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CENTER FOR EMERGING VIRUS RESEARCH 
LABORATORY FOR HOST FACTORS 

       Our laboratory studies the interactions between viruses and host factors using retroviruses 
including human immunodeficiency virus (HIV) and murine leukemia virus (MLV) as model 
systems. Retrovirus synthesizes a DNA copy of its genome after entry into the host cell. The newly 
synthesized viral DNA is then integrated into chromosomal DNA. Although a key enzyme for the 
DNA insertion reaction is a viral protein termed integrase (IN), variety of cellular factors have been 
put forward as important regulator of the integration step in infected cells. Our current research 
especially focuses on the cellular proteins that impact on retroviral integration. 

 
1)  Functional association of HIV-1 and MLV integrase with a HECT-domain ubiquitin 

ligase Huwe1: S. YAMAMOTO, K. OGAWA and Y. SUZUKI 
 

       We recently found that HECT-domain ubiquitin ligase Huwe1, which mediates 
ubiquitination of numerous proteins such as p53, Mcl-1, core histone, cdc6, and Myc, interacts with 
MLV integrase from a proteomics analysis of tandem affinity purification and mass spectrometry 
method. Association of MLV integrase as well as HIV-1 integrase with the Huwe1 was confirmed 
by immunoprecipitation-western blotting assay. We also found that Huwe1 is incorporated into the 
MLV preintegration complex during infection. However, the susceptibility of target cells to both 
MLV and HIV-1 was not affected by RNAi-mediated Huwe1 knock-down, indicating that Huwe1 
is an inert adaptor protein at early phase of retroviral infection. Interestingly, the knock-down 
experiment in virus producer cells revealed that depletion of Huwe1 resulted in decrease amount of 
MLV integrase but not capsid protein in the released virions in culture supernatant. This data 
suggests that Huwe1 associates in assembly process of retroviral virion and promotes recruitment of 
gag-pol precursor protein containing integrase region into virus particles. Therefore, Huwe1 appears 
to be one of the retrovirus-associated E3 ubiquitin ligase proteins and its functional consequence is 
packaging of gag-pol precursor into virions. 

 
2)  Disruption of retroviral integration activity by a cellular kinase: Y. SUZUKI, K. 

OGAWA and Y. SUZUKI 

       Retroviral integration is executed by the preintegration complex (PIC) that contains IN 
and viral DNA together with viral and cellular proteins. Barrier-to-autointegration factor (BAF), a 
non-specific DNA binding protein, is one of the cellular components of MLV and HIV-1 PICs. It 
has been demonstrated that BAF protects viral DNA from autointegtration and enhances 



intermolecular integration activity of the PIC in vitro by its DNA-binding property. BAF is also 
regulated for cell cycle progression and phosphorylated via a family of cellular serine/threonine 
kinases called vaccinia-related kinase (VRK), which causes the loss of the DNA-binding activity of 
BAF. A recent study with poxvirus has shown that BAF can bind vaccinia viral DNA in the 
cytoplasm and inhibit viral DNA replication in vivo. However, vaccinia virus counteracts this 
inhibition by expression of B1 kinase, a viral homologue of VRK that reduces DNA-binding 
activity of BAF by the phosphorylation. These evidences raise the possibility that VRK-mediated 
phosphorylation of BAF may influence intermolecular integration activity of the PIC through 
alternation of DNA-binding activity of BAF. We found that VRK indeed abolished intermolecular 
integration activities of MLV PICs in vitro. Immunoprecipitation analysis of PICs revealed that 
VRK treatment induced dissociation of BAF from viral DNA within the PIC. Furthermore, 
phosphorylated BAF failed to stimulate integration activity of PICs. Our finding suggests that VRK 
could be a basis of future therapeutic strategy for the treatment of retroviral infection. 

