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研究成果の概要（和文）： 

  本研究では、新規 TERT(telomerase reverse transcriptase)抑制遺伝子である PITX1 
(paired-like homeodomain1)の機能解析を行った。1）質量分析解析によって、PITX1に直接結

合する新規の遺伝子として DDX5 (DEAD-box helicase を同定した。２) PITX1の発現消失がメ

ラノーマの悪性度と相関を示すことを明らかにし、メラノーマにおける悪性度を決定する診断

マーカーとしての応用の可能性を示した。 

 
研究成果の概要（英文）： 
     To clear the molecular pathways associated with the telomerase suppressor role of PITX1 in 

cancers, we carried out LC/MS proteomics analysis and identified DDX5 as a counter part of PITX1. 

Furthermore, we found that PITX1 might serve as a novel biomarker for malignant melanomas (CMM). 
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１．研究開始当初の背景 
  テロメレースは、がんに無限の増殖性す
なわち不死化形質を与える酵素であり、TERT
はテロメレースの酵素活性中心として働き、
その機能の中心を担っている遺伝子である。 
正常体細胞は、増殖に伴い染色体末端のテロ
メアが短縮し、最終的に細胞老化が誘導され
る。一方、がん細胞ではテロメアを合成伸張
のはたらきをもつテロメレースの活性化に
より、分裂停止を回避し無限の増殖を可能に

している。ヒトの正常体細胞においては、ほ
とんどテロメレース活性が認められないが、 
がん細胞では 80-90%ときわめて高い頻度で
活性が確認されている。したがって、テロメ
レース抑制機構を理解することは、発がん機
構の解明およびがんの無限増殖性を選択的
に阻害する治療薬の開発に直接繋がるとし
て注目されてきた。 
  正常ヒト体細胞あるいは ES 細胞が分化
過程でテロメレース活性を失うことから正
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常な細胞中にテロメレースの発現を抑える
内在性因子の存在が予測されていたものの
従来法ではその同定は困難であり、長らく実
体は不明であった。我々は、染色体工学の手
法を用い、PITX1 がその本体であること、皮
膚がんであるメラノーマ細胞(悪性黒色腫)
では PITX1が消失するためテロメレースが発
現することを突きとめ、PITX1 を新規のがん
抑制遺伝子として報告してきた(図 1、2)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  テロメレースは受精卵から発生初期の
組織でも発現しているが、ある時期から体細
胞のテロメレース発現は抑えられ、有限分裂
寿命になることが知られている. ES 細胞や
iPS 細胞においても同様で、未分化状態が維
持されている段階ではテロメレース活性を
もつが分化とともに活性は抑制される。この
ような正常細胞におけるテロメレース抑制
機構は、発がんとテロメレース活性の関連を
探る上で重要な現象であると考えられるが、 
これまでがん細胞をターゲットとしたテロ
メレースの研究から同定されたテロメレー
ス制御遺伝子に対して、正常細胞での役割に
ついて直接言及した報告は少なく、正常細胞
での生理的なテロメレース抑制機構につい
てその存在が確認されているものの、多くは
未知なまま残されている。 

 PITX1 は胚発生の途中の段階から発現が

上昇してくることが確認されており、テロメ

レースの発現動態と逆相関の関係にあるこ

とが示唆されている。さらに、成熟した多く

の組織細胞において、PITX1 の発現が維持さ

れていることから、PITX1 が分化と共に抑制

されるテロメレース抑制機構において主要

な因子として機能している可能性が高いと

考えられる。しかし、PITX1 のテロメレース

抑制機構の分子メカニズムについては未知

な部分が多く残されており、その詳細な機能

解析は生体が本来もつ生理的なテロメレー

ス抑制機構の解明において重要な研究課題

であると考えられた。 

 
２．研究の目的 
 これまでに我々は、染色体導入法を基盤

とした細胞工学的なアプローチからヒト 5番

染色体上に存在する新規の hTERT抑制遺伝子

として PITX1を同定してきた。 

 本研究では、PITX1 を足がかりとしてテ

ロメレース制御因子を整理し、その階層構造

の理解を通して、生体が本来持つテロメレー

ス抑制機構の解明を目指すものであり、これ

は 発がんや幹細胞の研究に直結し、さらに

は細胞寿命の制御機構や、幹細胞操作技術

(iPS 細胞の癌化抑制)の開発にも繋がる研究

になると考えられた。 

 
３．研究の方法 
[全体の流れ] 

