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ABSTRACT

One of research subjects
in our laboratory
is to elucidate
roles of DNA methylation
and retrotransposons
in the pathogenesis
of complex hereditary
diseases/disorders,
for
example schizophrenia.
So far we have identified
several human endogenous retroviruses
(HERVs)
with transcnptional
potential
in the bram as well as those abundantly
expressed in the placenta.
In our current study we performed
a genome-wide search for
transcnptionally
active long interspersed
nuclear elements 1 (LINEls;
Lls)
We adopted
two different
ways to find out them beginning
the search with human expressed
sequence tag (EST)
and genome-DNA databases.
The full-length
sequence of LI 3 (6,059
bp) was used as aquery
in the both cases. We collected
5,000 ESTs homologous
to LI 3,
mapped them to chromosomal
LI loci, and finally
extracted
254 loci from which three
and more ESTs were derived
In the search of genome-DNA databases
we found 5,134
LI sequences homologous to LI 3 and downloaded
them together
with 1-kb flanking
sequences. We finally
narrowed down to 146 Lls that retained
both of the ORF1- and
ORF2-coding
ammo acid sequences.
Some of these Lls were subjected
to the first verification
experiment
using the "RT-PCR, cloning,
and sequencing"
method Two or more
clones with identical
sequences were found more frequently
in RT-PCR than in genomic
PCR The distribution
of LI sub families
detected
in PCR clones was apparently
different between the two kinds of PCR These results
suggested
that RT-PCR detected
some
LI loci different
from genomic DNA in their
frequency
and that our current
study
should include something
worth analyzing
in further
detail,
although
the development
of
more efficient
techniques
is essential
to the rapid and extensive
progress
of the study
Ryukyu
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緒

言

Long interspersed nuclear element 1 (LINEl, LI)
は,ヒト内在性レトロウイルス(human endogenous
retrovirus; HERV)及びAlu配列とともに,ヒトケ
ノムの王要なレトロトランスポゾンである12)生物活性

を現在も保持している Llが,ヒトケノムに30‑60コ
ピー存在すると見積もられている3' LIの挿入によっ
て引き起こされた遺伝性疾患が多数報告されており,体
細胞での挿入によって癌化した例も同様に多数報告され
ている56'通常,正常組織てはDNAメチル化等のエビ
シェネティツクなゲノム修飾によって, Llの発現1副生

活性型Llの包括的探索

12

set

3

set l

set

UTR

set

(251 bp)

(333 bp)(293 bp)
・‑ + + +

5

2

一細・

1

4

(645 bp)
車ト

車‑

+

0RF2

△

(6,059 bp)

128 bp

1 kb
Fig. 1 Schematic description of LI and approximate primers'(arrows) location.
A triangle indicates a 128‑bp deletion in the LIHS sub family. UTR, untranslated re‑
gion; ORF, open reading frame.

が抑制されている.
DNAメチル化は,クロマチンの構造変化を介して遺
伝子の発現制御に関係する',8)ターゲットとなるDNA
配列のほとんどは,サテライトDNAやLI, Aluなど
の反復配列である. DNAメチル化の生物学的役割は,
このLl等の利己的寄生性DNA国子(selfish parasitic
DNA elements)の無秩序な発現を抑えることにあると
も言われている9)
機能性精神疾患は複合遺伝性疾患である.複数の遺伝
子の関与の外に,環境要因がその発症に強く関わる.我々
は,機能性精神疾患における遺伝及び環境要因の関係を
一元的に説明するモデルとしてエビジェネティクスとレ
トロトランスポゾンに注目した.レトロトランスポゾン

はゲノムの至る所に存在し,発現活性(プロモーター・
バンサー機能)を示す.遺伝的にDNAメチル化に
′.′Li嫡性を有する者は,ストレス等の環境要因が加わると
発現抑制に破綻を来す程度にまでメチル化状態が変化す
るであろう.このような状況で,転写活性能を保持して
いるレトロトランスポゾンは,発現活性を回復して周辺
の遺伝子の発現制御に干渉し,ついには病態発生(‑発
症) ‑と導く,と考えだo).
この仮定を検証するために,多数の欠損型を含むレト
ロトランスポゾンの中から,発現活性を保持しているレ
トロトランスポゾンを探索してきt.10‑13)本研究課題で
は,主要なレトロトランスポゾンのうちLlに絞って,
転写活性能を有するLlを探索・同定することにした.

