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研究成果の概要（和文）： 

ヒト卵巣癌細胞株を用いて、Hoechst33342 による SP（Side population）分画の分離を行い、

複数個の細胞株で SP 分画を認める細胞株を同定した。さらにこれらの細胞株の SP 分画と MP

分画の細胞群の比較遺伝子発現マイクロアレイ解析を行い、発現差を認めた遺伝子群から免疫

関連遺伝子群を抽出した。次に、卵巣癌臨床検体を用いた発現マイクロアレイを用いて、上記

の遺伝子群への関わりの強さについて数値化した結果、再発や予後不良となる傾向を認めた。 

以上から、癌幹細胞は免疫を抑制しながら増殖している可能性が示された。 

 

 
研究成果の概要（英文）： 

From several human ovarian cancer cell lines Hoechst33342 isolated Side population (SP) 

and major population (MP) by FACS sorting system. DNA microarray analysis showed 

some specific genes (stemness gene signature) between SP cells and MP cellls, and we 

chose immune-related genes from stemness gene signature （ Stem-Immuno-Gene 

Signature: SIGS). Next we analyzed and scored human ovarian caner tissues by using 

SIGS with ssGSEA method.As the cases with higher SIGS score were significantly worse 

prognosis, The analyses shown here may lead to a precise understanding of the local 
immune status and stemness and provide a tool for the application of immune 
therapies to treat ovarian cancer patients. 
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１．研究開始当初の背景 

近年、がんの増殖は、癌幹細胞と言われるが
ん全体のごく一部を占める自己複製能、多分
化能に依存しており、がんを完治させるため
には、癌幹細胞を標的とした治療の重要性が
示されている。また一方で、がんはその局所
でさまざまな免疫抑制因子を発現したり分
泌することにより、宿主免疫の攻撃から逃避
するシステム「免疫逃避機構」を獲得してい
ることが報告されている。 

しかしながらこれらの２事象を包括的に関
連付けて解析をする研究は少ない。 

 

２．研究の目的 

卵巣癌において、癌幹細胞を同定するととも
に、本細胞群が、卵巣癌局所において、宿主
免疫にどのように関与するのかという基礎
免疫学的検討を行い、さらにこれに基づいた
卵巣癌幹細胞への免疫治療を開発すること
を目的とする 

 

３．研究の方法 

6種のヒト卵巣癌細胞株を用いて、それぞれ
Hoechst33342による SP（Side population）
分画および MP（major population）をそれぞ
れ同定した。また FACSariaセルソーターを
用いて選択的に SP, MP分離し各細胞群から 
RNAを抽出し、遺伝子発現マイクロアレイ解
析を行い、パスウェイ解析から、既知の癌幹
細胞マーカー候補遺伝子が有意に SP分画に
集積していることを確認した。さらにこれら
の SPと MPで発現差を認めた遺伝子群につい
て、パスウェイ解析にて、免疫に関わる遺伝
子群を抽出し、予後との関係を検討した。 
 
４．研究成果 

ヒト卵巣癌細胞株を用いて、Hoechst33342

による SP（Side population）分画の分離を

行い、複数個の細胞株で SP 分画を認める細

胞株を同定した。さらにこれらの細胞株のSP

分画とMP分画の細胞群の比較遺伝子発現マ

イクロアレイ解析を行い、発現差を認めた遺

伝子群から免疫関連遺伝子群を抽出した

（Stem-Immuno-Gene Signature: SIGS）。

次に、卵巣癌臨床検体（腫瘍組織）を用いた

発現マイクロアレイデータを用いて、上記の

SIGS への関わりの強さについてそれぞれの

検体（症例）について、数値化した結果、再

発や予後不良となる傾向を認めた。さらに 

この検討で得られた複数の遺伝子について

shRNA による遺伝子発現抑制したマウス卵

巣癌細胞株を用いたマウス腹膜播種モデル

において、コントロール sh 株を投与した群

に比して有意に生存期間が延長した。以上か

ら、癌幹細胞は免疫を抑制しながら増殖して

いる可能性が示された。 
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