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マウス肺がんに対する可溶性VEGFR-3による細胞治療の試み
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背景: VEGF-Cの受容体であるVEGFR-3を介して起こるリンパ管新生は，腫瘍組織においては，腫
瘍細胞のリンパ管侵入や転移の原因となる。細胞治療とは，レトロウイルスベクターを用いて抗が
ん物質を高産生する治療細胞を作成し，これを腫瘍組織局所に移植することで治療を行う新規治療
法である。今回，VEGF-Cのアンタゴニストである可溶性VEGFR-3 (sVEGFR-3) を線維芽細胞に導
入し，この治療細胞をマウス肺がんモデルに直接移植することによりリンパ管新生阻害を目的とし
た細胞治療を行った。
方法: 細胞治療に用いた治療細胞は，sVEGFR-3遺伝子を欠損レトロウイルスベクターによりマウス
胎児由来線維芽細胞C57に導入し作成した (C57-sVEGFR-3)。対照としてレトロウイルスベクター
のみを導入した細胞を作製した (C57-EV)。治療細胞へ導入した遺伝子産物はRT-PCR及びウエスタ
ンブロッティングにより確認した。sVEGFR-3とVEGF-Cとの結合は，binding ELISAにより検出し
た。マウスLLC細胞をマウス皮下に移植し，移植7日目に細胞治療を開始し，腫瘍の成長を対照群
と比較した。治療開始14日後に腫瘍を摘出し，組織中の新生リンパ管密度の検討によりリンパ管新
生に対する評価を行った。
結果: 治療細胞に導入したsVEGFR-3遺伝子はmRNA及び細胞培養上清蛋白質の解析によりそれぞれ
C57-sVEGFR-3細胞でのみ発現が確認された。VEGF-Cとの結合はC57-sVEGFR-3治療細胞の培養上
清に分泌されたsVEGFR-3でのみ確認された。In vivoにおいてC57-sVEGFR-3細胞による細胞治療で
は，対照群と比較し，腫瘍の成長が約20%抑制され，リンパ管密度が有意に減少した。
結論: 肺がんマウスにおけるsVEGFR-3治療細胞は生体内でsVEGFR-3を持続的に産生することによ
りVEGF-Cシグナルを継続的に抑制し，リンパ管新生を阻害した。本細胞治療法は，肺がんに対し
有用な治療法となる可能性が示唆された。
Key words: 細胞治療，可溶性sVEGFR-3，リンパ管新生
Abbreviations: DMEM, Dulbecco's modified Eagles medium; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay;
EV, empty vector; FBS, fetal bovine serum; GAPDH, lyceraldehyde-3-phosphate
dehydrogenase; HRP, horseradish peroxidase; LLC, Lewis lung carcinoma; LVD, lymphatic
vessel density; MAP, mitogen-activated protein; MOI, multiplicity of infection; MVD,
microvessel density; NIH, National Institutes of Health; Pdpn, podoplanin; PLGF, placenta
growth factor; PVDF, polyvinylidene difluoride; R&D, Research and Development; RIKEN
BRC, RIKEN BioResource Center; RT-PCR, Reverse Transcription-Polymerase Chain
Reaction; SD, standard deviation; SDS-PAGE, sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide
gelelectrophoresis; SEM, standard error of the mean; VEGF, vascular endothelial growth
factor; VEGFR, vascular endothelial growth factor receptor
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る局所での虚血状態を避けるために血管・リンパ管を
新生し，酸素や栄養分の運搬ルートを確保することで
転移，増殖を繰り返す。脈管系の発生・新生には様々
な因子が関与することが知られているが，その主要な
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現在，日本人の死亡の原因第一位は，悪性新生物で
ある。増殖能を有する癌細胞は，その旺盛な増殖によ
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2. 組み換えレトロウイルスの作製
Human sVEGFR-3-Fc遺伝子は，ヘルシンキ大学
Translational Cancer Biology Research Program, Institute
of Biomedicine, Biomedicum, Helsinki, FinlandのDr. Kari
Alitaloより譲渡された。sVEGFR-3遺伝子は，自己複製
能を持たない欠損レトロウイルスベクターpDON-5 Neo
(TAKARA VAIO, Shiga) の制限酵素Apa I，Not Iサイト
にクローニングした (pDON-sVEGFR-3)。pDON-5 Neo
ベクターはウイルス粒子構成遺伝子gag，pol，envを欠
損しているため，これらの構成蛋白を産生するパッ
ケージング細胞PT67に導入されたときのみに一過性の
感染性を有するウイルスを産生する。pDON-5 Neoに導
入したsVEGFR-3遺伝子は，ABI PRISM 310 Genetic
Analyzer (Life Technologies Japan, Tokyo) により，塩基
配列を確定し，譲渡者のもつ塩基配列情報と合致する
ことを確認した。0.4μg相当のpDON-sVEGFR-3を予め
5 × 104個/wellの割合で6-well plateに播種しておいた
パッケージング細胞PT67にEffectene Transfection reagent
(Qiagen, Venlo, Netherlands) を用いてトランスフェク
ションした。トランスフェクション24時間後から約2
週間，500μg/ml Geneticin (G418; Roche, Santa Clara, CA,
USA) を含有した10% FBS，1% PS 添加 DMEM でセレ
クションを行い，一過性の感染性を有する組み換えレ
トロウイルスDON-sVEGFR-3を産生する細胞を選択し
た (PT67-sVEGFR-3)。組み換えレトロウイルスの感染
価を測定するために細胞培養上清をフィルター濾過
し，組み換えレトロウイルスDON-sVEGFR-3を含む
ウイルス液を回収した。DON-sVEGFR-3ウイルス液を
10-1〜10-5と10倍段階希釈したウイルス液 (終濃度8μg/
mlポリブレン添加) を，予め5 × 104個/wellの割合で6well plateに播種しておいたNIH/3T3細胞に感染させ
た。感染開始24時間後，500μg/ml G418含有10% FBS，
1% PS添加DMEMで約2週間，sVEGFR-3遺伝子導入細
胞のセレクションを行い，形成された耐性コロニーを
0.1%クリスタルバイオレット/ 20%メタノール液で染色
し，感染価 (colony forming unit/ml; cfu/ml) を算出した。
感染価は，Retroviral Gene Transfer and Expression User
Manual (Clonetech, Mountain View, CA, USA) に従い，
コロニーが確認出来る1番希釈率の高い well のコロ
ニー数×その希釈率で求めた結果，約103 cfu/mlであっ
たのでこれを感染実験に用いた。同様にpDON-5 Neoを
PT67細胞にトランスフェクションし (PT67-EV)，得ら
れた細胞培養上清ウイルス液DON-5 Neo (感染価; 約103
cfu/ml) を用いた。

