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遺伝子プロファイル解析によるグリオーマ幹細胞の
分子生物学的分類：新規分子標的治療の開発を目指して
齋藤

紀彦

東邦大学医学部脳神経外科学講座（大橋）
要約：The Cancer Genome Atlas（TCGA）プロジェク

GSCs subtypes show that proneural type and classical

トにより膠芽腫の遺伝子発現に基づく分子分類が行われ

type differentially express lineage markers for neural

た．本研究では，臨床検体から培養した 25 株のグリオーマ

stem/progenitor cells and were responsive to differenti-

幹細胞を用いて，マイクロアレイによる発現解析や免疫染

ating agent retinoic acid. In addition, GSC subtypes

色による総合的な解析を行った．まずグリオーマ幹細胞の

exhibit distinct biological behaviors in self-renewal capac-

プロファイル解析を行ったところ，TCGA サブタイプに極

ity, proliferation, invasiveness, angiogenic potential,

めて類似した 4 つのサブタイプに分類され，複数の遺伝子

response to growth factor stimulus, and differentiation in

発現によって特徴づけられた．各サブタイプで活性化され

vitro with classical subtype being more proliferative and

ている主要な経路としては Notch 経路，Wnt 経路，TGF-β

mesenchymal subtype being more angiogenic and inva-

があげられる．生物学的性質の検索では，自己複製能力，

sive. In conclusion, our comprehensive analysis showed

増殖能，浸潤能，血管新生能が各サブタイプで異なった生

that GSCs reflect TCGA tumor subclass and these sub-

物学的性質を示した．我々の包括的解析によってグリオー

types showed distinct regulatory pathway activation, lin-

マ幹細胞が膠芽腫に極めて類似したサブタイプに分類可能

eage profile and biological behaviors. Thus, GSC is

であり，これらのサブタイプが異なる生物学的性質を示す

biologically and molecularly a more relevant model sys-

ことが明らかになった．これらはグリオーマ幹細胞研究や

tem for preclinical studies of therapeutic intervention and

新規治療開発に応用可能であり，さらなる解析が期待され

to expand our molecular understanding of human GBM.

る．
Abstract：The Cancer Genome Atlas（TCGA）project

Keywords：TCGA, Glioblastoma, Glioma stem cell
【はじめに】

described a robust gene expression-based molecular clas-

The Cancer Genome Atlas（TCGA）による膠芽腫の網

sification of GBM. However, the functional and biological

羅的遺伝子解析により，遺伝子異常に基づいた新たな分類

significance of the molecular subclasses are being deter-

が提唱されている1）．そこで明らかになった特徴的な遺伝子

mined. In this study, we hypothesize that Glioma Stem

異常は新規分子標的治療のターゲットとして有力な候補で

Cells（GSCs）isolated from individual patient tumor sam-

あり，さらなる研究が望まれている．近年，グリオーマ幹

ples will recapitulate the molecular characteristics of

細胞の存在が提唱され，多くの研究が行われている．今回

tumor samples and provide a relevant model for func-

我々は 25 株のグリオーマ幹細胞を用いて，その網羅的解析

tional analysis of the molecular subclasses. Thus, we con-

を行い TCGA データと比較検討により，その分子生物学的

ducted a comprehensive analysis of 25 GSC lines with

特徴を明らかにすることを試みた．これらの結果より

expression array, lineage markers staining and xenograft

TCGA データはグリオーマ幹細胞研究にも応用可能であ

model. Analysis of the expression data classified the GSC

り，グリオーマ幹細胞は膠芽腫治療の新たなターゲットに

lines into four subtypes closely similar to the TCGA sub-

成り得るものと考える．

classes with a distinct profile. Further analysis showed

【対象・方法】

that GSC subtypes exhibit divergent patterns of signaling

腫瘍細胞：膠芽腫と診断された手術摘出組織から分離培

pathway activation. More importantly, lineage analysis of

養を行い樹立したグリオーマ幹細胞（GSC）25 株を使用し
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図1
グリオーマ幹細胞は Proneural，Neural，Classical，Mesenchymal の 4 つのサブタイプに
分類される．（文献 7 より引用し一部改変）

