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カイコ培養細胞における DNA 二重鎖切断の検出
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Detection of DNA double-strand breaks in silkworm cells
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　DNA double-strand break (DSB) in chromosomal DNA is a potentially lethal lesion and, if not repaired accurately,
can create genetic instabilities and gene mutations. As soon as eukaryotic cells detect DSBs, they arrest cell cycle,
repair the damage, and induce apoptosis in some cases. These responses of eukaryotic cells to the formation of a DSB
are thought to be highly conserved. One of the earliest responses to DSB formation is the phosphorylation at the SQ
motif found in histone H2A or H2A variants in higher eukaryotes. Though histone H2A phosphorylation is used as an
indicator of the DSB in diverse organisms, in the silkworm, Bombyx mori, DSB-induced H2A phosphorylation has
not been demonstrated, nor SQ motif-containing H2A variant has not to be identified.
　Here, we developed a method to detect DSB formation in silkworm cells utilizing the phosphorylation of H2A
variant. Since native H2A variant with SQ motif could not be found despite intensive database search, we attempted
to construct an artificial silkworm histone H2A variant which are phosphorylated in response to DSB. For this
purpose, silkworm H2AZ was isolated and fused with the C-terminus 10 amino acid residues of human H2AX, and
named BmHsH2Av.
 　To examine the phosphorylation in response to DSBs, BmHsH2Av was expressed in silkworm cultured cells, and
DSBs were induced by the exposure to UV irradiation. Western blotting analysis using anti-human phospho-H2AX
antibody showed stronger signal of BmHsH2AV phosphorylation in compared to UV-untreated cells, suggesting that
the mechanisms or pathways of DSB-induced phosphorylation were conserved in silkworm cells.
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緒　　　言

　染色体 DNA は，化学物質や電離放射線などの

様々なストレスにより恒常的に損傷を受けている。

多くの生物では，DNA 損傷を認識すると一時的に

細胞分裂を停止し，速やかに損傷を修復する。こ

のような DNA 損傷に対する応答機構は，真核細

胞において高く保存されていると考えられている。

 染色体に生じた DNA 二重鎖切断に対する早期応

答の一つとして，損傷部位付近のヒストン H2A
バリアントの C 末端領域のリン酸化と，損傷部位

への局在が知られている（ MODESTI and KANAAR,
2002）。哺乳細胞では H2AX（ROGAKOU et al., 2002），

酵母では H2A（DOWNS et al., 2000）の C 末端部に

SQ 配列が存在しており，DNA 二重鎖切断が生じ

ると SQ モチーフ中のセリン残基が，ATM もしく

は CHK2 キナーゼによりリン酸化されると報告さ

れている（VON ZGLINICKI et al., 2005）。そのため，

ヒストン H2A バリアントの C 末端領域のリン酸

化は，DNA 二重鎖切断のランドマークとして多く

の生物種を用いた研究で利用されている。一方，

カイコ細胞においては，DNA 二重鎖切断に対する

応答は未だ不明な点が多く，DNA 二重鎖切断時の

ヒストン H2A の C 末端領域のリン酸化は報告さ

れていない。しかし，カイコと同じ昆虫種である

ショウジョウバエにおいては，ヒストンのバリア

ントである H2Av が C 末端部に SQ モチーフを有

しており，DNA 二重鎖切断時には C 末端領域の

セリン残基のリン酸化が確認されている（MADIGAN

et al., 2002）。

　そこで，カイコ細胞における簡便な DNA 二重

鎖切断検出法を開発するために，カイコヒストン

H2Av の保存領域にヒトヒストン H2AX の SQ モ

チーフを含む領域を融合したキメラヒストン H2A
を構築した。このキメラヒストン H2A を用いて

カイコ細胞において， DNA 二重鎖切断誘導時の

H2A バリアントのリン酸化経路が保存されている

か否か，また，二重鎖切断の検出が可能か否かを

検討した。

材料と方法

　細胞培養：本研究には , 九州大学大学院農学研

究院附属生物的防除研究施設天敵微生物部門保存

のカイコ培養細胞である Bm5 細胞を用いた。Bm5
細胞は 10% FBS を含む IPL-41 培地を用いて 27 ˚C
で培養した。

キメラヒストン H2A の作製：ヒトヒストン
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H2AX をプローブとしてデータベース上で同定し

たカイコヒストン BmH2AZ を，5’側プライマー ,
H2AZ-5’atg（5’-GGCGGTGGTAAAGCGGGTAAAG
ATTCTGGT-3’），3’側プライマー，H2AZ-3’Xho-SQ
（5’-CCCTCGAGTTAGTACTCCTGGGAGGCCTGG
GTGGCCTTCTTACCAGGACCGCCTTTCTTTCC-
3’），を用いて 30 サイクルの PCR により増幅した。

