タイトル

乳がん治療を目指した選択的な受容体型転写因子調節薬の研究

作成者（著者）

齋藤, 菜緒

公開者

東邦大学

発行日

2021.03.17

掲載情報

東邦大学大学院薬学研究科 博士論文 内容の要旨及び審査結果の要旨. 7.

資料種別

学位論文

内容記述

主査: 山本 千夏 /

著者版フラグ

none

報告番号

32661甲1010号

学位記番号

甲第132号

学位授与年月日

2021.03.17

学位授与機関

東邦大学

メタデータのＵＲＬ

https://mylibrary.toho-u.ac.jp/webopac/TD28181797

博 士 学 位 論 文

論 文 内 容 の 要 旨
お よ び
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨

東

邦

大

学

乳がん治療を目指した選択的な受容体型転写因子調節薬の研究
分子病態解析学講座
齋藤 菜緒 印
【序論】遺伝子発現制御の中心を担う転写因子は、特異的 DNA 配列に結合し、転写共役因
子複合体を形成して標的遺伝子の転写を制御する。受容体型転写因子は、ステロイドホルモ
ンや脂溶性ビタミンなど低分子リガンド依存的に活性制御を受け、異なる複数の標的遺伝
子の発現制御を担うことで様々な生理機能調節に関与する転写因子である。受容体型転写
因子として、核内受容体（nuclear receptor；NR）スーパーファミリーや芳香族炭化水素受容
体（aryl hydrocarbon receptor；AHR）などが知られている。これら受容体型転写因子の標的
遺伝子には疾病に関与するものも多く、アメリカ食品医薬品局（FDA）が認可している医薬
品の約 13％が NR スーパーファミリーを標的としたものである。したがって、低分子化合
物で活性を制御できる受容体型転写因子の新規リガンドの同定やその機能を利用した新た
な治療戦略の開発は重要な研究対象である。
わが国において乳がんは、女性の部位別がん罹患率で最も高く、女性のがんによる死亡の
主な原因の一つである。乳がんの約６～７割は NR スーパーファミリーに含まれるエストロ
ゲン受容体（estrogen receptor；ER）陽性であり、エストロゲン依存的ながん細胞の増殖が認
められる。ER 陽性乳がんの第一選択治療薬であるタモキシフェンやトレミフェンは、選択
的エストロゲン受容体調節薬（selective estrogen receptor modulator；SERM）であり、組織特
異的に作用を発揮するリガンド（選
択 的 核 内 受 容 体 調 節 薬 、 selective
nuclear receptor modulator；SNRM）の
一つとされている。図１に示すよう
に、タモキシフェンは乳がん組織に
おいて抗エストロゲン作用、子宮体
や子宮内膜においてはアゴニスト作
用を示す。
当教室前所属の菅野らは、組織選択性に加え、同一組織においても遺伝子選択的に発現を
調節できる受容体型転写因子リガンドの存在を提案している 1, 2)。このコンセプトを基盤に
本研究では、乳がんに着目し、
「受容体型転写因子の多様な機能はリガンドにより同一組織
においても調節・選択することが可能であり、そのようなリガンドは新たな乳がん治療薬と
なり得る」という作業仮説を立てた。そこで第 1 章では、ER を標的として乳がんにおける
さらなる新しいタイプのリガンドの探索を試みた。また第 2 章では、SNRM の作用概念を
もとに、NR とは構造が異なる受容体型転写因子 AHR においても機能選択的調節薬の存在
を仮定し、乳がんにおける治療薬としての可能性を検討した。

第 1 章 選択的 ERα 部分アゴニスト 10-dehydrooxyglycyuralin E の同定（対象論文 1）
【背景】一般的な SERM を用いた乳がん治療では、5～10
年単位の長期投与が必要なため、他組織における副作用
発現のリスク増加や薬物耐性の獲得が問題とされ、代替
治療薬となる新規 SERM の開発が期待されている。既存
の組織選択的な SERM に加えて、乳がん組織内において
も ER の有益な機能（作用）を選択的に発現する新たな
タイプのリガンド（SERM）を発見できれば、これらの問題の解決につながる可能性がある
（図２）
。SNRM の一つである選択的アンドロゲン受容体調節薬は、アゴニストに対して 5080%の転写活性化作用を示すことが報告されている（reporter assay による部分アゴニスト活
性）3)ことより、本章では ERα に対する部分アゴニスト作用及び ER 陽性乳がんにおけるエ
ストロゲン依存的細胞増殖作用の 2 種類のスクリーニング系の解析を組み合わせることで、
乳がん治療における新たなタイプのリガンド（SERM）を見つけられると考え、探索した。
【方法】約 200 種の化合物ライブラリー（東邦大学薬学部生薬学教室より提供）による ERα
応答性及び ERα を介した転写活性化作用を評価するために、ヒト胎児腎細胞由来細胞株
HEK293 を用いて reporter assay（mammalian one-hybrid assay、ER 応答配列 reporter assay）に
よりスクリーニングを行った。また、ERα 陽性のヒト乳がん由来細胞株 MCF-7 のエストロ
ゲン依存的細胞増殖に対する候補化合物群による影響を MTS assay により評価した。
【結果及び考察】化合物ライブラリーを用いて ERα のリガンド活性を mammalian one-hybrid
assay によりスクリーニングした結果、2-arylbenzofuran 骨格を含む化合物 T シリーズ（T1～
T22）が同定された。さらに ER 応答配列 reporter assay により ERα のアゴニストであるエス
トロゲン（17β-estradiol；E2）と比較して、80％以下の部分アゴニスト活性を示した 5 つの
化合物（T2、T7、T9、T10、T12）を選
択した（図３①）
。
次に、MCF-7 細胞を用いて、化合物
T シリーズの細胞増殖への影響を検証
した。その結果、ほとんどの化合物が
細胞増殖促進作用を示したのに対し、
T9 は細胞増殖に対して影響しなかっ
た。さらに、T9 は E2 依存的細胞増殖
を抑制することが明らかとなった（図
３②）
。
2 種類のスクリーニング結果を
踏まえ、T9（10-dehydrooxyglycyuralin
E）を、エストロゲン依存的細胞増殖
抑制作用を示す新たなタイプの
SERM 候補化合物として選出した。

