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(57)【要約】
【課題】去勢抵抗性前立腺癌に対する新規かつ有望な治療戦略を提供することを課題とす
る。
【解決手段】アンドロゲンレセプターバリアントAR‑V7を標的にするRNA又はその発現を誘
導する化合物を含む、去勢抵抗性前立腺癌治療薬が提供される。また、特定のマイクロRN
Aを指標とした、去勢抵抗性前立腺癌の発症又は増悪のリスクを予測する方法が提供され
る。更に、特定のマイクロRNAを指標としたスクリーニング方法が提供される。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
以下の（ａ）又は（ｂ）を含む、去勢抵抗性前立腺癌治療薬：
（ａ）アンドロゲンレセプターバリアントAR‑V7の3'非翻訳領域に存在する塩基配列UUG
ACACCAGUUUCUUUC（配列番号１）に対して80％以上の相補性を示す配列を含むRNA；
（ｂ）（ａ）のRNAの発現を誘導する化合物。
【請求項２】
前記RNAが塩基配列GAAGGACACUGGUGUCAA（配列番号２）を含むマイクロRNAである、請求
項１に記載の治療薬。
【請求項３】
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前記マイクロRNAがhsa‑miR‑8080又は塩基配列GAAGGACACUGGUGUCAA（配列番号２）を含
むその断片である、請求項２に記載の治療薬。
【請求項４】
前記化合物がルテオリン、アピゲニン又はケルセチンである、請求項１に記載の治療薬
。
【請求項５】
去勢抵抗性前立腺癌細胞の増殖を抑制することで治療効果を発揮する、請求項１〜４の
いずれか一項に記載の治療薬。
【請求項６】
アンドロゲンレセプター拮抗薬及び／又はアンドロゲン合成阻害薬と併用される、請求
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項１〜５のいずれか一項に記載の治療薬。
【請求項７】
前立腺癌患者由来の検体中のhsa‑miR‑8080のレベルを指標にすることを特徴とする、去
勢抵抗性前立腺癌の発症又は増悪のリスクを予測する方法。
【請求項８】
以下のステップ（１）及び（２）を含む、請求項７に記載のリスク予測方法：
（１）前立腺癌患者から採取された検体中のhsa‑miR‑8080を検出するステップ；
（２）検出値に基づき、去勢抵抗性前立腺癌の発症又は増悪のリスクを判定するステッ
プであって、hsa‑miR‑8080の低発現がリスクの高いことを示すステップ。
【請求項９】
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前立腺癌患者が去勢抵抗性前立腺癌を発症しておらず、ステップ（２）では去勢抵抗性
前立腺癌の発症のリスクが判定される、請求項８に記載のリスク予測方法。
【請求項１０】
前立腺癌患者が去勢抵抗性前立腺癌の患者であり、ステップ（２）では去勢抵抗性前立
腺癌の増悪のリスクが判定される、請求項８に記載のリスク予測方法。
【請求項１１】
ステップ（１）で得られた検出値と、同一の前立腺癌患者から過去に採取された検体中
の検出値との比較に基づきステップ（２）の判定を行う、請求項８〜１０のいずれか一項
に記載のリスク予測方法。
【請求項１２】
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検体が、前立腺癌生検組織若しくは細胞、血清、血漿又は尿である、請求項７〜１１の
いずれか一項に記載のリスク予測方法。
【請求項１３】
以下のステップ（ｉ）及び（ｉｉ）を含む、被検物質の去勢抵抗性前立腺癌に対する有
効性を評価する方法：
（ｉ）去勢抵抗性前立腺癌細胞、又はアンドロゲンレセプターバリアントAR‑V7を強制
発現させた細胞に被験物質を接触させるステップ；
（ｉｉ）前記細胞におけるhsa‑miR‑8080の発現を検出し、検出結果に基づき被検物質の
去勢抵抗性前立腺癌に対する有効性を判定するステップであって、hsa‑miR‑8080の発現上
昇が被検物質の有効性の指標となるステップ。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は去勢抵抗性前立腺癌の治療や診断に有用な技術に関する。詳しくは、去勢抵抗
性前立腺癌の治療薬、去勢抵抗性前立腺癌の発症又は増悪の予測、及び去勢抵抗性前立腺
癌治療薬の候補物質のスクリーニング方法等に関する。
【背景技術】
【０００２】
本邦の前立腺癌の罹患数は増加の一途をたどり、男性では第1位である（2015年の統計
で98,400人）。前立腺癌はアンドロゲン依存性の腫瘍であり、アンドロゲンレセプター(A
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R)−アンドロゲン軸が中心的役割を果たすため、前立腺癌にはアンドロゲンの血中濃度を
下げるホルモン療法が有用である。限局癌および局所進行型癌では、リスク分類により無
治療経過観察、手術療法、放射線治療が選択される。局所進行型の超高リスク群や転移癌
には、ホルモン療法が第一選択となるが、これらの進行性前立腺癌は数年でホルモン療法
に抵抗性を示す去勢抵抗性前立腺癌（castration‑resistant prostate cancer; CRPC）に
進行し、癌の浸潤や転移が起こり予後不良である（図１）。CRPCの発症メカニズムには、
アンドロゲン非依存性経路とアンドロゲン依存性経路が考えられている。前者は癌抑制遺
伝子の変異、抗アポトーシス作用の亢進や神経内分泌性分化などが挙げられ、後者では、
AR増幅、AR変異、アンドロゲン合成の活性化やアンドロゲン結合部位が欠損し、アンドロ
ゲン非存在下でも活性化しうるAR（AR splice variants）が関与する（図２）。
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【０００３】
CRPCの治療方法には、抗アンドロゲン剤の休止、交替、エストロゲン剤やタキサン系製
剤を用いた化学療法がある。CRPC新規治療薬として、AR受容体拮抗薬エンザルタミドやア
ンドロゲン合成阻害薬アビラテロンが開発され、本邦においても2014年に認可されている
。しかしながら半年〜１年以内の短期間で治療に対する抵抗性を獲得し、予後不良な経過
をたどり、現状ではそれに対応できる治療法が確立されていない。ARスプライシングバリ
アントの一つであるAR‑V7はCRPCの増殖やエンザルタミドやアビラテロンの治療抵抗性に
関与し、近年CRPCの新しい治療標的として注目されている。CRPCの治療標的としてのAR‑V
7研究が展開されており、AR‑V7阻害剤が開発されている（Galeteroneについて非特許文献
１、特許文献１を参照。RORγagonistについて非特許文献２を参照）。
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【０００４】
マイクロRNAは、生体内に存在する22塩基程度の小分子RNAである。マイクロRNAは、3
非翻訳領域（3'UTR）に部分相補的配列を有する標的遺伝子に結合し、mRNAの不安定化や
翻訳を抑制することで、タンパク質産生を抑制する。このマイクロRNAの機能は、遺伝子
の転写後発現制御として重要な機構であり、遺伝子発現異常が原因の疾患の治療薬や予後
マーカーとしての応用が期待される。
【０００５】
CRPCとマイクロRNAに関しては種々の報告がある。たとえばmiR‑212は標的遺伝子のhnRN
PH1を介してARおよびAR‑V7発現を調節し、CRPCの進行を抑制する（非特許文献３）。しか
し、AR‑V7の3'UTRに相補配列を有し、CRPCのAR‑V7発現を調節しうるマイクロRNAはこれま
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でに見出されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特表２０１６−５２８２５２号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Oncotarget 6:27440‑27460, 2015
