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有望な抗がん剤としてのカンナビジオール(CBD) 
Cannabidiol (CBD) as a Promising Anti-Cancer Drug 

2020 年 10 月 30 日 

 

簡単な要約：植物抽出物を含むカンナビノイドの漢方薬としての使用は、早くも紀元前500 年までさかのぼることができ

ます。近年、非精神活性カンナビノイドの 1 つであるカンナビジオールまたは CBD の医療および健康関連のアプリケー

ションは、途方もない注目を集めています。このレビューでは、有望な抗がん剤としてCBD のさらなる発展を強く支持

する最新の知見を紹介します。 

 

概要：近年、カンナビオール（CBD）や∆9-テトラヒドロカンナビノール（THC）などのカンナビノイドは、集中的な研

究の対象となっており、その精査が行われています。カンナビノイドには、ヒトで生理的に生産され、研究室で合成され、

主に大麻草から抽出されたものを含む、幅広い有機分子が含まれています。これらの有機分子は、その化学構造だけでな

く、タンパク質の結合プロファイルにおいても類似性を共有しています。しかし、作用機序や臨床応用には顕著な違いが

あり、このレビューでは簡単に比較対照していきます。CBD の作用機序とがん治療への応用の可能性については、この

レビュー記事の主な焦点となります。 
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1. 序章 

大麻草エキスの漢方薬としての使用は、アジアでは早くも紀元前 500 年にまで遡ることができる。カンナビノイド

受容体が発見された後、ヒトのエンドカンナビノイド系が明らかとなりました[1]。当初、カンナビノイドは細胞膜

との非特異的な相互作用を介してその生理的効果を生み出すと考えられていたが、1980 年代後半にラットモデル

を用いた研究により、特異的なカンナビノイド受容体である CB1 と CB2 の発見と特徴付けにつながった[2,3]。

CB1 受容体は中枢神経系（CNS）全体に発現しているのに対し、CB2 受容体は主に免疫系と造血細胞に発現して

います[4]。CB1 と CB2 が発見されて間もなく、2-アラキドノリルグリセロール（2-AG）と N-アラキドノイルエ

タノールアミン（AEA、アナンダミドとも呼ばれる）を含む、それらの内因性リガンド（エンドカンナビノイド）

も同定された（図 1A、i および ii）[5-8]。CB1 および CB2 は、G タンパク質共役型受容体(GPCR)と呼ばれる膜

貫通型タンパク質の大規模なファミリーに属し、現在ではエンドカンナビノイドの生理的効果の大部分を担ってい

ると考えられています(図 1B)。両方の受容体は、アデニルシクラーゼ（AC）を阻害することができる Gαi/o と結

合しています[4,9]。CB1 はまた、Gαq/11 [10]    および Gα12/13 [11]に結合することができる。CB2 はGαs

を介して作用することも示されています[12]。生理的条件下でのエンドカンナビノイドおよびその受容体の下流効

果のより詳細な理解については、このトピックに関する他の優れたレビュー[13,14]を参照されたい。 
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図 1.内因性カンナビノイド系。A）2 つの内因性カンナビノイド、2-アラキドニルグリセロール（i、2-AG）と N-アラキ

ドニルエタノールアミン（ii、AEA）、およびカンナビスサティバ由来の 2 つの代表的な外因性カンナビノイド、カンナビ

ジオール（iii、CBD）と∆9-テトラヒドロカンナビノール（iv、∆9-THC）の化学構造。B）エンドカンナビノイド系のシ

グナル伝達経路の模式図。   2-AG および AEA は、CB1 および CB2 のアゴニストである。   下流作用のいくつかは以

下の通りである。 

(1) アデニルシクラーゼ（AC）の直接阻害とホスホリパーゼ C（PLC）の直接活性化による p42/p44 マイトジェ

ン活性化プロテインキナーゼ（MAPK）のアップレギュレーションにより、神経細胞の増殖、インターロイキン産生、炎

症を誘導する。  PKA：プロテインキナーゼ A、PKC：プロテインキナーゼ C。 

(2) 炎症やアポトーシスを誘導する p38 MAPK の活性化。(3) ホスファチジルイノシトール-3-キナーゼ

(PI3K)/AKT および哺乳類のラパマイシン標的(mTOR)シグナル伝達経路の活性化。特定の条件下では、これらのエンド

カンナビノイドはまた、同様の経路を介して転写、細胞生存、増殖、および分化を誘導することができる。さらに、カン

ナビノイド受容体はまた、G タンパク質共役型内向き修正カリウムチャネル（GIRKs）および電圧（V）ゲートカルシウ

ムチャネルを含むイオンチャネルを調節することができる。 

 

2 つの主要なエンドカンナビノイドである 2-AG および AEA は、CB1 または CB2 のいずれかを活性化することができ、

細胞内カルシウムの上昇に反応してリン脂質前駆体からオンデマンドで合成される[15,16]。CB1 および CB2 に加えて、

2-AG および AEA は、オーファン G タンパク質共役型受容体 55（GPR55）、ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体

（PPAR）、および一過性受容体電位バニロイド（TRPV）チャネルタイプ 1（TRPV1）を含む他の膜貫通タンパク質と結

合することができる[17,18]。TRPV チャネルは、カンナビジオール    図 1A, iii)。ヒトでは 6 つの異なる TRPV チャネ

ルが同定されており、2 つのグループに細分化されています。TRPV1、TRPV2、TRPV3、および TRPV4 はグループ I

に属し、TRPV5 および TRPV6 はグループ II に属します[19]。TRPV チャネルの正確な機能については、まだ詳細な調

査が行われていませんが、細胞のカルシウム恒常性の調節に関与している可能性が高いと考えられています。例えば、

TRPV1 と TRPV2 は、小胞体（ER）膜だけでなく、細胞質膜にも存在します。これらはいずれも、細胞外からの細胞質

カルシウム濃度を調節するとともに、小胞体（ＥＲ）内に貯蔵されたカルシウムを調節する重要な役割を果たしています。

細胞カルシウムの恒常性の乱れは、活性酸素の産生の増加、小胞体ストレス、細胞死につながる可能性があります。 

カンナビノイドには様々な種類のカンナビノイドが存在しています（大麻やマリファナとも呼ばれています）。カンナ

ビノイドは 100 種類以上あり、∆9-テトラヒドロカンナビノール（∆9-THC 図 1A, iv）と CBD が最もよく知られていま
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す。いわゆるドラッグタイプの大麻草は∆9-THC をより多く含み、医療やレクリエーション目的でより広く使用されてい

るのに対し、ファイバータイプの大麻草は∆9-THC を 0.2%未満しか含まず、繊維や食品でより頻繁に使用されています

[20,21]。∆9-THC は精神活性カンナビノイドであると考えられており、その精神作用の多くは CB1 受容体との相互作用

によるものであるのに対し、免疫調節特性は CB2 受容体との相互作用によるものである可能性が高い。対照的に、CBD

は非精神作用性であり、CB1 と CB2 の両方に比較的低い親和性を持っています[22]。 

 がんの治療におけるカンナビノイドの有用性は、長い間大きな関心を集めてきた。最近、CB1 と CB2 の両方が多くの

がんタイプで発現していることが発見された。興味深いことに、両方の受容体は、新生物学的変化の前のがんの発生部位

ではしばしば検出されなかった[23]。新生物におけるエンドカンナビノイド系の役割についての追加の証拠は、Wang ら

が大腸がんの遺伝子改変マウスモデルにおいて CB1 が腫瘍抑制機能を有することを示したときに得られた[24]。一方、

肝細胞がんやホジキンリンパ腫では CB1 が過剰発現しており、上皮性卵巣がんでは CB1 の過剰発現の程度が重症度と相

関しています[25-27]。同様に、CB2 は HER2+乳がんやグリオーマでも過剰発現していることが明らかになっています

[28,29]。最後に、CB1とCB2の両方の過剰発現がIV期の大腸がんの予後不良と相関していることが示されました[30,31]。

1976 年、Carchman らは、∆8-THC、∆9-THC、および CBD などのカンナビノイドの投与が、培養細胞およびマウス腫

瘍モデルにおいて、肺腺がんの DNA 合成および増殖を阻害することを発見した[32,33]。同様の効果は、神経膠腫、乳が

ん、膵臓がん、前立腺がん、大腸がん、リンパ腫を含む様々な他のがんのインビトロおよびインビボモデルで見られまし

た[34,35]。これらの知見の背後には、細胞周期停止、アポトーシスの誘導、新生血管化、遊走、癒着、浸潤、転移の阻害

など、様々な作用機序が提案されていますが、これらに限定されません。がん研究における∆9-THC 関連カンナビノイド

の多数の肯定的な結果にもかかわらず、これらの化合物の臨床使用は、その精神作用性の副作用のために制限されていま

す。 

∆9-THC 関連カンナビノイドとは対照的に、CBD には既知の精神活性作用がないため、最近ではがんをはじめとする

多くの治療分野で研究が盛んに行われています。現在のところ、食品医薬品局（FDA）は、レノックス・ガストー症候群

またはドラヴェット症候群に関連した発作の患者への使用を目的として、精製 CBD であるエピディオレックスのみを承

認しています[37]。世界的には 40 カ国以上が医療用マリファナ/大麻プログラムを承認しているが、これは米国の 34 州

とコロンビア特別区、グアム、プエルトリコ、米領バージン諸島に当てはまる。米国では、マリファナはスケジュール I

の規制物質とされていますが、麻薬取締局は CBD をスケジュール V の規制物質としています[38]。FDA によって承認

された場合、CBD は∆9-THC を 0.1%未満でなければなりません。 

CBD は CB1 と CB2 の両方に比較的低い親和性を持っていることが指摘されています[22]。しかし、CBD はマウスの

血管デフォレンスや脳組織において、インビトロで CB1 に対するアンタゴニストとして作用することが明らかになって

います[39]。また、CBD がヒト CB2 の逆アゴニストとして作用する可能性を示唆する証拠もある[22]。CBD が相互作

用する他の細胞受容体には、TRPV、5-HT1A、GPR55、PPARγ などがあります。 

CBD は頑強な抗増殖作用とプロアポトーシス作用を持っているという仮説が立てられています。加えて、がん細胞の

遊走、浸潤、転移を抑制する可能性があります[1]。抗腫瘍療法における CBD の有用性とその背後にある可能性のあるメ

カニズムについては、以下で詳しく説明します。CBD の抗腫瘍活性の多くは、活性酸素、ER ストレス（小胞体ストレ

ス）、免疫調節の調節に依存していると考えられています。その後、さまざまながんに対する CBD の抗腫瘍効果とその背

後にある分子メカニズムについても議論します。 
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2. 活性酸素、ER ストレス（小胞体ストレス）、炎症、がんの相互作用 

