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綜 説

インタ-フェロンによる肝発癌予防
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Prevention of Hepatocellular Careinoma by Interferon
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Abstract

Hepatocellularcarcinoma(HCC) isoneofthemajorCausesofcancer-death inJapan.

MajorityofHCCpatientsareduetochronichepa徹isBorCinfection.Interieronisaprincipal

antト Viralagentforchronicviralhepatitiswhichhasvarietyofbiologicalfunctions.Weparticu-

1ar旦yfocusedontheant卜proliferativefuncdonof呈nterieronandsoughttodeteminewhetherthe

temporaladministrationofIFN-19preventshepatocarc豆nogenes豆sinamousemode王whereHCC

developswithoutnecroin虫ammation.Hepatocarcinogenicmicethataretransgen豆cforthehepatト

tisBvirusXgene(HBx-Tg)weretreatedw絶hIFN-βorsaiine(contro旦)払r3months,如)m

3to6monthsofage,andtheincidenceofHCCwasdeterminedat18monthsofage.The量nci-

denceofHCCwassigniacan醇 lowerintheIFN-β-treatedmieethanthecont ro ls(0vs50% ,

P<0,01).Inhibit豆OnofDNAsynthesisinhepatocytesbyIFN19wasobseⅣedintheliverof

HBxITg,withoutanysigniflCantilldtletionofこtPOptOSis.'nltlS.tempora一administrationofIFN-iブ

hasasigni鮎antpreventiveeffectontheoccurrenceofHCCinamousemodelwhereHCCdeve1-

epswithoutinaammation.ThemechanismsaretheinhibitionofDNAsynthesisandcellcycle

progressionofllePatOLlyteS.
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は じ め に

肝細胞癌は日本人の癌の死因の 4位をしめ,健

康上の大きな問題である.本邦における肝細胞癌

の約 9割は B型肝炎ウイルス (HBV)とC型肝

炎ウイルス (HCV)の持続感染が原因で起 こる.

従ってこれらのウイルス感染を制圧すればほとん

どの肝細胞癌の発症は防げると考えられる.つま

り肝細胞癌制圧の為の "敬"はもう既に見えてい

るわけであり,その点では現在肝臓学会等で妬 ま

れている肝がん撲滅運動の道筋は我々の眼前に可

視領域 として広がっているといえる.本稿では,

主にこのウイルス肝炎制圧の主務たるインターフ

ェロンによる,肝発癌予防効果に関する動物実験

の成果について述べる.

インJj-フ_しロン tcE.P)の生坤学的作用と

実験計画のあらまし

インターフェロン (IFN)(今後文中において

αないしβの I型 IFNをさすこととする.)は肝

炎の治療薬としてのみならず,腎がんや血液の悪

性感癌などに広 く用いられている1)2).IFNは大

まかに 1,抗ウイルス作用,2,免疫調節作用,3,

細胞増殖抑制作用を有する.無論,ウイルス性肝

炎の治療薬としては,抗ウイルス作用によってウ

イルスを生体から排除する作問が主であるが,免疫

を賦活化 したり,細胞増殖を抑制する作用も深 く

病態の制御に関与 しているものと推測される1)2)

IFNが細胞裏面の Rec叩tOrに結合することに

よって,ReceptorSubunitに結合 してい るJAK

(JarluSprotein-tyrosinekinase)が会合体を形成

して互いにリン酸化し活性化される.活性化 した

JAKは Receptorをリン酸化する.リン酸化 した

Receptorに STAT (SignaltTanSducersandactiva-

toroftranscripもion)が結合するとJAKが STAT

をリン酸化する.リン酸化 されたSTATは複合体

を形成 して核に移行 して,転写因子として機能す

る.それによって最終的にISRE (IFN-st.illllllal-

edresponseelement)を有する遺伝子群が活性化

される3ト 5)

山 方我 々 は HBVの Ⅹ遺 伝 子 (HBx) を

Transgeneに有する トランスジェニックマウスモ

デルを有 している6)7)(図 1).HBxと肝発癌に開

･草徽
HBxTransgenicmouse

HBxgene

A

肝細胞癌発生

図I HBV遺伝子とそのⅩ遺伝子を持つ トランスジェニックマウス
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しては過去に無数の論文が健に送り出されてきた

が,未だ発がんへの役割に関しての定説と呼ばれ

るものはない.現時点ではきぬめてPleiotropicな

HBxの生物学的作用によってHBVによる肝発癌

に関与するものと考えられている8)9).このマウ

スにおいては生後数か月より,肝にFociと呼ば

れる異型性の高い細胞集団が生じ∴12か月を過ぎ

るようになるとAdenoma(腺腫)やHCCを生ず

るようになる.

