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家蚕の硫酸転移酵素
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Sulfotransferase of the silkworm
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　It has been accepted that the cytosolic sulfotransferases (SULTs) constitute a group of enzymes that catalyze the
transfer of a sulfonate group from the active sulfate, 3’-phosphoadenosine 5’-phosphosulfate, to substrates. The
sulfation reactions are thought to associate with detoxification of xenobiotics, as well as biotransformation of
endogenous compounds such as steroid and thyroid hormones, catecholamines, and bile acids. It has been unclear
how SULTs detoxify xenobiotics and regulate the metabolism and homeostasis of endogenous estrogens. In this
study, we tried to identify a novel SULT from the silkworm, Bombyx mori (Linnaeus). To confirm the presence of
SULT in the silkworm, the reverse transcriptase-polymerase chain reaction technique (RT-PCR) was employed. A
single band was amplified by the RT-PCR and its molecular size was almost identical to those of SULTs reported
previously. By using Escherichia coli, we obtained the highly expressed band on sodium dodecyl sulfate-
polyacrylamide gel electrophoresis and found that it was a soluble protein after treatment of sonication of cell pellet.
The overproduction system in E. coli leads us to elucidate the enzymatic properties including substrate specificity and
explore the physiological role for the SULT.
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緒　　　言

　生物はさまざまな生体外異物や薬剤にさらされ

ており , これら有害な異物を解毒し体外へ排出す

る必要がある。この代謝に関わる解毒酵素はシト

クロム P450 酸化酵素やフラビンモノオキシゲ 　

ナーゼをはじめとする第一相そして硫酸転移酵素

やグルタチオン転移酵素 , グルクロン酸転移酵素

などの第二相酵素群に大別される。我々の研究グ

ループでは , 鱗翅目昆虫の解毒酵素群について研

究をすすめており, これまでカイコより 2 種のグ

ルタチオン転移酵素（GST, EC 2.5.18）を, またア

メリカシロヒトリより 2 種の GST を同定し, それ

ら の 作 用 機 構 に つ い て 解 析 を す す め て き た

（YAMAMOTO et al., 2005a; YAMAMOTO et al., 2006;
YAMAMOTO et al., 2007a; YAMAMOTO et al., 2007b）。GST
は, 生体外異物への還元グルタチオン抱合反応を

触媒する代表的な第二相解毒酵素である。本研究

では, 新たに同第二相解毒酵素群に属する硫酸転

移酵素（SULT, EC 2.8.2）に着目し研究を行った。

SULT は , 硫 酸 基 転 移 を 触 媒 す る 酵 素 で あ る

（YASUDA et al., 2005）。硫酸基転移の主な役割は ,
脂溶性の高い生体外異物や薬物の解毒代謝ならび

に神経伝達物質やホルモンなどの内因性化合物の

濃度を調節するものと考えられている。これまで

多種類の生物より SULT は同定され, その構造と

機能をもとにフェノール化合物を基質とする

SULT1 ファミリーならびにヒドロキシステロイド

類へ硫酸基転移を行う SULT2 ファミリーに大別

されている。さらに SULT1 ファミリーは, ５つの

サブファミリー（ phenol SULT （ SULT1A ） ,
Dopa/tyrosine SULT（SULT1B）, hydroxyarylamine
SULT（SULT1C）, tyrosine ester SULT（SULT1D）,
estrogen SULT （ SULT1E ）） に 分 類 さ れ る

（WEINSHILBOUM et al., 1997, BLANCHARD et al., 2004）。

一方 , SULT2 ファミリーは , ２つのサブファミ 　

リー（ dehydroepiandrosterone SULT（SULT2A） ,
cholesterol/pregnenolone SULT（SULT2B））へ分類

されることが知られている（ WEINSHILBOUM et al.,
1997; BLANCHARD et al., 2004）。本研究では, カイコ

における新規な SULT の存在を明らかにすること

を 目 的 と す る 。 さらに , SULT タ ン パ ク質

（bmSULT）の基質特異性を調べるため bmSULT
の発現系の構築を試みたので報告する。

材料と方法

　供試昆虫ならびに供試組織：九州大学遺伝子資

源開発研究センターに保存されているカイコ p50
系統を桑葉を用いて飼育し , 供試昆虫とした。幼

虫5齢4日において0.75%生理食塩水中に脂肪組織

を摘出した。

　Reverse transcriptase-polymerase chain reaction
（RT-PCR）法：カイコ脂肪組織より total RNAを

調製した後（YAMAMOTO et al., 2005b）, RT-PCR法

により bmsultのクローニングを行った。 PCR産物
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は1%アガロースゲル電気泳動へ供与し , 分析した。