 

3)  Inhibition of HIV-1 Replication by Interferon-ω1*: Y. SHINODA and Y. SUZUKI 

       It was reported that soluble suppressive factor(s) against HIV-1 is induced in SCID mice in 
which human PBMC is transplanted together with inactivated HIV-1-pulsed autologous dendritic 
cells. This factor is thought to be released from HIV-1 antigen-activated CD4+ T cells and its 
character appears to be distinct from that of known cytokines or chemokines. To identify the factor, 
we performed oligonucleotide microarray analysis to compare gene expression profiles in the 
factor-producing CD4+ T cells to that in control CD4+ T cells isolated from OVA-pulsed 
DC-transplanted hu-PBL-SCID mice. A series of the expression profile data indicated that 4,353 
genes were upregulated in the factor-producing cells. Based on the properties of the factor 
characterized by a previous report, we selected 106 genes as candidates for the factor. After in vitro 
evaluation of anti-HIV activity in culture supernatant of individual candidate gene-transfected cells, 
we found that interferon-ω1 (IFN-ω1), one of the type I interferons, significantly inhibits HIV-1 
replication. Although some of the type I interferons including IFN-α have been shown to suppress 
HIV-1 infection, anti-HIV-1 activity (IC50) of IFN-ω1 was approximately 10,000-times higher than 
that of IFN-α. IFN-ω1 inhibited replication of R5- and X4-tropic, and VSV-G-pseudotyped viruses, 
suggesting that IFN-ω1 restricts HIV-1 replication at the post-entry step. While level of viral DNA 
synthesis was slightly reduced in the IFN-ω1-treated cells, IFN-ω1 seemed to interfere viral gene 
expression from proviral DNA. Because inhibitory effect of IFN-α against HIV-1 is limited in vivo, 
our data indicates that IFN-ω1 can be more potent inhibitor in controlling virus infection in 
HIV-patients. 

 



4)  Suppressive effect of Rho GTPase Rac2 on HIV-1 replication*: T. WATANABE and    
Y. SUZUKI 

       Rho GTPase family proteins including Rho, Rac, and Cdc42 act as intracellular switches to 
regulate membrane trafficking, actin rearrangement, and effective signal transduction as well as T 
cell development. However, Role of the Rho GTPase family proteins in HIV-1 infection remains 
unclear. In this study, we focused on one of the Rho GTPases, Rac2 that is reported to be expressed 
only in hematopoietic cell lineages. To elucidate function of Rac2 in HIV-1 replication, we 
established T cell lines in which FLAG-tag-fused Rac2 was over-expressed and analyzed the 
susceptibility to HIV-1. We found that Rac2 expression rendered T cell lines more resistant to 
cytopathic effect caused by HIV-1 infection, and virus replications in the Rac2 expressing cells 
were significantly inhibited. Co-transfection experiments of HIV-1 producing plasmid together with 
Rac2 expression plasmid showed that Rac2 appeared to suppress gene expression of HIV-1 proviral 
DNA, thereby decreased the level of virus production. Furthermore, constitutive active (GTP 
binding) form of Rac2 enhanced the inhibitory effect. Our results suggest that Rac2 is a novel 
suppressive factor for HIV-1 infection. 

* These projects are conducted in collaboration with Laboratory of Viral Pathogenesis/Institute for 
Virus Research (Professor Yoshio Koyanagi). 
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附属新興ウイルス感染症研究センター     Center for Emerging Virus Research 

宿主要因解析チーム      Laboratory for Host Factors 

 2008 年度の本研究チームは、スタッフとして鈴木陽一 (特別教育研究准教授) と小川加那子 (教

務補佐員)、そして大学院生として鈴木康嗣 (生命科学研究科修士課程) が所属した。また、ウイ

ルス病態研究領域より篠田康彦 (医学研究科博士課程)、渡部匡史 (医学研究科博士課程)、ならび

に山元誠司 (生命科学研究科博士課程) も参加し、計６名で実験をおこなってきた。我々は、ヒト

免疫不全ウイルス (human immunodeficiency virus: HIV) やマウス白血病ウイルス (murine 

leukemia virus: MLV) といったレトロウイルスをモデルとして用い、宿主細胞とウイルスの相互

作用について研究をおこなっている。 

 レトロウイルスは標的細胞に侵入すると、逆転写酵素反応によってゲノム RNA からウイルス DNA

を合成する。そして、このウイルス DNA がクロマチンに組み込まれる (インテグレーション: 

