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アボカド由来の成分が抗がん剤の効果を高めることを発見
～抗がん剤投与量が制限されがちな高齢患者に副作用の少ない新規白血病治療法の可能性～
概要
順天堂大学大学院医学研究科臨床病態検査医学の田部陽子 特任教授らの研究グループは、米国
MDアンダーソンがんセンターのマリナ・コノプレバ教授、カナダ ゲルフ大学のポール・スパヌオロ博士らと
の共同研究において、アボカドから抽出した成分の脂肪酸avocatin B*1が白血病がん細胞の脂肪酸代
謝*2を阻害してがん細胞の増殖を抑制すること、さらに、白血病化学療法薬（抗がん剤）との併用により抗
がん効果を高めることを発見しました。本研究結果は、抗がん剤の適用が難しかった高齢者の白血病治
療にavocatin Bを活用できる可能性があることを示しました。
本研究は、英国科学雑誌「Scientific Reports」のオンライン版（2018年11月15日付）で公開されました。

本研究成果のポイント
 アボカド由来の成分avocatin B が白血病がん細胞の脂肪酸代謝を阻害する
 avocatin Bは白血病がん細胞の増殖を抑制し、抗がん剤の効果を高める
 avocatin Bと抗がん剤との併用による白血病の新たな化学療法の可能性

背景
白血病を含むがんは高齢者に多発する疾患です。しかし、高齢患者は別の病気に罹っていたり、臓器
の機能が低下しているために治療の選択肢や抗がん剤投与量が制限され、十分な治療効果を得ること
ができない場合が多くあります。そのため、高齢患者に適用できる副作用の少ない新しいがん治療戦略
が求められています。白血病がん細胞は骨髄微小環境*3の中で増殖したり、抗がん剤に対する抵抗性
を獲得したりします。研究グループは、これまでに白血病がん細胞が、加齢に伴って増加する骨髄脂肪
細胞との相互作用によって脂肪酸代謝を亢進させ、骨髄内で独自のエネルギー代謝を行うことで抗が
ん剤への耐性を獲得することを見出してきました。
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一方、最近見つかったアボカド由来の成分の奇数炭素脂肪酸であるavocatin Bは、偶数炭素脂肪酸と
比較して酸化効率が低いため、競合作用によって細胞の脂肪酸代謝を阻害する物質で、生体に副作用
が極めて少ないことが特徴です。
研究グループは、高齢者の骨髄中には、がん細胞のエネルギー源となり得る脂肪酸が豊富に存在す
ることから、脂肪酸代謝を阻害するavocatin Bは、がん細胞のエネルギー代謝の阻害剤になるかもしれ
ないと考えました。そこで、本研究では、avocatin Bが新しい白血病治療薬となり得る可能性を確かめる
ために、白血病がん細胞の代謝への影響と抗がん効果（抗腫瘍効果）について調べました。

