特集：代謝が変える細胞と個体の運命

mTOR 複合体によるがん細胞の代謝の変化とその意義
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近年，悪性脳腫瘍を含むがんの病態に関与する因子として，代謝の再プログラム化（metabolic reprogramming：がん代謝）が注目を集めている．さらには，適切に細胞内代謝を制
御し細胞生存を図るためには，微小環境における栄養状態を的確に感知し，応答するシス
テムが必要である．本稿では，悪性脳腫瘍をモデルとして，がん代謝の活性化機構，グル
コースやアミノ酸など栄養素の感知機構や，それにより誘導されるエピジェネティクス変
化に着目することで，がん細胞が微小環境に応答し生存を図る分子機序の解明を目指し，
がんの新たな治療開発につながりうる病態を明らかにしようとする取り組みについて概説
する．

1.

はじめに

か月にとどまる 1）．分子標的治療などの新規治療にも抵抗
性を示し，過去 20 年以上もの間，生存率の向上はほとん

最新の人口動態統計を基にした，日本人の死亡原因の第

どみられず，新たな治療法につながる病態解明が強く求め

一位は男女ともに悪性新生物であり，いまや国民病ともい

られている．このような希少がんの病態解明および治療法

えるがんであるが，近年の基礎および臨床研究の進歩によ

の開発を目指し，The Cancer Genome Atlas Project（TCG A）

り，種々の効果的な治療法が開発され，たとえ発見時に進

など，多施設による大規模な共同研究プロジェクトが進め

行がんであっても，長期生存を得られる症例が増加して

られ，種々の希少がんにおいてその遺伝学的な背景が徐々

いる．しかしながら，症例数の少なさから，その病態およ

に明らかとなってきている．そのような現状においては，

び治療法の開発が大きく遅れている，いわゆる希少がんに

次なるステップとして，種々のがんを特徴づける遺伝子異

おいては，いまだ患者の予後改善はほとんどみられていな

常に起因する，細胞特性の違いを解明することで，がんの

い．希少がんとは，“人口 10 万人あたりの年間発生率（罹

治療抵抗性に関わる因子の抽出が可能になると考えられ

患率）が 6 例未満のもの” と定義され，悪性脳腫瘍や骨肉

る．

腫，小児がんなどがこれに該当する．希少がんは生存率も

腫瘍細胞の増殖や治療反応性を含む，がんの生物学的

他のがんに比べて低いなど，多くの課題を残しているが，

特性を左右する因子として，代謝の再プログラム化（meta-

たとえば，悪性脳腫瘍である膠芽腫（グリオブラストー

bolic reprogramming：がん代謝）が注目を集めている．腫

マ）は，外科手術，化学療法および放射線療法といった集

瘍細胞は好気的解糖，アミノ酸代謝，脂質および核酸合成

学的治療にもかかわらず診断後の平均生存期間は 12〜15

の亢進といったがん代謝を生存に有利に利用し，代謝を
介したエピジェネティクス変化（DNA やヒストン修飾な
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ど DNA の塩基配列変化によらない遺伝子発現制御システ
ム）により未熟性を維持することが知られている．興味深
いことには，近年の分子生物学的な解析により，がんにお
ける代謝の活性化は，遺伝子変異に基づく異常シグナルに
より自律的に制御されていることがわかってきた 2）．すな
わち，がんを特徴づける遺伝子異常が，代謝の再プログラ
ム化という表現型を通して，その悪性化に関与していると
いう新しい病態が明らかになってきているといえよう．一
方，細胞内代謝に利用される基質に関しては，細胞外環境
に存在する栄養素の状態に大きく左右されることになる．
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したがって，微小環境における栄養状態を的確に感知し，

