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研究成果の概要（和文）：幹細胞性の維持に必須の転写因子であるOct-3/4が膠芽腫を含む各種固形癌の悪性度と相関
して発現が強まる事が知られてきた。膠芽腫は高度な腫瘍血管新生が病理的な特徴の１つであるものの、Oct-3/4との
関係は不明である。本研究においてOct-3/4がAKT-HIF1αシグナリングを介してVEGFを誘導し、腫瘍血管新生を積極的
に促進する事で腫瘍増大に関わっている事を明らかにした。したがってOct-3/4の発現を抑制することで、膠芽腫の治
療効果の改善が予想され、今後さらに研究を発展させて行く必要がある。

研究成果の概要（英文）：Accumulating evidence shows that the expression level of Oct-3/4, a self-renewal r
egulator in stem cells, is positively correlated with the progression of various solid tumors. However, li
ttle is known regarding the influence of Oct-3/4 in the tumor angiogenesis of glioblastoma. In this study,
 we subcutaneously transplanted U251/EGFP-Oct-3/4 cells into nude mice to evaluate the roles of Oct-3/4 in
 the tumor angiogenesis. Both tumor size and the number of large vessels growing in the tumor were markedl
y increased. In an in vitro model of angiogenesis, conditioned media from U251/EGFP-Oct-3/4 cells signific
antly accelerated capillary-like tube formation. In U251/EGFP-Oct-3/4 cells, VEGF mRNA was upregulated und
er the control of HIF1a, and enhanced protein expression and nuclear translocation of HIF1a were observed.
 Our results demonstrate that Oct-3/4-expressing glioma cells have the ability to adapt to low-oxygen envi
ronments of tumor by promoting tumor angiogenesis.
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１．研究開始当初の背景 
 近年、腫瘍幹細胞が発見された事から腫瘍
組織は均一な集団ではなく、腫瘍幹細胞とそ
の子孫細胞が混在する複雑な集団であるこ
とが明らかとなった。その後、腫瘍幹細胞に
おける遺伝子・分子レベルでの解明が急速に
進み、薬剤・放射線耐性能や造腫瘍能などの
様々な生物学特性が解明されてきた。さらに
最近になって腫瘍幹細胞性の維持やグリオ
ーマ由来Sphereの形成には低酸素誘導因子
（HIF）が重要であるとの報告がなされ、血
管や間質などの腫瘍を取り巻くガン微小環
境が腫瘍幹細胞性を支えるニッチ（niche）
として重要であるという認識も定着しつつ
ある。 
 この様に、今後のグリオーマ浸潤の病態解
析には細胞外基質のみならず腫瘍幹細胞、微
小環境を含めた腫瘍組織全体の中で時間的
・空間的に考えていく必要が出てきている。 

 

２．研究の目的 
 我々は腫瘍血管新生阻害による低酸素領
域の拡大に幹細胞性の維持に必須の転写因
子Oct-3/4が大きく関与している可能性を示
唆する研究成果を得た。したがって、本研究
は以下の項目について検討し、癌微小環境の
中で Oct-3/4 を中心とした腫瘍幹細胞性誘
導・維持機構の分子基盤を解明し、近年脳外
科領域で注目されている「遠位での浸潤性再
発や低酸素反応性の血管新生」に対して、新
たな治療法の開発目指すものである。 
 
（１）Oct-3/4 陽性細胞の樹立 
Oct-3/4 陽性細胞を樹立し、形態や腫瘍幹細
胞マーカーの発現などを検討する。 
 
（２）腫瘍形成時の Oct-3/4 の役割を検討 
移植モデルを作製し、詳細な病理組織解析を
行う。 
 
（３）腫瘍血管新生との関係を検討 
HIF や VEGF に注目し、Oct-3/4 との関わりを
明らかにしていく。 
 
３．研究の方法 
（１）Oct-3/4 陽性細胞の樹立 
 
図１ 

 
 

４． 研究成果 
 
まず各種グリオーマ細胞株における Oct-3/4
の mRNA 発現（A）と蛋白発現（B）を検討し、
Oct-3/4 の発現が極めて低い U251 細胞に
EGFP-Oct-3/4 遺伝子を導入し、安定発現細胞

株を樹立する事にした。 
 
図２ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

EGFP-Oct-3/4 発現を蛋白（A）および免疫染
色（B）で確認した。Oct-3/4 陽性細胞では
Oct-3/4 の標的遺伝子である Nanog mRNA の発
現が誘導されており、機能的な蛋白が発現さ
れていることを確認した。一方で血清存在化
における細胞増殖能には大きな差が認めら
れなかった。 
 
