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「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」 

平成２５年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

 

整理番号 

 

Ｓ２２０７ 
関連研究分野 

（分科細目コード）
１９５２ 

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  

腫瘍脈管新生生物学を基盤とする若手研究者育成事業 

（平成22年度） 

代表研究機関名 

愛媛大学 

代表研究機関以外

の協力機関 

浜松医科大学 

（H23.4.1追加） 

主担当研究者氏名 
東山繁樹 

 

補助金支出額 

（平成22年度） 

 

7,832,000  円  

（平成 23 年度） 

 

27,130,000  円

（平成 24 年度） 

 

19,607,000  円

（合計） 

 

      54,569,000 円  

(公募応募当初の「申

請書」に記載の) 

若手研究者の 

派遣計画 

（平成22年度） 

     1    人  

 

（平成23年度） 

       3   人  

（    1   人）

（平成24年度） 

       3     人  

（   3    人）

（合計） 

         3      人

 

若手研究者の 

派遣実績 

（平成22年度） 

    1     人  

 

（平成23年度） 

       3   人  

（    1   人）

（平成24年度） 

       3     人  

（   3    人）

（合計） 

         3      人

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 
派遣期間が300日

未満となり、 終

的に若手派遣研究

者派遣実績のカウ

ントから除外され

た者（外数） 

（平成22年度） 

       0 人  

 

（平成23年度） 

        0  人  

（       人）

（平成24年度） 

         0  人  

（       人）

（合計） 

             0 人  
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１ ． 若手研究者の人材育成についての成果の達成状況 

（１）申請書に記載した期待される成果の概要 

（申請書（９－１）に記載した若手研究者の人材育成にかかる期待される成果の概要） 

 血管及びリンパ管新生に関わる新しい学問大系を構築し、本邦及び世界の脈管研究を

リードする新進気鋭の若手研究者として活躍することが期待される。特に、がん微小環

境における血管・リンパ管新生は、がん増殖・転移の基盤を成す重要な生物像である。

従って、基礎研究から臨床応用へのtranslational researchが極めて重要であり、本プ

ログラムの若手研究者に、その役割が期待される。実際、ベッドサイドでは「がん転移

抑制を目指した分子標的薬剤による治療」が複数のがん腫に応用され、抗血管新生療法

は広く定着しつつある。しかしながら、現状では不測の有害事象も多く、今後抗血管新

生療法に関わる特異性の高い標的分子を見極め、患者治療へ応用することが重要である

。従って、本プログラムで派遣する若手研究者は、血管・リンパ管新生に関わる新規分

子を互いに異なる手法で同定し、帰国後は本邦がん患者に対する治療基盤の構築を目指

す。さらに、本プログラムで養成する若手研究者は、その極めて高い動機づけと実験手

技の獲得により、本邦研究組織における上級研究員及び次世代育成を目指す教職の一角

を担うことが期待される。 

 

（２）上述の期待される成果の達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】 

□期待を上回る成果を得た 

■十分に達成された 

□おおむね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

研究活動総合評価：3名の派遣研究員ともに、派遣先での研究グループに素早く順応し、

派遣先指導教官のもと、厚い信頼を得て順調に研究を遂行するこが出来た。以下に記載

の様に大きな成果を出し、これより当初の目的を十分達成できたと判断する。 

 

論文業績評価、学会活動、受賞歴評価： 

 研究成果は、本プログラム期間内にBlood２報、JBC２報、MBC１報が発表され、当初目

標とした海外トップ・ジャーナルへの掲載を達成したこと、さらには、現在複数の論文

がやはりNature, Cellを含むトップ・ジャーナルに投稿中または投稿準備中であること

から、当初の目的は十分に達成されていると評価する。 

 また、本プログラムから発表した論文を評価され、第九回麒麟塾セミナー（本年7月13

日 東京、本プログラムの派遣者①が招待され、代理の坂上が発表）およびGordon 

Research Conference-Matrix Metalloproteases （本年5月19日〜5月24日、イタリア、

東山が招待され、発表。）にシンポジストとして招聘され、発表した。また、本プログ

ラムの派遣者②は、日本学術振興会海外特別研究員に応募し、採択された（本プログラ

ム終了後、海外特別研究員として、同じ研究室での滞在を延長し、研究活動を継続して

いる）。 
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２．国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の達成状況 

