
【要約】
　リポプロテインリパーゼ(LPL)は血清脂質の
クリアランスに重要である一方、マクロファージ
に発現するLPLは、動脈硬化における泡沫化の
一因を形成すると考えられている。単球からマク
ロファージへの分化の際には、LPL遺伝子の発現
が増加することから、分化に伴うLPLの転写調
節機構を知ることは、動脈硬化における泡沫化抑
制の手がかりを得る可能性がある。
　 そ こ で、 我 々 は ヒ トLPL遺 伝 子 調 節 領 域

（-2 .87k→+50bp）のレポータージーンを作成し、
マウスのマクロファージであるRAW細胞に遺伝
子導入をし、LPL遺伝子の転写抑制に関係する
責任シス配列とトランス因子の同定を試みた。①
-550bpより上流のフラグメントを含むレポータ
ージーンは、全て活性が消失したことから、この
領域は転写抑制に関わる部位であると予想した。
②6-fam蛍光プローブを用いたフットプリント解
析では、-560bpのアデニンがDNA分解酵素感受
性部位であった。③-584bpから-536bpの領域
には、DNA結合部位が二つ存在し、そのうちの
一つはOCTのコンセンサス配列（ATTTGCAT）
であり、Oct-1が結合することが判明した。もう
一つの配列は、GAAACTAGTTAGAGCAA（推
定）であり、理化学研究所のデータベース（TF 
bind）によれば、CP2が転写因子としてヒットし
た。

【目的】
　LPL遺伝子の-550bp付近にある二つの配列に
着目し、転写因子がどのような複合体を形成して、
LPLプロモーターの転写抑制を惹起するのかを
検討する。

【方法】
　①自己血由来のgenomic DNAからヒトLPL遺
伝子調節領域（-2 .87k→+50bp）をクローニン
グし、ヒトLPLプロモータールシフェラーゼレ
ポータージーン（LPL-Luc）を作製した。これ
らのレポータージーンをRAW細胞に遺伝子導入
し、転写抑制領域を特定した。②ゲルシフト法に
より、シス配列の特定とトランス因子の同定を行
った。

【結果】
（1）  RAW細胞の核抽出タンパクを用いて4つの

プローブに対するゲルシフトを行った（図1）。
-584bpから-536bp領域で、二つのバンド

（a, b）が検出された。このうち、バンドbは、
-575/-540プローブと-575/-548プローブで
検出されるバンドと一致した。バンドbは、
-575bpから-548bpの間に結合部位が存在す
ることが示唆された。

（2）  -584bpから-536bpの領域トランス因子を理
化学研究所のデータベース（TF bind）で検
索した。-580bpから-573bpはOCTコンセ
ンサス配列（ATTTGCAT）と一致した（図
2）。
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（3）  RAW細胞の核タンパクと、Oct-1のリコン
ビナントタンパクを用いて、-584bpから
-536bpの蛍光プローブでゲルシフトを行っ
た（図3）。RAW細胞の核タンパクでは、二
つのバンド（a, b）が検出され（Lane 2）、そ
のうち、バンドaは、OCT1抗体でスーパー

シフトしたことから（Lane 3）、バンドaは
OCT-1である可能性が示唆された。一方、
リコンビナントOct-1では、より高い位置に
バンドが確認され（Lane 5）、OCT1抗体で
スーパーシフトした（Lane 6）。高さの違い
はモノマーとダイマーの関係に起因する可能
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図 1　ヒトLPL遺伝子のゲルシフト
　　　 RAW細胞の核タンパクと、4種類の5’側ビオチン化DNAプローブを反応させ、

ゲルシフトを行った。バンドaとbが検出された。
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図 2　ヒトLPLプロモーター -2823bp 〜 -1bpに存在する、報告されている転写因子を示す。



性がある。
（4）  図2（Lane2）のバンドbのDNA結合領域を

同定するため、更にRAW細胞の核タンパク
と-575bpから-540bpの蛍光プローブを用
いて、ゲルシフトを行った（図4）。非ラベル
化競合プローブを用いて検討したところ、バ
ンドbは、-559から-543bpの競合プローブ
により消失した（Lane 9）。従って、バンド
bはGAAACTAGTTAGAGCAAに結合する
ことが示唆された。TF bindでこの領域に結
合する因子を検索したところ、CP2がヒット
した。

【考察】
　Octmer transcription factor- 1 (Oct- 1 )は、
POUドメインをもつ転写因子で、細胞周期、分
化、ホルモンシグナル等に関連する遺伝子を調節
する。
　Oct-1は転写アクチベーターとしてだけではな
く、転写リプレッサーとしても機能することが
報告されている１,２）。POUドメインは、二つの
DNA結合ドメインPOU-specific domain（POUs）

とPOU homeodomain（POUH）から成り、両ド
メイン間はリンカー DNAで繋がれている３,４）（図
5A）。POUsとPOUHが結合するシス配列の向き
や間隔により、様々なPOUタンパクが、モノマー、
ダイマー、ヘテロダイマーを形成してDNAに結
合することを可能とする。リンカー DNAの立体
構造が、転写活性化や抑制に関わるコアクチベー
ターのリクルートの多様性を可能とし、POUタ
ンパク標的遺伝子の転写が調節されると考えられ
ている。
　Oct-1は、ユビキタスに発現する転写因子で、
RAW細胞にも発現している。Octコンセンサス
配列（ATTTGCAT）のうち、POUHはATTTに、
POUsはGCATに、センス鎖とアンチセンス鎖の
DNAを跨ぐ形で結合するというモノマーの結晶
解析のデータが報告されている３）（図5A）。
　しかし、ダイマーがどのように結合するのか
は、予測の域を出ないが、POUHはATTTのう
ちAT部分が、POUsはGCATのうち、AT部分
がDNAへの結合に重要であることから、センス
鎖のPOUSとPOUH、アンチセンス鎖のPOUSと
POUHにそれぞれ結合すれば、ホモ及びヘテロダ
イマーの立体構造の形成は可能になると考えられ
る。
　LPL遺伝子は、- 580 ATTTGCATgagacaa 
AAAT-562という典型的なOctコンセンサス配
列を有するが、この中にもう一つ、Octコンセン
サス類似配列が入りこむという特殊な構造にな
っていることを我々は発見した（図5B）。即ち、
-574 ATgAgacaaAAAT-562は、Octコ ン セ ン
サス配列とは逆向き方向で、GがT（ドットA）
に置換され、間に5bpをはさむ配列として存在し
ている（図5B）。POUsとPOUHがDNAに結合す
るのに必要なAT部分はインタクトであるため、
OCT1やその他のPOUタンパクが、この配列に
結合することで、LPL遺伝子の転写抑制解除に機
能しているのではないかと考える。
　更に、-582から-560bpの間には、TAATTT
という生物の発生や分化に必要なホメオボックス
からなる大きなパリンドローム配列があることか
ら（図5B）、ヘアピンによるDNAの立体構造の
構築がLPLの遺伝子発現を調節している可能性
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図 3　 5’側ビオチン化DNAプローブ（-584/-536）
と、RAW細胞核タンパク（左図）または
Oct-1リコンビナントタンパク（右図）を反
応させ、ゲルシフトを行った。OCT-1抗体
を加えてタンパクの特定をした。
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図 4　 5’側ビオチン化DNAプローブ（-575/-540）と、RAW細胞核タンパク
に非ビオチンラベル化競合プローブを加えて、ゲルシフトを行った。バン
ドbの結合部位を同定した。
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図 5　A　Oct-1がDNAに結合する結晶解析モデル３）

　　　B　 ヒトLPL-584bp 〜 -538bpの構造。●は、OCTコンセンサス配列のGが、
OCTコンセンサス類似配列では、Tに置換された部位を示す。



も示唆される。
　また、ヒト白血病細胞であるTHP-1は、PMA
を加えると、単球からマクロファージへ分化し、
LPLの発現が誘導されるが（データ省略）、PMA
添加前後のTHP-1の核タンパクを-584/-536プ
ローブを用いてゲルシフトをすると、Oct-1に該
当するバンドはPMA添加後に消失する。これは、
単球では、Oct-1がLPLの発現を抑制しているが、
マクロファージ化すると、その抑制が解除され、
LPLの発現が誘導されるのではないかと考える。
　現在、薬剤によるLPL遺伝子の発現誘導・消
失について、-584/-536の領域に結合するOCT1
や そ の 他 の 転 写 因 子 に つ い て、RAW細 胞 と
THP-1細胞で検討している。
　CP2については、RAW細胞でmRNAの発現
を確認したが、LPL遺伝子の転写制御との関連性
を示す報告がないため、CP2の作用についても

今後検討する予定である。
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【要約】
　今日では、インスリンは脳内でもつくられるこ
とが知られ、脳内に広く存在する受容体を介し
て、記憶学習機能に関与することが次第に明らか
になってきた１）。このインスリンを介した情報伝
達経路が障害されることにより、認知機能が低下
すると考えられている。我々はこれまでに、グル
コーストランスポーターを介してインスリン分泌
を障害するストレプトゾトシン（STZ）を脳室内
に投与して作製した“脳の糖尿病”モデルラット２）

では認知機能が低下していること、これらのモデ
ルラットの脳組織において、特に海馬歯状回堤部
にアミロイドベータタンパクが著明に蓄積してい
ること、また、これらの様相を示した海馬体内部
回路の状態は、 “脳の糖尿病ラット”の認知機能
の低下には、大脳から海馬歯状回顆粒細胞への情
報入力障害がまず先にあり、それからインスリン
受容体情報伝達経路の機能低下に繋がる可能性が
あることなどを、明らかにしてきた。これらを背
景に、認知機能低下を示した脳海馬では、インス

リンの分泌量が関与している可能性を探るため、
「末梢型」2型糖尿病ラット脳海馬内のインスリ
ン存在量を測定することにした。

【目的】
　生後2-3日齢の新生ラットの腹腔内にSTZを
投与して作製した2型糖尿病ラット（DM2T）を
用い、脳海馬に存在するインスリンの量の状態を
検討することを目的とした。

【方法】
　Wistar系雄性ラット2-3齢の腹腔内に、STZ 
80mg/10ulを直接単回投与した。投与後4週後
にMorrisの水迷路（MWM）を用い、行動科学
的検索を連続10日間行い、認知機能の低下を確
認した。コントロールにはSTZの溶解液である
PBSを等量投与したラットを用いた。行動実験
後、これらラットの脳を摘出して、海馬を単離し、
Steinerの方法３）によって、インスリンを抽出し
た。測定にはレビス®インスリン－ラット（U-E
タイプ）を使用し、全検体はtriplicateでの検出
とした。尚、海馬内蔵インスリン量は超微量であ
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糖尿病と認知機能－6　
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図 1a　ゴール到達時間（秒）
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図 1b　行動効率
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図 2b　海馬1mg当たりのインスリン量



るため、一臓器を一検体では検出感度以下となる
ため、5臓器（5海馬）を1検体として使用した。
解析に用いた試料数は、コントロール群 N=5、
n=25、2型糖尿病ラット N=5、n=25である。なお、
用いた動物の血糖値は、DM2T群では250mg/
dL以上を、コントロール群では低いもので145、
高いもので190を示した。

【結果】
　ゴール到達時間については、コントロールは日
を追うごとに時間短縮がみられたが、糖尿病ラッ
トについては有意に短縮しているとは認められな
かった（図1a）。また、行動達成効率（無駄のな
い行動を行うほど1に近づく）については、コン
トロールでは日を追うごとに上昇する一方、糖尿
病ラットでは、ゴール達成時間と同様に、有意な
上昇は認められなかった（図1b）。尚、コントロ
ール、および糖尿病ラットの水泳速度に差はほと
んどなく、また、日を追っての速度変化も認めら
れなかった。
　海馬内に存在するインスリンを確認するために
免疫染色を行ったが、検出感度以下であったため、
ELISAによる方法で測定することとした。海馬
ひとつあたりに内蔵されるインスリン量の増加
は、コントロールに比して有意差が認められた。
一臓器当たりでは約1.5倍、1mgあたりでは約2
倍であった（図2a, b）。尚、それぞれの海馬の重
量には差は認められなかった。

【考察】
　これまでに行っていた“脳の糖尿病”ラットで
は、行動学的評価において認知機能が著明に低下
しており４）、インスリン受容体シグナル伝達経路
の一因子であるAkt、インスリン分解酵素（IDE）、
アルツハイマー病発症の一因子とされるアミロイ
ドベータタンパク（Ab）の免疫活性が著明に低
下していた４）ことを明らかにしてきた。これら
の現象は、“脳の糖尿病”ラット脳室内にインス
リンを投与することによって改善を示した５）こ
とから、脳室内STZ投与由来における脳の糖尿
病状態には、脳内インスリンの存在、またはその
量が関係すると考えていた。また、大脳嗅内野と
海馬体を貫通する貫通線維を介した情報伝達系に
異常があるために、大脳から海馬歯状回顆粒細胞

への情報入力に障害が生じ、それがインスリン受
容体情報伝達経路の機能低下を引き起こし、認知
機能障害として現れている可能性を示唆した６）。
　これらのことから、2型糖尿病における認知機
能障害にも、脳内インスリンの存在、またはその
量がこれらの現象を引き起こす可能性を検討する
ため、実験を行った。本実験結果では、2型糖尿
病状態のラット脳内インスリンは、むしろ増加し
ており、前述の仮説は否定された。しかしながら、
2型糖尿病モデルラットの認知機能は、「脳の糖
尿病」ラット同様に低下していた。これらのこと
から、単にインスリン存在量低下に依存して認知
機能が障害されるのではなく、その機能発揮に障
害が生じている可能性があると考える。
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【背景】
　ACTH産生下垂体腺腫が原因であるCushing
病は、ACTHの過剰分泌が副腎からの高コルチ
ゾール血症を来たし、肥満・糖尿病・高血圧・骨
粗鬆症・易感染性・心脳血管障害等を高率に合
併する予後不良な疾患である。2015年にCushing
病下垂体腺腫のエクソーム解析により、脱ユビキ
チン化酵素USP8遺伝子の体細胞変異が約40%に
認められることが報告された。変異USP8は野生
型に比べ脱ユビキチン化酵素活性が強いことが特
徴であるが、変異USP8がどのように作用して疾
患を引き起こすのか、その分子機構はいまだ不明
である。
　我々は昨年度までの研究で、USP8変異を持
つ腫瘍は女性で2cm以下の小さな腫瘍に多く
ACTHの前駆体であるPOMC遺伝子の発現が高
い、一方で野生型の腫瘍は一般に大きく周囲組織
への浸潤性の強い腫瘍に多く、POMC遺伝子発
現が低い傾向であることを報告した。そこで今回
我々は、USP8変異の有無で影響を受ける遺伝子
を、DNAマイクロアレイを用いて網羅的に検討
した。
　方法：USP8変異陽性の典型例3例と野生型で
周囲組織への浸潤性の強い3例の腫瘍RNAを用
いてDNAマイクロアレイを行い、遺伝子発現プ
ロファイルを比較した。発現様式の異なる遺伝
子を選び、50例(MUT16例、WT34例)の腫瘍
RNAを用いて定量リアルタイムPCRを行い検証
した。
　結果：マイクロアレイのパスウェイ解析により

変異陽性例で特定のMAPK系および複数の時計
遺伝子に高発現する遺伝子群が認められた。リア
ルタイムPCRによる多数症例の解析で、それら
遺伝子の高発現を確認した。また、これら遺伝子
の発現量とPOMC発現量に相関性が認められた。 
　考察：Cushing 病はACTH概日リズムの消失
による過剰分泌を特徴とするが、USP8変異と
関連して、時計遺伝子の過剰発現が生じ特定の
MAPK系を活性化してPOMC発現を誘導する機
序が想定された。

【目的】
　Cushing病は下垂体腺腫からのACTH過剰分
泌による高コルチゾール血症が原因である。男女
比が約1: 4と女性に多く、30〜40歳代を中心に比
較的広い年齢層に発症する。ACTH産生腺腫の
約8割はミクロ腺腫とよばれる1cm以下の小さな
腫瘍が多いのが特徴である。一方、周囲組織に浸
潤する大きな腫瘍は、低頻度ながら手術による摘
出が困難で難治性である。手術による切除が治療
の基本であるが、残存腫瘍がある場合は薬物治療
の適応となる。
　2015年、エクソーム・シークエンスによる解
析によりCushing病下垂体腺腫の1/3 〜 2/3の
症例で、脱ユビキチン化酵素USP8 （Ubiquitin-
specific peptidase 8） の体細胞性変異が相次いで
報告された１,２）。In vitroの解析で変異体が上皮
成長因子受容体(EGFR)の脱ユビキチン化を促進
し、EGFシグナルを介してPOMC発現を誘導す
ることが明らかとなった１）。
　我々の昨年度の研究で、USP8変異を持つ腫瘍
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（MUT）は女性で2cm以下の小さな腫瘍に多く
ACTHの前駆体であるPOMC遺伝子の発現が高
い、一方、野生型の腫瘍（WT）は大きく周囲組
織への浸潤性の強い腫瘍に多く、POMC遺伝子
発現が低い傾向にあること、また腫瘍のEGFRの
免疫染色を行い、USP8変異とEGFR発現に関連
を認めなかったことから、変異USP8がどのよう
に作用して疾患を引き起こすのか、その分子機構
はいまだ不明であることを報告した３）。そこで今
年度、USP8変異によるCushing病発症の分子機
構を明らかにするためUSP8変異により発現の変
化する遺伝子を、DNAマイクロアレイを用いて
網羅的に検討した。

【方法】
　インフォームドコンセントを得、当院で2004
年3月〜2013年8月に手術したCushing病患者の
腫瘍組織からRNA抽出が可能であった60例を
対象とした。内訳は女性47例と男性13例、また
腫瘍の大きさが1cm未満のミクロ腺腫は28例、
1cm以上のマクロ腺腫は32例であった３）。上記
60例のRNAを用いてSYBR-Green法による定
量リアルタイムPCR(qPCR)によりPIT1遺伝子
発現を検討し、PIT1遺伝子発現が無視できる
程度で正常下垂体の混在がないと判断した50例

（MUT16例、WT34例）を用いて以下の検討を
行った。
　マイクロアレイ解析はクッシング病下垂体腫瘍
組織のうち6例（MUTの典型例3例とWTで周
囲組織への浸潤性の強い大きな腫瘍の3例）から
total RNAを抽出し、Affymetrix社のGeneChip® 
WT PLUS Kitで 処 理 後Affymetrix GeneChip® 
Human Gene 2 . 0 ST Arrayを用いて遺伝子発現
プロファイルを比較した。
　WTとMUTで 発 現 が 有 意 に 異 な る 遺 伝 子
に関しては正常下垂体の混在を否定した50例

（MUT16例、WT34例 ） の 腫 瘍RNAを 用 い て
qPCRによりmRNA発現を評価した。qPCRは
GAPDHを内部標準とし、mRNAの発現量を補正
した。正常下垂体5例の各遺伝子発現量の平均を
1として表示した。

【結果】
　使用したマイクロアレイは53 ,981個のプロー
ブを有し、24 ,670個の既知遺伝子の発現解析を
行った。その結果、MUTでの発現量がWTに比
べ有意に平均2倍以上（p<0 .05）を呈した遺伝
子は1,128個、逆に1/2以下（p<0 .05）の発現
を呈した遺伝子数は288個であった。有意に変動
する遺伝子数が多いため、パスウェイ解析を参考
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　　　 正常下垂体5例の発現量の平均を1として表示した（点線）。Mann–

Whitney U testにて検定した。
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【考察】
 Cushing病は概日リズムの消失によるACTH過
剰分泌を特徴とする。ラットGH産生下垂体細
胞株GH4Clを用いた報告では時計遺伝子やGH、
PRL遺伝子発現には概日リズムが確認されてお
り４）、正常ACTH産生下垂体細胞においても時
計遺伝子がPOMC発現を介してACTH産生を調
節している可能性が考えられる。今回の検討では
BMAL1遺伝子とPOMC発現に相関が認められ、
その介在経路としてPRKACA 〜 MAP3K5 〜
MAPK13/ MAPK14が考えられた。MAPK13や
MAPK14は、p38分裂促進因子MAPKに属し、
浸透圧ショック、熱ショック、炎症性サイトカイ
ン、リポ多糖 （LPS）、紫外線、成長因子を含む様々
な細胞ストレスによって活性化され、細胞の分化、
アポトーシス、オートファジーに関与している。
Cushing病はCRHの刺激なしに持続的にPOMC
が発現することから、どのような細胞ストレスが
上記経路に関与するのか興味深い。
　今回の研究により、Cushing 病における持続
的なACTH過剰分泌は、時計遺伝子の概日リズ
ムの消失が原因であることを示唆するものであ
る。一方、Cushing 病の亜型としてACTHが数
日から数年の単位で高値〜正常あるいは低値と変

にして検討したところUSP8変異陽性例で時計遺
伝子と特定のMAPキナーゼパスウェイに高発現
する遺伝子群が認められた。
　このため50例の患者腫瘍RNAを用いてqPCR
により多数例で検討したところ、時計遺伝子と
してBMAL1、NPAS2、PER2が変異体で有意
に高発現していた（図1A-C）。変異体のMAPK
パスウェイに高発現する遺伝子として、上流か
らPRKACA （protein kinase cAMP-activated 
catalytic subunit α）、MAP3K5、MAPK13、
MAPK14が認められた（図2A-D）。
　 こ れ ら 時 計 遺 伝 子 やMAPK遺 伝 子 の 発 現
とPOMC遺伝子発現との関連性を検討するた
め、発現量の相関を検討した。BMAL遺伝子
とPRKACAの発現量にはR=0 .772と高い相関
が認められ（図3A）、さらに下流のPRKACA
と MAP 3 K 5、MAP 3 K 5 と MAPK 13にも中等
度の相関が得られた（図3B, C）。MAPK13と
POMC発現に中等度の相関（R=0 .578）が認めら
れ（図3D）、BMAL1とPOMC発現にも弱い相
関（R=0 .353）が認められたことから（図3E）、
POMC発現には時計遺伝子〜 MAPKパスウェイ

（PRKACA 〜 MAPK13）を介した経路がある可
能性が示唆された。
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動し、高コルチゾール血症に基づく臨床症状が増
悪と寛解を繰り返す ｢周期性Cushing 病｣ が知
られている５）。その病態は不明であるが、腫瘍内
の時計遺伝子発現が変動するとPOMC遺伝子も
対応して変動する可能性があり、周期性Cushing 
病の病態として説明できるかもしれない。
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【要約】
　原発性アルドステロン症（PA）は、副腎皮質
から過剰なアルドステロンが産生される疾患であ
る。我々は、アルドステロン合成酵素の免疫組織
化学に成功し、これまで多彩な病変を描出してき
た。今回、冲中記念成人病研究所の研究助成金を
用いて、3編の英文論文が掲載された。ここでは、
これらの論文の要点について述べる。

【目的】
　原発性アルドステロン症（PA）は、副腎皮質
から過剰なアルドステロンが産生される疾患であ
る。過剰なアルドステロンは高血圧の原因になる
だけでなく脳卒中を含む心血管系合併症の原因疾
患となる。PAは主に、アルドステロン産生腺腫

（APA）と特発性アルドステロン症に分類される。

アルドステロンとコルチゾールは、コレステロー
ルから3beta-脱水素酵素（3betaHSD）を含む数
個の酵素により段階的に合成される（図1）。な
かでもアルドステロン合成酵素（CYP11B2）と
11beta-水酸化酵素（CYP11B1）の2酵素はア
ルドステロンとコルチゾールの合成の最終段階に
それぞれ特異的に働く。CYP11B2と-B1をコー
ドする遺伝子はパラログであり、アミノ酸配列は
93%同一である。我々はCYP11B2とCYP11B1
を区別して特異的に検出できる抗体を作製し、初
めて免疫組織化学的なアルドステロン産生細胞
の検出に成功した１）。その結果、健常成人副腎は
従来から知られる球状層・束状層・網状層によ
る層状組織構築に加え、CYP11B2を高発現する
アルドステロン産生細胞クラスター（APCC）と
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アルドステロン産生腺腫に判明したイオンチャンネル・ポンプ
遺伝子体細胞変異が腺腫形成に関与する分子基盤の解明

西本 紘嗣郎
埼玉医科大学国際医療センター

図 1　アルドステロンとコルチゾールの合成経路。



その周囲のCYP11B1陽性領域から成る斑入り
状の組織構築が判明した（図2）。また、APAは
CYP11B2陽性細胞とCYP11B1陽性細胞から構
成されること、これらの酵素の発現はこれらの
上流の酵素の発現と矛盾がないこと（たとえば
CYP11B2陽性細胞は、3betaHSDも発現するこ
と）、も判明した１）。ここでは、「APCCの加齢に
伴う変化について評価すること」（目的1）、「比
較的稀なアルドステロンとコルチゾールを過剰産
生する副腎皮質癌のステロイド合成酵素の局在に
ついて評価すること」（目的2）、および「これま
でのCYP11B2免疫染色に関する研究成果のレビ
ューを行うこと」（目的3）の3点を目的として研
究を行った。

【目的1】
　APCCの加齢に伴う変化について評価するこ
と。

【方法1】
　0歳から50歳までの解剖症例の副腎における
CYP11B2の局在を免疫組織化学的に解析した。

【結果1】
　乳幼児における副腎皮質は従来から知られる球
状層・束状層・網状層のきれいな3層構造から構
成され、APCCは検出されなかった一方、成人副
腎ではAPCCが検出された。副腎切片全体に占
めるAPCCの面積と個数は、加齢とともに増加
した（図3）。本研究成果は、Int J Endocrinolに
掲載された２）。

【考察1】
　APCCは、加齢に伴う副腎皮質のリモデリング
により発生することが示唆された。

【目的2】
　比較的稀なアルドステロンとコルチゾールを過
剰産生する副腎皮質癌のステロイド合成酵素の局
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図 2　 APCCの免疫組織化学染色。文献1より改変。A, C, E: ヘマトキシリンエオジン染色。B, D, F: 
CYP11B2とCYP11B1の2重免疫染色。点線内とその周囲は、それぞれ青（CYP11B2）と茶
色（CYP11B1）に染色されている。GとH: それぞれ3betaHSDとCYP17の免疫組織化学染色像。



在について評価すること。
【方法2】
　アルドステロンとコルチゾールを過剰産生する

副腎皮質癌（図4A）の10箇所の組織において（図
4B）、CYP11B2 , CYP11B1および3betaHSDの
局在を評価する。
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r = 0.649, p<0.001 r = 0.641, p<0.01

図 3　 加齢に伴うAPCC面積とAPCC数の変化（それぞれAとB）。AA/WAA（APCC area / whole 
adrenal area）。NOA/WAA（number of APCC / whole adrenal area。文献２より改変。

図 4　 副腎皮質癌の免疫組織化学的解析。A: 副腎腫瘍のMRI像（＊）。B: 副腎腫瘍の割面、図内の枠と
番号は、解析した組織ブロックの部位を示す。C: ブロック6のCYP11B2染色像。D: ブロック
6の3betaHSD染色像。文献３より改変。



の診断や病態解明に有用であることが判明した。
【文献】
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【結果・考察2】
　CYP11B2 , CYP11B1お よ び3betaHSDを 発
現する細胞は、部位により多寡が異なった。す
なわち、ある部位ではCYP11B2を発現する部位
が多いが（図4C）、3betaHSDを発現する細胞は
別部位に多かった（図4D）。また、CYP11B2を
発現する細胞のほとんどは3betaHSDを発現し
なかった。この結果は、CYP11B2陽性細胞は必
ず3betaHSDも発現するAPAと大きく異なり1）、
副腎皮質癌ではステロイド合成に関わる酵素の発
現の規則性が失われることが判明した。この研究
成果は、Endocrine Pathologyに掲載された3）。

【目的3】
　これまでのCYP11B2免疫染色に関する研究成
果のレビューを行うこと。

【方法・結果 3】
　これまでの研究成果をまとめ、Mol Cell Endo-
crinolに掲載した4）。

【考察 3】CYP11B2はアルドステロン産生病変
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【要約】
　エジプト・トルコ・イヌイットの糖原病Ⅲ型患
者9家系からAGL 変異を同定した。創始者効果
により共通の変異があった場合や同じ変異が独立
して起こった場合があり、AGL 変異が生じた状
況は多様であった。

【目的】
　糖原病Ⅲ型（glycogen storage disease type Ⅲ:  
GSDⅢ）は肝障害・筋萎縮・心筋症・低血糖
など多彩な症状を示す常染色体劣性遺伝病であ 
る１,２）。糖原病Ⅲ型の原因はグリコーゲン脱分枝
酵素（glycogen debranching enzyme: 遺伝子シ
ンボルはAGL）の欠損である。私どもは世界で
初めてこの稀な代謝異常症のAGL 遺伝子変異を
同定し３）、さまざまなethnic groupsの変異を分
子遺伝学的に報告してきた４－６）。本研究では、エ
ジプト人・トルコ人・イヌイットで臨床的に糖原
病Ⅲ型が疑われた患者の遺伝子解析を行った。

【方法】
　肝腫大や低血糖の臨床症状から糖原病Ⅲ型が疑
われた患者を対象に、既報のように35個のエク
ソンからなるAGL 遺伝子を直接塩基配列決定し
て変異を検索した４）。共通の祖先（創始者）に由

来する点変異であるのかを調べるために、一塩基
多型（SNPs）を判定してAGL ハプロタイプを比
較した５）。

【結果】
　エジプト・トルコ・イヌイットの糖原病Ⅲ型患
者9家系から3種のAGL 変異を同定した（図1）。
1. エジプト人患者3例は、620番目のアミノ酸

をロイシンからプロリンに置換するミスセ
ンス変異（p.L620P）のホモ接合体であっ
た。3例のAGL ハプロタイプを比較すると、
すべて同じハプロタイプであった。従って、
この変異は共通のエジプト人祖先に由来す
る創始者効果（founder effect）により広が
っていると考えられた。

2. トルコ人患者1例からIVS32-12A>Gのスプ
ライシング変異を同定した。私どもがこれま
でに同定したIVS32-12A>GのAGL ハプロ
タイプを日本人・香港人・トルコ人で比較
すると、いずれも異なっていた。したがっ
て、IVS32-12A>G変異はそれぞれのethnic 
groupで独立して起こった事象と考えられ
た。

