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研究成果の概要（和文）：膵癌は早期発見が困難であり、予後が極めて不良な疾患であることから、より優れた
治療法の開発が急務である。本研究は、光照射により遺伝子発現制御が可能な「光スイッチシステム」を作製
し、膵癌の遺伝子治療法の開発を目指すことを目的として研究を行った。植物の光受容体フィトクロムBとその
結合タンパク質(PIF6)の赤色光照射による結合が転写活性化スイッチとなり、近赤外光で転写が抑制されるベク
ターを作製した。このシステムは癌治療への応用に向けた生物学的なプロセスにおける転写調節への適用が期待
される。

研究成果の概要（英文）：Pancreatic cancer is difficult to detect at an early stage and is a disease 
with a very poor prognosis. Therefore, it is desired to develop a new pancreatic cancer therapy. 
Spatiotemporal control of transcription using optogenetic tools may be a powerful technology for 
cancer therapy. We developed an optogenetic tool based on Arabidopsis thaliana phytochrome (Phy) B 
and its binding partner, phytochrome-interacting factor (PIF) 6. We generated a truncated PhyB, 
which allowed for reversible association with PIF6 by red/far-red light illumination. The red light 
illumination only for 5 min induced PhyB translocation from cytoplasm into the nucleus by the 
association with PIF6, resulting in transcriptional activation based on Gal4 DNA-binding domain and 
the upstream activating sequence of Gal system. The nucleocytoplasmic shuttling vector using PhyB 
and PIF6 may be applicable for transcriptional regulation in biological processes.

研究分野： 生物発光プローブおよび光操作ツールの開発

キーワード： 遺伝子発現制御　光遺伝学　Phytochrome B
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
膵癌は自覚症状に乏しいうえ、浸潤傾向や 

脈管侵襲傾向が強いため、予後が極めて不良
である。手術を行っても５年生存率は 10%程
度であり、治療が極めて困難な疾患の一つで
あることから、より優れた治療法の開発が急
務である。膵癌の 80-95%で検出できる Kras
遺伝子変異型の活性化によるターゲット遺
伝子の転写促進により、下流の p62 遺伝子の
転写が活性化することが判明し、さらに、p62
のノックダウンにより膵癌の腫瘍形成能が
減少することが示された。これらのことから、
膵癌細胞をターゲットとした遺伝子の発現
制御ができれば、膵癌の縮小、進行抑制等に
貢献できることが期待された。 
 
２．研究の目的 
 膵癌の非侵襲的な遺伝子治療法を開発す
るために、光照射により遺伝子発現を制御す
る「光スイッチ」を作製し、膵癌細胞内の遺
伝子発現制御により膵癌の進行抑制・縮小な
ど治療への応用可能性を検討する目的で行
った。この「光スイッチ」は、生体透過性の
高い長波長の光照射により遺伝子発現制御
可能な光受容体を用いて作製された。これに
より、組織内の遺伝子発現調節を可能にする
ことを目標とし、癌細胞に応用することで光
療法としての導入が期待できる。 
 
３．研究の方法 
(1)「光スイッチ」の構築による遺伝子発現 
制御ベクターの作製 
植物の光受容体である Phytochrome B 

(PhyB)は、発色団存在下で赤色光および近赤
外光の照射によって構造変化が生じ、Pfr ま
たは Pr の二つの状態を示すことが知られて
いる。赤色光を照射され Pfr の状態となった
PhyB は 、 そ の 結 合 パー ト ナ ー で あ る
Phytochrome interacting factor (PIF) 6と
結合し、近赤外光の照射によってその結合が
解離することが知られている。PhyB と PIF6
の光照射による結合と解離を「光スイッチ」
として用い、ターゲット遺伝子の転写の ON
と OFFを可能にするベクターを設計した。シ
ロイヌナズナの PhyB は全長が 3,516bp とサ
イズが大きいため、全長を光スイッチとして
使用せず、PhyBの C 末端側を除いたトランケ
ーションを作製した(1-450 aa)。また、転写
を ONにするための DNA結合ドメイン(DBD)と
しては、Gal4の DBDを用い、標的遺伝子の上
流に Gal4 upstream activating sequence 
(UAS)及び TATAボックスを挿入したベクター
を作製し、転写活性化ドメインと結合した
Gal4 DBD が UAS に結合すると、標的遺伝子の
転写が活性化する設計とした。PhyB は Gal4 
DBDを融合させ細胞質局在とし、PIF6には転
写活性化ドメイン(AD)を融合させ核内に局
在させた。発色団存在下で、赤色光を照射す
ると PhyB と PIF6 が結合して核内に移行し、
PhyBと融合した DBDが UASに結合して転写を

活性化する。 
 
(2)細胞への光スイッチの導入及び光照射 
 「光スイッチ」の動作確認を行うため、遺
伝子導入効率の良い HEK(human embryonic 
kidney)293 細胞に構築したベクターを導入
し、赤色光/近赤外光の照射条件を検討した。
光照射は LED ライト(660 nm/735 nm)を細胞
培養プレート上に固定して行った。 
 
