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論 文 内 容 の 要 旨 

 オートファジーとは，ストレス環境に陥った細胞が，飢餓状態における栄養を確保するために既

存の細胞内小器官を分解するシステムである。このオートファジーが種々の癌発生，進行に対して

抑制あるいは発癌促進の両面を示すことが近年明らかになってきた。 

Beclin-1 はオートファジーの開始にあたりオートファゴソームを形成することで重要な役割を

果たし，オートファジーのマーカーとして認識されている。Beclin-1 は，非腫瘍性乳管上皮に発現

するのに対して，乳癌細胞の約半数では発現が低下すると報告されている。しかし，腫瘍細胞にお

ける beclin-1 の発現と予後不良との関連については一定の見解が得られていない。 

間質細胞にオートファジーが起こると，周囲の腫瘍細胞にケトン体やグリコーゲンを供給して腫

瘍の発育に寄与することが明らかとなった。そこで腫瘍細胞および間質細胞における beclin-1 の発

現を観察することにより予後への影響を明らかにしたいと考えた。 

本研究で申請者らは，浸潤性乳管癌において，腫瘍細胞および間質細胞で，beclin-1 の発現と患

者の予後との関連を検討した。また乳癌細胞と骨髄由来の間葉細胞を共培養し，分子学的な背景を

検討した。 

【対象と方法】 

  2004年 6月から2008年 9月までに当科と関連施設において手術を受けた StageⅠ～Ⅲの浸潤性乳

管癌 115 例を対象とした。年齢は 33～97 歳（中央値 58 歳）で StageⅠ，Ⅱ，Ⅲはそれぞれ 43，62，

10 例であった。ER 陽性，陰性症例は各々90，25 例であり，HER2 陽性，陰性および未検査症例は各々

26，86，3 例であった。なお，両側乳癌および術前治療例は除外した。 

手術摘出後 10%緩衝ホルマリンで固定し，パラフィン包埋した組織を標本として使用した。

ImmPRESS polymerized reporter enzyme staining system (Vector laboratories, Inc., Burlingame, 

CA, USA) を用いて免疫組織染色を行った。Beclin-1 特異的マウスモノクローナル抗体(clone 4H10)

および従来法のウサギ抗体は各々 Novus Biologicals (Littleton, CO, USA) と Genetex (San 

Antonio, TX, USA)より入手し，免疫染色に使用した。 

腫瘍細胞および間質細胞での beclin-1 発現を検討し，5%以上染色された症例を陽性と判定した。

腫瘍細胞および間質細胞ともに陽性の群を A 群，腫瘍細胞のみ陽性の群を B 群，間質細胞のみ陽性

の群を C 群，ともに陰性の群を D 群の 4 群に分類し，各群における無再発生存率（DFS）と全生存率

（OS）を比較した。 

Beclin-1 の発現がないかあるいはごく少量とされる乳癌細胞株 MCF-7 と，beclin-1 が発現してい
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る骨髄由来の間葉細胞 UE6E7T-2あるいはsiRNAを用いてbeclin-1発現を抑制したUE6E7T-2とを共

培養した。48 時間後に total RNA を抽出し，両群での遺伝子発現の差異を網羅的にヒト全ゲノム DNA 

マイクロアレイシステム (SurePrint G3 Human 8x60K ver. 2.0, Agilent Technologies, Santa Clara, 

CA)を用いて検討した。得られた差異のある遺伝子群，IL-1β，DDR2，IL-10RB の発現をリアルタイ

ム PCR，そのタンパク質発現の差異を Western blotting 法を用いて再度検討した。 

【結果】 

1)腫瘍細胞は 115 例中 68 例に，間質細胞は 115 例中 38 例に陽性像を認めた。腫瘍または間質細

胞の陽性像は Kaplan-Meier 法，Log-rank 検定による予後解析で有意差を認めなかった。 

2)A 群は 29 例，B 群は 39 例，C 群は 9 例，D 群は 38 例であった。予後解析では C 群は他群と比較

し OS では有意差を認めなかったが(p=0.290)，DFS では有意に予後不良であった（p=0.030）。 

 2)網羅的遺伝子解析を行うと，beclin-1 発現を抑制した群では癌の浸潤に関わるとされる炎症性

物質の IL-1βやコラーゲンレセプターの DDR2 遺伝子発現が抑制され，抗炎症作用のある IL-10 の

受容体をコードする IL-10RB 遺伝子発現が増加した。 

 3) beclin-1 発現を抑制した群ではタンパクレベルでも IL-1β発現が抑制された。 

【考察】 

 間質細胞での beclin-1 の発現は，腫瘍増殖微小環境での飢餓状態におけるケトン体などの癌代謝

を通して腫瘍発育に寄与すると考えられている。Beclin-1 発現が腫瘍細胞で低下し間質細胞で過剰

発現している群では予後不良である可能性が示唆された。 

Beclin-1 を抑制した群では癌の浸潤に関わるとされる炎症性物質である IL-1βやコラーゲンレ

セプターの DDR2 の発現が抑制され,これらのメカニズムを介して再発が抑制される可能性がある。 

【結論】 

 本研究は，間質細胞における異常な beclin-1 発現増加が乳癌における予後に強く関連している可

能性を示唆している。癌細胞に beclin-1 発現が低下し，かつ間質細胞に beclin-1 が過剰発現して

いる症例では,間質細胞の beclin-1 発現を抑制することが,乳癌進行を抑制する新たな治療となり

得る可能性が示唆された。 

 
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

申請者 森川 あけみ は，オートファジーのマーカーである beclin-1 に着目し，浸潤性乳管癌患

者から得た組織検体を免疫組織学的手法により解析し，腫瘍細胞および間質細胞における beclin-1

の発現と患者の予後に相関があることを見出した。また間質における beclin-1 発現が癌微小環境に

おいて炎症を誘発し，IL-1β経路やコラーゲンレセプターDDR2 を介したメカニズムにより，癌の浸

潤やリンパ節転移に重要な働きをしていることを解明した。以上の結果は，間質細胞を標的とした

治療戦略を構築する上で重要な情報をもたらし，今後の乳腺腫瘍学の発展に少なからず寄与するも

のと認める。 
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