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研究成果の概要（和文）：　分裂期のDNA二重鎖切断は高度な染色体凝縮のため、修復されにくいことが知られ
ている。興味深いことに、ショウジョウバエでは分裂期チェックポイント分子BuBR1依存的に染色体断片化を回
避するDNA tether構造が発達する。本研究では、ヒト細胞においてBubR1がショウジョウバエ出観察されるよう
なDNA tether構造を誘導することはないが、放射線照射後の染色体構造異常を抑制する活性を分裂期チェックポ
イントとは独立にもつことが示された。

研究成果の概要（英文）：　DNA double-strand breaks during mitosis are known to be difficult to be 
repaired because of the high condensation of mitotic chromosomes. Interestingly, a spindle assembly 
checkpoint (SAC) molecule BubR1 induces a DNA tether structure to prevent chromosome fragmentation 
post ionizing radiation (IR) in Drosophila neuroblasts. This study revealed that human BubR1 does 
not induce the DNA tether but suppress the chromosome fragmentation post IR in a SAC-independent 
manner. Taken together, BubR1-dependent protection of chromosomes post IR is conserved among 
species, but the molecular mechanism develops in an organism-specific manner.

研究分野： 放射線生物学

キーワード： DNA修復

  ２版



様	 式	 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通）	

１．研究開始当初の背景 
 放射線による DNA 二重鎖切断（DSB）が細胞
核に一つでも残っていると、大量のゲノム情

報が消失して「細胞死」や「がん化」といっ

た重大な事態に陥る。これに対して、非相同

末端修復（NHEJ）経路や相同組換え修復（HR）

経路によって間期核の DSBs は速やかに修復

されゲノムは安定的に維持される。しかし、

分裂期の DSBs は、高度な染色体凝縮のため、

修復されにくく多様な染色体構造異常の原因

となると考えられている。	

	ショウジョウバエでは、染色体数の安定化を

担う紡錘体形成（分裂期）チェックポイント

の主要分子・BUBR1 依存的に染色体断片を元

の染色体に繋ぎ止める微細構造・DNA	tether

（DNA 連結）構造が発達することが示された

（Royou	et	al.,	Cell	2010）。間期核におけ
る DSB 修復機構に比べて、分裂期細胞におけ

る DSBs の認識・修復・細胞応答に関する知見

は極めて少ない。本研究対象である DNA	

tether 構造以外にも染色体脆弱部位の複製後

に 発 達 す る ultrafine	 chromosomal	

bridge(UFB)構造など分裂期染色体の様々な

微細構造が注目されている。しかし、これら

の構造の生化学的特性や生理的機能の多くは

未だに不明であるため、分裂期染色体の微細

構造を介したゲノム安定化機構の解明は今後

解決すべき重要課題として残されている状況

である。	

	

２．研究の目的 
	 近年、ショウジョウバエの BUBR1 変異体が
放射線致死感受性を示し、BubR1 が放射線照

射によって生成する染色体断片を元の染色体

に繋ぎ止める微細構造・DNA	tether（DNA 連

結）構造が発達することが示されたことから

（Royou	et	al.,	Cell	2010）、本研究では、
BubR1 に着目してヒト細胞における DNA	

tether 構造の有無、ダイナミックス、生化学

的特性を明らかにして、分裂期染色体の微細

構造によるゲノム安定化機構の解明を研究目

的としている。	

	

３．研究の方法 
（1）人工ヌクレアーゼを用いた染色体断片誘

導系の確立	

	 人工ヌクレアーゼ CRISPR/Cas9 システムの

Cas9 タンパク質 C末にグルココルチコイド受

容体（GR）を融合した Cas9-GR 発現ベクター

を作製する。Cas9-GR はデキサメタゾン（Dex）

依存的に核移行して標的ゲノム配列に DSB を

導入する。	

	 また、CRISPR/Cas9 システムの転写レベル

の誘導系として、tet-on プロモーターの下流

に Cas9 遺伝子を繋いだコンストラクトを作

製して、tetR 恒常発現細胞に導入してドキシ

サイクリン（Dox）依存的に Cas9 が発現する

システムを構築する。	

（2）ヒト培養細胞における DNA	tether 構造

の可視化	

	 ヒト培養細胞（結腸がん細胞株 HCT116 細胞、

正常網膜色素上皮細胞株 RPE1 細胞、健常者由

来 iPS 細胞）において放射線照射後または研

究手法（1）で確立した人工ヌクレアーゼによ

る染色体断片化を誘導した後に、(a)DNA	

tether 構造、（b）染色体断片、（c）娘細胞

の運命（細胞死）を、本研究で整備した共焦

点レーザー顕微鏡（LSM800,	Zeiss 社）を用

いて観察する。また、染色体の挙動や細胞運

命をリアルタイムイメージングするために、

染色体および動原体を蛍光染色した安定細胞

株を樹立して、上記（a）-(c)に焦点をあてた

観察を実施する。	

（3）ヒト BubR1 欠損細胞の作製と放射線照射
後のタイムラプスイメージング	

	 ヒト BubR1 遺伝子欠損症である染色分体早
期解離（PCS）症候群の患者細胞に加えて、

CRISPR/Cas9 システムを用いて BubR1 遺伝子
完全欠損 HCT116 細胞株を樹立する。	

	 これらの BubR1 遺伝子欠損細胞を用いて放
射線照射後の放射線致死感受性、二動原体染

色体・環状染色体などの不安定型染色体の産

生、微小核形成を指標にした放射線感受性を

検討する。また、研究手法（2）と同様に DNA

二重鎖切断損傷存在下での BubR1 欠損細胞の
染色体動態および細胞運命についてタイムラ

プスイメージング解析を行う。	

	

