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研究成果の概要（和文）：日常生活の中にはDNA複製を阻害する多くの要因が存在し、それに対処するためにDNA複製の
修復機構が存在する。本研究はDNA複製の修復機構のメカニズムを解明することを目標として研究を行った。我々は、M
US81-EME1ヌクレアーゼが中断した複製フォークを切断することで２重鎖切断を導入することと、その機能が相同組換
えタンパク質（RAD51やRAD54）誘導することでDNA複製の修復が起きていることを明らかにしたが、それに関わる新し
い因子としてFBH1を発見し、その機能解析を行った。我々の解析から、FBH1はRAD51の機能を制御することでDNA複製の
修復機構に貢献することが明らかになった。

研究成果の概要（英文）：In our daily life, various DNA stresses inhibit the progression of DNA 
replications. Remained unreplicated regions on chromosomes often cause chromosomal instabilities. 
Therefore, the repair of stalled DNA replication is crucial for maintenance of genome integrity. 
Previously, we have shown that MUS81-EME1 structure-specific endonuclease is involved in the restart 
mechanism. Here we have identified a new factor involved in the restart mechanism of DNA replication. 
FBH1 is the DNA helicase in which contains the F-box domain. DNA unwinding activity of FBH1 encouraged 
the dissociation of RAD51 from DNAs, and the F-box domain of FBH1 was required for the ubiquitin ligase 
activity. Indeed, FBH1 was involved in the ubiquitination of RAD51. Here we report the new functions of 
FBH1, contributing the restart mechanism of DNA replication.

研究分野： 腫瘍生物学

キーワード： ゲノム不安定性　DNA修復　組換え
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１．研究開始当初の背景 
 