2.1. 活性酸素とがん 

 

活性酸素とは、アミノ酸、脂質、核酸などの様々な生体分子とエネルギー的に不安定で反応性の高い様々な酸素含有種を

指す。一般的に見られる活性酸素には、スーパーオキシド（O2-）、過酸化物（O2-2）、過酸化水素（H2O2）、およびヒド

ロキシルフリーラジカル（OH-）が含まれる[41-44]。活性酸素の最も一般的な発生源は、ミトコンドリアの電子輸送鎖と

膜貫通酵素の NADPH オキシダーゼ（NOX）ファミリーです（図 2）。ペルオキシソームや ER などの特定の酵素や小器

官もまた、活性酸素を生成することができます。活性酸素は、核酸、タンパク質、脂質を直接酸化し、その機能を変化さ

せたり、混乱させたりする可能性があります[45]。 

 

 
図 2.細胞内活性酸素種（ROS）の起源と影響。活性酸素は、ミトコンドリアの電子輸送鎖の複合体 I と III、細胞質膜（PM）

に存在する NADPH 酸化酵素（NOX）によって発生する。活性酸素は、様々なタンパク質のシステイン（Cys）残基を酸

化し、核酸を損傷することで、細胞のプロセスを混乱させる。活性酸素による酸化は、ホスファターゼの不活性化、キナ

ーゼおよび転写因子（ＴＦ）の活性化、およびゲノムの変化を引き起こし、細胞の増殖および生存の強化につながる可能

性がある。活性酸素の産生は、スーパーオキシドディスムターゼ（SOD）、グルタチオンペルオキシダーゼ（GPX）、ペル

オキシレドキシン（PRX）、チオレドキシン（TRX）、カタラーゼなどの抗酸化物質の生成によって打ち消される。がんで

は、レドックスホメオスタシスは、ROS 耐性に有利になるように変更されています。OM：外側ミトコンドリア膜。IM: 

内側ミトコンドリア膜。NM：核膜。 

 

生体分子の恒常的な損傷を防ぐために、活性酸素は細胞内の様々な抗酸化物質によって相殺されています。主な抗酸化酵

素には、スーパーオキシドディスムターゼ（SOD）、カタラーゼ、ペルオキシレドキシン（PRX）、チオレドキシン（TRX）、

グルタチオンペルオキシダーゼ（GPX）などがある[42]。 

がんでは、酸化還元バランスが変化するため、活性酸素産生の増加は細胞死を回避しながら腫瘍の進行と拡大に有利に

なる。活性酸素生成の増加による腫瘍への影響には、ゲノムの不安定性と増殖の亢進が含まれますが、これらに限定され

ません[42-44]（図 2）。活性酸素はグアニンを酸化し、8-ヒドロキシグアニンと 8-ニトログアニンを形成することで DNA

を損傷する。これは、欠失/挿入、塩基対の突然変異、鎖切断につながり、その後の突然変異原性修復につながる可能性が

あります[44,45]。 ゲノムの不安定性は、制御不能な増殖を促進し、細胞死を回避する変異の蓄積を通じて、腫瘍の進行

に重要な役割を果たしています [ 43]。増殖は、マイトジェン活性化プロテインキナーゼ（MAPK）経路およびホスファ

チジルイノシトール-3-キナーゼ(PI3K)/プロテインキナーゼ B(AKT)経路を含む増殖促進細胞内シグナル伝達経路の酸

化および活性化によってさらに促進される。成長や移動に不可欠な転写因子である活性化 B 細胞の核因子 κ-光鎖エンハ



5 

 

ンサー（NF-κB）も、NF-κBα の阻害剤（IκBα）のリン酸化を阻害したり、NF-κB キナーゼサブユニット β の阻

害剤（IKKβ）の S-グルタチオン化を促進したりすることで活性化します。最後に、がん細胞は、細胞内活性酸素の上昇

に対処するために、そのシグナル伝達経路を再配線することができる。最も顕著には、これは、ミトコンドリア SOD 活

性の増加または消去酵素の不活性化によって達成され得る[42,46]。 

それにもかかわらず、毒性レベルの活性酸素は、がん細胞において細胞死やオートファジーを誘発する可能性がある。

活性酸素は、それらの Cys 残基を酸化することにより、カルシウムチャネル、ポンプ、および交換体の活性を調節する

[43]。細胞内のミトコンドリアカルシウムの増加や脂質の酸化はミトコンドリア膜にダメージを与え、その結果、アポト

ソームの強力な活性化因子であるチトクロム c の放出を引き起こす[42,45]。活性酸素はまた、カスパーゼ活性や Bcl-2 の

開裂に直接影響を与えたり、TRAIL や Fas などの細胞死受容体の発現を増加させたりします[47]。オートファジーは、

mTOR 経路の活性化によって誘導され得る。 

 

2.2. 小胞体（ER）ストレスとがん 

ER は、タンパク質の翻訳後修飾や折り畳み、カルシウムの恒常性、その他の生物学的プロセスにおいて重要な役割を

果たす重要なオルガネラです[48,49]。アンフォールドおよび/またはミスフォールドされたタンパク質の蓄積は、アンフ

ォールドタンパク応答（UPR）を誘発し、ER の恒常性の再バランスをとるのに役立つ。UPR は、タンパク質合成を一時

的に停止させ、タンパク質を修正して再フォールディングしようとする。アンフォールドおよび／またはミスフォールド

されたタンパク質の修正が間に合わない場合には、タンパク質分解の標的となります。 

UPR はよく研究されている細胞プロセスです（図 3A）。UPR は主に 78-kDa のグルコース調節タンパク質（GRP78）

によって制御されており、これは結合免疫グロブリンタンパク質（BiP）としても知られています[49]。非ストレス条件

下では、GRP78 は 3 つの膜貫通タンパク質：イノシトール要求酵素 1α（IRE1α）、膵小胞体キナーゼ（PERK）、および 

活性化転写因子 6（ATF6）[48,49]。一方、ER ストレス条件下では、GRP78 は CHOP は、アンフォールドされたタン

パク質が、PERK、IRE1α、ATF6 から解離し、3 つの異なる、しかし相互に連結した経路を活性化する結果となる。PERK

と ATF6 カスケードの下流では、CHOP 活性増加しています。 

CHOP は複数の経路を介してアポトーシスを誘導する（図3B）。(i) GADD34 の転写を増加させる [49]；(ii) ER オキ

シドレダクターゼ 1α (ERO1α)の転写を増加させ、PDI を再酸化して活性酸素を発生させる；(iii) イノシトール 1,4,5-

三リン酸の転写を増加させる。受容体（IP3R）を介して細胞質のカルシウム濃度を上昇させ、細胞外細胞死経路を活性化

させます。(v) プロ生存因子 Bcl-2 および Bcl-xL の発現を直接減少させ、Bax、Bak、Bim、Puma および Noxa などのプ

ロアポトーシス因子の発現を増加させることにより、内因性アポトーシス経路を活性化する。(vi) 細胞質膜上の TRAIL-

DR5 を介してカスパーゼ 8 を活性化し、B 細胞受容体関連タンパク質 31(BAP31)を切断して p20 を形成し、p20 はその

後、ER から細胞質にカルシウムを放出し、ミトコンドリアに取り込まれ、チトクロムc のさらなる放出をもたらす。 

腫瘍の発生過程において、腫瘍は細胞生存のために UPR 経路に大きく依存しているが、これはおそらく急速に増加す

る腫瘍塊に伴う低酸素環境および代謝ストレスに起因する。例えば、PERK および ATF4 は血管内皮増殖因子（VEGF）

および低酸素誘導因子 1/2（HIF1/2）を活性化して血管新生を促進する[48]。XBP1 遺伝子のサイレンシングは、インビ

ボでトリプルネガティブ乳がん（TNBC）の腫瘍増殖および転移を予防した [50]。TNBC 細胞株を用いた解析では、XBP1

のアップレギュレーションが HIF1α の発現を増強することが示された。それにもかかわらず、URP システムが圧倒さ

れると、プロアポトーシス因子が優勢になり、細胞死に至る。 
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図 3.小胞体（ER）の恒常性、ストレス、アンフォールドタンパク応答（UPR）。 

(A)小胞体の恒常性は 78-kDa のグルコース調節タンパク質（GRP78）によって媒介されている。ストレス下では、

GRP78 は膵小胞体キナーゼ（PERK）、イノシトール要求酵素 1α（IRE1α）、活性化転写因子 6（ATF6）と解離し、そ

れらの下流シグナル伝達カスケードを活性化して小胞体恒常性を回復させます。(B) ER のホメオスタシスが回復しない

場合、過剰な UPR は主に C/EBP 相同タンパク質(CHOP)のアップレギュレーションを介してアポトーシスを引き起こ

す可能性があります。ＰＭ：細胞質膜；ｅＩＦ２α：真核生物開始因子２α；ＡＴＦ４：活性化転写因子４；ＧＡＤＤ３

４：ＤＮＡ損傷誘導性タンパク質３４；ＸＰＢ１．Ｘボックス結合タンパク質（ＸＢＰ１ｓ：スプライス形態）；ＥＲＯ１

α：小胞体酸化還元酵素１α；ＰＤＩ：タンパク質ジスルフィドイソメラーゼ；ＤＲ５：死の受容体５；ＴＲＡＩＬ．Ｔ

ＮＦ関連アポトーシス誘導リガンド；ＩＰ３Ｒ：イノシトール１，４，５-三リン酸受容体；ＢＡＰ３１：Ｂ細胞受容体関

連タンパク質３１；Ｂｉｄ．ＢＨ３：相互作用ドメイン死アゴニスト；ＴＲＡＦ２：腫瘍壊死因子受容体関連因子２；Ｒ

ＩＤＤ：調節されたＩＲＥ１依存性崩壊；ＡＳＫ１：アポトーシスシグナル調節キナーゼ１；ＪＮＫ：ＪＵＮ Ｎ末端キナ

ーゼ；Ｅ２Ｆ７：Ｅ２Ｆ転写因子７；Ｅ２Ｆ１．E2F 転写因子 1：E2F 転写因子 1。 

                                                         

