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【要　旨】

乳癌に対する脂肪酸の影響についてn-9系多価
不飽和脂肪酸（PUFA）を用いた研究は極めて少
ない。そこで今回われわれはn-9系PUFAである
ミード酸（Mead acid, C20H34O2 ）のKPL-1ヒト乳
癌細胞株におよぼす影響についてin vitroならび
にin vivoの検討を行った。

方法は、KPL-1ヒト乳癌細胞に対するミード
酸の発育阻止濃度をMTT アッセイにて測定し、
IC50を算出した。また、4週齢の雌BALB/c-nu/
nu系マウスに2.4%ミード酸添加食を摂餌させ、
6週齢時に2.5×105 個のKPL-1細胞を右胸部乳
腺脂肪組織内に移植、37日後に屠殺剖検し、ミー
ド酸無添加食摂餌群と比較した（基礎食群15匹、
ミード酸食群10匹）。両群の摂餌量、体重、腫
瘍容積計測を毎週行い、剖検時の腫瘍重量、リ
ンパ節転移の有無、病理組織学的検索、血清中
のリン脂質ならびに腫瘍塊中の全脂質における
脂肪酸組成を測定した。さらに、ミード酸の72
時間IC50 値で処理したKPL-1細胞の細胞溶解液
もしくは培養上清に対してVEGF、VEGFR1、
VEGFR2、E-cadherinについてELISAで定量し
た。その結果、血清ミード酸濃度はミード酸食群
で237.2µg/ml、対照群で23.8µg/mlであり、ミー
ド酸食群に目立った副作用はなく、ヌードマウス
移植KPL-1細胞の増殖ならびに転移を有意に抑
制した。なお、ミード酸のKPL-1細胞に対する
72時間培養時のIC50 値は214.2µM（65.7µg/ml）
で、個体レベルで毒性を見ない値以下であり、ミー

ド酸培養後のELISAではVEGFやE-cadherin値
に差は見なかったがVEGFR1とVEGFR2値の
有意な低下をみた。よって、ミード酸はVEGF-
VEGFR経路を介してKPL-1細胞株の増殖を直接
抑制することが示唆された。

【はじめに】

乳癌の発生には環境要因が強く関わることが
知られており1）、環境要因のなかで食品因子に
よる影響が広く研究されている。特にn-3系脂肪
酸（エイコサペンタエン酸EPAやドコサヘキサ
エン酸DHA）は乳癌増殖を抑制し、n-6系脂肪
酸（リノール酸 LAやアラキドン酸ALA）は乳癌
発生のリスクを高めることが知られており、脂
肪酸の違いが乳癌に対して異なる影響を及ぼす
ことが知られている2）, 3）。しかしながら、n-9系
脂肪酸を用いた研究は極めて少なく、我々は前
回の報告で、1.2%ミード酸（Mead acid, 20:3 n-9, 
C20H34O2 ）食の抗腫瘍効果をin vivoで検討し、
有意差は認めないもののミード酸食群が腫瘍増
殖を抑制することを報告した4）。今回は前回より
高用量の2.4%ミード酸食を用い、抗腫瘍効果を
見るのに加えて、in vitroでIC50 値のミード酸に
対するVEGFおよびそのレセプター、E-cadherin
値を測定し、ミード酸の抗腫瘍機構を検討した。
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【材料と方法】

MTTアッセイ
2×103個のKPL-1細胞を10%FBS添加DMEM

で調整し、96穴マイクロプレートに分散し、そ
れぞれ最小16.25µM、最大300µMの濃度域で
ミード酸を添加し、培養24、48、72時間後に3-（4, 
5-Dimethylthiazol-2-yl）-2, 5-diphenyltetrazolium 
bromide（MTT）アッセイを行い、IC50を算定した。

ヌードマウス移植実験
4週齢の雌BALB/c-nu/nuマウス（日本チャー

ルズリバー）に2.4%ミード酸食を摂餌させ、6
週齢時に2.5×105 個のKPL-1ヒト乳癌細胞を右
胸部乳腺組織内に移植し、37日後に屠殺剖検し
た。対照にはミード酸無添加食（基礎食）を摂
餌させ、同様に乳癌細胞を移植した群を設定し
た。ミード酸食群は体重の変化を勘案して、1週
間の食餌の割合をミード酸食5日、基礎食2日の
割合で摂餌した。解剖時には採血、全身臓器観
察、乳腺腫瘍および腋窩リンパ節摘出を行った。
摘出した乳腺腫瘍は半割し、一方を組織学的検
索用にホルマリン固定、一方を血清同様脂肪酸
測定用に凍結保存した。腋窩リンパ節は連続切
片を作製し、転移の有無を調べた。腫瘍の病理
学的検索にはHE染色と免疫染色（BrdU; B44; 
Becton-Dickinson, Franklin Lakes, NJ, USA、γ
H2AX; Ser139, Cell Signaling, Danvers, MA, 
USA、CD34; Abcam, Cambridge, UK）を 行 っ
た。BrdU染色のために剖検30分前に50㎎/㎏
のBrdUを腹腔内投与した。免疫染色の評価は
Nanozoomer（浜松ホトニクス, 浜松）を用いてデ
ジタル画像を作成、BrdUとγH2AXはランダム
に選んだ対物40倍の視野で細胞1000個中の陽性
細胞数を5）6）、CD34はImage Jを用いて単位面
積当たりの陽性面積を測定した7）。

