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研究成果の概要（和文）：エピゲノムの異常は発癌に重要な役割を果たす。エピゲノム修飾の阻害薬剤はこれま
で、ゲノム全体に対し非特異的に作用するため、それによる副作用や細胞毒性の問題から、癌治療において限定
的しか治療応用できていないという問題が存在する。本研究ではエピゲノム修飾阻害剤に、特定のゲノム配列に
選択的に結合する小分子を融合した。異なる配列に結合する小分子を融合した阻害剤を合成すると、それぞれが
特異的に認識する塩基配列を豊富に含んだ全く異なる領域で選択的にヒストン修飾を改変することに成功した。

研究成果の概要（英文）：Epigenomic alteration play important roles in tumorigenesis. Epigenetic 
inhibitors developed so far, however, reprogram the epigenome broadly and randomly; thus, 
unfavorable side effects can occur along with the antitumor effects, resulting in limited clinical 
application. To develop epigenetic inhibitors that could alter epigenetic status in region-selective
 manner, we here applied the technologies of DNA-binding small molecules that recognized specific 
DNA sequences. We conjugated epigenetic inhibotor with different small molecules, and successfully 
altered histone modification at different genomic regions where the specific DNA sequences 
recognized by the conjugated DNA-binding small molecules were frequently included.  

研究分野： 癌

キーワード： 癌　エピゲノム
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１．研究開始当初の背景 
正常細胞に蓄積したエピゲノム異常が消

化管腫瘍の発癌リスクを上昇させる原因と
なることを申請者は世界に先駆けて証明し
てきた。さらにマウスモデルを用いて、その
エピゲノム異常により活性化するシグナル
に対しシグナル阻害剤を用いることで、特異
的な発癌リスク低減療法が可能であること
も示した。すなわちエピゲノム異常は発癌に
関わる重要な因子であり、それらを治療標的
とした戦略は実現可能である。これらの成果
から、癌症例はそのエピゲノム特性によって
層別化し、サブタイプごとに発癌分子基盤を
解明されるべきと考え、消化器癌層別化研究
を進めてきた。 
網羅的解析による症例層別化は TCGA など

の国際グループにより各腫瘍で世界的に進
められているが(大腸癌、TCGA Nature 2012; 
胃癌 TCGA Nature 2014)、申請者らは網羅
的エピゲノム情報を用いて大腸癌[申請者ら 
Clin Cancer Res 2010]、胃癌[申請者ら 
Cancer Res 2011]に関して世界に先駆けて層
別化し報告してきた。DNA メチル化は発癌の
早期に蓄積し、MLH1 や CDKN2A などのドライ
バーとなる異常メチル化を経て発癌に至る。
胃癌では、ピロリ菌による慢性炎症に伴い萎
縮性胃粘膜の段階からポリコーム標的遺伝
子群を中心とした異常メチル化の蓄積を背
景として発癌するサブタイプや、EB ウイルス
（EBV）感染に伴ってゲノム広範囲に異常メ
チル化を獲得して発癌するサブタイプ、など
が存在する（図１）。 

これらの背景をふまえ、発癌に重要なエ
ピゲノム異常に対し、その領域のみ特異的
に阻害する薬剤を開発する挑戦的研究を着
想した。これまでエピゲノム修飾の阻害に
は、 DNA メチル化に対し 5-aza-2’- 
deoxycytidine など、ヒストン脱アセチル
化に対しTrichostatin Aなどのヒストン脱
アセチル化酵素(HDAC)阻害剤、などが利用
されている。しかしながらこれらの薬剤は
ゲノムの作用領域に特異性を持たず、ゲノ
ム全体に対し非特異的に脱メチル化やアセ
チル化が誘導され、細胞毒性や副作用の問
題から限定的にしか利用できないという問
題が存在する。 
 

２．研究の目的 
エピゲノム修飾を標的とした機能性分子

による治療法の開発が求められる中、それら
の機能性分子単剤では作用領域が広範囲で
あり阻害効果が過多となる問題点を解決す
るため、本研究では、DNA 配列認識能を有す
るピロール-イミダゾールポリアミドを機能
性分子に融合させ、その作用領域を局所化さ
せる技術開発を進める。エピゲノム状態を局
所的にコントロールできる薬剤を開発し、癌
の治療、予防につながる新しいエピゲノム治
療の基盤を確立する。 
 

３．研究の方法 
本研究では機能性分子としてヒストン

H3K4 脱メチル化酵素として知られる LSD1 に
対する阻害剤を用いる。PIP との縮合反応が
できるよう、カルボキシル基を導入した誘導
体を作成する(図２)。 
 試験的PIPとして４つのピロールないしイ

