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新規TGF-β1シグナル抑制因子CD109

─同定，最近の知見，将来の展望─

村雲　芳樹

北里大学医学部病理学

　CD109は細胞膜表面に存在するGPIアンカー型糖タンパクであり，そのアミノ酸配列からα2マク
ログロブリンスーパーファミリーに属する。正常組織におけるCD109発現は，ある種の血液細胞と

血液前駆細胞，乳腺・唾液腺等の筋上皮細胞，気管支上皮・前立腺の基底細胞など，非常に限られ

た細胞に発現し，腫瘍組織では扁平上皮癌に特異的に高発現している。近年，CD109がTGF-β1シ
グナルを負に制御していることが明らかとなり，発癌への関与が注目されている。さらに，CD109

ノックアウトマウスの解析により，CD109が表皮形成に重要な役割を担っていることが判明した。
今後，さらに新たな機能の解明が期待される。
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はじめに

　 C D 1 0 9 は細胞膜表面に存在する G P I

(glycosylphosphatidylinositol) アンカー型糖タンパクであ

る。CD109は，急性白血病細胞株の細胞膜表面抗原と

して，1980年から1990年にかけて報告された。それ以

来，主に血液系幹細胞のマーカーとして利用されてい

たが，2002年，アミノ酸構造，遺伝子配列が決定さ

れ，CD109が細胞膜表面に存在するGPIアンカー型糖

タンパクであることが明らかとなった。その後，ヒト

組織における発現解析や，培養細胞を用いた機能解析

が行われ，CD109の発現と腫瘍発生，細胞内シグナル

伝達との関連性が徐々に明らかにされつつある。本総

説では，同定から最近のノックアウトマウスの解析ま

でCD109に関する知見と，今後の展望について概説す

る。

GPIアンカー型細胞膜表面抗原CD109の同定

1. 細胞表面抗原CD109の発見

　1980年から1990年にかけて数グループが，血液系幹

細胞・前駆細胞に発現している細胞表面抗原を同定す

る目的で，白血病細胞株をマウスの腹腔内に投与して

免疫し，細胞表面蛋白に対するモノクローナル抗体を

作成，その抗体により認識される180 kDa，150 kDa，

120 kDaの細胞表面蛋白を同定した1-4。150 kDaと120

kDaのバンドは180 kDaの蛋白の分解産物であることが

判明し，この180 kDaの蛋白が後にCD109と命名され

た。また，抽出した蛋白をN-グリコシド結合分解酵素

により処理するとCD109の分子量が減少すること，フ

ローサイトメトリーによる解析にて，細胞表面の

CD109のシグナルがホスファチジルイノシトール特異

的ホスホリパーゼC (PI-PLC) 処理により減弱すること

が明らかになり，CD109はGPIアンカー型糖タンパク

であると推定された3-5。さらに，別のグループでは，

輸血後紫斑病，自己免疫性新生児血小板減少症，血小

板輸血不応症の原因となっている血小板表面抗原

(GOVa/b同種抗原) を同定するために，ドナーの血小板

からの蛋白抽出液を患者血清にて免疫沈降を行ったと

ころ，約175 kDa，150 kDa，120 kDaのバンドが検出さ

れた。この同定された蛋白はPI-PLC処理により反応液

中に遊離してくることから，GOVa/b同種抗原はGPIア

ンカー型蛋白上に存在している可能性が高いことが判

明した。そして，抗CD109抗体を用いた解析により，

GOVa/b同種抗原が血小板に発現しているCD109上に存

在していることが明らかとなった6,7。

2. CD109遺伝子の塩基配列の決定

　Linらは，先に作成された抗CD109モノクローナル抗

体を用いてアフィニティーカラムを作成し，骨髄性白

血病細胞株KG1aの細胞抽出液から約170 kDaのバンド

を精製し，アミノ酸分析によりCD109の短いアミノ酸

配列を複数同定した。それを元にしてデータベース検

索とc D N Aライブラリースクリーニングを行い，
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CD109遺伝子の全長の塩基配列を決定した8。それによ

