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研究成果の概要（和文）：神経膠腫に対するテモゾロミド（TMZ）とACNUによるhypermutator（HM）形質発生度
及びその分子機序の解析を目的とした。ヒトグリオーマ細胞株U251及びLNZ308、MGMT強制発現株に加え、薬剤を
低濃度、長期間暴露し、生存した耐性株を樹立した。親株及び耐性株においてimmunoblot解析で耐性株ではMGMT
発現の誘導が認められたが、ミスマッチ修復（MMR）関連タンパク（MSH2, MSH6, MLH1, PMS2）の発現は著変が
みられなかった。MLPA法及びがん遺伝子パネル検査でも親株・耐性株に遺伝子変異の変化は検出できず、今回の
解析ではTMZとHMの機序解明には至らなかった。

研究成果の概要（英文）：This study aimed to elucidate molecular mechanisms for developing 
hypermutation after treatment with temozolomide (TMZ) or ACNU in glioma. Human glioma, MGMT-null 
cell lines, U251 and LNZ308, MGMT-forced expressing subline were used. TMZ- or ACNU-resistant 
sublines were also developed by continuous dose-elevating exposure of cells to the drugs. Both TMZ 
and ACNU resistant cells expressed MGMT whereas their expressions of mismatch repair proteins were 
not altered. MLPA and Cancer Gene Panel analyses disclosed no additional or new genetic alterations 
identified in any of resistant sublines. More efforts need to be pursued to clarify the 
hypermutation phenotype in future studies. 

研究分野： 悪性脳腫瘍

キーワード： 神経膠腫　遺伝子異常　高度点変異誘導　アルキル化剤　薬剤耐性　個別化治療
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究では、TMZ及びACNUなどの薬剤による神経膠腫細胞におけるhypermutator形質の発生度や分子機序を解析
し、薬剤の種類や腫瘍細胞の背景形質や遺伝子異常のパターンによる相違を明らかにすることで、TMZ治療にお
けるhypermutator化の危険因子を探索し、TMZ治療の良好な対象群を解明することを目的とした。今回の一連の
実験では薬剤耐性獲得とhypermutationの一義的な関連は検証できず、IDH変異の有無を考慮に入れるなど別角度
での実験系構築が必要であることが示唆された。本機序が明らかとなれば、神経膠腫治療に新たな指標が導入さ
れ、治療向上に寄与することが期待される。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 
 悪性脳腫瘍の代表である悪性神経膠腫（グリオーマ）は近年の画期的な医療の進歩にも拘らず、
依然難治で予後が極めて不良な疾患である。抗がん剤抵抗性がその原因のひとつであり、有効な
薬剤は限られている。神経膠腫に対する標準治療薬はアルキル化剤であるテモゾロミド
（temozolomide; TMZ）であり、最も悪性（WHO Grade IV）である膠芽腫の主治療薬である。そ
の主たる殺腫瘍効果は腫瘍細胞 DNA グアニン残基に O6-メチルグアニン（O6-MG）を形成する
ことである。O6-MG は、その構造上シトシンとではなくチミンとペアを形成するため、DNA 配
列上ミスマッチが生じる。従って、TMZ により O6-MG が形成されると、DNA 修復機構である
ミスマッチ修復機構（mismatch repair; MMR）が活性化され、ミスマッチしたチミン残基が除去
されるが、O6-MG が残存するため再びチミンが O6-MG とペアを形成することとなる。結果 MMR
によるミスマッチの修復が繰り返されることとなり、最終的に DNA の二重鎖切断が生じ、細胞
死に至る。しかし、 O6-MG に対する特異的 DNA 修復酵素の O6-methylguanine-DNA 
methyltransferase（MGMT）が発現していると、O6-MG は速やかに修復され正常 DNA へ戻るた
め、TMZ 耐性となる。また、MGMT の発現が乏しい場合でも、MMR 機構の機能低下があると、
細胞死は生じにくいため、O6-MG が残存したまま腫瘍細胞は生存することとなる。O6-MG が残
存すると、DNA 複製の際に C:T transition による点突然変異を生じる源泉となることが知られて
おり、TMZ 治療後に生存した腫瘍細胞では、C:T transition を主とした点突然変異が多数生じる
可能性が考えられている。米国で実施された膠芽腫における包括的遺伝子解析プロジェクト
（The Cancer Genome Atlas; TCGA）の結果、TMZ を主体とするアルキル化剤で治療後の再発腫
瘍において、初発時と比較し圧倒的に多数の点変異（hypermutation）が認められた。さらに、低
悪性度神経膠腫（lower grade glioma; LGG）特に星細胞腫（diffuse astrocytoma; DA）から再発し、
高悪性度神経膠腫（high grade glioma; HGG）（主に膠芽腫）へ悪性転化した腫瘍の中に、再発前
に TMZ 治療を受け著しい hypermutator 形質を呈する例が多く含まれることが報告された。これ
らの点変異の中には、腫瘍化に直接影響のあるドライバー遺伝子変異も含まれており、LGG に
対する TMZ 治療が逆に悪性化を促進する結果をもたらす可能性が指摘された。 
 このような hypermutator 形成の要因の一つに、MMR の不活化、特に MSH6 遺伝子変異が示唆
されている。TMZ 以外の主要なアルキル化剤であるニトロソウレア系抗がん剤の ACNU は、
TMZ 同様に腫瘍 DNA のグアニン残基の O6位をアルキル化するが、TMZ がメチル化するのに対
し、ACNU はエチル化を来し、O6-エチルグアニン(O6-EG)を形成する。O6-EG は不安定で速やか
に DNA の対鎖と架間鎖橋を形成し、DNA 複製の際に致死的傷害をもたらす。従って ACNU は
O6-MG を形成せず、腫瘍細胞の点変異源とはならないと考えられる。実際、マウスの線維芽細
胞を TMZ と ACNU で処理すると、異なる殺細胞経路を辿ることが報告されている。 
 LGG は星細胞腫と乏突起膠腫（oligodendroglioma; OD）に大別され、前者では TP53 変異が、
後者では染色体 1p/19q の共欠失が排他的に生じる特徴がある。本研究開始時までにはアルキル
化剤、特に TMZ 治療後に hypermutator 形質を示した報告は DA に限られており、p53 が DNA 傷
害の修復・細胞死の判定に強く関与する gate-keeper としての機能をもつことから、DA に特異的
な変異である TP53 異常が hypermutator 形質の獲得に関与している可能性も考えられていた。 
 長期生存の期待しうる LGG に対しての治療により、逆に致死的な悪性転化をもたらしうる
hypermutator 形質が惹起されることは、神経膠腫治療において極めて重要な高い臨床的意義をも
つ問題点と言える。 
 
