
乳がんなど骨に高頻度に転移を起こすがん細胞は，それ自身では骨吸収を起こさな

い．そのため，骨転移したがん細胞は宿主側の骨吸収を司る破骨細胞を活性化して増

殖可能な空間を拡大する必要がある．破骨細胞の形成・活性化にはさまざまな液性因

子が関与していることが明らかとなっているが，骨転移巣での破骨細胞の活性化に関

与する分子は不明であった．われわれはがん細胞と骨芽細胞，またはがん細胞と骨血

管内皮細胞との共培養系を用いて骨吸収促進因子の探索を行った結果，骨吸収促進因

子が共培養系の培養上清中に分泌されることを見いだした．この骨吸収促進活性は

IL-11（interleukin-11；インターロイキン 11）中和抗体添加により抑制され，がん細

胞依存的な骨吸収に IL-11 が関与することを初めて明らかにした．乳がんにおける

IL-11 の発現と骨転移頻度との相関を検討した最近の臨床データによると，IL-11

mRNA発現量は骨転移頻度と有意に相関していることが示唆されている．これらの結

果より，がん細胞はそれ自身または骨微小環境を構成する骨芽細胞や骨内血管内皮細

胞を刺激することにより IL-11 を産生し，骨転移巣における骨吸収を促進しているこ

とが明らかとなった．

さらに IL-11 依存的な骨吸収誘導機構を詳細に検討した結果，IL-11 は破骨細胞の

形成・活性化を直接的に促進するのではなく，骨芽細胞または骨血管内皮細胞におけ

るプロスタグランジンン産生酵素 COX-2（cyclooxygenase-2；シクロオキシゲナー

ゼ 2）の発現を誘導し，PGE2（prostaglandin E2；プロスタグランジン E2）の産生量を

増大させることにより破骨細胞の形成・活性化を促進していることを見いだした．実

際，COX-2 の選択的阻害剤により，IL-11 依存的な骨吸収は抑制される．COX-2 の阻

害剤は骨転移との相関が示唆されているさまざまな因子による PGE2 産生も阻害する

ことから，骨吸収過程における COX-2 の重要性が示唆されている．

このような骨転移の分子機構の解明を通じ，今後より有効な骨転移抑制薬が開発さ

れることが期待される．さらに COX-2 阻害剤はその骨転移抑制薬の候補として有望

であることから，臨床における今後の検討が望まれる．
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はじめに