2.3. 炎症と微小環境が腫瘍の生存、移動、免疫回避に及ぼす影響 

組織微小環境は、しばしば腫瘍の樹立、拡大、および転移をサポートする上で重要な役割を果たしています。腫瘍微小

環境は、腫瘍関連マクロファージ（TAM）、樹状細胞、および骨髄由来サプレッサー細胞（MDSC）を含む浸潤白血球で

主に構成されています[51]。浸潤した細胞と腫瘍細胞の間のクロストークは、免疫応答を抑制し、腫瘍細胞の生存を促す

環境を作り出す可能性があります。 

免疫系による攻撃を回避することは、がんの発生中に不可欠です。これは、腫瘍の微小環境における様々なサイトカイ

ンとその受容体との間の動的な相互作用によって達成されます。腫瘍は、TAM、樹状細胞、MSDC、免疫抑制性調節性

T 細胞などの様々な浸潤細胞を引き付ける様々なサイトカインを積極的に分泌します。 
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腫瘍が免疫系による攻撃を回避するのを助ける（図 4A）。ミエロイド細胞から放出されるサイトカインは、DNA を直

接損傷したり、遺伝子の発現をエピジェネティックに変化させたりすることで、腫瘍細胞のゲノムの不安定性を誘導する

こともできる（図 4B）。 

 

図 4.腫瘍形成時の腫瘍細胞と炎症細胞の相互作用。 

(A) 腫瘍細胞が炎症細胞に与える影響腫瘍細胞は多くのサイトカインを分泌して微小環境を変化させ、腫瘍の増殖

と浸潤を促進し、抗腫瘍性免疫応答を鈍らせる。B）炎症性細胞は腫瘍細胞のゲノム安定性に影響を与える。ＡＩＤ：活

性化誘導性シチジンデアミナーゼ；ＤＮＭＴ１。DNA メチル化酵素 1。C）炎症性細胞は、自己分泌・副分泌シグナルを

介して腫瘍細胞の増殖と生存を増強する。D）炎症性細胞はサイトカイン、ケモカイン産生を介して腫瘍細胞の遊走、浸

潤、転移を促進する。COX-2：シクロオキシゲナーゼ 2；MMP：   マトリックスメタロプロテアーゼ   ；   E-cad   .

Ｅ-カドヘリン；ＥＭＴ：上皮-間葉系転移；ｓＬｅｘ：シリルルイスＸ；ＣＸＣＲ：ＣＸＣケモカイン受容体；ＢＶ：血

管。 
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腫瘍の増殖および生存のための主要な炎症性メディエーターには、NF-κB およびシグナル伝達物質および転写 3

（STAT3）が含まれる（図 4C）[52]。ミエロイド細胞から分泌される IL-6 は STAT3 を活性化し、この STAT3 はサイ

クリン D1、D2、B および MYC をアップレギュレートして腫瘍細胞の増殖を促進する。腫瘍細胞によって発現された 

STAT3 は、炎症性細胞における NF-κB の発現増加を介して骨髄系細胞による IL-6 の分泌をさらに促進し、正のフィ

ードバックループを形成します。CD11c+リンパ球によって産生される IL-22 もまた、上皮細胞において STAT3 を活性

化することができる。 並行して、白血球からの TNF-α および IL-1 の分泌は、腫瘍細胞における NF-κB の発現をア

ップレギュレートすることができます [52-54]。NF-κB は IL-1α、IL-1R、MYD88 の発現をアップレギュレートし、

NF-κB の活性をさらに高めることができ、それによって正の自己分泌ループが形成されます [52]。NF-κB の発現は、  

TNF α および IL-1、ならびに組織損傷からの TLR-MYD88 によって免疫細胞内で直接活性化され得る[53,54]。IL-6 シ

グナルの下流では、NF-κB は上皮間葉転換（EMT）を誘導することも示されており、これにより腫瘍細胞の遊走が促進

されます [54]。前立腺がんモデルでは、がん細胞表面 κB 受容体アクチベーター（RANK）と浸潤白血球上の RANK リ

ガンドとの相互作用により、NF-κB 経路の活性化を介して転移が促進されました。この NF-κB/IL-6/STAT3 正帰還ル

ープは、腫瘍形成の全段階に存在しています。 

さらに、腫瘍関連白血球における STAT3 の発現もまた、免疫調節において重要な役割を果たしています。炎症性細胞

における STAT3 発現は、腫瘍の免疫回避を可能にし、マクロファージおよび好中球における STAT3 欠失は、IFNγ、

TNF-α、および IL-1 の産生を増加させて Th1 媒介応答を増強する [55]。ミエロイド細胞における STAT3 発現は、そ

の IL-12 発現をダウンレギュレートすることにより樹状細胞の成熟を阻害し、TAM における IL-23 発現をアップレギュ

レートすることにより免疫応答を抑制することができる[53]。 

まとめると、がん細胞における NF-κB および STAT3 シグナル伝達経路の活性化、ならびに腫瘍微小環境における炎

症性細胞の活性化は、腫瘍細胞の増殖、生存、遊走、および免疫回避に大きな利点を提供します（図 4C,D）。 

 

3. CBD の抗がん作用 

3.1. グリオーマ 

神経膠腫は最も一般的な原発性脳悪性腫瘍です。グレード IV の神経膠腫は、多形性膠芽腫（GBM）または膠芽腫とも

呼ばれ、最も侵攻性の高いがんの 1 つです。  GBM の予後は非常に悪く、5 年以内の生存率はわずか 4～5％です。現在

の治療法には、手術、放射線療法、テモゾロミド（TMZ）またはカルムスチン（BCNU）による化学療法がある。残念な

がら、ほとんどの GBM 腫瘍はこれらの治療に抵抗性です。 

カンナビノイドは、緊急のアンメット・メディカル・ニーズのために、グリオーマにおいて多くの研究が行われてきた。

表 S1 は、BCNU、TMZ、タモキシフェン、シスプラチン、γ 線照射、ATM 阻害剤、および∆9-THC との単独または併

用によるグリオーマに対する CBD の効果に焦点を当てた発表された研究を要約したものです[56-64]。 

これらの研究では、多くの GBM 細胞株が使用され、大部分は U87MG を使用した[56-58,60,61,63,65-74]。 

GBM に対する CBD の抗増殖効果は非常に明確であるが、CBD の平均 IC50 値は異なる細胞株間で異なっていた。  

C6 (8.5 µM) [67]、U87MG (12.75 ± 9.7 µM)、U373 (21.6 ± 3.5 µM) [65,75]。 

U251（4.91±6.1μM）［57,60］、SF126（1.2μM）［57］、T98（8.03±4.0μM）［58-60,70,73］、MZC（33.2μM）［69］。 

および GL261(10.67 ± 0.58 µM) [59]。異なる出版物間でのばらつきは、CBD 曝露の生存率および/または時間を測定

するために使用されるアッセイを含む手順の違いに起因する可能性があります。 

CBD は、単独または他の薬剤との併用で、インビトロで細胞死を誘導し、細胞移動と浸潤を抑制し、腫瘍の大きさ、

血管化、成長、重量を減少させ、インビボで生存率を高め、腫瘍の退縮を誘導することに成功していることが示されてい

ます[58,59,62,65,68,70,71,74]。GBM に対する CBD の抗増殖作用については、アポトーシスは CB1、CB2、TRPV1 と

は無関係に起こるが、TRPV2 に依存しているというデータがあります[58,65-67,69,72]。具体的には、Ivanov らは、CBD、

γ 線照射、および ATM 阻害剤 KU60019 が、外因性アポトーシス経路内の DR5 とともに TNF/TNFFR1 および

TRAIL/TRAIL-R2 シグナリングをアップレギュレートすることを発見した[61,64]。CBD はまた、JNK-AP1 と NF-κB

経路を活性化し、細胞死を誘導すると考えられています。CBD がグリア細胞に及ぼす影響におけるオートファジーや細
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胞周期停止の役割については、あまり強調されていない [57,58,64,72,74]。 