（２）腫瘍形成時の Oct-3/4 の役割を検討 
 
図３ 

 

 
 

 
ヌードマウスの皮下に細胞（1x106）を移植し、
２ヶ月後に腫瘍を摘出した。Oct-3/4 陽性細
胞は細胞増殖能は大差がないのにも関わら
ず、コントロール細胞に比べて非常に大きな
腫瘍をつくった（A,B）。通常、大きな腫瘍の
場合、腫瘍の増殖に酸素供給が追いつかず、
主要内部は壊死を起こすのが一般的である。
そこで低酸素領域を検出するピモニダゾー
ルをマウスに投与し、1 時間後に腫瘍を摘出
し低酸素領域の検出を試みた。すると意外な
事に、Oct-3/4 発現細胞では低酸素領域が顕
著に少ない（コントロールの約 3分の１）こ
とが明らかとなった（C,D）。 
 



そこで腫瘍血管が発達していると考え、蛍光
イメージングおよび組織免疫染色により腫
瘍血管を観察した。 
 
図４ 

 

 
 

 
蛍光イメージング解析からOct-3/4由来の腫
瘍では太く多様に分岐した腫瘍血管が観察
された（A 左下）。内部の血管状態について
CD34 抗体を用いた免疫染色法で解析したと
ころ、予想通り非常に多くの血管が腫瘍内部
に認められた（A右、B）。 
 
図５ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
そこで Oct-3/4発現細胞における血管新生能
について検討した。まず Oct-3/4 細胞が血管
新生因子を分泌しているか、培養液を用いて
ラット腹部大動脈コラーゲン培養法による
血管新生アッセイを行った（A）。Oct-3/4 発
現細胞由来の培養上清で培養すると、動脈片
より多数の血管新生が認められた。そこで代
表的な血管新生因子である血管内皮増殖因
子（VEGF）と肝細胞増殖因子（HGF）の mRNA
発現（B）、蛋白質の分泌量（C）を測定した
ところ、特に VEGF の発現が顕著に亢進して
いた。従って Oct-3/4 による腫瘍血管新生の
亢進は主に VEGF を介している事が示唆され
た。 
 
（３）腫瘍血管新生との関係を検討 
 

VEGF の発現誘導には HIF1 が強く関与してい
ることが知られているので、HIF1 に注目して
検討を行った。 
 
図６ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Oct-3/4 発現細胞では HIF1蛋白質の蓄積が
亢進していることが明らかとなった（A）。そ
こで図 5 で明らかとなった Oct-3/4 による
VEGF の発現上昇が HIF1 を介しているか
HIF1翻訳阻害剤を用いて確認した。Oct-3/4
細胞における VEGF の分泌は HIF1a 阻害剤で
ほぼ完全に抑える事が出来た（B）。HIF1a は
分解されずに蓄積すると核内移行するが、
Oct-3/4 発現細胞で HIF1の核内移行も確認
出来た（C）。以上の結果から、Oct-3/4がHIF1
を介して VEGF を誘導している事が明らかと
なった。 
 
一般的に HIF1は低酸素下で安定する事が知
られているが、図６の実験は通常酸素下での
結果である。そこでどの様なメカニズムで
HIF1の発現が亢進しているのか検討した。 
 
図７ 
 

 

 
 
 

 
PI3K/AKTシグナルがHIF1aの発現上昇に関与
している事が知られていることから、
Oct-3/4発現細胞でのAKT（Protein kinase B）
のリン酸下状態を検討した。Oct-3/4 発現細
胞では AKT のリン酸化が亢進しており（A）、
そのリン酸化を AKT 阻害剤で抑制すると
HIF1の発現亢進も抑制されることが判明し
た（B）。 
 
＜まとめ＞ 



以上の結果より Oct-3/4 は AKT-HIF1a シグナ
リングを介して VEGF を誘導し、腫瘍血管新
生を促進する事で腫瘍増大に関わっている
事が明らかとなった。また幹細胞性の維持の
ために積極的に血管新生を誘導し、ニッチ環
境を作り出していることも考えられる。した
がって Oct-3/4 の発現を抑制することで、膠
芽腫の治療効果の改善が予想され、今後さら
に研究を発展させて行く必要がある。 
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