高等動物における体細胞増殖から減数分裂型細胞周期への切替えの分子機構
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In mammals, STRA8 is transiently expressed in response to retinoic acid signaling during meiotic initiation.
Although STRA8 is essential for meiotic initiation, the underlying mechanism of this process remains largely elusive.
To elucidate the molecular mechanisms of meiotic initiation, we purified STRA8 protein complex from testes of the
genetically engineered STRA8 knockin mice. Mass-spectrometric analysis identified a novel nuclear factor StIP1, which
is encoded by a previously uncharacterized hypothetical gene. StIP1 shows germ cell specific expression in testis and
embryonic ovary. Crucially, despite of STRA8 expression, StIP1 knockout testes show severe defects in initiation of
meiosis with mitosis-like chromosome segregation. These results suggest that StIP1 - STRA8 complex plays a crucial
role in initiation of meiosis.
研究目的
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研究経過
(1) 体細胞型から減数分裂型細胞周期への切り替え
の制御
生殖細胞では減数分裂の進行に伴って、体細胞型
から減数分裂仕様に特化された染色体の再構築や
cell cycleの切替えが起きている。減数第一分裂に先
駆けて、レチノイン酸に応答してStra8と呼ばれるタ
ンパク質が一過的に発現することが知られるが、そ
の素性や減数分裂誘導のメカニズム解明は未だ国際

らの調節サブユニットや基質結サブユニットと共
にユビキチン化の基質が会合してくることがわか
っている。本研究では、先ず精製用の3xFLAG-HA
タグをSkp1遺伝子座およびAPC2遺伝子座のlast
coding exonに付加したノックインマウスを作製し
た。これらのノックインマウスの精巣からSCFお
よびAPC/c複合体を精製した後、質量分析法によ
り会合因子を同定した。現在、これらの会合因子
の減数分裂における役割について検討を進めている。
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を行った。その結果、Stra8と相互作用する新規の因
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付けた因子はhypothetical geneによってコードされる
DNA結合因子と推測されるが、雌雄ともに減数第一
分裂の開始前と符合するタイミングで一過的に発現

効果を１つの独立したクロマチンドメイン内に制限
するなど高次クロマチン構造レベルから遺伝子発現
を 制 御 す る 。 一 方 、 CTCF の パ ラ ロ グ と さ れ る
BORIS/CTCF-Like(CTCFL)は精巣特異的に発現する
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(2) 減数分裂型細胞周期の制御機構

減数第一分裂前期(meiotic prophase I)と呼ばれ
る時期は、通常の体細胞の細胞周期のG2期に相当
する。体細胞の場合、SCFおよびAnaphase
promoting complex(APC/c)と呼ばれる２つのE3ユ
ビキチンリガーゼ複合体は細胞周期の進行に重要
な基質を分解へと導くが知られている。我々の予
備解析から、これらのE3ユビキチンリガーゼ複合
体を体細胞の培養細胞から精製してくると、それ
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HORMAD2 が出現するなど、この時期には染色体の
減数分裂仕様に向けた大幅な再構成が行われてい
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解析での同定を進めている。この目的で

Boris/CTCFL 遺伝子座に精製を容易にするタグと
GFP レポーターを導入したノックインマウスを作
製した。このノックインマウスの精巣クロマチン
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考察
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