【非特許文献２】Nature med 22:488‑500, 2016
【非特許文献３】Clin Cancer Res 22:1744‑1756, 2016
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
本発明の目的は、CRPCに対する新規かつ有望な治療戦略を提供することにある。より具
体的には、治療効果の増大や予後の改善をもたらす治療薬及びそれを用いた治療法を提供
すること、前立腺癌患者のCRPC発症リスク又はCRPC患者の増悪リスクの予測に有用な技術
を提供すること、CRPC治療薬の開発に有用な技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
上記目的の下、本発明者らはルテオリンに着目して研究を進めた。尚、ルテオリンにつ
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いてはモデル動物を用いた実験において前立腺癌を予防する効果が認められているものの
（後述の実施例の欄を参照）、CRPCに対する効果は不明である。
【００１０】
CRPC細胞の増殖や治療抵抗性に関与するAR‑V7に対するルテオリンの作用に焦点をあて
つつ様々な実験を行った結果（後述の実施例の欄を参照）、ルテオリンがAR‑V7の転写を
抑制するとともにAR‑V7タンパク質の分解を促進するという、驚くべき事実が明らかとな
った。即ち、ルテオリンが、従来の薬剤とは異なる上に複合的な作用によって、CRPCに薬
効を示すことが判明した。この知見はルテオリンがCRPCに対する治療薬として有望である
ことを示すとともに、ルテオリンを既存の薬剤と併用すれば治療効果の増大（相加的ない
し相乗的効果）を期待できることを意味する。
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【００１１】
更なる検討の結果、ルテオリンが、AR‑V7遺伝子の3'UTRに相補性を示す特定のマイクロ
RNAの発現を誘導し、AR‑V7の翻訳を抑制することが判明した。言い換えれば、ルテオリン
によって発現が誘導され、AR‑V7の翻訳を抑制するという、CRPCに対する医薬として有望
なマイクロRNA（核酸）を特定することに成功した。
【００１２】
一方、ルテオリンの類似構造体にも、効果の差はあるものの、同様の作用が認められた
。この知見は当該類似構造体が治療薬候補として有望であることを示すとともに、今後の
ドラッグデザインに有益な情報を提供する。
【００１３】
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以上の通り、鋭意検討の末、CRPCに対する新たな治療戦略の確立に有益な知見がもたら
された。ここで、CRPC細胞の増殖や治療抵抗性に関与する分子、即ち、AR‑V7の発現調節
に重要なマイクロRNAの特定に成功したことは別の観点からも重要である。即ち、当該マ
イクロRNAはCRPCの発症・増悪（進展）の指標（バイオマーカー）になり、それを利用す
れば、CRPCの発症リスクや増悪リスクを評価できる。また、当該マイクロRNAはCRPC細胞
の状態を表すことから、その発現変動は薬効評価のための指標となる。従って、当該マイ
クロRNAをバイオマーカーとしてCRPC治療薬候補をスクリーニングするためのアッセイ系
を構築することができる。
以下の発明は上記の成果及び考察に基づく。
［１］以下の（ａ）又は（ｂ）を含む、去勢抵抗性前立腺癌治療薬：
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（ａ）アンドロゲンレセプターバリアントAR‑V7の3'非翻訳領域に存在する塩基配列UUG
ACACCAGUUUCUUUC（配列番号１）に対して80％以上の相補性を示す配列を含むRNA；
（ｂ）（ａ）のRNAの発現を誘導する化合物。
［２］前記RNAが塩基配列GAAGGACACUGGUGUCAA（配列番号２）を含むマイクロRNAである
、［１］に記載の治療薬。
［３］前記マイクロRNAがhsa‑miR‑8080又は塩基配列GAAGGACACUGGUGUCAA（配列番号２
）を含むその断片である、［２］に記載の治療薬。
［４］前記化合物がルテオリン、アピゲニン又はケルセチンである、［１］に記載の治
療薬。
［５］去勢抵抗性前立腺癌細胞の増殖を抑制することで治療効果を発揮する、［１］〜
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［４］のいずれか一項に記載の治療薬。
［６］アンドロゲンレセプター拮抗薬及び／又はアンドロゲン合成阻害薬と併用される
、［１］〜［５］のいずれか一項に記載の治療薬。
［７］前立腺癌患者由来の検体中のhsa‑miR‑8080のレベルを指標にすることを特徴とす
る、去勢抵抗性前立腺癌の発症又は増悪のリスクを予測する方法。
［８］以下のステップ（１）及び（２）を含む、［７］に記載のリスク予測方法：
（１）前立腺癌患者から採取された検体中のhsa‑miR‑8080を検出するステップ；
（２）検出値に基づき、去勢抵抗性前立腺癌の発症又は増悪のリスクを判定するステッ
プであって、hsa‑miR‑8080の低発現がリスクの高いことを示すステップ。
［９］前立腺癌患者が去勢抵抗性前立腺癌を発症しておらず、ステップ（２）では去勢
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抵抗性前立腺癌の発症のリスクが判定される、［８］に記載のリスク予測方法。
［１０］前立腺癌患者が去勢抵抗性前立腺癌の患者であり、ステップ（２）では去勢抵
抗性前立腺癌の増悪のリスクが判定される、［８］に記載のリスク予測方法。
［１１］ステップ（１）で得られた検出値と、同一の前立腺癌患者から過去に採取され
た検体中の検出値との比較に基づきステップ（２）の判定を行う、［８］〜［１０］のい
ずれか一項に記載のリスク予測方法。
［１２］検体が、前立腺癌生検組織若しくは細胞、血清、血漿又は尿である、［７］〜
［１１］のいずれか一項に記載のリスク予測方法。
［１３］以下のステップ（ｉ）及び（ｉｉ）を含む、被検物質の去勢抵抗性前立腺癌に
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対する有効性を評価する方法：
（ｉ）去勢抵抗性前立腺癌細胞、又はアンドロゲンレセプターバリアントAR‑V7を強制
発現させた細胞に被験物質を接触させるステップ；
（ｉｉ）前記細胞におけるhsa‑miR‑8080の発現を検出し、検出結果に基づき被検物質の
去勢抵抗性前立腺癌に対する有効性を判定するステップであって、hsa‑miR‑8080の発現上
昇が被検物質の有効性の指標となるステップ。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】前立腺の発癌過程。CRPCはホルモン治療に抵抗性を示す。
【図２】ARおよびAR‑V7の遺伝子構造と活性化機構。ARおよびAR‑V7の遺伝子構造と活性化
のシェーマを示した。正常AR（AR‑FL）には、転写活性に関与するN末端ドメイン (NTD)、
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DNA結合に関与するDNA結合ドメイン (DBD)、核移行に関与するヒンジ領域 (HR)、アンド
ロゲン結合領域を有するリガンド結合ドメイン (LBD)が存在し、AR‑V7ではLBDが欠損して
いる。AR‑FLはアンドロゲン存在下では、核内移行し活性化するが、非存在下では核内移
行は起こらない。一方AR‑V7は、アンドロゲン非存在下でも核内移行し活性化する。
【図３】CRPC細胞株においてAR‑V7は高発現する。AR‑FLおよびAR‑V7のmRNA発現量を示し
た。定量的RT‑PCR法（qRT‑PCR）により定量化した。使用したプライマーは、AR‑FL (フォ
ワード: 5
GCACTTGC‑3

