
110 埼玉医科大学雑誌　第 44巻　第 2号　平成 30年 3月

学内グラント  報告書

緒　言

　近年の分子生物学的研究により，悪性腫瘍のさまざまな
分子機構が解明されつつある．その中で多岐にわたる機能
を誘導するkey moleculeであるMYCに関わる研究は，現
在脚光を浴びている．
　MYCは増殖シグナルが入るとMYC関連分子であるMAX

（MYC-associated factor X）と互いの bHLHLZ（base helix-
loop-helix leucine zipper）ドメイン同士を介して結合し，
MYC-MAX複合体として標的遺伝子の制御領域上のE-box

（CANNTG）に結合し，転写因子として働く 1)（Fig. 1）．この

際通常，MYCの発現とMAXの発現は相関することが知ら
れている．
　我々は悪性リンパ腫の一亜型である，未分化大細胞型
リンパ腫（ALCL: anaplastic large cell lymphoma）の一部
において，MYCの発現があるのにも関わらず，MAXの
発現がみられないことを見出した（Fig. 2）．さらにIn vitro
においてALCLの細胞株でのMYC，MAXの発現を検討
したところ，症例と同様にMYCの発現があるにも関わら
ず，MAXの発現が抑制されていた．このことから，一部
のALCLにおいてMAXの発現抑制が恒常的に起きている
ことが示唆される．
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Fig. 1. (A)非増殖期ではMAXはhomodimerを形成し，MYCの働きを抑制する．(B)増殖期ではMYCは
MAXとheterodimerを形成し，標的遺伝子のpromotor領域にあるE-Boxに接合し，転写をONにする．

Fig. 2. (A)MAXの免疫染色．MAXは非腫瘍性のリンパ球（白矢印）で発現がみられるが，腫瘍細胞では発現を
みとめない（黒矢印）．(B)MYCの免疫染色．MYCの発現は腫瘍細胞，非腫瘍リンパ球ともにみられる．
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　公共のデータベース（TCGA）を用いて多数の癌サンプル
でのMYC，MAXの発現を解析すると，その多くでMYC
の発現とほぼ相関するようにMAXの発現を認めており，
MAXの発現抑制はほとんどみられなかった．以上のこと
からALCLでのMAXの発現抑制所見は疾患特異的な変化
であることが示唆される．そのため，MAXの発現抑制の
機序を明らかにすることは，ALCLの病態メカニズムの一
端を解明するものと期待される．
　他の悪性腫瘍ではMAXの遺伝子変異によるMAXの発
現抑制やその予後との関連について報告があるものの 2, 3)，
悪性腫瘍におけるMAXの発現の調節機構はいまだ不明で
ある．
　本研究では，①ALCLにおけるMAXの発現抑制機構を
解明することを目的とし，さらに②ALCL症例において
MAXの発現の有無が予後予測マーカーとなりうるかを検
討する．

材料と方法

　In vitroの研究では，主にALCL細胞株を使用し，MAX
の発現抑制機構の解明を，In vivoでの研究では，ALCL症
例におけるMAXの発現の有無とその予後との関連につい
て検討した．
①ALCLにおけるMAXの発現抑制機構の解析．
　2種類のALCLの細胞株（K299, SUDHL-1）を用いて以下
の解析を行った．
A. Sanger sequence
　他の悪性腫瘍での検索では，MAXのエクソン領域の遺
伝子変異によってMAXの発現が消失しているという報
告がある．そこでALCLでも同様の機序によってMAXの
発現抑制している可能性を考え，2種類のALCLの細胞株
の細胞のDNA抽出を行い，MAXのエクソン領域のDNA 
sequenceを行った．
B. DNA脱メチル化剤の投与
　多くの悪性腫瘍ではDNAのメチル化やヒストン修飾に
よって遺伝子の発現が調節されることが知られている．そ
こでALCLでのMAXの発現抑制がDNAのメチル化による
ものかどうかを調べるために，ALCLの細胞株へDNA脱
メチル化剤を投与後にタンパクを抽出し，Western blot法
にてMAXの発現回復の有無の検討を行った．
②ALCL症例におけるMAXの発現の有無と予後との関連．
　ALCL症例におけるMAXの発現の有無を調べ，その発
現の有無と予後との関連について検討し，MAXの発現の
有無が予後予測マーカーとなりえるかを解析する．対象症
例は埼玉医科大学総合医療センターにて1990年から2016
年までにALCLと診断された17症例．すでに採取済みの生
検ならびに切除検体に対しMAXの免疫染色を行った．症
例をMAXの有発現群と無発現群に分け，その発現の有無
と予後との関連を統計解析ソフト（JMP®12.0.1）を用いて
検討した．本研究は埼玉医科大学総合医療センターの倫理
委員会にて承認済みである（No. 1267）．

結　果

①ALCLにおけるMAXの発現抑制機構の解析．
　2種類のALCLの細胞株に対し，MAXのエクソン領域
のDNA sequenceを行ったが，遺伝子変異は認めなかった．
公共のデーターベース（TCGA）におけるDNA sequenceの
結果も同じであり，遺伝子変異によるMAXの発現低下，
消失は否定的と考えられた．つぎに，DNA脱メチル化薬に
よるMAXの発現の回復の有無を検討したが，明らかな発
現の回復は認められなかった．In vitroでの解析は上述の
解析にとどまっており，研究期間内にMAXの発現抑制機
構の解明には至らなかった ．
②ALCL症例におけるMAXの発現の有無と予後との関連．
　ALCL17症例の患者背景は年齢の中央値は50歳，性別
は男性7名，女性10名，ALK陽性5例，陰性12 例，腫瘍
部位は皮膚7例，リンパ節4例，肺3例，消化管1 例，骨
髄1例， 不 明7例 で あ っ た．血 清IL-2Rは 平 均 3810 U /
ml（365-11700）で，LDHの 平 均 は 240 IU /L（143-493）で
あった．予後解析を行ったところ，全ALCL症例の5年生
存率は約40 %であった．またMAXの発現の有無の2群間
に分けて予後解析したところ，5年生存率はMAX有発現
群，無発現群がそれぞれ42 %, 36 %（p=0.77）であった．両
群間で統計学的な有意差は認めなかったものの若干MAX
の無発現群のほうが予後は悪かった．

考　察

　ALCLにおけるMAXの発現抑制機構の解析を行ったが，
研究期間中にMAXの発現低下の原因の解明には至らな
かった．MAXの発現抑制の原因としてほかにMAXの発現
を調整する分子やmiRNAを介した発現抑制の文献報告が
あり2, 5)，それらの文献を参考に今後もMAXの発現抑制機
構の解明にむけて研究継続予定である．
　またALCL症例におけるMAXの発現の有無と予後解析
を行ったところ，統計学的な有意差は得られなかったもの
の，MAX無発現群のほうがやや予後が悪かった．このこ
とから，ALCLではMAXは他の報告と同様に癌抑制遺伝
子としての働く可能性があることや 2)，その発現の有無が
予後予測マーカーとなりうる可能性が示唆された．今後も
症例を増やして検討していく予定である．
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