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研究成果の概要（和文）：食道癌化学放射線療法における腫瘍特異的免疫反応の役割に着目し，miR-222およびmiR-339
を抑制することで腫瘍局所の抗腫瘍免疫反応を増強し，化学放射線療法の治療効果増強について検討した。食道扁平上
皮癌細胞株において，miR-222,miR-339をdown-regulateすることで，ICAM-1の発現が増強する可能性が示唆された。T
細胞浸潤の認められる食道癌においては，本研究で示されたmiR-222およびmiR-339をターゲットにした治療による化学
放射線療法の効果増強が期待される。

研究成果の概要（英文）：Tumor-specific immunoreaction may play an important role in chemoradiotherapy for 
esophageal cancer. In esophageal squamous cell carcinoma cell lines, down-regulation of miR-222 and 
miR-339 might has a potential to up-regulate ICAM-1 expression. These micro RNAs might be candidates for 
molecular targets to enhance anti-tumor effect in chemoradiotherapy for esophageal cancer with T-cell 
infiltration.

研究分野： 消化器外科

キーワード： 食道癌
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１．研究開始当初の背景 
micro RNA(miRNA, miR)は長さ 18-24 ヌ

クレオチドの一本鎖低分子 RNA であり，
種々のタンパク質をコードする mRNA の翻
訳を抑制する（図１）。これまで 700 を超え
る miRNA がヒトで同定されており，多くの
miRNA の機能解析が現在まさに行われてい
るところである。また，miRNA の生合成の
過程では Dicer と呼ばれる RNaseIII ファミ
リータンパク質が重要な役割を担っている
ことも報告されている。近年 miR-222 と
miR-339 が腫瘍細胞において接着分子
intercellular cell adhesion molecule-1 
(ICAM-1)の発現を抑制することが示され，
miR-222，miR-339，Dicer のいずれを抑制
しても ICAM-1 の発現が増加し，細胞障害性
T 細胞(CTL)に対する感受性が増強すること
が報告された(Ueda 2009)。 

 
 切除可能・切除不能を問わず，食道癌治療
においては化学放射線療法の効果が治療成
績に大きな影響を及ぼす。とくに完全寛解
(complete response; CR)が得られるか，わず
かでも癌細胞が遺残する部分寛解(partial 
response; PR)かで，予後は大きく異なる。一
般に，CR が得られるか PR に終わるかを規
定する最大の要因は化学療法および放射線
療法に対する癌細胞の感受性であるが，不均
一な細胞集団である癌組織では治療抵抗性
の細胞群が遺残し，増殖することで高頻度に
癌の再燃を来す。CR 率を向上させるために
は化学放射線療法への感受性向上に加えて，
別のアプローチが必要である。 
 近年，特異的免疫反応が強く誘導されてい
る症例では予後が良好であることが報告さ
れ，化学放射線療法における抗腫瘍免疫反応
の 重 要 性 が 明 ら か と な っ た (Suzuki 
2012,Tsuchikawa 2011)。現在までペプチド
ワクチン療法などが試みられてきたが，固形
癌においては単独で治癒に至る効果は得ら
れていない。その要因の一つが腫瘍細胞によ
る免疫逃避機構であり，腫瘍細胞の MHC ク
ラス I 分子や ICAM-1 に代表される接着分子
の発現低下により，細胞障害性 T 細胞(CTL)
に認識されないあるいは認識されても攻撃
されない状態を腫瘍自身が作り出すと考え
られている（図２）。したがって，化学放射
線療法において，腫瘍の免疫逃避機構を解除

することができれば，化学放射線療法に感受
性のない腫瘍細胞を特異免疫反応で除去し，
CR 率を上げることができ，治療成績の向上
が期待される。 
 
２．研究の目的 
 食道癌化学放射線療法における腫瘍特異
的免疫反応の役割に着目し，miR-222 および
miR-339 を抑制することで腫瘍局所の抗腫
瘍免疫反応を増強し，化学放射線療法抵抗性
の腫瘍細胞も含めた治療効果の増強を着想
するに至った。 

 
 

