部共通するものの，レセプターごとに異なっていた．このこと

は，サイトカインレセプターの細胞内領域にそれぞれ固有のチロシンキナーゼが会合し

シグナルを伝達することを示唆していた．また，レセプターにょって細胞は異なる反応

を示しており，この点においても，免疫グロブリンスーパーファミリーに属するレセプ

ターとは異なる性状を示していた．すなわち，免疫グロブリンスーパーファミリーに属

するレセプターの場合，レセプターが異なっても細胞内に同一の反応を誘導し，細胞の

応答はリガンドやレセプターではなく，細胞内の状況によって決定されると考えられて

いる。

　サイトカインレセプターの細胞内領域に固有のチロシンキナーゼが会合することが，

サイトカインの特異的な生理活性に重要であると考えられたため，さらにキメラレセプ

ターを作成しそのチロシンリン酸化パターンを検討した．その結果，チロシンリン酸化

パターンは細胞外領域の推造に依存しており，レセプターの特異性は細胞内領域ではな

く細胞外領域の構造で決定されていることが示唆された．レセプターの細胞内領域を部

分的に削除した解析から，相同性の高い領域がチロシンリン酸化を介したシグナル伝達

に重要であることが証明されているが，この領域にチロシンキナーゼが会合するとして

も，特定のチロシンキナーゼの会合により発揮される特異性の決定は細胞外領域にある

と考えられた．すなわち，レセプターの細胞外領域に相互作用する新たな膜貫通分子を

介し，特定のチロシンキナーゼがサイトカインレセプターの細胞内領域と複合体を形成

することにょり，シグナルを伝達すると考えられた．

　サイトカインレセプターは一般にサブユニット椛造をとっている．EpoRのサブユニッ

トの存在は，EpoRを免疫沈降するとEpoR以外の分子が同時に検出されること（l17・118），
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およびEpoRを種々の細胞へ強制発現させると細胞によって2相性あるいは1相性の結

合親和性を示すこと（l19）などから示唆されている。サブユニットがリガンドの結合を通

じて細胞外領域で相互作用する可能一性は十分に考えられる．また，サイトカインレセプ

ターはサブユニット（シグナノレトランスデューサー）を共有することがあるが（一20－24），

EpoRが既知のサブユニット（シグナルトランスデューサー）と複合体を形成するとい

う報告はない（125）．EpoRの細胞外領域の129番目のアルギニン残基をシステイン残基に

置換すると，EpoRが2量体を形成して，Epo非存在下でも増殖シグナルを伝達すること

が報告されているが（i26），想定されるサブユニットはEpoRの二量体と複合体を形成する

可能性もある．
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図3－2

Ba炉3細胞とトランスフェクタ

ントのリガンド依存的な増殖
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　　　　　［IL2］　n以m1

（A）Bψ3細胞は皿一3（○）依存性に増殖し，

　　Epo（研）あるいは〕1レ2（蝦）では増殖し

　　なかった．B姐β餅田胞はEpo依存性に

　　増殖し（㊧），B旺／2餅田胞は几一2依存性

　　に増殖した（口）．

（B）B出／E－2嚇田胞（▽）とB疵阻3鮎腕（蕊）

　　はB出／E賊㎜胞（㊧）と同様にEpo依存性

　　に増殖した．

（C）BaF／2－E餅固胞（騒）とB研／2－3R細胞（△）

　　はB疵／2鮎田胞（口）と同様に工し一2依存性

　　に増殖した．
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~~)/~ ~ - ~l 

(A) IL-3R, EpoR, IL-2R~A¥~l LC=~~J~~;~ ~~~),~='=ruH~;P~J~ ~ ~/ ~/ 1) )/~~4~ 

~~)~~:~~~(7)/~ ~ - ~l 

IL-3, Epo~)~Jj~~}~iE}c 55, 72, 90, 160kDa~)~~~'*~i~'~I~~l~/~/ ') ~/~:~~U/t(panel: 

~E, ~F~~:). IL-2~)~U~)*,~l~iE~c 55, 90kDa~)~~~'~j~f~ r~ ~/ ~/ ') ~/~~4~L/~_-(panel: ;~). ~ 

4 h ;~ 4 ~/a)~Uif'~~'~'~/~'~'~~~,.~~ ~t~ ~ T~ ~/ ~ ') ~/~rf~~~~~~~l'+~{'~~, ~)t+'7~;~ ~~~ ~ ~/ ~/~)lJ~*4~~~ffEI 

v*~ ~~~~;~ ~ ~ fcll 'y h ~ifJT~.~rTL f._-. 
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~' 3-3 J~~ h ~~ ~ ~/ ~)~Vi~~:~r~~C ~ O C'~~･-･-~)~I~;~~ ~L~) Ba/F3/!~~ 