3. イヌイット患者5例の遺伝子変異を検索
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糖原病Ⅲ型の遺伝子変異と機能に関する検討－2

大久保　実、村勢　敏郎

 

p.L620P c.4456deIT

IVS32-12A>G
図 1　本研究で同定したAGL 遺伝子変異
　　　AGL 遺伝子のエクソンを矩形で示した。



し て、 一 塩 基 欠 失(c.4456delT)を 同 定 し
た。全例が同じ変異のホモ接合体で、AGL
ハプロタイプも一致した。したがって、
c.4456delTはイヌイットでは創始者効果に
より広がっていると考えられた。

【考察】
　エジプト・トルコ・イヌイットの糖原病Ⅲ型患
者9家系から3種のAGL 変異を同定した。糖原病
Ⅲ型のAGL 遺伝子変異は多様であるが、同じ変
異が見つかることがある。同じ変異が創始者効果
によるのか、あるいは独立して起こった事象で
あるかを調べるには、AGL ハプロタイピングが
有用である５）。新しく紹介されたエジプト人患者
3例の解析から同定したミスセンス変異p.L620P
は、私どもが既にエジプト患者で報告した例７）

と同じ変異であった。L620P変異は、in vitro の
解析により選択的にtransferase活性が欠損して
いることが明らかになっている（glucosidase活
性は保たれている) ８）。L620P変異のAGL ハプ
ロタイプはオリジナルと今回の3例は同一であっ
た。したがって、エジプト人の中ではL620P変
異は創始者効果により広がっていることが考えら
れた。
　トルコ人患者で同定したIVS32-12A>G変異
は以前に私どもが日本人９）と香港人10）で同定し
たものと同一であった。その後、西欧白人11）・チ
ュニジア人12）・サウジアラビア人13）でも報告が
ある。IVS32-12A>G変異のAGL ハプロタイプ
は日本人・香港人・トルコ人間で異なっていたこ
とから、それぞれのethnic groupにおいて独立し
て起こったものと考えられた。
　イヌイットでは明らかな血族関係のない5家系
にc.4456delTを同定した。AGL ハプロタイプが
一致することから、イヌイットでは創始者効果に
よりc.4456delTが広がっていることが確認でき
た。なお、c.4456delTは北アフリカ系ユダヤ人
でも報告されている14）。ユダヤ人のAGL ハプロ
タイピングは行われていないので比較はできない
が、私どもはイヌイットとユダヤ人では独立して
変異が起こり、それぞれのethnic groupの中では
創始者効果により広がったことを推測している。
　以上のように、AGL 遺伝子変異は創始者効果

により共通の変異があった場合や同じ変異が独立
して起こった場合があり、変異が生じた状況は多
様であった。
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【要約】
　脳神経外科手術合併症の低減目的に、患者個々
のMRI等の画像データから融合3次元画像を作成
し、術前シミュレーションに応用したとの報告が
散見される１,２）。当科でも今回、融合3次元画像
作成システムを導入し、作成方法を工夫して３,４）

高精細な融合3次元画像の作成を試みた。その結
果、従来の報告と同様に個々の患者において、病
変部を中心とした3次元画像を作成することが可
能であり、病変部を中心とした3次元的解剖構造
を術前に正確に把握するこが可能であった。さら
に脳動静脈奇形や血管芽腫といった血流が豊富な
病変に対しては、従来術前に流入血管と流出静脈
を1本ずつ同定することは不可能であったが、当
科で作成した高精細融合3次元画像ではこれらの
術前同定も可能であった。またこれらの作成した
3次元画像を手術ナビゲーション上で提示し、手
術顕微鏡の視軸方向の動きに追従して3次元画像
が移動するといった、顕微鏡誘導型手術ナビゲー
ションシステムの作成も試みた。この際ナビゲー
ションシステムは市販のものを使用し、画像提示
部には今回導入した3次元画像作成システムを使
用することとした。しかし、現状では市販のナビ
ゲーションシステムから位置情報の取得に問題が
あり、顕微鏡誘導型手術ナビゲーションシステム
を臨床応用するためには引き続き検討が必要であ
る。

【目的】
　脳には運動野や言語野、脳神経といった多数の
重要構造物が含まれている。そのため脳神経外
科疾患の対象となる疾患（脳動脈瘤や脳腫瘍等）
は、これらの重要構造物に隣接して存在している。
これらの重要構造物の術中損傷のリスクを低減

する方法の一つとして、術前に患者個人のMRI、
CT、脳血管撮影等から病変部を中心とした3次
元画像を作成し、術前シミュレーションに応用す
るといった報告が散見されるが、日常臨床におい
て十分普及しているとは言い難い。そこで今回当
科でも3次元画像処理のシステムを導入し、3次
元画像を用いた術前シミュレーションシステムの
確立を第一の目的とした。その際、独自の作成方
法を用いることで、3次元画像の高精細化を図っ
た。また患者の画像データから作成した3次元画
像は、術前シミュレーションに応用されているも
のの、術中支援には十分応用されておらず、作成
した3次元画像を用いた顕微鏡誘導型手術ナビゲ
ーションシステムの作成を第二の目的とした。

【方法】
　対象は当科で開頭術を行った脳動静脈奇形
3例、血管芽腫1例とした。3次元画像を作成
するため、まず患者個々のCT、MRI、3次元
脳血管撮影のデータを、初期値を最適化した
normalized mutual informationを評価値として
affine registrationで位置合わせを行った。次に3
次元化する対象の構造物のコントラストが最も明
瞭な画像を選択し（血管であれば3次元脳血管撮
影を選択）、個々の描出対象に最適な閾値を設定
して3次元モデルを作成した３）。作成した複数の
3次元解剖モデルを同時に表示させることで、術
前シミュレーションに応用した。一連の操作には
Avizo（Visualization Science Group）を用いた。
手術ナビゲーションに関しては、手術顕微鏡の視
軸方向の動きに追従して3次元画像が移動すると
いった顕微鏡誘導型手術ナビゲーションシステム
とするため、患者の位置情報のみならず、顕微鏡
の位置情報も計測することとした。またシステム
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高精細融合3次元画像を用いた顕微鏡誘導型手術
ナビゲーションの開発と臨床応用
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（2）脳神経外科疾患



の安定性から、患者や顕微鏡の位置情報計測は市
販のナビゲーションシステム（Brainlab社製）を
使用し、画像提示部には今回導入した3次元画像
作成システムを使用し、得られた位置情報を当科
で作成した3次元画像の位置座標情報と対応させ

ることとした。
【結果】
　3例の脳動静脈奇形、1例の血管芽腫のいずれ
においても融合3次元画像の作成が可能であっ
た。いずれの症例においても、既存のMRIや脳
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症例：51歳 男性 AVM

図 2　 高精細融合3次元画像を用いた手術シミュレーション
　　　 頭蓋骨（A）の透過性を変更することで、頭蓋骨の下に存在する脳表や動静脈を確認可能と

なる（B）。頭蓋骨を除去して脳表を観察（C）。拡大して観察することで、流入動脈、流出
静脈と周囲の構造物の関係の把握が容易となり、安全な手術アプローチの検討が可能（D）。

症例：51歳 男性 AVM

図 1　 3次元脳血管撮影と高精細融合3次元画像の比較
　　　 3次元脳血管撮影では流入動脈、流出静脈を1本ずつ同定することは困難であった

が、3次元画像上では1本ずつ同定が可能であった。
　　　 3D-RA：3次元脳動脈撮影、3D-RV：3次元脳静脈撮影、3DCG：3次元融合画像



本研究での作成時間は1症例あたり3-6時間程度
であり、本研究で作成したような高精細でありな
がら、作成時間が低減できるようなソフトの開発
が待たれる。顕微鏡誘導型手術ナビゲーションシ
ステムに関しては、位置情報の取得方法を解決す
ることで、顕微鏡誘導型手術ナビゲーションシス
テムの臨床応用が可能となり、手術合併症のさら
なる低減に寄与するものと期待されるため、引き
続き検討していく予定である。
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血管撮影では流入血管と流出静脈を1本ずつ同定
することは不可能であったが、当科で作成した3
次元画像はこれらの術前同定も可能であった。こ
れらの情報を得ることで、流入血管塞栓術や手術
の際に処置すべき血管の正確な3次元的位置の把
握が可能であった。以下に具体例を提示する。症
例は51歳男性で、脳転移のスクリーニングで発
見された左側頭葉先端部の脳動静脈奇形の患者。
術前のMRIや3次元脳血管撮影で脳動静脈奇形の
位置や大まかな形状の把握は可能であったが、流
入動脈や流出静脈の詳細な位置関係の把握は困難
であった。上述の方法で高精細融合3次元画像を
作成すると、流入動脈と流出静脈が1本ずつ同定
可能であった（図1）。さらに作成した3次元画像
を用いることで、周囲の構造物と脳動静脈奇形
の3次元的関係を正確に把握することが可能であ
り、手術シミュレーションに応用可能であった（図
2）。
　顕微鏡誘導型手術ナビゲーションに関して、現
状では市販のナビゲーションシステムから位置情
報の取得に問題があり、顕微鏡誘導型手術ナビゲ
ーションシステムの臨床応用には至っていない。

【考察】
　当科で作成した融合3次元画像は、術前に病巣
を中心とした3次元解剖構造の正確な把握が可能
であり、術前シミュレーションに有用であった。
また本研究で提示したように正確な術前シミュレ
ーションが可能となれば、正常構造物損傷のリス
ク低減や出血量の低下といった手術合併症の低減
に寄与するものと推測される。一方で、日常診療
で本システムを継続して使用するには、画像の作
成時間が問題となる。対象となる解剖構造が複雑
であればあるほど作成にかかる時間は長くなる。
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【要約】
　ACTH産 生 能 を も ち な が ら 内 分 泌 学 的 に
ACTH過剰症状（Cushing症候）を呈さない下垂
体腺腫は臨床的には機能性腺腫であるがサイレン
トACTH下垂体腺腫とよばれる。従来は免疫組
織化学におけるACTH陽性所見により組織診断
されていたが、最近になり免疫組織学的にACTH
陰性でありながら、ACTH産生細胞の分化誘導
に関与する転写因子であるt-box transcription 
factor(Tpit)の発現を示す腺腫の存在が明らかと
なってきた。今回、臨非機能性腺腫 516例を対象
に、ACTH 陽性腺腫（サイレントACTH腺腫）
51例、ACTH陰性Tpit陽性腺腫32例および非機
能性腺腫の大多数を占めるゴナドトロピン系腺腫 
376例を比較検討した。定量的PCRでPOMCの
発現を検索したところACTH陰性Tpit陽性腺腫
はゴナドトロピン腺腫よりも高く発現しており、
また臨床的にも3ゴナドトロピン系腺腫に比して
女性、巨大腺腫、海綿静脈洞浸潤が有意に多く、
サイレントACTH腺腫と同じ特徴を示していた。
ホルモン陰性腺腫の1/4以上はACTH系への分
化を示す腺腫（すなわちサイレントACTH腺腫）
であり、今後正確な診断にはACTHだけでなく
Tpitも検索する必要がある。

【目的】
　サイレントACTH腺腫は内分泌学的にクッシ
ング症候を呈さないが組織学的にACTH産生
能を有する下垂体腺腫である。非機能性下垂体
腺腫の中にあって臨床的にはaggressiveである
ことが多いとされており、従来は免疫組織化学
でのACTH陽性所見により組織診断されてき 
た１,２）。今回、ACTH系細胞の分化誘導に関与
する転写因子である t-box transcription factor 

（Tpit)を用いて、免疫組織学的にACTHが陰性
でありながらACTH系分化を示す腺腫の臨床病
理像を解析した。またPOMCのmRNAによる解

析や電子顕微鏡による検索も行い、ACTH陽性
のサイレントACTH腺腫との異同を検証した。

【対象と方法】
　 過 去4年 間 の 非 機 能 性 腺 腫 連 続516例（ 男
性268・ 女 性248、 平 均54歳 ） を 対 象 と し た。
ACTHを含む前葉ホルモン、サイトケラチン等
と各ホルモン系転写因子の免疫組織化学を行っ
た。検索した転写因子はTpit(ACTH系）、SF-1（ゴ
ナドトロピン系）とPit-1（GH・PRL・TSH系）。
年齢、性別、MIB-1指数や巨大腺腫（>40mm）、
海綿静脈洞浸潤（Knosp 4）などの頻度を比較検
討した。またACTH陰性Tpit陽性の下垂体腺腫
に対して電子顕微鏡による検索や定量的PCRに
よるPOMC発現の解析を行った。

【結果】
　516例中、ACTH陽性のサイレントACTH腺腫
は51例（9.9%）、全ての前葉ホルモン陰性の腺腫
は119例（23 .1%）であった。後者の内、転写因子
であるTpitのみ陽性を示した腺腫は32例（6.2%）
であった。32例中30例はサイトケラチン強陽性
であり、電顕検索した30例中28例にHoneycomb 
Golgiを認めた。また定量的PCRでPOMCの発現
を検索した10例はゴナドトロピン腺腫11例よりも
有意に高く（p=0.0001）、機能性ACTH腺腫20例
よりも有意に低かった（p=0.000011）。臨床的に
も32例はゴナドトロピン系腺腫376例に比して女
性（p<0.0001）、巨大腺腫（p=0.0028）、海綿静
脈洞浸潤（p<0.0001）が有意に多く、ACTH陽
性のサイレントACTH腺腫は51例と酷似してい
た。

【考察】
　これまで非機能性下垂体腺腫の中でACTH陽
性 の サ イ レ ン トACTH腺 腫 はaggressiveな 臨
床像を呈することが多いと報告されており、こ
のため確実な組織診断が必須とされている。今
回、ACTH陰性でありながらTpit陽性の腺腫も、
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ACTH陽性のサイレントACTH腺腫と同じ臨床
病理像、POMC発現や電子顕微鏡所見を呈して
いた。従来ナルセル腺腫に分類されていたホル
モン陰性腺腫の25%以上は、これらACTH系へ
分化する腺腫（すなわちサイレントACTH腺腫）
であり、今後正確な診断にはACTHだけでなく
Tpitも検索する必要がある１,３）。非機能性腺腫の
術後再発予測に最も重要な因子は術後残存腫瘍
の有無であるが、増殖能の指標であるMIB-1指
数とともに正確な組織型診断は重要な因子であ 
り１－４）、これには今回用いた転写因子を加味した

組織診断法が少なくとも一部のホルモン陰性腺腫
の適切な診断に今後必須と考えられた２,３）。

【文献】
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表 1　 サイレントACTH腺腫（SCA）、ACTH陰性-Tpit陽性腺腫（Tpit）とゴナドトロピン腺腫（Gn）
の臨床像の比較

Comparison between silent ACTH adenomas, ACTH-negative Tpit-positive adenomas, 
and gonadotroph adenomas

SCA
n＝51

Tpit
n＝32

Gn
n＝376

p value
（Tpit vs Gn）

Gender（m/f） 12/39 1/31 230/146 <0.0001

Age（ys） 23−81
（51±13）

27−78
（53±15）

18−83
（56±13） nc

Previous recurrence 11（21.6％） 8（25.0％） 79（21.0％） nc
SCA：Silent ACTH adenomas, Tpit：ACTH-negative, Tpit-positive adenomas, Gn：（silent）gonadotroph adenomas

表 2　 サイレントACTH腺腫（SCA）、ACTH陰性-Tpit陽性腺腫（Tpit）とゴナドトロピン腺腫（Gn）の
MRI所見・MIB-1指数の比較

SCA
n＝51

Tpit
n＝32

Gn
n＝376

p value
（Tpit vs Gn）

Giant 16（31.4％） 7（21.9％） 31（8.2％） 0.0109
CS invasion 23（45.1％） 11（34.4％） 20（5.3％） <0.0001
Lobulation 20（39.2％） 7（21.9％） 38（10.1％） 0.0413

MIB-1（％） 0.5−12.5
（1.8±1.9）

0.5−5.0
（1.8±1.1）

0−7.5
（1.6±1.1） nc

SCA：Silent ACTH adenomas, Tpit：ACTH-negative, Tpit-positive adenomas, Gn：（silent）gonadotroph adenomas
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【要約】
　癌細胞の発生、増殖、生存の維持に関与する
遺伝子変異はdriver mutationと呼ばれる。近年
新しいdriver mutationの一つとしてROS1 転座
が報告され、ALK 肺癌の治療薬であるcrizotinib
の優れた治療成績が報告されている。ROS1 肺癌
の頻度は非小細胞肺癌の約1〜2%とされている
が当院ではこれまでに陽性例がなかった。そこ
で、今回、新しい試薬を用いてROS1 の検出を
行いROS1 肺癌の特徴を検討した。手術検体で非
小細胞肺癌と診断されEGFR・KRAS 変異を認め
なかった42症例のうち、免疫組織化学(IHC)で
3例(7%)が陽性、そのうちの1例(2%)がFISH
法でも陽性を示した。これらはcrizotinib承認前
の症例で、いずれもプラチナダブレットによる化
学療法を施行されたが、進行期・再発の診断から
の生存期間は3.7か月、2か月と不良であった（1
例は転院のため転帰不明）。FISH法での検出率は
既報告と同様であったが、IHCとFISH法とで検
出率に乖離を認めており、今後検討の余地がある
と考えられた。ROS1 肺癌は適切に診断できれば
crizotinibの効果が期待できるため、変異を効率
よく検出することが重要である。

【目的】
　癌細胞の発生、増殖、生存の維持に関与する遺
伝子変異はdriver mutationと呼ばれる。非小細
胞肺癌(non-small cell lung carcinoma; NSCLC）
では、上皮成長因子受容体(EGFR)遺伝子変異
や未分化リンパ腫キナーゼ(ALK)遺伝子転座な
どが挙げられる。肺癌全体の5年生存率は男性
15%、女性21%と著しく不良であるが１）、これら
のdriver mutationを有する肺癌患者ではチロシ
ンキナーゼ阻害剤(TKI)により予後が大きく改
善している。近年、新しいdriver mutationの一

つとしてc-ros oncogene 1 （ROS1）転座が報告
された２）。ROS1 は染色体6q22に位置する遺伝
子によってコードされる受容体型チロシンキナー
ゼで、染色体転座よって活性化し細胞増殖・アポ
トーシスの阻害により発癌を来す。一般的に、他
のdriver mutationとは排他的に存在すると考え
られている。
　Crizotinibは、ALK、ROS1、METの受容体TKI 
で、ALK 肺癌と同様にROS1 転座陽性肺癌(ROS1
肺癌)に対しても優れた治療成績が報告されてい 
る３）。しかし、当院ではこれまで陽性例がなく検出
率の向上が課題であった。本研究では、より感度の
高い新しい試薬を用いてROS1 の検出率を検討する
こと、ROS1 肺癌の臨床病理学的特徴を検討するこ
とを目的とした。

【方法】
　2003年1月 か ら2010年12月 に 当 院 で 手 術 を
受けNSCLCと診断された症例のうち、EGFR
およびKRAS 変異を認めない症例を対象とし
た。検体にはパラフィン包埋組織を用い免疫組
織化学（immunohistochemistry; IHC）と蛍光in 
situ ハイブリダイゼーション（fluorescence in 
situ hybridization; FISH） 法 でROS1 の 検 出 を
行った。ROS1 肺癌患者の年齢、性別、喫煙歴、
performance status、症状、組織型、病期などの
臨床情報を後方視的に検討した。

【結果】
　EGFR 変異陰性・KRAS 陰性のNSCLCは42例
であった。年齢中央値は66(35-88)歳、男性22
例、女性21例、生存期間中央値は60か月であった。
ROS1 IHC陽性例は3例(7%)で、さらにそのう
ちの1例(2%)でFISH法が陽性であった。それ
ぞれ35歳、51歳、56歳で、男性1例、組織型は
腺癌2例、多形癌1例であった。治療としてはい
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ずれも、プラチナ製剤と第三世代抗癌剤との2剤
併用療法（プラチナダブレット）が施行された。
3例のうち1例は他院に転院し転帰は不明であっ
た。2例はいずれも当院で死亡が確認されており、
進行期肺癌もしくは術後再発の診断からの生存期
間はそれぞれ3.7か月、2か月であった。

【考察】
　ROS1 転座は最初に髄芽腫で発見されて以降、
胆管癌、卵巣癌、胃癌、大腸癌、血管腫など様々
な癌腫で報告され、NSCLCでは2007年に初め
てCD74 -ROS1 転座が報告された。ROS1 肺癌は
NSCLCの1 〜 2%程度とされ４）、本研究のROS1 
FISH陽性率は既報告とほぼ同等であった。
　Shawらは、ROS1 肺癌患者50例を対象として
crizotinibの効果を検討し、CR 3例（6%）、PR 
33例(66%)で、 奏 効 率 は72%で あ っ た３）。 無
増悪生存期間（progression free survival; PFS）
も 良 好 で、median PFSは19 .2か 月 で あ っ た。
crizotinibは2012年にALK 肺癌に対して承認さ
れた薬剤で、アメリカでは2016年3月にROS1 陽
性NSCLCへの適応が承認された。日本の肺癌診
療ガイドライン５）でもROS1 肺癌（非小細胞・
非扁平上皮癌、PS 0-2）ではcrizotinib単剤が
grade Aの推奨度で推奨されているが、本邦では
現時点でROS1 肺癌に対するcrizotinibは保険償
還されていない。
　 既 報 告 同 様 に2%の 検 出 率 で あ っ たROS1 
FISH法に関しては、今回Break apartプローブ
を使用した。ROS1 ではセントロメア側の3’シグ
ナルを赤色、テロメア側の5’シグナルを緑色の
蛍光色素で標識し、シグナル直径の2倍以上の距

離を離れて存在する場合に陽性とする。進行期肺
癌患者におけるIHCとFISH法両者によるROS1
検出を検討した報告６）では、IHCで4.8%に対し
てFISH法で2.5%と乖離がみられている。同報
告では繰り返しの生検とFISH検査により陽性が
判明した症例も提示されており、本研究でも検
体側の要素が関与している可能性が考えられた。
ROS1 肺癌は適切に診断できればcrizotinibの効
果が期待でき、変異を効率よく検出することが大
切である。
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【要約】
　MET exon 14 skipping変異を持つ非小細胞肺
癌の臨床病理学的特徴を明らかにした。虎の門病
院呼吸器センターにおける非小細胞肺癌患者の
うち、EGFR/KRAS/ALK変異を認めない192名
を対象にMET変異の有無をRT-PCR法で検索し
た。MET変異はEGFR/KRAS/ALK野生型肺癌
の10.9%（21/192）、非小細胞肺癌の6.6%（21/319） 
にみられた。MET変異陽性患者（n=21、年齢中
央値77歳）は陰性群（N=163 , 年齢中央値71 .5歳）
と比べて高齢な傾向がみられた。MET変異陽性
肺癌は腺扁平上皮癌(n=1)を除いてすべて腺癌
であり、非浸潤癌(n=1）、微少浸潤癌(n=2）、浸
潤性腺癌(n=17)のいずれもみられた。浸潤性腺
癌では肺胞上皮置換型7例、乳頭型7例、腺房型
5例、充実型1例と優勢組織型はさまざまであっ
た。臨床病期は0期(n=1）、IA期(n=12）、IB期

（n=4）、ⅡA期(n=3）、Ⅳ期(n=1)であった。

【目的】
　肺癌は悪性腫瘍の部位別死因の第一位を占めて
おり、年間7万人以上が死亡している。肺癌全体
の5年生存率は約17%と不良だが、近年、EGFR
遺伝子変異やALK融合遺伝子の発見と分子標的
薬導入により、これらのdriver mutationを持つ
肺癌患者の予後は大きく改善している。分子標的
薬の効果が期待される新しいdriver mutationと
して、BRAF, HER2 , ROS1 , RETなどの遺伝子
変異が報告されている。これらの変異は各々非小
細胞肺癌の数%と頻度は低いながら、有望な治
療の可能性があるため、遺伝子検査を適切に行う
ことが重要である。最近、MET exon 14 splice 
site mutationが肺腺癌の約4%にみられ、この変
異を持つ担癌患者にはMET阻害薬（クリゾチニ
ブ）が奏効することが報告されている１－４）。本研
究ではMET exon 14 skipping変異を持つ非小細
胞肺癌の臨床病理学的特徴を明らかにした。
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図 1　リアルタイムPCR融解曲線解析



【方法】
　本研究では虎の門病院呼吸器センターで胸腔
鏡下肺切除・生検・細胞診検査により非小細
胞肺癌と診断された患者319名のうち、EGFR/
KRAS/ALK変異のみられない192名を対象に
MET exon 14 splice site 変異の有無をOnozato
ら１）の方法に従ってRT-PCR法で検索した。凍
結腫瘍組織や体腔液等からRNA抽出、cDNA合
成後、リアルタイムPCR装置（Mx3000P）を
用いてRT-PCRを施行した。95℃ 3分の熱変性
後、95℃ 5秒と55℃ 30秒の45サイクル増幅後に
SYBR Green融解曲線解析を行い（図1）、その後
にアガロース電気泳動で増幅産物サイズを確認し
て変異の有無を判定した（図2）。MET exon 14 
skipping変異を持つ非小細胞肺癌患者の臨床病理
学的特徴を検討した。

【結果】
　MET exon 14 skipping変 異 はEGFR/KRAS/
ALK野生型肺癌の10 .9%（21/192）にみられ、
これは非小細胞肺癌の6.6%（21/319）に相当する。
MET変異陽性患者（n=21）は年齢中央値77歳(65
－86歳）、男女比12 : 9であり、MET変異陰性群
(N=163 , 年齢中央値71 .5歳(32－89歳）、男女比
101 : 62）と比べて高齢な傾向がみられた。MET
変異を持つ肺癌は腺扁平上皮癌(n=1)を除いて
すべて腺癌であり、非浸潤性腺癌(n=1）、微少浸
潤性腺癌(n=2）、浸潤性腺癌(n=17)のいずれも
みられた。浸潤性腺癌では肺胞上皮置換型7例、
乳頭型7例、腺房型5例、充実型1例と優勢組織
型はさまざまであった。臨床病期は0期(n=1）、

ⅠA期(n=12）、ⅠB期（n=4）、ⅡA期（n=3）、
Ⅳ期（n=1）であった。

【考察】
　MET exon 14 skipping変異は分子標的薬の効
果が期待されるdriver mutationのひとつであり、
非小細胞肺癌の約6%と頻度は低いながら、有望
な既存の治療法があるため、日常の遺伝子検査を
適切に行うことが重要と考えられる。
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図 2　アガロース電気泳動（3% NuSieve 3 : 1） 
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【要約】
　ESDを行った胃がん964例のうちピロリ菌感染
状態が正確に診断できた467例を対象とし、この
中から未分化型腺癌49例を抽出し、HP未感染・
現感染・除菌後に分けて胃がんリスクマーカーの
有用性を検討した。自治体検診で採用されている
ペプシノーゲン(PG)法陽性率は、未感染群0%、
現感染群35%、除菌群0%と著しく低かった。一方、
血 清trefoil factor3(TFF3)陽 性 率 は 未 感 染 群
11%と低かったが、現感染群75%、除菌群64%
であった。臨床的悪性度の高い未分化型腺癌が発
見され、これらはPG法では拾い上げが不可であ
り、血清TFF3がその代替となりうると考える。
症例数が少ないため、更に症例数を積み重ねて検
討を行う必要がある。

【背景および目的】
　血清trefoil factor3(TFF3)は効率的な胃癌リ
スクバイオマーカーとなり１）、非胃癌症例では
Helicobacter pylori(ピロリ菌)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）。昨年、早期胃癌症例でもピロリ菌
除菌後の胃癌リスクマーカーとなりうることを報
告してきた。今回、腺癌のなかでも臨床的な悪性
度の高い未分化型腺癌に焦点を当て、ピロリ菌現
感染と除菌後でリスクマーカーとなりうるか検討

することを目的に検討を行った。
【方法】
　2011-2015年の期間に、胃癌に対する内視鏡的
粘膜下層剥離術(ESD)を行い、ESD病理診断が
未分化型腺癌(純粋型未分化型腺癌および未分化
型腺癌優位の混合型）であった患者を対象とし
た。ピロリ菌(HP)の正確な除菌歴が確認でき、
HPの感染状態を血清HP抗体および便中HP抗原
で評価し、血清TFF1・TFF2・TFF3・ペプシ
ノーゲン(PG)I・PG Ⅱを測定した。リスクあり
の判定は、PG陽性(PGI/Ⅱ比<3かつPGI<50）、
TFF3高値(TFF3≧7)で行った。HP未感染は
萎縮がなく、HP抗体<3、UBT/便中HP抗原陰性、
HP除菌歴のないものと定義した。

【結果】（表1）
（1） 胃癌リスクマーカーとして自治体の胃癌リ

スク検診にも採用されているPGの早期未分
化型腺癌に対する陽性率は、未感染および
除菌後の未分化型腺癌ではいずれも0%であ
った。現感染の未分化型腺癌でも陽性率は
35%と低率であった。

（2） 血清TFF3陽性率はHP未感染の未分化型腺
癌では11%と劣るものの、HP現感染では
75%、HP除菌後でも64%とPG法に比して
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胃癌リスクバイオマーカーであるtrefoil� factor3の臨床的意義
の検討　－未分化型腺癌における意義－

貝瀬　満

表 1

未分化型
腺癌 n 年齢 TFF1 TTF2 TFF3

TFF3陽性率
PG陽性率

（>7ng/dl）
HP未感染 13 57.7±6.5 0.63±0.26 3.31±0.61 5.74±1.09 11.1% 0%
HP現感染 20 66.4±13.1 3.24±3.76 6.34±5.80 11.7±11.5 75.0% 35.0%
HP除菌後 19 70.2±9.4 1.07±1.50 3.84±2.75 19.8±40.1 64.3% 0%