‑CAGCCTATTGCGAGAGAGCTG‑3

（配列番号４）, リバース: 5

（配列番号５）)、AR‑V7 (フォワード: 5

（配列番号６）, リバース: 5

‑GAAAGGATCTTGG

‑CCATCTTGTCGTCTTCGGAAATGTTA‑3

‑TTTGAATGAGGCAAGTCAGCCTTTCT‑3

（配列番号７）)で

、以下のqRT‑PCRも同様のプライマーで実施した。
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【図４】CRPC細胞株はエンザルタミド（enzalutamide）に耐性を示す。22Rv1に対してCRP
C治療薬エンザルタミドを10μMの濃度で48時間暴露した。A. AR‑FLとAR‑V7のタンパク質
発現をウエスタンブロットで確認した。B. 5 x 105個播種し、24時間後から48時間エンザ
ルタミドを投与したときの細胞数を表した。
【図５】ルテオリンの構造。
【図６】ルテオリンはステロイドホルモン存在の有無に関わらずCRPC細胞株の細胞増殖を
抑制する。22Rv1に対して、通常培養下（ステロイドホルモン存在下）およびチャコール
処理血清培養下（ステロイドホルモン除去下）において、ルテオリンを10μM、25μM又は
50μMの濃度で48時間暴露したときの細胞増殖活性をWST‑1により解析した結果を示した。
【図７】ルテオリンはAR‑V7の転写活性を抑制する。22Rv1にルテオリンを10μM、25μM又
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は50μMの濃度で48時間暴露したときのAR‑FLおよびAR‑V7のmRNA発現量を示した。定量的R
T‑PCR法（qRT‑PCR）により定量化した。
【図８】ルテオリンはAR‑V7タンパク発現を低下させカスパーゼ依存性アポトーシスを誘
導する。22Rv1に通常培養下およびチャコール処理血清培養下において、ルテオリンを10
μM、25μM又は50μMの濃度で48時間暴露したときのタンパク質発現量をウエスタンブロ
ットで確認した。尚、VCaPについても同様の結果が得られている（データ示さず）。
【図９】AR‑V7発現はCRPCの細胞増殖に関与する。22Rv1において、AR‑FLおよびAR‑V7の遺
伝子発現をsiRNAによりノックダウンしたときの、AR‑FL、AR‑V7のmRNAおよびタンパク質
発現（A）と細胞増殖（B）を示した。使用したsiRNAは、AR‑FL: 5

‑UCAAGGAACUCGAUCGUA

UTT‑3

（配列番号９）であ

（配列番号８）、AR‑V7: 5

‑GUAGUUGUGAGUAUCAUGATT‑3

10

る。
【図１０】ルテオリンの併用によりエンザルタミドの治療効果は向上する。22Rv1にエン
ザルタミドとルテオリンを併用投与し、48時間後のAR‑FL、AR‑V7タンパク質発現（A）と
細胞増殖（B）を調べた。
【図１１】ルテオリンはユビキチン−プロテアソーム系を介したAR‑V7タンパクの分解を
促進する。22Rv1にルテオリン 25μMとプロテアソーム阻害剤MG132 5μMを暴露し、16時
間後のタンパク質発現を調べた。
【図１２】ルテオリンの構造類似物質によるCRPCにおけるAR‑V7タンパク質発現の抑制。A
. ルテオリン、アピゲニン（apigenin）、ケルセチン（quercetin）、ケンフェロール（k
aenpherol）とナリンゲニン（naringenin）の構造。B. 22Rv1にルテオリンとその構造類

20

似物質を投与し、48時間後のAR‑FL、AR‑V7タンパク質発現を調べた（B）。
【図１３】ルテオリン経口摂取はCRPCの腫瘍増殖を抑制する。22Rv1ヌードマウス皮下移
植腫瘍に対するルテオリン経口摂取の効果を示した。A. 6週齢の雄ヌードマウス皮下に1
x 106個の22Rv1細胞を移植し、4日後に去勢、1週間後に腫瘍径の平均が均等になるように
2群に分け、対照群とルテオリン混餌投与群を設け、4週間後に解剖した実験方法を示して
いる。B. 1週間毎に計測した腫瘍径と代表的なマウス皮下腫瘍の肉眼像を示した。
【図１４】ルテオリン経口摂取はCRPCのAR‑V7を抑制する。22Rv1ヌードマウス皮下移植腫
瘍のAR‑FLおよびAR‑V7タンパク質発現に対するルテオリン経口摂取の効果を示した。A.
ウエスタンブロット、B. AR‑V7の免疫染色組織像と陽性率。
【図１５】ルテオリン経口摂取はCRPCにおけるアポトーシス促進と血管新生抑制を誘導す
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る。22Rv1ヌードマウス皮下移植腫瘍のアポトーシスと血管新生に対するルテオリン経口
摂取の効果を示した。アポトーシス：TUNEL染色による陽性率、血管新生：単位面積当た
りのCD31陽性管腔数。
【図１６】CRPCにおいてルテオリンにより発現上昇するマイクロRNA群（マイクロRNAアレ
イ解析）。22Rv1においてルテオリン 25μMの濃度で48時間暴露したときに、発現上昇す
るマイクロRNAをマイクロRNAアレイにより解析し、対照との比が高い順に示した。
【図１７】CRPCにおいてルテオリンにより発現上昇するマイクロRNA群（マイクロRNAアレ
イ解析）。ルテオリンにより発現上昇するマイクロRNA群のうち、AR‑FLやIGF‑1の3

UTR

に相補配列を有する遺伝子を示した。
【図１８】miR‑8080はAR‑V7 3

UTRに部分相補配列をもつ。AR‑V7の3

080の結合部位を示した。成熟型miR‑8080は、5

UTRにおけるmiR‑8

‑GAAGGACACUGGUGUCAACGGCU‑3

40

（配列

番号３）の23塩基から構成され、その内の1‑18塩基（GAAGGACACUGGUGUCAA：（配列番号２
））がAR‑V7と不完全な相同性を示す。
【図１９】miR‑8080はCRPC細胞においてルテオリンにより発現誘導される。22Rv1にルテ
オリン、アピゲニン及びケルセチンを25μMの濃度で48時間暴露したときのmiR‑8080の発
現量をqRT‑PCRで確認した。
【図２０】miR‑8080の発現誘導によりCRPCのAR‑V7翻訳が抑制され、細胞増殖の抑制とア
ポトーシスが誘導される。22Rv1にmiR‑8080発現ベクター（左上）をリポフェクションし
、48時間後のタンパク質発現（左下）、細胞形態（右上）と細胞増殖（右下）を調べた。
【図２１】miR‑8080阻害剤によりAR‑V7発現が上昇し、ルテオリンによるAR‑V7発現および
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細胞増殖の抑制作用が低下する。22Rv1にmiR‑8080阻害剤を導入しルテオリンを25μMの濃
度で投与し、48時間後のタンパク質発現（上）、細胞形態（左下）と細胞増殖（右下）を
調べた。
【図２２】ルテオリンの作用機序。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
１．去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）の治療薬
本発明の第１の局面は、去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）の治療薬及びその用途に関する。
「治療薬」とは、標的の疾病ないし病態（即ちCRPC）に対する治療的又は予防的効果を示
す医薬のことをいう。治療的効果には、標的疾患／病態に特徴的な症状又は随伴症状を緩

10

和すること（軽症化）、症状の悪化を阻止ないし遅延すること等が含まれる。後者につい
ては、重症化を予防するという点において予防的効果の一つと捉えることができる。この
ように、治療的効果と予防的効果は一部において重複する概念であり、明確に区別して捉
えることは困難であり、またそうすることの実益は少ない。尚、予防的効果の典型的なも
のは、標的疾患／病態に特徴的な症状の再発を阻止ないし遅延することである。標的疾患
／病態に対して何らかの治療的効果又は予防的効果、或いはこの両者を示す限り、標的疾
患／病態に対する治療薬に該当する。
【００１６】
去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）とは、去勢状態（例えば薬物による去勢や外科的去勢）に
も関わらず、病状が進行している前立腺癌である。前立腺癌の治療には抗アンドロゲン療

