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論文内容の要旨 

 

縫合不全や術後肺炎等の重症感染症を伴った担癌患者にて急激な腫瘍増殖や進展をしばしば経験

する．このメカニズムとして, 炎症性細胞からの neutrophil elastase をはじめとした各種 mediator
の分泌亢進とそれに対する腫瘍細胞の応答が考えられる． この現象に関し当科では, 炎症性細胞か

ら放出された neutrophil elastase が細胞膜表面に存在する transforming growth factor (TGF)-α
等の増殖因子を放出させ,自らの膜性増殖因子受容体を刺激し細胞増殖を促す自己増殖機構を,さら

には neutrophil elastaseの特異的阻害薬である sivelestat(エラスポール○R )がこの増殖機構を抑制す

ることを胃と食道癌で解明している． 乳癌領域においても, 不完全な開放生検後症例や感染を伴う

局所進行症例で腫瘍の急速増大がみられることから同様の増殖機構の存在が推察される． 一方, 
HER2 陽性乳癌は悪性度が高く従来予後不良であった．しかし , 近年抗 HER2 抗体である

trastuzumab(ハーセプチン○R )の出現にてその予後は改善されつつあるが, 同剤への抵抗性獲得とい

う問題も残されている． こうした中で, 最近, trastuzumab への抵抗性獲得に TGF-αが関与する

との知見が示されたことより, neutrophil elastase を介して TGF-αを制御しうる sivelestat が

trastuzumab 抵抗性獲得阻止に応用可能と推察された． これらの推察から, sivelestat の抗腫瘍効

果, さらには抗 HER2 療法への応用の可能性を追求した． 
【目的】 

① 乳癌細胞に対する neutrophil elastase による増殖促進のメカニズムを解明する． 
② Neutrophil elastase の特異的阻害薬である sivelestat による抗腫瘍効果を確認し , 

trastuzumabへの抵抗性獲得阻止という観点から HER2陽性乳癌治療への応用の可能性を追求

する． 
【方法】 

乳癌細胞株 SKBR-3(ホルモン受容体陰性, HER2 陽性)を用いて neutrophil elastase, sivelestat
および trastuzumab等による細胞増殖やシグナル伝達への影響を検討するべく, 細胞増殖について

は MTT assay, シグナル伝達については EGFR, HER2, ERK1/2 を western blotting で評価を行っ

た． 
【結果】 

① SKBR-3 は neutrophil elastase 付加にて濃度依存性の増殖を示し 25nM の neutrophil elastase
でコントロール比 108%の増殖をきたした．同時に EGFR, HER2, ERK1/2 は添加 5 分以降でそ

れぞれのリン酸化が惹起され, いずれも 15 分で最高レベルに達した． 

 



  

② Neutrophil elastase 付加に際し, TGF-αおよび epidermal growth factor(EGF)の影響は TGF-
α中和抗体 1000ng/mlで 95.2%, EGF 中和抗体 100ng/mlにて 90.4%まで増殖促進を抑制した．  

③ Neutrophil elastase 付加時に sivelestat を追加投与すると, 50μg/mL 以上にて 74.1%まで細胞

増殖を抑制した. また, sivelestat は EGFR, HER2および ERK1/2のリン酸化を抑制したが, そ
の効果は TGF-α・EGF のそれぞれの中和抗体使用時に比し強力であった． 

④ Trastuzumab は SKBR-3 の増殖を抑制したが, TGF-α併用ではその効果が打ち消された. また, 
trastuzumab 付加 24 時間以降で確認された HER2 の down regulation は, TGF-α追加にて抑

制された．  
⑤ Neutrophil elastase 付加時でも, trastuzumab および sivelestat 存在下ではコントロール比

95％および 83%に細胞増殖が抑制され,特に両剤併用では 65%に及んだ．また, trastuzumab に

よる HER2 の down regulation は neutrophil elastase 付加時には抑制されたが, sivelestat 追
加にて再び down regulation されることが判明した． 

【考察】 

① 乳癌細胞にも neutrophil elastase による増殖効果がみられ, neutrophil elastase による腫瘍細

胞からの TGF-αや EGF の放出が関与する自己増殖システムの存在が証明された．また, 
neutrophil elastase による細胞増殖機構は sivelestat により細胞内シグナルへの影響も含め抑

制される． 
② TGF-αは trastuzumab が誘導する HER2 down regulation を阻止することで trastuzumab へ

の抵抗性を獲得させることから, 薬剤耐性において大きく関与するものと推察された． 
③ Sivelestat と trastuzumab の同時投与は各単剤使用より高い抗腫瘍効果がみられた. この効果

は trastuzumab が誘導した HER2 down regulation の TGF-αによる修復を sivelestat が間接

的に阻止したと考えられた． すなわち, TGF-α は ligand として腫瘍増殖に関与するだけでな

く HER2 down regulation の修復にも関与していると考えられた． 
【結論】 

Sivelestat は neutrophil elastase 阻害を介して TGF-αの遊離を抑制することで ligand 制御と

trastuzumab 耐性獲得阻止という 2 つの機序で HER2 陽性乳癌治療へ応用可能であり, 今後の治療

に新たなる戦略を導き出すものと期待される． 
 

論文審査の結果の要旨 

 
申請者 名和正人は, 乳癌において neutrophil elastase を起点とした腫瘍自己増殖システムが

存在し, このシステムが sivelestat により細胞内シグナルへの影響も含め抑制されることを見い

だした. さらに sivelestat と trastuzumab の併用は, ligand としての TGF-αをおさえながら

trastuzumab 耐性も解除可能な治療方法であることも見いだした. 以上により, 本研究は, 外科腫

瘍学の発展に少なからず貢献するものと認める. 
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