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研究成果の概要（和文）：N-myc downstream regulated gene-1 (NDRG1)は細胞のストレス応答や増殖と分化の制御に
関連する遺伝子として同定された43kDaのタンパク質である。当研究室からは、がん細胞でのNDRG1発現が腫瘍増殖や血
管新生に関与することを報告してきた。しかし、宿主NDRG1の腫瘍の増殖や血管新生への関与については明らかにされ
ていない。本研究ではNDRG1遺伝子ノックアウトマウスを用いることで、NDRG1は腫瘍関連マクロファージの浸潤と活性
化を介してがん血管新生を制御し、また血管内皮細胞におけるVEGF選択的な血管新生に関与することを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：N-myc downstream regulated gene 1 (NDRG1) has been known to play pleiotropic 
roles in cell growth, development and differentiation. We have previously reported that NDRG1 expression 
levels in cancer cells are correlated with tumor growth and angiogenesis in both experimental model and 
human tumor. However, whether tumor growth and angiogenesis could be affected by NDRG1 in host remains 
unclear. This study demonstrated that NDRG1 deficiency suppressed infiltration and activation of 
tumor-associated macrophages in tumor. Moreover, NDRG1 deficiency specifically suppressed VEGF-induced 
angiogenesis in vascular endothelial cells. Thus, NDRG1 plays a critical role in tumor growth and tumor 
angiogenesis through tumor-associated macrophages and vascular endothelial cells.

研究分野： 腫瘍血管新生
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１．研究開始当初の背景 
(1)  N-myc downstream regulated gene 1 

(NDRG1)はストレス応答遺伝子、細胞の増
殖、分化に関与する遺伝子として単離され
た 43KDa の蛋白質であり、その欠損は知
覚・運動神経障害を引き起こすことが報告
されている。 

 
(2) 当研究室では、がんにおける血管新生を
制御するタンパクとしてNDRG1を同定し
た。ヒト腎癌、脳腫瘍、肺癌、骨肉腫、胃
癌においてNDRG1の発現が血管密度やマ
クロファージの浸潤、がんの悪性進展と相
関することを報告した。 

 
(3) NDRG1 ノックアウトマウスにおける
肺癌細胞とメラノーマ細胞の皮下移植実
験の結果、腫瘍増大の抑制と、血管新生密
度や浸潤マクロファージ数の減少を観察
している。さらにノックアウトマウスの血
中発現因子のマイクロアレイ解析を行っ
たところ、マクロファージ分化促進因子で
ある M-CSF/CSF-1 の発現が約 1/3 に減少
しており、また主にマクロファージにより
産生される IL-1β, IL-10, IL-12, TNF-α
などの因子の発現も著明に減少している
ことを観察した。このことより NDRG1 ノ
ックアウトマウスでマクロファージの機
能異常が引き起こされている可能性が示
唆された。 

 
(4) がんの悪性進展において特にマクロフ
ァージが極めて重要な役割を担っている
ことが様々ながん種において報告されて
いる。腫瘍内へと浸潤してくるマクロファ
ージはがん細胞や炎症などの刺激によっ
て多様な性質を獲得することが報告され
ている。この腫瘍関連マクロファージの重
要な機能の 1つががんの血管新生を促進す
ることである。これまで我々はマクロファ
ージが炎症やがん細胞誘導の血管新生や
リンパ管新生に重要な役割を担っている
ことを報告しており、さらにマクロファー
ジ標的薬剤が腫瘍の血管新生や増大、転移
を抑制することを報告している。 

 
２．研究の目的 
(1) 我々はがんの悪性進展におけるがん間
質応答での NDRG1 の機能解明の目的で
NDRG1 ノックアウトマウスを駆使して血
管新生誘導およびマクロファージ浸潤へ
の宿主 NDRG1 の関与を明らかにする。 

 
３．研究の方法 
 
(1) 腫瘍皮下移植実験 
野生型(WT)及び NDRG1KO マウスの右側
腹部皮下に、LLC/3LL細胞(2.5× 105cells)、
又は B16/BL6 細胞(2.0 × 105cells)を移植
した。移植後 7 日より 3 日おきに腫瘍径を

測定した。LLC/3LL 皮下腫瘍は移植後 17
日目に、B16/BL6 皮下腫瘍は移植後 21 日目
に、麻酔下で腫瘍を回収した。腫瘍体積
（mm3）は、長径×短径 2×0.5 として近似
した。 

 
(2) マトリゲルプラグアッセイ 
B16/BL6 細胞を PBS に懸濁し、1.0×
105cells/50μl を 450μl の growth factor 
reduced マトリゲルに懸濁し、マウス両側腹
部に 500μl 移植した。移植から 10 日後に
マトリゲルを回収し凍結切片の作製及びマ
クロファージの単離を行った。 