20

法が有効とされているが、抗アンドロゲン療法に抵抗性を示すようになると（即ちCRPCに
進行すると）、有効な治療法がなく予後不良である。本発明の医薬は、このような治療困
難な疾患に対する新規且つ有効な治療戦略を提供するものであり、その臨床的意義は大き
い。
【００１７】
本発明は、(i)ルテオリンが従来の薬剤とは異なる、複数の作用によってCRPCに薬効を
示すという知見、(ii)ルテオリンによって発現が誘導され、AR‑V7の翻訳を抑制するマイ
クロRNA（即ち、CRPCに対する核酸医薬として有望なマイクロRNA）を特定したという成果
、(iii)ルテオリンの構造類似体にも同様の作用効果を認めたという事実、に基づく。
30

【００１８】
本発明の治療薬は以下の（ａ）又は（ｂ）を有効成分として含有する。
（ａ）アンドロゲンレセプターバリアントAR‑V7の3

UTRに存在する塩基配列（UUGACAC

CAGUUUCUUUC：配列番号１）に対して80％以上の相補性を示す配列を含むRNA
（ｂ）（ａ）のRNAの発現を誘導する化合物
【００１９】
（ａ）のRNAを有効成分とした場合、当該RNAによってAR‑V7の翻訳が抑制され、所望の
薬効が発揮される。（ｂ）の化合物を有効成分とした場合には、（ａ）のRNAの発現誘導
を介して、同様の薬効が発揮される。このような薬効によって、CRPC細胞の増殖を抑制す
ることができる。
40

【００２０】
（ａ）のRNA（以下、「本発明のRNA」と呼ぶ）はその特有の作用を示すために、AR‑V7
の3

UTRに存在する塩基配列（UUGACACCAGUUUCUUUC：配列番号１）に対して80％以上の相

補性を示す配列を含む。従って、塩基配列（配列番号１）に対して80%以上の相補性を示
す部分（説明の便宜上、「相補的配列」配列と呼ぶ）が含まれている限りにおいて、（ａ
）のRNAに該当する。塩基配列（配列番号１）と相補的配列の間の相補性は以下の通り計
算することができる。尚、AR‑V7遺伝子の全長配列を配列番号１０（GenBank Accession N
o. FJ235916.1, DEFINITION:

Homo sapiens androgen receptor splice variant 3 (AR)

mRNA, complete cds, alternatively spliced.）に示す。
（相補的である位置の数）／（配列の長さ（即ち18））×１００
【００２１】

（％）
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相補的配列を含み、且つ所望の効果（即ちCRPCに対する治療的又は予防的効果）を発揮
し得る限りにおいて、本発明のRNAの長さ特に限定されない。但し、本発明のRNAの長さは
、例えば19〜28、好ましくは21〜25である。
【００２２】
好ましくは、本発明のRNAは、上記塩基配列（配列番号１）に対して高い相補性を示す
塩基配列（GAAGGACACUGGUGUCAA：配列番号２）を含む、全長が21〜25のマイクロRNAであ
る。当該マイクロRNAに該当するものの一例はhsa‑miR‑8080であるが、hsa‑miR‑8080の断
片（但し、塩基配列（GAAGGACACUGGUGUCAA：配列番号２）を含む）を用いることにしても
よい。尚、hsa‑miR‑8080の配列を配列番号３に示す。
【００２３】

10

本発明のRNAに代えて、生体内で本発明のRNAを生成するように設計された核酸（Pre‑mi
RNA、Pri‑miRNA等）を用いることにしてもよい。
【００２４】
（ｂ）の化合物、即ち、本発明のRNAの発現を誘導する化合物の例はルテオリン、アピ
ゲニン又はケルセチンである。これらの化合物は共通する骨格を有する（図１２を参照）
。この中でも、最も強い活性が認められたルテオリンは特に好ましい化合物である。（ｂ
）の化合物として、ルテオリン、アピゲニン又はケルセチンを採用すると、上記の作用効
果（即ち、本発明のRNAの発現誘導を介してAR‑V7の翻訳を抑制する）に加え、それ自体に
よるAR‑V7の転写抑制及びAR‑V7タンパク質の分解促進が生ずる。即ち、複合的な作用効果
が発揮されることになる。

20

【００２５】
本発明の治療薬の製剤化は常法に従って行うことができる。製剤化する場合には、製剤
上許容される他の成分（例えば、緩衝剤、賦形剤、崩壊剤、乳化剤、懸濁剤、無痛化剤、
安定剤、保存剤、防腐剤、生理食塩水、担体など）を含有させることができる。緩衝剤と
してはリン酸緩衝液、クエン酸緩衝液などを用いることができる。賦形剤としては乳糖、
デンプン、ソルビトール、D‑マンニトール、白糖等を用いることができる。崩壊剤として
はデンプン、カルボキシメチルセルロース、炭酸カルシウム等を用いることができる。緩
衝剤としてはリン酸塩、クエン酸塩、酢酸塩等を用いることができる。乳化剤としてはア
ラビアゴム、アルギン酸ナトリウム、トラガント等を用いることができる。懸濁剤として
はモノステアリン酸グリセリン、モノステアリン酸アルミニウム、メチルセルロース、カ
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ルボキシメチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ラウリル硫酸ナトリウム等を
用いることができる。無痛化剤としてはベンジルアルコール、クロロブタノール、ソルビ
トール等を用いることができる。安定剤としてはプロピレングリコール、アスコルビン酸
等を用いることができる。保存剤としてはフェノール、塩化ベンザルコニウム、ベンジル
アルコール、クロロブタノール、メチルパラベン等を用いることができる。防腐剤として
は塩化ベンザルコニウム、パラオキシ安息香酸、クロロブタノール等と用いることができ
る。
【００２６】
製剤化する場合の剤型も特に限定されない。剤型の例は注射剤、錠剤、散剤、細粒剤、
顆粒剤、カプセル剤及びシロップ剤である。

40

【００２７】
本発明のRNAを有効成分とした場合には、当該RNAを単独で、或いは適当なベクター（例
えばアデノウイルスベクター、アデノ随伴ウイルスベクター、レトロウイルスベクター、
レンチウイルスベクター）に当該RNA又はその前駆体を発現するコンストラクトを組み込
んだ後、製剤化することができる。標的化（DDS）、効果の維持、細胞内への取り込み効
率等の改善・向上を目的として、リポソーム、高分子材料、アテロコラーゲン等の担体と
ともに製剤化することにしてもよい。
【００２８】
本発明の治療薬はその剤型に応じて経口投与又は非経口投与（静脈内、動脈内、皮下、
皮内、筋肉内又は腹腔内注射、経皮、経鼻、経粘膜など）によって対象に適用される。こ
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れらの投与経路は互いに排他的なものではなく、任意に選択される二つ以上を併用するこ
ともできる（例えば、経口投与と同時に又は所定時間経過後に静脈注射等を行う等）。こ
こでの「対象」は特に限定されず、ヒト及びヒト以外の哺乳動物（ペット動物、家畜、実
験動物を含む。具体的には例えばマウス、ラット、モルモット、ハムスター、サル、ウシ
、ブタ、ヤギ、ヒツジ、イヌ、ネコ、ニワトリ、ウズラ等である）を含む。好ましい一態
様では、本発明の治療薬はヒトに対して適用される。
【００２９】
本発明の治療薬の投与量は、期待される治療効果が得られるように設定される。治療上
有効な投与量の設定においては一般に患者の症状、年齢、性別、及び体重などが考慮され
る。尚、当業者であればこれらの事項を考慮して適当な投与量を設定することが可能であ
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る。投与スケジュールとしては例えば１日１回〜数回、２日に１回、或いは３日に１回な
どを採用できる。投与スケジュールの作成においては、患者の症状や有効成分の効果持続
時間などを考慮することができる。
【００３０】
本発明の治療薬を他の治療薬と併用することにしてよい。「併用」とは、同一の患者に
対して本発明の治療薬と他の治療薬が投与されることを意味する。両者の投与のタイミン
グ／時期は特に限定されず、即ち、いずれを先に投与してもよい。また、片方の治療薬に
よる治療開始後のある時点において他方の治療薬による治療を開始したり、片方の治療薬
による治療と他方の治療薬による治療を同時に開始したり、片方の治療薬による治療を一
旦終了した段階で他方の治療薬による治療を開始するなど、様々な併用態様を採用し得る

