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研究成果の概要（和文）：癌細胞を形態上は正常形質に回帰させるヒトマイクロRNAを発見した。それは未分化型肝癌
細胞の肝組織形成、奇形腫形成で発見し、そのメカニズム解析を本検討で行った。脱分化誘導の実態を、導入後3日目
、5日目、7日目と経時的にそのDNAメチル化レベル及びRNAメチル化レベルを検討し、脱メチル化誘導が原因が重要な原
因の１つと考えられた。メタボローム解析では、５日目にsilencingされ、その2日後にiPS細胞レベルの別の種類の細
胞になることが分かった。520dの標的遺伝子の検討では、ELAVL2をはじめとする計3種類をルシフェラーゼアッセイで
同定し得た。癌細胞は正常細胞になり得る初めての報告である。

研究成果の概要（英文）：To identify the factors inducting stemness by miR‑520d‑5p, we investigated the eff
ects of lentivirally inducing miR‑520d expression in 293FT and HLF cells in vitro. Subsequently, we evalua
ted tumor formation in a xenograft model.
Transformed HLF cells were Oct4 and Nanog positive within 24 h, showed p53 upregulation and hTERT downregu
lation, and mostly lost their migration abilities. After lentiviral infection, the cells were intraperiton
eally injected into mice, resulting in benign teratomas (6%), the absence of tumors (87%) or differentiati
on into benign liver tissues (7%) at the injection site after 1 month. We are the first to demonstrate the
loss of malignant properties in cancer cells in vivo through the expression of a single microRNA (miRNA).
This miRNA successfully converted 293FT and hepatoma cells to hiPSC‑like cells. The regulation of maligna
ncy by miR‑520d appears to be through the conversion of cancer cells to normal stem cells, maintaining p53
upregulation.
研究分野： 医歯薬学
科研費の分科・細目： 基礎医学・医化学一般
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