（4）消化器疾患



有意に陽性率が高かった。
（3） HP除菌後長期を経過した10年前後でも一定

数の未分化型腺癌が発見される（除菌後癌の
うち4/19=21%）。長期経過4例のうち3例

（75%）が粘膜下層浸潤癌であった。
【考察】
　除菌が広く行われるようになった現状では、自
治体検診で採用されているPG法による未分化型
腺癌の感度は0%であり、胃癌リスクマーカーと
しては使用できない。一方、血清TFF3は除菌後
も約75%の感度で胃癌リスクマーカーとなり得
るが、未感染では感度が低いという課題がある。
HP除菌後10年という長期経過後であっても臨床
的悪性度の高い未分化型腺癌が発見され、これら
はPG法では拾い上げが不可であり、血清TFF3
がその代替となりうると考える。症例数が少ない

ため、更に症例数を積み重ねて検討を行う必要が
ある。

【文献】
1. Kaise M, Miwa J, Tashiro J, et al.: The com-

bination of serum trefoil factor 3 and pep-
sinogen testing is a valid non-endoscopic 
biomarker for predicting the presence of 
gastric cancer: a new marker for gastric 
cancer risk. J Gastroenterol 46 : 736 – 745 , 
2011

2 . Kaise M, Miwa J, Fujimoto A, et al.: Influ-
ence of Helicobacter pylori status and eradi-
cation on the serum levels of trefoil factors 
and pepsinogen test: serum trefoil factor 3 
is a stable biomarker. Gastric Cancer 16 : 
329-337 , 2013 
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【目的】
　広い表在食道癌に対しても内視鏡治療（ESD）
が可能となった。しかしESD後の狭窄に対する
治療方法が確立していない。近年、ESD後の食
道狭窄に対するステロイドの局注療法の有用性や
PGAシートの有用性が検討されているが、全周
切除例での有用性は示されていない。そこで、豚
の食道粘膜全周切除を作成し、ステロイド局注療
法とネオベール貼付法が狭窄を予防できるかを検
討した。

【方法】
　生体豚5頭を用いて、全身麻酔下食道中央部に
約4cmの全周性の粘膜切除を行う。1頭目は予防
的処置を行わず、2－3頭目はステロイドを人工
潰瘍部に局注を行い、引き続いてPGAシートを
貼付した。4－5頭目はステロイドの局注のみを
行った。2週目と3週目に食道内を観察し狭窄の
程度を評価し、その後食道を摘出し組織学的検索
も行った。

【結果】
　2週目に1頭（3頭目）が突然死亡したため、最
終的評価可能豚は4頭となった。食道の狭窄に関
してはいずれの症例も狭窄をきたし、scope通過
は不可能であった。組織学的検索では、ステロイ
ド局注を行わなかった1例目のみUL-2でとどま
っていたが、残りの4症例はUL-4であった。無
処置例（1頭目）と比較して、白苔が厚く付着し
食道壁内に膿瘍形成が認められる。また炎症細胞
浸潤や線維化のレベル、再生上皮出現の程度に関
しては一定の傾向は見られなかった。

【結論】
　全周切除例におけるステロイド局注とPGAシ
ート貼付の狭窄予防に対する有用性は見られなか
った。さらにステロイド局注によるUL-4の所見
が出現することで、穿孔などのリスクを増強させ

ることが判明した。
【目的】
　表在食道癌が多く発見され、また内視鏡治療の
進歩に伴い、大型の病変に対しても一括切除での
内視鏡治療（ESD）が可能となった。こうした
進歩の一方で、ESD後の最も頻度の高い狭窄に
対する治療方法が確立していない。全周の場合は
全例狭窄を呈し、9/12周を超える場合は68%の
症例で狭窄をきたすという報告１）もある。近年、
ESD後の食道狭窄に対するステロイドの局注療
法の有用性に関する報告が散見されるようになっ
ている２,３）が、その投与法に関する一定のコン
センサスは得られていない。一方で、ポリグリコ
ール酸（PGA）を材料とした吸収性の縫合補強
材であるPGAシート（ネオベールⓇ）は、我々の
検討でESD後の狭窄予防に有用である可能性が
示唆された４）。しかしここでは全周切除例は除外
されている。また生体豚を用いて全周切除例での
PGAシートの有用性を検討したが、満足のいく
結果が得られなかった。そこで、今回豚の食道を
用いて全周切除を作成し、ステロイド局注療法と
ネオベール貼付法を組み合わせ、狭窄が予防でき
るか検討することを目的とした。

【方法】
　生体豚5頭を用いて、全身麻酔下食道中央部に
約4cmの全周性の粘膜切除を行う。全身麻酔は、
ケタミン20mg/kg、キシラジン4mg/kg、イソ
フルレンで導入・維持を行った。挿管チューブ
を気管内に留置し、酸素飽和度をモニタリング
しながら、ESDを施行した。1頭目は予防的処
置を行わず、2－3頭目はステロイドを人工潰瘍
部に局注を行い、引き続いてPGAシートを貼付
した。4－5頭目はステロイドの局注のみを行っ
た。使用したステロイドはケナコルトⓇ40㎎で合
計10ml（4mg/ml）になるよう生理食塩水と混ぜ、
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人工潰瘍部に均等に0.5mlずつ20回局注を行っ
た。局注針は23G針を用いた。またPGAシート
は20×10㎜大の長方形を作成し、フィブリン糊
のフィブリノーゲン少量をシートにしみこませた
のち、内視鏡下に人工潰瘍部にデリバリーを行い
貼付した。人工潰瘍全体を粗に覆いつくす感じに
貼付した。シート貼付後残存するフィブリン糊を
散布した。当日のみ食事を止め、翌日は流動食と
し、2日目から試験前と同じ食事を再開した。2

週目と3週目に食道内を観察し狭窄の程度を評価
した。その後安楽死させ、食道を摘出し組織学的
検索も行った。主評価項目は食道の狭窄の有無と
し、副評価項目は人口潰瘍部の組織学的評価とし
た。

【結果】
　今回用いた子豚5頭の背景因子を表1に明示す
る。2週目に1頭（3頭目）が突然死亡したため、
最終的評価可能豚は4頭となった（表2）。食道
の狭窄に関してはいずれの症例も狭窄をきたし、
scope通過は不可能であった（図1）。組織学的検
索の結果を表3に示す。ステロイド局注を行わな
かった1例目のみUL-2でとどまっていたが、残
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表 1　背景因子

性別 開始時体重（kg） 狭窄予防策
Pig1 オス 25.2
Pig2 オス 24.5 Kenacort+PGA
Pig3 オス 26.6 Kenacort+PGA
Pig4 オス 23.1 Kenacort
Pig5 オス 24.3 Kenacort

表 3　治療結果と組織学的因子

2週間目観察 3週間目観察 白苔 リンパ球浸潤
好中球浸潤 線維化 UL 膿瘍

Pig1 狭窄 狭窄 なし 中等度 中等度 2 なし
Pig2 狭窄 狭窄 5mm 高度 軽度 4 あり
Pig3 狭窄なし 死亡 2mm 好中球高度 軽度 4 なし
Pig4 狭窄 狭窄 4mm 高度 高度 4 あり
Pig5 狭窄 狭窄 5mm リンパ球中等度 中等度 4（肺） あり

表 2　治療後の体重推移

治療時間（分）
（挿入〜抜去）

2週間目体重
（kg）

3週間目体重
（kg）

Pig1 83 27.2 25.3
Pig2 110 26.3 21.7
Pig3 116 28.7 死亡
Pig4 60 21.3 18.4
Pig5 65 23.3 25.5

図 1　３週間目の内視鏡像（Pig 2）

図 2　組織像（Pig 5）



りの4症例はUL-4であった（図2）。無処置例（1
頭目）と比較して、白苔が厚く付着し食道壁内に
膿瘍形成が認められる。また炎症細胞浸潤や線維
化のレベル、再生上皮出現の程度に関しては一定
の傾向は見られなかった。

【考察】
　食道表在癌に対するESD後の狭窄に対しては、
ステロイドやPGAシートが使用され、一定の効
果が得られているものの、全周切除例における有
用性はいまだに示されていない。両者を組み合わ
せた場合の報告は、坂口らが行い有用性を報告し
ている５）。しかし全周切除例は少なく、いまだそ
の有用性は不明であった。今回の豚を用いた動物
実験ではあるが、その有用性を検討した。しかし
残念ながらいずれも高度の狭窄を呈するといった
結果となり、ステロイド局注とPGAシートの組
み合わせでの有用性は示唆されなかった。一方ス
テロイドの副作用の点で、局注を行った4頭全頭
にUL-4の所見が認められ、うち3頭には食道壁
に膿瘍形成も認められた。これはRajan Eらの報
告６）と同様で、彼らは6頭に全周切除後ケナコル 
ト80㎎の局注を行ったが、狭窄とともに膿瘍形
成が認められたと報告している。その機序は不明
としているが、今回の組織学的検索の結果を考慮
すると、ステロイド局注により深い潰瘍が形成さ
れ穿孔もしくは穿通から膿瘍形成に至ることが推
測される。ステロイドの局注療法は広く人におい
ても使用され、遅発性穿孔の報告が少数例認めら
れる７）もののその頻度は低いことから、この現
象が豚に特有である可能性は考えられる。しかし
局注の仕方によっては人においても深い潰瘍から
穿孔、膿瘍形成に至りやすいことを示唆するもの
と考えられ、注意を喚起する結果であった。
　結論としては、全周切除例におけるステロイド
局注とPGAシート貼付の狭窄予防に対する有用
性は見られなかった。さらにステロイド局注によ
るUL-4の所見が出現することで、穿孔などのリ
スクを増強させることが判明した。
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【要約】
　筆者は、腸上皮幹細胞からの腫瘍形成に、転写
因子KLF5が必要であることを明らかにした。ま
た、ヒト大腸癌で、KLF5の発現増加が認められ
る。これらから、KLF5の癌を促進する機能を選
択的に抑制することで、正常細胞を傷害せず、大
腸癌細胞のみ癌幹細胞から選択的に抑制できると
考えられる。KLF5を含む多くの癌促進重要因子
は、立体構造に基づく阻害薬開発が困難である。
そこで、KLF5の蛋白間相互作用を阻害する低分
子化合物を合成した。筆者らは、KLF5の蛋白間
相互作用を阻害する化合物が、正常大腸細胞を傷
害せず大腸癌細胞のみ選択的に抑制することを明
らかにした。さらに、これらの化合物が、KLF5
やTCF4等の蛋白のdrug induced proteolysisを
促進することで作用することを解明した。今後、

in vivo での薬効評価、結合蛋白など分子機構解
明と、化合物の改良を進める予定である。この方
法により、正常細胞を抑制せず癌細胞のみ選択的
に抑制する、副作用が少ない新しい抗大腸癌薬の
開発が期待される。

【目的】
　大腸癌は、罹患数、死亡数とも非常に多い癌で
ある。外科的に切除しきれなかった大腸癌を根治
させるよい治療薬はまだ開発されていない。
　現在、外科的治癒切除不能な大腸癌に対する
標準化学療法は、シスプラチン系と5-FU系の
抗癌剤に、EGFRのシグナルを抑制する抗体薬、
VGEFを阻害し血管新生を抑える抗体薬を合わせ
たものである。しかし、抗癌剤は増殖細胞を正常
細胞も含め非特異的に抑制するため副作用が強
い。EGFRに対する抗体はRasに変異がある多く
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幹細胞でWntシグナル活性化
と同時にKLF5を欠損させない

幹細胞でWntシグナル活性化
と同時にKLF5を欠損させる

図 1



の症例に効果がなくこれらにたいしては適応外で
ある。そして、標準化学療法は、大腸癌の最も重
要なWntシグナル系の病的活性化を直接阻害す
る薬剤を含まない。
　そこで、癌を促進する分子の正常機能を抑制せ
ず、癌を増殖維持させる病的機能のみ選択的に抑
制するような治療薬を開発できれば、進行大腸癌
の治療を大きく前進させることが可能になる。
　転写因子Kruppel-like Factor 5（KLF5）は腸
上皮、心血管系、代謝など多彩な生体制御、病態
において重要な機能を有する。また、KLF5は、
iPS/ES細胞の維持、誘導にも重要である。
　マウスにおいて、腸上皮幹細胞特異的（Lgr5+ 
細胞）に誘導性にWntシグナルを活性化すると、
腸上皮に腫瘍が形成される。Wntシグナル活性
化と同時にKLF5を同じ幹細胞で欠損させると、
Wntシグナル活性化による腫瘍の形成は完全に
抑制された（図1）。ここから、Wntシグナル活
性化による腸上皮幹細胞からの腫瘍形成にKLF5
が必要であることを、筆者らは明らかにした。
　腸上皮において組織幹細胞が腫瘍の発生母地で
あり、Wntシグナルがヒト大腸癌の95%に変異
を認める最も重要な分子経路である。これらを踏
まえ、筆者の得た結果は、KLF5が腸腫瘍の形成
に必須の因子であることを示す１）。
　 ま た、 ヒ ト 大 腸 癌 で、KLF5の 発 現 増 加、
KLF5を含む遺伝子座の増幅が認められる。これ
らから、KLF5の癌を促進する機能を選択的に抑
制することで、正常細胞を傷害せず、大腸癌細胞
のみ癌幹細胞から選択的に抑制できると考えられ
る。そこで、筆者らは、この研究結果に基づき、
進行大腸癌に対する新しい治療法の開発を進める
ことにした。

【方法】
　我々は、Wntシグナルによる転写を抑制する
化合物をLuciferase assayで、化合物ライブラリ
ーからスクリーニングし候補薬を探索した。しか

し、それらの中に癌を選択的に抑制する化合物を
見出すことができなかった。
　KLF5を含む多くの癌促進重要因子は、立体構
造が解明されない天然変性蛋白で、構造に基づく
阻害薬開発が困難である。我々はこの困難を克服
し、KLF5の蛋白間相互作用を阻害する低分子化
合物を合成した。これらの化合物の抗腫瘍効果の
評価、分子作用機構の解明を進めた。

【結果】
　我々は、KLF5の蛋白間相互作用を阻害する化
合物が、正常大腸細胞を傷害せず大腸癌細胞の
み選択的に抑制することが明らかとなった。ま
た、これら化合物が、大腸癌細胞にネクローシス
を誘導することを解明した。さらに、我々は、化
合物の化学構造と、化合物の癌抑制能の間に、構
造活性相関を見出した。また、KLF5の蛋白間相
互作用を阻害する化合物が、KLF5やTCF4等の
転写を抑制しないが、KLF5やTCF4等の蛋白の
drug induced proteolysisを促進することで作用
することを明らかにした。

【考察】
　現在腫瘍抑制能の最も高い化合物を大量合成中
であり、今後in vivo での薬効評価、結合蛋白な
ど分子機構解明と、それに基づく化合物の改良を
進める予定である。本化合物は蛋白間相互作用阻
害により、正常細胞の機能は抑制せず、癌細胞の
機能のみ選択的に抑制する。この方法により、正
常細胞を抑制せず癌細胞のみ選択的に抑制する、
副作用が少なく癌のみ選択的に抑制する新しい抗
癌薬の開発が期待される。

【文献】
1. Nakaya T, Ogawa S, Manabe I, Tanaka M, 

Sanada M, Sato T, Taketo MM, Nakao K, 
Clevers H, Fukayama M, Kuroda M, Nagai 
R: KLF5 regulates the integrity and onco-
genicity of intestinal stem cells. Cancer Re-
search 74 : 2882-2891 , 2014
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【要約】
　分子標的療法薬の登場により、化学療法に対す
る悪性腫瘍のレスポンスには腫瘍サイズの変化に
加え、造影CT上の腫瘍形態の変化の二元性があ
ることが知られるようになった。しかしその継時
的変化の特徴や臨床的意義には未知の部分が多
い。本研究では大腸癌肝転移の化学療法に対する
腫瘍のレスポンスを継時的に評価し、その臨床的
意義について検討を行った。東京大学および虎の
門病院において2008年以降に肉眼的根治切除を
受けた大腸癌肝転移症例のうち、化学療法前後な
らびに化学療法中に1回以上CT評価をされた69
例、及び米国MD Anderson Cancer Centerの症
例から同様に選択した78例を対象とし、化学療
法に対する腫瘍の振る舞いの継時的変化と病理学
的奏効、予後との関係を検討した。原発巣のリン
パ節転移、腫瘍数、分化度、術式等両群間に背景
因子の差はある程度認められたが、腫瘍径に差は
なく、サイズベース、ノンサイズベースのレスポ
ンスとも両群に差は認められなかった。腫瘍の化
学療法に関するレスポンスのkineticsを見ると、
腫瘍径30%縮小までの中央値は127 days （95% 
CI, 98- 141days） で、 最 終RECISTがPRの ケ
ースでは初回評価時の腫瘍縮小度合い（中央値 
0 .67 vs. 0 . 85 , p<0 .0001）が強く、early tumor 
shrinkageがdepth of responseを予測する指標
であるという従来の報告をサポートする結果で
あった。一方、形態学的奏効までの中央値は142 
days （95% CI, 116- 187 days）であったが、Gr 
1に至る症例では91 days （95% CI, 7- 113 days）
とレスポンスが早いことが示唆された。初回評価
時の腫瘍形態と最終評価時の腫瘍形態の関係を

見ると、初回評価時Gr 2であったものが化学療
法の継続でGr 1まで至るのは約30%、初回評価
時Gr 3の症例の74%は化学療法継続による腫瘍
形態の改善を認めなかった。これは群別の解析で
も同様の結果であり、早期の腫瘍形態が最終的な
レスポンスの予測因子となりうることが示唆され
た。予後との関係をみると、最終評価時ならびに
初回評価時ともに腫瘍形態は強い予後予測因子
であり、早期の化学療法へのレスポンス（early 
morphologic response）がその後の腫瘍のレスポ
ンスや予後の予測に役立つ可能性が示された。

【目的】
　近年、大腸癌の分野では化学療法が目覚しい発
展を遂げ、種々の分子標的療法薬の登場によって
切除不能進行癌でも生存中央値が30 ヶ月を超え
るようになってきている。しかし、分子標的療法
薬は従来の殺細胞性抗癌剤と異なり特異な分子機
構を標的とするため、従来の化学療法における奏
効度合の判定法が必ずしも適応できないことが明
らかとなってきている１）。我々のグループは大腸
癌肝転移の化学療法に対するレスポンスが、①サ
イズの変化、②内部性状の変化、の2面性を持つ
ことを以前から報告してきた２,３）。しかし、こう
した腫瘍サイズや内部性状の変化が化学療法の経
過中にどのような経時的変化を示すのか、また、
2つのレスポンスの相乗効果についてはいまだ明
らかにされていない。本研究の目的は大腸癌肝転
移の化学療法に対する腫瘍サイズおよび腫瘍形態
の変化を経時的に評価し、化学療法に対する応答
性の妥当な評価方法を確立することである。

【方法】
　東京大学および虎の門病院において2008年以
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降に肉眼的根治切除を受けた大腸癌肝転移症例
のうち、化学療法前後ならびに化学療法中に1回
以上CT評価をされた69例をtraining cohort、並
びに米国MD Anderson Cancer Centerの症例か
ら同様に選択した78例をvalidation cohortとし、
化学療法に対する腫瘍の振る舞いの継時的変化と

病理学的奏効、予後との関係を検討した。腫瘍形
態の評価はChunらの報告１）に従った。

【結果】
　 表1にtraining cohort, validation cohortの 背
景、化学療法へのレスポンスをまとめた。両群の
比較においてvalidation cohortで原発巣のリンパ
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表 1　背景因子とレスポンスの比較

　 　 Training set （n=69） Validation set （n=78） p
Age 62 （28-77） 57 （27-82） 0.123
Male 36 （52%） 41 （53%） 0.962
Primary location

Colon / Rectum 48 （70%） / 21 （30%） 58 （74%） / 20 （26%） 0.518
Primary positive nodes 22 （32%） 56 （74%） <0.001
RAS mutation 25 （48%） 18 （35%） 0.188
DFI ≤1yr 42 （61%） 60 （77%） 0.035
Chemotherapy regimen

Oxaliplatin 56 （81%） 63 （81%） 0.952
Irinotecan 25 （36%） 20 （26%） <0.001
Bevacizumab 44 （64%） 62 （79%） 0.034
anti-EGFR 15 （22%） 2 （3%） <0.001

Pre-chemo tumor size （mm） 35 （23-69） 44 （30-64） 0.366
Pre-chemo tumor number 4 （2-8） 2 （1-4） 0.002
Tumor differentiation 0 .005

well 10 （16%） 0 （0%）
moderate 46 （72%） 66 （85%）
poor 8 （12%） 12 （15%）

Preoperative CEA （ng/mL） 24.9 （7.5-85.7） 8.4 （2.7-37.9） <0.001
Portal vein embolization 4 （6%） 17 （22%） 0.008
Major hepatectomy 26 （38%） 53 （68%） <0.001
Cycles of chemotherapy 9 （6-13） 6 （5-8） <0.001
Time to initial evaluation （d） 90 （66-128） 79 （56-97） 0.013
Time to final evaluation （d） 189 （141-290） 132 （103-183） <0.001
Size ratio （vs. baseline）

Initial evaluation 0.71 （0.54-0.87） 0.70 （0.62-0.84） 0.899
Final evaluation 0.64 （0.48-0.88） 0.67 （0.49-0.81） 0.78

Morphology group
Initial evaluation
　Gr 1/Gr 2/Gr 3 8 （12%）/25 （37%）/35 （51%） 23 （29%）/21 （27%）/34 （44%） 0.057

Final evaluation
　Gr 1/Gr 2/Gr 3 18 （26%）/24 （35%）/27 （39%） 26 （33%）/15 （19%）/37 （47%） 0.165



節転移が多く、同時性転移が多く、腫瘍数が少な
く、分化度が低く、術前CEAは低い傾向を認めた。
また術前化学療法としてirinotecanや抗EGFR抗
体薬の使用頻度が少なく、門脈塞栓を伴うmajor 
hepatectomyが多かった。一方、両群において腫
瘍径に差は認めなかった。レスポンスに関しては
training cohortで化学療法のサイクル数が多く、
初回評価、最終評価までの期間が長い傾向を認め
たが、初回CT、最終CTにおける腫瘍サイズの
変化はベースラインとの比較においてそれぞれ
0.71(IQR, 0 . 54- 0 .87） vs. 0 . 70(IQR, 0 . 62- 0 .84）

（p=0.90）、0.64(0 .48- 0 .88） vs. 0 .67(0 .49- 0 .81）
（p=0 .78）と両群で差を認めなかった。腫瘍形
態の評価においても初回評価 Group （Gr)1 12% 
vs. 29%, Gr 2 37% vs. 27%, Gr 3 51% vs. 44% 

（p=0 .06), 最終評価でGr 1 26% vs. 33%, Gr 2 35 
% vs. 19%, Gr 3 39% vs. 47%(p=0 .17)と両群に
差は認められなかった。
　両群をまとめてresponseに関するkineticsを
見た場合、まず腫瘍径30%縮小までの中央値は
127 days(95% CI, 98- 141days)であり、このう
ち最終的にRECIST PRに至った症例では腫瘍径
30%縮小までの期間が94 days(95% CI, 85- 102 
days)と早いことが示された。一方、形態学的

奏効までの中央値は142 days （95% CI, 116- 187 
days）であったが、最終的にGr 1に至る症例で
は形態学的奏効までの期間中央値が91 days(95% 
CI, 7- 113 days)と早いことが分かった。これら
をさらに詳細に見ていくと、最終RECISTがPR
のケースでは初回評価時の腫瘍縮小度合い（中
央 値 0 .67 vs. 0 . 85 , p<0 .0001） が 強 く、early 
tumor shrinkageがdepth of responseを 予 測 す
る指標であるという従来の報告をサポートする
結果であった。一方、形態学的奏効に関しては、
初回評価時Gr 2であったものが化学療法の継続
でGr 1まで至るのは約30%、初回評価時Gr 3の
症例の74%は化学療法継続による腫瘍形態の改
善を認めなかった。この傾向はtraining cohort、
validation cohortいずれにおいても同様の傾向を
示し、早期の腫瘍形態変化は最終的な形態学的奏
効度合いの予測因子となりうることが示唆された

（図1）。
　予後との関係をみると、最終評価時ならびに
初回評価時ともに腫瘍形態は強い予後予測因子
であり、初回CT評価（化学療法開始後8週前後）
における早期の化学療法へのレスポンス（early 
morphologic response）はその後の腫瘍のレスポ
ンスや予後の予測に役立つ可能性が示された（図
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図 1　初回評価時の腫瘍形態と最終評価時の腫瘍形態の関係（Gr: Group）



2）。
【考察】
　本研究では、大腸癌肝転移の化学療法に対する
経時的な振る舞いを解析した。化学療法開始後8
週前後の初回評価においてレスポンスが早いもの
はサイズベース、ノンサイズベースいずれのカテ
ゴリーにおいても最終レスポンスが良い傾向が確
認された。また初回評価と最終評価における腫瘍
形態の関係を見ると、化学療法に対する形態学的
奏効が得られるか否かは概ね初回評価において予
測できることが示された。
　これまで抗EGFR抗体薬を用いた集団のデータ
ではearly tumor shrinkageが予後予測に有用で
あることが示されているが４）、サイズのレスポン
スよりも形態学的奏効が出やすいbevacizumab
を用いた集団では、early tumor shrinkageの有
用性が確認されておらず、またそれに代わるレ
スポンス評価法の候補としての形態学的奏効の
kineticsについても十分検討されてこなかった。
本検討で示されたように形態学的奏効は比較的早
期に発生し、早期のレスポンスの有無が最終的な
レスポンスの有無の予測因子となりうる可能性が
示された。これは実臨床において重要な知見であ
り、8週時点での評価がその後の化学療法へのレ
スポンスの傾向の一つの目安となり、同じレジメ
ンを継続すべきであるのか、薬剤変更を視野にい

れた治療を続けるべきであるのか、直ちに薬剤変
更を検討すべきであるのかといった臨床判断の一
助となる。
　こうしたレスポンスの違いを引き起こしている
メカニズムは未だ不明であるが、初回評価時のレ
スポンスが最終評価時のレスポンスと共に既に切
除後の予後と強い相関を示しており（図2）、特
にbevacizumabを使用した化学療法を受ける症
例においては従来のサイズベースのレスポンスに
加え、早期の形態学的奏効の有無も評価の意義が
あるものと考えられる。
　大腸癌肝転移における化学療法に対する形態学
的奏効は8週前後の早期の評価がレスポンスの予
測に重要であり、集学的治療における薬剤選択・
変更の臨床判断や切除の意義の評価において有用
な情報を提供し得る。

【文献】
1. Chun YS, Vauthey JN, Boonsirikamchai P, 
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morphologic criteria with pathologic re-
sponse and survival in patients treated with 
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JAMA 302 : 2338- 2344 , 2009

2 . Shindoh J, Loyer EM, Kopetz S, et al.: Op-
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【要約】
　胃癌患者血漿中の癌抑制型microRNA(miRNA)
の発現を解析し、バイオマーカーさらには抗がん
核酸治療への応用の可能性を持つ候補の探索を
行った。（1） NCBIデータベースを用いて網羅的
に検索し、胃癌組織で発現低下を認める癌抑制型
miRNAを5種（miR-148a, miR-101 , miR-129 , 
miR-145 and miR-206）選出した。（2） qRT-PCR
によるtest-scale解析、double cohort解析、胃癌
患者132例、健常人60例血漿を用いたvalidation
解析により、健常人血漿に比し胃癌患者で血漿濃
度が低く、最も有意な差を認めたmiR-148aを同
定した（p<0.0001 , AUC=0.81）。（3） 胃癌患者血
漿miR-148a低濃度群は、静脈浸潤、リンパ節転移、
進行した病期、腹膜播種再発に有意に関連し、さ
らに独立した予後不良因子となった（p = 0 .0296 ; 
hazard ratio, 4 .2 ; 95% confidence interval : 1.13-
27 .2）。（4） 胃癌細胞株を用いてmimic-miRNAに
よりmiR-148aを過剰発現させたところ、コント
ロール群と比較して細胞増殖抑制、遊走、浸潤能
抑制が認められた。また、MKN74株において、
Vimentinの発現抑制、E-cadherinへの発現誘導
を認めEMTを抑制した。（5）胃癌細胞株を用いて
樹立した腹膜播種モデルSCIDマウスに、アテロコ
ラーゲンを用いてmiR-148aを腹腔内投与したと
ころ、血漿miR-148aの血中濃度の回復を伴う腹
膜播種抑制効果が認められた。血漿中miR-148a
は、胃癌の新規のバイオマーカー、治療分子とし
て極めて有望である。

【目的】
　近年、遺伝子発現調節に関わるmiRが、体液
中でArgonaute2やHDLなどの特殊な蛋白と結
合したり、或いはエキソソームなどのvesicleに
封入されたりして極めて高い安定性を獲得して存

在することが明らかになっている。また、これら
の状態でmiRは体液中に能動的に分泌され細胞
間の情報伝達の重要なメディエーターとして働い
ていることも明らかとなっている。申請者は、こ
の点に注目し、癌の診断、治療への応用を目指し
て、血中miRを指標とした食道癌、胃癌、膵癌
等の消化器癌の次世代型のバイオマーカーの探索
を行ってきた。既に、癌の超早期診断、モニタリ
ング診断、悪性度診断、予後予測、抗がん剤感受
性予測診断に有用性な10種類以上の候補を世界
に先駆けて報告してきた１－６）。今回、これまでの
研究成果と解析手法を基盤に、胃癌の超高感度な
癌存在診断、悪性度診断を可能とする癌抑制型の
分泌型miRを網羅的に探索し、さらに癌抑制型
miRを用いた新たな癌治療法の開発を目指す。