材料及び方法

USA を用いてcDNAを合成した. cDNA合成のプラ
イマーにはランダムプライマーを用いた.
II. PCR・RT‑PCR増幅産物のクローニングとシーク
エンシング

プライマー作成に当たっては,特定のローカスに偏っ
て増幅することがないように注意をはらった.また,堰
幅する領域には,増幅産物がどのローカス由来か判別で
きるように,塩基配列の変異(相違)を含んでいる部分
を選んだ.多数のLlローカスを増幅対象とするため,
プライマーには0‑4個の不特定配列が含まれている
(例えば, CまたはTを指示するYや,AまたはGを
指定するRなど). RT‑PCRに先立ってゲノムDNAを
鋳型に用いてPCR (以後 genomic PCRと表記)を
行い, 34‑56クローンの塩基配列を解析して増幅に偏
りがないことを確認した.増幅産物は,電気泳動(2%
アガロースゲル)で分離・抽出してpGEM‑T easy vec‑
tor (Promega, Madison, WI, USA)にクローニング

し,シークエンサー ABI PRISM 310 (PEApplied
Biosystems, Foster City, CA, USA)を使用して各ク
ローンの塩基配列を決定した.プライマーセット2によ
るRT‑PCRでは統計解析のサンプル数を増やすため, ‑
30℃のフリーザーに保管していたライゲ‑ション反応
液を解凍して再トランスフォーメイションに用いた.プ
ライマー配列とRT‑PCRの条件は以下の通りである.
プライマー

セット1

se: 5 ‑TGAAGAGAGCAKTGGTTYTCY‑3'

I. poly(A)+ RNA精製及びcDNA合成

as: 5 ‑CAGCTGCAGGTCKGTT‑3'
35サイクル30s at 94℃/30s at 55℃/30s at 72℃

1997年に抽出・保管されていた21週齢のヒト胎児脳
total RNAからOligotex‑dT30<Super> (Takara,
Otsu, Shiga, Japan)を用い,添付のマニュアルに従っ
てpoly(A)+ RNAを精製した.更に, poly(A)+ RNA
に混入している微量のDNAに対して, RNase‑free
DNase I (Roche, Penzberg, Germany)を用いて処理
した(37℃, 30min).このpoly(A)+ RNA約0.5!∠gを

MoMLV逆転写酵素(Invitrogen, Carlsbad, CA,

プライマー

セット2

se: 5 ‑GACCACAGTGCAATCAAAYT‑3'
as: 5 ‑GATCTTTCCTGCTTTCTYYTGT‑31
32サイクル

30s at 94℃/30s at 50℃/30s at 72℃

プライマー セット3
se: 5 ‑TGATTTCTGCATTTCCATCT‑31

神 山 聡 子 ほか

as: 5 ‑TGATCTCAGACTGCTGTGCY‑31
30サイクル
ライマ‑

30s at 94℃/30s at 56.4℃/45sat 72℃
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ノ酸配列との相同性を調べた.最終的に, ORFlとORF
2のアミノ酸配列が両方とも保存されているLlを暫定的
活性型として検証の対象にした.

