
【要約】
　造血幹細胞移植前治療として繁用されるメルフ
ァランは、強力な抗腫瘍効果・免疫抑制効果を発
揮する一方、粘膜や肝・腎・肺障害などの毒性
を有する。50歳以上の高齢者を対象に、メルフ
ァラン40mg/m2投与後の血中濃度を測定し、そ
のPKパラメーターに影響する因子について、及
びPKパラメーターと毒性との関係を登録された
6名で検討した。Cmax、t1/2、Vdss、AUC、CL
の各パラメーターは若年者対象の既報告よりもむ
しろ低く、高齢者でも毒性を増加させるPKの異
常変動は認めなかった。3名で2日目投与直前の
トラフ値を検討したところ、全例で測定下限値以
下で、メルファランの蓄積はないと判断された。
ヘマトクリット値がメルファランCLに有意に影
響した（P=0 .03）。移植後40日を経過した2名で
は、grade 3の感染症とgrade 2の下痢を認めた。
以上より、高齢者でも若年者と同等のPKが期待
できることが明らかとなった。今後症例の集積と
長期の観察を行い、上記の結果を更に確認する予
定である。

【目的】
　アルキル化剤であるメルファラン（Mel）は、
白血病を始めとする造血器疾患患者の同種造血
細胞移植前治療として、広く使用されている１）。
Melは強力な抗腫瘍効果・免疫抑制効果を発揮す
る一方、粘膜や肝・腎・肺障害などの副作用を有
する。特に臓器予備能が低下している高齢者では
毒性が著しく、移植後の治療関連死亡に繋がる重
大な障害を引き起こす場合がある。Melは血液中
で加水分解され２）、腎を始めとする臓器障害は代

謝・排泄に影響しないと考えられていたが３）、腎
機能低下例で薬剤毒性が強くでることが報告され
ている４）。また同種造血細胞移植時のMelの薬物
動態はこれまで十分検証されていない。そこで
我々は、50歳以上の高齢者に対して、同種造血
細胞移植前治療としてMel 40mg/m2/日を使用
する患者を対象に血中濃度を測定し、PKパラメ
ーターに影響する因子の同定と、PKパラメータ
ーと臨床的アウトカムとの関連について明らかに
することを目的とした。

【方法】
　造血器疾患を有し、50歳以上でMel 40mg/
m2/日を含む移植前治療を予定され、研究参加
の同意を文書で得られた患者を対象とした。Mel 
40mg/m2は、15分かけて点滴静注され、その投
与終了直後、1時間後、3時間後、5時間後に血液
3mlを採血した。血液検体は採血後直ちに4℃に
維持され、3時間以内に血漿分離され-20℃で凍
結保存された。凍結検体は3日以内に同志社女子
大学薬学部に発送された。検体は-80℃で保存さ
れ、速やかにHPLC法で測定された。また、3名
の患者でMelの投与二日目も投与開始直前のトラ
フ値と、前述の4ポイントの採血を行った。

【結果】
1. 患者背景
　6名の患者より同意を頂いた（表1）。男性2
名、女性4名で、年齢中央値は65歳、5名は臍
帯血移植、1名が非血縁骨髄移植であった。全
例fludarabineとMel 40mg/m2を含む移植前処
置を使用し、GVHD予防はtacrolimusにMTXか
MMFが用いられた。
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2 . PKパラメーターの結果
　6症例9ポイントでのPKパラメーターを算出
した（表2）。UPN Mel 01、03、04では2日目投
与直前（Cmin）を測定したが、全例検出感度以
下であった。Cmax、AUC、Vdss、CLすべて、
高容量が投与された添付文書上の既報告値５）と
比べて低値であり、高年齢者で毒性の増強につな
がるPKパラメーターの異常変動は認められなか
った。
3. Melクリアランスに影響を与える因子の解析
　患者の移植前因子がMelクリアランス（Mel 
CL）に与える影響について検討した。ヘマトク
リット値とMel CLとは正の相関を示した（図1）。

一方、クレアチニンクリアランスとMel CLとに
は、有意な相関関係を認めなかった（図2）。年齢、
アルブミン値、性別も同様に有意な相関を認めな
かった（データ表示せず）。
4. 臨床的アウトカムとの関連
　現在までのところ、2名（Mel 01、02）で移植
後40日を超え、移植後7日目までの治療関連毒性
について検討した。下痢症状がMel 01、02でそ
れぞれgrade 1、2、嘔気・嘔吐が1、3、感染症
が3（発熱性好中球減少症）、3（敗血症）であった。

【考察】
　Melの血中濃度が、今回の採血条件、保存条件
で測定可能であった。また、測定されたPKパラ
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表 1　 患者背景: 登録された6症例の背景情報、移植関連情報。（MF, myelofibrosis; AML, acute myeloid 
leukemia; ALL, acute lymphoblastic leukemia; MUD, HLA-matched unrelated donor; CB, cord blood; 
Flu, fludarabine; Bu, busulfan; Mel, melphalan; TBI, total body irradiation; Tac, tacrolimus; MTX, 
methotrexate; MMF, mycophenolate mofetile）

UPN 性別 年齢
（歳）

体重
（kg） 診断 幹細胞源 移植前治療 GVHD予防 移植後日数 

Mel01 F 52 52.1 MF MUD Flu/Bu/Mel Tac+MTX 44
Mel02 F 73 41.0 AML CB Flu/Bu/Mel Tac+MMF 40
Mel03 M 67 48.6 ALL CB Flu/TBI/Mel Tac+MMF 15
Mel04 F 59 52.1 AML CB Flu/TBI/Mel Tac+MMF 4
Mel05 F 65 41.5 AML CB Flu/Bu/Mel Tac+MMF 1
Mel06 M 67 67.1 AML CB Flu/Bu/Mel Tac+MMF -3

表 2　 PKパラメーター : 3症例でCminを測定したが、何れも検出感度以下であった。Cmax、AUC、Vdss、
CLすべて、高容量が投与された添付文書上の既報告値と比べて低値であった。

UPN Vdss

（L）
Cmax

（μg/mL）
Cmin

（μg/mL）
t1/2

（min）
AUC

（μg・min/mL） 
CL

（mL/min/kg） 

Mel01
Day 1 14.5 3.04 54.7 173 6.66
Day 2 11.8 2.84 0 35.9 160 7.22

Mel02 Day 1 25.0 3.35 177.8 223 5.76

Mel03
Day 1 19.7 3.48 69.1 183 6.73
Day 2 17.1 3.47 0 51.5 166 7.45

Mel04
Day 1 14.2 2.89 32.9 114 10.12
Day 2 16.3 3.30 0 47.3 135 8.52

Mel05 Day 1 12.6 3.79 53.5 170 7.78
Mel06 Day 1 29.4 2.34 46.1 133 7.87

  mean±SD 17.8±5.9 3.17±0.43 0 63.2±44.3 162±32 7.57±1.25



メーターが、高齢者でも毒性増加につながるよ
うな異常変動を示していなかった。検討できた2
名では、重篤な治療関連毒性は観察されず、PK
パラメーターの結果と矛盾しないと考えられた。
Mel CLに影響する因子としてヘマトクリット値

が抽出された。Melは、赤血球膜のタンパクに結
合し、赤血球分画からも検出されることが報告さ
れている６）。従って、ヘマトクリット値が低いと
血漿中濃度が上昇する結果、Mel CLが低下する
と考えられ、既報告４）と合致する所見であった。
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図 1　 メルファランクリアランスとヘマトクリット値の相関: 
メルファランクリアランスとヘマトクリット値の間には正の相関が認められた。
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図 2　 メルファランクリアランスとクレアチニンクリアランスの相関: 
メルファランクリアランスとクレアチニンクリアランスの間に相関は認めなかった。



毒性発現との関連が示されれば、投与時のヘマト
クリット値を輸血で補正することが有用である可
能性がある。今後、MelのPKに影響する因子の
抽出、PKパラメーターと臨床的アウトカム（治
療関連毒性の程度）についてさらに症例を蓄積し、
毒性を最低限にする至適なMel投与量を明らかに
していく予定である。
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【要約】
　 急 性 骨 髄 性 白 血 病（AML, acute myeloid 
leukemia）患者の生命予後を規定する最大の要
因は再発である。近年、白血病幹細胞（LSC, 
leukemia stem cell）の存在を示す報告が多くな
されている１）。このLSCはさまざまな機構によっ
て化学療法に対する耐性を有することが知られて
おり、最近では「再発は治療後のLSCの残存に

よる」と考えられている２）。幹細胞分画の古典的
な細胞表面マーカーはCD34（+）CD38（-）であり、
LSCはこの分画に高頻度に存在することが知ら
れている。AMLはさまざまな遺伝子異常や染色
体異常の蓄積によって発症するため不均一な疾患
集団であるが、LSC分画の寡多も個体間によっ
て大きく異なる。本研究ではLSC分画の寡多に
より非寛解期AMLを2群に分け、非血縁者間臍
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表 1　Patient characteristics

Patients number N = 40
Median age 58 years（range, 19-72） 
Gender（Male : Female） 27:13

Underlying disease
　　de novo AML 13
　　AML with MRC 19
　　AML transformed from MPN 3
　　AML transformed from CMML 3
　　therapy-related AML 2

Karyotype at transplant
　　normal 8
　　complex 15
　　t（8;21）, AML-MTG8 2
　　inv（16）, CBFb-MYH11 1
　　t（9;22）, BCR-ABL 1
　　MLL translocation 3
　　others 9
　　unknown 1

Disease status at transplant
　　untreated 8
　　AZA failure 4
　　1st relapse 12
　　primary induction failure 8
　　relapse after ASCT or allo-HSCT 8
Conditioning regimen（MAC : RIC） 32:8
GVHD prophylaxis（TAC & MMF : TAC） 29:11



帯血移植（uCBT, unrelated umbilical cord blood 
transplantation）後の累積再発率を比較した。そ
の結果、LSC分画を多く有する群で有意に累積再
発率が高いことが示された。これは、LSCが化学
療法に対する耐性だけでなく、同種免疫反応に対
しても耐性を有していることを示唆する結果と考
えられ、今後の同種造血細胞移植を開発していく
上で重要な知見と考えられた。

【目的】
　AML患者の白血病細胞に占めるLSC分画の寡
多が同種造血細胞移植後の生命予後に与える影響
を明らかにする。

【方法】
　虎の門病院に入院中のAML患者で、白血病細
胞に占めるCD34（+）分画の割合が10%以上の症
例で、非寛解期にuCBTを行った症例を対象とし
た。移植前処置の前に末梢血または骨髄、移植前
処置の後に末梢血を得て、それぞれ蛍光色素を結
合した抗CD45抗体、抗CD34抗体、抗CD38抗
体で多重染色し、フローサイトメーターを用い

て解析した。まず、CD45とside scatterで展開
し、CD45（low）の白血病細胞分画をgatingした。
さらにCD34とCD38で展開し、CD34（+）CD38
（-）のLSC分画、CD34（+）CD38（+）の白血病前
駆細胞分画、CD34（-）CD38（+）およびCD34（-）
CD34（-）の成熟白血病細胞分画に分け、それぞ
れの割合を算出した。移植後の全生存率の算出に
はKaplan-Meier法を用いた。再発および非再発
死亡の累積発生率の算出にはGray法を用い、群
間比較にはlog-rank testを用いた。

【結果】
　非寛解期AML40症例について解析した（表1）。
症例の年齢中央値は58歳、男女比は27 : 13、疾患
は13例がde novo AML、残り27例がsecondary 
AMLだった。染色体異常は複雑染核型を15例含
んでいた。移植前病期は全例が非寛解期で、そ
のうち寛解導入不能が8例、移植後再発が8例だ
った。移植前処置は骨髄破壊的前処置（MAC, 
myeloablative conditioning regimen）が32例、
GVHD予防はプログラフ（TAC, tacrolimus）+
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セルセプト（MMF, mycophenolate mofetil）が
29例だった。移植後1年全生存率は38 .0%、再
発と非再発死亡の累積発生率はそれぞれ19 .7%、
49 .9%だった。白血病細胞分画に占めるCD34
（+）CD38 （-）、CD34 （+）CD38 （+）、CD34 （-）
CD38（+）、CD34（-）CD38（-）、それぞれの分画

の割合を示した（図1）。CD34（+）CD38（-）分
画の割合の平均値を算出し、それを境界値とし
てCD34（+）CD38（-）分画が多い群をhigh LSC 
group、少ない群をlow LSC groupとした（表2 , 
図2）。年齢（58歳以上 vs. 58歳未満）、疾患（二
次性 vs. de novo）、染色体核型（複雑核型 vs. そ
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表 2　Patient characteristics（high vs. low LSC group）

Group High LSC group Low LSC group P value
Patients number N = 17 N = 23 ー 
Median age 57 years（19-72） 60 years（28-69） n.s.（0.866） 
Gender（Male : Female） 14:3 13:10 n.s.（0.103） 
Underlying disease
　　de novo AML 3 10
　　AML with MRC 11 9
　　AML transformed from MPN 1 2
　　AML transformed from CMML 1 2
　　therapy-related AML 1 1
Karyotype at transplant
　　normal 1 6
　　complex 10 5
　　t（8;21）, AML-MTG8 0 2
　　inv（16）, CBFb-MYH11 1 0
　　t（9;22）, BCR-ABL 1 0
　　MLL translocation 1 2
　　others 3 6
　　unknown 0 1
Disease status at transplant
　　untreated 4 4
　　AZA failure 3 1
　　1st relapse 3 9
　　primary induction failure 2 6
　　relapse after ASCT or allo-HSCT 5 3
Conditioning regimen（MAC : RIC） 12:5 20:3 n.s.（0.250） 
GVHD prophylaxis（TAC & MMF : TAC alone） 14:3 15:8 n.s.（0.297） 

表 3　Univariate analysis（cumulative incidence of relapse）

Univariate factors Cumulative incidence P value 
Age（>58 vs. <58years） 21.7% vs. 18 .5% 0 .573
Disease（secondary vs. de novo） 23.7% vs. 10 .7% 0 .300
Frequency of （high vs. low） 
　　　CD34（+） 20.2% vs. 17 .9% 0 .916
　　　CD34（+）CD38（-）（i.e. LSC） 37.4% vs. 4 .6% 0 .021
　　　CD34（+）CD38（+）（i.e. progenitor） 　   0% vs. 39 .9% 0 .038
　　　CD34（-）  17.9% vs. 20 .2% 0 .916
Karyotype（complex vs. others） 36.2% vs. 9 .5% 0 .066
Conditioning regimen（RIC vs. MAC） 25.0% vs. 17 .5% 0 .757
GVHD prophylaxis（TAC+MMF vs. TAC） 22.2% vs. 14 .3% 0 .418



の他）、移植前処置（MAC vs. RIC*）、GVHD予
防法（TAC+MMF vs. TAC）に加えて、CD34（+）
分画の頻度（84 .5%以上 vs. 84 . 5%未満）、CD34
（+）CD38（-）分画の頻度（35 .5%以上 vs. 35 . 5%
未満）について再発の累積発生率を群間比較した

（表3）（＊: RIC, reduced-intensity conditioning 
regimen）。なお、再発の累積発生率の算出の際、
非再発死亡または2回目の同種移植を競合リスク
とした。その結果、CD34（+）CD38（-）分画を多
く有するhigh LSC groupで有意に移植後再発率
が高かった（p=0 .021）。移植後再発した症例に
ついて、移植日から再発までの期間の中央値は
100日（48－183日）だった（図3）。本研究では
さらに移植前処置前・後のLSC絶対数を評価し
た。その比を算出し、high residual LSC group
とlow residual LSC groupの二群に分け、これら
が移植後再発の累積発生率に寄与するか否かを検
討した。有意差は認めなかった（p=0 .302）。
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れた。今後は非寛解期AMLの中でもLSCを高頻
度に有する症例は移植後再発の高リスク群として
認識し、これに対する同種移植療法および後療法
の開発を目指す。

【文献】
1. Horton SJ, Huntly BJ: Recent advances in 

acute myeloid leukemia stem cell biology. 
Haematologica 97 : 966-974 , 2012

2 . van Rhenen A, Feller N, Kelder A, et al.: 
High stem cell frequency in acute myeloid 
leukemia at diagnosis predicts high minimal 
residual disease and poor survival. Clinical 
cancer research: an official journal of the 
American Association for Cancer Research 
11 : 6520-6527 , 2005

【考察】
　uCBTを行った非寛解期AML 40症例につい
て、移植前処置前・後のLSC分画の頻度と移植
後の再発率を検討した。移植前処置前のLSC分
画の寡多により二群に分けて解析を行った。LSC
分画を多く有することが移植後再発の予測因子に
なる可能性が示唆された。しかし、LSC分画を多
く有するhigh LSC groupは染色体核型が複雑核
型の症例を多く含んでおり、「LSC分画を多く有
すること」と「染色体核型が複雑核型であること」
のいずれが再発に影響をより強く及ぼしているか
は今後の検討課題と思われた。また、今回の解析
では移植前処置前・後のLSC絶対数の変化は移
植後の再発率に影響しなかった。本研究により、
LSCが化学療法に対する耐性だけでなく、同種免
疫反応に対しても耐性を有していることが示唆さ
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【要約】
　非機能性下垂体腺腫の中で最大径が40mmを
こえる巨大腺腫（GNFA）は治療に難渋すること
はよく知られているが多数例を用いての臨床病
理学的な報告はこれまで少ない。自験77例（全
非機能性腺腫の12 .1%）で解析を行った。GNFA
では腫瘍が大きいため視力視野障害や下垂体前葉
機能低下症を呈する例が多いだけでなく、海綿静
脈洞内への浸潤や鞍上部腫瘍が分葉上に伸展する
ことが多いことが確認された。このため通常の経
鼻経蝶形骨洞手術では摘出困難なことが少なくな
く、拡大経鼻手術や開頭－経鼻同時手術を要する
症例がみられた。しかし視機能予後の不良な例や
前葉機能低下症と尿崩症を主とする術後合併症が
少数例に認められた。これは鞍上部が不整形（分
葉化）の腫瘍、特に再手術例では周囲脳・神経・
血管への癒着・浸潤が高率に認められるためであ
った。一方、組織学的には巨大腺腫であっても腫
瘍細胞の増殖能（MIB-1指数）は非巨大例と差
はなかった。組織型はゴナドトロピン腺腫が最多
であるものの、ナルセル腺腫や他のサイレント腺
腫の割合が相対的に高い傾向を示した。以上より、
GNFAの治療のゴールは必ずしも全摘出ではな
く、各種アプローチによる安全・確実な可及的摘
出が最も望ましい治療戦略と結論された。

【目的】
　非機能性下垂体腺腫（NFA）は臨床的にホル
モン過剰を呈さない腺腫であり薬物治療が無効な
ため下垂体腫瘍の中で外科治療の対象となること
が最も多い。そのうち最大径が40mmをこえる
巨大腺腫（GNFA）は摘出が困難で治療に難渋す
ることが多いことが知られている。本研究では
GNFAの組織型や増殖能などの臨床病理像を明
らかにし、臨床所見、腫瘍の性状・形状や伸展方

向、さらに実際の外科治療結果（アプローチや摘
出度）や予後等を検索し、実際の臨床で役立つ情
報を導くことを目的とした。

【対象と方法】
　2008年-2012年 に 当 科 で 外 科 治 療 を 行 っ た
NFA連続634例中のGNFA 77例（12 .1%）を対
象とした。77例の内訳は、男性41例、女性36例、
年齢は29-81（平均55 .0）歳であり、腫瘍の最大
径は40 .1-83 .0（平均48 .1）mm。23例（29 .9%）
が再手術例であった。後方視的に患者の年齢、性
別、症状、内分泌所見、MRI所見、手術アプロ
ーチ法、手術成績、病理組織型、MIB-1指数な
どを検討した。外科的治療に際して安全・確実な
腫瘍の摘出に大きな障壁となる、明らかな海綿静
脈洞への浸潤（Knosp grade 4）と鞍上部腫瘍の
分葉状伸展をMRI所見の評価項目とした。なお
前葉機能低下はGH以外のホルモン補充を要する
症例と定義した。