 今回，1) 食道癌細胞株における miR-222, 
miR-339 抑制による ICAM-1 分子の発現増
効果の増強，3) miR-222, miR-339 制御の臨
床応用の可能性について明らかにしたい。 
 本研究では，従来の化学放射線療法に局所
の腫瘍特異的免疫反応の増強を併用するこ
とにより，化学放射線療法抵抗性の腫瘍細胞
群に対しても効果のある治療の開発を最終
目標にしている。これまで消化器癌領域にお
いて，腫瘍細胞の miR-222 と miR-339 をタ
ーゲットにした免疫療法の研究は報告され
ていない。また免疫療法単独ではなく化学療
法，放射線療法との併用を前提としている点
が特色である。 
本研究で miR-222 と miR-339 制御の有効

性が明らかとなれば，これらの分子を標的と
した治療の開発ひいては化学放射線療法へ
の臨床応用の道が開かれ，治療成績の向上に
寄与することが期待される。 
  
３．研究の方法 
（１）術前化学放射線療法切除標本における
T 細胞浸潤の程度，サブセットの解析，腫瘍
細胞における ICAM-1 分子の発現程度，
miR-222, miR-339，Dicer の発現の評価 
 外科切除材料を用いて，実際の腫瘍におけ
る ICAM-1 分子の発現，HLA-A1 分子の発現，
Dicer 分子の発現状況を免疫染色にて評価す
るとともに，腫瘍浸潤リンパ球のサブセット
(CD8,CD4)を解析する。miR-222, miR-339 の
発現についてはパラフィン切片または凍結
標本より tRNA を抽出し，RT-PCR 法で評価す
る。 
（２）食道扁平上皮癌細胞株における MHC ク
ラス I 分子および ICAM-1 分子発現のスクリ
ーニング 
 各種細胞株において，HLA-A 分子および
ICAM-1 分子の発現をフローサイトメトリー

図１ 

図２ 



で確認し，以下の実験に供する。 
（３）食道扁平上皮癌細胞株における
miR-222, miR-339, Dicer 発現の測定 
 各 種 細 胞 株 に お け る
miR-222,miR-339,Dicer の発現量をリアルタ
イム RT-PCR を用いて評価し，細胞株による
発現の差を確認する。 
（４）食道扁平上皮癌細胞株における Dicer
抑制による ICAM-1 分子の発現の変化と CTL
による腫瘍障害活性の変化 
 細胞株に siRNA を投与することにより
Dicer の機能を抑制し，miR-222 および
miR-339 を down-regulate する。続いて細胞
表面の ICAM-1 発現の変化を観察する。 
 腫瘍細胞株それぞれのHLAに合致した細胞
障害性 T 細胞(CTL)を健常者末梢血から誘導
し，CTL の抗腫瘍活性を 51Cr 放出試験で確認
し，Dicer siRNA 投与による抗腫瘍活性の変
化を確認する。 
（５）化学療法剤処理あるいは放射線照射後
の食道扁平上皮癌細胞株におけるT細胞によ
る腫瘍細胞障害活性と miR-222, miR-339 抑
制によるその変化 
 腫瘍細胞株をシスプラチン+5-FU の存在下
に培養し，(4)と同様の検討を行う。また，
腫瘍細胞株に放射線照射を行った後にも同
様の検討を行う。さらに化学療法剤暴露と放
射線照射を同時に行い，Dicer siRNA と組み
合わせることでCTL抗腫瘍活性の変化を確認
する。 
 
４．研究成果 
 術前化学放射線療法後切除標本における T
細胞の浸潤の程度について5例のパラフィン
切片で検討したところ，T 細胞浸潤の程度は
症例により差が大きく，病理学的効果判定と
の間に明かな関連性は認められなかった。十
分量の tRNA が採取できず，これらの症例に
おける miR-222, miR-339 発現の解析は困難
であった。 
 食道扁平上皮癌細胞株において，Dicer を
siRNA で抑制すると miR-222,miR-339 が
down-regulate されており，ICAM-1 の発現が
増強する可能性が示唆された。 
 T 細胞浸潤の認められる食道癌においては，
本研究で示された miR-222 および miR-339 を
ターゲットにした治療が化学放射線療法の
効果を増強する可能性があり，これを証明す
べくさらに in vitro の検討を進めたい。ま
た，食道癌局所に T細胞が浸潤するメカニズ
ムについても不明な点が多く，こちらについ
てもさらなる研究が必要であると思われる。 
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