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要旨

一日中医学協会助成事業一

分子生物学的手法を用いた新規放射線療法の開発

研究者氏名

中国所属機関

日本研究機関

指 導 責 任 者

共同研究者名

易俊林

中国医学科学院腫癌医院放射線腫痕学

京都大学大学院医学研究科腫療放射線科学

教授平岡民寛

柴田徹、小倉自和、劉軍叶

腫蕩が放射線治療に対して抵抗性を示す大きな要因としては、個々の腫療の放射線

感受性の大小という内的要因と、腫蕩内の低酸素分画の多寡という外的要因が重要な役割を

果たすとされている。これらの 2つの障壁が克服されれば、がん放射線治療効果の飛躍的増

大に繋がると考えられる。我々は、第一に、遺伝子工学的手段を駆使して、放射線照射によ

る遺伝子発現の活性化や修復経路の修飾を行うことにより、ヒト腫揚細胞の放射線感受性を

変動させる試みを開始した。この目的のために、 Rad51遺伝子の活性制御を標的として RNAi
の応用可能性について検討した。予備的検討であるが、標的配列の内、少なくとも一つにお

いて、導入後 36-48時間にウエスタンプロットにより Rad51蛋白の量的抑制効果が観察され

た。現在、放射線感受性の変動について詳細な解析を行っている。第二に、放射線抵抗性を

示す低酸素細胞の評価のための実験モデルを構築すべく、腫痕細胞に低酸素誘導性プロモ}

ターに連結したレポーター遺伝子の導入を行った。 分離したクローンは invitroの好気的

条件では殆ど蛍光を示さないが、低酸素下培養により選択的な GFP発現の増強が認められ、

24時間後の GFPの定量にて 1000倍以上の極めて高い誘導効率が得られた。ヌードマウス移

植腫痕モデルにて、非侵襲的に腫蕩内での緑色蛍光の描出が可能であった。この GFP誘導発

現系は、腫痕内低酸素分画の生体内動態解析において有用な実験モデルとなりうる。

Key Words :放射線感受性、遺伝子導入、 DNA修復、低酸素

緒言:

腫療の放射線治療による根治線量は、周辺の正常組織の耐容線量と癌の放射線感受

性をもとに設定されているが、放射線による治療効果は疾患毎に大きく異なり、リンパ腫、

臨芽腫などの高感受性を示すものから、神経腰芽腫、肺癌など感受性が低いものまで多岐に

渡る。また、個々の症例においても放射線感受性の多様性が指摘されている。放射線抵抗性

のいわゆる難治がんについては、放射線単独での根治可能性は低く、従来より放射綜と化学

療法の併用などが試みられているが、未だ十分な成果が得られていない。近年、放射線照射

による遺伝子発現の変化や遺伝子損傷の修復などの知見がゲノムレベルで利用可能になって

きており、腫蕩細胞の放射線感受性のみを修飾することができれば、難治がんの治療成績向

上に役立つと考えられる。

また、腫療に特異的な環境として低酸素の存在が指摘されており、子宮頚癌、頭頚

部癌などで腫蕩内の酸素分圧測定を行った多くの臨床研究で、低酸素の多寡が局所制御率、

生存率に影響に大きく影響していると報告されている。低酸素細胞は放射線抵抗性を示すた

め、従来より放射線治療効果不良の主因とされてきた。実験動物やヒト腫蕩において、低酸

素領域をリアルタイムに可視化し、放射線治療に伴う経時的変動、血管新生や腫蕩壊死部と

低酸素領域の関係を立体的・包括的に評価することができれば、腫蕩内低酸素の研究におい

て有望な実験手法を提示し、画像診断、放射線治療効果予測への応用を含めた新たな知見を

生み出す可能性がある。

対象と方法:

( 1 ) RNA interferenceを用いた Rad51遺伝子活性の制御
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DNA二重鎖切断修復、組み換え修復に関わるヒト Rad51遺伝子の活性制御による放射線増感

を目的として、標的遺伝子に特異的配列を持つ短長の二重鎖 RNA分子を発現するベクターを

構築した。 Rad51の塩基配列より、 362-380(sequence1)、516-532(sequence2)、63ト
649 (sequence3)を選択し、自己相補的配列とへヤーピンループを形成する合成配列を作成し