【結果】
　GNFAは年齢や性別に非巨大腺腫例と差がな
かったが、視機能障害、前葉機能障低下症、尿
崩症を高率に認めた：各々 67例（87%）、18例

（23 .4%）、3例（3.9%）。この内、前葉機能障低
下症を認めた10例と尿崩症を認めた3例は再手術
例であり、過去の術後に生じていた。MRIでは
海綿静脈洞浸潤と鞍上部腫瘍の分葉化伸展も高率
に認められた:各々 42例（54 .5%）、43例（55 .8%）。
　外科治療は通常の経鼻経蝶形骨洞手術（TSS）
が56例に、拡大TSSが9例に、また開頭-経鼻同
時手術１）が12例に行われた。摘出率は、全摘出
24例（31 .2%）、亜全摘50例、部分摘出3例であ
った。亜全摘50例中29例は海綿静脈洞内（主に
その外側域）のみの残存であり、全摘出が得られ
た24 例と合わせた53例（68 .8%）を摘出良好群
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とすると、再手術例15/23（65 .2%）と鞍上部腫
瘍が分葉化腺腫26/43（60 .5%）ではこれが低く
なる傾向が見られた（有意差なし）。なお残存腫
瘍を認めた22例に対して術後定位放射線治療（サ
イバーナイフ）を行っている。
　術前に視機能障害を認めた67例は術後、改善
51例、不変13例、悪化1例であった（不明2例）。
ホルモン補充を要する前葉機能低下症は、術前か
ら認めた18例に改善はなく、術後新たに6例に出
現、同様に遷延性尿崩症が術後新たに5例に出現
していた。他の合併症としては、悪性過高熱の合
併による死亡1例、術後出血による遷延性の意識
障害1例、脳梗塞の合併2例、外眼筋麻痺3例と
髄液漏3例がみられた。
　2008年から2011年の症例の組織型の検討で
は、GNFAはゴナドトロピン腺腫が最多（31
例、56 .4%）であったが、非巨大腺腫例（345例、
74 .8%）と比べるとその割合はやや低く、ナル
セル（ホルモン陰性）腺腫およびサイレント腺
腫の割合が逆に高かった（各9例、16 .4%と15
例、27 .3%）（表1）。特に前者は非巨大腺腫例に
比べて有意に多く認められた（P=0 .0090）。一方、
MIB-1指数は0.1-5 .0（平均1.7±1 .2）%と症
例間のバラツキがやや大きかったが、非巨大腺腫
例と差を認めなかった（図1）。

【考察】
　今回の検討で、GNFAでは腫瘍が大きいため
視力視野障害や下垂体前葉機能低下症を呈する例
が多い事、また大きいだけでなく海綿静脈洞内へ
の浸潤や鞍上部腫瘍が分葉上に伸展することが多
いことが確認された。このため通常のTSSのみ
では摘出困難なため拡大TSSや開頭-TSS一期的
同時手術を要する症例が少なくなく、にもかかわ
らず視機能予後が不良な例もみられ、また下垂体
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図 1　 巨大非機能性腺腫55例と非巨大、非機能性

腺腫461例のMIB-1指数

 Giant  Non-giant  
 (n=55)  (n=461) 

 
・ Gonadotroph  adenomas  31 (56.4%)  345 (74.8%) 
　　　　　　　　　　　  　 

・ Null cell adenomas   9 (16.4%)*   30 (6.5%) 
 

・ Silent ACTH adenomas   9 (16.4%)   45 (9.8%)　　　　　　
 

・ Silent adenomas  of   6 (10.9%)   39 (8.5%) 
　the Pit-1 lineage 
  (TSH, GH, Subtype 3)  

  
 *: P=0.0090 

表 1　巨大非機能性腺腫55例と非巨大、非機能性腺腫461例の組織型頻度



機能障害を主とする術後合併症が少数例に認めら
れた。これは鞍上部が不整形（分葉化）の腫瘍、
特に再手術例では、鞍上部で周囲脳・神経・血管
への癒着・浸潤が高率に認められるためと考察さ
れた１）。そのような症例における周囲組織との強
固な癒着の剥離には細心の注意が必要であった。
　一方、組織学的には巨大腺腫であっても腫瘍の
増殖能（MIB-1指数）は必ずしも高くないと考
えられた２－６）。またGNFAの組織型はゴナドト
ロピン腺腫が最多であるものの３）、ナルセル腺腫
や他のサイレント腺腫の割合が相対的に高いこと
が明らかとなった。すなわち腫瘍の大型（巨大）化、
不整形伸展や周囲への浸潤性は、腫瘍の増殖能の
みではなく、腫瘍固有の性格（組織型）による影
響が大きいものと考察される６）。
　今回の検討から、GNFAの治療のゴールは必
ずしも全摘出ではなく、拡大TSSや開頭-TSS一
期的同時手術などの手術アプローチを含めた安
全・確実な可及的摘出が最も望ましい治療戦略と
結論された。

【文献】
1. Nishioka H, Hara T, Usui M, Fukuhara N, 
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infrasellar approach for giant/large multi-
lobulated pituitary adenomas. World Neuro-
surg 77 : 533-539 , 2012

2 . Chako G, Chako AG, Kovacs K, Scheithauer 
BW, Mani S, Muliyil JP, Seshadri MS: The 
clinical significance of MIB-1 labeling index 
in pituitary adenomas. Pituitary 13 : 337 -
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4 . Madsen H, Borges TM, Knox AJ, Michaellis 
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【背景と目的】
　マウスの研究から、交感神経系の緊張は骨吸収
の亢進と骨形成の低下をもたらすことが明らかに
されている。ヒトにおいては、β遮断薬の長期投
与により骨折リスクの低下および骨密度の上昇が
もたらされることを示唆する研究が報告されてい
る。しかしながら、ヒトでは交感神経の緊張亢進
が単独で長期間持続する病態は非常に稀であり、
その骨代謝への影響については不明な点が多い。
　カテコラミン産生腫瘍である褐色細胞腫患者で
は、例外的に、慢性的な交感神経緊張状態が持続
するため、ヒトにおける交感神経緊張が骨代謝に
及ぼす影響を明らかにするにはよい研究対象とな
るものと考えられる。本研究では、性腺機能や糖
代謝に問題のない褐色細胞腫患者における骨及び
カルシウム代謝状態を、診断時、術前のα遮断薬

（+β遮断薬）による内科治療中および術後にわ
たり評価することにより、交感神経系が骨代謝に
及ぼす影響を明らかにすることを目的とし、日常
診療で得られる指標に基づいて解析・検討した。

【方法】
　対象は当院で診療した褐色細胞患者で以下の項
目のいずれかに該当する場合は除外した。①副甲
状腺機能亢進症を合併する患者; ②骨代謝に関与
する薬（ビスホスホネート、SERM、活性型ビタ
ミンD3およびビタミンK2）を内服中の患者; ③
血糖降下薬が処方されている患者; ④閉経後患者
　調査および測定項目は、年齢、性別、身長、体
重（BMI）、骨密度、血漿カテコラミン3分画、
骨代謝マーカー（骨型ALP、TRACP-5b）、25
水酸化ビタミンD、尿中カテコラミン3分画、メ
タネフリン2分画、骨代謝マーカー（NTX）とし、
診断時、手術直前、手術後3 ヶ月目に検査を行っ
た。

【結果】
　術前および術後経過を観察できた症例は27歳

女性1例であった。男性4例では術前のみの評価
が行われた。
　27歳女性例では、ノルアドレナリン単独の分
泌増加を認めた。診断時の腰椎骨密度Z-score 
-2 . 8と骨粗鬆症領域までの低下を認めたが、術
後8 ヶ月でZ-score -1 .7まで改善を認めた。診断
時には骨吸収マーカーの著明高値と骨形成マーカ
ーの軽度高値を認め、骨吸収優位の骨代謝亢進状
態であることが示唆された。診断時には腰椎骨密
度Z-scoreの低下傾向を認めた。
　男性4症例を加えた検討では、診断時の腰椎骨
密度Z-score -0 . 72 +/- 1 . 28と低値であった。ま
た、骨吸収マーカーのNTXはいずれの症例でも
高値を認めたが、骨形成マーカーについては基準
値内もしくは軽度高値であった。腰椎骨密度と血
中ノルアドレナリンおよび尿中ノルメタネフリン
とは負に相関する傾向が認められた。今回の症例
は、4例がノルアドレナリン優位、1例がアドレ
ナリン優位であったためか、血中アドレナリンあ
るいは尿中メタネフリンと骨密度の間には相関を
認めなかった。

【考察】
　カテコラミン分泌過剰による長期的な交感神経
緊張状態はヒトにおいても骨吸収を促進し、骨密
度の低下をもたらす可能性が示唆された。マウス
の検討では、骨代謝に対する交感神経緊張の関与
は、主にβ2受容体を介することが報告されてい
る。今回の検討では、主にα受容体とβ1受容体
に作用するノルアドレナリンと骨吸収亢進および
骨密度低下との関連が示唆されることから、ヒト
ではマウスと異なる機序が骨代謝調節異常に関与
する可能性がある。これまでのβ遮断薬投与と骨
折との関連を検討した臨床研究においても、β1
選択性の薬剤投与と骨折発症率低下との関連が明
らかにされており、今回の我々の検討成績と矛盾
しない。今後は、アドレナリン過剰分泌を呈する
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褐色細胞腫症例を集積することで、この点につい
てのさらなる検討が必要である。

【結論】
　ヒト褐色細胞腫では、骨吸収の亢進による骨密
度低下を生じることが明らかとなった。
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【要約】
　最近の研究により各種生活習慣病の背景には、
慢性炎症を基盤とした異常な細胞間作用、特に免
疫・炎症性細胞の活性化が生体内で生じているこ
とが明らかになった。西村は、肥満に伴う脂肪組
織リモデリング過程を明らかにし、炎症との関わ
り、特に免疫細胞にアプローチしてきた。肥満脂
肪組織にはCD8陽性T細胞が存在し肥満・糖尿
病病態に寄与していた。また、脂肪組織には抗炎
症作用を持った特異なB細胞が存在することを示
した。さらに、脂質生合成酵素オートタキシンに
着目し、脂肪細胞分化に対する役割を検討した。

【目的】
　最近の研究により、食生活の欧米化（高脂肪食
など）に伴うメタボリックシンドロームや糖尿病
の背景には慢性炎症が存在することが明らかにな
ってきた。しかし、慢性炎症を基盤とする慢性疾
患に関しては、その病態が不明であることから特
効薬が存在せず、依然として多くの有病患者と高
い死亡率を生ずる要因となっている。肥満病態で
は脂肪組織のみならず、免疫組織や腸管にも免疫
異常が起き、これらの組織は異常なクロストーク
を形成していることが明らかになっているが、そ
の詳細な生体内での分子メカニズムは不明であ
る。脂肪組織には骨髄由来の活性化した、T細胞、
マクロファージ、NK細胞が浸潤するが、遊走お
よび賦活化について、その詳細なメカニズムは分
かっていない。病態理解のためには、炎症に伴う
生体内での細胞動態の異常、特に免疫・炎症性細
胞の局所での生体内応答について、直接画像化し
て知見を得ることは必須であると言え、本研究を
すすめた。

【方法】
　我々は、独自に開発した「生体分子イメージン
グ手法」を、肥満した脂肪組織に適応し、メタボ

リックシンドロームの病態にアプローチを行っ
た。我々の開発したイメージングは、従来の手法
ではアプローチできなかった細胞間相互作用を生
体内で直接可視化するものであり、多くの研究領
域において今後重要な役割を果たすと考えられ
る。生体を二光子顕微鏡で観察するだけでなく、
サイトメトリーによる解析などの通常の分子生物
学的手法も併用した。

【結果】
1.  脂肪組織に内在する制御性B細胞の抗炎症作用
　我々は、生体分子イメージング手法を脂肪組織
に応用し、初期の炎症過程を明瞭に可視化し、肥
満脂肪組織が炎症の場であることを直接証明して
おり、その過程では、脂肪組織にCD8陽性T細
胞が浸潤していることを可視化・証明した。本
研究ではさらにそれだけでなく、脂肪組織には
多くの制御性B細胞が多量に存在していることが
明らかになった。このB細胞（脂肪Breg）は通
常のB1、B2細胞とは表面マーカーの発現が異な
り、新たなサブセットの細胞であることが示され
た。サイトカイン産生能の検討では、脂肪Breg
はIL-10を無刺激でも高発現していた。これは、
今まで報告されている制御性B細胞とは異なって
いる点であり、脂肪Bregの特異な形質を示して
いる。B細胞特異的IL-10欠損マウスを作成した
ところ、脂肪組織の炎症が惹起されインスリン抵
抗性が増悪していた。つまり、脂肪Bregは脂肪
組織の炎症を負に制御していることが示された。
　脂肪Bregは皮下脂肪に特に多く存在しており、
皮下脂肪の間質の30%を占めている。そして、
このB細胞は肥満個体では質的・量的、ともに減
少していた。肥満個体における脂肪組織炎症およ
びインスリン抵抗性の一部は、脂肪Bregの減少
によって説明されると考えられた。
　この知見はマウスのみならず、ヒトにおいても
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認められた。皮下脂肪組織の中のB細胞マーカー
およびIL-10の発現は、肥満したヒトにおいて減
少していた。脂肪Bregの機能は種差を超えて適
応されると考えられた。
2.  オートタキシン（脂質生合成酵素）と肥満表

現形
　近年、動脈硬化性疾患の重大なリスク要因とし
てメタボリックシンドロームが注目されている。
我々はまず、検診受診者に対し、一般の検診項目
に加え、網羅的に各種血清修飾脂質、リゾホスフ
ァチジン酸の生合成酵素であるオートタキシン血
清抗原量を測定し、メタボリックシンドロームや
インスリン抵抗性の発症へのリン脂質・脂質生合
成系の異常の関与を臨床・基礎両面から明らかに
した。検診では、オートタキシンとBody Mass 
Index（BMI）、腹囲、血清アディポネクチン等
に強い相関を認め、オートタキシンは肥満者・メ
タボリックシンドローム患者で有意に低下してい
た。多変量解析でもオートタキシンはBMIなど
によって説明され、オートタキシンは慢性炎症を
基盤とするメタボリックシンドロームの良いマー
カーとなり得ると考えられた。
　さらに、オートタキシンの生体での作用機序の
解析を行うために、オートタキシンヘテロノック
アウトマウス、オーバーエクスプレッションマウ
ス、脂肪細胞特異的欠損マウスの作成を行った。
その結果、脂肪組織、特に前駆脂肪細胞ではオー
トタキシンが高発現となっており、脂肪組織から
分泌されるオートタキシンが血清レベルを規定し
ている可能性が示唆された。さらに、腸管でもオ
ートタキシンは高発現となっていた。高脂肪食負

荷時には、欠損マウスでは脂肪組織の重量増加、
脂肪細胞数の増加が抑えられていた。さらに、腸
管における吸収能が変化し、褐色脂肪組織の機能
は欠損により増加し、全身のエネルギー代謝が変
化していた。オートタキシンは腸管膜脂肪に高発
現していることからも、腸管膜機能を制御し、高
脂肪食に伴う表現形を規定しているとも考えられ
た。
　なお、肥満個体においてオートタキシン発現は
低下しており、血清レベルの変化を説明すると考
えられた。さらに血栓症についても解析を行った
ている。肥満における重篤な合併症の構成要素で
ある血小板活性化分子機構に対して解析を行い、
新たな動物モデルを作成し、血管内皮損傷の意義
を明らかにした。解析はマウスだけでなくウサギ、
ブタ、といった大型動物を用い、臨床を意識して
行っている。

【考察】
　現在ゲノム・エピゲノムレベルでは生命現象が
確定されているにもかかわらず、生理学的・病態
学的な生体への説明には多くの困難がある。特に
生体の中でも代謝臓器の血管・間質では複数の細
胞種が常に相互作用し、恒常性維持・生体保護の
最前線となっている。代謝疾患などの生活習慣病
では、これらの生理的機能が破綻し、最終的には
慢性炎症を基盤とする組織リモデリングと機能異
常による病態が形成される。低侵襲・初期治療を
考えると、機能破綻を呈する前の段階を、生体内
で捉えて治療する必要があり、生体二光子分子イ
メージングは有効と考えられた。
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【要約】
　トルコ人糖原病Ⅲ型患者3例からAGL 遺伝子
変異を同定した。いずれの変異でも正常なスプラ
イシングが行われないことが判明した。

【目的】
　糖原病Ⅲ型（glycogen storage disease type Ⅲ： 
GSDⅢ）は肝臓および筋肉に異常なグリコーゲ
ンが蓄積し、肝障害や筋萎縮・心筋症、低血糖
などの多彩な症状を示す先天性代謝異常症であ 
る１）。 こ の 疾 患 は グ リ コ ー ゲ ン 脱 分 枝 酵 素

（glycogen debranching enzyme：遺伝子シンボ
ルはAGL）活性の欠損が原因であり、常染色体
劣性遺伝をする。私どもは世界で初めてAGL 遺
伝子変異を同定し２）、日本および世界のGSDⅢ
を分子遺伝学的に検討してきた３－６）。本年度は、
トルコ人の新しい3家系を検討した。

【方法】
　既報３）の通りプロモーター領域と35個のエク
ソンからなるAGL 遺伝子を9つの領域に分けて

LA-PCR増幅し、そのPCR産物を直接塩基配列
決定した。イントロンに見つかった変異は、既報
の如く７，８）末梢白血球からAGL mRNAを調製し
てRT-PCRを行い、その産物の塩基配列を決定
した。

【結果】
1. 患者P2では、イントロン14のacceptor splice 

siteに点変異が見つかった（c.1736-11A>G
のホモ接合体）。RT-PCRの結果から、3種の
異常なスプライシングが起こっていることが
判明した（図1左）: ①イントロン14の10塩
基（acceptor splice siteの-10から-1に対応）
がエクソン14とエクソン15の間に残存してい
る（intron retention）、②エクソン14がスキ
ップされて（exon skipping）、さらにイントロ
ン14の10塩基が残存、③エクソン14と15が
連続スキップされていた。

2. 患 者P5に は イ ン ト ロ ン27のdonor splice 
siteに点変異が見つかった（c.3588+2T>G
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図 1　糖原病Ⅲ型患者3例で同定したイントロン変異とその結果生じたスプライシング異常
　　　C：対照、P：患者



のホモ接合体）。RT-PCRでは、④エクソン
27のスキップ、⑤エクソン27と28の連続ス
キップ、という異常なスプライシングが起
こっていた（図1中央）。

3. 患 者P6で は イ ン ト ロ ン31のdonor splice 
siteに点変異が見つかった（c.4161+5G>A
のホモ接合体）。このために、⑥エクソン31
内のsplice siteが活性化されて、エクソン31
の3’側46塩基対がスキップされる異常なス
プライシングが起こっていた（activation of 
a cryptic splicing site）（図1右）。

【考察】
　トルコ人糖原病Ⅲ型患者3例からAGL 遺伝
子変異を同定した。いずれのAGL 遺伝子変異
も イ ン ト ロ ン に 存 在 し た。c.1736-11A>Gと
c.3588+2T>Gはこれまで報告のない新奇なAGL
遺伝子変異であった。一方、c.4161+5G>Aは
西欧白人の糖原病Ⅲ型患者で報告されていた９）