２．研究の目的 
本研究では、TMZ 及び他のアルキル化剤（ACNU など）による神経膠腫細胞に対する

hypermutator 形質の発生度、その分子機序を解析し、薬剤の種類や腫瘍細胞の背景形質や遺伝子
異常のパターンによる相違を明らかにすることで、TMZ 治療における hypermutator 化の危険因
子を探索し、神経膠腫治療の基盤となる TMZ 治療の良好な対象群を解明することを目的とする。 
 
３．研究の方法 
以下の方法で本研究の実施を計画した。 
我々の研究室で保有するヒト・グリオーマ細胞株、TMZ 治療後耐性を獲得した TMZ/ACNU 耐

性グリオーマ株、正常ヒト星細胞などを使用する。薬剤の感受性については in vitro では MTS ア
ッセイを用いる。TMZ 及び ACNU 等による治療を in vitro ならびに in vivo（マウス移植腫瘍モ
デル）で行い、治療後の生存細胞及び再発腫瘍を用いて、その遺伝子異常の変化につき解析を行
う。細胞や腫瘍標本からゲノム DNA は QIAGEN DNA mini kit を用いて抽出する。主要な神経膠
腫関連のがん遺伝子、がん抑制遺伝子については、Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification
（MLPA）法を用いて解析する。各細胞株における TMZ、ACNU 感受性に関与する遺伝子・因子
（MGMT, MSH1, MSH6, MLH1, PMS2 など）、hypermutator に関連しえる遺伝子異常（TP53, IDH1/2, 
Rad51, Chk1/2 など）、神経膠腫における driver mutation などを次世代シークエンサー（NGS）に
よる Cancer Panel 等を用いて検索し、それら遺伝子異常と TMZ 治療後の hypermutation の有無の
相関を検討する。TMZ に特異的な hypermutation 関連遺伝子・因子異常が認められれば、その遺



伝子の強制発現または siRNA などによるノックアウトを行い、TMZ 治療後の hypermutator 化を
抑制し得るか否かを検証し、最終的には、マウス脳腫瘍モデルにて本現象の検証を行う。 
 
４．研究成果 
(1)  テモゾロミド（TMZ）及びニムスチン（ACNU）耐性ヒ

トグリオーマ細胞株の樹立。 
 当科研究室で保管しているヒトグリオーマ細胞株の
中から、安定した培養が可能で、TMZ および ACNU 耐
性の主因子である MGMT が発現していない U251 細胞
株及びLNZ308株を用いた。 
 TMZ 耐性を示す positive 
control として、U251 株に
MGMT 遺伝子発現ベクタ
ーを導入し、MGMT の高発
現 が 確 認 さ れ て い る
U251.MGMT 株も使用した
（Fig. 1）。U251、LNZ308 株
に対して、培養液中に IC50