CBD の多くの下流効果が調査されています。複数の論文では、CBD ではなく∆9-THC で処理した GBM 細胞株で酸

化ストレスのレベルが増加したことが報告されています[58,65,73,76]。Massi らは、U87MG 細胞を 25μM の CBD で処

理した場合、活性酸素のレベルが時間依存的に増加し、わずか 5 時間後に有意になることを発見しました[76]。同時に、

抗酸化物質であるグルタチオンは、CBD 処理の 6 時間後に有意に減少した。対照的に、CBD 処理した正常グリア細胞で

は、顕著な活性酸素の増加は見られない。CBD と N-アセチルシステイン(NAC)や α-トコフェロール(ビタミン E)など

の抗酸化物質との共処理は、CBD の殺傷効果を減衰させました[58]。以上のことから、GBM 細胞株を用いた研究では、

CBD は活性酸素のアップレギュレーションによって細胞死を誘導する可能性が高いことが示唆されています。スコット

et al.らは、CBD はヒートショックタンパク質（HSP）の発現も増加させ、NAC が HSP の役割を阻害するため、活性酸

素の産生の増加と関連していることを発見した[73]。興味深いことに、HSP 阻害剤を CBD と併用すると、細胞毒性効果

が増加し、CBD の IC50 値が T98G 細胞で 11±2.7μM から 4.8±1.9μM へと有意に低下することが示された。このこ

とは、以下のことを示唆しています。 

HSP 阻害剤が CBD との併用療法として使用される可能性があることを示しています。最近、Aparicio-Blancet al.らは、

CBD の長期放出型処方を提供する試みとして、脂質ナノカプセル（LNC）中の CBD をインビトロで GBM に投与しま

した[75]。CBD を装填した LNC は、サイズが小さく、長時間曝露した場合、IC50 値を減少させるのに効果的でした。 

GBM では、CBD は AKT と p42/44 MAPK のタンパク質レベルに影響を与えることなく、AKT1/2 (pAKT)と p42/44 

MAPK のリン PI3K/AKT 生存経路を阻害します[57,59,61,70,72,73]。グリオーマ幹細胞様細胞では、AKT がダウンレギ

ュレーションされる一方で PTEN がアップレギュレーションされるため、この経路は CBD が媒介するオートファジー

にも関与している可能性があります[72]。PI3K 経路は、CBD の潜在的標的である TRPV2 の発現に重要な役割を果たし

ています。U251 では、∆9-THC と CBD は、別々ではなく、一緒に、p42/44 MAPK をダウンレギュレートした[57]。

Scott らは、単独では、より高い濃度(20 µM)であるにもかかわらず、CBD 処理した T98G および U87MG 細胞は、pAKT

および p42/44 MAPKs レベルを減少させたことを明らかにしており、さらにγ線照射[59]と CBD はまた、プロアポトー

シス MAP キナーゼ経路を活性化することができます。 

Ivanov らは CBD を γ 線照射と一緒に投与すると、特に U87MG 細胞で活性 JNK1/2 と p38 MAPK がアップレギュ

レーションされることが明らかになった[61]。しかし、U251 細胞を用いて、Marcu らは、∆9-THC および CBD は、

JNK1/2 や p38 MAPK の活性を増加させなかった [57]。この不一致は、異なる GBM 細胞株間の遺伝的差異に起因する

可能性がある。 

Massi らは、CBD が GBMs における 5-リポキシゲナーゼ(5-LOX)、COX-2、エンドカンナビノイド系をどのように調

節するかを調べています[68,73,76]。彼らは、5-LOX は、COX-2 ではなく、CBD によってインビボで減少することを発

見しました。また、CBD 治療は AEA のレベルを低下させる脂肪酸アミドヒドロラーゼ（FAAH）の発現を増加させる結

果となり、CBD が GBMs におけるエンドカンナビノイド系を間接的に減衰させることで炎症性メディエーターの産生を

抑制する可能性が示唆された。 

γ線照射に加えて、CBD はアルキル化剤を用いた試験も行われています。特に TMZ は、グリオーマ   細胞   に対し

て   相乗的に抗増殖効果を発揮することが証明されています[60,62,63,74]。Kosgodage らは、CBD を投与した細胞は、

単独でも TMZ と併用しても、抗がん作用 miR-126 を含む細胞外小胞(EV)が増加することを発見しました[63]。また、

化学抵抗性機能やミトコンドリア保護特性に関与するプロオンコジェニックなmiR-21 と禁止物質のレベルの低下も見ら

れた。 

前臨床 GBM マウスモデルにおいて、∆9-THC・CBD のサティベックス様配合物を TMZ と 1:1 の比率で経口投与する

と、腫瘍の増殖が減少し、生存率が向上しました[62,74]。これらの知見は、2 つの第 I/II 相臨床試験につながっています

[77,78]。予備的な結果は 1 つの試験のみであり、有望な結果です（NCT01812603）[79]。GBM の患者は、サティベッ

クス、CBD:∆9-THC（1:1）、用量集中型 TMZ を用いた口腔粘膜スプレー、またはプラセボのいずれかで治療され、第 1

部の試験ではグレード 3 または 4 の毒性は認められなかった。本試験の第 2 部では、同じ薬剤の組み合わせにより、プラ

セボ群と比較して生存期間中央値が増加し、1 年生存率がそれぞれ 83％と 56％の増加が認められた。この治療法で報告



10 

 

された最も一般的な副作用は、めまいと吐き気。TMZ 治療に対する抵抗性は、CBD：∆9-THC の組み合わせを使用する

ことで軽減される可能性があります。報告書の全文が発表された際には、著者らが安全性と有効性についてより詳細に議

論し、サティベックス対 TMZ のどのような副作用に起因するかを判断するのに役立つことを期待しています。 

高悪性度グリオーマ患者における CBD の使用について記載した症例研究もいくつかある[80,81]。2 人の患者がプロカル

バジン、ロムスチン、ビンクリスチンとともに CBD（1 人は 100-200mg/日を経口投与、もう 1 人は 300-450mg/日を経

口投与）を約 2 年間投与された [80]。両患者とも治療後 2 年間は病状の進行はなかった。副作用は発疹、中等度の吐き

気、嘔吐、疲労などであり、リンパ球減少症、血小板減少症、肝毒性、神経毒性は認められなかった。グレード IV の GBM

患者 9 人の症例シリーズでは、手術、ラジオ・化学療法、CBD（200-400mg/日）を併用した場合の平均生存期間は 22.3

ヶ月に延長され、2 人の患者では 3 年以上にわたって病勢進行の兆候が見られませんでした[81]。 

合わせて、発表された結果は、CBD 単独、または∆9-THC との併用が可能であることを示しています。TMZ、または γ

線照射は、グリオーマの治療に大きな期待を示しています。さらに、CBD 単独または∆9-THC との併用による副作用は、

比較的良性であるように思われます。 

 

3.2. 乳がん 

乳がんは、米国における新たながん症例の第 1 位、女性のがん死亡原因の第 2 位です[82]。乳がんに対する CBD の効

果は 2006 年から研究されており、この分野の研究は近年拡大しています（表 S2）。エストロゲン受容体(ER)陽性細胞

(MCF-7、ZR-75-1、T47D)、ER 陰性細胞(MDA-MB-231、MDA-MB-468、SK-BR3)、トリプルネガティブ乳がん(TNBC)

細胞(SUM159、4T1up、MVT-1、SCP2)など、さまざまな乳がん細胞株が CBD に対する用量依存的な反応を示すため

に使用されてきました[67,83-88]。CBD の 1～5μM の低濃度で、24 時間後に MDA-MB-231 で有意な細胞死を誘導し

ました[89]。ほとんどの細胞株に対する CBD の IC50 値は一貫して低く、乳がん細胞株は一般的に、非形質転換乳房上

皮細胞には有意な影響を与えずに CBD の抗増殖効果に敏感であることを示しています[87]。 

CBD は、アポトーシス、オートファジー、細胞周期停止など、さまざまなメカニズムを介して乳がん細胞に対して抗

増殖効果を発揮します[67,83,87]。Ligresti らは、CBD を投与した MDA-MB-231 細胞では、カスパーゼ-3 が関与するア

ポトーシス効果が誘導されたのに対し、MCF-7 では G1/S チェックポイントでの細胞周期停止を介して CBD が効果を

発揮したことを報告しています[67]。一方、CBD は MCF-7 に対して G1/S チェックポイントでの細胞周期停止作用を示

した[67]。MDA-MB-231 細胞では CB2 および TRPV1 受容体の活性化が見られたが、その効果は部分的でした。より最

近の研究では、乳がん細胞に対する CBD の抗増殖効果はエンドカンナビノイド受容体とは独立していることが明らかに

なっています[87]。CBD は一貫して活性酸素を発生させ、その結果、増殖を阻害し、細胞死を誘発することが示されて

います[63,67,87-89]。CBD は、PPARγ とその核内局在の発現をアップレギュレートしながら、mTOR、AKT、4EBP1、

およびサイクリン D をダウンレギュレートすることにより、そのプロアポトーシス効果を発揮します[83,87]。Shrivastava

らは、AKT/mTOR シグナル伝達経路の阻害と ER ストレスの誘導により、アポトーシス[87]とともにオートファジーも

誘導されることを示した。CBD の濃度が高くなると、あるいはオートファジーが抑制されると、アポトーシスのレベル

が上昇しました。彼らはさらに、CBD が Beclin-1 の転座と開裂を介してアポトーシスとオートファジーを調整する可能

性があることを示しました。 

CBD はまた、インビボおよびインビトロで侵攻性乳がんの遊走、浸潤、転移を抑制することが示されています

[67,84,88,90]。McAllister らは、CBD で処理した MDA-MB-231 および MDA-MB-436 腫瘍において、ERK および活性

酸素による Id-1 タンパク質のダウンレギュレーションを観察しました。このダウンレギュレーションは、腫瘍浸潤およ

び転移の減少と相関しています[86,90]。Id-1 発現もまた、肺転移病巣ではダウンレギュレートされていることがわかり

ました。これらの観察結果と一致するように、CBD は Id-1 を過剰発現した乳がん細胞の肺転移を抑制することができま

せんでした[88]。興味深いことに、この同じ研究では、活性酸素を産生し、MDA-MB-231 細胞における Id-1 の発現を阻

害する低濃度（1.5μM）では、CBD はオートファジーやアポトーシスを誘導しなかったことが示されています[88]。よ

り最近では、CBD は 
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EGF/EGFR 経路とその下流標的（AKT と NF-κB）の活性化を抑制することで、TNBC 細胞の増殖性、遊走性、浸潤性

