
がんとその周囲の宿主組織との微小環境における相互作用は，がんの発生・進展，

さらには転移に大きな影響を与える因子であり，その研究はがんの機構解明に重要で

あるのみならず，診断・治療への応用が期待される．マウスを用いた同所性移植大腸

がんモデルは，移植がん組織に対する宿主組織の純粋な反応性変化を評価するのに適

した系である．

がん細胞が産生・分泌する多種多様の因子が腫瘍に接する正常組織に影響を与える

が，その点ではがん周囲の正常組織はがんの総合的な性質を測る一つの試験紙という

ことができる．われわれは，ヌードマウスの盲腸にヒト大腸がん細胞株を移植しがん

周囲粘膜の変化を検討した．がん移植後，がん周囲粘膜には過形成性形態変化が発生

し，PCNA陽性核の増加を伴っている．この変化に伴い，過形成性粘膜からの VEGF，

bFGFといった血管新生因子の発現が亢進し，がんと粘膜との境界部に多数の新生血

管が形成される．また，MLH1，MGMTといった DNA修復遺伝子の発現低下が認めら

れる．これらの変化の一因として，がん細胞から産生される IL-15 が重視される．この

ような動物モデルにより明らかとなった知見は，ヒト大腸がん手術材料でも確認され，

がん周囲粘膜の過形成性変化は血管新生を通じてがんの進展・転移を促進するのみな

らず，転移能を反映するマーカーでもあることが示された．この結果をもとに，ヒト

大腸がん術前内視鏡生検材料を用いてがん周囲粘膜上皮における Ki-67 labeling in-

dexを指標として，切除後の転移の有無を prospectiveに予測検討した．この結果，

転移陽性症例ではがん周囲粘膜の過形成性変化および Ki-67 labeling indexは有意

に非転移例よりも高く，80％の症例で転移の有無を正診し得た．このように，がん周

囲粘膜はがんの進展に重要であり，生検による転移マーカーとしても有用と考えられた．
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はじめに

