
ガンの進行と治療抵抗性におけるグルタチオン代謝 

 

グルタチオン（GSH）は、生体内で見つかった最も豊富な抗酸化物質であり、その多くは細胞

レドックスホメオスタシスを維持しています。GSH は十分なレベルのシステインを保存し、生体

異物を解毒すると同時に癌細胞に対する治療抵抗性を付与する。しかし、GSH 代謝は、様々

な悪性腫瘍において有益な役割と病原的役割の両方を果たしている。発癌物質の除去と解

毒は非常に重要であり、この経路の改変は細胞の生存に大きな影響を及ぼす可能性があり

ます。過剰 GSH は腫瘍の進行を促進し、上昇したレベルは転移の増加と相関する。このレビ

ューでは、腫瘍の開始および進行における GSH の役割を解読することに焦点を当てた最近

の研究、ならびに成長する癌に治療抵抗性を与える GSH の基礎となるメカニズムについて

議論する。したがって、GSH 合成/利用を標的とすることは、腫瘍細胞を化学療法および放射

線療法などの異なる治療選択肢により敏感にする潜在的手段を表す。 

前書き 

反応性酸素種（ROS; H 2 O 2、O 2 - 、OH-など）は、生理学的条件下で好気性細胞によって

生成される。これらの化合物は、ストレス下で大量に産生されると、細胞内の DNA、タンパク

質、および血漿/オルガネラ膜に多大な損傷をもたらす可能性がある（Olinski ら、

1992 ; Ames ら、1993 ;Shigenaga ら、1994）。複数の修復機構が DNA 損傷を除去し、最終的

にミスフォールドタンパク質を分解する（Ames ら、1993 ; Shigenaga ら、1994）。しかし、ミトコン

ドリアの機能不全、代謝の変化、頻繁な遺伝子突然変異のために、ROS 産生は癌細胞で有

意に増加し、大量の酸化タンパク質、DNA、および脂質の蓄積をもたらす（Demple and 

Harrison、1994）。従って、適応応答として、癌細胞は、上昇したレベルの ROS 捕捉分子を有

する。抗酸化メカニズムは、酵素的および非酵素的手段の両方によって ROS 蓄積を調節す

ることができる分子の増強された発現を含む（Toyokuni ら、1995 ; Gupta ら、2014）。酵素的

酸化防止剤応答には、スーパーオキシドジスムターゼまたはカタラーゼの増加した豊富さが

含まれる（Sies 、1993 ; Ighodaro and Akinloye、2017 ; Wang ら、2018）。さらに、チオレドキシ

ン、ヘムオキシゲナーゼおよびペルオキシレドキシンを生成する他の小さなレドックスタンパ

ク質をコードする遺伝子もまた刺激される（Sies、1993）。 

グルタチオン（GSH）は、フリーラジカルスカベンジャーと細胞内の解毒剤として働く抗酸化剤

です。それは、多数のプロセス、細胞増殖、細胞分裂、および分化において有用であり、酸化

ストレス中に検出される最も一般的に上昇した代謝産物である。生理学的条件下で、還元さ

れた GSH は、酸化された種（GSH ジスルフィド[GSSG]）よりも 10～100 倍高い濃度で存在す

る主要な形態である。酸化的ストレス下では、GSH は ROS との反応により GSH 依存性ペル

オキシダーゼによって GSSG に変換される。GSH は細胞質ゾル中で合成され、さらに異なる

細胞小器官に分配される。古典的な抗酸化剤の役割とは別に、GSH には、Lushchak（2012）

によって詳細に議論されたいくつかのオルガネラ特異的機能がある。合成された GSH の

10％以上がミトコンドリアで見出され、そこで ROS と反応してアポトーシスを防止する。適切な



タンパク質の折りたたみおよび活性を促進するために、細胞質コンパートメント、例えばサイ

トゾル、核、ミトコンドリアマトリックス、およびペルオキシソームにおいて非常に還元性の環

境が維持される。対照的に、ER は高度に酸化された環境を維持し、GSSG のレベルを増加さ

