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DEPARTMENT OF GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY 
LABORATORY OF BIOCHEMISTRY 
 

In eukaryotic cells, genes are usually separated by introns into multiple exons that should 
be spliced together. In addition, the cell itself is separated by the nuclear envelope into two major 
compartments, the nucleus and the cytoplasm. These two types of separations necessitate specific 
gene expression mechanisms such as RNA splicing and nuclear transport. Prof. Mutsuhito OHNO’s 
laboratory is studying various aspects of eukaryotic gene expression with great emphasis on “RNA” 
as a key molecule. In addition, Assistant Prof. Kitabatake’s subgroup is focusing on quality control 
mechanisms of ribosome particles. 
 
1) RNA distribution in the cell: I. TANIGUCHI, H. KIRIU, T. SUZUKI, A. 

MCCLOSKEY, R. TAKEMURA, K. AKIISHI, and T. TAKEIWA 
 
1-1) Identity elements used in mRNA export 

Different RNA species, such as tRNAs, U snRNAs, mRNAs and rRNAs, utilize distinct 
export pathways, i.e., distinct sets of export factors. Accumulating evidence shows that the pathway 
of RNA export can influence the fate of a given RNA in the cytoplasm, indicating the biological 
importance of the choice of RNA export pathway. This means that the cellular export machinery 
must be able to discriminate distinct RNA species, and therefore each RNA species should have 
identifying features that specify its export pathway ("identity elements"). We are mainly focusing 
on mRNAs and performing a systematic search for identity elements used in export of mRNAs. To 
this end, we make various chimeric RNAs between mRNA and U1 snRNA, and look for RNA 
features that make the chimeric RNAs behave like an mRNA rather than a U snRNA in nuclear 
export process. 

 
1-2)  Molecular mechanisms for nuclear retention of intron-containing mRNA precursors 

Intron-containing pre-mRNAs are normally retained in the nucleus until they are spliced to 
produce mature mRNAs that are exported to the cytoplasm. The nuclear retention of pre-mRNAs is 
essential for proper gene expression. It secures pre-mRNAs to be efficiently spliced since splicing 
mainly occurs in the nucleus. It also secures pre-mRNAs not to be translated since translation of 
pre-mRNAs would possibly produce toxic abnormal proteins for the cell. However, the nuclear 
retention mechanisms of pre-mRNAs are not well understood (reviewed in 3, 4). We are trying to 
understand such mechanisms. 

 
2) rRNA quality control mechanisms: M. KITABATAKE, A. MIYATA, K. FIJII, and T. 

SAKATA 



How the eukaryotic cells deal with non-functional RNA molecules that were either 
mutated or damaged? We are searching for novel RNA quality control mechanisms in mammalian 
and yeast cells by mainly focusing on ribosomal RNAs. 
 
3)  Turnover pathway for excised introns: R. YOSHIMOTO 

Pre-mRNA splicing occurs in a large complex spliceosome. The steps of both spliceosome 
assembly and splicing reaction have been extensively analyzed, and many of the factors involved 
have been identified. However, the post-splicing intron turnover process, especially in vertebrates, 
remains to be examined. In this paper, we developed a two-tag affinity purification method for 
purifying lariat intron RNA-protein complexes obtained from an in vitro splicing reaction. Glycerol 
gradient sedimentation analyses revealed that there are at least two forms of post-splicing intron 
complexes, which we named the Intron Large (IL) and the Intron Small (IS) complexes. The IL 
complex contains U2, U5, and U6 snRNAs and other protein splicing factors, whereas the IS 
complex contains no such U snRNAs or proteins. We also showed that TFIP11, a human homolog 
of yeast Ntr1, is present in the IL complex and the TFIP11 mutant protein, which lacks the 
interaction domain with hPrp43 protein, caused accumulation of the IL complex and reduction of IS 
complex formation in vitro. Taken together, our results strongly suggest that TFIP11 in cooperation 
with hPrp43 mediates the transition from the IL complex to the IS complex, leading to efficient 
debranching and turnover of excised introns. 
 
 
LIST OF PUBLICATIONS 
Department of Genetics and Molecular Biology 
Laboratory of Biochemistry 
 
Fuke, H. and Ohno, M. Role of poly (A) tail as an identity element for mRNA nuclear export. 

Nucleic Acids Res. 36(3), 1037-49. 2008  
Kitao, S., Segref, A., Kast, J., Wilm, M., Mattaj, I, W. and Ohno, M. A compartmentalized 

phosphorylation/dephosphorylation system that regulates U snRNA export from the nucleu.
Mol. Cell. Biol. 28(1), 487-97.2008  

Taniguchi, I. and Ohno, M. ATP-dependent recruitment of export factor Aly/REF onto intronless 
mRNAs by RNA helicase UAP56. Mol. Cell. Biol. 28(2), 601-8. 2008  

RNA よ RNA  RNA
よ 154-9 2008  

mRNA ㈻  
Medical Bio 1 12-3 2008  

 



                                                                                   
Kitabatake, M., Fujii, K., Sakata, T. and Ohno, M: Selective degradation of non-functional 

ribosomal particles  The 6th International Student Seminar International Symposium  kyoto, 
Japan March 6, 2008. 

