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肝癌細胞に対するmda-7�IL-24 の腫瘍抑制効果とシグナル伝達
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はじめに：mda-7�IL-24 は IL-10 ファミリーに属するサイトカインである．mda-7 を発現した
アデノウイルスベクター（Ad-mda-7）を用いて癌細胞にmda-7 遺伝子を導入すると癌特異的に
増殖抑制とアポトーシスを誘導することがさまざまな癌細胞で証明されている．本実験では
Ad-mda-7 が肝癌細胞株に及ぼす腫瘍抑制効果およびシグナル伝達機構をin vitroで検討した．
方法：Ad-mda-7 を HepG2（p53 野生型）およびHep3B（p53 欠失型）に感染させ，免疫染色お
よびWestern blot 解析を用いて細胞内MDA-7 の発現を検出し，trypan-blue 染色法で生存曲線
を作成した．さらに，Ad-ma-7 感染後に発現しているアポトーシス関連蛋白（PARP，CAS-
PASE，BAX）および JAK�STAT蛋白をWestern blot 解析で検出した．結果：両細胞におい
てAd-mda-7 感染 72 時間以後に増殖抑制を有意に認めた（p＜0.05）．感染 72 時間以後に両細胞
でMDA-7 の発現および cleaved-PARPの増強を検出した．BAXの発現はHepG2 で増加して
いたがHep3B では増加を認めなかった．cleaved-caspase8 の発現は両細胞で増強し，p-STAT
3 は HepG2 で増強していた．結論：mda-7�IL-24 は効率的に肝癌細胞株にアポトーシスを誘導
した．その誘導経路は p53 および BAXに非依存的であり caspase 活性化経路によると考えら
れた．STAT3 もまたアポトーシスに関与していると考えられた．

緒 言
melanoma differentiation associated gene-7（以

下，mda-7）は癌増殖抑制効果を有する遺伝子とし
て注目されている．Differentiation therapy の一環
としてメラノーマ細胞H0―1 に INFβと protein
kinase C activator（mezerein）を投与すると不可
逆的な増殖抑制，腫瘍性の消失および最終分化が
観察され１）～４），この現象に対し subtraction hy-
bridization 法が行われた結果，複数の遺伝子が同
定された５）～７）．mda-7 はこれらの遺伝子の一つであ
り，正常メラノサイトで発現しているmda-7 の
mRNAはメラノーマの進行に相関して減少して
ゆく．また，in vitroでmda-7 を発現したアデノウ
イルスベクター（以下，Ad-mda-7）を用いてヒト
メラノーマ細胞にmda-7 を導入するとアポトー
シスが誘導され腫瘍増殖が抑制される１）８）．以上か

ら，mda-7 は腫瘍抑制遺伝子として注目され，現在
までに乳癌，肺癌，頭頸部癌，膠芽腫，前立腺癌，
大腸癌，骨肉腫，子宮頸癌など多種のヒト癌細胞
に対するAd-mda-7 の癌増殖抑制効果が報告され
てきた８）～１２）．さらに，特徴的なのは正常ヒト細胞に
対してはAd-mda-7 の増殖抑制効果が認められな
い，すなわちAd-mda-7 には癌選択的な増殖抑制
効果が期待できることである９）１１）１３）．現在，mda-7
蛋白（MDA-7）は IL-10 サイトカインファミリー
に分類され，Interleukin 24（IL-24）と命名されて
いる１４）～１８）．
このように，mda-7�IL-24 は癌特異的増殖抑制

効果を有することから遺伝子治療への応用が期待
され研究が進められてきており，すでに頭頸部癌
に対し PhaseI�II 臨床試験が行われている．しか
し，多種の癌細胞に対する研究が進められてきて
いるものの，その作用機序は完全には解明されて
おらず，また肝細胞癌に対する効果はまだ報告は
されていない．現在，肝細胞癌に対する遺伝子治

日消外会誌 ３８（8）：1280～1287，2005年

＜２００５年 2月 23 日受理＞別刷請求先：加藤久美子
〒105―8461 港区西新橋3―25―8 東京慈恵会医科大
学外科学講座



療としてp53を用いた抑制遺伝子導入療法１９），IL-2
や IL-12 を用いた免疫遺伝子治療２０），AFPプロ
モーターを用いた自殺遺伝子法２１）などがある．
我々はヒト肝癌細胞株HepG2，Hep3B を用いて
肝癌細胞に対するmda-7�IL-24 の抗腫瘍効果の基
礎的検討を行った．

