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【緒言】 

 成熟 B 細胞までの分化を制御する転写因子である paired box(PAX)5 と、形質細胞

への分化を制御する B lymphocyte induced maturation protein(BLIMP)1 は相互に

発現を抑制する関係にあり、成熟 B 細胞では PAX5 が BLIMP1 を抑制することで形

質細胞への分化を調節している。B 細胞受容体(BCR)に抗原刺激が加わると PAX5 の

発現が減弱し、BLIMP1 と発現が交替することで形質細胞に分化する (Ann Rev. 

Immunol. 2003. 21 ;205-230)。我々は以前に BCR シグナルにより extracellular 

signal-regulated kinase(ERK)1/2 による PAX5 のセリンリン酸化が起こり、PAX5 に

よる BLIMP1 の転写抑制の減弱が認められることを報告した (J.Immunol. 2012. 

188 ;6127-6134)。しかしリン酸化標的であるセリンに変異を導入した PAX5 では

BLIMP1 の転写抑制の解除は完全には認められなかった。そのため本研究では、PAX5

の ERK1/2 によるセリンリン酸化と協調的に作用する BCR シグナルに属する他のキ

ナーゼとその作用を解析した。 

 

【対象/方法】 

1）細胞・抗体：実験対象細胞として既報の通りの Ramos 細胞を用いた(J.Immunol. 

2012. 188 ;6127-6134)。それぞれ PAX5 の C 末端、N 末端を認識する抗体である抗

PAX5 C 抗体、抗 PAX5 N 抗体、抗 Flag 抗体、BCR 刺激に用いた抗ヒト IgM 抗体に

ついては既報の通りである(J.Immunol. 2012. 188 ;6127-6134)。 

2）プラスミド：in vitro での蛋白合成に用いた PAX5/pCDNA、GST 融合蛋白産生に

用いた PAX5/pGEX、レンチウイルス導入に用いた PAX5/pBGJR は既報の通りに作成

した(J.Immunol. 2012. 188 ;6127-6134)。Flag-SYK/pFlag は既報の通りに作成した

(Blood 2001. 97 ;1050-1055)。チロシンをフェニルアラニンに置換する変異導入は既

報の通りに施行した(J.Immunol. 2012. 188 ;6127-6134)。 

3）トランスフェクション・レンチウイルス導入、免疫ブロット：トランスフェクシ

ョン, レンチウイルス導入、免疫ブロット、免疫蛍光染色、Electrophoresis Mobility 

Shift Assay(EMSA)、ルシフェラーゼアッセイ、in vitro kinase assay、PAX5 のノッ

クダウン、 real time PCR は既報の通りの方法で施行した (J.Immunol. 2012. 

188 ;6127-6134)。 

 

 【結果】 

1）PAX5 は in vitro・細胞内で SYK によりリン酸化を受ける。 

 BCR シグナル伝達経路に属するキナーゼである spleen tyrosine kinase(SYK)、

AKT、Bruton’s tyrosine kinase(BTK)による PAX5 の in vitro でのチロシンリン酸化

を、リン酸化の程度により泳動度が異なる Phosphate-affinity-SDS-PAGE で確認し

た。BCR シグナル伝達経路における各キナーゼの相互関係は Fig.1A に示されている。

N 末端側の 1-313 番までの PAX5 断片では、SYK でリン酸化反応を行った PAX5 で

チロシン残基のリン酸化を示すバンドシフトを認めた(Fig.1B)。次に、SYK の標的と
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なりうる PAX5 のチロシン残基をフェニルアラニンに置換した変異導入 PAX5 におい

