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1. 研究の背景と意義

軸:11981年一以来ltl比の死亡手′の軒 一位.であl,1 99辞の年･FILIJL祈莞よの競れ こよれば死

亡した人のうち約4人に1人が癌で稚亡している 癌のtr'期先妃､治めはの進歩とともに

原発巣に限F.･3している域の冶墳 i'は㍍まってきたが･転移とくに遠隔転移をおこした症例

に対しての書経 磐はきわめて旺いと,~わざるをf'ir..いJ今後項のIl台盤宰の向 Lにあたっ

て･細の 虹序の制御がきわめで屯貨であることは卯Ⅰなり･i,);である 伝写を成;/させる,上

体k心の過程には多様作があると巧えられるが､マクロ的にLLれEfI･i:捗の成立過花をいく

つかの)f;姐のステ ノブに大別する小力叫 能である､ 一般に磁軸胞の転軌,Rt:TJt二は､原発巣

から凝脱しさらに泣潤 してゆくステ ノブ､Jli.1発火から逝粧した1由細胞が血符や.)ンパ17と

いった脈弔系に進入してゆくステ ノブ､さらに遠隔臓器で-t細血料 こ捕捉された痛細胞が

nLm:r勺Ji)占JL_(股を泣潤する脈千号から紋日け るステノ7､そしてLb.移先脹器で7ポ トーシス

を回避 して朋 化をJlは する転移臓器において′I･4.YFい門机するステップが必LACであると考え

られている｡このように虹移の成､2.には様々な磯雄なステ yブがI的 .していると増えら

れ､その職帆の全容の糾 )その制御TL･の131'けさには様々なftLIEからのアプロ-チが必AT･であ

ると考えられる｡

これまでの研究から､ラウス内臓より同'jiIされたがん迫伝 ′V-srcをはじめとする多くの

がん迎 lzJ･柿物が､チロシン残)1を特肘 ()にリン厳化するチロシンキナーゼ活性をもつこ

とが馴らかとなり､チロシン妓基のリン酸化は細胞のがん化とlll捕,･した反応として7jinさ

れた川 C-～rcはがん退Il汗 ､･-srcの.lJ一骨細胞中tこ存/f･+るcounl叩 arlとして同定されたがん

l･(lt逝fL三(-(protO-OnCOgene)であり.V-srcII強引こチロシンキナーゼ捕作をもち細胞の増臥 分

化､免12J･t-･谷など多様な′始 現象に深くIRI!j･していることが明らかになりつつある(2)｡

このe-､汀は大賊将.孔芯をはじめとした様々な帝劇 胞においてその発現が上,i_しているこ
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とがFi'L',Lされてきた(315) 特にノく取締ではその発9日.i7-が詳軌 二検討されており,7:術材

日を附いた頼稚組払.声的検打･二おいてC-Srcの先DLとがんの進行性とのあいだで強い相関が

抗';阜されている(6･7)】これらの臨14;･恥 を捌いた較?,享と 一致して､熊近在転移仲人陽治

細胞枚ではt{it:移他人賊将某帥連珠:二比へ.C-Sr｡の7桝 が 1.1rl-していることが報告された

(i)'こiLJ,の-3桟 からC-Srcの活L'2の軌跡 ま､入朝癌細胞のIi.捗を抑制する1つの有力な

ターゲ トであると考えられる_

C-SrCは細胞暇のF勺側にTn')在するチロシンキナーゼ77ミリ-の -つてあり､卿 i.:お.ナ

るシグナルのlム過にrBLj.している(ユl Srcフ′ミリ fコシンキナ一七の7再任はそのSH_2

有l城とC｣三にJillする527尉 lのリン恨化し+=チロシン沌)t'-この分 (･lJl結合により規定さ

れている)すなわち､527尉 lのチロシン残J.4-がリン椴化しているときは,sH-2Pdl域とリ

ン恨化ナロンン城人らとのあいだで分 /･l% 1i告しそのキナーゼ7Tm は印刷されている, -

Jj.527尉 Iのチロシン残進が脱リン酸化しているときは､この分 /-F勺鮎合はおこらずそ

のキナーゼTJT'性は活他化している(91 受不休刺激を介する打汁ヒ化倭梢などについては.洋

AllにiTlC,れていないが､C､k(C-tcm一.niLTSrcL"1uSC)はSrc77ミリーチ｡シンキナーゼの析

'門を抑rl･lJIgるナuシンキナーゼとしてIrl]'jiiされた(10) C､kはSrc77ミリーのC人に作在

うるチロシン城Al_;をリン倍化することにより､そのチロンンキナーゼをネガティブに制御

する C､kiB†JJ･をクー'/ノティングしたマウスcrnbryoでは､srcファミリーキナーゼの活

ll.が'.;;,;tこじyTしている(1I.12)∴他)J､いくつかの細胞株においてCskを過剰発現させる

と､src77ミリーキナーゼを介した細胞のシグづル伝道の抑制が誘導される()3-15)｡こ

れらの一昨')三から､Src77ミリーキナーゼとcskのバランスによりsrc77ミリーキナーゼ

の清作がhrJ御されていると推察される

以 lの滞;;i､すなわちヒト付近移仲人脱油細胞においてC-Srcの捕性が上井しているこ

と､またcskはC-Srcの杭他を押さえることが.IIJ.火るイT))なJJll-であることから､Cskが人

職域紺地の帖穆抑制に応mできるのではないかと増え本研究を朋始したoNL-17細胞はマ

ウスiJ湖 粁糾 邑colo･H Ldel10Cu'C.Ilo.､一.L26より､F■dlerのノ)はに従い火);･:人′●芦分7･細胞生物学
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研究所の掛 6教授ら･二より蜘tlされたrl純 移惟朋 8胞株である(16) NL-17細胞をBALB/C

