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血液サンプルを用いた難治性固形癌のがん薬物療法の
効果予測因子の臨床的有効性の検討
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研究の概要
【本研究の目的】がん薬物療法を受ける検体採取困難な難治性固形がん患者の「血液サンプル」を試料として、が
んの予後・治療効果を規定するバイオマーカーを特定することである。具体的には、①HGF/リガンドパネルによる
EGFR チロシンキナーゼ阻害薬の効果予測、②糖鎖解析によるがん薬物療法の効果予測、③ADCC（抗体依存性細胞障
害作用）活性定量化定量化システムによる抗体治療感受性予測、④高感度血中遺伝子診断法の臨床応用の 4 点を目
的としている。
【第１・第２年次の研究成果】
①リガンドパネル・HGF によるチロシンキナーゼ阻害薬の効果予測研究については、HGF および VEGF が EGFR チロ
シンキナーゼ阻害薬の効果を予測できることを報告した。第２段階の独立サンプルの「対照化学療法治療群を加え
たレトロスペクティブ研究」で再現性が確認され取りまとめを行っている。現在、第 3 段階の前向き臨床試験の準
備を行っている。②糖鎖解析研究は、血清ヘパラン硫酸濃度が、EGFR チロシンキナーゼ阻害薬の効果に関与するこ
とを初めて示し、分子標的薬治療に対する糖鎖バイオマーカーの有用性を報告した。③新しく開発した ADCC 活性
定量化定量化システムによる抗体治療感受性予測については、前向き臨床試験で有用性を示した。④膵癌血漿中の
microRNA へのマイクロアレイ解析により膵癌と膵良性疾患とを鑑別する microRNA を特定した。⑤膵癌化学療法の
予後と血中 IL8 値が相関することを示した。
【第３年次の予定】①～⑤について臨床試験・基礎研究を進める。
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研究の目的と到達目標及び実績要点
全期間
（目的と到達目標）
：
原発性肺癌や膵臓癌などの難治性固形がんにおいて、血液サンプルを試料としてがん患者のがんの予後・治療効果
を予測する非侵襲的バイオマーカーの臨床応用を図ることを目的とする。具体的にはリガンドパネル（血漿・血清を
試料に数十種類分子を測定可能な Multiplex ELISA system）
、遺伝子変異診断、グライコミクス、ADCC 定量化システ
ムなど新しい技術を利用して、臨床検体に対する測定系の検証および実用化を行なう。
到達目標はリガンドパネル、糖鎖解析、高感度血中遺伝子変異検出法、ADCC 活性定量化定量化システムに関する
臨床研究に対して、バイオマーカーの探索・特定から検証を進め、バイオマーカー検証型臨床試験を経て実用化を図
る。
第２年次
（到達目標）
１ HGF による EGFR チロシンキナーゼ阻害薬の効果予測研究は、第二段階の「対照化学療法治療群を加えたレトロ
スペクティブ研究」の測定・解析を行い、独立サンプルでの再現性を確認する。
２ 血中ヘパラン硫酸濃度による EGFR チロシンキナーゼ阻害薬治療の効果予測を解析して報告する。
３ ADCC 活性定量化定量化システムによる臨床試験の解析を行う。
４ 膵癌特異的血漿 microRNA による早期診断技術の開発。
５ 膵癌血漿を試料とした血管新生関連分子の検討。
６ 子宮体がんにおける circulating endothelial cell (CEC)の意義についての検討
（年次評価時点の実績要点）
平成 23 年度の成果として、①リガンドパネ
ル・HGF によるチロシンキナーゼ阻害薬の効果
予測研究については、現第二段階の「対照化学
療法治療群を加えたレトロスペクティブ研究」
の測定・解析を行い、独立サンプルでの再現性
を確認した。第三段階の多施設共同前向き臨床
試験のプロトコール作成を行った。②糖鎖解析
研究においては、血清ヘパラン硫酸濃度が分子
標的薬の新しい糖鎖バイオマーカーとなり得
ることを報告した（J ThoracOncol. 2011）
。③
ADCC 活性定量化定量化システムによる臨床試
験の中間解析を行い、有望な結果が得られた。
④膵癌血漿中の microRNA へのマイクロアレイ
解析により膵癌と膵良性疾患とを鑑別する
microRNA を 15 個特定した。⑤膵癌化学療法の
予後と血中IL8 値が相関することを示した
（Jpn
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J Clin Oncol. in press）
。⑥子宮体がんにおける circulating endothelial cell (CEC)の測定意義について解析を行
った。
研究成果と考察
第２年次評価時点
(1) HGF による EGFR チロシンキナーゼ阻害薬の効果予測
引き続き本年度は、HGF の層別化バイオマーカー実用化の第二次研究に相当する「対照化学療法治療群を加えたレトロ
