第7回
婦人科がんバイオマーカー研究会学術集会

プログラム・抄録集

会期：2019 年 2 月 2 日（土）
会場：ホテルグランドヒル市ヶ谷
会長：古谷

東館 3 階「珊瑚」

健一（防衛医科大学校産科婦人科学講座 教授）
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会 長 挨 拶
第 7 回婦人科がんバイオマーカー研究会学術集会 開催にあたって
謹啓
この度、2019 年 2 月 2 日（土）に、グランドヒル市ヶ谷において開催致し
ます、第 7 回婦人科がんバイオマーカー研究会学術集会を担当させていただ
くことになり、大変光栄に存じております。
バイオマーカー研究会の主たる目的は、バイオマーカーの研究を通して婦
人科がんの早期診断、治療効果の予測、副作用予測、予後の予測、および創薬研究に貢献すること
であります。その研究成果は、婦人科がんの予後の改善に寄与すると共に、婦人科がんの個別化治
療へと応用されることが期待されております。
今回は、特に我が国における最大級のヒト腫瘍関連バイオ情報の第一人者であり、福島県立医科
大学医療-産業トランスレーショナルリサーチセンターセンター長・教授の渡辺慎哉先生に、未だ
解明されていない腫瘍細胞の真の姿とでも言うべきゲノム情報やバイオマーカーの本質論、さらに
は生体の免疫系との関連など、非常に興味深いお話を伺う予定です。
また、国策としてのバイオ産業・医薬事業の発展に中央官庁の官僚として長年携わってこられ、
現在は㈶JBiC 専務理事の成田公明先生に、科学立国としての我が国の進むべき方向性について、ご
講演いただく予定です。
当研究会における活発なご発表とご議論が、今後の医療の前進に大きく貢献することとなります
ことを確信しております。皆様の多数のご参加をお待ちしております。
謹白

第 7 回婦人科がんバイオマーカー研究会学術集会
会長 古谷 健一
（防衛医科大学校産科婦人科学講座 教授）

2

参加者へのお知らせ
会期：2019 年 2 月 2 日（土）
会場：ホテルグランドヒル市ヶ谷 東館 3 階「珊瑚」
会長：古谷 健一（防衛医科大学校産科婦人科学講座 教授）
理事会：2019 年 2 月 2 日（土）12:00～12:45
ホテルグランドヒル市ヶ谷 東館 3 階「真珠 1」
理事長：菊地 義公
学術集会：2019 年 2 月 2 日（土）13:00～17:35
１．受付・参加費
当日受付で参加費と引き換えに領収書兼用の参加章（名札）をお渡し致します。
ご所属・ご氏名をご記入の上、会場内では必ずご着用ください。
・受付時間：2019 年 2 月 2 日（土）11:30〜17:00
・受付場所：ホテルグランドヒル市ヶ谷 東館 3 階「珊瑚」前
・参加費：5,000 円（懇親会費、プログラム・抄録集費込み）
・追加のプログラム・抄録集は、1,000 円で販売致します。
２．日本産科婦人科学会専門医制度研修出席証明
e 医学会カードを利用した出席管理システムによる専門医単位を付与致しますので、e 医学会カー
ドをご提示ください。
３．懇親会
下記の通り懇親会を開催致します。
日時：2019 年 2 月 2 日（土）17:40～19:00
会場：ホテルグランドヒル市ヶ谷 東館 3 階「翡翠」
４．その他
・会期中、ご不明の点がございましたら、受付にお尋ねください。
・会場内の撮影は、学会本部の許可を得た場合に限ります。
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演者・座長へのお知らせ
【演者の皆様へ】
１．発表方法について
本学術集会でのご発表は PC によるご発表となっております。
一般演題のご発表時間は、発表 8 分 討論 4 分 計 12 分です。
円滑な運営のため時間厳守くださるようお願い致します。
２．発表データについて
運営にあたり、以下の点にご協力頂きたくお願い申し上げます。
・発表者用の PC は以下を会場にご用意致しております。
OS：Windows10
ソフトウェア：Windows 版 PowerPoint2007/2010/2013/2016
表示画角：4:3
・他のバージョンや Macintosh 版で作成された場合でも、本バージョンで保存し、他の
Windows 版 PC であらかじめ動作確認をお願い致します。
・Macintosh・動画を含むデータをご使用の方は PC をお持ちください。
・会場スピーカーに音声は流せません。
・セッション開始 30 分前迄に、会場前方の「PC 受付」にてデータ受付をお済ませく
ださい。
PC 受付時間：12:00～17:00
PC 受付場所：講演会場「珊瑚」前方右手
・ご発表開始時間の 15 分前迄に、会場前方の『次演者席』にご着席ください。
・発表用のデータは USB メモリ、CD-R、PC 本体のいずれかの形でお持ちください。
・PC を持参される方へ
・バックアップファイルを必ずご持参ください。
・プロジェクターとの接続ケーブルの端子は Dsub-15 ピンです。
・スクリーンセーバー、省電力設定は事前に解除してください。
【座長の皆様へ】
・担当セッションの開始 15 分前迄に、会場前方の『次座長席』にご着席ください。
・発表時間、討論時間を厳守し、円滑な運営に協力をお願い致します。