マウスのFt;剛 ftにrTはすると2-3週後､軌.:多投の転移性il価 を形蚊する 本研究では

このマウ祁 朋韻感応転移株>'L-)7細胞に,アデノウイルスベクターを恥 ,てCskを過剰発

現させることによr)､ヒト人品堀【こおいてその7古坤が 1.好しているこされるC-S,Cの清作が

肌iSgできるかどうか､またCもL遇(i-;f殺人J.=よりマウス.'-_33.ナる＼L-17細胞の･)二叛的肺較移

形成を抑制することが.LtJ.来るかどうかを検討.J_I
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2. 材料と方法

2-I.Fウ物 と印的.

BALB/Cマウス(8-12週齢 '位)はオ7)エンタル好け殊式会ILより峡大した マウス結

I.抑''馴I':移札NL-17細胞はれ六人乍JJナ√･細胞ノF''研先所のJI3,T=i放ほらにより､F.dle,のjJ'L-t二

か ､colonadc･.∝arc･non-a26より桝.1された日6) NL-)7細胞はRPMH糾0棉地(rl水製斜 に

射 兄化折みウシ胎児Ih'LF-ilOC/-/YをJJE】え､37℃､COヱインキJ･ベーター(二酸化炭,1滴 度5%)

にて上井起した

212.抗体 と.汰:ガLi常i

以 トのタンパクTfに対する抗体は､それぞれィ,-に記 した会すtから納入したD

C～k(clonc52)TT.InSducll0nL̀lbor.ILorlCS什

V-Src(c一oneMab327)Oncogc■1CRcseart:hl'roducLS祉

horsemd･ヽllTXm X･dasc-conJugaledanlトnlOuSCI呈G･Z)I'lledLltK)mlOr■ei杜

その他 -Wl')な.式題は､特に癖り古きのない限り､利光親交またはナカライテスク札の特

級.hl-を川いた

213.7テ'ノウノルスペクター

ラノトcskiZH云/-が机み込まれたアデノウイルスベクター(AxCATcsk)は如京大;声繁形外

相l伸 斗三相 卜より供15-を受けた(17)しコントロールのmockウイルス(Axlwl)とp
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TgalJCI∝idabe退fLJ の組み込 まれたウイルス(A､CATLacZ)汰,柑人rj=L<n･-lW 究所の斉藤

泉ヵt.三より朕LJ･された .

2

7デノウイルスの しヽ17細胞への鯨染.ま以前の 触a日71t: J =がい､以 トのプTjトコー

ルで了Tった 附｡一･T･のデ J シュに5Xl0.かIの Lヽl7細胞をまいたq)ち 一晩tF養し,ned.um

をM.JFLPBSで 回ウナ ブシュ ハ アデ ノウ イルスの含 まれナサ ーのmed.umを庶加し1時

mJL･鳩 した その後･比桝 二流加 したnTCdlUmの10f紺 のnd umを癌加し, さらに48時間

増益し'j:験 に川いた

2-5.X一旦こIlfj弛

β-g州 性の検山は5-bromo4-chI.r0-3-1ndolyl-,9-D-galacLOSidasc(X-gal)を盛節として行っ

た L･''･並 している細胞 を37%ホルムアルデ ヒ ド入 りpBSを用いて室温で10分間問-'jiiした

後､pBSで2回 r)ンス した β一g州 性 は細胞 を染色披 く5mMK4Fe(CN)も5mMK3Fc(CN 施 .

2mMM甚CJ212mMX-gul) ■トに3時間泣 し､倒 立耕徴鍵 (ニコン)で軌yj した

2 6.鮒 的岬鮒アッセイ

ウイA,スを悠漁 させ(300MO1124時間培並 した細胞を回収し､Ⅰ2ウェルの培亜デ イシュに

2Xl01ceIIs/仙川の細胞常圧で まいた後増益 し､24.48.72.96時ml後に005%LrypsJn.0.02%

EDT̂ で汚滋 させ.ヘモサ イ トメー ターを川いて細胞数をカウン トした(n⇒ )

