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学位論文内容の要旨  

 

  博士の専攻分野の名称  博士（医 学）      氏 名   高橋 秀徳 

 

学 位 論 文 題 名 

肝癌細胞株における浸潤能変化に伴うN型糖鎖変異に関する研究 

(Analysis of alterations in N-glycans associated with invasive change in liver cancer cell 

lines) 

【背景と目的】糖鎖修飾は最も一般的なタンパク質の翻訳後修飾の 1 つであり，タンパク

質に大きな構造的，機能的変化をもたらす．N 型糖鎖はタンパク質を修飾し，多くの生体

内の反応を制御している．N 型糖鎖発現の変異は癌細胞の悪性度に大きく寄与することが

示唆されている．近年，自動化糖鎖精製システムを用いて簡便に大規模な糖鎖解析を可能

にする SweetBlot法が開発され，N型糖鎖を定量的にプロファイリングする Glycoblotting

法が開発された．これまで Glycoblotting 法を用いて肝癌患者 369 人の血清における N 型

糖鎖の特異的変異についての報告をしてきた．この N 型糖鎖の特異的変異は全生存期間と

無病生存期間の短縮の独立した危険因子であり，臨床病理学的因子との解析により浸潤能

と相関していた．癌細胞では正常細胞と異なる N 型糖鎖発現が報告されており，糖鎖の発

現パターンを解明することで，癌の診断や治療において大きな進展をもたらす可能性があ

る．癌細胞の浸潤能は悪性度に大きく関与する因子である．uPA (urokinase-type 

plasminogen activator)と GnT-V (N-acetylglucosaminyltransferase V)は，癌の悪性度に

寄与する重要な因子として知られている．uPAはセリンプロテアーゼの一種であり， 癌細

胞の浸潤能を制御する組織線溶で重要な役割を果す．uPA は正常な肝臓組織と比べ肝癌組

織で有意に発現が増強し，uPA 活性が浸潤能に強く影響を与え，再発の強い予測因子であ

ることが報告されている．肝癌細胞株における uPA発現は浸潤能と相関しており，uPAの

発現を制御することで浸潤能を変化させることが可能である．GnT-V は糖鎖形成において

β1,6分岐鎖の伸展を触媒する糖転移酵素であり，GnT-Vによる β1,6分岐鎖の伸展は癌細胞

の様々な細胞内経路に影響を与え，悪性度に影響を与える．一方で GnT-Vは，マトリプタ

ーゼと uPAの発現と活性化にも影響を与えている．N型糖鎖の変異と浸潤能の関係は部分

的にしか解明されていない．本研究では，uPAと GnT-Vの発現を変化させた肝癌細胞株を

用いて，N型糖鎖発変異と浸潤能変化との相関について検討した． 

【方法】ヒト肝癌細胞株のうち，高浸潤能株 HLE，低浸潤能株HepG2を用いた．Stealth 

siRNAにより uPA，GnT-Vの knockdown HLE細胞株を樹立した．ヒト uPAを増幅させ

るWhole uPA primerを作成し，rt-PCRによって増幅した．uPAの cDNAをレンチウイル

スベクターを用いて形質導入し，uPA 過剰発現 HepG2 細胞株を樹立した．その際，uPA

において糖鎖修飾を受ける 302 番目のアスパラギン残基をグルタミン残基に点置換した

uPAを過剰発現させた変異型 HepG2細胞（N型糖鎖修飾の欠損した uPAを産生）を樹立

した．細胞タンパク質発現はWesternblot，浸潤能はマトリゲルインベーションチャンバー

で評価した．各細胞株の糖鎖発現は Glycoblotting 法を用いた MALDI-TOF 質量分析によ



 

 