ミダゾールを結合し、リンカーとして２分子
のアラニンをはさんで阻害薬分子と融合す
るプロトタイプを作成する。作成したプロト
タイプ分子のHDM阻害活性をヒストン脱メチ
ル化酵素アッセイキット(Cayman Chemical社, 
#700400)を用いて in vitroでの評価を行い、
親分子の阻害活性と比較して融合分子の活
性阻害能に大きな差が出ないことを確認す
る。 
癌細胞株にプロトタイプ分子の投与を行

い、WST-8 assay で細胞毒性を測定し NCD-38
と比較評価する。4週間以上の長期間投与を
行うことが可能な、細胞毒性の出ない濃度を
決定する。 
決定した濃度で癌細胞株に投与を行い、細

胞を回収する。化合物は、親分子単独、PIP
単独、および融合したプロトタイプ分子、を
比較検討する。回収した細胞において、ヒス
トン修飾解析を含む網羅的エピゲノム解析、
および遺伝子発現解析を行う。プロトタイプ
分子によるヒストン修飾変化とその領域に
おける配列選択性を解析する。 
 
４．研究成果 

LSD1 阻害薬に対して、PI ポリアミドと
の融合反応ができるようにいくつかの誘導
体を作成したが、そのうちの１つ、カルボ
キシル基を導入した誘導体が条件を満たし
た。４塩基対認識型 PI ポリアミドに２分
子のベータアラニンをはさんで融合したプ
ロトタイプを作成し、ヒストン脱メチル化
酵素アッセイキットを用いて in vitro での

図２．阻害剤の誘導体。PIPに融合するためLSD1
阻害剤 NCD-38（左）へ、脱メチル化酵素阻害活
性を失わないと想定する部位にカルボキシル
基を導入（右）。 

図１. 胃癌 DNA 超高メチル化群。胃癌を層別化
しサブタイプを同定。超高メチル化群は、EBV
感染が原因であることを実証。 



 

 

阻害活性評価を行ったところ、カルボキシ
ル基導入した誘導体そのものは活性を失っ
ていたが、融合分子は親分子と同等の阻害
活性を持っており、初年度に順調にプロト
タイプの合成に成功した。 
このプロトタイプ融合分子を、癌細胞株に

投与して in cellulo のエピゲノム阻害効果
を検証した。ヒストン修飾に対する ChIP-seq
解析、および遺伝子発現に対する RNA-seq 解
析を行うと、親分子である LSD1 阻害薬を投
与した場合と比較して、融合したプロトタイ
プ分子を投与した場合では活性化されるゲ
ノム領域および遺伝子は標的が異なった。活
性化されたゲノム領域の配列に注目すると、
融合分子中の PI ポリアミドおよびベータア
ラニンが認識すると考えられる塩基配列が
豊富に含まれていた。 
すなわち、親分子を投与した際には

GC-rich な配列を比較的豊富に含むゲノム領
域がエピゲノム変化し活性化されていた。活
性化領域周囲に含まれる6塩基の配列をカウ
ントすると、SSSSSS など GC-rich な配列が、

WWWWWW や WWCGWW などの配列よりも有意に多
く含まれていた（図３）。 
そこで WWWWWW 配列あるいは WWCGWW 配列に

特異的に結合すると予想されるプロトタイ
プ分子を細胞に投与すると、その活性化領域
は親分子とは異なっていた。WWWWWW 配列を認
識すると予想されたプロトタイプ分子で活
性化された領域周囲に含まれる６塩基の配
列をカウントすると、SSSSSS など GC-rich な
配列は有意に少なくなり、WWWWWW など
AT-rich な配列が有意に多く含まれていた
（図４）。同様に、WWCGWW 配列を認識すると
予想されるプロトタイプで活性化された領
域周囲に含まれる６塩基の配列をカウント
すると、同様に SSSSSS など GC-rich な配列
は有意に少なくなり、融合分子が標的とする
WWCGWW 配列が有意に多く含まれていた。それ
ぞれの分子が認識すると思われた WWWWWW、
WWCGWW への特異的な結合も、オリゴ DNA を用
いたゲルシフトアッセイで確認した。すなわ
ち、ヒストン修飾阻害剤を、塩基配列特異的
に誘導し領域特異的にヒストン修飾を改変
することが可能であることを順調に証明し

報告した[Alagarswamy ら. Oncotarget, in 

press]。 
以上、本研究では、ヒストン脱メチル化酵

素 LSD1 に対する阻害薬を PIポリアミドと融
合し、ヒストン修飾を改変する領域を、領域
特異的とすることに成功した。異なる PI ポ
リアミドを融合することにより、それぞれが
特異的に認識する塩基配列を豊富に含んだ、
全く異なる領域を選択的にヒストン修飾改
変し、活性化する挑戦的課題に成功した。 
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