せる。これは、特に新生分泌タンパク質および膜タンパク質へのジスルフィド結合の付加のた

めに、ペプチドの機能的コンフォメーションを支持する。さらに、核内の高い GSH / GSSG 比

は、リボヌクレオチドからのデオキシリボヌクレオチドの合成および適切な核酸生合成および

DNA 修復のためのタンパク質中のスルフヒドリル基の維持を確実にする。各オルガネラにお

けるこの比率はまた、それらが細胞増殖の段階を通して直面する代謝経路および結果として

生じる酸化的負荷を反映する。さらに、GSH は、（a）生体異物の解毒、（b）システインプール

の維持、（c）多様なタンパク質の鉄硫黄クラスターの成熟、および（d）レドックスシグナル伝達

に関連する転写因子の調節に関与する（Estrela ら、2006 ; Traverso et al。、2013）。GSH は、

細胞中のチオールレドックス電位のバランスをサポートすることによって、還元型のタンパク

質スルフヒドリル基を維持するのに役立つ。結果として、GSH ホメオスタシスの障害は、神経

変性障害、癌、嚢胞性線維症、肝臓障害および糖尿病などの複数の病状においてしばしば

見出される（Forman et al。、2009）。 

癌に関して、GSH はその進行において二重の役割を果たす。発がん物質の除去と解毒には

非常に重要であり、この経路の改変は細胞の生存に重大な影響を及ぼす可能性があります。

しかし、腫瘍細胞における GSH レベルの上昇は、いくつかの化学療法薬に対する耐性を付

与することによって、骨髄、乳房、結腸、喉頭および肺癌におけるそのような細胞を保護する

ことができる（Wu ら、2004 ; Lu、2009）。酸化的ストレスおよび癌の開始および進行に対する

GSH の効果は、これらのプロセスにおける ROS の二重の役割のために複雑でもある。中程

度の ROS レベルは、ストレスを伴う腫瘍微小環境において腫瘍増殖に寄与するシグナル伝

達経路を活性化することによって、生存および増殖を支援することができる（図 1）。しかし、

過剰な ROS 蓄積、適切な掃気機構の不全、または抗酸化物質の不足は、生体分子の重度

の損傷をもたらし、細胞死を誘発する。したがって、癌細胞は、生存するために抗酸化レベル

の複雑なバランスを維持する必要があります。さらに、ROS は、癌細胞が遠隔地に転移する

可能性を制御することができる。これを支持するデータは、上昇した GSH がメラノーマおよび

肝臓癌の両方において転移を促進することを示した（Carretero ら、1999 ; Huang ら、2001）。

GSH に加えて、他の一般的な抗酸化物質である N-アセチルシステイン（NAC）とビタミン E 類

似体トロロックスは、遠隔転移を促進する（Carretero ら、1999 ; Huang ら、2001 ; Sayin ら、

2014）。これらのデータは、癌の開始および進行における ROS および GSH の二重の役割を

強調する（Galadari et al。、2017）。 
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図 1。 

正常細胞と癌細胞のレドックスホメオスタシスの維持 （A）細胞は、異なる生理学的プロセス

によって生成される ROS に対する抗酸化物質のバランスを維持する。（B）細胞（Li et al。、

2014a）酸化還元状態は、ROS 産生および排泄を調節することによって維持される。正常条

件下では、細胞は ROS 産生のバランスをとるのに十分な抗酸化物質を産生することによって

恒常性を維持する。しかし、癌細胞における低酸素症および代謝変化のために、抗酸化応

答の増強によって中和される ROS の量が増加する。しかし、このバランスが崩れると、高い

ROS レベルは正常な細胞機構を破壊し、細胞死を引き起こす可能性があります。 

 