ー8-



細胞を卜T収 し､lxSDS､洲 Pkburrer()0(TNりVグT)七1)ン､5%小 21ME､2%WルSDS､

62jm＼1Tnく-HCILpH681､Im＼1P.VISF).こサスヘンドし､l00℃､5分¶処増 した このサ

ンプルをsDS-PAGEで族開し､ニ トロtn,ロース柁(pROTRJLh-､Schneider&ShueLLft)にも

大知 二帖''J'した 転写した娘をi:LC止比触 clone52)､ル ーSrcfiLlJJ 1ヽdbj27)で処増 した後､

2次杭作として抗マウスIG-HRPで反LLさせ､ECuEnhaTd Chem'Iunl'ICはe一一ccDel弧 .叫

S)ucm(Ancr'hum)を用いてほ甥的なプロトコールに縫って抜目レた｡

2 8. 'nvIIrr)α,姫沈陀 ･srcキナーIピアノ七イ

鮒胞引u川丈し.200Ll)のTNEburrcr()OmMTrLS-1LCLLpI178卜 Ⅰ50mMNuCl､l% ノ二デッ

トp40､1TT･MEDT̂ ､InlMsodLumO,.hvan止ItC､1mMDlll､ImMPMSF､ 10pdml

叩rOtlnm)で吋l打化した このceHlysntesを追心 して 卜梢のタンパク;止をBIO-RADプtjティン

アッセイキットを川いて定･最し､サンプル間のタン′くクidを合わせた 200LlgのL7.7

に抗∨-brc抗体(Mab327)lpgを加え､4℃で 1時川Lインキュベ- トした｡プロテインC-セ

ファロースビ-ズ4B(Zymd)を加えてさらに1時別同転拙作 し､ビーズを追心分粧した｡

このビーズをK.∩- burrcr(40TTIM HEPES-NnOHLpH7141､10rnMMgCr2､ 2･5pgofmbb'l

musclecnokl叫 SIgma))でサスペンドした後､10LICILy･32P1-ATP(MEN)を紙加して30℃水浴

で10分U相 応させた sDSsumpkburrcr()0%V/Vグリセリン､5%V/V2-nwrcapLOClhanol､2%

W/Vドデシル的倍ナ トリウム【SDS1､625mMTns-HCl【pJ1681)%加えてボイルし､

SDSIPAGEで展附した｡このゲルをオー トラジオグラフィーで検目した｡なお､バンドの
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.長さは､バイオイメージングアナライザーBAS-200叫TJL:1}火フイルム)を用いて検出 し

.■●

2 9 ′L'根的約年こ格7ッ七イ

アデノウイルスA入{ATcsk及び て̂1"lを前山 のことヽ鮭放させたTiL-17細胞を48暗黙Jや

荘後､o･05E%LryP"nOO2%EDTAでi7遊させ､pBSで沈糾 麦､さらt:HBSStG.bco)(こげ追

させた_氷りにIO分閑静果した後､125XIO･ceW m).こ耳製 TJ= Ⅶ胞の牡/i:やは95%以 J

であった この鮒胞浮遊 汝 0.2mH25XIOIccIL)をBALBkmouheにJtI掃根から瀞注 した 細

胞榊 卜校2日川 に､マウスを剖検 し恥の虹移粁苅故および肺のm iをW,ifした(18.)9)

lrJ､マウスのJd殺は加入分 √細胞't物一h;研究所の動物取 り蜘 城 約に従い､エーテル麻酔

uJ:より子rった｡

2 1().マイクロホア ･ケモクキシスア ッセイ

アデノウイルスAxCATcsk及びAxl､Vl%F打述のごとく感牝させたNL-17細胞 を4帥fFu培適

役､005%LryPS-n.002%EDTAで培養mより浮遊 させ､pBSで淡沖 した絞5分間遠心 し

た J二i･'姥 捨てOl%BSAを付んだRPMl.gi仙 ■紺 地でsu叩mdした(細胞杏皮 2X)0･ccLIs/mI)

8pmのporcの開いた トランスウェルチャンバー(Co飢∬)を七 ノトし､ トランスウェルに朋

いている窓から600plのフィブロネクチン(KOKEN)のホ汝 ′20pgh-L)を ド笠に入れJt:化

作凶 タとした フィルターの 下に/i(抱が州求でいないことを確認 し､上毛 (トランスウェ

ル靴 にI00Plの細胞r?遊経を入れた｡インキュベーター内で12時聞静推し. トランス

ウェルのメンブレンを凶'jt絶叫 (5%グルターJL,アルデヒト満池､pBSでA･叔)で30分相

補滋で'''FuT.し榊起 した一その後､染色液 (C00∩-a鳩はBnll'inl滋経､pBSで希釈)を用いて

-)0-



'];:芯で30分閑静L托し浪色したっ即 事でフ ィルターの trRlの細胞を掛 ､取 り､例TL抑徴錠で

フィルタ-の 卜耐 二移動した細鞄を撰祭した｡岩8胞核のもった細胞のみ計放し､牧野あた

りの細胞封LをもってケモタキシスのrTI.比を評価した(三0)

