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論 文 内 容 の 要 旨 

 
近年の癌研究の進展によって悪性腫瘍の再発や化学療法抵抗性に癌幹細胞が深く関与している

ことが明らかになった。このような知見にもとづき，悪性腫瘍の根治を図る手段として，癌幹細胞

を標的とした新しい治療戦略を構築することの必要性が広く認識されている。 

癌細胞が化学療法抵抗性を獲得する仕組みの一つとして，酸化ストレス耐性機構の恒常的活性化

が関与していることが示されている。NRF2 は転写因子であり，酸化ストレス反応を制御するうえで

中心的な役割を果たしている。非ストレス状態では KEAP1 依存的に NRF2 が分解され，その転写活

性が抑制されている。一方，酸化ストレス暴露条件下では KEAP1 が失活することにより NRF2 が安定

化し，その転写活性が維持される。その結果，さまざまな酸化酵素遺伝子群の発現が誘導され酸化

ストレス耐性機構がはたらく。これまでの研究から，NRF2 シグナル経路が癌幹細胞のストレス耐性

を支える一躍を担っていることが示されている。 

卵巣癌のなかでも卵巣明細胞腺癌は強い化学療法抵抗性と再発性を持つことが特徴である。これ

らの特徴から，その病態の進展に癌幹細胞が関与している可能性が指摘されている。しかし，これ

までに卵巣明細胞腺癌の癌幹細胞を実際に同定した例はなく，また，その化学療法抵抗性をもたら

す分子機構についても十分に解明されていない。そこで，本研究では，卵巣明細胞腺癌における癌

幹細胞の存在の可能性について検討をおこなうとともに，化学療法抵抗性に対する NRF2 シグナル経

路の役割について解析をおこなった。 

 

【対象と方法】 

卵巣明細胞癌の手術検体（ｎ＝81）について，これまでに癌幹細胞マーカーとして報告されてい

る ALDH1,CD133,CD44 分子に対する抗体を用いて免疫組織染色をおこない，これらの分子の発現と予

後との関連性について検討した。次に，卵巣明細胞腺癌の細胞株である KOC-7C を用いて，ALDH 酵

素活性と細胞内活性酸素蓄積量をフローサイトメーターによって測定し，両者の関連性について検

討した。さらに，異なる ALDH 酵素活性を示す 2 つの KOC-7C 細胞亜集団について，抗酸化酵素

（SOD2,HO-1）および NRF2 の発現量を mRNA レベルおよびタンパクレベルで比較解析をおこなった。

また，KOC-7C 細胞において NRF2 を強制発現させ，抗酸化酵素の発現量および細胞内活性酸素蓄積

量に与える影響を調べた。 
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【結果】 

1) 手術検体から得た卵巣組織切片の免疫組織学的解析により，臨床進行期が進んだ検体群では統計

的有意差をもって ALDH１の発現量が高値を示した。また，無病生存期間は，ALDH1 高発現群（10％

≧）において低発現群(10％＜)よりも有意に短縮化していることが認められた。CD133 および

CD44 の発現と予後との間には有意な相関性が認められなかった。 

2) KOC-7C 細胞について ALDH 酵素活性を指標にして解析をおこなったところ，本細胞には高酵素活

性群と低酵素活性群の 2 つの亜集団が存在することがわかった。これらのうち高酵素活性群は低

酵素活性群よりも活性酸素蓄積量が低位に保たれていた。同様に抗酸化酵素（SOD2,HO-1）の発

現量は ALDH 高酵素活性群の方が高値を示した（ｐ＜0.01）。さらに，これらの抗酸化酵素の発現

を制御する役割を持つ NRF2 の発現量を解析したところ，mRNA レベルおよびタンパク質レベル，

双方において ALDH 高酵素活性群の方が高値を示した。 

3) NRF2 を強制発現させた KOC-7C 細胞において，抗酸化酵素の発現量が有意に上昇するとともに活

性酸素蓄積量が低下することが認められた。 

 

【考察】 

免疫組織学的解析により，卵巣明細胞腺癌において予後と関係性があるマーカー分子として

ALDH1 が同定された。また，ALDH1 高発現群は予後が不良であることから，ALDH1 を高発現した細胞

が癌幹細胞として働き予後を決定している可能性が示唆された。また，ALDH 酵素活性の高い細胞に

おいては NRF2 が高発現していることが認められ，同時に，抗酸化酵素群の発現上昇と細胞内活性酸

素量が低位に保たれていることが観察された。これらの結果から，ALDH1 を高発現した癌細胞にお

いては NRF2 を介した酸化ストレス耐性機構が亢進していることが示され，このことが抗癌剤抵抗性

や予後不良因子として作用している可能性が示唆された。 

 

【結論】 

ALDH1が強発現している癌幹細胞様細胞ではNRF2によって誘導された酸化ストレス耐性機構が亢

進しており，これらが卵巣明細胞腺癌における化学療法抵抗性に関与している可能性がある。 

 
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 

申請者 水野 智子は，癌幹細胞マーカーの一つである ALDH1 に注目し，卵巣明細胞腺癌患者か

ら得た検体について免疫組織学的手法によって解析を行い，ALDH1 の発現量と癌の悪性度との間に

相関性があることを見出した。また ALDH1 高発現細胞では NRF2 を介した酸化ストレス耐性機構が亢

進していることを示し，卵巣明細胞腺癌の化学療法抵抗性をもたらす分子機構の一端を解明した。

以上の結果は，癌幹細胞を標的とした治療戦略を構築する上で重要な情報をもたらし，今後の産婦

人科腫瘍学の発展に少なからず寄与するものと認める。 
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