20

。
【００３１】
他の治療薬の例として、アンドロゲンレセプター拮抗薬、アンドロゲン合成阻害薬、抗
癌剤（化学療法剤）を挙げることができる。アンドロゲンレセプター拮抗薬はアンドロゲ
ンレセプターへのアンドロゲンの結合を競合的に阻害し、その治療効果を発揮する。アン
ドロゲン合成阻害薬はアンドロゲンの合成に関与する酵素を阻害することでその治療効果
を発揮する。また、抗癌剤（化学療法剤）は核酸合成の阻害や細胞分裂の阻害などによっ
てその治療効果を発揮する。このように、これらの治療薬は本発明の治療薬とは異なる作
用機序に基づき薬効を示す。従って、本発明の治療薬をこれらの薬剤（いずれか又は両方
）と併用した場合には、相加的又は相乗的な効果によって、治療効果の増大や予後の改善
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などを期待できる。尚、アンドロゲンレセプター拮抗薬の具体例はエンザルタミドであり
、アンドロゲン合成阻害薬の具体例はアビラテロンであり、抗癌剤（化学療法剤）の具体
例はドセタキセル、カバジタキセルである。
【００３２】
以上の記述から明らかな通り、本出願は、CRPCの患者に対して上記（ａ）のRNA又はそ
の発現を誘導する化合物を治療上有効量投与することを特徴とする、CRPCの治療方法も提
供する。
【００３３】
２．去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）の発症・増悪リスクの予測
本発明の第２の局面は、去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）の発症又は増悪のリスクの予測に
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関する。後述の実施例に示す通り、本発明者らの検討によって、hsa‑miR‑8080がAR‑V7の
翻訳を抑制し、CRPC細胞の増殖抑制や治療抵抗性改善をもたらすことが判明した。この知
見に基づき、本発明は、hsa‑miR‑8080をバイオマーカーとして用いた、CRPCの発症又は増
悪のリスクを予測する方法（以下、「本発明のリスク予測方法」）を提供する。本発明の
リスク予測方法によれば、CRPCの発症リスク又は増悪リスクを簡便且つ客観的に判定する
ことが可能となる。尚、「バイオマーカー」とは、疾患の存在や状態等の指標となる生体
分子のことをいう。「生体分子」は生体中に見出される分子（化合物）であるが、生体分
子であるバイオマーカーの利用に際しては、生体から分離された試料／検体中の生体分子
が用いられることになる。
【００３４】
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本発明のリスク予測方法では、前立腺癌患者由来の検体中におけるhsa‑miR‑8080のレベ
ルが指標として用いられる。ここでの「レベル」は、典型的には「量」ないし「濃度」を
意味する。但し、慣例及び技術常識に従い、検出対象であるhsa‑miR‑8080を検出できるか
否か（即ち見かけ上の存在の有無）を表す場合にも用語「レベル」が用いられる。
【００３５】
典型的には、本発明のリスク予測方法では、以下のステップ（１）及び（２）を行う。
（１）前立腺癌患者から採取された検体中のhsa‑miR‑8080を検出するステップ
（２）検出値に基づき、CRPCの発症又は増悪のリスクを判定するステップであって、hs
a‑miR‑8080の低発現がリスクの高いことを示すステップ
【００３６】
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ステップ（１）では、前立腺癌患者から採取された検体中のhsa‑miR‑8080を検出する。
検体は、本発明の実施に先立って採取しておく。検体としては前立腺癌生検試料（組織、
細胞）、血液（血清、血漿）、尿等が用いられる。被検者である前立腺癌患者の病状／病
態は特に限定されない。CRPCを発症していない患者を被検者とした場合は、CRPCの発症リ
スクの予測に本発明を利用することができる。他方、CRPCを発症している患者（即ちCRPC
の患者）を被検者とすれば、CRPCの増悪リスクの予測に本発明を利用することができる。
本発明のリスク予測方法によれば、バイオマーカーであるhsa‑miR‑8080のレベルという客
観的な指標に基づいてCRPCの発症リスク又は増悪リスク（以下、これら二つをまとめて「
CRPCリスク」と呼称する）を判定できる。判定結果は、前立腺癌の診断に有用な情報とな
り、より適切な治療方針の決定（効果的な治療法の選択など）に役立つ。従って、本発明

20

は、治療効果の向上や患者のQOL（Quality of Life、生活の質）の向上に貢献する。
【００３７】
このステップでは、検体中のhsa‑miR‑8080を検出するが、hsa‑miR‑8080のレベルを厳密
に定量することは必須でない。即ち、後続のステップ（２）においてCRPCリスクが判定可
能となる程度にhsa‑miR‑8080のレベルを検出すればよい。例えば、検体中のhsa‑miR‑8080
のレベルが所定の基準値を超えるか否かが判別可能なように検出を行うこともできる。
【００３８】
hsa‑miR‑8080の検出方法は特に限定されない。例えば、RT‑PCR等、核酸増幅反応を利用
した方法によって検出可能である。核酸増幅反応としては、PCR（Polymerase chain reac
tion）法若しくはその変法の他、LAMP（Loop‑Mediated Isothermal Amplification）法（
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Tsugunori Notomi et al. Nucleic Acids Research, Vol.28, No.12, e63, 2000; Kentar
o Nagamine, Keiko Watanabe et al. Clinical Chemistry, Vol.47, No.9, 1742‑1743, 2
001）、ICAN(Isothermal and Chimeric primer‑initiated Amplification of Nucleic ac
ids)法（特許第３４３３９２９号、特許第３８８３４７６号）、NASBA(Nucleic Acid Seq
uence‑Based Amplification)法、LCR(Ligase Chain Reaction)法、3SR（Self‑sustained
Sequence Replication）法、SDA（Standard Displacement Amplification）法、TMA（Tra
nscription Mediated Amplification）法、RCA（Rolling Circle Amplification）等を採
用することができる。
【００３９】
ステップ（１）に続くステップ（２）では、検出結果に基づいてCRPCリスクを判定する
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。通常は、ステップ（１）で得られた検出値をコントロール（対照検体）の検出値と比較
しつつ、或いは、コントロールの検出値等に基づき設定された基準値に照らして判定を行
う。コントロールには、例えば、CRPCを発症していない前立腺癌患者のhsa‑miR‑8080レベ
ル（陰性コントロール）、健常者のhsa‑miR‑8080レベル（陰性コントロール）、CRPCを発
症した前立腺癌患者のhsa‑miR‑8080レベル（陽性コンコロール）を用いることができる。
好ましくは、複数名（好ましくは50名以上、更に好ましくは100名以上）のコントロール
対象者から取得した検出値に基づき、基準値を設定する。
【００４０】
CRPCリスクの判定は定性的、定量的のいずれであってもよい。尚、ここでの判定は、そ
の判定基準から明らかな通り、医師や検査技師など専門知識を有する者の判断によらずと
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も自動的／機械的に行うことができる。
【００４１】
本発明では、「hsa‑miR‑8080の低発現がリスクの高いことを示す」との判定基準を採用
する。換言すれば、hsa‑miR‑8080のレベル（測定値）が低いとリスクが高いと判定され、
hsa‑miR‑8080のレベル（測定値）が高いとリスクが低いと判定される。より詳細には、例
えば、被検者の病状／病態に応じて以下の様に判定することができる。
【００４２】
＜CRPCを発症していない被検者の場合＞
（判定例１）
陰性コントロールの検出値と陽性コントールの検出値に基づき設定した基準値よりもhs
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a‑miR‑8080の検出値（検体中レベル）が低いときに「CRPCを発症する」又は「CRPCを発症
する可能性が高い」と判定し、基準値よりもhsa‑miR‑8080の検出値（検体中レベル）が高
いときに「CRPCを発症しない」又は「CRPCを発症する可能性が低い」と判定する。
（判定例２）
発症リスクを分ける複数の基準値を設定し、以下の通り判定する。この例では、４つの
基準値（ａ＜ｂ＜ｃ＜ｄ）を設定することにしているが、基準値の数及びそれに伴うリス
クのレベルの数はこれに限られるものではない。
hsa‑miR‑8080の検出値＜ａの場合：

