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学位論文内容の要旨 

Chapter 1.  General introduction 

Here, I give an introduction and a short history of cancer research. Also, I discuss cancer stem cells and usage of iPSC 

in cancer science. 

Chapter 2. In vivo conversion of iPSCs into plastic cancer stem cells under pancreatic cancer microenvironments. 

In this chapter, I report that the pancreatic cancer microenvironments presented by pancreatic cancer cells convert normal 

stem cells, iPSCs, into cancer stem cells (CSCs). CSCs were prepared and characterized by their self-renewal, 

differentiation and high tumorigenicity abilities. The obtained CSCs exhibited variant plasticity. 

Chapter 3. The role of ErbB2/ErbB3 signal pathway in generation of cancer stem cells. 

Here, the possible mechanism of conversion of mouse iPSCs (miPSCs) into CSCs cultured in conditioned medium (CM) 

from pancreatic cancer cell line, PK8, is investigated. Comparing iPSCs with CSCs converted from iPSCs showed 

elevated expression of genes related to ErbB2, ErbB3 and PI3K. Inhibition of ErbB2 by lapatinib induced cell 

proliferation arrest and losing of tumorgenicity of converted cells showing potential involvement of ErbB2/ErbB3 

pathway in CSCs generation. 

Chapter 4. Mimicking tumor initiation microenvironment in the presence of MEK and GSK-3β inhibitors convert 

hiPSCs into cancer stem cell phenotype. 

The human iPSCs (hiPSCs) were converted into CSCs in a media supplement with AZD6244, CHIR99021, and 50% 

conditioned media (CM) from Bxpc3 cell line cells. Tumorigenicity and CSC phenotype of cells were investigated in 

vitro and in vivo. The hiPSCs gained CSC characters developing malignant tumors when injected into the pancreas of 

immunodeficient mice. The tumors developed from hiPSCs converted with CM kept tumorigenesis with serial 

transplantation.  

Chapter 5. Hematopoietic cells derived from cancer stem cells generated from mouse iPSCs.  

The ability of the CSCs converted from miPSCs to differentiate into hematopoietic cells were investigated. Non-

adherent cells (NACs) that arose from adherent cells found to be viable, positive for hematopoietic lineage markers and 

CD34, and expressed hematopoietic markers, just like homing to the bone marrow. CSCs were demonstrated to have 

the potential to provide progenies with hematopoietic markers, morphology, and homing ability to the bone marrow. 



論文審査結果の要旨 

がんは日本の疾病による死亡原因の第１位となっているだけでなく，諸外国においても上位の死亡率

を占める疾病であり，有効な治療方法の研究開発が長年に渡って継続ししている。この課題を解決するた

めに，すでに種々の方法論が各方面で検討されている。最近の傾向として，がん幹細胞の存在が明らかに

なり，がん幹細胞が化学療法や放射線療法に耐性を示すことから，このがん幹細胞を治療対象とする研究

が増えている。しかしながらがん幹細胞はその入手方法が限られるため，人工的調製が一つの解決策と

なっている。本論文ではがん幹細胞に焦点を当て，がん幹細胞の新たな人工的調製の試みと，がん幹細胞

が持つ分化能について解析を行っている。すでに，がん幹細胞の調製は人工多能性幹細胞（iPS細胞）を

がん細胞株の培養上清を用いて培養することで可能になることが報告されているが，この方法は，培養方

法が煩雑であり4週間という長期間の培養では細菌混入の危険性もある。そこで，これを改良する手段と

して，本論文では3種類のヒト膵臓がん由来細胞株とマウスiPS細胞を混合して免疫不全マウスに移植し

腫瘍を形成させる方法を試みている。がん細胞株のみやiPS細胞のみを移植しただけでは顕著な腫瘍形成

は認められないのに対し，細胞を混合した場合には4週間で顕著な腫瘍の成長が認められた。腫瘍切片に

おいては，がん細胞株ではなくiPS細胞由来の細胞が腫瘍体積の大部分を占めていることが示された。さ

らに，腫瘍の初代培養から得られたiPS細胞由来の細胞は，未分化性を維持しながら分化能を持ち，さら

にマウス膵臓への移植においても膵臓がんの特徴を持つ腫瘍形成が観察されるとともに転移能も示した

ことからiPS細胞ががん幹細胞へ変化したことが明らかとなった。さらに，がん幹細胞はがん組織におい

て種々の細胞へと分化し腫瘍の環境を維持すると考えられるが，血液中に注射されたがん幹細胞が，血液

幹細胞に変化して骨髄に存在することも示された。本研究で得られたがん幹細胞調製方法は，今後のがん

治療法開発に新しい手法を提供する可能性が高いと期待されると認め，審査委員の全員が本論文を学位

にふさわしい論文であると評価した。 