因子である血管内皮増殖因子VEGFsファミリーとして
VEGF-A，-B，-C，-D，-E，PLGFが知られている。こ
れらの因子の受容体はVEGFR-1，-2，-3が知られてお
り，リガンドが結合することで受容体チロシンキナー
ゼの自己リン酸化部位であるチロシン残基がリン酸化
されてMAPキナーゼの活性化が起こる1,2。このMAPキ
ナーゼによるシグナル伝達が内皮細胞の増殖に関与し
ており，血管・リンパ管新生を起こし，がんの転移に
関係すると考えられている2,3。かつてはがんの血行性
転移に関する研究が進む一方でリンパ系でのリンパ行
性転移に関する研究は進んでいなかった。しかし近
年，リンパ管新生の機構が明らかになりつつあり，リ
ンパ管新生が，がんのリンパ節転移を促進するという
概念が提唱された3,4。VEGF-Cによるリンパ管新生がリ
ンパ行性転移と遠隔転移を促進することが報告されて
おり5，リンパ管新生抑制を介した転移制御の研究が期
待されている。
VEGF ファミリーのVEGF-C，-DがVEGFR-3と結合
するとリンパ管が新生されることが明らかにされた6,7。
癌細胞の中にはVEGF-Cを自ら産生するものも多く，
産生されたVEGF-Cはリンパ管内皮細胞に分布する
VEGFR-3に結合し，腫瘍周囲あるいは腫瘍内に拡大・
増殖したリンパ管を新生し，リンパ節転移に関与する
と考えられる7。
我々は先行研究において，VEGFR-2のスプライスバ
リアントである可溶性VEGFR-2が腫瘍リンパ管新生を
阻害し，センチネルリンパ節へのリンパ行性転移を抑
制することを示した8。可溶性VEGFR-3 (sVEGFR-3) は
内皮細胞に発現するVEGFR-3を競合阻害することによ
り，VEGF-Cシグナルを阻害することが知られている2。
VEGF-Cと受容体とのアフィニティはVEGFR-2よりも
VEGFR-3が高いことが報告されていることから 9 ，
sVEGFR-3はsVEGFR-2よりも強いVEGF-C結合作用に
より，リンパ管新生を抑制する効果が期待できる。本
研究では，レトロウイルスベクターを用いてsVEGFR3 遺伝子をC 5 7 線維芽細胞に導入することにより，
sVEGFR-3を産生する治療細胞を作製し，マウス肺が
んモデルを用いたin vivo実験系において細胞治療の効
果を検討した。