2-11.ケモインベーション7 七イ

ケモインページョンアノ七イは8pmのporcをイ71るフィルターにあらかしめ31pg/フィル

ターのマ トリゲP/ 人1_的にl別路成した状礁暇)がコ トされている､バイオコー ト マ

トリyJL,.インページョンチャンバー (日本ペクトン･デ イッキンソン比)を用いた,滋

Jb:杓な'R験の独れはケモタキシスアッセイこ同様に子rった｡アデノウノルス感触させた

NL-17細胞を回収 し､01%BSAを丹んだRPMl牲血h糊 地に細胞数2XtO5ccILs/mlとなるよ

うに懸濁 した 17トリゲルコー トしたチャンバー内に200ulのnL7.7小含培地を加え､ゲル

を膨汎 させた後､絹地を除き細胞懸濁液200pIをマ トリゲルの rI.に加えた｡ケモア トラク

タントとして600ulのフィブロネクチンの溶油 (20LLg/ml)を用いた 24時間培遊牧､榊

'ji; 敗色し､純株でフィルターの上向の細胞を拭い取 り､フィルターの下帆 二移動 した細

胞を税?̂iした､脚fあたりの細胞数をもってケモインページョンの柁度を評価した(21)

2-12 ゼラチンサイモグラムによるゼラナナーゼの伶山

アデノウイルス感染後24時問血テFT入り培地でⅥ_117細胞を椛度し､培地を01%BSAを令

んだRP.Vlt撫仙 'て析他に交換 しさらに48時耶JJ存在した｡坊地を回収し､ゼラチンザイモ程

'Jl泳動キット (ヤガイ祉)を用いて､キットのプロトコールに従いゼラチンザイモグラム

アノ七イを行ったリ
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3 13.位 ｢格納によるj'" t･Oにおける泣洞価の.洋師

アデノウイルス悠73ヒさせた>rLl欄 悦 をrr･]糾 い PBSで』胞紋5XLO･celldmlとなるよう

に懸濁 した｡この細胞繋濁稚o_2mHlJYICPeclh)をBALB/cmouscの仲 I,:=Fi下I主した 約

2日 枝マウスのiflllのFIFに形成 ーt=如 しを､マ ')スをエーテルll't軒 トに屑殺後､∫!.]随の

正常縦縞 ととい こ 一塊として織 目JL､ホルマリン剛'ii綾ヘ マ トキシリン ･エオジン紫色を

行い1;tI-Jq!別報的軌吉子をした
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3. 結果

3 1･アデノウイJL,スペクターのNL-17取材当に対する担T:妙 手!

アデノウイルスが＼L-17細胞･二速火するかどうか確-1'iるため､IacZきCneが凱み込まれ

たアデノウイルスベクタ1 AxCAS1-にZ)を､感染させるウ′ルスの並(ヽtoli:mULt'pLIC.lyol

LnreclLOn､)変えて燈火させた 鮭漁校48･J!'m相 違レ､ガラクトシダーゼ榊 .をx-galをJF頂

T;'が .-;く淡色され､強いカラクトシターIt'7T.化が紬黙されたっまたカラクトシダーゼ清作

を′J､すallraは､i.-mきさせるウイルスの;止(MOl)濃IiE依/1:的に192))lIしたくF唱urelb) MO】300

にて､95%以上.のNL17維l胞がガラクトシダーゼil.作が枚祭された.またMO1300で感染さ

せたとき,蛸並しているh'L-17糾胞に感染させていない紺地と比べて形lBTl':的変化は観察

されず､この71<J度におけるアデノウイルスのNL-l欄Il胞に対する細胞.i刑 は雄視できるも

のと増えられた 以上の'L願結米から､アデノウイルスベクターがマウス人腸糊緑転移ク

ローンNL117細胞に効宰よく感染することが篠.llJ.された｡

3 2ACくkの]過剰溌規のNL-17案即軌の州純に対する影1･,I

Cskを過剰クとBiさせることによりNL-17細胞の朋 打に変化がIFしろかどうか検討するた

め､NL17細胞にm∝kウイJL,ス(Axlwl).Cskウイルス(AxICATcsk)をそれそれ感染させ､

24時f;りインキュペー トした 細胞帥 l収したのち､12ウェルのプレー トに細胞禽tE･2Xl01

ccl小 ､･cllでまいた後培超 し､24･48･7296m･n.'順 に細胞政をカウントし.汗価 した Flgu'C2に

見られるように､ TllOCkウイルス､CSkウイブレスを300MOlで感敷させたNL_17細胞との間に
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増純の品は扱怒されなかった.

3

Chkを過剰発視させることここより＼L-17細胞のSrcのチロシンキナーゼ清作が抑制され

るかどうか犠討するため,＼L一)7期】臥 二n-∝Lウ1ルスtA､h l)､CAウ1ルスtAxLCATcsk)