セット4

se: 5 ‑CTTCAGCAAAGTCTCRSRY‑3'

IV.発現活性の一次検証

as: 5 ‑TTTTCCCAGCACYRTTTR‑31
30サイク)l, 30s at 94℃/30s at 51.3℃/45s at 72℃

全て最初のdenaturation反応は, 94℃ 3分行った.
Genomic PCRま,テンプレート(末血DNA, 100 ng
/5‑〃1 PCR reaction)とPCRサイクル数を除いて,
RT‑PCRと同じ条件で行った.これらのプライマーの

位置をLlの模式図の上に示した(Fig. 1上未血DNA
は,塩化アンモニウム低調液で赤血球を破壊・除去した
級, proteinase K/phenol処理法に従って抽出しt‑ll)
III.データベース解析
1.EST

データベース

スクリーニング

LI.3 (GenBank accession number, L19088)の全長
(6,059bp)をデフォルトの条件でBLAST (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi)にかけ, 5,000
個のESTを収 した.これらのESTを1つずつBLAST
にかけて染色体上のLlローカスに配置させた. 1つの
Llローカスに3つ以上のESTが局在しているLlを,
暫定的に"発現活性能有I)?サ として選出した.更に, 1
つのLlローカスに由来するESTがどの組織RNAか
ら作成されたものかを調べて,脳由来のESTが多数含
まれているLlローカスを優先的に選び,そのLl配列を
基本にしてESTが集萩している領域にプライマーを設
定した(プライマーセット1及び2).プライマーセッ
ト1は5つl三翻訳領域(5'UTR)から,プライマー セッ

ト2はopen reading frame 2 (ORF2)から作成した.

2.ゲノム解析
活性型Ll探索のもう1つのアプローチに, ORFを指
標として進める方法がある.生物学的機能を保持してい
るLlには2つのORF (ORFl と ORF2)がある.そ
こで,ヒトゲノム配列(Build36.1)の中から L1.3の
ORFl及びORF2がコードするアミノ酸配列を保持して
いるLlを探索した.この目的には,米国ヴァージニア
大学のFTPサーバから提供されている,シークエンス
アライメントを行うためのFASTAソフトウェアパッ

ケージを利用した.

FASTAの結果から予測した各Ll配列の前後1kbを
含む約8kbの核酸配列を抽出し,染色体の短腕から順
に染色体番号と位置を示す数字をエクセル ファイルに
記入していった.これらのLlに対して,ぱastaによっ
てL1.3のORFl及びORF2のアミノ酸配列との相同性
を調べた. ORFlが保存されているとき, ORF2のア

データベース解析から活性型IJl候補として選出したLlの
転写活性能を"RT‑PCR, cloning, and sequencing"法
で検討しt‑111簡潔に言って, RT‑PCRの増幅産物をク
ローン化し,各クローンの塩基配列を並列させて比較し,
同一配列を多数のクローンが持っていたとき,その配列
と一致するLlローカスを"転写活性能あり"と判定した.

V.統計解析
PCR増幅産物の各クローンを,同じ配列がそのクロー
ン以外に見出されない単数型と,同一配列を2個以上の
複数クローンが持っている複数型に分類して,それらの
頻度がgenomic PCRとRT‑PCRで差があるか否かにつ
いて,カイ二乗検定(Fisherの直接法で計算)を行った.
β値が0.05より小さいとき有意の差があると判定した.
結

果

I. RNAからの(転写活性を有する) Ll探索
ESTデータベース

一連の作

ヽ.

スクリーニングからスタートした

によって,転写活性能保持型Ll候補を254の

Llローカスに絞り込んだ.特に,染色体2番上のLlロー
カス〔chr2: 24,171,532‑24,177,632)からは20個のEST
が検出され,そのうち7個が脳由来であった.そこで,
このLl配列を基本にして,5'UTR部分にプライマーセッ
ト1をデザインした.また,染色体15番(chrl5:
23,051,854‑23,057,989)に局在するLlローカスには, 17