発症する可能性８０％以上

ａ≦hsa‑miR‑8080の検出値＜ｂの場合：

発症する可能性６０％〜７０％

ｂ≦hsa‑miR‑8080の検出値＜ｃの場合：

発症する可能性４０％〜５０％

ｃ≦hsa‑miR‑8080の検出値＜ｄの場合：

発症する可能性２０％〜３０％

ｄ≦hsa‑miR‑8080の検出値の場合：

20

発症する可能性１０％以下

【００４３】
＜CRPCを発症した被検者の場合＞
（判定例１）
陽性コントールの検出値に基づき設定した基準値（CRPC患者の標準的なレベル）よりも
hsa‑miR‑8080の検出値（検体中レベル）が低いときに「増悪する」又は「増悪する可能性
が高い」と判定し、基準値よりもhsa‑miR‑8080の検出値（検体中レベル）が高いときに「
増悪しない」又は「増悪する可能性が低い」と判定する。
30

（判定例２）
増悪リスクを分ける複数の基準値を設定し、以下の通り判定する。この例では、４つの
基準値（ａ＜ｂ＜ｃ＜ｄ）を設定することにしているが、基準値の数及びそれに伴うリス
クのレベルの数はこれに限られるものではない。
hsa‑miR‑8080の検出値＜ａの場合：

増悪する可能性８０％以上

ａ≦hsa‑miR‑8080の検出値＜ｂの場合：

増悪する可能性６０％〜７０％

ｂ≦hsa‑miR‑8080の検出値＜ｃの場合：

増悪する可能性４０％〜５０％

ｃ≦hsa‑miR‑8080の検出値＜ｄの場合：

増悪する可能性２０％〜３０％

ｄ≦hsa‑miR‑8080の検出値の場合：

増悪する可能性１０％以下

【００４４】
本発明の一態様では、同一の被検者について、現在の検出値と、過去のある時点での検
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出値とを比較し、検出値の変動、即ち、hsa‑miR‑8080のレベルの増減の有無及び／又は増
減の程度を調べる。その結果得られる、hsa‑miR‑8080レベルの変動に関するデータは、CR
PCリスクをモニターするため、治療効果を把握するため、或いは予後推定に有用な情報と
なる。具体的には例えば、hsa‑miR‑8080レベルの変動を根拠として、前回の検査から今回
の検査までの間に発症リスクが高くなった又は低くなった或いは変化がないとの判定を行
うことができる。このような評価を前立腺癌の治療と並行して行えば、治療効果の確認が
行えることはもとより、CRPCへの進行の兆候を事前に把握することができる。これによっ
て、より適切な治療方針の決定が可能となる。このように本発明は、治療効果の最大化及
び患者のQOL向上に多大な貢献をし得る。
【００４５】
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以上の説明から明らかなように、ステップ（２）における判定結果は、今後の治療方針
を検討する上で有用な情報を提供する。そこで本発明の一態様では、判定結果に基づき、
被検者である前立腺癌患者の治療方針を決定又は変更するステップ（ステップ（３））を
行う。治療方針は、判定結果（CRPCリスク）に応じて設計ないし選択される。例えば、CR
PCを発症するリスクが低いと予測された前立腺癌患者には、前立腺癌に対する標準的な治
療方針を推奨することができる。一方、CRPCを発症するリスクが高いと予測された前立腺
癌患者には、CRPCの発症を前提とした治療（例えばアンドロゲン受容体拮抗薬、アンドロ
ゲン合成阻害薬等の早期の使用）が推奨される。併せて、高頻度且つ定期的な受診、経過
観察が望まれる。
【００４６】
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３．去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）治療薬候補の評価（スクリーニング方法）
上記の通り、本発明者らの検討によって、hsa‑miR‑8080がAR‑V7の翻訳を抑制し、CRPC
細胞の増殖抑制や治療抵抗性改善をもたらすことが判明した。この知見は、hsa‑miR‑8080
の発現を上昇させる物質がCRPC治療薬の候補として有望であることを示唆する。そこで本
発明の第３の局面は、hsa‑miR‑8080の発現を指標とした、被験物質のCRPCに対する有効性
を評価する方法（以下、「本発明の評価方法」と呼ぶ）を提供する。本発明の評価方法は
、例えば、CRPC治療薬の候補の探索（即ちスクリーニング）に有用である。
【００４７】
本発明の評価方法では、以下のステップ（ｉ）及び（ｉｉ）を行う。
（ｉ）CRPC細胞、又はアンドロゲンレセプターバリアントAR‑V7を強制発現させた細胞
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に被験物質を接触させるステップ
（ｉｉ）前記細胞におけるhsa‑miR‑8080の発現を検出し、検出結果に基づき被検物質の
CRPCに対する有効性を判定するステップであって、hsa‑miR‑8080の発現上昇が被検物質の
有効性の指標となるステップ
【００４８】
本発明の評価方法は、AR‑V7を発現する細胞を用いる点と、当該細胞における特定のマ
イクロRNA（即ち、hsa‑miR‑8080）の発現を指標にする点で特徴付けられる。ステップ（
ｉ）ではAR‑V7を発現する細胞に被験物質を接触させる。AR‑V7を発現する細胞として、CR
PC細胞又はAR‑V7を強制発現させた細胞が用いられる。CRPC細胞としては、22Rv1、VCaP等
の細胞株が好適であるが、CRPC患者から単離した細胞、それを培養した細胞（継代培養後
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の細胞であってもよい）を用いることにしてもよい。一方、AR‑V7を強制発現させた細胞
は、例えば、CHO細胞、COS7細胞、293細胞、前立腺癌細胞株（例えばDU‑145、LNCaP、PC‑
3）等の標的（宿主細胞）にAR‑V7遺伝子を導入して作製することができる。遺伝子導入は
常法で行うことができ、例えば、レトロウイルスベクター、レンチウイルスベクター、ア
デノウイルスベクター、アデノ随伴ウイルスベクターなどを利用すればよい。
【００４９】
ステップ（ｉ）での「接触」は、典型的には、上記細胞を培養中の培養液（培地）に被
検物質を添加することによって行われる。被検物質の添加のタイミングは特に限定されな
い。従って、被検物質を含まない培地で細胞の培養を開始した後、ある時点で被検物質を
添加することにしても、予め被検物質を含む培地で細胞の培養を開始することにしてもよ
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い。
【００５０】
被検物質には様々な分子サイズの有機化合物又は無機化合物を用いることができる。有
機化合物の例として核酸、ペプチド、タンパク質、脂質（単純脂質、複合脂質（ホスホグ
リセリド、スフィンゴ脂質、グリコシルグリセリド、セレブロシド等）、プロスタグラン
ジン、イソプレノイド、テルペン、ステロイド、ポリフェノール、カテキン、ビタミン（
B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12、C、A、D、E等）を例示できる。医薬品、栄養食品、
食品添加物、農薬、香粧品（化粧品）等の既存成分或いは候補成分も好ましい被検物質の
一つである。植物抽出液、細胞抽出液、培養上清などを被検物質として用いてもよい。２
種類以上の被検物質を同時に添加することにより、被検物質間の相互作用、相乗作用など
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を調べることにしてもよい。被検物質は天然物由来であっても、或いは合成によるもので
あってもよい。後者の場合には例えばコンビナトリアル合成の手法を利用して効率的なア
ッセイ系を構築することができる。
【００５１】
被検物質を接触させる期間は任意に設定可能である。接触期間は例えば１０分間〜１週
間、好ましくは１時間〜３日間である。接触を複数回に分けて行うことにしてもよい。
【００５２】
ステップ（ｉ）に続くステップ（ｉｉ）では、被検物質を接触させた細胞におけるhsa‑
miR‑8080の発現を検出し、検出結果に基づき被検物質のCRPCに対する有効性を判定する。
即ち、本発明ではhsa‑miR‑8080の発現を利用して被検物質の有効性が判定される。より具