た。ベクターは pSilencer1.0を用い、 ApaI，EcoRI部位に挿入した。これらをヒト腫痕細胞

HTI080(6xl06/6cm dish)に5μgのDNAをリポフェクション法(SuperfectReagent， Quigen) 
にて導入し、 Rad51の時間的・量的変動を SDS-PAGE、ウエスタンプロット法により解析した。

一次抗体は、 Anti-hRad51(Oncogene) ，また anti-actin (9EI0) (Sigma)を使用した。シグナル

検出は、 ECFWestern Blot kit (Amersham)を用い、 Fluorimager595にて取込み、画像処理

を行った。 0-12GyのX線照射を行った後の蛋白レベルの変動についても同様に検討した。ベ

クター導入による放射線増感効果は、 FACS解析によるアポトーシス誘導、コロニー形成法に

よる測定を行っている。

( 2) 低酸素分画の生体内可視化

独自に開発した低酸素誘導性プロモーター/エンハンサーを用いて、 GFP発現ベクターを構

築した。マウス細胞株 (SCCVII)およびヒト腫蕩細胞株 (HT1080、Bell)にリポフェクショ

ンにより導入し、 G418選択により安定組み込み株を樹立した。自作の低酸素培養チェンパー

を用いて酸素濃度を 0.02怯舗に調整し、インキュベータ?内で 370Cにて培養した。個々のク

ローンにおける G開発現は、蛍光顕微鏡観察、 FACSによる定量的解析を行い、反応性の良い

株を選択した。 FACSを用いて、低酸素培養時間、酸素濃度、再酸素化などの影響を測定した。

腫揚細胞をヌードマウスに移植し、適当な光学フィノレター、励起光を選択し、腫鹿内での低

酸素細胞の存在の評価の可能性について検討した。

結果:

( 1 )ヒト腫蕩細胞 HT1080を使用した。 iRNA発現ベクターを導入後、 12時間毎に細胞を回

収し、 SDSサンプノレバッファーに溶解した。全蛋白濃度測定後、 30μgを SDS-PAGEに供した。

セミドライシステムにて、ニトロセルロースに転写後、 anti-hRAD51-antibody(Oncogene)を

結合させ、二次抗体を添加後、 ECFシステムにてシグナノレを検出した。放射線を 12Gy照射し

た後のサンプル解析では、放射線による蛋白レベルの増加が認められ、 Rad51遺伝子の放射

線誘導性発現が確認された。下図は、非照射サンプルのプロット結果を示す。ベクター導入

より 36時間の時点での解析で、 sequence3により蛋白レベノレの低下が認められた。

Sequence 1および2については抑制効果は軽度であった。
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(2 )独自の低酸素応答性コンストラクトを用いた GFP発現ベクターの作成を試みた。但し、

nativeなGFPは、細胞内の半減期が極めて長い蛋白質として知られ、比較的短い時間スケー

ノレでのレポーターアッセイには不向きであるとされていたが、 d2EGFPは、その生体内半減期

が短く、我々の実験目的に合致すると思われたため、これを使用した発現ベクター系の作成

を行った。まず、マウス細胞株 (SCCYII)およびヒト腫痕細胞株 (HTl080、Bellなど)に、

d2EGFPを連結した低酸素応答性ベクター(5HRE-GFP)およびコントロールとして CMYプロモー

ターベクター(CMY-GFP)を導入し、各々安定組み込み株を得た。低酸素応答性ベクターを導入

して得られたクローンを、嫌気性培養装置により 6ー24時間の低酸素培養後、蛍光顕微鏡で

観察した。使用した細胞株によって異なるものの数?数十%の安定組込み株が GFPの細胞内

発現を示した。ルシフエラーゼアッセイの検討と同様に、マウス腫蕩に比べヒト腫蕩株にお

いて大きな低酸素誘導性を示す傾向が認められた。比較的良好な発現誘導が観察されたクロ

ーンを選択し、低酸素培養後に FACSを用いて、定量的解析を行った。まず、我々の腫痕系に

おける d2EGFPの動態を確認すべく、コントロールの CMY-GFPクローンを cyclohexamideにて

処理し、 2時間毎にサンプリングし蛍光を測定したところ、ほぽスペック通りの細胞内半減

期(約 2時間)を示した。一方、下図 0.02%の低酸素状態での結果を示す。低酸素応答性ク

ローンでは、持気性条件下では殆どパックグラウンドレベ/レの蛍光を示すのみであったが、

18-24時間の低酸素刺激により数百倍?千倍の蛍光強度の上昇を示し、極めて高い感度で低

酸素細胞を選択的に同定できる可能性が示唆された。
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また、ヌードマウスモデルの下腿皮下に樹立したクローンを移植した。 3-15mm程度

