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研究成果の概要（和文）：本研究は動脈硬化を引き起こすmicroRNAの探索から、ゲノム編集技術を応用した動脈硬化モ
デルマウス作成を目指すものである。ヒト血管内皮細胞に炎症性刺激を加えた際に発現が変動するmicroRNAを同定し、
そのmicroRNAの標的となる遺伝子としてヒストン修飾酵素を2個同定した。これまでに動脈硬化を惹起するmicroRNAの
報告はあるが、非翻訳RNAがエピジェネティクスを変化させる報告はなく、動脈硬化に関与するヒストン修飾酵素は世
界で初めての発見となった。更に、同定した酵素のノックアウトマウスをゲノム編集技術Crispr/Cas9システムを用い
て作成した。

研究成果の概要（英文）：In this report, our aim is to identify a novel microRNA associated with 
atherosclerosis and produce knockout mice using a new technology, Crispr-Cas9 system. On this purpose, we 
carried out microarray analysis using Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC) stimulated by TNF-a. 
As a result, we determined a novel microRNA, which is responsible for monocyte adhesion. In addition, the 
target genes of this microRNA were investigated by RNA immunoprecipitation assay. We clarified two 
histone modification enzymes had relation to atherosclerosis in vitro for the first time.
Moreover, we established this enzyme knockout mice using Crispr-Cas9 system in order to analyze the 
development of atherosclerosis in vivo.

研究分野： エピジェネティクス
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１．研究開始当初の背景 
（1）申請者は、血管構築の基礎となる血管
内皮細胞が外的刺激を受けて活性化される
際 の マ ー カ ー 遺 伝 子 と し て 、 VCAM
（Vascular Cell Adhesion Molecule）-1 に着
目し、慢性炎症性刺激である IL-4 が転写因
子 STAT6 のリン酸化と、核内移行を介して
経時的にエピゲノムを変化させながら
VCAM-1 を持続的に誘導するメカニズムに
ついて解析してきた（Kanki Y et al 2011 
MCB）。VCAM-1 は他の因子に比べ、より動
脈硬化巣に限局的に強く発現し、単球接着を
介した初期動脈硬化進展の key factor である
のみならず、がんの転移（特に肺転移）にお
ける微小環境形成にも重要な位置を占めて
いる。そこで、VCAM-1 が誘導される仕組み
を分子レベルで明らかにし、その誘導を抑え
る系を開発することは、動脈硬化予防はもち
ろんのこと、がん転移に対しても有効な対策
が得られることが期待される。 
 
（2）申請者は更に、血管内皮細胞が動的な
状態にスイッチする際の機構として、転写因
子やヒストン修飾変化のみならず miRNA の
寄与に着目し、血管内皮細胞に TNF (Tumor 
Necrosis Factor) -を刺激した際のゲノムワ
イドなトランスクリプトーム解析、染色体構
造解析から(Papantonis A and Kanki Y et al 
2012 EMBO J)、miRNA が転写誘導に重要
であるという知見を得ている。 
 
（3）そこで、本申請では、染色体構造と非
翻訳 RNA に焦点を当てて、動脈硬化発症に
関する非翻訳 RNA の機能解析を行うために、
ゲノム編集ツールを用いた stable cell lineの
樹立及びノックアウトマウスの作成を行う。
現在、動脈硬化研究は、ApoE ノックアウト
マウスを中心に行われているが、miRNA の
効果を検証したものは少ない。そうした状況
の中で、ヒト細胞を用いて機能アッセイを行
う細胞系を開発することは薬剤の効果を検
討する上でも、新たなツールとなりうる。本
研究で上記目標が達成された際には、動脈硬
化分野のみならず、基礎と臨床を繋ぐトラン
スレーショナルリサーチの重要な研究成果
として、他分野にも貢献できると期待される。 
  
２．研究の目的 
本研究は動脈硬化を引き起こす miRNA の探
索から、ゲノム編集技術を応用したゲノム改
編細胞及びコンディショナルマウスの作成
という、新しい技術の確立に挑むものである。
申請者らはこれまでに、TNF-を血管内皮細
胞に作用させると VCAM-1 の発現が上昇し、
動脈硬化につながる単球接着を惹起するメ
カニズムについて研究を積み重ねてきた。そ
こで、本研究では、動脈硬化に重要な miRNA
（microRNA）を同定し、Crispr-Cas9 シス
テムを用いてほ乳類細胞のゲノム改編を行
う。こうして作られた細胞、及びマウスにて

機能アッセイを行い、その動脈硬化への寄与
を評価する。本研究が達成されれば、遺伝子
領域のみならず非遺伝子領域をも含めた自
由自在なゲノム改編細胞の作成が可能とな
り、より臨床に即した薬剤スクリーニングが
可能となる。 
 
３．研究の方法 
(1) TNF-α、IL-4 刺激に共通して変動する
miRNA の同定 
 HUVEC に TNF-α および IL-4 刺激して、
それぞれ4時間後および24時間後にmiRNA
を回収し、マイクロアレイ解析を行い、両刺
激に共通して変化する miRNA の同定を試み
た。 
 