多細胞生物の細胞は、単に細胞数を増やすだ

けでなく、役割が異なる細胞に分化し、組織

を構成する。この細胞増殖と分化は遺伝子発

現レベルで制御されていることから、遺伝子

の情報は受精後から死を迎えるまで正確に

伝達される必要がある。しかしながら、我々

の細胞は常時 DNA ストレスを受けており、そ

れにより DNA 複製が中断することがある。

DNA 複製が正確に完結しないと、遺伝子の情

報の一部が失われ、細胞分裂後の娘細胞は正

常な機能を発揮できなくなる。それを回避す

るために、全ての種の細胞で『中断した DNA

複製フォークの修復機構』が備わっている。

しかし、哺乳類細胞（真核生物）においては、

そのメカニズムの全容は解明されていない。	

	 近年、我々は、MUS81-EME1 ヌクレアーゼ

が DNA ダメージにより中断した複製フォー

クを切断することで２重鎖切断を導入する

ことと、MUS81-EME1 自身が相同組換えに関

与するタンパク質（RAD51 や RAD54）と結合

すること介して相同組換えを DNA 切断部位

に呼び込むことを明らかにし、報告した

(Hanada	et	al.	EMBO	J.	2006;	Nature	Struc	

Mol	Biol.	2007)。この機能は染色体の安定

維持に重要な機構であることも明らかにな

っている。しかし、二重鎖切断は染色体にと

って非常に危険な状態である。二重鎖切断は

染色体異常の原因となるからである。我々は、

MUS81-EME1 の活性は精密に制御されている

と考え、その因子を探索したところ、ファン

コーニ貧血症（Fanconi	anemia）の原因遺伝

子が MUS81-EME1 と相互作用することを発見

した。ファンコーニ貧血症は、先天性の再生

不良生貧血で、貧血に加え、高頻度に癌を発

症する。しかし、その病態メカニズムが明ら

かになっていない。ファンコーニ貧血症の原

因 遺 伝 子 は 多 数 知 ら れ て お り 、

FANCA,B,C,E,F,G,L,M が FANC コアー複合体

を形成し、FANCD2 と FANCI をユビキチン化

する。ユビキチン化された FANCD2 や FANCI

は伝達物質として機能し、下流の DNA 修復を

活性化する。その 1 つが相同組換えである。

相同組換えは DNA の二重鎖切断修復や中断

した DNA 複製の修復を行う必要がある。	

	 MUS81-EME1 以外に DNA 複製の修復を行う

因子として、染色体不安定性を示す遺伝病で

あるブルーム症候群の原因遺伝子 BLMや、染

色体不安定性に加え若年性老化症を示すウ

ェルナー症候群の原因遺伝子 WRN が知られ

ている。BLMや WRNは、ヒトでは５つある RecQ

遺伝子ファミリーに属する。両患者とも DNA

複製に関連した DNA 障害により、染色体が不

安定で、癌を高発症する。しかし、これらの

分子が関与する DNA 修復のメカニズムにつ

いては未だ不明な点が多い。近年、BLM は

FANC タンパク質の制御を受けていると報告

された。しかし、その他の因子については詳

細な知見はない。DNA 複製の再開機構に関し

ては、まだ多くの未同定の因子が関与するこ

とが予想されており、それらを明らかにする

ことで、DNA 複製の再開機構を解明すること

が可能となる。	

 
２．研究の目的 
	

	 DNA 複製の修復に関する‘経路選択’のメ

カニズムの解明を目的として研究を行う。研

究開始当初は、FANC 遺伝子と RecQ 遺伝子や

MUS81-EME1 の関連性を明らかにし、DNA 複製

の再開機構に選択される経路選択のメカニ

ズムを解明することを第1の目標と設定した。

しかし、この分野の世界的な競争が非常に激

しく、MUS81-EME1 と RecQ や FANC との関連性

に関しては世界の競合研究室との競争に負

けてしまった。そこで、研究期間の中盤以降

は、DNA 複製の再開機構に関わる新規の因子

の探索とその機能解析に集中した。DNA 複製

の再開機構は RecQ、FANC、MUS81-EME1 だけ

で全容を説明することはできず、未だ同定さ

れていない多くの因子が存在すると想定さ

れている。そこで、我々は、合成致死スクリ

ーニングや酵母の遺伝学研究を参考とした

スクリーニングなどでDNA複製の再開に関連

する新規の因子を探索し、その因子の機能を

解析することにした。	

	

３．研究の方法	

	

MUS81-EME1 の活性化因子の探索	

	 MUS81-EME1 の活性を細胞レベルおよび分

子レベルで解析する。	

(1)	ヒト培養細胞において、抗癌剤マイトマ

イシンC（MMC）やヒドロキシウレア（HU）

処理後に起きるDNA二重鎖切断をパルスフ



 

 

ィールド電気泳動で検証する。		

(2)	MUS81-EMEの制御に関わっていると考え

られるタンパク質を精製し、実際に

MUS81-EME1のDNA切断活性を制御するか試

験管内のDNA切断検出系で解析する。	

	

