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学位論文内容の要旨 

Repeated cycles of first-line chemotherapy drugs such as doxorubicin (DOX) and 
cisplatin (CIS) trigger frequent chemoresistance in recurrent urothelial bladder cancer 
(UBC). Nitroxoline (NTX), an antibiotic to treat urinary tract infections, has been 
recently repurposed for cancer treatment. Here we aimed to investigate whether NTX 
suppresses drug-resistant UBC and its molecular mechanism.  

The drug-resistant cell lines T24/DOX and T24/CIS were established by continual 
exposure of parental cell line T24 to DOX and CIS, respectively. T24/DOX and T24/CIS 
cells were resistant to DOX and CIS, respectively, but they were sensitive to NTX time- 
and dose-dependently. Overexpressions of STAT3 and P-glycoprotein (P-gp) were 
identified in T24/DOX and T24/CIS, which could be reversed by NTX. Western blot 
revealed that NTX downregulated p-STAT3, c-Myc, Cyclin D1, CDK4, CDK6, Bcl-xL, 
Mcl-1, and Survivin, which were further confirmed by Stattic, a selective STAT3 inhibitor. 
In vivo, NTX exhibited the significant anti-tumor effect in T24/DOX and T24/CIS tumor-
bearing mice. These results suggested that NTX-induced P-gp reversal, G0/G1 arrest, 
and apoptosis in drug-resistant UBC were mediated by inhibition of STAT3 signaling.  

Our findings repurpose NTX as a novel STAT3 inhibitor to induce P-gp reversal, 
G0/G1 arrest, and apoptosis in drug-resistant UBC. 

論文審査結果の要旨 

再発尿路上皮膀胱癌では，ドキソルビシン（DOX）やシスプラチン（CIS）などの化学療

法薬の反復投与が化学療法抵抗性の引き金となっている。Nitroxoline（NTX）は尿路感染

症の治療に用いられる抗生物質であるが，近年，がん治療に活用されている。本研究では，

NTX が薬剤耐性膀胱癌を抑制するかどうか，またその分子機構について検討した。NTX は

薬剤耐性細胞株 T24/DOX および T24/CIS に対して，時間・用量依存的に感受性を示した。

また，T24/DOX および T24/CIS では，STAT3 および P-glycoprotein の過剰発現が確認さ

れ，NTX により回復した。さらに，In vivo の系では，NTX は T24/DOX および T24/CIS
の担癌マウスで顕著な抗腫瘍効果を示した。

委員からは，本研究の新規性・優位性および臨床応用する際の障壁について質問があった。

本研究者は，今後の展望も含めて，NTX の詳細な作用機序を交えて回答した。 
本研究は， NTX が再発尿路上皮膀胱癌における新規的な治療薬として活用できる重要

な知見を得たものとして価値ある業績と認める。

よって，本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。

Discovery and Validation of Nitroxoline as a Novel STAT3 Inhibitor 
in Drug-resistant Urothelial Bladder Cancer 
（薬剤耐性尿路上皮癌における新規 STAT3 阻害剤としてのニトロキソ

リンの発見と検証）