~~L~ h ~ ~/~ 7 ~~ ~ ~ ~/ h }C~3~y~) f~f ~/ ~/ 1' ~/~~c~t4~~~:~E~~ 

~~~))~ ~ - ~l 

(B) '~:~7C;~~T'tL'~~7jj(]~;-;=)JjC ~ ~) ~ ~ / / IJ /I~,~~~~'~~~~'~1' ~I~:~)~~"F~~ 

~l 3-4A~~-'-'~'*~~~~ U f,_-~,~'~'==4~~l"~(A~'7'~~'c*,'cL'~"'~~~/~~~:!')J L, I~~>=f'-'<~c~)lJ+'~< ~ ~< ~ l~ ;/ /~yL+'4~~l;EI v'~ ~ 

~;~ ~ ~I f~r y h ~ffJ~~rfL~- IL-3~)~iUi)*,'~~f ~T ~/ ~/ *j ~/l~~~trf~~ ~~~~~~~~(Panel' 2~)i~ _. _. _ . , _ * ~i~~' . 
Epoa)~lj~･~~~~~;~ ~L~ ~~~,'*~~~"~f(panel: +1;~:) ~ ~I-~~) O /t. ~ f_.'- IL-2~)~iJ~~j~lc ~ O C ~ 

~7 ~/ :/ 'j ;/~~~4~~ ~~f~_- 55, 90kDa~)~~~~L'* ~r"j~~'(panel: ~ei~) ~ ~r~~~~L~J-~~) ~ f,_-. 
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~~~)/~~7 - ~l 

~mn~:~~,',>~i..~~* Ep"R~~) ;~ ~ )z ~ ~ ~z 7' ~ - I~~~4kJ=TIJ Ep"R ~ ~] ~~~:~ ~: ~) ~ l~ ~ ~ ') 
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第4章エリスロポェチンのシグナル伝達と

赤血球分化誘導

4－1　目的

本来，Epoのシグナル伝達は，赤血球系細胞では増殖のみならず分化，すなわち赤血

球系細胞特異的形質の発現を誘導する．EpoRを介したシグナルが，どのような機構で

特定の遺伝子発現を活性化し，最終的に赤血球系細胞特異的な形質を誘導するのか，そ

の機構を明らかにすることは大きな課題である．分化シグナルを分子生物学的に研究す

るには，　（ユ）分化段階が一定であり，　（2）Epoに感受性であり，　（3）正常な分化

を反映する細胞を維持することが条件である．高純度のCFUeをマゥスの脾臓から精製

する方法（1・）および赤帥11病細胞株（32・33）が樹立されたが，その維持は非常に困難であり，

分化シグナルの研究はほとんどされていないのが現状である。本章では，BaF／ER細胞が

赤血球系細胞特異的な形質を発現することを発見し，EpoRを介したシグナルがどのよ

うに赤血球系細胞特異的な形質発現を誘導するかBaF／ER細胞の系で解析した．また第

3章でサイトカインレセプターがそれぞれ固有のシグナルを伝達することを示唆したが

（66），本章でさらにそのシグナルが細胞に異なる反応を誘導すること，およびEpoRの細

胞外領域が分化シグナルの伝達にも重要であることをキメラレセプターを用いて解析し

た（67）。

　また一方，細胞分化を研究するうえで，紅織特異的な転写因子を同定し，その細胞分

化に及ぼす機能を解析する方法が有効な手段となっている．近年，特定のDNA配列に

結合する転写因子を同定する方法や，cDNAライブラリーを強制発現させて細胞に分化

を誘導する因子を同定する方法により，多くの細胞分化に関わる転写因子が同定された。

一例として，GATA－1はグロビン遺伝子のプロモーター領域に結合する蛋白質として単
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離さが5・76），さらにそれはEpoR遺伝子を含めた多くの赤血球系細胞特異的遺伝子の発

現を調節し（65・80－81），赤血球分化に必須であることが証明された（82）。また，cDNAライブ

ラリーを強制発現させる実験系では，He1ix－Loop－He1ix（HしH）モチーフをもつMyoDとい

う転写因子が筋肉系への細胞分化を決定することが証明されている（127〕．HLHモチーフ

をもつ転写因子は，その後多くの組織から単離され（’28－33），各組織で分化決定因子とし

て機能することが明らかにされている（134’136）．赤血球系細胞においてもSCLという転写

因子（133）が赤血球分化を促進することが証明されたが（王36），実際にどのような遺伝子を転

写活性化し細胞分化に関わっているかは現在不明である．

本章ではEpoRを遺伝子導入したBaF／ER細胞が，Epoの刺激で増殖するばかりでなく，

赤血球系細胞特異的な形質を発現するか否かにっいて検討した．まず，赤血球系細胞特

異的な分化マーカーであるグロビンの発現をノーザンブロット及びウェスタンブロット

で解析し，さらにEpoRのキメラレセプターを用いて細胞外領域が分化シグナルの伝達

にも重要であるか否か検討した．次に，Epoの刺激による赤血球分化誘導を転写因子レ

ベルで解明する目的で，赤jr皿球系細胞特異的な転写因子の発現をB出／ER細胞および分

化誘導可能な赤白血病細胞株SKT6細胞で解析し，EpoRを介したシグナルがGATA－1お

よびSCLを標的とすることを明らかにした（67）．
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4=2 ~~~'=*~~)~Y-~ 

4=2-1 ~mH~;~~~---

(~04) ~~~~~~) ~ Ba/F3,f>'ru~~; ~3 J~ C~ LyD9,f"=m~~~L i~ IL-3 ~~~j¥?~ ~ ~ C1271,f=<=m~~~),~',m~~lJi~~ 

~t 1~~ L 10~+1~.lEl*IftLY~ (FCS) ~fA~l ~fRPMI 1640~~i~i~ (100u/ml~::~/ 1) )/, 100ug/ml 

~~L~:;~ h L/y h~4 ~/ )/~tA~~~f) ~~~4t~~"~~i~<'~'~~,~U/t. EpoR, IL2Rp, ~)~ ~ ~~Izy~:~ -~; 

~~~lJ~~~i~~j: ~f._- h ~ ~/;~ 7 ~ i7 ~ ~/ h i~ 10~ FCS~~AE~i ~:rRPMI 1640~~~~~; (100u/ml ~ / 

1) ~/, 100ug/ml~)I~~t~~.;~ h l/f h -~~ ~/ ~/ ~1-A~i~f) ~c'~~~L~~L, Epo (0.5u/ml), ~)~v'l~ 

IL-2 (0.5 u/ml) ~tjJn~, {,I~4t~'i'f--~~!~"< Uf,_-. SKT6,~="=mi~*rJf~ 10% FCS~l -A~i ~f Ham'sF12~*~~~: ( 

IOOu/ml~ / l) / 100ug/ml~)~IL~~ h ~7 h ~ ~ ;/ / ~tA~~ ~f) ~,{,<~4~~i~Li~L7t. 

4-22 ~~ h ~ ~ ~l 

Epo~~ ~ l) )/ k~- )~~'~-:~-~~~~L J; ~ '*'*~T'.L~V~- ~ ~l,/t, ~~~~-･･1'1ik 2.24 x l05 u/mg~) ~ (7) ~1;f:1 v*f,_-. 

IL-2}~~~~~;.~:'-'~~~'J-~~~-'~'~+"-.-~~~~~~)~~~~ J~ I~ ',~'~hi"*=~-~'~'- ~ ~~/t, '~~~-'1~t I x l07 u/mg(7) ~ O~) ~ffFlv+/t. IL 3i~ 

Genzyme~~ ~. ~ ~~=~;)~ U 7~ I x l06 u/mg~) ~ ~) ~~;rl v+ /t . 

