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説

細胞周期制御の分子メカニズム
土屋

勇一

東邦大学医学部生化学講座

要約：細胞周期は単細胞生物から多細胞高等生物に至るまで，すべての生命体にとって欠くことのできな
い重要な過程である．細胞周期では単に 1 つの細胞が 2 つに分裂するだけではなく，遺伝情報の担い手であ
る染色体 DNA を正確に複製し，紡錘体を形成して染色体を正確に娘細胞へ分配する必要がある．そのため
染色体 DNA および紡錘体に損傷が生じた場合にはチェックポイントが発動して，損傷の修復が完了するま
で細胞周期を停止する．また高等生物において細胞周期とチェックポイントは，発生や分化および個体の恒
常性維持と深く関連しており，その破綻は発生異常や癌などの疾患につながる．本総説では真核生物の細胞
周期とチェックポイントを制御する分子メカニズムを概説する．また細胞周期と概日リズムの機能的な関連
に触れ，時計分子医療に対する展望を紹介する．
東邦医会誌 60（5）
：292―294，2013
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細胞周期とは何か？
細胞周期とは，細胞分裂で生じた娘細胞が母細胞となり，

期に変換する M 期促進因子が存在することが示唆された
が，その分子的実体は不明であった．その後 1970 年代に
Hartwell et al.は出芽酵母を，Nurse et al.は分裂酵母を用

再び分裂して 2 つの娘細胞になる過程を指す．この際には

いて多数の細胞周期変異体を単離し遺伝学的解析を進め

遺伝情報の担い手である染色体 DNA を正確に 2 倍に複製

た．その結果，細胞周期に必須の遺伝子産物である出芽酵

し，紡錘体を介して染色体を正確に娘細胞へ半分ずつ分配

母 Cdc28 および分裂酵母 Cdc2 は互いに類似したキナーゼ

することで，細胞周期の継続性が保証される．したがって

であり，よく似た蛋白質が高等生物にも複数種類存在する

染色体 DNA が合成される時期と細胞が分裂する時期が交

ことが分かった．一方 1983 年に Hunt et al.は海産生物の

互に現れる必要があり，前者を DNA 合成＝DNA Synthe-

初期胚を用いた実験から，細胞分裂ごとに合成と分解を繰

sis が起こる時期として S 期，後者を細胞分裂＝Mitosis が

り返す蛋白質を同定しサイクリンと命名した．サイクリン

起こる時期として M 期と呼ぶ．S 期および M 期の前には

に類似した蛋白質も真核生物に広く存在し，複数種類のサ

準備段階である Gap 期が存在し，それぞれ G1 期および G2

イクリンが細胞周期の異なった時期に発現することも明ら

期と呼ばれる．したがって細胞周期は G1 期-S 期-G2 期-M

かになった．これらの先駆的な発見を契機に細胞周期の研

!

期の繰り返しで進行する．また G1 期の特定の時期におい

究が進展した結果，Cdc28 Cdc2 類似キナーゼはサイクリ

て，細胞が増殖を始めるか，増殖を止めて静止期（G0 期）

ンとの複合体形成によって蛋白質リン酸化酵素としての活

に入るかが決定される１）．

性を示すことが分かり，現在ではサイクリン依存性キナー

サイクリン依存性キナーゼとサイクリンの
複合体による細胞周期制御

ゼ（cyclin-dependent kinase：Cdk）と総称される．そし
て 1980 年代後半には，Cdk1 とサイクリン B の複合体が
生物種を超えて保存された M 期促進因子であることが明

1970 年の Rao と Johnson による培養細胞の融合実験お

らかになった．これらの重要な発見に対して，Hartwell，

よび 1971 年の Masui と Markert によるカエル卵の微量注

Hunt，Nurse の 3 氏に 2001 年ノーベル医学生理学賞が授

入実験から，M 期細胞の細胞質には他の時期の細胞を M

与された．
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Cdk を獲得することによって多様な組織の形成が可能に

リン酸化と蛋白質分解による
Cdk1-サイクリン B 複合体の機能制御

なったと想像できる２）．

Cdk1 の活性化にはサイクリン B との結合だけでなく，

チェックポイントによる細胞周期制御

リン酸化による制御も必要であることが明らかになった．

1989 年に Hartwell et al.は，細胞周期の進行を常に監視

サイクリン B と結合した Cdk1 の 14 残基目のトレオニン

して，異常が生じた場合には細胞周期を停止させる機構の

および 15 残基目のチロシンが，Wee1 Myt1 キナーゼに

存在を提唱し，チェックポイントと名付けた．チェックポ

よってリン酸化されると Cdk1 は不活性化し，Cdc25 ホス

イントは細胞周期を停止させる時期によって，① G1-S

ファターゼによって脱リン酸化されると Cdk1 は活性化す

チェックポイント，② S 期チェックポイント，③ G2-M

る．G2 期においては Wee1 Myt1 が優位であり，Cdk1 の

チェックポイント，および④ M 期チェックポイントの 4

活性化は抑制される．しかしサイクリン B のさらなる合

種類に大別される．特に DNA 損傷によるチェックポイン

成に伴って Cdk1 の活性がある閾値を超えると，Cdk1 が

トの発動には，癌抑制遺伝子産物である p53 が重要な役

Wee1 Myt1 をリン酸化して不活性化する一方で，Cdc25

割を果たす．

!

