
Fig. 3-1. A model how hypoxia causes embryonic growth retardation and developmental
delay. IGFBP-1 is induced by hypoxia (1), which presumably reduces "free" forms of IGFs 

(2). As a consequent, it leads to the reduced IGF-signaling (3) and subsequent suppression of 
IGF-dependent cell proliferation (4). This suppression in IGF-signaling contributes to the 
hypoxia-induced embryonic growth retardation and developmental delay (5).
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Fig.3-2. A model how hypoxia triggers IGFBP-1 gene expression. Under

normoxic condition, HIF-1α is targeted for ubiquitination and proteosomal

degradation. Protein"X"binds to the HAS region. Under hypoxia, HIF-1α

dimerized with HIF-1β and translocates to the cell nucleus. HIF-1 that binds to

non-functional HREs does not drive IGFBP-1 gene transcription. When HIF-1

binds to the HRE positioned at-1090/-1086, HIF-1 activates the transcription of

IGFBP-1 gene cooperatively with protein X and CBP/p300.
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脊椎動物の初期発生は、緻密な遺伝プログラムによって支配されると同時に、様々な環境要因によっても

大きく影響を受ける。好気性生物全般に酸素は生命活動に不可欠であり、環境中の酸素濃度は初期発生に影

響を及ぼす大きな要因の1つ である。ヒトにおいて、胎児発育環境中の低酸素状態が子宮内胎児発育遅滞

(IUGR)を惹起する主な原因の一つ であることはその良い例であろう。

近年の研究から、I UGRの 惹起にはインスリン様成長因子(insulin-like growth factor ,IGF)を 介したシ

グナルが関与することが示唆されている。IGFは 細胞の分化や増殖の促進作用をもち、脊椎動物の初期発生に

不可欠な因子であるが、低酸素により惹起されるIUGRの 胎児血清中にはIGFの 活性を制御するIGF結 合タン

パク質(IGF-binding protein ,IGFBP)の1つ 、IGFBP-1が 多量に存在することが知られていた。IGFBP-1は 、

分泌型タンパク質としてIGFに 結合することでIGFの 作用を制御することが細胞及び個体 レベルで知られて

いることから、低酸素 下におけるIGFBP-1の 上昇が胚の発生と成長の抑制因子としてIUGRの 惹起に関与する

ことが示唆されていた。 しかし、その直接的な因果関係ならびに分子機構の理解は非常に乏しい。

哺乳類モデルでは胎児の発育が母体内で進行するため、胎児発育環境を操作することや、個体レベルで胎

児の発生を経時的に観察することが困難 である。その一方、ゼブラフィッシュは母体外で胚発生が進行 し、

胚体が透明であること、さらに遺伝学 ・発生学的アプローチが可能であることなどから上記の仮説を検証す

る上でよい実験モデルである。また、近年のゲノム情報の解読によって、IGFシ ステム(IGF ,IGF受 容体、

IGFBPs)は 脊椎動物全般に進化上よく保存されていることがより明らかになり、ゼブラフィシュを用いた比

較内分泌 ・生理学的アプローチは、魚類のみならず脊椎鋤物一般に普遍的な生理機構の知見をもたらすこと

ができると考えられる。そこで、本研究ではゼブラフィッシュ胚を脊椎動物の初期発生の1つ のモデルとし

て用い、初期胚の発生環境における低酸素がどのように感知され、IGFシ ステムを介 して脊椎動物の胚発生と

成長に影響を及ぼすのかを検討した。その結果、1)低 酸 素環境により惹起されるIGFBP-1の 上昇はIGF依

存的な細胞増殖を抑制 し、これが低酸素に起因する胚発生と成長遅滞の重要な原因の1つ であること、2)