4_2_3 j ~ ;/ 7 T~ y h JfJ^f~J1 

4-2-3-1 RNAH~ ~/ 7')V(7)'~'~'-'~J~)*"~:-.* 

RNAl~ acid guamdlumthiocyanate phenol chloloforrn (AGPC)~~(137)~ ~~~ C r';~~~~ U f._- . ~ t~~ 

~)~) I x 1074~~),'f>ml~~t4ml~) D~~~'*^"~f~~~~' (4M guanidine Isothiocyanate, 25mM sodium citrate, 

0.5% N-lauroylsarcoslne sodium salt, 0.1M ~-mercaptoethanol) ~C~T~~~'^'+'4~ ~ 10ml ;~~,L･^i~~E~ ( 

Sarstedt, 7 ~/ ~ h ~ J~L - f) IC~=:~?~ U, 400u1(7) 2M sodlum acetate [pH4], 4.5ml~)7 JL ) -

)V~~"*'~~ (~) ~~･ ~~)7*.:~*'<~'J~F~)~7JC~f~~1~~~~H~f._- ~ ~)) , 1.8ml~)~7 ~lr ~ll7~)VJ!~ ~,)ll~'･~~O~C J; 

< ~{:~~Ut,_-. ~~Ji~C 15/)~1~r~~i*.･'i"fF'--*u~-'~~~*=* U, 8000~]~~~;~~ 20/):~~r**~;~,L'U~ FLNA~~A~l ~~7~J~;= ~f~IJ 
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a)~;,L･^i~~ ~*~i;~~ U, ~7 ~r ~lr ;~)V~ ~t~n~~J~,~PU~ ~ -~~~~~'i~..L･U/t(='~~" ~frUv*~,L･^i~~~j ~ ~~ U, 

~~~:a)4 ) 7 ~7/~) )V~;~~;~C 3000~J~1~~ 15/)~¥f~~;~;.L･U. RNA~f~~i*~~~~*U/._-. ~~t~L~}~cU 

f..- RNA~f ~ ~ -~ 400ul~) D~~~'^*"~~~C'~~C~T~'~~~*rf~ U, '~~)rf='~' ~I~~~)~'~~~4~~: 1/10~))~ ir )VI~~T 

7~~~Of..-. ~~:~~7~i~>'~}*~cU~ RNA~:;~,) ~11(dT),~<'~~~Buffer~ TTY~~~4~U J~~)rf='~~< ;t ,) :~ (dT) ~~: 

)V~-~:;~~?j~~C~･Vy, ~{･･.' ,) (A')RNA~fr=~"";~~~~~~ (~~2_**~~ 2-2-8-1~~") . 

4-2-3-2 ) H~ / 7 ~7 y hffJ'I'~=rT 

if)Va){~~)~. RNA~~/y)Va)-*==~cLr~)<~~7j~~;,:~ ( SKT6~mi~;(7) RNAf~ 5ug Ba/F3~m~~:(7) RNA 

}~ 10ug~7j(~-:!)JUf_.-) , ~~ ~~ /7 4 )~~ ~~) h ~~ ~/;~ 7 7 -}~~~2 ~: 2 2 8 2~ ~I~~~ 

'4~~'T7~~ O f,_-. 

4233 I~471J ~f~'b~-~l~1 / 

(92) p ~ I~ kj /(*38) GATA 1(64), GATA-2 , GATA-3(92), SCLa33)~)~~y~7-7~1~~y ~7 h 

~ ~/~ ~- ~/ ~ /Y~~ cc [32P] dCTP~f Jflv+ C I~~~,~> U ~ (90) ~ . ~J5Mcpm~)~'~ll-f~~,flv*C, 

37 C~ 16n~f~~/~~ 7 ) ~ ~ 'b:~ / :3 / U~ (Hyblldlzatron buffer~),~･:~~~~i~~~ 2 ~ 2-2-8-3-~~.~_ 

~."~) . ~~~h(7)~~~~('-1=~~~n*,'f.' 0.5 x SSC/O '~ SDSY~~f~~~ ~ 60 C~ 30/7J~~~ 2~0~T/1~~ O ~ " 

4-2-4 SDS~~ ) 7 ~ IJ )~ 7 _ ~ i~ )~*f;T='="EL~~7/](~~'JJ (SDS PAGE) 

4-2-4-1 ~~ / 7 )~~)*,;F,]･--~x'--1'J 

1 x 1074~~),'~=m!~u ~l 150ul~) Iysis buffer ( 20mM Trls-HCI [pH7.4], 150mM NaCl, 5mM 

EDTA, 30mM sodium pyrophosphate, 30mM p-glycerophosphate, 10mM NaF, ImM sodium 

vanadate O 5mM PMSF)1 *~"~~'~~,J L ) ir ~ - ( h ~ - Jb:~ ~7 -~~) I~~~~~~~!~~~~~f ~ 
. 

7t. 12000~O~~~ 10/7J:¥f*,~~~,L･U, Ji~~~]'-~~l~~~f U, /7~'~L~T'~"~'_,~i~~~~-'r~~~~ Bradford~))j~~(87)~;~~~~: 

Uf..-. ~~:'~f~~~~~J~:i~' ~~~(7)'---'.-.~~J._*.~;_ I~ Dlgnam~(g6)(7))i~=~'ec('~~1) 7t (~f~2 +'--.~~!_ 2-2-6-1-~~.~= ~~) . 

l ~- ~/~i/t ~ 150u*"~)~~~:~~~'~J~~j~f' (~=~4=~~~<~~~~~~L~'.~,.~r~i_*rf~cOv'Cf~ 20ug) ~~ 1/2~~:~) 3 x SDS 

sample buffer (150mM Tris-HCI [pH6.8], 300mM DTT, 6% SDS. 0.3% bromophenol blue, 30% 

glycerol) ~c~T~~~'^'+'rfL ~. SDS~~･' Ij 7 ~7 ') )V7 ~ ~if)Vt=.T'cL'~~~~~I~jJ~*4~fFJ U~ 
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4－2寺2　SDSポリアクリルアミドゲル電気泳動（SDS－PAGE）

SDSポリアクリルアミドゲルは基本的に第3章3－2－7－3と同様に作成した。グロビンの

ウェスタンブロットには12．5％ポリアクリルアミドゲルを，GATA－1のウェスタンブロッ

トには7．5％あるいは10％ポリアクリルアミドゲルを使用した．泳動条件は第3章

3－2－7－3と同様に行なった．

4－2－4酸性ウレアゲル電気泳動（UT－PAGE）

UT－PAGEはMwaら（139）の方法に従った．

4－2－4－1　サンプルの調整

　3－2－3－1で調整したサンプル150μ9をアセトン沈澱した後，20μ1のUT－PAGEsamp1e

buffer（6．7Murea，8．3％acet1cacidヨ8．3％β一mercaptoethano1，O．03％pyronin　Y）に可溶化した．

4－2－4－2酸性ウレァゲル電気泳動（UT－PAGE）

酸性ウレアゲルを以下の組成で作成した．

酸性ウレァゲル組成：12．5％acrylamide，O．08％bis　acrylamide，6Murea，5％aceticacid，2％

　　　　　　　　　　　　tr三ton　X，O．06％APS，O．5％TEMED．

　泳動Bufferに5％a㏄ticacidを用い，通常と逆にTop　tankを陰極，Bottom　tankを陽極に

連結し電気泳動した．ゲルをあらかじめ定電圧200Vで20分間prc－r㎜し，さらに25μ1の

1Mcysteamineをウェルに加え200Vで45分間pre－mnした．ウェルからcysteamineを取り除

き，サンプルをのせた後，定電流7．5mAで14時間電気泳動した．

4－2－5　ウエスタンブロット解析

4－2－5－1　ニトロセルロース膜へのトランスファー

ゲル電気泳動した蛋白質のニトロセルロースフィノレター（Amcrsham，肥N2020）への

トランスファーは第3章と同様に行なった．

4－2－5－2抗原抗体反応とその検出

フイルターの洗浄あるいは抗体の希釈にはTBS－T　buffer（20mMThs－HC1［PH7．61，
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137mM NaCl. 0.5% tween-20) ~~ fFI v+ /t. 7 4 )V ~ - ~:~ 5% BSA /TBS-T~~~'^*"~~~-H~t~~~1 y 

--'."~~A'~J+~L4~,~~:?'~2n~+-r~*J~~lt;~~f_.-. IE~~rf~~, 3~J~t ~~/~~f._-rf='~~', 1~~+r~~r~~1-L, -/'*i,--->~'RU/~ 

~~U /trf;'~~' . 10004~~*-~~~*~~~tv~~ ~ 7~~ )V)t ~ ~/ ~f- ~~(HRP)4<j'--'_"(*-,""*;~>:1'.~~'A'#JL*'~~~'~C~~?~* I~~ f~~~,~, U /t. 

IE~~f*~, 3~J~~~~Uf~_-rf='~~' , ECL?~~'*^'~f*~~(Amersham, RPN2106)~C 1/)~¥f~~~~lt::~~U, z~t~~Uf*.-~:)t~f 

X,~~"*,~7 4 )~~ ~Cl~~,~~~t ~ f,_-. -'.~~A'~)+'L4[~i~~ J~ (j~~1'.~:A'J')*L4~r~)-~(~'<I~~"~'~>'~'-.-":,+il~~~.T~)~~i: ~ ~~~ ~ . 

-'.~~~JL'*4~~ ; 

~ y h~JU+' GATA-1~J+'u4~r (~~:~~)~~';~L ~l;~c~-~:~* -ll~*-~~ILJ~ I~ ~~:~~_) 2004~~*~?~'*~t~~>~~ 

~ ~ ~/ h ~)lJ*'A'~ ~i ~ ki /~yL'~4t+ (Cappel 55447) 5004~t"~r~r'*~~i~~'R 

HRP~r-~~~::'.~~A ~Jt+'41~~ ; 

~)t+'~ y h lgG~'Ju~*4~~, (Zymed Lab., 62-9_520) 10004~~*;nl'*~rl*>~F~ 

~7U~*~ k~ ~7 h lgG~,)+'t~~+~ (Amersharri, NA934) 10004'*'"~r~r~'*~~i~>~'f~' 
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4=3 ,~i~~~; 

4 3 1 EpoR2~~~)~~mH~: f* ~~ ~~ ~ .-,･~fJ~~L~'.'~.~~~~~:.,~"mH~:~'･~..._.~3~ n~ f~~ ~i/"~{~;~~~.~tj~~.~)~;~ 
~7~ 

~
~
:
 

