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がん転移を促進する新たな仕組みを解明
−ヒト内因性レトロウィルス発現による
がん細胞の転移浸潤能と免疫抑制能の増強−
慶應義塾大学医学部先端医科学研究所（細胞情報研究部門）の工藤千恵講師、河上裕教授らの
研究グループは、内因性レトロウィルス（HERV）の一種である HERV-H が、がんの転移において
重要な役割を果たしていることを明らかにしました。
進化の過程でヒトゲノムに入り込んだ HERV は、通常は不活性化されていますが、様々ながん
細胞で活性化されて発現が増強されます。しかし、HERV の機能的意義に関しては、これまで一切
明らかにされていませんでした。
がんの転移は、患者の治療経過や予後を左右する最も重要な要素であり、今回の研究成果は、
がん転移に対する新たな診断法や予防法、治療法などを開発することに結び付くと期待されます。
本研究成果は、2014 年 3 月 3 日に米国癌学会誌「Cancer Research」のオンライン速報版
（http://cancerres.aacrjournals.org/content/early/recent?papetoc）で公開されます。
1. 研究の背景
ヒト内因性レトロウィルス (HERV)とは、かつて進化の過程で DNA に入り込んで以来、遺伝的
に受け継がれている遺伝子で、全ヒトゲノムの約 1％を構成し、HERV-H や HERV-K, -W, -F など
数十種類が同定されています。その一部は、悪性黒色腫、乳癌、前立腺癌などの様々ながんで発
現が増強されていることが知られていますが、通常は不活性化状態にある HERV がなぜがん細胞
で再発現するのか、その意義については謎のままでした。今回、本研究グループは、腫瘍生物学
的・免疫学的な観点から、がん細胞における HERV の機能的役割に着目し、その一端を解明する
ことに成功しました。
2. 研究の概要と成果
本研究では、クラス I ファミリーの１つである HERV-H について、がん病態における発現意義
を検討しました。まず、大腸癌や膵癌などの様々なヒトがん細胞株を用いて、HERV-H 遺伝子を特
異的に阻害する siRNA の導入によるがん細胞の増殖や浸潤・転移への影響を生物学的に解析する
とともに、HERV-H を発現するがん細胞を数日間培養した培地でヒト末梢血細胞を刺激した場合に
生じる変化を免疫学的に解析しました。次に、ヒトがん細胞株を免疫不全マウスに移植して、生
体内での腫瘍や免疫の動態を解析した他、正常な免疫機構を持つマウスにマウス内因性レトロウ
ィルスを発現するがん細胞を移植したモデルを用いて、siRNA や抗体による治療実験を行いまし
た。さらに、大腸癌症例の原発巣や転移巣における HERV 関連分子の発現を病理学的に解析しま
した。
その結果、がん細胞は、細胞運動能や浸潤能を亢進させて上皮から離脱し転移する上で重要な
役割を果たす上皮間葉転換 (EMT)を生じる際に、HERV-H 発現を増強させること、またケモカイン
(注 1)である CCL19 の産生や、リンパ節転移に関与するケモカイン受容体の一つ CCR7 の発現を増
1

強することがわかりました。がん細胞から産生された CCL19 は、間葉系幹細胞(MSC)(注 2)をがん
組織に動員するだけでなく、免疫抑制作用が報告されている HERV-H 由来ペプチド(H17 ペプチド)
との共同作用で、その MSC を増殖させることもわかりました（下図参照）
。MSC は、組織幹細胞と
して重要なだけでなく、抗腫瘍免疫に重要な樹状細胞や細胞傷害性 T 細胞の活性を抑制する作用
を示します。H17 ペプチドによる免疫抑制分子機構はこれまで十分に解明されていませんでした
が、今回の研究により、その一部に MSC の動員・増殖が関与していることが明らかとなりました。
また、H17 ペプチドが、がん細胞に作用して浸潤能を亢進させることも新たに明らかとなり、
HERV-H の発現によってがん細胞の転移が間接的・直接的に促進されている可能性が示されました
（下図参照）。
さらに、大腸癌組織では、HERV-H 発現、CCL19 発現、MSC 集積が統計学的に有意に相関して増
加していることがわかり、今回の成果は臨床的にも有意義な発見である可能性が示されました。