（１）申請書に記載した国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の概要  

（申請書（３－１）に記載した国際共同研究課題の到達目標及び申請書（９－２）に記載した国際共同研究にお

いて期待される成果概要） 

 本国際共同研究の目的は、①がん微小環境における血管・リンパ管新生の増殖制御機

構を明らかにし、新規標的分子を同定すること、②血管・リンパ管新生を標的とした、

より安全性の高いがん治療の基盤を創出すること、③腫瘍特異的血管及びリンパ管内皮

細胞の遺伝子プロファイルおよびプロテオームプロファイルを同定することである。特

にがん微小環境における腫瘍特異的血管およびリンパ管内皮細胞の特性は、世界的にも

まだ全く不明である。従って、腫瘍脈管の特性を見出すことは我が国に止まらず、国際

的な課題解決に向けた極めて重要かつ危急の研究テーマである。そして、腫瘍脈管の特

性を同定することは、取りも直さず血行性・リンパ行性転移に関わる分子群を見出すこ

とに他ならない。これら分子群に着目し、がん転移に及ぼす効果を検討することは、が

ん転移抑制に関わる分子標的薬剤を創出するためのプラットフォーム作りに繋がるもの

である。がん血行性・リンパ行性転移は、初期がんから進行がんへと病期進行する際、

最も憂慮すべきリスク・ファクターである。従って、この生物像の本質を理解し、解決

に向けた方策を創出する学術基盤を構築する本国際共同研究は、医学的に極めて重要な

課題であることを改めて強調したい。 

（２）上述の目標等に対する達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】 

□期待を上回る成果を得た 

■十分に達成された 

□おおむね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

 研究目的①の「がん微小環境における血管・リンパ管新生の増殖制御機構を明らかに

し、新規標的分子を同定すること」では、派遣者①は血管内皮細胞増殖制御に向けて、

VEGF-Notchシグナルクロストークの標的分子としてBAZFとSEMA6Aを同定、その分子機構

の一端を解明した（Blood 119, 2688-98, 2012、Blood 120,4104-15, 2012）。また、派

遣者②は、腫瘍血管内皮細胞とがん細胞の両細胞に増殖抑制因子として働く因子として

SEMA3Fを、また、その拮抗因子としてがん細胞が産生するNetrin-1を同定し、Netrin-1と

SEMA3Fによる正と負のシグナル伝達経路の解析から、mTORC1, mTORC2の重要性を明

らかにし、標的分子としての可能性を明確に示した（JBC 288, 2210-22, 2013）。さらに

派遣者③は、血管内皮細胞由来で乳がん幹細胞の細胞遊走、自己複製、増殖を制御する因子

として可溶性３因子と、その共通の受容体を同定し、乳がん幹細胞に対する治療標的分子

としての可能性を明確に示した（論文投稿準備中）。以上の様に、各研究員が明確な目標の

もと、派遣先との共同研究テーマに即して、がん治療に向けた新規標的候補分子を同定す

ることに成功している。今後、研究目的②の「血管・リンパ管新生を標的とした、より

安全性の高いがん治療の基盤の創出」に向けて、大きな弾みを付けることが出来たと判

断する。  
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３ ． 今 後 の 展 望 に つ い て  

これまでの実施状況を踏まえて、事業実施期間終了後の展望について記入して下さい。 

①  自己資金、若しくは他の競争的資金等による海外派遣の機会を含む若手研究者の研鑽・育成の事業の継続（又

はその見込み）状況 

 今回のプログラムで派遣した 3 名の研究員は、博士取得後３〜５年間、東山の研究室

で研究に従事し、十分な基礎研究能力を身に付けてからの海外派遣であった。今回のプ

ログラムで十分な成果が得られた背景には、派遣研究員の基礎研究能力と英語によるコ

ミュニケーション能力の高さにある。そのことから、学位取得後にこれらの能力向上を

十分に図った上での海外派遣が望ましいと考えている。現在、当大学医学部でのポスド

ク人数は人件費の問題等から多くはないが、海外留学を強く希望する若手が数名在籍し

ており、海外の学会での発表ならびに共同研究相手（留学先）の模索を積極的に行わせ

ている。留学前に、共同研究およびコミュニケーションの下地を作っておくことが若手

の海外での研鑽と育成を成功させる鍵となるからである。現在、次の派遣に向けての若

手の人材を育成中であり、人材が整い次第、再度本プログラムに応募したいと考えてい

る。 

 