ゲルの染色はエチジウムブロミドを用いて行った。

　bmSULTの発現系：大腸菌による発現系の構築

は既報に従い行った（YAMAMOTO et al., 2005c）。す

なわち得られた bmSULT cDNAを発現ベクター

pET11b（Novagen）へライゲーションし , 大腸菌

Rosetta（DE3）株への形質転換を行った。形質転

換後の大腸菌は LB固形培地上にて 37 ˚Cで一晩生

育させた。得られたコロニーをLB液体培地に植菌

し , 37 ˚C で培養を行った。最終濃度 1 mM の

isopropyl-ß-D-thiogalactopyranoside（IPTG）を培養

液へ添加し , bmSULTの発現誘導を行った。 IPTG
添加後, さらに3時間培養を続け , その後遠心分離

にて菌体を集めた。超音波処理した菌体から可溶

性画分を採取し , sodium dodecyl sulfate（SDS）-
polyacrylamide gel electrophoresis（PAGE）へ供与

し（LAEMMLI, 1970）, Coomassie Brilliant Blue R-250
により泳動後のゲルを染色した。また, NIH Image
画像解析ソフトウェアを利用してタンパク質発現

量の測定を行った。

結果と考察

bmSULTの同定

　硫酸化は , 生体内において異物や農薬剤の解毒

代謝機構 , さらにステロイドホルモンや神経伝達

物質の活性や濃度調節機構に関与していることが

広く知られている（Fig. 1）。カイコの硫酸化に関

する研究は , 農薬代謝の観点から , さらにホルモ

ン調節の観点から非常に興味深いものと思われる。

本研究において, まずカイコにおける新規SULTの

存在を RT-PCR法を用いて確かめた。プライマー

はSULTファミリーの保存領域をもとに作製した。

得られたPCR産物をアガロースゲル電気泳動にて

調べたところ一本の増幅バンドが認められた（Fig.
2）。その分子サイズは約 950 bpであり , 既知の

SULTファミリーの分子サイズとほぼ一致した。

bmSULTの発現系

bmSULTの生体内での標的基質を明らかにする

ことを目的とし, bmSULTタンパク質の発現系作製

を試みた。IPTGを大腸菌培養液に添加した画分と

添加しない画分に含まれる総タンパク質を SDS-
PAGEにより分析した。その結果, IPTG存在下にお

いて予測される分子サイズ位置に高度に発現され

たタンパク質が認められた。 NIH Image画像解析

ソフトウェアを利用してこの発現量の測定を行っ

たところ , IPTG非存在下の場合と比較して有意に

その増加が認められた。さらに , 発現誘導後の菌

体を超音波破砕したところ , 発現タンパク質は可

溶性画分に認められた。これらのことより , 大腸

菌を用いて可溶性 bmSULTタンパク質を作製する

ことが可能となった。今後はこの実験系を用い ,
bmSULTの基質特異性をはじめとする作用機構を

詳細に調査することを計画している。

摘　　　要

　我々は , 鱗翅目昆虫の解毒酵素について研究を

すすめている。第二相解毒酵素群に属する硫酸転

移酵素（SULT）は, 硫酸基転移を触媒する酵素で

あり, 脂溶性の高い生体外異物や薬物の解毒なら

びに神経伝達物質やホルモンなどの内因性化合物

の濃度を調節するものと考えられている。本研究

では, その生体内での基質を明らかにすることを

目的とし , 大腸菌を用いてカイコ由来 SULT
（bmSULT）の発現系構築を試みた。大腸菌培養

液にIPTGを添加することによりbmSULTの発現を

行ったところ , 予測される分子サイズの位置に増

幅されたバンドが認められた。また , 発現タンパ

ク質は可溶性画分にその誘導が認められた。以上

Fig. 2. Agarose gel electrophoresis of PCR product
Lane 1; 100 bp ladder, lane 2; PCR product

Fig. 1. SULTs involved in detoxification of xenobiotics and homeostasis of
endogenous hormones
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のことより , 本研究において大腸菌Rosetta（DE3）

ならびに発現ベクター pET11bを用いて効率よく

bmSULTを発現する実験系を確立した。
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