
肺がんは本邦で死亡率の最も高い難治性のがんであり，その原因として診断時にお
ける多臓器転移形成があげられ，QOLを阻害する大きな要因でもある．浸潤・転移の
克服は最重要課題と考えられる．肺がんによる遠隔転移形成の分子機構の解明を目的
に，肺がん細胞の多臓器転移モデルをいくつか作製し，悪性化に関わる分子を標的と
した治療薬の有用性について検討を加えたので報告する．
通常の培養ヒト肺がん細胞は成熟 Tおよび Bリンパ球を欠損している SCIDマウ

スにおいても造腫瘍性が低いため，肺がん細胞の生着を高める目的で抗マウス IL-2
受容体 β鎖抗体（TM-β1：大阪大学宮坂教授より供与）処理で NK細胞を除去した
SCIDマウスに小細胞がん株（H69�VP，SBC-3，SBC-5），扁平上皮がん株（RERF-LC-

AI），腺がん株（PC-14）を静注した．小細胞がん株は主に肝および全身リンパ節転移を
形成したのに対し，扁平上皮がん株は肝および腎転移を，腺がん株は肺および肝転移
に加え癌性胸膜炎を形成したことより，これらのモデルは臨床における肺がんの進
展・転移様式を反映していると考えられた．興味深いことに，骨転移形成に促進的に
働く PTHrP（parathyroid hormone-related peptide）を高発現している小細胞がん
株 SBC-5 は，肺，肝，腎，リンパ節転移に加え，再現性よく骨転移を形成した．さら
に，抗がん剤（VP-16）は肺，肝，腎，リンパ節転移を抑制したが骨転移には無効で，
逆に抗 PTHrP抗体やビスホスホネートによる治療は，骨転移形成のみを特異的に抑
制した．これらの結果は，臨床的にしばしばみられる臓器間の治療効果の違いを反映
しており，本モデルは制がん剤のスクリーニングモデルとして有用である．
一方，個々の臓器の転移形成メカニズムの解析には単一臓器転移モデルも重要であ

る．PC-14 の高転移株 PC14PE6 をヌードマウスの内頸動脈より接種し，再現性の高い
脳転移モデルを確立した．本モデルを用いて血管新生因子 VEGF（vascular endothe-

lial growth factor）が拡張血管形成を介して脳転移形成を促進することを示した．ま
た，PC14PE6 をヌードマウスに静注することで肺転移を形成したのち癌性胸水を形
成するモデルを用い，癌性胸水形成はがん細胞の胸膜浸潤と胸腔内での VEGF高発現
という 2つのイベントからなり，血管透過性因子でもある VEGFが局所での血管透過
性亢進により胸水形成を促進することを示した．さらに，VEGF受容体阻害剤による
治療で胸水形成が抑制できることも明らかにしており，転移モデルを用いたメカニズ
ム解析から標的分子を同定し，新規治療法を開発していくアプローチが重要であるこ
とを示した．
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はじめに

肺がんは，1998年より本邦において悪性新

生物による死亡原因の第 1位となり，現在最

も難治性のがんと考えられる．肺がんの難治

化の原因として診断時における多臓器転移形

成があげられ，QOLを阻害する大きな要因で

もあり，浸潤・転移の克服は最重点課題と考

えられる．肺がんによる遠隔転移形成の分子

機構の解明には，動物モデルにおける詳細な

解析が必須であるが，われわれは，肺がん細

胞の多臓器転移モデルをいくつか作製し，悪

性化に関わる分子を標的とした治療薬の有用

性について検討を行っており，その成績を紹

介する．

1．ヒト肺がん細胞の多臓器転移モデル

通常の培養ヒト肺がん細胞は成熟 Tおよ

び Bリンパ球を欠損している SCIDマウスに

おいても造腫瘍性が低いため，肺がん細胞の

生着を高める目的で，抗マウス IL-2受容体 β

鎖抗体（TM-β1：大阪大学宮坂教授より供与）

処理（図）で NK細胞を除去した SCIDマウス

に小細胞がん株（H69�VP，SBC-3，SBC-5），扁

平上皮がん株（RERF-LC-AI），腺がん株（PC-

14）を静注した．小細胞がん株は主に肝およ

び全身リンパ節転移を形成したのに対し，扁

平上皮がん株は肝および腎転移を，腺がん株

は肺および肝転移に加え癌性胸膜炎を形成し

た（表 1）ことより，これらのモデルは臨床に

おける肺がんの進展・転移様式を反映してい

ると考えられた1）．

H69�VPは，小細胞肺がん株H69をエトポシ

ド（VP-16）存在下で長期培養することで P糖

蛋白質を発現し抗がん剤耐性を獲得した細胞

で，in vitro において VP-16以外にドキソル

ビシンやビンデシン（VDS）にも交叉耐性を示

す．上記転移モデルにおいて，H69と H69�VP

は肝，腎，リンパ節に多臓器転移を形成するが，

図 抗マウス IL-2Rβ鎖抗体（TM-β1）処理による NK細胞除去
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表１　NK細胞除去 SCIDマウスにおけるヒト肺がん細胞株の転移モデル