4

会場へのアクセス

【ホテルグランドヒル市ヶ谷 東館】
〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 4-1 TEL：03-3268-0111
・JR 中央・総武線「市ヶ谷」駅

徒歩 3 分

・都営新宿線「市ヶ谷」駅

4 番出口より徒歩 3 分

・東京メトロ有楽町線「市ヶ谷」駅

7 番出口より徒歩 3 分

・東京メトロ南北線「市ヶ谷」駅

7 番出口より徒歩 3 分
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会場案内図
ホテルグランドヒル市ヶ谷
東館

3階

PC 受付（珊瑚前方）

EV
EV

エスカレーター

参加受付
講師控室

懇親会会場
運営本部 (翡翠)

（真珠 2）

講演会場
（珊瑚） 理事会（12:00-12:45）
休憩コーナー
（真珠 1）
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日程表
第 7 回婦人科がんバイオマーカー研究会学術集会
会期：2019 年 2 月 2 日（土）
会場：ホテルグランドヒル市ヶ谷 東館 3 階「珊瑚」
13:00
13:05
13:05

開会の辞
一般演題
Session 1 座長：宮本 守員
（防衛医科大学校産科婦人科学講座講師）
Session 2 座長：長谷川

幸清

(埼玉医科大学国際医療センター婦人科腫瘍科診療副部長)
Session 3 座長：坂本 優
（佐々木研究所附属杏雲堂病院副院長）
Session 4 座長：喜多 恒和
（奈良県総合医療センター周産期母子医療センター長）

15:41
15:41
15:50
15:50

休憩
会長講演「鉄（Fe）代謝研究における新たな潮流：
癌細胞を含む細胞生理学と栄養素シグナルの結びつき」
演者：古谷

健一（防衛医科大学校産科婦人科学講座教授）

16:10

座長：高野

政志（防衛医科大学校病院腫瘍化学療法部長・准教授）

16:10

特別講演 1「次世代バイオ研究の方向性と JBiC の役割」
演者：成田

公明（一般社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム専務理事）

16:30

座長：紀川

純三（松江市立病院病院長）

16:30

特別講演 2「免疫プロファイリング～抗原抗体反応の網羅的解析から見えてくる
もの～」※日本専門医機構認定講習
演者：渡辺

慎哉（福島県立医科大学医療-産業トランスレーショナルリサーチ

センターセンター長・教授）
17:30
17:30
17:35
17:40
19:00

座長：古谷

健一（防衛医科大学校産科婦人科学講座教授）

閉会の辞
懇親会（ホテルグランドヒル市ヶ谷
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東館 3 階「翡翠」）

プログラム
2019 年 2 月 2 日（土）
13:00～13:05

ホテルグランドヒル市ヶ谷

東館 3 階「珊瑚」

開会の辞

13:05～15:41
一般演題 Session 1（13:05～13:41）

座長：宮本 守員（防衛医科大学校）

S1-1 「子宮頸部高異型度神経内分泌腫瘍に対する Insulinoma Associated Protein 1 (INSM1)
の神経内分泌マーカーとしての有用性」
久慈

