腫瘍（肝胆膵）グループ

大平 将史（2011年卒）

志智 俊介（2012年卒）

肝細胞癌の進展における
表皮型脂肪酸結合タンパク質の機能解析

DGKα/ζを標的とした消化器癌に対する次世代
免疫療法の開発研究～ DGKζ遺伝子欠損マウス
における抗腫瘍免疫増強のメカニズム～

研 究 の 概 要： 当 教 室 で は 正 常 肝 組 織 と 比 較 し て 肝 細 胞 癌
（Hepatocellular carcinoma, HCC） 組 織 に お い て 表 皮

細胞膜脂質メディエーターを調整する酵素Diacylglycerol

型 脂 肪 酸 結 合 タ ン パ ク 質（Fatty acid-binding protein 5,

kinase（DGK）αおよびDGKζの作用メカニズム解明と同分

FABP5）が高発現しており、それがHCC患者の予後増悪因

子を標的とした新規抗腫瘍治療の開発をテーマに研究していま

子であることを報告してきました。しかし、その詳細な分子

す。今年度は遺制研・北村秀光准教授にご指導いただき、チー

メカニズムについては未だ十分な解析は進んでおらず、その

ムDGKとして先行研究の「がんに対するDGKα阻害治療につ

解明が現在の課題となっております。また、血中FABP5も各

いて有効性の実証とメカニズム解明」を論文として公表できま

種生活習慣病などの疾患との関連が報告されておりますが、

した。がんの様々な局面におけるDGKのメカニズム解明につ

HCCと血中FABP5の関連性を解析した報告はこれまでにあ

いて取り組んでいます。個人テーマとしては多様な免疫細胞に

りません。本研究の目的は、HCCにおけるFABP5の機能を

発現するDGKζについて遺伝子欠損マウスを用いた肝がんモ

細胞内・細胞外（血液中）の両面から解析することです。

デルを作成し、各種免疫細胞における作用やメカニズム解明に

進捗状況：これまでに、当科Tissue Bankで保管している血

取り組んでいます。DGKζはT細胞、NK細胞の制御因子とし

清と肝切除組織を用いた解析を行ない、血清中FABP5濃度と

て機能し、CD8陽性T細胞におけるDGKζ欠損状態はTCR刺

HCC組織中FABP5発現レベルはそれぞれが別々にHCC患者

激に対する応答が亢進する一方でIL-2依存的PD-1発現は抑制

の予後を増悪していることを見出し、報告しました（Ohira M,

され、DGKζ欠損NK細胞も殺細胞活性が高いことが知られて

et al. Carcinogenesis. 2021）。現在は、各種細胞株を用い

います。我々は樹状細胞においてもDGKζ欠損により一部の

てHCC細胞内FABP5の機能の解析を進め、これまでの実験

細胞機能が亢進することを見出しており、DGKζ制御（阻害）

でエネルギー代謝の変化や癌幹細胞へのリプログラミングへ

によってがん宿主において強力な免疫賦活化が得られると考え

の関与の可能性を見出しております。今後は、より詳細な分

ます。学位取得には「抗原提示細胞におけるDGKζの作用メ

子メカニズムについて、in vitro/in vivo の実験で明らかにす

カニズム」をテーマとして2021年度中に論文投稿まで進めた

る方針です。

いと思います。チームとしてはDGK制御治療開発へ向けて医
療シーズ取得を目標に競争的研究費の採択を狙っています。

HCCに対する肝切除術後の⽣存率

DGKα/ζを標的とした消化器癌に対する次世代免疫療法の開発研究
～DGKζ遺伝子欠損マウスにおける抗腫瘍免疫増強のメカニズム～
HCC細胞における細胞内・細胞外FABP5の機能