転移形成
細胞株組織型

リンパ節腎肝肺

＋ ＋ ＋＋＋ ＋－H69小細胞がん
＋ ＋ ＋＋＋ ＋－H69/VP
＋ ＋＋＋ ＋－SBC-3
－＋＋＋ ＋ ＋PC-14腺がん
－－－＋ ＋A549
－＋＋ ＋－RERF-LC-AI孫平上皮がん

表２　H69/VPに対するM-CSF遺伝子導入による転移抑制効果の臓器特異性

腎肝リンパ節
Cell line

結節数頻度結節数頻度結節数頻度

17（6―25）9/915（9―27）9/921a（9―28） b9/9親株
28（3―40）9/914（9―27）9/930   （4―43）9/9コントロール株
10（3―18）9/90（0―2）2/90   （0―3）2/9M-CSF 遺伝子導入株

aMedian　　bRange

VDS治療にて H69の転移形成は抑制された

が H69�VPのそれは抑制されなかったことよ

り，この多臓器転移は抗がん剤の効果判定お

よびスクリーニングに有用であると考えられた．

転移形成には腫瘍細胞と宿主側細胞の相互

反応が重要であるが，宿主側細胞としてマク

ロファージに着目し，腫瘍増殖局所でのマク

ロファージ活性化が転移形成をいかに制御す

るかを解析する目的で H69�VPにヒト M-

CSF（macrophage colony-stimulating factor）

遺伝子を導入した．M-CSF遺伝子導入により

腫瘍のマウス皮下での増殖は著しく低下し

た．上記多臓器転移モデルにおいて転移形成

を検討したところ，興味深いことに M-CSF

遺伝子導入により肝転移およびリンパ節転移

は著明に抑制されたが腎転移は抑制されず

（表 2），M-CSFによる転移抑制効果に臓器特

異性があることが示された2）．こうした現象

は，マウス皮下移植モデルのみでは検討不可

能であり，多臓器転移モデルの重要性を示す

ものである．

2．骨転移モデル

骨転移は肺がんにおいて頻度が高く，脳転

移と並んで患者の QOLを著しく低下させる

ため，臨床上非常に重要な問題である．われわ

れは 11種類の肺がん細胞株を NK細胞除去

SCIDマウスに静注し X線写真撮影により骨

転移形成を検討したが，骨転移形成に促進的に

働くPTHrP（parathyroid hormone-related pep-

tide）を高発現している小細胞がん株 SBC-5

のみが，肺，肝，腎，リンパ節転移に加え，再現

性よく骨転移を形成した3）．さらに，抗がん剤

（VP-16）は肺，肝，腎，リンパ節転移を抑制し

たが骨転移には無効で，逆に抗 PTHrP抗体や

ビスホスホネートによる治療は，骨転移形式

のみを特異的に抑制した．これらの結果より，

肺がんから産生される PTHrPが骨芽細胞の

活性化を介し，破骨細胞による骨吸収を促進

することで，骨転移形成を促進していること

が示唆された．また，抗転移薬の治療効果に
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臓器特異性がみられることが確認された．