DNA 複製の再開機構の解明	

(1)	MUS81 変異株やその他の変異株などを用

いて、DNA 切断活性をパルスフィールド電

気泳動で解析する。	

(2)	DNA 複製の再開機構に関しては、DNA フ

ァイバー法による解析を行う。まず、IdU

処理を行い、その後、ハイドロキシウレア

で DNA 複製を停止させる。DNA 複製が停止

した後、CldU を入れ複製の再開効率を検

証する。	

(3)	DNA 複製の再開に関して、新規の経路を

同定するために、既知の経路に関わる因子

の変異株と合成致死となる変異株の探索

を行う。MUS81変異株、FANC変異株、コン

トロール株に siRNA ベクターをトランス

フェクションして MUS81 変異株、FANC 変

異変異株と合成致死を示す遺伝子を検索

する。siRNA のベクターにはピューロマイ

シン耐性遺伝子を導入している。ピューロ

マイシンは速やかに細胞を死滅させるの

で、トランスフェクションが成功していな

い細胞は排除できる。１〜２週間程度培養

して野生型細胞株＋siRNA ベクターでは

細胞が生育し、MUS81 変異株や FANC 変異

株 siRNA ベクターでは死滅するという形

質を示す遺伝子を探索する。	

(4)	上記のスクリーニングで選定された遺

伝子や、酵母の遺伝学的研究から DNA 複製

フォークの再開に関与することが示唆さ

れている遺伝子に関して、その変異細胞株

を作成し、その変異細胞株の表現型の解析

を行う。パルスフィールド電気泳動で、DNA

切断の蓄積状況を解析するほか、免疫染色

DNA 複製修復に関わる因子の状態を解析

する。	

	

４．研究成果	

	

MUS81-EME1 の活性制御に関する解析	

	 MUS81-EME1 のヌクレアーゼ活性を制御す

る因子を同定するために、可能性がある因子

を精製し、MUS81-EME1 のヌクレアーゼ活性に

対する制御作用の評価を行った。基質として、

3’末端側に 1 本鎖の DNA 末端を持つ

3’-falp 構造のものを用いた。我々は、以前

の科研費研究（若手研究B	課題番号23770208	

課題名：ダメージを受けた DNA 複製フォーク

の修復機構の解明）において、FANCD2 が

MUS81-EME1 を制御するかどうかを検証し、そ

の結果を報告しているが（論文未発表）、そ

れと同様の手法を用いて、検証実験を行った。

その結果、試験管内でのヌクレアーゼ活性に

おいては、RAD54 と RAD54B が MUS81-EME1 の

ヌクレアーゼ活性を阻害する可能性を示唆

する実験結果を得ることができた（図 1）。	

実際、我々は、過去の研究で、MUS81 と RAD54

が免疫共沈により、共沈されてくることから、

同一の複合体内に存在することを報告して

いる（Hanada	et	al.	EMBO	J.	2006）。図 1

の結果は、RAD54 や RAD54B が MUS81-EME1 の

活性を抑制的に制御する可能性を示唆して

いる。この点に関して、より断定的な結論を

導くため、細胞レベルで RAD54、RAD54B と

MUS81-EME1 の活性との関連性を解析すると

にした。我々は MUS81-EME1 の細胞レベルで

の活性を検出する手段として、パルスフィー

ルド電気泳動が有効であることを発見し、報

告している（Hanada	et	al,	EMBO	J,	2006,&	

Nature	Stuc	Mol	Biol,	2007）。Rad54遺伝子、

Rad54b 遺伝子、Rad54 遺伝子と Rad54b 遺伝

子の両方を欠損した二重変異を持つマウス

ES 細胞株を用いて、MMC 処理および HU 処理

後の切断 DNA 断片を解析したところ、Rad54

変異株、Rad54b 変異株、Rad54	Rad54b	二重

 
図 1	MUS81-EME1 のヌクレアーゼ活性に対
する RAD54 と RAD54B の効果．3’-flap 構
造の基質に対して、精製した MUS81-EME1
タンパク質と RAD54 タンパク質、または、
RAD54B タンパク質を添加し、15 分間反応
させ、3’-flap 構造の切断活性を電気泳
動で解析した。上段のバンドが 3’-flap、
下段のバンドが切断産物である．	



 

 