②  本事業の相手側を含む海外の研究機関との研究ネットワークの継続・拡大（又はその見込み・将来構想）状

況（組織において本事業で支援した若手研究者に期待する役割も含めて） 

 派遣した３名の研究員全員ともに、派遣先の指導教授から滞在延長の要請を受けた。

派遣者②は日本学術振興会海外特別研究員に応募、採用され同研究室に在籍、派遣者①

は、NIH のポスドクとして採用され同研究室に在籍、派遣者③は、Detmar 教授のグラン

トによりポスドクとして採用され、同研究室に在籍、となっている。この様に、３名と

もに滞在延長の要請を受けた理由は、大学院生指導も可能な研究遂行能力とコミュニケ

ーション能力の高さ、そして勤勉さだそうである。また、心から信頼できる人材である

こともその理由に添えられている。また、どの派遣先からも今後の継続的な人材派遣を

要請されていることから、彼らのお陰で、共同研究パートナーだけでなく、若手人材育

成のためのパイプラインとして構築できたと考えている。今後は、３研究施設ともに継

続して共同研究パートナーだけでなく若手育成パートナーとして活動する計画であり、

継続して滞在し研究を遂行する３名には、次の若手派遣のための基盤を固めること、さ

らに共同研究等を通じてネットワークを拡げてくれることを期待している。 

 ただ、本プログラムで構築した研究ネットワークの継続と拡大に関しては、次の派遣

研究員の確保が第一である。しかし、地方大学においては若手研究者の人材不足は深刻

な問題であり、特に医学部からの研究者養成は急務を要する案件である。愛媛大学とし

ては、医学部卒業生の大学院進学率の向上、研究者育成を掲げて、医学部大学院教育改

革に学部として取り組んでおり、その効果は、時間はかかるが着実に現れてくると期待

している。 

 

③  本事業で支援した若手研究者の研究人材としての将来性について 

 ３名ともにこの領域での活躍が十二分に期待できる人材に育ちつつある。 
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資料１ 実施体制 

①  事 業 実 施 体 制  

フ リ ガ ナ 
担当研究者氏名 所属機関 所属部局 

職名 

（身分）
専門分野 備考 

主担当研究者 

東山
ヒガシヤマ

 繁樹
シ ゲ キ

 

 

 

 

担当研究者 

井上
イノウエ

 博文
ヒロフミ

 

 

 

平川
ヒラカワ

 聡史
サ ト シ

 

 

愛媛大学 

 

 

 

 

愛媛大学 

 

 

 

浜松医科大学 

 

プロテオ医学研究

センター 

 

 

 

医学系研究科 

 

 

 

医学部 

 

教授 

 

 

 

 

講師 

 

 

 

准教授 

 

生物学，分子

細胞生物学，

腫瘍生物学，

血管生物学 

 

分子細胞生物

学，血管生物

学 

 

皮膚科学，血

管・リンパ管

生物学，腫瘍

学 

 

 

 

 

 

 

 

（H23.4.1追加） 

計 3 名     

 

②  相手側となる海外の研究機関と研究者 

国名 研究機関名 相手側研究者氏名 
職名 

（身分） 
備考 

米国 

 

米国 

 

スイス 

米国・国立がん研究所 

 

ハーバード大学小児病院 

 

スイス連邦工科大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 3 機関 

Giovanna Tosato  

 

Michael Klagsbrun 

 

Michael Detmar 

教授 

 

教授 

 

教授 
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資料２ 若手研究者の人材育成にかかる資料 

（１） 若手研究者の選抜方針・基準、選抜方法の概要 

 

 若手研究者が派遣先で十分な力を発揮し、計画目標の達成とワールドワイドヒューマンネッ

トワークの形成が可能かどうかの観点から、候補者を（１）研究遂行能力、（２）これまでの

業績、（３）人柄、（４）コミュニケーション能力、（５）将来性、の５項目において精査・

評価した。 

（１）研究遂行能力と（２）これまでの業績については、これまでの発表論文において、その

質の高さ、本人の貢献度の高さを中心に評価した。（３）人柄に関しては、共同研究者ならび

に所属する教室での評価に基づいた。（４）コミュニケーション能力は、研究討論・発表能力

と英会話力を中心に評価した。（５）将来性は研究嗜好性を基本として（１）〜（４）を総合

的に判断した。継続派遣については、派遣先の評価に基づいた。 

 

 

（２）若手研究者海外派遣時の支援体制の概要 

  （若手研究者の海外派遣が促進されるよう組織としてどのようなバックアップ体制を 

とったかについて記載してください。） 

 