（RT-PCRを用いた検討は行われていない）。3つ
のイントロン点変異がAGL mRNAのスプライシ
ングに及ぼす影響を検討したところ、いずれのイ
ントロン変異でも異常なスプライシングが起こ
っており、正常なスプライシングが行われない
ことが判明した。このため正常なmature mRNA
が作られず、酵素蛋白が欠損する。本研究から、
AGL mRNAスプライシングに影響するイントロ
ン部分の遺伝子解析も、エクソン部分の解析に次
いで重要であることが再認識された。
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【要約】
　がん細胞の発がんから生存・増殖がある特定
の遺伝子変異に依存しているoncogenic addiction
を 起 こ す 遺 伝 子 変 異 はdriver mutationと 呼
ばれる。非小細胞肺癌ではEGFR（epidermal 
growth factor receptor）変異やALK（anaplastic 
lymphoma kinase）転座が知られているが、近
年HER 2 （human epidermal growth factor 
receptor type 2）変異が同定され、HER2 変異陽
性肺癌に対する分子標的薬（トラスツズマブ、ア
ファチニブなど）の高い奏効率が報告されてい 
る１，２）。今回、非小細胞肺癌患者のHER2 変異を
検査し、陽性例の臨床病理学的特徴を解析した。
遺伝子検査はPCR（polymerase chain reaction）
法で行った。HER2 変異陽性肺癌は17例（1.9%）
であった。組織型はすべて腺癌で、16例は12塩
基挿入、1例が9塩基挿入であった。男女比はほ
ぼ1:1（ 女 性9例, 53%）、 喫 煙 者（10例, 59%）
の割合が高かった。Ⅳ期の4例中3例が化学療法
を施行され、Ⅳ期の生存期間中央値は8（1-23）
ヶ月であった。

【目的】
　非小細胞肺癌の薬物治療は、EGFR 変異に対
するEGFR チロシンキナーゼ阻害薬やALK 転座
に対するALK 阻害薬により大きく進歩した。近
年、これらの変異以外に腫瘍増殖をきたす新しい
driver mutationが相次いで発見された。これら
の一つにHER2 変異があり、非小細胞肺癌全体の
数パーセントと頻度は低いが、効果の期待できる
分子標的薬が存在する１，２）。本研究では、当院に
入院した肺腺癌患者のHER2 変異を検査し、陽性
例の臨床病理学的特徴と臨床経過を解析した。

【方法】
　2009年〜 2013年に当院で悪性腫瘍遺伝子検査

を施行した非小細胞肺癌は873例（18-95歳、中
央 値69歳、 男537/女336） で あ っ た。 こ の う
ち、EGFR 変 異、KRAS 変 異、ALK 転 座、RET
転座のいずれも認めない552例（18-95歳、中央
値70歳、男368/女184）を対象として、PCR法
でHER2 変異を検査した。PCR法はShigematsu
らの報告に準じ、HER2 exon20における変異

（insertion）の有無をfragment解析で検索した。
変異を認めた症例では直接塩基配列決定法で解析
した３）。HER2 変異が陽性となった患者について、
年齢、性別、喫煙歴の有無と喫煙指数、病期、治
療、予後、転帰を調べた。

【結果】
　HER2 変異陽性肺癌は17例であった。これは、
当院で悪性腫瘍遺伝子検査を施行した非小細胞肺
癌症例のうち1.8%であり、EGFR 変異、KRAS
変異、ALK 転座、RET 転座のいずれも認めない
症例のうち3.1%であった。患者の年齢中央値は
62（28-76）歳、性別は、男性8例、女性9例（53%）
であった。喫煙者は10例（59%）で喫煙者の喫
煙指数の中央値は500であった。臨床病期はⅠ/
Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ期がそれぞれ10/1/2/4例であった。
組織型はすべて腺癌で、adenocarcinoma in situ 
が5例、invasive adenocarcinomaが9例であった。
exon 20における遺伝子配列は、12塩基挿入16例、
9塩基挿入1例であった。治療として、12例に手
術、1例に化学放射線療法、3例に化学療法が施
行された。Ⅳ期の患者4例中3例が化学療法を施
行され、初回治療は全例プラチナ製剤を含む2剤
併用療法であった。Ⅰ期10例の観察期間は13 〜
78 ヶ月、中央値20 ヶ月で、全例が無再発生存中
である。Ⅱ期以上の患者はいずれも観察期間中に
死亡した。Ⅳ期4例の生存期間中央値は8（1-23）
ヶ月であった。 
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【考察】
　非小細胞肺癌におけるPCR法によるHER2 変
異の頻度は約2%で組織型は腺癌、女性、非喫煙
者に多いと報告されている２）。本研究でも、組
織型は全て腺癌で、頻度は約2%であったが、男
女比はほぼ1:1、喫煙者の割合がやや多かった。
Ⅳ期の患者4例に対してHER2 阻害薬の投与はな
く、3例にプラチナ製剤併用化学療法が行われた。
最近、HER2 変異陽性患者に対してトラスツズマ
ブやアファチニブなどのHER2 標的治療により高
い治療効果が報告されており、今後HER2 阻害薬
による治療が期待される。

【文献】
1. Ricciardi GR, Russo A, Franchina T, et al.: 
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Shadows. J Thorac Oncol 9 : 1750 - 1762 , 
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【要約】
　バイオマーカーを用いた肺癌診断は、理想的
な肺癌スクリーニング方法のひとつになる可能
性がある。我々は、今回、肺癌組織に特異的な
メチル化領域を探索し、それらが新たなバイオ
マーカーとして有用かどうか検討した。最初の
ステップとして、外科切除を受けた非小細胞肺
癌（NSCLC）8症例の凍結標本よりDNAを抽出
し、45万ヵ所のDNAメチル化領域を、Infinum 
HumanMethlation 450 BeadChipを用いてスクリ
ーニング検索した。次いで、検索されたDNAメ
チル化領域をPyroMark Q24を用いて定量分析
したところ、NSCLC組織で亢進している7 ヵ所
のDNAメチル化領域を見出した。その後、実証
的検索として、68例の外科切除を受けたNSCLC
患者のパラフィン包埋切片標本から腫瘍と正常領
域をマクロダイセクションにより切り出し、合
計136 DNAライブラリーサンプルにおいて、前
述の7か所のDNAメチル化領域について実証的
検索を行った。これらの領域はいずれも、正常肺
組織ではメチル化の度合いは低く、NSCLC組織
においては亢進していた。7 ヵ所のDNAメチル
化領域の検索を組み合わせることによって、肺癌
のバイオマーカー診断に利用できる可能性が示唆
された。L3303とL3310に関しては、肺癌組織に
おいて、orthodenticle homeobox 1（OTX1）gene
とsomatostatin（SST）1st exonを制御している可
能性が高いことが判明した。メチル化によるこれ
らの遺伝子の抑制が、肺癌組織においてどのよう
な役割を果たしているのか、さらなる研究が必要
である。

【目的】
　肺癌は、日本だけでなく欧米においても癌死亡
原因の第1位であり、患者は病気が進行した状態
で発見されることが多い。それゆえ、肺癌の早期
発見は死亡者数を減少させうる重要な契機となり
うる。画像検査、すなわちCTやPET-CTを用い
た検診には限界があり、新しい早期発見・診断方
法が求められている。エピジェネティックなメカ
ニズムは癌において重要な役割を演じており、そ
の中でもDNAメチル化は、遺伝子配列そのもの
に影響を与えないがその発現を制御していること
で知られる。DNAメチル化は、様々な癌腫にお
いて、遺伝子を制御するもっとも頻度の高いメカ
ニズムであることから、癌における有用なバイオ
マーカーや格好の治療標的であると考えられて
いる１，２）。バイオマーカーを用いた肺癌診断は、
CT検診や気管支鏡検査に比べて、被曝や侵襲が
ない理想的な肺癌スクリーニング方法になる可能
性がある。今回我々は、前述のDNAメチル化に
着目し、肺癌組織に特異的なメチル化領域を探索、
新たなバイオマーカーとして有用かどうか検討し
た。

【方法】
　スクリーニング検索：外科的切除を受けた
非小細胞肺癌（NSCLC）8症例と正常肺組織2
症 例 の 凍 結 標 本 か らDNAを 抽 出 し、Infinum 
HumanMethlation 450 BeadChipを用いて、45万
ヵ所のDNAメチル化領域をスクリーニング検索
した。 NSCLC 8症例の内訳は、腺癌5例、扁平
上皮癌2例、大細胞癌1例であった。
　 定 量 分 析： 候 補 と し て 得 ら れ たDNAメ チ
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肺癌メチル化DNAプロファイルを利用した、バイオマーカー
としての肺癌特異的血中メチル化DNAの同定
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ル 化 領 域 を、NSCLC 8症 例 の 標 本 に お い て、
PyroMark Q24を使用して定量分析した。この結
果、探索標的を7 ヵ所程度の最終候補領域に絞り
込んだ。 
　実証的検索：その後、68例の外科切除NSCLC
患者のパラフィン包埋切片標本から、腫瘍と正常
領域をマクロダイセクションにより切り出した。
これら合計136のDNAライブラリーサンプルに
おいて、最終候補DNAメチル化領域について実
証的検索が行われた。 

【結果】
　NSCLC 68症例での解析において、7 ヵ所のメ

チル化領域は、いずれもNSCLC組織において
亢進していた。ゲノムDNA上、L3302（chr1 : 
91184770）、L3303（chr2 : 63282702）、L3304（chr2 : 
63285950）、L3305（chr2 :123418757）、L3310（chr3 : 
187387999）、L3314（chr4: 111562513）、L3316（chr4: 
174430614）の7 ヵ所のメチル化が、非癌組織と
比較して、肺癌組織において有意に亢進していた

（two-way ANOVA, p < 0 . 05）。L3303とL3310
に関しては、それぞれ、orthodenticle homeobox 
1（OTX1）geneとsomatostatin（SST）1st exonの
配列と一致していた。

【考察】
　これら7 ヵ所のDNAメチル化領域の検索を組
み合わせることによって、肺癌のバイオマーカー
診断に利用できる可能性が示唆された。今後、血
液・胸水・気管支鏡標本などの生体材料から、新
たに見出されたこれらのDNAメチル化領域を検
索できる技術の開発を目指す。L3303とL3310
に関しては、肺癌組織において、orthodenticle 
homeobox 1（OTX1）geneとsomatostatin（SST）
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表 2　実証的検索に用いられたNSCLC 68症例の詳細

Stage Ⅰ Stage  Ⅱ Stage Ⅲ Stage  Ⅳ Total
腺癌 28（17,  11）＊ 10（8, 2） 12（8, 4） 4 54
扁平上皮癌 7（6, 1） 3（2,1） 0 0 10
腺扁平上皮癌 1（0, 1） 1（1, 0） 0 0 2
大細胞癌 1（1, 0） 1（1, 0） 0 0 2

37 15 12 4 68
（X, Y）＊ は（A, B）期を表す

表 3　NSCLC で亢進していた7ヵ所のDNAメチル化領域

Probe The Illumina CpG 
cluster number Chromosome GRCh37 NCBI36 Gene name 

L3302 cg26917140 chr1 91184770 90957358 −
L3303 cg04654530 chr2 63282702 63136206 OTX1 
L3304 cg27315333 chr2 63285950 63139454 −
L3305 cg17080163 chr2 123418757 123135227 −
L3310 cg15347189 chr3 187387999 188870693 SST 
L3314 cg03148184 chr4 111562513 111781962 −
L3316 cg16509851 chr4 174430614 174667189 −

表 1　 スクリーニング検索と定量分析に
用いられたNSCLC 8症例の詳細

腺癌 5
扁平上皮癌 2
大細胞癌 1



1st exonを、DNAメチル化により制御している
可能性が高いことが判明した。メチル化によるこ
れらの遺伝子の抑制が、肺癌組織においてどのよ
うな役割を果たしているのか、さらなる研究が必
要である。
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【要約】
　胸腺癌の多くは扁平上皮癌だが、他臓器の扁
平上皮癌と異なってCD5, CD70 , KIT, PAX8発
現を示すなどの特徴がある。本研究では2006年
以降に胸腺癌と組織診断された14症例を対象と
してSOX2 , FGFR1蛋白過剰発現や遺伝子増幅の
有無を酵素抗体法やFISH法によって検索した。
頭頸部・食道扁平上皮癌で過剰発現が報告されて
いるstem cell self-renewal factorであるBmi1と
high mobility group A2（HMGA2）の胸腺癌に
おける発現についても検討した。酵素抗体法では
胸腺癌におけるSOX2 , FGFR1 , Bmi1 , HMGA2
発現は各々 14/14（100%）, 12/14（86%）, 14/14

（100%）, 13/14（93%）にみられた。頭頸部・食
道・肺の扁平上皮癌で高頻度に遺伝子増幅が知
られるSOX2 , FGFR1の過剰発現は、胸腺癌に
おいてもみられることが確認された。しかしな
が らSOX2/CEP3領 域 とFGFR1/CEP8領 域 の
BAC クローン二重蛍光標識プローブ（TexRed/
FITC標識）を用いたFISH法は、良好なシグナ
ルを観察できた症例14ではSOX2 , FGFR1遺伝
子増幅は確認されなかった。SureFISH in silico  
プローブ（Cy3/FITC標識）を用いたFISH法を
現在検討中である。頭頸部・食道の扁平上皮癌で
はproto-oncogenic chromatin regulators, stem 
cell self-renewal factorsであるBmi1は早期癌で
の発現を示し、HMGA2は浸潤癌で発現して予
後不良因子と考えられる。胸腺癌におけるBmi1 , 
HGMA2の発現が認められたが、胸腺腫などほか
の胸腺上皮性腫瘍については今後検討したい。

【目的】
　胸腺はリンパ球と胸腺上皮細胞からなるリンパ
上皮性臓器であり、「T細胞の学校」としての働き
は思春期をピークに加齢とともに退縮する。胸腺
上皮細胞（TEC）は基本的には扁平上皮の性格を
有するが、近年、胸腺皮質上皮細胞のみに特異的

に発現するプロテアソームサブユニットβ5tなど
の興味深い発見もなされている。胸腺には胸腺腫・
胸腺癌などの胸腺上皮性腫瘍や神経内分泌腫瘍

（カルチノイド）がリンパ腫や胚細胞腫瘍ととも
に発生する。胸腺上皮性腫瘍はまれだが、WHO
組織分類ではA型（髄質型）、AB型（混合型）、 
B型（皮質型; B1 〜 B3型）、C型（胸腺癌）に
分類されており、多彩な組織型や生物学的特性（術
後予後）を示すことが知られている。胸腺癌の多
くは扁平上皮癌だが、他臓器の扁平上皮癌にはみ
られないCD5, CD70 , KIT, PAX8発現を示すな
ど特殊な扁平上皮系腫瘍とも考えられる。
　非小細胞肺癌とくに肺腺癌におけるEGFR/
KRAS/MET/ALKな どdriver mutationsの 相 次
ぐ発見とこれに基づく分子標的治療薬と個別化
治療の普及には目覚ましいものがあるが、扁平
上皮癌ではこうした標的分子の発見が遅れてい
た。近年のゲノムワイド研究によって頭頸部・食
道・肺の扁平上皮癌で尤も高頻度に増幅を示す染
色体3q26領域の責任遺伝子がSex-determining 
region Y-box 2（SOX2）であることが明らかに
されており、扁平上皮癌や重層扁平上皮に細胞系
統特異的な発現分布を示している。SOX2は扁平
上皮癌や重層扁平上皮に細胞系統特異的な発現を
示し、さらに肺扁平上皮癌ではSOX2強陽性群の
患者はSOX2陰性群に比べてより良い生命予後を
示すことが明らかにされてきた。胸腺上皮性腫瘍
におけるSOX2発現についてはこれまでCimpean
らの報告があるが、その対象は10例程度と限ら
れている。本研究の目的は胸腺上皮性腫瘍におけ
るSOX2/FGFR1遺伝子増幅・過剰発現の臨床病
理学的な意義を明らかにすることである。頭頸
部・食道扁平上皮癌で過剰発現が報告されている
stem cell self-renewal factorであるBmi1とhigh 
mobility group A2（HMGA2）の胸腺上皮性腫
瘍における発現についても検討した。
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胸腺上皮性腫瘍における癌遺伝子増幅/過剰発現の臨床病理学的検討

藤井　丈士



【対象と方法】
　胸腺上皮性腫瘍におけるSOX2 , FGFR1遺伝
子増幅・過剰発現の臨床病理学的な意義を明ら
かにする目的で2006年以降に胸腺腫瘍が切除さ
れて胸腺癌と組織診断された14症例（表1、2）
を対象としてホルマリン固定パラフィン包埋組
織から組織マイクロアレイを作製し、SOX2 , 
FGFR1遺伝子増幅や蛋白過剰発現の有無を酵素
抗体法やFISH法によって検索した。酵素抗体法
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表 1　胸腺癌症例の臨床的背景

症例数 14
男女比 10:4
年齢 38-76歳（中央値 63）
正岡病期分類（1/2/3/4期） 0/7/5/2
リンパ節転移（なし/あり） 7/5
観察期間 35 ヵ月（中央値）
転帰（生存/AWD/死亡） 9/2/2

表 2　胸腺癌症例の臨床的事項と酵素抗体法の結果

症例 年齢 性 病期 LN転移 観察期間 予後 治療・合併症
1 74 M Ⅱ 不明 82ヵ月 生存 照射 60Gy
2 67 M Ⅱ N0 57ヵ月 死亡 術後肺・右肺門LN転移 膠芽腫
3 75 F Ⅲ N0 不明 不明
4 76 F Ⅱ N0 64ヵ月 生存 非定型抗酸菌症
5 76 M Ⅱ N1 59ヵ月 AWD＊ 照射 50Gy; 術後 肺転移再発
6 50 M Ⅳ N0 36ヵ月 生存 化学療法ADOC, CBDCA+PTX, GEM
7 64 M Ⅲ N1 27ヵ月 生存 照射 60Gy; 化学療法DCF
8 61 M Ⅳ N0 12ヵ月 死亡 照射 37.5Gy
9 53 M Ⅱ 不明 41ヵ月 生存 照射 60Gy
10 56 M Ⅲ N1 35ヵ月 生存 化学療法CBDCA+PTX, 照射 60Gy
11 72 M Ⅱ N1 24ヵ月 生存 照射 45Gy
12 38 F Ⅲ N0 13ヵ月 生存 照射 25Gy
13 45 M Ⅱ N0 33ヵ月 AWD＊ 照射 60Gy, 術後肺転移
14 61 F Ⅲ N1 10ヵ月 生存 全身性硬化症

＊AWD: alive with disease

症例 年齢 性 SOX2 FGFR1 Bmi1 HMGA2 CK5/6 p40 CD5 KIT PAX8
1 74 M + + + + + + + + +
2 67 M + + + + + + + + +
3 75 F + + + + + + + + +
4 76 F + + + + + + + + +
5 76 M + + + + + + + + +
6 50 M + + + + + + + + +
7 64 M + + + + + + + + +
8 61 M + + + + + + + + +
9 53 M + - + + + + + + +
10 56 M + - + - + + - - -
11 72 M + + + + + + + + +
12 38 F + + + + + + + + +
13 45 M + + + + + + + + +
14 61 F + + + + + + + + +



は以下の抗体とDako Envision+ Linker法を用
いた。SOX2（D6D9）XP Rabbit monoclonal 
antibody（Cell Signaling Transduction, 1 : 100）,  
Anti-FGFR1 antibody（Abcam, 1 : 100）, Bmi1

（D 20 B 7）XP Rabbit mAb（CST, 1 : 400 ）, 
HMGA2（D1A7）Rabbit mAb（CST, 1 : 400）。
蛍光 in situ  hybridization（FISH）法 は ホ ル
マリン固定パラフィン包埋組織切片を用い、
SpotLight（Zymed）で 前 処 理 し、SOX2/CEP3
領域とFGFR1/CEP8領域のBACクローン二重
蛍光（TexRed/FITC）標識プローブ（GSPLab）
を用いて行った。またSureFISH in silico プロー
ブ（Agilent）を用いた検討も現在継続している。

【結果】
　酵素抗体法では胸腺癌におけるSOX2, FGFR1, 
Bmi1 , HMGA2発 現 は 各 々 14/14（100%）、
12/14（86%）、14/14（100%）、13/14（93%）に
みられた（表2）。SOX2/CEP3領域とFGFR1/
CEP8領域のBAC クローン二重蛍光標識プロ
ーブ（TexRed/FITC標識）を用いたFISH法は
良好なシグナルを観察できた症例14ではSOX2, 
FGFR1遺伝子増幅は確認されなかった。報告時
点でSureFISH in silico  プローブ（Cy3/FITC標
識）を用いたFISH法を検討中である。

