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研究成果の概要（和文）：ヒト鼻粘膜における ZNF143 mRNA の発現量は、IL-5 /IL-13 mRNA の

発現量、総 IgE値との間に有意な相関関係があった。これは、転写因子 ZNF143 が Th2サイトカ

インの転写制御を介してアレルギー性鼻炎に関与している可能性を初めて示した。またメカニ

ズムとして、ZNF143が GATA-3 と分子会合することで、Th2サイトカイン制御に関わっている可

能性が示唆された。 

 
研究成果の概要（英文）：The expression level of ZNF143 mRNA in human nasal mucosa had 
significant correlation between IL-5 mRNA, IL-13 mRNA, and the total IgE. This is the 
result of showing that ZNF143 is participating in the allergic rhinitis through the 
transcriptional regulation of Th2 cytokines. We consider ZNF143 interacts with GATA-3 
and involved in the regulation of the Th2 cytokines. 
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１．研究開始当初の背景 
転写システム異常という観点から各種病

態の基礎研究を行う中で、転写因子 ZNF143
に注目した。ZNF143は、p73 と分子会合する
ことで、その標的遺伝子である DNA 修復遺伝
子 FEN-1、Rad51 の転写活性を亢進し、シス
プラチンの耐性獲得に関わるということを
以前に報告した（Wakasugi T, et al: ZNF143 
interacts with p73 and is involved in 
cisplatn resistance through the 
transcriptional regulation of DNA repair 
genes. Oncogene 26, 5194-203, 2007）。そ

の中で ZNF143 の標的遺伝子を検索すると、
様々な pathwayにおける代表的な遺伝子を制
御する可能性があることが示唆され、ZNF143
が様々な病態におけるマスターレギュレー
ターとしての機能をしているのではないか
と考えた。さらに、ZNF143 と会合する分子を
phage display を用いて網羅的に解析したと
ころ、GATA-3が候補分子に挙がった。GATA-3
は転写因子で、プロモーター領域に存在する
CNS-1 と呼ばれる配列に結合することで Th2
サイトカイン（IL-4, 5, 13）の転写制御を
行っている。ZNF143の結合配列もまた、CNS-1
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配列の近傍に存在していることが分かり、こ
れら２つの転写因子が会合することで、Th2
サイトカインの転写が活性化され、アレルギ
ー性鼻炎などのアレルギー疾患における IgE
上昇や、好酸球の活性化を生じているのでは
ないかという仮説に至った。 

 
 

２．研究の目的 
アレルギー性鼻炎を始めとしたアレルギー
疾患に対する治療は、現在でも対症療法の域
を超えていない。本研究では、Th2 サイトカ
インを制御すると考えられる転写因子
ZNF143を分子標的とすることで、アレルギー
病態を増悪する高 IgE血症や好酸球の活性化
を抑制し、根治的な治療方法につながる基礎
研究データを提示することを目的とした。 
 
３．研究の方法 
(1)ZNF143と GATA-3の分子会合の証明: pull 
down法（in vitro）、共免疫沈降法（in vivo） 
(2)アレルギー感作マウスとコントロールマ
ウスの鼻粘膜における Th2サイトカイン
（IL-4,5,13）の発現量、ZNF143 の発現量測
定（定量的 RT-PCR 法） 
(3)ヒト鼻粘膜（通年性アレルギー性鼻炎
群：AR群、および対象の RAST陰性肥厚性鼻
炎群）において、Th2 サイトカイン（IL-4, 5, 
13）および 2つの転写因子（GATA-3, ZNF143）
の mRNAの発現レベルを定量的 RT-PCR法で比
較 
(4)(3)と同一検体を用いて、血中の総 IgE値
／総好酸球数と、測定した mRNA発現量の関
係を比較 
(5)(3)と同一検体を用いて、Th2 以外の T細

胞分化に関わる T-bet、RORC、Foxp3の mRNA
発現量と血中の総 IgE/総好酸球数との関係
を比較 
 
４．研究成果 
(1)pull down 法、共免疫沈降法、共に GATA-3
と ZNF143が分子会合することが証明された。 
 

 
(2)アレルギー感作マウスとコントロールマ
ウスの鼻粘膜における ZNF143 と Th2 サイト
カイン（IL-4,5,13）の mRNA の発現に明らか
な相関関係はなかった。 
 (3)測定した Th2 サイトカイン mRNA
（IL-4,5,13）3 つ全て AR 群で有意に上昇し
ていたが、2つの転写因子（ZNF143、GATA-3）
の mRNAの発現に差はなかった。 

(4)IL-5 mRNAの発現量と総 IgE値および総好
酸球数、IL-13 mRNA と総 IgE 値の間に有意な
正の相関関係があったが、Th2 サイトカイン
制御のマスターレギュレーターと報告され
る GATA-3 mRNAは、これらの因子との相関関
係はなかった。しかし、ZNF143 mRNA と IL-5 
mRNA、IL-13 mRNA、総 IgE値の発現量の間に
有意な相関関係が存在していた。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) T-bet、RORC、Foxp3 の mRNA発現量と血
中の総 IgE/総好酸球数との間には、有意な相
関関係は存在しなかった。 
 
以上の結果から、ZNF143 がアレルギー性鼻炎
における新規の治療標的になる可能性が示
唆された。ZNF143 が GATA-3 と分子会合する
という事実から、GATA-3による Th2 サイトカ
インの転写制御に ZNF143 が大きく関与して
いると考える。GATA-3と Th2 サイトカインの
mRNA発現量に相関関係はなかったが、ZNF143 
mRNAと IL-5, 13 mRNA と総 IgE値の発現量の
間に有意な相関関係があったことから、
ZNF143が Th2サイトカインの転写制御に大き
な関わりを持っていると考える。そして、ア
レルギー性鼻炎における高 IｇE 血症や好酸
球増多症に、ZNF143 が特異的に関与している
可能性が示唆される。今後の更なる検討が必
要である。 
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