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研究成果の概要（和文）：老化を誘導するマイクロRNA, SA-miRNAとしてmiR-22を同定した。miR-22は、MCF-7、MDA-MB
-231、SiHa細胞などのがん細胞に老化のマーカーであるSA-β-GalやSAHFを伴う増殖停止を誘導することを明らかにし
た。メカニズムとしては、CDK6、 SP-1、 SIRT1 および ヒストンH3.3などの標的を介してこれらの表現型を示すこと
を明らかにした。さらに、乳癌の高転移がん細胞MDA-231 細胞ゼノグラフトモデルにおいて、mimic miR-22はその腫瘍
の増殖および転移を抑制した。miR-22は老化を誘導する核酸医薬として期待できることを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：We identified that senescent associated miRNA, SA-miRNA, miR-22 is down-regulated 
in various cancer cell lines including MCF-7, MDA-MB-231 and SiHa cells, suggesting that miR-22 should pla
y important roles for cancer progression. Transfection of miR-22 strongly induces cellular senescence acco
mpanied by enlarged morphology, senescent-associated b-Gal activity (SA-b-Gal) and senescent associated he
terochromatin foci (SAHF) formation. By using 3-UTR luciferase assay and Western analysis, we identified C
DK6, SP-1, SIRT1 and Histone H3.3 are targets of miR-22. Furthermore, synthetic miR-22 delivery significan
tly suppresses tumor growth and metastasis in vivo in a murine breast metastasis cancer model using MDA-MB
-231 Luc cell lines. Our study provides the first evidence that the senescence-associated miRNA induces ce
llular senescence in human fibroblasts and cancer cells, and acts as tumor suppressor to play an important
 role in tumorigenesis.
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１．研究開始当初の背景 

 miRNA は、ゲノムから転写される 20-25 塩

基の非常に短い non-coding RNA の一つであ

り、動植物に広く存在し、細胞の発生、分化、

増殖などの様々な生物現象に重要な役割を

果たしている。miRNA は、転写後にプロセッ

シングを経て、mRNAの翻訳や転写を阻害する

（図１）。 miRNAは、siRNA と異なり一つの

miRNA で約１００以上もの遺伝子の翻訳調節

（翻訳阻害）や転写抑制を行うことができ、

細胞内の遺伝子調節の新機構として近年世

界中で注目されている(Nature 455, 64-67, 

2008)。しかし、癌抑制メカニズムとして重

要視されている細胞老化に関わる miRNAにつ

いては、ほとんど明らかになっていないのが

現状である。 

２．研究の目的 

多様な生物現象における新しい遺伝子調節

機構として、microRNA（miRNA）が注目され

ている。本研究では、研究代表者らが新たに

発 見 し た ヒ ト 細 胞 老 化 （ cellular 

senescence）に寄与する miRNA である miR-22

に焦点を当てて、正常細胞およびがん細胞に

おける miR-22 による老化誘導機構を明らか

にすることを目的としている。がん細胞は、

正常細胞にみられる老化プログラムから逸

脱した細胞であり、この老化プログラムを再

活性化することが、がん抑制機構の重要な方

法であるといわれている。 miR-22 は、様々

ながん細胞の老化を誘導し、in vivo での腫

瘍抑制、転移の抑制効果を示し、老化のリプ

ログラムングを起こす。本研究では、我々が

同定した新規老化誘導 miRNA である miR-22

に焦点を絞り、細胞老化における miR-22 発

現増加メカニズム、miR-22が癌細胞に老化を

誘導し増殖および転移を抑制するメカニズ

ム解明、miR-22 が有効な癌種の同定など、次

世代核酸医薬品に向けた基盤研究を目的と

する。 

 

