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学位論文の内容の要旨 

 

化学物質の発がん性評価手法であるげっ歯類を用いたがん原性試験は, 投与が長期に及

ぶため, 評価の効率性等の点で課題があり, 短期発がん予測系の確立が求められている。

所属研究室の先行研究において, ラットへの 28 日間反復投与により標的細胞の増殖活性

を亢進する発がん物質が M 期進行に関わる ubiquitin D (UBD) の G2 期からの異常発現に

起因する, M 期スピンドルチェックポント機構の破綻を誘発している可能性を見出してお

り, 関連分子の短期発がん予測系への応用が期待される。本研究では, 発がん物質特異的

な細胞周期制御破綻の表現型の成立時期とその主要メカニズムの解明を目的とし, 肝臓な

いし腎臓を標的とした発がん物質によって誘発される細胞周期関連分子の発現変動を経時

的に検討した。 

 第 1章では, 肝発がん物質投与初期に生じる, 肝細胞増殖活性, 細胞周期関連分子発現

およびアポトーシスの経時的な変化を検討した。すなわち, ラットを用いて, 肝発がん物

質  (methyleugenol [MEG] , thioacetamide [TAA]) ないし非発がん性肝毒性物質 

(acetaminophen [APAP] , α-naphthyl isothiocyanate, promethazine [PMZ]) を 3, 7

ないし 28 日間反復投与する群と, 再生性肝細胞増殖を誘発する肝部分切除を行う群を設

定した。その結果, 発がん物質特異的な反応は投与開始後 28 日目で生じた。28 日目で増

殖活性を亢進した物質のうち, 発がん物質のみで, アポトーシスおよび細胞周期チェック

ポイント遺伝子の mRNA 発現が増加し, チェックポイント機構の活性化とそれに伴うアポ

トーシスの誘導が推察された。一方で, G1/Sチェックポイントに関わるがん抑制遺伝子で

ある Rbl2 の mRNA の発現減少および G1/S チェックポイント蛋白質の分解を促進する Mdm2

の mRNA 発現上昇およびリン酸化 MDM2 (p-MDM2) 発現細胞数の増加が生じ, 発がん物質特

異的に, G1/Sチェックポイント機構の破綻の生じていることが推察された。さらに, 肝発

がん物質により, M期における UBD陽性細胞および増殖細胞の割合が減少し, M期スピンド
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ルチェックポイント機構の破綻を示唆する結果が得られた。 