~~~~ Ba/F3,'f'm~~:I~ IL-34~~~,1'/i=~ci'~*~p~l~- U , Ep04~--~;~~'I~izlc }~i'~~,*.~U~I~ U f~~ ~' O 7~ . EpOR (E-R) ~ 

~~)~ ~ f._- BaF/ER,~,',m~~;i~ Ep04~~~'i~teci'.~~ILT~T L, ,f>'<m~~;n~~i~~Jicc4~*~~~~~~ ec~~~~~~{: U IC v* ;~ * ~ ~t > 

~~:D~~~~~f._- (~l 3-'-A) . ~~),~<'<m~~~lc~~v+C, .'=',)r~'･ntL~.'I~.~~~~.,~='=mJ~~La)T~~=,f;':~~+~j¥4~7-~~-~~);~~f 

~ l~ /~ x~t~~~~l. LICv+;~ ~'~f~', ) -Hf ~/ 7 ~ y h I~~j"I4rT U~ ~ ~ Epo~/7J¥~~~~2~~r~ 

~L~ SKT6,i<"<rrli~; ~ ~~>~~~ ~c posltlve control ~ L C ffJ"j'=~J[- L , BaF/ER,rf='=m~~~) Epolc~d-t ~ ~~~t;~'1~t 

~f , ~~~q),~fO~~L~.'t(~~;~f~~,~='*[1~~ ~ ~'L~H~+,J･~~4i~("" U 7~. BaF/ER,f*'*1~l~;~~* Ep0~i~;~ET~~"~~~~ ~ ~e 

0.9kb(7) p-~f~ll k~~/ mRNA~~/3L~;;~i.U, IL-3lc ~ ~)t'-･~-*~~~.~~~<~c~;~.~~~~!~I Uf~~~'~ /t (~J 4-1A) . 

~ f,_-~~~~~) Ba/F3,rf<">ml~;i~ EpoR~f~~b~~!-. L C ~~ ~ ~, Epo~~ET~ ~ p-~ ~ k~ ~/ mRNA~t;~~13~~ 

~~:U/i~~~ ~~ (~l4 IA) . ~~Ji~)~ ~i~, EpoR~~A¥~l U/tEpo(7)~/~f~)~(~:~~~~BaF/ER 

,f*'ru~~:~c~~ntL~.'~.~~~*.,~>*nJ~~l4~+-*."~(-~~f~~~~'_*~*"~;:.J'~>~L-I~*~~l,~'~'-'v;~J~,~~~='*'-t ;~ ~ ~ ~~7J~ U C v+f . ~J~~~cSKT6,~*"~~~ 

~ Epo (05u/ml) ~1~~7cC"~'-.~'++~~ ~, p-~f~7 k~~/ mRNA~~;~.~t~l~U/t (~l4-1A) . 

