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研究成果の概要（和文）：ヒストン修飾酵素のうちEZH2は多くの悪性腫瘍で高発現しており、特に悪性度に関わ
ることが知られている。本研究では大腸がんにおいてEZH2発現を制御しているリン酸化酵素同定を試みた。大腸
がん細胞株でEZH2プロモーター活性をアッセイ可能なスクリーニングシステムを構築した。既知ヒトリン酸化酵
素709種を標的とするsiRNAライブラリーを用いてスクリーニングを行い、そのうち大腸がんで発現の高いIKBKE
を同定した。複数の大腸がん細胞株でIKBKE遺伝子のノックダウンや、阻害剤の投与でEZH2発現が抑制された。
IKBKEが大腸がんでNF-κB経路を介してEZH2過剰発現をきたしていることを示した。

研究成果の概要（英文）：Enhancer of zeste homologue 2 (EZH2) is overexpressed in many types of 
cancer and associated with poor prognosis. However, the underlying mechanism of EZH2 overexpression 
is not fully understood. Using an EZH2 promoter inhibition assay with an siRNA library targeting 
known human kinases in colorectal cancer cell lines, we identified a novel role for the IKBKE－NF-κ
B pathway in upregulating EZH2 expression. IKKe a kinase, was observed to be highly expressed in 
colorectal cancer tissue. Further validation revealed that inhibiting IKBKE caused a significant 
reduction in EZH2 expression. These data suggest that the IKKe;－NF-κB pathway may play an 
important role in regulation of EZH2 expression in colorectal cancer.

研究分野： がんエピジェネティクス

キーワード： EZH2　IKBKE
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１．研究開始当初の背景 
ヒストン修飾酵素のうち EZH2(enhancer of 
zeste homolog 2)は PRC2（ポリコーム複合体
2）の構成タンパクで、ヒストン H3 リジン 27
番をトリメチル化（H3K27me3）修飾すること
により遺伝子発現抑制に関わる。EZH2 は、幹
細胞性の維持、細胞の増殖の他、がん細胞の
可塑性の制御にも深く関与しており、発がん
過程において様々な事象に関わっている。多
くの悪性腫瘍で高発現しており、特に悪性度
が高くなるほど発現が高いことが知られて
いる。 
EZH2 をノックダウンすると多くのがん細胞
は細胞老化もしくはアポトーシスに陥るこ
とから、EZH2 ががんにおける重要な治療標的
である可能性が高い。これまでに EZH2 の酵
素活性を標的とした阻害剤が複数開発され
てきたが、予測以上に著効するがん種は限ら
れていることも明らかとなってきた。我々は
固形がん細胞株で、EZH2 阻害剤投与後
H3K27me3 レベルは低下しているのにも関わ
らず、細胞増殖抑制を受けない細胞を複数確
認している。その理由の一つとして、がん細
胞の中には EZH2 が高発現しているが、EZH2
の H3K27メチル化酵素活性には生存が依存し
ておらず、EZH2 が他の機能を担っている可能
性が考えられる。実際に EZH2 はアンドロゲ
ンレセプターと複合体を形成し遺伝子活性
化作用を持つことも報告されており（Kexin X 
et al. Science 2012）、H3K27 メチル化酵素
活性のみを標的としても治療効果は得られ
ない可能性があると考えられる。 
 
２．研究の目的 
 EZH2 は様々なリン酸化修飾により機能制御
を受けていることが報告されている（Cha TL 
et al. Science 2005）。EZH2 の発現制御にお
いてもリン酸化が影響を与えていることが
予測されるため、キナーゼを中心に EZH2 発
現に関わるシグナルを解析する。同定したキ
ナーゼを標的とすることで、EZH2 の発現制御
を目指した新規がん治療薬の開発につなが
ると考える。 
本研究では、EZH2 の機能に多様性を与えて
いるリン酸化修飾とそれによるエピゲノム
修飾への影響、すなわち EZH2－リン酸化－エ
ピゲノムネットワークを明らかにすること
を目標とした。 
 
３．研究の方法 
(1) EZH2遺伝子の発現制御に関わる領域を含
む転写開始点から上流-3183～+1238 領域に
レポーター遺伝子を組み込んだコンストラ
クトを大腸がん細胞株 RKO で発現させ、EZH2
プロモーター活性に影響を与える分子を同
定する系を構築した。このアッセイ系を用い
て、様々なキナーゼを標的とした siRNA ライ
ブラリーを投与し、EZH2 プロモーター活性に
影響を与えるキナーゼのスクリーニングを
行った。siRNA 投与後 48時間でルシフェラー

