
1

DNA二重鎖切断センサー
DNA-PKの機能を見る

東京工業大学 原子炉工学研究所
准教授 松本 義久
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放射線は生体の遺伝情報を担うDNA分子を傷

つけることによって、制癌作用、致死作用、発癌
作用などさまざまな作用を発揮する。放射線に
よって誘発されるさまざまなDNA損傷の中で、
DNA二重鎖切断は最も重篤なもので、上記の作
用に最も密接に関わると考えられている。

本技術は、DNA二重鎖切断修復酵素の一つで
あるDNA依存性プロテインキナーゼ(以下、DNA-
PK)の活性を調べる新たな方法に関するもので
ある。

新技術の概要
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DNA二重鎖切断修復機構
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DNA-PKとは

二本鎖DNAの末端に結合して活性化する

タンパク質リン酸化酵素である

DNA二重鎖切断を検知する能力を持つ

シグナル伝達機能を持つ
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DNA-PKを欠損するScidマウス

Severe combined immunodeficiency
重症複合免疫不全(1983年、Bosmaら)
・B細胞、T細胞ができず、免疫機能ほとんどなし

(感染しやすい、移植拒絶なし→移植実験に頻用)
・放射線高感受性

DNA-PKcs遺伝子に変異が見つかる(1995-6年)

DNA-PKは放射線などによるDNA二重鎖切断の修復だ
けでなく、免疫機能にも重要
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DNA-PKcsを欠損するヒト遺伝病患者

DNA-PKcsの変異はマウスの他、ウマ、イヌでも認められ
ていた。ヒトでは長らく発見されていなかったが、2009年と
2013年にDNA-PKcsに変異を持つ遺伝病患者発見。

放射線高感受性、免疫不全に加え、発育不全、小頭症を
はじめとしたさまざまな神経疾患を呈す。
(van der Burg et al, J Clin Invest, 2009; Woodbine et al, J Clin Invest, 2009)

DNA-PKは放射線などによるDNA二重鎖切断の修復、
免疫機能に加え、神経発達や機能にも重要
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DNA-PKを欠損する細胞は放射線感受性

放射線感受性の予測に使える可能性
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DNA-PKを阻害すると放射線感受性になる

放射線増感剤の標的となる可能性

細胞：M10-XRCC4細胞
(マウス白血病由来M10細

胞に正常ヒトXRCC4遺伝子
を導入)
■：γ線照射1時間前に
10μMのNU7441 (DNA-PK
阻害剤)を添加
□：溶媒DMSO(終濃度0.2%)
を添加。
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(Someya, Sakata, Matsumoto  et al., Carcinogenesis, 2006)

癌患者で低い傾向 特に子宮頸癌で(乳癌でも)低い

DNA-PK活性が低い人は癌リスクが高い

癌リスクの予測に使える可能性

末梢血リンパ球のDNA-PK活性
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DNA-PK活性測定に関わる既存の技術(1)

１）細胞抽出液を調製し、試験管内でのリン酸化活性を
測定する方法

［原理］DNA-PKはDNA依存的にタンパク質リン酸化活性
を示す。また、p53のSer15周辺配列を模した合成ペプ
チドが特異性の高い基質となることが知られている。
これらの性質を利用し、細胞抽出液にDNA、合成ペプ
チド基質、放射性標識ATP（[γ-32P]ATP）を加えて反
応させ、ペプチドに取り込まれた32P放射活性を測定す
る。

［問題点］試験管内でDNAを加えてDNA-PKを強制的に
活性化させているため、細胞内でのDNA損傷応答を
反映しない。
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補足説明：細胞抽出液を用いたDNA-PK活性測定
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補足説明：細胞抽出液を用いたDNA-PK活性測定-続き
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２）細胞内でのDNA-PKcsのリン酸化状態を指標とする方
法

［原理］DNA-PKの自己リン酸化部位(特に、T2609、
S2056) に対して、リン酸化状態特異的に反応する抗体
（リン酸化状態特異的抗体）が作製され、市販もされて
いる。これらの抗体を用いたウェスタン・ブロット法、免
疫染色法等により、上記部位のリン酸化状態を調べる
ことにより、DNA-PKの細胞内での活性を評価する。

［問題点］Thr2609については、DNA-PKより構造的に類似
性を持つATMによってリン酸化されているのではない
かと考えられている。

DNA-PK活性測定に関わる既存の技術(2)
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DNA-PKによるXRCC4のリン酸化部位

But!But!
細胞内でリン酸化？ リン酸化の意義？
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本技術に関わる研究成果の概要

① 我々はXRCC4タンパク質のSer320に対するリン酸化
状態特異的抗体を作製、ウェスタン・ブロットを行った。

② 放射線照射後にリン酸化が増加。DNA二重鎖切断を
誘発する物質Zeocinで細胞を処理することによってもリ
ン酸化が増加。
→リン酸化はDNA二重鎖切断によって誘導

③ DNA-PKの阻害剤を作用させるとリン酸化が顕著に
減少。
→DNA-PKが主に関与、その活性を反映

④ リン酸化の増加は1Gyから観察可能であった。
→癌治療で用いられる程度の線量で使用可能な感度
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① DNA-PKの性質、機能の研究及びこれ
を含むDNA二重鎖切断修復に関する生
物学、医学的研究

② 放射線感受性および癌罹患性の予測に
関わる臨床検査

想定される用途
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実用化に向けた課題・展望

• 現存する抗XRCC4 Ser320リン酸化状態特

異的抗体は、目的分子以外いくつかの分子に
交差反応を示すため、免疫染色への適用が
困難。

→交差反応の少ない抗体の樹立

モノクローナル抗体であれば、均一品質の

ものを無限に供給可能。
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お問い合わせ先

東京工業大学
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ＦＡＸ 03－5734 － 7694
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