を抑制します[84]。MMP、ファロイジン、アクチンストレス線維は腫瘍浸潤に重要であり、CBD によっても抑制された。

これらの結果は、EGF/EGFR 経路や MMP、ファロイジン、アクチンストレス線維に関わるものであり、生体内でも確

認された。CBD を投与したマウスでは、原発腫瘍の大きさが肺転移病巣の数、体積、血管化とともに減少することが示

されています[84,90]。興味深いことに、McAllister らが行ったように毎日ではなく週に3 回 CBD を投与した場合、転移

巣の数は減少し、マウスはより長く生存しましたが、原発腫瘍は減少しませんでした[88,90]。血管新生および浸潤の減少

は、腫瘍微小環境の変化、ＧＭ-ＣＳＦ、およびＭＩＰ-２の顕著な減少によるものであることが判明し、これはＴＡＭｓ

のリクルートの阻害をもたらした（図４Ａ）[84]。最後に、別の研究では、合成カンナビノイド類似体である O-1663 が

記載されており、これは CBD および∆9-THC の両方よりも強力であり、同様に細胞死およびオートファジーを誘導する

ことが示されています[88]。O-1663 はまた、インビトロおよびインビボで乳がんの攻撃性を阻害した。O-1663 は、進行

した乳がんの転移における生存期間を有意に延長し、2mm 以上の転移病巣の形成を抑制し、確立した転移病巣の退縮を

誘導したが、いずれも顕著な毒性は認められなかった。以上のことから、CBD が腫瘍の移動を阻害するメカニズムが複

数存在することが示唆されています。 

Kosgodage らは、CBD で処理された乳がん細胞がシスプラチンに対する感作性を増加させたことを示した。CBD は、

通常、腫瘍の広がりを助け、化学療法抵抗性を引き起こすエクソソームとマイクロベシクル（EMV）（100-200nm で）の

放出を有意に減少させた[89]。しかし、これらの同じ MDA-MB-231 細胞では、より大きな EMV（201-500 nm）の放出

の増加が見られた。 これらの 細胞は、活性酸素、プロトン漏出、ミトコンドリア呼吸、ATP レベルの濃度依存的な増加

を示した。著者らは、これらの効果は、より高い感度か、または ROS などのアポトーシス因子がまだ低いレベルにあり、

アポトソームをEMV に変換する結果となる擬似的なアポトーシス応答が発生している徴候のいずれかであると考えてい

ます。CBD は 5-HT1A 受容体系を介してパクリタキセル誘発性神経毒性を抑制し、条件付き報酬や認知機能障害を抑制

した[85]。また、4T1 細胞と MDA-MB-231 細胞の両方の生存率を低下させた。このように、CBD は細胞を感作するこ

とができるため、乳がんに対する補助的な治療法として有効である可能性があり、このような毒性のある化学物質を低用

量で処方することが可能になります。 

これらの効果のメカニズムは様々ですが、CBD は多くの乳がん細胞やマウスモデルにおいて、抗増殖効果や抗アポトー

シス効果があることが一貫して示されています。現時点では、乳がんに対する CBD の抗腫瘍効果を調べる臨床試験が緊

急に必要とされています。 

 

3.3. 肺がん 

米国がん協会（American Cancer Society）による疫学調査に基づくと、肺がんは男女ともに 2 番目に多いがんです[82]。

肺がんは、小細胞肺がん（SCLC、13％）および非小細胞肺がん（NSCLC、84％）に分類され、これらはさらに腺がん、

扁平上皮がん、および大細胞がんに細分化される。 

Ramer らは、肺がんに対するCBD の効果について多くの研究を発表しています（表 S3）[91-94]。彼らは一貫して肺

がんの生存率を評価するために WST-1 アッセイを使用していました。CBD は 2 つの NSCLC 細胞株、A549(肺腺がん細

胞株)と H460(大細胞肺がん細胞株)の生存率を低下させ、IC50 値はそれぞれ 3.47 µM と 2.80 µM でした[94]。0.001μM

または 0.1μM の CBD をそれぞれ 72 時間インキュベートした後、A549 の浸潤に 29％および 63％の減少が認められた

[92]。0.001μM または 0.1μM の CBD で処理しても、A549 細胞では有意な細胞死は検出されませんでした。様々な肺

がん細胞株（例えば、A549、H358、および H460）は、CB1、CB2、および TRPV1 を発現することが示されており、こ

れは CBD の抗浸潤機能に部分的に依存しています[91-93]。CBD はまた、A549 の異種移植片腫瘍モデルにおいて、腫

瘍の大きさと肺転移性結節（平均 6 個の結節から 1 個の結節に）を有意に減少させました[92,93]。 

 

 

 



12 

 

 

CBD のプロアポトーシス効果のメカニズムの一つは、エンドカンナビノイド分解経路である COX-2 と PPAR-γ の活

性化を介したものです[94]。脳転移患者の A549、H460、肺原発腫瘍細胞を 3μM で CBD 処理すると、COX-2 と PPAR-

γ の mRNA とタンパク質の両方がアップレギュレーションされました。これらの観察は、生体内でも確認された。COX-

2 由来の産生物（PGE2、PGD2、15d-PGJ2）は、CBD 処理した肺がん細胞でも上昇していました。COX-2 および PPAR-

γ 活性をアンタゴニストまたは siRNA で抑制することにより、CBD のプロアポトーシスおよび細胞毒性効果は著しく

減衰した。一貫して、肺腫瘍マウスモデルにおいて、GW9662 による PPAR-γ 阻害は、CBD の腫瘍抑制効果を逆転さ

せた。 

Ramer らはプラスミノーゲンアクチベーターインヒビター-1（PAI-1）のプロと抗腫瘍作用について議論していますが、

彼らは前者を支持する証拠を提示しています[92]。1 µM の CBD では、A549、H358、および H460 で PAI-1 の mRNA

とタンパク質の減少が見られました。これは、5mg/kg CBD を週に 3 回投与した A549 マウスモデルを用いて、インビボ

で確認された。インビトロでは、CBD の抗浸潤性は、PAI-1 の siRNA ノックダウンにより減少し、組換え PAI-1 の処理

により増加した。PAI-1 の CBD による減少は、それらのアンタゴニストが効果を逆転させたため、一部では、CB1、CB2、

および TRPV1 の活性化によるものです。したがって、CBD は肺がんにおける CB1、CB2、および TRPV1 のアゴニス

トとして機能します。 

MMPs の組織インヒビター（TIMPs）が評価され、CBD の抗侵襲効果に関連しており、CBD によって時間および濃

度依存的に誘導されることが判明した[93]。CBD が媒介する TIMP-1 のアップレギュレーションは、CB1、CB2、およ

び TRPV1 の活性化に起因していた。CBD はまた、TRPV1 の下流の 2 つの標的である p38 MAPK と p42/44 MAPK を

活性化した。CB1、CB2 および TRPV1 を MAPK および TIMP-1 の活性化に結びつけるために、Ramer らは、腫瘍の転

移に関与する膜貫通型糖タンパク質である細胞間接着分子-1（ICAM-1）の発現および機能を調査した[91]（図5A）。ICAM-

1 の時間および濃度依存的な増加は、CBD で処理した A549、H358、H460、および脳転移性 NSCLC 患者の細胞で観察

された。TIMP-1 mRNA の発現増加も観察されたが、それは ICAM-1 mRNA の増加後に起こった。ICAM-1 の発現は、

p42/44 MAPK および p38 MAPK の活性化に依存していた。CBD の抗侵襲性を表示するインビボ A549 モデルでは、

ICAM-1 とTIMP-1 の両方もアップレギュレートされた。中和抗体とsiRNA を用いてICAM-1 を不活性化すると、TIMP-

1 の活性化が減少し、CBD の抗侵襲性が低下しました。これらのデータは、MAPK が ICAM-1 を活性化し、それが TIMP-

1 の機能を刺激して腫瘍浸潤を抑制することを示唆しています。 

別の研究では、Haustein らは、CBD によって誘導された ICAM-1 の発現を、リンパ球活性化殺傷（LAK）細胞を媒介

とする細胞毒性について調査しました[95]。3 µM の CBD を投与すると、A549 および H460 において、転移細胞ととも

に ICAM-1 の発現および LAK 細胞を介した腫瘍細胞の溶解が誘導されました。 

NSCLC 患者から得た。CBD 処理した細胞における LAK による接着および溶解に対する感受性の増加は、中和 ICAM-

1 抗体を用いて反転させた。この細胞溶解効果は、ICAM-1 siRNA と CB1、CB2、TRPV1 アンタゴニストを使用するこ

とで逆転した。リンパ球機能連合抗原（LFA-1）は、CBD が誘発した LAK 細胞に対する殺傷作用を逆転させ、ICAM-1

のカウンターレセプターとして機能していることを示唆しています[95]。最後に、CBD は LAK 細胞が媒介する非腫瘍気

管支上皮細胞の溶解および ICAM-1 のアップレギュレーションを誘導しなかったことから、この効果はがん細胞に特異

的であることが示唆された。 

これらの研究から、CB1、CB2、TRPV1 受容体を介して、CBD は p38 MAPK と p42/44 MAPK を活性化し、ICAM-

1 と TIMP-1 を誘導することが示唆されています。ICAM-1 および TIMP-1 のアップレギュレーションは、その後、肺が

んの浸潤を減衰させる（図 5A）。 

現在のところ、肺がん患者の治療に CBD を使用した臨床試験の結果は公表されていません。しかし、最近の症例報告

では、81 歳の男性患者が CBD オイルを用いて肺腺がんの自己治療を試みました[96]。最初に 2.5×2.5cm の大きさの腫

瘤と複数の縦隔腫瘤と診断されたとき、患者は年齢とこれらの治療の毒性プロファイルを考慮して化学療法と放射線療法

を拒否されました。しかし、1 年後、コンピュータ断層撮影（CT）スキャンで腫瘍と縦隔リンパ節が退行し始めたことが

わかりました。その間、主な変更点は 2％の CBD オイルの摂取を始めたことでした。副作用としては、わずかな吐き気
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と不快な味がありました。 

図 5.がん細胞および浸潤免疫細胞に対する CBD の効果。 

（A）CB1、CB2、TRPV1 受容体との相互作用により、CBD はがん細胞の細胞周期停止とアポトーシスを誘導する。 

(B)また、CBD は、浸潤している炎症細胞の CB1 と CB2 受容体に結合し、腫瘍化を促進するサイトカインの産生を阻

害することで、効果的な免疫抑制ができず、腫瘍細胞の死を促進すると考えられています。食細胞による活性酸素の産生

は、腫瘍細胞の ER とミトコンドリアの恒常性を混乱させ、アポトーシスを引き起こす。UPR：unfolded protein response

の略。 

 

