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研究成果の概要（和文）：　膜貫通型レセプターである deleted in colon cancer (DCC)は、リガンドである
netrin-1が結合しない場合、細胞のアポトーシスが誘導されることが知られている。
　本研究では、我々が新たに作製したアポトーシス誘導因子（ΔDCC）の効果をin vitro実験およびin vivo実験
にて詳細に検討した結果、ΔDCC導入によって扁平上皮癌細胞のアポトーシスが誘導され、癌組織縮小効果の傾
向が認められた。また、扁平上皮癌細胞にのみ発現する遺伝子のプロモーターにΔDCCを組み合わせたベクター
を用いることによって、扁平上皮癌に対する新しい癌治療法の確立の可能性が考えられた。

研究成果の概要（英文）： Deleted in colorectal cancer (DCC) is a netrin-1 receptor that is involved 
in axon guidance and cell survival. DCC induces apoptosis when its ligand, Netrin-1, is absent. 
 In this study, we investigated to analyze the inducible apoptosis mechanism by the overexpression 
of ΔDCC lacking Netrin-1 binding site in the carcinoma cells, and in the carcinoma tissue implanted
 into nude mice. The proliferation rates of ΔDCC-overexpressing cells were significantly lower than
 those of controls in vitro. The size of the carcinoma tissue was decreased and the number of 
TUNEL-positive cells was increased in ΔDCC vector injection group in vivo. These results suggested 
that ΔDCC overexpression may induce apoptosis in vitro and in vivo. We supposed the possibility to 
develop a novel method of therapy against oral squamous cell carcinoma by using a new ΔDCC vector 
containing the up-regulatory elements for the transcription of genes that specifically express in 
squamous cell carcinoma.

研究分野： 口腔病理学分野

キーワード： 扁平上皮癌　アポトーシス
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１．研究開始当初の背景 
 口腔の悪性腫瘍の 85%が扁平上皮癌であ
る。主な治療法として切除療法が用いられて
いるが、口腔機能や審美性の喪失を招き患者
の QOL が著しく低下するケースが少なくな
い。したがって、外科的侵襲が少ない新たな
口腔癌の治療法の確立が待望されている。無
制限増殖能、浸潤および 転移が、癌の特徴
として知られているが、最近では、アポトー
シスを回避しているということが分かって
きた。 2004 年 Fearon と Cho らによって、
正常な腸上皮基底部に存在する未分化な上
皮細胞では、膜貫通型レセプターである 
deleted in colon cancer (DCC)とそのリガン
ドである netrin-1 の両因子が発現している
が、アポトーシスがおきている腸上皮上部細
胞では、DCC のみを発現していることが報
告された。このことは、DCC 遺伝子にリガ
ンドが結合しない場合は細胞のアポトーシ
スが誘導されることを示している。  
我々は、netrin-1 結合部位を除去した 

DCC の一部をアポトーシス誘導因子
（DCC）として作製し、それを癌細胞に強
制発現させることでアポトーシスを誘導で
きるのではないかと考え、その影響を  in 
vitro にて予備実験を行ったところ、扁平上皮
癌細胞株において、1) 細胞増殖の抑制、2) ア
ポトーシス関連因子の active-caspase-3 蛋
白の発現上昇、3) TUNEL 陽性細胞数の増加
を認めた。以上より、DCC 導入によって扁
平上皮癌細胞株のアポトーシスが誘導され
る可能性が示唆された。 
一方で、臨床応用するためには、正常細胞

にはアポトーシスを誘導させない選択毒性
が必要である。そこで、扁平上皮癌細胞にの
み発現するベクターの作製を試みた。我々は、
すでに扁平上皮癌に特異的に発現上昇する
因子の検索を行った中から、S100A7 を同定
している（Fukuzawa et al. 2006)。 S100A7 
は皮膚乾癬に高発現する蛋白として見出さ
れたが、口腔癌や癌化初期マーカーの可能性
も示唆されている(Kesting et al, 2009)。また、
cytokeratin 17 (KRT17)は高分化な扁平上皮
癌において高発現すると報告され（Kitamura 
et al. 2012）、扁平上皮癌に特異的に発現する
マーカーとして有用であると考えられる。  
これらの扁平上皮癌細胞特異的に発現す

る遺伝子のプロモーター領域にDCC を組
み合わせた治療用ベクターを作製できれば、
正常細胞ではアポトーシスを起こさずに扁
平上皮癌細胞だけをアポトーシスに誘導で
き、患者にとって副作用の少ない治療法とな
りうる。また、正常扁平上皮細胞において多
少のDCC 発現が起きたとしても、扁平上皮
細胞はターンオーバーにより角化、脱落して
いくため、ベクターによる正常細胞への影響
は少ないと考えられる。このような扁平上皮
癌をターゲットとした新たな治療用ベクタ
ーを提案できれば、口腔扁平上皮癌に対して
非常に有効な治療法となりうる。 