'.~~~c~~ ~~/~~.~~~=' ~!f~:,'~)~rJ~~~Epo~)~/~~)V(~i~i~~'~'-'1~/~~,.~~~~L~~~i=-~:~ ~~~ ~] ~ ~~, ~~L;~ ~ ~17 

r~ y h ~~J~~~ U /t. Ep0~･~~'~~i~T-C'~-"-･'~~~~:'"~'~'*'1-'~ U/t BaF/ER,~='=~lJ~~~i~ ~f ~T k~ ~/~~~~:~~~ ~i~~"'-'~_*~~ U7~~~, 

BafF3~m~~:i~*'=~~~'~~;*~~~f~~~ O~ ([~14 IB) . ~f_.-, IL-3~"'*-n~~"+~'~*~'U~ BaF/ER~m~~~3J~~)~ 

Ba/F3~ruH{~~i~~ ~T ~~/~~'~+.*':,.{,+-'~'*<~':_*~(U7i~~~'O f*.- (~J 4-1B) . ~J~~f(~),~<'<~;~i~, SKT6,'~*m~~~~4'~*=~ 
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ゲルでは分子量がほぼ等しいために分別できないが，酸性ウレアゲノレではグロビン鎖の

電荷の差によって分離する．BaF／ER細胞に発現していたグロビン蛋白質は主にα一グロ

ビン鎖ξβ一グロビン鎖であり，Epoのシグナル伝達はトグロビン遺伝子だけでなく，

α＿グロビン遺伝子も転写活性化することを示唆した（図4－1c）。

4手2赤血球分化誘導と赤血球系細胞特異的転写因子GATA－1の発

現

　グービンをはじあ多くの赤血球系細胞特異的な遺伝子はプロモーター領域にG入TAモ

チーフをもち，その遺伝子発現は赤1血L球系細胞特異的な転写因子GATA－1転写因子によっ

て調節されている．GATA－1がEpoのシグナル伝達によってまず活性化されることが推

測されるので，BaF／ER細胞およびSKT6細胞をEpoで刺激し，GATA－1の発現をノーザン．

ブロットおよびウェスタンブロットで解析した。GATA－1mRNAは低いレベルでBψ3

細胞に発現していたが，Epo存在下で培養したBaF／ER細胞ではその発現が上昇していた

（図4－2A）。L－3で培養したBaF／ER細胞またはEpoで培養したBa／F3細胞は，IL－3で培

養したBa／F3細胞と同じく低いレベルで発現していた．　また，GATA－1蛋白質の発現を

抗GATA－1抗体を用いてウエスタンブロットで解析した．ノーザンブロットによる解析

結果と同様に，Bψ3細胞では低いレベルの発現が認められ，BaF／ER細胞ではEpoで培

養した場合のみ発現が上昇していた（図4－2B）．以上のことから，グロビンを発現誘

導した細胞ではGATA－1の発現も上昇していることが明らかとなった．GATA－1の遺伝

子発現および蛋申質合成が，Epoのシクナル伝達により促進されることを，さらに

SKT6細胞で検討した．その結果，GATA－1mRNAはEpo添加後48時間をピークに約3－8

倍上昇し（図4－2A），蛋白質はEpo渕口後48時間で20倍以上の上昇を示した（図4－2B）．

以上のことから，GATA－1の遺伝子発現および蛋白質合成はEpoのシグナル伝達の結果，

さらに活性化されると考えられた．

　さらにGATAファミリーの転写因子に対するEpoのシグナル伝達の影響をノーザンブ
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ロットにより解析した。GATA－2mRNAはBa炉3細胞に発現していたが，Epoで培養した

B旺／ER細包のGATA－2mRNAの発現量に顕著な変化は認められなかった（datanotshown）。

GATA－3mRNAはBa炉3細胞およびB＆F／ER細胞に発現し∵ていなかった（datanotshown）。

以上のことより，GATA－1のみがEpoのシグナルに応答して活性化されることが示唆さ

れた。

4手3　キメラレセプターの分化誘導シグナル伝達

第3章でEpoRの細胞外領域がチロシンリン酸化を介したシグナルの伝達に重要亡あ

ることを明らかにレたが，分化形質の誘導にお、ける細胞外領域g軍要性についても解析

した。細胞外領域あるいは細胞内領域のみに台poRの椛造をもつ種々のキメラレセプタ

ー（第3章，歯3－1A）を細胞に発現させ，リガンドの結合により赤血球系細胞特異的

な形質を誘導するか否か，すなわち，グロビンおよびGATA－1の発現の有無をノーザン

ブロットおよびウエスタンブロットで解析した．β＿グロビンmRNAは，細胞外領域が

EpoRであるキメラレセプターを発現するBaFβR，BaF／E－2R，BaFβ一3Rに発現していた

（図4－3A）．Ba／F3細胞は内在性にEpoRmRNAを発現しておらず，Epo感受性になった

トランスフェクタントも内在性のEpoR　mRNAを発現せず，導入したレセプターに対す

るmRNAのみ発現していたことから（data　notshown），Epoの刺激はキメラレセプター

を特異的に経由しており，また細胞内領域がIL－2RβあるいはIL－3Rであっても赤血球系

細胞特異的な形質を誘導していた．対照として用いたBa／F3細胞および，IL－2で培養し

たBaF／2R細胞，BaF／2－ER細胞，BaF／2－3R細胞にはβ一グロビンmRNAの発現は認められ

なかった（図4－3A）．グロビン蛋白質をウェスタンブロットで解析した結果，ノーザ

ンブロットの結果と一致してBaF／ER，BaF／E－2R，Ba服一3Rにグロビン蛋白質の発現が

認められた（図4－3B）．すなわち，細胞外領域がEpoRであるキメラレセプターは，細

胞内領域がIL－2RあるいはIL－3Rのいずれであっても分化誘導シグナルを伝達した。一

方，細胞外領域がL－2Rβであるキメラレセプターは細胞内領域がEpoRであっても赤血
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球系細胞特異的な分化誘導シグナルを伝達’しなかった（図4－3B）。キメヲレセプター