【方法】
　申請者はLet-7aやmiR-375などの一部の癌抑
制型miRNAが、健常人と比較して癌患者血中で
著しく濃度減少し１,２,４）、特に進行したステージ
の癌や予後不良患者において、これらの癌抑制
型miRNAの血中濃度が有意に低下していること
を明らかにした５）。正常細胞から癌細胞に体液を
介して送達される分泌型の癌抑制型miRNAが癌
患者の体内で枯渇し、癌の増殖、浸潤、転移など
の癌の進展に関連するのではないかと考え、こ
れらの機序に関連する癌抑制型miRNA候補の同
定が癌の診断、進展度診断に有用と考えた。ま
た、これらの分泌型の癌抑制型miRNAを癌患者
に補充し、体液を介して癌細胞に送達すること
で、新たな癌治療法の開発が可能と考え以下の方
法で研究を進めた。（1） NCBI（National Center 
for Biotechnology Information）データベースを
用いて網羅的に検索し、胃癌組織で発現低下を認
める癌抑制型miRNA候補を選出した。候補群の
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癌抑制型miRNAを定量的RT-PCRの手法を用い
てtest scale studyを行い有意に癌患者血中で濃
度低下しているmiRNA候補への絞り込みを行っ
た。（2） （1）にて選出された候補miRNAにおいて、
当施設及び共同研究施設からの臨床検体を用いた
validation cohort studyを行い、当該miRNAが
血中で健常人と比較し癌患者で有意に発現が低下
していることを多数症例で確認した。さらに、癌
患者における血中濃度と癌の悪性度、予後との相
関を評価した。（3） in vitro解析として、癌細胞
株を用いたmiRNA候補の増殖、遊走、浸潤抑制
効果の評価を行った。（4） in vivo解析として、胃
癌腹膜転移モデルマウスに当該miRNAを投与す
ることで血中濃度を回復し、癌抑制型miRNAの
体液を介した腫瘍への送達と抗腫瘍効果を評価し
た。

【結果】
　（1） NCBIデータベースを用いて網羅的に検
索し、胃癌組織で発現低下を認める癌抑制型
miRNAを5種(miR-148 a, miR-101 , miR-129 , 
miR-145 and miR-206)が 選 出 さ れ た。（2） 
qRT-PCRによるtest-scale解析、double cohort
解析、胃癌患者132例、健常人60例血漿を用い
たvalidation解析により、健常人血漿に比し胃癌
患者で血漿濃度が低く、最も有意な差を認めた
miR-148aを同定した（p<0 .0001 , AUC=0 .81）。

（3） 胃癌患者血漿miR-148a低濃度群は、静脈浸
潤、リンパ節転移、進行した病期、腹膜播種再
発に有意に関連し、さらに独立した予後不良因
子となった（p = 0 .0296 ; hazard ratio, 4 . 2 ; 95% 
confidence interval : 1 . 13-27 .2）。（4） 胃癌細胞
株を用いてmimic-miRNAによりmiR-148aを過
剰発現させたところ、コントロール群と比較して
細胞増殖抑制、遊走、浸潤能抑制が認められた。
また、MKN74株において、Vimentinの発現抑制、
E-cadherinへの発現誘導を認め、EMTを抑制し
た。（5） 胃癌細胞株を用いて樹立した腹膜播種モ
デルSCIDマウスに、アテロコラーゲンを用いて
miR-148aを腹腔内投与したところ、血漿miR-
148aの血中濃度の回復を伴う腹膜播種抑制効果
が認められた。

【考察】
　血中の遊離核酸（DNA、miR）、遊離癌細胞を
評価して癌の診断や治療経過をモニタングする研
究分野はLiquid biopsyとよばれ、次世代型の癌
の診断・治療法として国内外で注目されている。
遊離DNAに関しては米国で臨床応用が開始され
ている。本研究の着想は、血中の一部の癌抑制型
miRNAの濃度が高く維持されている患者の予後
が良好であるという、臨床的に極めてインパクト
の高い研究成果に基づく５）。今回、胃癌において
健常人と比べ癌を持つ患者の血中で、実際に発現
低下している癌抑制型miRNA候補群を探索し、
血中miR-148aレベルが癌の存在診断、進展度診
断のバイオマーカーとして有用であることを明ら
かにした。さらに、miR-148aを腹腔内投与し血
中濃度を高く維持することで胃癌腹膜播種に対す
る抗腫瘍効果が得られ、治療分子としても有用で
あることが明らかとなった。
　近年、Mirna社が開発するmiR-34に対する
miRNA mimic （MRX34） の肝癌治療に対する第
一層臨床試験が行われたが、重大な免疫関連副作
用により終了している。このように、miRNAは
複数のターゲット遺伝子の発現を制御するため、
miRNA mimicの投与は予期せぬ副作用を引き起
こす可能性がある。健常人において既に血液中に
豊富に存在するmiRNAを補充、回復させること
が、予期せぬ副作用を回避する最適な治療戦略と
なり得ると考えている。現在miR-148aを含め胃
癌、膵癌、食道癌、肝癌等の消化器癌でも癌治療
対象の候補となる癌抑制miRNA候補を同定して
いる。今後、臨床応用に向けて詳細な解析を行い、
本邦発のmiRNA核酸治療の結果を順次英文誌に
報告予定である。
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【要約】
　消化管の恒常性は主にLgr5陽性細胞を含む幹
細胞によって保たれており、消化管癌は消化管幹
細胞に遺伝子異常が生じることによって発生する
と考えられている１－３）。しかし、Lgr5陽性細胞
は全消化管および他臓器にも広く分布しており、
また数多くの細胞をマークし、均一な細胞集団で
もないため、分子標的薬の対象とはなりにくい。
胃癌は日本を始めアジア各国で非常に多くみられ
る疾患であるが、未だにその予後は不良であり、
その発生機序や起源細胞には未知の点が多い。本
研究では胃の幹細胞を含めた上皮細胞系を標識す
る複数の遺伝子改変マウスを用い、各細胞群が胃
癌の起源細胞となりうる可能性について検討を行
った。結果として、前庭部腺管の幹細胞帯に存在
するMist1陽性幹細胞が腸上皮化生や胃癌の起源
細胞となることを示した。また、別の癌幹細胞マ
ーカーとして知られるDclk1陽性細胞は腫瘍の起
源細胞にはならなかったが、胃癌発生・増殖を促
進する作用を有しており、その阻害によって腫瘍
発生が抑制された。Mist1陽性幹細胞や、腫瘍を
促進するDclk1陽性細胞を標的とした治療が胃癌
抑制に有効である可能性がある。

【目的】
　胃癌の起源細胞を同定する。起源細胞を標的と
した治療法について探索する。

【方法】
　複数の遺伝子改変マウスを交配し、特定の細胞
に遺伝子変異を発生させた結果、癌および前癌病
変が形成されるかを観察する。特定の細胞にCre
組み換え遺伝子を発現するマウスとしてTFF1-
Cre, TFF 2 -Cre, Mist 1 -CreERT４）, Dclk 1 -
CreERT ５）マウスを、腫瘍遺伝子の改変マウス
としてLSL-KrasG12D, Apcflox/floxマウスを、
Cre依存的に蛍光蛋白またはジフテリア毒素受容

体を発現するマウスとしてLSL-GFP, LSL-DTR
マウスを用いる。

【結果】
　まず、胃上皮に発現するTFF1遺伝子とTFF2
遺伝子に着目した。免疫染色の結果から、TFF1
は胃腺管の上部に、TFF2は下部にそれぞれ特異
的に発現が見られる（図1）。そこでTFF1-Cre
マウスとTFF2-Creマウスを作製し、腺管の上
部と下部を選択的に標識することを試みた。作
製したCreマウスを変異型KrasG12Dマウスと交
配させると、興味深いことにTFF1-Cre; LSL-
KrasG12Dマウス・TFF2-Cre; LSL-KrasG12D
マウス両者とも胃内に腸上皮化生粘膜を生じた

（図2）。このことより、TFF1発現細胞・TFF2
発現細胞ともに前癌病変である腸上皮化生の起源
となる可能性が考えられた。癌・前癌病変の起源
をより詳細に把握するため、誘導型Cre発現モデ
ルであるMist1-CreERTを用いる解析を行った。
Mist1-CreERTマウスはTFF1陽性細胞とTFF2
陽性細胞の中間に位置する胃の幹細胞に特異的に
発現しており、この細胞に変異型Kras及びApc
遺伝子の変異を導入することでそれぞれ腸上皮化
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図 1　 胃前庭部腺管の免疫染色。赤: TFF1、緑: 
TFF2、青: DAPI。



生と腸型胃癌が誘導された（図3）。このことから、
TFF1とTFF2をともに発現するMist1陽性幹細
胞が癌の起源細胞である可能性が考えられた。

　また、別の幹細胞マーカーの一つとされる
Dclk1陽性細胞５）に着目した。Dclk1陽性細胞は
胃の発癌過程で著明に増殖が認められる（図4）。
Dclk1陽性細胞が癌起源細胞となりうるかを検討
するため、Dclk1-CreERTマウスとKrasG12D、
Apcflox/floxマウスを交配させタモキシフェンを
投与したが、腸上皮化生や胃腫瘍の発生は認めら
れなかった。一方、Dclk1陽性細胞のアブレーシ
ョンを、Dclk1-CreERT; LSL-DTRマウスを用
いて行った。化学発癌モデルであるN-Nitroso-
Methylurea（MNU）モデルにおいて、Dclk1細
胞のアブレーションはマウス胃腫瘍を抑制した

（図5）。現在、新規マウスを用いてDclk1細胞の
アブレーションをMist1-CreERT; Apcfloxマウ
スで行い、その影響を解析中である。

【考察】
　胃癌はMist1陽性胃上皮幹細胞から発生すると
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図 3　 Mist1-CreERT; LSL-KrasG12Dマウス（左）とMist1-CreERT; Apcflox/
floxマウスのH&E染色。ともにタモキシフェン投与2カ月後。

図 2　 TFF1-Cre; LSL-KrasG12Dマウス（左）とTFF2-Cre; LSL-KrasG12D
マウスのH&E染色。

図 4　マウス胃腫瘍のDclk1染色。

TFF1-Kras

Mist1-Kras Mist1-Apcflox

TFF2-Kras



考えられ、Dclk1陽性細胞はその増殖・進展を促
進している可能性があり、これらは治療標的とな
りうると考えられる。成果の一部はCancer Cell ６）

に掲載された。
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図 5　 Dclk1-CreERT; LSL-DTRマウスを用いてDT依存的Dclk1アブレーションを行い、
マウスMNU胃腫瘍モデルの腫瘍発生を比較した。左: コントロールとアブレーショ
ン群の胃腫瘍の写真。右: 各群の腫瘍サイズ（cm2）の定量。p < 0 .05。



【要約】
　胆管上皮特異的にKras、TGFβR2、E-cadherin
の遺伝子改変を誘導することによって、胆管上皮
障害を基盤とした新規の肝外胆管癌マウスモデル
を樹立した。加えて肝外胆管からオルガノイドを
培養し、レンチウイルスを用いて遺伝子改変を惹
起することによって、in vivo同様の細胞変化誘
導および腫瘍形成能獲得にex vivoで成功した。
これらを用いた病態解析により、死細胞から放出
される炎症性サイトカインIL-33が2型自然リン
パ球を介して発癌を促進していることが明らかと
なった。さらに経時的病態解析により、胆管付属
腺が癌起源細胞の一つとなりうる可能性が示唆さ
れた。

【背景】
　胆管癌は発生部位によって肝内胆管癌と肝外胆
管癌に分類され、いずれも予後不良であるため、
新たな治療・予防法の開発が望まれる。胆管癌発
症の危険因子として、ウイルス性肝炎・原発性硬
化性胆管炎・膵胆管合流異常症などが知られ、そ
の基盤に慢性炎症の存在が示唆されているが、そ
の発症機構は不明な点が多い。また近年肝内外の
大型胆管において、胆管周囲付属腺に胆管前駆細
胞が存在し、癌起源細胞となり得るとの説が提唱
されている。しかし胆管癌、特に肝外胆管癌の適
切な動物モデルがないため、エビデンスレベルの
高い報告はない。よって本研究では新規の胆管癌
マウスモデルを樹立し、その発症機序・起源細胞
の同定を行った。

【方法と結果】
　ヒト胆管癌では高頻度にRasおよびTGFβ経
路に遺伝子変異が認められることから、タモキシ
フェン（TAM）依存的にK19陽性細胞でCreを
発現するK19-CreERT マウスと、LSL-KrasG12D マ
ウス・Tgfbr2F/F マウスを交配させ、K19陽性細

胞、すなわち胆管上皮全体でKras活性化・TGF
βR2欠損を誘導するマウス（K19-CreERT; LSL-
KrasG12D; Tgfbr2F/F）を作製した。しかし残念な
がら同マウスは肝外胆管上皮の軽度の過形成を生
じるのみで、TAM投与7週までに死亡してしま
う（おそらく肺病変による）ためそれ以上長期の
観察ができなかった。そこでさらなる胆管癌発症
促進因子が必要と考え、我々は以前肝臓において
接着因子E-cadherin（CDH1）を欠損させると
肝癌発症を著明に促進させることを見出してい
たことから１）、上記マウスにCDH1F/F マウスを
交配させたマウス（K19-CreERT; LSL-KrasG12D; 
Tgfbr2F/F; CDH1F/F）を作製した。すると驚くべ
きことにTAM投与わずか4週で肝外胆管全長に
渡り上皮下を這って進展する癌を発症した。さら
にRosa26LacZ レポーターマウスを交配させ遺伝
子改変が起きた細胞を追跡したところ、胆管内腔
上皮の遺伝子改変細胞はほとんど剥がれ落ち、胆
管付属腺に残存した遺伝子改変細胞から癌化して
いる可能性が示唆された。またマウス肝外胆管か
らex vivoでの3次元培養法（オルガノイド培養）
を確立し、Cre陰性のLSL-KrasG12D; Tgfbr2F/F; 
CDH1F/F マウスからオルガノイドを作製、Cre発
現レンチウイルスで遺伝子変異を導入して免疫不
全マウスの皮下に移植した結果、in vivo同様の
腺癌を形成することも見出した。そこで3つの遺
伝子改変によって胆管上皮で起きている変化を網
羅的に解析するためcDNAマイクロアレイを行
ったところ、炎症性サイトカインIL-33の発現が
著明に増加していた。IL-33はE-cadherin欠損
により剥がれ死んだ上皮細胞からalarminとして
放出され、2型自然リンパ球を介して胆管上皮の
再生と胆管付属腺の増殖を促す一方で、付属腺に
残存するKras・Tgfbr2変異と協調的に発癌を促
進していることがわかった（図1）。
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【考察】
　本モデルはPSCなど胆管障害からの発癌機序
解明に有力なツールであり、その病態を解析した
結果、胆管付属腺が癌起源細胞の一つとなり得る
と同時に、治療標的としてIL-33が有望である可
能性が示唆された。
　最近の研究から、胆管癌の高発癌リスクであ
る肝吸虫感染患者において、胆管上皮や血清の
IL-33が著明に上昇していることが明らかとなっ
てきている２）。本マウスモデルの結果と合わせる
と、やはりIL-33が発癌に重要な役割を担ってい
る可能性が強く示唆され、今後さらに病態解析を

進めていく予定である。
【文献】
1. Nakagawa H, et al.: Loss of liver E-cadherin 
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carcinogenesis. Proc Natl Acad Sci USA111: 
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infection. Parasitol Res 115 : 2299 - 2305 , 
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図 1　本マウスモデルに起きていると考えられる病態



【要約】
　我々は以前、マウスの正常腸管オルガノイドに
対して大腸がんで変異の頻度が高い遺伝子異常を
組み合わせて再構成した上でヌードマウス皮下へ
移植することで、腺腫あるいは腺癌類似の腫瘍を
短期間で誘導可能であることを報告している。胆
道系悪性腫瘍は予後不良でありながら、従来の手
法による疾患モデルの作成が進んでいないことか
ら、同様の手法を用いて発がんモデルの確立を試
みた。その結果、肝内胆管と胆のうはともに3次
元培養が可能であること、遺伝子異常の導入によ
り短期間で発がん過程が再現されることなどを確
認し、発がん機構の解明や治療法の開発に資する
有用な実験系が確立できたと考えられる。

【目的】
　近年のがんゲノム解析の進展により様々な腫瘍
における遺伝子異常の全貌が明らかになりつつあ
る。高頻度に変異が見られる遺伝子は当該腫瘍に
おけるがん遺伝子あるいはがん抑制遺伝子である
可能性が高いが、従来その検証は遺伝子改変マウ
スの作成を介した個体レベルの解析により行うこ
とが一般的だった。しかし、多大な労力や時間を
要することが解析を進める上で障害となってい
た。また、胆道系の悪性腫瘍は予後不良であり、
革新的な治療法の開発が喫緊の課題であるが、こ
れまでに遺伝子異常を再現した疾患モデルは肝内
胆管がんでは数件、胆のうがんに関してはわずか
に1件に留まっており、技術的なブレークスルー
が求められていた。そこで、以前我々が開発した
in vitro大腸がんモデル１）と同様のアプローチで
胆道がんモデルが確立可能か検討することを本研
究の目的とした。

【方法】
　数週齢のLSL-KrasG12Dマウスより肝臓およ
び胆のうを単離して、小腸と同様の条件１）でマ

トリゲルを用いた3次元オルガノイド培養を行っ
た。1－2週間の3次元培養により上皮からなる
オルガノイドのみを調整した後に、レンチウイル
スによりCre遺伝子を導入し２）、活性型のKras
で あ るKrasG12Dを 誘 導 し た。 ま た、p16CDKN2A, 
Trp53 , PTEN, Apcなど主要ながん抑制遺伝子に
対するshRNAを追加で導入してノックダウンし
てヌードマウス皮下へ移植した。

【結果】
　肝臓からはCK19陽性の胆管細胞のみが増殖
し、肝細胞の増殖は見られなかった。また、Cre
により肝臓・胆のうとも活性型のKras （KrasG12D）
が誘導されたが、ヌードマウス皮下では腫瘍を形
成せず、単独では腫瘍形成に不十分と考えられ
た。次に、p16CDKN2A, Trp53 , PTEN, Apcなど主
要ながん抑制遺伝子に対するshRNAを追加で導
入してノックダウンした後にヌードマウス皮下へ
移植したところ、腺癌様の組織像を呈する腫瘍が
形成された。特に、胆のうがんではGoblet細胞
への分化が顕著な組織像が見られた（図1）。こ
れらの結果から、本実験系はin vitroにおいて多
段階発がんを再現していると考えられた。また、
誘導された腫瘍では100%の細胞で組み替えによ
るKras遺伝子の活性化が確認されたことから、
Krasの活性化が発がんに必須であることも確認
された。さらに、新規の報告されている胆管がん
特異的融合遺伝子であるFGFR2-AHCYL1につ
いても、単独では腫瘍形成をみないものの、p16
のノックダウンと協調的に腫瘍形成が誘導可能で
あることを確認した。

【考察】
　本実験系の確立は遺伝子改変マウスの作成を経
ずに細胞レベルでも迅速に疾患モデルを作成する
ことに道を開くものであり、発がん機構の解明や
新規診断・治療法の開発に有用な手法となること
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が強く示唆された。
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図 1　Kras活性化とp16ノックダウンで作成された胆のう細胞由来皮下腫瘍



【要約】
　ダクラタスビル/アスナプレビル不成功例で
は治療前にNS3耐性又はNS5A耐性が存在して
いた。特に、シメプレビル不成功例を治療する
場合は多剤耐性ウイルスの出現に注意を要する。
Ultra-deep sequenceに基づく検討では、薬剤耐
性ウイルスが治療効果に及ぼす影響が経時的に確
認された。

【目的】
　C型肝炎治療は経口剤の直接作用型抗ウイルス
薬(DAAs)併用療法の登場により目覚ましく進
歩した。HCV genotype 1bに対する薬剤である
NS5A阻害剤のダクラタスビル(DCV)とNS3-
4Aプロテアーゼ阻害剤のアスナプレビル(ASV)
併用療法は副作用も軽く、高い治癒率が期待され
る反面、治療前のNS3領域/NS5A領域における
薬剤耐性ウイルスの有無で治療効果が異なる上
に、治癒しない場合は新規の薬剤耐性ウイルス
出現の問題が存在する１）。特に、前治療がNS3-
4Aプロテアーゼ阻害剤/リバビリン(RBV)/ペグ
インターフェロン(PEG-IFN)の三剤併用療法で
治癒しない難治例にDCV/ASV併用療法を行っ
た場合の治療成績は未だ報告されていない。今回
は、前治療歴を有する難治例を中心にDCV/ASV
併用療法の治療成績を検討する。近年、Ultra-
deep sequencerを用いた微量な薬剤耐性ウイル
スの検出と定量が可能となったが２）、この臨床的
有用性も検討した。

【方法】
　HCV genotype 1bでNS3-4Aプ ロ テ ア ー ゼ
阻害剤[テラプレビル(TVR)又はシメプレビル
(SMV)]/RBV/PEG-IFN併 用 療 法 不 成 功 後 に
DCV/ASV併用24週間治療を導入した46例を対
象に、前治療別に見た治癒率（SVR率; 治療終了

後24週経過時点までHCV RNA陰性持続率）と
不成功例におけるNS3領域/NS5A領域の薬剤耐
性変異（NS3領域の80番目、168番目や、NS5A
領域の31番目、93番目におけるアミノ酸変異）
の 経 時 的 推 移 をDirect sequenceとUltra-deep 
sequenceで評価した３,４）。Deep sequencerはIon 
PGMTMを使用し0.2%以上を有意な変異とした。
HCV Core領域の変異（aa70・aa91置換) ５）は
Direct sequenceもしくは市販の測定系で検討し
た。統計解析はChi-squared testを用いて行った。
本研究は、虎の門病院研究倫理審査委員会で承認
された研究である（研究番号1147-H・B）。

【結果】
　SVR率 は 前 治 療TVR症 例90%（28/31例 ）、
前治療SMV症例47%（7/15例）と前治療SMV
例では治癒率が有意差を持って低率であった

（p<0 .05）。前治療TVRでDCV/ASV不成功であ
った3例中2例で治療開始前からNS5A耐性が存
在し、前治療SMVでDCV/ASV不成功であった
8例中7例で治療開始前からNS3耐性が存在した。
結局、治療不成功例の82%（9/11例）で治療前
にNS3耐性又はNS5A耐性が存在することが確
認された（表1）。治療不成功例において、NS3
耐性とNS5A耐性を同時に有する（多剤耐性）
頻度は、治療前9%（1/11例）が治療後73%（8/11
例）まで有意差を持って増加していた（p<0 .05）

（表1）。Ultra-deep sequenceを用いて薬剤耐性
変異の経時的推移を評価した結果、NS3耐性（図
1）又はNS5A耐性変異（図2）が存在すること
がDCV/ASV治療抵抗性に影響することが確認
された。

【考察】
　DAAs併用療法で治癒しない症例からは薬剤耐
性変異が出現するため、治療前効果予測因子の検
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治療前Core置換 NS3耐性 NA5A耐性

症例 前治療 aa70 aa91 治療前 治療後 治療前 治療後

1 テラプレビル 変異型 野生型 – ＋ ＋ ＋

2 テラプレビル 変異型 変異型 – ＋ ＋ ＋

3 テラプレビル 野生型 野生型 – ＋ – ＋

4 シメプレビル 変異型 野生型 ＋ ＋ – –

5 シメプレビル 変異型 変異型 ＋ ＋ – ＋

6 シメプレビル 変異型 変異型 ＋ ＋ – ＋

7 シメプレビル 野生型 変異型 ＋ ＋ – –

8 シメプレビル 変異型 野生型 ＋ ＋ – ＋

9 シメプレビル 野生型 野生型 ＋ ＋ – ＋

10 シメプレビル 変異型 変異型 – ＋ – –

11 シメプレビル 変異型 変異型 ＋ ＋ ＋ ＋

不成功例では治療前にNS3耐性・NS5A耐性が存在する。

表 1　 ダクラタスビル/アスナプレビル併用療法を導入して不成功であった11例における前治療歴
別薬剤耐性の推移（Direct sequencing）

74歳・女性・シメプレビル併用無効・慢性肝炎・Core aa70 Mutant
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図 1　 シメプレビル無効後にダクラタスビル/アスナプレビル併用療法を導入した1例
（NS3 aa80耐性・aa168耐性が影響した症例）（Ultra-deep sequencing）



討は耐性変異予測の為にも重要である。今回の
検討から、DCV/ASV併用不成功例からはNS3
耐性とNS5A耐性を同時に有する多剤耐性ウイ
ルスが高率に出現することが確認された。特に、
SMV不成功例で確認されるNS3耐性はASVに
も同様に耐性を示すため６）、SMV不成功例では
DCV/ASV併用の治療効果が低く、多剤耐性ウイ
ルスの出現に繋がり易い。結局、NS3-4Aプロ
テアーゼ阻害剤/RBV/PEG-IFN不成功例に対す
るDCV/ASV併用は治療前にNS3耐性とNS5A
耐性変異が無いことを確認して治療を開始する必
要がある。
　治療不成功時に出現したNS5A耐性変異は治
療終了後も持続することが報告されている７）。
Deep sequencerにより微量な薬剤耐性変異と耐
性ウイルス量の推移を検討することが次なる追加
治療を行うタイミングを決定する上でも重要であ
る。この様な、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、SMV不成功で出現したNS3耐性と
NS5A耐性がDCV/ASVの治療効果に影響した
ことがUltra-deep sequenceに基づき経時的に確
認された。
　DAAs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。
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図 2　 シメプレビル無効後にダクラタスビル/アスナプレビル併用療法を導入した1例
（NS5A aa31耐性が影響した症例）（Ultra-deep sequencing）
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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（NA）が使用されている。このうちエ
ンテカビル（ETV）は過去に核酸アナログ製剤
を使用していないnaïve例に対しては抗ウイルス
効果が高く耐性ウイルスの出現は稀である。し
かし長期のETV使用によってもHBs抗原の陰
性化例は少数である。最近B型慢性肝疾患の自
然経過例や治療例でHBs抗原の陰性化と生体側
遺 伝 子HLA-DPA1 , HLA-DPB1 の 遺 伝 子 多
型（SNPs）が関係しているという報告がなされ
ている。ETVの長期的な治療効果とHBs抗原陰
性化に遺伝子多型（SNPs）が関係するかどうか
を検討した。当院にてETV治療を施行している
1277例（naïve例985例、他のNAからの切り替
え例292例）を対象とした。成績は、（1）naïve
例の成績; HBV DNAの陰性化率はTaqMan法

（<2 .1 Log copies/mL）で、1年目、3年目、5年
目、7年目それぞれ82%、91%、97%、97%であ
った。（2） ETV投与中のHBs抗原の減少量は5
年でnaïve例-0 .58（LogIU/mL）、NA切り替え
例-0 .54であった。Kaplan-Meier法でのHBs抗
原の陰性化率はいずれも5年3%であった。HBs
抗原陰性化に寄与する因子を多変量解析すると
naïve例でgenotype Aと開始時HBs抗原量（<500 
IU/mL）、NA切 り 替 え 例 でHBs抗 原 量（<500 
IU/mL）であった。（3）遺伝子解析を施行した
639例（全体）でHBs抗原の陰性化例と非陰性化
例についてHLA-DPA1（rs3077）、HLA-DPB1

（rs 9277535）を検討した（Kaplan-Meier 法）。
HLA-DPB1（rs9277535）のgenotype AA/AG 
症例では、genotype GG症例よりもHBs抗原の
陰 性 化 が 得 ら れ た（p=0 .037）。 さ ら にHLA-
DPのHLA-DPA1 , HLA-DPB1の 合 計A alelle
数2以上で有意にHBs抗原陰性化率が高かった 

（p=0 .010）。
　結論として、ETV治療の抗ウイルス効果は
非常に高いが、HBs抗原の陰性化率は低い。ま
たHBs抗原陰性化にはウイルス側因子とともに
HLAなどの生体側因子が関係している。

【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（NA）が使用されている。このうちエン
テカビル（ETV）は過去に核酸アナログ製剤を
使用していないnaïve例に対しては抗ウイルス効
果が高く耐性ウイルスの出現は稀である。しか
し長期のETV使用によってもHBe抗原の陰性化
率は約40%であるとともに、HBs抗原の陰性化
例は少数である。最近B型慢性肝疾患の自然経過
例や治療例でHBs抗原の陰性化と生体側遺伝子
HLA-DPA1 , HLA-DPB1 の遺伝子多型（SNPs）
が関係しているという報告がなされている１,２）。
ETVの長期的な治療効果とHBs抗原陰性化に遺
伝子多型（SNPs）が関係するかどうかを検討した。

【方法】
　対象; 当院にてETV治療を施行している1277
例を対象とした。この内訳はnaïve例985例、他
のNAからの切り替え例292例である。ETVの長
期治療成績; HBV DNAの陰性化率、HBs抗原の
陰性化率、耐性出現率を検討した。
　生体側遺伝子SNPsの解析; キャリア化やHBs
抗原の陰性化に関係するHLA-DPA1（rs3077）、
HLA-DPB1（rs9277535）について検討した１,２）。
　方法は、TaqMan assayまたはInvader assay
を用いて検討した１,２）。

【成績】
　（1）naïve例の成績; HBV DNAの陰性化率は
TaqMan法（<2.1 Log copies/mL） で、1年 目、
3年目、5年目、7年目それぞれ82%、91%、97%、
97%であった。投与中のviral breakthrough出現
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は10例 でKaplan-Meier法 で5年1%、7年1.7%
であった。（2） ETV投与中のHBs抗原の減少量
は5年でnaïve例-0 .58（LogIU/mL）、NA切り替
え例-0 .54であった。HBs抗原の陰性化は、naïve
例で19例（1.9%）、NA切り替え例12例（4.1%）
で あ り、Kaplan-Meier法 で のHBs抗 原 の 陰 性

化率はいずれも5年3%であった。HBs抗原陰性
化に寄与する因子を多変量解析するとnaïve例
でgenotype Aと 開 始 時HBs抗 原 量（<500 IU/
mL）、NA切り替え例でHBs抗原量（<500 IU/
mL）であった。（3）遺伝子解析を施行した639
例（全体）でHBs抗原の陰性化例と非陰性化例
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図 1　 Cumulative rates of HBsAg seroclearance in patients with HLA-DPB1 gene alleles 
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図 2　 Cumulative rates of HBsAg seroclearance in patients with HLA-DPA1 
and HLA-DPB1 gene alleles 
entecavir naïve and switching from NA （n=639）



