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研究成果の概要（和文）：本研究は、乳癌や骨粗鬆症といったエストロゲンとの関連が知られた

疾患におけるエストロゲン受容体の nongenomic action の役割について解析することを目的と

した。Nongenomic action は、従来知られていた核内における転写因子としての作用では説明

のできないエストロゲン受容体の作用であり、核内ではなく細胞膜近傍に存在するエストロゲ

ン受容体が作用していることが示されている。本研究では、膜移行性のエストロゲン受容体を

恒常的に発現した乳癌細胞を用いて、膜移行性エストロゲン受容体依存的に発現が制御される

遺伝子を見出した。また、膜移行性エストロゲン受容体の転移能に及ぼす影響を評価するため

のツールとして使用可能である、ルシフェラーゼと膜移行性エストロゲン受容体を共発現する

乳癌細胞株の樹立に成功した。本研究では、骨粗鬆症における nongenomic action に対しても

解析を目標としており、同様の膜移行性エストロゲン受容体を恒常的に発現する骨芽細胞株を

樹立中である。 
 
研究成果の概要（英文）：The aim of this study is to analyze the role of nongenomic action of 
estrogen receptor in the disease such as breast cancer and osteoporosis, which has relationship with 
estrogen action. Nongenomic action is newly clarified action of estrogen receptor, which cannot be 
explained by the formerly-known action of estrogen receptor as a ligand-dependent transcription 
factor. It was shown that nongenomic action was mediated by estrogen receptor at the plasma 
membrane instead of estrogen receptor in the nucleus. In this study we demonstrated some genes 
dependent on the membrane-localizing estrange receptor by using breast cancer cells stably 
expressing membrane-localizing estrogen receptor. We also established breast cancer cell line 
expressing both luciferase and membrane-localizing estrogen receptor, which can be a useful tool 
for evaluating effect of nongenomic action of estrogen receptor on metastatic potential. In this study, 
we are also preparing osteoblastic cell line expressing membrane-localizing estrogen receptor for 
evaluating effect of nongenomic action of estrogen receptor on osteoporosis. 
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１．研究開始当初の背景 

エストロゲンは、子宮内膜や乳腺といった
女性特有の臓器だけでなく、骨組織や血管内
皮、神経細胞においても発現していることが
知られており、骨粗鬆症や動脈硬化、認知症
といった高齢者の生活の質を著しく落とす
疾患とも密接に関連している。また、近年増
加している乳癌においては、エストロゲンは
増殖刺激因子として作用し、エストロゲン・
エストロゲン受容体は治療の標的となって
いる。エストロゲン受容体は、細胞質におい
てシグナル伝達分子として機能することが、
複数の独立した研究室より報告されており、
nongenomic action と呼ばれるようになった。
これは、従来知られてきたリガンド依存性の
転写因子としての核内受容体の作用では説
明できないものであり、従来の作用メカニズ
ムは、これに対比して genomic action と呼ば
れるようになった。 
 
２．研究の目的 
我々は、乳癌細胞においてエストロゲン刺

激時にエストロゲン受容体が細胞膜近傍に
おいて細胞骨格である微小管の成分である
tubulin, そ の 脱 ア セ チ ル 化 酵 素 で あ る
HDAC6 と複合体を形成し、tubulin の即時型
の 脱 ア セ チ ル 化 を 引 き 起 こ す 新 規 の
nongenomic action を見出し、これまで報告し
てきた（Azuma K et al: FEBS Lett 577, 339-344, 
2004. Azuma K et al: Cancer Res 69, 2935-2940, 
2009）。エストロゲンの nongenomic action の
発見は、乳癌だけでなく、骨組織、血管、神
経においてエストロゲンが複数のメカニズ
ムで作用していることを示唆しており、
nongenomic action が生理的、病理的に生物学
的意義を有志、治療の標的となる可能性があ
ると考えられた。本研究では、我々が見出し
た新規 nongenomic actionが乳癌や骨粗鬆症に
おいてどのような生物学的意義を有するか
検証することを目的とした。 
 
３．研究の方法 
(1) 乳癌細胞におけるエストロゲン受容体新
規 nongenomic action の解析 
①nongenomic action の転写に及ぼす影響の解
析 

これは、内因性にエストロゲン受容体を発
現していない乳癌細胞 MDA-MB-231 に膜移
行性のエストロゲン受容体（蛋白の N 末に膜
移行性配列を付加し、核移行配列を欠失させ
たエストロゲン受容体）を恒常的に過剰発現
させた株と、過剰発現していない株を用い、
エストロゲン刺激を加えた際に、転写状態が
どのように変化するかを検証した。エストロ
ゲン（100 nM）にて 24 時間刺激した後にマ
イクロアレイを用いて、発現遺伝子を網羅的

に解析した。 
②nongenomic action が転移能に及ぼす影響の
解析 

これは、乳癌細胞 MDA-MB-231 に膜移行
性のエストロゲン受容体とルシフェラーゼ
遺伝子を共発現した細胞株を樹立し、免疫不
全マウス（ヌードマウス）の尾静脈または心
腔に細胞を注射し、in vivo イメージングの手
法を用いて(図 1)、転移巣形成能を評価した。 

(2) 骨芽細胞におけるエストロゲン受容体新
規 nongenomic action の解析 

骨 芽 細 胞 に お け る エ ス ト ロ ゲ ン の
nongenomic action の解析。これは、骨芽細胞
株 ST2、MC-3T3-E1 を用いて、エストロゲン
の骨芽細胞分化、増殖に及ぼす影響の評価を
行った。また、膜型移行型エストロゲン受容
体を恒常的に過剰発現させた MC-3T3-E1 を
用いて、nongenomic シグナルの骨芽細胞に及
ぼす影響の評価を試みた。 
 
４．研究成果 
(1) 乳癌細胞におけるエストロゲン新規
nongenomic action の解析 
①MDA-MB-231 株のうち、膜移行型エストロ
ゲン受容体過剰発現株 2 株および陰性対照株
2 株に対し、エストロゲン刺激および陰性対
照としてエタノール刺激を行った群のマイ
クロアレイの結果を用いてクラスター解析
を行い、膜移行型エストロゲン受容体依存性
に発現が高まる遺伝子および抑制される遺
伝子候補を複数同定し(図 2)、そのうち誘導遺

ルシフェラーゼ発現癌細胞を用いた
転移巣のin vivoイメージング

図1.
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伝子を 10 遺伝子、抑制遺伝子を 4 遺伝子に
関して、定量的 RT-PCR 法にて発現の変化を
確認した。この中には、細胞運動にかかわる
遺伝子も含まれており、乳癌の悪性化にかか
わる新たな作用メカニズムである可能性が
示唆された。 
②乳癌細胞 MDA-MB-231 に膜移行性のエス
トロゲン受容体とルシフェラーゼ遺伝子を
共発現した細胞株を樹立に成功し、尾静脈注
射を行ったが、明らかな転移巣の形成が得ら
れなかった。細胞数不足を考え、より多数の
細胞を心腔内注射を行い、現在経過を追って
いる。 
(2) 骨芽細胞 ST2, MC-3T3-E1 をエストロゲ
ンにて刺激することにより、ST2 では、増殖
抑制、分化促進、MC-3T3-E1 においては増殖
促進、分化促進作用を認め、増殖作用の違い
は骨芽細胞の分化段階による違いと考えら
れた(図 3)。現在、MC-3T3-E1 に膜移行型エ
ストロゲン受容体を過剰発現する細胞株を
樹立中であり、分化・増殖に与える影響を解
析予である。 
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エストロゲンによる骨芽細胞株の分化促進
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