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はじめに1

ヒ素は，毒薬として有名であり，古代ギリシア時
代や古代ローマ時代にすでに暗殺や自殺などに用い
られていたと言われている．日本においても，「石
見銀山（いわみぎんざん）」の名で知られ，ネズミ駆
除の殺鼠剤として用いられた毒薬として人々を大い
に怖がらせた．

一方，伝統中国医学の古典である「世醫得效方
（セイイ トッコウ ホウ）」（1345 年，危亦林（キ　エ
キリン）編纂）および「本草綱目（ホンゾウ コウモ
ク）」（1596 年，李時珍（リ　ジチン）編纂）に記載さ
れたように，ヒ素は古くから医薬品として使用され
てきた．また，ペニシリンが発見される以前，ドイ
ツのパウル・エールリヒと日本の秦佐八郎が合成し
た有機ヒ素化合物であるサルバルサンは，梅毒の治
療薬として用いられた．

白血病治療におけるヒ素化合物の応用
およびその作用メカニズム2

ヒ素は自然界に幅広く分布しており，その化学形

態には 3 価，5 価の無機ヒ素や有機ヒ素などが存在
する．魚介類や海藻類に多く含まれるアルセノベタ
イン，アルセノシュガーといった，ほとんど毒性を
示さない有機ヒ素化合物と比べると，無機ヒ素化合
物の毒性は強く，また 5 価よりも 3 価のヒ素化合物
の方が高い毒性を示すことが知られている．

一方，1990 年代，中国から亜ヒ酸（三酸化二ヒ
素，As2O3）の 急 性 前 骨 髄 球 性 白 血 病（acute 
promyelocytic leukemia: APL）に対する高い有効性
が報告された後，アメリカで再発または難治性
APL 患者を対象に As2O3 の臨床試験が実施された
結果，高い寛解率が得られ，2000 年にアメリカ，
2002 年にヨーロッパにおいて As2O3 は APL 治療薬
として承認された．日本においても，2004 年 10 月
に亜ヒ酸製剤（トリセノックス®）（図 1）付図1）が医薬品
として厚生労働省から承認された．

また，他国では承認されていないものの，中国に
て二硫化二ヒ素（As2S2，雄黄）は，骨髄異形成症候
群（myelodysplastic syndrome: MDS）／急性骨髄性
白血病（acute myeloid leukemia: AML）に対して高
い有効性を示すことが見いだされ，臨床上優れた治
療薬として使用されている．1）

ヒ素化合物の抗腫瘍活性および
その新規臨床応用の可能性
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図 1　日本で臨床上使用されている亜ヒ酸製剤（トリセノックス®）
J-STAGEではカラーでご覧いただけます（付図 1）．
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1．ヒ素化合物の薬効に関わる薬物トランスポー
ター

薬物トランスポーターは，細胞内薬物濃度をコン
トロールすることにより，薬物の様々な薬理作用発
現に重要な役割を果たしている．水チャネルとして
の機能を担う膜貫通タンパク質のアクアポリン※

（aquaporins: AQPs）は，ヒ素の細胞内取込みに関
与していると考えられている．2） 特に AQP9 は，白
血病細胞の As2O3 に対する感受性に密接に関係し
ており，様々な白血病細胞株における AQP9 遺伝
子発現レベルと As2O3 に対する感受性の間に相関
関係が認められている．3） 筆者らの研究グループ
は，APL 由来細胞株（NB4 と HT93A）を含む種々
の白血病細胞および患者由来の初代培養 APL 細胞
に対するヒ素化合物の作用を検討し，AQP9 がヒ素
化合物の治療効果を予測するためのバイオマーカー
の 1 つに成り得ることを提唱している．4）