に つ い てHLA-DPA1（rs3077）、HLA-DPB1
（rs9277535） を 検 討 し た（Kaplan-Meier法 ）。
HLA-DPA1（rs3077） のgenotype AA/AG 症
例では、genotype GG症例よりもHBs抗原が陰性
化しやすい傾向にあった（p=0 .069）。一方HLA-
DPB1（rs9277535）のgenotype AA/AG 症例では、
genotype GG症例よりもHBs抗原の陰性化が得ら
れた （p=0 .037）。
　 さ ら にHLA-DPのHLA-DPA1 , HLA-DPB1
の合計A alelle数2以上で有意にHBs抗原陰性化
率が高かった（p=0 .010）。

【考察】
　ETV治療のHBV DNA陰性化率は非常に高く、
viral breakthrough症例も少ないため、高い抗ウ
イルス効果を認めている。しかし、HBs抗原の
陰性化例は少なく、genotype A/Bや開始時HBs
抗原量が少ない症例に限られている。このことは
ETV治療（NA治療全体にも言えることである
が）では、肝細胞内に存在するcovalently closed 
circular viral DNA （cccDNA）に対する影響は
少なく、HBs抗原産生を抑えることが難しい。
HBs抗原陰性化には、さらなる治療薬の出現や治
療法の工夫が必要である。
　一方、HLA-DPA 1（rs 3077）、HLA-DPB 1

（rs9277535）の検討では、HLA-DPB1（rs9277535）
のgenotype AA/AG 症 例 及 びHLA-DPA1 , 
HLA-DPB1の 合 計A alelle数2以 上 で 有 意 に
HBs抗原陰性化率が高かった。HLA-DP領域は、
CD4-positive helper T cellsに関係するHLAの

Class Ⅱ moleculesに類似した構造を持つため、
HBVに対して免疫学的機序から抗ウイルス作用
を果たしている可能性がある。今回の研究は、
HBs抗原陰性化例が少ないため十分な検討では
ないため、今後は症例数を増やした検討が必要で
ある。

【結論】
　ETV治療の抗ウイルス効果は非常に高いが、
HBs抗原の陰性化率は低い。HBs抗原陰性化には
ウイルス側因子とともにHLAなどの生体側因子
が関係している。

【文献】 
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【要約】
　核酸アナログ製剤はＢ型肝炎ウイルスを制御し
発癌予防に有用な治療薬として2000年に登場し
て以来広く使用され、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の向上に寄与し
てきた。インターフェロン治療と異なり経口剤で
あり原則的に長期処方が可能な薬剤であるため
治療と仕事の両立が可能である。しかしながら、
2017年には5番目となる新たな核酸アナログ製剤
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、治療の目標となるHBs抗原の陰性
化を獲得するというゴールを得る方法も明らかで
はない。このため当院でもsequential療法を導入
した症例の経過観察を行い、この症例の中から
HBs抗原消失例を経験した。今回、5年間の長期
観察を行い、治療中止に関わる要因を検討したの
で報告する。また、HBs抗原量の低下が期待され
る4種類目の核酸アナログであるテノホビル投与
症例についても市販後の症例が一定の数に達した
ので合わせて検討した。

【目的】
　Ｂ型慢性肝炎に対する治療薬として核酸アナロ
グ製剤のラミブジンが登場し15年以上経過した。
その後を追うように幾つかの薬剤が登場したこと
で核酸アナログ製剤は広く使用され、Ｂ型慢性肝
疾患患者の長期予後の改善に多大な貢献をしてき
たことは異論のないところである。その結果、本
疾患に対する治療の第一選択はIFNから核酸ア
ナログ製剤へと移行してきた。臨床の場では肝炎
鎮静化を目的に多くの患者に核酸アナログが使用
され、時によっては繰り返し治療が行われている
ものの、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は十分な効果が示されている
とは言えない。このような状況の中、長期化した
核酸アナログ製剤の中止を目指して当院でも多く
の取り組みがなされIFN sequential療法が有効で

あることを昨年度までに報告してきた。この中で
4例のHBs抗原陰性化例を経験し、これらの解析
とともにsequential療法を導入した症例の検討を
行っている。さらに今年度はテノホビルの治療効
果についても検討しHBs抗原陰性化を獲得し治
療中止に関わる因子を検討したので報告する。

【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。それぞれの症例の背景因子
を解析するとともに、その後の経過につき検討し
た。さらにこのうちHBs抗原の陰性化を獲得し
た4例の症例を中心にsequential療法治療前の背
景因子（HBs抗原量、宿主因子など）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。
また、HBs抗原陰性化をもたらす可能性が期待さ
れて新規に登場した第四の核酸アナログ製剤であ
るテノホビル投与症例についても解析を行った。

【成績】
　Sequential治療導入症例の背景を表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ラミブジン（LMV）
10例、エンテカビル（ETV）4例、投与期間は中
央値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78か月（72 〜 84）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
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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4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。本治療法による
HBV-DNAの陰性化率とALTの正常化率につい
ては特筆すべきものがあり、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年後以降
には100%安定という数字であった。一方DNA

は感度以下を維持できている症例は少ないもの
のガイドラインでは治療域とはならない2.1から
4.0の範囲内で変動している症例が多く認められ
ている。再治療となった4例の要因を解析するた
め経過中のHBcrAgの経過をみてみると、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。一方
再治療とならなかった症例はIFN終了直後は不
安定であるが1例を除きすべて3以下まで低下し
安定していた。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4例中3
例はHBcrAgが5.9が1例と6.8<が2例であった。
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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

IFN sequential
療法導入

14例

Drug free
10例

HBsAg消失
4例

6例
再燃2例

安定4例

再燃治療
4例

1.2年

2.2年

2.2年

4.75年 

drug free期間

再燃率
28%

6.4年

図 1　IFN sequential療法14症例の経過



このように本療法は効率よくdrug freeを獲得す
ることが明らかとなったが、このうちHBs抗原
陰性化を獲得した4症例の背景因子を他の症例と
比較したのが表2である。上段のNo.3 , 13 , 4 , 5が
HBs抗原を陰性化した症例であるが、既報のごと
くHLADPA1がGAは4例ともまたそれに加えて
HLADPB1もGAの症例が2例、HBs抗原の陰性
化を獲得していた。また、これまでにsequential 
療法を応用した方法でIFNと核酸アナログを繰
り返し治療することによりHBs抗原の陰性化を
獲得した症例を経験したが、最後に用いたテノホ
ビル（TDF）により持続的なHBs抗原の陰性化
が得られた。このような経験から今年度はテノホ
ビル投与症例の解析も行った。図2、表3にその
内訳と背景因子を示すが409例についての解析を
行った。Naïve症例は核酸アナログ製剤初回投与
としてテノホビルを選択した症例であり、rescue
症例は核酸アナログに対する不応症例でテノホ
ビルに切り替えまたはadd onした症例である。
Switch症例は他の核酸アナログで安定している
もののHBs抗原量のさらなる低下を目指してテ
ノホビルに切り替えた症例である。図3に示すよ
うにHBV-DNAの陰性化率は高く、いずれの群

においても1.5年で80%以上の症例がHBV-DNA
の陰性化を獲得しており今後のHBs抗原量の低
下が期待されている。これらの中には一部の症例
に急激なHBs抗原の低下が認められており、こ
のような症例の特徴をとらえ、より有効な方法で
HBs抗原の陰性化を目指すことが今後に期待さ
れる治療法であると考える。

【考察】
　2000年に登場したラミブジンは画期的な治療
薬であった。我々は、かつてラミブジン投与にお
いて経年的に肝生検を行いその組織学的改善度に
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表 2　IFN sequential療法においてHBs抗原陰性化を獲得した4症例の要因

No. 性別 年齢 genotype NA種 期間
開始時 IL28 HLADPA1 HLADPB1 最終観察時
HBsAg rs8099917 rs3077 rs9277535 ALT DNA

3 M 60 C ETV 100+16M 227 TT GA GA 17 −
13 M 53 C LMV 123M 5.45 TG GA GA 18 −
4 M 43 C LMV 76M 1910 TT GA GG 21 −
5 M 55 C LMV 100M 119 TG GA GG 19 −
6 M 41 C LMV 79M 916 TG GG GG 36 2.1
8 M 36 C LMV 66M 785 GG GG GG 24 4.4
10 M 35 C LMV 122M 6080 TG AA AA 20 5.1
11 M 44 C LMV 98M 109 TT GG GG 39 1.5> 
12 M 49 C LMV 76M 1400 TT GA GA 20 3.3
14 F 34 C ETV 20M 5740 TT GG GA 9 2.5
1 M 60 Bj LMV 55M 1370 TT GG GG 528 5.4
2 M 41 C LMV 94M 1390 TT GG GA 388 6.9
7 M 37 C ETV 31M 6110 TT GA GA 980 7.8
9 F 59 Ba ETV 38M 554 TT GG GG 114 8.9

Total 
409例 

Naïve 
73例 

Rescue  
92例 

Switch 
238例 

脱落 
6例 

図 2　テノホビル（TDF）投与症例の内訳



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。しかしながら、投与後
1年経過したあたりから耐性ウイルスが出現しそ
れに伴う肝炎の再燃、重症化で難渋したことも事
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表 3　テノホビル（TDF）投与症例の背景因子

Naïve n=73 Rescue n=92 Switch n=238
年齢 42 （17-72） 49 （25-77） 55 （23-87） 

男 ： 女 39:34 72:20 187:51
AST 52 （18-990） 26 （11-412） 22 （11-388） 
ALT 63 （11-1697） 33 （8-1354） 20 （6-725） 
Alb 4 .1 （2.8-4.7） 4.1 （3.1-39.0） 4.0 （2.5-5.1） 
Plt 18 .3 （3.5-32.8） 19.1 （2.8-38.8） 18.5 （5.7-37.9） 

HBV-DNA 7 .0 （0-9.1） 4.4 （0-9.0） 0 （0-9.0） 
HBeAg  （-） : （+） 36:34 33:59 184:53

HBsAg 3180 （0.3-125000） 1100 （3.7-44900） 675 （0-65700） 
Genotype

A：B：C：D：F：H 0 : 11 : 60 : 0 : 0 : 0 2 : 2 : 82 : 1 : 2 : 0 7 : 18 : 205 : 0 : 0 : 1 

家族歴 　母：他：無 35:5 :31 45:8 :36 105 : 20 : 105 
CH : LC 63:7 86:5 199:37
併用薬 

無：L：A：E：L+E 71 : 0 : 0 : 2 : 0 21 : 29 : 0 : 40 : 2 51 : 129 : 0 : 58 : 0 

図 3　テノホビル（TDF）投与症例における治療法別のHBV-DNAの陰性化率



実である。その後、アデホビル、エンテカビルと
登場した核酸アナログ製剤により多くの問題が解
決されたかに見えたが耐性ウイルスについてはそ
れを防止する手段はいまだない。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ラミブジ
ンではその頻度は高く投与期間が長くなるととも
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、これまでの第
一選択であるエンテカビル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、長期投与を続けざるを得ず、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。これまでに行ってきたSequential療法にお
いては宿主の遺伝子を検討することでHBs抗原
消失の確率を向上させることができるかもしれな
い方法に一歩近づいたと言える。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。また、テノホビル投与症

例の中には急激なHBs抗原低下をきたす症例が
散見され、積極的にHBs抗原陰性化に向けた取
り組みが可能であるかどうか今後のさらなる解析
を行っていくべきと考える。宿主因子を考慮した
選択と、まだ途中経過ではあるものの新規薬剤を
組み合わせることでより安全にかつより有効な治
療法が確立できるよう今後さらに検討を進めてい
くことが重要であると考える。

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

logical changes in liver biopsies after one 
year of lamivudine treatment in patients 
with chronic hepatitis B infection. Journal of 
Hepatology 30 : 743-748 , 1999

2 . Suzuki Y, Arase Y, Ikeda K, et al.: Histo-
logical improvement after a three-year 
lamivudine therapy in patients with chronic 
hepatitis B in whom YMDD mutants did 
not or did develop. Intervirology 46 : 164-
170 , 2003
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【要約】
　慢性骨髄単球性白血病（Chronic myelomono-
cytic leukemia: CMML）は骨髄異形成症候群/
骨 髄 増 殖 性 腫 瘍（myelodysplastic syndrome/
myeloproliferative neoplasm）のうち最も頻度の
高い疾患で、末梢血における単球の増殖・骨髄系
細胞の異形成・急性骨髄性白血病への転化を特徴
とする予後不良のクローン性造血器腫瘍である。
CMMLの病態を十分に反映したモデルが少ない
ため、CMMLの病態については未解明な部分が
多い。
　本研究では、CMML由来iPS細胞（CMML-iPS
細胞）を樹立し、CMML-iPS細胞を再度血液細
胞に分化誘導することで得たCD34陽性CD43
陽 性CMML-iPS細 胞 由 来 造 血 幹・ 前 駆 細 胞

（hematopoietic progenitor cells: HPCs） 用 い て
in vitro の解析を行った。同時にテラトーマ形成
を介したCMML-iPS細胞由来のCD34陽性CD45
陽性細胞を用いてin vivo の解析を行い、これら
の細胞がCMMLの病態を反映することを確認し
た。
　CMML-iPS細胞を新規病態モデルとして応用
しCMML病態の原因となる候補遺伝子の同定
をするためにマルチオミクス解析を行った。抽
出された4つの候補遺伝子のうち、SLITRK4 は
CMML患者検体において発現量が上昇しており、
白血病細胞株においてはSLITRK4 のノックダウ
ンによって増殖抑制効果を示すことを明らかにし
た。さらに、CMML-iPS細胞においてSLITRK4
のノックアウトを行ったところ、CMML-iPS細
胞由来HPCsの形成が抑制されることを明らかに

した。
　本研究では、iPS細胞化技術を用いてCMML
の新規モデルを確立し、そのモデルを応用する
ことでCMMLの病態に寄与するSLITRK4 を同
定した。SLITRK4 は病態が未解明で予後不良の
CMMLにおける治療標的となりうる可能性が示
唆された。

【目的】
　 本 研 究 で はCMML患 者 の 骨 髄 検 体 か ら
CMML-iPS細胞を樹立し病態解析のプラットフ
ォームとして利用することで、CMMLの病態解
明及び治療法の開発を目的とした。

【方法】
1 . 疾患由来iPS細胞の樹立
　導入細胞のゲノムに外来遺伝子の挿入が起こ
ら な いpCXLE-hOCT3/4-shp53-F、pCXLE-
hSK、pCXLE-hUL、pCXWB-EBNA1、episomal 
vectorを用いて遺伝子導入を行った１）。
2 .  CMML-iPS細胞由来HPCsの網羅的遺伝子発

現解析及び遺伝子メチル化解析
　サンプルにはCMML-iPS細胞、分化した造血
前駆・幹細胞（HPC）を用いた。それぞれの網
羅的遺伝子発現及び遺伝子メチル化の相関解析か
ら、正常iPS細胞由来HPCsと比較して高発現か
つ低メチル化を示した遺伝子をCMML病態候補
遺伝子として抽出した。
3 . SLITRK4 のノックダウン解析
　OCI-AML3白 血 病 細 胞 株 に お い てshort 
hairpin RNAを用いたノックダウンを行い、細胞
増殖能を評価した。
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4 .  SLITRK4 はCMMLの病態形成遺伝子及び治療
標的候補である

　OCI-AML3白血病細胞株においてshort hairpin 
RNAを用いたノックダウンを行ったところ
SLITRK4 のノックダウンによって細胞株の増
殖が抑制されることを明らかにした。さらに
SLITRK4 のCMMLの病態形成における寄与を検
証するため、CMML-iPS細胞においてCrisper/
Cas9 systemを用いてSLITRK4 のノックアウト
を行ったところ、SLITRK4 のノックアウトによ
ってCMML-iPS細胞由来HPCsの形成が抑制さ
れることを明らかにした。

【考察】
　本研究ではCMML解析を行うプラットフォー
ムとして、CMML-iPS細胞を利用することに着
目した。病態を反映するCMML-iPS細胞を用い
たマルチオミクス解析の結果、CMMLの病態形
成及び治療標的として有望なSLITRK4 を同定し
た。
　今後、SLITRK4 によるCMML病態形成の分
子機構解明、及び治療標的化につなげるため
SLITRK4 の正常造血への寄与の解明が必要と考
えられる。
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4 . SLITRK4 のノックアウト解析
　CMML-iPS細胞においてCrisper/Cas9 system
を 用 い てSLITRK4 の ノ ッ ク ア ウ ト を 行 い、
CMML-iPS細胞由来HPCsの形成能を評価した。

【結果】
1 .  慢性骨髄単球性白血病患者検体由来iPS細胞

の樹立
　CMML患 者 の 骨 髄 液 か らCD34陽 性 細 胞
を 濃 縮 し、OCT3/4 , KLF4 , SOX2 , L-MYC , 
EBNA1 , LIN28 の導入とp53のknock downを併
用することでiPS細胞を得た。このiPS細胞は元
の患者検体と同一の染色体異常（48XY, 1+, der（1; 
7）（q10 ; p10））及び遺伝子変異（EZH2 I713T, 
NRAS G13D, RUNX1 F97C）を有することを明
らかにし、以後の解析に利用した。
2 .  CMML-iPS細胞由来血液細胞はCMMLの病態

をin vitro 及びin vivo で反映する
　サイトカイン含有の半固形培地を用いたcolony 
formation capacity assayにおいてはCMML-iPS
細胞由来HPCsは正常iPS細胞由来HPCsに比べ
て、コロニー形成能、replating capacityとも高
いことを明らかにした。また、テラトーマ形成を
介した免疫不全マウスへの移植実験においても、
CMML-iPS細胞由来のCD34陽性CD45陽性細胞
は生体内で単芽球様の形態を示し、in vitro 及び
in vivo においてCMMLの病態を反映することを
示した。
3 .  マルチオミクス解析を用いたCMML病態形成

遺伝子の検索
　網羅的遺伝子発現解析及び遺伝子メチル化解
析を比較し、正常iPS細胞由来HPCsと比較して
高発現かつ低メチル化を示した4つの候補遺伝子
を抽出した。これらの4つの候補遺伝子のうち、
造血器の形成に関わることが報告されている3
つの候補遺伝子について健常人（n = 3）の骨髄
CD34陽性細胞及びCMML患者（n = 5）の骨髄
CD34陽性細胞で遺伝子発現を比較したところ、
ADAMTS4 及びSLITRK4 はCMML細胞におい
て発現量が上昇していることを明らかとした。
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【背景】
　急性骨髄性白血病（acute myeloid leukemia, 
AML）において、化学療法後の再発は生命予後
を規定する最大の因子である。再発の原因の一つ
として、化学療法後の白血病幹細胞（leukemia 
stem cell, LSC）の残存が想定されている。AML
の 場 合、LSCは 造 血 幹 細 胞 マ ー カ ー で あ る
CD34+CD38-分画に高頻度に存在する未分化な
造血幹細胞様の細胞とされている。正常な造血幹
細胞に比べて白血病幹細胞で強く発現している細
胞表面抗原としてCD123 , CD96 , CD44 , CD47 , 
CD32 , CD25 , CLL-1 , IL-1RAP, TIM-3などが
報告されており、これらLSCマーカーを標的と
した分子標的薬などの検討・開発が活発に行わ
れている。このLSCの概念を臨床応用する場合、

LSCが再発に寄与するかどうかについて検討す
ることは極めて重要なテーマである。化学療法に
おいては、CD34+CD38-分画が多い患者群で化
学療法後の再発率が高くなるという複数の報告が
ある。しかし、同種造血細胞移植における報告は
これまでない。本研究では、均一な疾患集団にお
いて、LSCを多く含むCD34+CD38-分画が同種
造血細胞移植後の再発に与える影響について検討
することを目的とした。

【方法】
　2013年8月から2016年3月の間、虎の門病院で
非寛解期の急性骨髄性白血病に対して臍帯血移植
を行った症例を対象とした。慢性骨髄単球性白血
病や骨髄増殖性腫瘍から進展した急性骨髄性白血
病症例、2回目以上の同種造血細胞移植症例、白
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表 1

Patient characteristics De novo AML
n = 22

AML with MRC
n = 36

Median age （range） 48 （21 - 66） 66 （36 - 72） 
Gender （Male : Female） 14:8 28:8
Karyotype at transplant
　　normal 6 7
　　complex 0 19
　　inv（16）, CBFb-MYH11 1 0
　　t（8;21）, AML-MTG8 5 0
　　MLL translocation 1 0
　　others 9 10
Disease status at transplant
　　untreated 8 16
　　AZA failure 4 4
　　1st relapse 12 9
　　primary induction failure 8 7
Conditioning regimen
　　MAC 22 34
　　RIC 0 2
GVHD prophylaxis
　　TAC+MMF 15 35
　　TAC alone 7 1



血病細胞に占めるCD34+細胞が10%未満の症例
は除外した。また、移植後4週間以内に死亡した
症例についても解析から除外した。移植前処置開
始前の骨髄または末梢血で、フローサイトメータ
ーを用いてCD45, CD34, CD38の発現量を解析し、

白血病細胞に占めるCD34+CD38-分画の%を算
出した。臨床情報と結合して移植後の再発率につ
いて後方視的に検討した。

【結果】
　58症 例 に つ い て 解 析 し た（ 表1）。De novo 
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Patient characteristics De novo AML
n = 22

AML with MRC
n = 36

Median % CD34+ （range） 85.7% （19.3 - 99 .1） 95.8% （14.8 - 99 .5） 
Median % CD34+CD38-（range） 12.1% （0 .3 - 85 .0） 44.1% （1 .3 - 97 .4） 



AMLが22症例、骨髄異形成症候群の
特徴をもつ急性骨髄性白血病（acute 
myeloid leukemia with myelodys-
plastic change, AML with MRC)が 
36症例だった。De novo AMLではinv
(16)やt（8; 21）の予後良好の染色体
異常を有する症例（6症例）が含まれ
ていたのに対して、AML with MRC
では予後不良の複雑染色体核型を有す
る症例（19症例）が多く含まれていた。
そこで次に、この2つの疾患について
白血病細胞に占めるCD34+CD38-分
画の割合を比較した（図1）。De novo 
AMLで は 中 央 値12.1%（0.3- 85 .0）
だったのに対して、AML with MRCで
は中央値44.1%（1.3- 97 .4）と有意に
CD34+CD38-分画の割合が多かった（p 
= 0 .0085）。したがって、今回の解析は
AML with MRC 36症例について検討
した。非寛解期のAML with MRCに
対する臍帯血移植後2年の累積再発率
は31.7%だった（図2）。年齢（66歳以
上 vs. 66歳未満）、移植前の染色体核
型（複雑核型 vs. その他）、前治療（あ
り vs. なし）、CD34+CD38-分画（44.1%
以上 vs. 44 .1%未満）について、累積
再発率の比較を単変量解析を用いて行
った。その結果、有意な危険因子は抽
出されなかったが、一般的に予後不良
因子とされる複雑核型では累積再発率
が高い傾向だった（p = 0 .0868）。この
染色体の情報にCD34+CD38-分画の割
合を組み合わせて累積再発率を検討し
たところ、複雑核型かつCD34+CD38-

分画高頻度群では、それ以外の群と比
べて有意に累積再発率が高かった（p 
= 0 .0191）（図3A, B, C）。さらに多変
量解析でも有意な危険因子として抽出
された（HR 4 .81 , 95%信頼区間 1.26-
18 .3 , p = 0 .022）（表2）。

【考察・結論】
　臍帯血移植を受けた非寛解期の
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AML with MRC 36例についてCD34+CD38-分
画が移植後の再発に及ぼす影響について検討し
た。単変量解析では、染色体複雑核型で移植後
再発率が高くなる傾向を認めた。その一方で、
CD34+CD38-分画単独では移植後再発率に影響
しなかった。しかし、 CD34+CD38-分画の頻度
を染色体情報と組み合わせることで、非寛解期

AML with MRCにおける移植後再発の危険因子
となる可能性が示された。この結果は再発率が高
い複雑核型の中でもどういった集団でより再発率
が高いのかを明らかにするために非常に有益と思
われた。今後はさらに症例数を増やして検討を継
続する。
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表 2

Univariate analysis Cumulative incidence 
of relapse p value 

Age （≧66 vs. <66years） 24.3% vs. 32 .4% 0 .893

Karyotype （complex vs. others） 49.1% vs. 12 .4% 0 .0868

Pre-treatment （treated vs. untreated） 46.7% vs. 12 .5% 0 .127

Frequency of CD34+CD38- （high vs. low） 55.6% vs. 17 .2% 0 .238

“Complex and high LSC” vs. others 66 .7% vs. 12 .8% 0 .0191

Multivariate analysis HR 95% CI p value 

“Complex and high LSC” vs. others 4 .81 1 .26 – 18 .3 0 .022



【要約】
　 さ い 帯 血 移 植（CBT） の 移 植 片 対 宿 主 病

（GVHD）予防法として、ミコフェノール酸モフ
ェチル（MMF）の有効性、特に生着前免疫反
応（PIR）の抑制に有効であることが報告されて
いるが、至適投与量は確立していない。そこで
当院でMMFを用いてさい帯血移植を行った急性
骨髄性白血病、急性リンパ性白血病患者を対象
に、体重当たりのMMF投与量が移植成績に与え
る影響について検討した。急性白血病患者83例
を対象とした。年齢中央値63歳、急性骨髄性白
血病（AML） 76例、非寛解期67例、HCT-CI>2
点44例を含んだ。体重当たりMMFは10-30mg/
kg/dayの範囲で投与されており、<25mg/kg/
day 67名（MMFlo群）、 25mg/kg/day 16名

（MMFhi群）の2群間で、生着達成率、急性・慢
性GVHDの累積発症率、累積非再発死亡率、累
積再発率、全生存率、無増悪生存率に有意な差を
認めなかった。PIRの総累積発症率はMMFlo群
で79 .2%、MMFhi群で68 .8%、重症PIRの累積
発症率はそれぞれ23 .9%、6.2%で、重症PIRの
発症率がMMFhi群で低い傾向にあったが、統計
学的な有意差は認められなかった。以上より、現
在のMMF投与量（10-30mg/kg/day）の範囲で
あれば、PIRの制御は十分であることが示唆され
た。今後MMFの血中濃度測定の前向き試験を実
施し、移植成績との関連を検討予定である。

【目的】
　CBTのGVHD予防法として、MMFの有用性
が報告されている１）。我々はMMFでCBT後特
徴的に見られるPIRを抑制し、高齢者で移植成績
が向上することを報告した２,３）。本邦では保険未
承認薬であり、当院では臨床第二相試験として使
用している。骨髄移植や末梢血幹細胞移植では至
適投与量が検討され、45mg/kg/dayと報告され

ているが４）、CBTでの至適投与量は確立してい
ない。そこで我々は、急性白血病患者に対する
CBTのGVHD予防にMMFを使用する患者を対
象に、体重当たりの投与量の臨床的アウトカムへ
の影響について検討し、至適投与量を明らかにす
ることを目的とした。

【方法】
　急性白血病（AML、急性リンパ性白血病（ALL））
に 罹 患 し、2011年1月〜2015年5月 にMMFを
含むGVHD予防法を用いて初回同種移植として
CBTを実施された患者を後方視的に解析した。
自家・同種移植歴を有する、ECOG PS 2、移植
時活動性感染症を有する例を除外した。

【結果】
1 . 患者背景
　83例が対象となった。男性54例、年齢中央
値63（範囲27- 72）歳、AML76例、ALL7例、
ECOG PS2 15例、寛解期9例、非寛解期67例、
HCT-CI 0-2 39例、 3 44例 で あ っ た。MMF
の体重当たり投与量は中央値20 .9（範囲11 .0-
43 .4）mg/kg/dayであった。
2 . MMFの体重当たり投与量群別背景（表1）
　症例をMMFの体重当たり投与量<25mg/kg/
day（MMFlo群）と 25mg/kg/day（MMFhi群）
の2群に分け、背景を比較した。群間で性別、年齢、
ECOG PS、体重、HCT-CI、診断名、疾患病期
について、有意差は無かった。
3 . MMF投与量群別の臨床的アウトカム

（1）  生 着 率: MMFlo群 で92 .5%、MMFhi群 で
100%であった（p =0 .6）。

（2）  急性GVHD : GradeⅡ-Ⅵの急性GVHDの累
積 発 症 率 はMMFlo群 で56 .7%、MMFhi群
で56 .2%で あ っ た（p =0 .8）。GradeⅢ-Ⅳ
はMMFlo群25 .5%、MMFhi群25%であった

（p =0 .89）。
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（3）  慢性GVHD : MMFlo群で41%、MMFhi群で
40 .6%であった（p =0 .88）。

（4）  全生存率・無増悪生存率：生存者の観察期間
中央値304（範囲79-1938）日で、1年全生存
率 はMMFlo群49.8%、MMFhi群42.9%で あ

った（p =0.98）（図1）。1年無増悪生存率は
MMFlo群44 .8%、MMFhi群43.8%であった

（p =0.93）（図2）。
（5）  PIR : 全PIR累 積 発 症 率 は、MMFlo群 で

79.2%、MMFhi群で68.8%であった（p =0.32）
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図 1　 MMF投与量群別全生存率: MMF<25mg/kg/day群と 25mg/kg/day群と
の間で全生存率に有意差は認めなかった。

表 1　 MMF投与量別患者背景: MMF投与量によって2群に分け、背景を比較した。（MMF, mycophenolate 
mofetil; ECOG PS, Eastern Cooperative Oncology Group performance status; HCT-CI, hematopoietic 
cell transplantation comorbidity index; AML, acute myeloid leukemia; CR, complete remission）

MMF投与量 （mg/kg/day） 
p

<25  25 
N 67 16

Male, n （%） 44 10 1.00
Age, yr, median （range） 64 （28-73） 64 （57-72） 0.06

ECOG PS, n （%） 0.42
0-1 56 12

2 11 4
Body weight, median （range）（kg） 56.4 （37.2-90.1） 56.4 （36.5-78.3） 0.76

HCT-CI, n （%） 0.36
2 32 7

>2 35 9
Diagnosis 0 .33

AML 60 16
Disease status, n （%） 1.00

CR 11 1
Non-CR 56 15



【考察】
　MMFの体重当たりの投与量に応じて、急性・
慢性GVHDの累積発症頻度、及び全生存率・無
増悪生存率に有意な差は認められなかった。移
植後超早期のPIR制御において、MMFの有用性
を報告してきたが、それ以降の経過にMMFが

