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研究成果の概要（和文）
：膵癌では多くの増殖因子レセプターやそのリガンドの発現が認めら
れ、その悪性度との関連が報告されている．Neuropilin-1 (Np-1)は増殖因子である VEGF-A と軸
索の伸長阻害因子である semaphorin3A の co-receptor として働く膜蛋白である．Np-1 は膵癌に
おいて過剰発現が報告されているが、その生物学的役割は明らかでない．Np-1 高発現株 PANC-1
を用い Np-1 発現を antisense 法にて低下させたところ、Np-1 antisense clone(Np-1AS)ではその
増殖、接着、浸潤が低下し、アポトーシスが有意に誘導された。さらに抗 integrin β1 抗体の投
与により PANC-1 の接着は Np-1AS に類似して減少した。IP および WB にて Np-1 は integrin β1
と蛋白複合体を形成していた．また PANC-1 では HGF により浸潤が誘導され、Np-1AS ではそ
の浸潤が減少した。COLO-357 を用いて Np-1 高発現株を作成したところ、HGF による浸潤は
有意に増加し、その浸潤は HGF 受容体 c-Met に対する siRNA の投与により抑制された。IP と
WB により Np-1 と c-Met は蛋白複合体を形成していた。また HGF と Np-1 の結合を阻害する
抗 Np-1 抗体を用いた invasion assay では PANC-1 の HGF による浸潤が有意に抑制された。Np-1
は integrinβ1、c-Met と結合して膵癌の増殖、接着、浸潤、アポトーシスに関与する．Np-1 は
膵癌の治療標的に成りうると考えられた。
研究成果の概要（英文）：
Neuropilin-1 (Np-1) is a co-receptor for VEGF-A that is overexpressed in PDAC, but its role in PDAC
is not clearly defined. PANC-1 pancreatic cancer cells, which express high levels of Np-1, were
transfected with the Np-1 antisense cDNA. By comparison with sham transfected cells, Np-1 antisense
expressing clones (Np-1AS) exhibited decreased adhesion and invasiveness. Np-1 associated with
integrin β1, and integrin β1 blockade attenuated adhesion, mimicking the effects observed in Np-1AS
clones. Furthermore, HGF promoted cell invasion in PANC-1 cells, and this effect was dependent on
Np-1. Conversely, COLO-357 pancreatic cancer cells, which express low levels of Np-1, were stably
transfected with the Np-1 cDNA. Overexpression of Np-1 was associated with enhanced invasiveness in
response to HGF, and these effects could be abolished either by siRNA-mediated down-regulation of
c-Met, or by an anti-Np-1 antibody. Np-1 associated with c-Met, and this association occurred on the
plasma membrane. Moreover, HGF promoted the internalization of Np-1-c-Met complex. Np-1 is a
co-receptor of integrin β1 and c-Met that promotes pancreatic cancer cell adhesion and invasion.
Targeting Np-1 may lead to novel therapeutic strategies in PDAC.
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の生物学的役割は明らかではない．Np-1 が膵
癌の新たな治療標的と成り得るかを検討し
た．

２．方法、研究成果
Np-1 高発現膵癌細胞株 PANC-1 を用い Np-1
発現を antisense 法にて低下させたところ、
Np-1 antisense clone(Np-1AS)では sham に
比し、MTT assay, soft agar assay による増

図１

殖、adhesion assay による細胞外基質に対す
る接着、invasion assay による浸潤が低下し、
Act D によるアポトーシスが有意に誘導され
た（図１、２、３、４、５）．さらに抗 integrin
β1 抗体の投与により、adhesion assay にお
ける PANC-1 の接着は Np-1AS に類似して減少
した（図４）．Immunoprecipitation(IP)お
よび Western blot(WB)にて Np-1 は integrin
β1 と蛋白複合体を形成していた（図６)．ま
た PANC-1 では VEGF-A ではなく HGF により浸
潤を誘導され Np-1AS では HGF による浸潤が
減少した（図７）．そこで、Np-1 低発現株
COLO-357 を用いて Np-1 高発現クローンを作
成したところ、HGF により誘導される細胞浸
潤は sham に比し有意に増加し、その細胞浸
潤は HGF の受容体である c-Met に対する
siRNA の投与により抑制された（図８、９）．
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