腫瘍の進行に関与する GSH 合成酵素 

GSH は、真核細胞において最も一般的な非タンパク質チオールであり、チオール還元型

（GSH）およびジスルフィド酸化型（GSSG）型の両方に存在する（Kaplowitz et al。、1985）。

GSH は、ほとんどの細胞（肝臓 5-10mM; Wu et al。、2004）においてミリモル濃度で存在する

優勢な形態である。このトリペプチドは、2 ステップの ATP 依存性酵素反応を含む新規の生

合成によって生成される（図 2）。第 1のものは、グルタミン酸システインリガーゼ（GCL）によっ

て触媒され、システインをグルタミン酸に連結して γ-グルタミルシステインを生成する。この

ジペプチドは、グリシンと GSH シンテターゼ（GSS）を組み合わせて GSH を生成する（Lu、



2009）。上記の合成経路に加えて、細胞は基質として NADPHを必要とする GSHレダクターゼ

により触媒される GSSG を GSH（Lu、2013）に変換することができ、したがって NADPH レベル

を GSH 合成に直接的に関連付ける。したがって、癌細胞における高い GSH / GSSG 比は、

NADPH を産生するペントースリン酸経路（PPP）を介した増加した流入によって説明すること

もできる（Li ら、2014a ; Zhang ら、2016）。PPP フラックスの増加と一致して、透明細胞腎細胞

癌（ccRCC）腫瘍は、GSH および PPP 関連代謝物の有意な蓄積を示す（Li et al。、2014a）。 

 

図 2 

GSH のデノボ生合成。GSH は、2 つの連続した ATP 依存性酵素ステップにおいて、グルタミ

ン酸、システイン、およびグリシンから生成される。第 1 に、γ-グルタミルシステインは、グル

タミン酸およびシステインを消費し、γ-ペプチド結合を形成する反応である GCL によって合

成される。第 2 段階は、GSS によって触媒され、γ-グルタミルシステインの C 末端にグリシン

を付加し、最終 GSH 生成物をもたらす。 

 

細胞における GSH レベルの調節 

生理的条件、GCL 表現、その酵素活性、およびシステイン豊富下で GSH 合成（の律速段階

構成呂、2009、2013）。GCL レベルは、核因子赤血球 2 関連因子 2（NRF2）転写因子（このレ

ビューの後半でより詳細に議論される）によって制御される。GCL は、73kD 触媒サブユニット

（GCLC）および 31kD 調節サブユニット（GCLM; Dickinson ら、2004 ; Andringa ら、2006 ; Lu、

2009）からなるヘテロ二量体である。GCLM ヌル変異体マウスは 25％未満の細胞 GSH を有

するが、驚くほど生存可能である。対照的に、高い GCLM 発現は、乳癌における治療抵抗性

と関連することが見出されている（Lu、2009）。さらに、GCLM 突然変異は、肉腫、乳腺および

リンパ腫マウスモデルにおいて腫瘍発症を遅延させ（Fujimori ら、2004 ; Lu、2009）、GCLM を

これらの癌の化学療法抵抗性に対抗する有効な薬理学的標的にする。生理学的条件下で、

GCLC / GCLM ヘテロ二量体は、その生成物 GSH によるフィードバック阻害によって調節され

る（Lu、2009）。しかし、酸化的ストレスまたは疾患の条件下では、NRF2-Kelch 様 ECH 関連タ

ンパク質 1（KEAP1）および NFκB（Griffith および Mulcahy、1999 ; Lu、2013）のいくつかの核

転写因子の作用により、GCL レベルが上昇する。GCL 欠損症は、GSH、溶血性貧血、神経学

的症状の減少を特徴とする希な常染色体疾患である（Njålssonand Norgren、2005 ; Ristoff 

and Larsson、2007）。高い GCLC レベルは、黒色腫および肺癌に罹患している患者において

見出される（Fujimori ら、2004）。さらに、GCLC 酵素活性の増加は、腎細胞癌患者において検

出されている（Li ら、2014b）。GCLC の発現は、Myc 誘導性 miR-18a によって減弱され、これ
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らの腫瘍は酸化ストレスに対して非常に感受性が高い（Anderton ら、2017）。Myc はまた、癌