､L- Zウイルス(AxCASL拡Z)をそれぞれ感染させ､4郎･}附インキュペー トした 細胞を回

収しウェスタンプロ テイング山 こよりC､Lとsrcの碓}Xl'止を較笥享した mockウイTL,ス､

LitCZウイルスを感触させた＼L-17細胞では.CゝLの常BiLlは比蛇的少なかったが､CゝLウ1

ルスを惑教させたNL-I7細胞においては､ウイルス濃伎依IT･的にCゝLの先攻Ltが ｢舛して

いるのが税黙された(FFgUrC3u) -)J､Srcの発現7.1はそれぞれのウイルスを感染させた細

胞FHJで射 ヒはなかったO以 Lの純米から.cskウイルスにより卜分 uのCskのタンパク質の

先攻トルが粘られることが確認された 次にこのCsLのタンパクTfの党規 上界により､

NL-17糾胞のSrcのチロシンキナーゼ枯化が抑肌されるかt'うかを検討するため､エノラー

ゼを鵜貿としてm v･lrOキナーゼアッセイを行った｡それぞれのウイルスを城取させた細胞

を回収 した後､細胞を"T溶化LSrcを特派的に認識する抗体で免疫沈降させて､免沈腫物

のチロシンキナーゼ所作をInV.trOキナーゼアッセイにて測光した FlguTC3bに示すように

C止ウイルスを感姓させた細胞で､チロシンキナーゼ捕作の低トが軌穀された｡これらの

枇米を留分すると､cskウイルスを用いてNL-17細胞にCskのタンパク質を過剰発現させる

ことにより､srcにチロシンキナーゼ湖 生が抑制されることが確認された｡

3lLI C鎌の杓創礁湖によるNL-17細杓の肺転移の抑制

CsLのタンパク餌を過剰発現させることによる､NL-17細胞の'R験的転移にtTJ･える影管

にLuして桧山すした.8-12遡齢のBALBk n伯 日印に､csLウイルスを感放させて48特例培養 し
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+=＼L-I7細胞を2.5XLOl個でっ刷 新Er勺に投LJした controlとしてm∝Lウ ′Jレスを同様に

j'央させたNL-17細胞をLi静IL-i:内に投与した｡2LH後､肺を調べてみたところ､controlの

臥 二･よ多i'Lの山 ､＼L-17細胞の結節が税繁され,+_･が(F.guTtl)､CSLをO､er叩 re'～させた

Lヾ-17細胞を121)-･したマウスの肺ではその舵茄は が君耶に沌少していた(F'gurc 4)｡本実鞍

は[･J]し条目で3シリーズ'1fい､すべての'-J:験においてrl･1枚の結果がjTきられ､CsLを過剰発

現l~よりiT<L-)7細胞のむ仔が抑LJJされることが確止されfLL さら!=､それぞれの肺の右描

5'(及び肺のITL:芯を測定した.今Ln]の実験ではC､L臥 controL群それぞIL6匹ずつmいた`

Contro冊 は､恥の弘包打数の1'y-Jが り 197士20.7佃 '182.6±15.6咽す1123十166個であるの

にi.lL､cLL群ではi283士158個､2193 75別 iノ29_7 86個とそ才.それイ槽 にiLt少して

いた(p<001F･gurc5)_さらに､別】ql端 を比較してみるこ､controI帯は平均が iA33土68mg

才346±55,--g3524+65mgであるのr:対し､C､L件では上271±55mg'aT221j=37mg言で85±

34mgと枇節の数が少ない分だけ肺屯iltもそれぞれイJ.馴こ減少していた(p<oolF■gure5)

これらの動物r)三験のt.1.ALEミより､ ‖-vILrOにおけるcsLウイルス感射 こよりNL-17細目抱の肺転移

がイ1蕊に抑制されることが確.aJ.された

3 5･Cskのj地利発射 こよるNL-]7細胞のi'IViLrOil洞能の低卜

CゝLの過剰発券日こよるN1-17細胞の転移能の抵 卜をさらに解析するために､ケモクキシ

ス川のチャンバーを川いて､cskウイJt,スを感触させた細胞とm∝kウイルスを感熱させた

鰍抱との刷でその逆glJu性を比較したEそれぞれのウイルスを感染させ4糾引F'iJ培養した細胞

を回収し､ トランスウェルの上宅に軌胞をIJIJえ､ノヒ化惟凶+として 卜',:''にいれたフィブロ

ネクチン溶液に対する述動性を12時間培産後比較した｡Flgure6ilに′】け ように､CsLを過

剰党}31させた矧raとconlrOlの細胞との問でケモタキシスのイl~.C:な農は軌黙されなかった｡

この'R験結刃さからJnVIVOにおける転移能の,宅は7イ7'ロネクチンに対する補細胞の連動能

の/YJ･_千.弘明できないと考えられた｡
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がん退k lv-､化による トランス7.-ムによって､紺地のマ トリックス ･メタロプロテ

7-七(M＼1P)のFIlj-1JI講書され､細胞は転移穂を独和するという租てJ.-･がある(22) そこ

で､C､kの過eq常礎によりトL-17細胞のtl潤龍にA:化が比られるかどうか､LnV■tTOて軒 h.成

された)k床枚であるマ トリゲJL,に対するケモインベーションを比較した｡Flgure6beに見

られるよう･二､conLrOlのm∝kウ1ルスを啓敢させr=TiLr7細胞に比べて,CゝLウイルスを感

fiささせた細粒ではマ トリゲJレをコー トLた股をr1､月､血昌LI=細胞故は強少していたここ

のもF,米から､Cゝkの過剰発現によるNL-】7胡髄のさ1洞能のfit下が､In…0にお,する転.移花の

JY.の 凹にIJ.･っているIFT能作が示唆された.