た．細胞は bFGF と EGF を添加した無血清培地で培養し

胞を用いて 2 つの異なる手法を用いて遺伝子発現解析を

た2）．

行った．まず Verhaak らによる膠芽腫の 4 つのサブタイプ

遺伝子発現解析：Human Genome U133A 2.0 Array を

分類に用いられた 1461 の probe set を使用して supervised

使用して GSC の発現解析を行った．533 例の TCGA デー

clustering を行ったところ，2 つの大きな cluster に分類さ

タは TCGA data portal よりダウンロードした．

れた1）．さらにその内一つの cluster は“proneural”遺伝子

未分化・分化マーカーの発現の発現解析：8-well cham-

の発現上昇が認められる 2 つの sub-cluster に分類され，も

ber にグリオーマ幹細胞を播種し，7 日間培養した．Para-

う一つはそれぞれ“classical”遺伝子と“mesenchymal”遺

formaldehyde にて細胞を固定後，13 種類の抗体（GLAST，

伝子の発現上昇が認められる 2 つの sub-cluster に分類され

Nestin，Olig2，Sox2，PDGFRa，S100b，GFAP，TuJ1，

た．また，proneural sub-cluster は“neural”遺伝子の発

PSA-NCAM，O4，NG2，YKL-40，A2B5）を用いて細胞

現上昇を認めるものと“proneural”遺伝子の発現上昇があ

蛍光免疫染色を行い，発現陽性細胞の割合を計測した．

るものに分類された．次に上位 1600 の probe set を使用し

Neurosphere assay：96-well plate に 100 cell ずつ播種

て unsupervised clustering を行ったところ4），supervised

し，7 日間培養した．顕微鏡下にて形成された sphere 数を

clustering と同じ 4 つの sub-cluster に分類された（図 1）．

計測した．その後 sphere を回収し，再度 96-well plate に

グリオーマ幹細胞は異なる幹細胞マーカーの発現を示

50 cell ずつ播種し，7 日間培養した．顕微鏡下にて形成さ

す：免疫染色にて各サブタイプにおける神経分化マーカー

れた sphere 数を計測した3）．

の発現解析を行った．グリオーマ幹細胞はそれぞれ異なる

【結果】

神経分化マーカーの発現傾向を示し，また神経系と間葉系

遺伝子発現解析に基づくサブタイプ分類：グリオーマ幹

という異なる分化方向性を示した．Sox2，Olig2，Nestin な

細胞のサブタイプ分類を行うため，25 株のグリオーマ幹細

ど神経幹細胞マーカーは proneural type と classical type
東邦医学会雑誌・2021 年 6 月
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図2
グリオーマ幹細胞はサブタイプによって異なる分化能を示す（文献 7 より引用し一部改変）