変異株のいずれにおいても二重鎖切断の蓄

積が増加するという結果は得られなかった

（図 2）。したがって、RAD54 や RAD54B が

MUS81-EME1 の活性を抑制的に制御すると提

唱できないことが分かった。この点に関して

は、今後も検証を重ね、RAD54、RAD54B と

MUS81-EME1 との相互作用の生物学的な役割

を解明したいと考えている。	

DNA 複製フォークの再開機構の解析	

	 これまでの研究から、MUS81-EME1 と RecQ

の 1 つである WRN（ウェルナー症候群原因遺

伝子）は、独立に DNA 複製フォークの再開に

関与することが提唱されている(Franchitto	

A	et	al.	J	Cell	Biol,	2008)。そこで、本

研究では、別の RecQ 遺伝子である BLM（ブル

ーム症候群原因遺伝子）と MUS81-EME1 との

関連性について検証を試みた。ブルーム症候

群の患者由来細胞では、姉妹染色体間交叉

（Sister	Chromatic	Exchange:	SCE）が上昇

していることから、SCE の原因の 1 つと考え

られているDNAの二重鎖切断の量が増加して

いることが考えられた。そこで、BLM 変異細

胞でのDNA二重鎖切断の蓄積状態をパルスフ

ィールド電気泳動で解析した。その結果、Blm

遺伝子に変異がある ES 細胞においては、DNA

二重鎖切断の蓄積については野生株と同等

であることが明らかになった（図 3）。この結

果は、BLM 遺伝子の有無は二重鎖切断の蓄積

量に相関がないことを示唆している。一方、

過去の報告では、BLM が MUS81-EME1 のヌクレ

アーゼ活性を促進するという報告があった

が（Zhang	et	al,	Cancer	Research,	2005）、

これに関しては、細胞および試験管内の検出

系の両方において再現できなかった。これら

の実験結果から、我々は、MUS81-EME1 と BLM

は独立に作用するのではないかと考えた。し

かし、全く同じ内容の研究がカナダのグルー

プより報告された（El	Ghamrasni,	S	et	al.	

Cancer	Research,	2015）。彼らの論文では、

MUS81 と BLM は独立に染色体の維持に関与す

ること、その両方の遺伝子に変異があるノッ

クアウトマウスではそれぞれの単独の変異

では見られない発育不全や生殖機能低下な

どが見られるようになるといったことが報

告されている。この研究は、明らかに

MUS81-EME1とBLMが独立に作用していること

を示すものであり、我々が目指していた研究

そのものであった。競争に負けてしまったの

で、この点に関してさらに追求することを止

め、BLM とは別の因子を探索することを研究

の中心と再設定し、その研究に集中した。	

	

 
	

図 2．Rad54,	Rad54b,	Rad54	Rad54b二重変
異細胞株における二重鎖切断の検出．二重
鎖切断はパルスフィールド電気泳動を用い
て検出した．(A)	MMC 処理後に誘発される
二重鎖切断．（B）HU 処理後に誘発される二
重鎖切断．	

Murine ES cells devoid of Fbh1 helicase activity are resistant to
replication stress. As the above data were all generated using si-
and shRNA-treated cells, we sought an alternative system in
which to substantiate our findings. To do this we generated
mouse embryonic stem (MES) cells carrying bi-allelic deletions in
the FBH1 helicase domain (Supplementary Fig. S2). Southern
blotting and western blotting analysis confirmed the removal of
the alleles/full-length FBH1 protein (Fig. 3a,b. RT–PCR was
performed to monitor expression of the targeted alleles
(Supplementary Fig. S2). Notably, wild-type and the helicase-null
MES cells had equivalent DNA replication profiles
(Supplementary Fig. S2). We then evaluated the response of these
cells to HU, and we found that the helicase-null MES cells were
also more resistant to HU treatment compared with wild-type
cells (Fig. 3c). Interestingly, this effect was not only observed in
response to HU, but also following treatment with the DNA
polymerase inhibitor aphidicolin (Fig. 3c), suggesting that FBH1
generally responds to replication stress, and not to nucleotide
depletion specifically. As the helicase-null cells exhibited HU
resistance, we speculated that these cells might also accumulate
less DNA breakage following replication arrest. Using PFGE
analysis we found that the helicase-null cells indeed showed
significantly less DNA breakage (Fig. 3d,e), in line with the
findings in human FBH1-depleted cells.