対象と方法
1）細胞
ヒト肝癌細胞株HepG2（p53 正常型）および

Hep3B（p53 欠失型）を用いた．細胞は東北大学加
齢医学研究所付属医用細胞資源センターから供与
された．
2）アデノウイルスベクター
E1遺伝子の部分にサイトメガロウイルスのプ

ロモーターとmda-7 および Luciferase 遺伝子を
組み込んだ組換え型の 5型アデノウイルスベク
ターを Introgen Therapeutics 社（米国テキサス
州ヒューストン）から供与された（おのおのAd-
mda-7 およびAd-luc）．
3）Ad-mda-7 の細胞増殖抑制効果
肝癌細胞にAd-mda-7 を感染させ経時的な細胞

数の変化を dye exclusion test で測定した．1×105

cell�well の細胞を 12 穴培養プレートに撒き培養
した．24 時間後に，コントロールとして PBSで処
理した群（コントロール群），Ad-luc およびAd-
mda-7 を 2,500 viral particles�cell（vp�cell）で感染
させた群を作製した（おのおのAd-luc 群，Ad-
mda-7 群）．以後 120 時間後まで 24 時間ごとに
0.01％EDTA添加 0.05％trypsin 溶液で各群の細
胞を回収し 0.5％trypan blue（Gibco BRL 社，米
国）で染色後，ヘモサイトメーターで生細胞数を
計測し経時的生存曲線を作成した．
4）免疫染色
mda-7 導入による肝癌細胞でのMDA-7 の発現

を免疫染色で検出した．各細胞を 1×104�well で 8
chamber slide glass に撒き培養した．24 時間後に
前述と同様にしてコントロール群，Ad-luc 群およ
びAd-mda-7 群を作製し 48 時間後に 4％パラホ
ルムアルデヒドで固定，3％過酸化水素加メタ
ノールでブロッキングを行った．1次抗体として
抗mda-7 抗体（ウサギポリクローナル抗体，1：

1,000，ニチレイ，東京）を反応させた後，ペルオキ
シ ダ ー ゼ 標 識 抗 ウ サ ギ モ ノ ク ロ ー ナ ル
（2次抗体 1：1,000，ニチレイ）を添加した．ペルオ
キシダーゼ基質（DAB，ニチレイ）で発色させマ
イヤーヘマトキシリン溶液（ニチレイ）で対比染
色を行いMDA-7 の発現を検鏡した．
5）Western blot 解析
60mmシャーレに 1×106個の細胞を撒き 24 時

間培養後，前述と同様にしてコントロール群，Ad-
luc 群およびAd-mda-7 群を作製した．感染後 24，
48 および 72 時間後にサンプルバッファー（62.5
mM Tris，6M Urea，10％ glycerol，2％ SDS）を
添加し細胞および浮遊細胞を除去した上清の溶解
液を得た．各溶解液の蛋白濃度を測定し，各蛋白
30µg に 5％2-mercaptoethanol を加え 95℃5 分間
加熱処理したものをサンプルとした．これらのサ
ンプルに gel electrophoresis（SDS-PAGE）を行
い，後述する 1次抗体溶液および 2次抗体溶液で
Western blot 法を行った．なお，バンドの検出は
Enhanced chemiluminescence（ECL plus，Amer-
sham Pharmacia Biotech 社，英国）を用いてECL
Mini-Camera（Amersham）で行った．1次抗体は
抗 β-actin 抗体（濃度 1：1,000，SIGMA社，米国），
抗 mda-7抗体（同 1：1,000），抗 cleaved-PARP
抗体（同 1：1,000，Promega 社，米国），抗 p53
抗体（同 1：1,000，SANTA CRUZ社，米国）抗
Bax抗体（同 1：1,000， SANTA CRUZ ），抗
cleaved caspase-8 抗体（同 1：500，Cell Signaling
社，米国），抗cleaved caspase-9抗体（同 1：500，
Cell Signaling），抗 phospho-STAT3 抗体（同 1：
1,000，Cell Signaling）を使用した．
6）統計学的処理
統計学的処理はMann-Whitney の U検定で行

い，p＜0.05 を有意差ありとした．
結 果

1）Ad-mda-7 のヒト肝癌細胞に対する増殖抑制
効果
両細胞でコントロールおよびAd-luc 群の細胞

増殖は抑制されなかった．両細胞でのAd-mda-7
群において，72 時間以降に顕著な抑制を認めた
（72 時間以後はコントロール群およびAd-luc 群
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Fig. 1 Cell viability after Ad-mda-7 treatment. After infection or treatment 

with PBS, the number of viable cells was counted by trypan-blue test daily 

until Day5. Ad-mda-7 inhibited the growth of the both cell lines. The effect 

was significant on Day3－5（p＜0.05 vs. control and Ad-luc）.