 派遣先での研究活動を支援する体制の整備状況は、基本的には担当研究員ごとに３派遣先と

も同様な体制で行った。 

 共同研究推進に関しては、テーマごとに必要な研究材料（遺伝子、siRNA、抗体等）の提供、

また、リコンビナントタンパク質の合成やプロテオミクス解析実験は、愛媛大学プロテオ医学

研究センターがバックアップする協力体制をとった。また、研究の進捗状況はインターネット

スカイプを用いたテレビ会議によるデイスカッションやメール交換、派遣先指導教授の校閲を

得たマンスリーレポートとして毎月報告され、把握に努めた。海外での生活支援についても、

日常のメール交換やスカイプを用いたテレビ会議時での日常生活に関する情報共有により行

った。派遣先指導教授との連絡は、主にメール連絡で行い、年に一度の訪問ミーテイングでは

十分なデイスカッションを行い、情報共有に努めた。 

 派遣先すべてにおいて万全な研究支援体制のもと、順調に共同研究を進めることが出来た。 

 

 

 （３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況 

 

 変更無し 
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（４）若手研究者の育成にかかる成果の概要 

 

①  派遣された若手研究者の成果 

（資料４に記載するような研究成果の発信状況等だけではなく、将来的に主要な研究者としての活躍が

見込まれるか等の観点も含めて記載してください。） 

 

 各派遣研究員ともに、派遣先指導教官の厚い信頼を得るに至ったことは、プログラム

終了時点で、派遣先から研究継続の要請を受けるとともに、延長滞在費の支援(派遣者

②は日本学術振興会の海外特別研究員に採用)が得られた事から明らかである。研究遂

行能力の高さとその成果の質の高さは、発表論文リストを参照頂ければ明らかであり、

各指導教官からは大変高い評価を得るに至っている(添付の評価書参照)。また、３人の

指導教官から頂いた共通の評価は、所属研究先の大学院生の指導に関する高い評価と、

ポスドク間での共同研究ならびに他の研究室との共同研究に積極的に参加し、成果を出

している点にある。 

 訪問時に各研究室のメンバーからも、研究推進能力と人間性（真面目さ、勤勉さ）、

特に協調性に対する高い評価をいただいた。また、英語でのコミュニケーションに関し

ても、全く問題がないとの評価であったことからも、３人の派遣研究員の今後の国際的

舞台での活躍が十分期待できるものと判断する。 

 

 

②  派遣した機関・組織の成果 

（機関等として組織的に若手研究者を育成する枠組みが構築されたか、機関等の研究者の評価におい

て、海外での研究実績を重視するシステムが構築されたか等の観点も含めて記載してください。） 

 

 愛媛大学における、癌や炎症性疾患の治療向上に向けた基礎的研究である血管・脈管

生物学研究の若い担い手を育成する目的では、本プログラムの成果として、高い能力を

有し、国際的に活躍できる人材が育成出来ていると判断している。また、派遣研究員そ

れぞれの努力のお陰で、海外３拠点との共同研究ならびにヒューマンネットワークパイ

プラインは着実に構築しつつある。しかし、問題点は、次の派遣人材の育成が十分進ん

でいない点にある。特に地方大学医学部全般にわたって見られるように、基礎医学系大

学院進学者がほとんどいない現状とポスドク採用のための人件費獲得の困難さ、さらに

は臨床医の基礎研究離れから、次の海外派遣人材の確保が極めて厳しい状況にある。こ

れが出来なければ、せっかく築いた若手研究者育成のためのパイプラインを継続して有

効に活用することが出来ない。そこで、この点に関して、医学部生の大学院進学率向上

に向け、医学部生の早期基礎研究室配属教育、学部生の研究員制度の導入による経済的

支援、国内・国際学会発表支援、学部学生時での大学院講義履修システムの導入等、学

内資金や外部資金獲得により戦略的に進めているところである。 
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（５）若手研究者の派遣実績の詳細 

 

 派遣者①：  ポスドク    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

 血管新生は、内皮細胞の増殖と抑制のバランスの上で成り立ち、このバランスの制御機構

解明は、腫瘍血管新生の分子機構を理解し、人為的制御を施す上で必須である。これまでに

内皮細胞の増殖は VEGF シグナルが、また、抑制は Notch シグナルが中心的役割を果たす事

が報告されている。派遣者①は、VEGF シグナルと Notch シグナルを直接結ぶ分子 ZnF50(BAZF)