3-6IC､Lのj当三j悦 湖による:tL-17t,lllriからのはrl_刑MMP-2IF′kの低 ト

マ トリ'/ルによるケモインベーションア ノセイにより､C､kのovcrcxpresslOnにより

hL17糾胞のrlTl-IL能が低下することが明らかになった.そこでウイルスを燐火させた

NLl7軌胞 の朽荘 川 川-のMMPの変化をゼラチンザイモグラムにより検目した｡co｡t,oⅠの

TnOCkウイルスをE,EWとさせたNLJ7細胞に比べ､Cskウイルスを感触させた細胞では培盛上

iJJl小のProMMP-2(progehnnaseA)には変化が枇J雛されなかったが､テIT.性J～g_MMP-2

(gclulln.lSe∧)の低 卜が確,諾された(FIgurC7) 以 卜の'R験枇nl-からCskの過剰発現によりsrc

の7fl作が低 下し,L)rpClVコラーゲンなどの細胞外AT言の分解に･T.lAtな役IEtJを災たすMMI,-2

のlfl化化がr'TlでされたとJ5えられたー

3 7･Cくkの過剰食掛 二よるNL-17耕】胞のinvivoil渦律の耽F

cゝLウノ)I,スとm∝kウJ ルスを感染させて48ll川棚･益したNLl7細胞懸濁液02ml(lXIOi

CCJ)､)をtiALB/cmouscの了子中にJif-'I''&.し､■nv.､･OにおけるllU･rJ誰を比較検討した cskウイ

ルスとmockウノルスを感Ziヒさせた細胞ともに､l左下は.約3遡ILu後にlfJI行約3cITlの肺棚を形
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成した 剛比的には肝増の大きさ.:追いは止られなかっ/=･師噛孤ならびにそのIutlJlTqの観

続を矧LEJしてみると､controト群ではi干瓢の筋肉をこえて後取扱､7千枚まで泣潤していた

が.elL打では筋肉までrl潤しているにとどまった｡ホルマリンBl'ii後ヘ マ トキシリン

エ[ジン淡色を行い嫡珊親紙的検討をLI=ところ､cont'oト群ではF'gu'C8.二iLられるよう

ド,筋舵を破城 して取掛 こな洞しているのに対し､ CくL群'=:iI司じ村 立においてがん細胞

が満悦を越えず:こIi.がっているのが扱繁された この柿で.cSL過剰発}3LによIi1n… ｡に

おいても汝潤能が旺 Fしていることが明らかとな.〉た
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4. 考察

鶴のiT'L糠蚊紙を上斤亡うるdt_R･なrql･のひとつは転移 といわゴしている したがって､転移

を制瓜iることができ九･'･･y続IBE攻範が格段.こ向 r-_することが糊結できる 堰の転移のプロ

セスは ､脱党加位からの癌礼砲の遊鞍､肢帯･)ンパ昔を介しての移動､控的駁器への様

Ŷ,r払 臥 さらにLP棚 がJ'a'パ る松稚な朋liiである 現在までにヒトの人職場の臨咋サン

フルを川いた左k多くの什LJT,の3'fTlから､人相掛 ~おいて細胞耳tnのr勺臥 二/IJILする-Ttjシン

キナーゼであるC-Srcのi占鴨が上77ーていることが切らかとなっfニ(3-5) さらに､C_S,Cの

7TJヤLと人相桝のTi襲叫との厳い矧 IEも捌 ちきれてきた(6.7) ･tL:惨とのI'il適では､大柳 き

r馴11移rl.//ローンでは相 伝移付クローンに比ベガ明にC-Srcの1,的 が HE･LていることがILと

近tJ.i:1.された(R) またヒト大槻塘細胞株においてIrfL･l･淵rノト.において･TI:柴な役割を担い.

そのtl蛸性と十日rRlするとされるvEGF(V.1､CUI.lrCndothcl■.llgro､vlhr.lCLOr)の発現をsrcのiT.他は

制御しているという報告もなされている(23)O しかしながら､cISrcの71.･惟 t二77-と転移能捜

引'rtのiE目刺を仙 名,別 け る/Jll-レベルでのメカニズムは HJlに脚yほ れておらず､また人

IJWIIAの帖捗をJinlけ るためにC-Srcの活他制御を標的とした満州 L･の･･T能†ほ 検討した研究

は l-介なされたとは.jい稚い.本研究では､C-S'Cの1,石化制御を標的としたがん転移的蜘 L-

のnl能代を検討するために､マウスcolo…denocarcL'lO'11.126より樹11Lされた.L.右転移クローン

NL-17松川迫による');験的鮎移の系を用いた この州ノ17細胞はBALB/C'nouseのJ%静脈に .∨

すると約3胤 .'SJで肺に虹移性範壬ほ 多数形蚊する この今lul川いたマウスの-ji験的肺転移

系は､動竹')三男如二おいて転移をu平価するのに 一般的に川いられている実験系であり､本研

究においで か)シナルなものではない しかしながら､仲現作よく安定 して転移炎を形状

する.[.I..､またマウスのがん細胞を川いておりヌー ドマウスをmL､なくてもよいという長所

がある このNL-17細胞におけるWPI中j:移形成には､これまでの研究からドL-17雑l胞の血′ト

似起lL瀧がEX]'ナしていることり819)､また肺に多く/i/t-する棚 引月(-であるIGF_)に対す
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る結いhdL･性が･t.紫な担='･であるここが'叩)ちかとなっている(24.25). ヽL_17細胞に関して