初期発生時において、低酸素環境は転写因子hypoxia-inducible factor(HIF)-1を 介してIGFBP-1の 発現を

誘導することを細胞および個体 レベルで明らかにした。

1. IGFBP-1は低酸素 に起因 る胚発生と成遅滞 の誘起 に重要な因子である。

発生学的、形態学的解析によりゼブラフィッシュ初期胚を低酸素(0.5mg/1 O2)に24時 間曝すと、正常酸

素濃度(6-7mg/1 O2)と 比較 して、胚の発生と成長が著 しく遅滞することが明らかになった。その際のIGFシ

ステムの動態を検討すると、低酸 素下においてIGFBP-1の 遺伝子発現とタンパク量が特異的に増加した。一

方、 リガン ド(IGF-1,2)や 受容体、その他のIGFBPsに 有意な変化は見られなかった。

そこで、特異的に上昇するIGFBP-1洲 氏酸素に起因する胚発生と成長遅滞にどのように関与しているかを

明らかにするために、遺伝学的手法(loss/gain-of-function)を 用いて検討した。まず、IGFBP-1に 特異的な

アンチセンスモルフォリノオ リゴを微量注入し、正常酸 素下ならびに低酸素下において内因性IGFBP-1を ノ

ックダウンし鳥 正常酸素下では、IGFBP-1の ノックダウンによる明らかな表現型は観察されなかったが、低

酸素 下においてIGFBP-1を ノックダウンす ると、低酸素により惹起される発生と成長の遅滞がおよそ60%改 善
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された。次に、低酸 素下で内因性IGFBP-1を ノックダウンした胚に、外因的にIGFBP-1を 過剰発現させると

