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研究成果の概要（和文）：膜型ユビキチンリガーゼRNF43は、正常幹細胞や各種がん細胞で高発現することが報告され
ていた。しかしRNF43の機能とそのがん化に関与する分子メカニズムは不明であった。本研究において以下の解明を行
い報告を行った[ Tsukiyama, MCB, 35:2007 (2015)]。
１．RNF43はN末端側でFzdの発現調節を行い、Wnt/βcatenin, noncanonical Wntシグナルを抑制する。２．C末端側でD
vlとの結合依存的に noncanonical Wntシグナルを抑制する。３．がんにおけるRNF43のミスセンス変異がWnt/βcateni
nシグナルの過剰活性化を引き起こす。

研究成果の概要（英文）：Wnt signaling pathways are tightly regulated by ubiquitination of their signal 
transducers and dysregulation of these pathways promotes the tumorigenesis. It has been reported that an 
ubiquitin ligase RNF43 plays important role in the Fzd-dependent regulation of Wnt signaling pathways. We 
recently reported that N-terminal of RNF43 is indespensable to regulate Fzd-dependent suppression of Wnt 
signaling pathways although C-terminal of RNF43 is able to inhibit noncanonical Wnt signaling in a 
Fzd-independent but Dvl-dependent fashion. In addition missense mutations found in cancer patients 
convert the function of RNF43 to the positive regulator of Wnt/βcatenin signaling and establish a 
positive feedback loop of Wnt/βcatenin signaling to accelerate tumorigenesis. These results have been 
published in a scientific journal [ Tsukiyama, MCB, 35:2007 (2015)].
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１．研究開始当初の背景 

Wnt/βcatenin シグナルの異常活性化と発が
んの密接な関係は古くから知られており、そ
の一例として家族性大腸がんにおいて
βcatenin の分解に重要な役割を果たしてい
る APC 遺伝子の変異が同定された。その後
も βcatenin の分解にユビキチンリガーゼの
SCFβTrCPが関与するだけでなく、Wnt シグナ
ルのエフェクターの 1 つである Dvl が
NEDL1 や Inversin によって、また Axin が
RNF146 によってユビキチン化依存的に分
解されることが明らかにされてきた。これら
の研究により、Wnt シグナルの活性調節にお
いてタンパク質のユビキチン化依存的調節
機構が βcatenin のみならず、その他の調節因
子に対しても非常に重要な役割を果たして
いることが明らかになっていた。申請者らは
これらの背景と実績に基づいて、Wnt シグナ
ルをユビキチン化依存的に調節している新
規分子の同定とその疾患への関与の解明を
目的とし、がんにおいて発現異常が認められ
ているユビキチンリガーゼ群を対象に、ルシ
フェラーゼレポーターを用いた機能的スク
リーニングを行った。その結果、Wnt シグナ
ルを負に制御する因子として大腸がんで過
剰発現が認められる膜型ユビキチンリガー
ゼ RNF43 を同定した。 

２．研究の目的 

国内外を問わず、大腸がんはがんによる死
亡原因の上位を占めている。我々は以前、大
腸がんで発現の亢進している分子として知
られているユビキチンリガーゼ RNF43 が
NEDL1 と結合し、p53 依存的転写を抑制す
ることで細胞死を抑制していることを報告
した[BBRC: 404: 143 (2011):引用文献 1]。さ
らに最近、RNF43 が Wnt 受容体複合体のエ
ンドサイトーシスに関与し、Wnt シグナルと
腸管幹細胞の増殖の調節を行っていること
が報告され注目され始めている。しかしその
分子メカニズムには不明な点が多い。そこで
本研究では、RNF43 による Wnt シグナルの
調節機構と、大腸がんだけではなくその関与
が示唆されている膵臓がん、胆管がんの発症
にどのように関与しているかを分子レベル
で解明することを目的とした。 

３． 研究の方法 

（１）RNF43 結合分子の検討：RNF43 と
Wnt シグナルエフェクター分子の結合様式
の決定： RNF43 結合分子がそれぞれどのよ
うに結合しているか、変異体作製と免疫沈降
法を組み合わせて決定した。 

（２）RNF43 変異体の機能解析：正常型と、
欠失変異体・がんで同定されたアミノ酸置換
を 導 入 し た 変 異 型 の RNF43 の 間 で
Wnt/βcatenin 経路の活性を特異的に検出す
るレポーターアッセイにより、比較検討を行

った。また、noncanonical Wnt シグナルの
活性制御における RNF43 の機能についても、
ウェスタンブロット法を用いて検討した。 

（３）Wnt 受容体の発現制御：RNF43 が
Wnt 受容体である Fzd の発現をどのように
制御しているか、免疫蛍光染色、フローサイ
トメトリーを用いて、発現レベル、細胞内局
在変化の検討を行った。 

（４）フィードバック機構の検討：RNF43
が Wnt シグナルの標的遺伝子となり得るか
を、リアルタイム RT-PCR を用いて検討した。 

（５）RNF43 の動物個体レベルでの機能検
討：簡便に機能検討を行うことが可能な培養
細胞レベルだけでなく、より生理学的な検討
が可能である動物モデルを用いた機能検討
も行った。動物モデルには、古典的手法であ
りこれまでに Wnt シグナル解析において膨
大な蓄積のあるアフリカツメガエル胚モデ
ルを採用し、Wnt/βcatenin 経路だけでなく
noncanonical Wnt シグナルについての検討
も行った。 