ス（ブドウ糖）の大部分が，乳酸へと変換され，その過程

応答するシステムが，がん細胞の生存戦略には必須であ

で，生体分子の生合成に必要な炭素を含有する前駆体とし

る．これらの妙技を達成するため，がん細胞は，その進化

て供給される．これは，正常細胞とは異なり，十分な酸素

の過程において，がん代謝を介する遺伝子異常と微小環境

の存在下においても解糖系が優先されることによるもので

との巧妙な相互作用を利用する．

（発見者に基づき，“ワールブルグ効果” と呼ばれる），急速

このような背景を考慮し，本稿では，悪性脳腫瘍をモデ

に増殖するがん細胞の同化およびエネルギー需要を満た

ルとして，1）がん細胞における遺伝子・シグナル異常が

す役割を果たす 4）．がん細胞がワールブルグ効果を制御す

細胞内代謝を活性化する機構，2）がん細胞が微小環境の

る分子機序を明らかにすることができれば，がんの病態解

栄養素を的確に感知し応答する機序，3）これらの代謝活

明，ひいては新規治療標的の同定やがんの治療抵抗性にお

動の変化により遺伝子発現および表現型を変えることで，

ける機序が明らかになる可能性がある．

がん細胞が生存を促進する新たな病態について，特に悪性

がんは基本的に遺伝子異常に基づく疾患であり 3），実際

脳腫瘍を含む多くのがんで異常活性化が認められる mam-

に脳腫瘍の新分類（WHO 2016 分類）などでも，その病理

malian/mechanistic target of rapamycin（mTOR）複合体の役

診断においては分子遺伝学的所見が組織学的形態所見に優

割に着目して紹介する．

先される 5）．したがって，がん細胞における，自律的な代
謝経路亢進という表現型の背景には，遺伝子およびシグナ

2.

mTOR 複合体とがん代謝

ル異常が存在することが推測される．悪性脳腫瘍を含む多
くのがんにおいて，epidermal growth factor receptor（EGFR）

がんの initiation および progression において，中心的な役

およびその下流に存在する mTOR 複合体の異常が存在す

割を果たす特異的現象（hallmark）が存在することが提唱

ることが，TCG A をはじめとする多施設大規模解析によ

されたが，がんの新たな特徴の一つとして，代謝の再プロ

り明らかとされた 6）．mTOR はタンパク質複合体として働

グラム化が注目を集めている 3）．がん細胞では，グルコー

き，mTOR キナーゼが Raptor, PRAS40, mLST8, Deptor およ

図 1 二つの mTOR 複合体によるがん代謝の協調的制御
ウェスタンブロットによる実験では，膠芽腫細胞株（U87）において，Rictor のノックダウンにより mTORC2 の機
能を抑制すると，ワールブルグ効果の重要な調節因子である c-Myc の発現が減弱する．EGFRvIII：epidermal growth
factor receptor variant III, PI3K：phosphoinositide 3-kinase, mTORC1/2：mammalian/mechanistic target of rapamycin complex 1/2, HDAC：histone deacetylase, hnRNPA1：heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1, Max：myc-associated factor
X, FoxO：forkhead box O, Ac：アセチル基，Raptor：mTORC1 の主要構成因子，Rictor：mTORC2 の主要構成因子．
生化学
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び Tti1/Tel2 を介して形成される mTOR 複合体 1（mTORC1）

悪性脳腫瘍で最多の EGFR 遺伝子異常のもと，mTORC1

と，mTOR キナーゼが Rictor, Protor1/2, mLST8, Deptor およ

と mTORC2 という二つの複合体が協調的に働くことで，

び Tti1/Tel2 を介して形成される mTOR 複合体 2（mTORC2）

c-Myc および代謝が活性化される新規の病態が明らかと

の 2 種類が存在する．EGFR などの成長因子受容体を含む，

なった（図 1）
．EGFR を含む成長因子受容体は，受容体型

細胞内外からのシグナルは，セリン・トレオニンキナー

チロシンキナーゼであるが，この遺伝子異常は多くのがん

ゼである mTOR 複合体により統合され，細胞増殖および

で観察される重要なドライバー変異として認識されてお

代謝信号として伝達されることが知られていたが，特に

り，c-Myc を介した代謝の活性化機構は，脳腫瘍を超えた

mTORC2 に関しては，がんの代謝調節における重要性が不

多くのがんに存在する，普遍的な現象である可能性が示唆

明であった．

される．

そこで我々は，mTOR 複合体のがん代謝における働き
を，ワールブルグ効果の重要な調節因子である c-Myc2）と

3.