（図3A）。臓器障害（SpO2<92%か胸水・心
嚢水貯留、Cr 3xbaseline、T. bil>3mg/dlか
AST/ALT>3xULN、HPS合併のいずれか一つ）
を伴う重症PIRはMMFlo群で23.9%、MMFhi
群で6.2%であった（p=0.12）（図3B）。
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図 2　 MMF投与量群別無増悪生存率: MMF<25mg/kg/day群と 25mg/kg/day
群との間で無増悪生存率に有意差は認めなかった。
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図 3　 MMF投与量群別PIR累積発症率: （A）全PIRの累積発症率。両群間に有意
差は認めなかった。（B）重症PIRの累積発症率。MMF 25mg/kg/day群
でやや少ない傾向を認めるも、統計学的に有意差は認めなかった。



与える影響は限定的と考えられた。また、PIR
の累積総発症頻度、重症PIRの累積発症頻度
は、MMFhi群でやや低い傾向にあったものの、
統計学的に有意な差は得られなかった。この解
釈としては、①現在のMMF投与量の幅（11 .0-
43 .4mg/kg/day）で、既に十分PIRをコントロ
ールできている可能性、②MMFが経口薬であ
り、bioavailabilityの患者間差が大きかった可能
性、③解析対象患者数が少なく、統計学的な差と
して検出できなかった可能性が考えられる。現在
MMFの活性代謝物であるミコフェノール酸の血
中濃度測定の前向き試験が計画され、院内研究倫
理審査委員会で審査中である。
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【要約】
　目的: 糖尿病性腎症（DN）の予後予測は重要
な課題である。DNの腎病理評価法としては、近
年提唱された国際腎病理分類（RPS）のほかに、
日本腎臓学会/日本腎病理学会が新しく日本分類

（JPS）を提唱しているが、どちらが臨床的によ
り有用であるかは未だ明らかでない。今回は両分
類を比較検討し、日本分類の意義を明らかにする
ことを目的とした。
　方法: 対象は1985年から2010年までに当院の
腎生検にてDNと診断され、RPS、 JPSの双方で
評価可能であった201例。アウトカムは透析導入
またはeGFR50%低下とし、臨床因子補正後の各
病理項目のハザード比（HR）をCox回帰分析で
求めた。
　結果: JPSで新たに追加になった糸球体評価（基
底膜二重化（DB）、 メサンギウム融解（Mlysis）、 
門部糸球体増生（PVas）、 糸球体肥大）と、3→4
段階化されたメサンギウム拡大（Mes）・間質細
胞浸潤（Icell）・細動脈硝子化（Hy）が腎予後
に及ぼす意義を検討した。新規糸球体病変項目
のHRは、PVas, 1 . 66 （1 .09 , 2 . 53); Mlysis, 2 . 84

（1 . 90 , 4 . 23）; DB grade 2 , 1 . 79 （1 . 04 , 3 . 07 ), 
grade 3 , 5 . 03 （2 .37 , 10 . 68） （vs grade 0）であり、
これら3項目は独立した腎予後因子であった。一
方でMes・Icell・Hyを4段階化する意義は乏し
かった。
　結語: JPSの新規糸球体評価項目であるPVas, 
Mlysis, DBの臨床的意義が明らかとなった。一方
で糸球体肥大は予後と相関せず、Mes, Icell, Hy
の4段階化の意義は乏しいと考えられた。今後、
RPS, JPSの両分類をどのような症例で用いるべ
きかを明らかにしていきたい。

【目的】
　透析導入原疾患の第一位を占める糖尿病性腎症

（DN）は大きな医学的・社会的負担となっており、
末期腎不全への進展予防は重要な課題である。従
来は、アルブミン尿と腎機能（eGFR）の2つの
臨床所見を用いた臨床病期分類が提唱されてきた
が、近年DNの腎生検の意義が再評価され、DN
の病理所見に関する定義の統一と、予後や臨床病
態を考慮した腎生検評価の意義が世界的に求めら
れている。当院には、長期予後が明らかな200例
を超えるDN腎生検コホートがある。このコホー
トは世界的にも評価され、国際腎病理学会（RPS）
による分類（Tervaert分類）に基づいた腎予後
や病理スコアリングとして報告した１,２）。一方、
本年新たに提唱された日本腎臓学会/日本腎病理
学会（JPS）主導の分類基準による評価はこれか
らであり、どちらの病理分類が臨床的により意味
があるか、未だ明らかでない。今回の研究は両分
類の比較検討を通じて、いずれが臨床的に有用で
あるかを統計学的に明らかにすること主な目的と
した。

【方法】
　対象は1985年から2010年までに当院にて腎生
検を施行され、DNと診断された症例のうち、経
過中に腎移植を施行された症例やその他腎炎合併
例、腎障害進展例（eGFR<10ml/min/1 .73m2）
を除く201例（後ろ向き観察研究）。
　腎生検標本を国際病理学会（RPS）による
Tervaert分類３）と日本腎病理学会（JPS）による
分類４）の両者で評価した。具体的には、RPSでは、
①糸球体病変（Ⅰ, ⅡA, ⅡB, Ⅲ, Ⅳ）、②尿細管
萎縮間質線維化（IFTA） （0-3）、③間質細胞浸
潤（0-2）、④細動脈硝子化（0-2）、⑤動脈硬化

（0-2）、⑥滲出性病変（0,1）の6種類で評価し、
JPSでは①糸球体病変（びまん性病変、基底膜二
重化、滲出性病変、結節性病変、メサンギウム融解、
糸球体門部小血管増生、糸球体硬化、糸球体肥大）、

─ 76 ─

糖尿病性腎症病理分類の臨床的意義に関する検討
星野　純一、乳原　善文

（7）腎疾患



②IFTA、③間質細胞浸潤、④細動脈硝子化、⑤
動脈硬化の12項目について評価を行った。
　患者臨床情報は、腎生検時の患者背景情報（年
齢、性別、DM歴、DM type, DM網膜症など）、
臨床検査所見（血圧、 TP, Alb, Cr, UA, HbA1c, 
GA、 蛋白尿、尿潜血など）、投薬情報（RAS阻害
剤、その他降圧剤、スタチン、経口糖尿病薬、イ
ンスリンなど）を年1回経時的に臨床検査所見、
投薬情報をカルテベースで収集した。
　解析は、eGFR 50%低下、もしくは腎代替療
法導入をアウトカムとし、各病理学的因子が腎
予後に与える影響を、Cox回帰分析による諸因子
補正後のハザード比（HR）で算出した。解析は
全てStata Special Edition Version 14 （Stata Inc., 
USA）を使用した。

【結果】
（1）患者背景
　 今 回 検 討 し た201例 の 患 者 背 景 を表1に 記
す。 平 均 年 齢 は58±12歳、eGFR 43±22 ml/
min/1 .73m2、蛋白尿（中央値） 2 .39 [IQR 1 .25-
4 .81] g/gCre、平均DM歴 14±9年であった。経
過中死亡した症例は18例（9%）、eGFR50%減
少または透析導入に至った症例は128例（64%）、
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表 1　患者背景

Male 78％（157/201）
Age（y.o.） 57.9±12.3
BMI（kg/m2） 24.2±4.0
sBP（mmHg） 147±20
dBP（mmHg） 81.8±12.9
eGFR（ml/min/1 .73m2） 44.3±22.1
　60 - <90 43（21％）
　45 - <60 44（22％）
　30 - <45 48（24％）
　15 - <30 54（27％）
　<15 12（6％）
Proteinuria（g/day） 2.39[1.25-4.81]
　normo（<29） 3（1％）
　micro（30 - 299） 18（9％）
　macro（300＋） 180（90％）
Urinary RBC（％） 10％
s-Alb（g/dL） 3.1±0.7
Hb（g/dL） 12.1±2.3
HbA1c 7.59±1.86
Tchol 217±62
Retinopathy（％） 69％
DM duration（years） 14.3±8.8

death 18（9.0％）
Follow-up（year） 5.1±5.4
HD or eGFR 50％ 128（63.7％）
Follow-up（year） 4.0±4.5

メサンギウム融解・小血管瘤

メサンギウム病変
結節性病変
基底膜二重化
滲出性病変

IFTA

間質
細胞浸潤

間質
細胞浸潤

Tervaert 分類 日本分類

細動脈
硝子化

細動脈
硝子化

動脈硬化動脈硬化

糸球体

IFTA
糸球体門部小血管増生
糸球体肥大
糸球体硬化

図 1　国際分類（RPS）と日本分類（JPS）の比較



アウトカムまでの平均観察期間は4.0±4 .5年で
あった。CKDG3b以下のCKD進行例が半数以上

（57%）、顕性蛋白尿が90%を占める比較的予後
不良な患者集団であった。

（2）病理所見のまとめ
　RPS分類とJPS分類の評価基準の比較を図1に
記す。JPS分類はRPS分類に比べ、尿細管線維化
/間質細胞萎縮（IFTA）・動脈硬化・滲出性変化
の評価は同じ基準であるが、糸球体関連項目が細
分化され、基底膜二重化、メサンギウム融解、糸
球体門部小血管増生、糸球体肥大の新規項目が追

加された。またメサンギウム拡大・間質細胞浸
潤・細動脈硬化の評価が3段階から4段階に細分
化された。今回の対象集団において、基底膜二重
化・メサンギウム融解・糸球体門部小血管増生は
それぞれ72%・53%・78%に認められ、DNに比
較的高頻度に認められる病変であることが確認さ
れた。

（3）腎予後からみた新規病理評価項目の有用性
　各病理項目と諸因子補正後の腎予後との関
連性を検討した（図2）。補正因子は年齢・性・
eGFR・平均血圧・BMI・HbA1c・DM網膜症の
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（Hazard ratio） p-value（Hazard ratio）

アウトカム：透析導入またはeGFR50%低下
補正因子： 年齢・性別・eGFR・平均血圧・BMI・HbA1c・DM 網膜症・ 

アルブミン尿（3段階）・尿潜血

図 2　各病理因子と腎予後の関係



有無・アルブミン尿（3段階）・尿潜血の有無を
用いた。メサンギウム拡大のgrade 0 - 4のHRは
それぞれ 1 .00（reference), 3 . 73（0 .98-14 .26),  
10 . 33 （2 .69-39 .64), 11 . 03 （2 .83-42 .97）であり、
grade 0, 1, 2を区分する意義が示唆された。一方、
grade 3をreferenceにした場合、grade 2のHRは
0.94(0 .62-1 .42）p=0 .76であり、grade2と3を
区分する（4段階化する）意義は乏しかった。ま
た基底膜二重化grade 0-3のHRはそれぞれ1.00

（reference), 1 .40 （0.91-2 .15), 1 .79 （1.04-3 .07), 
5 . 03 （2 .37-10 .68）であり、重症化とともに腎予
後が悪化する傾向を認めた。また、メサンギウ
ム融解と糸球体門部小血管増生のHRはそれぞれ
2.84 （1 .90-4 .23), 1 . 66 （1 .09-2 .53） で 共 に 有
意な腎予後因子であったのに対し、 糸球体肥大の
HRは1.18 （0 .82-1 .69）と腎予後には無関係で
あった。
　次に尿細管間質の相違項目として、間質細胞浸
潤と細動脈硝子化の4段階化の意義を検討した。
間 質 細 胞 浸 潤grade 0-3のHRは そ れ ぞ れ1.00

（reference), 5 .12 （2.28-11.48）, 6 .04 （2.43-14 .99), 
3 . 55 （1 .32-9 .53）、細動脈硝子化grade 0-3のHR
はそれぞれ1.00（reference), 1 . 77 （0 .58-5 .46), 
2 . 35 （0 .77-7 .17), 2 . 71 （0 .90-8 .13）であり、両
者を4段階化する意義は乏しいと考えられた。

【考察】
　今回、RPS分類に対するJPS分類の意義につい
て検討した。JPS分類オリジナルの糸球体観察項
目のうち、基底膜二重化・メサンギウム融解・糸
球体門部小血管増生は独立した腎予後予測因子に
なりうると考えられた。一方、糸球体肥大の有無、
メサンギウム拡大・間質細胞浸潤・細動脈硝子化
の4段階化は、腎予後との相関関係は認めず、腎
予後の点からは病理学的に細分化する意義は乏し
いと考えられた。今後は、JPS分類の病理スコア
リングシステムの確立とともに、これらの新規因
子を腎予後予測に加えた際の予後予測能の変化を
検討し、JPS分類の有用性を明らかにしていきた
い。

【参考文献】
1. Hoshino J, Mise K, Ueno T, et al.: A Patho-

logical Scoring System to Predict Renal 
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表 2　病理所見のまとめ 

Glomerular Ⅰ 11（5％）
ⅡA 40（20％）
ⅡB 49（24％）
Ⅲ 63（31％）
Ⅳ 38（19％）

IFTA 0 16（8％）
1 52（26％）
2 68（34％）
3 65（32％）

Interstitial inflammation 0 23（11％）
1 157（78％）
2 21（10％）

Arteriolar hyalinosis 0 12（6％）
　 1 18（9％）

2 171（85％）
Arteriosclerosis 0 15（8％）

1 97（51％）
2 79（41％）

Exudative lesion 1 126（63％）
Diffuse 0 6（4％）

1 21（14％）
2 50（32％）
3 77（50％）

Double 0 44（29％）
1 67（44％）
2 31（20％）
3 12（8％）

Exudative lesion＊ ←
Nodular lesion 1 77（50％）
Mesangiolysis 1 81（53％）
Polar vasculosis 1 120（78％）
Glomerulomegary 1 73（47％）
IFTA＊ ←
Interstitial inflammation 0 17（11％）
　 1 115（75％）

2 18（12％）
3 4（3％）

Arteriolar hyalinosis 0 2（1％）
1 41（26％）
2 47（30％）
3 65（42％）

Arteriosclerosis＊ ←
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【要約】
　血糖管理に代表される糖尿病管理および血圧管
理に代表される慢性腎臓病管理の進歩にも拘らず、
2型糖尿病による慢性腎不全（以下2型糖尿病性腎
症）の進行抑制には未だ成功しておらず、2型糖
尿病性腎症は依然として世界の末期腎不全（End-
stage renal diasease; 以下ESRD）の主要原因と
なっている。これには、2型糖尿病性腎症の進展
メカニズムが未だ解明されていないことが主因と
して考えられる。我々は、糖尿病性腎症の進展メ
カニズムは尿細管障害の繰り返しが（急性腎障害
の繰り返しが）、慢性腎機能障害となり腎症が進
展していくのではないかという仮説を立てた。そ
こで、腎生検にて糖尿病性腎症と診断された腎組
織を用い、近位尿細管の急性障害マーカーである
Kidney Injury Molecule-1（ 以 下、KIM-1） の 
免疫組織染色を行い、その発現と腎予後（腎代替
療法開始。主に透析導入）との関係を調べた。単
変量解析では、KIM-1発現レベルの上昇とともに
腎予後は有意に悪化した。また、年齢、性別、糖
尿病罹患歴、eGFR（推定糸球体濾過率）、尿蛋白
量（尿中アルブミン・クレアチニン比）などの各
種項目で補正した多変量解析でも、KIM-1発現レ
ベルの上昇とともに腎予後は有意に悪化した。こ
のことより、2型糖尿病性腎症において、近位尿細
管障害マーカーであるKIM-1発現は急性腎障害の
みならず慢性腎不全の進展マーカーでもある可能
性が示唆された。

【目的】
　急性腎障害時にKIM-1が近位尿細管に発現し
組織の修復を促すと報告されているが１）、慢性腎
不全でKIM-1発現がどうなっているかは明らか

になっていない。慢性腎不全の多くを占める2型
糖尿病性腎症の腎組織でKIM-1発現のレベルを
調べ、それと腎予後との関係を調べる。

【方法】
　虎の門病院本院および分院にて1985年から
2011年に2型糖尿病患者で尿検査異常あるいは
腎機能異常を呈し腎生検を施行された約300例を
後ろ向きに調査し、うち純粋な糖尿病性腎症と
確認された223例を用いた。病理専門医2名およ
び腎臓専門医2名により糖尿病性腎症分類基準

（Tarvaert’s classification) ２）を用いて、糸球体、
尿細管、血管の障害度の評価を行った。さらに、
抗KIM-1抗体を用いて尿細管KIM-1染色を施
行し、残存尿細管のうちKIM-1発現尿細管の割
合から以下の通りにKIM-1の発現度の評価を行
った。即ち、1 <25%, 2　25-50%, 3　50-75%,  
4 >75%とした。主要評価項目として、腎予後（腎
代替療法開始+eGFR 40%低下）、副次評価項目
として腎予後+死亡を用いた。臨床評価項目や検
査評価項目を補正し、Cox比例ハザードモデル、
カプランマイヤー法を用いた生存解析を行った。

【結果】
　腎予後を追跡できた83例で解析を行った。単
変量解析では、KIM-1発現レベルの上昇ととも
に腎予後は有意に悪化した。また、年齢、性別、
eGFR、尿蛋白量など各因子調整後の多変量解析
でも有意にKIM-1発現レベルの上昇は腎予後に
関係していた（1をreferenceとして、2; HR 1 .67 

（95%CI 0 . 76-3 . 64), 3 ; HR 2 . 48 （95%CI 1 . 19-
5 .18), 4 ; HR 13 .8 （95%CI 2 . 74-69 .85））（図1）。
副次主要評価項目でも同様の結果が得られた。
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【考察】
　2型糖尿病性腎症において、近位尿細管障害マ
ーカーであるKIM-1発現は急性腎障害のみなら
ず慢性腎不全の進展マーカーでもある可能性が示
唆された。

【文献】
1. Han WK, Bailly V, Abichandani R, Thad-

hani R, Bonventre JV : Kidney Injury Mol-
ecule- 1 （KIM-1): a novel biomarker for 
human renal proximal tubule injury. Kidney 

Int 62 : 237-244 , 2002
2 . Tervaert TW, Mooyaart AL, Amann K, 

Cohen AH, Cook HT, Drachenberg CB, 
Ferrario F, Fogo AB, Haas M, de Heer E, 
Joh K, Noël LH, Radhakrishnan J, Seshan 
SV, Bajema IM, Bruijn JA: Renal Pathology 
Society. Pathologic classification of diabetic 
nephropathy. J Am Soc Nephrol 21 : 556-
563 , 2010
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【要約】
　糸球体内の滲出性病変は糖尿病性腎症（DN）
に特徴的な腎病理所見の一つであり、この病変
が糸球体尿細管極部から近位尿細管直部へ及ぶ
変 化PTBMI （paratubular basement membrane 
insudation）も同様にDNに特徴的な所見と考え
られるが、PTBMIと腎予後との関連の報告はな
い。1998－2011年までに虎の門病院で腎生検を
施行され国際腎病理学会の基準によりDNと診
断された2型糖尿病患者のうち、除外基準を満
たさなかった136人が対象。皮質・髄質領域に
おけるPTBMIの進展度に従いスコア化し最終
的にそのスコアに基づきPTBMIL（paratubular 
basement membrane insudative lesions） をmild, 
moderate, severeの3群に分けて腎予後との関連
を検討した。アウトカムはベースラインからの
40% eGFRdecline又はESRDによる透析導入と
定義した。
　腎生検時の尿蛋白量やeGFRを含む臨床因子で
調整したCox回帰モデルにおいて、PTBMIL mild 
groupに 対 す るmoderate group、severe group
のHRはそれぞれ2.32（95%CI: 1 . 20-4 .51), 3 .12

（1.48-6 .58）であった。PTBMIは腎予後を推定
する上で有用かつ評価すべき腎病理所見であると
考えられた。
 【目的】
　我々はこれまで、虎の門病院における腎生検で
診断された糖尿病性腎症を、国際腎病理学会の提
唱する病理分類１）に従い分類し、その病理組織

所見と腎予後との関連について報告した２）。その
結果、糖尿病性腎症の特徴的な病理所見である糸
球体内の滲出性病変や血管内への滲出性病変（細
動脈の硝子化: Arteriolar hyalinosis）が予後と強
い関連があることが分かった。これら糸球体・血
管病変の他に、尿細管においても、尿細管基底膜
と上皮細胞内に滲出性病変が認められることが知
られている３）。また、糖尿病性腎症においては糸
球体尿細管極部における癒着が認められ、これに
引き続いて近位尿細管直部へ滲出性病変が進展す
るとともに尿細管の萎縮も認められることが報告
されている４）。
　このように尿細管病変に進展する滲出性病変
は腎予後因子としても重要な間質の線維化や尿
細管の萎縮に関連する重要な病変と推測される
が、糖尿病性腎症を有する患者での、実際のこ
の病変の広がりや、腎予後との関連についての報
告はない。そこで、今回腎生検で診断された糖尿
病性腎症を有する患者における、この尿細管基
底膜と上皮細胞の間に認められる滲出性病変を傍
尿細管基底膜滲出性病変 （PTBMIL: paratubular 
basement membrane insudative lesions）と名付
け、PTBMILと腎予後との関連について検討した。

【方法】
　1998年から2011年の間に虎の門病院におい
て、上記の病理分類に従い糖尿病性腎症と診断
された2型糖尿病患者142人のうち、腎生検時の
eGFRが10 （mL/min/1 .73m2） 未 満 で あ っ た6
例を除いた136名において検討した。皮質・髄質
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領域におけるPTBMILの進展度に従いそれぞれ
0-3の4段階（PTBMIL: 0%⇒grade 0 , 0%<か
つ<25%⇒grade 1 , 25%<かつ<50%⇒grade 2 , 
50%≤ ⇒grade 3）でスコア化し、その両者の合計
をPTBMIL score（0-6）とした。またPTBMIL 
score 0 - 2をPTBMIL group 1 （Mild group）、
score 3 or 4をPTBMIL group 2 （Moderate 
group）、score 5 or 6をPTBMIL group 3 （Severe 
group）と分類した。
　エンドポイントは腎生検時からのeGFR 40%
低下または末期腎不全による透析導入と定義し、
Cox回帰分析によってエンドポイントに対するハ
ザード比（HR）、95%信頼区間（95% CI）を求めた。
またHarrell’s C- indexを用いてCox回帰モデル
の予測能がPTBMILという因子を投入すること
でどれだけ向上するかも検討した。

【結果】
　中央値1.8年（IQR: 0 .9-3 .5年）の観察期間
中106人がアウトカムを発症した。腎生検時の平
均eGFRは43 .9 ± 22 .8 ml/min/1 .73 m2で、125
人（92%）が顕性蛋白尿を呈していた。腎生検
時の尿蛋白量やeGFRを含む臨床因子で調整した
Cox回帰モデルにおいてPTBMIL scoreは独立し
た危険因子であった（HR（per 1 score）: 1 .28 , 
95%CI: 1 . 08-1 .51）。PTBMIL groupという因子
で同様の解析を行うと、group 1（PTBMI score: 
0-2）に対するgroup 2（score: 3 or 4), group 3

（score: 5 or 6）のHRは そ れ ぞ れ2.32（95%CI: 
1 . 20-4 .51), 3 .12（1.48-6 .58）であった。また、
腎生検時の尿蛋白量やeGFRを含むCox回帰モデ
ルにPTBMIL groupを投入することで、Harrell’s 
C-indexは0.02（95%CI: 0 . 00-0 .04）上昇した。

【考察】
　PTBMILは有用な腎予後因子で評価すべき病
変と考えられた。本コホートはadvanced stage
の糖尿病性腎症を有する患者が多い背景であった
が、より早期の段階でのこの病変の意義について
も検討すべきであると考える。

【文献】
1. Tervaert TW, Mooyaart AL, Amann K, 

Cohen AH, Cook HT, Drachenberg CB, Fer-
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Hiramatsu R, Hasegawa E, Yamanouchi 
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Ohashi K, Hara S, Takaichi K: Renal prog-
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Dial Transplant 29 : 109-118 , 2014

3 . Stout LC, Kumar S, Whorton EB: Insudative 
lesions-their pathogenesis and association 
with glomerular obsolescence in diabetes: a 
dynamic hypothesis based on single views 
of advancing human diabetic nephropathy. 
Hum Pathol 25 : 1213-1227 , 1994

4 . Najafian B, Kim Y, Crosson JT, Mauer M: 
Atubular glomeruli and glomerulotubular 
junction abnormalities in diabetic nephropa-
thy. J Am Soc Nephrol 14 : 908-917 , 2003
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【要約】
　本研究では、概日リズム睡眠障害の新規実験系
の開発に成功し、 家族性概日リズム睡眠障害の体
内時計の周期変化を世界で初めて試験管内でモデ
ル化することに成功した。 本実験系は汎用性が
あり、 老年疾患進展における概日リズム障害の機
序の解明へ向けた応用が期待される。

【目的】
　われわれは夜になると眠くなり、朝自然に目が
覚めるように、さまざまな生理機能には日内変動
が存在する。これは内因性の体内時計（概日時
計） に支配されており、概日時計の破綻はさまざ
まな老年疾患を進展させる。近年、せん妄に伴う
昼夜逆転などの概日リズム障害が社会問題となっ
てきている。概日リズム障害は、概日時計の周期
長の個人差が素因となり、加齢や夜間の光などの
要因が重なることで発症してくると考えられてい
る。たとえば、家族性睡眠相前進症候群 （FASPS: 
Familial Advanced Sleep Phase Syndrome）では、 
概日時計の周期が短くなることで極端な朝型の生
活リズムになる。FASPSは、時計遺伝子Per2 の
点突然変異によって惹起されることが示されてい
る。さまざまなグループがFASPSの試験管内モ
デル化を試みてきたが、概日時計の周期短縮を試
験管内で再現できた報告は存在しなかった。そこ
で私は、概日リズム障害の試験管内モデル化をめ
ざした。

【方法】
　先行文献でFASPSの周期変化を検出できてい
ない理由として、Per2 タンパクの特徴、すなわち、
発現量が振動していること、また1個1個の細胞
に約1000分子という低濃度で入っていること、 
この2つのことが重要ではないかと考えた。これ

らを克服するため、 私たちは次のような戦略を取
った。まずPer2 の無いES細胞を用意する。そし
て、全身での発現が担保されているゲノム領域
Rosa26 にWild typeも し く はFASPSのPer2 遺
伝子とLuciferase 遺伝子をゲノム編集により1コ
ピーだけ正確にノックインする。ES細胞は時計
を持っていないが、 分化誘導することで、 概日振
動が出現することが知られているため、 培養細胞
レベルでFASPSの周期短縮を検出できると考え
られる。開発が必要となる要素技術としては、（1)
周期長を精密に検出できるES分化誘導系と、（2）
Rosa26 に1コピーだけ正確に導入できるような
Per2 ノックアウトレスキュー系の2つである。

【結果】
　まず、（1）周期長を精密に検出できるES分化
誘導系と、（2）Rosa26 に1コピーだけ正確に導
入できるようなPer2 ノックアウトレスキュー系
を開発した（図1）。そして、FASPSのin vitro
モデル化を試みた。最終的に、WTとFASPS
の各々 2クローンのES細胞を分化誘導すると、
FASPSでの周期短縮が確認された。また、この
概日リズム睡眠障害試験管内モデル系には汎用性
があり、さまざまな変異体の表現型を測定するこ
とができ、昼夜逆転の発症機序の一端の解明にも
寄与することができた。 

【考察】 
　本実験系は汎用性があり、ヒトiPS細胞への応
用も可能と考えられる。

【結論】
　多能性幹細胞を用いた概日リズム睡眠障害の新
規実験系を構築した。本実験系により、FASPS
変異体の周期短縮を試験管内でモデル化すること
に世界で初めて成功した。また、汎用性の高い実
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験系であると考えられ、老年疾患進展における概
日リズム障害のモデル化への発展性が示唆され
た。

【謝辞】
　本研究をご指導くださった東京大学医学部附属
病院老年病科小川純人先生、秋下雅弘先生、東京
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虎の門病院大内尉義先生、理化学研究所鵜飼英樹
先生、そして冲中記念成人病研究所をはじめ、サ
ポート下さった沢山の方々にこの場を借りて感謝
申し上げます。
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図 1　概日リズム障害の試験管内モデル系の構築



【要約】
　筋膜炎での筋病理所見において、筋周膜に接
した筋線維が萎縮する所見、つまり皮膚筋炎で
見られる‘perifascicular atrophy’に類似した
所見や筋周膜にそった筋線維にのみ筋周膜への
MHC class I発現亢進が認められることがある。
Perifascicular atrophyを有する筋炎症例と筋膜
炎では共通した病態機序が存在するか否かを調べ
ることを目的とし、本検討では筋炎症例の生検標
本の筋膜を観察した。2013年5月〜 2016年6月ま
で虎の門病院神経内科で筋疾患が疑われ筋および
筋膜生検を施行しえた症例は14例（男6例、女8
例）、患者年齢は43歳〜 80歳（平均±SD ; 66 . 6 
± 11 .7歳）であった。皮膚筋炎として典型的な
皮疹を有した症例は2例であった。臨床病理診断
は、非特異的筋炎6例、皮膚筋炎3例、封入体筋
炎2例、ミオパチー 2例、多発筋炎1例であった。
筋炎特異自己抗体は5例で陽性であり、内訳は抗
Jo-1抗体（1例）、抗ARS抗体（1例）、抗Ku抗
体（1例）、抗MDA5抗体（1例）、抗OJ抗体（1
例）であった。筋・筋膜の病理所見に関しては、
1例 でperifascicular atrophyを 認 め、 抗Jo-1抗
体陽性症例であった。3例で非壊死筋線維にリン
パ球が侵入する像を認めた。12例で筋細胞膜へ
のMHC class Iの発現亢進を認めた。C5b9の筋
内鞘小血管へのdot状沈着を認めた症例はなか
った。筋膜は11例で評価し得た（1例は筋組織
が不足、2例ではアイスアーチファクトを認め
た）。筋膜厚は149 〜 733μmに分布した（平均 
± SD ; 408 . 1±203 .7μm）。1例で筋膜への炎症
細胞浸潤を認めた。アルカリフォスファターゼ染
色で筋膜への黒色染色性を認めた症例が8例あっ
たがいずれも点状の染色性であり、有意な染色