スペクティブ研究」の測定・解析を実施した。サンプルは独立したサンプルの国立がん研究センター東病院からの試料
を測定した。その結果、EGFR-TKI 治療群では、HGF 高値の症例は EGFR-TKI の効果が得られなかったことに対して、対
象群の化学療法群においては、そのような傾向は確認されなかった（図 3）
。以上の点から、バイオマーカーの血清ＨＧ
Ｆは、第二次研究においても、EGFR-TKI 治療に対して強力な予後不良因子であった。現在解析を取りまとめている（投
稿準備中）
。
(2) 血清ヘパラン硫酸濃度と EGFR チロシンキナーゼ阻害薬耐性
EGFR-TKI の抗腫瘍効果の解析においては、治療
無効群 (PD) と治療有効群 (PR+SD) の間で、
従来の報告どおり性別、PS、喫煙歴、EGFR 遺伝
子変異に対して有意差が見られた。血中ヘパラ
ン硫酸濃度は、EGFR-TKI 治療無効例で有意に高
い結果であった (22.2±23.1 vs 10.9±9.8μ
g/mL, p=0.003)。次に、EGFR-TKI 治療の PFS
および OS に対する解析では、臨床的因子とし
て性別、喫煙歴、ＰＳが予後不良因子であった。
一方、血中ヘパラン硫酸濃度は、PFS および OS
に 対 し て 強 力 な 予 後 不 良 因 子 (p=0.002,
p=0.0003)であった（図４）
。最後に多変量解析
においても血中ヘパラン硫酸濃度は有意な予
後不良因子であった。まとめると、血中ヘパラ
ン硫酸濃度は治療無効例で高く、耐性バイオマ
ーカーとしての可能性が示唆された。
一方、血清ヘパラン硫酸の発現について、肺癌腫瘍組織との比較を行なった（図 4）
。一部の症例はヘパラン硫酸の過剰
発現が確認された。また、肺腺癌手術サンプルと血清間のヘパラン硫酸の発現は相関していることが確認された。まと
めると、血中ヘパラン硫酸濃度は、分子標的薬のバイオマーカーとしてはじめて糖鎖生物学的分子の関与を示し、第 3
の EGFR-TKI 耐性バイオマーカーとしての可能
性を示唆するものである。本研究はさらに研究
を進める価値があると考えられ、耐性バイオマ
ーカーとしての実用化に向けて次の症例を集
積中である。 (Nishio M, et al. J Thorac Oncol.
2011)
(3) ADCC 活性定量化定量化システムの構築と
臨床試験の開始
11 遺伝子の発現変化と臨床効果の関連につい
ては、FcgR 機能を評価する際に用いる 14 遺伝
子（TNFSF2、8、15、IL1B、8、CCL2、3、4、11、
20、CXCL1、2、3）の中で、ADCC との関連が確
認された IL6、CXCL3、TNFSF15 以外の 11 遺伝
子に関しても、凍結保存検体を用いて遺伝子発
現量の変化を測定し（Fold increase 値（FI 値）
）
、
臨床効果（pCR）との相関解析をおこなった。
11 遺伝子中、CXCL1 と TNFSF2（TNFα）が pCR
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群と non-pCR 群で有意差が確認された。今回の臨床試験では、14 遺伝子中 CXCL-1、3、TNFSF2、15 の 4 因子が臨床効果
との関連解析により抽出された。この 4 つの遺伝子はいずれも pCR 群において、有意に値が上昇した（図５）
。また、
14 遺伝子中 12 個の遺伝子が、pCR 群において FI 値が大きかった。
Vitro での ADCC 活性と相関がみられた IL6、CXCL3、TNFSF15 の中で、CXCL3 と TNFSF15 に関しては、臨床試験におい
て術前化学療法（5FU, ADM, CPA + Trastuzumab）の効果（pCR）との関連も確認された。今回の検討では、さらに CXCL1
と TNFSF2(TNFα)も効果との関連が確認された。これら 4 つの遺伝子の発現変化は、いずれも pCR 例において FI 値が有
意に高値であった。また、今回検討した 14 遺伝子中 12 遺伝子が、pCR 例において、FI 値が高値であった。これらの結
果は、FcgR の反応性が高い（FcgR 機能が高い）症例において治療効果が得られやすい可能性が示唆される。個々の遺
伝子がどのように ADCC に関与しているかについては不明な点が多いが、CXCL1、3 は化学走性因子であり、他の白血球
細胞の recruiting することで、作用を発揮する可能性が示唆される。TNFSF は、より直接的に細胞死を誘導することが
考えられるが、詳細な役割については今後さらなる検討する必要である。
(4) 膵臓癌の血漿中血管新生関連分子の検討
目的：膵臓癌患者の血漿中血管新生関連分子を
測定し、その臨床的意義を評価する。
方法：45 人の膵臓癌患者、
100 人の大腸癌患者、
27 人の炎症性良性疾患（膵炎 9 人、肝胆道系疾
患 16 人）を対象とした。診断時に採取された
血漿を用いた。血管新生関連因子として、
Angiopoietin-2, Follistatin, G-CSF, HGF,