3．脳転移モデル

一方，転移形成メカニズムの解析には単一

臓器転移モデルにおける検討も重要である．

PC-14の高転移株 PC14PE6をヌードマウス

の内頸動脈より接種し，再現性の高い脳転移

モデルを確立した．同モデルにおいて静注ま

たは脾臓内注入した場合，肺転移や肝転移能

の高い 5種類の細胞株を用いて脳転移形成

を検討した．脳転移能の高い細胞株により形

成された転移巣では拡張した血管が数多くみ

られ，分裂細胞数が増加しアポトーシスを起

こしている細胞数が減少していたことより，

脳転移形成において血管新生が重要であるこ

とが示唆された．興味深いことに，脳転移能

の高い細胞株はいずれも VEGF（vascular en-

dothelial growth factor）を過剰発現していた．

VEGFは 1983年に血管透過性亢進因子 Vas-

cular permeability factor（VPF）として，1989

年に血管内皮細増殖因子として報告され，遺

伝子解析の結果 1991年に両者が同一の分子

であることが明らかにされた分子で，現在最

も重要な血管新生因子であると考えられてい

る．VEGFを高発現した高脳転移株 PC14PE6

に対するアンチセンス VEGF遺伝子導入に

より脳転移形成が抑制されたことより，腫瘍

から産生される VEGFが拡張血管形成を誘

導し脳転移形成を促進すると考えられる4）．

よって，脳転移に対し VEGF活性を抑制する

アプローチが有用であろう．

4．癌性胸水モデル

肺がんは癌性胸水の原因疾患の第 1位で

あり，癌性胸水の存在は手術不能を意味すると

ともに，胸痛，呼吸困難などを介し患者のQOL

を低下させる原因となっている．さらに最近，

癌性胸水は進行非小細胞がん患者の予後不良

因子であることが報告されるなど，胸水は肺

がんの治療において重要な病態である5）．そ

の治療としては通常ドレナージ後胸膜癒着術

が行われているが，胸水コントロール不良例も

少なくなく，より有効な治療法の開発が望ま

れる．われわれは VEGFに着目し，VEGF高産

生性肺腺がん細胞株（PC14PE6）と VEGF低

産生性肺扁平上皮がん細胞株（H226）のヌー

ドマウスにおける肺転移および胸水形成能を

検討した．尾静脈より接種した場合，6週まで

に両株とも肺転移を形成し PC14PE6は 7週目

までに大量の血性胸水を形成したが，H226は

12週目までに胸水形成はみられなかった．H226

に VEGF遺伝子を導入することにより血管透

過性の亢進を介し胸水形成がみられるように

なったことより，胸水形成においても VEGF

が重要な働きを果たしていることが明らかと

なった6）．PC 14 PE 6に対するアンチセンス

VEGF遺伝子導入や，VEGFレセプターチロ

シンキナーゼリン酸化阻害剤治療により胸水

形成が抑制されたことより，胸水中 VEGF

高値を示す症例において，VEGF活性を抑制

する治療を臨床的に応用できる可能性が示唆

された7）．

おわりに

われわれが作製したヒト肺がん細胞を用い

た多臓器モデル，骨転移モデル，脳転移モデ

ルおよび癌性胸水モデルを紹介した．これら

のモデルはいずれも臨床における肺がんの進

展様式を反映しており，分子機構の解析に有

用であることを示した．近年，がんの増殖・

進展に関わる異常発現分子を標的とし分子標

的治療が注目され，実際に慢性骨髄性白血病

や非小細胞肺がんにおいて驚くべき治療効果

がみられている．臨床の腫瘍進展様式を反映

した動物モデルは新たな標的分子の探索にも

有用であると考えられ，新規分子標的薬の臨

がん転移研究の新しい展開―分子研究から臨床へ― 41



床開発に寄与できるものと解析される．
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質 疑 応 答

座長（曽根） それではご質問，あるいはコ

メントをお願いしたいと思います．ご発表に

ありましたが，ヒト肺がん細胞を使って，臨

床で遭遇するいろいろな臓器への転移現象を

実験動物にてモデル化し，どういう molecule

が転移に重要なのか，たとえば VEGFはやは

り血管性に重要ですし，最近は，骨転移の新

しい治療薬として PTHrPに対する抗体医薬

品が臨床試験で行われようとしていますし，

ビスホスホネートも非常によい薬がどんどん

開発されています．また多臓器転移モデルは，

先ほど申しましたように，皮下腫瘍系で得ら

れる結果とまったく違うということから，臨

床応用という意味では，やはり多臓器転移モ

デルを用いてやらなければ，臨床に結びつか

ないということですね．

国安弘基（奈良医大） 一つ教えていただき

たいのですが，MMP阻害剤とか，VP-16のよ

うな，generalな効果を持っている薬を投与し

た時に，転移巣の場所，臓器によってその効

果が違ってくるということを明瞭にお示しに

なっていましたが，その背景にはどのような

因子があるというふうにお考えでしょうか．

矢野 まず MMP阻害剤についてですが，

これは私たちも，臓器によってその効果に違

いがあるということに非常に驚いたのです

