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論 文 内 容 の 要 旨 

 

 熱ショックタンパク質 (Heat shock protein：HSP) は，熱及び化学物質などの生物学的なスト

レス応答の際に，組織，細胞で誘導される一群のタンパク質の総称である。HSPs は HSP70 及び

HSP90 などの高分子量 HSP 群と HSP27，HSP20 及び クリスタリンなどの分子量が kDa か

ら 30kDa の低分子量 HSP とに大きく分類されている。HSPs は，ストレス応答に際し，タンパク

質の folding，oligomerization，translocation などにおいて分子シャペロンとして作用することが

よく知られている。低分子量 HSP は，高分子量 HSP と同様，分子シャペロンとしての機能に加え

て，近年，細胞骨格を制御していることが明らかとされている。さらに，最近では様々な癌の増殖，

浸潤，転移に関与しているとの報告がされている。低分子量 HSP の一つである HSP22 は，種々の

組織に恒常的に発現していることが知られている。卵巣癌は，自覚症状に乏しいため進行した状態

で診断されることが多く，婦人科癌の中でも予後不良の疾患であるが，その進展，転移は他の癌と

異なり，直接浸潤ののちに多くは腹腔内播種という経過をたどる。癌細胞の遊走は転移の重要なプ

ロセスであるが，その詳細は明らかではない。Epidermal growth factor receptor のリガンドであ

る transforming growth factor (TGF) - は，卵巣癌細胞の増殖，遊走を促進することが知られて

いる。最近，低分子量 HSP と卵巣癌との関連において HSP27 及び HSP20 が卵巣癌の進展に関与

していると報告されたが，HSP22 に関しては未だ明らかとされていない。そこで本研究では，卵巣

漿液性腺癌由来細胞株 SKOV3.ip1 細胞における HSP22 の発現及び TGF- 刺激により誘導される

SKOV3.ip1 細胞の遊走における HSP22 の役割を検討した。さらに，手術検体として得られたヒト

卵巣漿液性腺癌組織を用いて，HSP22 の発現と予後との関連について検討した。 

 
【対象と方法】 

 卵巣漿液性腺癌由来細胞株 SKOV3.ip1，及び岐阜大学医学部附属病院産科婦人科で卵巣漿液性腺

癌と診断され，腫瘍切除術を施行された手術標本 20 例を用いた。SKOV3.ip1 細胞の遊走能は，

Boyden chamber 法を用い解析した。各種タンパク質の解析にはウエスタンブロット法を用いた。

SKOV3.ip1 細胞及びヒト組織における HSP22 発現は免疫組織学的，ELISA 法を用いて解析した。 
 

【結果】 

 SKOV3.ip1 細胞において HSP22 の発現が認められた。TGF- により誘導される SKOV3.ip1 細

胞の遊走は，siRNA HSP22 により抑制された。TGF- は，SKOV3.ip1 細胞において，p38 mitogen 
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activated protein（MAP）キナーゼ，stress activated protein キナーゼ/c-jun N-terminal キナー

ゼ（SAPK/JNK），p44/p42 MAP キナーゼ，AKT，p70 S6 キナーゼ及び Rho キナーゼのリン酸化

を促進した。TGF- により誘導される SKOV3.ip1 細胞の遊走は，p38 MAPK の阻害薬である

SB203580，SAPK/JNK の阻害薬である SP600125，Rho キナーゼの阻害薬である Y27632 により

有意に抑制されたが，一方，MEK1/2 の阻害薬である PD98059，AKT 阻害薬，p70 S6 キナーゼの

阻害薬である rapamycin では何ら影響されなかった。さらに，siRNA HSP22 で処理した 
SKOV3.ip1 細胞の TGF- による p38 MAPK，SAPK/JNK，Rho キナーゼのリン酸化は，コントロ

ール細胞に比し何ら変化は認められなかった。ヒト卵巣漿液性腺癌組織 20 例の全てにおいて

HSP22 の発現が認められた。ヒト卵巣漿液性腺癌組織における HSP22 の発現量と臨床的進行度に

は相関する傾向が認められた。 

 

【考察】 

 HSP22 は，卵巣癌漿液性腺癌由来細胞株 SKOV3.ip1 に発現しており，HSP22 の発現を抑制す

ると TGF- により誘導される SKOV3.ip1 細胞の遊走が阻害されることを見出した。この知見から，

HSP22 は卵巣漿液性腺癌細胞の遊走において正の調節因子として役割を担っていることが考えら

れた。TGF- により誘導される SKOV3.ip1 細胞の遊走の細胞内情報伝達機構として p38 MAP キ

ナーゼ，SAPK/JNK 及び Rho キナーゼが関与しているが，HSP22 の発現を抑制した細胞において

もその活性化がコントロール細胞と何ら変化が認められなかったことより，HSP22 は，これらの情

報伝達経路の上流ではなく，下流で機能している可能性が示唆された。また，ヒト卵巣漿液性腺癌

組織における検討により，HSP22 はヒト卵巣漿液性腺癌組織にも発現しており，さらに HSP22 の

発現量と臨床進行度が相関する傾向が認められたことから，HSP22 は卵巣癌の腹腔内播種に対し促

進的な役割を果たす可能性が考えられた。 

 

【結論】 

 卵巣漿液性腺癌細胞において，HSP22 は TGF- により誘導される遊走において促進的な役割を

果たすことが示唆された。また，HSP22 はヒト卵巣癌の転移，進展に関与している可能性が示唆さ

れた。 
 

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 

申請者 鈴木真理子は，ヒト卵巣漿液性腺癌細胞株における低分子量の熱ショックタンパク質

HSP22 の発現を明らかとし，HSP22 の発現を抑制すると TGF- により誘導される細胞遊走が阻害

されることを見出した。さらに，ヒト卵巣漿液性腺癌組織検体を用いて HSP22 の発現を検討し，

HSP22 のヒト卵巣癌における転移，進展への関与の可能性を示した。本研究は産科婦人科学の進歩

に少なからず寄与するものと認める。 
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