を同定し、その詳細な分子機構を解析してきた。本研究をさらに発展させるべく、米国 NCI

の Dr. Tosato の下で、内皮細胞における Notch シグナル制御の新たな分子機構の解明と新

規 ZnF50 (BAZF)様分子の探索・同定を目的とする。また、本研究を国際共同研究で展開す

ることにより、この研究領域でのヒューマンネットワークの形成と拡張を図る。 

（具体的な成果） 

 昨年に引き続き、ZnF50(BAZF)と CBF1 分子を繋ぐリンカー分子として同定した Cullin3

をベイトにした免疫沈降法ならびに質量分析法を愛媛大学側で進め、いくつかの候補蛋白質

を検出し、それらの中から２つの分子の機能解析を進めた。その結果、接着因子の細胞内輸

送系を制御する因子と、チロシンキナーゼ型受容体 mRNA の安定性を制御する因子であるこ

とを突き止めた。また、Cullin３血管内皮特異的欠損マウスの作成を進め、マウスの交配実

験まで進めている。今後、上述の分子との関連についてさらに機能解析を進める予定である。

 また、昨年、血管新生先端における Tip cell と Stalk cell に発現している Notch とその

リガンドの相互作用によるシグナル制御機構を解析した結果、遊離型リガンドが Notch を介

して、VEGF により誘導されるシグナル分子のリン酸化を制御することを見出した。さらにそ

の下流のシグナル分子として複数の候補分子を検出するに至った。これらの分子について

siRNA を用いた機能解析を進めた結果、血管内皮のネットワーク形成等に大きな影響を及ぼ

す因子は検出できなかった。 

 一方、Dr. Tosato の指導の下で、VEGF-Notch シグナルクロストーク解析を押し進める中

で、VEGF と Notch の両分子の次なるクロストークの相手分子としてセマフォリン(SEMA)に着

目し、新生血管内皮細胞で比較的発現が高いものを探索した。血管新生のモデルの一つであ

る網膜の新生血管を用いたスクリーニングにおいて SEMA6A は比較的よく発現しており、特

に、血管新生の先端の細胞が伸ばす糸状仮足などに局在することが明らかとなった。また、

血管退縮のモデルの一つである硝子体血管においても、SEMA6A がよく発現していることが明

らかとなった。そこで、血管新生および血管退縮における SEMA6A の機能解析を押し進め、

VEGF、Notch と SEMA6A とのクロストークの分子機構の解明を目指した。 

 まず、short hairpin RNA(shRNA)を用いた RNA 干渉法により SEMA6A の発現をノックダウ

ンすることで、血管内皮細胞での SEMA6A の機能解析を試みた。その結果、SEMA6A のノック

ダウンにより、血管内皮細胞の培養液中への浮遊が観察された。浮遊した細胞のサイズは、

不均一であり、細胞の断片化が多く観察された。そこで、SEMA6A ノックダウン細胞を種々の

アポトーシスマーカーを用いて解析した結果、SEMA6A のノックダウンによりアポトーシスが

誘導され、ほとんど増殖しないことが明らかとなり、SEMA6A は、内皮細胞増殖において VEGF

と同等の活性を有することが示唆され、血管内皮細胞の生存に重要な役割を担っていること

が明らかになった。 
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 そこで、SEMA6A が VEGF や VEGFR2 の発現及ぼす影響を、定量 PCR およびウェスタンブロッ