【考察】
　胸腺癌における遺伝子異常としてはこれまで癌
遺伝子（EGFR, HER2 , c-KIT, RAS, Bcl-2）、癌
抑制遺伝子（TP53 , p16）、染色体異常（loss of 
heterozygosity 3p, 6p, 6q, 7p, 8p）、腫瘍浸潤に
関 す る 因 子（matrix metalloproteinases, tissue 
inhibitor of metalloproteinases） な ど が 報 告 さ
れている。頭頸部・食道・肺の扁平上皮癌では
SOX2 , FGFR1遺伝子増幅が高頻度にみられる
と報告されている。胸腺癌においてもSOX2 , 
FGFR1蛋白過剰発現がみられることが今回の研
究で確認されたが、良好なシグナルを観察でき
たごく少数例ながらFISH法ではSOX2 , FGFR1
遺伝子増幅は現時点で確認できていない。パラ
フィン切片を用いたFISH法はシグナルを得にく
い場合も多いが、前処理条件の検討やSureFISH
プローブなどで引き続き検討していく。頭頸部・
食道の扁平上皮癌においてはproto-oncogenic 
chromatin regulators, stem cell self-renewal 
factorsであるBmi1は早期癌での発現を示し, 
HMGA2は浸潤癌で発現し、予後不良因子と考
えられている。今回の検討では胸腺癌における
Bmi1 , HGMA2の発現を明らかにしたが、胸腺腫
などほかの胸腺上皮性腫瘍について今後検討して
いきたい。
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【要約】
　胃癌以外の表在型消化管癌（十二指腸腺腫
14例、十二指腸腺癌11例、食道扁平上皮癌17
例）と561例の非癌コントロールを対象に、血清
trefoil factor（TFF）値を検討した。十二指腸腺癌、
食道扁平上皮癌では、非癌コントロール・十二
指腸腺腫群と比して有意に血清TFF3が高値で
あった。4群でPG陽性率が同等であることから、
十二指腸腺癌、食道扁平上皮癌で血清TFF3が高
値となる原因は胃粘膜以外からの由来のTFF3で
あることが推定された。血清TFF3は胃癌の有望
なリスクマーカーであるが、表在型十二指腸腺癌
や表在型食道扁平上皮癌のリスクマーカーとなる
可能性が示された。症例数が限られていることが
本検討のlimitationであり、今後症例数を増やし
てその有用性を検証する必要がある。

【背景および目的】
　血清TFF3は効率的な胃癌リスクマーカーとな
り１）、Helicobacter pylori除菌による影響がペプ
シノーゲン（PG）法に比して少ないことを報告
してきた２）。しかし、胃癌において血清TFF3が
上昇する機序は未だ不明である。胃癌組織そのも
ので産生されたTFF3が血清に逸脱する可能性
や、胃癌を生じやすい腸上皮化生粘膜からの血清
への逸脱が推定されてきた。一方、血清TFF3は

胃癌以外の未分化型子宮癌３）や前立腺がん４）で
も上昇することが報告されており、胃癌組織や腸
上皮化生粘膜からの逸脱だけでは説明が困難であ
る。そこで、胃癌以外の消化管腫瘍における血清
TFF3の変化を明らかにすることを研究の目的と
した。

【方法】
　表在型食道癌および表在型十二指腸腫瘍のため
内視鏡治療を予定している患者を対象に、血清
TFF1・TFF2・TFF3、PGI・PGII、ピロリ抗体
を測定した。人間ドックを受診し、胃癌をはじめ
とする消化器癌がないと考えられる非癌対照の血
清TFF1・TFF2・TFF3と比較検討した。

【結果】
1. 十二指腸腺腫14例、表在型十二指腸腺癌11

例、食道扁平上皮癌17例が登録された。人
間ドック受診者561例を非癌コントロールと
した。表在性腫瘍3群と非癌コントロールの
PG法陽性率は22-25%であったことから、
各群はほぼ同等の胃粘膜背景を有している
と考えられた（表1）。

2. 血清TFF3は、非癌コントロールと十二指腸
腺腫で差を認めなかったが、十二指腸癌では
非癌コントロール・十二指腸腺腫と比して有
意（p<0 .01）に高値を示した。食道扁平上

─ 34 ─

胃癌以外の表在型消化管癌における血清trefoil�factor値の検討

貝瀬　　満

（4）消化器疾患

表 1

疾患 n 年齢 TFF1 TFF2 TFF3
TFF3高値

（>7ng/mL）
PG陽性

十二指腸腺腫 14 58.1±11.4 0.83±0.44 3.69±2.19 5.28±1.82 21.4% 3/12=25%
表在型十二指腸腺癌 11 68.1± 9.2 2.26±1.53 5.54±2.18 9.39±4.44 54.5% 2/9=22.2%
食道扁平上皮癌 17 71.6±12.3 1.11±0.88 3.02±1.12 7.63±3.12 47.1% 4/16=25%
非癌コントロール 561 61.9± 9.8 1.40±1.51 3.66±2.09 5.86±2.72 18.5% 132/561=23.5%



今後症例数を増やしてその有用性を検証する必要
がある。
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皮癌でも同様に非癌コントロール・十二指腸
腺腫と比して有意（p=0 .02）に高値を示した。
TFF3陽性率（TFF>7ng/mL）は十二指腸
癌54 .5%,食道扁平上皮癌47 .1%と有意に高
かった。

3. 血清TFF2値は、非癌コントロール・十二
指腸腺腫・食道扁平上皮癌で差を認めなか
ったが、十二指腸癌では非癌コントロール・
十二指腸腺腫・食道扁平上皮癌と比して有意

（p<0.01, p=0.047, p<0.01）に高値を示した。
4. 血清TFF1値は十二指腸癌で高い傾向を

示したが、非癌コントロールとの比較では
P=0 .64と有意の相違ではなかった。

【考察】
　表在型十二指腸腺癌や表在型食道扁平上皮癌で
は非癌対照および十二指腸腺腫と比してTFF3が
有意に高値となった。胃癌のリスクマーカーであ
る血清TFF3が、表在型十二指腸腺癌や表在型食
道扁平上皮癌のリスクマーカーとなる可能性が示
された。十二指腸腺癌・表在型食道扁平上皮癌・
非癌対照・十二指腸腺腫4群でPG陽性率が同等
であることから、十二指腸腺癌、食道扁平上皮癌
で血清TFF3が高値となる原因は胃粘膜以外から
の由来のTFF3であることが推定された。症例数
が限られていることが本検討のlimitationであり,
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【要約】
　癌はゲノム異常とエピゲノム異常の蓄積により
発症する。遺伝子プロモーター領域のDNA異常
メチル化はその遺伝子の発現をサイレンシング
し、癌抑制遺伝子不活化の主要な原因となるな
ど発癌に密接に関与する。我々は胃癌のDNAメ
チル化網羅的解析により胃癌を3群に層別化して
おり、超高メチル化胃癌症例は全てEBウィルス
陽性胃癌であった。低メチル化胃癌細胞株へのin 
vitro  EBウィルス感染により超高メチル化の誘導
と、メチル化標的遺伝子の発現抑制に成功、EB
ウィルス感染が胃癌超高メチル化の原因であるこ
とを証明している１，２）。そこで本研究ではこのin 
vitro モデルによりEBウィルスを感染した胃癌
細胞株を用いて、DNAメチル化変化、ヒストン
修飾変化、遺伝子発現変化を網羅的に解析した。
EBウィルスが引き起こすDNA異常メチル化誘
導に対し、プロモーター領域全体でそれを感受す
る遺伝子群は、有意に発現低下し、細胞接着因子
や増殖抑制因子などの遺伝子が有意に濃縮して認
められた。それに対し転写開始点近傍で異常メチ
ル化誘導に抵抗する遺伝子群は発現が保たれ、ミ
スマッチ修復遺伝子などが有意に濃縮して認めら
れた。ヒストン修飾状態もダイナミックに変化し、
ヒストン活性化マークを消失する遺伝子群は有意
に発現低下し、細胞接着因子などの遺伝子が有意
に濃縮して認められた。これらのエピゲノム変化
による発現制御が、EBウィルス感染による発癌
機序に貢献していると考えられた。

【目的】
　極端なDNA高メチル化を呈するEBウィルス
陽性胃癌において、EBウィルス感染がもたらす
エピゲノム異常を明らかにすることを目的とす
る。

【方法】
　Akataシ ス テ ム３） を 用 い てEBウ ィ ル ス を
in vitro 感染した低メチル化胃癌細胞株MKN7

（MKN7_EBV（+））と、 未 感 染 の 細 胞（MKN7_
EBV（-））を網羅的解析で比較した。DNAメチル
化状態はInfiniumビーズアレイを用いて網羅的
に解析し、β値（0.00-1 .00）で表示した（図1）。
ヒストン修飾状態は、活性化マークであるヒスト
ンH3K4me3 , H3K27acに対する抗体を用いて
ChIP-seq法にてゲノム網羅的に解析した。遺伝
子発現は、GeneChip Human Genome U133 Plus 
2 . 0 Array（Affimetrix, Santa Clara, CA）を用い
て発現アレイ解析を行った。

【結果】
1. DNAメチル化抵抗性・感受性遺伝子の存在
　メチル化ビーズアレイInfinium 450kを用いて
MKN7_EBV（-）とMKN7_EBV（+）に つ い て 網
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図 1　 EBウィルス感染によるメチル化誘導。Infinium
解析の結果、多くのプローブがMKN7_EBV（+）
におけるメチル化量（ß値）の上昇を示した。



羅的DNAメチル化解析を行った（図1）。遺伝
子転写開始点から上流・下流1,000bp以内に、U

（非メチル化、β値<0.2）→M（メチル化、β値
>0.4）となるプローブが1個以上存在する遺伝子
をメチル化誘導（+）遺伝子とし、約8,000個認め
た。そのほぼ半数は、転写開始点から500bp以内
にU→Uとなるプローブが２連続以上で存在す
るメチル化誘導抵抗性遺伝子であった。逆に約半

数は、転写開始点から500bp以内に、U→Uとな
るプローブが1個もないメチル化誘導感受性遺伝
子であった（図2A）。
2. DNAメチル化抵抗性・感受性遺伝子の特徴
　メチル化誘導抵抗性遺伝子群は、遺伝子発現が
抑制されなかった。Gene Ontology解析を行うと、
ミスマッチ修復遺伝子を含むDNA修復関連遺伝
子群などで有意な濃縮を認めた。EBウィルス陽

─ 37 ─

P=1.0x10-18

Lo
g 

fo
ld

-c
ha

ng
e

転写開始点 転写開始点

MKN7_EBV(-)

MKN7_EBV(+)

上流 下流 上流 下流

メチル化抵抗性 メチル化感受性

感受性抵抗性

A

B

図 2　 プロモーター領域の異常メチル化誘導。転写開始点近傍を含めてメチル化
を感受する遺伝子と、転写開始点近傍ではメチル化に抵抗する遺伝子が存
在（A）。MKN7_EBV（-）細胞と比較し、メチル化抵抗遺伝子は発現が保たれ、
感受遺伝子は発現抑制された（B）。



性胃癌が、MLH1メチル化を伴わずマイクロサ
テライト不安定性を示さないことと合致する結果
であった１，４，５）。それに対しメチル化誘導感受性
遺伝子群は、遺伝子発現が優位に抑制され、細胞
接着遺伝子群や増殖抑制遺伝子群などの有意な濃
縮が認められた（図2B）。多くの癌抑制遺伝子が
EBウィルス感染そのもので引き起こされること
が示された。
3. ヒストン修飾変化
　ゲノムワイドなヒストン修飾状態について、活
性化マークであるH3K4me3およびH3K27acに
対してChIP-seqによる網羅的解析を行った（図
3）。EBウィルス感染前後で比較すると、ゲノム
全体のおよそ約5 〜 10%の遺伝子が、活性化マ
ークの獲得や消失を示した。活性化マークの獲得
は遺伝子発現上昇と、活性化マークの消失は発現
低下と相関した。

【考察】
　最近の胃癌ゲノム解析の報告でも、我々の報
告と同様に、胃癌症例が3群に層別化されること
が確認されている。すなわちDNA異常メチル化
がほとんどなく、染色体不安定性の強い症例群。
MLH1遺伝子を含めてDNA異常高メチル化があ
り、マイクロサテライト不安定な遺伝子変異の多
い症例群。極端な異常高メチル化を示し、遺伝子

変異や染色体変異のほとんどない、EBウィルス
陽性胃癌、の3症例群である５）。このことは、EB
ウィルス陽性胃癌においてはDNA異常高メチル
化が発癌に至る重要な分子異常であることを示唆
するが、本研究により、EBウィルス感染により
3,000個以上の遺伝子に、発現抑制を伴うような
プロモーター全体の異常メチル化が誘導され、し
かもその標的が細胞接着因子や増殖抑制因子とい
った、発癌に重要な遺伝子群であることが示され
た。今後ヒストン修飾変化を含め、EBウィルス
感染がこれらのダイナミックなエピゲノム異常を
どのように誘導するのか、その分子機構の解明が
重要である。

【文献】
1. Matsusaka K, Kaneda A, et al.: Classifica-

tion of Epstein-Barr virus-positive gastric 
cancers by definition of DNA methylation 
epigenotypes. Cancer Res 71 : 7187- 7197 , 
2011

2 . Kaneda A, Matsusaka K, et al.: Epstein-
Barr virus infection as an epigenetic driver 
of tumorigenesis. Cancer Res 72 : 3445- 3450 , 
2012

3 . Imai S, Nishikawa J, et al.: Cell- to-cell con-
tact as an efficient mode of Epstein-Barr 
virus infection of diverse human epithelial 
cells. J Virol 72 : 4371- 4378 , 1998

4 . Kang GH, Lee S, et al.: Epstein-barr virus-
positive gastric carcinoma demonstrates 
frequent aberrant methylation of multiple 
genes and constitutes CpG island methyl-
ator phenotype-positive gastric carcinoma. 
Am J Pathol 160 : 787- 794 , 2002

5 . Wang K, Yuen ST, et al.: Whole- genome 
sequencing and comprehensive molecular 
profiling identify new driver mutations in 
gastric cancer. Nat Genet 46 : 573- 582 , 2014

【発表に関する事項】
1. Matsusaka K, Funata S, Aburatani H, Kane-

da A, Fukayama M: Epstein- Barr virus 
infection induces global DNA methylation 
in gastric cells. Epstein-Barr virus 50th An-

─ 38 ─

EBV(-)

EBV(+)

EBV(-)

EBV(+)

H
3K

4m
e3

H
3K

27
ac

図 3　 ヒストン修飾変化。プロモーター領域でヒ
ストン活性化マークであるH3K4me3や
H3K27acがEBウィルス感染により消失し
た遺伝子を例として示す。
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【要約】
　B型慢性肝疾患に対する治療として核酸アナロ
グ製剤（ラミブジン、アデホビル、エンテカビル）
が使用されている。長期の核酸アナログ製剤の使
用は耐性ウイルスの出現を認めるが、複数の薬剤
に対して耐性を認める多剤耐性ウイルスの出現が
問題となっている。ラミブジン+アデホビル併用
療法にて両剤に耐性となった症例で併用療法開始
時の耐性ウイルスの存在について次世代シークエ
ンサーを用い定量的に解析した。対象は、ラミブ
ジンとアデホビル併用療法にて両剤への耐性ウイ
ルスが出現している症例10例を対象とした。ラ
ミブジン+アデホビル併用療法中にrtA181T/V
の耐性ウイルスが検出された7例全例で次世代シ
ークエンサーにて治療開始時にrtA181T/Vの耐
性ウイルスが検出された（検出量0.25-3 .5%）。
しかし7例中6例で検出量は<1%と少量であっ
た。一方併用療法中にrtA181Sの耐性ウイルス
が検出された3例では、開始時次世代シークエン
サーにても検出されなかった。また併用療法中に
rtT184I, rtN236T, rtM250I/Lの耐性ウイルスが
検出された4例では、1例（rtM250I）のみ開始
時次世代シークエンサーにて検出された。

【目的】
　B型慢性肝疾患に対する治療として核酸アナロ
グ製剤（ラミブジン、アデホビル、エンテカビル）
が使用されている。長期の核酸アナログ製剤の使
用は耐性ウイルスの出現を認めるが、複数の薬剤
に対して耐性を認める多剤耐性ウイルスの出現が
問題となっている。我々は、ラミブジン+アデホ
ビル併用療法にて両剤に耐性となった症例を検討
してきた１，２）。この際、多剤耐性ウイルスが両剤
使用後新たに出現するのか、もともと体内に少量

存在していた耐性ウイルスが増加するかは依然不
明である。最近高感度の測定系である次世代シー
クエンサー（ultra-deep sequencing法）が開発
され、極少量のウイルス遺伝子変異も検出可能と
なっている。研究の目的は、多剤耐性ウイルスを
認めた症例で次世代シークエンサーを用い耐性ウ
イルスの存在について定量的に解析した。

【方法】
　対象は、ラミブジンとアデホビル併用療法に
て両剤への耐性ウイルスが出現している症例
12例を対象とした。ラミブジンとアデホビル
併用療法の開始時およびウイルス増加時の血清
か らPCR direct sequence法 に てHBV DNAの
polymerase領 域 のRT（reverse transcriptase）
領域の遺伝子配列を決定した。さらに開始時の血
清より次世代シークエンサー（Ion PGMTM [Life 
Technologies, Japan]）を用いて薬剤耐性ウイル
スの検出を行った。

【結果】
　12例中2例では、保存血清の状態から解析が
できなかった。残り10例において解析を行った。
次世代シークエンサーの解析は、HBV Plasmid 
DNAの変異出現率を基準に0.25%以上を有意
な変異とした。ラミブジン+アデホビル併用療
法中にrtA181T/Vの耐性ウイルスが検出され
た7例全例で次世代シークエンサーにて治療開
始時にrtA181T/Vの耐性ウイルスが検出され
た（検出量0.25-3 .5%）。しかし7例中6例で検
出量は<1%と少量であった。一方併用療法中
にrtA181Sの耐性ウイルスが検出された3例で
は、開始時次世代シークエンサーにても検出され
なかった。また併用療法中にrtT184I, rtN236T, 
rtM250I/Lの耐性ウイルスが検出された4例で
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は、1例（rtM250I）のみ開始時次世代シークエ
ンサーにて検出された。

【考察】
　ラミブジン不応例に対するラミブジン+アデホ
ビル併用療法の長期的な効果は高いが、投与中
約3%の症例で両剤に対する耐性ウイルス（多剤
耐性ウイルス）が出現し効果が減弱する。今回の
検討では、rtA181T/Vの耐性ウイルスが検出さ
れた症例では、開始時に次世代シークエンサーで
も検出された。このことは、併用療法開始時すで
に耐性ウイルスが存在しその後の治療中に増加
してきているものと思われた。一方、rtA181S, 
rtT184I, rtN236T, rtM250Lの耐性ウイルスは
開始時次世代シークエンサーにても検出されず、
併用療法中に新たに出現した（de novo）可能性
が高い。耐性パターンによって、経過の違いがあ

ることは、興味深い点である。
【文献】 
1 . Yatsuji H, Suzuki F, Sezaki H, et al.: Low 

risk of adefovir resistance in lamivudine-re-
sistant chronic hepatitis B patients treated 
with adefovir plus lamivudine combination 
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表 1　LAM refractoryにLAM+ADV併用療法開始後耐性変異の出現した症例 
　　　−LAM+ADV開始時の次世代シークエンサーによる解析−

No. 
Baseline of ADV plus LAM combination therapy（ultra-deep sequencing） During 

therapy 

rtL180 rtA181 rtT184 rtA194 rtS202 rtM204 rtI233 rtN236 rtM250 Mutation 
type（rt） 