方

法

1. 細胞
LLC (マウス肺癌細胞) は北里大学医学部薬理学研究
室馬嶋正隆先生より譲渡された。C57マウス胎児由来
線維芽細胞 (RCB0558) はRIKEN BRC細胞バンクより
購入した。細胞は，すべてDMEM (Sigma, USA) に10%
Fetal bovine serum (FBS; Gibco, Australia)，1% Penicillinstreptomycin (PS; Gibco) になるように添加した培地を
用いて，5% CO2存在下，37℃で培養した。

3. sVEGFR-3治療細胞の作製
組み換えレトロウイルスDON-sVEGFR-3に，終濃度
8μg/mlポリブレン (Sigma) を添加し，MOI = 10-4でC57
細胞に感染させた。感染後24時間から約2週間，500μg/
ml G418を含有した10% FBS，1% PS添加DMEMでセレ
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クションを行い，得られた細胞をC57-sVEGFR-3とし
た。対照としてDON-5 NeoをMOI = 10-4で感染させ，
セレクションした細胞をC57-EVとした。

作製した。Real-time PCRはSYBR Premix Dimer EraserTM
(Takara) を用い，100 ngのcDNAと表1に示したプライ
マーを加え，全量20μlで行った。Real-time PCRの条件
は，初期活性のために95℃ 10分，熱変性反応95℃ 15
秒，アニーリング反応60℃ 1分の2ステップを40サイク
ル行った。測定後の発現は，7500 System Software SDS
v1.XでマウスGAPDH の発現レベルに対して，比較⊿
Ct (comparative threshold cycle) 法を用いて，目的遺伝
子の相対的発現量を算定した。

4. RT-PCR
培養細胞及び腫瘍組織からRNeasy Plus Mini kit
(Qiagen) によりtotal RNA及びTURBO DNA free kit
(Ambion, Foster City, CA, USA) を用いて抽出後，DNase
処理し，そのうちの2 μg を O m n i s c r i p t R e v e r s e
Transcription Kit (Qiagen) とRandom Primer (Takara) を用
い，37℃，1時間反応させてcDNAを作製した。この
cDNAの1 / 20量を用いてRT-PCRを行い導入遺伝子の転
写産物を確認した。RT-PCRはすべて，Gene Amp PCR
System 9700を用いて，10 mM KCl，5 mM (NH4)2 SO2を
含む20 mM tris-HCl (pH 8.7)，0.2 mM dNTP mix，0.5μ
M forward (F) とreverse (R) primer，1 unit HotStar taq
DNA polymerase (Qiagen) とテンプレートを混ぜて行っ
た。反応条件は94℃，15分加熱後，熱変性反応94℃，
1分，アニーリング反応94℃，1分，伸長反応72℃，2
分の3ステップで，30 (GAPDH，VEGFR-3) または35
(Neo) サイクル行った。RT-PCR反応後，各プライマー
特異的なバンドの有無をアガロース電気泳動により確
認した。RT-PCR及びreal-time PCRに用いたプライマー
をTable 1に示した。

6. ウエスタンブロッティング
細胞培養上清15μlを5〜20 %ポリアクリルアミドゲ
ルを用いたSDS-PAGEにて泳動後，タンパク質をPVDF
0.45μmメンブレン (Millipore, Los Angeles, CA, USA)
に転写して一次抗体及び二次抗体を反応させた。その
後，化学発光によりバンドを検出した。一次抗体は抗
ヒトVEGFR-3/Flt-4抗体 (1:2,000，R&D)，二次抗体は抗
ヤギ I g G H & L ( H R P ) 抗体 ( 1 : 1 0 , 0 0 0 ; J a c k s o n
ImmunoResearch, West Grove, PA, USA) を用いた。
7. Binding ELISA
96-well plateに2μg/ml ヒトVEGF-Cリコンビンナント
(Wako, Tokyo) を一晩かけて結合させ，翌日FBS (Gibco,
Australia) によりブロッキングを行った。細胞培養上清
を1時間室温にて反応後，PBSで洗浄し，ヤギ抗ヒト
IgG-Fc Fragment抗体HRP Conjugated (Bethyl Laboratories,
Tokyo) を1時間室温にて反応させた。PBSで洗浄，
substrate solution (R&D) を各ウェルに加えた。約20分
室温暗所でインキュベーション後，2N H2SO4を用いて

