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研究成果の概要（和文）：本研究は膵癌の肝転移形成において促進的に作用する特定の間質細胞集団およびその
責任分子を同定して癌間質リモデリングによる新たな膵癌遠隔転移制御治療法を開発する事である。まず、膵癌
高肝転移株の網羅的遺伝子解析を行い、miR-5100の発現が高肝転移株で有意に低下していることを明らかにし
た。その標的遺伝子であるPODXLの発現と肝転移の頻度、予後には有意な相関がみられることや、膵癌細胞の
PODXLをノックダウンすることで膵癌の進展が抑制されることを明らかにした。また、膵癌微小肝転移・肺転移
マウスモデルを観察し、肝転移巣で有意にα-SMA陽性の間質細胞が多く誘導されていることを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：The aim of this study is to develop a new therapeutic strategy targeting the
 specific cell population and its molecular mechanism.
　Microarray analysis revealed the lower miR-5100 expression in the highly metastatic pancreatic 
cancer cell, and we found the fact that the expression of PODXL, a target gene of miR-5100, 
correlates with the patients’ survival and the frequency of liver metastasis. PODXL knock down in 
the pancreatic cancer cell decreased its aggressive phenotype, suggesting that PODXL is a potential 
therapeutic target to inhibit liver metastasis.
 Further, observation of the liver and lung metastasis mouse model revealed the fact that liver 
metastases contains significantly more α-SMA positive stromal cells than lung metastases.

研究分野： 医歯薬学

キーワード： 膵癌　肝転移　間質リモデリング
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様 式

１．研究開始当初の背景
 膵癌
を病理学的特徴
の細胞
質相互作用
おいては膵間質に存在する
陽性の
相互作用により膵癌の進展を促進することが
明らかとなっておる。
間質に
胞を含め多様な間質細胞
同様に膵癌の進展を促進する可能性が考えら
れるが、
は不明
 

２．研究の目的

 膵癌の
定の間質細胞集団
定し、
開発し
の遠隔転移を制御し得る画期的な治療法
開発する。
 
３．研究の方法
(1) ヒト膵癌細胞株をヌードマウスに同所移
植してその肝転移巣を摘出し、
この肝転移巣から癌細胞を樹立するという
手技を
転移株
較することで肝転移に関わる遺伝子を明ら
かにする。
(2)上記
に着目し、抑制実験を行うことで、目的の遺
伝子が
(3) 
(LSL-
-Cre)
樹立し、レンチウイルスを用いて膵癌細胞に
GFP
注・静注することでそれぞれ
モデルを作成する。マウスを
ことで微小転移巣の間質細胞を組織学的に
評価する。
 
４．研究成果
 (1)ヒト膵癌細胞株である
マウスに同所移植し、
から癌細胞を樹立する手技を５回繰り返し、
高肝転
移株を
作成し
た。樹
立した
高肝転
移 株
(MS)が
親株と
比較し
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明らかとなっておる。

においても多くの
を含め多様な間質細胞
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が多くを占める
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(hPSCs)が癌細胞
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明らかとなっておる。一方、膵癌肝転移巣

多くのα-SMA
を含め多様な間質細胞がみられ、原発巣と

同様に膵癌の進展を促進する可能性が考えら
まで検討されておらずその
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間質細胞集団およびその

応用した新規膵癌治療法
のリモデリングにより

の遠隔転移を制御し得る画期的な治療法

 
ヒト膵癌細胞株をヌードマウスに同所移
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回繰り返すことで樹立した
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で発現の違いがみられた遺伝子
に着目し、抑制実験を行うことで、目的の遺

肝転移に与える影響を解析する。
膵癌自然発生マウスである
Kras G12D/+ ;LSL-Trp53 R172H/+;Pdx
マウスから outgrowth 法で膵癌細胞を

樹立し、レンチウイルスを用いて膵癌細胞に
を導入する。この膵癌細胞をマウスに脾

注・静注することでそれぞれ肝転移・肺転移
モデルを作成する。マウスを早期に解剖する
ことで微小転移巣の間質細胞を組織学的に

ヒト膵癌細胞株である SUIT
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多くを占めるDesmoplasia 
近年、癌細胞と間質
悪性度を増す癌間
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活性化したα-
癌細胞との癌間質
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