Fuke, H. and Ohno, M: Role of poly(A) tail as an identity element for mRNA nuclear export  The 
6th International Student Seminar International Symposium  kyoto, Japan March 6, 2008. 

Fujii, K.,Kitabatake, M.,  Sakata, T. and Ohno, M  Quality Control of Ribosomal RNAs in 
S.cerevisiae The 6th International Student Seminar International Symposium Kyoto, Japan
March 6, 2008. 

RNA RNA 
2008 3 24  

├  Role of purine-rich exonic splicing enhancers in nuclear 
retention of pre-mRNAs 21 2008 6 26  

 U snRNA PHAX 10
RNA 2008 7 23-25  

㈻ 2008 7 25  
RNA ㈻々 CREST ㈻

2008 10 22  
∞ ├ ㈶  mRNA ㈻々

CREST ㈻

2008 10 22  
├  HIV-1 Rev ㈻ RNA 々

CREST ㈻

2008 10 22  
Ohno, M Regulations of nucleo-cytoplasmic RNA distribution NAIST Global COE Symposium 

on Cell Signaling Nara Japan. 2008 11 13-14  
Nuclear Retention Mechanisms for Pre-mRNAs BMB2008 2008 12

9 12  
RNA HIV-1 ㈻ Rev ぞ BMB2008

2008 12 9 12  
UsnRNA mRNA

31 2008 12 9-12  
HeLa mRNA 31

2008 12 9-12  
┷ ㈻

よ 31 2008 12 9-12  



mRNA さ

31 2008 12 9-12  
┷ ㈻

 2008 12 22  
 



遺伝子動態調節研究部門    Department of Genetics and Molecular Biology 
情報高分子化学研究分          Laboratory of Biochemistry 

 

真核生物では、細胞は核膜により細胞核と細胞質という二つの区画に分断化され、多くの遺伝子

はイントロンによって分断化されている。高分子化学研究分野の大野睦人教授の研究室では、真核

生物固有の細胞構造や遺伝子構造に起因する遺伝子発現機構をRNAをキーワードとして研究してい

る。また、北畠助教を中心に、リボソームの品質管理の研究を行っている。 

 

 

 

2008 年には、3 月に福家と岩野が卒業し、博士研究員の二宮が外部に異動したが、4 月に M1 の

竹岩が入学した。その結果、大野研究室には、秘書（本田）、２人の助教（北畠・谷口）、8 人の博

士後期課程大学院生（芳本 D4、宮田・霧生・鈴木 D3、マクロースキー・竹村 D2、藤井・藤田 D1）、

3 人の修士課程大学院生（坂田・秋石 M2、竹岩 M1）が在籍することとなった。 

 

１）RNA の細胞内分配制御（谷口・霧生・鈴木・マクロースキー・竹村・秋石・竹岩） 

 RNA にも多くの種類が存在し、核内で転写された後、細胞質へと核外輸送されるものと核内の様々

なドメインに輸送されるものが存在する。これら RNA の選択的輸送は遺伝子発現のために必須の過

程であるが不明な点が多い。この核の中での RNA の選別は RNA 上のどのような目印を識別して行わ

れるのか、またその識別を行う因子はどのようなものなのか？ これらの問題を中心に RNA の輸送

機構を研究する。 

 

1-1) RNA の核外輸送における ID エレメント 

 核外輸送される主要な RNA には、リボソーム RNA(rRNA)、転移 RNA(tRNA)、ウリジンに富む核



内低分子 RNA(U snRNA)、メッセンジャーRNA(mRNA)などが挙げられるが、これらの RNA はそれぞ

れの RNA 種に固有の輸送因子群によって核内で結合された後、細胞質へと輸送される。興味深い

事に、核内でそれぞれの RNA に結合する因子群は、核外輸送を司るだけでなく、核外輸送後のそ

れぞれの RNA の運命(細胞質における RNA の輸送・局在化、翻訳、RNA の安定性、など)をも規定

することが明らかになってきた。つまり、異なる種類の RNA は核内で既に核外輸送因子群によっ

て識別されていて、その識別がこれら様々な RNA の運命全体に影響を与えるのである。我々は、

特に mRNA に焦点を絞り、核内で mRNA が mRNA として識別される特徴(mRNA の ID エレメント)の

全貌を解明し、さらにそれらの ID エレメントを識別するトランス因子群を明らかにすることを

目指している。 

 現在までに、１．RNA がイントロンを持ちそれがスプライシングにより除去される事、あるい

は、２．RNA が強固な二次構造を取らない約３００塩基長以上の RNA 領域を持っている事、の２

つの特徴が mRNA の ID として機能する事を明らかにしてきた。 

  