に対し p＜0.05）（Fig. 1）．
2）ヒト肝癌細胞でのMDA-7 の発現
抗mda-7 抗体を用いた免疫染色ではHepG2 お

よびHep3B の両細胞においてAd-mda-7 群で細
胞質が染色され，MDA-7 の細胞内発現を認めた．
コントロールおよびAd-luc 群では染色を認めな
かった（Fig. 2）．また，Western blot 解析ではAd-
mda-7 群はいずれの細胞においても 19～35kDa
の複数のバンドからなるMDA-7 を発現してお
り，両細胞で経時的な発現量の増加が観察された
（Fig. 3）．
3）Ad-mda-7 のヒト肝癌細胞におけるアポトー

シス誘導
Ad-mda-7 感染後のアポトーシス誘導の有無を

Western blot 解析による cleaved-PARPの発現で
検討した．Ad-mda-7 群において両細胞で感染 48
および 72 時間後で cleaved-PARPを検出し，その
発現は経時的に増加していた（Fig. 4）．コントロー
ルおよびAd-luc 群では発現を認めなかった．
4）アポトーシス関連蛋白の発現

Ad-mda-7 によるアポトーシス誘導過程で発現
する蛋白をWestern blot 解析で検討した．p53
正常型であるHepG2 では他群に比較してAd-
mda-7 群で P53 の発現が増加していたが，P53 欠
失型であるHep3B では P53 は検出されなかっ
た．Bax の発現はHepG2 では他群に比べてAd-
mda-7 群で増加していたが経時的変化は認めず，
Hep3B では Bax は検出されなかった．両細胞にお
いてAd-mda-7 群に cleaved-caspase8（活性型サ
ブユニット，分子量 18kDa ）の発現を認め，特に
HepG2 では経時的に増加していた．HepG2 でAd-
mda-7 群に phospho-STAT3（p-STAT3）の発現が
観察され経時的な増加を認めた（Fig. 5）．

考 察
mda-7�IL-24 は IL-19，20，22 および 26（AK155）

とともに IL-10 サイトカインファミリーに分類さ
れる１４）～１８）．IL-10 サイトカインファミリーの遺伝子
座は第 1染色体長腕 1q32 近傍に存在し，mda-7
は 1q32.2―1q41 に存在する１７）１８）．ヒト正常組織にお
いてmda-7 の mRNAはメラノサイトのほか脾

肝癌細胞に対するmda-7�IL-24 の腫瘍抑制効果とシグナル伝達12（1282） 日消外会誌 38巻 8 号



Fig. 2 Expression of MDA-7 by Ad-mda-7 infection. 48 hours after infection with Ad-mda-7 

or Ad-luc, cells were incubated with anti-rabbit IgG-HRP. The cells were exposed to DAB to 

identify MDA-7. Both cells exhibited cytoplasmic MDA-7.

Fig. 3 Western blot analysis of the expression of MDA-7. Cells were treated 

with Ad-mda-7, Ad-luc or PBS. 24, 48, and 72 hours after treatment, proteins 

were extracted from cells and supernatant for Western blot analysis. The 

expression of MDA-7 increased in both cell lines treated with Ad-mda-7.

臓，胸腺やリンパ球などの免疫組織系に発現して
いるが１），mda-7�IL-24 のサイトカインとして機能
はまだ完全には解明されていない．Caudell ら２２）

はヒト末梢血単核球 peripheral blood mononu-
clear cell（以下，PBMC）へ炎症刺激を加えると

MDA-7 の分泌を認めたこと，さらに PBMCに
MDA-7 を投与すると INF-γ，IL-6，TNF-αが分泌
されるが，IL-10 の同時投与によりこれらの分泌は
消失または有意に減少したことからmda-7�IL-24
と IL-10 は同じサイトカインファミリーに属する
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Fig. 4 PARP expression detected by Western blot analysis. Cleaved-PARP 

was expressed progressively at 48 and 72 hours in both cell lines treated 

with Ad-mda-7.