そこで,このマウスモデルを用いて,実際に

IFN授与によって肝発癌が予防されるか否かにつ

いての実験を勘案した10)

このマウスにおける肝発癌には免疫反応の関与

はない.つまり,肝に,人の慢性肝炎に見られる

ような炎症性細胞浸潤などは観察されない.また,

このマウスにHBVが感染してウイルス増殖を行

っているわけでもない.HBx遺伝子という単一の

遺伝子の健用に起因して,おそらくMultistepに

遺伝子異常が積み重なって最終的に肝細胞癌とい

う表現型を生み出しているものと考えられる.過

去の実験成績よりこのマウス肝においては,正常

マウス肝に比し肝細胞におけるBrdUの取り込み

やApoptosisが先進 していることが示 されている

ll).このような肝細胞の細胞回転の先進が最終的

に遺伝子異常の蓄積を促進し肝発癌にいたってい

ると考えられる.従ってこのマウスを用いた王FN

の発癌予防実験は,先に述べたIFNの代義的な3

つの作用のうち,HBx遺伝子の発現抑制に伴った

細胞増殖抑制作用が最終的に肝がんの発生を減ら

すかという問いを検証するものである.

また,第二の点としてマウス肝発癌モデルを用

いたIFNによる肝発癌予防に関する実験は過去

にも報告がある.あるゲル-プはG-Mycを高発

現するトランスジェニックマウスに生後直後より

生涯 IFNの継続投与を行い結果的に一部の群に

おいてのみ肝がんの発生 (個数および大きさ)杏

抑制 したと報告 している12)13).IFNの細胞増殖

抑制僅用には 2つあ り,細胞周期抑制館周 と

Apoptosis促進作用である.後者の軸optosis促進

件用は抗腺癌細胞効果が主なものである.マウス

に生涯ずっと王FNを授与し続けるのであれば,最
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綿的な肝がんの個数や大きさの評価は,IFNの発

生した雇癌に対するApoptosis稚用を反映するも

のであり,魔境事態の発生を予防する系ではない

と考えられる.以上の観点から我々は,生後3か

月のマウスにIFN (P)を過3回,3か月のみ投

与 して最終的な肝がんの発生率 を比較 した 10)

我々が用いたマウスにおいては少なくとも生後

12カ月まではAdenomaや HCCの発生はないた

め,この系では,そのような魔境性病変の存在 し

ないとき (人の IFN投与時期もそのようである

と考えられるため)にIFN投与を行なった.

我々はこのマウスに対して生後 3M から6M ま

でに限定して週 3回,IFN-βを5000IU/g体重の

量で授与 し,生食を授与 した群と最終的なHCC

の発生頻度について検討 した (図 れ その結果,

生後 18M の時点におけるHCCの発生頻度はIFN

非授与群で 5/10(50%)であったが,IFN投与

群では0/15(0%)と有意に (P〈O.01)IFN授

与群において HCCの発生が抑制 された (表 1).

つまり,通常肝にHCCやその前段階のAdenoma

の観察 されない時期にIFNを一過性に授与 した

だけでHCCの発生予防がなされることがわかっ

た.この実験結果はC型慢性肝炎にIFN治療を

行った場合著効 (HCVの完全排除)が得られな

くてもある程度 HCCの発生頻度が抑制されると

いう臨床データを裏打ちするものである1隼 ま

たIFN投与群では非授与群に比 して肝の組織学

的異型度の進行程度が緩やかになることもわかっ

た つまり,IFN非投与群のマウス肝においては,

肝細胞の大小不同などの (Pleomorphysm)や,

PiknotieNucleusなどの組織異型が経時的に進行

していくが,IFNを授与した肝ではそれらの組織

翼型のレベルが抑制 されることが観察 された.

IFN投与マウスでは今回の実験ではHCCの発生

は観察 されなかったが,Adenomaの発生は観察

されたこと (義 損,組織異型のレベルの進行は

IFN投与群に比 し緩やかではあるが起こっていく

ことを考えると,今回の HCC発生予防効果は,

無論その発生をシャットアウトしてしまうような

完全なものではなく,HCCが発生する素地であ

る肝細胞の発癌への遺伝子変化を抑制 し,HCC
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通常のHCC発生時期

HBxtransgenicmouse 1
0 3 6 12 18M

好事

匿 聖

Control(生食)
∩=10

lFN-B(5,000U

/gram)
3times/week

n-15

図2 実験 (IFN投与)スケジュール

甘
Sacrifice

表 l IFN-∫?群とコントロ-ル 性 食)群における肝臓癌の発生頻度

Adenoma HCC

コントロール 頼=10,M:ドニ3:7) 2(20%) 5(50%)

lFN-β (n=15,M:F=8:7) 2そ13%) 0(0%)

'':P<0.01,ExactFischertest

の発生を遅延 させている結果であると考えられ

た.

