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研究成果の概要（和文）：サイトカイン情報伝達分子gp130の下流で動くStat3の活性制御機序解明の一環として
質量分析法により新規STAT3蛋白質修飾を見いだした。この部位の変異は標的遺伝子発現に部分的に影響した。
詳細機序解明のため新規STAT3修飾部位認識抗体の作成を行い条件により使用可能な抗体が得られた。正常2倍体
細胞におけるgp130-Stat3下流で機能発揮に関与する分子であるIGFBP5遺伝子の転写活性化にStat3シグナルが直
接働く可能性が示唆された。 gp130-Stat3下流で動く老化関連分子を見いだし、これらが細胞老化誘導に働く可
能性が示唆された。

研究成果の概要（英文）：To clarify the mechanism of gp130, a common cytokine signal transducer for 
the IL-6 family of cytokines, and downstream Stat3 signaling in the induction of cellular 
senescence, we identified a new modification site on Stat3 by mass spectrometry-based proteomic 
analysis. Cells with Stat3-mutated modification site showed a reduction in expression of the target 
gene. We successfully generated a polyclonal antibody against modification site motif. The 
transcriptional activity of IGFBP5, downstream effector of gp130/Stat3 signal-induced cellular 
senescence, was increased upon gp130/Stat3 activation. Possible effector molecules were identified 
which may act in gp130/stat3-induced senescence.

研究分野： 分子細胞生物学

キーワード： サイトカイン　細胞内情報伝達

  ３版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
「サイトカイン」と呼ばれる主に糖タンパクからなる生体物質は，老化，恒常性，代謝系，免疫応答，神経系な
どの高次機能の発揮に重要な働きをもつ物質である。またその機能の破綻ががんや自己免疫などの様々な疾患に
繋がることがある。疾患の機序解明や治療法の開発には細かな分子レベルでの作用機序の理解が必要とされる。
本研究で見いだされたサイトカインシグナル伝達分子STAT3の修飾の意義の解明など発端として新たなサイトカ
インシグナルの機序解明に繋がっていくと考えられる。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 
培養細胞レベルでの老化誘導は様々な要因

が複雑に絡みあって引き起こされる。従来か
ら知られていた一定の分裂回数を過ぎると誘
導される分裂老化以外にも、DNA 損傷などの
様々なストレスによって早期に細胞老化が誘
導される現象がみいだされてきている。一方
で、様々な細胞の運命決定に関わる液性因子
であるサイトカインの老化誘導における位置
づけを明らかにした研究は少なく、詳細な分
子機構は不明であった。 サイトカインシグ
ナル伝達分子 gp130 の主要な伝達路として知
られている Stat3 はその過剰な活性化ががん
化に寄与するという様々な報告があるが、が
ん細胞と正常細胞とはどうやらその位置づけ
が異なるものと考えられた。近年、老化誘導
ががん化の抑制をはじめ様々な疾患に拮抗的
に働くことが明らかになってきていることも
あり、正常細胞における gp130 を介する情報
伝達経路によって活性化される Stat3 を中心
とした情報伝達系の位置づけを再考すること
は意義があるものと考えた。Stat3 は正常細
胞において老化の促進に働くことを明らかに
することができたので、将来的な制御系開発
も見据え、更に詳細な Stat3 の活性化機序の
解明と、Stat3 の下流のエフェクター分子の
活性化に至る経路の解明が必要であると考え
た。 
 
２．研究の目的 
 
(1) Stat3 活性制御による将来的な老化誘

導系を利用した疾患治療応用への基礎的検討
のため、Stat3 の活性制御に関わるような新
規のタンパク質修飾を見いだし修飾状況の変
動と活性の相関の機序を調べる。 
 
(2) 正常２倍体細胞におけるサイトカイン

シグナル伝達分子 gp130 から老化に至る機序
の解明。特に Stat3 の機能の発揮に関連する
エフェクター分子の同定と活性化機序につい
て解明する。 
 
３．研究の方法 
(1) Stat3 の活性化制御に関与する新規の

修飾系の同定 
 
Flag-tag を付加した Stat3 を発現させた

細胞を IL－6で刺激し gp130-Stat3 シグナル
を活性化した後、細胞抽出液を調製した。抗
Flag 抗体で精製後、SDS-PAGE で更に精製を
行った。プロテアーゼでゲル内消化後、溶出
物をナノフロー逆相カラムで分離後 QSTAR-
QqTOF Tandem Hybrid 型質量分析機をもちい
た質量分析を行った。RNA 干渉法により
STAT3 にノックダウンした細胞株を作成し、
ノックダウン効果に影響されずかつ新規の修
飾部位に変異を与えた STAT3 変異体発現でき
るような細胞株をレンチウィルスベクターの

系で樹立した。 
 
(2)抗 Stat3 修飾部位認識抗体の作成 
 
新規 Stat3 修飾部位を含むペプチドを設

計・合成し、キャリアタンパクに結合させた
後に家兎に対して複数回免疫した。部分採血
した血清中の抗体価の上昇を ELISA 法で確認
した後、全採血を行った。更に非修飾ペプチ
ド固定化クロマトグラフィーにより未修飾部
位認識抗体を除去し、Stat3 の修飾された部
位を含むペプチドを用いたアフィニティーク
ロマトグラフィーにより特異抗体の精製を行
った。 
 
(3)Insulin-like growth factor binding 

protein 5(IGFBP5)の転写活性測定系の構築 
 
活性化された Stat3 の下流でエフェクター

分子として老化誘導に関わる分子である
IGFBP5 の転写活性に与える影響について検
討を試みた。IGFBP5 のプロモーター領域を
クローニングし、ルシフェラーゼレポーター
アッセイ用のプラスミドに組みこんだ。細胞
コントロールとして Renilla ルシフェラー
ゼを用いたデュアルレポーターアッセイ法の
構築を行った。 
 