がん周囲粘膜の過形成性変化は，大腸がん

では 90％以上の症例に種々の程度にみら

れ，分化度の低下を伴っている1）．また，膵が

ん，乳がんにおいても高頻度に過形成性変化

が認められるが2），いずれにおいても，この

ような過形成性変化をがんに対する反応性変

化とみるか，前がん状態と考えるかで議論さ

れてきた．しかし，がん周囲過形成性組織の

がんの進展に対する役割はこれまで解明され

ることはなかった．われわれは，大腸がんの

周囲に形成される過形成性粘膜に着目し，が

んとその周囲粘膜との相互作用を検討した3）．

1．マウス同所移植大腸がんモデルに

よる検討

1）マウス同所移植大腸がんモデル

検討には，まず Fidlerらの方法にしたが

い4），ヌードマウス盲腸壁にヒト大腸がん細

胞株 KM12SM（高転移株）とその親株 KM12C

（低転移株）を 1×106個注入し，同所性に大腸

がんを形成させる系を用いた．この系におい

て形成される粘膜過形成は，前がん病変では

なく腫瘍の移植に伴う反応性変化であること

が明らかであることから，がんと宿主との相

互作用を純粋に検討することが可能である．

2）がん周囲粘膜の変化

高転移株 KM12SMでは，腫瘍移植後 3週以

降にはがん腫を覆う粘膜上皮に陰窩の延長を

伴う肥厚と，PCNA（proliferating cell nuclear

antigen；増殖細胞核抗原）陽性細胞の増加が

認められる．これに伴い，過形成性となった

粘膜上皮からは VEGF（vascular endothelial

growth factor；血管内皮増殖因子），bFGF

（basic fibroblast growth factor；塩基性線維

芽細胞増殖因子）の産生が亢進し，その結果，

粘膜とがん腫との間には多数の新生血管や血

管腔の拡張が認められる（図 1）．このような

増殖性変化や血管新生は，高転移株 KM12SM

に比較し低転移株 KM12Cでは程度が弱い．

この系で腫瘍移植後 5週での肝転移を検討

すると，高転移株 KM12SMでは平均 42病変�
マウスに比較し，低転移株 KM12Cでは平均 2

病変�マウスと有意差がみられ，がん周囲粘膜
の増殖性変化や血管新生が腫瘍の転移能に相

関することが考えられた3）．なお，上記のよ

うなヌードマウスにヒトがん細胞を移植する

異種移植系ではなく，マウス大腸がん細胞株

CT26を同系のマウス盲腸に同所性移植する

高転移系の大腸がんモデルでもがん周囲粘膜

の著明な過形成と血管新生が認められた3）．

3）がん周囲粘膜に影響を与える因子

このような変化をもたらす因子の一つとし

て，以前から EGF（epitherial growth factor；

上皮細胞増殖因子）や TGF-α（ transforming

growth factor-α；形質転換増殖因子-α）が知

られており，KM12SMでも発現が認められて

いる．今回の検討で，われわれは新たに IL-15

（interleukin-15；インターロイキン-15）に着

目した．IL-15は炎症性腸疾患において腸上皮

細胞の生存因子・増殖因子として作用し，粘

膜再生に重要な役割を担うと考えられてい

る5）．この IL-15を介した腫瘍―宿主相互作

用を検討した．まず IL-15の供給源となるが

ん細胞 KM12SMおよび KM12Cでの IL-15発

現を検討すると，高転移株 KM12SMでは明瞭

な発現がみられるが，KM12Cでは発現レベル

は低く両者に差異が認められた．さらに IL-15

によりラット腸上皮細胞株 IEC6を処理する

と，p21Waf 1発現低下・cyclin E発現亢進に

よる増殖促進作用，bFGF・VEGFの発現亢進

による血管増生促進作用，さらに Bax・Bak

発現低下および AKTリン酸化レベルの亢進

による抗アポトーシス作用が認められた（図

2）．事実，IL-15により無血清培養や抗がん剤

処理によるアポトーシス誘導は抑制される．
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このように，がん周囲粘膜の過形成や血管新

生に，がん細胞が産生する IL-15が関与する

ことが明らかとなった6）．
2．ヒト大腸がん切除症例を用いた検討

では，このようながん―宿主相互関係はヒ

図 2 腸上皮細胞株 IEC6 に対する IL-15 の効果

図 1 がん周囲粘膜―がん腫境界部における血管新生
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ト大腸がんにも認められるのであろうか．そ

こで，漿膜下層（外膜下層）浸潤を示すヒト大

腸がん切除症例 74例を検討した．がん細胞

の増殖活性を Ki-67 labeling indexにより検

討すると，リンパ節転移陽性例（Dukes’ C）34

例とリンパ節転移陰性例（Dukes’ B）40例と

の間に有意差は認められないが，がん周囲粘

膜の形態学的過形成は Dukes’C 32例（94

％），Dukes’B 16例（40％）と転移例で有意に

高頻度であり，がん周囲粘膜の Ki-67 labeling

indexによる増殖活性は Dukes’C平均 19％

に対し Dukes’ B平均 9％と転移例で有意に

高値であった．次にがん周囲粘膜での血管増

殖因子 VEGF，bFGF，IL-8（interleukin-8；イ

ンターロイキン―8）の産生および腫瘍―腫瘍

周囲粘膜間の血管密度を免疫組織化学により

検討すると，各血管増殖因子の発現，血管密

度とも Dukes’ C症例では腫瘍部と同等のレ

ベルにまで上昇していたが，Dukes’ B症例で

はこれらの因子の増加は著明ではなく，対照

粘膜との間に有意差はみられなかった（図

3）．このようにがん周囲粘膜の増殖性変化お

よび血管新生は，マウス大腸がんモデルと同

様にがんの持つ転移能をよく反映することが

確認された．また，Dukes’ B，Cいずれの症例

においても，がん周囲粘膜における血管増殖

因子の発現および血管密度は腫瘍内部のそれ

とほぼ相関しており，ヒト大腸がんにおいて

図 3 大腸がんおよびがん周囲粘膜における血管増殖因子の発現・血管密度とリンパ
節転移の有無
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表　がん周囲粘膜過形成を用いた生検標本による大腸がん術前転移能診断

