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学位論文の内容の要旨 

 

オキサジアゾン(OX)などのダイアジン系除草剤やアシフルオルフェン(ACI)などのジフ

ェニルエーテル系除草剤は，プロトポルフィリノーゲン酸化酵素（PROTOX）阻害剤と呼ば

れ，げっ歯類の肝臓にポルフィリンの蓄積および肝がんを誘発することが報告されている。

げっ歯類におけるポルフィリン症は細胞傷害を介して肝発がんを誘発し，その機序はヒト

へ外挿可能と考えられている。しかし，PROTOX 阻害剤が誘発する肝発がん機序とそのヒト

への外挿性は明らかとなっていない。また，PROTOX 阻害剤には，核内受容体 Constitutive 

androstane receptor（CAR）を活性化させるものが少数ながら報告されている。CAR 活性

化剤フェノバルビタール(PB)の研究から，CAR を介したげっ歯類肝発がんはヒトへ外挿さ

れないと考えられており，肝発がんにおける CARの関与はヒトリスクを評価する上で重要

な作用機序である。そこで本研究では，特に CAR に着目して OXおよび ACIが誘発する肝発

がん機序を検討した。 

第 1章では，OX誘発肝発がんに対する CAR の関与を検索した。1000 ppm OX を 1,4およ

び 13週間混餌投与した野生型(WT)マウスの肝臓では Cyp2b10遺伝子の発現が増加したが，

CARKOマウスの肝臓では有意な増加は認められなかった。同時に，OX は肝臓に Peroxisome 

proliferator-activated receptor α（PPARα）活性化および肝細胞の単細胞壊死などの

細胞傷害性変化を惹起したが，その程度に遺伝子型間の差は認められなかった。すべての

マウスの肝臓にポルフィリン沈着は認められなかった。ジエチルニトロサミン(DEN)による

イニシエーション処理後 OXを 26週間混餌投与した結果，両遺伝子型マウスで変異肝細胞

巣および肝細胞腺腫が誘発されたが，それらの発生頻度および発生数は，WTマウスと比較

して CARKO マウスで低値を示した。これらの結果より，CAR，PPARα，および細胞傷害が

OX 誘発肝発がんに複合的に関わることが示された。予想に反して，ポルフィリンは OX 誘

発細胞傷害の主要因ではないと考えられた。 

（１） 



第 2 章では，OX とは別系統の PROTOX 阻害剤 ACI が誘発する肝発がんの作用機序を検討

した。2500 ppm ACI を 1，4 および 13 週間混餌投与した WT マウスの肝臓では Cyp2b10 遺

伝子の発現が増加したが，CARKO マウスの肝臓では有意な増加は認められなかった。同時

に，ACI は両遺伝子型マウスで PPARαを活性化させた。病理組織学的検査の結果，ACI 投

与群では肝臓の単細胞細胞壊死などの細胞傷害性変化が認められたが，その程度は WTマウ

スと比較してCARKOマウスで顕著に弱まった。DEN投与後ACIを26週間混餌投与した結果，

WT マウスにおいて変異肝細胞巣と肝細胞腺腫の発生頻度および発生数が増加したが，

CARKO マウスで変動は認められなかった。これらの結果より，持続的な細胞傷害が ACI 誘

発肝発がんの主な作用機序であり，CAR はその細胞傷害および肝発がんに重要な働きをす

ることが示された。 

第 3章では，OXおよび ACIが誘発した前腫瘍性病変(変異肝細胞巣)および腫瘍性病変(肝

細胞腺腫)と，PBが誘発した同病変の分子生物学的特徴を比較した。PBが誘発した WTマウ

スの変異肝細胞巣および肝細胞腺腫では，核におけるβ-cateninの集積およびβ-catenin

の標的分子であるグルタミン合成酵素(GS)の発現を高頻度に認めたが，CARKO マウスでこ

れらの変化は認められなかった。OXおよび ACI が両遺伝子型マウスで誘発した変異肝細胞