志智俊介
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加藤 拓也（2012年卒）

石川 倫啓（2012年卒）

肝細胞癌におけるCOPZ1発現と
生物学的悪性度との関連ならびに予後の検討

血中exosome中circRNA発現解析による肝細胞
がんの診断、予後に関わるバイオマーカー探索

COPZ1（coatomer protein zeta1）は小胞体-ゴルジ体輸

私の研究テーマは「血中exosome中circRNA発現解析によ

送を担うCOP-Iの構成タンパクの一つとして知られている。

る肝細胞がんの診断、
予後に関わるバイオマーカー探索」です。

正常細胞ではCOPZ1とCOPZ2が両方発現し相補性を有する

ウイルス性肝炎や肝硬変という肝細胞がん高リスク患者のスク

が、癌細胞においてはnon-oncogene addictionを有し、主に

リーニングは広く行われており、早期stage肝細胞がんは根治

COPZ1のみが発現する。そのためCOPZ1阻害薬は癌特異的に

的治療が可能ですが、一方でアルコール摂取、肥満、2型糖尿

作用し、肝細胞癌の新規分子標的治療薬として期待される。ま

病、NASHなどの非ウイルス性の肝細胞がんリスク患者に対す

た以前当科で行った肝細胞癌の網羅的プロテオミクス解析にお

るスクリーニングは不十分であります。現在主に用いられてい

いてCOPZ1は分化度が低くなるにつれ発現が増加する傾向に

るAFPやPIVKA-IIといった腫瘍マーカーは小さい肝細胞癌を検

あり、肝細胞癌においてCOPZ1発現が生物学的悪性度と関連す

出するには感度の低さが問題であり新規の診断マーカーの発見

ることが示唆され、新規バイオマーカーとなりうる。臨床検体

が課題とされております。そこで我々は、近年細胞間伝達作用

を用いた免疫染色では、COPZ1陽性群が陰性群と比較し、5年

の仕組みが明らかになってきたexosomeに着目し、これが運

OS（41.7% vs 67.3%, p<0.001）
、DFS（11.6% vs 28.9%,

搬しているcircular RNA(circRNA)の発現解析により肝細胞

p=0.018）といずれも有意に低い傾向にあった。臨床病理学的

癌の新規マーカーとしての可能性を探索することとしました。

因子ではAFP高値（≧10 ng/ml）
、por、血管侵襲陽性との関

初めに、肝細胞癌とその他癌腫の血中exosome中のcircRNA

連がみられ、多変量解析ではCOPZ1陽性は予後不良に関連する

の各発現解析データセットを用いて、public database解析に

独立した因子であった。また細胞実験ではCOPZ1過剰発現肝癌

より肝細胞癌に特異的なexosome中circRNAを抽出したとこ

株は野生株と比較し、増殖能、遊走能、浸潤能が増悪する傾向

ろ、16個のcircRNAが候補として抽出されました。そして当

にあり、発現抑制株では増殖能の低下が見られた。COPZ1阻害

科で保管している肝細胞癌患者血清を用いて発現解析を行い、

ではCOP-I機能不全による小胞体ストレスの増加からアポトー

抽出された上記の候補となるcircRNAとの整合性を検証しま

シス傾向となることがわかり、癌増生が抑制された。高発現に

す。凍結血清からexosome抽出は確認することができており、

よる癌増進のメカニズムに関しては詳しいことはわかっておら

これらよりRNAを抽出しRT-PCR法により定量することで肝細

ず、COPZ1過剰発現株の遺伝子解析による解明を進めていく。

胞癌患者と健常者との比較を行い、新規マーカーとしての可能

研究課題：肝細胞癌におけるCOPZ1の生物学的意義の検討

性を検討する予定です。検体量が微量であり、繊細な手技も要
求され、研究の難しさを痛感しておりますが、少しずつでも進
めて結果を残したいと思います。

COPZ1腫
腫瘍依存性

Heatmaps of up-regulated circRNAs
in HCC patients
16 candidate circRNAs

COP-III
COP-I

circBase_ID

logFC

P value

hsa_circ_0002039

4.299750494

0.002137766

hsa_circ_0005720

3.681640239

hsa_circ_0005379

4.445558669

0.00741539

hsa_circ_0000278

2.971759623

0.006167134

hsa_circ_0048023

hsa_circ_0021647

4.269939854

hsa_circ_0001543

hsa_circ_0000469

3.417766736

hsa_circ_0021647

hsa_circ_0007266

4.13211431

hsa_circ_0003669

hsa_circ_0007201

5.032863046

0.004731433

hsa_circ_0048023

4.733529006

0.007140337

circBase_ID
hsa_circ_0005379

腫瘍ではCOPZ1が高発現(Z2は低発現)

hsa_circ_0000239
hsa_circ_0007201
hsa_circ_0002160

全生存率

hsa_circ_0007266

(上図)ゴルジ体ー小胞体間輸送小胞の模式図
(左図) COPZ1発現のカプランマイヤー 曲線

p=0.001

研究の展望
 COPZ1のHCC予後予測マーカー確立
 HCC新規治療薬としてのCOPZ1阻害剤の開発

hsa_circ_0006964
hsa_circ_0002039
hsa_circ_0070660
hsa_circ_0056257
hsa_circ_0000469
hsa_circ_0005720