(2) 同定した miRNA の機能解析 
 同定した miRNA の合成 mimics を
HUVEC に強制発現して、その VCAM-1 誘
導に対する影響を確認した。さらにヒト単球
細胞U937とHUVECの混合培養の系を用い
て、同定した miRNA の単球接着への影響も
確認した。 
 
(3) AGO2 抗体を用いた RIP array による

miRNA の標的遺伝子の同定 
 候補 miRNA の合成 mimics を HUVEC に
過剰発現させて、抗 AGO 抗体で RNA 
immuneprecipitation（RIP）assay を行った。
PCR および WB によりサンプルの濃縮を確
認した RIP サンプルから RNA を抽出、マイ
クロアレイにかけて標的mRNAを探索した。
得られた候補 mRNA と標的予測サイト
target scan を照合して標的 mRNA の決定を
行った。抽出された mRNA が実際に候補
miRNA の標的となるかどうかについては
3’UTR-レポータークローンを用いたルシフ
ェラーゼアッセイによって確認を行った。 
 
(4) 同定した標的遺伝子の機能解析 
 標的 mRNA に対する siRNA を用いて、候
補 miRNA の機能評価と同様に標的 mRNA
の VCAM-1 発現および単球接着に対する影
響について評価を行った。 
 
(5) Crispr-Cas9 を用いたノックアウトマウ

スの作成 
 標的 mRNA のノックアウトマウスを
Crispr-Cas9 システムを用いて構築した。将
来的には血管内皮特異的ノックアウトマウ
スを作成予定ではあるが、現段階では whole 
embryo でノックアウトさせている。 
 
４．研究成果 
(1) 申請者はこれまでに、TNF-のみならず、
IL-4 も VCAM-1 を誘導することを報告して
おり、両者は異なる機構、異なる時間軸で
VCAM-1 を誘導していることが分かってい
る。そこで、HUVECs にそれぞれの刺激を
行った場合の miRNA アレイを行い、変動す



る miRNA を抽出
した。この中から、
刺激の種類に関係
なく共通して 2 倍
以上に発現が抑制
される miR-X を同
定した（図 1）。こ

の miR-X を強制発現すると、TNF-刺激下
でも IL-4 刺激下でも VCAM-1 の発現誘導を
タンパクレベルで抑制した（図 2）。 

 ところが、より詳細に解析すると、この
miR-X は VCAM-1 のみならず、他の単球接
着因子である ICAM-1やE-selectinの発現も
抑制することが明らかとなった。 
 
(2)  すなわち、miR-X は内皮細胞において
接着因子を全般的に抑制することで、抗炎症
作用を有すると考えられる。VCAM-1、
ICAM-1、E-selectin3 つの接着因子を全て抑
制するため、miR-X の強制発現系に TNF-
刺激を加えると内皮細胞への単球接着が著
明に抑制された（図 3）。 

 
(3) 次にそのメカニズム解明のために、
miR-X の標的となる mRNA の同定を試みた。
in silico データベース, target scan を用いて
miR-X の標的遺伝子を探索したところ 2077
個の標的遺伝子が予測された。データベース
による予測は単純に配列に依存するため、予
測された遺伝子が実際の生体内で miRNA の
標的となるかは分からない。実際に血管内皮
細胞内において、炎症性刺激下での標的を見
出す手法として AGO2 抗体を用いた RIP 
assay に着目した。miRNA は AGO と呼ばれ
るタンパク質に取り込まれた後に RISC 複合
体を形成して標的遺伝子の分解あるいは翻

訳抑制を行う。
本 研 究 で は 、
HUVEC に
miR-X の
mimics を強制
発現させたサン
プルを用いて、

抗 AGO 抗体により免疫沈降を行い（図 4）、
濃縮した RNA サンプルをマイクロアレイ解
析した。最終的に、Target scan で予測され
た 2077 個の遺伝子の中で、RIP assay にお
いて miR-X の過剰発現によって有意な発現
変化が認められたヒストン修飾酵素KDM7A
（H3K9me2 を脱メチル化する酵素）を

miR-X の標的遺
伝子として同定
し た 。 さ ら に
reporter assay
に お い て 、
miR-X の過剰発
現 に よ る
KDM7A のルシ
フェラーゼ活性
の有意な低下を
確認した（図 5）。 

 
(4) 動脈硬化の初期イベントは、単球が血管
内皮細胞に接着することであり、その際に必
要 な 接 着 因 子 は VCAM-1 、 ICAM-1 、
E-selectin などである。これら接着因子は正
常状態では発現が抑制されているが、脂肪細
胞からの TNF-分泌など、メタボリックシン
ドローム環境下では、サイトカイン刺激によ
って持続的な発現状態にある。こうした持続
的な発現上昇が起こるには、細胞の形質が変
化することが重要であり、その機構の一端を
エピゲノム修飾が担っていると考えられる。 
 上記で見出した miR-X の標的である
KDM7A が実際に VCAM-1 の発現をタンパ
クレベルで抑制しているかを Western 
Blotting で検討したところ、si-KDM7A は
TNF-刺激下での VCAM-1 の誘導をほぼ完
璧に抑制した（図 6）。しかし、同時に行った