４．研究成果 
(1)光スイッチシステムの作製 
赤色光 /近赤外光の照射により転写の

ON/OFF が可能な光スイッチベクターを作製
した（図 1）。このベクターシステムは発色団
存在下で赤色光(660nm)の照射により PhyBと
PIF6の結合および核内移行が生じ、DBDが UAS
に結合して転写が活性化される(図 1b)。一方、
近赤外光(735nm)の照射は、PhyBと PIF6 の結
合の解離により転写活性化が解除される。 

光スイッチベクターの作製において、PhyB 
の C末端側の配列を削ったトランケーション
PhyBを用い、転写制御の違いを検討するため、
AD の検討(VP16 および VP64)、PhyB融合タン
パク質の細胞内局在の検討、DBD の検討を行
った。また、UAS の繰り返し数を検討し、標
的遺伝子の発現量の違いを検討した。PhyBの
トランケーションを用いた転写活性化の検
討では、PhyB(1-450 aa)が赤色光/近赤外光
の照射による転写制御を効率よく行うこと
ができたため、この PhyB を用いて研究を行
った。培養細胞や生体内での実験において、
ベクターサイズは可能な限り小さいことが
導入効率を上げるために重要な要素である。
本研究では、これまで報告されている PhyB
を用いた転写制御の研究と比較して、最も小
さいサイズを実現した(PhyB_VP16 および
PhyB_VP64 ベクター、図 1a)。これにより、
インサートがウイルスベクターへの挿入可
能なサイズにすることができた。 
 
(2)光スイッチシステムによる転写活性化効 
率の検討 
 光スイッチシステムを用いた転写制御を
効率よく行うために、AD(VP16 と VP64)の比
較、UASの繰り返し数の比較(5, 10, 15×UAS)
を行った。PhyB と PIF6 が赤色光照射によっ
て結合可能となるための発色団としては
Phycocyanobilin (PCB)を用いた。転写活性
化を評価するための標的遺伝子として、
ELuc(Emerald luciferase)を UAS下流に挿入
し、培地に基質である D-ルシフェリンを加え、
発光値によって評価した。HEK293 細胞に作製
したベクターである PhyB_VP16 及び 5×
UAS_ELuc、10×UAS_ELucまたは 15×UAS_ELuc
の導入、または PhyB_VP64及び 5×UAS_ELuc、
10×UAS_ELuc または 15×UAS_ELuc の導入を
行った。ベクターを導入された細胞は 5分間
光照射(660nm または 735nm)され、24 時間後
に発光値が測定された(図 2)。 



 PCB存在下において、660nm と 735nmの光照
射による発光値の比較では、660nm の光照射
が 735nm に比較して有意に高い値を示した。
一方、PCB 非存在下での 660nm と 735nm の光
照射による発光値の有意な変化は認められ
なかったため、開発した光スイッチシステム
は発色団を用いて PhyBと PIF6の結合によっ
て転写が活性化されたことが示唆された。 
次に、PCB 存在下での UAS の繰り返し数の違
いによる発光値の差は PhyB_VP16との組み合
わせにおいて、660nmを照射した細胞が 735nm
を照射した細胞と比較して、UAS の繰り返し
数の増加によって発光値の有意な増加を示
した。また、PhyB_VP64 と UAS の繰り返し数
の比較においても、5×UAS に比較して 10×
UAS で高い発光値を示した。15×UAS は 10×
UAS と比較してさらに高い発光値は認められ
なかった。また PhyB_VP16と PhyB_VP64の比
較においては、PhyB_VP64 が高い発光値を示
したことから、VP64 の転写活性化が VP16 よ
りも高いことが示唆された。これらの結果か
ら、本研究で作製した光スイッチシステムは
660nm および 735nm の光照射によって転写の
活性化を制御することが可能であることが
わかった。また、転写活性化を制御するため
のベクターの組み合わせとして、660nm と
735nm の光照射による転写活性化の差が大き
かった、PhyB_VP64 および 10×UASまたは 15
×UAS を選択し、以下の研究で用いることと
した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1. 構築した光スイッチベクターのデザイ
ンと光スイッチシステムを用いた転写制御
のメカニズム 
(a)構築したベクターのデザイン 
(b)660nmおよび 735nmの光照射時における転 
写制御. PCB 存在下で、660nm の光照射によ 

って PhyBと PIF6が結合し、細胞質から核内 
へ移行する。PhyBと融合している DBDが UAS 
に結合し、下流の標的遺伝子の転写を活性化 
する(図 1b、下のパネル)。一方、735nmの光 
照射は、PhyBと PIF6を解離させ、転写活性 
化を抑制する。CMV, サイトメガロウイルス 
プロモーター; DBD, Gal4 DNA 結合ドメイン;  
TATA, TATAボックス; AD, VP16あるいは VP64 
活性化ドメイン 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2. PhyB と PIF6 結合による転写活性化の
比較 
PhyB_VP16 または PhyB_VP64 ベクターおよび
5×UAS_ELuc、10×UAS_ELuc または 15×
UAS_ELucを導入された HEK293細胞の発光値。
PCB 存在下または非存在下で、細胞に 5 分間
の光照射(660nm または 735nm)を行い、24 時
間後に発光値をそれぞれ測定した。「‐」は
遺伝子導入していない細胞を示す。VP16 およ
び VP64 は PhyB_VP16 および PhyB_VP64 を示
す。5×UAS、10×UAS、15×UASは 5×UAS_ELuc、
10×UAS_ELuc、15×UAS_ELuc をそれぞれ示す。 
(n=3, mean±SD), *, **:p<0.05, p<0.01. 
n.s.:有意差なし 
 