脂肪酸組成の測定
腫瘍をホモゲナイズし、BlighとDyer法 8）に

より組織から総脂質を抽出した。また、薄層クロ
マトグラフィーを用いて総リン脂質分画を抽出し
た。抽出した脂質は塩酸メタノールでメチル化し、
脂肪酸組成はキャピラリーカラムDB-225（0.25

㎜×30m×0.25µM, J&M Scientific, Folsom, CA, 
USA）を装備したガスクロマトグラフィー GC-
2014（Shimadzu, 京都）にて測定した。血清は総
脂質を抽出し、同様の手法にて測定した。

VEGF, VEGFR1, VEGFR2, E-cadherinの測定
IC50 値濃度のミード酸を添加（対照：0.7%エタ

ノール）した培地で72時間培養した培養上清で
VEGFを、細胞溶解液でVEGFR1、VEGFR2、
E-cadherinのタンパク1 ㎎ 中の 容 量をELISA
を用いて測定した。キットは: human VEGF 
assay kit（IL-226, IBL, 藤岡）、VEGFR1 human 
ELISA kit（ab119613, Abcam, Cambridge, 
UK）、VEGFR2 human ELISA kit（ab100665, 
Abcam）、E-cadherin human ELISA kit（R & D 
System, Minneapolis, MN, USA）を用いた。

統計解析
全ての値を平均±標準誤差（SE）で表し、体

重、腫瘍容積、腫瘍重量、脂肪酸測定、VEGF、
VEGFR1、VEGFR2、E-cadherinに対してt検定
で、リンパ節転移に対してχ2 検定で有意差検定
を行い、p＜0.05を有意差有りとした。

【結　果】

MTTアッセイでミード酸は濃度依存的、時間
依存的にKPL-1細胞の増殖を抑制した。72時間
処理したKPL-1細胞の発育を阻害するミード酸
濃度のIC50 値は214.2 µM（65.7µg/ml）と算定し
た。一方、個体レベルではミード酸食摂餌量は
実験期間中、マウス当たり63-80㎎/日（平均 74
㎎/日）で、基礎食に対して、若干の体重減少を
見たが、解剖時に有意な差はなく、ミード酸食に
毒性はないものと判断した。摂餌総量について
ミード酸食群は基礎食群に対して少なく、平均
92.1%の摂餌率であった。解剖時の腫瘍容積およ
び腫瘍重量、リンパ節転移はミード酸食群で有
意な抑制が見られた（Table 1）。腫瘍のBrdU-陽
性細胞はミード酸食群が基礎食群に対して有意
に少なく、γH2AX陽性細胞には有意差は見ら
れなかった。なお、ミード酸は移植KPL-1腫瘍
でのCD34発現に差をおよばさなかった。腫瘍中
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および血清中のミード酸の割合はミード酸食群で
有意に高く、n-6/n-3比は基礎食群で有意に高かっ
た（Table 2）。IC50 濃度のミード酸で72時間処
理後の培養細胞を用いたELISAでVEGFR1およ
びVEGFR2は対照群に対してミード酸群で有意
な減少が見られたが、VEGFとE-cadherinに差
はみなかった。

【考　察】

ミ ー ド 酸 の72時 間 培 養 のIC50 値 で あ る
214.2µMは分子量から換算すると65.7µg/mlとな
り、今回のヌードマウスでの実験と比較すると、
in vivo実験は毒性をみない値であった。ミード
酸の培養細胞株に対する作用は由来する臓器に
よって効果が異なる9）。Hamazakiら10）はミード
酸は濃度依存的に血管新生を抑制すると報告し
ている。そこで我々も、血管新生の観点から移植
KPL-1腫瘍でのCD34の発現をみたが、ミード酸
はCD34発現に差をおよぼさなかった。そこで培
養KPL-1細胞でのVEGF、VEGFR1、VEGFR2
の発現についてについて検討しが、VEGF発
現に差は見られなかったが、ミード酸によって
VEGR1とVEGFR2の発現低下をみた。また、
リンパ節転移に差をみたことからE-cadherin11）

の発現を見たが、発現に差は見られなかった。
VEGF-VEGFR経路は血管新生の他に腫瘍に対
する直接作用や腫瘍細胞の遊走・浸潤能に対す
る影響12） 13）が報告されている。これらの事実か

ら今回のヌードマウスでの移植腫瘍の増殖とリン
パ節転移がミード酸によって有意に抑制されたの
は、ミード酸により腫瘍細胞のVEGF-VEGFR経
路が直接的に抑えられたことによるものと考えら
れた。加えて、今回の実験では腫瘍および血清
中のn-6/n-3比がミード酸食群で有意に減少して
いた。n-6/n-3比は乳癌のリスクと相関する14）。
よって、ミード酸がそれ自体の作用の他、ミード
酸によるn-6/n-3比の修飾も乳癌抑制に関与して
いる可能性がある。

【結　論】

ミード酸はVEGF-VEGFR経路を介してKPL-1
乳癌細胞株の増殖を抑制した。
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