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研究成果の概要（和文）：これまで、概日リズムと低酸素応答の間に相互作用があることは知られていたが、そのメカ
ニズムは不明であった。そこで、本申請では概日リズムを制御する遺伝子の一つPER2と低酸素応答の間の相互作用機構
について解析を行った。その結果、低酸素によるPER2遺伝子発現上昇は、低酸素誘導因子(HIF)に依存せず、転写開始
点近傍の配列が重要であることが明らかになった。また、PER2のN末端領域によって、HIF-1のC末端転写活性化領域の
転写活性化能が亢進することが明らかになった。
今後、さらに詳細なメカニズムを明らかにすることで、生理学的・病態生理学的意義の解明につながることが期待され
る。

研究成果の概要（英文）：Previously, crosstalk between circadian rhythm and hypoxia response were reported 
but this mechanism is unclear. So, we analyzed mechanisms of crosstalk between PER2 which is one of 
circadian regulated genes, and hypoxia response. Then we revealed that the short sequence near 
transcription start site is important for PER2 gene upregulation by hypoxia but Hypoxia-Inducible Factor 
(HIF) does not contribute to this regulation. And we found that PER2 protein N-terminal region enhance 
transactivation activity from HIF-1 C-terminal transactivation domain.
In future, by clarify the mechanisms of crosstalk between circadian rhythm and hypoxia responses, we 
expect unraveling of physiological and pathophysiological significance in this crosstalk.

研究分野： 放射線腫瘍学
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１．研究開始当初の背景 
代謝や睡眠など、多くの生命現象は約 24 時
間周期の変動リズム(概日リズム)を持ってお
り、その破綻によってがんや生活習慣病など
を含む様々な疾患が引き起されることが知
られている。さらに、近年の報告で、抗がん
剤の効果が投与する時間帯により大きく変
化することが明らかとなっている。このこと
から、腫瘍内の概日リズム制御の重要性が示
唆されている。 
これまでに、いくつかの概日リズム調節因
子が低酸素環境によって影響を受けること
が明らかとなっているが、どのような機序に
より、概日リズム因子が変化するのかについ
てはほとんど明らかとなっていない。また近
年、概日リズム調節因子の一つである PER2
が低酸素誘導因子（HIF）-1を安定化し、虚
血耐性に関わることが報告され、概日リズム
因子の低酸素応答への影響が明らかとなっ
た。しかし、この HIF-1安定化の詳細なメ
カニズムは明らかとされていない。 
これらの報告に加え、申請者らは予備的検討
より、PER2の大量発現によって細胞の低酸素応
答が増強するという結果と、低酸素で処理した
細胞において PER2の遺伝子発現が増強すると
いう結果を得ており、「概日リズム」と「細胞
の低酸素レスポンス」が相互作用を持つこと
が示唆される。 
 また、これら 2つの要素は代謝の調節と相互
作用を持つことが知られていることから、腫瘍
においても「エネルギー代謝制御」に関与して
いることが考えられた。 
 
２．研究の目的 
上記のような背景から、これまで独立して
捉えられてきた「概日リズム」、「細胞の低酸
素応答」、「エネルギー代謝制御」の 3 つの間
に相互作用があることが予想される。 
本研究では、概日リズムと低酸素応答の相
互作用メカニズムの詳細な解明を行うとと
もに、この相互作用がエネルギー代謝制御へ
の影響を解析する。 
さらに、これらの相互作用が放射線抵抗性
にどのような影響を及ぼすか解析すること
で、概日リズムと低酸素応答、代謝システム
の相互作用による腫瘍悪性化・放射線抵抗性
機構の全容に迫る。 
 
３．研究の方法 
(1)低酸素による PER2 遺伝子誘導メカニズム
の解析 
①HIF のノックダウンを用いて、HIF の活性
を変化させた細胞における PER2 遺伝子の発
現変化を判定量 PCR にて評価することで、
PER2 遺伝子発現への HIF の影響を調べた。 
 
②PER2 プロモーターを系統的に短縮してい
った配列組みこんだレポーター遺伝子を用
いて、低酸素による PER2 遺伝子誘導に重要
なプロモーター領域を探索した。 

(2)PER2 による HIF-1 活性亢進メカニズムの
解析 
①HIF-1 プロモーターや 5’-UTR による翻訳
制御、酸素依存的分解ドメイン(ODD) 融合
luciferase 、 GAL4-DNA binding domain と
HIF-1 C 末端転写活性化領域（C-TAD）融合
タンパクを用いた転写活性化制御など、HIF
制御機構をそれぞれ評価するための各種レ
ポーターを用いて、PER2 が HIF-1 活性を亢
進する作用点を解析した。 
 
②PER2 タンパクの一部分だけを発現する欠
失変異体発現ベクターを用いて、HIF-1 活性
亢進に重要な PER2 タンパクの領域を探索し
た 
 
４．研究成果 
(1)低酸素による PER2 遺伝子誘導メカニズム
の解析 
①HIF-1 のノックダウンを行っても,PER2 の
低酸素による遺伝子発現上昇は抑えられな
かった。 
 
②系統的に短縮した PER2 プロモーター配列
を用いた luciferase アッセイを行なった。（図
1）その結果転写開始点近傍の短い配列で、
低酸素依存的な遺伝子発現誘導が見られた。
また、この遺伝子発現誘導は低酸素刺激をミ
ミックすることで知られるキレート剤 DFX
の処理でも同様に誘導された。 

図 1 系統的に短縮した PER2 プロモーター 
 

以上の結果から、低酸素による PER2 の誘導
は、HIF 非依存的で、転写誘導に重要なプロ
モーター領域は転写開始点近傍の短い領域
に存在することが明らかになった。 
 
(2) PER2 による HIF-1 活性亢進メカニズムの
解析 
①HIF-1 の作用点を解析する各種レポーター
のうち、HIF-1 C-TAD を用いたレポーター
のみ、PER2 の過剰発現によって luciferase 活
性が上昇した。 
図 2 PER2 過剰発現による HIF-1 C-TAD の活性化 
 
②PER2 の欠失変異体（図 2）のうち、N 末端
領域で構成されるタンパクで HIF-1 活性の亢
進が認められた。 



図 2 PER2 欠失変異体 
 
以上の結果から、PER2 による HIF-1 活性の
亢進は、PER2 の N 末端領域による HIF-1a 
C-TAD の転写活性化能の上昇によるもので
あることが明らかになった。（図 3） 
 

図 3 PER2 による HIF-1 活性亢進メカニズム 
 
近年、HIF-1 が腫瘍の放射線や薬剤に対する
抵抗性に関与することや、抗がん剤治療の効
果が投与時刻によって変化することが報告
されている。今回明らかとなった低酸素応答
と概日リズムのクロストーク機構は、これら
の報告を説明し、さらなる発展へと繋がるこ
とで、新たな治療戦略開発に繋がることが期
待される。 
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