1 L（50.7%） 
M（49%） 

A（96.4%） 
T（3.5%） T（99.9%） A（99.9%） S（99.9%） I（59.1%） 

V（34.5%） I（99.8%） N（99.9%） M（99.8%） A181T, 
N236T 

2 L（81.2%） 
M（15.6%） 

A（99.4%） 
T（0.56%） T（99.9%） A（99.7%） S（99.8%） I（99.6%） I（99.7%） N（99.85） M（99.5%） 

I（0.38%） 

A181T, 
T184I, 
M250L 

3 L（75.3%） 
M（24.4%） 

A（97.5%） 
S（1.5%） 
V（0.75%） 

T（99.7%） A（99.7%） S（99.7%） I（70.6%） 
V（27.2%） I（99.7%） N（99.8%） M（99.6%） A181V, 

M250L 

4 M（99.3%） 
L（0.26%） 

A（99.7%） 
T（0.27%） T（99.9%） A（99.7%） 

T（0.27%） S（99.8%） V（99.5%） 
  I（99.7%） N（99.8%） M（99.4%） 

I（0.51%） A181T 

5 L（99.8%） A（99.7%） 
T（0.25%） T（99.9%） A（99.9%） S（99.9%） I（80.3%） 

M（19.5%） I（99.7%） N（99.8%） M（99.7%） A181T 

6 L（87.9%） 
M（11.9%） 

A（98.7%） 
T（1.3%） T（99.9%） A（99.4%） 

T（0.55%） S（99.5%） I（98.2%） 
V（1.7%） I（99.7%） N（99.8%） M（98.9%） 

I（0.97%） A181S 

7 L（99.8%） A（98.8%） 
T（0.89%） T（99.9%） A（99.8%） S（99.8%） M（99.5%） I（99.6%） N（99.7%） M（99.6%） A181S 

8 L（98.8%） 
M（0.96%） 

A（98.2%） 
V（0.99%） 
S（0.48%） 
T（0.35%） 

T（99.9%） A（99.8%） S（99.8%） 
I（72.3%） 
M（27.0%） 
V（0.49%） 

I（99.6%） N（99.7%） M（99.6%） A181T 

9 M（99.4%） A（99.8%） T（99.8%） A（99.8%） S（99.8%） V（99.8%） I（99.6%） N（99.8%） M（99.6%） A181S 

10 L（87.5%） 
M（12.3%） 

A（99.1%） 
T（0.81%） T（99.9%） A（99.9%） S（99.8%） I（99.4%） 

M（0.48%） I（99.8%） N（99.8%） M（99.6%） 
I（0.31%） 

A181T, 
M250I 



【要約】
　B型慢性肝炎に対する治療薬として核酸アナロ
グ製剤は本邦で広く使用され、B型慢性肝疾患で
悩む患者の長期予後の改善とともにQOLの向上
に果たしてきた意義は非常に大きな意味をもっ
ている。しかしながら、2014年に4番目の核酸ア
ナログ製剤が登場しながらも未だ確固たる中止基
準は設定されておらず、また治療終了のゴールも
明らかではない。このため当院でも中止を目指し
た取り組みとして、過去の症例の解析とともに
Sequential療法を導入した症例の検討を行ってい
るが、初期に導入した症例は5年の節目を迎えそ
の長期予後を検討することでこの治療の効果、適
応を解析し治療中止に関わる因子を検討したので
報告する。

【目的】
　B型慢性肝疾患に対する治療はIFNと核酸アナ
ログ製剤であり、臨床の場ではその状況に応じて
選択を行い、時によっては繰り返し治療が行われ
ている。核酸アナログ製剤がB型慢性肝疾患に対
する治療、予後に多大な貢献をしたことは周知の
事実である。厚生労働省班会議におけるガイドラ
インでもB型慢性肝疾患患者の治療において核酸
アナログ製剤は35歳以上の症例では第一選択の
座を維持し続け、現在最も使用されている薬剤と
いえる。しかしながら長期投与が原則であり、一
生涯飲み続ける可能性がある本薬剤を中止する手
段や指標となる検査で確立されたものは未だ見出
せておらず、また最終目標として掲げられている
HBs抗原の陰性化についても十分な効果が示さ
れているとは言えない。このため長期化する核酸
アナログ治療をいかに安全かつ効率よく、中止す
るかを目標に我々もIFNを用いたSequential治療
を試み、その成果を昨年度までに報告してきた。 
しかしながら、一部に再燃をきたし、再治療を余
儀なくされる症例が存在することも事実である。

今年度はSequential療法を行った症例の5年後の
長期の経過を検討することで、より安全に中止し
得る症例を検討しその因子を見出すことを目標と
した。

【対象と方法】
　2009年より核酸アナログ製剤の中止を目的と
してSequential 療法を導入している。本療法
導入の条件は核酸アナログ投与中、HBe抗原は
陰性で、肝酵素の正常化を維持し、HBV-DNA
が感度以下（2.1 log copy/ml未満）もしくは
HBcrAgが感度以下（3.0 log U/ml未満）を達成
している患者とした。これまでに14症例に導入
し、全例IFN投与を終了し経過観察期間（drug 
free）に入っている。それぞれの症例の中止理
由、背景因子、その後の経過につき検討した（検
討（1））。さらにこのうちSequential 療法前後の
HBs抗原量、サイトカインの動態が治療反応性に
どのように関わっているかにつき検討した（検討

（2））。
【成績】
　Sequential治療導入症例の背景は表1に示し
た。男性12例（86%）、Sequential 療法導入のた
めのIFN開始時年齢43 .5歳（34歳〜 60歳）、使
用していた核酸アナログはlamivudine（LMV）
10例、entecavir（ETV）4例、投与期間は77 .5
か 月（20 〜 123）、genotypeはBが2例 でCが12
例であった。治療終了後のdrug free期間は中央
値54か月（48 〜 60）である。経過中のALTは
治療終了後に一過性に上昇する症例も認められる
もののその後は沈静化するケースがほとんどであ
ったが、その後の再燃で再治療を導入した症例
が4例認められた。図1に今回の14症例の経過を
示した。10例にdrug freeを達成しこのうち2例
はHBs抗原の消失まで得ることができた。再燃
例、再治療例は4例存在したが、このうち3例は
当初の目標である2年以上のdrug freeを達成し

─ 42 ─

B型肝炎に対する核酸アナログ治療中止後の長期予後に関する因子の解析

鈴木　義之、熊田　博光、小林　万利子



ている。単純中止例で当院が報告してきた再燃率
68%に比べ本治療法の再燃率が28%と有意に低
いことが示されている。経過中のALTとHBV-
DNAの正常化率と陰性化率を図2、3に示した。
図2に示すようにALTはIFN開始後12か月目を
ピークにやや正常化率は低下するものの再治療に
至らなかった症例では約3年後には100%安定と
いう数字であった。一方HBV-DNAは感度以下
を維持できている症例は少なく治療域には至らな
いものの2.1から4.0の範囲内で変動している症
例が50%近く認められている。再治療となった
3例の要因を解析するため経過中のHBcrAgの経
過を示したのが図4である。IFN終了直後は不安
定であるが再治療に至らなかった症例は1例を除

きすべて3以下まで低下し安定している。一方再
治療を余儀なくされた3症例はいずれもHBcrAg
が高いままで再治療を導入され2例は依然として
高値を持続している。これをまとめると経過中
HBcrAgが3.6以下の症例からは1例の再燃があ
ったものの再治療にはいたらず、再治療となっ
た3例はHBcrAgが5.9が1例と6.8<が2例であ
った。また、今回図表としては示さないがTNF-
αの推移をみてみると再治療となった症例はIFN
終了時よりTNF-αの上昇が認められており宿主
の免疫賦活が生じていることが分かる。核酸アナ
ログやIFNによる抗ウイルス療法が途切れた途
端に宿主の免疫応答にswitchが入り、HBVに対
する攻撃が始まっている可能性が示唆される結果
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図 1　IFN Sequential療法14症例の経過

表 1　IFN Sequential療法14症例の背景

核酸アナログ開始時 IFN開始時
年齢（歳） 36.5（25-57） 43.5（34-60）
性別 男：女　 12（85.7%）：2（14.3％）
AST（IU/L） 97.5（29-1356） 19.5（15-26）
ALT（IU/L） 192（32-2412） 16.5（12-26）
HBe抗原陽性 3例（21.4%） 0例（0%）
HBV DNA（log copy/ml） 7.4（3.0-8.1） 2.1>（検出せず-2.9）
HBV genotype B ; 2例（14.3%），C ; 12例（85.7%）
核酸アナログの種類 Lamivudine：10例 Entecavir：4例



である。
【考察】
　従来のIFN治療にとって代わるべく治療薬と
して登場したLMVは確かに画期的な治療薬であ
ったが、耐性ウイルスの出現率が高く現在では第

一選択の座をETVにゆずり、実臨床ではあまり
処方されなくなっているのが現状である。我々は、
かつてLMV投与において経年的に肝生検を行い
その組織学的改善度につき報告してきた１，２）。そ
の中でも述べたように、抗ウイルス剤投与により
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図 2　IFN Sequential療法中のALTの安定化率

図 3　IFN Sequential療法中のHBV-DNAの安定化率



肝炎の鎮静化を持続することができれば、肝臓の
線維化についても改善が認められることを示し
た。
　また耐性ウイルスについての問題であるが、長
期化する核酸アナログ投与においては特に第一世
代のLMVではその頻度は高く年とともに増加し
ている。このような耐性ウイルスの出現を来さな
いためにも核酸アナログを中止する方法が期待さ
れるところである。また、現在の第一選択である
ETVも耐性ウイルスの出現率こそ低く抑えられ
てはいるが、HBs抗原の陰性化率は低く、今後さ
らに治療が長期化していくことが懸念される。長
期化すれば耐性ウイルスの問題だけではなく腎障
害などの副反応も必ずや増えていくと考えられ、
そのためにも本薬剤を中止する基準は是非とも必
要と考える。これまでに我々は、過去に中止した
症例の予後の検討を行い報告してきた。その結果、
HBV-DNAの陰性化が得られても核酸アナログ
中止により肝炎が再燃し再投与を行わざるを得な
い症例が多く存在することが明らかとなった。そ
のため積極的な試みとして当科では、Sequential 
療法を開始しているが、治療終了後4年の経過
では抗ウイルス効果の持続は十分とはいえない

もののALT正常化率は高く、特にIFN開始時の
HBcrAgが低値でありgenotypeB以外の症例にお
いては良好な結果が得られ、有用な治療法である
ことが示された。特に核酸アナログ長期投与症例
においては良好な結果が得られ、drug freeを獲
得するための有用な治療法であることが示され
た。
　以上のような観点から当科で取り組んでい
るdrug freeを 目 指 し た 積 極 的 な 試 み で あ る
Sequential 療法の成績を検討してきた。治療終
了後4年の経過で、症例数が少ないもののサイト
カインやHBs抗原も一つの指標になることが示
され、アナログ投与長期の症例、IFN開始時の
HBcrAgが低値の症例において良好な結果が得ら
れ、有用な治療法であることが示された。また、
経過中のTNF-αの上昇により宿主免疫が賦活さ
れている症例においては再投与をせざるをえなか
った状況に陥っており、この3例につきさらに検
討し、より有効な選択基準の策定と治療法を模索
していく予定である。

【参考文献】
1. Suzuki Y, Kumada H, Ikeda K, et al.: Histo-

logical changes in liver biopsies after one 
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【要約】
　HCVにおけるTelaprevir併用療法の治療効果
予測因子として、前治療無効例ではCore aa70置
換と血小板数が有用であった。また、前治療無効
例で治療前に薬剤耐性変異を有する症例の治癒率
は低率であった。更に、RNA再上昇時に確認さ
れた耐性変異は新規耐性が主体であり、時間経過
共に消失することが確認された。C型肝炎の難治
要因と薬剤耐性変異の問題を解決しながら、肝発
癌抑制に繋げることが日本の高齢化社会における
最終課題と言える。

【目的】
　C型肝炎におけるTelaprevir（TVR）/Peginter-
feron（PEG-IFN）/Ribavirin（RBV）の3剤 併 用 療
法は高い治癒率が期待される反面、治癒しない
症例では薬剤耐性が問題となる１）。今回は、難治
な前治療無効（治療中のRNA持続陽性）例に対
する3剤併用療法の治療前効果予測因子を検討す

る。更に、deep sequencerを用いた微量な薬剤
耐性変異の検出が可能となったことから２）、薬剤
耐性検出の臨床的有用性について検討した。

【方法】
　TVR/PEG-IFN/RBV併用24週間投与を行っ
たHCV genotype 1b・高ウイルス量（≧5.0 Log 
IU/ml）の292例の中で、特に前治療無効76例
を対象に治療効果予測因子を検討した。HCV 
Core領 域 の 変 異（aa70・aa91置 換） ３）はPCR
のdirect sequencingもしくは市販の測定系で検
討した。更に、HCV NS3領域の薬剤耐性変異

（V36A/C/M/L/G, T54A/S, R155K/T/I/M/G/
L/S/Q, A156V/T/S/I/G, V/I170A）４）をdirect 
sequencingとdeep sequencingで検討し、耐性変
異測定の臨床的有用性や薬剤耐性変異の経時変化
を検討した。Deep sequencerはIon PGMTM（Life 
Technologies Japan）を用い0.2%以上を有意な
変異とした２）。統計解析はFisher’s exact prob-
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薬剤耐性を考慮したTelaprevir併用療法
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図 1　 HCV genotype 1b・高ウイルス量症例における治療前Telaprevir耐性変異の有無から見た
Telaprevir/PEG-IFN/RBV併用療法のSVR（Direct sequenceによる評価）



ability testを用いて行った。
【結果】
　SVR（治療終了後24週経過時点のRNA陰性）
率は初回治療86%、前治療再燃84%、前治療無
効54%。SVRに寄与する要因としては、Core 
aa70 Wild、血小板数15万以上が単変量解析で有
意差を示した。Direct sequencingで治療前から
薬剤耐性変異を有する頻度は、初回治療3%、前
治療再燃3%、前治療無効5%。初回治療と前治
療再燃においては治療前薬剤耐性変異の有無に寄
らずSVR率に差は認められなかったが、前治療

無効例のみは治療前薬剤耐性変異の無い症例では
SVR率57%、耐性の有る症例からSVR例は確認
されず（図1）。SVRを達成出来なかった連続17
例からdeep sequencingで治療開始前後の耐性変
異の推移を評価すると、16例ではRNA再上昇時
に新規耐性変異が増加していたのに対して、治療
前と同じ耐性変異が増加したのは1例のみであっ
た（図2）。Deep sequencingで新規に出現した
35種類の耐性変異を治療終了2年後まで経過観察
すると1種類以外は時間経過とともに消失してい
た（図3）。
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【考察】
　三剤併用療法で治癒しない症例では薬剤耐性変
異が出現するため、治療効果予測因子の検討は
耐性変異予測の為にも重要である。今回の結果
で、特に難治な対象群と言える前治療無効例では
Core aa70置換と血小板数が三剤併用療法の治療
効果予測因子として抽出された。これら2つの因
子は肝発癌予測因子としても重要である５）。結局、
難治要因の検討は最終的には薬剤耐性の検討、肝
発癌の検討にまで繋がるため将来的にも重要であ
る。
　Deep sequencingによる治療前の微量な薬剤耐
性変異の存在が、治療開始後の耐性変異出現の治
療前指標として有用であるか興味が持たれる。微
量な薬剤耐性変異の残存は次なる追加治療を行う
タイミングを検討する上でも有用である。この
様な、deep sequencerを用いた微量な薬剤耐性
変異を検出することが実臨床で有用であるか不明
であった。今回の検討で、前治療無効例の場合は
direct sequencingで治療前に薬剤耐性変異を有
する症例の治癒率は低率であった。更に、deep 
sequencingによる検討で、RNA再上昇時に確認
された耐性変異は新規耐性が主体であり、時間
経過と共に消失することが確認された。Direct 
sequencingでは治療終了後1年間経過するまでに
薬剤耐性変異が消失したことが報告されている 
が６）、deep sequencingによる報告は初めてであ
る。
　三剤併用療法難治かつ肝発癌リスクの高い症例
を絞り込むことが日本の高齢化社会において安全
かつ効果的に治療を行うためには重要である。将
来的にはC型肝炎の難治要因と薬剤耐性変異の問
題を解決しながら、肝発癌抑制にまで繋げること
が最終課題と言える。

【文献】
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─ 49 ─



【要約】
　我々は以前、ウイルス肝炎感染からの肝臓癌発
生に相関する一塩基多型（SNP）がMICA遺伝子
の上流に存在することを報告した。MICA遺伝子
は本来、ウイルス感染肝細胞や癌細胞に発現し免
疫細胞を活性化して排除に向かわせる役割を担っ
ているが、SNPによるその発現量の多寡が肝癌
発生に相関していた。この結果に基づいて本研究
は、microRNAを用いた転写後修飾によるMICA
遺伝子発現制御機構を明らかにしたうえで、その
知見を利用した肝癌予防法・治療法の開発を目的
としている。私たちは以前に、MICA遺伝子の3’
UTR内にはmicroRNA92およびmicroRNA106b
が標的としうる配列が2個所存在し、実際にその
microRNAの機能を阻害すると、MICA蛋白の発
現量が増えることを確認した。今回は、この知見
をさらに臨床応用に近づけるべく、これらの核酸
コンストラクトを効率的に肝細胞にデリバリー
する方策としてBionanocapsulesを応用した。す
なわち、HBsAgの殻の中にmicroRNA92および
microRNA106bのアンチセンス核酸を封入し、
肝細胞にin vitroでデリバリーをおこなった。そ
の結果、これらのコンストラクトを導入した肝細
胞ではMICA蛋白の発現量が増え、その効果は
24時間から48時間でも持続していた。より臨床
的な検証として、ヒト初代肝細胞を単離し培養し
たところに、このBionanocapsuleでコンストラ
クトを導入したところ、MICA蛋白の発現量の変
化を得ることができた。これらの結果は今後、こ
のような核酸医薬を用いたMICA遺伝子発現制
御を介した肝発癌の予防および治療法開発を現実
のものとするための基盤となると考えられる。

【目的】
　私たちは以前、ゲノムワイドアソシエーション
スタディ（GWAS）解析によって、C型肝炎感染
から肝臓癌を発生しやすい宿主因子としてMICA
遺伝子の一塩基多型（SNP）を同定し報告し 
た１）。MICAは本来、ウイルス感染肝細胞に高度
に発現し、natural killer 細胞やCD8+T細胞を
活性化して感染細胞の排除に向かわせる役割を担
っている２）。いっぽう、MICAの発現調節は、そ
のすべてをプロモーター活性に依存しているわけ
ではなく、転写後のmRNA分解や翻訳抑制も重
要であることが知られている３）。特に癌細胞では 
MICAを標的とするmicroRNAが過剰発現する
結果、MICAの発現が低いままに抑えられ、免疫
担当細胞による癌細胞の排除機構を回避している
可能性がある１）。これまで私たちは、microRNA
によるMICAの発現調節について検討をすすめ、
microRNA93-106bクラスターを細胞に導入す
るとMICAの発現を低下させうること、反対に
microRNA93-106bのアンチセンス核酸を導入す
るとMICA発現を増やすことができることを見
出し研究成果として報告した３）。今回は、これら
の結果にもとづいた肝癌予防法・治療法の開発を
具体化させるべく、特に核酸の臓器特異的なデリ
バリー法を工夫することで、効率よく肝細胞に当
該microRNAを送達せしめる方法を検討・開発
した。

【方法】
1.  microRNA25-93-106bクラスターのアンチ

センスコンストラクトを、HBsAgを応用し
たbionanoparticle（BNC）へ封入する。

2. BNCに封入したmicroRNAの細胞内送達に
よるMICAタンパク発現量変化を検討する。
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3 .  送達したmicroRNAの発現量・時間を検討
する。