3.4. 大腸がん 

米国では、大腸がん（CRC）は男女ともにがんによる死亡原因の第 3 位である[82]。2 つの  CRC  細胞株、   Caco-

2 と DLD- 1、および   9 人の CRC 患者の   健康組織とがん組織を用いた研究から、エンドカンナビノイド産生は前

がん性腺腫性ポリープおよびそれよりも少ない程度ではあるががん性大腸組織で有意に増加することが示唆されていま

す[97]。正常なヒト大腸組織は、AEA、2-AG、および FAAH などのエンドカンナビノイド代謝酵素とともに、CB1 と

CB2 の両方を発現しています。形質転換された腺腫性ポリープは、正常な大腸組織と比較して 2-AG のレベルが高い。

DLD-1 細胞は CB1 と CB2 の両方を発現しているのに対し、Caco-2 細胞は CB1 のみを発現しています。がんの病期に

応じて、エンドカンナビノイドは、CRC の成長を抑制するか、または促進することができる。したがって、がんの病期に

応じて、エンドカンナビノイド系の活性化剤と阻害剤の両方が CRC 対策に有用であると考えられます。 
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CRC に対する CBD の効果を表 S4 にまとめた。CBD による SW480 の IC50 値は 48 時間の間に 5.95μM と低く、

16.5μM と高いことが報告されています[98-100]。この用量依存的な殺傷反応は、CRC 細胞に特異的であり、正常なヒ

ト大腸細胞ではない[101]。CaCo-2 の IC50 値± 1.3 µM と報告されています [67]。大腸の生理的酸素条件（約 5％と

推定）では、Caco-2 は CBD に対してさらに敏感で、0.5μM では大気圧酸素下（～20％）で 1μM と比較して増殖が低

下することが示された[102]。同じ研究では、生理的酸素条件下では、CBD の抗増殖効果は、ミトコンドリアの活性酸素

を誘導する能力によるものである可能性が高いことがわかった。アポトーシスは、CRC における CBD による細胞死の主

な経路として記述されています[98,101,103]。 

Sreevalsan らは、SW480 細胞に 15μM の CBD を投与し、アポトーシスがホスファターゼおよびエンドカンナビノイ

ド依存性であることを示しました[98]。24 時間後、CBD は、DUSP1、DUSP10、血清 ACPP、細胞 ACPP、および PTPN6

を含む様々な二重特異性ホスファターゼおよびタンパク質チロシンホスファターゼの発現を誘導した。この仮説に沿って、

ホスファターゼ阻害剤であるオルトバナジン酸ナトリウム（SOV）の使用により、アポトーシスが減少しました。また、

CB1 と CB2 をノックダウンするとアポトーシスが抑制された。これらの研究を合わせると、CRC における CBD のアポ

トーシス効果はエンドカンナビノイド系を介して、様々なホスファターゼを含むその下流標的の活性化を介していること

が示されています。 

CBD は、活性酸素の生成と過剰な ER ストレスを介して Noxa を介したアポトーシスを誘導することが示されていま

す[101]。HCT116 細胞と DLD-1 細胞では、CBD 処理は活性酸素の過剰産生、特にミトコンドリアのスーパーオキサイ

ドアニオンを誘導し、これは Noxa 活性化と関連していた。Jeong らはまた、Noxa 活性化されたアポトーシスが ATF3 お

よび ATF4 からの過剰な ER ストレスに依存していることを発見した[101]。これらのタンパク質は Noxa プロモーター

に結合し、その発現を刺激する。同様に、インビボでは、CBD で処理した CRC 腫瘍もまた、腫瘍サイズの有意な減少と

Noxa によるアポトーシスの誘導をもたらした。HCT115 細胞と Caco-2 細胞を用いて、Aviello らは、10μM の CBD が

複数のメカニズムを介して抗増殖効果を発揮することを発見しました[104]。CBD は、CRC 細胞株においてエンドカン

ナビノイド、具体的には 2-AG を増加させることにより、受容体の間接的な活性化を介して作用する可能性があります。

インビボでは、1mg/kg の CBD は、アゾキシメタンによって誘発された異常なクリプト病巣、ポリープ、腫瘍、および

ポリープを有するマウスの割合を有意に減少させました。CBD の抗腫瘍メカニズムは、PI3K/AKT 経路のダウンレギュ

レーションとカスパーゼ 3 のアップレギュレーションを介して決定されました。 

いくつかの研究では、CRC の化学療法の補助として CBD を検討しています[101,103]。CRC はしばしば 5-フルオロ

ウラシル、ロイコボリン、オキサリプラチン（FOLFOX）を併用して外科的に治療されます。Jeong らは、FOLFOX に

対する潜在的な耐性を克服するために、オキサリプラチン耐性の DLD-1 および colo205 細胞をオキサリプラチンと CBD

（4μM）で治療したところ、CBD は一酸化窒素（NO）の産生に関与し、オキサリプラチン耐性に役割を果たしている

NOS3 のリン酸化を減少させることで、オキサリプラチンを介したオートファジーを増強することを発見した[100]。オ

キサリプラチンと CBD の併用は、SOD2 発現の低下を介してミトコンドリア機能障害（酸素消費速度、ミトコンドリア

膜電位、ミトコンドリア複合体 I 活性、ミトコンドリア数の低下）を引き起こした。これらの結果は、生体内でも確認さ

れた。 

CRC がんの代替標的治療である TNF 関連アポトーシス誘導リガンド（TRAIL）も、HCT116、HT29、および DLD-

1 細胞において、CBD（4 µM）の添加で克服できる抵抗性を示しています[103]。CBD と TRAIL は、PERK、CHOP、

DR5 を含む ER ストレス関連遺伝子の活性化を介してアポトーシスを増加させた。インビボでは、CBD と TRAIL を併

用すると、腫瘍の増殖が有意に減少し、アポトーシス細胞の数が増加することが示された。これらの FOLFOX と TRAIL

療法の研究は、CBD が CRC の治療オプションとして、または、おそらく、従来の化学療法と相乗的に働くための補助的

な治療法として考慮される可能性があることを示唆しています。現在のところ、CRC における CBD に関する臨床試験は

ありませんが、化学療法との相乗効果に関するこれらの知見は非常に有望であり、将来的には臨床試験が行われる可能性

が高いと考えられます。  
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3.5. 白血病・リンパ腫 

白血病およびリンパ腫に対する CBD の効果に関する我々の理解は、近年拡大しています（表 S5）。EL-4 細胞株および

Jurkat 細胞株は、それぞれリンパ腫および白血病の一般的なモデルとして使用されています。CBD はこれらの白血病お

よびリンパ腫細胞株に対して用量および時間に依存した殺傷効果を誘導したが、末梢血単分子細胞は CBD により耐性が

ありました[105-109]。 

McKallip ら[106]は、EL-4 細胞と Jurkat 細胞の両方で、CBD の抗増殖効果は CB2 を介して媒介されるが、CB1 と

TRPV1 とは独立していることを発見しました[106]。しかし、Olivas-Aguirre らは別の研究で、CBD の効果はエンドカ

ンナビノイド受容体と細胞膜 Ca2+チャネルとは独立していることを示しました。これらの相反する結果は、今後の研究

で解決する必要があります。これにもかかわらず、白血病/リンパ腫に関する研究の大部分は、単独または γ 線照射、∆9-

THC、ビンクリスチン、シタルビンなどの他の治療モダリティとの併用により、CBD が媒介する細胞死が起こるメカニ

ズムとしてアポトーシスを確認しています[105-107,110]。 

ある研究では、CBD が腫瘍の負担を減少させ、インビボでアポトーシスを誘導したことも実証されています[106]。 

Kalenderoglou らは、CBD が Jurkat 細胞の細胞周期停止を誘導し、G1 期の細胞が増加することを発見しました[108]。

また、CBD の治療は、細胞のサイズの減少、広範な空胞化、ミトコンドリアの腫れ、分解された ER とゴルジ体、および

細胞膜の出血などの細胞形態の変化をもたらした[108,110]。上述した他のがんの結果と同様に、CBD は白血病やリンパ

腫においても活性酸素を誘導しました[106,110,111]。別の白血病細胞株である Jurkat と MOLT-4 を 2.5 µM 以上の CBD

で 24 時間処理したところ、活性酸素レベルが増加しました[106]。活性酸素消去剤である α-トコフェロールと NAC と

一緒に細胞を処理すると、CBD の殺傷効果が減少しました。CBD 曝露はまた、NOX4 と p22phox を増加させ、一方で

NOX4 と p22phox を阻害することで活性酸素レベルを低下させ、CBD 誘発細胞毒性を抑制した。これらの観察結果と一

致するように、EL-4 細胞では、わずか 2 時間の CBD 処理後に活性酸素レベルが有意に増加し、細胞性チオールの減少

が見られた[111]。 

Kalenderoglou らは、Jurkat 細胞の mTOR 経路に対する CBD の効果を調査しました[108]。彼らは、CBD が AKT と

リボソームタンパク質 S6 のリン酸化を減少させることを発見しました。彼らはまた、異なる栄養と酸素条件で CBD の

効果を試験し、CBD の抗増殖効果は、単独またはドキソルビシンとの併用では、5％の血清よりも 1％の血清の方が大き

いことを発見しました。Olivas-Aguirre らは、Jurkat 細胞を低濃度のCBD で処理した場合、増殖は依然として起こり（1μM

の CBD で）、オートファジーは 10μM の CBD で増加したことを発見しました[110]。  しかし、より高い濃度（30 µM）

では、内因性アポトーシス経路が活性化され、結果としてチトクロム c の放出とミトコンドリア内での Ca2+過負荷。バ

ーキットリンパ腫細胞株において、Jiyoye 及び MutuI, AF1q は細胞増殖を刺激し、ICAM-1 の発現を低下させ、これによ

り細胞は化学療法に抵抗性を持つようになった[104]。CBD を 24 時間曝露すると、化学療法抵抗性の効果は劇的に減衰

した。 

 