ると，同定されたCD109 cDNAは4335 bpのopen reading

frameを持ち，全長1445アミノ酸よりなる分子量約162

kDaの蛋白をコードしている。そのアミノ酸配列か

ら，CD109蛋白は，N末に21アミノ酸よりなるシグナ

ルペプチド配列，C末にGPIアンカー付加シグナル配列

を持ち，その他，アミノ酸918-926にチオエステルモ

チーフ，1270-1273に蛋白分解酵素フューリン (furin) 認

識配列，17箇所のN-グリコシル化部位を持っていると

Figure 1.  Characterization of CD10911

A. Structure of human CD109 protein.  Amino acid positions of each structure are: signal peptides, 1-21; Gova/b alloantigen site, 703;
thioester signature motif, 918-926; furin cleavage site, 1270-1273; GPI-anchor addition site, 1421.  B, C, D. Expression of CD109 gene
in normal tissues and human tumor cell lines.  Expression of CD109 gene in mouse tissues (B), human tissues (C) and human tumor cell
lines (D) was analysed by Northern blotting with radioactive probes of mouse and human cDNA fragments.  Transcripts of 5.5 and 10 kb
were detected in the testis and several tumor cell lines.  The same membranes were rehybridized with β-actin or GAPDH cDNA as a
control. PNET, primitive neuroectodermal tumor; SCC, squamous cell carcinoma; PML, promyelocytic leukemia.

推定された。このアミノ酸配列によるドメイン構造検

索により，CD109がα2マクログロブリン/C3，C4，C5

スーパーファミリーに属する蛋白であることが明らか

となった8,9。CD109遺伝子の塩基配列が決定されたこ

とにより，GOVa/b同種抗原の塩基配列の解析も行わ

れ，2,108番目の塩基多型 (A/Ｃ) により703番目のアミ

ノ酸多型 (チロシン/セリン) を来たし，そのアミノ酸

の違いがGOVa/b同種抗原となっていることが明らかと

なった (Figure 1A)6,7,10。同時期に，我々はマウス由来
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NIH3T3細胞を用いて，活性化型変異RET蛋白により発

現が誘導されている新規遺伝子をいくつか同定した

が，その中の一つがマウスCD109であることが後に判

明した (後述)11。

種々の細胞・組織でのCD109の発現

1. 血液系細胞，腫瘍細胞株での発現

　CD109が細胞膜表面抗原として同定された当初に，

白血病細胞株をマウスの腹腔内に接種して作成された

複数のモノクローナル抗体により，主に血液系細胞に

おけるCD109の発現解析が行われた。その結果，非腫

瘍細胞では，フィトヘマグルチニン (PHA) により活性

化されたTリンパ芽球，トロンビンにより活性化され

た血小板に高発現し，非活性化型Tリンパ球，非活性

化型血小板では発現が認められないことが明らかとな

り，CD109がTリンパ球と血小板の活性化に重要な役

割を担っている可能性が示唆されている2,3。CD109

は，その他にも血管内皮細胞，星状膠細胞，間葉系幹

細胞にも発現しているが，正常白血球，Bリンパ球，

赤血球，骨髄細胞，マクロファージ，胸腺細胞，扁桃

B細胞では発現が認められないこと，また，CD109は

CD34+血液系細胞の一部に発現しており，CD34+CD109+

細胞は多能性造血幹細胞や骨髄系・赤芽球系・巨核球

系の前駆細胞を含んでいることが明らかになってい

る2-4,12,13。腫瘍細胞株では，CD109はKG1a細胞に著し

く高発現しており，また赤白血病細胞株HEL細胞，い

くつかのTリンパ球系急性白血病細胞株に発現してい

るが，Bリンパ球系腫瘍細胞株や他の白血病細胞株に

は発現が認められない。その他，一部の乳癌，卵巣

癌，子宮頸癌，肺癌，神経膠芽腫などの細胞株にて発

現が認められ，さらに，転移性性質を示す乳癌細胞

株，悪性黒色腫細胞株において高発現していることが

明らかになっている2,3,14。

2. ヒト正常組織・腫瘍組織での発現

　我々は，RET受容体型チロシンキナーゼの研究の過

程で，多発性内分泌腫瘍症2B型 (MEN 2B) の原因と

Table 1.  Summary of CD109 expression in each pathological group of oral lesions21

Expression score†

Histpathology Number of positive/total % of positive
0 1 2 3

Normal 0/8     0   8   0   0   0
Dysplasia 18/22   81.8**   4   6   8   4
CIS 8/8 100**   0   2   3   3
SCC (Well) 39/39 100**   0   5 11 23

(Moderately) 16/18   88.9**   2   4   5   7
(Poorly)   7/11   63.6*   4   4   2   1

