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浜松医大第一病理発 最近の仕事から 

 

ヒト腫瘍細胞のgenomeの性質にはいろいろなものがある。ある遺伝子異常にaddictionのような状

態になって、腫瘍が増え続けるケースもある。腫瘍が絶えずあらたなcloneをうみだして、薬剤耐

性を獲得してしまったり、逆に増殖が停止しまったりするこよもある。実際にはparadoxicalな現

象も多く知られている。 ゲノム不安定性といわれる概念は腫瘍細胞、生殖細胞それぞれでやや違

った使われ方をしているようにも筆者には見える。Aneuploidyは腫瘍のgenomeにおきた不安定性

の結果ではあり文献によってはchromosome instability (CIN) とinterchangeableに使用されるが、

同義ではない。 

下に略述したような、教室の岩泉医師の最近みた現象を、欧米の消化管の専門家がどのように論評

しているか（Boland CR, Komarova NL, Goel A; Gut 58(2), feburary issue 2009）を見ると逆に興

味深いものがある。 

CINの原因はすでにしられている細胞分裂紡錘糸の維持にかかわるBub1, Mad2の発現低下; cell 

cycle checkpoint にかかわるCyclinEやCdk4の増幅、セントロメアにある遺伝子の変異、mitosis

にかかわるEg5, APC, Mucm4, Aurora A; 間接的なものと思われるが、K-ras, DNMTのknock out

などでの所見などが蓄積している。まあ、Sgo1もそのひとつとして土俵にあがったわけである。 

前述のようにCINはときに腫瘍促進的であり、時に抑制的になる。これはmicroenvironmentによる

のか、colonyのなかのCINの程度によるのか不明である。 近年周知のようにJHUのgroupが colon 

cancerの変異を網羅的に検出して、腫瘍細胞変異のlandscapeを描き出している。たいていの場合

これらはCINの結果でもあり、以前としてその起源（provenance）は大きなchallengeである。 

Commentaryの著者らはウイルス感染説をあげているが、腫瘍の悪性度があがり、aneuploidy ひ

どくなるという点でCINがおこる… というような論調が多い）。また、ここであげられているJCV

については否定的な見解を持つひとのほうが多い（Perucho M、personal communication）。われ

われの教室では、初期の肺がんなどでも軽度のCINが生じているのを観察しており（Sano T et al, 

Pathology International 2002）、CINの起源をみるには小さな病変を描出可能な状況である、現

在の日本(国民皆保険制度下で、小さい病変を見つけようと臨床医がやっきになっている国)の病理

（診断も行うラボ）での知見が大きな意味を持ってくるのではないかと期待している。 
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今回の分子は、もともと減数分裂におけるplayerとして日本の研究者が発見、命名し（守護神）た

ものであるが、日本の八百万の神の例にもれず、種々のsplice variantがあるようで、腫瘍で思っ

てもみなかった働きをしているのではないかと、おがむばかりである。 （文責椙村） 

 

Human Sgo1 downregulation leads to chromosomal instability in colorectal cancer. 

（大腸癌においてヒトSgo1の低下は染色体不安定性を誘導する。） 

Gut 58: 249-260, 2009. 

[はじめに] 

大腸癌の発育進展には microsatellite instability (MIN)および chromosomal instability (CIN：染

色体不安定性)を示す経路が存在する。特に CIN を示す散発性大腸癌は約 85％を占め、紡錘体形成

チェックポイントの異常や染色体分離異常が原因であると考えられている。一方、正確な染色体分

離が行われる上で重要な役割を果たす分子として 2004 年に同定されたヒトシュゴシン(hSgo1)は

大腸癌の発癌および発育進展過程において何らかの関わりが推測されているが詳細な報告はこれ

までにない。そこで今回我々は大腸癌における hSgo1 の分子病理学的変化およびそれが大腸癌に

およぼす影響を検討した。 

 

[材料ならびに方法] 

大腸癌患者の手術材料から得られた腫瘍部およびその近傍の正常部から DNA、RNA、タンパク

質を抽出し SSCP 法、ダイレクトシークエンス法、QRT-PCR 法およびウェスタンブロット法によ

り SGOL1 遺伝子変異検索ならびに hSgo1 発現解析を行った。異数体の確認には FISH 法ならびに

FACS 法を用い、得られた結果で臨床病理学的検討を行った。さらに、得られた結果を踏まえて

shRNA発現ベクターを作製し、大腸癌細胞株 HCT116 にリポフェクション法で導入後、FACS法、

FISH 法、生細胞の経時的観察、および蛍光免疫染色法で大腸癌細胞株における hSgo1 の発現低下

の影響を検討した。 

 