 
２．研究の目的 
 そこで本研究では、まず新たに作製したア
ポトーシス誘導因子（DCC）の効果を in 
vitro 実験および in vivo 実験にて詳細に検討
することを目的とした。また、扁平上皮癌に
特異的に発現上昇しているプロモーター領
域に、DCC を組み合わせた新規扁平上皮癌
治療用ベクターを作製するストラテジーを
立案した。 
 
３．研究の方法 
(1) DCC はシグナルペプチド(SP)とネトリ
ン１などの様々なリガンドと結合する部位
（RP）と細胞膜を貫通しているアポトーシス
を誘導する部分(NC)で構成されている。こ
の RP を切断除去した SP と NC をコードす
る領域からなるアポトーシス誘導因子を
pcDNA3.1 ベクターに組み込んだアポトーシ
ス誘導ベクター (DCC)の作製を行った。 
 
(2) DCC を Lipofection 法によって口腔扁
平上皮癌細胞株 HSC3 に導入し、その影響を
in vitro 実験にて検討した。 

MTS assay を用いて HSC3 における細胞
生存率をDCC 導入の有無による違いを比
較検討した。 
この細胞増殖抑制がアポトーシス誘導に

よるものかどうかを検討する目的で、アポト
ーシス関連因子である caspase-3 の active 
form の 発 現 に 対 す る 影 響 を Western 
blotting 法にて分析した。 
また、TUNEL 染色によりアポトーシス誘

導能を比較検討した。 
 

(3) 免疫不全マウスの背部皮下に移植した
癌細胞へのDCC 添加の影響について検討
した。  
扁平上皮癌細胞株 HSC3 をマトリゲルと

混合後、注射器でヌードマウスの背部皮下に
移植し、発育した腫瘍組織へウイルスエンベ
ロープ HVJ-E を用いてDCC を注入し、癌
組織への影響を検索した。 
マウスの体内の癌組織の発育状態を経時

的に観察しDCC 注入の有無による違いを
比較検討した。 
次に、癌組織を取り出し、腫瘤の最大割面

の HE 染色を行い、その大きさを計測して比
較検討した。 
さらに、組織固定後、TUNEL 染色により

アポトーシス誘導能を比較検討した。 
 
(4) 口腔扁平上皮癌細胞株における DCC と
そのリガンドである netrin-1 の発現につい
て検討した。 

DCC mRNA とnetrin-1 mRNA の発現を
ヒト表皮角化細胞株 HaCaT と扁平上皮癌細
胞株 HSC-2, HSC-3, HSC-4 で real-time 
PCR を用いて発現量の比較検討をした。 

 



(5) 口腔扁平上皮癌組織において DCC と
netrin-1 の抗体を用いて免疫染色を行い、発
現パターンについて検討した。 
 
(6) 口腔扁平上皮癌組織においてKRT17の抗
体を用いて免疫染色を行い、発現パターンに
ついて検討した。 
 
(7) S100A7 プロモーター領域を利用した新
規扁平上皮癌治療用ベクターの作製を行っ
た。 
扁平上皮癌に特異的に発現する遺伝子の

プロモーター領域に(1)で使用した新規アポ
トーシス誘導因子のDCC 遺伝子の配列部
分を接合し、pcDNA3.1 ベクターに組み込み
新規扁平上皮癌治療用ベクターの作製を試
みた。 
  
４．研究成果 
(1) DCC の RP を切断除去した SP と NC を
コードする領域からなるアポトーシス誘導
因子を pcDNA3.1 ベクターに組み込みアポ
トーシス誘導ベクター (DCC)を作製した。 
この DCC を癌細胞に導入すると、細胞内

領域の一部（IC）が切断されアポトーシスを
誘導できると考えた。そこで、DCC の効果
を検討するために(2)と(3)の実験を行った。 
 
(2) DCCをLipofection法によって口腔扁平
上皮癌細胞株 HSC3 に導入し、その影響を in 
vitro 実験にて検討した。  

MTS assay を用いて HSC3 における細胞
生存率をDCC 導入の有無による違いを比
較検討したところ、DCC 導入群は、control
群および空ベクター導入群と比較して有意
に細胞生存率が低くなった。 
この細胞増殖抑制がアポトーシス誘導に

よるものかどうかを検討する目的で、アポト
ーシス関連因子である caspase-3 の active 
form の 発 現 に 対 す る 影 響 を Western 
blotting 法にて分析したところ、DCC 導入
したHSC3におけるActive caspase-3蛋白の
発現量は、control 群および空ベクター導入群
と比較して有意に上昇していた。 
また、TUNEL 染色によりアポトーシス誘