値以下の濃度で TMZ ある
いは ACNU を添加すること
により持続曝露状態とし
た。生存した細胞を bulk と
して継代培養し、再び TMZ
あるいは ACNU を同濃度、あるいは 1 レベル濃度を上げて培地へ添加した。この作業を繰
り返し行うことで、徐々に高濃度の TMZ あるいは ACNU の存在下で増殖が可能な bulk サ
ブクローンを樹立した。さらにこれらの bulk 耐性細胞を 10-cm dish に 100 cells のみ希釈し
て播種し、コロニーを作成したサブクローンを複数確立した。耐性の確認のため、MTS ア
ッセイを行い、U251 株の TMZ 耐性株、ACNU 耐性株でそれぞれ親株の U251 に比較し、
TMZ あるいは ACNU への耐性が検証された（Fig. 2）。 

(2)  TMZ/ACNU 耐性株における感受性規定因子の発現解析。 
TMZ・ACNU 耐性に関与する因子（MGMT、MMR 蛋白の MSH2、MSH6、MLH1、PMS2）

の発現が変化しているか否か、各細胞株、bulk 耐性株、サブクローン株を用いて Western blot
解析にて評価した（Fig. 3）。その結果 TMZ・ACNU 耐性各株において、MGMT の発現誘導
が認められた。MGMT の発現レベルは TMZ11 株で最も高く、bulk の U251.TMZ600 では低
かった。また ACNU 耐性株でも弱い MGMT 発現が認められた。MMR 蛋白では TMZ600 で
PMS2、MLH1 の発現低下の傾向を認めたが、くり返しの実験では一貫せず、明確な耐性獲
得と MMR 関連蛋白の発現低下は指摘できなかった（Fig. 3）。 

(3)  TMZ 耐性株におけるコピー数変化解析。 
 U251 及びその耐性株からゲノム DNA を抽出し、MLPA 法を用いて親株および耐性株に
おける主要な遺伝子コピー数変化解析を行った。U251 親株では、CDKN2A 遺伝子、PTEN
遺伝子の部分欠失が認められた。MGMT 強制発現株と TMZ 耐性株ではいずれも同様に
CDKN2A 部分欠失、PTEN 部分欠失が認められたが、ACNU 耐性株では CDKN2A 部分欠失
のみヶ認められた（data not shown）。LNZ308 株では、EGFR のコピー数増加と TP53 の欠失
が認められた。LNZ308 の TMZ 耐性株の解析は今後実施予定である。 

(4)  次世代シークエンサーによる Cancer Panel 解析。 
 U251 および薬剤耐性
株から抽出したゲノム
DNA を 用 いて、 Ion 
AmpliSeqTM DNA Ready-
to-Use Panel にうち、50
のがん遺伝子が搭載さ
れている Cancer Hotspot 
Panel v2 を使用し、各細
胞におけるそれら遺伝
子の変異状態を解析し
た。変異アレル頻度が
40 以上の確実な変異の
みを抽出すると、Table 1 に示すように、親株 U251 では、17 箇所 13 遺伝子に主として point 
mutation が検出された。うち約半数の 8 箇所は synonymous mutation でありアミノ酸の変異
は伴わない変異であった。U251 で知られている TP53 の変異は検出された。この変異パタ
ーンは、ACNU 耐性株では完全に一致した。一方、TMZ 耐性株では、親株の synonymous 
EGFR mutation が消失していたが、その他は完全に一致し、TMZ 耐性となることで変異の
内容や頻度が亢進するという仮説は検証できなかった。TMZ 耐性株はいずれも完全に同じ



変異プロファイルを呈し、アッセイの再現性と耐性株作成過程が安定しているものであっ
たことが明らかとなった。 

(5)  今回の研究結果からは、ヒト・グリオーマ細胞株から TMZ や ACNU 耐性株を樹立するこ
とが出来ることを明らかとしたが、その耐性となった主因は既に知られている MGMT の発
現誘導である可能性が高く、一定期間内での薬剤暴露のみでは、課題としていた
hypermutation が惹起されるための MMR 系の発現低下や変異の獲得に至る割合が低く、更
なる予定実験を行うことは出来なかった。 
 おそらくは、より長期の TMZ 暴露とより多数の耐性サブクローンの採取並びに分子プロ
ファイルの変化についてスクリーニングをすることにより、ごく一部の hypermutator 形質
を獲得した細胞を取得することが出来るのではないかと推察される。一方で、hypermutation
は臨床的には先行する WHO grade II/III の低悪性度神経膠腫、IDH 変異型の腫瘍に TMZ を
長期に投与した際に多く発生する傾向があるため、今回使用した grade IV 膠芽腫の細胞株
では hypermutation を惹起することは困難な可能性がある。低悪性度神経膠腫の細胞株は樹
立されておらず、別のアプローチによる細胞構築が臨まれる結果とも考えられた。 
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