個のESTが分布し16個が脳由来であった.このLl配列
を基本にして, ORF2部分にもう一組のプライマーセッ
ト(セット2)を設定・作成した.
これらのプライマー セットが適切にデザインされて
いることを確認するため genomic PCR増幅産物をク
ローニングして各クローンの配列を解析した.解析した
クローン数は,セット1が35クローンで,軒・配列を持
つクローンはなく 35軽のLlが均等に増幅されていた.
セット2についても34クローンを解析した.このうち5
クローンは,スコア(‑類似配列との相剛生の度合いを

点数化したもの.)が染色体上の複数のLlに対して同じ
だったため,ローカスを特定できなかった.この5クロー
ンを除いた29クローンでは, 2クローンが同じ配列だ‑̲'
たほかはそれぞれ異なっており(28種/29クローン),プ
ライマーとして適切と判断した.
RT‑PCRも同様にクローニングして, 101クローン

盾性型Llの包括的探索
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A part of hgation reaction mixture was used for the cloning of the R牛PCR product with pilmer融2 a few weeks
V

after being stored in a freezer (triangles)

(セット1)及ひ100クローン(セット2)の配列を検討
した

II

ケノムDNAからの(転写活性を有する) Ll探索

セット1による101クローンのうち1クローンが,

セット2の5クローンが

genomic PCRの場合と同し

理由て解析対象から除外された
プライマーセット1によるRT‑PCR増幅産物の100
クローンのうち66クローンはそれそれ異なるLl配列を
持っていたが, 34クローンは同し配列を重複して持って
いた その内訳は,同一配列が2クローンに検出された
もの12組(24クローン), 3クローンが同一配列だった
もの2組(6クローン),4クローン同一が1組(4ク
ローン),計15祖(34クローン)となった 即ち, 15種類
のLl配列が2個以上の複数クローンに検出されたこと
になる
同柚二,プライマーセット2によるRT‑PCRからの95
クローンには, 2クローン以上に同し配列が検出される
複放型のLlが12種類あった 内訳は2クローン同一が9
組(18クローン),4クローン同 が1組,5クローン同
・が1組, 8クローン同一が1組の計12組(35クローン)
てあった 残りの60クローンは総て単数型たった また,
両方のプライマー セットて共通して検出されたLl配列
が3種類あった 同‑‑増己列が複数のクローンて見られた
Llローカス,及ひ,両方のRT‑PCRて検出されたLlロー

カスを染色体の左に図示した(Fig 2)プライマーセッ
ト1,及ひ,セット2を設定・作成する元になった染色
体2番及び染色体15番上のLlローカスは,とちらの
Rl㌧PCRクローンにも検出されなかった

FASTAによってヒト全ケノム配列を探索し 5,134
個のLl配列を得た 5,134個のLlのうち 745個がORFl
のアミノ酸配列を保持していた そのうち, ORF2も保
持しているLlは146個たった(以下, ORFlとORF2が
保たれているLlをintact LIとする)
ケノム解析により絞り込んた146個のintact LIを
増幅対象として, 5'UTR部分にプライマーセット3を
テサインした プライマーセット3もgenomic PCR増
幅産物をクローン化して解析することにより,増幅に偏
りがないことを確認した 即ち,解析した56クローン中
52クローンが互いに異なる独白のLl配列を持っていた
2クローン同一配列が2祖あり, 56クローン中に54ロー
カスのLl配列が反映されていた
RT‑PCRは203クローンを解析した BLAST解析
で複数の染色体の異なるローカスに同しスコアの相同配
列が検出されるクローンが31個あった これを除外した
残り172クローンの解析結果は以下の通りである:2ク
ローン同一(20組,40クローン) ,3クローン同一(1
組),4クローン同一(1組工8クローン同一一(1組),
同一配列なし(117クローン)
プライマーセット4はORF2にテサインした 増幅対
象ローカスは146のintact LIに加えて,プライマーセッ
ト3で検出されたローカスのLl配列 LI3枚ひ,最も転写
店性が高いことが知られているLIRPを考慮に入れ,
かつ,重複した配列を除いた計317のLlローカスとなっ
た

プライマーセット4も

genomic PCRをクローン
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Fig. 3 IllustrateCI human chromosomes and LI loci detected by RT‑PCR with piうme土、 set 3 (filled ch、cles白けprimer set
4 (open en、el亡融.