一 方， 薬 剤 耐 性 獲 得 に 大 き く 寄 与 す る ATP 
binding cassette（ABC）トランスポーターは，ヒ素
化合物の細胞外への排出に関わることが知られてい
る．ABC ト ラ ン ス ポ ー タ ー フ ァ ミ リ ー で あ る
multidrug resistance-associated proteins（MRPs）の
うち MRP1 および MRP2 は，がんの多剤耐性の原
因の 1 つである膜タンパク質であり，それぞれ
ABCC1，ABCC2 遺伝子によりコードされている．
As2O3 は生体内で酸化還元を受け，3 価ヒ素-グル
タチオン複合体（arsenic triglutathione）の形成を介
し，MRP1/2 により排出されることが報告されてい
る．2） ABCB1 遺伝子によりコードされる P 糖タン
パク質（P-glycoprotein）は，多くの抗がん剤の細胞
外排出への関与が明らかにされている一方，臨床上
As2O3 の排出に直接関与するか否かについてはまだ
不明な点が多い．

最 近 筆 者 ら は，MRP4（ABCC4）お よ び breast 
cancer resistance protein（BCRP，ABCG2）も ヒ 素
の細胞外への排出に関係し，ヒ素化合物の薬効に大
きく関与することを示唆した．5, 6） 臨床における関
与の度合い等の詳細について，今後の研究が待たれ
る．

2．ヒ素化合物によるがん細胞の分化誘導
約 70％の APL 患者では，第 15 番染色体にある

PML（promyelocytic leukemia）遺伝子と第 17 番染
色体にあるレチノイン酸受容体α（retinoic acid 
receptorα: RARα）遺伝子が融合した PML/RARαキ
メラ遺伝子の存在が認められている．この融合遺伝
子由来の PML-RARαタンパク質の作用により，白
血球が分化・成熟できなくなり，骨髄や末梢血中で
前骨髄球が異常に増えた結果，APL が発症すると
考えられている．As2O3 は融合タンパク質 PML-
RARαを標的とし，PML 部分の 65 番目，160 番目
および 490 番目のリジン残基を small ubiquitin-like 
modifier（SUMO）化することにより，融合タンパク
質の分解をきたし，APL 細胞の分化を誘導する．7）

図 2　�中国で臨床上使用されている青黄散カプ
セル
J-STAGEではカラーでご覧いただけます（付図 2）．※　アクアポリンについての用語解説は，431 頁参照．
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既存の分化誘導剤である全トランス型レチノイン酸
（all-trans retinoic acid: ATRA）と As2O3 の 2 つの薬
剤の導入により，APL は急性白血病の中で最も治
癒率の高い疾患となった．さらに，ATRA に As2O3

を併用する治療法が臨床的に応用され，初発の
APL 患者のみならず，再発 APL 患者にも優れた治
療効果が認められている．8）

MDS は高齢者に多い血液がんの 1 つであり，慢
性的な造血障害を起こした後，AML を発症するこ
とが知られている．また，病期が進行するにつれて
数多くの遺伝子変異が生じることから，有効な治療
法が限られている．Qinghuang Powder（QHP，青
黄散，セイオウサン）（図 2，付図2） 中国で臨床上使用
されている青黄散カプセル（中国中医科学院・西苑
医院・胡暁梅教授提供））は，前述の伝統中国医学の
古典である「世

せい

醫
い

得
とっ

效
こう

方
ほう

」に記載されている古い処
方であり，As2S2 がこの処方の主成分である．中国
においては，遺伝子変異の有無に関係なく，MDS
患者に対する QHP の安全性・有効性が認められて
おり，その治療効果と血中ヒ素濃度との相関関係が
明らかになっている．1, 9）

筆者らは，As2S2 が MDS および MDS/AML 細
胞株における赤血球系細胞分化マーカーである
CD235a の発現を誘導することを明らかにし，その
分化誘導能が MDS における QHP の治療効果の 1
つである貧血の改善に寄与することを示唆した．10）

