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研究成果の概要（和文）
：
難治性形質細胞疾患である多発性骨髄腫の形質細胞において、ゲノム全体での DNA メチル化
異常の解析を行いました。DNA メチル化により発現抑制される遺伝子群を同定し、一部の遺伝
子では治療抵抗性や予後との関連が見いだされました。次に、ヒトゲノムの 42%を占めるレト
ロトランスポゾンに着目し、その低メチル化と染色体異常や予後との関連を見いだしました。
さらに、次世代シーケンサーを用いて、ゲノム全体の DNA メチル化異常を解析し、病因や病態
進展と関わる遺伝子発現や染色体異常との関連を調べております。
研究成果の概要（英文）：
We analyzed gene expression profile in MM cells treated with or without demethylating
agent to screen for the tumor related genes silenced by DNA methylation. We next examined
the effect of DNA hypomethylation in retrotransposon for chromosomal aberration. Patients
in MM with chromosomal deletion showed significant lower LINE-1 methylation levels than
patients without deletion suggesting that LINE-1 hypomethylation are associated with
chromosomal instability. Our ongoing study is to decipher the methylome in MM cells using
high-throughput next-generation sequencer; and assess the association between the
methylome status and the genome status.
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１．研究開始当初の背景

形質細胞はB細胞の最終分化段階であり、
免疫グロブリンを産生する。多発性骨髄腫は、
この形質細胞が腫瘍化した悪性疾患である。

化学療法および大量化学療法併用自家末梢
血幹細胞移植が標準療法であるが、経過中に
治療抵抗性を獲得するため治癒困難であり、
平均生存は３～４年と予後不良である。近年、
骨髄腫の遺伝子情報やシグナル伝達がより
明らかとなり、その情報に基づく新規薬剤の
開発が欧米を中心に活発に行われている。実
際に、サリドマイドやプロテアソーム阻害剤
ボルテゾミブといった新規薬剤により、依然
治癒困難ではあるが、予後改善が認められて
いる（Kyle & Rajkumar, Blood, 2008）。
原発性ALアミロイドーシスは、免疫グロブ
リン軽鎖由来のアミロイド蛋白が異常形質
細胞により産生され、諸臓器に沈着し機能障
害を引き起こす治癒困難な疾患である。近年、
上記のような多発性骨髄腫に効果的な治療
をALアミロイドーシス症例に行うことによ
り、アミロイド産生形質細胞を減少もしくは
消失させ、その結果、予後を改善しうること
が明らかとなってきた。骨髄腫の分子病態の
解明と治療法の開発は、骨髄腫のみならずAL
アミロイドーシスに対しても効果的であり、
形質細胞を標的としたより一層効果的な治
療法の開発が期待されている (Wechalekar
et al, Br J Haematol, 2008)。
DNA異常メチル化による遺伝子不活化が、
発がん・がん進展に関わる事が、明らかにな
ってきている (Toyota & Issa, Semin Oncol,
2005)。一方、メチル化阻害剤アザシチヂン
やデシタビンが、近年、骨髄異形成症候群で
有用性を認めており、DNAメチル化を標的と
した血液悪性疾患の治療が有望視されてい
る (Yasui & Imai, Anticancer Agents Med
Chem, 2008)。多発性骨髄腫では、DNAメチル
化異常による遺伝子不活化の報告として、申
請 者 ら の グ ル ー プ に よ る BNIP を は じ め
(Murai et al, Br J Cancer, 2005)、細胞周
期に関わる分子（p15INK4b, p16INK4a），細
胞シグナルに関わる分子（SOCS-1, SFRP），
アポトーシス関連分子（DAPK, BAD, BAK, BIK,
BAX）などの報告があるが、網羅的かつ系統
的にDNAメチル化異常と遺伝子発現との関係
を解析した報告は限られていた。
そのような状況の中、申請者らは、骨髄腫
細胞株におけるメチル化阻害剤により発現
変動する遺伝子群を検索し、細胞株および臨
床検体を用いたメチル化プロファイルを行
い報告したが(Nojima et al, Clin Cancer Res,
2009)、DNA 異常メチル化の発癌・癌進展にお
ける意義解明のためには、さらに継続して研
究を行う必要があると考えられた。

２．研究の目的
本研究は、多発性骨髄腫と原発性ALアミロ
イドーシスとにおける形質細胞のDNA異常メ

チル化を系統的かつ網羅的に解析し、その頻
度と意義を明らかにすることを目的とする。
細胞株および臨床検体の解析により、DNA異
常メチル化により不活化される疾患関連遺
伝子の候補を検索し、それらの遺伝子型と表
現型との相関を各々検証することで、両疾患
の発生と進展における役割を明らかとする。
次に、ゲノムワイドなメチル化異常を解析す
るため、ヒトゲノムの 42%を占めるレトロト
ランスポゾンに注目したメチル化解析や、次
世代シーケンサーを用いたメチローム解析
を行い、臨床情報・細胞遺伝学的情報との相
関を解析し、DNAメチル化異常と難治性形質
細胞疾患（多発性骨髄腫・原発性ALアミロイ
ドーシス）の病因・進展との関連を検討する。

