
血管新生は，既存の血管から新生血管が形成される生命現象であり，病的には各種

増殖性炎症，潰瘍創傷治癒過程，固形腫瘍の増殖などの場合に，生理的には発生の過

程や性周期における子宮内膜の増殖の際にみられる生体反応である．基底膜の分解か

ら新生血管の形成に至る一連の複雑な反応であり，それは各種増殖因子（growth fac-

tor）で調節されるが，prostaglandins（PGs）も血管新生を増強することが知られてい

る．腫瘍血管新生をミミックするスポンジ皮下移植血管新生モデルを用いて，実際に

血管新生という生命現象に関与する cyclooxygenase（COX），さらには内因性の PG

およびその受容体を検討した．選択的アゴニスト，受容体ノックアウトマウスを用い

た検討から，誘導型 COX-2 によって生成された PGE2 が，PGE2 受容体すなわち EP

受容体のサブタイプのなかでも，EP3 受容体を介して血管新生を増強することが判明

した．その増強作用は vascular endothelial growth factor（VEGF）の誘導を介して

いた．Sarcoma 180 腫瘍細胞を皮下に接種した場合の血管新生においても，COX-2

由来の内因性 PGE2 が宿主側組織（stroma）の EP3 受容体を刺激して VEGFを誘導

し，血管新生を増強し，腫瘍の増殖をも増強していることが明らかになった．さらに，

皮下に接種したルイス肺がん細胞の肺転移コロニー数を数えると，選択的 COX-2 阻

害薬で転移数の有意な減少が認められた．また，EP3 受容体ノックアウトマウスでの

ルイス肺がん細胞の肺転移コロニー数は，ワイルドタイプに比べ有意に少なかった．

一連の研究成果より，選択的 COX-2 阻害薬や選択的プロスタノイド受容体拮抗薬が，

血管新生を抑制することにより，固形腫瘍増殖・転移に対する新しい治療薬として応

用が可能であることが考えられた．
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はじめに

血管新生は，病的には慢性関節リウマチを

はじめとする各種増殖性炎症，潰瘍創傷治癒

過程，固形腫瘍の増殖などの場合に，生理的

には発生の過程や性周期における子宮内膜の

増殖の際にみられる生体反応であり，基底膜

の分解から新生血管の形成に至る一連の複雑

な生体反応である．Folkmanらにより1），固形

がんの増殖における血管新生の必要性が主張

され，多くの研究者により血管新生の調節機

序の解明，抑制のストラテジーが研究されて

きている．血管新生は各種増殖因子で調節さ

れるが，アラキドン酸代謝物であるプロスタ

グランジン（PG）E2や PGI2も血管新生を増強

することが，われわれを含めて報告されてき

ている（図 1）．

PGは細胞膜に含まれるアラキドン酸を材

料に産生される．刺激により遊離されたアラ

キドン酸にまず働く酵素はサイクロオキシゲ

ナーゼ（COX）と呼ばれる．それに通常は発現

していないが，ある特定の条件下で誘導され

るもう一つの類似の酵素があることが報告さ

れ，COX-2と命名された．一般に COX-1はハ

ウスキーピング酵素でほとんどの細胞に構成

的に発現しているのに対して，COX-2は刺激

を受けて誘導され，その遺伝子発現は急速で

一過性である．デキサメサゾンのような抗炎

症ステロイド薬によって抑制されることか

ら，COX-2は発見当初から「炎症性 COX」と

よばれてきた．

しかし，がん増殖の際にみられる血管新生

という生命現象に，実際に COX-2が関与する

か否か，さらに多種類ある PGのうちどの PG

がどの受容体サブタイプを介して増強作用を

持つか否かについてはほとんど知見がない．

腫瘍接種モデルを用いて，腫瘍依存性の血管

新生に関与する COX，さらには PGおよびそ

の受容体を検討した．

一連の研究成果より，選択的 COX-2阻害薬

や選択的プロスタノイド受容体拮抗薬が，が

ん血管新生をターゲットとした新しい治療薬

図 1 血管新生のプロセスとその調節因子
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として応用が可能であると考える．

