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研究成果の概要（和文）：扁平上皮癌のがん幹細胞マーカーとして同定したCD271に着目し、CD271を標的とした
治療法の開発に取り組んだ。腫瘍形成には、CD271が必要であった。細胞周期はG0にアレストした。シグナル伝
達系ではp42/44ERKが減少していた。エフェクター分子と目されるRhoAに対する阻害を行ったところ細胞遊走が
抑制された。ERK阻害薬を添加したところ、細胞増殖を著明に抑制した。一方、in vitroにおける抗体の阻害効
果は有意ではなかった。以上の結果から、CD271のシグナル伝達系を標的とした治療が可能であることが示唆さ
れた。

研究成果の概要（英文）：In order to validate a potential of CD271 as a squamous cell carcinoma 
target, CD271 was knock-downed by shRNA. CD271 inhibition inhibited both cell proliferation and 
migration. p42/44Erk inhibition as well as RhoA inhibition inhibited malignant phenotypes of HPCM2 
cells. On the other hand, an anti-CD271 Ab did not show significant in vitro effect on the same 
cells. Together, CD271 is shown to be a potential target for squamous cell carcinoma therapy. 

研究分野： 腫瘍治療学
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１．研究開始当初の背景 
肺扁平上皮癌・食道癌および頭頸部癌などは、

進行がんとして診断される症例が多く、治療

に難渋する症例が多い。手術不能症例および

再発症例では CDDP 等の抗癌剤および放射
線治療が選択されるが、生命予後は不良であ

る。効果的な治療法開発のためには適切な標

的が必要となるが、扁平上皮癌には明確なド

ライバー変異がないことが多いため、治療標

的が絞れないままでいた。新たな観点からの

アプローチが急務であり、効果的な治療法開

発が期待されていた。 
 
(2)上記の状況を踏まえ、頭頸部がん患者由来
組織を用いてセルソーターによる癌亜集団

の解析を開始した。CD44,CD90 等の癌幹細
胞マーカーに着目して細胞を分取し、超免疫

不全マウス（NOG）に移植した（腫瘍形成能
スクリーニング）。その結果、CD271 が下咽
頭癌（頭頸部癌）のがん幹細胞マーカーであ

ることを世界に先駆けて見出した (PLoS 
ONE , 2013)。実際に頭頸部癌症例における
CD271発現と患者予後を調べたところ、両者
の間には明確な関連性があった。 
 
