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研究成果の概要（和文）：IgGシグナルペプチド(ss)‑細胞膜移行シグナル(Atp)‑E7由来Rb結合ペプチド(RbB)‑E7由来my
c結合ペプチド(MycB)‑5量体化COMPドメインペプチド(COMP)‑6xHisタグおよび各種欠失体を発現する組換えアデノウィ
ルスベクターの作製に至った。また、HPVE6タンパク質を5つの領域に分断し、ss‑Atp‑ RbB‑MycB‑COMPに組み込んだ遺
伝子を作製し、アデノウィルスへの組み込みを行い、これらのウィルスをHeLa細胞、CaSki細胞、C33a細胞、A431細胞
に感染させ、細胞障害性を検討した結果、HeLa細胞では全てのウィルスで傷害性が認められた。

研究成果の概要（英文）：Adenovirus vector expressing IgG signal peptide(ss)‑cell penetrating peptide(Atp)‑
E7 pRb‑binding peptide(RbB)‑E7 c‑myc‑binding peptide(MycB)‑pentameric COMP domain peptide(COMP)‑6xHis was
constructed. Several deletion variants as well as vector containing partial HPV E6 peptide were also gener
ated. Cell lines such as HeLa, CaSki, C33a, and A431 were infected with these adenoviruses to examine the
cytotoxicity. Growth inhibition was observed only in HPV18 positive HeLa.

研究分野： 医歯薬学
科研費の分科・細目： 外科系臨床医学・産婦人科学

キーワード： HPV
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１． 研究開始当初の背景
子宮頸癌は年間約 1 万人が罹患し、3500 人
が死亡している。早期に発見されれば治癒可
能な癌であるが、進行癌と診断された場合に
は治癒困難な疾患である。子宮頸癌の原因と
してヒトパピローマウイルス（
してヒトパピローマウイルス（HPV）感染が
）感染が
重要な役割を担っており、なかでもウイルス
タンパクである E6
E6，E7 タンパクは P53、
、Rb
癌抑制遺伝子産物の分解や失活に深く関与
し、最終的に細胞周期を攪乱し癌化に寄与す
ると言われている。したがって、これらのウ
イルスタンパクの機能阻害を分子標的治療
のターゲットとすることは理解されやすい。
HPV 感染による子宮頸部発
感染による子宮頸部発癌メカニズムの解
癌メカニズムの解
明はすすんでおり、
明はすすんでおり、E6，E7 タンパクは共同で
細胞の不死化、アポトーシスの抑制、細胞の
異常増殖、細胞分化の抑制、免疫応答の抑制
に働いていることが判明している
に働いていることが判明している。
E6，
，E7 遺伝子はウイルスゲノム上隣接した
領域にあり、mRNA では同一転写産物から翻訳
されてタンパクが産生されている。このこと
を利用して siRNA によるウイルス遺伝子発現
抑制を企図した分子標的治療の開発が模索
されてきた。研究者が所属している研究室か
らも HPV18 型の E6
E6，E7 遺伝子発現抑制によ
る分子標的治療の基礎的研究が報告されて
いる（
いる（Fujii
Fujii T, Int J Oncol,2006）
Oncol,2006）
。しかし
ながら、
ながら、siRNA は細胞内への遺伝子導入効率
とその発現作用時間に限界があり、治療の実
用化には至っていない。
現在、タンパク分子間の相互作用を遮断す
る安定した小分子の開発が将来の治療薬候
補として期待されている。実際にタンパク構
造骨格を基盤として combinatory chemistry
の手法を用いた小分子のスクリーニング解
析が行われているが、その後の機能解析に時
間のかかる難点がある。
研究者は以前より、Rb タンパクとＥ７タン
パクとの結合部位の中で E7 のＣ末端領域に
着目し、その結合を阻害する小分子開発の基
礎的な実験を行ってきたが、良好な成績が得
られなかった。
られなかった。そこで
そこで 5 量体を形成する
量体 を形成する
cartilage oligometric matrix protein
(COMP) assembly domain (Proc Natl Acad
Sci USA,1997)
USA,1997)の利用を試みた。この融合タ
の利用を試みた。この融合タ
ンパクは、
ンパクは、単量体では結合性の低い
単量体では結合性の低いペプチド
単量体では結合性の低いペプチド
も標的
標的タンパクに
タンパクにより強固に
より強固に結合できる
結合できると
考えられる
考えられる。
２． 研究の目的
本研究では
本研究では子宮頸部の癌化に関わるタン
子宮頸部の癌化に関わるタン
パクの中から HPV の E6，E7 タンパクとの結
合部位が判明しているタンパクを候補と
合部位が判明しているタンパクを候補とし
て、ウイルス由来タンパクと宿主タンパクと
ウイルス由来タンパクと宿主タンパクと
の結合を物理的に阻害するペプチド の同定
の結合を物理的に阻害するペプチドの同定
を試みた。
すなわち
すなわちターゲットとなる結合部位のペ
ターゲットとなる結合部位のペ