で発現が高く，GFAP や S100β などのアストロサイト系

sphere assay を行った．Classical type は大きな sphere を

マーカーは neural type で高発現を示していた．グリア系

形成するのに対し，mesenchymal type はその他のサブタ

マーカーである A2B5，GLAST は proneural type と clas-

イプに比べ小さい sphere を形成した．また増殖速度も clas-

sical type で高発現であった．さらには neural type が分化

sical type は mesenchymal type より速い傾向を示した（図

傾向を示しているのに比べ，proneural type と classical

3）
．

type はより原始的な幹細胞性を維持していると推測され

各サブタイプにおいて特徴的なシグナル経路の活性化を

る．我々はさらに各マーカーの発現パターンを培養下と移

示す：ANOVA 解析にてグリオーマ幹細胞の各サブタイプ

植モデル間で比較を行った．その結果グリオーマ幹細胞は

で有意差のある遺伝子発現を抽出したところ，多くが

移植モデルにおいても培養下と同様の性質を保持していた

Wnt，Notch，TGFβ 回路に含まれる遺伝子であった．こ

（図 2）．

れらの結果はグリオーマ幹細胞の各サブタイプにおいてシ

グリオーマ幹細胞は各サブタイプによって異なる細胞性

グナル伝達系が異なる活性化/不活化パターンを示すこと

質を示す：分化誘導培地（含 1 μM Retinoic acid）を使用

を示唆している．Mesenchymal type においては TGFβ 回

しグリオーマ幹細胞の分化能を検証した所，proneural

路の活性化と，Wnt ならびに Notch 回路が不活化されてい

type と classical type はアストロ系，ニューロン系，オリ

た．Notch 回路は proneural type と classical type で活性

ゴ系の 3 系統に分化する能力を示した．また neural type

化され，neural type で不活化されていた（図 4）
．

はアストロ系とニューロン系，mesenchymal type は分化

【考察】

誘導培地に抵抗性を示した（図 3）
．次にサブタイプ間にお

TCGA を利用したデータ解析によって神経膠芽腫が

けるグリオーマ幹細胞の増殖能を比較するため，Neuro-

Proneural，Neural，Classical，Mesenchymal のサブタイ

68 巻 2 号
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図3
グリオーマ幹細胞はサブタイプによって異なる自己増殖能を示す（文献 7 より引用し一部改変）

プに分類された．グリオーマ幹細胞における膠芽腫のサブ

くの幹細胞マーカーを発現し，3 方向への分化能を示した．

タイプ対応の解析は分子標的治療の開発に非常に重要と思

近年，Wnt，Notch，TGF-β などのシグナル伝達がグリ

われる．今回我々はグリオーマ幹細胞培養細胞の遺伝子発

オーマ幹細胞において細胞増殖や自己修復能などに関与し

現解析により 4 つのサブタイプ分類を報告した．今回の解

ていることが明らかになった．本研究ではグリオーマ幹細

析では unsupervised clustering による解析結果が膠芽腫

胞がそれぞれ特異的なシグナル伝達系の活性化，不活化を

の 4 サブタイプ分類に用いられた 840 遺伝子による super-

示すことを明らかにした．その中で，mesenchymal type

vised clustering の解析結果と完全に一致していた．

では TGF-β が活性化し Wnt，Notch，が不活化されている

最近の研究では A2B5，NG2，CD44 を発現しているグリ

のに対し，proneural type サブタイプでは Notch シグナル

オーマ細胞が腫瘍形成能を示す幹細胞（＝グリオーマ幹細

が活性化していた2，6）．これらの結果はグリオーマ幹細胞が

胞）の条件を満たしていることが明らかになった5）．我々の

サブタイプごとに異なるシグナル伝達系で維持されている

結果でも proneural type と classical type はより原始的な

可能性を示すもので，グリオーマ幹細胞をターゲットとし

幹細胞能を維持しており，neural type はより分化した性質

た新規治療開発に有用なデータと考える．

を，mesenchymal type は YKL40 を発現し間葉系に分化傾

【結論】

向を示している．これらサブタイプ間の違いは異なる分化

本研究によってグリオーマ幹細胞のサブタイプが

傾向を反映しており，proneural type と classical type は多

TCGA データによる膠芽腫のサブタイプと類似しており，
東邦医学会雑誌・2021 年 6 月
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図4
グリオーマ幹細胞におけるシグナル伝達系（文献 7 より引用し一部改変）

それぞれが異なる直ぐなる伝達の活性化，分化方向性，生
物学的性質を示すことが明らかになった．さらに動物モデ
ルにおいてもその性質は維持されていた．我々の研究結果
が膠芽腫の病態解析ならびにグリオーマ幹細胞をターゲッ
トとした新規治療開発に役立つものと考える．
最後に，岩渕聡教授，青木和哉前准教授をはじめ医療センター大橋
病院脳神経外科のスタッフの皆様に深甚なる謝意を表します．
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