３．研究の方法
はじめに、骨髄腫細胞株を用いてメチル化
阻害剤処理で発現回復する遺伝子群をDNAマ
イクロアレイ法により選び出し、それらの遺
伝子群に対して細胞株や臨床検体でのDNA異
常メチル化頻度をバイサルファイトパイロ
シーケンス法で解析し、臨床情報を含めた表
現型との相関を検討した。次に、レトロトラ
ンスポゾンのうち、LINE-1に注目し、骨髄腫
細胞およびALアミロイドーシスの異常形質
細胞を用いて、そのメチル化の状態をメチル
化定量法で評価する。さらに、DNAメチル化
領域の新しいゲノムワイドスクリーニング
法として、多発性骨髄腫細胞に対して次世代
シーケンサーを用いた Methyl-CpG-binding
domain protein (MBD) シーケンス法を試み
る。これらにより判明したメチル化情報と、
臨床情報・細胞遺伝学的情報との相関を解析
する。形質細胞における染色体異常の検出は、
G-banding法とアレイ比較ゲノムハイブリダ
イゼーション法（Array Comparative Genomic
Hybridization：aCGH）を用いる。

４．研究成果
デシタビンにより発現誘導される腫瘍関
連遺伝子を複数同定した。そのうちの一つで
あ る Dexamethasone-induced Ras-related
protein 1(RASD1)は、多発性骨髄腫治療のキ
ードラッグであるデキサメサゾンで発現誘
導される遺伝子であり、プロモーター領域の
高メチル化に伴いRASD1 発現低下を認める細
胞株ほど、デキサメサゾンへの感受性が低く
なる傾向を認めた。デキサメサゾン低感受性
株は、デシタビン処理により、デキサメサゾ
ン感受性が増強したことから、RASD1 メチル
化とデキサメサゾン感受性とが関連してい
る可能性が示唆された。臨床検体での検討で

は、難治性・再発性症例において、RASD1 の
メチル化頻度が高くなる傾向を認めた。
次に、RASD1 メチル化を伴いデキサメサゾン
低感受性である細胞株においてDNAマイクロ
アレイ解析を行い，RASD１同様にデシタビ
ン・デキサメサゾン併用処理にて発現が上昇
する遺伝子を同定し、そのメチル化を解析し
た。そのうちの一つBNIP3はプロモーター領
域の高メチル化を認めていた。BNIP3 の高メ
チル化はHellerら（Cancer Res, 2008）の報
告では予後不良因子でもあるが、デシタビン
投与により抑制されていたBNIP3 発現が回復
する可能性が示唆された。
次に、多発性骨髄腫および原発性ALアミロ
イドーシスにおいてゲノムワイドなメチル
化レベルを検討するため、ヒトゲノムの 42%
を占めるレトロトランスポゾンのメチル化
レベルを検討した。レトロトランスポゾンは
自律的に転移できるトランスポゾンの１種
であり，ゲノム上に繰り返し現れる同一の配
列である反復配列に分類される。長鎖散在反
復配列と短鎖散在反復配列を有するものが
あり、前者ではLINE-1、後者ではAlu 配列と
呼ばれるものが代表的で、ゲノム上のそれぞ
れ 17％と 10％を占めている。正常形質細胞・
monoclonal
gammopathy
undetermined
significance (MGUS)・多発性骨髄腫・ALア
ミロイドーシスの臨床検体において、LINE-1
のメチル化レベルを解析した結果、正常形質
細胞と比較して、多発性骨髄腫の前状態であ
るMGUS、多発性骨髄腫へと進展するにつれて
LINE-1 メチル化レベルの低下が認められた。
原発性ALアミロイドーシスは少数例であり
preliminaryな結果だが、MGUS相当と考えら
れた。LINE-1 の低メチル化は染色体に不安
定性をもたらすという報告があることから
（Iskow RC et al,2010, Cell）
、LINE-1 メチ
ル化レベルと染色体不安定性との関連を検
討した。その結果、LINE-1 低メチル化により
染色体欠失が多い傾向を認め、13 番染色体の
欠 失の ある 群で はな い群と 比べ て有 意に
LINE-1 の低メチル化を認めた 。さらに、
LINE-1 の低メチル化を認める骨髄腫症例は、
有意に予後が悪い結果を認めた。
最後に、次世代シーケンサーを用いて、骨
髄腫細胞（臨床検体 9 例・細胞株 2 例）のメ
チローム解析を行った。現在、その解析結果
とaCGHによって評価されたゲノムコピー数
変化およびDNAマイクロアレイによって評価
された遺伝子発現との関連性を解析してい
る。同手法は、最近普及しつつあるメチル化
アレイと比較してプローブに規定されない
ため、既知の遺伝子以外の解析やGene body
のメチル化解析など、従来法では難しかった
メチル化解析が可能であり、新たな知見を得
られる可能性が高いことから、今後も継続し
て研究を進める必要があると考える。
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