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研究成果の概要（和文）：エストロゲンは、生理的に、或いは乳癌、骨粗鬆症をはじめとするヒト疾患の発症および進
展において重要な役割を果たすことが知られている。我々は、エピジェネティクス制御因子、KDM4B/JMJD2B、がエスト
ロゲンの機能制御に重要な役割を果たす事を見出した。現在まで、エピジェネティクス制御因子がどの様に乳腺上皮の
発達を制御し、乳がん発症に影響を与えるかは個体レベルでは十分に解明されておらず、我々の知見は、KDM4B信号伝
達経路が新規治療標的となる可能性を示唆している。

研究成果の概要（英文）：The estrogen receptor (ER) signaling pathway is the established therapeutic
target of Luminal A breast cancer, thus determining the molecular basis of the ER signaling pathway is
crucial for understanding the biology of breast cancer and overcoming hormone therapy resistance.
We have identified that an H3K9 histone lysine demethylase, KDM4B/JMJD2B, regulates estrogen signaling
pathway by acting as a transcriptional co‑activator for promoting ER‑dependent cell proliferation. In
addition, further cell biological, biochemical, and epigenomic analyses of human cancer cell lines and
our tissue‑specific Kdm4b knockout mice have uncovered the full spectrum of activities of KDM4B in
regulating critical oncogenic signaling pathways and mammary gland development. We thus propose that
KDM4B signaling pathway is a potential target for cancer treatment.
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