プチドを COMP 融合タンパクとして発現させ
融合タンパクとして発現させ
て、まずは増殖阻害効果を判定した。今後は
て、まずは増殖阻害効果を判定した。今後は
競合阻害によりタンパク結合およびその機
能を抑制できるか否かを検討
能を抑制できるか否かを検討したい。
そのためウイルスもしくは宿主由来のタ
そのため ウイルスもしくは宿主由来のタ
ンパクのどちらかの結合部位のアミノ酸配
列と
と COMP との
との融合タンパクを発現する
タンパクを発現する
タンパクを発現するプラ
スミドベクター
スミド ベクターおよび組換えアデノウィル
および組換えアデノウィル
スベクターを構築
スベクターを構築した。
HPV16 もしくは HPV18 型の E6，E7 タンパク
が発現している子宮頸癌由来培養細胞株
（HeLa,
HeLa, SiHa, SKG I, SKG II, SKG IIIa）
IIIa
にプラスミドまたは組換えアデノウィルス
にプラスミド または組換えアデノウィルス
を導入し、細胞の増殖抑制効果やアポトーシ
ス出現の有無を解析
ス出現の有無を解析した。
今後は子宮頸癌細胞に特異的に増殖抑制
今後は 子宮頸癌細胞に特異的に増殖抑制
効果を示す COMP ペプチド配列を決定し、そ
の配列を基に合成ペプチドを作製する。同様
に子宮頸癌由来培養細胞株を用い、その合成
ペプチドの生物学的作用を検討する。
３． 研究の方法
E6,E7 タンパクの機能阻害をもたらすペプチ
ドを発現するプラスミドの作製
ドを発現するプラスミドの作製:
ターゲットとなるペプチド配列を 5 量体と
し て 発 現 で き る COMP-assembly
assembly
domain(COMP
domain(COMP-AD)のプラスミドを構築す
のプラスミドを構築す
る。COMP-AD
AD にはターゲットとなる複数の
ペプチドを搭載できるメリットがある。予備
的な実験として図 1 のように
ように、E7 の c-Myc
c
結合部位とともに Rb タンパク結合部位のペ
プチドを発現する
プチドを 発現するプラスミド
プラスミドベクター
ベクターを構
築した。

[図
図 1]
この実験においてはリポフェクション法
による遺伝子導入を行うことから、その導入
効率が問題となる。一般に、全ての細胞には
遺伝子導入されることはなく、遺伝子導入さ
れなかった細胞にはこのペプチドの効果が
期待できない。そこで、
期待できない。そこで、タンパク
タンパク発現ユニッ
発現ユニッ
トにイムノグロブリン
トに
ノグロブリン由来の分泌タンパク
由来の分泌タンパク
シグナル配列(ss)
シグナル配列(ss)、 さらに、この COMP-AD
COMP
には発現したペプチドが効率よく 細胞外か
には発現したペプチドが効率よく細胞外か
ら 細 胞 内 に 移 行 す る よ う に
antenapedia(atp)
antenapedia(atp)由来の細胞内
由来の細胞内移行シグナル
移行シグナル
を付加している。
を付加している。これにより
これにより遺伝子導入され
遺伝子導入され

ていない隣接した細胞にもペプチドが取り
込まれる
込まれることを期待した
ことを期待した。遺伝子導入効率は
。遺伝子導入効率は
C 末の His tag に対する抗体でモニターが可
に対する抗体で
が可
能である。
である。
E7 タンパクにおいては CR2 領域に LxCxE の
Rb タンパク結合モチーフが存在しており、ハ
イリスク型 HPV に共通なことから、ターゲッ
ト領域と考えられるが、その他にも Rb タン
パクとの結合を示す領域が E7 タンパク C 末
端領域に存在しているので、その部分を COMP
に搭載して解析を行う。
に搭載して解析を行う。E6
E6 タンパクでは
DLG,hSrib,MAG1,MUPP1 などの PDZ ドメインを
有するタンパクと E6 タンパクとの結合部位
ンパクとの結合部位
が HPV ハイリスク型共通のターゲットとなる
ので、その部分を COMP に搭載し解析を行っ
に搭載し解析を行っ
た。

