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はじめに

細胞外基質の一つであるテネイシン-C（TNC）
は癌の悪性度と関連があり、多くの研究報告 1）が
あるものの、腫瘍内のTNCの働きについて分子
レベルの解析は未だ十分に行われていない。そ
こで本研究では、腫瘍成長におけるTNCの機能
的役割を検討することを目的とした。そのためマ
ウス乳癌細胞を野生型及びTNCノックアウトマ
ウスに移植してTNC存在下と非存在下での腫瘍
成長を比較し、その過程でTNCによって発現調
節されている遺伝子群についてcDNAマイクロ
アレイによる２群間の比較解析を行ったので報告
する。

材料と方法

細胞：GRS/Aマウスの自然発症乳癌の肺転移巣
から樹立したGLMT1（GRS/A Lung Metastasis 
Tumor 1）を用いた 2）。この細胞株は単独培養
ではTNCを産生しない細胞株である。
細 胞 培 養：GLMT1は、10% ウ シ 胎 仔 血
清（Fi l t ron）、1% Non -Essent ia l  Amino 
Acids Solution（Gibco）、50µg/ml Penicillin-
Streptomycin Solution（Invitrogen）、0.1%ファ
ン ギ ゾ ン を 含 む Dulbecco’s modified Eagle’s 
medium（Gibco）で培養した。
動物：12週齢のGRS/A（WT）マウス（n＝5）及
びGRS/A -TgH（TnC）（TNKO）マウス（n＝3）
の雄を使用した。

GLMT1細胞の移植：イソフルランの吸入麻酔下
で背部三か所（左右肩甲骨の直上、背部中央）に
一か所あたりGLMT1細胞を1×106 cells/100µL
ずつ、インスリン皮下投与用針付注射筒（BD）
で皮下移植した。この動物実験は、東京大学の
動物実験委員会及び遺伝子組換え実験委員会の
許可のもと、東京大学動物実験指針及び遺伝子
組換え実験指針に則っておこなった。
腫瘍体積の測定：腫瘍体積はノギスを用いて測
定し、次の式を用いて算出した。体積＝（長径× 
短径 2 ）/2 
免疫組織化学的染色：GLMT1移植後2週間の腫
瘍をNa-リン酸緩衝4%パラホルムアルデヒド液
で固定し、一次抗体にラットモノクローナル抗マ
ウスTNC抗体を用いて、DABにて発色させた。
統計処理：腫瘍体積の比較は、エクセル統計に
よる一元配置分散分析によっておこなった。
cDNAマイクロアレイ法：GLMT1移植2週間目
の腫瘍からRNeasy mini kit（Qiagen）でトータ
ルRNAを精製し、Gene Chip 3’IVT Express 
Kit（Affymetrix）によって精製、フラグメント化
したaRNAを約39000の確認されたマウス遺伝
子が含まれているMouse Genome 430 2.0 Array

（Affymetrix）にハイブリダイゼーションした。
アレイスキャナにはGeneChip® Scanner 3000 
7G（Affymetrix）を用いてAffymetrix GeneChip 
Command Console softwareによって CELファ
イルを得た。
マイクロアレイデータ解析：CELファイルは
R 2.7.2 3）を用いてDistribution Free Weighted 
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method（DFW）4）によって正規化した。Rank 
Products法 5）を使用して二群間比較をおこな
いTNKO群で発現が高い遺伝子群（TNKO＞
WT）と発現が低い遺伝子群（TNKO＜WT）に
分けた。その後各遺伝子群からFalse Discovery 
Rate（FDR）が0.05未満を示す遺伝子群を選
択し、これらの遺伝子群にどのような機能を
もった遺伝子が濃縮されているか、DAVID

（Database for Annotation, Visualization, 
andIntegrated Discovery; http://david.abcc.
ncifcrf.gov/home.jsp）6） で Gene ontology（GO）
解析をおこない、更にQuick GO（http://www.
ebi.ac.uk/QuickGO/）7）にて生物学的機能を表す
パスウェイ図として表した。

結　果

WTマウスとTNKOマウスの腫瘍成長の差異：
移植後2週目はWTマウスとKOマウスの腫瘍の
大きさに差はみとめられなかったが、移植後5週
間ではWTマウスの腫瘍はTNKOマウスの1.7
倍の大きさになった（図1 A）。
間質におけるTNCの有無が癌細胞のTNC発
現に及ぼす影響：WTマウスでは移植後1～5

週目で癌細胞と周囲間質細胞の接触部に強い
TNCの発現がみとめられた（図1 B a, b）。一方、
TNKOマウスの腫瘍では全くTNCの発現をみと
められなかった（図1 B c, d）。
マイクロアレイ解析：GLMT1移植後2週間目の
腫瘍の遺伝子発現プロフィールを比較解析した。
正規化後、遺伝子発現パターンの類似性が高い
サンプル同士をグループ化する階層性クラスタ
リング（R 2.7.2）をおこなった。TNKOマウス
の1サンプルのみ外れたが、残りはWTマウス
群とTNKOマウス群に分けられた（図2）ので、
正規化に問題がないことが確認できた。以後の
解析に人為的な操作加えないため、外れた個体
データもTNKO群に含めて解析を進めた。次に
二群間比較をおこなった。TNKO群で発現上昇
した遺伝子群と発現低下した遺伝子群（FDR＜
0.05）の遺伝子数はそれぞれ、447遺伝子と667
遺伝子であった。GO解析後、GO間の重要度を
比較するために作製したGOによるパスウェイ図
では、パスウェイの起点となり最も特異的な生物
学的機能を表していたGO term（図3 A, B）は次
のようになっていた。TNKO群で発現が上昇し
た遺伝子群には、急性炎症（acute inflammatory 
response）、二次代謝反応（secondary metabolic 