PCR 産物を XhoI で消化し，pENTR11TM（Invitrogen）

の NcoI/Blunt-XhoI サイトに挿入した。構築したプ

ラスミドは， pENTR11/BmHsH2Av と名づけた。

pENTR11/BmHsH2Av の塩基配列は， BigDye®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit（ABI）を用い，

サンガー法により確認した。また，塩基配列から

予想されるアミノ酸配列をもとに， Pfam データ

ベースを使用してドメインを検索した。

　組換えタンパク質発現ベクターの作製：作製し

た pENTR11/BmHsH2Av を Gateway system
（Invitrogen）を用いて発現ベクター pi2GW（MITSU-

NOBU et al., 2006）に導入し，pi2GW/BmHsH2Av を

得た。pi2GW には Gateway カセットの N 末端側

に緑色蛍光タンパク質（Green Fluorescent Protein;
GFP）の翻訳領域が存在しているため，細胞に

pi2GW/BmHsH2Av を導入することで，BmHsH2Av
の発現と局在を簡便に観察する事ができる。

　Bm5 細胞株へのトランスフェクションと DNA
二重鎖切断の誘導：Bm5 細胞へのトランスフェク

ションはリポフェクションにより行った。DNA 二

重鎖切断の誘導のためにリポフェクション後 2
mJ/cm2 の UV を照射した。Bm5 細胞は 1.0×105 cells
の細胞を一晩培養したものを用いた。

　ウエスタンブロッティングによる解析： UV 照

射後，細胞を 10% FBS を含む IPL 培地により 27 ˚C
で 5 日間培養し，4 ˚C，2000 rpm，15 分間の遠心

を行い，細胞を回収した。その後培地を除去する

ために PBS 溶液（1.37 M NaCl，27 mM KCl2，100 mM
Na2HPO4，18 mM KH2PO4）で洗浄し，得られた細

胞の沈殿物を PBS 溶液で再懸濁して，超音波によ

り破砕した。その後，4 ˚C，14,000 rpm で 20 分間

の遠心を行い，得られた上清を細胞抽出液とした。

この細胞抽出液を試料にヒト H2AX リン酸化抗体

（upstate）をもちいたウエスタンブロッティング

を行い，BmHsH2Av のリン酸化を検出した。

結　　　果

キメラカイコヒストン BmHsH2Av の作製

　カイコ EST データベース（SilkBase）およびカ

イコゲノム配列（KAIKOBLAST）をもとにヒトヒ

ストン H2AX の機能的ホモログを探索したところ，

カイコゲノム配列内には多生物種間で高く保存さ

れている典型的な SQ(D/E)Y モチーフを持つホモ

ログを見つけ出す事が出来なかった。そこで我々

はヒトヒストン H2AX と相同性が高かったカイコ

H2AZ にヒトの SQ モチーフであるアミノ酸配列

SQEY を付加したキメラカイコヒストン H2AZ を

作製する事にした。キメラヒストン H2A はヒト

由来の SQ モチーフを有しているため，市販の抗

ヒトヒストン H2AX リン酸化特異的抗体を用いた

ウエスタンブロッティングによって簡便に H2A
バリアントのリン酸化を検出する事が出来ること

も考えられた。作製した BmHsH2Av の塩基配列

とアミノ酸配列は Fig. 1 に示した。

GFP 蛍光による BmHsH2Av の局在の観察

発現ベクターをトランスフェクションにより培

養細胞へ導入し，GFP の蛍光で局在を確認したと

ころ BmHsH2Av は核に局在を示した。また多く

の細胞で様々な局在を示す BmHsH2Av を観察す

る事が出来た（Fig. 2）。

Fig. 1. Domain structure and amino acid sequence of BmHsH2Av.
Core hisone domain is showed in orange and the C-terminus 10 amino
acid residues of human H2AX is showed in red.