Fig. 4 Sub families ofぐIoned and seCluenced LI are drawn by cii、cle graphs. Upper and lowei・ graphs indicate the re‑

suits of genomic PCR clones and RT‑PCR ones, respectively.

化して,増幅の偏りがないことを確認した 摘草析した51

組の内訳は, 2クローンが同‑・配列だったもの19組(38

クローン中48タロ‑ンが単一ローカス由来).

ケローン‑

RT‑PCRでは200クローンの塩基配列を決定した.そ
れらがLl由来の配列であることをRepeat Masker
(http://www.repeatmasker.org/cgi‑bin/WEBRepeat
Masker)で確認し, Ll由来でないもの(rRNA由来の4
クローン)は解析対象から除いた.また,同スコアのた
め単一ローカスに特定できない10クローンも除外した.
解析対象になった186クローン中, 2つ以上が同じ配列
を持つ複数型クローンが23組(61クローン)あった. 23

ローン甘‑1親11'/ローン14 ・1副で>')‑ た. i.丈I:こ0
プライマーセット(セット3及びセット4)で共通し

言う';iユー‑ン."蝣:"i‑‑2親・6ク:ド‑ンこ

fi v'r

て検出されたLlローカスが9つあった(Fig. 3主

III.検出されたLlの分類と比較解析

ヒトゲノム中には105のオーダーのLl配列が存在する.
このうち,染色体の別の箇所‑転移する能力を保存して

活性型Llの包括的探索

16

Table 1 Differences in frequency of single clones and multiple clones in the genomic and RT‑PCR products

No. ofLI loci

Genomic RT
single

set!

35

66

multi le O
27

60

15

22

些ultiple

1萱
11テ

single

seto

single

set4

multiple
values

were

obtained

by

いるLlはせいせい10Jと算出されている'1L

x

test

48

65

1

24

(Fisher‑s

従って,

exact

Llの探索に着手したHERVよりはるかに多い発現店
性型を期待てきると判断したからてある

をRepeatMaskerで調べたIntact LIのサフファミリー
は75%がLIHSたった LIHSはHuman Specific LI
のシ/ホル化された分鎖名であり,進化上最も新しい世
代のLlに属する ESTの発現予測によりテサインした
プライマーセット1とセット2による増幅ては,LIHS
が検出されす, LIPA3, LIPA4, LIPA5, LIPA6の合
1.iがそれぞれ77%, 63%と半数以上を占めた これに対
してintact LIに基づいてテサインしたプライマーセノ
ト3とセット4てはLIHSが少数ながら検出された

として計254のLlローカスが絞り込まれたこれらの中

(Fig

たかもしれないEST配列の」F確さも問艶となるテ一

4)

同‑配列が他のクローンにない単数型と, 2個以上の
複敢クローンに同一一配列が見出される複数型の分布に差
があるか否かカイ二乗検定(Fisherの直接店)で検討
プライマーセット2によるPCRを除いて総ての

PCRにおいて

genomic PCRとRT‑PCR間て有意な差

があった(Table 1)

0 0001

method)

genomic PCRとRT‑PCRて増幅されるLlローカスの
調合は異なることが予測される また, RT‑PCRては,
特定のローカスが複数のクローンに検出されるかもしれ
ない
ケノム検軒により抽出した146個のintact LIと,プラ
イマーセット1‑4て検出されたLlのサフファミリー

した

002

9'{

multiple

十p

<0 01

15

single

set2

〆

発現店性能という観点から,ESTデータへ‑スからのアプ
ローチを採ったLl関連ESTの回収,各ESTの染色体マッ
ピンク,GenomeBrowser(htlp//genome.ucsc.edu/
cgi‑bin/hgGateway)LでのLl配列とESTの位置関係
の確認へと作業を進めたその結果,発現活性型候補Ll