Difference
True vs False

Mean Ki-67 LIFalse
casesn

FalseTrue

―215.6 ± 3.0110Dukes’ A
p ＝ 0.1333＊41.0 ± 5.7 6.3 ± 1.72 6Dukes’ B
p ＝ 0.0091＊11.0 ± 4.4 25.6 ± 6.8 312Dukes’ C

――43.0 ± 2.0 0 3Dukes’ D

6（19%）31Total

p ＝ 0.0002＃p ＝ 0.5170†Difference
Dukes’ A―D

＊ Statistical difference was calculated by unpaired Mann-Whitney U test
† Statistical difference was calculated by chi-square test
＃ Statistical difference was calculated by unpaired Kruskal-Wallis test

がん�
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治療？�悪性度�
診断�

血管新生�

転移�

もがん周囲粘膜ががんの性質を反映した変化

を示すことが明らかとなった3）．

3．術前転移能マーカーへの応用

これまでの結果から，大腸がん周囲粘膜の

性状はがんの転移能を反映することが明らか

となったが，大腸がん周囲粘膜の持つもう一

つの臨床的意義は，がん周囲粘膜が内視鏡的

に採取可能であり，これを利用して転移能を

術前に予測することが可能な点である．これ

までの多くの報告では，がん悪性度はがんの

浸潤先進部における各種マーカーと相関する

ものの，がん表層部では必ずしも先進部と同

様の結果を得られない傾向がみられた．切除

してはじめて解析可能ながん先進部に対し，

内視鏡的に採取可能ながん周囲粘膜はより臨

床現場に応用可能であると予想された．これ

を小規模なプロスペクティブスタディにより

検討した7）．まず，先の 74例の大腸がん症例

の検討から，各種マーカーとリンパ節転移の

有無との相関を多変量解析にて検討すると，

検討したがんにおける各種因子の発現に比較

し，がん周囲粘膜における Ki-67 labeling in-

dexが最も鋭敏なマーカーであるという結果

が得られた．次に転移の有無を判定する cut-

off値を決定したが，先の 74例のがん周囲粘

膜における Ki-67 labeling indexから，cutoff

値により分割される Dukes’ B，C症例におけ

る偽陽性，偽陰性の頻度が最も低くなるよう

に値を設定したところ，15％となった．この

結果をもとに，大腸がん生検標本のがん周囲

粘膜における Ki-67 labeling indexから転移

の有無を術前判定し，切除標本によりその真

偽を確認するという検討を行った．術前転移

判定を行い得た 31例では，Dukes’ A-B症例

16例中 13例で，Dukes’ C-D症例 15例中 12

例で転移の有無を正しく予知し得た（的中率

81％）（表）．この結果から，がん周囲粘膜にお

図 4 がん―周囲粘膜相互作用
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ける Ki-67 labeling indexを指標とする転移

