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研究成果の概要（和文）：我々はこれまでファンコニ貧血原因遺伝子群の解析を行ってきたが、

そのうち特に FANCD2 の機能に着目し解析を行ってきた。FANCD2 は DNA 損傷後においてクロマ

チン上に移行し DNA 損傷修復反応に機能することが明らかになっていたが、その他の機能とし

て、モノユビキチン化依存的に TNF-αのプロモーター領域の NF-κB 結合部位に結合してその

転写活性を抑制することがわかった。さらに FANCD2 欠損患者細胞では TNF-αの転写活性が亢

進していることを明らかにした。 

 
研究成果の概要（英文）：We performed a functional analysis of Fanconi anemia gene FANCD2. 
Previously studies reported that FANCD2 functions in DNA repair. However, we found that 
FANCD2 also involves in transcriptional regulation of TNF-αgene through binding to its 
promoter region, which resulted in enhanced TNF-αmRNA level in FANCD2 deficient cells. 
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１．研究開始当初の背景 
 ファンコニ貧血(FA)原因遺伝子は研究開
始当初において１３種類同定されていた。そ
の産物（FA蛋白質）は共通の経路で働き、８
個の FA 蛋白質が複合体を形成し、この経路
の中心因子である FANCD2 とその結合蛋白質
FANCI をモノユビキチン化する。モノユビキ
チン化された FANCD2 と FANCI はクロマチン
上へ移行し、相同組み換えによる DNA損傷修
復経路で機能することがわかっていた。さら

に乳がん原因遺伝子として報告されていた
BRCA2遺伝子が、FA細胞において変異がみら
れており、FA原因遺伝子の一つである FANCD1
であることが報告された。BRCA2 遺伝子は、
これまでに DNA損傷修復反応に機能すること
がわかっていたが、同様に細胞周期のコント
ロールにも深く関与していることも報告さ
れていた。 
 このように、DNA 損傷後に機能する修復関
連蛋白質がファンコニ貧血蛋白質群と機能
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することが発見されており、DNA 損傷後にお
いて、これらの修復蛋白質が局所的に集積し、
修復センターの形成をおこなっていること
から、この領域における修復蛋白の時間的、
空間的な相互関係についても報告されてい
た。これらのことより、ファンコニ貧血蛋白
質群のそれぞれの機能の解析を行うことに
よって、これまで解明されていなかった DNA
損傷ネットワークの存在を明らかになる可
能性が示唆されていた。 
 
２．研究の目的 
 DNA 損傷後において修復蛋白質は集積し、
おそらく DNAを含んだ超複合体を形成しフォ
ーカスをつくるが、修復反応後における修復
蛋白質の不活性化と、フォーカスの消退を制
御するメカニズムも細胞の生死に重要であ
ると考えられる。そのため、siRNA library
を GFP-FANCD2 発現細胞株に導入し、フォー
カスの形成と消退を制御する遺伝子の検索
を行う。研究開始時において、遺伝子の発現
を siRNA によって抑制すると、DNA 損傷後に
おいて FANCD2 はフォーカスを形成するが、
その後のフォーカスの解離が認められない
複数の遺伝子を同定していた。そのため、こ
れらの遺伝子の機能解析を行うことによっ
て、その遺伝子産物がファンコニ貧血蛋白群
とともに、どのように DNA損傷修復反応を制
御しているのか、あるいはこれらの遺伝子産
物がどのようにして DNA損傷修復後のチェッ
クポイントリカバリーに機能するのかを明
らかにすることを目指す。 
 さらに FANCD2 蛋白質においては、クロマ
チン上において報告されている相同組み換
えによる DNA損傷修復反応だけではなく、新
たなクロマチン上での機能の解明を目指す。
さらに、これらの結果よりファンコニ貧血に
おける貧血症状や発癌の発症のメカニズム
の解明の手がかりを得ることを目的とする。 
 
３．研究の方法 
(1) DNA 損傷修復反応において、修復関連蛋
白質の修復部位への集積と修復反応後にお
ける解離、さらに修復反応にとどまらず、そ
のほかの pathwayへの新たなネットワークに
関連している新規蛋白質を、ポストゲノム的
なアプローチにより発見する。その手法には、
すでに作製している FANCD2 患者細胞に
GFP-FANCD2 を発現させた細胞株を用いて、
siRNAライブラリーとGFP-FANCD2をマーカー
とするイメージングを組み合わせることに
より、GFP-FANCD2の損傷部位への集積は認め
られるが、その解離が認められない標的遺伝
子を同定する。研究開始時においてすでに複
数の遺伝子が同定されており、さらにスクリ
ーニングのスケールを広げる。 
 

(2)ファンコニ貧血患者においては患者血清
中の TNF-α産生量の増加が認められており、
さらにFANCC欠損マウス細胞ではTNF-α刺激
によって腫瘍化が促進されることが報告さ
れていることより、ファンコニ貧血蛋白質が
炎症反応に機能しており、さらにファンコニ
貧血の発症には炎症反応の異常が関与して
いることが示唆されている。このことより、
ファンコニ貧血蛋白質による炎症反応関連
転写因子である NF-κB の転写活性や TNF-α
産生の制御機構のメカニズムの解析を行う。
さらにそれらの結果によって、既に報告され
ているクロマチン上における DAN損傷修復反
応以外の FANCD2 をはじめとするファンコニ
貧血蛋白質群の新たな機能の探索を行う。 
 
