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研究成果の概要（和文）：近年、がん組織の一部に存在するがん幹細胞が、がんの発生や治療抵抗性、再発に深く寄与
すると考えられている。本研究により、ヒト大腸がん手術検体よりがん幹細胞の特性を有する細胞の簡便かつ安定的な
継代培養法を確立した。その為、我々が樹立した大腸がん幹細胞の培養法に基づき、がん幹細胞の生物学的特性を解明
することは、革新的ながん治療法の開発につながる事が期待される。

研究成果の概要（英文）：It has been proposed that cancer stem cells (CSCs) are responsible for tumor forma
tion, therapeutic resistance and recurrence. We established the in vitro spheroid culture of CSCs from hum
an colon cancer surgical specimens. Therefore, through our analysis of the mechanism of maintaining the st
emness properties in human colon CSCs, we aimed to link our study to the development of innovative cancer 
therapies.
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