にょる赤血球系細胞特異的な形質発現の誘導，すなわちグロビンの発現が，GATA－1の

発現を伴うか否かノーザンブロットおよびウェスタンッブ甲ツトで解析した。ノーザン

ブロットの結果，GATA－1mRNAは親株Ba炉3細胞を含むすべてのトランスフェクタン

トに発現していたが，グロビンを発現するトランスフェクタント（BaFβR，B疵／E－2R，

B疵／E－3R）においてやや高く発現していた（図4－4A）．ウェスタンブロットによる解

析もノーザンブロットによる解析縞果と同様に，GATA－1蛋白質は全ての細胞に弱く発

現したが，グロビンを発現したトランスフェクタントにおいて強く発現が認められた

（図4－4B）．

4－3－4He1i甘oop－He1ix（HLH）椛造を持つ赤血球系細胞特異的転写

　　　　　　因子SCLの発現

　H　L　H構造を持つ赤血球系細胞特異的転写因子SCLは赤1f江球分化を誘導する転写因子

であるが，B疵βR細胞に誘導された赤加1球系細胞特異的な分化形質の発現にSCLが関、

与するか否か，ノーザンブロットで解析した（図4－5）．SCLは長さの異なる2つの転

写産物（4．7kbと3．Okb）をもち，その発現はEpoで培養したBaFβR細胞に観察され，

Epoで培養したBa／F3細胞，またはIL－3で培養したBa／F3細胞およびBaF／ER細胞には観

察されな牟った．同様にSKT6舳胞で解析した緕果，SCLmRNAはEpo添加前には発現

していなかったが，添加後48時間後に約20倍以上上昇していた．以上のことから，

SCLm㎜Aの発現がEpoのシグナノイ云達の結果誘導されることが明らかとなった．また，

キメラレセプターを用いて同様に解析を行なった結果，EpoRの細胞外領域をコードす

るキメラレセプターによってもSCLmRNAの発現が誘導された．ただし，SCLmRNAは

細胞内領域のみがEpoRである2－ERによっても発現誘導されており，グロビンや

GATA一五の発現誘導とは異なる経路を介している可能性が示唆された．
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44考察

　サイトカインの血球細胞の増殖分化に及ぼす役割については2つの考え方がある。1

つは，幹細胞の運命はすでに決まっていてサイトカインの結合は単にその成熟への過程

を開始させるという考え方と，もう1つは，サイトカインのレセプターへの結合が幹細

胞を特定な細胞系列へ運命づけるという考え方である。EpoRはある程度赤血球系に運

命づけられているBFUe，CFUeに発現するゴとからこれまで前者の考え方が一般的に妥

当とされていた。しかし，今回の結果は後者の考え方を支持していた。すなわち，

EpoRを介したシグナル伝達によって，本来赤血球に分化しないとされるプロBリンパ

球細胞株（Bψ3）に新たに赤血球系細胞特異的な形質発現が誘導されたことから，生

体内でも実際にEpoRの発現が赤血球系へ．の分化決定に重要である可能性を示唆した、

また，EpoRを介したシグナル伝達は特異的に赤血球系細胞特異的な転写因子を活性化

しており，IL－3Rと共通なシグナル伝達経路とは別にEpoR特異的なシグナル伝達経路が

存在することを示唆していた。しかし，その機構は不明であり，今後の課題である。サ

イトカインレセプターは一般にサブユニット構造からなる複合体を形成し，例えば

IL－2Rの場合にはL－2R機を発現しないと，IL－2の刺激に対して細胞は増殖するものの，

組織特異的な遺伝子発現を誘導し得ないことが示されている（14川2）．キメラレセプター

を用いた解析はEpoRの細胞外領域と相互作用する新たなサブユニットの存在を示唆し，

EpoR特異的なシグナル伝達経賂にそのサブユニットの関与する可能’性が考えられた。

　Ba／F3細胞に低いレベルで発珂していた赤血球系細胞特異的転写因子GATA－1は，

EpoRを介したシグナルにより発現が上昇した。GATA－1はmRNAの上昇に比べ，蛋白質

の蓄積が顕著であったことから転写後の調節が行なわれていると考えられ，現在，

EpoRを介したシグナルが直接GATA－1蛋白質を化学的に修飾し，蛋自質を安定化する可．

能性について検討している。GATA－1と相同性の高いGATA－2，GATA－3の発現がEpoの

刺激にょり上昇するか否かノーザンブロットで検討したが，それらの発現の上昇は認め
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られず，EpoRを介したシグナノレはGATA－1のみを特異的に認識していることが示唆され

た。

　赤血球分化に携わる転写因子の候補として，HLHモチーフをも？SCLが挙げられる

が，その遺伝子発現もEpoの刺激で活性化された。キメラレセプターを用いた解析の結

果，SCLmRNAの発現を誘導する経路はEpoRの細胞外領域あるいは細胞内領域のどち

らからも活性化され，GATA4，グロビンを発現誘導する経路とは異なることが示唆さ

午た　この結果から，SCLm良NAの発現を誘導する経路には2つの可能性が考えられた。

！つは，EpoRの細胞内領域を介して活’性化される経路がEpoRの細胞外領域と相互作用

する新たな因子からも活’性化される可能’性である．もう1っは，EpoRの細胞外と細胞

内領域のどちらとも相互作用可能な第3の分子が存在する可能’性である。後者について

はそれを支持する報告が最近発表された（143）．すなわち，細胞内領域に3アミノ酸しか

持たない膜貫通蛋白質であるgP55はEpoRと結合する午とにより無秩序に赤芽球を増殖

させることが知られているが，キメラレセプターを用いた解析により，9P55は直接

EpoRと相互作用するのでなく，EpoRの細胞外と細胞内領域のどちらとも相互作用可能

な分子を介して相互作用することが示唆された．

EpoRをIL－3依存性プロB細胞だけでなく，線維芽細胞（N〕H3T3，L㏄11等）および

COS7細胞にも強制発現したが，Epoの刺激はグロビンの発現を誘導しなかった（data

notshown）．このことは，EpoRを介したシグナルの標的となるGATA－1等の因子が欠損

していること，あるいはEpoRのサブユニットが線維芽細胞に欠損していることが原因

であると考えられた．現在，EpoRとともにGATA－1を同時に線維芽細胞に強制発現させ

て，グロビンの発現誘導を検討しているが，グロビンの発現誘導は認めらていない。今

後，GATA－1以外の標的となる転写因子そしてEpoRのサブユニットを同定する予定であ’