(3)CD271 を発現する癌細胞は、①治療抵抗
性、②転移、③再発、の３点において従前の

「癌幹細胞理論」によく合致する。一方、

CD271 陽性細胞は浸潤部に集まる性質を持
ち、MMP 等の浸潤関連蛋白を高発現してい
た。次いで、肺扁平上皮癌および食道癌を調

べたところ、いずれも CD271 高発現症例は
予後不良であった。CD271発現を人為的に上
昇させると悪性度が増すが、ノックダウンに

よって腫瘍消失が認められた。これらの事実

は CD271 が難治性扁平上皮癌の治療標的と
して有望であることを示唆すると考えられ

た。 
 
２．研究の目的 
(1)CD271 は扁平上皮癌の悪性度を反映する
優れたマーカーであるとともに機能分子と

して悪性形質発現を制御することから、

CD271 自体が有望な治療標的となるという
仮説を立て、これを明らかにすることを目的

とする。立証にあたり、下記３点に挑むこと

で計画の達成を図る。 
 
(2)CD271 が扁平上皮癌を悪性化する機能ド
メインとエフェクター分子について解析し、

責任分子の性状を明らかにする。 
 
(3)CD271 の細胞内機能ドメインを阻害する
ことで治療効果が発揮されるかを明らかに

する。 
 

(4)抗 CD271抗体の樹立をする。樹立できた
場合には癌形質の阻害効果を明らかにする。 
 
３．研究の方法 
(1) 造腫瘍形能に必要な CD271 の機能ドメ
インの同定と治療効果の検定。腫瘍形成に重

要な CD271 の細胞内ドメインを同定するた
め、CD271変異体を用いて腫瘍形成等を調べ
る。 
 
(2)CD271 シグナル伝達に必要なエフェクタ
ー分子の同定：CD271 のシグナル伝達分子、
特に腫瘍形成に関わる分子は不明であるこ

とから、シグナル伝達に関する責任分子を同

定する。一方、リコンビナント CD271 を調
整し会合分子のスクリーニングを行う。 
 
(3)CD271 シグナルのうち siRNA を用いて
CD271 をノックダウンし、MAPK(ERK), 
JNK および p38 等のシグナルに対する影響
を調べる。さらに、RhoA に関する関連性を
明らかにするためTAT-Pep5ペプチドを用い
て同経路の阻害を行い、細胞増殖、scratch
アッセイや transwell migrationアッセイな
どを用いて細胞遊走などの悪性形質に変化

について明らかにする。さらに ERK に着目
し、その阻害を行う。遺伝子発現の比較をマ

イクロアレイによって明らかにする。 
	

(4)細胞周期に関する関連性を明らかにする
ため、FACS による細胞周期解析を行う。さ
らに細胞周期関連遺伝子との関連を明らか

にする。 
 
(5)抗 CD271 抗体の樹立：マウスに対し
CD271ペプチドを免疫し、ハイブリドーマを
調整する。スクリーニングを実施し特異抗体

の樹立を行う。もし抗体が得られた場合は、

腫瘍増殖阻害などの効果をみる。得られない

場合は、市販抗体を用いて増殖阻害活性を調

べる。 
	

４．研究成果	

(1)腫瘍形成に関わる細胞内ドメインの同定	

細胞内ドメインを全部欠損した変異体を扁

平上皮癌細胞である HPCM2 に導入した。細胞

増殖の低下傾向があったが有意差はなかっ

た。この原因として既存の CD271 が十分に発

現していることが想定された。	

	

(2)CD271 会合分子の同定	

CD271 の細胞質内領域についてリコンビナン

ト蛋白を調整した。これを Beit として、細

胞可溶化液から会合分子を精製し TOF-MS 法

により同定した。その結果、Vps 蛋白等の複

数の会合候補分子が捕捉された。これらの中



には細胞内輸送に関連する因子も含まれて

いたため、CD271 の発現調節には輸送による

調節が存在することが示唆された。	

	

(3)CD271 ノックダウンは腫瘍増殖を著明に

低下させる	

shRNA 発現ベクターを導入することによって

HPCM2 株の CD271 を安定的にノックダウンす

ることに成功した。この細胞は著明に細胞増

殖が抑制されており、シグナル伝達系を解析

したところ、MAPK(ERKp42/44)が減少してい

た。ERK 阻害薬	U0126 を添加したところ、細

胞増殖は著明に抑制された。したがって ERK

経路は CD271 抑制による増殖阻害に関連する

可能性が高いと考えられた。	

	

(4)CD271 シグナルの阻害は細胞遊走を阻害

する	

CD271 ノックダウンは細胞遊走を著明に抑制

した。さらに、RhoA に対する阻害を行ったと

ころ細胞遊走が抑制された。したがって、

RhoA阻害はCD271による細胞遊走に関与する

可能性が高いと考えられた。	

	

(5)CD271 は細胞周期を停止させ G0 アレスト

を誘導する	

CD271ノックダウンにより細胞周期がG0にア

レストした。さらに、G0 アレストに重要な

CDKN1C が発現上昇していた。CDKN1 のノック

ダウンを更に行ったところ、G0 アレストが部

分的に解除された。したがって、CD271 の下

流シグナルは複数存在し、細胞増殖と細胞遊

走を別個に制御していることが示唆された。

この事実は CD271 が癌治療の標的であること

を強く示唆していると考えられた。	

	

(5)CD271 抗体による扁平上皮癌の細胞増殖

は不十分である	

CD271	

特異抗体の作成についてマウスにリコンビ

ナント蛋白の免疫を行い、ハイブリドーマ作

成を行っったが、有益な抗体は得られなかっ

た。このため、市販抗体を用いた in	vitro

細胞増殖抑制試験を行った。細胞増殖は有意

な阻害を受けておらず、今後新たなエピトー

プ特異性を有する抗体開発が必要と思われ

た。本研究では in	vivo 実験系の樹立には至

らなかったが、今後抗腫瘍免疫を誘導できる

抗体が得られる可能性が残ると考えられた。	
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