1．血管新生の評価法

血管内皮細胞の持つ多彩な生体内機能の一

つとして血管新生能がある．血管新生は，既

存の血管から新しい管腔構造を持つ血管がで

きる生命現象である．血管新生は，生理的に

は発生の過程や性周期における子宮内膜の増

殖の際にみられるが，多くの場合，血管新生

は病態と関連している．固形腫瘍の増殖など

の場合には，血管新生が病態の増悪因子に

なっている．

血管新生を増強するような因子が血管内皮

に作用すると，1）基底膜を分解するプロテ

アーゼの産生遊離増大，ついで新しい管腔構

造を構成するための 2）血管内皮細胞の遊走，

3）血管内皮細胞の増殖，さらに 4）遊走・増殖

した血管内皮細胞による管腔構造の形成，と

いう一連の生体反応が起こる（図 1）．

スポンジ皮下移植血管新生モデルを用いて

in vivo における内因性の PGの血管新生増

強作用を検討してきた2,3）．詳しくは既報に記

載したが，背部皮下にエーテル麻酔下で円盤

状のウレタン製スポンジを植え込み，所定の

日にスポンジを含む肉芽組織を摘出し，血管

新生を肉芽内ヘモグロビン濃度および組織学

的に評価する．血管内皮に特異的に発現する

マーカー，たとえば CD31（PCAM-1）や血液凝

固第 8因子等を追うことも有力である．スポ

ンジマトリクスの周りに肉芽組織の増殖が再

現性よく認められ，腫瘍ストローマの反応を

ミミックするモデルと考え検討している．

古くより，薬理学的な用量の PGE1あるい

は PGE2が，in vivo で血管新生を増強すると

いう知見が報告されてきた．われわれは上述

した血管新生モデルを用いて，実際に COX-

1あるいは COX-2のいずれが関与するか，さ

らに多種類ある PGのうちどの PGがいかな

る受容体を介して血管新生増強作用を持つか

について検討をしてきた．

移植したスポンジの周りに増殖してくる肉

芽組織では，COX-1は全経過を通じてほとん

ど発現量が変動しないのに対し，COX-2の発

現は移植後早期より増大した．COX-2抗体で

染色してみると，COX-2の陽性像は新生した

血管内皮細胞と肉芽内 fibroblast様細胞で認

められた．選択的 COX-2阻害薬の NS-398，

JTE-522，nimesulideを投与すると血管新生

が抑制され，このモデルでは COX-1ではなく

COX-2が PG生成を介して血管新生を増強し

ていることが判明した．

スポンジに各種の growth factorの中和抗

体を投与してみると，fibroblast growth factor

（FGF），platelet derived growth factor（PDGF），

transforming growth factor-β（TGF-β）の抗体

では血管新生が全く抑制されなかったのに対

し，vascular endothelial growth factor（VEGF）

の中和抗体の抑制効果が顕著であった．スポ

ンジ肉芽組織に VEGFのメッセイジが検出

され，NS-398を投与して COX-2を阻害し PG

生成を抑えた条件では，VEGFメッセイジの

減少が認められた．VEGF特異的抗体で染色

すると，血管周囲の繊維芽細胞に VEGFが局

在していた．

さらに，このモデルに PGE2受容体，すなわ

ち EPサブタイプ特異的なアゴニストを局所

投与した．EP1，EP2，EP3，EP4の 4つのサブ

タイプアゴニストのうち，血管新生は明らか

に EP3アゴニスト刺激時に顕著に増強した

（図 2）．EP3アゴニストの局所投与例で，

VEGFの発現量の著しい増加が認められた．

内因性の PGE2が事実血管新生を増強してい

るのか確かめるために，EP3ノックアウトマ

ウスにスポンジを移植し，血管新生を経時的

に調べると，ワイルドタイプに比べ EP 3

ノックアウトマウスでは，血管新生の進行が

明らかに遅延した．肉芽組織中の VEGF発現
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量は Northern blotで調べると，明らかに EP