志保 1),2)、渡邊 麗子 3),4)、平嶋 泰之 2)、武隈 宗孝 2)、

阿部

将人 3)、佐藤

亀谷

徹 3)

雄一 5)、長塩 亮 5)、岩田 卓 6)、青木

大輔 6)、

聖マリアンナ医科大学産婦人科学 1)、静岡がんセンター婦人科 2)、静岡がん
センター病理診断科 3)、国立がん研究センター中央病院病理・臨床検査科 4)、
北里大学医療衛生学部臨床検査学研究室 5)、慶應義塾大学医学部産婦人科 6)
S1-2 「ARID1A は DNA ダメージに応答して p53 と協調し p21 の転写を活性化する」
上川

篤志、戸澤

晃子、鈴木 直

聖マリアンナ医科大学
S1-3 「頸管粘液中の micro RNA は子宮頸がんおよびその前癌病変診断のバイオマーカーとして
有用である」
大谷

清香、市川

亮子、鳥居 裕、西尾

永司、藤井 多久磨

藤田医科大学産婦人科学教室
一般演題 Session 2（13:41～14:17）

座長：長谷川 幸清（埼玉医科大学国際医療センター)

S2-1 「子宮頸がんに対する治療戦略構築のための新規予後相関バイオマーカーの探索」
竹田

貴 1),2)、中村 加奈子 1)、小松

将之 2)、千脇 史子 2)、辻 浩介 1)、

小林

佑介 1)、冨永

浩司 1)、佐々木 博己 2)、青木 大輔 1)

英一郎 1)、阪埜

慶應義塾大学産婦人科 1)、国立がん研究センター研究所（創薬標的・シーズ探索部
門）2)
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S2-2 「子宮体部類内膜癌における所属リンパ節転移と術後再発の予測バイオマーカーとしての
p53 と ERβの免疫組織学的発現の解析」
小幡

武司、中村

充宏、水本 泰成、飯塚 崇、小野 政徳、藤原 浩

金沢大学産婦人科
S2-3 「子宮体癌における血中腫瘍 DNA における新規再発予測マーカーとしての検討」
新谷

大輔、小笠原 仁子、藪野 彰、長谷川 幸清、藤原

恵一

埼玉医科大学国際医療センター婦人科腫瘍科
一般演題 Session 3（14:17～14:53）

座長：坂本 優（佐々木研究所附属杏雲堂病院）

S3-1 「新たな Radiomics 解析法を用いた子宮平滑筋腫瘍の病態解析」
山本

真、山田 しず佳、津吉 秀昭、吉田 好雄

福井大学医学部産科婦人科
S3-2 「クリニカルシークエンス(Todai OncoPanel;TOP)を施行した子宮肉腫 9 例の検討」
稲葉

洋文 1)、谷川

道洋 1)、大瀬戸

久美子 2)、水野 祥 1),4)、本城 晴紀 1)、

川田

淑子 1)、鶴賀

哲史 1)、松本 陽子 1)、織田 克利 1)、牛久 綾 3)、

高阪

真路 4)、油谷

浩幸 5)、間野 博行 4)、大須賀

穣 1)、藤井 知行 1)

東京大学医学部附属病院女性診療科・産科/女性外科 1)、東京大学医学部附属病院遺
伝診療部 2)、東京大学医学部附属病院病理部 3)、国立がん研究センター研究所細胞情
報学分野 4)、東京大学先端科学技術研究センターゲノムサイエンス分野 5)
S3-3 「進行卵巣明細胞癌の細胞増殖マーカーCdt１の免疫学的特性とバイオマーカーとしての
検討」
羽間