Fig. 2. Localization of GFP-tagged BmHsH2Av in Bm5 cells.
BmHsH2Av was expressed in Bm5 cells.After incubation for 72 h, the
transformed cells were observed under a confocal microscope. Nuclear
localization (A) and various localization (B) of chimeric histone
BmHsH2Av.
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カイコ培養細胞における DNA 二重鎖切断の

誘導と BmHsH2Av のリン酸化の検出

　抗ヒトヒストン H2AX リン酸化特異的抗体を用

いて，ウエスタンブロッティングによる C 末端

SQEY モチーフのリン酸化の検出を行ったところ，

UV 非照射区においても導入した BmHsH2Av のリ

ン酸化が確認された。しかし，UV 照射により SQEY
モチーフの高リン酸化が誘導された（Fig. 3）。

考　　　察

　

　トランスフェクションにより BmHsH2Av を培

養細胞に導入したところ GFP の蛍光は核に局在を

示した事から，今回作製した BmHsH2Av 発現ベ

クターは細胞内で発現し，核に局在している事が

示された。また，ウエスタンブロッティングによ

り，pi2GW/BmHsH2Av ベクター導入区では分子

量約 43 kDa のタンパク質が特異的に検出されたこ

とから，GPF-BmHsH2Av 融合タンパク質が発現し

ている事が確認できた。また， UV 照射区におい

て UV 非照射区よりも強いリン酸化シグナルが検

出された事から，UV 照射によりカイコ培養細胞

内で染色体 DNA の DNA 二重鎖切断が誘導され,
それに伴い導入した BmHsH2Av のリン酸化が起

きている事が示唆された。また， UV 非照射区に

おける BmHsH2Av のリン酸化は細胞が恒常的に

受けている DNA 二重鎖切断に対する応答である

と考えられる。

　カイコゲノム配列上には典型的な SQ モチーフ

を持つ H2A バリアントは保存されていなかった

が，DNA 二重鎖切断に対するヒストン H2A バリ

アントのリン酸化の機構はカイコにおいても保存

されている事が示唆された。また，ヒトヒストン

H2AX リン酸化特異的抗体を用いても，BmHsH2Av
のリン酸化が検出する事が出来たため，本研究に

おいて我々が作製した BmHsH2Av はカイコにお

ける DNA 二重鎖切断の検出において非常に有用

であった。

摘　　　要

　ヒストン H2A の C 末端に存在する SQ モチーフ

のリン酸化は DNA 二重鎖切断に対する最も早い

応答の一つとして知られている。このことから，

ヒトや酵母などで DNA 二重鎖切断の検出法とし

て H2A の C 末端のリン酸化が用いられている。

しかし，カイコにおける H2A のリン酸化の検出

は報告されていない。

そこで我々はカイコ培養細胞における DNA 二

重鎖切断を検出するためにヒトヒストン H2AX の

SQ モチーフをカイコヒストン H2AZ に付加した

キメラカイコヒストン，BmHsH2Av を作製した。

作製した発現ベクターを Bm5 細胞に導入し，UV
を照射した後, ヒトヒストン H2AX リン酸化抗体

を 用 い た ウ エ ス タ ン ブ ロ ッ テ ィ ン グ に よ り

BmHsH2Av のリン酸化を検出した。UV 照射区で

は非照射区よりも強いリン酸化シグナルが検出さ

れたことから，UV により細胞内で DNA 二重鎖切

断が生じ，BmHsH2Av のリン酸化が起きたことが

示唆された。

文　　　献

MODESTI, M. and KANAAR, R. (2001) DNA repair:
spot(light)s on chromatin. Cur. Biol., 11, 229-232.
Review.

ROGAKOU, E.P., PILCH, D.R., ORR, A.H., IVANOVA, V.S. and
BONNER, W.M. (1998) DNA double-stranded breaks
induce histone H2AX phosphorylation on serine 139.
J. Biol. Chem., 273, 5858-5868.

DOIWNS, J.A., L OWNDES, N.F. and JACKSON, S.P. (2000) A
role for Saccharomyces cerevisiae histone H2A in
DNA repair. Nature 408, 1001-1004.

Von, Z GLINICKI, T., SARETZKI, G., LADHOFF, J., D'ADDA DI

FAGAGNA, F. and JACKSON, S.P.(2005) Human cell se-
nescence as a DNA damage response. Mech. Ageing
Dev., 126, 111-117.

MADIGAN, J.P., CHOTKOWSKI, H.L. and GLASER, R.L.
(2002) DNA double-strand break-induced phos-
phorylation of Drosophila histone variant H2Av helps
prevent radiation-induced apoptosis. Nucleic Acids
Res., 30, 3698-3705.

MITSUNOBU, H., SAKASHITA, K., MON, H., YOSHIDA, H., LEE,
J.M., KAWAGUCHI, Y., KOGA, K. and KUSAKABE, T.
(2006) Construction of gateway-based destination
vectors for detecting subcellular localization of pro-
teins in the silkworm, Bombyx mori. Journal of Insect
Biotechnology and Sericology, 75, 141-145.

Fig. 3. Phosphorylation of BmHsH2Av DSB is induced by 2 mJ/cm 2 UV
irradiation. 5 days later, phosphorylation was detected by western
blotting with human H2AX phspho-specific antibody.