性ではなかった。今回の検討した14例において、
perifascicular atrophyを認めた症例は1例のみで
あり、perifascicular atrophyを認めた群と認めな
い群での比較を行うのに十分な症例数は集まらな
かった。またこの症例の筋膜には炎症細胞浸潤は
認められず、筋周膜の評価を行う時に有用である
アルカリフォスファターゼ染色や、免疫染色を用
いて評価を行なったがいずれも有意な所見は得ら
れなかった。

【背景・目的】
　皮膚筋炎では‘perifascicular atrophy’と呼ば
れる筋束周囲の筋線維が層をなして限局性に萎縮
する所見を認め、古くからその背景には筋虚血
が関与していると推測されてきた。しかし近年
type1インターフェロンを介した機序などが推察
されており、筋周膜の血管を介して生理活性物質
が放出され、筋線維への変化をもたらす可能性を
指摘した報告が散見されている。
　一方、筋膜炎は、皮膚、皮下脂肪、筋膜、筋を
一塊に採取し、筋膜を中心として炎症細胞浸潤を
確認することによって診断される。筋膜炎では筋
膜の血管周囲での炎症所見が主体だが、一部筋周
膜に炎症が及び、筋周膜に接した筋線維が萎縮す
る所見、つまり皮膚筋炎で見られる‘perifascicular 
atrophy’に類似した所見や筋周膜にそった筋線
維にのみ筋周膜へのMHC class Ⅰ発現亢進が認
められることがある。
　筋炎での筋組織の病理所見については近年様々
なことが知られてきているが、筋膜に関しては詳
細に検討されていない。しかし、皮膚筋炎での筋
症状出現後2 ヶ月以内に筋MRIを撮像すると、2
ヶ月以降に撮像する場合と比較して筋よりも筋膜
主体にSTIR高信号の病変を認め、筋生検所見に
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おいても2 ヶ月以降に施行すると2 ヶ月以内に施
行したものに比較して筋組織よりも筋膜の血管周
囲優位に炎症細胞浸潤を認めやすいことが報告さ
れている１）。この結果からperifascicular atrophy
を有する症例および皮膚筋炎では筋膜の炎症が筋
の炎症に先行する可能性が指摘される。
　Perifassicular atrophyを有する筋炎の筋膜に
は筋膜炎と同様の炎症性変化がある可能性が考え
られたため、perifascicular atrophyを有する症例
の筋膜の炎症性変化を確認する目的で本検討を行
った。具体的には筋炎症例の生検標本の筋膜を顕
微鏡で観察し、perifascicular atrophyを有する症
例と有さない症例での筋膜の病理所見の特徴を比
較することを目的とした。

【方法】
1 . 対象
　2013年5月〜 2016年6月までに臨床的に筋炎お
よび筋膜炎が疑われて筋・筋膜生検を施行され、
本研究の同意が得られた20歳以上の患者
2 . 病理学的方法
　筋生検時に約7mm角の筋および横2mm縦
10mm程度の短冊状に切離した筋膜を採取し、
筋・筋膜をコルク片に乗せて、液体窒素で十分に
冷却したイソペンタン内で急速に凍結後、-80度
ディープフィリーザー内に保存した。凍結ブロ
ックよりクリオスタットにて筋組織は10μm厚、
筋膜は30μm厚に薄切し切片を作成した。スラ
イドガラス上に切片を伸展し、風乾燥後、下記
染色を行った。筋組織においてはHematoxylin-
Eosin（HE）染色、modified Gomori Trichrome
染色、NADH-Tetrazolium reductase 染色、
Alkaline phosphatase 染 色、myosin adenosine 
triphosphatase （ATP ase）染色、免疫染色（抗
MHC classⅠ, MHC classⅡ, CD4 , CD8 , CD45 , 
CD68 , C5b9抗 体（DAKO）） を 施 行 し、 筋 膜
に お い て はHematoxylin-Eosin（HE） 染 色、
Alkaline phosphatase 染色、免疫染色（抗MHC 
classⅠ, MHC classⅡ, CD4 , CD8 , CD45 , CD68 , 
C5b9抗体（DAKO））を施行した。なお、免疫
染色の二次抗体にはいずれもビオチン化抗マウ
ス抗体（ウマ）（Vector社, BA-2000）を使用し、
Diaminobenzidine（DAB）で発色後、光学顕微

鏡を用いて観察した。
　筋膜厚の最小距離と最大距離を測定し、その平
均値を‘平均筋膜厚’とした。
　Alkaline phosphatase 染色の染色性に関する
半定量的評価方法は、（-）=染色性なし、1+=一
部に点状に染色性あり、2+=線状に染色性あり、
3+=網目状に染色性あり、とした。
3 . 臨床的検討方法
　臨床経過、既往歴、合併症、血清CK値、骨格
筋筋力、呼吸機能、心機能、筋CT所見等の検査
所見、病理所見は、カルテより参照した。
4 . 各種診断基準
　筋炎の診断基準は2004年ENMC criteriaに基
づき、筋病理所見で炎症細胞の浸潤像または筋
線維の壊死・再生所見、MHC classⅠ抗原の筋細
胞膜上での発現亢進のうち1項目以上を満たす場
合に筋炎と診断した２）。筋炎と診断された症例の
うち、皮膚筋炎に典型的な皮疹（Gottron’s徴候
またはHeliotrope皮疹）を有しかつ筋組織標本で
Perifascicular atrophyの存在が確認された場合

‘確実な皮膚筋炎’、皮疹が無くかつCD8陽性単
核球がMHC classⅠを筋膜に発現した非壊死筋
線維を取り囲み侵入する像を認めた場合‘確実な
多発筋炎’、それ以外は‘非特異的筋炎’と診断
した２）。筋膜上に炎症細胞浸潤を認めた場合は筋
膜炎と診断した。

【結果】
　2013年5月〜 2016年6月まで筋疾患が疑われ筋
および筋膜生検を施行しえて、同意書の取得が可
能であった症例は14例であった（表1）。
1 . 臨床所見（表1）
　患者年齢は43歳〜 80歳（平均±SD ; 66 . 6 ± 
11 .7歳）に分布し、男性6例、女性8例であった。
皮膚筋炎として典型的な皮疹を有した症例は2例
であった。臨床病理診断は、非特異的筋炎6例、
皮膚筋炎3例、封入体筋炎2例、ミオパチー 2例、
多発筋炎1例であり、血清CK値は12 〜 2822U/l
に分布した（平均 ± SD ; 760 ± 793 U/l）。筋炎
特異自己抗体は5例で陽性であり、内訳は抗Jo-1
抗体（1例）、抗ARS抗体（1例）、抗Ku抗体（1例）、
抗MDA5抗体（1例）、抗OJ抗体（1例）であった。
臨床的に筋膜炎が疑われた症例は無かった。
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ンパ球が侵入する像を認めた。12例で筋細胞膜
へのMHC class Ⅰの発現亢進を認めた。C5b9の
筋内鞘小血管へのdot状沈着を認めた症例はなか

2 . 筋・筋膜の病理所見（表2）
　1例 でperifascicular atrophyを 認 め、 抗Jo-1
抗体陽性症例であった。3例で非壊死筋線維にリ
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表 1　症例一覧（臨床所見）

症例 年齢・性 合併疾患 筋炎自己抗体 皮疹 臨床病理診断
1 65F 肺腺癌 （-） （-） 多発筋炎
2 45M GVHD （-） （-） 非特異的筋炎、筋膜炎
3 43M （-） （-） （-） ミオパチー
4 74F （-） （-） （-） 封入体筋炎
5 77F （-） （-） （-） ミオパチー
6 73F 間質性肺炎 ARS （-） 非特異的筋炎
7 52M GVHD （-） （-） 非特異的筋炎
8 72M 間質性肺炎 MDA5 （+） 皮膚筋炎
9 68F （-） （-） （-） 非特異的筋炎
10 69F 間質性肺炎,　レイノー症状 KS （+） 皮膚筋炎
11 71F （-） （-） （-） 非特異的筋炎
12 77F （-） Jo-1 （-） 皮膚筋炎
13 80M （-） （-） （-） 封入体筋炎
14 67M 間質性肺炎 OJ （-） 非特異的筋炎

GVHD: 移植片対宿主病, ARS: アミノアシルtRNA合成酵素抗体, MDA5; melanoma differentiation-associated 
gene 5 , KS: 抗アスパラギニルtRNA合成酵素抗体 , OJ; 抗イソロイシルtRNA合成酵素抗体

表 2　筋膜病理所見

症例 PFA 筋膜厚
（μm）

筋膜への炎症 
細胞浸潤

ALP染色
（筋/筋膜）

MHC class I
（筋膜）

MHC class II
（筋膜）

1 （-） 281 （-） （+）/（+） （-） （-）
2 （-） 307 （+） （+）/（+） （-） （-）
3 （-） 733 （-） （+）/（-） （-） （-）
4 （-） 149 （-） （+）/（-） （-） （-）
5 （-） 669 （-） （+）/（+） （-） （-）
6 （-） 未施行 （-） （+++）/（+） （-） （-）
7 （-） 評価不能 評価不能 評価不能 評価不能 評価不能
8 （-） 492 （-） （+++）/（+） （-） （-）
9 （-） 404 （-） （++）/（+） （-） （-）
10 （-） 評価不能 評価不能 （+）/評価不能 評価不能 評価不能
11 （-） 評価不能 評価不能 （+）/評価不能 評価不能 評価不能
12 （+） 427 （-） （+）/（+） （+） （+）
13 （-） 171 （-） （+）/（+） 未施行 未施行
14 （-） 446 （-） 未施行/未施行 （-） （-）

PFA; perifascicular atrophy, ALP; アルカリフォスファターゼ



った。筋膜は11例で評価し得た（1例は筋組織が
不足、2例ではアイスアーチファクトを認めた）。
筋膜厚は149 〜 733μmに分布した（平均±SD ; 
408 . 1±203 .7μm）。1例で筋膜への炎症細胞浸
潤を認めた。アルカリフォスファターゼ染色で筋
膜への黒色染色性を認めた症例が8例あったがい
ずれも点状の染色性であり、有意な染色性ではな
かった。

【考察】
　本検討は、皮膚筋炎の診断的所見である、
perifascicular atrophyが認められた症例の筋膜に
は炎症性変化があるか否かを確認する目的で行っ
た。
　今回の検討した14例において、perifascicular 
atrophyを認めた症例では症例12の1例のみであ
り、perifascicular atrophyを認めた群と認めない
群での比較を行うのに十分な症例数は集まらなか
った。また症例12の筋膜に炎症細胞浸潤は認め
られ、免疫染色でも有意な所見は得られなかった。
また、筋周膜の異常を伴う免疫性筋疾患immune 
myopathy with perimysial pathology （IMPP）に
分類される疾患では、アルカリフォスファターゼ

染色で筋周膜が黒色に染色され、同所見は炎症性
機序を示す所見であるとされているが３）、有意な
変化を認めなかった。

【文献】
1. Yoshida K, Kurosaka D, Joh K, Matsushima 

S, Takahashi E, Hirai K, et al. : Fasciitis as a 
common lesion of dermatomyositis, demon-
strated early after disease onset by en bloc 
biopsy combined with magnetic resonance 
imaging. Arthritis and rheumatism 62 : 
3751-3759 , 2010

2 . Hoogendijk J, Amato A, Lecky B, Choy E, 
Lundberg I, Rose M, et al. : 119 th ENMC 
international workshop: trial design in adult 
idiopathic inflammatory myopathies, with 
the exception of inclusion body myositis, 
10-12 October 2003 , Naarden, The Nether-
lands. Neuromuscular disorders. NMD 14 : 
337-345 , 2004

3 . Pestronk A: Acquired immune and inflam-
matory myopathies: pathologic classification. 
Curr Opin Rheumatol 23 : 595-604 , 2011 
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【要約】
　脳梗塞急性期にTLR2/4シグナルを介した炎
症性サイトカインの発現を抑制できるRANKLの
部分ペプチドMHP1は、溶液の状態にて長期間
の保管が可能であり、また、HPLC/MSでの解析
ではマウス血清との混和での半減期は約30分で
あり、分解部位も明らかとなった。MHP1を脳
梗塞4時間後に静注した場合、MHP1脳梗塞部位
の脳実質に浸潤することが明らかとなり、静注な
らびに持続皮下投与では、脳梗塞の悪化が抑制で
き、また、麻痺肢での破骨細胞の活性化が抑制で
きることが明らかとなった。

【目的】
　脳梗塞急性期に脳梗塞の悪化を抑制する治療薬
として、ラジカスカベンジャーであるエダラボン
が上市しているが効果は十分ではなく、既存のシ
グナル系の制御で治療効果を得ることは困難で
ある可能性も指摘されている。このようななか
で我々は、Toll-like receptor を介した炎症性サ
イトカインの発現をRANKL（リガンド)/RANK

（受容体）シグナルが抑制し、リコンビナント
RANKL（rRANKL）が脳梗塞の治療薬となる可
能性を報告したが１）、RANKLには破骨細胞の分
化促進作用があるため、臨床への応用が困難であ
った。そこで我々は、RANKLのRANK結合部位
のうち、破骨細胞を活性化しない部位を有する部
分ペプチド（MHP1）を作成した。本ペプチドは、
ミクログリアおよびマクロファージにおけるLPS
による炎症性サイトカインの発現をRANK依存
性に抑制するが、破骨細胞分化を促進することは
なく、しかもRANKLによる破骨細胞分化を抑制
することからRANKLのpartial agonistとして作
用し、脳室投与では脳梗塞拡大抑制効果を有して
いることを見いだしていた２）。本研究では、今後

の臨床応用を目指し、MHP1の安定性と末梢投
与による脳梗塞の治療効果についての検討を行っ
た。

【方法】
　MHP1溶液の保管上の安定性について検討を
行うために、MHP1を水に1mg/mlにて溶解した
MHP1溶液を4度に6 ヵ月保管した後、本溶液を
MG6細胞（ミクログリア細胞株）にLPSと投与し、
培地中のIL-6、TNTαの発現を確認した。
　次に、体温に対する安定性の確認のために、
MHP1溶液を4%DMEMに溶解し（100µg/ml）、
37度で24時間保管した後にLPSとともにMG6
細胞を培養し、培地中のIL-6、TNFαを測定し
た。また、血中での安定性を推測するために、マ
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ウス血清とMHP1を反応させた場合の残存率と
分解産物をHPLC/MSで解析した。次に、MHP1
の脳内移行性を確認するため、FITCで標識した
MHP1を一過性中大脳動脈閉塞マウスの脳虚血4

時間後に静注し、5分後および1時間後の組織を
用いてFITCに対する免疫染色を行った。また、
脳虚血4時間後および6時間後にMHP1 300µgを
静注後、336µgを持続皮下投与し、脳梗塞48時
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図 3　脳虚血4時間後におけるFITC標識MHP1静注実験（投与5分後および1時間後）



間後に脳梗塞面積および、麻痺肢における破骨細
胞の活性化をTRAP染色にて確認した。

【結果】
　MG6細胞での検討では、半年間4度で保管し
たMHP1溶液（100µg/ml）はLPSによるIL6の

発現を十分に抑制しており、活性は維持されて
いることが明らかとなった（図1）。これに対し、
MHP1を100µg/mlの培地に希釈した状態で37度
に放置した場合、活性は約半分程度になるものの、
活性が残存していた（図2、図中MHP1*は37度
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図 4　脳虚血6時間後におけるMHP1投与による脳梗塞の治療効果
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図 5　脳梗塞後の麻痺肢橈骨におけるTRAP染色



で24時間incubation処理後のMHP1）。これらの
ことから、MHP1は溶液の状態での保管では長
期保管が可能であり、体内温度環境下での低濃度
の状態では活性は低下するものの、効果は期待で
きると考えられた。また、HPLC/MSでの検討で
は、マウス血清との反応にて半減期は約30分で
あった。次に、FITC標識MHP1を脳虚血4時間
後に投与したところ、正常側の半球ではFITCの
発現が血管内にのみ認められたが、脳梗塞半球
では、投与5分後の時点でFITCが毛細血管周囲
の脳実質に観察された（図3）。しかし、投与1時
間後の時点では脳実質にFITCは認められるもの
の投与5分後に比較するとその量は減少していた

（図3）。これらの結果からMHP1による効果を得
るためには、静注後に持続投与が必要と考えられ、
次の実験を行った。脳虚血6時間後にMHP1を静
脈内投与後、持続皮下投与を行ったところ、48
時間目において脳梗塞サイズはMHP1を投与し
たマウスにて減少しており（図4）、また、麻痺
肢橈骨におけるTRAP染色では、脳梗塞マウス
で観察された破骨細胞数の増加が、MHP1を投
与したマウスでは抑制されていることが明らかと
なった（図5）。以上の結果から、脳梗塞の新規
治療薬としてのMHP1の可能性が示された。

【考察】
　合成ペプチドは、血中では数分以内に分解さ
れるものが多いが、HPLC/MSの結果からは、
MHP1は血中でも比較的安定なペプチドである

可能性が示された。また、溶液の状態での安定
性には優れていたことは、臨床応用においては、
有利な点であると考えられた。今回の検討から
は、脳梗塞領域のみの脳実質内にMHP1が浸潤
し、MHP1を脳梗塞の悪化を抑制でき、あわせ
て麻痺肢の破骨細胞の活性化を抑制できることも
明らかとなり、MHP1が脳と骨をターゲットに
した新しい脳梗塞薬になる可能性が示唆された。
問題点として、効果発現のためには、多量のペプ
チドが必要とされているので、今後の課題として
は、HPLC/MSの結果から明らかとなった分解部
位のD-アミノ酸置換や非天然型アミノ酸への置
換、ならびにN末端、C末端の修飾による活性な
らびに安定性の改善が必要であると考えられた。

【文献】
1. Shimamura M, et al.: OPG/RANKL/RANK 

axis is a critical inflammatory signaling 
system in ischemic brain in mice. Proc Natl 
Acad Sci U S A: 8191-8196 , 2014
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【発表に関する事項】
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【要約】
　目的: 中高年男性の突然死を引き起こす腹部大
動脈瘤（AAA）は社会への影響が大きい反面、
病態については未解明な部分が多い。一方、近年
画像技術が発達したことにより新たなるツールか
らの大動脈瘤解析が可能となっている。本研究は、
AAAデータベースを利用し、疫学的な解析をす
ると共にマルチスライスCT（MDCT）を用いて、
日常臨床や今後の様々な大動脈瘤の研究分野へ応
用することを目標にする。
　方法: 大血管石灰化評価方法を確立し、大動脈
壁石灰化・血栓による瘤拡大への影響を解析する
ことで瘤拡大・破裂の予測技術を構築する本研究
の進め方として、以下の順で計画を進行させた。

（1） AAAデータベースをデータマネージャーの
協力のもと拡大する。

（2） MDCTのDICOM データを取り込み、画像
解析ソフトを用いて多角的に石灰化と血栓を
計測評価し、放射線専門医の協力のもと石灰
化評価方法を確立する。

（3） 石灰化及び血栓の評価の結果と瘤拡大速度や
患者背景との関連を統計解析する。

（4） 石灰化と瘤拡大速度の関連を数値化し、臨床
応用可能な形で瘤拡大の予測式を構築する。

　結果: 2003年から2011年までの期間、東大病院
にてAAAのために入院した687症例のうち、外
傷性、炎症性、Marfan症候群、90日以内の短期
間 follow-up症例を除外した414症例を検討した。
①　 大 血 管 石 灰 化 評 価 方 法 の 確 立: 体 積 法、

Agatston scoreを大血管の瘤部位に適応した
方法を検討したところ、体積法による石灰
化スコアは、AgatstonスコアよりAAA拡大

risk予測への精度が高く、自動計算で簡便に
測定することができた。

②　 大動脈壁石灰化・血栓による瘤拡大への影響:  
AAA拡大速度と石灰化は逆相関することが
わかった。その他に拡大速度に影響を及ぼす
因子として、initial最大横径が挙げられた。

③　 瘤拡大・破裂の予測技術を構築: 上記結
果①②を踏まえて、石灰化率単独による
AAA拡大速度へのROC曲線を描いたとこ
ろ、AUC=0 .726、 石 灰 化 率2.74%に て 感
度0.810、 特 異 度0.665で あ っ た。 そ の 他
の有意な因子であったinitial最大横径も合
せて検討するとinitial最大横径単独では、
AUC=0 . 626であり、「Combination=initial 
径/10*2(OR)-calc*4(OR)」の式でCom-
bination AUC=0 .755であった。

　結論: 腹部大動脈瘤の拡大と石灰化は逆相関し
た。体積法によるAAA石灰化スコアは、石灰化
強度も指標にいれたAgatstonスコアよりAAA
拡大risk予測への精度が高く、簡便に測定するこ
とができる。

【目的】
　中高年男性の突然死を引き起こす腹部大動脈
瘤（AAA）は社会への影響が大きい反面、病態
については未解明な部分が多い。特に非糖尿病が
AAAのriskとなることなどの報告１）では、冠動
脈硬化症とは同一でない因子があることが示唆さ
れる。
　一方、近年画像技術が発達したことにより新た
なるツールからの大動脈瘤解析が可能となって
いる。本研究は、AAAデータベースを利用し、
疫学的な解析をすると共にマルチスライスCT
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（MDCT）を用いて、日常臨床や今後の様々な大
動脈瘤の研究分野への応用することを目標にす
る。具体的研究項目は、①大血管石灰化評価方法
を確立、②大動脈壁石灰化・血栓による瘤拡大へ
の影響を解析、③瘤拡大・破裂の予測技術を構築
の3つである。

【方法】
1 . 石灰化率の計測
　2003年から2011年までの期間、東大病院に
てAAAのために入院した症例のうち、外傷
性、炎症性、Marfan症候群、90日以内の短期
間 follow-up症例を除外した症例を検討。各症
例 のMDCTのDICOMデ ー タ を ワ ー ク ス テ ー
ション内のDICOM server「ConQuest DICOM 
software 1 . 4 . 16 （The university of California, 
Mark Oskin, USA）」）に一旦転送し、外部デー
タベースソフト「Microsoft SQL Server （Oracle, 
USA）」にデータを蓄積した。医療用画像管理
システムPicture Archiving and Communication 
System（PACS）としては「K-PACS（IMAGE 
Information Systems Ltd.,イギリス）」を用いた 

（図1）。
　その後、画像解析ソフト（「ImageJ software 
1 . 45 , National Institutes of Health, Bethesda）を

用いて瘤横断面における瘤面積当たりの石灰化率
を計測し、その際、石灰化を石灰化値>130と定
義２）した。
2 . Agatstonスコア・石灰化総体積の計測
　更に石灰化評価の作業簡略化のため、大血管
におけるAgatstonスコアと石灰化総体積を計測
するためにDICOM server「Sonic DICOM2（株
式会社ジウン、日本）」を用いてワークステーシ
ョンにCT画像を転送し、PACSとしては「Sonic 
DICOM viewer（株式会社ジウン、日本）」を用
いた。大動脈瘤におけるAgatstonスコア・石灰
化総体積値・最大石灰化値・最小石灰化値・石灰
化値標準偏差は、医療画像解析ソフト「3D slicer 
4 . 4 . 0（The Brigham and Women’s Hospital, 
Inc., USA）」で計測した。
3 . 統計
　石灰化及び血栓の評価の結果と瘤拡大速度や
患者背景との関連を統計解析ソフト「IBM SPSS 
Statistics for Windows, Version 22 . 0 .（IBM 
Corp, USA）」を用いて統計解析した。
4 . 予測式作成
　石灰化と瘤拡大速度の関連を数値化し、臨床応
用可能な形で瘤拡大の予測式はロジスティック回
帰解析の結果をもとに構築した。
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【結果】
　2003年から2011年までの期間、東大病院に
てAAAのために入院した687症例のうち、外傷

性、炎症性、Marfan症候群、90日以内の短期間 
follow-up症例を除外した症例は414症例であっ
た。
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p

.778

.617

.693

.569

.641

.055

.338

.290

.401

.009

.710

.045

.833

.367

.628

.117

.326

.007

.0001

表 1　AAA急速拡大（5mm>年）の寄与因子
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①　 大動脈壁石灰化・血栓による瘤拡大への影響:  
ロジスティック回帰解析にてAAA拡大速度
と石灰化は逆相関することがわかった。そ
の他に拡大速度に影響を及ぼす因子として、
initial最大横径が挙げられた （表1）。

②　 瘤拡大・破裂の予測技術を構築: 上記結
果①②を踏まえて、石灰化率単独による
AAA拡大速度へのROC曲線を描いたとこ
ろ、AUC=0 .726、 石 灰 化 率2.74%に て 感
度0.810、 特 異 度0.665で あ っ た。 そ の 他
の有意な因子であったinitial最大横径も合
せて検討するとinitial最大横径単独では、
AUC=0 .626であり、「Combination=initial径
/10*2-calc*4」 の 式 で は、Combination 
AUC=0 .755であった （図2）。 

③　 大 血 管 石 灰 化 評 価 方 法 を 確 立: 体 積 法、
Agatston scoreを大血管の瘤部位に適応した
方法を検討したところ、体積法による石灰化
スコアは、自動計算で簡便に測定することが
でき、石灰化率と同様に有意に瘤径拡大risk

を予測した。一方、AgatstonスコアはAAA
拡大risk予測への精度が石灰化総体積より低
かった。石灰化強弱によるバラツキ（石灰化
値の標準偏差）は瘤径拡大risk増悪と無関係
であった （図3,4）。

④　 瘤 径 拡 大 速 度5mm>1年 を 予 測 す るROC
曲 線 は、 石 灰 化 総 体 積 のAUCは0.623

（p = 0 .004）であり、Agatstonスコアにお
けるAUC = 0 .604（p = 0 .016）よりマーカ
ーとしては優れていた。更に石灰化総体積の
予測式を作成すると、AUC = 0.689（p<0.001）
と有用であることが分かった （図5）。

【考察】
　冠動脈疾患における石灰化の解析はすでに多く
報告されている３－６）。一方、腹部大血管瘤の石
灰化に関しては、動物実験でマウスのAAAモデ
ルはいくつか確立されているが、臨床の場で具体
的に石灰化を計測した論文はなく、石灰化の強弱
の差が大血管壁への圧力を上げ、AAA破裂の誘
因となるのではないかといった仮説も存在してい
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る。今回AAA拡大速度と石灰率は逆相関するこ
とが判明した。欧米のコホート研究で多々報告さ
れている「非糖尿病がAAAのriskとなる」とい
った結果にも矛盾しない所見である。本研究の母
集団では糖尿病は、AAA拡大riskを減少させる
傾向（相対危険度0.52）が見られたが、統計学
的に有意ではなかった（p = 0 .056）。これは、海
外の大規模コホートと比較し、母集団が少ないた
めと考えられた。
　一方、AAA石灰化率は瘤急速拡大risk判定に
有用であるが計測に労力と時間がかかり、最短
でも一件当たり20分以上の作業が必要であった。
そのために数分で作業が終了し既に石灰化リスク
スコアとして確立しているAgatstonスコアと石
灰化総体積を大血管へ応用し、医療解析ソフトに
より簡便に計測することを試みた。Agatstonス
コアとはまず石灰化した冠動脈の血管壁をCT濃
度で重み付けし、それを容積で加算して合計を数
値化する、という方法である２）。CTで検出され
た石灰化部分のCT値が高く、その範囲が広いほ
ど、スコアは大きな数値になり、このスコアが高
いほど、心筋梗塞などの発症リスクが高いことが
明らかになっていており、人間ドックなどの検診
などでも幅広く使用されている。ただし、石灰化
部分が多い動脈硬化病変と、少ない動脈硬化病変
とを比較すると、石灰化部分が多い病変は安定し
ており、心筋梗塞を起こし難いという報告もあ
り、石灰化の強度と体積を別個にスコア化した方
がより病変の予測に役立つ可能性が示唆されてい
る。実際、2014年JAMAで発表されたアメリカ
の多施設研究では、冠動脈の石灰化があり、冠動
脈疾患のない3,398名を対象とし、平均7.6年間
の経過観察を行ったところ、冠動脈の石灰化総体
積のみをスコア化した数値は、心筋梗塞や狭心症
の独立した予測因子となり、冠動脈の石灰化値は、
一定の体積を持つ石灰化病変において、それが低
いほど心筋梗塞や狭心症を発症し易い、という逆
の傾向を示している７）。今回の研究もAAA石灰
化総体積スコアは、AgatstonスコアよりAAA急
速拡大risk予測への精度が高く、石灰化率よりは
るかに簡便に測定することができることがわかっ
た。また予測式「石灰化総体積(cc)*4-最大横

径(mm)*2<70」で瘤急速拡大riskは高くなる
ことが判明し、AAAの石灰化総体積は瘤拡大の
新たなrisk因子として日常診療で活用できる可能
性が高い。また今回の研究でAAAにおける石灰
化の強弱が瘤拡大に寄与していないことも証明さ
れた。
　AAA壁石灰化の測定方法を確立することは、
今後AAA急速拡大risk予測に有用であると思わ
れたため、今後、AAA石灰化測定手法の普及に
努めていきたい。
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【要約】
　（緒言）前立腺肥大症（BPH）の排尿障害には
α1遮断薬が第一選択薬の一つとなっているが、
過活動膀胱（OAB）による蓄尿症状が残存する
ことも多い（BPH/OAB）。その場合標準治療と
しては抗コリン剤を追加併用するが、便秘や排尿
困難などの副作用により継続が困難になるケース
がある。一方、PDE5阻害剤タダラフィルは新規
作用機序の排尿障害治療剤であり、その多彩な作
用機序から蓄尿症状の緩和も期待されている。今
回、我々はBPHにてα1遮断薬投与後も残存す
る蓄尿症状に対してタダラフィル追加投与の有効
性と安全性を検討した。
　（対象と方法）BPHにてα1遮断薬投与後も蓄
尿症状が残存している症例（前立腺体積20cc以
上かつIPSS≧8かつQOL≧2かつOABSS≧3か
つ夜間頻尿回数≧2）を対象に、タダラフィル
5mg投与群と抗コリン剤のソリフェナシン5mg
投与群とに無作為割付し、12週間投与した。投
与前、投与4週後、12週後の国際前立腺症状スコ
ア（IPSS）、夜間排尿回数（IPSS-Q7夜間頻尿）、
排尿状態QOLスコア（QOL index）、過活動膀
胱症状スコア（OABSS）、最大尿流率（Qmax）、
平均尿流率（Qave）、排尿量（VV）、残尿量（RU）
を測定し、両群で前向きに比較検討した。また、
副作用による投与中止率も同時に評価した。
　（結果）75例がタダラフィル群38例、ソリフェ
ナシン群37例に割り付けられた。投与前の患者
背景に両群で有意差はなかった。自覚症状におい
て、投与4週後あるいは12週後のIPSS（トータ
ル、排尿症状、蓄尿症状）、QOL index, OABSS、
夜間排尿回数は両群とも投与前と比較して有意