４．研究成果 
(1) GFP-FANCD2を発現させた細胞株を作製し、
siRNAライブラリーを用いてGFP-FANCD2の集
積やその後に見られる解離において機能し
ている遺伝子の同定を行った。 
 DNA 損傷直後においては、損傷修復反応と
細胞周期、DNA 損傷応答反応、クロマチンリ
モデリングのネットワークの存在が報告さ
れている。これらの反応は、リン酸化、ユビ
キチン化、アセチル化などの翻訳後修飾によ
って制御されており、損傷修復の後期におい
ても、これらの可逆的な修飾反応が存在する
ことが考えられる。そのため、まず脱ユビキ
チン化酵素、あるいは脱リン酸化酵素 siRNA
ライブラリーを用いてこの反応に関与する
新規遺伝子の同定を行った。 
 その結果、遺伝子の発現を siRNAによって
抑制すると、DNA損傷後において FANCD2はフ
ォーカスを形成するが、その後のフォーカス
の解離が認められない複数の遺伝子を同定
した。さらにこれらの遺伝子の発現を抑制す
ると、MMC やシスプラチンなどの DNA 架橋剤
に対して強い感受性が認められることを明
らかにした。また、このときに、核異型が著
明で、巨核・多核の細胞の割合の増加も同時
に認められた。また、これらの遺伝子産物に
おいては FANCD2 と結合することを明らかに
した。 
 
(2) ファンコニ貧血患者の血清中において
TNF-α産生量の増加が認められることが既
に報告されていることより、ファンコニ貧血
遺伝子欠損患者細胞においても同様な結果
が認められるのではないかと検討を行った
ところ、FANCD2欠損患者繊維芽細胞において、
FANCD2発現細胞と比較して TNF-αの mRNA量
の増加が認められた。 
 さらに、TNF-α刺激によって NF-κB 転写
活性を FANCD2欠損細胞と FANCD2発現細胞と
比較したところ、明らかに FANCD2 欠損細胞
においてその転写活性が亢進していること



 

 

がわかった。さらにその他のファンコニ貧血
蛋白質である FANCC欠損繊維芽細胞において
も検討したところ、同様に TNF-α刺激によっ
て NF-κB 転写活性が発現細胞と比較して亢
進していることがわかった。 
 次に FANCD2 欠損細胞においては、TNF-α
刺激後の NF-κB蛋白質(p65)の核内移行を検
討したところ、持続的に亢進していることが
わかった。FANCD2発現細胞においては刺激直
後に p65の核内移行が認められるが、刺激後
４時間においては p65の核内移行がほとんど
認められなくなり、刺激前と同様になった。
しかしながら、FANCD2欠損患者細胞において
は、刺激直後から続いて、p65 の核内移行が
継続してみられており、下図のように、刺激
後 24 時間後においても核内移行がみられる
ことがわかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) FANCD2を強発現することによって、TNF-
α刺激による NF-κB 転写活性が抑制される
ことがわかった。しかしながら、FANCD2と同
様にその欠損細胞において TNF-α刺激によ
って NF-κB 転写活性が亢進する FANCC やそ
の他のファンコニ貧血蛋白質である FANCIに
おいては、強発現することによっても NF-κB
転写活性を抑制することができなかった。 
 また FANCD2 欠損細胞においては TNF-αの
プロモーター活性をルシフェラーゼアッセ
イ法によって検討したところ、FANCD2産生細
胞と比較して亢進しており、そのために
FANCD2欠損患者細胞において、TNF-αの mRNA
量における増加が認められることを明らか
にした。 
 
(4) ゲルシフトアッセイによって、FANCD2が
TNF-αのプロモーター領域の NF-κB 蛋白質
結合部位に結合することを明らかにした。さ
らにその結合部位の配列に変異を加えた配
列においては FANCD2 の結合が認められなか
ったことより、FAND2は配列特異的に TNF-α
のプロモーター領域に結合することがわか
った。 
 さらに、この結合によってプロモーターの
活性を抑制することを明らかにした。さらに
モノユビキチン化依存的に FANCD2 が TNF-α

のプロモーター領域に移行することをゲノ
ムクロマチン免疫沈降(ChIP)アッセイによ
ってわかった。 
 次に FANCD2 欠損患者細胞において、TNF-
αの転写の活性化レベルをプロモーター領
域の NF-κB認識部位におけるヒストン H4の
アセチル化を指標として CHIP アッセイを用
いた分析をおこなって検討した。その結果、
下図に示すように FANCD2 欠損患者細胞にお
いては、TNF-α刺激後において、ヒストン H4
のアセチル化レベルの明らかな亢進が認め
られた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
これらの結果よりファンコニ貧血原因遺伝
子 FANCD2がクロマチン上において DNA損傷 
 
 
 そのため FANCD2欠損細胞においては、プロ
モーター活性が亢進することによって、TNF-
αの転写活性が亢進していることを示唆す
る事ができた。 
 これらの結果より、FANCD2はモノユビキチ
ン化されクロマチン上に移行した後、DNA 損
傷修復反応に機能するだけではなく、TNF-α
のプロモーター領域に結合してその転写活
性を抑制することを明らかにした。さらに、
ファンコニ貧血患者にみられる血清中の
TNF-α産生量の増加のメカニズムの一端を
明らかにすることができた。 
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