!

!

をリン酸化して活性化する．これにより形成が逆転し

G1-S チェックポイントにおいては，増殖因子の受容，

Cdc25 が優位となって，さらに Cdk1 の活性化が進むとい

複製開始前の染色体 DNA の損傷，複製開始の準備状況な

うポジティブフィードバックが形成される．こうして

どが監視される．細胞周期が S 期に進行するために必要

Cdk1 は速やかに活性化し，多数の基質蛋白質をリン酸化

な遺伝子の発現は E2F と総称される一群の転写因子に

して M 期を誘導するが，基質の 1 つに分裂後期促進複合

よって誘導されるが，静止期においては癌抑制遺伝子産物

体（anaphase-promoting complex：APC）がある．Cdk1

である Rb が結合して E2F の機能を阻害している．Cdk4

によってリン酸化された APC は，サイクリン B にポリユ

6-サイクリン D 複合体と Cdk2-サイクリン E 複合体が順

ビキチン鎖を付加する．するとプロテアソームがポリユビ

次活性化すると，Rb はリン酸化されて E2F に結合できな

キチン鎖を認識しサイクリン B を分解して，Cdk1 は活性

くなる．その結果 E2F が転写を開始して細胞周期が S 期

を失い M 期は終了する．すなわち Cdk1 の活性化が自身

に進行する．G1-S チェックポイントが発動すると，INK4

の不活性化を誘導するというネガティブフィードバックが

ファミリーおよび Cip Kip ファミリーと呼ばれる Cdk 阻

形成される．安定した細胞周期の進行にはネガティブ

害蛋白質が発現して，Cdk による Rb のリン酸化を阻害し

フィードバックとポジティブフィードバックの両者が必要

細胞周期を G1 期で停止させる．Rb や INK4 ファミリー

であることは，数理モデルを用いた解析からも支持されて

の機能喪失は癌で多くみられる．

!

!

S 期チェックポイントは複製途中の染色体 DNA に生じ

いる．

高等生物における Cdk-サイクリン複合体の
分業体制
出芽酵母や分裂酵母では 1 種類の Cdk が細胞周期を制
御するのに対して， 高等生物では複数の Cdk が存在する．

た損傷や，DNA 合成機構自身の異常を監 視 す る．S 期
チェックポイントは細胞周期を停止させるだけでなく，
DNA 複製の停止など広範囲な影響を及ぼす大変複雑な機
構であり，全容の解明が待たれる．
G2-M チェックポイントは複製終了後の染色体 DNA の

生化学的および細胞生物学的解析により，高等生物ではそ

損傷を監視しており，損傷が存在した場合には Cdc25 の

れぞれの Cdk に固有の役割があることが示された．すな

機能を阻害して，Cdk1-サイクリン B の活性化を防ぎ細胞

わち Cdk1-サイクリン B 複合体が M 期を誘導するのに対

周期を G2 期で停止させる．

して，Cdk2-サイクリン E 複合体は染色体 DNA の複製を

M 期チェックポイントは紡錘体に異常が生じ染色体が

開始させると考えられている．またサイクリン A は Cdk1

正しく分配できない場合に，APC を阻害してサイクリン

および Cdk2 と複合体を形成して，S 期から G2 期への進

B のポリユビキチン化を防ぐ．その結果サイクリン B は

行に関与すると推測されている．一方 G0 期から G1 期へ

分解されず，細胞周期は M 期で停止する．M 期チェック

の移行には，Cdk4 6-サイクリン D 複合体が重要な役割を

ポイントの破綻は染色体の不安定性を引き起こし癌化につ

担うとされる．しかし遺伝子改変マウスを用いた最新の研

ながると推測される．

!

究によれば，Cdk1 のみで細胞の分裂と初期発生までは可
能であることが分かった．一方 Cdk2 遺伝子破壊マウスは

!

細胞周期，概日リズムと時計分子医療

正常に生まれ発育するが雌雄とも不妊であり，Cdk4 6 遺

細胞周期とチェックポイント，DNA 損傷修復およびア

伝子破壊マウスは胎児後期まで成長するものの造血不全に

ポトーシスに関与する蛋白質群の中には，概日リズムに

より致死となった．これらの結果から，高等生物は複数の

沿った発現を示すものがある．また時計蛋白質が DNA 損

60 巻 5 号
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図1

時計分子医療による癌治療の展望

傷チェックポイント蛋白質と相互作用するという報告もあ
る３，４）．抗癌剤の多くは DNA に損傷を与えることで癌細胞
の細胞周期を止めるため，概日リズムが抗癌剤の効果に影
響を与える可能性がある．これらの知見をもとに，正常組
織の細胞周期が減速する時間帯，あるいは正常組織の
DNA 損傷修復能や薬物分解・排泄能が増強される時間帯
に抗癌剤を投与することで，正常細胞に対する副作用を低
下させ癌細胞への特異性を高める「時計分子医療による癌
治療」が試みられている５）．今後は細胞周期と概日リズム
の生化学的な解析に加えて，生理学的・薬理学的な知見と
の統合や医用工学の進歩により，時計分子医療が一層発展
すると期待される（図 1）
．
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