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学  位  論  文  題  名  

 

Study on Function of Protein Phosphatase PPM1D in Carcinogenesis and Cell Differentiation 

（発癌および細胞分化における脱リン酸化酵素 PPM1D の機能に関する研究）  

 

 PPM1D（PP2Cδ, Wip1）は、癌抑制タンパク質 p53 依存的に誘導される Ser/Thr プロテ

インホスファターゼとして同定された。PPM1D は p53 経路や DNA 損傷応答に関与する

タンパク質を脱リン酸化するネガティブフィードバック機構を介して細胞周期を制御

している。乳癌や神経芽腫を含む種々の悪性腫瘍において、PPM1D 遺伝子増幅や過剰

発現、C 末端欠損変異が報告されている。PPM1D 脱リン酸化活性の異常な亢進が細胞癌

化に寄与しており、予後不良との相関が示されている。したがって、PPM1D は癌原遺伝

子産物として癌治療の標的分子として注目されている。PPM1D に対する強力で特異的な

阻害剤は、抗癌剤開発において有望なリード化合物となるだけではなく、PPM1D 機能の

生化学的研究において有用な分子ツールとなりうる。  

近年、発癌のみならず、神経発生や精子形成、免疫応答、幹細胞維持における PPM1D

の生理的条件下での機能が報告されている。Ppm1d ノックアウトマウスにおいて、精巣

萎縮や成熟した精子の欠乏、受精能の低下が認められる。また、間葉系幹細胞や神経幹

細胞、造血幹細胞において、PPM1D は p53 経路の抑制を介して幹細胞性を維持すること、

PPM1D 欠損が細胞分化や細胞死、細胞老化を誘導することが報告されている。細胞の未

分化状態の維持および分化過程は、多様なシグナル経路によって厳密に制御されてい

る。レチノイン酸（RA）シグナルは、RA 標的遺伝子の転写活性化または不活化するこ

とにより胚発生や細胞分化において重要な役割を果たしている。  

PPM1D の細胞分化における機能を理解する上で、阻害剤を使用した生化学的観点から

のアプローチは極めて重要であり、未分化細胞の分化誘導過程における PPM1D 標的タ

ンパク質同定および制御機構解明が必須である。  

 そこで本研究では、細胞分化過程における PPM1D 機能の解明のため、（1）分子ツー

ルとしての PPM1D 阻害剤の開発および（2）精巣由来胚性癌細胞の RA 分化誘導過程に

おける PPM1D の機能を解明する研究を実施した。  

本学位論文は全 5 章より構成されている。第 1 章では総括的な序論として、本研究の

背景や目的を述べている。PPM1D 機能および癌における PPM1D 異常、PPM1D 阻害剤、

細胞分化について概説した。  

第 2 章では、新規 PPM1D 阻害剤開発について述べている。これまでに当研究室では

PPM1D 特異的阻害剤 SL-176 を報告している。第一級カルボン酸を有する SL-176 は、in 

vitro において PPM1D 特異的に脱リン酸化活性を抑制し、PPM1D が過剰発現している乳

癌由来 MCF7 細胞の細胞生存率を大きく低下させた。SL-176 に対して構造活性相関解析



 
 

を実施した結果、立体的に嵩高い疎水性分子が PPM1D 阻害に重要であることを見出し

た。また、アミン導入が細胞内取り込みを向上させる可能性が見出された。4-アミノブ

チルエステルを有する SL-183 は、 in vitro において PPM1D 阻害活性をほとんど示さな

かった一方、MCF7 細胞の細胞生存率を急峻に低下させた。蛍光色素を用いた細胞内取

り込み効率解析により、化合物の 4-アミノブチルエステル基導入が細胞への取り込みを

向上させることを示した。また、SL-183 は細胞内で SL-176 に変化することを同定した。 

さらに、SL-183 は PPM1D 発現量依存的に細

胞生存率を低下させることを示した。以上の

結果より、SL-183 の作用モデルを提案する。

SL-183 は細胞内取り込みが促進されている

一方、活性体 SL-176 に代謝されることで細胞

外に漏れ出しにくくなり、細胞内で蓄積され

た結果、急激な細胞生存率の低下を引き起こ

していると考えられる（図 1）。  

第 3 章では、ヒト胚性癌細胞 NT2/D1 細胞の RA 依存的分化誘導過程における PPM1D

の機能解析について述べている。PPM1D ノックダウンにより未分化細胞のマーカーであ

るアルカリホスファターゼ活性および幹細胞マーカーである Oct-4 が減少し、PPM1D が

NT2/D1 細胞の未分化状態維持に関与することが示唆された。PPM1D 阻害剤 SL-176 を

投与すると Oct-4 タンパク質がわずかに減少した。RA と SL-176 の併用により、薬剤投

与 2 日後に Oct-4 遺伝子（POU5F1）が減少した一方、4, 6 日後には同程度の発現量を示

した。さらに RA および SL-176 投与 12 時間後に POU5F1 発現量が減少していることか

ら、PPM1D は RA 分化誘導シグナルの比較的初期段階で機能している可能性が示唆され

た。次に PPM1D 活性の RA 分化誘導に対する影響を評価するため、野生型 PPM1D およ

び不活性型 PPM1D 変異体発現細胞における Oct-4 レベルを解析した。RA 投与条件にお

いて、野生型 PPM1D 発現細胞は不活性型 PPM1D 発現細胞よりも Oct-4 発現量が高いこ

とが示された。以上より、PPM1D は細胞の未分化維持に必要であり、PPM1D 活性の減

少が RA 分化誘導を促進することが示唆された。  

第 4 章では、RA 分化誘導シグナルにおける PPM1D 機能の詳細な解析を行った。NT2/D1

細胞において、RA 投与 5 分後に一過的な ERK-1/2 リン酸化が起こり、RA が MEK-ERK

経路を刺激することを示した。In vitro phosphatase assay を実施したところ、化学合成し

た ERK-1/2 由来リン酸化ペプチドは PPM1D により脱リン酸化されることが示された。

PPM1D 阻害剤 SL-176 投与は RA 誘導性の ERK-1/2 リン酸化を亢進し、PPM1D が ERK-1/2

の脱リン酸化を介して RA 分化誘導シグナル初期に関与することが示唆された。一方、

ERK タンパク質の阻害が RA 投与による Oct-4 減少を促進したことから、NT2/D1 細胞分

化誘導において ERK-1/2 リン酸化および下流のシグナル伝達の変化が分化に関与する遺

伝子発現を制御する可能性が示唆された。  

第 5 章では、本研究の総括的な結論を述べている。構造活性相関解析から SL-176 の

責任分子を同定し、SL-176 アナログの PPM1D 依存的な細胞生存抑制機構について作用

モデルを構築した。また、NT2/D1 細胞において、PPM1D が RA-MEK-ERK 経路によっ

て誘起される ERK-1/2 のリン酸化レベルを調節することを示した。  

以上、本研究において、（1）癌原遺伝子産物 PPM1D に対する阻害剤 SL-176 の構造活

性相関解析による新規阻害剤および（2）細胞分化における PPM1D の新規標的および新

規制御経路の同定を実施した。これらの研究は、癌治療や発癌メカニズム解明のための

有用な阻害剤を提供し、細胞分化を制御するシグナル伝達のメカニズム解明に貢献する

ものであると考えられる。  

 

図 1 SL-183 細胞内活性化モデル  