Fig. 5 Expression of apoptosis-related protein and JAK/STAT pathway by 

Western blot analysis. P53 and BAX expression were increased in Ad-mda-

7-infected HepG2 cells as compared with other controls. In Hep3B cells, P53 

was not detected and no difference in BAX was observed. Up-regulation of 

cleaved-CASPASE8 was seen in both cells. Phosphorylated STAT3 was in-

creased in Ad-mda-7-infected HepG2 cells.

が互いに拮抗的に作用すると推察している．すな
わち，生理的発現量では他の炎症性サイトカイン
を誘導して炎症反応を活性化する可能性がある．
また，Huang ら１７）はin vitroでmda-7 が巨核球の分
化に関与していると推察している．
一方，多種の癌細胞におけるAd-mda-7 のアポ

トーシス誘導作用および癌増殖抑制効果は特筆す
べき性質である３）８）～１２）１５）～１７）２３）～２５）．本実験では肝細胞
癌の遺伝子治療にmda-7�IL-24 が応用可能か否か
検討した．

本実験ではAd-mda-7 により肝癌細胞株で
MDA-7 が効率的に発現し，癌細胞増殖が抑制さ
れることが示された．現在までにAd-mda-7 を癌
細胞に感染させると細胞内で 18.4kDa のMDA-7
が転写され，細胞外へ分泌される際に糖化を受け
て 23～40kDa の分子量を持つことが報告されて
おり８）９），本実験のWestern blot 解析でのMDA-7
の複数のバンドは肝癌細胞内に発現したMDA-7
および細胞外へ分泌されたMDA-7 の発現を示し
ていると考えられた．
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さらに，本実験ではAd-mda-7 感染により
cleaved-PARPの発現を認めたことから，Ad-mda
-7の肝癌細胞株に対する増殖抑制効果はアポトー
シスによることが示された．アポトーシス誘導の
細胞内経路として基本的には細胞膜上のデスレセ
プターを介して caspase-8 もしくは 10 を活性化
し下流 caspase cascade を進むシグナルと，Bcl-2
ファミリーからミトコンドリアを介し caspase-9
が活性化して下流 cascade が進むシグナルがあ
り，これらは caspase 依存的アポトーシスに分類
され２６），両者にはクロストークが見られる．その
他，caspase 非依存的アポトーシス経路 apoptosis
-inducing factor（AIF）やエンドヌクレアーゼG
（endoG）の存在も最近注目されている２７）２８）．本実験
ではHepG2，Hep3B の両細胞においてAd-mda-
7 群で cleaved-caspase8，9，3 のうちで cleaved-
caspase8 のみを検出したことから，Ad-mda-7 に
よる肝癌細胞株のアポトーシスにはデスレセプ
ターを介する caspase cascade の活性化経路が作
用していると考えられた．さらに，ミトコンドリ
ア経路の関与を検討するためBcl-2 ファミリーの
うちBax，Bak，Bcl-2，Bcl-xL の検出を行った．
このうち，変化を認めたのは p53 正常型である
HepG2 でのAd-mda-7 感染による p53 と Bax の
発現の増加のみで，P53 欠失型であるHep3B では
Bax の有意な発現増加は認めなかった．このこと
から，p53 正常型肝癌細胞では p53 や Bax による
caspase cascade 活性化経路がアポトーシスを誘
導する可能性があるが，この機序は肝癌細胞のア
ポトーシスに必須ではないと考えられた．乳癌細
胞でのAd-mda-7 感染によるアポトーシスに対す
るBcl-2 ファミリーの関与を示唆する報告もある
が１１），非小細胞肺癌細胞や前立腺癌細胞では否定
的な報告もあり８）１０），Ad-mda-7 導入によるアポ
トーシスにおけるBcl-2 ファミリーの関与は癌細
胞の種類により異なることが推察される．
癌細胞へのAd-mda-7 感染による caspase cas-

cade の活性化に至る経路として現在明確にされ
ているものはないが，有力視されているのは dou-
ble-stranded RNA-dependent protein kinase（以
下，PKR）および p38MAPKである．PKRは eu-

karyotic translation initiation factor 2（eIF2-α）を
リン酸化し caspase cascade を活性化させアポ
トーシスを誘導するとされており２９）３０），Pataer ら１５）