ゼ活性を測定し、コントロール siRNA に比べ
てルシフェラーゼ活性を低下させるsiRNAを
同定した。 
(2) siRNA ライブラリーでは 1 つのキナーゼ
に対して 3種類の siRNA が設計されているた
め、3 種類の siRNA で再現性を持ってルシフ
ェラーゼ活性を低下させるsiRNAを選択する
ことで、最終的に EZH2 発現制御キナーゼを
同定した。さらに公共のデータベースである
TCGA の RNA-seq のデータを解析し、同定した
キナーゼの発現と EZH2 の発現を正常組織と
がん組織とで発現の比較を行い、がん組織で
特異的に発現上昇しているキナーゼを最終
的にがん関連EZH2発現制御キナーゼとした。 
(3) 絞り込んだキナーゼに対するsiRNAを用
いて大腸がん細胞株 SW480, RKO で候補キナ
ーゼのノックダウンを行った場合の EZH2 の
発現を解析し、最終的に大腸がんで EZH2 発
現を制御するキナーゼを決定した。 
(4) 同定したキナーゼの上流、下流に存在す
るタンパクレベルをsiRNAを用いてノックダ
ウンし、同定したキナーゼに関するシグナル
と EZH2 への関与について検討する。 
(5)同定したキナーゼが実際の大腸がんサン
プルで高発現しており、EZH2 高発現と関連が
あるかを臨床サンプルで確認する。 
 
４．研究成果 
(1) 既知ヒトリン酸化酵素709種を標的とす
るsiRNAライブラリーを用いてスクリーニン
グを行った。コントロールに比較して、EZH2
プロモーター活性を抑制したキナーゼは 181
種類存在した。これらのキナーゼの大腸がん
での発現を公共データベース TCGA (The 
Cancer Genome Atlas) の RNA-seq のデータ
を用いて解析し、正常に比較して大腸がんで
発現が増加している 41 種のキナーゼを同定
した。その中で siRNA で発現抑制率の最も高
かった I-Kappa-B Kinase Epsilon (IKK-ɛ)
は TCGAのデータから大腸がんで発現が高く、

また大腸がん細胞株 RKOで siRNA 処理を行う
ことで EZH2 発現が低下することを確認し、
大腸がんにおける EZH2 発現を制御するキナ
ーゼとして同定した（図 1）。 
(2) IKK-ɛは NF-κBシグナル経路内のリン酸
化酵素の１つである。IKK-ɛ をコードする



IKBKE 遺伝子は大腸がん細胞株 (RKO、SW480)
で正常線維芽細胞 (WI-38)に比較し有意に
高発現していた (P<0.01)。更に IKBKE を標
的とする３種の異なる siRNA を用いて RKO、
SW480 細胞でノックダウンを行った結果、す
べてにおいて EZH2 の mRNA、蛋白質量を抑制
した（図 2）。IKK-ɛホモローグ TANK Binding 
Kinase 1 (TBK1) は、IKK-ɛとヘテロダイマ
ーを形成し RelA/p65 をリン酸化して NF-κB
経路を活性化することが知られている。
siRNA を用いて TBK1 をノックダウンすると、
EZH2 の mRNA、蛋白質量を抑制した（図 3）。
IKK-ɛ、TBK1 ともに阻害する BX795 は
RelA/p65 のリン酸化を抑制し NF-κB 経路を
阻害する。BX795 (25μM) 処理においても
EZH2 の発現抑制を認めた。 
IKK-ɛ抑制による細胞増殖への影響について

検討を行った結果、IKK-ɛに対する siRNA 処
理により SW480 細胞 (P=0.02)と RKO 細胞で
増殖抑制効果を認めた。また BX795 処理では
SW480 細胞、RKO 細胞において著明な増殖抑
制を認めた (P<0.01)。 
(3) 臨床検体において大腸がん部と同一患
者由来の正常大腸粘膜（n=50）の IKBKE、EZH2
遺伝子発現の検討を行った。両者は大腸がん
組織で、強い相関（r=0.6081）が見られた。 
本研究結果より、大腸がんにおいて IKK-ɛ

を介するNF-κB 経路がEZH2の過剰発現に寄
与していることが明らかとなった。 
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