 第 2章では, 第 1章で見出した反応が, 細胞増殖誘発性に乏しい肝発がん物質・プロモ

ーターによっても生じるか否かを検討した。すなわち, 肝発がん物質 (methapyrilene 

[MP] , carbadox [CRB]) , 発がん性が弱く細胞増殖誘発性が乏しいことが予想される肝発

がん物質 (leucomalachite green [LMG]) , 肝発がんプロモーター (β-naphthoflavone, 

oxfendazole) ないし非発がん性肝毒性物質 (PMZ) をラットに 7, 28ないし 90日間反復投

与した。90日間投与群では, TAAおよび APAP の投与群を追加した。その結果, 7日目では

発がん物質特異的な反応は認められなかった。28 日目で増殖活性を亢進した物質のうち, 

肝発がん物質のみで 90 日目でも細胞増殖活性およびアポトーシスが亢進した。一方で, 肝

発がん物質の CRBと LMG および肝発がんプロモーターは, 90日間の反復投与によっても増

殖活性を亢進しなかった。これらより, 一部の肝発がん物質では, 反復投与早期から生じ

る持続的な増殖活性の亢進が発がんに関与していることが推察された。第 1章で見出した

細胞周期チェックポイント機構の活性化を反映する遺伝子発現の変動は, 今回検討した発

がん物質では確認できなかった。一方で, 28日目以降で全ての肝発がん物質で, 第 1章と

同様に Mdm2の mRNA発現上昇ないし p-MDM2発現細胞数の増加を検出し, 発がん物質特異的

な G1/Sチェックポイント機構の破綻が誘発されたものと考えられた。さらに, MP, TAAな

いし CRB によって 28 日目ないし 90 日目で, 第 1 章の結果と同様に, M 期スピンドルチェ

ックポイント機構の破綻を示唆する結果が得られ, 細胞増殖誘発性に関係なく生じたこと

から, 増殖亢進に先立って生じる反応であることが推察された。しかし, LMG では同様の

結果は得られず, 本物質の発がん作用が乏しいことを反映した結果と判断された。 

第 3章では, 肝発がん物質で見出した経時的な反応が, 腎発がん物質でも生じるか否か

を 検 討 し た 。 す な わ ち , 腎 発 が ん 物 質  (nitrofurantoin [NFT] , 

1-amino-2,4-dibromoantraquinone [ADAQ] , 1,2,3-trichloropropane [TCP]) ないし非発

がん性腎毒性物質 (1-chloro-2-propanol, triamterene, carboxin) をラットに 3, 7ない

し 28 日間反復投与した。その結果, 腎発がん物質においても発がん物質特異的な反応が

28 日目で生じた。28日目で増殖活性を亢進した物質のうち, 腎発がん物質の ADAQおよび

TCP のみで, 肝発がん物質と同様に M 期スピンドルチェックポイント機構の破綻を示唆す

る結果が得られた。しかし, 腎腫瘍誘発性の弱い NFTでは同様の結果は得られず, 肝臓と

同様に発がん強度に依存した反応であることが推察された。一方で, 肝発がん物質とは対

照的に, アポトーシス, p-MDM2 発現細胞数と, 細胞周期関連遺伝子の mRNA 発現の発がん

物質特異的な変動は生じなかった。 

 以上より, 投与開始後 28日目以降ないし 90 日目で, 標的臓器を問わず, 発がん物質特

異的に M期スピンドルチェックポイント機構の破綻が生じ, それが発がん早期過程に寄与

していることが推察された。しかし, 発がん作用が弱い物質はこの反応を誘発しなかった

ことから, 発がん物質の発がん強度に依存して生じることが推察された。また, G1/Sチェ

ックポイント機構の破綻は肝発がん物質特異的な反応であることが推察された。これらの

ことから, 少なくとも 90 日間反復投与試験の枠組みにおいて, M期スピンドルチェックポ

イント機構の制御破綻を基盤とした短期発がん予測指標候補分子群によって, 2 年間のが

ん原性試験で明らかに腫瘍を誘発する発がん物質については, 発がん標的臓器および細胞

増殖誘発性を問わず, 化学物質の発がん性を予測できる可能性が示された。 
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ニズムの解明を目的とし，ラットへの肝臓ないし腎臓を標的とした発がん物質投与時に生

じる細胞周期関連分子の発現変動を経時的に検討した。 

 第 1章では，ラットに肝発がん物質ないし非発がん性肝毒性物質を最大 28日間反復投与し

た。その結果，投与開始後 28 日目で増殖活性を亢進した物質のうち，発がん物質のみで

G1/Sチェックポイント遺伝子である Rbl2の mRNAの発現減少とともに G1/Sチェックポイン

ト蛋白質の分解を促進する Mdm2の mRNA発現上昇及びリン酸化 MDM2 (p-MDM2) 発現細胞の

増加が生じ，G1/Sチェックポイント機構の破綻を示唆する結果が得られた。さらに，肝発

がん物質により，M 期における ubiquitin D 陽性細胞および増殖細胞の割合が減少し，M

期スピンドルチェックポイント機構の破綻を示唆する結果が得られた。 

 第 2 章では，細胞増殖誘発性に乏しい肝発がん物質・プロモーターをラットに最大 90

日間反復投与した。その結果，28日目以降で全ての肝発がん物質で，第 1章と同様に Mdm2

の mRNA発現上昇ないし p-MDM2発現細胞数が増加し，発がん物質特異的な G1/Sチェックポ

イント機構の破綻の誘発が示唆された。さらに，肝発がん物質投与の 28 ないし 90日目で，

第 1章と同様に M期スピンドルチェックポイント機構の破綻を示唆する結果が得られ，こ

の反応は細胞増殖誘発性に関係なく生じたことから，増殖亢進に先立って生じる反応であ

ると推察された。しかし，腫瘍誘発性の弱い肝発がん物質・プロモーターでは同様の結果

は得られず，発がん強度に依存した反応であることが推察された。 

第 3章では，腎発がん物質ないし非発がん性腎毒性物質をラットに最大 28日間反復投与し

た。その結果，28日目で増殖活性を亢進した物質のうち，腎発がん物質のみで，肝発がん

物質と同様に M期スピンドルチェックポイント機構の破綻の誘発が示唆された。しかし，

腫瘍誘発性の弱い腎発がん物質では同様の結果は得られず，肝臓と同様に発がん強度に依

存した反応であると推察された。一方で，肝発がん物質とは異なり G1/Sチェックポイント

機構の破綻は生じなかった。 

 以上より，投与開始後 28日目以降ないし 90 日目で，標的臓器を問わず，発がん物質特

異的に M期スピンドルチェックポイント機構の破綻が生じ，それが発がん早期過程に寄与

していることが推察された。一方で，G1/Sチェックポイント機構の破綻は肝発がん物質特

異的な反応であることが推察された。これらより, 少なくとも 90日間反復投与試験の枠組

みにおいて，M 期スピンドルチェックポイント機構の制御破綻を基盤とした短期発がん予

測指標によって，2年間のがん原性試験で明らかな発がん性を示す発がん物質については，

標的臓器および細胞増殖誘発性を問わず，発がん性を予測できる可能性が示された。 

以上について，審査委員全員一致で本論文が岐阜大学大学院連合獣医学研究科の学位論

文として十分価値があると認めた。 
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