３．研究の方法 

（１）老化関連マイクロ RNA の同定 

細胞老化マイクロRNAの候補を同定するため

に正常線維芽細胞 TIG-3 細胞の若い細胞（50

代）と老化細胞（80 代）から全 RNA を解析し

て網羅的なマイクロ RNA の発現解析を 3D 

Gene miRNA array 解析（東レ株式会社）にて

解析を行った。 

（２）老化関連マイクロ RNA miR-22 の正常

細胞に対する影響 

老化関連マイクロ RNAの一つ miRNA を合成し

たものを正常線維芽細胞 TIG-3 細胞、MRC-5

細胞、IMR-90 細胞に RNAiMax を用いてトラン

スフェクションし、細胞の増殖に対する効果

を細胞数のカウントにより計測した。また、

同時に老化細胞のマーカーである老化関連

βベータガラクトシダーゼ活性による緑色

染色および DAPI の染色による SAHF の形成を

カウントして、老化細胞の評価を行った。 

（３）老化関連マイクロ RNA miR-22 のがん

細胞での発現解析 

大腸癌、肺がん、子宮頸がん、乳癌、胃がん

などのがん細胞株から RNA を抽出して、

miR-22 に特異的なプライマーを用いてその

発現を qRT-PCR により解析した。 

（４）老化関連マイクロ RNA miR-22 のがん

細胞に対する影響 

合成 miR-22 を種々のがん細胞株に RNAiMax

を用いてトランスフェクションして、その効

果を細胞増殖、老化細胞のマーカーである老

化関連βベータガラクトシダーゼ活性によ

る緑色染色および DAPI の染色による SAHF の

形成などをカウントして評価した。 

（５）miR-22 によるがん細胞およびがん幹細

胞の細胞周期解析 

合成 miR-22 を種々のがん細胞株に RNAiMax

を用いてトランスフェクションして、その効

果を FACS により細胞周期を解析した。 

（６）miR-22によるがん細胞の増殖及び転移

を抑制する詳細なメカニズムの解明 



標的遺伝子の予測を in siico 解析を行い、

その標的に関して3’-UTRルシフェラーゼ活

性を測定して評価した。特異性は、シード配

列の変異を導入して確認した。また、MIR-22

により抗腫瘍効果を示したがん細胞でのト

ランスクリプトーム解析を行った。 

（７）miR-22が癌細胞の増殖・転移を抑制可

能な癌種の検索と in vivo抗腫瘍活性の検証 

乳癌の転移モデルマスス、膵がんのゼノグラ

フト、オルソトロピックマウスを構築するた

めにそれぞれのがん細胞でルシフェラーゼ

を発現する細胞株の樹立を行い、それらを用

いてマウスの作成を行った。IN VIVO の腫瘍

ゥ抑制効果は、MIR-22 処理による腫瘍の抑制

をルシフェラーゼの発光量により評価した。 

 

４．研究成果 

 老化関連マイクロRNAmiR-22の機能解析と

して以下の項目を実施した。（１）老化関連

マイクロ RNA の同定（２）老化関連マイクロ

RNA miR-22の正常細胞に対する影響（３）老

化関連マイクロ RNA miR-22 のがん細胞での

発現解析（４）老化関連マイクロ RNA miR-22

のがん細胞に対する影響（５）miR-22 による

がん細胞およびがん幹細胞の細胞周期解析

（６）miR-22によるがん細胞の増殖及び転移

を抑制する詳細なメカニズムの解明（７）

miR-22が癌細胞の増殖・転移を抑制可能な癌

種の検索と in vivo抗腫瘍活性の検証（８）

miR-22 の細胞内での発現と細胞外小胞とし

て細胞外に分泌される miR-22 などのマイク

ロ RNA の発現解析 

その結果、正常線維芽細胞 TIG-3 細胞の若い

細胞（50 代）と老化細胞（80 代）から全 RNA

を解析して網羅的なマイクロRNAの発現解析

を 3D Gene miRNA array 解析（東レ株式会社）

にて解析したところ、若い細胞に比べて 2倍

以上発現増加しているものを老化関連マイ

クロ RNA の候補を 20 種（miR-22 など）同定

した。miR-22 の発現解析の結果、老化した正

常細胞で miR-22 の発現増加が見られた。一

方、大腸癌、肺がん、子宮頸がん、乳癌、胃

がんなどの複数のがん細胞株では、顕著な発

現低下が見られた。さらに miR-22 は、正常

細胞およびがん細胞での細胞増殖の抑制が

みられ、これは老化細胞のマーカーである老

化関連βベータガラクトシダーゼ活性によ

る緑色染色および DAPI の染色による SAHF の

形成を顕著に示すことから、老化誘導による

増殖停止と考えられた。FACS による細胞周期

解析では、G1/S 期の増加と S期移行の阻害が

見られた。標的遺伝子としては、in silico

解析と 3-UTR-ルシフェラーゼ活性の解析に

より、SP1、SIRT1、CDK6、ヒストン H3.3 を

標的にしていることを見いだした。３種の

seed 配列変異型 H3.3 では、miR-22 による 3’

UTR ルシフェラーゼ活性の抑制が解除された

ことから、これらはいじれも miR-22 のダイ

レクトターゲット遺伝子であることが明ら

かになった。 

 

さらに、H3.3A および H3.3B を認識する抗体

を用いてタンパク質レベルでの解析を行っ

たところ、H3.3B のタンパク質が顕著に抑制

された。以上の結果から、miR-22 は、H3.3B

の 3’UTR に結合してその翻訳を抑制してい

ることを明らかにできた。さらに H3.3 に対

する siRNA を構築し、H3.3 を抑制できる

siRNA を用いて、正常細胞に対する効果を検

討した。その結果、H3.3 siRNA は、正常細胞

の増殖を顕著に抑制した。乳癌の転移モデル

マススを用いた評価では、miR-22 は腫瘍増殖



および転移の抑制がみられた。 

細胞内の miRNA およびエクソソーム中の

miRNA を qRT-PCR により解析したところ、細

胞内では老化と共に顕著に miR-22 の発現が

増加するのに対して、エクソソーム中の

miR-22 の発現量は極めて低くかった。miR-22

と同じ機能を持つ老化関連マイクロRNAであ

る miR-34a, miR-30 なども同様にエクソソー

ム中に排出されるマイクロRNAが極めて低い

ことを見いだした。 miR-22 により増殖抑制

が見られるがん細胞でのトランスクリプト

ーム解析により、IGFBP3 や PAI1 などの複数

の細胞老化のシグナル系が活性化されてお

り、miR-22 は、細胞老化のスイッチマイクロ

RNA として重要なマイクロ RNA であることを

明らかにできた。 
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