微小環境センサーとしての mTOR 複合体

の関係に注目して解析することを試みた．ヒト膠芽腫細
胞由来である U87 細胞株に，EGFR の恒常的活性型変異体

我々は，これまでに mTOR 複合体が悪性脳腫瘍の代謝活

である EGFR variant III（EGFRvIII）を発現させ，mTORC1

性化に重要であることを明らかにしてきたが 7, 8），適切な

および mTORC2 を活性化させた細胞（U87-EGFRvIII 細胞）

場所とタイミングで代謝の活性化を誘導するためには，細

を用いた解析の結果，mTORC1 は c-Myc の結合タンパク

胞が複雑な微小環境における栄養状況を的確に感知する必

質である myc-associated factor X（MAX）の選択的スプラ

要がある．そこで引き続き，細胞外に存在する栄養素を感

イシングを制御することで，機能的に c-Myc 活性を高め，

知することで，がん細胞が生存を図る可能性について検討

解糖系を促進することがわかった ．一方，mTORC2 は

を行った．

7）

c-Myc の負の制御因子である転写因子 FoxO を，アセチル
化を介して不活性化し，c-Myc の発現を転写レベルで上昇
させ，悪性脳腫瘍の代謝調節を行っていた 8）．すなわち，

1） グルコースセンサーとしての mTOR 複合体
前述のように，がん細胞では，十分な酸素存在下におい

図 2 グルコースおよびアミノ酸センサーとしての mTOR 複合体
グルコースの存在により活性化される mTORC2 は，グルコースセンサーとしての役割を果たす．低栄養（低グル
コース）環境では，mTORC2 による抑制が解除され，活性化される xCT システムにより，細胞保護の方向へアミノ
酸代謝が変化する．mTORC2 のキナーゼアッセイでは，グルコース濃度に応じて，mTORC2 の機能（p-Akt S473）
が変化することが示された．Ac-CoA：アセチル CoA, Ac：アセチル基，Gluc：グルコース，p-Ser26：xCT の 26 番目
セリン残基のリン酸化，*p＜0.05.
生化学
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ても，グルコースの大部分が乳酸へと変換され，巨大分子

化することで抑制的に作用し，グルタチオン代謝の重要な

の生合成に必要な炭素を含有する前駆体として供給される

制御因子として働くことがわかった 12）．グルタチオンは，

（ワールブルグ効果）2, 4）．すなわち，がん細胞は自身の増

還元力を利用した活性酸素種の除去に重要な役割を果た

殖に関してグルコースに依存した状態であり，グルコース

し，細胞の保護に必要な分子として認識されている．この

の存在状況を適切に感知し応答することは，その生存にお

システムにより誘導される，mTORC2 を介したグルコー

いて最重要事項であると考えられる．膠芽腫細胞の培養系

ス代謝とアミノ酸代謝のクロストークが，がん細胞の微小

列における解析の結果，グルコースを細胞培地に添加する

環境への応答と細胞生存を可能とする．前述のように，細

と，Akt のリン酸化（Ser473）で代表される，mTORC2 か

胞外でグルコース濃度が増加した際は，グルコースセン

らの信号が活性化される興味深い知見が得られた 9, 10）．詳

サーである mTORC2 が活性化される 9, 10）．換言すると，グ

細な生化学的解析の結果，細胞外のグルコースが増加す

ルコース濃度が低下した低栄養環境では，mTORC2 が不活

ると，中間代謝産物である細胞内のアセチル補酵素 A（ア

性化され，mTORC2 により抑制性の制御を受ける，シスチ

セチル CoA）濃度が上昇し，mTORC2 の主要構成要素で

ン・グルタミン酸交換輸送体である xCT が逆に活性化さ

ある Rictor のアセチル化を介して mTORC2 が活性化された

れる．この機構により，低栄養環境下では，腫瘍細胞は細

（図 2 ①）
．これらの結果は，がん細胞において，mTORC2

胞増殖状態からグルタチオン代謝を介する細胞保護状態へ

がグルコース濃度を感知するセンサーとして働く可能性を

とスイッチを切り変えることで，その生存を図るのである

示している．

（図 2 ②）
．

2） アミノ酸センサーとしての mTOR 複合体

4.

