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研究成果の概要（和文）：癌塊中に多数存在する癌内線維芽細胞（Carcinoma-associated fibroblasts: CAFs）
は活性化した筋線維芽細胞集団より形成され、癌進展を促進することが知られている。それ故、CAFsは癌治療の
標的として考慮されるが、具体的な標的分子は知られていない。本研究ではヒストン脱アセチル化酵素阻害剤
HDAC inhibitorがCAFsを不活性化することにより癌進展を抑制する可能性を示唆した。

研究成果の概要（英文）：CAFs（Carcinoma-associated fibroblasts）are often present in various human 
carcinomas. These fibroblasts are also composed of myofibroblasts, a hallmark of activated 
fibroblasts and known to promote tumor progression. However, molecular targets on CAFs have not been
 elucidated yet. In this study, we claim that HDAC inhibitors are a promising to inactivate 
tumor-promoting CAFs to prevent tumor progression. 
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１． 研究開始当初の背景 

癌塊は癌細胞に加えて、癌微小環境中に

存在する線維芽細胞、炎症細胞や血管内

皮細胞などの多数の非癌細胞により構成

されている。これらの間質細胞が、癌細

胞の増殖、細胞死抑制、血管新生、浸潤

や転移に強く影響していることが最近の

研究により明らかにされている。申請者

は、患者乳癌塊より癌微小環境の主な構

成細胞である筋線維芽細胞を豊富に含ん

だ CAFs を抽出し、この細胞が stromal 

cell-derived factor 1 (SDF-1)ｹﾓｶｲﾝと

TGF-の autocrine signaling を獲得

し、癌血管新生や癌細胞の増殖を顕著に

促進することを明らかにした 1-3。これら

の背景のもとに、申請研究は、CAFs を不

活性化することにより、この細胞の血管

新生や炎症促進作用などを抑制し、結果

として癌微小環境を正常化することによ

り癌化・進展を制御するという着想に至

った。 

 

癌促進性の癌微小環境を正常化し癌退縮

を誘導する治療法の前例として、

vascular endothelial growth factor 

(VEGF) 拮抗剤投与による血管新生抑制

が知られている。しかしながら、癌転移

促進などの予期せぬ副作用に加え、期待

された癌抑制効果が得られていないのが

現状である。癌微小環境の正常化をより

効率的に行うためには、新規の標的細胞

や標的分子の同定が不可欠である。申請

者は、癌塊に多数存在する CAFs を標的に

することを計画している。上述したよう

に、CAFs は癌内で活性化筋線維芽細胞と

して存在し、様々な癌促進性のサイトカ

インや増殖因子を産生する。この病態は

線維症と酷似し、CAFs と線維症内に存在

する活性化筋線維芽細胞は極めて類似し

た細胞であることが認識されている。線

維症発症動物モデルにおいて、HDAC 

inhibitor の投与が線維症を有意に軽減

させることが報告されているが、HDAC 

inhibitor が CAFs の活性化を抑制し、癌

進展を抑制するか否かについてはまだ報

告がない。 

 

２．研究の目的 

癌塊中に多数存在する癌内線維芽細胞

（ Carcinoma-associated fibroblasts: 

CAFs）は活性化した筋線維芽細胞集団よ

り形成され、多種多様なサイトカインや

増殖因子を産生し、血管新生や炎症を促

がし癌進展を促進することが知られてい

る。それ故、CAFs は癌治療の標的として

考慮されるが、具体的な標的分子を絞り

込むことは容易ではない。申請者は、ヒ

ストン脱アセチル化酵素阻害剤 histone 

deacetylase (HDAC) inhibitor が CAFs 

を不活性化することを見出した。CAFs を

不活性化することにより、多数の血管新

生および炎症促進性のサイトカインや増

殖因子の産生を抑制することより、癌微

小環境を正常化し、CAFs の癌促進能を抑

制することが予期される。申請研究では、

HDAC inhibitor による CAFs の不活性化

機構および癌促進能の抑制機構を分子レ

ベルで解明して、CAFs を標的にした癌微

小環境の正常化による新規癌治療法の基

礎を築きたい。 

 

３．研究の方法 

癌治療抵抗性や再発などの問題点を克服

できる社会実現の達成に向けて、申請研

究では CAFs を不活性化することにより

癌微小環境を正常化し、飛躍的に治療効

果を向上させるレジメを動物実験レベル

で開発する。このゴールに向けて、次の

目標①～③を設定して戦略的にアプロー

チ す る 。 申 請 研 究 で は 、 ①  HDAC 



inhibitor による CAFs の不活性化の分

子機構を解明する。② 不活性化された

CAFs の癌増殖・悪性化能抑制の分子機構

を調査する。③ CAFs を標的にした癌微

小環境の正常化および癌進展抑制を動物

モデルを使用して検証する。 

以上より癌微小環境の正常化を促すこと

による、より効果的な癌治療法の開発を

目指した架け橋的基礎研究を３ヵ年計画

で試行する。 

 

４．研究成果 

１）HDAC inhibitor による CAFs の不活

性化の分子機構を解明した。 HDCA 

inhibitor の 添 加 に よ り a-SMA, 

TGFbeta1, SDF-1 などの活性化線維芽細

胞のマーカーの発現が低下した。 

２）次に HDAC が不活性化された CAFs の

癌増殖・悪性化能抑制の分子機構を調査

した。HDAC1-shRNA および HDAC 抑制剤の

TSA 処理により、SDF-1 や TGF-b のオート

クラインシグナルが抑制された。 

3)HDAC1-11 までが知られており、クラス

I-IV までの４つのクラスに分類される。

各サブタイブ特異的な HDAC 抑制剤の投

与により、少なくとも HDAC1 が CAFs の活

性化に寄与していることが示唆された。 

４)次に、 CAFs を標的にした癌微小環境

の正常化および癌進展抑制を動物モデル

にて検証するために、CAFs における

shRNA による HDAC1 蛋白の発現抑制は、

乳癌細胞と免疫不全マウスに共移植され

た場合、乳癌細胞の増殖を抑制した。 

 

（考察） 

CAFs の活性化能や癌促進能は、ゲノム遺

伝子変異でなく、エピゲノムの変異によ

り媒介されている可能性が強い。CAFs で

TGFb,  SDF-1, YAP, NF-kb, p62, 

PI3K-AKT, Notch シグナルなどの多くの

シグナルの亢進や低下が報告されている

が、これらの変異がどのように CAFs の癌

促進能の恒常的な維持に寄与しているの

かは明らかでない。 

 

本研究の結果より、CAFs における HDAC

が活性化していることに加えて、HDAC の

抑制が CAFs の活性化や癌促進能を抑制

することが分かった。このことは、CAFs

が恒常的のその癌促進性の表現型を維持

する上で、HDAC の活性化およびヒストン

の脱アセチル化が重要である可能性を示

唆している。 

しかしながら、この作用が、ヒストン脱

アセチル化酵素阻害剤による global な

ヒストンのアセチル化の亢進に依存する

のかあるいは、転写因子などの non-ヒス

トン蛋白のアセチル化亢進に依存するの

か検討する必要がある。 

今後は、CAFs におけるアセチル化の低下

がどのように関連シグナルを調整し、

CAFsの機能に関与しているのかをより詳

細に研究する必要がある。また、CAFs に

おけるエピゲノム異常の臨床的意義に関

しての研究も必要である。 
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