FBH1 and MUS81 operate in a common pathway. Prolonged
HU treatment leads to the collapse of stalled replication forks
accompanied by DNA breakage mediated by the MUS81

endonuclease6. Ablation of MUS81, therefore, prevents the
accumulation of DSBs following HU treatment. To test if
prevention of MUS81-specific DNA breakage would have any
impact on DNA DSB formation and survival after HU, we
depleted MUS81 using siRNA (Fig. 4a, and Supplementary
Fig. S3). Similar to FBH1 depletion, MUS81-depleted cells also
exhibited increased resistance to HU treatment (Fig. 4b, and
Supplementary Fig. S3B). In line with this, we also found that
depletion of the MUS81 co-factor EME1 made cells significantly
more resistant to HU treatment (Supplementary Fig. S3).
Moreover, depletion of SLX4 (an important MUS81 regulatory
factor) resulted in a marked decrease in DNA breakage following
HU treatment (data not shown). Interestingly, the combined
depletion of MUS81 and FBH1 did not have any additional effect
on HU survival, suggesting that they operate in the same pathway
(Fig. 4b). To corroborate this, we used PFGE to detect DNA DSB
formation. As expected, cells individually depleted for MUS81
and FBH1 showed a strong reduction in DNA breaks following
prolonged HU treatment (Fig. 4c), whereas no significant
additional effect was observed upon co-depletion. To further
test the possibility that FBH1 and MUS81 might operate in the
same pathway, we carried out clonogenic survival assays of cells
overexpressing FBH1 in a mock or MUS81-depleted background
(Fig. 4d). Interestingly, depletion of MUS81 rescued the FBH1-
induced cell death (Fig. 4e), arguing that these two factors operate
in the same pathway and that FBH1 operates upstream of
MUS81. Taken together, our data indicate that FBH1 and MUS81
operate in a common pathway in the cellular response to
replication stress (Fig. 4f).
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Figure 3 | Aberrant response to replication stress in murine ES cells devoid of FBH1 helicase activity. (a) Southern blot analysis of targeted FBH1 alleles
in murine ES cells. Genomic DNA was digested with EcoRI, separated by agarose gel electrophoresis and hybridized with radiolabelled 30 probe (see
Methods). Sizes of the DNA bands are shown to the left. (b) MES cells, either FBH1 wild-type (WT) or helicase-null (HL) were subjected to immunoblotting
with the indicated antibodies. The asterisk denotes a cross-reacting species. The sizes of molecular mass standards (in kDa) are shown on the left. (c) MES
cells, either FBH1 wild-type (WT) or helicase-null (HL) were left untreated or treated with the indicated doses of HU (Upper) or APH (lower) for 24 h. Cells
were plated and surviving clones were scored 10–12 days later. Graph depicting the surviving fractions is shown. Experiments were done in triplicate and
error bars represent s.d. (d) MES cells, either FBH1 wild-type (WT) or helicase-null (HL) were left untreated or treated with HU (1 mM) for the indicated
timepoints. Cells were collected and subjected to PFGE analysis. Bands representing DNA breaks are shown. (e) Quantification of (d). Experiments were
done in triplicates for the 24 h timepoint, bands were quantified using ImageJ software and error bars represent s.d.
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図 4．Fbh1 遺伝子の変異（ヘリカーゼドメ
インの欠失株）を用いた DNA 切断の検出．
WT：野生型 ES 細胞、HL:	Fbh1遺伝子の変異
ES 細胞（ヘリカーゼドメインの欠失株）を
示す．DNA 切断はパルスフィールド電気泳動
を用いて検出した．図は Fugger	K	et	al,	
(2013)	Nature	Commun,	4,	1423 より改変．  

 
 

 
図 3．Blm変異細胞株における MMC 処理後の
二重鎖切断の検出．二重鎖切断はパルスフィ
ールド電気泳動を用いて検出した． 



 

 