(3) 光スイッチシステムによる PhyB と PIF6
結合の可逆性 
 PhyB(1-450 aa)トランケーションと PIF6
が結合後に近赤外光によって解離可能かど
うかを確かめるための実験を行った。
PhyB_VP64ベクターおよび 10×UAS_ELucまた
は 15×UAS_ELuc を導入した HEK293 細胞に
660nm または 735nm の光照射を 5 分間行い、
660nm を照射した細胞にさらに 735nm の光照
射を 5分間行い、24 時間後にそれぞれ発光値
の測定を行った(図 3)。PhyB_VP64 および 10
×UAS_ELuc または 15×UAS_ELuc の両方のベ
クターの組み合わせにおいて、PCB 存在下で
は、660nm の光照射のみを行った細胞では、
735nm の光照射を行った細胞と比較して有意
な発光値の上昇を示した。一方、両方のベク
ターの組み合わせにおいて、PCB 存在下で
660nm の光照射後にさらに 735nm の光照射を
行った細胞では、660nm の光照射のみを行っ
た細胞の発光値と比較して有意な発光値の
減少を示した。一方、PCB 非存在下での細胞
の発光値は、光照射の条件に関係なく、変化
を認めなかった。これらの結果から、
PhyB(1-450 aa)トランケーションにおいても、
735nmの光照射によって PIF6と結合を解離で

 

 



きることが示唆された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3. 赤色光/近赤外光の照射による PhyB と
PIF6結合の可逆性 
PhyB_VP64 および 10×UAS_ELuc または 15×
UAS_ELuc を遺伝子導入した HEK293 細胞に
660nmまたは 735nmの光照射を 5分間行った。
その後、660nmの光照射を行った細胞に 735nm
の光を 5 分間照射し、PhyB と PIF6 の結合の
可逆性の有無を、24 時間後に発光値測定にて
評価した。VP64は PhyB_VP64を示す。10×UAS、
15×UASは 10×UAS_ELuc、15×UAS_ELuc をそ
れぞれ示す。(n=3, mean±SD),*, **:p<0.05, 
p<0.01. 
 
(4) 赤色光照射による PhyB の細胞質から核
内への局在変化 
 本研究で作製した光スイッチシステムは
PhyB_DBD が細胞質内に局在し、PIF6_VP16お
よび PIF6_VP64は核内に局在するように設計
されており、赤色光照射によって PhyBと PIF6
が結合すると、核内に移行する(図 1a,b)。
PhyB_DBDが PCB存在下で赤色光照射によって
細胞質から核内へ移行するかどうかを明ら
かにするため、PCB存在下および非存在下で、
660nm の光を 5 分間照射し、4 時間後に細胞
内の PhyB_DBD の局在を免疫蛍光染色によっ
て調べた(図 4a)。PCB 存在下では PhyB_DBD
が細胞質だけではなく核内でも認められた
のに対し、PCB 非存在下では主に細胞質にそ
の局在を認めた。PCB 存在下および非存在下
で PhyB_DBDの核および細胞質の蛍光強度を 1
ピクセルあたりの平均値によって、その割合
を定量解析した(図 4b)。その結果、PCB 存在
下での PhyB_DBD の局在は PCB 非存在下と比
較して核内の蛍光強度が有意に高いことが
わかった。この結果から、PhyB_DBDは PCB存
在下で、赤色光照射によって PIF6と結合し、
核内に移行し、転写活性化を生じることが示
唆された。 
 これまでの結果から、本研究で作製した光
スイッチシステムは PCB存在下でわずか 5分
間の赤色光または近赤外光の照射によって、
可逆的に転写活性化を制御できることがわ
かった。また、これまでに報告されている赤
色光/近赤外光の照射による転写活性化制御
のシステムの中で、最も分子量の小さいサイ
ズで転写を制御することを可能としたこと

で、ウイルスベクターに挿入可能なサイズと
することができた。本研究の成果は、今後、
組織や生体内での研究への応用が期待でき
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 4. 660nm の光照射後の PhyB_DBDの局在 
PhyB_VP64および 10×UAS_ELucを遺伝子導入
した HEK293 細胞に PCB 存在下および非存在
下で 660nm の光を 5 分間照射し、4 時間後に
PhyB_DBD の局在を免疫蛍光染色によって解
析した。(a)免疫蛍光染色による画像を示す。
(b)(a)の画像を含む PhyB_DBD の細胞内局在
解析(1ピクセルあたりの平均値における、核
の蛍光強度/細胞質の蛍光強度)を示す。
(n=10, mean±SD),**:p<0.01. 
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