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研究の概要: 赤血球や脳などにヘムの濃度をセンスして蛋白質合成を制御するヘムセンサー

酵素、ヘム制御キナーゼ(HRI)がある。一方、前脳にはヘム結合転写制御因子(NPAS2)が存在し、

体内時計遺伝子の転写を制御する。本研究では、環境汚染物質や NO ガスによるヘム合成・分

解阻害、蛋白質合成、及び時計遺伝子転写制御の機能の時間的、空間的な相互作用を調べ、「睡

眠障害」などの疾病の分子論的解明と治療等応用の可能性を探る。 
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１．研究開始当初の背景・動機 
(1)赤血球、脳などにヘムの濃度をセンスし

て蛋白質合成を制御するヘム制御キナーゼ

(HRI)がある。 

(2)ヘムの合成・分解反応は環境汚染物質、

NO ガス、CO ガス等によって阻害される。 

(3) HRIによる蛋白合成阻害の機構について、

環境汚染物質、NO などとの相互関係を明らか

にする研究を行っていた。 

(4)ヘム結合転写制御因子(NPAS2)が前脳に

存在し体内時計遺伝子の転写を制御すると

報告された。 

 

２．研究の目的 
(1) 体内時計維持には、ヘムの合成・代謝、

蛋白質の合成、及び NO や CO などの小分子と

の時間的及び空間的に調和した相互作用が

必要である。 

(2) 環境汚染物質などによるヘム合成阻害、

蛋白合成阻害、及び時計遺伝子を調節するヘ

ム結合転写制御因子の機能の間の時間的、及

び空間的な相互作用を明らかする。 

(3)「睡眠障害」「躁鬱病」「摂食障害」「メタ

ボリックシンドローム」など時計遺伝子と関

係ある疾病の分子論的解明と治療等応用へ

の可能性を探る。 

３．研究の方法 
 (1) マウス由来 HRI, 及び時計遺伝子に関

わるヘム結合転写制御因子(NPAS2)等の蛋白

質を遺伝子操作をして大腸菌で大量に合成

させ、精製する。 

(2) 精製された酵素・蛋白質とヘム、ヘム合

成中間体、ヘム合成分解中間体との相互作用

を調べる。 

(3) NO ガス、 CO ガスとの相互作用を調べる。 

(4) 様々な変異体を構築し、蛋白質の機能、

相互作用に関わるドメイン、及びアミノ酸を

同定し、構造と機能の関係を調べる。 

(5) 精製蛋白質を用いた再構成系での様々

な機能の時刻依存性を調べる。 

 

 

４．これまでの成果 
 (1) 環境汚染物質などにより肝炎が引き起

こされヘムの代謝が不全になった場合、ヘム

代謝中間体が体内に蓄積し、蛋白質の合成を

制御できなくなり、疾病がさらに悪化する可

能性が示唆された。 
(2) 環境汚染金属である水銀イオンは調査し

た金属イオン中最も強力な HRIの阻害作用を

示し、ヘムによる阻害作用よりはるかに強力

であった。故に、水銀イオンの阻害は蛋白質



合成を著しくかく乱する可能性が示唆され

た。又、このかく乱は NO ガスにより修復さ

れる可能性が示唆された。  

 
 

 

 
 
(3) HRI は赤血球のみならず、例えば、時計

遺伝子転写因子などが関わる他の臓器にお

いても蛋白質合成を制御する重要な酵素で

あると推定される。HRI の機能の制御は、哺

乳動物が危機状態に遭遇した場合に極めて

重要な役割をすることが明らかになった。 

(4) 生物時計に関わるヘム結合転写因子

NPAS2 はホモ二量体それ単独で DNA に結合す

ることが判明した。この結果は、NAS2/BMAL1

のヘテロ二量体のみが DNAに結合するという

報告とは異なる。生体内で、ホモ二量体とヘ

テロ二量体が競争反応をする可能性が示唆

された。 

 
５．進捗状況と計画 
(1) マウス由来の時計遺伝子転写因子の大

腸菌での大量発現、及び精製が極めて困難で

あった。蚕で大量発現させる計画である。 

(2) 部位特異的変異による HRI や NPAS2 のヘ

ム結合部位の同定が困難であった。これは、

ヘムの結合・脱離をセンスするヘムセンサー

蛋白質特有の問題である。近い将来この問題

は精製法やヘム添加の方法の改良で解決す

ると思われる。 

(3) 当初の計画にはなかった水銀イオンの

効果、ガス応答ヘムセンサー酵素 Ec DOS、他

のヘム結合時計遺伝子制御因子 mPer2, 及び

mPer1、さらに光感受性 DNA 修復酵素と似た

構造を持つと予想される mCry などの構造と

機能の関係を調べる。 

 (4) 現在研究しているこれらのガスセンサ

ー、ヘムセンサー酵素・蛋白質の X線構造解

析を行う。 
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