[結果] 

30 名の例の大腸癌症例において、SGOL1 遺伝子にアミノ酸が変化する variant は認められなか

った。46 名の大腸癌症例での QRT-PCR 法およびウェスタンブロット法での解析より、腫瘍部で

は近傍の正常部に比べ hSgo1 の発現が有意に低下していた(P=0.032)。さらに QRT-PCR の結果か

ら hSgo1 mRNA の腫瘍部/正常部比(T/N 比)が 0.5 未満の群(46 例中 22 例)では T/N 比が 0.5 以

上の群(46 例中 24 例)に比べ、癌が左側大腸に局在し(P=0.012)、FISH 法での観察では染色体数の

変化に富んでいた。 

以上の結果を踏まえ、hSgo1 が低下することによる大腸癌細胞の影響を調べるために hSgo1 

shRNA 発現ベクターを作製後、大腸癌細胞株 HCT116 に導入し、control shRNA 発現ベクター導

入 HCT116 細胞と比較した。その結果、hSgo1 shRNA 発現ベクター導入細胞において細胞増殖は
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低下し、FACS 法では G2/M arrest が認められた。また、FISH 法では異数体が認められ、DAPI

による蛍光染色では micronuclei 陽性細胞や 2 核細胞および中心体数の異常が認められた。さらに

生細胞の経時的観察では M 期の時間が長く、mitotic catastrophe のほかに異常細胞質分裂、2 核

細胞の出現、mitotic slippage が高頻度に観察された。 以上より hSgo1 の低下による CIN の誘導

が確認された。 

 

[考察] 

今回、以下 3 点の知見が得られた。(1)大腸癌患者の腫瘍部の hSgo1 の発現は mRNA およびタン

パク質レベルで低下していた。(2)hSgo1 mRNA の T/N 比の低い大腸癌は左側大腸に局在し、染色

体数の変化に富んでいた。(3)in vitro で HCT116 における hSgo1 の発現を低下させたところ、CIN

が誘導された。以上のことは消化器癌における hSgo1 の変化とその関与についての初めての報告

である。 

左側大腸癌と右側大腸癌での様々な面における違いに関してはこれまでに多くの報告があり、中

でも CIN の特徴を示す大腸癌は左側大腸に局在する傾向があることは複数報告されている。我々の

検討で、hSgo1 T/N 比の低い癌は左側大腸に局在することから、hSgo1 T/N 比の低い癌と CIN と

の関連が高いと推測され、FISH 法でこの関連が確認された。 

hSgo1 の低下で G2/M arrest から細胞増殖の抑制がかかり、あたかも hSgo1 の低下が ”tumor 

suppressor” の方向に向かっているように感じるが、その件に関して Boland ら 1)が Gut 誌の

commentary の中で、[1]（本研究で）hSgo1 低下が ”cellular fitness” の異常を引き起こす様子

を観察している点。をとりあげ、CIN においては、一見細胞の増殖が抑制され死滅してい

く ”decreased fitness” と癌の発育進展といった ”increased fitness”という”paradoxical”な状況

を経て癌の悪性化もたらすであろうことを述べている。さらに彼らは、[2]hSgo1 の変異が認めら

れなかったことは興味深く、何らかの hSgo1 を低下させる要因が示唆されうる点。[3]hSgo1 の低

下は CIN を引き起こす数多くの原因のほんの一部分ではあるにもかかわらず、diploid cell である

HCT116 を用いて hSgo1 を knockdown させることで CIN を引き起こす機序を形態的に示してい

る点。をとりあげている。 

 

[結論] 

腫瘍部における hSgo1 の発現が正常部に比べて低下している大腸癌は臨床病理学的に CIN の特徴

を備えており、hSgo1 の発現を低下させることで CIN を誘導することが示唆された。このことは、

今後大腸癌の発育進展において CIN が誘導される分子機構を考える上で重要な知見であると思わ

れる。 
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