夕紀子 1）、森谷 卓也 2）、河村

松本

桂子 1）、田中

中井

祐一郎 1）、中村 隆文 1）、下屋

省吾 1）、齋藤 渉 1）、松本 良 1）、

圭紀 1）、杉原 弥香 1）、石田 剛 1）、村田 卓也 1）、
浩一郎 1）

川崎医科大学産婦人科学 1)、川崎医科大学病理学 2)
一般演題 Session 4（14:53～15:41）

座長：喜多 恒和（奈良県総合医療センター）

S4-1 「選択的脱ユビキチン化酵素(DUB)阻害剤の卵巣癌に対する抗腫瘍効果の検討」
福井

志保、長阪

一憲、宮川 優子、小池 良子、神田 蘭香、一瀬 隆行、

杉原

武、平池 春子、梁

栄治、綾部 琢哉

帝京大学医学部産婦人科学講座
S4-2 「卵巣高異型度漿液性癌における microRNA-34a のバイオマーカーとしての有用性」
横溝

陵、矢内原

臨、Jason Solomon Shapiro、斉藤 美里、山口 乃里子、
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川畑

絢子、高橋

一彰、竹中 将貴、山田 恭輔、岡本 愛光

東京慈恵会医科大学産婦人科学講座
S4-3 「BRAF V600E 変異を認めた卵巣 mixed Brenner-mucinous borderline tumor の 1 例」
高橋

健太 1),2)、大島 乃里子 1)、中村 玲子 1)、大西 威一郎 3)、若菜 公雄 1)、

池田

貞勝 2)、宮坂

尚幸 1)

東京医科歯科大学医学部附属病院産婦人科 1)、東京医科歯科大学医学部附属病院がん
ゲノム診療科病理診断科 2)、東京医科歯科大学医学部附属病院病理診断科 3)
S4-4 「卵巣明細癌の新たな Grading system の構築とミスマッチ修復関連蛋白及び腫瘍浸潤リ
ンパ球について」
宮本

守員 1)、松浦

寛子 1)、高野 政志 1)、青山 真 1)、岩橋 秀樹 1)、

石橋

弘樹 1)、垣本

壮一郎 1)、高崎

羽田

平 1)、高田 美乃利 1)、西村 想子 1)、田邊 利砂 1)、笹 秀典 1)、津田 均 2)、

古谷

健一 1)

和樹 1)、小柳津 美佳 1)、大下 珠緒 1)、

防衛医科大学校産科婦人科学 1)、防衛医科大学校病態病理学 2)
15:50～16:10
会長講演

座長：高野 政志（防衛医科大学校）

「鉄（Fe）代謝研究における新たな潮流：
癌細胞を含む細胞生理学と栄養素シグナルの結びつき」
古谷 健一（防衛医科大学校産科婦人科学講座教授）
16:10～16:30
特別講演 1

座長：紀川 純三（松江市立病院）

「次世代バイオ研究の方向性と JBiC の役割」
成田 公明（一般社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム（JBiC）専務理事）
16:30～17:30
特別講演 2

座長：古谷 健一（防衛医科大学校）

「免疫プロファイリング～抗原抗体反応の網羅的解析から見えてくるもの～」
渡辺 慎哉（福島県立医科大学医療-産業トランスレーショナルリサーチセンター
センター長・教授）
※日本専門医機構認定講習