  PITX1 の発現動態に着目し、これまで蓄

積した知見と資材を用い、 PITX1 の細胞内局

在解析、および PITX1と相互作用する関連分

子の同定、また臨床検体における病理学的ア

プローチを通して、PITX1 を軸としたテロメ

レース抑制機構の詳細についての解析を行

った。 

 

(1)PITX1 の発現動態解析 

 正常細胞(NTI-4, MRV-5)およびメラノー

マ細胞(HMV-1)と子宮頸部がん細胞(HeLa)を

用いて、PITX1 抗体による免疫蛍光染色法に

加え、生細胞における PITX1 の発現動態を観

察するために PITX1遺伝子と GFPの融合タン

パク質を産生するベクターを構築、目的の細

胞へトランスフェクションにより導入し、 

GFP による蛍光を観察することによって培養

細胞内における PITX1の発現動態について解

析を行った。 

  

(2)PITX1 のカウンターパートの網羅的探索 

 DNA 転写制御を行うタンパク質は単独で

機能するわけではなく、他のタンパク質との

相互作用によって複合体を形成して機能し

ていることから、機能単位としてはたらく

PITX1 タンパク質複合体を決定することは、 

PITX1 の制御機構を明らかにする上で重要な

分子情報を得ることができると考えられる。 

 そこで、FLAGタグを付加した PITX1安定

 

 



 

 

発現する HeLa 細胞を構築、FLAG 抗体よるプ

ルダウンによって PITX1を回収し、質量分析

計 LC-MS/MS 解析によって PITX1 に結合して

いるタンパク群をペプチドの検索とアミノ

酸列決定、得られた結果をもとにそれらの分

子を明らかにし、PITX1 と共に TERT発現制御

に関与する新規の遺伝子の同定とその機能

解析を行った。 

 

(3)PITX1 発現動態における病理学的検討 

  ヒトメラノーマにおける PITX1発現と臨
床病理学的因子との関連性を検討するため
に、ヒト正常皮膚標本 3例およびヒトメラノ
ーマ組織標本 40例を用いて解析を行った。
正常皮膚組織においては、メラノーマの発生
母地となるメラノサイトにおける PITX1発現
を、他方腫瘍組織における発現はメラノーマ
細胞に焦点を当て, 免疫組織化学的に PITX1
タンパクを検出した。また、腫瘍部における
増殖活性と PITX1の発現動態を解析するため
にメラノーマ 26例を対象とし、腫瘍細胞 500
個以上における Ki-67 labeling index(KI, %)
を算出した。 
 
４．研究成果 

(1)PITX1 の発現動態解析 

 PITX1 抗体を用いた免疫蛍光染色法よっ

て、正常ヒト線維芽細胞 NTI-4 および MRC-5

の PITX1 の局在を確認したところ、興味ある

ことにどちらの細胞においても核内の特定

領域への PITX1 の集積が観察された。一方、 

テロメレース活性が認められる子宮頸部癌

細胞である HeLa 細胞や希に PITX1 の発現が

認められた (メラノーマ細胞株の多くは

PITX1 の発現は消失していた)ヒトメラノー

マ細胞 HMV-Iでは、そのシグナルは核内で散

在し特定領域への局在は確認されなかった

(図 3)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 加えて、PITX1-GFP 融合タンパクを発現

させた培養下におけるメラノーマ細胞にお

いても免疫染色と同様に、PITX1 の核内の特

定領域への集積は認められなかった(図 4)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 これらのことから、PITX1 は核小体など

の核内に存在する特定器官ではたらいてい

る可能性が強く示唆され、その局在の破綻が

テロメレースの再活性化に寄与している可

能性を明らかにした。 

 

