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研究成果の概要（和文）：　アデニンの脱アミノ化は、DNAのみならずRNAおよびその前駆体でも生じる。その生じた産
物は、細胞に障害を与えると考えられる。我々は、アデニンの脱アミノ化産物（イノシン）を含むRNAを特異的に切断
する酵素を発見した。
　この研究の目的は、この酵素がどのような生物学的意義を持つかを明らかにすることであった。様々なRNA/DNA基質
を用いて解析した結果、この酵素はRNA修復に関与することが示唆された。

研究成果の概要（英文）：Deamination of adenine occurs in DNA, RNA, and their precursors. The generated 
deaminated products are potentially mutagenic because of their structural similarity to natural bases. We 
found that human endonuclease V (i-RNase) recognizes and cleaves inosine-containing RNA.
 In this study, to figure out the characters of the endonuclease activity, a series of RNA/DNA substrates 
was employed. Our data indicated that this enzyme is involved in RNA repair.

研究分野： 分子生物学

キーワード： RNA　損傷
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１．	 研究開始当初の背景 
RNA 編集は、ゲノム情報のエピジェネテ
ィクな修飾および転写・翻訳機構のコン
トロールによる遺伝子発現において重
要な機能を有している。その中でアデニ
ンからイノシンの脱アミノ化反応
（A-to-I	RNA 編集）は、遺伝情報の変換
による多様性の獲得にも重要であると
考えられる。なぜならば、遺伝情報にお
いては、A-to-I	RNA 編集により生じたイ
ノシンは構造上グアニンとして扱い、
mRNA のもつ遺伝情報を直接変換するこ
とができるからである。事実、非コード
RNA の一つマイクロ RNA において２０％
近くのイノシン変換が行なわれており、
脱アミノ化反応の異常が、様々な疾患に
関与することが示唆されている。また、
高度な機能を有し複雑な遺伝子発現が
必要とされる脳において、多くのイノシ
ンを含む RNA が発見されていることから
も、アデニンからイノシンの脱アミノ化
の重要性を示唆している 
このイノシンを有する RNA の切断酵素活
性は以前から発見されてきた 1。また、
RISC のサブユニットの一つ Tudor-SN が
その酵素活性を増強することもわかっ
ていた 2。しかし、イノシンを有する RNA
が切断される生物学的意義は不明であ
り、また、直接切断する酵素は不明であ
った。我々は、このイノシンを有する
（i-RNA）を選択的に切断できるエンド
ヌクレアーゼ酵素 i-RNA 切断酵素を発見
した 3。 

 
２．	 研究の目的 

	 このイノシンを含む RNA を切断する酵
素（i-RNA 切断酵素）が、ヒト細胞のい
つどこで機能するのか？また、どんなタ
ンパク質と相互作用し、また RNA 上にイ
ノシンが生じ、どのようにしてこの酵素
で切断され、また切断されたイノシンを
含む RNA がどのような経路をたどるの
か？i-RNA 切断酵素によるイノシンを有
する RNA の切断の生物学的意義を解明す
ることを目的とした。 

 
３．	 研究の方法 

（１）	 i-RNA 切断酵素の生化学的解
析 

	 我々は i-RNA切断酵素の cDNAを得、
組換えタンパク質およびその切断活性
のない変異タンパク質を調整している。
この酵素がどのようなそしてどのよう
に基質を認識しているかを様々な構造
RNA を用いて RNA 結合活性および
RNA切断活性を解析する。 
（２）	 i-RNA切断酵素複合体の解析 
	 FLAG-6Hisを付加した i-RNA切断酵
素の安定発現細胞を樹立し、機能するタ
ンパク質複合体として細胞抽出液より

精製を行なう。精製された複合体の構成
因子を質量分析により同定し、i-RNA切
断酵素の制御機能の全体像を明らかに
する。 
（３）	 i-RNA 切断酵素の生物学的役

割の解明 
	 CRISPR-CAS システムを用いて欠損
細胞を樹立し、細胞の生育にどのような
影響が表れるか？もしくは RNA 編集に
どのような影響が示されるか等を解析
し、細胞内でのこの酵素の機能を探索す
る。またウイルスのミミックとして
dsRNA を細胞に導入し、その挙動を解
析する。 
 
引用文献 
①	 Scadden	AD.	EMBO	J	2001	
②	 Scadden	AD.	Nat	Struct	Mol	Bio	

2005 
③	 Morita	Y.	Nat	Commun	2013 
 
４．研究成果 
（１）生化学的解析	
様々な RNA 基質を作製し、i-RNA 切断酵
素の切断活性を解析した。その結果、こ
の酵素は少なくともイノシンを有する
RNA のみしか特異的に切断活性が観察さ
れなかった。また RNA の水酸基が活性に
重要であることが明らかになった。面白
いことに、その切断活性は切断周辺の塩
基配列により異なることを見出した。
ADAR酵素によるRNA編集にも塩基特異性
は存在するが、この配列依存性は異なっ
ているためこの i-RNA 切断酵素は RNA 編
集酵素により導入されたイノシンより
むしろ非特異的に生じたイノシンを切
断することに重要であることが示唆さ
れた。	
（２）i-RNA切断酵素複合体の解析 
FLAG タグおよび His タグを付加した
i-RNA 切断酵素安定発現ヒト胎児腎臓由
来 HEK293 細胞を樹立し、樹立された細
胞を大量培養、細胞質分画の抽出液から、
それぞれのタグを利用してアフィニテ
ィー精製によって複合体として i-RNA 切
断酵素を精製した。しかしながら、この
複合体を SDS-PAGE ゲルで展開した結果、
このタンパク質は複合体として存在し
ないことが明らかとなった。	
（３）i-RNA切断酵素の生物学的役割の
解明	
CRISPR-CAS システムを用いて欠損細胞
を樹立し、細胞の生育にどのような影響
が表れるか？もしくは RNA 編集にどのよ
うな影響が示されるか等を解析する予
定ではあったが、現在までにこの HEK293
細胞においては、i-RNA 切断酵素欠損細
胞は樹立できなった。このことはこの酵
素が細胞に必須であることを示唆して
いる。	
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