合成致死スクリーニングや、酵母での研究成

果をもとにしたスクリーニングから、FBH1 が

DNA 複製の再開機構に関与していることを発

見した。我々は、Fbh1 遺伝子を破壊した ES

細胞株を樹立し、HU 処理後の DNA 切断の検出

を行った。その結果、Fbh1 変異株では、HU

処理後の二重鎖切断の蓄積が減少すること

を発見した（図 4）。	

FBH1 は、ユビキチンリガーゼの E3 サブユニ

ットに保存されている F-box ドメインとヘリ

カーゼドメインを持った酵素である。我々は、

DNA複製の再開機構におけるFBH1の機能を解

析すると同時に、FBH1 が持つドメインがどの

ような役割を担っているのか、生化学的な検

証も行った。	

	 まず、FBH1 タンパク質を精製して、その活

性を解析したところ、FBH1 のヘリカーゼとし

ての活性が RAD51 を DNA から解離させること

を誘導する働きを示すことを発見した

（Simandlova,	J	Biol	Chem,2013）。この点

に関する細胞レベルでの検証を行うために、

ヘリカーゼドメインを欠失するように設計

したジーンターゲティングベクターを作成

して Fbh1遺伝子を破壊した ES 細胞を作成し、

その表現型を解析した。その結果、Fbh1変異

株では、RAD51 の核内の局在が増加すること

が認められた（図 5）。このことは、FBH1 が

細胞内で RAD51 の DNA 結合に対して抑制的に

作用していることを示唆している。以上の解

析から、我々は、FBH1 のヘリカーゼ活性は、

RAD51 の DNA からの解離に関わっていると結

論づけることができた。	

	 次に、FBH1 の F-box ドメインに関する解析

を行った。F-box タンパク質は SKP1、CUL1、

ROC1 と共にユビキチンリガーゼの E3 サブユ

ニットを形成することが知られている。そこ

で、FBH1 を組み込んだバキュロウイルスと共

に、SKP1、CUL1、ROC1 を組み込んだウイルス

を同時感染させ、FBH1-SKP1-CUL1-ROC1 複合

体を発現させ、その精製を行った。我々は、

この複合体の精製に成功したので、試験管内

でのユビキチン付加反応を実施した。F-box

タンパク質は、F-box タンパク質と結合する

因子にユビキチンを付加することが知られ

ている。先の研究で FBH1 が RAD51 に作用す

ることを見出していたので、RAD51 を基質と

して、試験管内でユビキチン付加反応を実施

した。その結果、FBH1-SKP1-CUL1-ROC1 複合

体は RAD51 にユビキチンを付加すること発見

した（図 6A,B）（Chu,	Nature	Commn,	2015）。

また、このユビキチン化は、HU 誘発の DNA 切

断にも関与することも明らかになった（図

6C）。以上の研究から、FBH1 は RAD51 の制御

を介して DNA 複製の再開機構に関与している

と判断した。FBH1 が前述の RecQ や FANC など

とどのように関連しているかについては解

明できていない。今後は、この点に関して検

証を進め、FBH1 の DNA 複製の再開機構に関わ

る詳細なメカニズムを理解したい。	
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図 5．Fbh1変異株の作成と RAD51 の核内局
在の解析．ジーンターゲティング法により、
マウス ES 細胞で Fbh1遺伝子の改変を行っ
た．その後、RAD51 に対する抗体で免疫染
色を行い、RAD51 の核内局在を、蛍光顕微
鏡を用いて解析した．図は、Simandlova	J	et	
al,	(2013)	J	Biol	Chem,	288,	34168-34180
より改変．	

 

 
図6．FBH1-SKP1-CUL1-ROC1複合体はRAD51
にユビキチンを付加する反応と RAD51 ユ
ビキチン付加部位変異体の機能解析．（A）
RAD51 に含まれるユビキチン付加部位．
（B）FBH1 複合体による RAD51 のユビキチ
ン化．（C）RAD51 付加部位変異体での HU
誘発 DNA 二重鎖切断の解析．パルスフィー
ルド電気泳動を用いて切断 DNA 断片を解
析した．図は、Chu	WK	et	al.	(2015)	Nature	
Commun.	6,	5931 より改変．	
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