4.  初代ヒト培養正常肝細胞におけるBNCによ
るmicroRNAの送達効果を検討する。

【結果】
1.  B型肝炎ウイルスのenvelopの構成タンパク

であるHBV Lタンパクを酵母で生産し、そ
こにmicroRNA類の核酸を封入しBNCとし
た。

2.  BNCの肝細胞特異的送達とその効果をin 
vitroで 検 証 し た と こ ろ、microRNA93-
106bのアンチセンスコンストラクトの発現
によってMICA蛋白の発現量を増やすこと
ができた。

3.  細胞内に送達したmicroRNAの発現は24時
間・48時間でも持続していた。

4.  初代ヒト培養正常肝細胞を単離し、そこに
BNCに 封 入 し たmicroRNAを 送 達 さ せ た
ところ、十分な量のmicroRNAの導入と、
MICA蛋白の発現量変化が得られた。

【考察】
　BNCに よ るmicroRNAの デ リ バ リ ー は 肝 細
胞に特異的かつ効率的であった。本研究では、
MICA蛋白の肝細胞での発現制御がこの方法で可
能であり肝癌発症予防に寄与できる可能性を示し
た。今後、この方法を用いて標的分子の発現制御
を試みる核酸医療は、標的分子が明確でかつその
発現量が疾患に寄与している疾患に対して、効果
的な予防・治療となる可能性が示唆された。今後

このような核酸医薬開発にともない、細胞性免疫
調節を利用した肝発癌の予防・治療に応用しうる
可能性が示唆された。
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【要約】
　103例の肝癌切除例のホルマリン固定・パラフ
ィン包埋標本の背景肝より核酸抽出を行い、遺伝
子発現プロファイリングを行った。我々がすでに
報告している早期再発に関連する186遺伝子から
さらに予後に関する32遺伝子を厳選し、これを
用いて予後良好群（good）、中間群（intermediate）、
予後不良群（poor）の3群に分類した。慢性肝
疾患の病因別の検討ではHCV 50例では予後不
良群に分類される症例が46%であったのに対し、
HBV 29例・NAFLD 4例では0%、アルコール性
では25%と差を認めた。さらに背景肝の発現パ
ターンが予後不良の群は肝癌切除後の再発率は
有意（p<0 .001）に高く、さらに全生存率も有意

（p<0 .001）に不良であった。以上より背景肝の
発現パターンは肝癌患者の予後予測のサロゲート
マーカーとなりうると考えられた。

【目的】
　我々はこれまで肝硬変組織から予後に関連す
る186遺伝子からなるシグネチャーを同定し、そ
の予測能をアジア、ヨーロッパ、米国の肝硬変、
肝癌症例において確認した１，２）。分子pathway
の解析では、NF-kB、interleukin-6、 epidermal 
growth factor（EGF）pathwayの活性化、DNA
損傷修復に関わるS-nitrosoglutathione reductase

（GSNOR）などの遺伝子の不活化が認められ、
高 発 癌 状 態 に あ る 肝 硬 変 組 織 の 状 態（“field 
effect”）を反映していると考えられる３）。今回の
研究において我々は186遺伝子シグネチャーの予
後予測能をさらに検証するためC型に加え、B型、
アルコール性、および非アルコール性肝硬変およ
び肝癌のゲノムワイドな発現解析を行なった。

【対象と方法】
　対象症例は当院で肝細胞癌に対し肝切除を

実施した肝細胞癌105例（HCV 50例、HBV 30
例、 ア ル コ ー ル 性 20例、NAFLD 5例 ） と し
た。ホルマリン固定パラフィン包埋された切
除（肝癌症例）標本を利用し、3 〜 7枚の薄切組
織から核酸抽出を行った。全ゲノム遺伝子発現
プロファイリングは DNA-mediated annealing, 
selection, extension and ligation（DASL） ア ッ
セイ（Illumina）により行なった。また、一部の
検体は臨床検査用の技術となりえるnCounterア
ッセイ（NanoString）にても解析した。
　各症例の臨床情報、病理学的所見、および経過
観察データを解析した。
　 遺 伝 子シグネチャーに 基 づく予 後 予 測は
nearest template predictionおよび他の機械学習
の手法により行なった。各病因において予後に関
連のある遺伝子をコックススコア（有意水準false 
discovery rate  <0 .05）により選出し、予後との
相関はログランク検定、カプランマイヤー法、コ
ックス・ロジスティック回帰他により評価した。
すべての解析はGenePatternゲノム解析ツール

（www.broadinstitute.org/genepattern）もしくは
R統計解析パッケージ（www.r-project.org）に
て行なった。

【結果】
　ハウスキーピング遺伝子（RPL13A）の qRT-
PCRにより品質評価を行った結果105例のパラフ
ィン包埋組織中103例（98 .1%）で良質の核酸抽
出が可能であった。186遺伝子より32遺伝子へと
解析遺伝子数を絞り込み、より簡便に発現解析を
行えるように改良したNanoStringアッセイでの
解析で、発現パターンを予後不良群、中間群、良
好群の3群に分類したところ、背景肝のetiology
により特徴的な発現の傾向が認められた（図1）。
すなわちHCV症例は予後良好の発現パターン
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図 1　Etiology別の遺伝子発現パターン

表 1　遺伝子発現と患者背景・臨床検査値の関係

Good Intermediate Poor p 

Etiology
（B:C:NAFLD:AL） 13:4 :1 :3 16:23:3 :12 0:23:0 :5 <0.001

肝硬変合併（y:n） 62.5% 64.6% 87.5% 0.020

Age＊ 57（38-80） 63（38-81） 61（41-79） NS

性別（M:F） 18:3 45:9 21:7 NS

アルブミン（g/dl）＊ 3.9（3.3-4.7） 3.7（2.8-4.4） 3.7（2.7-4.7） <0.001

ビリルビン（mg/dl）＊ 0.8（0.5-2.2） 0.8（0.3-3.1） 0.8（0.4-3.0） NS

AST（IU/L）＊ 28（18-386） 38（17-202） 47（22-95） 0.001

血小板（x104/μl）＊ 15.4（6.1-20.0） 13.9（4.3-26.0） 11.1（3.7-24.3） 0.035

PT（%）＊ 86（66-112） 89（56-124） 86（52-100） NS

ICG（%）＊ 13（3-35） 19（5-55） 30（11-75） <0.001

AFP（ng/ml）＊ 5（1-285） 15（1-14100） 27（3-4113） 0.094

腫瘍径（mm）＊ 24（15-52） 22（15-80） 21（15-32） NS

単発：多発 20:1 46:8 22:6 NS 

肉眼型† 10:6 27:21 18:7 NS

組織分化度（well :mod :poor） 4:14:3 10:38:5 6:18:4 NS

vp 23.8% 24.1% 35.7% NS
＊: 中央値（最小-最大）
†：（小結節境界不明瞭型+単純結節型）：（単純結節周囲増殖型+多結節癒合型）



疾患のetiologyにより異なることは臨床的によく
知られた事実である。今回の結果は遺伝子発現と
臨床経過の関連を結びつける結果となった。また
背景肝遺伝子の発現パターンは、発癌のリスク予
測に関するサロゲートマーカーであることが確認
された。今後は癌部および非癌部の遺伝子発現が、
分子標的薬などの治療によりどのように変化する
か、治療法選択の指診となりうるかについて検討
を進める予定である。

【文献】
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Yip S, Chen X, Kojima K, Deshmukh M, 
Venkatesh A, Tan PS, Sun X, Villanueva 
A, Sangiovanni A, Nair V, Mahajan M, 
Kobayashi M, Kumada H, Iavarone M, Co-

は8%に過ぎず、不良群が46%であった。逆に
HBVでは良好群が45%、中間群55%で不良群の
症例を認めなかった。NAFLD症例では中間〜比
較的予後良好の発現パターンへのクラスタリング
を認めた。アルコール性では良好群15%、中間
群60%、不良群25%であり、症例によるばらつ
きが大きい結果であった。さらに興味深いことに
HCVでSVR後発癌の4症例の発現パターンは通
常のHCV症例とは異なり、予後不良の遺伝子発
現の症例はなく、良好群1例（25%）、中間群3例

（75%）であった。
　遺伝子発現パターンに関する臨床背景の検討で
は、背景肝の病因に加えて肝硬変合併の有無、血
清アルブミン値、AST、血小板数、ICG15分値
が有意な関連を示した（表1）。一方腫瘍径、肉
眼型、組織分化度、顕微鏡的脈管侵襲など患部に
関する因子は発現パターンとの関連を認めなかっ
た。肝癌根治療法後の再発率を遺伝子発現パター
ンごとに検討すると5年の再発率は良好群39%、
中間群62%、不良群85%で統計学的に有意差を
認めた（p<0 .001）（図2a）。同様に10年の全生
存率も発現パターンと有意な関連があり良好群
80%、中間群44%、不良群21%であった（p<0 .001）

（図2b）。
【考察】
　慢性肝疾患よりの発癌率および再発率は背景肝
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【要約】
　日本の癌死亡の上位を占める肝細胞癌のうち、
原因疾患としてはウイルス性が減少し、いわゆる
非B非C型が増加している。アルコール性では影
響はないが、非アルコール性の肝癌では血液中に
HBV DNAが陽性（いわゆるOccult HBV感染）
では肝癌根治後の再発率が高く生存率も低い傾向
が見られた。これら非B非C型に由来する発癌は、
発生母地である飲酒者や脂肪肝患者の絶対数が多
いこともあり、発癌高リスク群としての定期的な
サーベイランスがやや困難である。非B非C型肝
癌診断に至る経過と予後の関連をみると、肝臓科
診療群（N=54）・院内他科診療群（N=31）・肝
癌として当院紹介群（N=137）の3群で、全生存
率に差はなかった。肝臓科診療群では肝予備能が
明らかに低い群となっているが、肝癌紹介群では
大型肝癌・肝機能良好であり、後者でのサーベイ
ランスが必要である。

【目的】
　非B非C型肝細胞癌は「非ウイルス性」の肝癌
であり、最近はその発生頻度が増加しており、実
数・肝癌に占める比率（20%を超える）ともに増
加の一途である。非B非C型肝癌の主因であるア
ルコール性と非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）
に由来する肝癌は、糖尿病などの代謝要因のイン
パクトとともにOccult HBV感染の影響について
も未解決である。また、ウイルス性よりも「発癌
危険群」としての母数が非常に多い割には発癌頻
度が相対的に低いこれらの肝癌のサーベイラン
ス・早期診断をいかに行えばよいかが問題になっ
ている。
　今回は当院を受診した非B非C型肝癌につい
て、その病因と肝癌スクリーニングの現状とより
前向きな肝癌早期診断について検討した。

【対象・方法】
　1980年〜 2012年までに当院肝臓センターに

入院し、肝細胞癌と診断された2634例のうち、
HBs抗原陰性・HCV抗体陰性で、特殊型肝疾患

（自己免疫性肝炎・原発性胆汁性肝硬変・ヘモク
ロマトーシスなど）を除いた肝細胞癌271例。こ
れら非B非C型肝癌を、HBs抗原陽性（B型）肝
癌・HCV陽性（C型）肝癌と比較した。また、
非B非C型肝癌症例について、生涯飲酒量（Total 
Alcohol Intake）が500kg以上であった「アルコ
ール性肝癌」と「非B非C非アルコール性肝癌」
に分けて、病態解析、治療予後を含めた臨床病理
学的検討を行った。

【結果】
1. 「アルコール 性 」は109例、「 非B非C非ア

ルコール性」は162例で、アルコール性で
は男女比が108 : 1で有意に男性比率が高く

（P<0.001）、糖尿病合併率28.4%と高率であ
った（P=0.036）。「アルコール性」も「非B非
C非アルコール性」のいずれもHBc抗体陽性
は26.3%、23.7%と差がなく、HBV DNA陽
性も20.0%、16.5%と同様で、Occult HBV感
染の関与は同様であった。「アルコール性」肝
癌では、根治治療後の再発率・生存率はHBV 
DNAのいかんにかかわらず差がなかった。「非
B非C非アルコール性」肝癌での根治治療後
の肝癌再発率は、HBV DNA陽性（N=9）・陰
性（N=41）で、3年はそれぞれ78%、44%、5
年は78%、54%でHBV DNA陽性例での再発
率が高い傾向（Log-rank test P=0 .054）であ
った。また、すべての治療についてみた生存
率についてもHBV DNA陽性（N=16）・陰性

（N=81）で、3年50%、69%、5年20%、50% 
と、HBV DNA陽性例での生存率が不良であ
った（Log-rank test P=0 .067）。

2. 同時期に初発肝癌と診断されたB型肝癌・C
型肝癌でのAFP値と比較すると非B非C型
肝癌での陽性率（21ng/ml以上）は低かっ
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たが、PIVKA-Ⅱ陽性率（31AU/L以上）は、
B型42%、C型33%、「ア性」54%、「非B非
C非ア性」49%であり、非B非C型で高率で
あった。肝癌診断時の血小板数は、10万未
満 82例、10 〜 14 .9万 61例、15万以上 118
例で、血小板数15万未満で発見される症例
では71%が3cm以下で発見されていたが、
15万以上では44%と低かった。肝癌診断時
年 齢 は、60歳 未 満50例、60 〜 69歳95例、
70歳以上122例で、60歳以上の61%が3cm
以下の腫瘍径で肝癌が診断されていた。

3. 2000年以後の非B非C型肝癌222例では、肝
臓科経過観察例54例、院内他科経過観察31
例、肝癌として他院より紹介137例で、院内
の経過観察例は38%と低かった。肝臓科経

過観察例は、肝硬変症例が多く、腹水・食道
静脈瘤治療をすでに行っている肝病変進行
例が多い傾向で、肝癌は小型で発見される頻
度が高かった。これら3群での5年生存率は
それぞれ51%、59%、56%、10年生存率は
28%、45%、43%で、各群での差は示されな
かった（P=0 .89）（図1）。

【考察】
　非B非C型肝癌ではサーベイランスが行われず
やや大型で発見される頻度が高いが、経過観察の
有無による生存率の差は少なかった。しかし、サ
ーベイランスの行われていない肝機能良好例の生
存期間延長の可能性は残されている。非B非C型
肝癌ではPIVKA-Ⅱ陽性率がやや高く、高リス
ク群での活用可能性がある。
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肝癌診断後生存率 肝臓科経過観察（N＝54）

他科経過観察（N＝31）

肝癌として紹介（N＝137）
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（％）
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Log-rank test
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図 1　経過観察の形態別にみた非B非C型肝癌診断後生存率



【要約】
　IgG4関連の免疫炎症学的機序の活性化が、炎
症性大動脈瘤や冠動脈周囲炎などの心血管病変に
も関与することが報告されている。今回、冠動脈
CT施行症例を対象として、冠動脈プラークおよ
び心血管イベントへのIgG4の関与について検討
を行った。2010年6月から2012年8月に、当院に
て冠動脈CTを施行した症例のうち、過去に経皮
的冠動脈形成術や冠動脈バイパス術の既往がない
287症例（男性154名、女性133名）を対象とした。
全287症例中、133症例（46 .3%）に冠動脈有意
狭窄を認めた。冠動脈狭窄症例では、非狭窄症
例と比較して、血清IgG4値が有意に高値であっ
た。さらに、非石灰化プラーク、陽性リモデリン
グ、および低輝度プラークを認める症例では、認
めない症例とくらべて、血清IgG4値がいずれも
有意に高値であった。一方で、石灰化プラークと
血清IgG4値の間には明らかな関連を認めなかっ
た。年齢、性別、eGFR、喫煙、高血圧、高脂血
症、および糖尿病を共変量とした多変量ロジステ
ィック回帰分析では、血清IgG4値の第4分位は、
低輝度プラークに対する独立した危険因子であっ
た。続いて、冠動脈CTで冠動脈狭窄を認めなか
った154症例のうち、その後の心血管イベントを
認めたのは8症例（5.2%）であった。ベースラ
インの血清IgG4値が第4分位の症例では、その
後の心血管イベント発生率が高い傾向を認めたも
のの、明らかな統計学的有意差は見られなかった。
以上の検討より、血清IgG4値は、冠動脈の非石
灰化プラーク、なかでも低輝度プラークと有意な
関連を認め、さらにこの関連は、少なくともその
一部において、古典的冠危険因子と独立であるこ
とが示された。

【目的】
　免疫・炎症機転の活性化は、動脈硬化の生成や
進展に深く関わっている。近年、IgG4関連の免
疫炎症学的機序の活性化が、自己免疫性膵炎や
Mikulicz病などの自己免疫疾患のほか、様々な臓
器の多彩な病態の背景に存在する可能性が指摘さ
れ、「IgG4関連疾患」という新しい疾患概念が我
が国から提唱された。心血管領域でも、炎症性大
動脈瘤や冠動脈周囲炎の一部の症例に、IgG4関
連の免疫炎症学的機序が関与することが報告され
ている。
　申請者らは、これまでの冠動脈造影施行症例を
対象とした検討で、冠動脈狭窄症例では、血清
IgG4値が有意に高値であり、さらに、他の古典
的冠危険因子と独立した冠動脈病変のプレディク
ターであることを報告した（図1）１）。そこで今回、
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冠動脈硬化におけるIgG4関連免疫炎症学的機序の関与についての検討
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図 1　血清IgG4値と冠動脈狭窄



冠動脈CT施行症例を対象として、冠動脈プラー
クおよび心血管イベントへのIgG4の関与につい
て検討した。

【方法】
　2010年6月から2012年8月に、当院にて冠動脈
CTを施行した症例のうち、過去に経皮的冠動脈
形成術や冠動脈バイパス術の既往がない287症例

（男性154名、女性133名、平均年齢67 .8±10 .8
歳）を対象とした。冠動脈狭窄や石灰化評価には、
Ziostation（Ziosoft Inc.）を用いた。非石灰化プ
ラークのうち、CT値が39HU未満のプラークを

低輝度プラークと定義した。さらに、冠動脈CT
にて冠動脈に明らかな有意狭窄を認めなかった
154症例（男性67名、女性87名、平均年齢66 .6 
± 11 .8歳）を対象に、その後の心血管イベント
発生を調査した。

【結果】
1. 冠動脈狭窄と石灰化・非石灰化プラーク
　対象とした全287症例中、133症例（46 .3%）
に冠動脈有意狭窄を認めた。冠動脈有意狭窄の有
無による患者背景を表1に示す。周知の事実のと
おり、冠動脈有意狭窄症例のほうが、年齢が高く、
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表 1　患者背景

冠動脈狭窄（＋）
（n=133）

冠動脈狭窄（-）
（n=154） Pvalue

男性，n（%） 87（65.4） 67（43.5） <0.001　
年齢，歳  69.3±9.5  66.6±11.8 0.034

身長，cm 161.7±9.5 159.1±9.0 0.016
体重，kg  64.1±14.9  60.7±13.7 0.043

Body mass index（BMI），kg/m2  24.4±4.4  23.8±4.3 0.310
心拍数，bpm 64±12 63±12 0.595

eGFR，mL/min/1 .73m2  71.7±20.7  76.1±16.9 0.049
造影剤使用量，mL 52±11 50±12 0.142

喫煙歴，n（%） 77（57.9） 57（37.0） <0.001　
高血圧，n（%） 110（82.7） 113（73.4） 0.058

高脂血症，n（%） 107（80.5） 98（63.6） 0.002
糖尿病，n（%） 51（38.3） 39（25.3） 0.018

 

図 2　冠動脈プラークの各種形態学的特長と冠動脈狭窄の関連



男性の割合や、高脂血症および糖尿病の合併率が
有意に高値であった。
　続いて、石灰化プラーク、非石灰化プラーク、
spotty calcification、陽性リモデリング、低輝度
プラークの有無別の、冠動脈有意狭窄を認める割
合を図2に示す。冠動脈CTにて評価可能な、こ
れらいずれの所見においても、冠動脈有意狭窄と
有意な関連が見られた。
2. 血清IgG4値と冠動脈プラークの関連
　冠動脈造影施行症例を対象とした検討結果と同
様に、本検討においても、冠動脈有意狭窄症例
では、非有意狭窄症例よりも、血清IgG4値が有

