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研究成果の概要（和文）：スキルス胃癌は間質増生、びまん性浸潤、腹膜播種性転移を特徴とする予後不良の難
治癌である。本研究では、多色蛍光イメージングによりスキルス胃癌腹膜播種巣の腫瘍不均一性を明らかにする
ことを目的とした。先ずRGBマーキング法を用いて、個々のスキルス胃癌細胞を異なる蛍光色でラベルした。こ
の細胞をヌードマウスに移植し、腹膜播種巣の凍結切片を作製して蛍光顕微鏡観察を行った。その結果、全ての
腹膜播種腫瘍は単一の蛍光色ではなく、複数の蛍光色を示した。従って、スキルス胃癌の腹膜播種巣はクローン
ではなく、複数の細胞集団から形成されることが示唆された。

研究成果の概要（英文）：Scirrhous gastric carcinoma (SGC) rapidly and diffusively infiltrates in the
 gastric submucosa and frequently causes peritoneal dissemination. To understand the process of SGC 
peritoneal dissemination, we investigated heterogeneity/clonality of peritoneal tumors by multicolor
 fluorescent imaging. SGC cells were clonally and fluorescently marked by RGB marking method for 
cell lineage tracking. RGB-marked cells were i.p. or orthotopically injected into nude mice and 
peritoneal tumors were analyzed by fluorescent microscopy. As a result, each of the peritoneal 
tumors displayed multiple colors, demonstrating that they were comprised of multiclonal and 
heterogenous cell populations.

研究分野： 腫瘍生物学
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１．研究開始当初の背景 
スキルス胃癌は間質増生、びまん性浸潤、
腹膜播種性転移を特徴とする予後不良の難
治癌である。特に腹腔内に種を播く様に転移
する腹膜播種は患者の予後とQOLを悪化させ
る最も大きな要因である。しかし有効な治療
法は無く、その形成過程や分子機構は明らか
になっていない。 
 近年、腫瘍は異なる性質を持つ細胞集団
（クローン）から成る、また原発巣や転移巣
などの臓器間で性質が異なるという「腫瘍不
均一性」が注目され、分子標的治療薬に対す
る抵抗性の主因であると考えられている。腫
瘍不均一性の解析には腫瘍組織のゲノムシ
ークエンシングが用いられるが、個々の細胞
や腫瘍を大量に解析することが困難である。
また関連する遺伝子異常等を厳密に評価す
るシステムは存在しない。 
 申請者らは Metや Src の阻害剤がマウスモ
デルにおいてスキルス胃癌の腹膜播種を抑
制することを最報告した（Yamaguchi et al., 
Cancer Sci 2014; PLOS One 2014; Cancers 
2015）。興味深いことに、Src 阻害剤は腸間膜
転移を顕著に抑制したが、大網への転移には
効果が無かった（Yamaguchi et al., Cancer 
Sci 2014）。つまり腹膜播種で形成された腫
瘍は転移部位により異なる性質を持つこと
が示唆されたが、その不均一性は全く不明で
ある。従って腹膜播種巣の不均一性の解明は、
スキルス胃癌の腹膜播種機構の理解と分子
標的薬の臨床応用において極めて重要であ
ると考えられる。 
 
２．研究の目的 
本研究では、個々のスキルス胃癌細胞を異
なる色で蛍光ラベルしてマウスに移植し、多
色蛍光イメージングにより腹膜播種巣を解
析することで腫瘍不均一性を明らかにする
こと、さらに遺伝子発現解析や評価モデルの
作成により腫瘍不均一性や治療抵抗性を生
ずる分子機構を解明することを目的とした。 
① 腹膜播種巣や腹水遊離細胞が均一あるい
は不均一な細胞集団から成るか、転移部位に
より違いがあるか、腹膜播種の進行に伴いど
のように変化するか明らかにする。 
② 分子標的薬剤を投与して、腫瘍の縮小や
再発に伴う細胞集団の均一性の変化を明ら
かにする。 
③ 個々の細胞集団を、ラベルした蛍光色に
より FACS で分離し、遺伝子発現解析などか
ら不均一性を生じる分子機構を明らかにす
る。 
④ 人為的に遺伝子改変をしたクローンをそ
れぞれ異なる蛍光色でラベルし、混合してマ
ウスに移植することで腫瘍不均一性の評価
モデルを作成する。 
 