加えて，As2S2 は HL-60 細胞において CD11b の発
現を誘導し，HL-60 を単球／マクロファージへ分化
誘導することを報告している．11）

₃．がん細胞に対するヒ素化合物の細胞毒性
これまでの in vitro および in vivo の研究結果よ

り，比較的低濃度の As2O3（0. 1～0. 5 µM）が APL
細胞の分化を誘導するのに対し，比較的高濃度の
As2O3（1. 0～2. 0 µM）は酸化的ストレスを惹起し，
APL 細胞のアポトーシスを誘導することが示唆さ
れている．2） このアポトーシスの誘導には，典型的
なミトコンドリア経路に加え，デスレセプター経路
および小胞体ストレス経路も関わっている．また，
3 価のヒ素は，転写因子 NF-κB の抑制因子 IκB の
第 179 番目システイン残基と結合し，IκB の分解
を抑制することによって NF-κB の転写活性を抑制

し，アポトーシスを誘導することが報告されてい
る．加えて，マイトジェン活性化プロテインキナー
ゼ（MAPK）の p38 お よ び JNK の 活 性 化，PI3K/
AKT シグナル伝達系の阻害なども関与することが
明らかにされた．2）

興味深いことに，As2O3 は ATRA 耐性 APL 患者
から樹立された UF-1 細胞および UF-1 細胞移植マ
ウスの腫瘍組織細胞において，これらの分化を誘導
するのみならず，Bax の発現を高めることによって
ミトコンドリアを介したアポトーシスを誘導するこ
とが示された．12） また，MDS/AML 細胞株を含む
白血病細胞における As2S2 の細胞毒性にも，ミトコ
ンドリア経路を介したアポトーシスの誘導が関与す
ることが明らかにされている．10）

アポトーシスの誘導に加えて，細胞周期の制御も
ヒ素化合物による細胞毒性に寄与することが示され
ている．例えば，As2O3 はサイクリン依存性プロテ
インキナーゼ（Cdk1）を活性化するとともに，サイ
クリン B1 の発現を高め，G2/M アレストを引き起
こした結果，白血病細胞である U937 のアポトーシ
スを誘導する．2） また，As2O3 によって誘導される
ミエローマ細胞株の G1 および G2/M アレストに
p21 の発現が大きく関与することが明らかにされて
いる．

難治性固形がん治療へのヒ素化合物の
新規応用の可能性3

1．乳がん治療への応用の可能性
乳がんを患う日本人女性は，現在 11 人に 1 人と

言われ，女性の罹るがんの中で突出して 1 位であ
る．乳がんで死亡する女性の割合も年々増加の傾向
にあると報告されている．従来型の抗がん剤のほか
に，タモキシフェン（エストロゲン受容体（estrogen 
receptor: ER）調節薬）や，トラスツズマブ（ヒト化
抗 HER2 抗体）などの分子標的薬が乳がん治療に用
いられるが，臨床上の薬物耐性，副作用が依然とし
て大きな問題となっており，効果的な新規治療法の
開発が望まれている．

筆者らは，これまでに既知薬物の新規有効性の探
索（適用拡大）を目指し，ヒ素化合物と天然物由来物
質併用のがん治療への応用に関する研究を進めてき
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た．テトランドリン（Tetrandrine: Tetra）は漢方薬
である粉防已（Radix Stephania Tetrandra，フンボウ
イ）由来のアルカロイドであり，中国において抗炎
症薬，肺がん治療補助薬として使用されている．

最近筆者らは，乳がん細胞 MCF-7（ERαポジティ
ブ）と MDA-MB-231（ERαネガティブ）に対して，ヒ
素化合物と Tetra が相乗的な殺細胞作用を示すと
ともに，Tetra が薬物トランスポーターの機能を調
節し，がん細胞内ヒ素蓄積濃度を上げることによっ
て殺細胞作用の増強に寄与することを報告してい
る．そして，両薬物によって誘導されるがん細胞の
G0/G1 あるいは S 期アレスト，およびオートファ
ジーがこの殺細胞作用に関与することも明らかにし
た．5, 13） また，ヒト乳がん細胞担がんマウス腹腔内
に両薬物を投与し，腫瘍増殖に対する両薬物の効果
を検討したところ，いずれの投与群においても明ら
かな毒性を認めることなく，腫瘍増殖抑制効果が確
認された．13） 更に，上記両薬物の in vitro ならびに
in vivo における抗腫瘍効果には，ヒ素化合物と
Tetra の併用による乳がん細胞の分化誘導が寄与し
ていることを明らかにした．14） これらの研究成果
から，乳がん治療におけるヒ素化合物と Tetra の
併用は，エストロゲン受容体の発現の有無にかかわ
らず，有効である可能性が示唆された．