トにより調べた。その結果、SEMA6A をノックダウンした血管内皮細胞で、VEGFR2 の mRNA お

よびタンパク質の発現低下を観察した。また、VEGF/VEGFR2 により誘導される下流シグナル

分子である AKT および ERK1/2 のリン酸化が低下することも、フロサイトメトリーおよびウ

ェスタンブロットにより確認した。これらのことから、SEMA6A は、通常、VEGFR2 の発現を

維持することにより血管内皮細胞の増殖性を維持するとともに、細胞内の VEGF/VEGFR2 シグ

ナルの維持に必須の役割を担っていることが示唆された。さらに、セマフォリン 6A の生体

内での役割を明らかにするため、SEMA6A ノックアウトマウスの解析を行った。その結果、

SEMA6A ノックアウトマウスでは、硝子体血管の早期退縮を認めた。さらに、この硝子体にお

ける VEGFR2 の発現低下をウェスタンブロットにより確認した。また、SEMA6A ノックアウト

マウスの硝子体血管において、血管内皮細胞のアポトーシス増加を観察した。以上のことか

ら、SEMA6A は、硝子体の血管において VEGFR2 の発現をコントールすることで血管退縮を制

御していることが示唆された。加えて、腫瘍の移植実験において、野生型のマウスに比べて、

SEMA6A ノックアウトマウスでは、腫瘍血管密度が低くなり、腫瘍のサイズが小さくなること

を観察した。 

 本研究において、ノックアウトは、VEGFR2 の発現、細胞内および細胞外 VEGF/VEGFR2 シグ

ナルを制御し、血管内皮細胞の増殖および生存をコントロールすることで、血管新生と血管

退縮のバランスを調節していることを明らかにし、論文として発表することが出来た。 

 これらの成果は、当初の計画の枠を超えて大きく前進し、目的以上の成果を収めることが

出来た。 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

米国，ワシントン，国立がん研究所，細胞

腫瘍学，Tosato 教授 

１２１  

日

３６６  

日 

３６０  

日 

８４７

日
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 派遣者②：  ポスドク    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

腫瘍血管と既存血管との差別化を明確にし、腫瘍血管内皮細胞特異的マーカーを標的分子

とした治療法の開発に繋げる。腫瘍移植マウスから単離した腫瘍血管内皮と、ES 細胞から

分化誘導した正常内皮細胞を用いた発現遺伝子と蛋白質の比較解析は、それぞれDNAマイク

ロアレイ及び質量分析により行い、単離型と誘導型の両血管内皮細胞に共通のマーカー分子

（特に細胞表面マーカー分子）を同定する。 

 これと並行して、Dr. Klagsbrun からの提案により、腫瘍および腫瘍新生血管を崩壊させ

る因子として同定した Class 3 セマフォリン (SEMA3)のシグナル伝達経路の解析にも着手す

る。これは、腫瘍血管内皮細胞特異的マーカーを標的分子とした治療法の開発に直接繋がる

重要なテーマであり、このテーマにも沿って Dr. Klagsbrun のグループとの共同研究をさら

に推進する。 

（具体的な成果） 

 腫瘍移植マウスから正常及び腫瘍血管内皮の単離、mRNA の調製と RT-PCR による cDNA の調

製、および遺伝子プロファイリング解析を行った。その結果、既に報告のある複数の分子を

検出したが、新しい分子を見出すには至っていない。また、ES 細胞からの正常及び腫瘍血

管内皮の分化誘導を試み、分化誘導前後で遺伝子プロファイリング解析を行ったが、興味深

い候補分子を同定するには至らなかった。 

 一方、Dr. Klagsbrun から提案いただいた、腫瘍および腫瘍新生血管を崩壊させる因子

SEMA3F のシグナル伝達経路の解析に基づく腫瘍血管内皮細胞バイオ・マーカーおよび標的

分子としての有用性について検討し、以下の成果を得た。 

SEMA3F による細胞内シグナル伝達経路をまず明らかにするため、Phospho-Kinase 

Antibody Array を用いて U87MG 細胞における種々のリン酸化蛋白質を検出した。SEMA3F

処理によって AKT, ERK, Src, FAK などのリン酸化が抑制されていることを見出した。こ

れらの分子は、腫瘍細胞増殖・接着にかかわる分子であり過去の報告と一致するもので

あった。中でも mTOR のリン酸化が抑制されていることに着目し、AKT-mTOR シグナル経

路に関わるリン酸化蛋白質をウエスタンブロット法にて確認した。その結果、mTOR の制

御分子である S6K および S6 のリン酸化が抑制されていることを明らかにした。 

 mTOR は raptor, rictor などのコファクター分子と結合し、それぞれ mTORC1, mTORC2

複合体を形成し、細胞周期、増殖、生存、アポトーシスなど様々な役割を担っている。

そこで SEMA3F 処理後、mTOR 抗体を用いて免疫沈降を行い raptor あるいは rictor を検

出し、mTOR 複合体に与える影響を検討した。その結果、SEMA3F は mTORC1 および mTORC2

両方の複合体形成を阻害していることを明らかにした。 

 次 に SEMA3F に よ る 血 管 新 生 阻 害 メ カ ニ ズ ム の 解 析 を 行 っ た 。 U87MG 細 胞 を

desferrioxamine (DFO)によって低酸素刺激した後、HIF-1a の発現量および VEGF プロモ

ーター活性をルシフェラーゼアッセイにて解析した。血管内皮細胞増殖因子 VEGF は

AKT-mTOR 経路を介して HIF-1の発現が増加・安定化することによって増加するため、

mTOR 阻害剤ラパマイシンは HIF-1の発現を抑制して VEGF プロモーター活性を阻害する

ことが知られている。そこで SEMA3F 処理したところ、ラパマイシンと同様に HIF-1の

発現を抑制して VEGF プロモーター活性を阻害することが明らかとなった。つまり、

SEMA3F による血管新生阻害作用には AKT-mTOR 経路が関わっている可能性が示唆された。
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 これらの成果は、腫瘍および腫瘍新生血管の崩壊に、新たなシグナル伝達経路が関与する