Others   4/18   22.2 14   3   1   0

†Scores 0, 1, 2 and 3 represent the CD109 positive areas: less than 10%, 10-30%, 30-60% or
more than 60% of the lesions, respectively.  *P < 0.05, **P < 0.001, compared with the groups
of other malignant tumors and normal epithelium using the χ2 test, respectively.  CIS, Carcinoma
in situ; SCC, squamous cell carcinoma

Table 2.  CD109 expression in two groups of dysplasia of oral epithelia21

Expression scores
Malignant Average periods¶

n
change (months)

0 1 2 3

Group A† (-) 9 4 2 3 0 -
Group B† (+) 9 0 2 4 3 20.2 (6-35)

†Group A, dysplasias that did not progress to SCC in the follow-up periods:
Group B, dysplasias that progressed to SCCc during the follow-up period.
Scores 0, 1, 2 and 3 represent the CD109 positive areas: less than 10%, 10-

30%, 30-60%, or more than 60% or the lesions, respectively.
¶Average of periods from diagnosis of dysplasia to the diagnosis of SCC.
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Figure 2.  Immunohistochemical staining of CD109 in normal and tumor tussues19-23

A, salivary mucous glands; B, salivary serous glands; C, lacrimal glands; D, bronchial glands; E, mammary glands;
F, prostate glands; G, bronchial epithelia; H, squamous cell carcinoma of lung; I, adenocarcinoma of lung; J, large
cell carcinoma of lung; K, dysplasia of oral mucosa; L, squamous cell carcinoma of oral mucosa; M, urothelial
carcinoma of urinary bladder; N, adenomyoepithelioma of breast; O, basal-like adenocarcinoma of breast.

村雲　芳樹
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なっている変異RET蛋白を強制発現させたNIH3T3細胞