17:30～17:35

閉会の辞
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Memo
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抄録
会長講演
特別講演 1
特別講演 2
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会長講演
鉄（Fe）代謝研究における新たな潮流：
癌細胞を含む細胞生理学と栄養素シグナルの結びつき
古谷 健一
防衛医科大学校産科婦人科学講座教授
金属である鉄（Fe）が、なぜ生体のホメオスターシスに重要な役割を果たしているのかに関しては諸
説あるが、Fe のもつ特徴的な物理学的性質に起因していると考えられている。すなわち、鉄は弱アルカ
リ性の環境下で容易に Fe2+と Fe3+との間で電子を受け渡すという性質から、類似した環境を持つ生体内
における「酸化還元反応」を触媒する酵素活性などに最適な性質を有している。また鉄は地球に豊富に
存在し、恐らくは地球上で生命が誕生する太古の時代から、原始生物はこの性質を上手に利用し、進化
してきたと考えられている。一方、鉄は大気中の酸素（O2）と反応するとフリーラジカルの産生源とな
って、遺伝子やタンパク質などに障害を与えるという細胞毒性も有している。従って、生体内では鉄の
持つ有用性と有害性のバランスを厳密に調整する必要性から、①鉄の吸収調節、②鉄の運搬・貯蔵シス
テム、③炎症反応との関係などの厳格なシステムが存在している。近年、新たな鉄代謝調節因子の発見
によって、鉄（Fe）研究はこれまでの「貧血や栄養代謝」という一見地味なイメージから、最近注目さ
れている「栄養素シグナル」として高い関心が寄せられ、epigenetics を背景とした DOHaD 研究の中心
的テーマの一つとなっている。こうした細胞生理学における「微量元素をふくむ栄養素シグナル研究」
は、生殖・周産期医学のみならず oncology 領域にも深く関与することが想定されることから、今後のが
ん治療戦略の一部を担う可能性を秘めているのではないかと感じている。
本講演では、これまで地味な印象であった本研究領域が、最近の「鉄（Fe）研究のルネサンス」とも
言うべき研究の進展と、特に栄養素シグナルが難治性がん治療の新たな分子ターゲットになる可能性を
秘めている最近の成果について触れたいと思う。
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古谷 健一（ふるや

けんいち）

【略歴】
1979 年

順天堂大学医学部卒・防衛医科大学校 産科婦人科学講座助手

1988 年

IHF（内分泌生殖研究所、Hamburg 大学）留学

1992 年

防衛医科大学校 産科婦人科学講座講師

2005 年

同 産科婦人科学講座教授・分娩部長

2007 年

同 防衛省特別課程修了（第 54 期）

2008 年

同 医師会長

2009 年

同 腫瘍化学療法部長

2015 年

同 副院長（管理・運営）

【学会等】
1997 年 ニューヨーク科学アカデミー（NYAS）：正会員
2002 年 国際外科学会（ICS）
：Fellow（骨盤外科）
2008 年 日本外科系連合学会（JCS）
：Fellow、理事
2012 年 米国科学振興財団（AAAS）
：正会員
【資格】
日本産科婦人科学会専門医・指導医、日本生殖医学会専門医、日本周産期・新生児学会専門医・指導
医、日本婦人科腫瘍学会専門医、日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医、日本がん治療医認定機構認
定医、日本医師会産業医、等

【受賞】
2009 年 埼玉県知事表彰(公衆衛生功労者 )
2010 年 第 17 回総合リハビリテーシヨン賞(金原―郎記念医学医療振興財団 )
「脊髄損傷女性の妊娠・出産に関する調査研究」(共同受賞 )
2010 年 埼玉県知事表彰(国民健康保険事業功績者)
2016 年 厚生労働大臣表彰(母子保健家族計画事業)

