がん微⼩小環境による腫瘍悪性化
 　 近年年の研究から、腫瘍組織に特徴的な微⼩小環境要因、例例えば、腫瘍組織の不不
完全な⾎血管網によって⽣生成される低酸素環境や、がん細胞によって異異常産⽣生さ
れる細胞外基質、腫瘍組織に動員される多様な間質細胞が、抗がん剤への抵抗
性を⾼高め、転移などの悪性化に関わっていることが⽰示唆されている(図1)1。
腫瘍関連マクロファージ
による腫瘍促進効果

腫瘍関連繊維芽細胞
による腫瘍促進効果

低酸素

抗腫瘍性
マクロファージ

腫瘍関連
マクロファージ

正常繊維芽細胞

腫瘍関連
繊維芽細胞

Treg細胞 MDSC

抗腫瘍免疫の抑制

T細胞

B細胞

⾎血管新⽣生
樹上細胞

リンパ管

NK細胞

細胞外
基質

⾎血管

がん細胞

図1 がん微⼩小環境と腫瘍の悪性化 (⽂文献1を改変)

がん微⼩小環境の可視化による病態イメージングツールの開発
 　 がん細胞の遺伝⼦子変異異が⾮非常に多岐に渡っているのに対して、がん微⼩小環
境はがん種を問わず多くの腫瘍に共通している。そのため微⼩小環境要因を、
診断マーカーや治療療標的に利利⽤用することができれば、がん克服に向けた有望
な戦略略となることが期待されている。しかし、腫瘍組織の微⼩小環境は時事
刻々と変化しており、従来の解析⼿手法によって、悪性化との関わりを精度度よ
く解析するのは困難であった。そこで、我々は、⾮非侵襲的にがん微⼩小環境を
リアルタイムで可視化する光イメージングシステムを開発している。
 　 光イメージングは、”蛍光”もしくは”発
光”を⽤用いる⼆二つの⼿手法に⼤大別される。蛍光
イメージングは、励起光によって光シグナル
を⽣生成するため、時空間的な分解能に優れて
おり、顕微鏡イメージングに幅広く利利⽤用され
ている。⼀一⽅方、発光イメージングは、化学反
応によって光シグナルを⽣生成するため、励起
光を⽤用いないことから組織⾃自家蛍光の影響を
受けずに、⾮非常に⾼高感度度に⽣生体組織中の標的
を解析できる(図2)2。  
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図2   右後肢⽪皮下に局在する同量量の蛍
光⾊色素と発光酵素を検出した。発光
は⽣生体⾃自家蛍光が極めて⼩小さい。

⽣生物発光イメージング
 　 ⾃自然界には数百種類の発光⽣生物が存在していると⾔言われている。⾝身近な例例
ではホタル、ヤコウチュウやヤコウタケなどが挙げられる3。これらの⽣生物
は、独⾃自の発光酵素と発光基質による化学反応によって光を⽣生成している4。
例例えば、ホタルにおいては、ホタルルシフェラーゼ (Fluc)とD-ルシフェリン
がATP、マグネシウム、酸素の存在下で反応し、⻩黄緑⾊色の発光が⽣生成される。
 　 遺伝⼦子組換えによってFlucを産⽣生できる哺乳類細胞を樹⽴立立し、⼩小動物にお
ける⽣生体イメージングが初めて報告されたのは2000年年頃である 5 。その後、
商業⽤用の発光イメージング装置の普及と共に、多くの基礎医学研究に⽤用いら
れるようになった。がん研究においては、腫瘍の成⻑⾧長や転移の検出といった
シンプルな⽤用途に加え、特定のタンパク質分⼦子の活性を可視化できるイメー
ジングシステムが多数開発されている(図3)6,7。
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図3   遺伝⼦子導⼊入による⽣生物発光イメージングシステムの構築。発光によって細胞増
殖や転写因⼦子、タンパク質構造変化を伴う分⼦子の活性化などを検出可能である。

発光イメージングによる腫瘍成⻑⾧長のモニタリング
 　 がん研究における発光イメージングの最も基本的な応⽤用として、ホタルル
シフェラーゼ(Fluc)を恒常発現するがん細胞を樹⽴立立し、マウスに移植するこ
とで、⾮非侵襲的かつ⾼高感度度に、腫瘍の成⻑⾧長速度度が解析できる(図4)。また、ト
ランスジェニックマウスにおける⾃自然発症がんの成⻑⾧長をモニタリングするこ
とも可能である8。このような技術によって、様々ながん細胞の腫瘍形成能や、
抗がん剤による治療療効果の解析を定量量的かつ効率率率良良くおこなえることから、
基礎研究から企業における創薬研究まで幅広く利利⽤用されている。
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発光イメージングによる腫瘍低酸素環境の可視化
 　 腫瘍内の微⼩小環境が変動している様⼦子を発光イメージングによって捉えた。
低酸素環境によって活性化される転写因⼦子(HIF)によって制御される発光シス
テムを⽤用いて(図5A)、⽪皮下腫瘍では、腫瘍の成⻑⾧長に伴って低酸素環境が形成
されるが、⾻骨転移においては、転移形成早期からがん細胞が低酸素状態にあ
ることがわかった(図5B)9。
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図5 (A) 低酸素応答性発光イメージングシステムと(B) 腫瘍内低酸素の可視化。

