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緒　言

　悪性腫瘍の治療は，手術療法，化学療法，放射線療法の
3つを中心に発展を遂げてきた．中でも化学療法は，分子
標的治療薬の出現，免疫チェックポイント阻害薬の開発な
ど目覚ましい発展を遂げている．
　これらとは異なる機構のひとつとしてエピジェネティ
クスに関連する機構が注目されているが，その主たる機
構はメチル化とヒストン修飾である．ヒストン修飾におい
て，ヒストン脱アセチル化酵素阻害薬（Histone Deacetylate

（HDAC）inhibitor）はその代表である．
　ヒストンは，DNAの3次元構造を司るタンパク質であ
り，アセチル化および脱アセチル化によりDNAの転写を
制御している．癌細胞ではしばしば過剰な脱アセチル化が
起こっており，がん抑制遺伝子など，そのものに異常がな
くとも作用が妨げられている状態にあることが分かって
きた．HDACは単なる脱アセチル化酵素としてだけでな
く，細胞内で転写調節に関わるタンパク質と複合体を形成
することにより，遺伝子発現調節に深く関わっている．ヒ
ストン脱アセチル化酵素阻害薬は，この点に注目した分子
であり，発現抑制された遺伝子の発現を促進させる作用を
持っている．
　HDAC inhibitorは4つClassに分類することが可能で
ある．1 つ目はヒドロキサム酸（Hydroxa-mate）であり，
自然界でHDAC阻害作用をもつ物質として最初に発見
されたTrichostatin A（TSA）や，その構造アナログである
SAHA（Suberoyl anilide hydroxamic acid, Vorinostat）が こ
の群に含まれる．SAHAは，HDAC inhibitorとして初め
てT細胞リンパ腫に臨床応用された．日本でも2011年に承
認申請され現在に至っている．2 つ目はCyclic peptideで，
Depsipeptide（FK228）が該当する．大腸がん，乳がんなど
の固形癌だけでなく，慢性リンパ性白血病や急性骨髄性白
血病に対して第Ⅰ相試験が行われ，腎細胞がん，肺がんに
対しては第Ⅱ相試験が行われている．3 つ目は脂肪酸であ
り，その代表はバルプロ酸である．主としてATRAやエピ
ルビシンなどとの併用による第Ⅰ相試験が行われている．
そして4 つ目は，benzamideである．この後も，次々に新
薬が開発され，代表的なものを挙げれば，Romidepsinや
Belinostatが皮膚T細胞リンパ腫や末梢性T細胞リンパ腫に

対する治療薬として臨床応用されている．
　Brunettoらは，HDAC inhibitorの一つであるResminostat
の第Ⅰ相試験について報告した 1)．固形がん患者19名に
対して100 mgから800 mgまでの5段階で投与を行ったと
こ ろ，800 mgで は，Grade3の 嘔 気・ 嘔 吐，Grade2の 肝
酵素上昇が1人にみられたため，第Ⅱ相試験の推奨用量
は600 mgであると結論付けている．日本人患者における
データは，Kitazonoらが報告しているが 2)，疾患は大腸が
ん，膵がん，肺がんなどの固形がん患者であり，400, 600, 
800 mgの3段階での投与を行った．リンパ球減少，血小
板減少，好中球減少などが見られたものの，dose limiting 
toxicitiesの発生はなく，日本人での推奨用量は800 mgで
あると結論付けている．
　HDAC inhibitorを用いた臨床試験は，第Ⅰ相試験も含め
ればすでに200を超えている．しかし，婦人科がん領域に
限定した研究はなく，基礎的な研究を行い，第Ⅱ相試験に
発展させることは大いに意義があると考える．
　本研究では子宮体がん，および卵巣がん細胞株に対して，
HDAC Inhibitorでどの程度の用量で細胞死が誘導できるか
を検討する．とくに卵巣がん細胞株では，異なる組織型の
細胞株を利用して，効果に違いがあるかどうかも検討する．
HDAC inhibitorに対する卵巣癌細胞株のviabilityを測定
する．また，患者から得られた手術摘出検体，腹水などの
細胞から初代培養細胞を利用し 3)，それらに対してHDAC 
Inhibitorがどの程度効果を表すかを検討する．その検討を
通して，初代培養細胞を用いた婦人科がんにおけるHDAC
阻害剤の効果予測因子の探索を行う．さらに抗原賦活効果
や抗原提示作用などに関しても検討し，免疫療法との併用
の可能性を探る．

材料と方法

1) 細胞株を用いたHDAC Inhibitorの効果判定
　培養細胞を用いた基礎実験においては，複数の細胞

株に対して，それぞれ異なる用量のHDAC Inhibitor 
（vorinostat）を作用させ，用量反応曲線を用いて，至適
用量を決定する．細胞死の判定については，吸光度を
用いたMTS assayもしくはMTT assayにより行う．

2) 初代培養細胞を用いたHDAC inhibitorの効果判定
　文書によって同意の得られた患者から，手術摘出検体
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図 1. 細胞株におけるvorinostatの細胞障害性．