1-2) ヒストン mRNA の核外輸送機構 

興味深いことに、mRNA でありながら上記３つの特徴のどれをも有しない RNA が存在する。

それは H2A や H3 などのコアヒストンをコードするヒストン mRNA である。ヒストン mRNA は

イントロンを含まず、全長は 400〜500 塩基であり mRNA としては異例に短い。さらに mRNA

の中で唯一ポリ A 鎖を持たず特殊なステムループの 3’末端構造をとっている。このユニークな

特徴を持つヒストン mRNA の核外輸送機構に興味を持ち、研究を行っている。 

 

1-3) RNA の長さが検知される機構 

また、上の２の結果は、細胞の中の何らかのタンパク質因子が、核外輸送の際に RNA の長さを

検知している事を強く示唆している。この現象を再現する試験管内の系をつくり、長い RNA 上に

mRNA 核外輸送因子を優先的に結合させる機構に迫ろうとしている。 

 

1-4) mRNA 前駆体の核内保持機構 

一般に、イントロンが除かれる前の RNA(mRNA 前駆体)はスプライシングが終わるまで核の中に

留められていて細胞質に現れることはない。これは、間違ったタンパク質の情報を細胞質に伝え

ないという RNA の品質管理機構のひとつである。この機構は重要であるにもかかわらずほとんど

明らかになっていない。脊椎動物細胞における mRNA 前駆体の核内保持機構の全貌を明らかにす

る。 

 

２）リボソームの品質管理機構 (北畠・宮田・藤井・坂田) 



 真核細胞のリボソームは 4種類の rRNAと 80種類のリボソームタンパク質からなる巨大RNP複合

体である。この巨大複合体が遺伝子突然変異やストレスによって機能を失ったら、細胞はそれをを

どう処理するのだろうか？rRNA とリボソームタンパク質の両面からこの問題に挑み、新規な RNP

の品質管理機構を探ろうとしている。損傷を負ったリボソームRNAは、選択的に分解される経路と、

修復を行う経路の両方により品質管理を受けることが分かってきた。また、損傷を負ったリボソー

ムタンパク質はリボソームに取り込まれた後、やはり選択的に分解されることを示唆する結果を得

ている。 

 

３）イントロンの代謝機構の解明（芳本） 

 真核生物の核にコードされる遺伝子の多くはイントロンによって分断化されている。イントロン

はスプライシングによって、mRNA 前駆体からラリアット構造という特異的な構造をとって切り出さ

れる。スプライシングされた mRNA は細胞質へと輸送される一方、切り出されたイントロンはスプ

ライシング因子等を結合したまま核内に留まる。イントロンは、スプライシング因子が取り除かれ

た後、ブランチ構造の解消（デブランチング反応）を経てモノヌクレオチドへと分解されると考え

られている。このようなイントロンの代謝経路が正しく機能しない場合、スプライシング因子やモ

ノヌクレオチドの再利用がうまく行われず、スプライシングや転写に影響が出ることが予想される。

またヒトにおいてイントロンは mRNA 前駆体の 95%以上を占めていることからも、核内でのイントロ

ンの代謝は重要な過程であると考えられる。しかし、イントロンの代謝経路は、そこに関わる因子

のいくつかが同定されているだけで、ほとんど解析されていない。 

 

核内におけるスプライシング後のイントロンの代謝経路を明らかにすることを目的として、代謝途

上のラリアットイントロン-タンパク質複合体を単離し、そこからイントロンの代謝に関わる因子

を同定することを試みた。具体的には HeLa 核抽出液を用いた in vitro スプライシング反応系にお

いて、反応に用いる mRNA 前駆体に２種類のアフィニティータグを導入し、スプライシング反応産

物からラリアットイントロン-タンパク質複合体を２段階のアフィニティー精製により単離する方

法を開発した。 

 

単離したイントロン-タンパク質複合体をグリセロール密度勾配遠心分離法でさらに分離したとこ

ろ、大きさの異なる二つの複合体（IL 複合体と IS 複合体）に分離することができた。IL 複合体は

U2, U5, U6 snRNP とスプライシング因子を含み、IS 複合体はそれらを含まなかった。IL 複合体中

に存在するタンパク質の一つである TFIP11 タンパク質は、自身の N 末端に G-Patch ドメインを持

つ。TFIP11 タンパク質はこの G-patch ドメインを介して、イントロンの代謝に関わる RNA ヘリカー

ゼの一つであるhPrp43タンパク質と相互作用した。さらにG-Patchドメインを欠いた変異体TFIP11



タンパク質は、ドミナントネガティブ活性を発揮し、in vitro スプライシング反応において IS 複

合体の減少と IL 複合体の増加を招いた。また、二つのイントロン複合体に対して in vitro デブラ

ンチング反応を行ったところ、IS 複合体は IL 複合体に比べてデブランチング反応を受けやすかっ

た。以上のことから、IL 複合体は IS 複合体の前駆体であり、TFIP11 タンパク質は hPrp43 タンパ

ク質と共同して、IL 複合体から IS 複合体への遷移を司ること、そして IS 複合体はイントロンのデ

ブランチング反応を経て分解されることが示唆された。 

 

 