参考図. HERV-H ががん転移を促進するメカニズム

3. 研究の意義と今後の展開
本研究によって、がん細胞が HERV-H を発現することで、がん細胞の浸潤・転移を増強するだ
けでなく、がんを攻撃する免疫反応の誘導を抑制し、がん転移を積極的に促進している可能性が
示されました。このことから、HERV-H やその上流・下流の分子を標的とした新たな治療法や診断
法を開発できる可能性が期待されます。
治療では、HERV-H 関連分子を標的にがん細胞の増殖や浸潤を阻害する治療法に限らず、抗腫瘍
免疫を増強する免疫療法として応用することも考えており、既に、ワクチン療法や樹状細胞療法
などを見据えて、HERV-H 発現がん細胞を攻撃できる細胞傷害性 T 細胞を誘導するペプチドの同定
にも成功しています。がん免疫療法は、米国の科学誌 Science によってその年に得られた重要な
科学成果とされる“Breakthrough of the Year 2013”にも選ばれており、今回の成果は、今後
のがん免疫療法の改良にも有用である可能性が期待されます。
また、HERV は、自己免疫疾患など他疾患でも発現することが知られていることから、がん以外
の治療法開発にも応用できる可能性も考えられます。今後は、企業との共同研究も含めて、診断
薬や治療薬の開発を進めて行きたいと考えています。
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4. 特記事項
本研究成果は、文部科学省科研費・日本学術振興会科研費ならびに慶應義塾学事振興資金によっ
て得られました。
科研費 基盤研究(C) 19590405 研究課題名:癌細胞発現内因性レトロウイルスの生物学的意義解明と
有効な癌免疫制御法開発への応用
研究期間・研究代表者：平成 19 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日・工藤千恵
科研費 基盤研究(C) 21590445 研究課題名：上皮間葉転換癌細胞の骨髄集積による全身性免疫抑制
機構の解明
研究期間・研究代表者：平成 21 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日・工藤千恵
科研費 基盤研究(A) 23240128 研究課題名:抗腫瘍免疫ネットワークのキー操作技術開発による効果
的な複合がん免疫療法の構築
研究期間・研究代表者：平成 23 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日・河上裕

5. 論文について
タイトル(和訳)：Induction of immunoregulatory CD271+ cells by metastatic tumor cells that
express human endogenous retrovirus H（ヒト内因性レトロウィルス抗原発現
転移性がん細胞による免疫抑制性間葉系幹細胞の誘導）
著者：工藤 千恵、由良 昌大、山本 隆介、河上 裕
＊2014 年 3 月 3 日に米国癌学会誌「Cancer Research」のオンライン速報版で公開
【用語解説】
(注 1) ケモカイン (Chemokine)
特異的な受容体を発現している細胞を引き寄せる分子群の総称。例えば、通常リンパ節内のストロー
マ細胞で産生されている CCL19 の受容体は CCR7 であるが、がん細胞が CCR7 を発現すると、その CCL19
に引き寄せられて転移するため、がんのリンパ節転移との関連性が示されている。
(注 2) 間葉系幹細胞（Mesenchymal Stem Cell, 略 MSC）
間葉に由来する体性幹細胞で、骨芽細胞、脂肪細胞、筋細胞、軟骨細胞などの間葉系に属する細胞へ
の分化能を有すことから、骨や血管、心筋の再構築などの再生医療への応用が期待されている。その
一方で、免疫反応を抑制する作用を示す上、がん組織で増加していることから、がんの進展との関連
性が示唆されている。しかし、その詳細なメカニズムは未だに明らかでない。

※ご取材の際には、事前に下記までご一報くださいますようお願い申し上げます。
※本リリースは文部科学記者会、科学記者会、厚生労働記者会、厚生日比谷クラブ、各社科学部等に送信
しております。
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