IL-8, Leptin, PDGF-BB, PECAM-1, VEGF を、
Bio-Plex suspension array system® (Bio-Rad
Lab.)を用いて測定した。
結果：全ての血管新生関連因子の測定および評
価が可能であった。疾患間の解析において、膵
臓癌患者の血管新生関連因子濃度は、炎症性良
性疾患と比較して増加していなかった。一方で、
大腸癌患者との比較では、follistatin のみ有
意に増加しており、G-CSF, HGF, IL-8, leptin,
PECAM, VEGF は有意に減少していた。膵臓癌患
者の IL-8 は遠隔転移を有する症例で有意に高く、高 IL-8 値は化学療法を受けた症例を対象とした生存解析において、
無増悪生存期間および全生存期間が有意に短縮していた(図 5)。結論：膵臓癌患者における血漿中血管新生関連因子は
良性疾患と比較して増加していなかったが、IL-8 値は予後不良因子である可能性がある。
（Sakamoto H, et al. Jpn J Clin
Oncol. in press）
(5) 膵臓癌特異的 microRNA による膵癌早期診
断
膵臓癌特異的 microRNA と特定するために、本
年度は進行 stage IV 膵癌症例の血清 6 サンプ
ル、膵良性疾患血清 3 サンプル、および膵癌細
胞株 cell lysate5 株混ぜたもの 1 サンプルに
対して、マイクロアレイ解析を行った。解析に
より膵臓がん特異的な 15miRNA を同定した。こ
れらの microRNA に対して、独立サンプル
50-100 例に対して PCR ベースで検証を進めて
いる。再現性において 5miRNA ぐらいに絞り込
んで、膵臓がん早期診断システムとして多施設
臨床試験を行う予定である。

(6) 子宮体がんにおける circulating endothelial cell (CEC)の意義についての検討
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子宮体部悪性腫瘍（子宮体癌、癌肉腫）では他がん種に比較し CEC 値が高い傾向にあった。他がんはほとんどの症例
が進行がん、または再発腫瘍である。また、当院支援施設（小泉 史明室長ら）で以前行われた肺がん患者（IIIA-IV
期）での検討結果と比較したところ、肺がんと同程度の値が得られていることが確認された。術前に子宮体部悪性腫瘍
と診断され手術が行われた患者 20 例の内、手術後の病理診断で子宮筋腫：2 例、子宮内膜複雑型増殖症：1 例、子宮内
膜癌：9 例、子宮癌肉腫：3 例であった。まず、健常人の CEC との比較では、子宮体部悪性腫瘍（子宮内膜癌、子宮癌
肉腫）の患者においては有意に CEC 値は高
かった。また、良性疾患である子宮筋腫との
比較では、子宮体部悪性腫瘍において有意に
CEC が高かった（図 8）
。子宮体部悪性腫瘍
は他がん種に比較し、CEC が高い傾向にあっ
た。成因としては、もともと子宮内膜は血管
が豊富で血管新生が活発な組織であり、さら
に、子宮体部悪性腫瘍においては、腫瘍増生
にともない、さらに血管新生が活発に行われ
ているためであると考える。しかし、臨床病
理学的検討で示したように、腫瘍体積と CEC
値との直接の関係はなかった。以上の結果よ
り 、 CEC 値 は 腫 瘍 内 の 血 管 数 の 密 度
（microvessel density: MVD）や血管の脆弱
性と関係する可能性が高いと考え、現在、手
術検体を用いて、MVD、周皮細胞包囲率、血
管新生に関与する分子の免疫染色を行い、病
理学的検討を加えている。
子宮体がんは比較的予後良好な腫瘍であり、本研究の 18 症例中 1 例のみ再発死亡したのみである。この症例は術前
CEC 値が 258 個/4ml と高かった。今後、長期的に経過を追うことにより、CEC 値の予後因子としての有用性につい
ても検討予定である。
倫理面への配慮
本研究では、検体提供者に登録前に同意説明文書・同意書に基づき、本研究の意義、目的、方法、予測される結果や不
利益について説明し、文書により自由意思による検体提供者の同意を得る。原則的に各施設は倫理委員会への承認を必
要とする。個人情報は個人情報管理者により連結可能匿名化され、厳重に管理される。連結した遺伝子情報が第三者に
渡ることはない。本研究では、遺伝子変異はがん細胞の体細胞性変異を検出するため、３省合同「ヒトゲノム・遺伝子
解析研究に関する倫理指針」の対象ではないが、その趣旨を踏まえた対応を行う。各臨床試験の実施にあたっては「ヘ
ルシンキ宣言」
「臨床試験に関する倫理指針」
「個人情報保護法」
「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」な
ど関連の指針や法律・省令・告示等に従う。
本研究に関連する、本研究期間中の主な発表論文等
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