て、264 番・299 番のチロシン残基を置換した PAX5(Y264F・Y299F)でバンドシフト

の減弱を認めた(Fig.1C)。264・299 番の双方に変異を挿入した PAX5(PAX5 TM)では

バンドシフトが完全に消失しており、SYK のリン酸化標的と考えられた(Fig.1D)。バ

ンドシフトが完全に消失していることから C 末端側には SYK の標的となるチロシン

残基は存在しないと考えられた。293T 細胞に SYK と PAX5 を共発現させた系では、

野生型 PAX5(PAX5 W)で in vitro と同様のチロシンリン酸化を抗リン酸化チロシン抗

体で認めたが、PAX5 TM では認めず、細胞内でも同様のチロシンリン酸化が起きて

いることが示唆された(Fig.1E)。 

2）PAX5 の SYK によるチロシンリン酸化はセリンリン酸化と協調的に作用し、PAX5

による BLIMP1 の発現抑制を解除する。 

 PAX5 と nuclear factor κ B(NFκB)の DNA 結合部位を含む BLIMP1 プロモータ

ー領域を組み込んだレポータージーン(Fig.2A)を用いたルシフェラーゼアッセイにお

いて、NFκB により上昇したルシフェラーゼの発現は PAX5W の共発現により 5%未

満にまで低下した。さらに、PAX5W によるルシフェラーゼの発現抑制は、SYK を共

発現させることで解除された(Fig.2B)。一方、PAX5 TM によるルシフェラーゼ発現抑

制は、SYK を共発現しても解除が不十分であった。このことから、PAX5 による

BLIMP1 の転写抑制が解除されるには、SYK による PAX5 のチロシンリン酸化が重

要であることが示唆された。 

 PAX5 のセリンリン酸化を誘導する ERK1/2 の活性化変異体である constitutive 

active mutant of ERK1/2(CA-MEK1)と、セリン・チロシン双方のリン酸化サイトに

変異を導入した PAX5 SM/TM を用いてさらに解析を進めた。SYK と CA-MEK1 の

共発現により、SYK 単独の発現と比較して PAX5 W によるルシフェラーゼの発現抑

制がより強く解除されている(Fig. 2C)。一方、PAX5 SM/TM による発現抑制は、SYK

と CA-MEK1 の共発現によってもほとんど解除されなかった。これらの結果により、

SYK と ERK1/2 による PAX5 リン酸化は協調的に作用し、PAX5 の転写抑制能を減弱

させることが示唆された。 

3）B 細胞における BLINP1 の発現は、PAX5 のチロシン・セリンリン酸化により誘

導される。 

 胚中心 B 細胞の細胞株である Ramos 細胞に各種変異 PAX5 を導入したトランスフ

ェクタントを作成し、3’-非翻訳領域(UTR)を標的とする siRNA により内在性の PAX5

を特異的にノックダウンした(Fig. 3A)。抗 IgM 抗体によりこれらの細胞の BCR を刺

激したところ PAX5 のチロシンリン酸化は変異導入トランスフェクタントでは消失し

た(Fig 3B)。さらに、BCR 刺激による BLIMP1 mRNA の発現は、PAX5 TM 導入トラ

ンスフェクタントでは部分的に減弱し、PAX5 SM/TM 導入トランスフェクタントでは

完全に消失した(Fig 3C)。これらの結果により、SYK および ERK1/2 による PAX5 の

チロシンとセリン残基のリン酸化は、BCR シグナルによる BLIMP1 の発現抑制の解

除において協調的に作用していることが示唆される。 
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【考察】 

 BCR シグナルによる PAX5 の機能抑制の機構はいまだ明確ではない。我々は以前の

研究で ERK1/2 によるセリンリン酸化、本研究で SYK によるチロシンリン酸化によ

る発現抑制の機構を研究した。BCR 刺激による BLIMP1 発現は PAX5 W、TM、SM/TM

を導入したトランスフェクタントでそれぞれ 3.0、1.6、1.1 倍に増加した(Fig.3C lane3 

vs 4、lane5 vs 6、lane7 vs 8)。さらに、ERK1/2 によるリン酸化標的であるセリンに

変異を導入した PAX5(PAX5 SM)を導入したトランスフェクタントを用いて以前に行

っ た 同 様 の 実 験 で は BLIMP1 の 発 現 は 1.5 倍 に 増 加 し (J.Immunol. 2012. 

188 ;6127-6134)、チロシン残基とセリン残基のリン酸化は共に BCR 刺激による

BLIMP1 の発現抑制の解除に必要であることを示唆している。 

 PAX5 のチロシン・セリンリン酸化が PAX5 の DNA 結合能に与える影響は示され

ておらず、PAX5 による BLIMP1 の発現抑制の解除につながる機構は明確には示され

ていない。しかし、Grg4 などの補抑制因子が PAX5 による転写抑制に影響すること

が報告されており(EMBO J. 2000. 19 ;2292-2303)、PAX5 のリン酸化はこれらの作用

に影響を与えている可能性がある。 

 PAX5 の腫瘍原性につき、IGH 遺伝子と PAX5 プロモーターの融合遺伝子による非

ホジキンリンパ腫の発症がトランスジェニックマウスで報告されている(Blood 2007. 

109; 281-289)。このことから、PAX5 の過剰発現により BLIMP1 の抑制が継続し、形

質細胞への分化が阻害され、リンパ腫の発症につながる可能性が示唆される。このこ

とは、PAX5 の SYK や ERK1/2 によるリン酸化の障害は、BLIMP1 の発現抑制の持

続による形質細胞分化ブロックの継続を介して、リンパ腫の原因となりうることを示

唆している。また、悪性リンパ腫では PAX5 遺伝子の somatic hyper mutation が高

頻度に検出されることが示されている (Nature 2001. 412; 341-346)(Blood 2004. 

103 ;1869-1875)が、セリンまたはチロシンリン酸化部位の変異は報告されていない。

これらの研究ではシークエンス解析が 5’領域で行われており、PAX5 のリン酸化部位

は C 末端側に主として位置することから、SYK・ERK1/2 による PAX5 リン酸化の影

響が評価されていない可能性がある。 

 

【結語】 

B 細胞において、BCR 刺激は SYK のリン酸化を経て PAX5 のチロシン残基をリン

酸化し、BLIMP1 mRNA の発現を亢進させる。PAX5 の SYK によるチロシンリン酸

化は ERK1/2 によるセリンリン酸化と協調的に作用し、PAX5 による BLIMP1 の発現

抑制を解除する。この PAX5 リン酸化を契機として B 細胞の形質細胞分化が開始され

る。PAX5 の SYK・ERK1/2 によるリン酸化は、BCR シグナル刺激による形質細胞分

化の 初の段階であることが示唆される。 
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