る。
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図4－2Epoの刺激によるGATA－1の発現
　　　　（B）　SDS－PAGEによる僻才斤

　　　　　　　左panel：Ba／F3細胞はGATA■蛋白質を弱く発現す．るが，Epoで刺激して

　　　　　　　も強く発現しない．中火Pane1：BaF／ER細胞をEpoで刺激するとGATA－1

　　　　　　　蛋白質を強く発現した．右pane1：SKT6細胞をEpoで刺激するとGATA－1

　　　　　　　蛋白質をさらに強く発現した．Epoで刺激した各細胞の核抽出液（B研3，

　　　　　　　BaF／ER細胞は20μ9，SKT6細胞は10μ9）を7．5％SDS－PAGEにかけ，抗

　　　　　　　GATA－1抗体を用いてウエスタンブロットで解析した．
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第5章　考察および結論

血液細胞はすべて骨髄に存在する多能性幹細胞から派生するが，その過程には種々の

因子が細胞特異的かっ分化段階特異的に作用している．赤血球造血を制御する因子は多

く報告されているが，現在のところEpoが，その主たる役割を果たしてゾると考えられ

る。Epoは，EpoRを発現する赤血球系前駆細胞の増殖と分化を刺激し，生体内の赤血球

数を維持している．多能性幹細胞がEpoRを発現し，EpoRを発現した細胞がEpoの刺激

で赤血球へと分化する機楴を解明する目的で，本研究はEpoR一の発現制御機構および

EpoRを介したシグナル伝達機柑を僻析した．

　まず，第2章ではEpoR遺伝子の発現制御機椛を解析した．EpoR遺伝子の開始コドン

上流の塩基配列にはいくつかのGATAモチーフが存在し，GATA－1がこのモチーフに結

合しEpoRの転写を活’性化するか否かについて解析した．CATアッセイの結果，GATA－1

がEpoR遺伝子の転写を活性化しうること，また，ゲルシフトアッセイおよびDNaseIフッ

トプリンテイングの結果，GATAモチーフにGATA－！の結合することが判明した．この

点に関してO曲nら（1ψ）のグループも，その後，同様の結果を発表している．GATA－1が

何らかの刺激により一度発現すると，EpoR遺伝子の転写を活性化し，EpoRが細胞膜上

に発現し，これにEpoが結合すると，細胞は成熟赤血球へと最終分化すると考えられた。

また，GATA－1欠失マウスが赤血球を産生できず死亡することから（82），GATA－1が赤血

球分化に必須であることは確実であると考えられた．GATA－1が赤血球分化への運命を

決定する因子である可能性が考えられたが，GATA－1を胚性未分化細胞に強制発現させ

ても細胞は赤血球へと分化せず，GATA－1単独ではなく，他の因子との協調的な作用が

赤血球分化への運命決定に必要であると考えられた．そこで，赤血球分化の運命決定に

かかわる他の因子を解析する目的で，さらにEpoR遺伝子の発現制御機構をDNaseI高感

受性領域の解析により検討した．DNaseI高感受性領域は，染色体遺伝子が露出してい

るためにDNaseIによって分解され易い領域であり，通常は種々の転写調節因子が結合
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および解離して転写を調節する重要な場として考えられている。EpoR遺伝子のDNaseI

高感受性領域を解析した結果，開始コドン上流200bp付近，および上流L3kb付埠に

DNaseI高感受性領域の存在することが明らかとなった。開始コドン上流200bp付近は

G今TAモチーフおよびSp1結倉配列が存在し，開始ゴドン上流1．3kb付近はmouse

肥pe伽vesequenceが存在した．このmouserepetit1・esequ㎝ceは開始コドン上流1．2kbから

1．6kbにわたって存在し，この領域が転写されることによってEpoR遺伝子の発現が負に

調節されることが最近報告された（i45）．Hebe・leinらは第一イントロンにもDNaseI高感受

性領域の存在することを明らかにしており，この領域を介したGATA－1にょる転写調節

機構も示唆されている（146）．EpoR遺伝子の発現調節機構に関する研究は端緒についたば

かりであり，これに関わる細胞特異的転写因子の同定およびそれらの因子と基本的転写

因．子との相互作用など，まだまだ明らかにされるべき課題は多い．また，転写レベルで

の調節機構だけでなく，EpoRの粗而小胞体から細胞膜への移行過程における蛋白質レ

ベルでの制御機構がより重要であるとの報告もある（147）．

細胞をEpoで刺激すると，EpoRを介したシグナル伝達経路が活’性化され，細胞は増殖

および分化する．EpoRを介したシグナ．ル伝達機構がどのように，DNA複製や細胞周期

の制御あるいは特定の遺伝子発現を活’性化し，その結果，細胞の増殖あるいは赤血球系

細胞特異的な形質発現を誘導するのかは明らかではない．EpoRの構造は，細胞内領域

に酵素活性を予想させるドメイン椛造をもたないが，Epoの刺激は細胞内に複数の蛋白

質のチロシンリン酸化を一過的に誘導．し，複数のチロシンキナーゼがシグナル伝達に関

与することが示唆されている．Epoの刺激で増殖する細胞株では複数のチロシンキナー

ゼが，また，分化する細胞株では1つのチロシンキナーゼが，Epoの刺激によって活性

化されることが示唆されている（26）．最近，膜非結合型チロシンキナ㍗ゼであるp92吻伽

およびJAKファミリーに属するチロシンキナーゼであるJAK2が，EpoRの細胞内領域に

機能的かつ物理的に相互作用することが明らかとなり（148・149），その基質となる蛋白質の

同定が早、急な課題となっている．他のサイトカインレセプターにおいても，SrCファミ

リーに属するチロシンキナーゼであるp561ckがL－2Rβに（王刈，P53／56伽およびp62榊が
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GM－CSFRに（エ51）相互作用することが明らかとなった．一般的に，これま・で知られる免疫