5. Real-time PCR
腫瘍組織からRNeasy Plus Mini Kit (Qiagen) 及び
TURBO DNA-free kit (Ambion) を用いて抽出後，DNase
処理し，Omniscript RT Kit (Qiagen) を用いてcDNAを

Table 1. Primer sequences
Real-time PCR primer
Target gene

Primer (5'-3')
F
R
F
R

GAPDH
Pdpn

TGGCTACAGCAACAGGGTGGTG
TTCAAGGGGTCTACATGGCAACTG
CGCTCTCTCTGCGTTGGT
ATGTGGACCGTGCCAGTGT
RT-PCR primer

Target gene

Length

Primer (5'-3')

GAPDH

370 (bp)

F
R

GACGGCCGCATCTTCTTGTG
GCCCCGGCCTTCTCCAT

VEGFR-3

556 (bp)

F
R

CCAACGACACAGGCAGCTAC
GAGTTCTGTGTGGGTCTGCTG

Neo

515 (bp)

F
R

GGGCGCCCGGTTCTTTTTG
ACACCCAGCCGGCCACAGTCG
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発色反応を停止させ，570 nmの吸光度を測定した。

行った。一次抗体は抗マウスPdpn抗体 (5μg/ml，R&D)
及び抗マウスCD31抗体 (1:50; Abcam, Burlingame, CA,
USA)，二次抗体と検出はVECTASTAIN ABC Goat IgG
キット及びVECTASTAIN ABC Rabbit IgGキット (Vector
Laboratories) を用いた。

8. 増殖アッセイ
細胞増殖能はWST-8 assay (Dojindo Laboratories,
Kumamoto) を用いて450 nmにて測定した。
9. 肺がんモデルマウスの作製
生後6週齢オスのC57BL/6Nマウスにマウス肺癌細胞
LLC (2 × 106 cells/100μl) を背部皮下に注射した。腫
瘍細胞移植7日目に，治療細胞 (5 × 106 cells/100μl) を
腫瘍局所に移植し，以後21日目まで腫瘍径を測定し
た。医療衛生学部動物実験委員会のガイドラインに従
い行った (承認番号; 医・衛15-28)。

11. 統計学的解析
統計学的解析はStudent's testを用い，P < 0.05を統計
学的有意とした。データは平均値±標準偏差 (SD) あ
るいは標準誤差 (SEM) で表した。

結

果

1. sVEGFR-3治療細胞の作製
PT67-sVEGFR-3細胞及びPT67-EV細胞から培養上清
を回収し，フィルター濾過し，組み換えレトロウイル
スDON-sVEGFR-3及びDON-5 Neoをそれぞれ得た。
NIH/3T3細胞への感染24時間後，G418によるセレク

10. 組織化学染色
腫瘍移植後14日目に腫瘍組織を摘出し，4%パラホル
ムアルデヒドで固定した後，パラフィン包埋して，薄
切 (厚さ3μm) し，H&E染色及び免疫組織化学染色を

Figure 1. Characerization of recombinant retrovirus and therapeutic cells
A. Mouse NIH/3T3 cells were respectively infected with DON-sVEGFR-3 and DON-5 EV from cell culture supernatant
of PT67-sVEGFR-3 and PT67-EV, then G418 resistant colonies were stained by crystal violet. B. The growth speed
of C57-sVEGFR-3 and C57-EV were evaluated by WST-8 assay. Values are the mean ± SD for a representative
result of three experiments.
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ションを行い，それぞれ感染価約10-3/cfuを得た (Figure
1A)。
C57細胞を6-well plateに培養し，一過性の感染力を
有する組み換えレトロウイルスをそれぞれMOI = 10-4
で感染させ，G418によるセレクションを行い，C57sVEGFR-3及びC57-EV細胞を得た。治療細胞の増殖能
に差異がないことを確認するためWST-8 assayを行った
ところ，C57-sVEGFR-3細胞とC57-EV細胞との細胞増
殖速度に有意な差は認められなかった (Figure 1B)。