能診断は臨床応用可能であると考えられた．

おわりに

今回の発表内容を図 4にまとめた．がんは

種々の因子を介して宿主に対し自己に都合の

よい変化をもたらし，自己の存続・進展のた

め利用していると考えられる．今回の検討で

はその一端を明らかにすることができたが，

その結果，術前転移診断の可能性が示唆され

た．また，がん周囲粘膜が“hyperplasia-derived

angiogenesis（過形成由来血管新生）”とも呼び

得る血管新生を通じてがんの進展・転移を促

進していると考えられることから，今後はが

ん周囲粘膜あるいはがん―粘膜相互作用を標

的とした治療の開発も視野に入れた研究が望

まれる．
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質 疑 応 答

座長（曽根） 同所性の移植モデルを使っ

て，臨床で見られるがん進展の周辺組織の

hyperplasiaあるいは angiogenesisの現象が，

どういった moleculeで起こっているのか，と

くに今日は IL-15を中心に大変明快にお話し

いただきましたが，どなたかご質問，あるい

はコメントをお願いいたします．

矢野聖二（徳島大） 2点ほど教えていただ

きたいと思います．最初の質問は，大腸がん

患者さんの組織を biopsyして，Ki-67の label-

ing indexでリンパ節転移の有無を予測する

という studyのところですが，biopsyをした

場合には，その biopsyをする箇所によって結

果がかなり異なるのではないかと思うので

す．それで，だいたい何個ぐらいサンプリン

グするとデータが安定してくるのかというこ

とを教えて下さい．

国安 この studyは広島鉄道病院の外科，

内科の先生と共同で行いましたが，がんの周

囲のところ，先ほどお示ししたようにがんと

その周囲の粘膜が一度に取れるような標本

を，場所を狙って最低 4個取ってくるという

ような方法で行いました．今回，結果の方は

31例お示ししていますが，実際には 38例検

索しておりまして，そのうち 7例はがんしか

取れていないという状態でした．そういうこ

とで，この方法の一番の問題点は，同じ標本

の中でがんとその周辺粘膜がきれいに取れて

くるかどうかということです．ターゲットと

しているがん周囲粘膜ですが，周囲粘膜の過

形成性変化はがんごとに範囲が違うのです

が，共通して見られるミニマムな領域として

は 2 mmであります．がんの pushing edge

になっているそのちょうど裏側のあたりにな

りますので，採取する時にむずかしいことも

ありますが，この部分をターゲットとして
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取ってほしいということでやっています．