【小括 1】乳がん組織において、エストロゲン依存的細胞増殖の抑制作用を選択的に発現す
る新たなタイプの ER 部分アゴニスト T9 を見出すことができた。したがって、NR の分子
機構を基盤としてスクリーニング法を組み合わせることにより、乳がんにおける新たな
SERM を探索できる可能性を示すことができた。
第 2 章 AHR リガンドによる乳がん幹細胞由来の腫瘍様塊形成抑制作用（対象論文 2）
【背景・目的】受容体型転写因子である AHR は、ダイ
オキシン類の毒性を仲介するタンパク質として同定さ
れ、様々な毒性学的観点から研究されてきた（図 4）
。
その一方で近年、抗炎症作用や抗腫瘍作用があること
が報告されている。菅野らは、AHR アゴニスト（βnaphthoflavone；βNF）が乳がん幹細胞由来の腫瘍様塊
形成を抑制することを見出している 4)。がん幹細胞は、抗がん薬や放射線に抵抗性を示し、
再発や転移の原因となると考えられている。したがって、AHR が乳がんの根治療法として
有用な治療標的となる可能性を提示しているが、先述したように AHR の活性化には毒性学
的懸念が残されている。本章では、この AHR による乳がん幹細胞由来の腫瘍様塊形成抑制
作用の治療応用化を目指す一環として、SNRM の作用概念をもとに、AHR の毒性的作用と
有益的作用の選択的な機能調節薬の存在を仮定し、その可能性を検討した。
【方法】MCF-7 細胞及び MCF-7 AHR ノックアウト（AHR-KO）細胞を用いて足場非依存性
培養条件下にて低密度で播種し、5 日間培養した（mammosphere formation assay）。播種と同
時に、既知の AHR アゴニスト（βNF、3-methylcholanthrene；3MC、dimethylbenz[a]anthracene；
DMBA、indirubin を含む全 9 種）を処置し、乳がん幹細胞由来の腫瘍様塊形成能に対する各
AHR アゴニストの影響を評価した。典型
的な AHR 機能の１つの指標として、転写
活性化作用を AHR 応答配列 reporter assay
にて評価した。
【結果及び考察】Mammosphere formation
assay において、各 AHR アゴニストによ
る AHR の活性化は、乳がん幹細胞由来の
腫瘍様塊形成を抑制し、その抑制作用の
強さはアゴニストによって異なることが
明らかとなった。3MC 及び DMBA 処置
は、乳がん幹細胞由来の腫瘍様塊形成に
対して AHR 依存的な強い抑制作用を示し
た。また、それら以外のアゴニスト処置で
は弱い抑制作用が認められたが、一部で
AHR 非依存的な抑制作用が観察された。

一方で、AHR を介した転写活性化作用は、腫瘍様塊形成を強く抑制した 3MC 処置により
強く認められたが、DMBA 処置では弱かった。また、indirubin は腫瘍様塊形成の抑制作用
は弱かったが、3MC と同等の強い転写活性化作用が認められ、DMBA とは逆のパターンを
示した。以上のことより、AHR アゴニストによる腫瘍様塊形成抑制作用と転写活性化作用
は必ずしも相関しないことが明らかとなった（図５）
。
【小括 2】AHR アゴニストによる乳がん幹細胞由来の腫瘍様塊形成抑制作用は、アゴニス
トによって異なることが明らかとなった。またこの抑制作用の強さは、AHR の典型的な機
能の 1 つである転写活性化作用と必ずしも相関しないことが明らかとなった。これらの結
果より、
リガンドによって AHR の複数の機能を選択的に発現可能であることが示唆された。
【総括】本研究では、
「受容体型転写因子の機能を調節・選択可能なリガンドが存在し、そ
れらは新たな乳がん治療薬となり得る」という作業仮説のもと、新たなタイプのリガンド探
索を行った。第 1 章では、NR の分子機構を基盤としたスクリーニング法の構築により、乳
がん組織において ER の有益な機能を選択的に発現するリガンドが探索できる可能性を示
した。第 2 章では、NR とは構造の異なる受容体型転写因子 AHR においても、リガンドに
よってその機能を調節できること、また複数の機能を選択的に発現可能であることを示唆
する結果を得ることができた。今後、本作業仮説を満たすリガンドの同定及びその分子メカ
ニズムの理解を基盤とした新たな乳がん治療薬の開発に貢献されることが期待される。
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