意に高値であった（32 .1mg/dL vs. 23 . 9mg/dL, 
P=0 .019）。石灰化プラーク、非石灰化プラーク、
spotty calcification、陽性リモデリング、低輝度
プラークの有無による血清IgG4値を、図3に示
す。非石灰化プラーク、陽性リモデリング、およ
び低輝度プラークを認める症例では、認めない症
例と比較して、血清IgG4値が有意に高値であっ
た。一方で、石灰化プラークと血清IgG4値の間
には明らかな関連を認めなかった。
3. 多変量解析
　年齢、性別を共変量とした多変量ロジスティッ
ク回帰分析の結果を図4に示す。血清IgG4値の第
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図 3　冠動脈プラークの各種形態学的特長と血清IgG4値の関連

図 4　多変量ロジスティック回帰分析



4分位（≥54 .3 mg/dL）は低輝度プラークに対す
る独立した危険因子であった（オッズ比2.18 , 95%
信頼区間1.04-4 .54 , P=0 .038）。さらに、eGFR、
喫煙、高血圧、高脂血症、糖尿病を独立変数に追
加投入した場合も、血清IgG4値の第4分位は低輝
度プラークに対する有意な危険因子であった（オ
ッズ比2.16 , 95%信頼区間 1.01-4 .63 , P=0 .048）。
4.  ベースラインの血清IgG4値と心血管イベント

発生との関連
　続いて、冠動脈CTで冠動脈有意狭窄を認め
なかった154症例（男性67名、女性87名、平均
年齢66 .6±11 .8歳）を対象に、その後の心血管
イベントについて調査した。全死亡、非致死的
心筋梗塞、不安定狭心症、入院を要する心不全
をMACEと定義した。フォローアップ期間の
中央値は850日であった。フォローアップ期間
内にMACEを起こしたのは8症例（5.2%）で、
MACE発症症例、非発症症例のベースラインで
の 血 清IgG4値 は 順 に28 .8mg/dL、23 .1mg/dL
であった。血清IgG4値別のカプランマイヤー曲
線を図5に示す。ベースラインの血清IgG4値が
第4分位（≥51 .5mg/dL）の症例では、MACE発
生率が高い傾向が見られたが、統計学的有意差
は認めなかった（7.9% vs. 4 . 3%, log-rank test, 
P=0 .316）。

【考察】
　今回の検討をとおして、血清IgG4値は、冠動
脈の非石灰化プラーク、なかでも低輝度プラーク
と有意な関連があることが示された。その一方、
血清IgG4値と石灰化プラークの間には明らかな

関連を認めなかった。また、統計学的有意差は見
られなかったが、冠動脈CTにて明らかな冠動脈
有意狭窄を認めなかった症例のうち、ベースライ
ンの血清IgG4値が高値である症例は、その後の
心血管イベント発生率が高い傾向がある可能性が
示唆された。
　IgG4は、ヒトのIgGの4つのサブクラス（IgG1、
IgG2、IgG3、IgG4）のうちの1つで、IgG全体
に占める割合はわずか5%程度と、4つのサブク
ラスの中では最も少ない２）。従来、IgG4関連の
心血管病変としては、炎症性大動脈瘤や後腹膜
線維症といった大血管病変の報告が主流であっ
たが、近年ではIgG4関連性の冠動脈病変の報告
も増えてきている。たとえば、Debonnaireらは、
IgG4関連性の多発する巨大冠動脈瘤の症例を報
告している３）。また、Kusumotoらは、腹部大動
脈壁肥厚に冠動脈周囲炎を合併した症例を報告
し、この症例では、冠動脈周囲肥厚組織の針生検
にてIgG4陽性の形質細胞浸潤を認め、さらにス
テロイドでの治療後、腹部大動脈および冠動脈周
囲の線維性肥厚がともに軽快している４）。IgG4
関連性の心血管病変では、IgG4陽性形質細胞が
血管の外膜側に浸潤することが知られている５）。
実際に、これまでの報告でもIgG4関連性の心血
管病変では、冠動脈瘤や冠動脈周囲炎の症例報告
が一般的で、冠動脈内腔の狭窄病変やプラークと
の関連についてはよく知られていない。今回の検
討をとおして、IgG4関連性の免疫炎症学的機序
が、急性冠症候群との関連でもよく知られる低輝
度プラークと相関を認めたことは興味深い結果と
いえる。
　本研究の限界には、以下のような点が挙げられ
る。血清IgG4値が局所的な炎症を必ずしも十分
に反映するとは限らないため、IgG4関連性免疫
炎症学的機序の冠動脈プラークへの関与を、より
詳細かつ正確に把握するためには、今後、冠動脈
組織やプラークへIgG4陽性細胞の浸潤を評価す
る必要がある。また、本検討では、ベースライン
の血清IgG4値が高い症例は、その後の心血管イ
ベント発生率が高い傾向を認めたものの、統計学
的有意差は見られなかった。今回の検討では、心
血管イベントを起こした症例が8例のみ、と少数
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図 5　カプランマイヤー曲線
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であったことから、今後さらに大きな母集団や長
いフォローアップ期間での検討が必要と考える。
　冠動脈CT施行症例を対象とした本検討をとお
して、冠動脈の低輝度プラークを認める症例では
血清IgG4値が高値をとることが示され、さらに
この関連は、少なくともその一部において、古典
的冠危険因子と独立であることが示された。今後、
より大きな母集団でのさらなる詳細な検討結果が
期待される。

【文献】
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kin-2 receptor in patients with coronary ar-
tery disease. Clin Chim Acta 413 : 577-581 , 
2012

2 . Stone JH, Zen Y, Deshpande V: IgG4-re-
lated disease. N Engl J Med 366 : 539-551 , 
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【背景】
　虚血性心疾患の治療として年間25万件以上実
施されている心臓カテーテル治療ではその後の約
1割の症例において、施術後半年以内に再狭窄が
生じることが、今なおその治療上の限界である。
再狭窄を予知する方法がないため、治療半年後に
再度心臓カテーテル検査を実施し再狭窄の有無を
評価する必要があるが、安全性また医療費の面か
らも血液検査等の代替法の開発は急務であった。
B型ナトリウム利尿ペプチド（BNP）は負荷のか
かった心臓から分泌されるホルモンであり、心不
全のバイオマーカーとして広く臨床で用いられて
いる。しかし、虚血性心疾患における診断におけ
る有用性は未知数である。最近、末梢血中にはプ
ロセシングを受けたBNPが存在することが報告
されてきている（図1）。そこで我々はこのプロ
セシングを受けたBNPが心臓カテーテル治療後
の再狭窄を診断するのに有用である仮説を立て、
その検証を行った。

【目的】
　本研究では我々が開発した質量分析技術を用い
た開発中の次世代型新規心疾患バイオマーカー

の開発を目的とし、その臨床的有用性を検討し
た。具体的には、血液中の血管特異的タンパク質
BNPならびにそれの産物（複数のプロセシング
産物が存在する）を特異抗体で選択的に濃縮し、
質量分析計で特定のプロセシング産物を検出する
方法（イムノマス法）を用いて、虚血性心疾患等
の心血管疾患の早期診断のためのバイオツールの
開発を目指す。診断バイオマーカーとしての有用
性に関する予備検討は実施済みである。質量分析
計を用いた血管特異的タンパク質のプロセシング
産物を測定する系はすでに開発済みであり、特許
も出願済である（PCT/JP2008/65444、血液試料
を用いて心筋虚血を評価する方法）。具体的には、
特異抗体を用いて血液中の血管特異的タンパク質
BNPならびにそれのプロセシング産物を濃縮し、
質量分析計で特定のプロセシング産物を検出する
方法（イムノマス法）である（図2A）。本方法に
より臨床検体（血液）を分析した結果、本来の分
子形態である32アミノ酸からなるBNP以外に、
それとは異なる3種類のBNP（N末端のアミノ酸
が2、3、4個プロセスされた分子形態）を検出し
た（図2B）。その異なった分子形態のBNPが冠
動脈狭窄、特に心臓カテーテル治療後の再狭窄診
断の新しいバイオマーカーとしての有用性を検討
する。

【方法】
　本研究は東京大学大学院医学系研究科・医学部
倫理委員会の承認を得て実施した。東京大学医学
部附属病院入院患者の心臓カテーテル検査を行う
予定の患者全員に対し、医師が本研究について説
明した。なお、このうち同意の得られた連続105
名の患者から心臓カテーテル検査時に、血液採
取した。採血後の採血管はすみやかに氷上、も
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糖尿病患者における冠動脈再狭窄の新規バイオマーカーの
臨床的有用性検討

相澤　健一１、鈴木　　亨２

朝日生命成人病研究所１�
東京大学大学院医学系研究科２
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図 1　BNPの分子構造とN末端プロセシング



しくは4℃にて保存した。採血後6時間以内に血
漿分離を行い、分析を行うまでマイナス80℃に
て保存した。その血液（血漿）から磁気ビーズ
とBNP抗体によりBNPを分離濃縮し、溶出後、
質量分析を行った。磁気ビーズから溶出した全
量を質量分析用ターゲットプレートに滴下した。
風乾後、すみやかにMALDI-TOF型質量分析計

（AXIMA-Confidence, 島津製作所）を用いて分
析を行った。また、全症例について患者情報のデ
ータマイニングを行い、カテーテル検査による冠
動脈狭窄および治療デバイスの使用状況、内服治
療薬の処方状況プロファイルを得た。統計解析に
はJMP ver.7 . 0 . 1（SAS社）を用いた。

【結果】
　冠動脈治療後の確認造影検査を受けた連続105
名の患者から、その検査時に血液を採取した。そ
の血液から抗体によりBNPを分離濃縮し、溶出

後、質量分析を行った。対象とした105名の患者
について再狭窄群（Restenosis）と非狭窄群（No 
restenosis）の臨床背景比較を行った結果、両群
において有意な差は認められなかった（表1）。
本方法により分析した結果、通常のBNP検査で
ほぼ同じ値になった検体であるにも係わらず（図
3B）、その冠動脈治療後の再狭窄の有無に応じて、
検出されたBNPフラグメントのシグナル強度比
が異なっていた（図3A）。再狭窄が生じていた患
者22検体においては、その中央値が1.19（四分
位範囲、1.11-1 .34）であり、一方、再狭窄を生
じていなかった患者83検体では、その中央値が
1.43（同、1.22-1 .61、p=0 .001）であった（表
2）。なお、 AUC=0 .775、カットオフ値=1.41に
おいて、感度=91%、特異度=54%、陽性尤度比
=1.99、陰性尤度比=0.17であった。多変量解析
の結果、この比と薬剤溶出型ステントの不使用

─ 64 ─

Immunological-capture Mass Spectrometry 
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図 2　質量分析をもとにした免疫学的アッセイ法の概念図



という因子の2つだけが診断にかかわる独立した
因子であり、そのオッズ比は0.63（95%CI, 0 . 45-
0 .83）であった（表2）。

【考察】
　本検査法は冠動脈疾患のバイオマーカー、とり
わけ再狭窄の予測マーカーは、冠動脈インターベ
ンション時に再狭窄を発症しそうないわゆるハイ
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表 1　対象患者の背景比較

Characteristics
Factors Associated with Restenosis （Cross-sectional Study）

Total（n = 105） No-stenosis（n = 83） Restenosis（n = 22） p Value*

Age, yrs 70（63–76） 71（63–77） 69（66–72） 0.41
Male gender 66（63） 55（66） 11（50） 0.21
Coexsisting conditions
　Hypertension 90（86） 73（88） 17（77） 0.30
　Diabetes mellitus 65（62） 52（63） 13（59） 0.81
　Smoking 71（68） 56（67） 15（68） 1.00
Laboratory values
　Total BNP, pg/mL 51.9（37.5–83.7） 54.0（37.5–90.8） 48.1（31.1–71.3） 0.29
　Creatinine, mg/dL 0.83（0.70–0.94） 0.84（0.71–0.96） 0.78（0.65–0.89） 0.15
　CRP, mg/L 0.5（0.3–1.2） 0.5（0.3–1.2） 0.6（0.3–1.2） 0.50
　 Ratio of total cholesterol to 

HDLcholesterol 3.1（2.6–3.9） 3.1（2.5–3.9） 3.1（2.8–3.8） 0.34

　Total cholesterol, mg/dL 170.5（152.5–190.5） 169.0（153.9–189.3） 176.0（149.0–197.0） 0.82
　HDL cholesterol, mg/dL 53.2（44.5–68.6） 53.3（44.5–68.9） 50.5（41.5–65.0） 0.63
　Triglycerides, mg/dL 134.0（85.5–184.8） 135.0（89.0–189.0） 117.0（77.0–178.5） 0.39
　LDL cholesterol, mg/dL 88.5（78.3–103.5） 87.0（76.0–102.0） 96.0（84.0–107.5） 0.09
　Systolic blood pressure, mm Hg 128.0（115.0–140.0） 128.0（112.8–140.0） 128.0（116.0–142.0） 0.90
　Diastolic blood pressure, mm Hg  68.0（60.0–78.5） 68.0（60.0–78.0） 66.0（58.0–80.0） 0.58
BNP（5–32）/BNP（3–32） 1.35（1.19–1.55） 1.43（1.22–1.61） 1.19（1.11–1.34） <0.001
%DS by QCA, % 14.43（10.26–25.54） 12.68（9.18–17.14） 65.52（59.22–70.54） <0.001
Lesion length, mm 17.20（12.58–22.45） 17.47（13.42–21.89） 14.02（11.12–24.83） 0.28
Lipid-lowering agents 84（77） 65（78） 19（86） 0.55
Anti-hypertensive treatment 93（90） 72（88） 21（100） 0.21
Drug-eluting stent 79（75） 69（83） 10（45） <0.001
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図 3　再狭窄との相関
　　　A：BNP（5-32）/BNP（3-32）との相関
　　　B：従来のEIA法で測定したBNP値との相関



リスク症例の特定に役立つ。薬剤溶出ステント全
盛期の現在でもまだ1割以上の症例でみられる再
狭窄はインターベンション療法のリミテーション
であり、診断ならびに予測支援に用いることが可
能なバイオマーカーの開発は急務である。現在、
酸化LDL（マロンジアルデヒド修飾）やLp（a）
が冠動脈疾患の予測バイオマーカーとして保険収

載されているが、現在の診断性能では臨床の場で
はまだ不十分である。本検査法はそれらと比べて
最も診断確度が高く、画期的といえる。さらに、
今後、薬剤感受性の有無についてのメカニズムに
迫り、他の病態への適応拡大に繋がる期待もあり、
臨床への貢献はさらに大きくなるものと期待して
いる。
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表 2　再狭窄に関与する臨床的諸因子の検討

Variables
Univariate analysis Multivariate analysis＊

Odds Ratio（95%CI） pValue Odds Ratio（95%CI） pValue

Age, yrs 0.99（0.94–1.05） 0.74
Male gender 0.51（0.19–1.33） 0.17
Hypertension 0.47（0.14–1.65） 0.22
Diabetes mellitus 0.86（0.33–2.31） 0.76
Smoking 1.03（0.39–2.98） 0.95
BNP, pg/mL 0.99（0.98–1.00） 0.23
Creatinine, mg/dL 0.09（0.004–1.28） 0.08
CRP, mg/L 0.99（0.86–1.08） 0.91
Ratio of total cholesterol to HDL cholesterol 1.17（0.69–1.93） 0.55
Total cholesterol, mg/dL 1.00（0.98–1.01） 0.53
HDL cholesterol, mg/dL 0.99（0.96–1.02） 0.70
Triglycerides, mg/dL 1.00（0.99–1.00） 0.26
LDL cholesterol, mg/dL 1.01（0.99–1.03） 0.44
Systolic blood pressure, mm Hg 1.00（0.97–1.03） 0.90
Diastolic blood pressure, mm Hg 0.99（0.95–1.03） 0.65
BNP（5–32）/BNP（3–32）, per 0.1
unit increase 0.60（0.43–0.78） <0.001 0.63（0.45–0.83） <0.001

Lesion length, mm 0.97（0.91–1.03） 0.39
Lipid-lowering agents 1.75（0.52–8.05） 0.38
Anti-hypertensive treatment 3.21（0.57–60.32） 0.21
Drug-eluting stent not used 5.91（2.16–16.80） <0.001 4.20（1.40–12.99） 0.011



【要約】
　二次性副甲状腺機能亢進症（SHPT）に対する
Cinacalcet塩酸塩（以下Cin）投与による副甲状
腺組織の形態学的変化や免疫組織学的変化が示
されており、近年Cin投与により副甲状腺での好
酸性細胞の割合が増加することも報告されてい
る。しかし、主細胞や好酸性細胞における免疫
組織学的変化は明らかとなっていない。本研究
ではSHPTの摘出副甲状腺を用いて、主細胞と好
酸性細胞での免疫組織学的変化（CaSR; calcium 
sensing receptor、FGFR1 ; fibroblast growth 
factor receptor 1、Klotho、増殖マーカー（Ki67）、
アポトーシスマーカー（Caspase-3）の各発現レ
ベル）を明らかにし、さらにCin治療の有無によ
るそれらの変化を明らかにすることを目的とし
た。対象は、当院で副甲状腺摘出術（以下PTx）
を施行したSHPT患者18例の副甲状腺全71腺と
し、Cin投与群10例とCin非投与の従来治療群8
例の2群に分け、臨床背景因子および免疫組織学
的変化について比較検討を行った。結果、臨床背
景では、Cin群は従来治療群に比べ血清Ca値が
有意に低く、血清可溶性αKlotho値が有意に高
値であり、炭酸カルシウムおよび炭酸ランタン内
服割合が有意に多かった。免疫組織学的には、主
細胞に比べ、好酸性細胞の領域でCaSRの発現レ
ベルが有意に低下していたが、FGFR1、Klotho、
Ki67の発現レベルは有意に高値であった。さら
に、好酸性細胞の領域でのCaspase-3の発現レベ
ルが高い傾向が認められた。Cin投与群と従来治
療群の比較では、主細胞・好酸性細胞ともにCin
群でCaSR、FGFR1、Klotho、Caspase-3の発現
レベルが有意に高く、Ki-67の発現レベルは有意

に低かった。以上の結果から、SHPTの副甲状腺
組織において、主細胞と好酸性細胞では異なる形
質を呈し、好酸性細胞における増殖抑制やアポト
ーシスへの関与が示唆された。

【目的】
　Cin抵抗性を示しPTxを施行した血液透析患
者の摘出副甲状腺組織を用い、主細胞と好酸性
細胞での免疫組織学的な違い（CaSR、FGFR1、
Klotho、Ki67、Caspase-3）、および、Cin治療に
よるそれらの変化を明らかにすることを目的とし
た。

【方法】
　対象: 2008年1月から2013年7月までに当科に
てPTxを施行したSHPTの18例を対象とした。
10例（計39腺）はCin投与群、8例（計32腺）は
Cin非投与の従来治療群であった。PTxの適応基
準としては、内科的治療を少なくとも半年以上継
続したにもかかわらず以下の条件を認めた場合と
した。
　intact PTH持続高値（>500 pg/ml）、血清Ca
高値（>10 .0 mg/dl）、P高値（>6.0 mg/dl）、そ
の他、超音波による副甲状腺腫大（最大径>10 
mm）、骨密度低下など。
　方法: Cin投与群（10例）、従来治療群（8例）
の臨床背景因子、免疫組織学的変化について比較
検討を行った。検討項目は以下の通りとした。
　臨床背景因子: 年齢・性別・透析期間・原疾
患・内服薬・術前血清intact PTH値・術前血清
補正Ca値・術前血清P値・術前血清ALP値・術
前オステオカルシン値・術前FGF23値・可溶性
α-Klotho値・腺重量
　免疫組織学的因子: CaSR、FGFR1・Klotho・
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Ki67・Caspase-3発現
　一次抗体は以下を用いた。
　CaSR:  Anti-human CaSR antibody（Thermo 