(4) Stat3 の新規老化関連標的分子の同定 
 
老化に関与すると報告がなされている分子

群の遺伝子発現における、gp130-Stat3 シグ
ナルの関与を調べるため、野生型細胞と
Stat3 ドミナントネガティブを発現させたヒ
ト正常繊維芽細胞において, IL-6 刺激有無
での遺伝子発現の変化を qRT-PCR 法によって
調べた。 
 
４．研究成果 
(1) Stat3 の新規の修飾系の同定と役割の

解明 
 
Stat3 の新規のタンパク質修飾部位の同定

と制御機序の解明を目的として、gp130 シグ
ナル活性化下の Stat3 を精製し質量分析法で
調べた。その結果、新規の Stat3 修飾部位の
同定に成功した。ヒト肝実質細胞株において
Stat3 をノックダウンした細胞株において、
ノックダウン効果に影響されずかつ新規の
Stat3 修飾部位に変異を与えた Stat3 変異体
を発現できるような細胞株をレンチウィルス
ベクターの系で樹立した。野生型 Stat3 復帰
株に比較して、変異体導入細胞株において
は、IL-6 応答性の SOCS3 遺伝子発現が 38％
程度に抑制されていることがわかった。一方
で活性型 Stat3 に新規修飾部位に変異を与え
た場合は、抑制効果が認められなかった。こ
れらのことより、Stat3 の活性化の一部に新
規の修飾が寄与している可能性が示唆され
た。現在、更なる変異体を用いて、詳細な機



序の検証作業を行っている。新規の Stat3 修
飾の変化を質量分析法により定量的に把握す
ることは現在までに困難と考えられ、新たな
検出系の樹立が必要と考えられた。Stat3 の
活性化に関わると考えられる新規の修飾部位
を見いだすことができ、新しい活性制御機序
の解明につながると思われる。 
 
(2) Stat3 の新規修飾部位に対する抗体の

作成 
 
Stat3 の活性化には複数の修飾が関与し、

それらが連動することにより活性の ON/OFF
が制御されていると考えられ、新規 Stat3 修
飾部位の修飾状態を認識する抗体を作成し、
修飾部位の役割の連動性を明らかにするとと
もに、更に新たな修飾部位の解明、修飾に関
わる分子の同定と機序の解明並びに表現型に
おける位置づけを明らかにしていきたいと考
えた。修飾付加ペプチドを家兎に免疫し、抗
体価の上昇を確認後、修飾部位ペプチドアフ
ィニティクロマトグラフィーで精製した抗体
を作成した。精製抗体は、免疫時の抗体価の
確認時 ELISA 法では陽性となったものの、
SDS-PAGE-ウェスタンブロッテング法には使
用できなかった。一方でドットブロットにお
いて特異性を確認でき使用できるものとして
判断した。HepG2 細胞において非刺激･IL-6
刺激条件下で細胞抽出液を調製し、ドットブ
ロット法を用いて新規 Stat3 修飾部位の修飾
変化が捉えられるかを確認した。バックグラ
ンドが高いため更に S/N 比が高くなる最適条
件の検討し、今後各種条件下での修飾変動を
調べていく予定。今後は、多様途に使用出来
る抗体の作成を検討中。 
 
(3) Stat3 の修飾と制御機序について

は、Stat3 のセリン 727 のリン酸化が、これ
まで知られる転写活性の増強作用に加えて、
核内のチロシン脱リン酸化酵素 TC45 を通じ
てリン酸化チロシン 705 の脱リン酸化を促進
することで、Stat3 活性の持続を短くすると
いう新規役割を見いだしてきたが、更に詳細
な機序を明らかにするために Stat3 の各種の
変異体を作成し、リン酸化チロシン 705 の脱
リン酸化に寄与する新たな部位を特定した。
結果をまとめ、日本生化学会年会において報
告を行うことができた。この部位を含む合成
アミノ酸並びに大腸菌発現精製タンパクを調
製し表面プラズモン共鳴法での結合・解離の
状況を解析したが結合は認められなかった。
他の方法によるタンパク質調製法並びに相互
作用を検討中。 
 
(4) gp130-Stat3 シグナル系が IGFBP5 の

転写活性に与える影響 
 
レポーターアッセイによる IGFBP-5 遺伝子

の 5’プロモーター領域を組みこんだレポー
ター遺伝子をヒト正常繊維芽細胞に一過性に

導入し gp130 シグナルを活性化させた場合の
応答性を調べた。その結果、2倍程度の上昇
が認められた。qRT-PCR 法による IGFBP5 の
遺伝子発現の 8倍程度の上昇結果と比し低い
結果になったが、転写活性の一部に加担して
いるものと考えた。クローニングした領域の
どの部位が応答流域であるかを検討中。 
 
(5) gp130-Stat3 シグナル下流下の新規老

化関連標的分子の同定 
 
これまでに老化誘導に関わると報告がなさ

れている分子群の遺伝子発現に、gp130-
Stat3 シグナルが関わるかを調べるため、正
常繊維芽細胞と Stat3 ドミナントネガティブ
を発現させた細胞株において gp130 シグナル
を活性化させた場合の遺伝子発現の変化を調
べた。その結果、2種の分子について遺伝子
発現の上昇が認められた。見いだされた 2つ
の分子は gp130-Stat3 の下流で動く IGFBP5
をノックダウンさせた場合でものこる細胞老
化誘導を担う分子である可能性が考えられ
た。 
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