ことを示唆するデーターとして論文にまとめることが出来た。 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

米国，ボストン，ハーバード大学小児病院，

Michael Klagsbrun 教授 

０  

日

３６４  

日

３５９  

 日 

７２３

日
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 派遣者③：   助教     

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

 表皮特異的VEGF-A またはVEGF-C トランスジェニック・マウスに対して皮膚化学発がん誘

導する（系統FVB/N, n = 30）。発がんは、DMBA/PMAによる多段階発癌プロトコールを用い

る。皮膚原発腫瘍及びリンパ節に生じた新生リンパ管よりリンパ管内皮細胞を免疫染色によ

り同定、免疫レーザーマイクロサイセクション法によりリンパ管内皮細胞を分離する。特異

抗体にはLYVE-1を用いる。これよりRNA を抽出、PCRで増幅した後、cDNAおよびmiRNA マイ

クロアレイによる遺伝子発現変化を解析する。また蛋白質解析は質量分析により行う。 

 これと並行して、Dr. Detmar からの提案により、腫瘍血管およびリンパ管が癌幹細胞の

微小環境（ニッチ）形成に深く関わる事から、癌幹細胞と血管・リンパ管内皮細胞との

相互作用を調べ、癌幹細胞の維持に重要な特異的因子を同定し、それをブロックするこ

とで、癌治療における新たな効果的アプローチを開発することを目的とした研究にも着

手する事とした。 

（具体的な成果） 

 派遣者③は、Dr. Detmarの下で、提案した研究計画に沿って、まず表皮特異的VEGF-A ま

たはVEGF-C トランスジェニック・マウスを用いて、DMBA/PMAによる多段階発癌プロトコー

ルに従って皮膚化学発がんを誘導した。皮膚原発腫瘍及びリンパ節に生じた新生リンパ管よ

りリンパ管内皮細胞を分離し、cDNAサンプルを調製した。cDNAマイクロアレイ遺伝子発現解

析と遺伝子ネットワーク解析は、愛媛大学の方で終了した。siRNAを用いての遺伝子機能解

析は、浜松医科大学の平川と、ETH Zurichの派遣者③でともに進めている。 

 これと並行して、Dr. Detmar からの提案により、癌幹細胞と血管・リンパ管内皮細胞と

の相互作用を調べ、癌幹細胞の維持に重要な特異的因子の探索を開始した。その結果、

以下の様な成果を得ている。 

 乳癌幹細胞とヒト血管・リンパ管内皮細胞の共培養により、内皮細胞が乳癌幹細胞の

遊走能、自己複製能、増殖能を強力にサポートすることを明らかにした。次に、内皮細

胞由来のいかなる因子が乳癌幹細胞に影響するのかを調べるために、共培養した内皮細

胞を FACS 分離し、単独培養細胞に対する遺伝子発現の変化を real-time RT-PCR で比較

検討した。その結果、３種のサイトカインの発現が、乳癌幹細胞との共培養により著し

く上昇していること、さらには、これらのリコンビナント蛋白質を乳癌幹細胞の培地に

付加すると遊走能、自己複製能、増殖能が有意に亢進することを確認した。また、これ

らの因子の中和抗体は乳癌幹細胞の自己複製能を著しく阻害することも確認した。 

 以上の結果は、悪性黒色腫の幹細胞モデルでも同様に見られた。 

 今回の研究結果により、癌幹細胞の増殖・維持に特異的サイトカインの活性化が重要

であることが示され、本因子の阻害は癌幹細胞を特異的に標的とした新たな治療戦略と

なり得ることが示唆された。従来の抗癌剤に加えて、癌幹細胞‐内皮細胞の相互作用を

特異的に遮断するこれらの薬剤を併用することにより、再発、転移のない癌の完全消褪

が得られるのではないかと期待できる。 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

スイス，チューリッヒ，スイス連邦工科大

学，細胞腫瘍学，Michael Detmar 教授 

０ 

日 

３１８  

日

３６０  

  日 

６７８

 日
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資料３ 国際共同研究の計画概要・方法 

（１）実施期間中における研究のスケジュールと実施内容の概要 

 NCI、Harvard大学、ETH Zurichとの間で、腫瘍特異的脈管新生研究領域での若手育成と先端

研究展開を目指し、以下の共同研究計画を立案し、遂行する。 

愛媛大学— NCI：血管内皮細胞でのVEGF-Notch シグナルクロストーク解析と腫瘍血管新生 

 血管新生の場では、内皮細胞の増殖促進(VEGF)と抑制（Notch）のシグナルのせめぎ合い(ク

ロストーク)を制御する分子機構を明らかにすることは、血管新生の初期段階を制御すること

