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研究成果の概要（和文）：我々はPTENとその偽遺伝子であるPTENP1の発現が相関関係であることを確認した。また、食
道扁平上皮癌でmiR-223は、癌抑制遺伝子FBXW7の発現を抑制し、癌の進展に寄与していることを報告した。この結果を
もとに、FBXW7の発現を抑制するonco-miRを捕捉するsponge(囮)として、遺伝子の3’UTRを癌細胞に導入する治療法を
考えたが、結合するmiRNAの発現変化、FBXW7自体の発現の変化、並びに癌の増殖にいずれも大きな変化はなく、治療と
して期待されたものではなかった。
胃癌においてmiR-200bが、ZEB1、ZEB2の発現を抑制し、癌の上皮間葉転換に影響を及ぼすことを報告した。

研究成果の概要（英文）：MicroRNAs (miRsare) ~22 nucleotide non-coding RNA molecules that regulate gene exp
ression post-transcriptionally. Competitive endogenous RNAs (ceRNAs) sequester miRs to regulate mRNA trans
cripts containing common microRNA recognition elements. We investigated the relationship among the PTEN, P
TENP1 by qRT-PCR in 40 cancer cell lines. In the 40 gastric cancer patients, we found a remarkably strong 
correlation between the expression revels of the PTEN and PTENP1. Next, we indicates that high expression 
of miR-223 had a significant adverse impact on the survival of esophageal squamous cell carcinoma patients
 through repression of the function of FBXW7. We sought that 3'UTR of FBXW7 will be therapy sponge which d
ecoy of onco-miRs targeted FBXW7. However, up-regulated 3'UTR of FBXW7 did not affect the expression of mi
Rs and FBXW7. Next, we suggests that miR-200b regulates the ZEB1/2 in gastric cancer and thus controls EMT
 in gastric cancer.
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１．研究開始当初の背景 
L. Poliseno らは、2010 年に PTEN の偽遺伝

子（pseudogene）である PTENP1 が、microRNA

を介して互いに制御し合っており、miRNA が

本来結合する標的遺伝子の 3’UTR と同様の

遺伝子配列を偽遺伝子が持っていた場合、偽

遺伝子はおとりとなり、対応する遺伝子と同

様の生物学的役割を担うことを報告した。 

 

２．研究の目的 

我々は、この報告と上記の我々の研究の結果

を元に、それぞれの遺伝子における miRNA を

介した遺伝子発現制御機構に解明すること

が目的であった。 

また、食道扁平上皮癌、胃癌などの上部消化

管癌において microRNA の発現異常と癌の悪

性度を解析することを目的とした。 

 

３．研究の方法 

（１）我々は、まず、癌抑制遺伝子 PTEN と

その偽遺伝子である PTENP1 の発現解析を、

食道癌を含む消化器癌細胞株54種類で、real 

time PCR にて検討した。 

 

（２）癌抑制遺伝子 FBXW7 を miR-223 が制御

していることを食道扁平上皮癌で証明した

が、この結果を元に、癌抑制遺伝子の発現を

抑制しているonco-miRを捕捉するsponge(お

とり)として、遺伝子の 3’UTR を癌細胞に導

入する治療法を考えた。 

 

（３）食道扁平上皮癌 109 例を対象とし、定

量的 RT-PCR 法にて miR-223 の発現を確認し、

同一連続切片の免疫染色によりFBXW7蛋白の

発現を確認し、miR-223 との関係を解析した。

さらに、食道癌細胞株を用いて、miR-223 の

発現を変化させ、FBXW7 とその標的蛋白であ

る c-Myc、c-Jun の発現変化を解析した。 

 

（４）胃癌 40 例を対象とし、癌部、非癌部

の新鮮凍結組織より total RNA を抽出し、定

量的 RT-PCR 法にて miR-200b およびに

E-cadherin、ZEB1、ZEB2 の発現を解析した。

さらに、胃癌細胞株を用いて、miR-200b によ

る EMT 制御機構について解析した。 

 

４．研究成果 

（１）癌細胞株 54 種類にて PTEN と PTENP1

の発現は相関関係にあることが分かった。ま

た、PTENをtargetとするmiRNAの中でmiR-19、

21、26a、26b の発現を調べるとそれぞれの

miRはPTENの発現と逆相関関係にあることが

分かった。我々はこれらの結果を元に食道扁

平上皮癌臨床サンプルを用い、その発現を検

討中である。 

 

（２）FBXW7 3’ UTR を細胞株に導入し、結

合していた miRNA の発現変化、FBXW7 自体の

発現の変化、ならびに癌の増殖進展抑制の効

果を検討したが、いずれも大きな変化はなく、

治療効果として期待されたものではなかっ

た。 

 

（３）miR-223 は、癌部において高発現して

おり、FBXW7 蛋白の発現と逆相関関係にあっ

た。また、miR-223 高発現は、多変量解析に

おいて独立した予後規定因子であった。食道

癌細胞株においてmiR-223を高発現させると、

FBXW7 の発現は有意に抑制され、FBXW7 の標

的蛋白である c-Myc、c-Jun の発現は増加し

た。また逆に miR-223 の発現を抑制すると、

FBXW7 の発現は有意に増加した。 

 

（４）miR-200b の発現は ZEB2 と逆相関、

E-cadherin と相関関係にあった。また、

miR-200b 低発現群に、por/sig 群、深達度が

深い症例、リンパ節転移陽性、リンパ管浸潤

陽性、Stage 進行例が有意に多かった。胃癌

細胞株に miR-200b を高発現させると、ZEB2

の発現は有意に抑制され、E-cadherin の発現

は増加し、細胞増殖能、遊走能、浸潤能が低

下した。 

 

pseudogene の生物学的役割に関しては、今回

の研究では確認できなかったが、われわれは、

上部消化器癌いおいて 2 種類の microRNA の

発現異常ならびそれに伴う遺伝子発現異常、

癌の進展について報告した。 
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