発生と成長が遅滞 した。 さらに、IGFBP-1の 過剰発現は正常酸素下においても発生と成長の遅滞を誘起するこ

とから、IGFP-1は ゼブラフィッシュ胚の 低酸素による発生と成長の遅滞を誘起する重要な因子であることが

示唆された。

ではIGFBP-1は どのようにゼブラフィッシュ初期胚に作用するのだろうか?そ こで、ゼブラフィッシュ初

期胚由来の細胞株(zf4)を 用いて、IGBP-1の 細胞増殖能に及ぼす影響を検討 した。IGF-1,-2(100ng/ml)の

添加により、zf4細 胞株の細胞増殖は有意

に(IGF-1,6.0倍;IGF-2,4.9倍)増 加し

た、次に、IGFsと 等モル量 のIGFBP-1を

加えると、IGFsによる細胞増殖はおよそ60%

抑制された。このIGFBP-1に よるIGF依 存

的な細胞増殖能の抑制は、 過剰量のIGFsを

加えることにより濃度依存的に消失し、

IGFBP-1の みの添加では細胞増殖能に有意

な変化は観 察されなかった。以上の結果か

ら、低酸 素環境により特異的に誘導される

IGFBP-1はIGFと 複合体を形成し、IGF依 存

的な細胞腕 を抑制することで低酸泰に起

因する発生と成長遅滞に関与すると考えら

れる(図1参 照)。

図1. 低酸素環境 に起因す る初期胚発生と成 長遅滞 の分子機構の

モデル 図。IGFBP-1の 増加 によ り、遊 離型IGFが 減少す る。それ

に伴 うIGFシ グナル の低下 によ り、IGF依 存的な細胞 増殖が抑制 さ

れ、 これが胚発 生 と成長の遅延を誘 起する一因と考え られる。

2.  低酸素は、HIF-1経 路 を介 してIGBP-1 の発現を誘導する。

前述のとおり、低酸 素はIGFBP-1の 発現を誘導することが明らかとなったが、その分子機構は不明である。

その分子機構の解明の端緒として、まずIGFBP-1選 俵子の上流域約3kbを 単離 した。IGFBP-1の 上流域には13

個のHIF-1結 合配列、hypoxia-respcnse element(HRE)が 存在 した。HIF-1はα,βサブユニットから成るヘテロ

ダイマーの転写因子であり、CBP/p300と の共役により低酸素下において標的遺伝子の発現を制御することが

知られている。そこで、「HIF-1経路は、ゼブラフィッシュ初期胚において低酸素下におけるIGFBP-1遺 伝子

発現誘導に関与する。」という仮説をたてた。その仮説の検証のために、まずHIF-1経 路がゼブラフィッシュ

の初期発生過程において成立しているかを検討した。ゼブラフィシュのHIF-1α,βサブユニットは、共に胚発

生過程においてほぼ全ての細胞で発現 していた。また、ゼブラフィシュHIF-1α タンパク質は低酸素下におい

て上昇 し、細胞核内に局在 した。さらに、培養細胞系ならびに個体レベルにおいて、HIF-1αの過剰発現はIGFBP-1

遺伝子の 発現を誘導した。薬理学的にHIF-1を 誘導させると同様に、内在性IGFBP-1選 伝子の発現が上昇 し

た。以上から、ゼブラフィシュの初期発生過程に おいてHIF-1経 路は確立してお り、低酸素によるIGFBP-1

の遺伝子発現誘導はHIF-1を 介することが明らかとなった。

次に、HIF-1が どのような分 子機構でIGFBP-1の 遺伝子発現を誘導するのかを明ら脳 こするために、ゼブ

ラフィシュIGFBP-1遺 伝子のプロモーター領城に存在するHREの 様々な欠損変異体 ・点変異体を作成し、ゼ
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ブラフィッシュ肝臓由来の培養細胞株(ZFL)な らびにヒト肝細胞株(HepG2)を 用いてシスエ レメン トの同定

を行った。その結果、13個 存在する脱 の うち、唯1つ のHRE(-1090/-1086)にHIF-1が 物理的に結合するこ

とが、HIF-1を 介 した低酸素によるIGFBP-1遺 伝子発現の誘導には必要であることが明らかとなった。上記の

知見を個体 レベルにおいても検証するために、ゼブラフィッシュ初期胚においてIGGBP-1の プロモーター活

性をGFPに よりリアルタイムで可視化 した、低酸素下では、GFP陽 性細胞ならびにGFPタ ンパク量(す なわち、

IGFBP-1プ ロモータ活性)が 増加するが、機能的なHRE(-1090/-1086)に 変異を導入すると、GFPの 増加は見ら

れなかった。以 上の結果から、低酸素下において誘導されるHIF-1は 、IGFBP-1遺 伝子プロモーター領域上の

-1090/-1086に 存在するHREに 直接結合することによりIGFBP-1の 発現を誘導することを細胞および個体レベ

ルで明 らかに した。

では、なぜHIF-1は13個 のHREの 中から唯1つ のHRE(-1090/-1086)を 選択的に用いて遺伝 子発現を誘導す

るのだろうか? IGFBP-1遺 伝子と既知のHIF-1標 的遺伝子のプロモーター配 列の比較や、IGFBP-1遺 伝子プ

ロモーター領域の欠損変異体 ・点変異体解析

から、-1099/-1103に 位置するHIF-1 ancillary

sequence(HAS)配 列が低酸素/HIF-1に よる

IGFBP-1の 遺伝 子発現の誘導には必要であるこ

とがわかった。 さらに、このHAS配 列に特異

的に結合する核タンパク質が常酸素下におい

て存在することから、HIF-1はHREと 新規のシ

スエレメントHASと の共役によってIGFBP-1

遺伝子の発現を誘導することが示唆された(図

2参 照)。

図2. 

正常酸 素環境 において、HIF-1は ユ ビキチ ンープロチア ソーム

により分解 され るが、低酸 素環境 では、HIF-1がIGFBP-1遺 伝

子の 上流域-1090/-1086に 存在 するHREに 直接結合す ることに

よって、IGFBP-1の 転 写を誘導 する。

本研究では、ゼブラフィッシュを用いた発生学 ・遺伝学的アプローチを内分泌学に取 り入れることによっ

て、HIF-1経 路を介して低酸素下で誘導されるIGFBP-1が 初期発生時における低酸素環境への適応メカニズム

の一つ として重要な役割を果たすことを個体 レベルで明らかに した。ではその生理学的意義は一体何か?

哺乳類、魚類を含め多種の脊椎動物において、IGFBP-1は栄養飢餓や低酸素 、浸透圧変化など様々な環境ス ト

レスにより急激に誘導され、IGFシ グナルを抑制することが知 られる。また、無脊椎動物(線 虫、ショウジョ

ウバエ)に おいてもインス リン ・IGFシグナルの低下が低酸素環境への適応ならびに生命維持に重要であるこ

とが示唆されている。すなわちIGFBP-1は 胚発生や成長に不適な条件下において誘導され、IGFシ グナルの抑

制因子として作用することで発生 ・成長を抑制し、代謝エネルギーを胚発生 ・成長から生命維持に移行させ

る分子スイ ッチの1つ なのではないかと考えられる。本研究で明らかとなった知見は魚類のみならず、脊椎

動物の進化の過程において保存された生体機構であると推測 される。
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