り解析した．また，uPAの糖鎖発現評価のためヒト尿由来 uPAの糖鎖解析も行った．P値

は 0.05未満を有意とした． 

【結果】HLE細胞とHepG2細胞における検討ではHLE細胞がHepG2より浸潤能が高く，

uPAが高発現していた．糖鎖解析で 10種類のN型糖鎖発現が浸潤能と相関して HepG2細

胞よりもHLE細胞で高かった．HLEのuPA knockdownの検討では，HLE uPA knockdown

細胞において HLE control細胞と比較して uPA発現の低下と浸潤能の低下を認めた．糖鎖

解析で 13種類のN型糖鎖発現が HLE control細胞と比較してHLE uPA knockdown細胞

で減少した．HepG2細胞における uPA過剰発現の検討では，HepG2 uPA 過剰発現細胞と

HepG2 uPA変異細胞では，control細胞と比較して uPAの発現が増加した．HepG2 uPA

過剰発現細胞では浸潤能が有意に亢進したが， N型糖鎖欠損変異型uPAを産生するHepG2 

uPA 変異細胞の浸潤能は亢進しなかった．糖鎖解析で control細胞と比較して 22種類の N

型糖鎖の発現が HepG2 uPA 過剰発現細胞，HepG2 uPA 変異細胞で増加した．HLE の

GnT-V knockdownの検討では，HLE GnT-V knockdown細胞では control細胞と比較して

GnT-V発現は低下したが，uPA発現は変化しなかった．浸潤能解析で GnT-Vを knockdown

させることにより，uPA 発現には変化がないにもかかわらず浸潤能は有意に低下した．糖

鎖解析で 18種類のN型糖鎖の発現がHLE GnT-V knockdown細胞においてHLE control

細胞と比較して減少した．ヒト尿由来 uPAの糖鎖解析で 17種類のN型糖鎖が同定された．

各細胞株に共通して浸潤能の変化と相関して発現変化する特異的な N 型糖鎖（m / z = 

1892）が見いだされた．このN型糖鎖はヒト尿由来 uPAにおいても発現していた． 

【考察】浸潤能の変化に伴う糖鎖発現の変化を解析することにより，浸潤能変化と発現が

相関する特異的 N型糖鎖（m / z = 1892）が見いだされた．この糖鎖はヒト尿由来 uPAに

も発現しており，uPAを修飾するN型糖鎖の一つであると考えられる．また，N型糖鎖が

欠損した uPAを産生するHepG2 uPA変異細胞の浸潤能は，uPA産生があるにもかかわら

ず増加しなかった．このことから uPAの浸潤能制御には糖鎖修飾が必要であり，特異的N

型糖鎖（m / z = 1892）が重要な因子であることが示唆される．このm / z = 1892の糖鎖発

現の変化は，肝癌細胞の悪性度の評価に役立つ可能性がある．GnT-V は糖鎖の分岐伸展す

ることにより，マトリプターゼの発現増加と安定化を促し転移を促進すること，マトリプ

ターゼは uPAを活性させることが知られている．本研究では GnT-Vを knockdownしN型

糖鎖発現を変化させても uPA 発現は変化しなかったが浸潤能の低下がみられた．このこと

から，uPA発現があっても糖鎖発現変化による直接的な uPA活性の低下や，マトリプター

ゼを介した間接的な経路による浸潤能の制御が起こっていると考えられた． 

【結論】N型糖鎖発現の変化は，uPAと GnT-Vによって引き起こされる浸潤能の変化によ

り引き起こされ，浸潤能変化に相関し uPA を修飾する特異的 N型糖鎖（m / z = 1892）を

同定した．uPA の機能は，GnT-V とマトリプターゼを介した間接的な経路によるコントロ

ールの他に GnT-V による N型糖鎖発現変化による直接的なコントロールを受け，特異的N

型糖鎖（m / z = 1892）が関与していることが示唆された．糖鎖発現の変化は癌細胞の診断，

治療に役立つ可能性があり，特異的N型糖鎖（m / z = 1892）は，新規バイオマーカーや標

的分子治療の候補となりうる． 