3ノックアウトマウスでワイルドタイプに比

べ発現は減少していた．

以上の成績から，本モデルでは COX-2に

よって生成された PGE2が EP3受容体を介し

て血管新生を増強することが判明した．ここ

では詳細は省くが，PGI2の IPレセプターを

欠損するマウスでは，EP3ノックアウトマウ

スのような血管新生の抑制はみられなかった

ことから，PGE2が主に作用していると思われ

る．以前より，VEGFの誘導には cAMPの増大

が関与し，PGE2の EP2および EP4受容体刺

激が重要と思われてきたが，意外にも EP3

刺激がむしろ主要なシグナル経路であること

がわれわれの検討結果から判明した．複数あ

る EP3のスプライシングバリアント4）のいず

れかが関与していると思われる．

2．がん血管新生とプロスタグランジン

アスピリンが，大腸がんの死亡率を使用頻

度・用量依存的に減少させることが New

England Journal of Medicine に報告5）され

て以来，PGとがん発生・増殖の関連性が推

定されてきた．大腸がんには全例で認められ

るわけではないが， COX-2が発現しており，

これによって産生された PGがアポトーシス

を抑制する，化学発がんを促進する，血管新

生増強因子（VEGF，FGF等）を誘導する等の

機序を介して，がん増殖や血管新生増強をも

たらしていると思われている．COX-2の発現

は colon cancerに限られるものと考えられて

きたが，他のがん腫にも COX-2の発現が認め

られることが報告されている．

Adenomatous polyposis coli（APC）遺伝子は

家族性大腸腺腫症および散発性の大腸がんの

発症に関与する遺伝子である．APC△716マウス

は APC遺伝子 codon716を不活化したマウ

スであり，腸管にポリープが多発する．

APC△716マウスに出来たポリープのうち大型

のもの（腫瘍径 2 mm以上）には，COX-2の発

現が高頻度で認められ，選択的 COX-2阻害薬

図 2 選択的 EP受容体アゴニストによる血管新生の増強作用

a 選択的 EP受容体アゴニストをマウスの背部に移植したスポンジに連日 2週間にわたっ

て局所投与した

b 選択的 EP3 受容体アゴニストをスポンジに連日局所投与した時の血管新生の時間経過

＊：P＜0.05. Vehicle 投与例との比較（AN0VA）
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MF tricyclicでポリープ発生数が激減した6）．