にて特異的に高発現している未知の遺伝子を複数同定

したが，ヒトCD109の塩基配列が決定されたことによ

り，その中の一つがCD109であることが明らかになっ

た11,15-17。ノーザンブロッティングによる発現解析を

行ったところ，CD109が正常組織では精巣のみに発現

が確認され，他の臓器には発現が確認出来ないこと，

それにも関わらず多くの腫瘍細胞株では高発現してい

ることを明らかにし，CD109が癌精巣抗原としての発

現パターンを示していることを報告した (Figure 1B，

C，D)11。そして，定量的RT-PCRにより，食道扁平上

皮癌と子宮頸部扁平上皮癌にて特異的に高発現してい

ることを明らかにした11,18。次に，抗CD109抗体を作成

し手術検体を用いて免疫組織化学染色を行い，CD109

の発現を細胞レベルにて検討したところ，正常組織で

は乳腺，唾液腺，涙腺，気管支腺の筋上皮細胞と前立

腺，気管支上皮の基底細胞など，非常に限られた細胞

のみに発現し，多くの細胞では発現が認められないこ

とが明らかになった (Figure 2A-G)19,20。腫瘍組織では，

肺，口腔の扁平上皮癌にて特異的に高発現を示し，他

の組織型の腫瘍には発現していないか，発現が低いこ

とが明らかになった (Figure 2H-L)20,21。また，口腔領域

から採取された組織を用いた検討により，CD109は正

常口腔粘膜には発現していないが，前癌病変である異

型上皮から高頻度で発現が認められ，高分化型扁平上

皮癌では全例で発現していること，3年以内に扁平上皮

癌に進行した異型上皮のグループは扁平上皮癌に進行

しなかったグループと比較して有意にCD109発現が高

いことが明らかになった (Table 1，2)21。これらの結果

から，CD109は扁平上皮癌の発生に関与している可能

性があることが考えられる。さらに，膀胱癌組織にて

CD109発現を解析したところ，扁平上皮癌よりは弱い

が尿路上皮癌にもCD109が発現していること，そし

て，非浸潤性尿路上皮癌におけるCD109発現は基底部

で強く，CD44の発現パターンと類似していることを明

らかにし，CD109が癌幹細胞にて高発現している可能

性を提唱した (Figure 2M)22。その他，乳腺の腺筋上皮

腫，基底細胞様乳癌，悪性黒色腫，咽頭扁平上皮癌，

頭頸部扁平上皮癌細胞株等での高発現が報告されてお

り，C D 1 0 9発現と発癌との関係が注目されている

(Figure 2N，O)19,23-26。CD109発現は強皮症の皮膚組織で

も高発現していると報告されている27。

CD109の細胞内プロセシング

　CD109は細胞表面に存在するGPIアンカー型糖タン

パクであり，様々な翻訳後修飾を受けていると考えら

れる。我々は，ウェスタンブロッティングにおける

CD109のバンドの多様性に着目し，CD109の翻訳後修

飾について解析した28。CD109のC末端近傍を認識する

抗CD109抗体 (CD109-2抗体，11H3抗体) を用いて，

CD109を過剰発現させた細胞の蛋白抽出液に対する

ウェスタンブロッティングを行うと，25 kDa，190 kDa

の2本のバンドが確認出来るが，CD109のN末端近傍を

認識する抗体 (CD109-4抗体，FLAG抗体) では180

kDa，190 kDaの2本のバンドが認められる (Figure 3A，

B)。この25 kDaの断片がどのように産生されるのかを

解明するために，我々はアミノ酸1270から1273の部位

にある蛋白分解酵素フューリンの認識配列に着目し，

フューリン阻害剤を培養上清中に加えて，CD109のバ

ンドのサイズの変化を検討した。その結果，25 kDaと

180 kDaのバンドは減少し，新たに約205 kDaのバンド

が確認された。また。フューリン認識配列に変異を入

れたCD109を用いた解析でも，25 kDa，108 kDaのバン

ドの消失と205 kDaのバンドの出現が確認出来た (Figure

3C)。この結果から，CD109はフューリンにより切断さ

れ，25 kDaと180 kDaの断片になることが明らかになっ

た。また，ビオチンを用いて細胞表面蛋白を標識し，

免疫沈降によりCD109を分離してウエスタンブロッ

ティングを行ったところ，ストレプトアビジンで確認