 
(3) マトリゲル内浸潤マクロファージ単離 
WT及びNDRG1KOマウスに皮下移植した
B16/BL6 含有のマトリゲルを回収し、0.5% 
collagenase L、20unit/ml DnaseⅠ含有の
PBS 中で 37℃、60 分間湯浴で混和した。
培地で中和後、70μm 及び 40μm のセルス
トレイナーに通し 40g で 5 分間遠心し組織
片等の不純物を除去した。上清を回収し
1000rpm で 5 分間遠心した後、ペレットを
MACS バッファー1ml で懸濁し、FcR 
blocking 抗体に 4℃で 10 分間浸した。PBS
にて洗浄後、磁気標識抗 CD11b 抗体を添加
し 4℃で 15 分浸した後に遠心した。ペレッ
トを MACS バッファーに懸濁し 25LS カラ
ムにて単離を行った。 

 
(4) マウス角膜法 
ヒト VEGF-A (200 ng) 及び FGF-2 (100 
ng) をそれぞれ 0.3 μl のハイドロンペレ
ットに封入し、WT 及び NDRG1KO マウス
の角膜に移植した。7 日目に Viewfinder 3.0
を用いて角膜の血管を撮影し定量化した。
マウス角膜における血管新生の定量化分析
には Image J を用いた。 

 
(5) マウス肺組織からの血管内皮細胞の単
離・培養 
WT及びNDRG1KOマウスより肺を摘出し
フェザーを用い細かく切り刻んだ。その後
0.5% collagenase L、20unit/ml DnaseⅠ 
含有の PBS 中で 37℃、60 分間湯浴で混和
した。1600rpm で 10 分間遠心した。上清
を破棄し、ペレットを 5%FBS 含有の
Endothelial Growth Media-2 
Microvascular（EGM-2MV）培地で懸濁し
Ⅰ型コラーゲンでコートしたディッシュに
播種した。4 から 6 日間培養後、0.05%トリ
プシン/EDTA を添加し、細胞を剥離した。
1000rpm で 5 分間遠心し、上清を破棄し、
磁気標識抗CD31抗体を10μl添加し4℃で
15 分間浸した後に、MACS バッファー5ml
を加え 1000rpm で 5 分間遠心した。上清を
破棄し、ペレットを MACS バッファーで懸
濁し 25LS カラムにて単離を行った。単離し
た細胞を 15%FBS含有EGM-2MV培地で 4
から 6 日間培養した。再び磁気ビーズを用



いて CD31 陽性細胞の単離を同様に行い、
単離した細胞を15%FBS含有のEGM-2MV
培地で培養し血管内皮細胞として用いた。 

 
４．研究成果 
(1) NDRG1 KO マウスでのがん誘導血管新
生数減少への腫瘍内マクロファージの関与
の検討 
① マウス悪性黒色腫細胞含有マトリゲル
皮下移植実験系で、 WT と比較して
NDRG1 KO マウス皮下移植マトリゲル内
のがん血管新生密度及びマクロファージ
浸潤数が有意に減少し、磁気ビーズを用い
て精製したマクロファージは、血管新生促
進因子 VEGF や成熟型マクロファージ産
生因子の発現が有意に低下していた。 

 
② WT マウスと比較して NDRG1 KO マウ
スでは CD11b 及び F4/80 抗体を用いたフ
ローサイトメトリー法での血中マクロフ
ァージ数の減少と、in vitro 系でのマクロ
ファージ前駆細胞に富む骨髄細胞の
M-CSF 誘導の増殖能の有意な低下が観察
された。 

 
③ 放射線照射により骨髄抑制を行った WT
マウスへ、がん細胞と WT または
NDRG1KO マウス骨髄細胞より樹立した
マクロファージを含有したマトリゲルの
皮下移植を行った。その結果、WT マクロ
ファージを含有したマトリゲル内にはが
ん細胞単独と比較して約 2倍の血管密度の
増加が観察されたが、NDRG1KO マクロフ
ァージを含有したマトリゲルでは増加は
観察されなかった。 

 
④ NDRG1KO マウスの骨髄及び腹腔内よ
り樹立したマクロファージは、がん細胞培
養上清刺激によるVEGFやTNF-α、IL-10
などの発現上昇がWTと比較して有意に低
下していた。 

 
(2) NDRG1 KO マウスにおける血管新生因
子誘導の血管新生能の検討 
 
① 角膜法及び大動脈リングアッセイ法を
用いた血管新生促進因子 VEGF 及び
FGF-2 誘導の血管新生能の検討では、
NDRG1 KO マウスは WT マウスと比較し
て、FGF-2 誘導の血管新生能に差は見られ
なかったが、VEGF 誘導の血管新生能が有
意に低下していた。 

 
② WT 及び NDRG1KO マウスの肺組織よ
りそれぞれCD31標識磁気ビーズを用いて
血管内皮細胞を樹立した。これらの血管内
皮細胞は形態及び通常培養条件下での増
殖能に変化は観察されなかったが、VEGF
誘導の増殖能は NDRG1KO マウス由来の
血管内皮細胞で有意に低下していた。しか

し FGF-2 誘導の増殖能には差はみられな
かった。 

 
以上の結果より、NDRG1 は腫瘍関連マクロ
ファージの浸潤と活性化を介してがん血管
新生を制御し、また血管内皮細胞における
VEGF 選択的な血管新生に関与することを
明らかにした。これらの事より NDRG1 はマ
クロファージと血管内皮細胞を介したがん
血管新生抑制薬の新たな標的となることが
期待できる。 
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