単球接着アッセイでは、si-KDM7A のみでは
単球接着そのものはあまり抑制されなかっ
た。これは、VCAM-1 以外の接着因子が代償
しているためと考えられる。そこで、KDM7A
とUTXを同時にノックダウンすると、miR-X
の強制発現と同様、 TNF-刺激下での
VCAM-1、ICAM-1、E-selectin3 つの接着因
子の発現をほぼ抑制することができた（図 7）。 
 ヒストン修飾抗体を用いた ChIP アッセイ



により、VCAM-1 遺伝子座において、TNF-α
刺激によって抑制性ヒストン修飾である
H3K9me3, H3K9me2, および H3K27me3
が外れることを確認しており（図 8）、今後
miR-X を過剰発現および KDM7A をノック
ダウンした際のこれら抑制性ヒストン修飾
の変化について解析する予定である。 

 
(5)同定した標的 mRNA のノックアウトマウ
ス作成を行った。設計は図 9 のように、酵素
活性部位を担うexon6以降にフレームシフト
を起こすよう作成した。その結果作成された
マウスは同酵素がノックアウトされている
ことが確認された（図 10）。 

 
以下、考察を述べる。 
 通常、HUVEC において TNF-α は 4 時間
をピークとして一過性に VCAM−１を誘導す
る。一方 IL-4 は弱いながらも持続的に
VCAM-1 を誘導する。大変興味深いことに
TNF-αと IL-4が共存した場合にはTNF-αで
認められた一過性の VCAM-1 が持続的かつ
相乗的に誘導されることが分かっている。実
際の生体内ではこのように複数のサイトカ
インが複合的に作用し、接着因子の発現が異

常に亢進していることが動脈硬化悪化のメ
カニズムの１つとして想定されるが、
VCAM-1 が持続的に誘導されるメカニズム
は分かっていない。本研究で我々は TNF-α
および IL-4 刺激に共通して発現が減少する
miRNA として miR-X を同定し、この miR-X
は TNF-αおよび IL-4 の混合刺激下において
VCAM-1 誘導および単球接着を抑制した。こ
のことから、miR-X が VCAM-1 の持続的か
つ強い誘導を抑制的に制御している可能性
が考えられた。TNF-α および IL-4 による
VCAM-1 の転写にはそれぞれ NF-κB（p65）
および STAT6 が関与することが分かってお
り、TNF-α と IL-4 が混在したときにこれら
転写因子の VCAM-1 遺伝子座への結合がど
のように変化するか、また miR-X がこれら
転写因子を制御しているかどうかついて調
べることが今後の課題のひとつである。 
 
 TNF-α などの炎症性サイトカイン刺激を
受けていない血管内皮細胞では VCAM-1 の
発現はほとんど見られず、この機構は現在で
も解明されていない。VCAM-1 の promoter
領域はGATA配列やEts配列などが多く含ま
れており、血管内皮細胞で恒常的に発現して
いる promoter としての性質を持っているに
も関わらず、サイトカイン等の刺激無しには
発現しない。この理由として積極的な抑制機
構が存在しているという可能性が考えられ
る。積極的な抑制機構としては DNA メチル
化が有名であるが、血管内皮細胞において
VCAM-1 遺伝子座には DNA メチル化は濃縮
されていない（データ未発表）。本研究にお
いて、miR-X は TNF-αおよび IL-4 刺激に共
通して減少する miRNA であった。さらに
miR-X の 標 的 遺 伝 子 と し て 同 定 し た
KDM7Aは抑制性ヒストンH3K9me2の脱メ
チル化酵素であった。このことから正常状態
では miR-X が KDM7A を抑制することで、
VCAM-1 の遺伝子座の抑制系ヒストン修飾
を維持することで抑制している可能性が考
えられた。炎症性刺激によって miR-X の発
現が減少するメカニズムは不明だが、動脈硬
化発症の機序のひとつとして micro RNA-ヒ
ストン修飾制御の破綻による接着因子の発



現亢進が関与している可能性が考えられた。 
 
 本研究では、培養血管内皮細胞を用いて、
炎症性刺激で応答する miR を見出し、その標
的となるヒストン修飾酵素を同定した。更に、
miRの下流で同時に2種類のヒストン修飾酵
素 KDM7A 及び UTX の発現が変動し、接着
因子遺伝子座のエピゲノム状態を変化させ、
持続的な発現誘導からの単球接着に寄与し
ていることを証明した。また、ゲノム編集技
術を用いて、新たな動脈硬化解析用ノックア
ウトマウスを作成した。 
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