⽣生体内低酸素を検知できるトランスジェニックマウス
 　低酸素誘導因⼦子(HIF)は細胞の低酸素応答を司る転写因⼦子であり、有酸素下
では、αサブユニット(HIF-α)の酸素依存的分解ドメイン(ODD)が⽔水酸化され、
ユビキチン-プロテアソーム系によって分解制御をうける。⼀一⽅方、低酸素下で
は、HIF-αは安定化し、核移⾏行行してβサブユニット(HIF-α)と⼆二量量体を形成する
ことで転写因⼦子として機能する(図6A)10。HIFが特異異的に結合するDNA配列列
(HRE)とODD-ホタルルシフェラーゼ(Fluc)融合タンパク質を組み合わせた発
光レポーター遺伝⼦子HRE-ODD-Luciferase(HOL)は、低酸素状態を⾼高感度度に
検出可能である(図6B)。HOLを全⾝身に発現するトランスジェニックマウスと
⾃自然発がんする遺伝⼦子改変マウスを掛け合わせることで、初期腫瘍形成過程
の低酸素環境の⽣生成のモニタリングに成功している11。  
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図6 (A) PHDによるODDの⽔水酸化、pVHLによるユビキチン化を介したHIF-αの
分解制御機構の模式図。(B) HOLレポーターを全⾝身に発現するTgマウス。

低酸素環境を可視化する近⾚赤外蛍光プローブの開発
 　 蛍光イメージングは、励起光を⽤用いることで時空間的な光信号の制御が容
易易であるが、⽣生体組織による光の吸収と⾃自家蛍光が問題となる。近⾚赤外領領域
の波⻑⾧長を利利⽤用した近⾚赤外蛍光イメージングは⾼高い⽣生体組織透過性と⽐比較的⼩小
さい組織⾃自家蛍光によって(図7)12、⽣生体組織深部の標的を⾼高感度度に検出でき
る。我々は、低酸素環境を⾮非侵襲的に可視化するために、機能性融合タンパ
ク質と近⾚赤外蛍光⾊色素を組み合わせた投与型イメージングプローブPOH-Nの
開発をおこなってきた(図8)13。
PTD
細胞膜透過ドメイン

組織吸収係数 [cm-1]

100

近⾚赤外蛍光⾊色素

10
ODD
酸素依存的
分解ドメイン

1
近⾚赤外光

0.1

0.01

400

500

600
700
波⻑⾧長 [nm]

800

900

図7 波⻑⾧長と組織吸収係数の関係

Halotag	

図8 POH-Nプローブの概略略。ODDが酸
素濃度度依存的にプローブを分解制御す
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が容易易になっている。

近⾚赤外蛍光プローブPOH-‐‑‒Nによる低酸素環境の可視化
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 　 PTDによって細胞内に輸送されたPOH-Nは、
HIF-αと同様に有酸素下ではユビキチン-プロ
テアソーム系によって分解されるが、低酸素
下では安定化し、光シグナルが検出される。
POH-Nを⽪皮下腫瘍や膵臓がんモデルマウスに
全⾝身投与したところ、プローブ投与後15-24
時間で、低酸素がん細胞を特異異的に検出する
ことに成功した(図9)13。また、POH-Nは疾患
モデルマウスにおいて、脳虚⾎血や眼底の脈絡
膜血管新生の可視化にも成功している 14,15。
さらに、POH-Nプローブの体内動態の最適化
⼿手法に基づき16、Halotagの利利便便性を⽣生かして
17 、蛍光⾊色素の変わりに放射性同位体を結合
したSPECT⽤用プローブの最適化も進⾏行行してお
り、腫瘍内低酸素環境の診断技術ツールへの
臨臨床応⽤用を⽬目指している。
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図9 POH-Nによる低酸素がん
細胞の可視化。低酸素発光レ
ポーターによって低酸素がん細
胞の局在を⽰示した(右)。

今後の展望
 　 ⽣生体光イメージングを⽤用いたがん研究をさらに発展させるために、以下の
課題に取り組んでいる。
・遺伝⼦子導⼊入が不不必要な発光イメージングシステムの開発
・⽣生体深部組織のより⾼高感度度なイメージングシステムの開発
・複数の分⼦子活性を定量量的に可視化できる発光イメージングシステムの開発
これらを実現することで、より多⾓角的に腫瘍微⼩小環境を解析することが可能
になり、新たな治療療戦略略の開発に貢献できる。
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