大学院4年 加藤拓也

hsa_circ_0000278

hsa_circ_0000239

hsa_circ_0006964

5.170046391

4.237153447

0.00293432
0.006368125

0.005246232
0.003631296
0.008341724
0.003575286

hsa_circ_0056257

3.244798288

0.007140337

hsa_circ_0003669

3.377792802

0.00731681

hsa_circ_0001543

3.991810297

0.007694341

hsa_circ_0070660
hsa_circ_0002160

3.739643318

0.007331921

4.682417487

0.009019309
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小林 展大（2013年卒）

中本 裕紀（2014年卒）

HBV感染におけるRNA結合タンパク質の機能解析

肝再生機構における
Diacylglycerol kinaseの機能解析

現在B型肝炎ウイルスに対する治療はインターフェロンと核
酸アナログ製剤が使用されており、いずれも一定の効果が認め

今年度より研究に従事させて頂いております。肝切除は肝腫瘍

られていますが、HBVは一旦感染するとcccDNAという状態

の有効な治療法でありますが、術後肝不全（post hepatectomy

で核内に残存し、既存の薬剤ではウイルスを完全に排除するこ

liver failure, PHLF）を生じ致死的経過を辿ることがあります。

とは困難です。そこで新たな創薬標的としてRNA結合タンパク

残肝率が低い症例では肝不全発症率、肝不全由来の死亡率が有意

質(RBP)に着目し、研究を行っております。132種類のRBPラ

に高いdataがあります。そのため有効肝切除率等による肝切除

イブラリーから複製系および感染系でスクリーニングを行い、

アルゴリズムが定められ、場合によっては門脈塞栓術、段階的肝

RBP強制発現によりHBV量が低下する因子を選定し、それら

切除のための肝離断・門脈結紮術（ALPPS）等により残肝率増

とHBV量との相関関係を確認するため、ノックダウンやノッ

大を図る必要があります。PHLF発症予防に細心の注意を払う必

クアウトによる抑制状態でのHBV量を測定し検討しました。

要があるとともに肝再生促進因子を同定することは重要な要素

これらの実験により同定された因子について、HBVライフサ

であると考えます。私は細胞膜上の脂質メディエーターである

イクル内での抑制ステップの同定や、欠損変異体を作製してタ

Diacylglycerol（DAG）に着目し、肝再生との関連性、特に再

ンパク質のどの部分がHBV抑制に関わるかといった機能解析

生過程におけるstem cellの出現・分化との関連性についての検

を行いました。また今後は、RBPがどのような機序でHBVを

討を開始しました。まずはHiggins and Andersonの古典的肝

抑制するかといったより詳細な機能解析を行っていく予定です。

切除モデルに習い、Miceでの70%肝切除（PH）モデルを確立

私は病原微生物学教室の福原崇介先生にご指導いただき、

しました。この70%PHモデルを軸にDGK KO mice等を用い、

2020年4月から研究を開始しています。当初は新型コロナウイ

DGKと肝再生との関連性の検討を開始致しました。肝組織には

ルスによる実験の制限や、スタッフ・実験機器の不足など、研

DGKα、DGKζが特異的に発現しておりますが、現段階では

究を始めるにあたって様々な障害がありましたが、現在では充

DGKα KO miceはwild typeに比して術後死亡率が高く、DGK

実した環境のもと研究を行っております。教室のメンバーは新

ζはwildと同程度の生存率を示します。70%PH後の肝再生率に

型コロナウイルスに関する最先端の研究を毎日夜中まで行って

差がないか術後各段階で検討し、また肝不全マーカーの検査や

おり、
彼らに刺激を受けながら私も日々研究に邁進しております。

組織染色等で肝再生様式・死亡メカニズム解析を行うとともに、
肝再生過程においてDGKサブタイプに特異的な脂質が存在し、

⼀次スクリーニング (1.3×HBVプラスミド)
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ないか、など詳細な解析を行っていきたいと思います。
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