に直結し、新たな血管新生制御剤開発に向けた標的分子創薬を可能にする。担当研究者の井上

と派遣者①は、VEGF-Notchシグナルをクロストークさせる新規分子の同定とその機能解析を、

この領域で多くの成果を上げているDr. Tosatoの指導のもと行う。さらに継続して、血管新生

制御剤開発に向けた標的分子としての可能性を探り、新規血管新生制御剤の開発を目指す。 

愛媛大学— Harvard 大学：腫瘍特異的血管内皮細胞の特性解析と標的分子探索 

 腫瘍血管新生標的とした治療戦略成功の鍵は、腫瘍血管と既存血管との差別化を明確にする

ことである。Dr. Klagsbrunの研究グループが中心となって、腫瘍血管の内皮細胞は、正常血

管とは異なる性質を帯びることを報告している。主担当研究者の東山と派遣者②は、Dr. 

Klagsbrunの指導のもと、腫瘍組織がいかに周囲の正常血管内皮細胞の特性を変化させるのか、

その特性の違いは何か、血管内皮細胞増殖制御の観点から明らかにする。さらに、腫瘍血管内

皮細胞特異的マーカーを同定し、腫瘍血管内皮細胞を標的とした治療法の開発に繋げる。 

愛媛大学— ETH Zurich：リンパ管新生の分子機構とがんリンパ管転移 

 リンパ行性転移が患者予後に関わる危険因子であることは、複数の癌腫で認識されており、

リンパ行性転移を助長する因子としてリンパ管新生が着目されている。Dr. Detmar と担当研究

者の平川は、これまでに VEGF-C がリンパ管内皮細胞増殖とリンパ管新生を誘導することを明

らかにしてきた。担当研究者の平川と派遣者③は、Dr. Detmar の指導のもと、リンパ管新生に

関わる特異的分子を同定し、新規バイオ・マーカーとして診断及び腫瘍治療効果の指標に役立

つ戦略の構築を目指す。 

（２）成果の概要 

 派遣者①は血管内皮細胞増殖制御のための VEGF-Notch シグナルクロストーク分子として

BAZF と SEMA6A を同定、その分子機構の一端を解明した。派遣者②は、腫瘍血管内皮細胞

とがん細胞の両細胞に増殖抑制因子として SEMA3F を、またその拮抗因子としてがん細胞が

産生する Netrin-1 を同定し、Netrin-1 と SEMA3F による正と負のシグナル伝達経路の解析

から mTORC1, mTORC2 の重要性を明らかにし、標的分子としての可能性を明確に示した。さ

らに派遣者③は、血管内皮細胞由来で乳がん幹細胞の細胞遊走、自己複製、増殖を制御する因

子として可溶性３因子と、その共通の受容体を同定し、乳がん幹細胞に対する治療標的分子

としての可能性を明確に示した。 

（３）本事業を契機として新たに始まった国際共同研究 

                       2 （件） 

合計 うち、相手先機関以外 

2 0 
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資料４．共同研究成果の発表状況 

①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

論文名・著書名 等 
（論文名・著書名、著者名、掲載誌名、査読の有無、巻、最初と最後の頁、発表年（西暦）について記入し

てください。） 

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  

・査 読 がある場 合 、印 刷 済 及 び採 録 決 定 済 のものに限 って記 載 して下 さい。査 読 中 ・投 稿 中 のものは除 きます。 

・さらに数 がある場 合 は、欄 を追 加 して下 さい。 
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表年月（西暦）について記入してください。） 

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  

 

・発表者名は参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること。共同発表者がいる場合

は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者に○印を付して下さい。  

・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載して下さい。  
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・共同研究の相手側となる海外の研究機関の研究者との共同発表には、文頭の番号に○印を付して下さい。
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and 11 promote expansion of human melanoma stem cells  
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