グロブリンスーパーファミリーに属するレセプターは，細胞内領域にチロシンキナーゼ

あるいはセリントレオニンキナーゼを有し，刺激に対し共通の蛋白質をチロシンリン酸

化し，同じ応答を示すことが報告されている．すなわち，FGF（fibrob1astgrowthfactor）

の刺激により増殖する細胞にNGFに対するレセプターを発現させると，細胞はNGPの

刺激で増殖し，逆にNGF（ne㈹growthfactor）の刺激により分化する細胞にFGFに対する

レセプターを発現させてFGFで刺激すると細胞は分化する．これらの結果から，レセプ

ター型チロシンキナーゼの活1性化に対する細胞の応答性は，細胞外からの刺激の種類に

かかわらず，細胞内の状況によって威に決定されていることが示唆されている．

　第3章では，この点に関’して，サイトカイ！レセプターを介したシグナル伝達が，共

通の蛋白質をチロシンリン酸化するか否かにっいて解析した．IL－3依存性に増殖するプ

ロBリンパ球細胞株Ba／F3細胞にEpoR，L－2郎を強制発現させて，それぞれIL－3依存性，

Epo依存性，IL－2依存性に増殖する細胞株を単離した後に，それぞれIL－3，Epoあるいは

皿一2で刺激した場合に誘導されるチロシンリン酸化蛋白質を解析し比較検討した．細胞

内に誘導される複数のチロシンリン酸化蛋白質は，一部の蛋白質においては同一である

ものの，サイトヵインレセプター毎に異なっており，一部において共」通するが，レセプ

ター毎に異なる複数のチロシンキナー七がレセプターの細胞内領域に相互作用しシグナ

ル伝達に関与することが示唆された．そこで，細胞外領域と細胞内領域をそれぞれ異な

るサイトカインレセプターと交換したキメラレセプターを作成し，細胞内領域に依存し

たチロシンリン酸化パターンを誘導するか否かについて解析した．その結果，キメラレ

セプターのチロシンリン酸化パターンは，意外にもその細胞外領域を構成するレセプタ

ーに依存したチロシンリン酸化パターンを示した．この結果から，新たな膜貫通分子が

EpoRの細胞外領域に相互作用し複合体を形成すること，さらに，その複合体の細胞内

領域に特異的なチロシンキナーゼの相互作用することが示唆された．EpoRのサブユニッ

ト構造を支持する実駿事実は多数報告されているが（65・66・H7一’’川3），この分子はまだ同定

されていない．最近，IL－3Rのβ鎖であるAIC2Bが，L－5，GM－CSFに対するレセプター
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のβ鎖と共通であり（120’122），またIL－6RのシグナルトランスデューサーであるgP130が

L服レセプター，CNTFレセプター，OSMレセプターのシグナルトランスデューサーとし

て機能する÷とが明らかとなった（123’124）・Epoのシグナル伝達は，L－3のシグナル伝達と

共通の蛋白質をリン酸化することから，共通のチロシンキナーゼを活性化すること，さ

らに共通のβ鎖を共有することが考えられたが，現在IL－3Rのβ鎖であるAIC2A，

AIC2BがEpoRのサブユニットである可能’性は否定されている（125）．

EpoRを介したEpoの刺激は赤血球系前駆細胞に，増殖だけでなく分化も誘導する．

EpoRをプロBリンパ球舳胞株Ba／F3細胞に強制発現させると，BaF／ER細胞はEpo依存性

に増殖することは知られていたが，Epoの刺激で分化を誘導するか否かについては不明

であった．

　第4章では，BaFβR細胞におけるグロビンの発現の有無を解析し，EpoRがB＆F／ER細

胞において分化シグナルを伝達することを明らかにした．BaF／ER細胞において，EpoR

を介したシグナルは，赤血球の最終マー一カーであるグロビンの遺伝子発現を特異的に活

性化し，EpoRに特異的なシグナル伝達経路の存在することを示唆した．その機構をさ

らに解析する目的で，BaF／ER細胞における赤血球系細胞特異的な転写因子の発現を解

析した．赤血球系細胞特異的転写因子であるGATA－1およびSCLのmRNAの発現は，

EpoRを介したEpoの刺激により，特異的に上昇した．特にGATA－1はmRNAの発現の上

昇に比べ，蛋白質の発現の上昇が顕著であったことから，EpoRを介したシグナルは

GATA－1を蛋白質レベルで制イ卸する可能性が考えられた．GATA－！のリン酸化・脱リン酸

化あるいはATP結合等が機能の活性化あるいは蛋白質の安定化に関与する可能’性が考え

られるが，EpoRを介したシグナルがGATA－1を特異的に認識し制御する機構は不明で

ある。キメラレセプターを用いた解析では，分化シグナルの伝達にもEpoRの細胞外領

域が重要であり，新たな膜貫通分子の存在とそれによって形成される複合体がEpoR特・

異的なシグナル伝達に関与することを示唆した．L－2Rは現在α鎖，β鎖，γ鎖が単離さ

れており3量体を形成することが知られるが，機が存在しないと二次的な細胞特異的

転写を活性化しないこ、とが明らかとなっている．同様に，γ鎖様の分子がEpoRにおいて
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固有なシグヂル伝達に関与することが考えられた、

EpoRを介した特異的なシグナル伝達機構は，特異的にGATA一エを認識し活一性化するが；

その機構の解析は今後の大きな課題である．サイトカインの刺激伝達にチロシンキナー

ゼのかかわることは間違いないが，細胞特異的なシグナル伝達に関与するか否かは不明

である。EpoRに相互作用するチロシンキナーゼであるp92c伯は血球系細胞に強く発現し，

EpoRのみならずGM－CSFRおよびL－3Rのβ鎖であるAIC2Bにも相互作用することが明

らかとなり，サイトカインレセプターに共通のシグナル伝達に関与するこ一とが示唆苧れ

た（152）。また，JAK2はほとんどの組織に発現するユビキタスなチロシンキナーゼであり，

Growthhom㎝e（GH）レセプターに相互作用しシグナ／レを伝達することが明らかとなっ

ている（153）．相互作用するチロシンキナーゼがどのような蛋白質を基質として，特定の

作用を及ぼすのかは現在不明である．

　サイ十カインレセプターを介した分化シグナルの研究は，実験に適した細胞の維持が

困難であること等の理由から，増殖シグナルの研究に比べ遅れていたが，今偉B疵／ER

細胞を用いてEpoRを介する分化シグナルの研究が可能になると思われた．
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