出来るバンドは25 kDaと180 kDaであり，190 kDaのバ

ンドは確認出来なかった。この結果から，25 kDaと180

kDaの断片は細胞表面に存在し，190 kDaのバンドは細

胞内にあることが明らかとなった。さらに，細胞培養

上清を用いたウエスタンブロッティングにより，180 kDa

の断片が上清中にも存在していることも判明した28。

　以上の実験結果から，我々はFigure 3Dに示すような

CD109プロセッシングを提唱している。CD109はまず

約155 kDaのコア蛋白として細胞内で産生される。そし

て，小胞体においてGPI構造が付加され，そしてグリ

コシル化が起こり190 kDaの糖タンパクとなり，ゴルジ

体に移動する。ゴルジ体ではさらにグリコシル基が成

熟するため分子量が大きくなり，約205 kDaの糖タンパ

クとなる。そして，細胞質内でフューリンにより切断

され，N末側が180 kDa，GPIアンカーが付加されてい

るC末側は25kDaのサイズになる。その後，C末側の25

kDa断片はGPIアンカーと共に細胞膜のラフトドメイン

に移動し，細胞膜表面蛋白となる。N末側180 kDa断片

は一部はC末側断片と結合した状態で細胞膜表面に存

在し，一部が細胞外へ分泌される。従って，CD109の

N末側断片は，細胞の蛋白抽出液中と培養上清の両方

で同定できる28。培養上清中のCD109は，腫瘍細胞の培

養上清を用いたセクレトーム解析によっても同定され

ている29。さらに，最近では，間葉系幹細胞から派生

する微小胞 (microvesicle) の中にもCD109は同定されて

いる30。このようなプロセッシングを受けて，生理活

性を持つCD109が産生されると考えている (Figure

3D)。このフューリンによる切断は後述するTGF-β1シ

グナルにおける役割のために非常に重要であることも

明らかにした23。

新規TGF-β1シグナル抑制因子CD109─同定，最近の知見，将来の展望─
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Figure 3.  Processing of CD10928

A. Structure of CD109 with FLAG epitope (FLAG-CD109) and positions of epitopes for anti-CD109 and anti-FLAG
antibodies.  B. Detection of CD109.  Whole cell lysates from HEK293 cells transfected with empty vector (VC) or
FLAG-CD109 expression vector were subjected to Western blotting using anti-CD109 antibodies (CD109-4, CD109-
2 and 11H3) and anti-FLAG antibody.  Open arrow head: 190 kDa CD109, closed arrow head: 180 kDa CD109, gray
arrow head: 25 kDa CD109.  C. Analysis of furin-resistant mutant of CD109.  Whole cell lysates and culture media of
HEK293 cells transfected with empty vector (VC), expression vector for FLAG-CD109 or that for furin-resistant
FLAG-CD109 (R1273S) were subjected to Western blotting using anti-CD109 antibodies (CD109-4 and CD109-2)
and anti-FLAG antibody.  The 25 and 180 kDa bands were disappeared and a 205 kDa band was newly detected in the
lane of R1273S.  Closed arrow head: 180 kDa CD109.  D. A proposed model of CD109 protein processing.