４． 研究成果 

（１）RNF43 は Wnt シグナルを特異的に抑
制する： Wnt シグナルをユビキチン化依存
的に抑制する分子を同定するために、
Wnt/βcatenin 経路の活性を測定可能な
STF293 細胞を用いて機能的スクリーニング
を行った。その結果、Wnt シグナル抑制分子
として RNF43 が同定された。RNF43 は
Wnt/βcatenin 経路を抑制するが、Notch や
NF-κB 経路は抑制しないことを明らかにし
た。また、カエル胚モデルにおいても、xWnt8
による２次軸誘導を RNF43 が強力に抑制し
たことから、生理学的条件下でも RNF43 は
Wnt/βcatenin 経路を抑制する活性を持つこ
とが確認された。 

（２）RNF43 は細胞外で Wnt 受容体である
Fzd を認識する： 様々な RNF43 欠失変異

体を用いた免疫沈降実験の結果、RNF43 は
細胞外の protease-associated (PA)ドメイン
で Fzd と結合している事が明らかになった。
また、Fzd の欠失変異体
を用いた免疫沈降実験
の結果により、Fzd の細
胞外 cysteine-rich ドメ
イン(CRD)がRNF43と
結合すること、さらにこ
の結合がRNF43のFzd
発現量依存的な Wnt/βcatenin 経路を抑制に
必須である事を明らかにした。 



（３）がん変異型 RNF43 は Wnt/βcatenin
経路を過剰活性化する： 大規模エクソーム
解析によりがん患者から同定された RNF43
細胞外ドメインのミスセンス変異の一部は、
RNF43 の 機 能 を Fzd 量 依 存 的 な
Wnt/βcatenin 経路の抑制分子から活性化分
子へ機能転換を引き起こすことがレポータ
ーアッセイにより明らかになった。また、こ
れらの変異が実際に生体内で Wnt/βcatenin
経路の異常活性化に関与するか、カエルモデ

ル系を用いて生理学的に確認した。 

（４）がん変異型 RNF43 は細胞内局在異常
を示す： レポーターアッセイとカエルモデ
ルの両方で Fzd 依存的に Wnt/βcatenin 経路
を異常活性化する RNF43 ミスセンス変異体
の細胞内局在を検討した。その結果、タンパ
ク質として安定性の低い正常型 RNF43 は主
にエンドソームに局在するのに対し、安定化

した変異型 RNF43 は小胞体に局在している
ことが明らかになった。この RNF43 の局在
変化の結果、その標的タンパク質である Fzd
を分解することが出来ずに Wnt/βcatenin 経
路を異常活性化することが示唆された。 

（５）RNF43 は Dvl2 との結合を介して

noncanonical Wnt シグナルを抑制する :  
様々な RNF43 欠失変異体を用いた免疫沈降
実験の結果、RNF43 は複数の PDZ 結合モチ
ーフとヒスチジンリッチモチーフをからな
る細胞内ドメインの一部で Dvl2 と結合して
いる事が明らかになった。また、Dvl2 の欠失
変異体を用いた免疫沈降実験の結果により、
Dvl2 の PDZ ドメインが RNF43 と結合する
こと、さらにこの結合が RNF43 の Fzd 発現
量 非 依 存 的 な
noncanonical 
Wnt 経路を抑制
に必須である事
を、カエルモデ
ルを用いて生理
学的に明らかに
した。 

（６）RNF43 は
Wnt/βcatenin 経路のフィードバック機構に
関与する： RNF43 は Wnt/βcatenin 経路の
標的遺伝子である可能性を、リアルタイム
RT-PCR にて検討を行った。その結果、
Wnt/βcatenin 経路を人為的に活性化させる
と RNF43 mRNA 量が上昇することから、
RNF43はWnt/βcatenin経路の標的遺伝子で
あり、Wnt/βcatenin 経路の負のフィードバッ
ク機構に関与することが示された。また、こ
のような RNF43 によるフィードバック機構
は非幹細胞において成立しているが、もとも
と RNF43 が高発現している幹細胞では、ま
た別の制御機構が存在する事が示唆された。 

（７）ここまでの結果により、RNF43 の Wnt
シグナル調節に果たす役割と、その破綻によ
るがん化機構を明らかにしたので報告した
[MCB: 35: 2007 (2015):引用文献 2]。 

（８）RNF43 は翻訳後修飾により活性制御
を受ける可能性がある: RNF43 が複数の翻
訳後修飾を受けている可能性を見出したの
で、これらの翻訳後修飾が Wnt シグナル調
節にどのような影響を与えるかを、レポータ
ーアッセイにて検討した。その結果、RNF43
は細胞が置かれた状況により翻訳後修飾を
受けること、これらの修飾は RNF43 を介し
た Wnt シグナル活性調節に影響を与えるこ
とが示唆された。 



これらの結果は、平成 28-30 年度の研究課題
（RNF43 による恒常性の維持とその破綻に
よるがん化メカニズムの解明）にて、詳細な
解析を行う予定である。 
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