近年，がん細胞を取り巻く微小環境に注目が集
まっている．より生体内に近い条件下でがん細胞や
腫瘍組織に対する薬物の効果を評価することは，有
効ながん治療戦略を立てる上で，大きな意味を持
つ．熱可逆性ハイドロゲル（TGB ゲル）を用いた 3
次元培養法は，TGP 包埋下がん細胞や腫瘍組織を
立体的に増殖させることが可能であり，従来の 2 次
元培養法とは大きく異なる新しい知見を得られるこ
とが期待されている実験技術である．筆者らは，3
次元で培養されたヒト乳がん細胞は，2 次元で培養
された細胞と比べ，As2S2 に対する感受性が低いこ
とを明らかにした．15） 一方，いずれの培養法におい
ても，As2S2 はアポトーシスの誘導を介してがん細
胞の増殖を抑制することを確認した．15）

近年，がん患者から得られた腫瘍組織を分画せず
に直接免疫不全ヌードマウスに移植し，患者のがん
組織の特徴を保持できる PDX（患者腫瘍移植マウス

モデル）が構築されている．乳がん患者由来の PDX
モデルを活用し，ヒ素化合物と Tetra 併用の有効
性を検討することにより，新たな治療法としての両
薬物の臨床応用へつながることが期待される．
2．膠芽腫治療への応用の可能性

薬物体内動態の解明は，患者に対する合理的な薬
物療法の構築に欠かせないものである．筆者らは，
As2O3 の治療を受けた APL 患者から長期にわたっ
て継時的に生体試料を採取し，ヒ素体内動態を詳細
に解析した．その結果，ヒ素およびその代謝産物は
患者の脳脊髄液中にも移行しており，これらの濃度
がヒト APL 細胞株である NB4 を分化誘導すること
が可能なレベルにまで達していることを実証し 
た．16） このことは，ヒ素化合物が血液脳関門を通 
過して脳組織に達し，脳腫瘍に効果を示す可能性を
示している．また筆者らの先行研究結果から，ヒ素
化合物と漢薬センソの主成分の 1 つであるブファジ
エノライド（bufadienolide: BFD）が，膠芽腫細胞で
ある U-87（p53 wild type）と U-251（p53 mutant）に対
し殺細胞作用を誘導し，両薬物を併用すると相乗的
な作用を発揮することが明らかになった．更に，
BFD に属するアレノブファギン（arenobufagin: ABF）
を投与したラットの脊髄液中に，ABF が検出され
るという興味深い知見が得られた．17） これらの知
見は，膠芽腫治療におけるヒ素化合物と BFD の併
用の有用性を強く示唆するものである．

今後，膠芽腫治療における両薬物併用の実用性に
関して，更なる in vitro および in vivo の研究成果が
待たれる．

おわりに4

近年の診断技術の発達および分子標的薬の開発に
伴い，種々のがんに対する治療成績は飛躍的に向上
している．一方，これらの治療には薬物耐性や副作
用，高額な治療費といった問題点がある．そのた
め，安価かつ優れた治療効果が認められる既知薬物
の新規有効性に着目し，その適用拡大を検討するこ
とは重要な治療戦略の 1 つになっている．前述した
ように，APL および MDS のような血液がんに優
れた治療効果を有するヒ素化合物は，固形がんを含
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む種々のがん細胞に対しても増殖抑制効果を示すこ
とが明らかとなっている．

今後の詳細な検討によってその有効性が証明され
れば，ヒ素化合物の新規臨床応用の実現に向けての
一歩になると考えられる．
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