3.6. 前立腺がん 

前立腺がんは最も一般的ながんであり、男性のがん関連死の原因としては 2 番目に多い[82]。前立腺がんに対する CBD

の効果を記述した研究の詳細な要約は、表 S6 に記載されています。これらの研究で使用された前立腺がん細胞株は、ア

ンドロゲン受容体（AR）陽性（LNCaP および 22RV1）と AR 陰性（DU-145 および PC-3）に分けることができます。

CBD は AR 陽性細胞株においてアンドロゲン受容体の発現を抑制することができます[112]。エンドカンナビノイド受容

体については、特定のがん細胞の種類に応じて、正常な前立腺細胞と比較して、前立腺がん細胞では CB1、CB2、または

その両方のいずれかがアップレギュレートされています[112,113]。具体的には、22RV1 は CB1 のみを発現しているのに

対し、DU-145 は CB2 のみを発現しています。CB1 と CB2 は LNCaP と PC-3 の両方に存在するが、そのレベルは PC-

3 の方がはるかに高い。TRPV1 は 4 つの前立腺がん細胞株すべてで発現しており、最も発現が高いのは DU-145 細胞で

す。 

CBD は前立腺がん細胞において、抗増殖作用とアポトーシスを介した細胞死（内因性経路を介して）を誘導したが、こ
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れは CB2 に依存している可能性があるが、CB1 には依存しておらず、LNCaP 細胞における一過性受容体電位カチオン

チャネルサブファミリーM メンバー8（TRPM8）受容体にも依存している可能性がある[112,113]。 

さらに、CBD を投与すると、前立腺特異抗原（PSA）、血管内皮増殖因子（VEGF）、炎症性サイトカインの発現が低下す

ることが示された[113]。CBD 治療は、LNCaP および PC3 細胞では G0/G1 転移、DU-145 細胞では G1/S 転移での細

胞周期停止をもたらした。 

CRC と同様に、Sreevalsan らは、LNCaP 細胞でも二重特異性ホスファターゼとプロテインチロシンホスファターゼが

CBD によって誘導されることを発見しました[98]。ホスファターゼ阻害剤 SOV でホスファターゼを阻害すると、PARP

の切断が減少した。さらに、CBD は p38 MAPK のリン酸化を増強しました。最も最近、Kosgodage らは、PC3 におい

て、CBD 処理（1 µM および 5μM）は EMV の放出を減少させた[89,114]。CBD はまた、ミトコンドリア関連の 

蛋白質、 prohibitin、STAT3 が EMV の減少を説明する可能性がある。現在のところ、前立腺がんに対する CBD の効果

を検証した研究は 1 件のインビボでの試験実施のみです。臨床試験段階に移行する前に、マウスモデルを用いたより質の

高い研究が必要である。 

 

3.7. その他のがんの種類。 

他のさまざまながんに対する CBD の効果も報告されていますが、その程度はそれほどではありません（表 S7）。CBD

を投与した子宮頸がん細胞株は、アポトーシスを媒介とし、細胞周期停止とは無関係に、時間と濃度に依存した殺傷効果

を示しました[93,115]。CBD による治療は、SiHa、HeLa、ME-180 細胞において、プロアポトーシスタンパク質である

p53 と Bax のアップレギュレーションと、2 つの抗アポトーシスタンパク質である RBBP6 と Bcl-2 のダウンレギュレー

ションをもたらしました[115]。CBD はまた、CB1、CB2、TRPV1 に依存していた HeLa、C33A の浸潤を減少させた。

Ramer らはまた、CBD のこの抗浸潤性は、上述したように肺がんに類似した下流の標的である TIMP-1 とともに、p38 

MAPK および p42/44 MAPK のアップレギュレーションに関連していることを発見した（図 5A）。また、CBD（1μM

と 5μM）は肝細胞がん細胞株の細胞生存率を低下させた。 

Hep G2 細胞は、24 時間後に用量依存的に減少しました[89]。乳房細胞株、前立腺細胞株、MDA-MB-231、PC3 と同

様に、CBD で処理した Hep G2 細胞は、EMV の放出、CD63、 prohibitin、STAT3 の発現を減少させました。さらに、

CBD で Hep G2 細胞を処理すると、シスプラチンに感作された。Neumann-Raizel らは、機能的な TRPV2 チャネルを発

現するマウス肝細胞がん細胞株 BNL1 ME を用いて、ドキソルビシンと併用した CBD の効果を実証しました[116]。CBD

（10 µM）は TRPV2 を活性化し、P-糖タンパク質 ATPase を阻害することが示されました。 

トランスポーターであるため、細胞内へのドキソルビシンのエントリと蓄積が増加することを可能にします。 

CBD は、TRPV2 を介して細胞質膜を横切って輸送され、P-糖タンパク質 ATPase トランスポーターを介して細胞外に

ポンプで送り出されました。これらの効果は、細胞の生存率と増殖を低下させるために必要なドキソルビシンの用量を減

少させる CBD の能力に関係していると考えられます。 

甲状腺がんについては、CBD はアポトーシスと細胞周期停止を活性化することで KiMol に抗増殖効果を誘導しました

[67]。KiMol は CB1、CB2 および TRPV1 のレベルが増加していることが示されたが、CB1、CB2 および TRPV1 の阻

害剤は、CBD の抗増殖効果をわずかに減少させるにとどまった。CBD（5mg/kg を週 2 回投与）は、マウス甲状腺腫瘍

モデルにおいても抗腫瘍効果を示しました。 

Taha らは、ニボルマブ免疫療法（抗 PD-1 薬）で治療されたステージ IV の非小細胞肺がん、透明細胞腎がん、進行性

黒色腫の患者と、CBD および∆9-THC を含む大麻を追加で使用した患者について研究した[117]。彼らは、ニボルマブを

使用した大麻を使用した群では治療に対する奏効率の低下を示したが、大麻を使用していない患者ではニボルマブによる

治療に反応する可能性が 3.17 倍高かった。しかし、大麻使用は全生存期間と無増悪生存期間に有意差をもたらさなかっ

た。このグループは、大麻と免疫療法の間に負の相互作用がある可能性を示唆しました。 

CBD は、正常胃細胞に影響を与えることなく、胃がん細胞において細胞増殖およびコロニー形成を濃度依存的に減少

させた[67,118,119]。胃腺がん細胞株 AGS は、CB1 や CB2 を検出せずに TRPV1 を豊富に発現しています[67]。Zhang

らは、SGC-7901 における CDK2 およびサイクリン E の発現を阻害することにより、CBD が細胞周期停止を誘導するこ
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とを発見した。 

 

別の胃がん細胞株[119]の発現を増加させました。さらに、CBD は ATM と p21 の発現を増加させ、p53 の発現を減少さ

せました。また、SGC-7901 における CBD の抗増殖効果は、カスパーゼ-3 とカスパーゼ-9 の活性、チトクローム c の放

出、Apaf-1、Bad、Bax タンパク質の発現を増加させ、Bcl-2 の発現を減少させることから、ミトコンドリア依存性のアポ

トーシスにも起因していました。CBD 誘発の細胞周期停止およびアポトーシスは、活性酸素レベルの増加と関連してい

た。Jeong らは、複数の胃がん細胞株において、CBD が ER ストレスを誘導してアポトーシスを引き起こし、その結果、

第 2 のミトコンドリア由来のカスパーゼ活性化因子(Smac)がアップレギュレーションされることを示しました[118]。

Smac のアップレギュレーションは、ユビキチン化/プロテアソーム活性化を介して X-linked inhibitor of apoptosis (XIAP)

のダウンレギュレーションをもたらした。CBD はまた、酸素消費速度、ATP 産生、ミトコンドリア膜電位、および NADH

デヒドロゲナーゼユビキノン 1α 複合体サブユニット 9 の CBD 主導の減少によって示されるように、ミトコンドリア機

能不全を誘導することも示された（図 5A）。 

インビボでは、別の胃がん細胞株である MKN45 を注射したマウスは、より遅い腫瘍成長を示した と腫瘍サイズが小さ

くなったのは、週 3 回の CBD 治療（20mg/kg）でした。インビトロ研究のように CBD は腫瘍のアポトーシスを促進し、

XIAP の発現を低下させた。 

メラノーマがん細胞株（B16 および A 375）はエンドカンナビノイド 受容体である CB1 および CB2 を発現した [120]。

これまでの研究では、∆9-THC を用いてこれらの受容体を活性化すると、インビボでのメラノーマの増殖、増殖、血管新

生、および転移が減少することも示されている[120]。∆9-THC はメラノーマの治療法として有望視されているが、CBD

のメラノーマへの効果に関する研究はほとんど行われていない。Simmerman らによる最近の研究では、マウスのメラノ

ーマモデル(B16F10)で CBD を試験しました[121]。彼らは、コントロール（エタノールおよび PBS 処理）、シスプラチ

ン処理（5mg/kg/週 1 回腹腔内投与）、CBD 処理（5mg/kg/週 2 回腹腔内投与）の 3 つのグループを設定した。生存期間

が有意に延長し、腫瘍サイズが有意に減少したのは、CBD 処理したマウスは対照マウスと比較しても、シスプラチン処

理マウスと比較して効果が低いことがわかりました。生活の質は主観的に記載され、CBD 処理マウスは、対照マウスと

シスプラチン処理マウスの両方と比較して、生活の質が向上し、運動性が改善され、敵対的な相互作用/戦闘が減少した

ことがわかった。この研究では、CBD とシスプラチンの併用療法を行った群は含まれていなかった。ヒトのメラノーマ

細胞に対する CBD の効果を理解するためには、さらなる研究が必要です。 

膵臓がん、特に膵管腺がん（PDAC）は、治療および生存期間の改善がほとんど見られていない。Ferro らは、ASPC1、

HPAFII、BXPC3、および PANC1 を含む PDAC がん細胞株、ならびに KRASWt/G12D/TP53WT/R172H/Pdx1-

Cre+/+/+（KPC）マウスを PDAC のモデルとして使用して、PDAC 組織内に GPR55 が蓄積していること、およびそ

の障害がインビボおよびインビトロの両方で生存率の改善および増殖の減少をもたらしたことを実証した[122]。これは

主に、アポトーシスを増加させることなく、サイクリンの発現を減少させることにより、G1/S 転移における細胞周期停

止を介して起こった。さらに、下流の MAPK/ERK シグナル伝達が GPR55 を欠失した細胞で阻害されることを発見し

た。KPC マウスに CBD（100mg/kg）を投与したところ、ゲムシタビン（GEM）（100mg/kg）と同様に生存率が上昇し、

CBD と GEM を併用した場合には対照と比較して生存率が約 3 倍に上昇した。また、この併用では、細胞増殖も抑制さ

れた。CBD はまた、後天的な GEM 抵抗性のメカニズムとして提案されている GEM による ERK 活性化の増加を打ち消

すことができた。 

 