矢野 もう 1点伺いたいと思います．IL-15

のことですが，講演中にお話しになりました

が，IL-15はもともと NKリンパ球の活性化因

子で，私どものところでも IL-15が肺がん患

者さんのリンパ球を活性化することによっ

て，肺がんに対するキラー活性を誘導できる

ということ，また IL-12などと共存すること

によって，そのキラー活性が上がるというこ

とを報告しています．今回はがんと上皮との

関係でお出しになりましたが，hyperplasia

が起きている部分に活性化リンパ球などが浸

潤してきていなかったかどうか，もし見られ

ていたら教えて下さい．

国安 マウスのモデルにおいて，リンパ球，

マクロファージの浸潤はみているのですが，

この場合，がんのほうで，KM12 SMのほうで

IL-15の発現が高かったわけですが，リンパ

球，マクロファージの浸潤ともに IL-15の発

現の高い KM12 SMではほとんど認められま

せんでした．それに対して，逆に KM12 Cのほ

うでマクロファージ，リンパ球の浸潤は，数

にして約 5倍程度ありました．そういうこと

で，IL-15は，この場合にはホストの免疫系に

対してはハッキリ作用していません．これは

IL-15の場合，もしかしたら種がヒトかマウス

かということで違いがあるのかもしれません

が，syngeneicのモデルでも同じであります

ので，このモデルにおいては，IL-15の発現が

ホストの免疫を賦活していないと思われま

す．あるいはこの IL-15とは別に，免疫細胞が

がんの中に浸潤して行く過程で何らかの障壁

となるものが別にあるのではないかというふ

うに感じています．

矢野 ありがとうございました．

座長 ほかにどなたかございませんか．先

生，臓器微小環境の重要性を，同所性のモデ

ルで示されたわけですが，同じような現象が，

IL-15を発現するような腫瘍を皮下に植えた

時には起こらないのですか．もう一つは，大

腸から転移した他の臓器でも，クロストーク

が起こって，先程のような病変を起こしてく

るかどうかということはいかがでしょうか．

国安 まず皮下に植えた時ですが，皮下に

植えた KM12 SMでは，IL-15の発現はむしろ

下がっています．大腸に植えた時に比べて下

がっていて，皮膚にも過形成性の変化は起き

てきません．それから転移巣については，肝

転移だけを検討していますが，肝転移巣にお

いては，その周辺の，たとえば胆管上皮の過

形成性の変化は認められていません．そうい

うことで，やはり大腸の粘膜上皮という，も

ともと同じところから出ているものが必要な

のではないかというふうに考えています．

座長 そうですね．同所性移植モデルの利

用は，そういう意味で解析上重要ですね．も

う一つお聞きしたいのは，午前中のセッショ

ンにありましたように，血管新生は COX-2

の関与があるということで，大腸がん治療に

COX-2 inhibitorが非常に注目されています

が，このモデルで実際にどういうことが起こ

るかというような解析はされていますか．

国安 それはまだやっておりません．ぜひ

やってみたいと思っています．

中津川重一（名古屋大） 聞き漏らしたのか

もしれませんが，IL-15の studyは臨床材料を

使ったものでもやられたのでしょうか．

国安 前半でお見せしました生検材料を用

いたのは，もちろん臨床材料です．

中津川 移植腫瘍の場合と，自然発生のが

んとの場合に，何か違いがあるのではないか

というふうに思ったのですが，そのへんは感

じられていないのでしょうか．

国安 今回の系ではほぼ同じような過形成

性の変化，あるいは血管増殖性の変化が見ら

れました．それから IL-15については，ヒトの

大腸がんではDukes’C症例では 67％，Dukes’

B症例では 8％に陽性でありまして，ここで
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も IL-15の関与は転移の方にリンクしている

というふうに見ています．

座長 どうもありがとうございました．こ

のセッションでは，臨床がんを理解するうえ

でがん転移モデルの重要性についてお話しい

ただきました．いろいろな臓器の微小環境の

特性と申しますか，がんが進展，転移して行

く場合に，すべてが一様ではないということ

は，お話の中でご理解いただけたと思います．

現在開発中のがん転移薬の中でも MMP阻

害剤は臨床治験が一番進んでおります．ブリ

ティッシュバイオテクというイギリスのベン

チャー企業が第 3相試験で，肺がん，胃がん，

膵臓がん，脳腫瘍を初めいろいろながん腫で，

10近い protocolを大規模で行いました．膵が

んでは標準的な治験薬であるジェムスタビン

と同じくらいの効果がみられ，最初は非常に

注目されたわけです．その後胆がん状態の少

ない胃がんに関して少し効果があるという結

果でした．最近肺がんに対する非常に大規模

な報告がありましたが，これはまったく効果

はないという結果でありました．

MMP阻害剤はもちろんがん種によって，

MMPがどれだけ関与しているかということ

で効果が違うと思いますが，もう一つの問題

は，第 3相は survival periodを見るわけで，生

存期間の延長は，一つの臓器だけではなく，

いろいろな臓器への転移によって影響される

という問題があります．先ほど肺がんの多臓

器転移モデルで，MMP阻害剤がすべての転移

に効かなければもちろん survival prolonga-

tionには貢献しないということを考えます

と，皮下腫瘍系とか，あるいは単純な転移系

だけで抗腫瘍効果があるからといって，臨床

的な効果を保証するものではないということ

がいえるかもしれません．

MMP阻害剤については，残念ながら今世界

的にほとんどが開発をストップしている状況

です．しかしながら，先ほどみなさんから話

題提供がありましたように，もう少しわれわ

れ自身ががんの転移の分子機構を，それぞれ

がんの特性とか，あるいは臓器レベルでもっ

とくわしく解明して行けば，また新しい，さ

らなる道が開けるのではないかというふうに

私は思っています．

これでこのセッションを終わらせていただ

きます．ご静聴ありがとうございました．
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