導能を比較検討したところ、DCC ベクター
導入 HSC3 において TUNEL 陽性細胞数が
control 群および空ベクター導入群と比較し
て有意に多く認められた。 

これらの in vitro 実験よりDCC 導入によ
る扁平上皮癌細胞のアポトーシス誘導が認
められた。 
 
(3) 免疫不全マウスの背部皮下に移植した癌
細胞へのDCC 添加の影響について検討し
た。 
腫瘤の体積変化を測定、算出した結果、

DCC vector 導入群では、control 群および
空ベクター導入群と比較して腫瘤の体積が
減少した。 

また、DCC 導入群では癌細胞が減少し、
癌胞巣が縮小し、腫瘤外周部の線維化を認め
た。この腫瘤の面積および癌組織の面積を定
量した結果、DCC 導入群では癌組織の面積
がコントロール群および空ベクター導入群
と比較して有意に減少し、癌組織の腫瘤に占
める割合も有意に小さくなった。 
さらに、TUNEL 染色の結果、DCC 導入

群では、コントロール群および空ベクター導
入群と比較して、TUNEL 陽性細胞数が有意
に多く認められた。 
これらの in vivo 実験よりDCC 導入によ

る癌細胞のアポトーシス誘導による癌組織
縮小効果の傾向が認められた。 
 
(4) 口腔扁平上皮癌細胞株における DCC と
そのリガンドである netrin-1 の mRNA の発
現について検討した。 

DCC mRNA は、ヒト表皮角化細胞株
HaCaT より口腔扁平上皮癌細胞株 HSC-2, 
HSC-3, HSC-4 で発現が低かった。また、
netrin-1 mRNA の発現は、HaCaT より
HSC-2, HSC-3, HSC-4 で発現が高かった。 
これらの結果より、正常のヒト表皮角化細

胞株と比較して口腔扁平上皮癌細胞株では、
DCC の発現が減弱し、netrin-1 の発現が強
いことから、口腔扁平上皮癌細胞株では DCC
の発現減弱による抗アポトーシス作用を有
する可能性が示唆された。 

 
(5) 口腔扁平上皮癌組織において DCC と
netrin-1 の抗体を用いて免疫染色を行い、発
現パターンについて検索した。 
 DCC 蛋白は、いくつかの高分化型癌組織
において、癌真珠の角化層近くの有棘細胞層
に一部発現を認めたのに対し、netrin-1 蛋白
は、癌真珠をともなう高分化型の癌胞巣では、
基底細胞層とその上部数層に発現が強く認
められた。 
 今後、扁平上皮癌組織における DCC 蛋白
と Netrin-1 蛋白の発現と、扁平上皮癌の発
生の関連性の有無については、より詳細な検
討が必要である。 
 
(6) KRT17 が扁平上皮癌において特異的に発
現することが報告されていることから、口腔
扁平上皮癌組織における KRT17 の発現パタ
ーンについて免疫染色を行い確認した。 
 KRT17 は、口腔扁平上皮癌組織において、
腫瘍細胞の細胞質に発現し、隣接する非腫瘍
部には発現を認めなかった。高分化型 OSCC
組織では、癌胞巣の中心部に KRT17 が高発現
したが、癌胞巣外側の基底層での発現は低か
った。中分化型 OSCC 組織では、癌胞巣にお
いて高分化型 OSCC 組織と同様に KRT17 が
高発現した。一方、癌胞巣を呈さない個々の
腫瘍細胞では、癌胞巣と比較し発現は低かっ
た。低分化型 OSCC 組織においては、腫瘍細
胞における KRT17 の発現は低いものの、確か
に発現していた。 



以上より、KRT17 は腫瘍特異的に発現し、
KRT17 の染色強度は腫瘍細胞の分化度に関
連していることが示唆された。 

 
(7) S100A7 プロモーター領域を利用した新
規扁平上皮癌治療用ベクターの作製 
扁平上皮癌に特異的に発現する遺伝子の

プロモーター領域に(1)で使用した新規アポ
トーシス誘導因子のDCC 遺伝子の配列部
分を接合し、pcDNA3.1 ベクターに組み込ん
で新規扁平上皮癌治療用ベクターの作製を
行った。 
 
本研究結果から、アポトーシス誘導ベクタ

ー（DCC）導入によって扁平上皮癌細胞の
アポトーシスが誘導され、癌組織縮小効果の
傾向が認められた。また、臨床応用するため
には、正常細胞にはアポトーシスを誘導させ
ない選択毒性が必要であるが、扁平上皮癌細
胞にのみ発現する S100A7 や KRT17 などの
遺伝子を利用したベクターを用いることに
よって、口腔扁平上皮癌に対して新しい癌治
療法の確立の可能性が考えられた。 
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