患者における免疫療法応答を調節することができるエフェクターT 細胞における GCLC 発現

を調節する（Park and Pan、2015）。不可逆的な GCL 阻害剤 buthionine sulfoxime（BSO）によ

る GSH 産生の減少は、乳癌細胞および卵巣癌細胞におけるアポトーシスを促進し、食道癌

における細胞増殖を減弱する（Andringa et al。、2006）。BSO との併用療法は、患者が耐性

神経芽細胞腫患者においてメルファランに良好に応答するかどうかを決定するための臨床

試験で使用されている（Villablanca et al。、2016 ; Anderton et al。、2017）。 

新規の GSH 生合成の第 2 段階の触媒に関与する酵素 GSS は、GSH によるフィードバック阻

害によって調節されない。しかしながら、GSS 活性は、不活性酵素が γ-グルタミルシステイ

ン蓄積をもたらす特定の疾患状態においても重要である（図 2）。この中間体は、γ-グルタミ

ルシクロトランスフェラーゼによって 5-オキソプロリンに変換され、重度の溶血性貧血、代謝

性アシドーシスおよび中枢神経系損傷を引き起こす可能性がある（Shi ら、1996）。さらに、

GSS および GCLC の増加は結腸癌患者（Kim et al。、2015）に見られるが、GSS 変異体はま

た、膀胱癌および小細胞肺癌の再発と相関する（Ke ら、2015）。しかし、がんにおける GSS の

役割は詳細に研究されておらず、がん細胞における GSS の可能な治療標的としての探索に

役立つ有効な研究領域である GSS 活性の阻害剤および調節因子を発見する研究はほとん

ど行われていない。 

フリーラジカル、過酸化物、過酸化脂質、重金属などの一般的なストレス因子による誘導に

加えて、GSH 産生の増加は、癌細胞の代謝再プログラミングの副産物でもあり得る（Estrela 

et al。、2006）。発癌性の PI3K シグナル伝達は、この経路に突然変異を有する腫瘍試料に対

して乳癌細胞（Lien ら、2016）における GSH 産生を特異的に刺激することが最近示されてい

る。さらに、MYCN 増幅神経芽細胞腫および c-Myc 過剰発現バーキットリンパ腫において、

発癌性 Myc は、アミノ酸トランスポーターの発現を調節し、GSH 合成の前駆体であるグルタミ

ンの利用可能性を調節する。さらに、細胞がシステインの量が減少すると、フェロトーシスとし

て知られる独自の細胞死プログラムが引き起こされる。フェノトーシスはまた、脂質過酸化物

の蓄積をもたらす GSH ペルオキシダーゼ 4（GPX4）の喪失によって誘発される（Yang and 

Stockwell、2016 ; Yu and Long、2016）。ここで GSH は GPX4 の補因子として働く。したがって、

アミノ酸の利用可能性の調節および GSH 産生は、この形態の細胞死の重要な因子となる。

GSH はまた、正常組織と比較して、ccRCC、肺癌、および黒色腫患者サンプルにおける最も

過剰に示された代謝産物の 1 つである（Gamcsik ら、2012 ; Li ら、2014a ; Hakimi ら、2016）。

その増加したレベルは、原発腫瘍の外科的除去後に再発した患者と相関している（Hakimi et 

al。、2016）。BSH（一般に GSH 産生の合成阻害剤として使用される）は、骨髄腫および頚部

癌における化学療法薬に対する感受性の増加をもたらす（Tagde et al。、2014）。細胞性 GSH

レベルを低下させることが知られているいくつかの他の薬物が、標的療法の有効性を改善す

るために臨床試験で現在使用されている。例えば、ジスルフィラムは、GSH / GSSG の酸化

状態への比率をシフトさせることによってメラノーマ細胞のアポトーシスを誘導し、転移性メラ



ノーマ（Conticello et al。、2012）のフェーズ I / II 臨床研究で現在使用されている。同様に、細

胞性 GSH を枯渇させる薬剤と組み合わせた三酸化ヒ素化学療法剤は、非急性前骨髄球性

白血病の治療のために承認されている（Traverso ら、2013）。したがって、その新規の生合成

の異なる段階を阻害することによって GSH のレベルを調節することは、化学療法剤に対する

腫瘍細胞の感受性を増加させるか、または他の標的化療法のために実行可能な選択肢で

ある。 

ガンの進行および治療抵抗性における γ グルタミルサイクル 