ELISAにより検出したところ，C57-sVEGFR-3細胞培養
上清で，対照であるC57-EV上清と比較し，吸光度が有
意に上昇した (Figure 2C)。
3. 肺がんモデルマウスに対するsVEGFR-3細胞治療
In vivoにおけるC57-sVEGFR-3細胞の治療効果を解析
するため，マウス皮下に肺癌細胞を移植し，腫瘍細胞
移植7日目に，C57-sVEGFR-3細胞を投与し治療を行っ
た。移植後14日及び21日における腫瘍組織に，レトロ
ウイルスベクター由来ネオマイシン耐性遺伝子 (Neo)
のmRNAが発現していることをRT-PCRにて検出し，投
与した治療細胞の生体内における存在を確認した
(Figure 3A)。C57-sVEGFR-3移植群での腫瘍径は，対照
群と比較し，移植後14日において78%，21日において
82%に腫瘍増殖が有意に抑制された (Figure 3B及びC)。
C57-sVEGFR-3移植群での腫瘍重量は，対照群と比較
し，移植後14日において74%，21日において86%で
あった (Figure 3D)。また抗CD31抗体によるCD31陽性
微小血管密度 (MVD) は両群に有意な差が認められな
かった (Figure 3E)。C57-sVEGFR-3移植群では，対照群
と比較し，腫瘍組織におけるリンパ管内皮細胞マー

2. 治療細胞におけるsVEGFR-3遺伝子発現とその
VEGF-Cへの結合性
C57-sVEGFR-3細胞及びC57-EV細胞よりそれぞれ
RNAを抽出し，RT-PCRをもちいてsVEGFR-3遺伝子発
現を確認したところ，C 5 7 - s V E G F R - 3 細胞でのみ
VEGFR-3特異的な556 bpのバンドが確認された (Figure
2A)。また，細胞培養上清を抗VEGFR-3抗体を用いた
ウエスタンブロッティングにより確認したところ，
C57-sVEGFR-3細胞においてのみ90 kDaに強いバンドが
検出された (Figure 2B)。C57-sVEGFR-3細胞により産
生されるsVEGFR-3とVEGF-Cとの結合を確認するた
め，VEGF-Cリコンビナントを固相化させたbinding

Figure 2. Evaluation of retrovirally introduced sVEGFR-3
A. The mRNA expression and protein production of introduced sVEGFR-3 in cell culture supernatant were evaluated by RT-PCR
and B. western blotting. C. The binding activity of produced sVEGFR-3 and VEGF-C was verified with binding ELISA. Values
are the mean ± SD for a representative result of three experiments. *P < 0.05.
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Figure 3. Suppression of lymphangiogenesis in a mouse lung cancer model
A. The neo mRNA expression in tumor tissue at day 7 and 14 were detected by RT-PCR. B. The tumor size was measured for 21
days during the cell therapy. C, D. Survival rate and tumor weight were calculated after 14 and 21 days of the therapy. E. Microvessel density (MVD), F. expression of lymphatic marker pdpn and G. lymphatic vessel density (LVD) were evaluated after 7
days of the therapy. Values are the mean ± SEM for a representative result of two experiments. *P < 0.05.

カーであるPdpn遺伝子の発現量は49%に減少 (Figure
3F)，抗Pdpn抗体によるPdpn陽性リンパ管密度LVDは
41%に有意に減少した (Figure 3G)。

考

得られることから，ヒトsVEGFR-3のVEGF-Cとの結合
はマウス体内でも同様に発揮されると考えられる。
VEGF-Cはヒト癌細胞から分泌されており，がん自
身がリンパ管の増生に働いている。VEGF-Cを過剰発
現させた腫瘍では，リンパ管新生が亢進することが報
告されている11。このことから，がんはリンパ管を介
してリンパ行性転移を起こし，その初段階としてリン
パ管新生が亢進すると考えられている。我々は先行研
究において，sVEGFR-2が腫瘍リンパ管新生を阻害す
るとともに，リンパ行性転移を抑制することを報告し
た。本研究においてC57-sVEGFR-3細胞を用いた細胞
治療により，sVEGFR-3によるVEGF-C阻害を介して，
リンパ管新生が抑制されることを示した。このこと
は，sVEGFR-3によりリンパ行性転移が抑制できる可
能性を示唆している。
sVEGFR-3細胞治療はリンパ管新生阻害作用だけで
なく，腫瘍成長を抑制する結果が得られた。VEGF-C
はリンパ管内皮細胞のVEGFR-3に結合し，MAPキナー
ゼ経路を介して細胞増殖を制御している12。多くの癌