村雲　芳樹
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Figure 4.  CD109 negatively regulates TGF-β1 signaling

A. Schematic illustration of the TGF-β1 signaling pathway.  B. Involvement of CD109 in the
TGF-β1 signaling pathway.  CD109 binds to TGF-β1 and then to TGF-β receptor type 1 and
type 2 forming a receptor complex for TGF-β1 signal transduction.  CD109 negatively regulates
TGF-β1 signaling so that SMAD2 and SMAD3 phosphorylation and gene transcription of
target genes are attenuated.

新規TGF-β1シグナル抑制因子CD109─同定，最近の知見，将来の展望─
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CD109によるTGF-βシグナルの調節

1. TGFβ/SMADシグナル伝達経路

　TGF-β/SMADシグナル伝達系は細胞増殖，接着，運

動，分化，アポトーシスなど，多様な細胞生理学的機

能に関与している。個体レベルでは，胎児期の生殖細

胞の発生，皮膚の正常な発生・分化，免疫細胞の増殖

調節，線維増生，創傷治癒，発癌などにおいて，重要

な役割を担っている31-35。TGF-βスーパーファミリーは

30以上のリガンド蛋白より構成されているが，その中

でも3つの相同性が高いTGF-βファミリーリガンド

(TGF-β1，TGF-β2，TGF-β3) は，細胞膜に存在する2

種類の受容体型セリン/スレオニンキナーゼである

TGF-βレセプターtype I，type II (TGFBRI，TGFBRII) と

結合し，細胞内シグナルを活性化する。この際TGF-β

は，恒常的に活性化状態であるTGFBRIIと不活性化状

態にあるTGFBRIを橋渡しするように結合して3者複合

体を形成する。それにより不活性型であったTGFBRI

が活性化状態のTGFBRIIによりリン酸化され活性化型

になる。活性化型TGFBRIには細胞質内に存在する受

容体制御型SMAD (SMAD2，SMAD3) が結合してリン

酸化される。その後，SMAD2，SMAD3はそれぞれ

SMAD4と複合体を形成して核内に移行し，さらに他の

転写因子と複合体を形成して標的遺伝子の転写調節に

関わる (Figure 4A)。また，このTGF-β/SMADシグナル

伝達系にはネガティブフィードバック機構がある。

SMADシグナル活性化依存性に阻害性SMADである

S M A D 6，S M A D 7が発現誘導され，T G F B R Iと

SMAD2，SMAD3の結合を競合的に阻害することによ

り，または活性化型TGFBRIのユビキチン化を誘導し

TGFBRIを分解することにより，TGF-β/SMADシグナ

ルを不活性化させると考えられている31-35。

2. CD109によるTGF-βシグナル調節のメカニズム

　1990年から2000年にかけて，いくつかの研究グルー

プが，TGF-β1に特異的に結合するGPIアンカー蛋白を

同定し，それがTGFBRI，TGFBRIIと結合して受容体

複合体を形成していること，そしてTGF-β1シグナルを

抑制的にコントロールしていることを見いだした36-41。

Philipらはヒトケラチノサイト細胞株HaCaTをPI-PLCに

より処理して細胞表面のGPIアンカー蛋白を遊離させ

た溶液を作成し，TGF-β1のアフィニティーカラムを用

いてTGF-β1に結合する150 kDaのGPIアンカー型蛋白を

分離した。そして，アミノ酸分析により，その蛋白の

部分的なアミノ酸配列を決定し，アミノ酸配列が一致

する遺伝子をデータベース上で検索したところ，当時

すでにクローニングされていたヒトCD109遺伝子が同

定された42。そして，免疫沈降法，GST pull-down法，

ウエスタンブロッティングによりCD109がTGF-β1，

TGFBRI，TGFBRIIと結合することを確認した。さら

に，HaCaT細胞にCD109を過剰発現させると，TGF-β1

刺激によるSMAD2，SMAD3のリン酸化や遺伝子転写

能が抑制され，様々な細胞生理学的反応が抑制される

こと，反対にCD109をノックダウンすると，TGF-β1刺

激によるSMAD2，SMAD3のリン酸化が促進され，

様々な細胞生理学的反応が亢進することを証明した42。

このTGF-β1シグナルの抑制のメカニズムについて，

CD109がTGFBRIとTGFBRIIの細胞内へのインターナリ

ゼーションを誘導して，これら2つのレセプターの分解

を促進している43，また，CD109発現によりSMAD7，

SMURF2とTGFBRIとの結合が促進され，ユビキチン

E3リガーゼであるSMURF2によるTGFRBIの分解が促

進されること，が報告されている44。

　我々は，CD109を過剰発現させた口腔扁平上皮癌細

胞株SASによる検討にて，CD109過剰発現細胞ではコ

ントロール細胞より細胞増殖が早いこと，そして，

TGF-β1刺激による細胞増殖抑制作用が減弱することを

報告した21。さらに，CD109を過剰発現させたHEK293

細胞株による検討にて，CD109は細胞内で蛋白分解酵

素フューリンにより切断され，N末側の180 kDaの断片

の一部が細胞外に分泌されていること (前述)，そして

フューリン認識配列に変異を導入したフューリン不応

性CD109を発現させた時には，TGF-β1シグナルが抑制

されないこと，さらに，細胞表面の25 kDaの断片のみ

ではTGF-β1シグナルは抑制されず，分泌された180 kDa

の断片が培養上清に存在することにより，TGF-β1シグ

ナルが抑制されることを見いだし，分泌される180 kDa

の断片がTGF-β1シグナルの抑制に重要な役割を担って

いることを報告した28。これらの報告により，CD109が

TGF-β1及び受容体と複合体を形成し，TGF-β1シグナ

ルを抑制的にコントロールしていることが明らかと

なった (Figure 4B)。TGF-β1はほぼすべての細胞で発現

し作用を及ぼしているのに対して，CD109は正常組織

では非常に限られた細胞にのみ発現していることか

ら，正常組織ではCD109はある特定の細胞でのみ

TGF-β1シグナルの制御に関わっている，その反面，

CD109発現腫瘍細胞ではTGF-β1シグナルからの脱制御

により，腫瘍増殖に関わっている可能性が考えられ

る。

CD109の生体での機能

1. CD109は正常な表皮形成に重要である

　近年我々は，CD109の個体レベルでの機能の解明を

目指して，CD109遺伝子ノックアウトマウスを作成

し，その表現型の解析を行った。まず，野生型マウス

の諸臓器におけるCD109の発現分布をウエスタンブ

ロッティングにより解析したところ，精巣と皮膚での

発現が確認されたが，その他の臓器ではほとんど発現

が確認出来なかった。この精巣と皮膚での発現は，

村雲　芳樹
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Figure 5.  CD109 expression in mouse tissues45

A. Western blot analysis for CD109 expression in mouse tissues.  Total cell lysates prepared from each tissues of wild-
type (CD109+/+) and CD109 knockout (CD109-/-) mice were subjected to Western blotting with anti-CD109 antibody.
B. Immunohistochemical staining of dorsal skin, sole skin, tongue and testis tissues of CD109+/+ and CD109-/- mice.