γ グルタミルトランスフェラーゼ（GGT）は、細胞内 GSH の分解を触媒する膜結合型酵素であ

り、細胞内 GSH の合成に必要な、構成成分であるグルタメートおよびシステインの産生に有

利である（図 3）。γ グルタミルサイクル（Traverso et al。、2013）としても知られているこの経

路は、de novo生合成経路の代替物であり、細胞内GSHおよびシステインの維持に重要な役

割を果たす（Zhang and Forman、2009）。GGT レベルは、特に高代謝性癌細胞において、酸

化ストレス下で有意にアップレギュレートされる（Lu、2009 ; Alanazi et al。、2015）。マウスに

おける GGT 枯渇は、組織 GSH の減少のためにグルタチオン尿症およびシステイン欠乏を生

じる。これらの表現型は、NAC 処理の添加によって救済することができる（Zhang et al。、

2005）。NAC は外部システインの供給源として働き、この状況ではシステインを律速アミノ酸

として意味する（Zhang et al。、2005）。 

 

 

図 3 
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GSH の生産と利用のステップ。GGT は、細胞外 GSH の分解を触媒する膜結合型酵素であり、

細胞内 GSH の合成のための構成アミノ酸の生成に有利である。それはまた、グルタミン酸

γ-カルボン酸を介してアミノ酸およびペプチドを含むアクセプター分子に連結された GSH の

グルタミル部分の転移を触媒する。他の調節段階には、グルタミン酸（ASCT2）およびシスチ

ン（xCT）のトランスポーターの発現レベルが含まれる。 

 

GGT は、2 つの鎖の分子量が大サブユニットでは 38～72kD、小サブユニットで 20～66kD で

ある 2 つのサブユニットからなるヘテロ二量体糖タンパク質である（Terzyan et al。、2015）。こ

れらの変異は、7つの異なる N結合グリコシル化部位（Darbouy et al。、1991）における微分タ

ンパク質グリコシル化によって説明される。GGT は、分泌細胞の管腔表面、特に胆管および

腎近位尿細管において最も一般的に発現される（Darbouy ら、1991）。以前の研究では、GGT

がいくつかの腫瘍タイプ、すなわち卵巣、結腸、肝臓、星状細胞性神経膠腫、軟部組織肉腫、

メラノーマ、および白血病において調節不全であることが報告されている（Corti et al。、

2010）。 

GGT はまた、グルタミン酸 γ-カルボン酸を介してアミノ酸およびペプチドのような受容体分

子に連結された GSH グルタミル部分の転移を触媒する（図 3）。一般的な化学療法剤である

シスプラチンは GSH よりもはるかに速い GGT 活性の副産物であるシステイニルグリシンとの

付加物を形成する（Pompella et al。、2007 ; Corti et al。、2010）。したがって、高い GGT レベ

ルはまた、乳癌および肉腫患者における治療抵抗性および予後不良と相関する。TCGA 分

析は、隣接する正常組織と比較して、ccRCC 腫瘍患者試料において増加した GGT が見出さ

れ、患者の血清におけるその発現がより悪い生存率と相関することを明らかにした（Cancer 

Genome Atlas Research Network、2013 ; Hofbauer ら、2014）。GGT はまた、解毒性腎臓メル

カプト酸経路の重要な酵素でもある（Zhang ら、2005）。シスプラチンは、GGT ノックダウンによ

って阻害され得るこの経路を介して GGT1 によって切断されると、腎毒素に代謝される

（Zhang and Forman、2009）。したがって、GGT1 はまた、アルキル化剤またはメルファラン、オ

キサリプラチン、およびシスプラチンなどの酸化防止剤治療剤に対する耐性について選択さ

れた癌細胞において過剰発現される。 

GGT 阻害は、それらを異なる化学療法剤に感作させる手段として、細胞内 GSH レベルを低

下させる新規なアプローチである。最も一般的なアプローチは、アシビン、L-アザセリン、6-

ジアゾ-5-オキソ-1-ノルロイシン、およびボロネート誘導体（Terzyan et al。、2015）のような

グルタミン酸類似体の使用である。しかしながら、ヒト患者では高い毒性が見られる。低い毒

性を有する OU749 のような非競合的阻害剤の新規クラスもまた、GSH</ 

 


