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研究成果の概要（和文）：DNAのエピジェネティクス修飾であるヒドロオキシメチル化シチジン(hmCpG)の、癌における
意義を明らかにする事が本研究の主眼である。hmCpGは、メチル化シチジンの脱メチル化過程の最初の段階と考えられ
ておりエピジェネティクスによる遺伝子発現で重要な機能を担っていると考えられている。
癌特異的なhmCpG化領域の探索のために特異的脱メチル化領域の探索から行った。乳癌細胞株28種のパネルのDNAメチル
化パターンをアレイ法で取得し、その解析からルミナール型とトリプルネガティブ型乳癌に特異的な脱メチル化領域を
同定した。また、hmCpGの責任因子と思われているTETファミリー遺伝子の導入系を確立した

研究成果の概要（英文）：The aim of this study is to clarify the significance of hydroxymethyl CpG (hmCpG) 
in breast cancer cells. The hmCpG is thought to be the first step in demethylation mechanism of methylated
 CpG, and to play an important roles in epigenetic gene regulation in cancer. In this study, to screen dif
ferentially hydroxymethylated regions (DHMR), we conducted to methylation microarray analysis to identify 
differentially hypomethylated regions, using ATCC's breast cancer cell line panels. According to the detai
led analysis, we identified subtype specific hypomethylated regions in Luminal type and triple negative br
east cancers, which would be candidate regions of DHMR.
On the other hand, we established a gene induction system of TET1/2/3 gene families, using Lenti-virus vec
tor system. It will help the further functional analysis of TET1/2/3 genes in breast cancer cells.  
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１． 研究開始当初の背景 
 
メチル化 DNA(mCpG)というエピジェネテ
ィクス修飾の癌病態における機能やバイオ
マーカーとしての意義がこの 10 年詳細に調
べられてきた。それに対し、ハイドロオキシ
メチル化 DNA(hmCpG)は 1972 年に発見さ
れた(Penn NW, Biochem J, 1972)が殆ど注
目されてこなかった。しかし、最近この
hmCpG は、TET ファミリー分子により
mCpG より生成され(Tahiliani M, Science, 
2009)、また、マウス ES 細胞の自己複製維持
に関連(Ito S, Nature, 2010)している事が判
明した。更に能動的な DNA 脱メチル化機序
の最初の一歩である可能性があり、hmCpG
は新たな生理活性を持つエピジェネティク
ス修飾として注目されだしてきた。今までに、
❶がん細胞（またはがん幹細胞の様な一部の
細胞）は ES 細胞様のエピジェネティクスパ
ターンを示す事が分かっている事(ref)、❷
TET 分子ファミリーの TET1 遺伝子は、白血
病関連がん遺伝子 MLL の転座による融合蛋
白形成のパートナーとしてがん遺伝子とし
て同定されている事より、他のがん種に於い
ても、TET 分子の異常発現が hmCpG の生合
成を介してがんの機能に関連している可能
性があると考えられる。一方、我々は今まで
に乳がん・食道がんのゲノムワイド DNA メ
チル化(mCpG)解析を行ってきており、がん
エピジェネティクスデータの蓄積と解析技
術を保有している(Ruike Y, Sato F, BMC 
Genomics, 2010)。 
 
２．研究の目的 
 
乳がん細胞株における hmCpGのゲノムワイ
ド解析:  
乳がん細胞株MCF7とMDA-MB-231におけ
る hmCpG のゲノム内分布を、ハイドロオキ
シメチル DNA 免疫沈降法+次世代高速シー
ケンサーや、メチル化 DNA アレイ法を用い
て調べ、他のエピジェネティクス修飾
(mCpG)と遺伝子(mRNA/microRNA)発現と
の関連を解明する。 
TET ファミリー分子の機能解析:  
3 種類の TET ファミリー分子に対する
siRNA と 発 現 ベ ク タ ー に よ る
Loss/Gain-of-function 解析で、がん悪性度に
関わる細胞機能（増殖能、細胞周期、アポト
ーシス、細胞遊走能等）や上皮間質形質転換
（EMT）、がん細胞の Stemness にどれほど
の影響があるかを調べる。 
 
３．研究の方法 
 
①乳癌細胞株のエピジェネティクス解析 
研究当初、ハイドロオキシメチル化 DNA 免
疫沈降法+次世代高速シーケンサーによる解
析を試みたが有意なシグナルが認められ無
かった事と、ハイドロオキシメチル化 DNA

は脱メチル化の一機序である事が判明して
きたので、メチル化アレイ法による解析で低
メチル化領域のスクリーニングする形でハ
イドロキシメチル化領域の探索を行った。 
②TET ファミリー遺伝子の機能解析 
TET 遺伝子ファミリーには TET1、TET2、TET3
の３遺伝子があり、DNA のハイドロキシ化
に関与していると考えられている。この TET
ファミリー遺伝子の機能を gain/loss of 
function 解析によって明らかにする。その為
に、これらの遺伝子の導入系を確立し、乳癌
細胞株に導入し、増殖能、細胞周期、幹細胞
性、アポトーシス誘導能、細胞遊走能等の表
現型に対する影響を解析する。 
 
４．研究成果 
 
① 乳癌細胞株のエピジェネティクス解析 

 
最近、その機能が報告され始めている DNA の
エピジェネティクス修飾であるヒドロオキ
シメチル化シチジンの、癌における生物学的
意義を明らかにする事が本研究の主眼であ
る。ヒドロオキシメチル化シチジンは、メチ
ル化シチジンの脱メチル化過程の最初の段
階と考えられておりエピジェネティクスに
よる遺伝子発現で重要な機能を担っている



と考えられている。 
ハイドロキシメチル化のゲノムワイドの解
析テクニックは、現在までに普及していない。
その前に多数の乳癌細胞株でのエピジェネ
ティクスパターンを知るために、乳癌細胞株
パネル（ATCC）28 種の細胞株の DNA メチル化
パターンをメチル化アレイで取得した。その
解析クラスタリング解析から、メチル化パタ
ーンにはルミナール型とトリプルネガティ
ブ型があるが、マーカー分類上トリプルネガ
ティブに分類される細胞株にもエピジェネ
ティクスパターン上ルミナール型を示す細
胞株があり、ルミナール AR 型と一致してい
た。（上図） 
また、GEO データベースからの各細胞株での
TET1/2/3 の発現情報から、TET 遺伝子の発現
量に相関して変動するDNAメチル化部位を探
索することが可能になり、ハイドロキシメチ
ル化関連低メチル化領域の検索が可能にな
った。 
 
②TET ファミリー遺伝子の機能解析 
この研究課題を始めた当初、乳癌細胞株への
遺伝子導入の系として、プラスミドベクター
系を採用していたが、恒常的発現クローンの
樹立効率が悪く難渋していたため、遺伝子導
入系をレトロ・レンチウィルスベクター系を
導入し、効率的で安定した遺伝子導入が可能
になった。この系と上総研究所由来の cDNA
クローンライブラリーから TET1/TET2/TET3
の発現ベクターを入手し、ハイドロキシメチ
ル化の責任因子と思われているTETファミリ
ー遺伝子導入株を作成する準備を整えた。 
 
乳癌と TETファミリー遺伝子群との関連を示
した論文はまだまだその数は少なく、乳癌に
おけるTETファミリー遺伝子の役割りは不明
の部分が多い。本研究では、乳癌における TET
ファミリー遺伝子の機能解析の準備が整い、
現在解析中である。 
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