からESTの放及ひ脳由来ESTの数の多い2つのLlロー
カスを選んで,RT‑PCRによる・次検討竜行った‑部
にクローニンクバイアスを思わせる実験結果も出て,確
信を得るに至らなかったHERVの検誼に用いた"RT‑
PCR,cloning,andsequencing"の方止が,Llに対し
てはその故の多さから不適切たった可能性もある最も
高い期待が寄せられた染色体2番及ひ15番のLlローカ
スが検出されなかった原因も,この大きな日放団にあっ

夕へ‑スに登録されている種々の配列を比較したとき,
ケノムDNAに比へてEST配列は質か落ちることを経
験している
そこで,ケノム配列から絞り込むアフローチに方針を
変えたここてqueryとして用いたL13は,血友嵐患者
c)].:‑から坪井サ!'/己されたも・j
</‑)義‑7患者‑‑.Wi‑
.蝣jlj一蝣¥x
'V㍉
受け継いたⅩ染色体Lの第八凝回国予遺伝了にLlが挿

考

察

入されていたL13にオ剛司な5,134個のLlが検出された
これらの中から,ORFl及ひORF2のアミノ酸配列を指

Llの進化に果たした役割については,具体例を挙け
て説明てきるはと諭し尽くされたと言えるlCl 一方て,
なおも生物nfT性を保持している多数のLlがヒトナノム
に石つ)ながら,それらの生坤的機能が何にあるのか証明
されたものはない Ⅹ染色体の不癌化の維持において,

標にして"intactLI"146個を抽出した2親のプライ

DNAメチル化の"プラットフォーム''として機能して
いるという論文があるが,定説に至っていない‖17(そ

の転写能力を検討する正碓さ111通性において優れた

れとは別に,環境要因を病像形成に与る遺伝子群に伝達

レポーターアッセイに進むことも選択肢と成り得る

するものとしてDNAメチル化に着目し,そのタ‑ケノ

以上のように,二通りのアプローチでLlの絞り込み

トとしてレトロトランスポソンに注目してきだ…
L日日ま, 3つのT要なレトロトランスポソンの1ってある

マーセットによるRT‑PCRて,とちらにも‑致して検
出されたLlローカスが9ヶ所あった(Fig3参H.酎こ
れらのLlは二次検証を行う価値があるものと考える
即ち,レポーターアッセイによってそれらの5'UTR

‑一一次検証法を開発することがてきないときは,146Llの

(と一次検証)を行ったが,いすれにも問題声があった
ESTデータへ‑スからのスタートは,"発現能力"を胆

神 山 聡 子 ほか

目とする上から当然のアプローチである しかし, EST
の塩基配列の質及ひLl配列間の非常に高いホモロシー
を考慮したとき,検出能力と正確性(信頼性)に不安が
残る ケノムDNAからのアプローチは, ORFの有壁ま
たは保持に依存するものてある 最も新しい世代のLl
配列を避ふことになるが,必すLも, 5'UTRの機能を保
証するものてほない それそれに懸念材利があるがRT‑
PCRとgenomic PCRとの間て, Llサフファミリーの

分類と同一ローカスの検日脚度に相違が見られたことは,
旧来の方法による検証のLl探索・同定への適用をある
程度支持するものと思われた しかし,今回の経験を適
して最も明瞭に示されたことは,旧来の方法の限界と新
規検証法開発の必然性てある
今後の急速な展開は検証方法の開発に得たなけれはな
らないが,幾つかのLlローカスについて予備的に二次
検証を行うことも初日と思われる 更に,メチル化解析
からのアプローチや,比較的メチル化レヘルの低い胎盤
の使用も有効な対策と成り得るかもしれない
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