に改善していた。一方、他覚所見においては、
Qmax, VVは両群ともいずれの時点においても投
与前と比較して有意な改善はしてなかった。ただ
し、Qaveはタダラフィル群でのみ投与4週後に
有意に改善し、RUはソリフェナシン群で4週後
に有意に増加していた。両群間比較では、唯一投
与前から投与4週目のRUの変化でソリフェナシ
ン群はタダラフィル群と比較して有意に悪化して
いた。なお、副作用による投与中止はタダラフィ
ル群7例（18%）、ソリフェナシン群12例（32%）
であり、有意差はないもののソリフェナシン群で
多く、その原因は排尿困難・尿閉6例、便秘5例
であった。タダラフィル群中止の主な原因は胃部
不快感・嘔気3例、ふらつき・めまい2例であった。
両群ともに投与後の有意な血圧低下は認めず、そ
のベースからの変化量も両群間に有意差はなかっ
た。
　（結論）BPH/OABにてα1遮断薬投与後も残
存する蓄尿症状に対して、タダラフィル追加投与
は、抗コリン剤と同様に有効性が高いことが示唆
された。また安全性プロファイルが異なることか
らも、便秘症やRUが多い症例など抗コリン剤投
与ができない場合の有効な代替治療薬となる。

【緒言】
　前立腺肥大症（benign prostate hyperplasia : 
BPH）は、下部尿路症状（lower urimary tract 
symptoms: LUTS）を引き起こす代表的原因疾患
である。加齢とともに前立腺が腫大し、前立腺尿
道が機械的に閉塞するのみならず、膀胱頚部・前
立腺・尿道でのα1受容体数の増加や一酸化窒素

（NO）分泌低下による下部尿路の平滑筋緊張亢進
に基づく機能的閉塞が排尿症状を引き起こす。し
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α1遮断薬の投与後に残存する蓄尿症状に対するタダラフィル
およびソリフェナシン追加投与の無作為比較試験

浦上　慎司、岡　　優、小川　貢平、永本　将一�
安食　春輝、阪口　和滋、黒澤　和宏、岡根谷 利一

（11）泌尿器疾患



するタダラフィルの追加投与による改善効果を期
待した。しかしながら、α1遮断薬とPDE5阻害
剤タダラフィルとの併用に関しては、有効性のみ
ならず、降圧作用増強など、その安全性に関して
もエビデンスが少ない。したがって、今回我々は
BPH/OABにてα1遮断薬投与後も残存する蓄尿
症状に対してタダラフィル追加投与の有効性と安
全性を、前向きに抗コリン剤追加投与と無作為に
比較した。

【対象と方法】
　BPHにてα1遮断薬投与後も蓄尿症状が残存し
ている症例（前立腺体積20cc以上かつIPSS≧8
かつQOL≧2かつOABSS≧3かつ夜間頻尿回数
≧2）を対象に、タダラフィル5mg投与群と抗コ
リン剤のソリフェナシン5mg投与群とに封筒法
にて無作為に割付した。除外例としては、PDE5
阻害薬タダラフィルおよび抗コリン薬コハク酸
ソリフェナシンに対し過敏症の既往歴のある症
例、硝酸剤又は一酸化窒素（NO）供与剤（ニト
ログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビド
等）を投与中の症例、可溶性グアニル酸シクラー
ゼ（sGC）刺激剤（リオシグアト）を投与中の症
例、不安定狭心症のある症例、心不全（NYHA
分類Ⅲ度以上）のある症例、コントロール不良の
不整脈、低血圧（血圧<90/50mmHg）又は高血
圧（安静時血圧>170/100mmHg）のある症例、
心筋梗塞の既往歴が最近3 ヵ月以内にある症例、
脳梗塞・脳出血の既往歴が最近6 ヵ月以内にある
症例、重度の腎障害のある症例、重度の肝障害の
ある症例、尿閉を有する症例、閉塞隅角緑内障の
症例、幽門部、十二指腸又は腸管が閉塞している
症例、及び麻痺性イレウスのある症例、胃アトニ
ー又は腸アトニーのある症例、重症筋無力症の症
例、重篤な心疾患の症例、重度の肝機能障害症
例（Child-Pugh分類C）、悪性腫瘍の症例、骨盤
内手術を行った事のある症例とした。なお、各薬
剤に対する慎重投与例には臨床検査値など十分に
注意することとした。無作為割付後、タダラフィ
ル5mgとソリフェナシン5mgを12週間投与し、
投与前、4週後、12週後の国際前立腺症状スコア

（IPSS : トータル、排尿症状、蓄尿症状）、排尿状
態QOLスコア（QOL index）、過活動膀胱症状ス

かし、BPH/LUTSの多くは排尿症状のみならず、
過活動膀胱（overactive bladder : OAB）による
蓄尿症状が合併する（BPH/OAB）。このBPH/
OABに対しては尿道・前立腺部の平滑筋緊張緩
和による機能的閉塞の改善作用を有するα1遮断
薬が、第一選択薬の一つとなっているが、約3分
の1の症例には蓄尿症状が残存する１）。その場合、
前立腺肥大症診療ガイドライン2011 ２）では標準
治療として抗コリン剤を追加併用するが、口渇・
便秘などの副作用がしばしば認められ継続が困難
になるケースがある。さらには排尿困難や尿閉も
懸念される。
　そこで我々は新規排尿障害治療剤であるPDE5
阻害剤タダラフィルに注目した。神経終末や血管
内皮細胞から分泌されるNOが平滑筋細胞内に取
り込まれると、グアニル酸シクラーゼの活性が高
まり、グアノシン三リン酸（GTP）から環状グ
アノシン一リン酸（cGMP）が合成されて、平滑
筋の弛緩がおこる。したがってAgingやBPHに
よりNOの分泌が低下すると平滑筋弛緩作用は減
弱する。PDE5阻害剤はcGMPの分解を抑えるこ
とで平滑筋弛緩作用を回復させることが知られて
おり、当初、勃起障害（ED）治療薬として開発
された。
　一方で、PDE5阻害剤タダラフィルは、①前立
腺、尿道、膀胱頸部の排尿筋の平滑筋弛緩による
機能的閉塞解除作用、②血管平滑筋弛緩による
下部尿路組織の血流改善作用、③膀胱進展に伴
う膀胱求心性神経活動（C線維、Aδ線維）の抑
制作用、④慢性虚血に伴う下部尿路組織の炎症・
線維化軽減作用（IL-8抑制、Rho-kinase抑制に
よる）などα1遮断薬とは異なる多彩な作用メカ
ニズムを有することが知られるようになり３－７）、
BPHにおけるプラセボやα1遮断薬タムスロシン
との無作為比較試験によりその安全性と有効性
が認められ８）、排尿障害改善治療薬として本邦で
も保険収載された。実際、過活動膀胱診療ガイ
ドライン2015 ９）でもPDE5阻害薬は、BPHに伴
うLUTSに対しては、有効性と安全性が認められ
ており、初期治療としての単独投与を推奨されて
いる（推奨グレードB）。したがって、我々はα1
遮断薬の投与後に残存するBPHの蓄尿症状に対
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コア（OABSS）、最大尿流率（Qmax）、平均尿
流率（Qave）、排尿量（VV）、残尿量（RU）、血
圧を測定し、両群間でその変化を前向きに比較検
討した。また、来院時に各種薬剤投与後の副作用
を問診により確認し、副作用による投与中止率も
同時に評価した。また中止基準は、①症状が12
週間でも改善されなかった場合、②有害事象など
により、試験を続けることが危険と担当医師が判
断した場合、③症例自身が試験の中止を申し出た
場合、④担当医師が中止したほうが良いと判断し
た場合とした。なお、本研究は当院倫理委員会
の承認後、UMINに登録して施行した（登録No.: 
000017896）。

【結果】
　承諾を得た75例を登録し、38例をタダラフィ
ル群、37例をベシケア群に無作為に割り付けた。
α1遮断薬の種類は、タムスロシン17例（各々 8
例、9例）、ナフトピジル28例（各々 17例、11例）、
シロドシン30例（各々 11例、19例）であった。
登録患者の平均年齢（±SD）は71 .3±8 .0歳で、
平均前立腺重量（±SD）は41.2±20.0ccであった。
治療前の患者背景は表1に示したが、タダラフィ
ル群とベシケア群の両群間に有意差はなかった。
　投与後の下部尿路症状スコア（表2）は、タ
ダラフィル群・ソリフェナシン群ともにIPSS

（ ト ー タ ル ）、IPSS（ 蓄 尿 症 状 ）、QOL index、
OABSSはいずれも投与4週後、12週後ともに投
与前に比べてスコアが有意に改善していた。ただ
し、IPSS（排尿症状）に関しては、ソリフェナ
シン群でのみ、投与前からのスコアと比較して投
与4週後では有意なスコアの改善が認められなか
った。しかし、タダラフィル群とソリフェナシン
群との両群間の比較では、これら下部尿路症状ス
コアの投与前からの変化量はいずれの時点におい
ても、有意差は認められなかった。また夜間排尿
回数（IPSSQ7）に関しては、タダラフィル群で
は投与前に比べて投与4週後には有意な回数の減
少が認められなかったが、12週目には有意に改
善していた。またソリフェナシン群では投与4週
後、12週後ともに投与前に比べてスコアが有意
に改善していた。この夜間頻尿に関するスコアの
投与前からの変化量は、両群間の比較では4週目・
12週目ともに有意差は認められなかった。
　また、他覚所見（表3）における有効性の評価
では、Qmax, VVではいずれの群も投与前に比べ
て投与4週後、12週後ともに有意な改善は認めず、
投与前からの変化量に関しても4週後、12週後と
もに両群間で有意差は検出できなかった。しかし、
Qaveでは、タダラフィル群でのみ、投与前に比
べて投与4週後でのみスコアが有意に改善してい
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表 1　患者背景（N=75）

患者背景 
タダラフィル群

N=38  
ソリフェナシン群

N=37  Wilcoxon rank sum 
test 

中央値（範囲） 中央値（範囲） 
年齢（歳） 70 （47-87） 72 （58-85） n.s. 

国際前立腺症状スコア（IPSSトータル） 16.5 （6-34） 15 （4-34） n.s. 
国際前立腺症状スコア（IPSS排尿症状） 10.5 （0-20） 7 （0-20） n.s. 
国際前立腺症状スコア（IPSS蓄尿症状） 8 （3-14） 8 （3-14） n.s. 

国際前立腺症状スコア（QOL index） 5 （2-6） 5 （2-6） n.s. 
過活動膀胱症状スコア（OABSS） 6 （3-12） 6 （3-12） n.s. 

夜間排尿回数（IPSSQ7） 3 （2-5） 3 （2-5） n.s. 
最大尿流率（Qmax）（ml/s） 7.7 （3.6-20.4） 10.6 （2-25.9） n.s. 
平均尿流率（Qmax）（ml/s） 4.0 （2.3-12.8） 6.4 （1.7-14.4） n.s. 

排尿量（ml） 132 （11-318） 134 （21-323） n.s. 
残尿量（ml） 17 （0-150） 12 （0-113） n.s. 



たが、これらの変化量も両群で有意な差は検出で
きなかった。一方、RUに関しては、ソリフェナ
シン群のみで、投与前に比べて投与4週後で有意
にRUが増加しており、ベースラインからの投与
4週後までの変化量もタダラフィル群と比較して
有意に悪化していた。ただし、ソリフェナシン群
では排尿困難や尿閉により試験が途中で中止とな
り、12週後では投与前との推移やベースライン
からの両群の変化量の比較では有意差は認めるこ
とはできなかった。
　最後に安全性の評価では、12週の試験期間中に

投与を中止した例は、タダラフィル群で8例、ソ
リフェナシン群で13例であった。そのうち副作
用で中止したのは、タダラフィル群で7例（18%）、
ソリフェナシン群は12例（32%）で、ソリフェ
ナシン群の方が多かったが、有意差はなかった（表
4）。それ以外の中止症例は効果がないため患者
の希望で中止となった症例であった。タダラフィ
ル群では、めまい・ふらつきが2例と胃部不快感・
嘔気が3例で、ソリフェナシン群では、排尿困難・
尿閉が6例、便秘が5例と口内乾燥が3例であり、
副作用のプロファイルは両群で異なっていた。ま
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表 2　IPSS, QOL index, OABSSの推移

タダラフィル群 ソリフェナシン群 
平均±SD 

（投与前からの平均 
変化量±SD） 

p値 
平均±SD 

（投与前からの平均 
変化量±SD） 

p値 p値 

IPSS-トータルスコア 
投与前 16.5±6.4 16.2±6.8 0 .8113
4週後 13.3±6.8 （-3.0±6.7） 0.0023 13.9±8.1 （-2.7±5.8） 0.0252 0.6375
12週後 12.4±5.7 （-3.3±3.7） <0.0001 10.5±6.8 （-4.5±5.6） 0.0012 0.4895

IPSS-排尿症状 
投与前 9.2±5.3 8 .4±5.2 0 .4666
4週後 6.7±5.5 （-2.3±4.9） 0.0044 7.8±5.4 （-0.9±3.5） 0.2666 0.1395
12週後 6.9±4.7 （-1.7±3.0） 0.0039 5.9±4.7 （-1.9±3.9） 0.0324 0.9842

IPSS-蓄尿症状 
投与前 7.3±2.4 8 .0±2.2 0 .3507
4週後 6.2±2.8 （-1.1±2.3） 0.003 6.1±3.4 （-1.9±2.9） 0.0005 0.4194
12週後 5.5±2.3 （-1.6±1.9） <0.0001 4 .6±2.9 （-2.7±2.5） 0.0001 0.0636

IPSS-QOL 
投与前 4.4±0.9 4 .3±1.1 0 .9362
4週後 3.9±1.1 （-0.5±1.2） 0.0196 3.2±1.4 （-1.0±1.4） <0.001 0 .2105
12週後 3.5±1.2 （-1.0±1.2） 0.0002 2.8±1.4 （-1.5±2.5） <0.001 0 .1002

IPSS-Q7夜間頻尿 
投与前 2.8±0.9 2 .8±0.9 0 .7501
4週後 2.5±1.2 （-0.3±0.8） 0.093 2.1±1.0 （-0.6±0.6） <0.0001 0 .0872
12週後 2.1±1.1 （-0.7±0.7） <0.0001 1 .8±1.2 （-0.8±0.8） 0.0008 0.4813

OABSS-トータルスコア 
投与前 7.6±2.6 6 .5±2.4 0 .7278
4週後 5.9±2.7 （-0.7±1.8） 0.0441 5.0±2.8 （-1.4±2.8） 0.0065 0.2225
12週後 4.9±2.4 （-1.3±2.0） 0.0007 4.1±2.9 （-2.3±3.0） 0.0027 0.1359
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表 3　他覚所見の推移

タダラフィル群 ソリフェナシン群 
平均±SD 

（投与前からの平均 
変化量±SD） 

p値 
平均±SD 

（投与前からの平均 
変化量±SD） 

p値 p値 

Qmax（ml/sec）
投与前 9.9±5.4 12.0±6.2 0 .0879
4週後 10.8±6.1 （+1.0±4.1） 0.2118 11.7±6.7 （-0.1±5.2） 0.7826 0.8103
12週後 10.2±5.9 （+1.0±4.3） 0.2804 11.8±5.4 （-0.5±5.9） 0.8801 0.6024

Qave（ml/sec）
投与前 5.6±2.9 6 .7±3.3 0 .0971
4週後 6.3±3.3（+0.8±2.3） 0.0434 6.4±3.3 （-0.2±2.5） 0.8751 0.1481
12週後 6.2±3.3 （+0.8±2.9） 0.1415 6.6±2.9 （-0.3±3.2） 0.9866 0.2979

排尿量（ml）
投与前 129±70 150±76 0 .2893
4週後 153±84 （+24±79） 0.0765 156±96 （+8±79） 0.2134 0.9176
12週後 144±101 （+14±89） 0.5615 153±66 （-2±97） 1.0000 0.7531

残尿量（ml）
投与前 32±38 19±28 0 .1158
4週後 25±30 （-8±31） 0.1602 58±81 （+38±71） 0.0001 0.0005
12週後 35±47 （+1±51） 0.7291 28±54 （+10±32） 0.3181 0.3343

表 4　安全性

タダラフィル群 
N=38 

 ソリフェナシン群 
N=37 

例数（%） 例数（%） 
副作用による投与中止症例数 7（18.4） 12（32.4） 

中
止
理
由(

重
複
有
り) 

頭痛 1（2.6） 0（0） 
目のかすみ 1（2.6） 0（0） 
便秘 1（2.6） 5（13.5） 
ふらつき、めまい 2（5.2） 1（2.7） 
胃部不快感、嘔気 3（7.9） 0（0） 
早朝勃起 1（2.6） 0（0） 
口内炎 1（2.6） 0（0） 
口渇 0（0） 3（8.1） 
排尿困難、尿閉 1（2.6） 6（16.2） 
筋肉痛 0（0） 1（2.7） 



た、血圧に関しては、タダラフィル群およびソリ
フェナシン群で各々、治療前137±20/82±13、
133±16/79±10、投与4週後138±19/81±11、
133±13/78±10、投与8週後136±17/80±10、
136±16/83±9であり、両群ともにいずれの時
点においてもベースからの血圧低下は認めず、両
群間の変化量にも有意差はなかった。

【考察】
　前立腺肥大症診療ガイドライン2011 ２）では
BPHにてα1遮断薬投与後も残存する蓄尿症状を
有するBPH/OABに対して、抗コリン剤を追加
併用することが標準治療として推奨されている。
しかし当然のことながらBPH患者であるため、
抗コリンは常に排尿困難のみならず、急性尿閉や
慢性尿閉を引き起こす懸念があり、逆に症状を悪
化させることにもしばしば遭遇する。一方、過活
動膀胱診療ガイドライン2015 ９）では、BPHに合
併する男性の過活動膀胱（BPH/OAB）に対する
単独薬物療法としては、α1遮断薬と同様に、近
年PDE5阻害剤も、高いエビデンスレベルでの有
効性と安全性が認められ、推奨グレードBとされ
ている。しかしながら、α1遮断薬とPDE5阻害
剤タダラフィルとの併用に関しては、有効性のみ
ならず、降圧作用増強など、その安全性に関して
もエビデンスが少ない。本研究は、BPHにてα1
遮断薬投与後も残存する蓄尿症状に対してタダラ
フィル追加投与の有効性と安全性を、抗コリン剤
追加投与と前向きに無作為比較した初めての試験
である。
　有効性の評価において、投与前と投与後を比較
すると、IPSS（トータル）、QOL indexの下部尿
路症状全体を評価するスコアは、両群とも4週目・
12週目ともに有意に改善していた。また我々は、
IPSSのサブスコア解析として排尿症状（残尿感、
尿腺途絶、尿勢低下、腹圧排尿）と蓄尿症状（昼
間頻尿、尿意切迫感、夜間頻尿）に分けて検討し
た。両群間の変化量の比較では有意差はなかった
が、タダラフィル群はIPSS（排尿症状）を投与
後4週で有意に改善させていたが、ソリフェナシ
ン群では改善させていなかった。また、他覚所見
でもQmax, Qave, VVにおいては、両群間の変化
量の比較では有意差はないものの、Qaveに関し

てはタダラフィル群でのみ投与4週後に有意に尿
勢が改善していた。α1遮断薬は前立腺交感神経
末端のα1受容体を選択的に遮断することで前立
腺平滑筋に対する交感神経緊張状態を抑えること
により、前立腺を弛緩させ、前立腺部尿道に対す
る圧迫を軽減するが、これらの排尿症状改善およ
び平均尿流量率の改善の所見は、タダラフィルの
NO/cGMP活性増大からの排尿筋弛緩による機能
的閉塞解除作用３,４）に基づくα1遮断薬への上乗
せの排尿症状改善効果を示す結果であると考えら
れる。
　さらに、タダラフィルはIPSS（蓄尿症状）・
OABSSとも投与4週目・12週目と改善させてお
り、両群間のベースラインからの変化量を比較し
ても両群間に差はなかった。一方、蓄尿症状の一
つである夜間頻尿回数に関しても、投与4週目に
は有意差はないものの、12週目では有意に改善
しており、ベースラインからの変化量に両群間
に有意差を認めなかった。これらはBPHにてα
1遮断薬投与後も残存する蓄尿症状に対してタダ
ラフィル追加投与の有効性を示すものである。ま
た、患者のQOLを著しく損なう夜間頻尿に関し
てもタダラフィル追加投与は有効であった。α1
遮断薬の蓄尿症状に対する作用機序は明確ではな
いが、最近は尿路の平滑筋の過剰収縮抑制からの
膀胱求心性知覚神経抑制による蓄尿機能改善が示
唆されている10）。したがって、これらタダラフィ
ルの蓄尿症状改善所見は、血管平滑筋弛緩による
下部尿路組織の血流改善作用５）、膀胱進展に伴う
Aδ線維のみならずC線維を介した膀胱求心性神
経活動の抑制作用６）、慢性虚血に伴う下部尿路組
織の炎症・線維化軽減作用７）によるα1遮断薬と
は異なる多彩な作用メカニズムによる上乗せ効果
と考えられる。
　副作用に関して、本邦における報告ではα1遮
断薬と抗コリン薬との併用は、α1遮断薬単独投
与に比べて、蓄尿症状の改善に優れるものの、排
尿困難、残尿の有意な増加、尿閉などの排尿に
関する副作用が多く認められている。本研究で
も、ソリフェナシン併用群で約16%に排尿困難
と尿閉の自覚で投与が中止・終了となった。ソリ
フェナシン群では残尿量は投与前平均19mlから
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投与4週後に58mlと有意に増加していた。一方
4週目で、残尿量が多量に増えた患者の多くが排
尿困難を自覚して臨床試験がその時点で中止とな
っており、彼らが脱落したため12週目での残尿
量は28mlに低下しており、これが12週目で残尿
量の有意な増加を認めなかった理由であろう。一
方、タダラフィル群はいずれも残尿量の増加を認
めず、投与4週目での投与前からの残尿量の変化
量はソリフェナシン群に比較して有意に良好であ
った。本研究では、ベースラインの前立腺体積の
平均が41ccと実臨床で遭遇するBPH患者と同様
に比較的前立腺の大きい症例が多く、残尿量の平
均も26mlと比較的残尿量の多い症例が多かった。
一方で組み入れ基準を前立腺体積が50cc以下で、
残尿量を100ml以下のBPH/OABとしたα1遮断
薬と抗コリン薬併用の研究では、高い有効性と
安全性が報告されている11）。また、ソリフェナシ
ンの投与量を2.5mgの低用量に減量するなどの
工夫も行われている12）。これらのことよりα1遮
断薬投与による下部尿路閉塞改善作用があるも
のの、前立腺体積が50cc以上あるいは残尿量が
100ml以上のBPH/OABには、抗コリン薬の併用
よりむしろ、排尿筋の平滑筋弛緩による機能的閉
塞解除作用に基づくα1遮断薬への上乗せ排尿症
状改善効果を持ち、なおかつ膀胱求心性知覚神経
系（C線維、Aδ線維）活動抑制作用７）による蓄
尿症状改善効果をもつタダラフィルを代替治療薬
にすることが良いであろう。また、本研究ではソ
リフェナシン群では便秘や口内乾燥などを訴え中
止を希望した患者も多かった一方、タダラフィル
群ではこれらの副作用はなかった。またα1遮断
薬とタダラフィルとの併用で血圧低下をきたす可
能性が指摘されているが、本研究では治療前後で
有意な血圧低下は認めず、めまい・ふらつきによ
る治療中止も2例（5%）でα1遮断薬単独でも起
こりうる程度の頻度であり、安全性も確認された。
以上より両薬剤は副作用のプロファイルが全く異
なることからも、タダラフィルはソリフェナシン
の代替治療薬となりえ、今後BPH/OABの治療
選択肢が広がると考えられる。
　最後にこの研究の限界は、12週の短期間の検
討であり、今後は長期間の安全性と有効性の検討

が必要である。また本研究は前向き無作為比較試
験であるが、オープンラベル試験であり、今後プ
ラセボ対照試験や二重盲検試験による検討が必要
である。さらに、近年α1遮断薬投与後も過活動
膀胱症状が残ったBPH患者に対し、α1遮断薬
単独投与群と、α1遮断薬+β3受容体作動薬併
用群を比較した小規模RCT試験で、β3受容体
作動薬併用群での有用性が報告されており、これ
らも含めた比較無作為試験も今後必要となろう。
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【要約】
　私たちの先行研究では、Helicobacter cinaedi
は当院において血液培養陽性例の2.2%を占めて
おり、感染症の原因菌として重要な細菌である。
菌の侵入門戸については、下部消化管（腸管）か
ら血液中へのbacterial translocationが示唆され
ているが、証明されていない。本年度の研究目的
は、菌の侵入門戸についての検討を行うことで
ある。2009年3月1日以降に、当院で血液培養、
便培養からH. cinaedi が検出された症例を対象
として菌株を集積している。H. cinaedi はgyrB-
targeted PCRを用いて同定した。今回、血液と
便の双方からH. cinaedi が検出された21症例に対
し、分子生物学的解析法（パルスフィールド・ゲ
ル電気泳動法: PFGE）を用いて遺伝子型が一致
するかどうかを確認した。21患者、42株のPFGE
中、評価可能だったものは9患者、18株であった。
全9患者において便由来のH. cinaedi と血液由来
のH. cinaedi のPFGE型は一致した。また、2患
者間で水平伝播が示唆された。今回の研究によっ
て、下部消化管（腸管）から血液中へのbacterial 
translocationが起きていることを証明することが
できた。

【目的】
　Helicobacter cinaedi は、1984年に米国におい
てホモセクシャルな男性の直腸から初めて分離
された。主に免疫不全患者における感染症の原因
菌として認識されてきた。そのほとんどの症例
において、本菌は血液培養から検出されること
によって判明する（菌血症）。近年血液培養から
本菌が分離される頻度が増加している。私たち
の先行研究では、H. cinaedi は当院において血液
培養陽性例の2.2%を占めており１）、感染症の原

因菌として重要な細菌である。当院のこの検出
率は、日本における多施設共同研究２）と比較す
ると、高い傾向にある。菌の侵入門戸について
は、下部消化管（腸管）から血液中へのbacterial 
translocationが示唆されている１,３）が、証明され
ていない。本年度の研究目的は、菌の侵入門戸に
ついての検討を行うことである。

【方法】
　2009年3月1日以降に、当院で血液培養、便
培 養 か らH. cinaedi が 検 出 さ れ た 症 例 を 対 象
と し た。 血 液 培 養 シ ス テ ム はBACTEC 9240 
と BACTEC FX system （Becton Dickinson 
Microbiology Systems, Sparks, MD, USA）を
用いた。血液培養観察期間は7日間とした。H. 
cinaedi はgyrB-targeted PCR ４） を 用 い て 同 定
した。現在159患者分のH. cinaedi 菌株を集積
している。うち、55患者の血液と便の双方から
H. cinaedi が検出された。今年度は21患者、42
株についてパルスフィールド・ゲル電気泳動法

（PFGE）を用いて、菌株の相同性を評価した。
PFGEは以下の条件で実施した。
　制限酵素: SpeⅠ （20 unitの制限酵素で一晩反
応、37 ℃）
　電気泳動: 電圧 6 V/cm,  120° included angle,  
スイッチングタイム2.9-17 .4 seconds, 泳動時間
27時間, 1% agarose gels,  0 . 5×TBE buffer

【結果】
　図1 〜 3にPFGE解析結果を示す。それぞれ患
者1 〜 21の便由来のH. cinaedi と血液由来のH. 
cinaedi をペアとして横に並べてPFGEにて解析
を行った。
　21患者、42株のPFGE中、評価可能だったも
のは9患者、18株であった（患者2, 4 , 8 , 10 , 11 , 
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図 1　PFGE法で得られた結果（SpeⅠ）: 患者1 〜 8

図 2　PFGE法で得られた結果（SpeⅠ）: 患者9 〜 16

図 3　PFGE法で得られた結果（SpeⅠ）: 患者17 〜 21



13 , 14 , 17 , 19）。全9患者において便由来のH. 
cinaedi と血液由来のH. cinaedi のPFGE型は一致
した。2患者間で水平伝播が示唆された（患者11
と14）。

【考察】
　今回の研究で、世界で初めて血液由来のH. 
cinaedi と便由来のH. cinaedi の遺伝子型が一致す
ることを証明することができた。これにより、菌
血症の発症経路として下部消化管（腸管）から血
液中へのbacterial translocationであることが判
明した。今後の研究の展望として以下を考えてい
る。
1 . 菌株数を増やしてさらに解析する
　今回の研究では、PFGEで評価不能となった菌
株も認められた。今後、検討菌株を増やし、検査
の精度を高めていく。
2 . H. cinaedi 感染症の治療法の検討
　薬剤感受性の測定を行うべく、薬剤感受性測定
のためのプレートを作製した。継続して実験を進
めていきたい。

【結語】
　今回の研究によって、初めて下部消化管（腸管）
から血液中へのbacterial translocationが起きて
いることを証明することができた。
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