作成した計 10 種類のペプチド発現アデノ
ウィルスは、HeLa
ウィルス
HeLa、CaSki、
、C33a 細胞にそれ
ぞれ感染させ、細胞の増殖阻害効果の有無を
ぞれ感染させ、細胞の増殖阻害効果の有無
確認した。MOI
確認した MOI にばらつきがあり予備的な実
験ではあるものの、
験ではあるものの、HPV18 型を発現している
型を発現している
HeLa において細胞の増殖阻害傾向（細胞の形
態異常を含む）を観察
を観察することができた
することができた （図
することができた。
3・表
・表 1）この増殖阻害傾向は
）この増殖阻害傾向は HPV18 を含まな
い CaSki 細胞や C33a 細胞では観察されなか
った。ただ、HeLa
った
HeLa 細胞はアデノウィルスが感
染しやすい特徴を持っているため、今後 MOI
をそろえた上で細胞増殖阻害効果の判定が
必要であること、また
必要であること、またβgal
gal 染色などを用い
て他の細胞と比べて
て他の細胞と比べて細胞のアデノウィルス
細胞のアデノウィルス
感染率を検討する必要がある。

４． 研究成果
作成したペプチドを
作成したペプチドを当初は
当初はリポフェクシ
リポフェクシ
ョン法により
ョン法により各種
各種子宮頸癌細胞株
子宮頸癌細胞株に導入し
に導入し
て細胞の増殖能の変化を観察する予定であ
ったが、予備的な実験において導入効率が著
しく悪い状態を
しく悪い状態を示唆する結果が得られた
示唆する結果が得られた。
示唆する結果が得られた。こ
のため、効果が弱く
のため、効果が弱くペプチドの
ペプチドの優劣判定が難
判定が難
しいと判断し、
しいと判断し、遺伝子導入効率の優れた組換
遺伝子導入効率の優れた組換
えアデノウィルスベクター
アデノウィルスベクター
アデノウィルスベクターを用いることに
を用いることに
した。
発現ペプチド
発現ペプチドの構成は
の構成は前項
前項（方法）と同様
と同様、
分泌タンパク
分泌タンパク(ss)＋
＋Antenapedia
Antenapedia 膜貫通タン
パク+Rb
+Rb 結合タンパク＋
結合タンパク＋c-Myc
yc 結合タンパク
+COMP+His tag である。これを
これを Gateway
LR 組換え
組換え法を用いてアデノウィルスベクタ
法を用いてアデノウィルスベクタ
ープラスミド
プラスミドに組み込んだ
に組み込んだ後、
後、HEK293 細胞
に導入し、組換えアデノウィルスに変換した
に導入し、組換えアデノウィルスに変換した。
また、
また、コンストラクトのうちどの部分が
コンストラクトのうちどの部分が増殖
コンストラクトのうちどの部分が増殖
阻害効果に寄与しているのかを判定するた
めに、分泌
めに、分泌タンパク
タンパク・Rb 結合タンパク
結合タンパク・
COMP のそれぞれの欠失コンストラクトも
作成した。また、
作成した。また、ペプチドが大きくなってし
ペプチドが大きくなってし
まう欠点はあるものの、E6 タンパクとの結合
部位は HPV ハイリスク型共通のターゲットと
なるので、基盤となるコンストラクトに
fullE6
fullE6、partial
partial E6
E6（5 種類）を加えたもの
も作成し
も作成した。Partial
artial E6 は各自 48‑58 アミノ
酸からなるように分割した。この E6 由来の
部分は Antenapedia と Rb 結合タンパクの配
列の間に立体障害を避けるために前後にス
ペーサーを付加してコンストラクトを作成
し、アデノウィルスベクターに組み込んだ。
アデノウィルスベクターに組み込んだ。
（図 2）

[図
図 3]HeLa 細胞

[表
表 1]
数値は感染なしの細胞数を 100 とした場合の
相対細胞数を示す。
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