は､その止ll:7-にミュー7--ションがあるかどうかlJW';てされていないが､他の多くの稚

'fされている人鴨場の細胞株とrrrJ様にSrcの捕他がtJLしていた

し-Srcの7Tl竹.はそのCよの527尉｣のチロシン残姓のリン倍化により制御されており､

C､L･'よそのC人のチロシン残)3=をリン催化すること･二よりC-srcの7占性をncgul.､CにregulaTeレ

ている(10) まず＼し17細胞･こおいてC､LによってC-Srcのir をnepalrvcにregulaLe出来るか

どうか胤すするため.=､アデノウノlレスベクターをもちいてC､Lを,a制令jjiさせた

F･gurclbに′1け ように､IacZ追li:-f･の組み込まれたアデノウイルスはMOI300で95%以 L

のNL-17細胞に感穀した｡MOl300.二おいて蛙7-k後､細似 ~明らかな形態･●/二的変化が親祭

されう､また細胞の棚 ′にも影響がなく､アデノウ1ルスそのもの.こよる細胞権化は車乗税

できるイーは であると考えられた- cSLウイルスを感触させたNL-Ⅰ7細胞では､濃度依存的に

CゝLの発収川加が確認され､cskの党jRLPirl)llにともないSrcのlr,rLが'抑.tlJされた｡この iJ,米

はcskウイルスを感放させることにより､NL-17細胞のSrcの伯仲が制御できることを,7(し

ている Src77ミリーキナーゼが細胞IL捌 ､抑胞脚鵜にr氾与しているという鮭缶がなさ

れているが(2･2627)IMOI300においてcskウイルスとnlOCkウイルスを感触させたNLl7細

胞では,紺 地32:り継の/Y:は縦E,!されなかった(Ftgu'C2) このことから､NL-17細胞の糊姉に

はSrcのiT'惟以外の他の岬納凶7-を介するメカニズムが 巨にI'm -･しているとT･想されるー

この封l米は人脂堀ではC-src以外の他の逝Ll.(･も柄惟化しているという報告とも一致する

(28-30) このInV.rlOにおける細胞増雑のデータから､cskウイルス感触による細胞増柄変

化が"- voにおける転移能の人きな差に問 J̀-している"T能作は低いとぢ･えられた｡

Src77ミリーのタンパクfiは､細胞のj妾芯の過従で､細胞の掘弟粥に局在 して機能し

ていることが知られている(31) src-/一線級ji潮 胞ではフィブロネクチンでコー トしたデイ

シュに､即′I･_JtlJの線紋芽細胞に比べて,核ZT'-して11.がるのにより時l糊がかかると報告され

ている(32) そこでCゝLウイルスと･-.∝kウイJレスを感染させたhL-17細胞とのfujで､細胞の

接 ŷJrして広がる効率を比較した mockウイルスを感触させたNL17細胞に比べ､cskを過
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約定祝 した泉州迫では､フィブロネクチンでコー トしたf'1シュに1い逆位で花店して広が