では,まだHCCや Adenomaなどの腺癌性病変

の出現のない時期に IFNを授与 して最終的に

HCCの発生予防効果が観察 されたという実験事

実に対 して次にどのようなアプロ-チをすべきで

あろうか ?

王FNにはApoptosis誘導効果があり,殺腫癌細

胞効果を有することで広く悪性疾患の治療に使わ

れている.特に IFN一声は IFN-aに比 し強い

Apoptosis誘導効果があるとする報告が多い 15)抽

しかしながら,この実験モデルでは腺癌性病変の

ない時期にIFNを授与しているため,抗感癌効果

がHCC発生予防効果に結びついたということは

考えられない.しかしながら,この時期 (3から6

か剛 のマウス肝には最終的にAdenomaや HCC

に進展する極 く初期の病変 (Foci)が存 在 し,

王FNが早めにそれらの病変をApoptosis誘導効果

によって排除 して しまうために,HCCの発生予

防効果が得られたのかもしれない.繰 り返すがこ

のマウス肝には細胞浸潤などの肝炎の兆候は存在

せず,またHBVウイルスそのものが増殖するモ

デルでもなく,純粋にIFNの細胞増殖抑制効果と

肝発癌予防効果の関係をアッセイする系である.

そこでこの効果を細胞周期抑制効果 (DNAの取

り込み阻害)とApoptosis誘導効果の2つにわけ

HBx-Tgマウス肝 (InⅥvo)とマウスより得 ら

れた初代肝細胞培養系 (ImViWo)の両方におい
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てIFN一声によるこれらの効果の誘導を検討した.

その繭に,予備実験 として人の培養肝細胞に

おけるIFN19の細胞増殖効果のアッセイを行っ

た 油 .過去にIFNを用いた肝癌培養細胞株に対

する細胞増殖抑制効果のアッセイ結果は無数にあ

る.しかし,我々の実験の標的はあくまで癌では

なく,正常 ほ だ感化 していないという意味で)

の肝細胞に対する王FNの効果である.従って,

我々はNormalHepatoeyteCellLineと誼われてい

るWRi1-68(正常の入肝細胞であれば数回の分

裂で終わってしまうため,幼弱な肝から得られた

またま株化した,つまり "痩"由来ではないとい

う意味でNormalという形容詞がついていると考

えられる)というCellLineを柳 ､てIFN-βの細

胞増殖効果のアッセイを行った.結果,この Cell

Lineに対 して 王FN一郎 まDoseDependentに細胞

増殖抑制効果を示 した.次にこの生細胞数の減少

がApoptosis誘導によるかCellCycleの抑制によ

るものか検討を行った.Caspase3のAssayによ

って検討 したが IFN-iI3による有意なApoptosis

誘導効果は観察 されなかった.次に IFN-βの

CellCycleに対する影響をFACSを用いて検討 し

た.IFNを培養土渦 中に加 えない群では Cell

Cycleの進行に伴って細胞が2nから4mに移動 し,

6時間複には一部の細胞が再び 2nに移行 してい

た (細胞が分裂 したことを示す)那,IFN投与で

多くの細胞がS期に留まっていた.つまり,IFN

によってS期に細胞が停止する (S期ブロック)

ことが示された.結果として,IFN-βの細胞増殖

抑制効果は,この CellLineを用いた検討では,

Apoptosis誘導効果ではなく,細胞周期停止効果

によると考えられた.

次 に,HBx-Tgを用 いて InVivoにおけ る

IFN19の肝細胞への効栄を検討 した 10).(図 3)

BrdUを飲水にまぜ経口投与し,5日間IFN-βを

授与し,肝細胞におけるBTdUの取り込みを免疫

組織淡色によって検討した.結果,IFN19投与群

ではBrdU取 り込み細胞が有意に少ないことがわ

かった (図3,上,王nVivo).しかしながら,同じ

組織切片をTUNEL染色によって陽性細胞を検討

すると,王FN一声授与群ではApoptosisの克進が観
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察 されたが有意差は認められなかった. (図3,

下.InVivo)

更に,この 王nVivoの効果を王nⅥtroにて確認

するため,HBx-Tgマウス門脈にEGT先 コラジ

ェネ-スを注入し,初代肝細胞を得て,王FN-βの

効果を検討した く図3,InⅥtro).王FN-β投与に

よって有意にBrdU陽 性 細 胞 数 が 有意に減少した

一方 (上),TUNEL陽性細胞数 は 上 昇したが有意

差は認められなかった (下).