(2)PITX1 のカウンターパートの網羅的探索 

  PITX1 に結合する新規の遺伝子群を
LC/MS 解析を用いた網羅的探索手法によって
同定する実験を行った。FLAG-PITX1を発現す
る HeLa 細胞から PITX1 タンパクを細胞溶解
液から Flag 抗体アガロースにより回収し、 
樹立し、FLAG 抗体よるプルダウンにより回収
し、トリプシン消化後のペプチドサンプルを
質量分析計 LC-MS/MS 解析によって解析を行
った。その結果、 PITX1と結合する新たな遺
伝子として DDX5を同定した(図 5)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  次に我々は、DDX5のテロメレース制御へ
の関与をより直接的に解析するために、
siRNAを用いた DDX5の発現抑制実験を行った。
細胞には、DDX5 を発現する HeLa および同じ
子宮頸部がんの細胞株である SiHa 細胞を用
い、siRNA をリポフェクションにより導入後
48hr および 72hr 後の細胞の RNA をサンプリ
ングし、逆転写酵素によって cDNAを合成後、
定量的 RT-PCR 法によって hTERT 発現量の測
定を行った。その結果、72hr 後では HeLa 細
胞ではおよそ 2 倍(図 6)、SiHa細胞では 3.75
倍の hTERTの発現上昇が認められた(図 7)。 

 これらの結果は、PITX1は DDX5と機能的

な複合体を形成して、テロメレースの発現を

負に制御していることを示すものであり、 

さらに DDX5 はテロメレース抑制遺伝子とし 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

てこれまで報告のある p53や CTCF, HDAC1な

どの分子と関連する因子であることから、

PITX1-DDX5 複合体を介した新たなテロメレ

ース制御機構の分子ネットワークの存在が

示唆された。  

 

(3)PITX1 発現動態における病理学的検討 

 メラノーマ症例における PITX1陽性例は

21 例(52.5%)、陰性例は 19 例(47.5%)であっ

た。両群間において年齢、性別および組織型

に差はなかった。他方、腫瘍の厚みは、陽性

例が 1.90±7.11mm, 陰性例が 3.19±10.3mm

で あ り 陰 性 例 で 有 意 に 高 値 を 示 し た

(P=0.001)(図 8)。また、転移の有無を比較検

討したところ、PITX1陽性例では 21例中 1例

(4.76%)のみであったのに対し、陰性例では

19 例中 7 例(36.8%)と陰性例において有意に

転移陽性例が多かった(P=0.012)(図 8)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、ステージ 0-Ⅱ群(n=30)とⅢ-Ⅳ群

(n=10)に分類したところ、前者における

PITX1 陽性例は 19 例(63.3%)、後者では 2 例

(20.0%)と病期の進行に伴って PITX1 陽性例

が有意に減少した(P=0.019)(図 9)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PITX1 陽性例におけて PITX1 陽性領域と陰

性領域における KI 値を算出したところ、陽

性 領 域 は 12.5±1.54 、  陰 性 領 域 は

29.8±4.38であり PITX1陰性領域において有

意に増殖能が高かった(図 10、 11)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらのことより、PITX1 は細胞増殖を

負に制御する因子で、特にメラノーマ細胞に

おいてがん抑制遺伝子として機能している

こと、さらにその発現低下がメラノーマの悪

性度のマーカーになる可能性が示唆された。 

  我々は独自の染色体工学を応用したア
プローチからポジショナルクローニングに

 

 

 
 
 
 

 

 



 

 

より、内在性制御の真のテロメレース抑制遺
伝子として PITX1を同定した。この遺伝子は、 
テロメレース活性制御を通じて幹細胞分化
および発がん機構に関与していることが予
想されるが、その機能はほとんど知られてい
ない。したがって、本研究の PITX1 の詳細な
解析結果は、発がんのみならず幹細胞の研究
に直結し、さらには細胞寿命の制御機構や 
幹細胞操作技術(iPS 細胞の癌化抑制)の開発
にも展開できると期待される。 
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