Scientific）
　FGFR1 :  Anti-FGFR 1 antibody（sc- 121 , 

Santa Cruz Biothechnology, Inc.）
　Klotho:  Anti-human Klotho rabbit polyclonal 

antibody（LS-B5728 , LSBio）
　細胞増殖:  Anti-human Ki67 antibody （DaKo）
　アポトーシス:  Anti-cleaved caspase- 3 anti-

body（Cell Signaling） 
　CaSR・FGFR1・Klotho発現は、陽性細胞数の
割合により0-3の4段階（grade 3 >75%（A, B）、
grade 2 50-75%（C, D）、grade 1 25-50%（E, F）、
grade 0 <25%（G, H））でスコア化を行い、6 ヶ
所の平均スコアで比較を行った（図1）。
　Ki67・Caspase-3発現は、1000細胞中の陽性
細胞数をLabeling indexとして算出した。

　免疫組織学的変化は、主細胞・好酸性細胞別の
比較を、Cin投与の有無にわけて比較を行った。
　解析: データ解析はStudent’s t-test、Fisher’s 
exact testを用い、P<0.05を統計学的有意とした。
SPSS（Dr SPSS II for Windows version 11 . 01J; 
SPSS Inc., Tokyo, Japan）を用いて解析を行った。
データは平均値±標準誤差で示した。

【結果】
1.   Cin群および従来治療群での背景因子の比較

（表1）
　Cin群は従来治療群に比べ、術前血清補正Ca
値が有意に低く、可溶性α-Klotho値が有意に高
値であった。リン吸着薬として、Cin群でカルシ
ウム製剤および炭酸ランタンの内服割合が有意に
多かった。
2.   主細胞と好酸性細胞における免疫染色の比較

（図2 A1-A5）
A-1 : CaSRの比較
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grade 0 grade 2

grade 1 grade 3

図 1　FGFR1発現割合の比較
　　　 陽性細胞数の割合により0-3の4段階（grade 0 <25%（A, B）、grade 1 25-

50%（C, D）、grade 2 50-75%（E, F）、grade 3 >75%（G, H））でスコア
化を行い6 ヶ所の平均スコアで比較を行った。CaSR, Klotho発現も同様。



していた。
A-4 : Ki67の比較
　主細胞に比べ、好酸性細胞の領域でKi67の
発現レベルが高い傾向がみられた。Cin投与群

（A-4-b）は従来治療群（A-4-a）に比べKi67
の発現レベルが有意に低下していた。
A-5 : Caspase-3の比較
　主細胞に比べ、好酸性細胞の領域でCaspas-3
の発現レベルが高い傾向がみられた。Cin投与
群（A-5-b） は 従 来 治 療 群（A-5-a） に 比 べ
Caspase-3の発現レベルが有意に上昇していた。

【考察】
　Cinは、2008年1月の発売以降、従来のビタミ
ンD等の内科的治療抵抗性のSHPTへの新たな治

　主細胞に比べ、好酸性細胞の領域でCaSRの
発現レベルが有意に低下していた。Cin投与群

（A-1-b）は従来治療群（A-1-a）に比べCaSR
の発現レベルが有意に上昇していた。
A-2 : FGFR1の比較
　主細胞に比べ、好酸性細胞の領域でFGFR1
の発現レベルが有意に上昇していた。Cin投与
群（A-2-b） は 従 来 治 療 群（A-2-a） に 比 べ
FGFR1の発現レベルが有意に上昇していた。
A-3 : Klothoの比較
　主細胞に比べ、好酸性細胞の領域でKlothoの
発現レベルが有意に上昇していた。Cin投与群

（A-3-b）は従来治療群（A-3-a）に比べ好酸性
細胞領域でのKlothoの発現レベルが有意に上昇
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A-1: 主細胞と好酸性細胞でのCaSRの比較
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A-5: 主細胞と好酸性細胞でのCaspase-3の比較
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図 2　主細胞と好酸性細胞での免疫染色の比較



療法として使用されているが、Cin抵抗症例も散
見され、PTxを含めたインターベンションの適応
とされている１）。ビタミンD治療抵抗性のSHPT
での副甲状腺は結節性過形成が多く、CaSR ２）、
FGFR1およびKlotho ３，４）の発現が低下すること
が知られており、Cin投与により副甲状腺の形態
学的変化５）やCaSR、VDRの発現亢進などが報告
されている６－８）。近年、Cin投与により、副甲状
腺における好酸性細胞/主細胞比が増加すること
が報告され９）、我々もCin投与により好酸性細胞

割合の増加に加え、嚢胞性変化や出血性変化が生
じることを報告した10）。主細胞は主にPTH分泌
を担う少量の細胞質を持つ小型の細胞であるのに
対し、好酸性細胞はミトコンドリアが豊富な大型
細胞で、加齢や病的状態で増加することが知られ
ている。さらにPTH関連蛋白の産生にも関与し、
細胞の分化・増殖に対し抑制的に働くと報告され
ている11）。副甲状腺組織では、リン利尿ホルモン
であるFGF23の受容体であるFGFR1がKlotho
と複合受容体として発現しており、FGF23が作
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表 1　Cin群および従来治療群での背景因子の比較

Characteristics Cin群（N=10） 従来治療群（N=8） P
Age（years） 53.9±3.3 58.4±5.3 0.41
Gender（male / female） 5 / 5 4 / 4 0 .68
Duration of dialysis（months） 125.8±22.2 146.0±24.1 0.70
Primary cause of renal failure, n（%）

Glomerulonephritis 6（60.0） 2（25.0） 0.16
Diabetes 0（0） 3（37.5） 0.07
Hypertension 2（20.0） 2（25.0） 0.62
Polycystic kidney disease 1（10.0） 1（12.5） 0.71
Others 1（10.0） 0（10.0） 0.56

Serum calcium（mg/dL） 9.3±0.3 10.6±0.4 0.009
Serum phosphorus（mg/dL） 6.7±0.6 6.3±0.3 0.46
Intact PTH（pg/mL） 783.0±145.3 1039.5±333.7 0.70
Serum alkaline phosphatase（U/L） 393.8±46.6 454.5±65.6 0.46
Serum osteocalcin（ng/mL） 199.9±33.5 242.9±67.1 0.70
Number of parathyroid glands 39 32
Nodular hyperplasia, n（%） 35（89.7） 30（93.8） 0.69
Total parathyroid gland weight（mg） 1570.5±173.9 1789.5±327.9 0.93
Larger glands（>500 mg）, n（%） 8（20.5） 11（34.4） 0.28
Mean weight of larger glands（mg） 1058.9±181.7 914.0±126.5 0.41
Mean weight of smaller glands（mg） 233.4±23.9 202.9±23.0 0.43
Dose of cinacalcet hydrochloride（mg/d） 67.5±9.2 0 -
Duration of cinacalcet use（months） 19.8±3.1 0 -
Use of vitamin D sterols, n（%） 5（50） 5（63） 0.48

Maxacalcitol 5（50） 4（50） 0.68
Calcitriol 0（0） 1（13） 0.44
Calcitriol dose equivalents（μg/wk） 1.6±0.5 2.2±0.6 0.48

Use of phosphate binders, n（%） 10（100） 6（75） 0.18
Calcium carbonate 7（70） 1（13） 0.023
Sevelamer hydrochloride 6（60） 5（63） 0.65
Lanthanum carbonate 6（60） 0（0） 0.011



用することでPTH分泌を抑制するが、SHPTの
進行とともに、CaSRと同様にFGFR1やKlotho
の発現も低下し、SHPTの治療抵抗性に関与して
いる可能性が示唆されている12）。今回我々は、細
胞増殖（Ki67）やアポトーシス（Caspase-3）の
マーカーも含め、主細胞と好酸性細胞での免疫組
織学的（CaSR、FGFR1、Klotho）な違いおよび
Cin治療の有無によるそれらの変化を報告した。
好酸性細胞は副甲状腺でのPTH分泌抑制に関与
している可能性が示唆されていたが、本検討では
FGFR1・Klothoの発現が好酸性細胞で亢進して
おり、PTH分泌抑制に関与している可能性が示
唆されたが、好酸性細胞でのCaSR発現の低下、
Ki67・Caspase-3の増加を認めており、それらの
不十分なCaSR発現がSHPT治療抵抗性の一因と
なっている可能性が推察された。Cin治療により
PTXが必要となる症例は減少傾向にあるものの、
依然治療抵抗性を呈する症例も存在しており、そ
れらに影響する要因の更なる検討が必要であると
考えられた。 
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【要約】
　 慢 性 炎 症 は、 慢 性 腎 臓 病（chronic kidney 
disease; CKD）の基本的な病態である。慢性炎
症性腎疾患はウイルス感染が引き金になって増
悪することがあり、抗ウイルス自然免疫応答が
その病態に重要と考えられる。また、死細胞や
傷害細胞から放出される内因性の核酸がdanger-
associated molecular patterns（DAMPs）として
自然免疫を活性化する“pseudo-viral immunity”
も慢性炎症性腎疾患の病態に関与している１）。本
研究では、培養ヒトメサンギウム細胞における

“pseudo-viral immunity”を検討した。培養ヒ
トメサンギウム細胞を人工の二本鎖RNAである
polyinosinic-polycytidylic acid（poly IC）で処理
すると、Toll-like receptor 3（TLR3）を介して種々
のサイトカイン・ケモカインの発現が誘導され
た。その誘導にはinterferon（IFN）-βに依存す
るものと、依存しないものがあった。IFN依存性
のシグナリング経路ではretinoic acid-inducible 
gene-I（RIG-I）、melanoma differentiation-
associated gene 5（MDA5）、IFN-stimulated 
gene（ISG）56などのISGsが関与していた。ま
た、これらの分子群はループス腎炎やIgA腎症の
糸球体メサンギウム領域で発現が亢進していた。

“Pseudo-viral immunity”による自然免疫応答の
過剰な活性化は、慢性炎症性腎疾患の病態に関与
していると考えられた。

【目的】
　CKDは慢性腎不全の原因になるほか、脳血管
障害や虚血性心疾患の重大な危険因子になってお
り、その新たな治療戦略の構築が急務となって
いる。CKDの基本病態には慢性炎症が重要な役
割をはたしている。細胞にウイルスが感染する

と、ウイルスの構成成分である核酸がpathogen-
associated molecular patterns（PAMPs）として
パターン認識受容体に認識されて炎症反応が惹起
されるという“innate immunity”の応答が起こ
る。臨床的に、慢性炎症性腎疾患はウイルス感染
が引き金になって増悪することがしばしば経験さ
れ、その病態には“innate immunity”に伴う炎
症反応が関与していると考えられている。一方、
炎症がおこると、細胞の傷害や細胞死が引き起こ
される。傷害された細胞や死細胞から放出され
る内因性の核酸がdanger-associated molecular 
patterns（DAMPs）として自然免疫を活性化す
る“pseudo-viral immunity”も慢性炎症の増悪
に関与していると考えられている。すなわち、炎
症→細胞の傷害・死→“pseudo-viral immunity”
→炎症、という悪循環の存在が想定される。しか
し、いまだ“pseudo-viral immunity”の詳細は
明らかになっていない。本研究の目的は、腎臓の
炎症反応の制御に重要な役割を果たしているメサ
ンギウム細胞における“pseudo-viral immunity”
の一端を明らかにし、新たなCKDの治療戦略の
構築につなげることである。

【方法】
　正常ヒトメサンギウム細胞を培養し、細胞に

“pseudo-viral”な免疫応答を惹起するため、人
工的に合成された二本鎖RNAであるpoly ICを
添加した。遺伝子のノックダウンには、標的遺伝
子に特異的なsmall interfering RNAを細胞に導
入するRNA干渉法を用いた。細胞内のmRNAの
発現はreal-time定量PCR法、細胞内のタンパク
質の発現はウエスタンブロット法を用いて検討
した。培地中に分泌されたタンパク質の濃度は
ELISA法で測定した。また、ループス腎炎患者
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養ヒトメサンギウム細胞をpoly ICで処理したと
ころ、種々のサイトカイン・ケモカインの発現が
誘導されたことから、メサンギウム細胞において
は、“pseudo-viral immunity”による炎症反応の
促進には、種々のサイトカイン・ケモカインの発
現誘導が関与していると考えられた。これらの因
子の発現誘導は、RNA干渉法を用いてTLR3を
ノックダウンすることにより抑制されたことか
ら、培養ヒトメサンギウム細胞において、TLR3
は“pseudo-viral immunity”による炎症反応の
重要な受容体であることが確かめられた。次に、
IFN-βをノックダウンすると、poly ICによる
CCL5、CXCL10、CXCL1の発現は抑制されたが、
CCL2、CX3CL1の発現は抑制されなかったこと
から、TLR3シグナルの下流のケモカイン発現に
は、IFN-β依存性のものと非依存性のものがあ
ることがわかった。IFN-β依存性のシグナルで
は、ケモカインの発現にISG56やRIG-I、MDA5
などのISGsが関与していることが明らかになっ
た。“pseudo-viral immunity”による自然免疫応
答の過剰な活性化は、複雑なシグナリングの活性
化を引き起こし、慢性炎症性腎疾患の病態に関与
していると考えられた。これらのケモカインや
ISGsは、慢性腎臓病に対する新たな治療の標的
になる可能性がある。

【文献】
1. Anders HJ: Pseudoviral immunity- a novel 

concept for lupus.  Trends Mol Med 15 : 
553-561 , 2009

やIgA腎症患者の腎生検標本を用いて、免疫蛍光
染色を行った。

【結果】
　培養正常ヒトメサンギウム細胞にpoly ICを添
加 す る と、IFN-β、CCL5、CXCL10、CCL2、
CX3CL1、CXCL1などのサイトカイン・ケモ
カ イ ン や、RIG-I、MDA5、ISG56な ど のISGs
の発現が誘導された。RNA干渉法を用いた検討
により、poly ICによるCCL5の発現誘導には、
TLR3・IFN-β・ISG56・RIG-Iが、CXCL10の
発 現 に はTLR3・IFN-β・ISG56・MDA5が、
CXCL1の 発 現 に はTLR3・IFN-β が、CCL2・
CX3CL1の発現にはTLR3が関与していること
がわかった。また、ループス腎炎やIgA腎症の患
者の腎生検標本を用いて免疫蛍光染色を行ったと
ころ、これらの分子群はメサンギウム領域に発現
していた。

【考察】
　TLR3はパターン認識受容体の一つで、ウイル
スRNAの受容体と考えられている。一方、慢性
炎症性疾患患者や慢性炎症性疾患モデル動物の
組織では、明らかなウイルス感染の既往がなく
てもTLR3の発現亢進や下流のシグナルの亢進
が報告され、このような病態には“pseudo-viral 
immunity”の関与が想定される１）。Poly ICは
人工的に合成された二本鎖RNAで、TLR3のア
ゴニストになることから、本研究では、培養ヒ
トメサンギウム細胞にpoly ICを添加する系を用
いて実験を行い、腎臓における“pseudo-viral 
immunity”による炎症反応のモデルとした。培
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【要約】
　多剤耐性グラム陰性桿菌感染症は治療に難渋
し、予後不良の転帰をとる。単剤での臨床効果
が期待されている薬剤は限られており、相乗効
果を期待した薬剤併用療法が模索されている。こ
れまでの研究で、多剤耐性緑膿菌（MDRP）に
対してはモノバクタム系薬とアミノグリコシド
系薬の併用が有効である株が多いことがわかっ
た。今回、MDRP以外の多剤耐性グラム陰性桿
菌 と し てStenotrophomonas maltophilia を 対 象
とし、併用療法の検討を行うこととした。当院
において患者検体から検出されたS. maltophilia  
89株について検討を行った。第一選択薬とし
て 用 い ら れ るsulfamethoxazole/trimethoprim

（ST）と、levofloxacin（LVFX）、ticarcillin/
clavulanate（T/C）、minocycline（MINO）の併
用効果をそれぞれcheckerboard 法で検討した。
併用効果判定は、従来から評価法として用いら
れているFIC indexを算出することにより、相乗
効果（synergy）、相乗効果も拮抗作用も認めな
い（no interaction）、拮抗作用（antagonism）に
わけて判定した。STとT/Cの併用において最も
synergyを示した菌株が多く、併用効果が高いこ
とが示された。次いで、STとLVFXの併用にお
いてsynergyを示した菌株が多かったが、逆に
antagonismを示した菌株もあり、注意を要する
ことがわかった。STとMINOの併用では、多く
がno interactionを示した。

【目的】
　多剤耐性グラム陰性桿菌感染症は治療に難渋
し、予後不良の転帰をとる。単剤での臨床効果が
期待されている薬剤は限られており、相乗効果を
期待した薬剤併用療法が模索されている。これま

での研究で、多剤耐性緑膿菌（MDRP）に対して
はモノバクタム系抗菌薬であるアズトレオナムと
アミノグリコシド系薬の併用が有効である株が多
いことがわかった１，２）。
　MDRP以外の多剤耐性グラム陰性桿菌のひと
つとしてStenotrophomonas maltophilia も感染症
の原因菌となった場合は予後が悪く、治療に難渋
する３，４）。S. maltophilia 感染症に対し、第一選択
薬であるST合剤を中心とした多剤併用療法が模
索されているが、ST合剤とどの抗菌薬を組み合
わせるのがよいか、併用療法のデータは未だ不十
分である。今回、当院において臨床分離されたS. 
maltophilia 菌株を対象とし、効果的な併用療法
を検討するために研究を行った。

【方法】
　当院において2012年6月から2014年10月の間
に臨床分離されたS. maltophilia 菌株のうち、血
液検体（29株）と呼吸器検体（喀痰、吸引痰、
気管支肺胞洗浄液）（60株）から培養された計89
株について検討を行った。第一選択薬として用い
られるsulfamethoxazole/trimethoprim（ST）と、
levofloxacin（LVFX）、ticarcillin/clavulanate

（T/C）、minocycline（MINO）の併用効果をそ
れぞれcheckerboard 法で検討した。併用効果判
定は、従来から評価法として用いられているFIC 
indexを算出することで行った。FIC index≦0 .5
の際には相乗効果（synergy）、0.5<FIC index
≦4 .0の際は相乗効果も拮抗作用も認めない（no 
interaction）、FIC index>4 .0の 際 は 拮 抗 作 用

（antagonism）と判定した５）。
【結果】
　図1に全89株の併用効果を検討した結果を示
す。
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　ST+LVFX: synergy21株、no interaction61株、
antagonism7株
　ST+T/C: synergy71株、no interaction18株、
antagonism0株
　ST+MINO: synergy10株、no interaction79株、
antagonism0株であった。
　STとT/Cの併用において最もsynergyを示し
た菌株が多く、併用効果が高いことが示された。
次いで、STとLVFXの併用においてsynergyを
示した菌株が多かったが、逆にantagonismを示
した菌株もあった。STとMINOの併用では、多
くがno interactionを示した。
　図2、図3に血液由来検体29株と呼吸器検体60
株に分けた検討を行ったが、両群間に併用効果の
差は認めず、同様の傾向を確認した。

【考察】
　 今 回 の 研 究 で、STとT/Cの 併 用 に お い て
synergyを示した菌株が多いことがわかった。こ
れまでの報告においても、STとT/Cの組み合わ
せはsynergyを示すことが多いとされている６）。
しかしながら、本邦ではT/Cが保険認可されて
おらず、臨床上一般的には使用することができな
い。よって、S. maltophilia 重症感染症の場合に
STとキノロン系薬（LVFXやciprofloxacinなど）

を併用することが多い。これまでSTとキノロン
系薬の併用効果を検討した実験データは乏しい。
今回、STとLVFXの併用において、synergyを
示した菌株もあったが、antagonismも示した菌
株があったことは注目すべきである。今後、デー
タを蓄積し、STとキノロン系薬の併用療法の妥
当性についてさらなる検討が必要であると考えら
れる。
　本研究にはlimitationがある。近年、抗菌薬の
併用効果を検討する場合には、本研究で用いた
checkerboard 法のみならずtime-kill curve法も
あわせて検討することを求められることが多い。
time-kill curve法はより体内動態に近い形での実
験系であることが利点である。しかしながら、い
ずれの方法もin vitro での1実験法であるため、
結果をすぐ臨床適応することはできない。

【結語】
　STとT/Cの併用においてsynergyを示した
菌株が多く、併用効果が最も高かった。STと
LVFXの併用ではantagonismを示した菌株もあ
り、注意を要する。
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