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学位論文内容の要約 

 

口腔扁平上皮がん細胞における ELAVL2 の発現 

 

非翻訳領域（UTR）を介した遺伝子発現調節はがん細胞の形質発現に大きな影響を与え

る。１群のサイトカインや転写因子の mRNA の 3’UTR には AU-rich element（ARE）

と呼ばれる配列が存在する。これら、ARE mRNA の半減期は極端に短く、外界からの刺激

の変化に応答し、速やかにその発現量が調節される。ARE 配列のコンセンサス配列は

WWUUAUUUAUUWW（W は A または U）であり、この配列に AUF1、TTP、TIA-1 な

どの RNA 結合性タンパク質が結合すると ARE mRNA は RNA 分解が顕著となり不安定化

するとされる。AUF1 により P21、cyclin D1、c-fos、c-myc、TNF-alpha, GM-CSF mRNA

は発現が減少し、TTP は c-fos、GM–CSF、TNF-alpha、Cox-2 、IL-2、IL-3 の mRNA 発

現を低下させる。また TIA-1 が TNF-alpha、Cox-2 のタンパク質発現を低下させることが

報告されている。 

ELAVLファミリーはショウジョウバエ elav (embryonic lethal abnormal visual system)

のヒトホモローグであり、現在まで異なる遺伝子座に存在する 4 遺伝子（ELAVL1~ELAVL4）

が報告されている。いずれのタンパク質も ARE 配列に結合する RNA 結合タンパク質であ

るがその細胞内局在と組織分布は異なる。ELAVL1 は全ての組織で多量に発現しており、

正常組織では核に局在するが、ELAVL2~4 の発現は神経系組織にのみ発現することが報告

されている。また ELAVL2~4 は主に細胞質に局在する。いずれの ELAVL タンパク質もス

トレス環境下ではストレス顆粒（stress granule）と呼ばれる細胞内顆粒に mRNA との複

合体の形で局在し、mRNA の代謝に関わることが知られている。我々の研究においても、

高転移性がん細胞株で、ARE 配列を有する HIF-1αの発現量が有意に上昇していることが

示された。しかしながら ELAVL1 の強制発現のみで HIF-1αの mRNA 発現量は増加せず、

その他の因子が必要であることが示唆された。 

我々は悪性度の高い口腔扁平上皮がんにおいて ELAVL1 の核外輸送を行う分子が存在し、

ARE 配列を含む幹細胞性維持に関わる遺伝子（群）の mRNA が安定化しているのではな

いかという仮説を設定し今回の実験を企画した。 



1.口腔扁平上皮がん細胞株間における ARE レポーター発現の差 

高分化型の細胞（HSC2）では低分化型の細胞株（SAS）に比較して 3’ UTR 依存的なル

シフェラーゼ比活性が有意に低下していることが明らかとなった。特に悪性度の決定因子

の一つとされる HIF-1αの発現低下が SAS においてほとんど見られなかった。 

2.細胞株により ELAVL1 の細胞質局在の傾向は異なる 

HSC2 では細胞質画分にわずかに ELAVL1 が検出されるのみであったが、SAS では多く

の ELAVL1 が細胞質に分布していた。ヌードマウスに移植した両細胞株のヘマトキシリ

ン・エオジン（HE）染色像では、大部分の ELAVL1 が核に局在する HSC2 では高度な角

化傾向が認められるが、ELAVL1 が細胞質に大量に移行している SAS では角化傾向はほと

んど認められなかった。 

3.口腔がん細胞における ELAVL ファミリーの発現 

ELAVL1 以外の ELAVL family タンパク質が、口腔扁平上皮がんにおいて発現している

か否かを RealTimePCR により確認した。ELAVL1 の発現はほぼ同等であったが、他の

ELAVL は SAS において発現が上昇していた。 

4.細胞質に局在する ELAVL1 は ELAVL2 と結合している 

ELAVL2とELAVL1が細胞質において複合体を形成しているか否かを免疫沈降法により

検討した。SAS では ELAVL2 と結合している ELAVL1 の大部分は細胞質に局在していた

が、HSC2 ではこのような共局在はわずかにみられる程度であった。 

5.ELAVL2 は 3’UTR を介してタンパク質発現量を上昇させる 

ELAVL2 との共導入により、ARE レポーターの発現変化を検討したところ、SAS、HSC2

ともに、ELAVL2 との共導入によりルシフェラーゼ比活性は有意に上昇した。特に、HSC2

では、SAS に比べ、上昇傾向はより高度であった。ELAVL2 を導入された HSC2 のルシフ

ェラーゼ比活性は空ベクターを導入した SAS と同程度であった。 

6. ELAVL2 導入による形質変化 

ELAVL2 の強制発現が HSC2 の形質にどのような影響を与えるかについて組織形態学的

に評価するため、ヌードマウスへの移植を試みた。 陰性対照とした HSC2-puro（薬剤耐性

マーカー遺伝子のみを有するレトロウイルスを感染させた HSC2）を移植したヌードマウ

スでは、高度の角化傾向を示した。一方、ELAVL2 導入細胞である HSC2-ELAVL2 を移植



した腫瘍塊では、HSC-puro では角化傾向の低い胞巣が多数認められた。 

7. ELAVL2 の標的候補としての Lin28B 

ES 細胞の遺伝子発現データベースの解析を行う中で、我々は Lin28B が ARE を多数有

しており、ELAVL2 の標的分子の候補の１つと予想された。そこで、口腔扁平上皮がん細

胞株における Lin28B の発現をウエスタンブロッティングにて検討した。HSC2 では

LIN28B はほとんど検出されなかったが、SAS では Lin28B が多量に発現していること明

らかとなった。また本来 Lin28B が検出されない HSC2 に ELAVL2 を強制発現させると内

在性の Lin28B のタンパク量が検出可能なレベル、SAS と同等なレベルまで発現上昇させ

ることが可能であった。  

以上より、神経組織系にのみ発現していると考えられてきた ELAVL2 タンパク質が口腔

扁平上皮がんにおいても発現していることが明らかとなり、従来、悪性度の指標として報

告されてきたELAVL1の細胞質局在にはELAVL2との複合体形成が必要であることが示唆

された。このような ELAVL1/ELAVL2 複合体が ARE mRNA 群を安定化させていた。これ

ら ARE mRNA の一つで幹細胞性制御に関わっていると考えられる Lin28B の発現が

ELAVL2 の強制発現により誘導されることも明らかとなり、ELAVL2 が口腔扁平上皮がん

制御、がん幹細胞制御における新たな治療標的であることが予想された。 
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