が，そのメカニズムとしては，今のところ二

つ考えています．がんが MMPをあまり発現

していない細胞にも効いたことから，がん細

胞が in vitro では MMPを発現していないけ

れども，in vivo においてホストの細胞との

interactionの間に MMPを発現してくる可能

性が考えられます．そのホストの interaction

が臓器間によって違って，interactionの間で

MMPを発現してくる臓器では効くけれども，

MMPを発現してこないような臓器では効か

ないと考えられます．

もう一つは間質の細胞の関与ですが，腫瘍

の中にはいろいろな間質細胞が侵入してきま

すが，その一つでマクロファージなどが MMP

を発現するということがあります．マクロ

ファージが MMPを発現して，腫瘍の浸潤，増

殖を助けています．たとえばクッパー細胞と

いう非常に有名なマクロファージ系の細胞が

肝臓にありますが，肝臓のようなマクロ

ファージの多い臓器では MMPが効くけれど

も，腎臓では，たとえばマクロファージが少

ないとすると効き得ないということで，そう
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いった間質の細胞の違いによっても，MMP

の inhibitorの効果が違ってくるのではない

かというふうに考えられます．

それからエトポシドについては，これは使

用する抗がん剤の量がまた問題になるかと思

います．このモデルでは，非常に大量のエト

ポシドを投与するとマウスが死んでしまいま

すので，死なない量を投与しているわけです．

ですから，もう少し doseを上げれば，どの臓

器にも効き得る可能性はあると思います．エ

トポシドについては私はあまり知りません

が，臓器間で distribution，移行性が異なると

すれば，抗がん剤の移行性によっても効果の

差が出てきうると思います．

中津川重一（名古屋大） 今のお話は，あく

までも間質系の細胞とか薬剤の分布から，多

臓器転移モデルにおける薬剤効果の違いを説

明されようとしたのですが，逆に多臓器転移

モデルで，細胞を取って来て遺伝的な解析は

されたのでしょうか．たとえば，それぞれの

遺伝子の expressionが違っているかどうか

とか，VEGFの発現とかも含めてですが．

矢野 MMP阻害剤で治療したマウスで，

残った転移巣を in vitro の細胞と比較して

遺伝子発現を比べたことはないのですが，い

ろいろな臓器に肺腺がんをうって VEGFの

発現を見たことはあります．脳にできた場合，

肺にできた場合，腎臓にできた場合，肝臓に

できた場合，皮下にできた場合などを比べた

のですが，私がやった範囲内では VEGFにつ

いては発現の差は見られませんでした．

他の方がいろいろな臓器で発現を見ておら

れまして，とくに同所移植モデルをやってお

られる方では，同所である臓器ではがん進展

に重要な moleculeの発現が非常に上がると

いうような報告をされています．私どものモ

デルは肺の同所移植モデルではありませんの

で正確なことはお答えできないのですが，が

ん細胞によっては臓器によって重要な mole-

culeの発現が変わる場合もあるのでしょう

が，制御され得ない場合もあるのではないか

と思います．ですから，実際の患者さんでは

個体によってかなりバラツキがあるのではな

いかと考えています．

加藤靖正（神奈川歯科大） 骨転移に関係す

るところのお話で，がん細胞が PTHrPを強く

発現しているものであれば骨転移するという

ことですが，逆を返すと，骨転移をするもの

は PTHrPをよく発現しているということだ

けが重要だというような印象を受けてしまっ

たのです．骨吸収に関しては，結局は os-

teoblastと osteoclastのバランスが崩れた時

に骨吸収が起こるということと思われます．

尾静脈から入れて骨に転移するモデルが非常

に簡単でよろしいかとは思うのですが，この

モデルが本当の骨転移として普遍的に働くか

というと，どうも PTHrPの発現だけに頼って

いるような部分がちょっとありましたので，

抗がん剤に対するモデルとしての有用性はど

のようにお考えになっておられるのか，少し

教えていただきたいと思います．

矢野 骨転移のメカニズムについては，今

回は PTHrPが本当にわれわれのモデルで効

いていることをお示ししましたが，このあと

藤田先生がくわしくお話しになると思います

が，IL-11や，いろいろな他の factorが重要で

あるということも間違いないと思います．モ

デルとして効果判定の有用性はどうかという

ことですが，実際に臨床のがんの転移パター

ンや進展パターンを模式しているものの，や

はりマウスのモデルですので，完全にヒトの

ことをすべて反映できるというふうには考え

ておりません．しかしながら，ホストとがん

細胞の interactionも見られますし，解析でき

得る範囲でこういったモデルでのデータを利

用して臨床に応用して行くというスタンスを

とっていこうと考えています．

座長 どうもありがとうございました．

がん転移研究の新しい展開―分子研究から臨床へ― 43