4. まとめと結論 

上記の大量の文献からも明らかなように、CBD は培養がん細胞株とマウス腫瘍モデルの両方で、さまざまな種類のがん

に対して強力な抗増殖効果とプロアポトーシス効果を示しています。それに比べて、CBD は一般的に同じ組織/器官から

の正常細胞に対して穏やかな効果を持っています。抗腫瘍メカニズムは腫瘍の種類によって異なり、細胞周期停止からオ

ートファジー、細胞死、またはそれらの組み合わせにまで及びます。さらに、CBD はまた、腫瘍の移動、浸潤、および新

生血管化（図 5A）を阻害することができ、CBD は腫瘍細胞に作用するだけでなく、例えば浸潤間葉系細胞および免疫細
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胞を調節することによって、腫瘍の微小環境にも影響を与えることができることを示唆しています。CBD のエンドカン

ナビノイド受容体である CB1 と CB2、またはカルシウムチャネルの TRPV ファミリーへの依存性も様々であり、CBD

は複数の細胞標的を持っている可能性があることを示唆しています。腫瘍の種類によっては、CBD は細胞の酸化還元の

恒常性を乱し、活性酸素と ER ストレスを劇的に増加させると考えられています。メカニズム的には、CBD は細胞の酸

化還元恒常性を破壊し、活性酸素と ER ストレスを急激に増加させ、細胞周期停止、オートファジー、細胞死を引き起こ

す可能性があると考えられています（図 5A）。今後の研究では、活性酸素、ER ストレス、炎症などの異なるシグナル伝

達経路の相互作用を明らかにすることが重要であり、CBD 治療が腫瘍細胞と浸潤細胞の両方の細胞の恒常性を破壊し、

がん細胞の死や腫瘍の移動、浸潤、転移、血管新生の阻害につながることをよりよく理解することが重要です。CBD を

がん治療薬として開発するための最終ステップは、大規模でよく設計された臨床試験を経ることであり、これは緊急に必

要とされています。 

 

表 1.さまざまながんに対する CBD の効果 

 

↑：活動量・量を増やす、↓：活動量・量を減らす、×：関与しない 

 

4.1. CBD の細胞標的 

CBD の CB1 および CB2 に対する親和性は比較的低いと考えられていますが、CB1 および CB2 の両方が、特定のが

ん細胞や腫瘍微小環境の浸潤細胞における CBD の標的となる可能性があります。CBD の他の同定された細胞標的は、

TRPV1、TRPV2、GPR55、およびおそらく他の GPCR または非 GPCR を含む。表 1 に要約されているように、これら

の細胞標的は、がんの種類によって異なる可能性があります。例えば、神経膠腫における CBD の効果は TRPV2 に依存

しますが、CB1、CB2、TRPV1 には依存しません[58,66,67,69,72,106]。一方、肺がん、大腸がん、前立腺がん、子宮頸

がんに対する CBD の効果は、主に CB1、CB2、TRPV1 の組み合わせに依存しています[91-93,95,98,113]。がん細胞の

表面にこれらの受容体が存在するだけでは、必ずしも CBD 感受性の良い予測因子にはなりません。例えば、CB1、CB2、

TRPV1 は甲状腺がん細胞株 SkiMol の細胞表面に高発現していますが、これらの受容体を阻害しても、SkiMol における

CBD の抗増殖効果には軽度の影響しかありませんでした[67]。 

 

4.2. CBD は細胞内活性酸素と ER ストレスを誘導し、免疫応答を高める 

CBD 治療に対する細胞の反応は非常に複雑ですが、CBD の抗腫瘍効果を説明するために特定のテーマが浮上していま

す。CBD 治療を受けたがん細胞に共通する特徴は、細胞内カルシウムのホメオスタシスやミトコンドリア機能の破壊が

原因と考えられる活性酸素の急激な増加です（表 1）。ER ストレスと ROS 産生は高度に関連しており、ERO1 活性[123]

を介して緊密に制御されています（図 5A）。各経路は他の経路を活性化することができるが、それらは最終的には細胞内

カルシウムの増加によるミトコンドリアが媒介する細胞死の活性化で最高潮に達する。活性酸素および ER ストレス誘発

性アポトーシスの上流の調節は、ほとんど不明です。考えられるメカニズムの一つは、TRPV チャネルを介したものです。

例えば、Wang らは、卵巣がん細胞を TRPV1 アンタゴニストである DWP05195 で処理すると、NOX アップレギュ

レーションを介して ROS 産生が増加し、ROS の増加は CHOP 活性をアップレギュレーションし、ER ストレスが介

膠芽腫 
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在するアポトーシスにつながることを実証した。興味深いことに、TRPV1 アンタゴニストはカルシウムレベルを劇的に

変化させなかった[124]。このことは、細胞内カルシウム調節の別の可能性のあるメカニズム（NOX 酵素）を示唆してい

ます。ERからのカルシウム放出はNOXを活性化し、内皮細胞での活性酸素産生につながることが示されています[125]。

CBD による小胞体ストレスと活性酸素の発生が CB1、CB2、TRPV1 または他のチャネルの活性化を介して媒介されて

いるかどうかについては、さらなるの研究が必要です。 

CBD は膜貫通チャネルを介して細胞内カルシウムを制御したり、アポトーシスにつながる小胞体放出を制御したりす

る可能性があります。エンドカンナビノイド受容体である CB1 と CB2 は、B 細胞、NK 細胞、単球、T 細胞、好中球な

どの炎症性細胞に高発現しています。さらに、CB2 は B 細胞やマクロファージの活性化に伴って異なる発現を示します。

エンドカンナビノイド系の免疫調節作用に関する研究では、CB2 の活性化が TNF-α の産生を抑制することが示されて

います。単球およびマクロファージにおける IL-6、および IL-8 [126]。驚くことではありませんが、CBD は LPS 刺激後

のマクロファージにおける TNF-α 産生を減少させました。さらに、CBD は、末梢血中の活性化リンパ球および単球か

らの IL-1β および TNF-α の分泌も減少させた。 

サイトカインの分泌もまた、主に活性酸素の産生によって媒介され、その主な供給源   STAT3 によって制御される

NOX2 の発現を増加させることで、多くのがんタイプにおいて活性酸素を産生します[127]。CBD は、大腸がん、前立腺

がん、肝細胞がん、乳がん、白血病、リンパ腫において STAT3 レベルを低下させることが示されています[89,101,106]。

NOX2 を欠損した MDSC は、T 細胞の増殖を防ぐことができず、IFNγ 産生を増加させます[128,129]。このように、

CBD を介した STAT3 阻害は、Th1 免疫応答を増加させ、活性酸素産生の主要な供給源となり、腫瘍細胞死につながり

ます。腫瘍関連免疫細胞における STAT3 ダウンレギュレーションが CBD アゴニストによって媒介されるか、CB2 受容

体に対する逆アゴニスト効果によって媒介されるかは、さらに調査する必要があります。 

 

4.3. 人間における CBD の安全性 

がんに対する CBD の効果に関する研究のほとんどは、まだ臨床試験段階に達していないため、腫瘍の増殖を抑制する

のに必要な用量での安全性プロファイルを理解するには限界があります。Twelves らによる GBM 治療における CBD と

∆9-THC の研究では、めまいと吐き気が最も一般的な副作用として報告されています[79]。がん治療の領域外では、CBD

は心拍数、血圧、神経学的検査、血液検査の変化を誘発することなく安全であることが示されました[130]。他の規制物質

とは異なり、患者は CBD の耐性を開発していないようです[131]。それはまた、様々な CYP 酵素の発現に影響を与える

ように CBD との薬物相互作用が発生する可能性がありますので、注意が肝臓[130]で代謝される薬の患者で取られるべ

きです。 

 

4.4. 臨床試験への緊急のニーズ 

上述したように、CBD が単独で、あるいは他のカンナビノイド、化学療法、放射線療法と併用して、有効な抗がん剤

であることを示す広範な前臨床研究が行われています。CBD は、マウスや猫で軽度の肝毒性を引き起こしますが、予備

的な毒性研究は、ヒトでのがん治療のための治療の窓がまだあるかもしれないことを示唆しています[132-134]。したが

って、さまざまながんに対する CBD の安全性と有効性を明らかにするための体系的な臨床試験が、CBD をがん治療薬

として開発するための次の論理的なステップとなります。これは、CBD を単独で、または確立された治療法と組み合わ

せて行うことができます。 

 

補足資料。http://www.mdpi.com/2072-6694/12/11/3203/s1 、表 S1：グリオーマに対する CBD の効果、表 S2：乳が

んに対する CBD の効果、表 S3。肺がんに対する CBD の効果、表 S4。大腸がんに対する CBD の効果、表 S5：白血病

とリンパ腫に対する CBD の効果、表 S6。前立腺がんに対する CBD の効果、表 S7。他のがんに対する CBD の効果。 
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