図1　 WTマウスとTNKOマウスにおける腫瘍成長とTNC発現
A： WTマウスおよびTNKOマウスにGLMT1を移植して形成した腫瘍において、その体積の経時

的変化をグラフにした。横軸は移植後の経過時間を表し、実線がWTマウス、点線がTNKOマ
ウスを表す。* : p ＜ 0.05（エクセル統計による一元配置分散分析）。

B： GLMT1を移植して2週間後の腫瘍におけるTNCの免疫組織化学的染色像。WTマウス腫瘍で
TNC陽性（a, b）、TNKOマウス腫瘍でTNC陰性（c, d）。b, dはそれぞれa, cの強拡像。
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process）、グリセロールエーテル反応（glycerol 
ether catabolic process）、グルコース代謝反応

（glucose metabolic process）、脂肪酸代謝反応
（fatty acid metabolic process）、トリグリセリド
異 化 反 応（triglyceride catabolic process）、毛
周期（hair cycle）、脂肪貯蔵調節（regulation of 
lipid storage）、 細 胞 接 着（cell adhesion）、 白
色脂肪分化（white fat cell differentiation）、表
皮形成（epidermis development）、褐色脂肪分
化（brown fat cell differentiation）、 外 肺 葉 形
成（ectoderm development）に関連したGOがあ
り（表1 A）、TNKO群で発現が低下した遺伝子
群では、筋収縮（muscle contraction）、免疫反

応（immune response）、創傷反応（response to 
wounding）に関連したGOがみられた（表1 B）。

考　察

過去の研究で、培養下でTNCを産生しない
ヒト扁平上皮癌をWTヌードマウスに移植する
と、ヒトTNCとマウスTNCの両方が産生される
一方、TNKOヌードマウスに移植するとどちら
のTNCも全く産生されなかったことが報告され
ている8）。本実験でもGLMT1のTNC産生は癌
間質にTNCが存在することが重要であり、癌細
胞と間質細胞との相互作用において間質由来の

図2　階層性クラスタリング
 遺伝子発現パターンの類似性をみるために、DFWで正規化したシグナルを用いてR 2.7.2で階

層性クラスタリングを行った。TNKOの1サンプルが外れているものの、TNKOマウスの2サ
ンプルとWTマウスの3サンプルでそれぞれ群を形成し、高さもほぼ同じだった。
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図3　GO term パスウェイ
 DAVIDによるGene Ontology（GO）解析をおこない、Quick GOにてGO termパスウェイを作製した。
 A：TNKO群で発現が上昇した遺伝子群（TNKO＞WT）のGO term パスウェイ
 B：TNKO群で発現が低下した遺伝子群（TNKO＜WT）のGO term パスウェイ
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図 3 GO term パスウェイ 
DAVID による Gene Ontology (GO) 解析をおこない、Quick GO にて GO term パスウェイ

を作製した。 
A: TNKO 群で発現が上昇した遺伝子群(TNKO>WT)の GO term パスウェイ 
B: TNKO 群で発現が低下した遺伝子群(TNKO<WT)の GO term パスウェイ 
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TNCが重要な役割を演じていることが推測でき
る。またTNKOマウスの腫瘍の成長が悪かった
のは、癌間質におけるTNCだけでなく癌細胞自
身によってTNCが発現されないことが、癌の成
長に大きく関与しているものと考えられた。

またマイクロアレイ解析の結果、TNKO群で
発現が上昇した遺伝子群には、急性炎症、細胞
接着や脂肪代謝などの機能を持った遺伝子群が
あったのに対し、TNKO群で発現が低下した遺
伝子群には、筋収縮、免疫反応 や創傷反応など
に関わる遺伝子が濃縮されていた。上昇または
下降した遺伝子群はいずれの機能も間質や間葉
系細胞の機能に関連があることから、TNCが間

質において重要な機能的な役割を果たしている
ことが考えられる。炎症 9）、細胞接着10）、免疫応
答回避 11）、創傷治癒12）などは腫瘍成長に深く関
係がある現象であることから、得られたGOのう
ちacute inflammatory response、cell adhesion、
immune response、response to woundingのGO 
termに分類されている遺伝子群がTNCによって
発現調節されて、腫瘍成長における組織微小環
境の調整に関与していると考えられた。今後は
これら遺伝子群をリアルタイムPCRでバリデー
ションを行って、更なる検討をする予定である。

表1　TNKO群で発現が上昇した遺伝子群（A）、発現が低下した遺伝子群（B）が濃縮したGO term
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 表 1 TNKO 群で発現が上昇した遺伝子群(A)、発現が低下した遺伝子群(B)が濃縮した GO term 

  
 
 
 

GO_ID GO_Term FDR_corrected
p -value

GO:0050873 brown fat cell differentiation 1.31E-05
GO:0006631 fatty acid metabolic process 2.45E-03
GO:0002526 acute inflammatory response 1.42E-02
GO:0050872 white fat cell differentiation 1.62E-02
GO:0019748 secondary metabolic process 2.63E-02
GO:0019433 triglyceride catabolic process 3.12E-02
GO:0044269 glycerol ether catabolic process 3.12E-02
GO:0008544 epidermis development 3.16E-02
GO:0010883 regulation of lipid storage 3.85E-02
GO:0006006 glucose metabolic process 3.96E-02
GO:0007398 ectoderm development 4.11E-02
GO:0007155 cell adhesion 4.23E-02
GO:0042633 hair cycle 4.53E-02

GO_ID GO_Term FDR_corrected
p -value

GO:0006936 muscle contraction 2.55E-05
GO:0006955 immune response 1.84E-03
GO:0009611 response to wounding 1.28E-02

A

B
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