CD109ノックアウトマウスでは完全に消失していた

(Figure 5A)。皮膚と精巣での発現分布を抗CD109抗体

による免疫染色にて検討したところ，皮膚では基底細

胞層から有棘層にかけて発現しており，精巣では精細

管内での発現が確認された (Figure 5B)。樹立した

CD109ノックアウトマウスは生存可能であり，生存期

間も野生型との差は認められなかった。CD109ノック

アウトマウスの明らかな表現型として，出生後1週目か

ら4週にかけて一時的に体毛の発育障害が生じ，その後

回復するが野生型マウスと比較して明らかに毛並みが

悪いことが判明した (Figure 6A)。皮膚を組織学的に解

析してみると，CD109ノックアウトマウスでは生後1週

間目から明らかに表皮の肥厚が目立ち始め，それに

伴って毛包の拡張，毛包内の皮脂貯留，脂腺の過形

成，毛の発育障害，毛孔漏斗部からの毛の脱出不全，

が出現することが明らかとなった。この異常は週齢と

共に目立たなくなり，8週時点では表皮のわずかな肥厚

と毛の発育方向の不揃いが目立つのみとなった (Figure

6B)。免疫染色による検討にて，表皮の肥厚は主に基

底層から傍基底層の肥厚よりなり，その原因として基

底層周辺の細胞増殖の亢進が認められた (Figure 6C)。

以上のような現象より，皮膚の異常は表皮の肥厚が原

因となっている可能性が高く，毛包の拡張，体毛の発

育障害，脂腺の過形成性変化は表皮の肥厚による二次

的変化の可能性が高いと考えている。表皮の肥厚を来

すメカニズムを解析するために，CD109欠損による

TGF-β1シグナルへの影響を免疫染色とウエスタンブ

ロッティングにより解析したが，SMAD2のリン酸化の

程度は野生型マウスと差は無く，また創傷治癒アッセ

イ (wound-healing assay) でも野生型と差が認められな

かった。これは，出生時からの恒常的なCD109欠損の

影響に対してTGF-β1シグナルのフィードバック機構が

働き，野生型との差がわからなくなっている可能性が

考えられる。近年，CD109がSTAT3のリン酸化を制御

新規TGF-β1シグナル抑制因子CD109─同定，最近の知見，将来の展望─
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Figure 6.  CD109-/- mice develop skin abnormalities45

A. Macroscopic images of hair growth impairment in a CD109-/- mouse.  Images of the dorsal skin of a CD109-/-

mouse and its CD109+/+ sibling were obtained every 7 days (not all images are shown).  Impairment of hair
growth in the CD109-/- mouse was apparent from P7 to P28, but then hair growth recovered, and no severe
impairment was observed after P35.  B. Microscopic images of skin abnormalities in CD109-/- mice.  H&E-
stained sections of the dorsal skin were prepared from CD109+/+ and CD109-/- mice at each age.  Hair follicles
of CD109-/- mice exhibited ectasia from P14 to P21, and hair shafts were kinked at P14.  Hyperplasia of the
epidermis and sebaceous glands was first observed at P7, and remained at P70.  C. The ratios of BrdU-positive
cells or cleaved caspase-3−positive cells in epidermis of CD109+/+ (blue bars) and CD109-/- (red bars) mice.
Whereas no significant difference was detected in cleaved caspase-3−positive ratio between CD109+/+ and
CD109-/- mice, the BrdU-positive ratio was significantly increased in the epidermis of CD109-/- mice compared
with CD109+/+ mice at P14 and P28 (n = 3).  NS, not significant. *P < 0.05; **P < 0.01.
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Figure 7.  Stat3 phosphorylation was enhanced in the epidermis of CD109-deficient mice45

A. Fluorescence immunostaining of pStat3 in the epidermis of CD109+/+ and CD109-/- mice.  Dorsal skin
sections from CD109+/+ and CD109-/- mice at P14 were immunostained using an antibody against pStat3.  The
level of pStat3 was elevated in the epidermis of CD109-/- mice compared with CD109+/+ mice.  Nuclear
counterstaining was performed using DAPI.  B. Time course analysis of pStat3 and pSmad2 after TGF-β1 (0.1
nmol/l) stimulation in CD109+/+ and CD109-/- keratinocytes.  Phosphorylation of Stat3 and Smad2 was
determined using Western blot analysis.  Levels of pSmad2 induced by TGF-β1 in CD109+/+ and CD109-/-

keratinocytes were almost the same at each time point, whereas levels of pStat3 in CD109-/-  keratinocytes
were significantly elevated under growth factor-free conditions compared with those in CD109+/+ keratinocytes.
Expression of total Stat3 and Smad2 is also shown. Expression of β-actin is shown as a loading control.
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していることが報告されたため46，CD109ノックアウト