integration) ことによって感染が成立する。インテグレーション反応を直接触媒する酵素はウイ

ルス由来のインテグレース (IN) であるが、感染細胞内では様々な因子がこのウイルス DNA 組み込

み反応を制御すると考えられている。本研究チームの主要なテーマは、レトロウイルスインテグレ

ーションに影響を与える細胞性因子を明らかにし、その分子作用機序を解明することである (山元

誠司、鈴木康嗣、小川加那子)。また、ウイルス病態研究領域との共同研究という形で、HIV-1 感染

を抑制する因子の解析をおこなっている (篠田康彦、渡部匡史)。 

 これらの研究を遂行するにあたり、多大なご支援を頂いたウイルス病態研究領域ならびに小柳義

夫教授には、この場を借りてお礼を申し上げたい。 

1) HIV-1 ならびに MLV インテグレースに結合する HECT 型ユビキチンリガーゼ Huwe1 の解析 (山元

誠司、小川加那子、鈴木陽一) 

 最近、我々は TAP-MS 法を用いたプロテオミクス解析によって、HECT 型 E3 ユビキチンリガーゼで

ある Huwe1 が MLV インテグレースと細胞内で結合することを明らかにした。Huwe1 は p53、Mcl-1、

コアヒストン、そして Myc といった蛋白質をユビキチン化する分子であるが、MLV インテグレース

だけでなく HIV-1 インテグレースにも結合する。免疫沈降実験の結果からは、Huwe1 は MLV のイン

テグレーション複合体 (PIC) にも会合することが示されたが、我々の予想に反して、ウイルス感

染におけるインテグレーションまでの段階には関与しないことが明らかとなった。しかしながら、

ノックダウン細胞を用いた実験より、Huwe1 は産生されたウイルス粒子に取り込まれるインテグレ

ースの量に影響することが示唆された。これらの結果は、レトロウイルス粒子の産生段階において、

Huwe1 がインテグレースの前駆体蛋白質 (gag-pol) にも相互作用し、gag-pol 分子のウイルス粒子

内への取り込みを制御する可能性を示すものである。 

2) 細胞性キナーゼによるレトロウイルスインテグレーション機能の破壊 (鈴木康嗣、小川加那子、

鈴木陽一) 

 実際のレトロウイルス感染細胞におけるインテグレーションは、ウイルス DNA とインテグレース

を内包し、さらには様々なウイルス性ならびに細胞性蛋白質から構成される preintegration 

complex (PIC) がその実行ユニットであると考えられている。細胞性 DNA 結合因子である

barrier-to-autointegration factor (BAF) は、HIV-1 や MLV のウイルス DNA に結合することで、

PIC の構成蛋白質として存在するが、PIC の in vitro におけるインテグレーション活性を促進する

ことが知られている。最近、BAF の DNA 結合活性は、細胞性キナーゼである vaccinia-related kinase 

(VRK) によるリン酸化修飾によって減少することが報告された。BAF の DNA 結合能はレトロウイル

ス PIC インテグレーション活性の促進にも必須であることから、リン酸化によって BAF を PIC から

解離すれば、結果的に PIC のインテグレーション機能を阻害することができるかもしれない。本研



究では、組換え体蛋白質を用いた in vitro 解析によって、VRK が BAF のリン酸化を介して MLV PIC

のインテグレーション活性を減少させることを見出した。そして、そのインテグレーション活性の

低下は、実際に BAF の PIC からの解離を伴っていた。この実験結果は、VRK のような細胞性キナー

ゼがレトロウイルスインテグレーションの阻害分子として機能する可能性を示唆するものである。 

3) インターフェロンオメガによる HIV-1 増殖の抑制 (篠田康彦、鈴木陽一) 