るBl敏が椴察された この2つのウイルスを鮭漁させた糸耶連判での婚前の,荏-は､細胞を

デJシュ J二に1mえて2叫間で新月-であったが､24時Ril後では左がなかった.この結果か

･'J､C､kの逓判発現ががん細胞の運動作に影℡をおよばしているのでは,ないかと考え､ ト

ランスウlル チャンハーを恥 ､てフイプロもクチンに付するケモタキシスの差を比較し

た,しかしながらJ'･.鰍 =反して､2つのウノルスを唐敬させ7=細胞rr.JIF71プロネクチン

::)･1+る′L化牡の追いは純君子されなかった(rLBurela) そこで､InV'rlOにおいて軒岸成 した

娘lif脱であるマ トリゲルをtl洞する能ノ)､すなわちケモインページョンの追いを検｡tL

た clkウイルスを感染させたNL-17細胞では､∩-ocLウイルスを感触させたNL17細胞に比

べ､マ ト)ゲルをコー トした艇を辿過した細胞は･2糊 に少なかった｡マ トリゲルに対する

rll'';順 と寺川地がllT_/E:するM＼1PのilJ竹 ま放く相Iklしていることが知られており(22)､Cskの

過剰俺硯がMMPの1fl性をdownィeguILltCしていると考えられたCゼラチンサイモグラム7L･に

より､).'鳩 目J'J叫に伴やされるMMPを走;■UJiJに検ふ=′たところ､CゝLウ{ルスを感央させ

たNL17細lJrEでは7tJ汁ElFIMMP-2(geliltI'l.lSCA)の減少が仙2T,iされた ･)I,活f'F.)坦MMP-2

(P ro-gckltln･LSCA)のF-111駆体であるProMMP-2の耗/M iには変化がなかった`さらにJ3ALB/Cマ

ウスの'IlflfrのJi卜にウイルスを盛男とさせたNL-17細胞を移JJhl.して､‖川 VOにおけるti潤能

の/7-･を組黙 した conlroLの細胞に比べてcskウイルスを感触させたNL-I7細胞では.その岐

下もl湖 の人ささにはXi:は止られなかったが､綻潤能が低 卜しておりケモインページョン

アノ七イとゼラチンモグラム法の船架と-放した(FlgUrC7) CゝLウイルスを悠染させた

NL-17細胞においてiT]性型IVl.W -2の産生が減少し､さらにマウスの皮 F注後の浸潤能が抵

卜するというプ三験紙米から､C＼kウイルスによる退伝 (偶 人はSrcキナ一･tf活性が先進して

いる'L:.-;泣澗tl耗吸がんの転移抑制はかりでなく､がんlji..見放l二村してもその滋潤を抑制す

は､がん掛目泡の衣lrHに発現 しているMT1-.VIMPなどの股噌マ トリックス メタロプロテ

ア一七がf対')-･しているとされる(33139) またvISrCによりLr州dTom した幣上皮細胞MDCKで
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･よ､ lヽTトAllゝ1Pの発現が講,汗されるという耶 Iもされている(40) これらの報'1--と本研究

-=おけるもJ紫を驚ft レて考えてみると.C､Lの過剰発Biによりsrcのrfi-性を抑削することに

よ.ノ･VL-17細Jliの､･lTL-MMPなとのMMP-2を7六性化する村 井が肝.拝され､細胞の日清能

が低 ドし､tnH､0における実験的転移が抑制されたという可HE性が強く示唆される csk道

'lJ11ん こよる･T<L-17細胞のl)こ験的Si;朋 .絹W(の減少.二.5-'IナるLRLgとして､本研究.二お

･､て明らか!:なった.ン三浦順 の位 ド以外にも､h符馴 =やレシヒエントの免攻蔑能への悶rl

などの▲'TBEt'iもあL､今後これらの安臥 二問しての凱rが･tZL安であると増えられるっま,た

EGFRやIGF-IRなどの増如凶 rL,セプターがSrcキ十一ゼの嘱能を~祁日して､細胞の トラン

スオー}-ションに肘 )I-しているという描;I,(29.30.41,LI21や､Srcキナーゼとcskが

IGF-lRの横能を.淵節 しているという托i;-.･(43)がなされているが､Srcキナーゼの清作に伴っ

てその 卜流で変化うる分 /にF刺しでは､まだその,絹紬が判別しておらず､今後の研究の脱

[抑こよりfrrたな虹移抑作刺二つながるメカニズムが卿 少ほ れる"T能他があると恩われる｡
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5. 図
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総括

ネ研究において､ マウス蘇陽克滴 転移クローンであるNL-17m胞に､アデノウイルスベ

クターを川いてcsk(C-tcrmina]5rckinase)退位7-を･.7人すること'=より.S,Cのキナーゼ清

作を抑別できること､このCゝLを過剰発現させ+=hlLIL7細胞をBALB/cm｡U､｡にF岩舟7･i:し

て､I):強的柿板移に対する効3さを検討したとこ71､ コントu一心.二比べて尉椎.樺がPf明に

減少することを兄いt'した.さらにこの'R験的恥も事多の抑制のメカニズムとして､CゝL遇

†l;+を'.,vI人によりマ トリゲルに鎚澗する嫌力が低 トしていること､また1万JJE型Mh,1P_2の耗

′Lが抑F'1Jされることが明らかとなった｡();環に追li:(.治1.tfへのI.Lmを与えた場合､人足の

アデノウイルスをlけ接人体に投riした場合､アデノウイルス出火のjRli:7･が少呈発現する

ため細胞n妃妓Jilt.を,jrき起こすこと､ま1=がん紺地以外の正骨細胞にも感放してしまう

といった糾与甘作などの問臥 1.が現/Fのところ/Tli三する｡しかしながら､アデノウイルスに

はJl二体内でJI･1形がんをはじめとした.多くの和知の細胞に感染することができ､口的の適

(云(-を効!1'よく嫁入できるという艮所がある(44.45)｡また,cEAなどの悠性眺掛 こ特粍

的に発LlLしているタンパクIF'IFに反応するプロモーターを組み込まれたアデノウイルスベク

ターをIIJいた､仰才川 的過は [一治雌の開発が進んでいる(46.47)｡ したがって､将火様々

なアプローチからの研究がJiiF対し.これらの川越ノ了が解決されたならば､アデノウイルス

ベクターを川いたcsk逝伝 √の帝人は人貼塙の転移のmlLに布qJな-つのT･.投であると考

えられる｡さらに本研究の船架から考えると､雅邦･化が.':H '71-件の低いS,C阻譜,一利､MMP

i;lrl'!淵 も大鵬磯の転移のmJLに和男であり､これらの新しい遜剤の開発が待たれるところ

である｡
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