４．研究成果	

	 所属研究室の松浦伸也教授（広島大学	 原

爆放射線医科学研究所	 放射線ゲノム疾患研

究分野）は、全国の遺伝医学研究者として連

携して、日本人 PCS 症候群の症例を収集し、

患者細胞株の樹立を進めている。本研究では、

松浦教授からこれらのサンプルの提供を受け

て実施した。	

	 研究の方法（1）により、任意のタイミング

でゲノム上の標的配列に DSB を導入できる誘

導型人工ヌクレアーゼの開発を行った。

Tet-on 型 Cas9 は、Dox 依存的に発現をして標

的配列を切断することを CelI アッセイ法お

よび SSA(single-strand	annealing)法により

確認した。しかし、Dox 非存在下でもその発

現がリークすることが示された。これに対し

て、核移行型 Cas9 として作製した Cas9-GR は

非刺激下での標的配列の切断は少なく、Dex

依存的に標的配列の効率的な切断が確認され

た。さらに、優れた誘導型人工ヌクレアーゼ

を整備するためには、Tet-on プロモーターの

下流に Cas9-GR を連結したベクターが有用と

考えられた。このように本研究では、ヒト培

養細胞におけるゲノム編集技術開発を精力的

に行った。その成果の一つとして、ゲノム安

定化に寄与する分裂期キネシン分子 KIF2A 欠

損 RPE1 細胞株の樹立と機能解析を行い、

KIF2A の新たな機能として細胞分裂と共役し

た一次繊毛（細胞外情報のセンサーとして機

能する細胞小器官）退縮能力を見いだし、本

機能の恒常的な亢進が PCS 症候群の繊毛病発

症機構の一つであることを実証することで



（Miyamoto	et	al.,	Cell	Rep	2015）、PCS
症候群が繊毛病を伴う高発がん性遺伝病であ

ることを提唱した（Miyamoto	&	Matsuura	

Oncotarget	2015）。	
	次に、本研究の主題であるヒト培養細胞にお

けるDNA	tether構造の有無について、抗BubR1

抗体を用いて研究の方法（2）で整備した高解

像度の顕微鏡観察を行った。hTERT-RPE1 細胞

や初代皮膚繊維芽細胞などの正常細胞に

6Gy,12Gy のガンマ線を照射して 20 分後の分

裂期細胞を観察対象にした。これにより、分

裂期以外の細胞周期チェックポイントの影響

を排除して分裂期染色体構造を観察すること

が可能になる。抗 BubR1 抗体の免疫染色の結

果、ショウジョウバエで観察されるような DNA

二重鎖切断部への BubR1 の局在化および

BubR1 からなる DNA	tether 構造はヒト培養細

胞では検出されなかった。さらに、DAPI染色、

H2A-GFP 標識によっても DNA	tether 構造はヒ

ト培養細胞では観察できなかった。しかし、

研究の手法（3）で樹立した BubR1 遺伝子欠損
HCT116 細胞や PCS 症候群患者由来皮膚繊維芽

細胞、PCS 症候群患者由来 iPS 細胞では、正

常細胞に比べて有意な放射線致死感受性は示

さないが、放射線によって誘導される微小核

形成や不安定型染色体の頻度が亢進している

ことが明らかになった。さらに、タイムラプ

スイメージング観察の結果、DSB 導入薬剤で

あるエトポシドを処理した染色体は、紡錘体

形成チェックポイントで検出されることはな

く娘細胞に分配されることが示された。興味

深いことに、エトポシド処理や放射線照射後

の分裂期後期には lagging	chromosome や

anaphase	bridge が正常細胞でも多く形成さ

れており、BubR1 遺伝子欠損細胞ではこれら
の染色体分配異常が有意に亢進することが明

らかになった。これは、BubR1 が紡錘体形成

（分裂期）チェックポイント以外に染色体構

造異常を認識する新たな分子機能をもつこと

を示唆する知見である。	

	 これらのことから、BubR1 が DNA 二重鎖切

断に対して抵抗性を示すことは生物種を超え

た現象であるが、その分子機序生物種によっ

て大きく異なっていることが示唆された。ヒ

ト細胞における BubR1 の染色体構造異常を検

知する生化学的特性については未だに不明な

点が多く、今後の課題として残された。	
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