内容
研究グループは、avocatin Bの抗がん効果の分子機序を明らかにすることを目的に、骨髄内の微小環
境と白血病がん細胞の相互作用がavocatin Bの作用に及ぼす影響を調べました。まず、細胞計数法と
細胞周期解析を用いて、avocatin Bが単独培養状態の急性骨髄性白血病がん細胞の細胞死誘導や細
胞増殖を阻害することを確認しました。次に、骨髄微小環境下を再現するため、骨髄脂肪細胞と白血病
がん細胞を共培養した状態でのavocatin Bの効果を比較検討しました。その結果、骨髄脂肪細胞との
共培養によって、白血病がん細胞に対するavocatin Bの細胞死誘導および細胞増殖阻害効果はいず
れも減弱しました。このとき、骨髄脂肪細胞との共培養下では、avocatin B投与後に白血病がん細胞の
脂肪酸代謝が阻害される一方で、遊離脂肪酸や糖の取り込みが増強し、解糖系代謝*4が高まることが
質量解析法により明らかになりました（図１)。これらの変化は、ミトコンドリアへのエネルギー源となる脂
肪酸の供給不足に対する代償と考えられ、細胞のエネルギー調節因子であるAMPK-mTOR*5シグナル
が関与していました。そこでavocatin Bと抗がん薬シタラビン（AraC）を併用すると、白血病がん細胞内
の活性酸素が増加し、小胞体ストレス誘導性の転写因子（ATF４）の発現が上昇して相乗的な抗腫瘍効
果が得られることを発見しました（図２）。
以上の結果から、脂肪酸代謝阻害剤のavocatin Bと従来の抗がん剤を併用することによって、骨髄
微小環境で生き残り再発の原因となる白血病がん細胞を駆逐できる可能性を示しました。
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今後の展開
本研究は、骨髄微小環境において、白血病がん細胞が脂肪酸代謝阻害に対して様々な適応機構を
作動させ、バイパスとなる代謝経路を活性化させることによってがん細胞が生き残ることを明らかにし
ました。これは、抗がん剤を単独で用いた場合に生じるがんの薬剤耐性機構の一端を示すものです。
さらに、本研究では、脂肪酸代謝阻害剤のavocatin Bを抗がん剤と組み合わせた際に、相乗的な抗が
ん効果を発揮することを発見しました。アボカド由来の奇数炭素脂肪酸であるavocatin Bは、競合的に
脂肪酸代謝を抑制し、副作用が極めて少ないことが特徴です。このような脂肪酸の代謝制御は、従来
の化学療法薬の併用療法として白血病領域にとどまらず、高齢者のがん代謝制御治療に活用できる
可能性があります。また、脂肪酸代謝は、がん微小環境で生き残るがん細胞が依存する場合があるこ
とが知られており、全ての年齢層で求められるがんの再発予防治療薬としても効果が期待できます。
今後はモデル動物などを用いて、脂肪酸の代謝制御による生体内での抗がん効果を確認していく予
定です。
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図 1 白血病がん細胞の糖代謝およびクエン酸代謝に対するavocatin Bの作用
単独培養および骨髄脂肪細胞共培養条件下の急性骨髄性白血病がん細胞株(THP-1)に対して
avocatin Bを投与した場合、脂肪細胞と共培養した白血病がん細胞において脂肪酸代謝が阻害される
代わりに糖代謝が高まり、クエン酸回路の代謝産物とアミノ酸の増加が認められた。
（棒グラフ：avocatin B投与24時間後に質量解析法 [CE-TOF/MS]により各代謝産物量を測定した）
CPT-1: カルニチンパルミトイルトランスフ ェラーゼ 1（ミトコンドリア外膜にある代謝酵素）
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(a) 単独培養下の白血病がん細胞

(b) 骨髄脂肪細胞と共培養下の白血病がん細胞

ミトコンドリア
ミトコンドリア

図 2 本研究で明らかになった骨髄微小環境下でのavocatin B投与後の白血病がん細胞の生き残りのメ
カニズムと抗ガン剤との併用効果
(a) 単独培養条件下の急性白血病がん細胞では、avocatin Bの脂肪酸代謝阻害によってストレスに応答する
AMPK活性が上昇し、エネルギー調節に関わるmTORシグナルの抑制が生じることによって細胞増殖が抑制さ
れると同時に、活性酸素が増加し細胞死が誘導される。
(b) 骨髄微小環境下を再現する骨髄脂肪細胞との共培養条件下では、 avocatin Bは脂肪酸代謝を抑制する
一方で、代償性として細胞における脂肪酸取り込みの増加、解糖系代謝の活性化、エネルギー調節に関わる
mTORシグナルが高まり、これらはがん細胞の生存を助ける。しかし、avocatin Bを抗がん薬シタラビン（AraC）
と併用することによって活性酸素が増加し、小胞体ストレス誘導性のATF4の発現が高まることで相乗的な細
胞死誘導効果が得られる。
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用語解説
*1 avocatin B： アボカド由来の奇数炭素脂肪酸
（右は構造式：2015年に発見）で偶数炭素脂肪酸と
競合することによって脂肪酸代謝を阻害する。
*2 脂肪酸代謝： 脂肪酸を酸化してアセチルCoAを産生する代謝経路。生成されたアセチルCoAはクエン酸回
路に送られ、電子伝達系と酸化的リン酸化を経てエネルギーを産生する。
*3 骨髄微小環境： 骨髄の中で造血に関わる細胞によって作り出される微小環境。
*4 解糖系代謝： 糖(グルコース)を代謝して乳酸やピルビン酸を生成し、エネルギーを生み出す。
*5 AMPK-ｍTOR： 栄養やエネルギー状態など細胞の環境情報を統合し、細胞の生存調節に中心的な役割
を果たすキナーゼ蛋白。
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