10

体的には、hsa‑miR‑8080の発現上昇が認められることを、被検物質の有効性の指標に用い
る。従って、hsa‑miR‑8080の発現が上昇する場合に被検物質は有効であると判定し、hsa‑
miR‑8080の発現が上昇しない場合（発現量に変化がない又は発現量が低下する場合）に被
検物質は有効でないと判定する。hsa‑miR‑8080の発現を上昇させた程度（レベル）に基づ
き、被検物質の作用・効果の強さ（程度）を決定することにしてもよい。また、複数の被
検物質を用いた場合には、hsa‑miR‑8080の発現を上昇させた程度に基づき、各被検物質の
作用・効果の強さを比較評価することにしてもよい。尚、miR‑8080の発現の検出は、上記
本発明のリスク予測方法（第２の局面）の場合と同様に行えばよい。
【００５３】
通常は、比較対照として、被検物質を接触させない細胞（その他の条件は同一とする）
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（以下、「コントロール細胞」と呼ぶ）を用意し、そのhsa‑miR‑8080の発現も検出する。
そして、当該コントロール細胞の発現レベルと比較することによって、被検物質がhsa‑mi
R‑8080の発現を上昇させたか判断する（好ましくは、発現上昇の程度についても判断する
）。このようにコントロールとの比較によって被検物質の作用を判定すれば、より信頼性
の高い判定結果が得られる。
【００５４】
上でも言及したように、本発明の評価方法は、CRPCの治療薬候補の探索、即ちスクリー
ニングに有用である。本発明の評価方法をスクリーニングに利用する場合には、ステップ
（ｉｉ）での判定結果に基づき有効な被検物質を選抜する。選択した物質が十分な薬効を
有する場合には、当該物質をそのままCRPC治療薬の有効成分として使用することができる
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。一方で十分な薬効を有しない場合には化学的修飾などの改変を施してその薬効を高めた
上で、CRPC治療薬の有効成分として使用することができる。勿論、十分な薬効を有する場
合であっても、更なる薬効の増大を目的として同様の改変を施してもよい。
【実施例】
【００５５】
CRPCの治療には、抗アンドロゲン療法や化学療法が用いられるが、短期間で治療耐性が
生じる。CRPCに対する新規な治療戦略を見出すべく、以下の検討を行った。
【００５６】
１．ヒトCRPC細胞株22Rv1におけるAR‑V7高発現とエンザルタミド（enzaltamide）耐性
ヒトCRPC細胞株におけるAR‑V7の発現を定量的RT‑PCR法（qRT‑PCR）で調べた。その結果

40

、ヒトCRPC細胞株である22Rv1およびVCaPでは、定量的RT‑PCR（qRT‑PCR）によりAR‑V7 mR
NAの高発現を認めた（図３）。22Rv1にアンドロゲン受容体拮抗薬エンザルタミドを投与
してもARやAR‑V7のタンパク質発現は変化せず、癌細胞の増殖抑制作用は乏しかった（図
４）。
【００５７】
２．CRPC細胞に対するルテオリン（luteolin）の細胞増殖およびAR‑V7発現の抑制とカス
パーゼ依存性アポトーシス誘導
発明者のこれまでの研究から、フラボノイドの一種であるルテオリン（図５）が、ラッ
ト前立腺発がんやラットCRPC腫瘍の増殖を抑制することが明らかになっている（第22回日
本がん予防学会（平成27年6月6日開催）、演題

ラット前立腺の発がんおよび去勢抵抗性
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細胞増殖に対するluteolinの予防・治療効果、第31回前立腺シンポジウム（平成28年12月
12日開催）、演題

前立腺発がんおよび去勢抵抗性細胞増殖に対するluteolinの抑制効果

、で発表）。詳細には、ラットを使った実験で、エゴマなどのシソ科種子に豊富に含有さ
れるルテオリンの経口摂取は前立腺のがん化を抑制することが明らかとなり、ルテオリン
による酸化ストレス抑制、細胞死（アポトーシス）誘導や酸化ストレス制御遺伝子GPX2の
抑制が予防効果につながる、との知見が得られている。
【００５８】
ルテオリンを22Rv1に投与すると、通常血清培養下およびチャコール処理血清培養下い
ずれにおいても濃度依存性に細胞増殖が抑制された（図６）。その要因として、AR‑V7のm
RNAおよびタンパク質発現の低下、並びにカスパーゼ（caspase） 3,7の活性化を介したア
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ポトーシスの誘導が考えられた（図７、８）。AR‑V7発現がCRPC細胞の細胞増殖に関与す
ることは、RNAiによるAR‑V7発現抑制実験からも示された（図９）。
【００５９】
３．ルテオリンによるエンザルタミドのCRPC治療効果の向上
ルテオリンのAR‑V7発現抑制作用から、CRPCに対するエンザルタミドの治療効率を改善
する可能性が予測された。22Rv1に対するエンザルタミドの細胞増殖抑制効果は、ルテオ
リンを併用投与することにより有意に高まった（図１０）。
【００６０】
４．CRPC細胞のAR‑V7に対するルテオリンによるタンパク質分解促進
ルテオリンによるAR‑V7タンパク質発現の抑制には、転写活性の抑制が関与していた（
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図７）が、AR‑V7のmRNAとタンパク質の発現変化の程度に乖離があったため、転写後修飾
の関与も示唆された。そこで、ルテオリンにプロテアソーム阻害剤を併用投与した検証を
実施した。その結果、ルテオリンによるAR‑V7タンパク質発現の抑制は、プロテアソーム
阻害剤の存在により解除され、ルテオリンのAR‑V7発現抑制には、ユビキチン−プロテア
ソーム系を介したタンパク質分解の促進が関与することがわかった（図１１）。
【００６１】
５．CRPC細胞に対するルテオリン構造類似物質のAR‑V7発現抑制効果
ルテオリンにはフラバン骨格を有する類似構造体が存在する。そのうち、アピゲニン（
apigenin）、ケルセチン（quercetin）、ケンフェロール（kaenpherol）とナリンゲニン
（naringenin）の22Rv1におけるAR‑V7発現への影響をルテオリンと比較したところ、ルテ

