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概要(600字～800字程度にまとめてください。) 
 本研究では、覚せい剤及びコカインの Long Interspersed Element-1 retrotransposition （L1-RTP）誘導能

を培養細胞及で解析した。培養細胞レベルで覚せい剤およびコカインの L1-RTP 誘導を解析した結果、PCR

解析およびコロニーアッセイにおいて L1-RTP 誘導がされた。面白いことに、覚せい剤の L1-RTP は HeLa（ヒ

ト子宮頸癌細胞株）や HT1080（ヒト繊維芽細胞株）では誘導されず、SH-SY5Y（ヒト神経細胞株）や PC12

（ラット褐色細胞腫細胞株）という神経細胞株で L1-RTP が誘導された。L1Tg に覚せい剤及びコカインを

投与し、脳組織における L1-RTP を解析した結果、嗅球や大脳皮質で L1-RTP は誘導されたが海馬や小脳組

織では誘導されなかった。また、薬物の分解や代謝を行う肝臓や腎臓において、覚せい剤とコカインの

L1-RTP は誘導されなかった。 
 次に、培養細胞を用いて、覚せい剤とコカインの詳細な L1-RTP 誘導シグナルの機序を解析した。覚せい
剤やコカインの L1-RTP 誘導機序は、double strand break （DSB）を誘導せずに L1-RTP を誘導していた。
さらに、覚せい剤やコカインは MAPK 下流の転写因子 CREB をリン酸化した。さらに、培養細胞に CREB siRNA
をトランスフェクションし、L1-RTP 誘導能をコロニーアッセイで解析した結果、CREB に対する 2つの siRNA
配列で、覚せい剤とコカインの L1-RTP が抑制された。したがって、覚せい剤とコカインは DSB には依存せ
ず、神経細胞において CREB を活性化し、様々な細胞内シグナルを用いて L1-RTP を誘導していることが示
唆された。 
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欧文概要 ＥＺ 

Long interspersed element 1 (L1) is a retroelement constituting ~17% of the human genome. A single 
human cell has 80–100 copies of L1 capable of retrotransposition (L1-RTP), ~10% of which are “hot L1” 
copies, meaning they are primed for “jumping” within the genome. Recent studies demonstrated 
induction of L1 activity by drugs of abuse or low-molecular-weight compounds, but little is known about 
the underlying mechanism. The aim of this study was to identify the mechanism and effects of 
methamphetamine (METH) and cocaine on L1-RTP. Our results revealed that METH and cocaine 
induced L1-RTP in neuronal cell lines. This effect was found to be reverse transcriptase (RT)-dependent. 
However, METH and cocaine did not induce double-strand breaks (DSBs). RNA interference 
experiments combined with add-back of siRNA-resistant cDNAs revealed that the induction of L1-RTP 
by METH or cocaine depends on the activation of cAMP response element-binding protein (CREB). 
METH or cocaine recruited the L1-encoded open reading frame 1 (ORF1) to chromatin in a 
CREB-dependent manner. These data suggest that the cellular cascades underlying METH- and 
cocaine-induced L1-RTP are different from those behind L1-RTP triggered by DNA damage; CREB is 
involved in drug-induced L1-RTP. L1-RTP caused by drugs of abuse is a novel type of genomic 
instability, and analysis of this phenomenon might be a novel approach to studying substance-use 
disorders 
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