悪性腫瘍は無秩序な増殖を特徴とした疾患

であるが，その致死率に最も影響を与える因

子は原発巣における腫瘍の増殖ではなく，離

れた臓器での増殖，いわゆるがん転移である．

転移性がん細胞はランダムに多数の臓器に転

移するのではなく，ある一定の臓器選択性を

もって転移することが知られている．その機

構としては anatomical mechanical説と seed

and soil説が提唱されている．Anatomical me-

chanical説とは，原発巣から遊離した転移性

がん細胞が脈管内浸潤した後，物理的に最初

にトラップされた毛細血管を含む臓器に転移

巣を形成するという説である．一方 seed and

soil説は，soilとなる転移先臓器の微小環境が

seedの生育に適合するときのみそこに転移

巣が形成されるという説であり1），解剖学的

につながりのない，より遠方の臓器への転移

を説明する説である．現在では，こうした

anatomical mechanical 説と seed and soil 説

で提唱されている機構が，複合的に働いてい

ると考えられている．

1．転移先臓器としての骨組織

骨組織は肺や肝臓とともにがん転移が高頻

度におこる臓器として知られている．とくに

乳がんや前立腺がんでは，骨への血流量（5

～10％）から予測されるものよりも高頻度に

骨転移が起こる．この理由として，seed and

soil説で提唱されている骨における微小環境

が，乳がん・前立腺がんの生育に適している

ためであると思われる．しかし，骨は他の臓

器とは異なり石灰化した硬い組織であり，骨

転移したがん細胞が骨内で増殖し転移巣を形

成するには，まず硬い石灰化組織の破壊（骨吸

収）が必要不可欠となる．がん細胞自身は直接

的には骨吸収を起こさないことから，骨転移

したがん細胞は骨吸収を司る破骨細胞の形

成・分化・活性化を介して骨転移巣を拡大し

ている可能性が示唆される．実際にビスホス

ホネート投与により破骨細胞の活性を抑制す

ると骨転移は抑制されるが，他の臓器への転

移は抑制されないことからも破骨細胞の関与

が示唆される2）．骨組織にはさまざまな成長

因子・サイトカインが，活性化状態または不

活性化状態で豊富に貯えられている．とくに

TGF-β（transforming growth factor-β；形質転

移増殖因子 β）は血小板とともに骨に大量に

含まれ，組織中の含有量としては骨が最大で

ある．これら成長因子は，骨吸収に伴う骨組

織の破壊・pHの変化等により放出・活性化

することが知られている．よって，骨吸収に

伴い遊離されてくる成長因子・サイトカイン

は，骨転移巣内のがん細胞の増殖を促進して

いる可能性が考えられる（図 1）．つまり骨転

移における soilは，がん細胞の破骨細胞活性

化能により規定されているものと思われる．

2．骨転移形成における IL-11の関与

ヒトメラノーマ A 375 M細胞は，ヌードマ

ウス左心室内移植により骨転移を生じる．A

375 M細胞単独では骨吸収はほとんど誘導さ

れなかったが，骨芽細胞と共培養することに

より骨吸収が誘導されることを見いだし

た3）．つまりがん細胞は骨芽細胞からの骨吸

収誘導因子の分泌を促すことにより，骨吸収

を誘導していることが示唆された．この骨吸

収誘導活性は，IL-11中和抗体添加の時のみ抑

制された3）．IL-11は破骨細胞の形成・分化を

促進し4），骨芽細胞の活性を抑制すること5）

が知られている．また IL-11中和抗体が IL-1，

TNF（Tumor necrosis factor；腫瘍壊死因子）

などによる破骨細胞形成を一部抑制すること

も報告されていることから6），これら因子に

よる破骨細胞形成にも IL-11が部分的に関与
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していることが示唆されている．最近では，

雪印乳業と昭和大学のグループにより破骨細

胞分化誘導因子が同定され，骨芽細胞におけ

るこの因子の発現が IL-11により誘導される

ことが明らかになっている7）．これらの事実

は，骨代謝における IL-11の重要性を示唆し

図 1 がん細胞の骨転移巣における増殖

骨に転移したがん細胞は，骨芽細胞を刺激して成長因子（IGF-I，プロスタグランジン類（PGs），

IL-11 など）の分泌を誘導するとともに，破骨細胞を活性化して骨基質中に貯蔵されている成

長因子（TGF-β，IGF-I など）の放出を促す．これら放出された成長因子は，骨転移巣における
がん細胞の増殖を促す soil となる

図 2 骨吸収における IL-11 の役割

骨転移したがん細胞は，がん細胞自身が分泌する液性因子（IL-1 や TGF-βなど）により，骨芽
細胞や骨血管内皮細胞など骨を形成する骨細胞系からの IL-11 の産生を増加させる．この IL-

11 により破骨細胞の形成・分化が促進され，骨転移巣内における骨吸収が促進されている
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ており，IL-11は骨転移巣における骨吸収促進

に重要な役割を果たしていることを示唆して

いる．

3．骨血管内皮細胞を介した骨吸収誘導

機構

骨は骨盤を含むとともに毛細血管が張りめ

ぐらされている血管系が豊富な組織である．

がん細胞はこの血行を介して骨組織に侵入

し，骨髄洞内皮細胞や骨毛細血管内皮細胞と

接触・定着して転移巣を形成すると考えられ

ている．また骨転移巣を組織学的に検討する

と，骨芽細胞周辺のみならず血管周辺にも破

骨細胞が認められる．この事実は，従来指摘

されてきた骨芽細胞との相互作用だけでな

く，骨内の血管内皮細胞との相互作用も破骨

細胞の形成・分化に重要な役割を果たしてい

ることを示唆している．われわれは骨由来血

管内皮細胞を樹立し，破骨細胞形成促進因子

の分泌の有無を検討した．その結果，骨由来

血管内皮細胞はがん細胞との相互作用により

IL-11を分泌することが明らかとなった8）．こ

れらの結果は，骨転移したがん細胞は骨転移

巣近傍に存在する骨芽細胞・骨血管内皮細胞

などの骨細胞系に作用し，これら骨細胞系か

らの IL-11産生促進を通じて破骨細胞の形

成・分化を誘導している可能性を示唆してい

る（図 2）．また，さまざまなサイトカイン・

成長因子により骨血管内皮細胞からの IL-11

産生が増加することから8），骨血管内皮細胞

は正常な骨代謝においても破骨細胞の分化・

活性制御をおこなっている可能性が示唆された．

4．骨転移形成におけるCOX-2の役割

IL-1，TNF等による骨吸収誘導活性の一部

はプロスタグランジンの産生を介しているこ

とが報告されている6）．プロスタグランジン

のうち PGE2が最も強力な骨吸収誘導活性を

有するとされているが，この主要な産生細胞

は骨芽細胞である．IL-11は前述のとおり骨転

移巣における骨吸収に関与することが示唆さ

れるが，この IL-11による骨吸収誘導機構に

関しては明らかでなかった．単離した破骨細

胞に IL-11を添加してもその活性には変化が

図 3 COX-2 阻害剤による IL-11 依存的な骨
吸収の抑制

培地単独（コントロール）または IL-11（20 ng

�mL）を含んだ培地中でマウス頭頂骨を培養
した．阻害剤としては，無添加（黒カラム），

インドメタシン（10-5M添加；斜線カラム），

NS-398（10-5M添加；白カラム），デキサメ

タゾン（10-6M添加；点線カラム）を加えた．

5日間培養後，そのマウス頭頂骨器官培養系

の培地中に含まれる遊離カルシウム濃度

（A），PGE2濃度（B）を測定した．培地中の

遊離カルシウム濃度の培地単独に対する上

昇度を縦軸にとっている．この結果，IL-11

依存的に遊離カルシウム濃度・PGE2濃度

が上昇し，この上昇はCOX阻害剤添加によ

り抑制された
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認められないことから，産生された IL-11の