巣および肝細胞腺腫のほとんどはβ-catenin および GS に陰性であった。これらの結果よ

り，OX および ACI が誘発する肝発がんの初期段階にはβ-catenin は関与しておらず，β

-catenin が初期段階で重要な働きをしている PB 誘発肝発がんとは異なる特徴を有するこ

とが示された。 

以上より，OX および ACI が誘発するげっ歯類肝発がんには CAR の関与が認められたが，

その腫瘍性病変の分子生物学的特徴は PB誘発腫瘍と明確に異なっていた。これは両剤が誘

発する肝発がんには CARだけでなく PPARαや細胞傷害など複数の作用機序が関与している

ことを示していた。CARKO マウスでは，OXが誘発する腫瘍性病変の形成が一部抑制された

のに対し，ACI が誘発する腫瘍性病変の形成は細胞傷害とともに顕著に抑制されたことか

ら，特に細胞傷害が PROTOX 阻害剤による肝発がんに重要と考えられた。ポルフィリンは細

胞傷害の主要因ではなかったが，げっ歯類肝発がんにおける細胞傷害はヒトへ外挿可能な

作用機序と考えられていることから，PROTOX阻害剤が誘発するげっ歯類肝発がんはヒトへ

外挿される可能性が高いと考えられた。 

 

審 査 結 果 の 要 旨 

核内受容体 Constitutive androstane receptor(CAR)はげっ歯類肝発がんに関与してお

り，その活性化剤フェノバルビタール(PB)が誘発するげっ歯類肝発がんはヒトへ外挿され

ないことが知られている。プロトポルフィリノーゲン酸化酵素(PROTOX)阻害剤と呼ばれる

除草剤は，げっ歯類において肝発がんを誘発するが，その機序およびヒトへの外挿性は明

らかとなっていない。そこで，本研究ではヒトへの外挿性を考える上で重要な CARに着目

して，その肝発がん機序を検討した。 

第 1章において，ダイアジン系 PROTOX阻害剤オキサジアゾン(OX)は野生型マウス（WT）

の肝臓で，CAR および PPARα活性化ならびに細胞傷害を惹起した。OX は WT マウスおよび

CAR ノックアウト（KO）マウスの肝臓に変異肝細胞巣および肝細胞腺腫を誘発したが，こ

れら病変の発生頻度および発生数は，WT マウスと比較して CARKO マウスで低値を示した。

これらの結果から，CAR は OX誘発肝発がんに関わる要因の一つであることが示された。 

第 2章おいて，ジフェニルエーテル系 PROTOX 阻害剤アシフルオルフェン(ACI)は，WTマ

ウスの肝臓で CARおよび PPARα活性化ならびに細胞傷害を惹起した。一方，CARKOマウス

の肝臓では，PPARα活性化および WTマウスと比較して軽微な細胞傷害が認められた。ACI

は，WTマウスの肝臓で変異肝細胞巣と肝細胞腺腫の発生頻度および発生数を増加させたが，



CARKOマウスでは増加させなかった。これらの結果より，CARは ACI誘発細胞傷害および肝

発がんに重要な働きをすることが示された。 

第 3章では，OXおよび ACIが誘発した変異肝細胞巣および肝細胞腺腫と，PBが誘発した

同病変の分子生物学的特徴を比較した。PB が誘発した WT マウスの変異肝細胞巣および肝

細胞腺腫では，β-catenin 陽性（核への集積像）を示したが，CARKO マウスでは陰性を示

した。OXおよび ACIが誘発した両遺伝子型マウスの病変は，すべてβ-cateninに陰性を示

した。 

以上より，PROTOX 阻害剤である OX および ACI が誘発する肝発がんには CAR が関与する

ことが示された。しかし，両化合物が誘発した腫瘍性病変の分子生物学的特徴は PB誘発腫

瘍と明確に異なっており，その発生機序はヒトへ外挿される可能性が高いと考えられた。 

 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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