のサイズに達した時点で、適宜経時的観察を行った。蛍光顕微鏡を応用した適切な励起光と

市販の光学フィルターの利用により、直視下で非侵襲的に腫蕩内での緑色蛍光の描出が可能

であった。下図に、 12mmの腫療を持つヌードマウスを暗室にて観察した結果を示す。 CMV-

GFPクローンでは腫痕全体が鮮やかな緑色蛍光を呈していたが、 5HRE-GFPクローンでは全体

の蛍光強度は弱く、不均一な分布を呈していた。腫療の中の低酸素分画に一致しているもの

と推測された。このことは、少なくとも腫蕩内に我々の低酸素応答性ベクターの転写活性化

に十分な低い酸素分圧の組織が存在することを物語る重要な所見である。この GFP誘導発現

系は、腫痕内低酸素分画の生体内動態解析において有用な実験モデルとなりうる。
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考察:

放射線は DNAの切断を引き起こし、中でも二重鎖切断がその致死効果の主因と考え

られている。下等真核生物の酵母から晴乳類細胞まで、二重鎖切断の過程に関与する遺伝子

群の欠損した細胞株の解析で、極めて高い感受性を示すことは既に確認されている。ヒトで

はATM，DNA-PKといった遺伝子が二重鎖切断修復のシグナノレ伝達系に関与しているとされ、こ

れらの上流下流の経路や修復系の実行分子の活性を制御することができれば、細胞の放射線

感受性を修飾することが可能ではないかと考えられる。二重鎖切断修復、組み換え修復に関

わる遺伝子 Rad51の発現抑制により放射線増感が得られることは、これまでいくつかの報告

があり、いわゆるアンチセンス法により、蛋白レベルでの抑制と放射線効果の増強が認めら

れている。我々は、今回実験モデルとして Rad51を選択し、線虫では以前より知られていた

が、晴乳類細胞においても近年報告が相次いでいる短鎖 RNA分子による遺伝子発現抑制減少

(RNA interference)を応用した放射線増感が可能か否かを検証した。予備的検討ではある

が、標的配列を設定した 3つのうちの 1つで、 Rad51の蛋白レベルでの発現抑制が認められ

ている。この手法で放射線増感が得られれば、放射線修復、シグナル伝達に関与する任意の

分子を抑制し、特に、放射線にて根治の困難な神経腰芽腫をはじめとするいわゆる難治癌に

対して新しい治療法としての将来的な応用が期待される。

実験動物やヒト腫蕩において、放射線抵抗性を示す低酸素領域をリアルタイムに可

視化し、放射線治療に伴う経時的変動、血管新生や腫痕壊死部と低酸素領域の関係を立体

的・包括的に評価することができれば、腫蕩内低酸素の研究において有望な実験手法を提示

し、画像診断、放射線治療効果予測への応用を含めた新たな知見を生み出す可能性がある。

GFP発現ベクターによる低酸素分画の評価に関しては、当初 GFP蛋白の蛍光化に分子状酸素

の存在が必要と想定していたが、試験管内の実験でほぼ完全な無酸素状態から比較的短時間

の再酸素化により GFPの蛍光強度が回復することが確認された。酸素濃度依存性の検討でも

通常腫蕩内に存在すると想定される 2-0.2覧程度の低酸素分圧では、ほぽGFPの蛍光の観察が

可能と推定される。腫場内の壊死組織近傍に存在する慢性低酸素分画のような極めて低い酸

素分圧の領域での発現が認められるか否かについては、今後の確認を要するが、これらの新

手法によってこれまで不可能であった腫痕血流の変動や不均一によって起こるとされる急性

低酸素の画像化が可能かも知れない。我々の実験室にて利用可能な各種実験モデル(スフエ

ロイド、マウス皮下ウインドウチェンパー、移植腫蕩モデル)における低酸素分画の可視化

についての検討では、ヌードマウスモデルにて適切な励起光と光学フィルターの利用により、
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非侵襲的に腫蕩内での緑色蛍光の描出が可能であり、新しい低酸素モデルの実験系としての

有用性が示唆された。
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