APC遺伝子と COX-2遺伝子のダブルノック

アウトマウスを作成すると，やはり APC△716

マウスに比べポリープ発生数が減少した6）．

これらの知見は，COX-2がポリープの発生に

深く関与し，選択的 COX-2阻害薬が発がんを

抑制することを示している．事実，米国では

COX-2選択的阻害薬のセレコキシブが FAP

の治療薬として認可されている．

がん増殖に重要な役割を持つと思われてき

た血管新生にも，COX-2の関与が証明されつ

つある．すなわち，in vitro の co-culture系を

用いた実験によると，COX-2を過剰発現させ

た colon cancerから産生された PGE2が，腫

瘍細胞における血管新生因子の産生を増大さ

せ，それがゲル内で培養した血管内皮細胞の

管腔形成を増強することが明らかにされ

た7）．最近の選択的 COX-2阻害薬を用いた

in vivo の成績においても，マウスに接種し

たがん腫の増殖に対し，選択的 COX-2阻害薬

が血管新生の抑制とともに増殖抑制効果を示

し，治療の有力手段として期待が高まってい

る．しかしながら，COX-2により産生される

PGの種類，その受容体の特定に関しては検

討が全く行われていない．

われわれはスポンジ血管新生モデル重要な

役割を持っていた EP3ノックアウトマウス

に Sarcoma 180細胞含有チェンバーを皮下に

植えることにより，チェンバー上に生えてく

る新生血管を調べた．植え込み 1週間後に

チェンバー上に増殖した肉芽組織内の血管新

生は，ワイルドタイプマウスで EP 3ノック

アウトマウスに比べ血管新生の増強がみられ

た．さらに EP3ノックアウトマウスとワイル

ドタイプマウスの背部皮下に Sarcoma 180細

胞浮遊液を接種し，14日目に増殖した腫瘍を

観察すると，明らかに腫瘍サイズはワイルド

タイプマウスで大きく，表面から肉眼的に見

て血管の分布密度が高く見えた（図 3）．HE

染色標本で調べると，ワイルドタイプに植え

た Sarcomaの場合腫瘍中あるいはその周囲

に血管新生が著しくみられたのに対し，EP3

ノックアウトマウスでは新生血管密度が低値

を示した．腫瘍重量もワイルドタイプマウス

で EP3ノックアウトマウスに比べ有意な増

大が認められた．これらの成績は，腫瘍依存

性の血管新生においても内因性の PGE2が，

宿主側組織の EP3受容体を介してたしかに

増強作用を発揮していることを示している．

がん腫周囲の stromaにおける VEGFの発現

は，明らかに EP3ノックアウトマウスで減少

していた．最近，COX-2ノックアウトマウス

でもがん腫の増殖が抑制されていることが報

告され，宿主側の COX-2の役割の重要性が認

図 3 EP3 受容体ノックアウトマウスに Sar-

coma 180 細胞を皮下接種したときの腫
瘍増殖と血管新生

a EP3 受容体ノックアウトマウスおよびワ

イルドタイプマウスに同数の sarcoma 180

細胞を皮下接種し 2週間経過した時の腫瘍

の肉眼所見

b 上記 aの腫瘍血管新生と腫瘍重量

EP3WT：ワイルドタイプマウス

EP3KO：EP3 受容体ノックアウトマウス

＊：P＜0.05. EP3WTとの比較（t-test）

30 第 119回日本医学会シンポジウム



識されている8）．腫瘍を接種した COX-2ノッ

クアウトマウスでの血管新生と stromaにお

ける VEGFの発現量が，ワイルドタイプに比

べ減少していることが報告された8）．

以上の結果を総合すると，がん腫そのもの

によって産生された PGE2より，むしろ腫瘍

周囲の stromaで COX-2によって生成された

PGE2が，stroma細胞の持つ EP 3レセプター

を刺激し，VEGFを誘導していると思われる．

In situ hybridizationで stromaにおける EP 3

発現細胞を調べると，形態的には繊維芽細胞

であり，Mac-1，CD3ダブルネガティブの細胞

であった．同細胞は VEGF抗体で陽性に染色

された．

さらに，皮下に接種したルイス肺がん細胞

の肺転移コロニー数を数えると，選択的

COX-2阻害薬を投与したマウスで，肺転移数

の有意な減少が認められた．また，EP 3受容

体ノックアウトマウスでのルイス肺がん細胞

の肺転移コロニー数は，ワイルドタイプに比

べ有意に少なかった．

以上の知見から，腫瘍細胞依存性の血管新

生においても，COX-2由来の内因性 PGE2が

宿主側組織の EP3受容体を介して VEGFを

誘導し，たしかに血管新生を増強しているこ

とが明らかになった．EP3アンタゴニストが

将来開発されれば，抗腫瘍作用が大いに期待

されると思われる．

おわりに

内因性のプロスタグランジンが血管新生に

大きく関与している成績が蓄積しつつある．

増殖性の炎症においては，COX-2由来の

PGE2が EP3受容体・VEGFを介して，血管

新生を増強している．炎症の適当な時期に，

選択的 COX-2阻害薬を投与することが，きわ

めて有効であることが明らかにされよう．ま

た創傷や潰瘍をもつ患者に対しては，投与の

タイミングに注意が必要であることも判明す

るであろう．スポンジ血管新生モデル，腫瘍

細胞依存性の血管新生モデルにおいて，内因

性の PGE2が宿主側組織の EP3受容体を介し

て，たしかに血管新生を増強していることが

明らかにされつつある．腫瘍の血管新生に重

要な役割を演じている内皮細胞は本来宿主由

来であり，これをターゲットとする抗血管新

生療法というアプローチは，トレランスを起

こし難いという特徴が報告されている9）．EP

3アンタゴニストが将来開発されれば，抗腫

瘍作用が大いに期待されよう．
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質 疑 応 答

座長（成宮） 馬嶋先生，ありがとうござい

ました．colorectal cancerの疫学から見つ

かったアスピリン発がん抑制効果ですが，い

ろいろながんで，アスピリンが dormant the-

rapyの一つとして使われるようになってき

ていると思います．先生のお仕事はその一つ

のメカニズムを明らかにしていただいたもの

だと思います．ただ今のご講演にご討論，ご

質問をお願いします．

野田 亮（京都大） VEGFにはいくつか

isoformがあると思うのですが，この場合どれ

が出てくるか，教えていただきたいと思います．

馬嶋 私どもが detectしているのはすべ

て共通部分で引っ掛けていますので，isoform

に関しては私はあまり情報を持っておりませ

んが，VEGF165が主に働いていると思います．

嶋田 裕（京都大）私どもも COX-2で研究

をしているのですが，いろいろやっておりま

すと，PGEを産生するもので，COX-1と COX-

2以外に何か他にあるような感じもしている

のですが，いわゆる COX-3というようなもの

は，一時言われたことはあると思うのですが，

そのようなことについて，もし何かデータを

お持ちでしたら教えていただきたいと思います．

馬嶋 少なくともいろいろな病態，たとえ

ば今回は腫瘍依存性の血管新生ですし，他の

例では急性の滲出性の炎症などですが，われ

われが COX-2の役割を調べた限りでは，

COX-2以外のものが明らかに関与している

という成績は得られていません．COX-3とい

うのは，Willoughby（ Lancet 2000，19 ; 355

（9204）：646―648）たちにより，炎症の late

phaseにむしろ炎症反応を抑制する PGが産

生されてくる際に関与する COXということ

で提唱されてきたものと思いますが，今回の

血管新生の増強がみられる時期にはまず関与

することはないと考えています．ただし，今

回のスポンジ肉芽モデルでも，時間がかなり

経過してきますと，かえって肉芽の退縮する

phaseになってきます．その際には別の PG

が産生され，それがいわゆる治癒過程に関与

することは可能性としてあるかも知れませ

ん．しかしながら，今回のような，血管が生

えてくる段階には，COX-3あるいは増殖を抑

制するような PGは，関係していないのでな

いかと思っております．

座長 どうもありがとうございました．

32 第 119回日本医学会シンポジウム