標的細胞は骨芽細胞・骨血管内皮細胞である

と考えられる．われわれは IL-11添加により

頭頂骨からの PGE2産生が増加することを見

いだした9）．この PGE2産生ならびに骨吸収

も COX-2選択的阻害剤である NS-398添加に

より抑制された（図 3）ことから，IL-11も間接

的に骨芽細胞・骨血管内皮細胞に作用してプ

ロスタグランジンの産生を誘導し，分泌され

たプロスタグランジンが破骨細胞の形成・分

化を誘導していることが明らかになった．

よって COX-2は骨転移治療薬開発の際の標

的分子となりうることが示唆された．

おわりに

がんの骨転移巣における骨吸収誘導因子

IL-11は，骨芽細胞のみならず骨内血管内皮細

胞からも分泌されることが明らかとなった．

乳がんにおける IL-11の発現と骨転移頻度と

の相関を検討した最近の臨床データによる

と10），IL-11 mRNA発現量は骨転移頻度と有

意に相関していることが示唆されている．し

かし，IL-11の破骨細胞形成・分化誘導能は骨

芽細胞様細胞存在下のみで認められ，COX-2

の阻害剤で抑制されることから9），IL-11は直

接的に破骨細胞の形成・分化を誘導している

のではなく，間接的に骨細胞系からのプロス

タグランジンの産生を促進することにより破

骨細胞の形成・分化を誘導しているものと考

えられる．今後 IL-11，COX-2を標的にした骨

転移治療薬開発が進むことが期待される．
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質 疑 応 答

座長（曽根） ありがとうございました．大

変きれいな骨転移モデルで，骨転移には os-

teoclastの活性化が非常に重要であり，いろ

いろな factorが関係しますが，先ほどの矢野

先生からは PTHrPが，ここでは IL-11が新し

い重要な moleculeということでお話しいた

だきました．また骨髄内の血管内皮細胞も IL-

11の非常に重要な産生細胞との発表があり

ました．どなたかご質問，コメントがござい

ますでしょうか．

先生，骨転移といいますと，臨床的にはす

でに起こっていて，それも画像的に検出され

ることが多いわけですね．そういう場合，os-

teoporosisに対する治療薬 bisphosphonateを
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どのように使って骨転移を抑えるか，本当に

骨髄内がん細胞のアポトーシスを起こすと

か，あるいは進展を抑えるかどうかという点

でいかがでしょうか．

藤田 それに関しては，私どもの研究室で

は行っておりませんが，最近の論文等の報告

によりますと，bisphosphonate処理，または

osteoprotegerin等で破骨細胞の形成を抑制

してやれば，骨転移巣におけるがん細胞のア

ポトーシスを誘導することもできるというこ

とになっています．ですから，実際にもうで

きてしまった骨転移におけるがん細胞の全部

を死滅させるということは，他の抗がん剤と

の併用によらなければならないと思います

が，実際には可能ではないかと思っています．

中津川重一（名古屋大） 骨転移には，やは

り増骨性の骨転移と溶骨性の骨転移があると

思いますが，その違いというのは，このメカ

ニズムで説明できるのでしょうか．

藤田 IL-11に関してですか．そこは非常に

むずかしいご質問だと思いますが，実際の臨

床上では，増骨性と溶骨性がミックスしたよ

うな状態で存在すると思います．増骨性に関

しては，まだそのメカニズムがよくわかって

おりませんし，私どもの IL-11は主に osteo-

lyticに働く方ですので，IL-11だけでは増骨

性のことまで説明することはできません．

成宮 周（京都大） 抄録に，IL-11などは

COX-2を誘導して，PGE2を産生し，この

PGE2が溶骨して働くと書いておられます．私

どもは PGE2による溶骨に，PGEの EP4とい

う受容体が関係しているとすでに報告してき

ました．実際，動物実験のモデルで，先生が

やられたような左心室内に腫瘍細胞を注入し

て骨転移を起こすというモデルで，COX-2

の阻害薬はある程度抑制効果があるのでしょ

うか．

藤田 抄録の方には確かに入れていたので

すが，時間の関係でカットさせていただきま

した．in vitro のモデルでは，COX-2の阻害剤

でほぼ完全に骨吸収が抑制できるということ

が確認できております．そしてそれは IL-11

に限らず，さまざまな他のサイトカイン，IL-1

などによる骨吸収も抑制できるということが

わかっています．ただし in vivo のマウスの

実験モデルは今やっているところですので，

まだお答えするようなデータは持ち合わせて

おりません．また成宮先生のところで作られ

ております，EP4のノックアウトマウスなど

を使わせていただければうれしいのですが．

座長 どうもありがとうございました．
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