mTORC2 とサブユニット構成の異なる mTORC1 は，ア

代謝の再プログラム化がもたらすがんの病態：悪性
脳腫瘍におけるエピジェネティクス制御

ミノ酸のロイシンやアルギニンにより活性化されるなど，
重要なアミノ酸感知センサーとしての役割が報告されてい

これまでの研究結果により，がん細胞が自身の細胞内代

るが 11），mTORC2 とアミノ酸代謝に関しても興味深い関連

謝を活性化するのみならず，微小環境における栄養素（グ

が近年明らかとなった．mTORC2 は，シスチン・グルタミ

ルコース，アミノ酸）の状態を感知し的確に応答すること

ン酸交換輸送体である xCT の 26 番目セリン残基をリン酸

で，細胞生存を図っていることが明らかとなってきた．こ

図 3 エピジェネティクスを介するがん細胞の微小環境応答機構
栄養素（グルコース）が存在すると，mTORC2 依存的に促進されるエピジェネティクス変化を介して，細胞増殖へ
つながる微量元素代謝に関連した遺伝子群の発現が亢進する．免疫細胞染色では，膠芽腫細胞において，Rictor の
ノックダウンにより mTORC2 の機能を抑制すると，ヒストンアセチル化（H3K9ac）の発現が減弱する．Ac：アセ
チル基，Me：メチル基，K：リシン残基．
生化学
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の際には，栄養素および細胞内代謝の状態に応じて，生存

現が亢進することがわかった（論文投稿中）
．注目すべき

に必要な遺伝子群の発現が大きく変化していることが予想

ことに，mTORC2 を介した鉄代謝遺伝子の発現亢進が，が

される．そこで，細胞外に存在する栄養素の状態に対応す

ん細胞の増殖促進や，細胞の未熟性維持に関与する可能性

る，がん細胞の生存に関わる遺伝子発現の変化および制御

を示す，予備的結果が得られている．すなわち，グルコー

機序に関して，細胞内代謝および中間代謝産物と特に密接

スの存在下では，mTORC2 を介したエピジェネティクス変

な関係にあるエピジェネティクス制御に着目して，網羅的

化が促進され，がん細胞の増殖および生存に必要な微量元

な解析を行った．

素代謝に関連する遺伝子発現が亢進する，まったく新しい

中間代謝産物であるアセチル CoA や S-アデノシルメチ

病態が明らかとなった（図 3）
．

オニン（SAM）は，ヒストンタンパク質をはじめとする
核内タンパク質の翻訳後修飾（アセチル化，メチル化），

5.

おわりに

すなわちエピジェネティクス変化（DNA の塩基配列変化
によらない遺伝子発現制御システム）に強く影響を及ぼ

がん細胞はさまざまな特異的現象を示すことが知られて

す 13, 14）．解析の結果，グルコースの添加により，mTORC2

いるが，近年代謝の活性化が重要な特徴の一つであること

によるアセチル CoA の産生を介して，腫瘍細胞の核内で

が再認識されている．我々はこれまでに，多くのがんで異

種々のヒストンアセチル化が促進された．続いて，ChIP-

常活性化が認められる mTOR 複合体が，代謝の再プログ

sequencing 法による解析では，同機序により，プロモー

ラム化に重要な役割を果たすことを明らかにしてきたが，

ター領域の特定のヒストンアセチル化が調節されること

さらなる解析の結果，微小環境の栄養センサーとしての役

で，鉄をはじめとする微量元素代謝に関わる遺伝子群の発

割も解明されつつある．また，これらの現象が，エピジェ

図 4 腫瘍細胞における代謝亢進とエピジェネティクス変化の意義
（A）PI3K および mTOR 複合体の両阻害剤（XL765）で治療した膠芽腫細胞移植マウスモデルにおける腫瘍の大きさ
の推移．
（B）
鉄（ferric ammonium citrate：FAC）を細胞培養培地へ添加すると，細胞増殖が有意に促進されるが，同
時に mTORC2 の機能を阻害すると（siRictor：Rictor ノックダウン）
，その効果が相殺される．
（C）下垂体腫瘍におい
ては，悪性化の程度とヒストンアセチル化（H3K9ac）のレベルが相関する．
生化学
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ネティクス制御を介して，細胞生存に傾く悪性脳腫瘍の表
現型に大きな影響を与えるとともに，がん細胞が適切に微
小環境に応答することを可能とする．注目すべきことに，
いまだ基礎研究レベルではあるものの，これらの病態の中

7)
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