マウスの肥厚した表皮でのSTAT3のリン酸化レベルを

免疫染色にて確認したところ，野生型マウスに比較し

てCD109ノックアウトマウスの表皮では有意にリン酸

化STAT3のレベルが亢進していることが明らかになっ

た (Figure 7A)。さらに，CD109ノックアウトマウスの

皮膚からケラチノサイトの初代培養細胞を樹立し，ウ

エスタンブロッティングによりリン酸化STAT3のレベ

ルを検討したところ，CD109-/-の細胞ではCD109+/+の細

胞より明らかにリン酸化レベルが亢進していることが

確認された (Figure 7B)。STAT3はインターロイキン6

の刺激によりリン酸化され，核内に移行して遺伝子転

写を誘導することにより，細胞増殖に大きく関わって

いる蛋白である47,48。STAT3の活性化は，表皮肥厚と過

角化を特徴とする乾癬様症状を来すため，CD109ノッ

クアウトマウスの表皮肥厚のメカニズムにSTAT3の活

性化が大きく関わっていると考えられる49。今回の

ノックアウトマウスの解析では，精巣には組織学的に

野生型との差が確認出来なかったため，精巣における

高発現の意義は未解明のままである。

今後の展望

　CD109は分子が同定されてから約25年，遺伝子配列

が決定されてから10年が経過した。現在までのCD109

研究の流れは大きく3つに分かれる。1) 血液系幹細胞

マーカーとしての利用とGOVa/b同種抗原に関する研

究，2) TGF-β1シグナル抑制因子としての機能解析，

3) 発癌における役割の解明，である。この中では，3)

の発癌における役割がほとんど解明されていない。現

在までの研究にて，CD109は正常組織では非常に限ら

れた細胞にのみ発現が認められるが，腫瘍では扁平上

皮癌での高発現に加えて，膀胱癌，神経膠芽腫，悪性

黒色腫，乳癌などで発現しており，また多くの腫瘍細

胞株にも発現が確認されている。特に，扁平上皮癌で

は高分化型ではほぼ全例で高発現しており，扁平上皮

特異的な発癌メカニズムに何らかの形で関与している

と考えられる。よって，今後は腫瘍組織での高発現の

意義の解明を，扁平上皮癌を中心に行っていく必要が

ある。発癌のメカニズムには 2) のTGF-β1シグナルも

関与しているので，TGF-β1が関与する発癌メカニズム

にCD109がどのように関与しているのかの解明を進め

る必要がある。特に，CD109は高分化型扁平上皮癌や

非筋層浸潤性膀胱癌に高頻度で発現し，低分化型扁平

上皮癌や筋層浸潤性膀胱癌では発現頻度が低いことか

ら，進行癌に対するTGF-β1の腫瘍促進作用や上皮間葉

転換 (epithelial-mesenchymal transition) 誘導との関係も

解明していかなければならない。また，細胞外に分泌

されているCD109が，α2マクログロブリンファミリー

分子としてどのような役割を果たしているのか，非常

に興味深いところである。TGF-β1以外に細胞外で相互

作用する新規分子の発見はCD109の機能の解明に大き

く寄与すると考えられる。さらに 1) の血液系細胞にお

ける研究では，活性化型Tリンパ球，活性化型血小板

において高発現を示すこと，血液系幹細胞にて発現が

認められることから，腫瘍における発現同様に活発な

活動を行っている細胞に発現誘導されていると考えら

れる。発現誘導のメカニズムの解明，プロモーター領

域の解析も大変興味深い課題である。その他，CD109

は精巣で高発現しているが，ノックアウトマウスでも

明らかな形態学的異常が指摘できないことから，その

意義は全く不明である。生殖細胞の成熟や精子形成よ

りも，精子本来の生殖機能に関わる可能性もあり，今

後の研究の進展に期待したい。

おわりに

　CD109は，種々の腫瘍細胞，腫瘍組織での発現，特

に扁平上皮癌での高発現とTGF-β1シグナルの制御の観

点から，発癌との関連が特に注目されている。しか

し，今はまだCD109研究に従事する研究者が少なく，

手つかずの興味深い現象がたくさんある。今後，

CD109研究者が増えて新たな機能の解明が進むことを

期待したい。
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CD109, a novel negative regulator of TGF-β1 signaling

Yoshiki Murakumo

Department of Pathology, Kitasato University School of Medicine

CD109 is a glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored glycoprotein on the cytoplasmic membrane and is a
member of the α2-macroglobulin superfamily.  In human normal tissues, CD109 is expressed on limited cells
such as a subset of hematopoietic cells and hematopoietic stem cells, myoepithelial cells of the mammary and
salivary glands and basal cells of the bronchial epithelia and the prostate glands, whereas it is expressed on
tumor tissues at a high frequency, especially squamous cell carcinomas.  Recently, it has been reported that
CD109 negatively regulates TGF-β1 signaling in human keratinocytes, so that it is of interest to make clear
the involvement of CD109 in tumor development in association with TGF-β1 signal regulation.  In addition,
it has been revealed that CD109 plays an important role in the epidermal development in mice from the study
of CD109-deficient mice.  Further analyses may make clear unrevealed functions of CD109 in the future.

Key words: CD109, TGF-β1 signaling, cancer-testis antigen, squamous cell carcinoma, epidermal
development

村雲　芳樹