30

オリンより弱いAR‑V7タンパク発現減少効果をアピゲニン、ケルセチンでは認めた（図１
２）。従って、フラバン骨格あるいはその一部がAR‑V7発現抑制に影響し、側鎖により抑
制能力が決定されうる可能性が示唆された。
【００６２】
６．CRPC腫瘍に対するルテオリンの治療効果およびAR‑V7発現の抑制
CRPCの細胞増殖やAR‑V7発現に対するルテオリンの抑制効果を、生体においても検証し
た。ルテオリンの経口摂取により、毒性変化を生じることなく、去勢ヌードマウスの22Rv
1 皮下腫瘍の体積は抑制された（図１３）。腫瘍組織内のAR‑V7タンパク質の発現はルテ
オリンにより減少し、培養状態だけでなく、経口摂取し生体で代謝された状態でも同様の
効果を示すことが明らかになった（図１４）。
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【００６３】
７．CRPC腫瘍に対するルテオリンのアポトーシス誘導と血管新生の抑制
22Rv1腫瘍の免疫学的解析により、ルテオリン投与群の腫瘍組織ではアポトーシス細胞
の増加を認め、in vitro条件と同様の結果が得られた。またルテオリンによる腫瘍組織内
の血管数減少が見られ、ルテオリンの腫瘍組織縮小作用には、血管新生の抑制が関わるこ
とが見出された（図１５）。
【００６４】
８．CRPC細胞におけるルテオリンによるmiR‑8080発現の上昇
ルテオリンによるAR‑V7発現抑制において、転写後修飾のうちタンパク質分解の他に、
マイクロRNAによる翻訳抑制が関与するかを検討した。マイクロRNAアレイ解析により、ル
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テオリンにより発現誘導されるマイクロRNAを網羅的に解析し、miRBaseを用いてAR‑V7の3
UTRに相補配列を有する候補遺伝子をスクリーニングした。ルテオリンにより発現上昇
するマイクロRNA群には、AR‑FLやIGF1といった前立腺癌の増殖やCRPCに深い関連が指摘さ
れている遺伝子の3

UTRに標的配列をもつものが多く含まれている（図１６、１７）。AR

‑V7に対しては、既知のマイクロRNAの中ではmiR‑8080のみが相同配列を有するマイクロRN
Aとして該当した（図１８）。22Rv1におけるmiR‑8080の発現は、ルテオリンにより4倍程
度に増加し、アピゲニンやケルセチンにおいても約2倍に増加することが、定量的RT‑PCR
において確認された（図１９）。これらのフラボノイドによるmiR‑8080の発現変動は、各
々のAR‑V7発現抑制効果と逆相関しており（図１２）、miR‑8080によるAR‑V7翻訳調節の可
10

能性が見出された。
【００６５】
９．miR‑8080発現誘導によるCRPC細胞のAR‑V7翻訳抑制とアポトーシス誘導
次に、AR‑V7がmiR‑8080による翻訳修飾を受ける標的遺伝子であるかを確認するため、2
2Rv1にmiR‑8080発現ベクターを導入した。その結果、AR‑V7タンパク発現は抑制され、細
胞増殖の有意な抑制が見られた。ウエスタンブロットによるタンパク質発現解析では、mi
R‑8080の発現誘導によりカスパーゼ3,7の活性化が見られ、アポトーシスの関与が示唆さ
れた（図２０）。
【００６６】
１０．miR‑8080阻害によるルテオリンのAR‑V7発現および細胞増殖に対する抑制効果の減
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弱
一方、22Rv1に対してmiR‑8080の阻害剤を処理すると、AR‑V7タンパク質の発現は増加し
た。さらにルテオリン による22Rv1のAR‑V7発現抑制作用は、miR‑8080阻害剤存在下では
減弱し、ルテオリンの細胞増殖抑制効果も同様に減少した（図２１）。以上のmiR‑8080発
現誘導および阻害実験の結果から、miR‑8080がAR‑V7に結合し翻訳を阻害していることが
明らかとなった。
【００６７】
＜まとめ＞
・ヒトCRPC細胞22Rv1では、AR（正常）およびAR‑V7（変異）が高発現し、ARと比較してAR
‑V7がより細胞増殖に関与した（in vitro実験）。
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・ルテオリンは22Rv1のAR‑V7発現を著明に抑制した（in vitro実験）。
・去勢免疫不全マウスに22Rv1を移植し、ルテオリンをマウスに経口投与すると、22Rv1腫
瘍組織内のAR‑V7発現は低下した（ex vivo実験）。
・ルテオリンの構造類似物質であるフラボノイドであるアピゲニンやケルセチンも22Rv1
のAR‑V7発現を抑制した（in vitro実験）。
・ルテオリンはユビキチン・プロテアソーム系を介してAR‑V7タンパクを分解した（in vi
tro実験）。
・マイクロRNA アレイにより、ルテオリンにより発現上昇しAR‑V7の3

UTR（非翻訳領域

）に部分相同配列をもつマイクロRNAとしてhsa‑miR‑8080を同定した（in vitro実験）。
・22Rv1にhsa‑miR‑8080を遺伝子導入するとAR‑V7の発現が低下し細胞増殖の抑制とアポト
ーシスの誘導がおきた（in vitro実験）。
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・22Rv1にhsa‑miR‑8080特異的阻害剤を導入すると、ルテオリン投与にかかわらずAR‑V7発
現は増加し、ルテオリンによる細胞増殖抑制効果が減弱した（in vitro実験）。
【００６８】
以上の知見から、前立腺癌予防効果との共通機構として、酸化ストレス抑制、アポトー
シス誘導や酸化ストレス制御遺伝子GPX2の抑制がCRPCの治療効果に関わるとともに、これ
らに加えて血管新生抑制もCRPC治療効果に関与するといえる（図２２）。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
CRPCに対する新規治療薬としてAR受容体拮抗薬エンザルタミドやアンドロゲン合成阻害
薬アビラテロンが使用されているが、短期間で治療抵抗性が生じ、予後不良になることが

50

(16)

JP 2018‑177658 A 2018.11.15

問題となっている。本発明の治療薬はこのような現状を打破する、新たな治療戦略を提供
するものであり、その臨床上の意義は大きい。また、本発明の評価法（スクリーニング方
法）は新薬の開発に有用であり、新たな治療薬及び治療法の確立に貢献する。一方、本発
明のリスク予測方法がもたらす情報（検査結果）は、早期の治療介入の要否判断や治療経
過（予後）の予測等に利用できる。従って、本発明はCRPCの治療方針の決定に有用である
ことはもとより、予防医療的見地からも利用価値が高い。
【００７０】
この発明は、上記発明の実施の形態及び実施例の説明に何ら限定されるものではない。
特許請求の範囲の記載を逸脱せず、当業者が容易に想到できる範囲で種々の変形態様もこ
の発明に含まれる。本明細書の中で明示した論文、公開特許公報、及び特許公報などの内
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容は、その全ての内容を援用によって引用することとする。
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