テロメア維持機構の進化 —無性・有性生殖様式との関係に着眼して—
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In the previous study, the host lab studied the telomere biology of planarian Schemidtea mediterranea. They
showed that somatic telomere maintenance is different in asexual and sexual animals. Asexual animals maintain
telomere length somatically during regeneration, whereas sexual animals only achieve telomere elongation through
sexual reproduction. They demonstrated that this difference was reflected in the expression and alternate splicing of the
protein subunit of the telomerase enzyme tert. Asexual adult planarian stem cells appear to maintain telomere length
over evolutionary timescales without passage through a germ-line stage. In this study, we examined telomere biology of
Dugesia ryukyuensis. This species can switch reproductive mode between sexual and asexual. When sexualization was
induced to asexual animals, their telomere length was same as asexual animals. After cycles of amputation and
regeneration, sexual worms did not showed dramatic telomere shortening, which is apparently different from sexual
strains of S. mediterranea. These results indicates that telomere maintenance capacity is not correlate with reproductive
mode in D. ryukyuensis. Corresponding to the capacity of telomere maintenance in D. ryukyuensis, Dryu-tert expression
during regeneration is higher than intact state in all reproductive modes. Dryu-tert has one splicing site and active
isoform is always highly expressed than negative form.
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生殖様式とテロメア長の関係
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Fig. 1 Experimental induction of sexualization
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TRAP 法によるテロメア伸長活性測定
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転は見られなかった（Fig. 3）。しかし S. mediterranea
は再生過程において、総発現量が無性個体では増加

3. D. ryukyuensis の tert（Dryu-tert）のクローニング
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プ ト ー ム デ ー タ ベ ー ス 中 に は 、 tert の 部 分 配 列
（Smed-tert における exon 9 の途中に対応する部分以
降、3’UTR の途中まで）が含まれていたので、それ
を元に RACE 法により S. mediterranea で見出されて
いる 2 か所の alternative splicing 部位を含むほぼ全長
を同定した。
4.

tert の isoform 発現比の定量
D. ryukyuensis においても tert が同定されたので、

各生殖様式と切断・再生前後での isoform の発現を

Fig. 2 RT-qPCR analysis of the ratio of tert alternate
region 1-positive and -negative transcripts. int,
intact; reg, 72h regeneration.

比較した。Fig. 2, 3 はエキソンの模式図中に矢印で示
した位置のプライマーで+型と-型を同時に RT-PCR
した結果である。
厳密な発現量の定量は各 isoform を
識別して増幅するプライマーセットを別途設計し、
qPCR を行った。その結果、無性・先天的有性・人
為的有性化のいずれの系統においても Alt I 部位の
欠失は見られず、Alt II 部位では Smed-tert と同じ部
位での欠失が見られ、Dryu-tert では Alt I+/Alt II+と
Alt I+/Alt II-という 2 種類の splicing variant の発現が
確認された。また切断・再生により全 isoform の総
発現量、Alt I+型、Alt II+型の発現量は増大した。ま

Fig. 3 RT-qPCR analysis of the ratio of tert alternate
region 2-positive and -negative transcripts. int,
intact; reg, 72h regeneration.

5.

tert の発現部位解析

テロメア配列（TTAGGG）n に対する蛍光標識ペプ

Smed-tert は、無性個体では成体多能性幹細胞に高

チド核酸プローブを用いて蛍光 in situ hybridization

く発現しているのに対し、有性個体では卵巣・精巣

法を行い、染色体上でのテロメア配列の局在を調べ

に高発現し、体性幹細胞での発現は高くない 1 。

た。その結果、全種および生殖様式において染色体

Dryu-tert についても in situ hybridization 法により同

末端にテロメア配列が存在することを確認できた。

様に発現部位を調べたところ、無性・有性のいずれ

現在、tert の isoform の発現解析を行っている。

でも間充織領域の成体多能性幹細胞に発現しており、
卵巣・精巣では高い発現は見られなかった。
考察
S. mediterranea と D. ryukyuensis のテロメア維持能
と tert 発現調節を比べた結果、両種間で生殖様式と

Fig. 4 Target species in this project

の関係に明確な差異が見出された。S. mediterranea
では無性系統の再生時には活性型 isoform の tert の発
現が上昇しテロメア伸長が起こるが、有性系統の再
生時にはテロメアは短縮する。一方、生殖様式の転
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