健常人由来の末梢血リンパ球をマウス脾臓内に移植し、さらに不活化 HIV-1 を暴露した樹状細

胞 (DC) を感作した免疫不全マウス (hu-PBL-SCID) 内では、R5 指向性 HIV-1 に対する抑制因子が

産生されることが報告されている。この因子は HIV-1 抗原特異的な CD4 陽性 T細胞から産生される

が、抗 HIV 活性をもつ既知のサイトカインやケモカインとは異なる。そこで本研究では、この新規

抗 HIV-1 因子の実体を明らかにすることを目的とし、抑制因子を産生する CD4 陽性 T 細胞と、OVA

を暴露した DC で感作した hu-PBL-SCID マウス由来のコントロール CD4 陽性 T 細胞における発現遺

伝子のプロファイルをマイクロアレイ法によって解析した。その結果、抑制因子産生細胞では 4,353

種類の遺伝子の発現が高まっていることが示され、さらに以前の報告で明らかになった抗 HIV-1 因

子の特徴から、その候補遺伝子として 106 個を選別した。これらの候補遺伝子それぞれを細胞にト

ランスフェクションし、その培養上清中の抗 HIV-1 活性を評価する実験を進めるなかで、我々は I

型インターフェロンであるインターフェロンオメガ (IFN-ω1) がウイルスの増殖を有意に抑制す

ることを見いだした。これまでに IFN-αを含むいくつかの I 型インターフェロンで、HIV 増殖の抑

制が報告されているが、IFN-ω1 の抗 HIV-1 活性は IFN-αと比較して 10,000 倍以上も高く、非常に

強力な抑制因子であることがわかった。また、IFN-ω1 は R5 指向性エンベロープをもつ HIV-1 だけ

でなく、X4 指向性エンベロープや VSV-G エンベロープをもつウイルスの感染も抑えることより、ウ

イルスの細胞侵入以降の過程を抑制することが示された。さらに、IFN-ω1 は感染細胞内での HIV-1 

DNA の合成効率をわずかに下げるものの、すでにインテグレーションされたウイルス DNA からの遺

伝子発現を強く抑えることから、IFN-ω1 は HIV-1 増殖の主に後期過程を抑制することが示唆され

た。現在、その抑制メカニズムの解明をおこなっている。 

4) Rho GTPase Rac2 の HIV-1 感染抑制メカニズムの解明 (渡部匡史、鈴木陽一) 

 Rho GTPase ファミリーは細胞内の分子スイッチとして機能し、細胞内膜輸送やアクチン再構成を

制御するだけでなく、T 細胞の分化や細胞内シグナル伝達にも関与することが知られている。しか

し、Rho GTPase ファミリー分子の HIV-1 感染における役割はまだ明らかになっていない。そこで、

Rho GTPase ファミリーなかでも特に血球系細胞に発現している Rac２に着目し、HIV-1 の複製にお

ける影響を解析した。Rac2 の発現が認められない CD4 陽性 T 細胞株 (MT-4 細胞)を用いて、FLAG

タグ融合 Rac2 を恒常的に発現する T 細胞を作製し、HIV-1 に対する感受性を検討したところ、Rac2

恒常発現T細胞ではウイルス感染による細胞変性効果が減少し、ウイルスの増殖も有意に低下した。

また、HIV-1 プロウイルス由来の DNA と Rac2 発現プラスミド DNA を 293T 細胞に共導入した実験か



らは、Rac2 はウイルス DNA からの遺伝子発現を抑制し、その結果、産生されるウイルス量を著しく

減少させることが明らかとなった。さらに、この抑制効果は恒常活性型 Rac2 の過剰発現によって

増強された。以上の結果は、Rac2 が細胞内で HIV-1 の阻害因子として機能することを示唆するもの

である。 

 

 

(2008 年度の研究に携わったメンバー) 

  
 