は Ad-mda-7 感染による肺癌細胞株のアポトーシ
ス誘導と PKRの活性化に正の相関を認めたとし
ている．また，Balachandran ら16）は PKRが Fas
や Fas-associating protein with domain（以下，
FADD）の発現を誘導することでリガンドの非存
在下で caspase-8 を活性化し，アポトーシスを誘
導する可能性を示唆している．Sarkar ら１２）はメラ
ノーマ細胞にAd-mda-7 を感染させる際に
MAPKの一つである p38 の阻害剤を投与すると
アポトーシスが阻害されることから，Ad-mda-7
によるアポトーシス誘導には p38 の活性化が必
要であるとしている．今回の実験では PKRや p38
経路の検討は行っていないが，活性化 capase8 を
認めたことからデスレセプターシグナルが肝癌細
胞におけるAd-mda-7 のアポトーシスに関与して
いることが推測された．Balachandran らの結果を
ふまえるとAd-mda-7 が細胞内でFADDと cas-
pase-8 の結合を促進する可能性があると考えら
れた．
mda-7�IL-24 のサイトカインレセプターを介し

た変化を検討するために STAT1，3 およびJAK1，
3 の検出を行ったところHepG2 の Ad-mda-7 群
において p-STAT3 の経時的増加を検出した．一
般的にサイトカイン受容体のシグナル伝達には
JAK-STAT系が関与しており，現在までにmda-
7�IL-24 のレセプターとして IL-20R1�IL-20R2 お
よび IL-22R1�IL-20R2 が同定されている３１）３２）．実験
の結果からmda-7�IL-24 の情報伝達経路として
JAK-STAT伝達系のうち STAT3 の関与が考え
られたが，mda-7�IL-24 の誘導するアポトーシス
は JAK選択的阻害薬やチロシンキナーゼ阻害薬
で抑制されないことから JAK�STAT非依存的経
路によるという報告や２３），実験ではアデノウイル
スベクターを用いてmda-7�IL-24 を細胞内に導入
しているのでmda-7�IL-24 の細胞膜受容体は必ず
しも必要でないこと，Hep3B では STAT3 の発現
を認めなかったことから，STAT3 はアポトーシ
スに必須ではないと考えられた．しかし，実験で
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得られた p-STAT3 は活性型であり，mda-7�IL-24
の導入により受容体を介さない経路でアポトーシ
スに関与していると推測された．
我々は肝癌細胞に対してAd-mda-7 は効率的に

アポトーシスを誘導し増殖抑制効果を持つことを
示した．今後，Ad-mda-7 は肝細胞癌に対する遺伝
子治療に応用可能であると同時に，さらなる検討
を行う価値があると考えられた．
稿を終えるにあたり，御助言頂きました東京慈恵会医科
大学外科学講座の矢永勝彦教授に深く感謝致します．
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The Tumor Suppressor Activity and Signaling Pathways of Mda-7�IL-24 in Hepatic Cancer Cells

Kumiko Kato, Tomoyuki Saeki and Youji Yamazaki
Department of Surgery, The Jikei University School of Medicine

Purpose：Mda-7�IL-24 is a unique cytokine gene belonging to the IL-10 family. Adenoviral-mediated gene
transfer of mda-7�IL-24 induces growth suppression and apoptosis selectively in a wide range of cancer cell
lines without causing cytotoxity to normal cells. We studied the anti tumor effect and signaling pathways of
mda-7�IL-24 in human hepatic cancer cell lines in vitro.Materials and Methods：Overexpression of MDA-7 by
a replication-incompetent adenovirus（Ad-mda-7）in human hepatic cancer cell lines, i.e., HepG2（p53-wild type）
and Hep3B（p53-deleted type）, was evaluated by immunochemistry and Western blot analysis. Cell prolifera-
tion was assayed by a dye exclusion test. Apoptosis signaling proteins（PARP, CASPASE, and BAX）and the
JAK�STAT pathway were evaluated by Western blot analysis. Results：Ad-mda-7 inhibited growth in both
cell lines 72 hours after transduction（p＜0.05）. MDA-7 and cleaved PARP expressions were up-regulated af-
ter 72 hours in both cell lines. Up-regulation of BAX expression was observed in HepG2 cells, while no differ-
ence was observed in Hep3B cells. Cleaved CASPASE-8 expression was detected in both cell lines, and p-
STAT3 expressed in HepG2 cells. Conclusions：Mda-7�IL-24 effectively induced apoptosis in hepatic cell
lines. The anti tumor effect was proved to occur in p53 and Bax independently and through the activation of
caspase cascade pathways. Activation of STAT3 could be involved in the apoptosis pathway.
Key words：apoptosis, mda-7, IL-24, hepatic cancer cell, gene therapy
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