これらの結果により,HBxITgマウスを用いた

InⅥvoとInVitroの実験においてIFN-βは肝細

胞における有意なDNAの合成抑制効果を示 した

が,Apoptosis誘導効果は有意ではなかった.従っ

て,IFN-βによる肝発癌予防効果はApoptosis誘

導効果よりむしろIFN-βの肝細胞増殖抑制効果

が主であることがわかった.

このマウスはHBx遺伝子の働きによって肝発

癌を引 き起 こすモデルである.そこで我々は,

IFN-βがHBx遺伝子の発現抑制効果があるか否

かを検討したすHBx-Tgマウスより得られた初代

培養肝細胞に ⅠFN-βを加 え,RNAを抽出 し,

RealTime-RT-PCRによ-)てHBxmRNA(/)レベ

ルに変化が見られるか否か検討したが,予想に反

してIFNによってもHBxmRNAのレベルに打意

な減少は観察されなかった.

IFNが明らかにHCCの発生予防効栄を着する

にもかかわらず,このマウ封 こおけるHCCの発

生の DrivingforceたるHBxの発現に影響を与え

なかったことの解釈は困難である.しかしながら

HBxは非常に多様な作問を有する遺伝子であり,

HBxの働 きから最終的に細胞増殖克進にいたる

シグナル伝達経路の中で IFNがよりDown-

Streamの事象を抑制したと考えるべきであろう.

先に述べたようにIFNの効果発現にはSTATと

呼ばれる転写因子のリン酸化が重要である.我々

は中でも,主に細胞増殖抑制に働 くSTATlとむ

しろ細胞増殖促進の方向に働 くSl甘Ⅰ3に着目し,

IFN-βがその リン酸化の程度に影響を及ぼすか

否かについて,HBx-Tg由来の初代肝細胞培養お

よび先述のWRL-68の両方の系で,WesternBlot

法を用いて検討 した輔.結果,両方の細胞におい
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A.IFN-β投与による肝細胞におけるDNA合成への岩響
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て IFN-1管によって STATlの有意な リン酸化は 発癌抑制 に結びつ いた と考 えられ る)には

確認 されたが,リン酸化 ST貯r3の克進は観察 さ STATlの リン酸化が KeyEventであることが予

れなかった･本業験の結果よりIFN-βによって 測 された.では,何故王FN-iMこよってもたらさ

もたらされる肝細胞増殖抑制効果 (結果として肝 れたSTATlのリン酸化が , 肝 細 胞 の 増 殖 抑 制 ,ひ
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いては肝発癌予防に結びついたかを解明すること

が本研究の今後の課題であると考えている.

最後に,本研究の臨床的意義はどのようなとこ

ろに存在するのであろうか ?近年,ウイルス性肝

炎の治療は飛躍的に進歩 している.B型慢性肝炎

に対 しては従来のインターフェロン治療に加 え,

経口の抗ウイルス薬が承認され広 く用いられてい

る.一方,C型慢性肝炎の主役は 王FNである.現

在は,半減期が長 く1週間に 1回の投与でよいペ

グインターフェロン製剤が主役である.また,経

口の抗 ウイルス薬の リバ ビリンとの併用によっ

管,いわゆる遺伝子型 1b,高ウイルス量の難治性

C型慢性月干炎でも約半数近くにまたその他の症例

の約8割に著効が得 られるようになってきてい

ら.しかしながら,まだ多くの症例はIFN無効例

つまりHCVの駆除が達成できない例 として存在

している.また,最近 C型肝がん及びその高危険

群に属する愚者は高齢化 している.言い換えれば,

これらの患者は糖尿病や高血圧などの合併症を有

し,また進行 した肝病変のため血小板の数値が低

下 し本格的な IFN治療を施行できない例が多い.

昨今では,これらの症例に対 して,いわゆる根治

を目指 した治療ではなく,肝発癌抑制を主眼にお

いた IFNの少量長期療法が行われる例が多くな

ってきており,厚労省のガイ ドラインでも推奨 さ

れている.しかしながら,ウイルスを根絶 しなく

ても発癌抑制を目指すという上記の理論的根拠は

IFNによってALTの低下が得 られるか らという

ものであり,では,ALTを低下 させる他の肝庇護

薬に比較 しての IFNの肝発癌抑制効果の優越性

は不明確であった.本研究は王FN自体の肝欄胞増

殖抑制効果が肝発癌予防に結びつ くことを初めて

示 したものであり,その意味で我々臨床家が肝発

癌抑制に向けた IFN治療の正当性に理論的根拠

を与えるものであると確信 している.
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