察

VEGF-Cはリンパ管新生に最も重要な因子のひとつ
である。sVEGFR-3は，VEGF-CがVEGFR-2および
VEGFR-3と結合するIg様ドメインの1〜210を保有して
いる。つまりsVEGFR-3が細胞膜上のVEGFR-2及び
V E G F R - 3 と拮抗し，V E G F - C と結合することで，
VEGF-Cのシグナル伝達は阻害される。本研究におい
てbinding ELISAによりsVEGFR-3はVEGF-Cと効率よく
結合し検出された。このことから，C57-sVEGFR-3か
ら持続的に分泌されるsVEGFR-3は，血清成分に阻害
されず，VEGF-Cと結合しアンタゴニストとして作用
することが示された。また，VEGFR-3をBLASTPでヒ
ト及びマウスの相同性検索するとe x p e c t は0 . 0 ，
identitiesは89%，positivesは93%といずれも高い結果が
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細胞でVEGF-Cの発現が確認されており，Laakkonenら
の報告ではVEGFR-3阻害剤が膵がん，腎がん，大腸が
ん，前立腺がん，肺がんなどの腫瘍細胞の抑制を示し
ている13。以上のことから今回sVEGFR-3によるVEGFC阻害が腫瘍増殖抑制に寄与したことが考えられた。
本研究ではsVEGFR-3細胞治療による肺がんマウス
モデルにおけるリンパ管新生に対する治療効果を検討
した。肺がんマウスに投与された治療細胞は生体内で
sVEGFR-3を持続的に産生することによりVEGF-Cシグ
ナルを継続的に抑制し，リンパ管新生を阻害した。さ
らに，sVEGFR-3治療細胞は，がんの増殖を抑制し，
抗腫瘍効果を発揮した。
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Cell-transplant therapy with soluble vascular endothelial growth factor
receptor-3 (sVEGFR-3) in a mouse lung cancer model
Shotaro Maehana,1,2 Natsumi Mimizuka,1 Kotomi Tsukamoto,1 Shunsuke Hashimoto,2
Masaki Nakamura,1,2 Masataka Majima,3 Hidero Kitasato1,2
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Background: Lymphangiogenesis induced by vascular endothelial growth factor (VEGF)-C is an important
step of lymphatic metastasis. Cell-transplant therapy is known as a new method for cancer treatment by the
inoculation of anti-tumor substance producing cells into tumor lesion.
Objective: Cell-transplant therapy using mouse embryonic fibroblasts producing sVEGFR-3 as an antagonist
for VEGF-C was carried out on a mouse lung cancer model in order to evaluate its anti-tumor effects.
Methods: Therapeutic cells for cell-transplant therapy were established by retrovirally introduced sVEGFR3 into C57 mouse embryonic fibroblasts (C57-sVEGFR-3). The expression and production of introduced
sVEGFR-3 were evaluated by RT-PCR and western blotting, respectively. The binding capacity of sVEGFR3 to VEGF-C was confirmed by the binding ELISA method. The therapeutic cells were subcutaneously
inoculated to tumor lesion 7 days after the administration of lung cancer cells. The size of tumors was
measured daily in both C57-sVEGFR-3 and C57-EV inoculated mice. The tumor was resected after 7 days of
cell-transplant therapy, then used for the pathological analysis of lymphangiogenesis.
Results: The expression and production of introduced sVEGFR-3 were verified by mRNA and protein
analysis for cytoplasm and supernatant of C57-sVEGFR-3. The binding activity of sVEGFR-3 secreted from
C57-sVEGFR-3 to VEGF-C was approved by binding ELISA. Soluble VEGFR-3 cell-transplant therapy
showed 20% suppression of tumor growth and significant reduction of lymph vessel density.
Conclusions: Soluble VEGFR-3 cell-transplantation showed suppressive effects on lymphangiogenesis in a
mouse lung cancer model following VEGF-C inhibition. The cell-transplantation therapy by sVEGFR-3 may
be a novel candidate for lung cancer treatment.
Key words: cell-transplant therapy, soluble VEGFR-3, lymphangiogenesis
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