図 2. 患者由来初代培養がん細胞におけるvorinostatの細胞障害性．

もしくは腹水などの細胞から初代培養細胞を利用し，
HDAC inhibitor（vorinostat）を 作 用 さ せ， 細 胞 障 害 効
果を測定する 1)．と同様細胞死の判定についてはMTS 
assayもしくはMTT assayを行う．

3) HDAC阻害剤の免疫活性作用の検討
　患者由来細胞にvorinostatを作用し，24時間後に細胞

を 回 収 し，total RNAを 抽 出 す る．qRT-PCR法 に て
HLA-classⅠ/Ⅱなどの抗原提示能，IDO（Indoleamine-
pyrrole 2,3-dioxygenase），PD-L1などの抑制性の免疫
やNKG2DなどのNK細胞活性に関連する分子について
遺伝子発現の変動を検討し，HDAC阻害剤の免疫原性，
免疫抑制解除および自然免疫増強を評価し，免疫治療
との併用についての基礎的な検討を行う．

結　果

1) 婦人科癌細胞株におけるHDAC阻害剤の細胞障害性
　卵巣癌細胞株SKOV-3, KOC-7C, OVCAR-3 及び子宮

体癌細胞株HEC-1-Aを用いてvorinosatatを種々濃度
で添加し，72時間後の細胞障害性をMTS法にて評
価した．図1に示すように，いずれに細胞株において

のvorinostatによる細胞障害性を認めたが，SKOV-3, 
KOC-7C, HEC-1-AのIC50が5 uM以下なのに対して，
OVCAR-3ではIC50が20 uM以上であった．このこと
からvorinosatatに対して感受性の高い婦人科がん細胞
株と低い婦人科がん細胞株が存在することが明らかに
なった．

2) 婦人科癌患者由来初代細胞におけるHDAC阻害剤の細
胞障害性

　6例の卵巣癌患者及び2例の子宮体癌患者手術検体を
メスで細切しディスパーゼ及びDNaseⅠを添加し，
100, 70, 40 umのセルストレーナーに順に通した後に，
EpCAM陽性細胞をマグネットビーズを利用して分離
し，コラーゲンⅠでコーティングしたプレートで培養
し，種々の濃度のvorinostatを添加し72時間後にMTS
法にて細胞障害性を評価した．図2に示すように，卵巣
癌ではvorinostatに感受性の症例から，ほとんど細胞障
害性を示さない抵抗性の症例まで幅の広い反応性が確
認できた．一方子宮体癌は2例のみの検討であるが，い
ずれもvorinostatに対しては感受性が比較的低かった．

3) HDAC阻害剤による免疫関連遺伝子の変動
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　5例の患者由来の初代卵巣癌細胞にvorinostatを作用
させ，24時間後に遺伝子発現の変動を検討した．図 3
に 示 す よ う に，MICA /B, HLA-classⅡ分 子, CD40, 
OX40Lの発現を上昇させることが明らかになった．こ
のことはHDAC阻害剤添加により，腫瘍細胞がMICA /
B, ULBPを介してNK細胞を活性化させるだけでなく，
HLA-classⅡ, CD40, OX40Lの発現増強により，腫瘍
に存在する腫瘍抗原の提示能を強化する可能性が示さ
れた．

考　察

　卵巣癌及び子宮体癌の細胞株及び患者由来初代培養がん
細胞を用いて，HDAC阻害剤であるvorinostatの細胞障害
性及び免疫関連の遺伝子変動を検討した．Vorinostatは単
剤で婦人科がん細胞に細胞障害性を示すことが，細胞株及
び患者由来初代細胞で確認できたが，その感受性にはかな
り幅があることが明らかになった．症例をさらに追加する
必要があるが，その原因は現時点では明らかでない．今後
は感受性株及び抵抗性株の遺伝子発現を網羅的に比較し

図 3. 患者由来初代培養がん細胞におけるvorinostatによる免疫関
連遺伝子の変動．

て，細胞障害性を予測できるようなバイオマーカーの確立
が必要となると考えられた．症例数は少ないが今回の検討
からは子宮体癌よりは卵巣癌がvorinostatの良いターゲッ
トになる可能性が示唆された．
　Vorinostatを作用させることにより，種々の免疫関連の
遺伝子変動が確認できた．今回のデータからは，vorinostat
により腫瘍がプロフェッショナルな抗原提示細胞と類似
した分子を発現し，NK細胞を及びT細胞の両方を活性化
することが示唆された．つまりT細胞がエフェクターと考
えられる免疫チェックポイント阻害剤との併用に大きな力
を発揮する可能性がある．HDAC阻害剤は単剤での抗腫瘍
効果に加え，免疫療法との相乗効果が期待でき，今後の婦
人科癌治療に非常な重要な役割を示す可能性が示された．
さらなるデータを積み重ね，婦人科がん治療への応用が
待たれる．
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