３．研究の方法 
本研究ではスキルス胃癌細胞株である
44As3 細胞及び 58As9 細胞を主に用いて実験

を行う。両細胞株はヌードマウスへの同所移
植あるいは腹腔内移植により数週間で腹膜
播種を起こし、形成された腫瘍はヒトスキル
ス胃癌の組織型を強く反映する（Yanagihara 
et al., Cancer Sci 2005; Cancer Res 2006）。 
① 多色蛍光ラベルしたスキルス胃癌細胞
株の樹立を行う。44As3 及び 58As9 細胞に、
Brainbow プラスミドをリポフェクション法
あるいはウィルスベクターにより導入して
薬剤選択を行い、安定形質発現株を樹立する。
次にCreリコンビナーゼを一過性に発現させ、
蛍光タンパク質遺伝子のランダムな組換え
を誘導し、多色蛍光ラベルされた細胞株を樹
立する。得られた細胞を限外希釈法によりク
ローニングして継代を繰り返し、各細胞が長
期間安定して、異なる組み合わせの蛍光タン
パク質を発現することを確認する。 
② 多色蛍光ラベルした細胞を用いて、腹膜
播種巣の腫瘍不均一性の解析を行う。ヌード
マウスの胃壁へ同所移植、あるいは腹腔内へ
異所移植し、腹膜播種と腹水貯留を誘導する。
マウスを解剖し、大網、横隔膜、腸間膜、壁
側腹膜などに形成された腹膜播種巣の凍結
切片を作製して共焦点レーザー顕微鏡観察
を行う。腹水、他の腹腔内臓器（肝臓、腸）
の転移巣、同所移植の場合には胃壁原発巣に
ついても同様の解析を行う。またこれらの解
析を移植後経日的に行い、腹膜播種の進行に
伴う細胞集団の変化も解析する。この方法に
より、腹膜播種巣が単一の蛍光を呈する均一
な、あるいは複数の蛍光を呈する不均一な細
胞集団から成るか、それが腹膜播種の進行に
伴いどのように変化するかを明らかにする。 
③ 分子標的治療薬投与による腫瘍不均一性
の変化の解析を行う。②と同様にヌードマウ
スへの移植を行い、Src 阻害剤（Saracatinib、
Dasatinib）や Met 阻害剤（Crizotinib、
PHA-665752）を週３回腹腔内投与する。数週
間後にマウスを解剖して②と同様の解析を
行う。また阻害剤投与後に一部のマウスをそ
のまま飼育して再発を誘導し、再発腫瘍の不
均一性を解析する。治療や再発にともない細
胞集団がどのように変化するか明らかにす
る。 
④ 腹膜播種における腫瘍不均一性の分子基
盤の解析と評価モデルの作成を行う。腹膜播
種の進行や分子標的薬剤処理後の再発に伴
い、あるいは転移部位により異なる細胞集団
が出現した場合には、FACS により分離を行い、
DNA マイクロアレイ解析により親株や他の細
胞集団との遺伝発現パターンの比較を行う。
各細胞集団にどのような遺伝子レベルでの
変化が見られるか明らかにし、不均一性に関
わる遺伝子を探索する。必要があれば、他の
オミックス解析（ゲノム、プロテオーム）等
も検討する。さらに、多色蛍光ラベルしたス
キルス胃癌細胞を FACS により個々の蛍光色
を持つ集団に分離する。困難な場合には様々
な蛍光色を持つ蛍光タンパク質（mTFP1、EGFP、
mVenus、mOrange、mCherry、tdTomato 等）を



発現する細胞株を樹立する。各集団において
不均一性に関わると考えられる遺伝子の過
剰発現、shRNA による発現抑制、あるいは
CRISPR/Cas9 システムを用いた変異導入やノ
ックアウトを行いう。様々な組み合わせで各
細胞集団を混合してマウスに移植し、腹膜播
種の不均一性や薬剤耐性に対する影響を検
討する。 
 
４．研究成果 
先ず、スキルス胃癌細胞の多重蛍光ラベル
を行った。当初は、遺伝子組み換え技術によ
りランダムに蛍光タンパク質が発現する
Brainbow システムを用いる予定であった。し
かし実験を行った結果、遺伝子導入効率など
の問題によりラベルが困難であることが分
かった。そこで次に、RGB マーキングという
手法を試みた。スキルス胃癌細胞に、赤、緑、
青の蛍光タンパク質を発現するレンチウィ
ルスを同時に感染させた。その結果、各遺伝
子の導入効率や発現効率の違いによりラン
ダムに各蛍光タンパク質が発現するため、
個々の細胞を異なる蛍光色で遺伝学的にラ
ベルすることに成功した。これらの細胞をヌ
ードマウスの腹腔内へ移植し、腸間膜、大網
など形成された腹膜播種巣の凍結切片を作
製して蛍光顕微鏡観察を行った。その結果、
調べた全ての腫瘍は単一の蛍光色ではなく、
複数の蛍光色を示していた。従って、スキル
ス胃癌の腹膜播種巣はクローンではなく、複
数の細胞集団からなる腫瘍不均一性を持つ
ことが示された。 
現在さらに、マウス腹膜播種モデルを用い
て腫瘍不均一性の解析を進めている。腹膜播
種巣の転移部位により腫瘍不均一性に違い
があるか、腹膜播種の進行に伴いどのように
変化するか検討を行っている。また分子標的
薬剤を投与して、腫瘍の縮小や再発に伴う細
胞集団の均一性の変化を解析する予定であ
る。一方、特徴的な細胞集団が認められた場
合には、ラベルした蛍光色により FACS でそ
の細胞集団を分離し、遺伝子発現解析などか
ら不均一性を生じる分子機構を明らかにす
る。さらに人為的に遺伝子改変をしたクロー
ンをそれぞれ異なる蛍光色でラベルし、混合
してマウスに移植することで腫瘍不均一性
の評価モデルを作成すること目指す。 
本研究により得られた成果は、スキルス胃
癌の腹膜播種巣の不均一性を明らかにした
点で意義が深く、スキルス胃癌の進展、腹膜
播種機構の解明や今後の治療法の開発に大
きく貢献すると考えられる。 
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