等

【知財】
2005 年 実用新案取得(特許庁)登録第 3109974 号 「腹腔鏡下手術における注入吸引管の先端加工に関
する工夫」
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特別講演 1
次世代バイオ研究の方向性と JBiC の役割
成田 公明
一般社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム（JBiC）専務理事
米中対立、英国の EU 離脱等世界は政治、経済面で変革の時を迎えている。
バイオ研究についても、中国が台頭する中で米国の優位は揺るがないものの、英国、EU は Brexit 後の
混乱が予想される。
我が国においては、第二次安倍政権発足後、健康・医療戦略推進本部の設置、医療研究関連の予算を一
元的に執行する AMED（国立研究開発法人日本医療研究開発機構）の設立等の施策が講じられているが、
研究予算はほぼ横ばいで、早急な成果を求める声も強い。
iPS 細胞について海外では効能、毒性評価等創薬分野での活用に重点が置かれているのに対し、我が国
においては再生医療への応用に期待が高いという現象もみられる。
AMED の研究成果を実用化するためにベンチャー企業を設立する等エコシステムの確立が期待されてい
るが、バイオ関連ベンチャーへのベンチャーキャピタルの出資額は米国の 40 分の 1 以下にとどまる(AMED
の予算額は米国 NIH の 30 分の 1)。
2000 年以降の日本人のノーベル賞受賞者は 18 人にのぼっているが、国立大学の独立行政法人化後運営
費交付金の削減により大学の研究基盤が弱体化し、特に基礎研究の担い手である若手研究者の雇用が難
しくなっている。
今後バイオ研究において AI、ビッグデータ等の積極的な活用が必要となるが、我が国の受験制度もあ
り優秀な人材の確保が課題。
JBiC はヒトゲノムのドラフト配列解読が終了した 2000 年にバイオインフォマティクス研究を推進する
ため産官学連携で設立され、タンパク質の構造・機能解析、機能性 RNA、iPS 細胞等の研究を実施して来
た。
最近では福島プロジェクトに加え、血中の miRNA によるがんの早期診断、ゲノム医療、AI による病理
診断支援等のプロジェクトに参画している。
リキッドバイオプシーについては多くの論文が発表されており、診断への応用が期待されているが、タ
ーゲット(DNA、miRNA、タンパク、エクソソーム等)の選択、コントロールデータの確保、解析手法、再現
性について課題も残されている。
特に複数のターゲットを組み合わせてディープラーニング等 AI で判定する場合にはバイオロジー的な
ロジックの証明が医療応用上不可欠である。
また、現在がんの確定診断は病理医が行っており、バイオマーカーによる判定と病理診断の関係をどの
ように整理するか、法的な問題も含め検討する必要がある。
がんの免疫療法については現在 3,000 以上の治験が行われており、その動向を踏まえつつ個々の患者
に適合した治療を行うためのマーカー開発への期待も高まっている。
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成田 公明（なりた
【略歴】
昭和 50 年 3 月 東京大学法学部卒業
4 月 通商産業省入省
エネルギー、環境、流通、原子力、地域開発、消費者行政、
技術開発、産業保安、経済政策、国会対応等に携わる
平成 18 年 4 月から一般社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム（JBIC）専務理事
バイオ分野では稀な文系出身人間
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きみあき）

特別講演 2
免疫プロファイリング
～抗原抗体反応の網羅的解析から見えてくるもの～
渡辺 慎哉
福島県立医科大学医療-産業トランスレーショナルリサーチセンターセンター長・教授
福島県立医科大学で行っている「福島医薬品関連産業支援拠点化事業」では、希少かつ微量な生体試料
を最大限に活用する目的で、極微量サンプルを解析する技術の１つとして独自技術である「タンパク質マ
イクロアレイシステム」を開発した。このタンパク質マイクロアレイシステムは、いわゆる２色法を採用
し、かつ、独自のノーマライズ手法により異なるマイクロアレイを横並びに比較できる。
タンパク質マイクロアレイシステムの利用例の１つとして、約 18,000 種類の抗原を搭載したタンパク
質マイクロアレイ（抗原マイクロアレイ）を用いた血中抗体プロファイリングがある。例えば、がん患者
や自己免疫疾患患者の血中抗体プロファイルを解析したところ、示唆に富んだ興味深い結果を得た。
また、抗原マイクロアレイとは別に、約 800 種類のアレルゲンタンパク質や約 1,700 種類の微生物から
抽出したタンパク質を搭載したタンパク質マイクロアレイも作製している。これらのタンパク質マイク
ロアレイに検査対象者の血液等を反応させることにより、それらに対する抗体を検出できる。将来的には、
これらのシステムは、近い将来、網羅的な感染症またはアレルギー検査として実用化できる可能性がある。
なお、これらのタンパク質マイクロアレイでは、尿中に含まれる抗体のプロファイルを取得できることも
判明した。また、IgG、IgM、IgA、IgE の複数クラスのプロファイルを比較解析することで、単独クラスの
プロファイルの解析ではわからなかったことが明らかになる可能性がある。
EB ウイルスを B 細胞に感染させて LCL（lymphoblastoid cell line）を作製し、そこで産生される抗体
をタンパク質マイクロアレイで網羅的に調べることができる。すなわち、このシステムを用いれば、B 細
胞を活性化させてメモリ細胞の免疫記憶を呼び覚まし、個人の免疫反応の全履歴が明らかになる可能性
がある。さらに、どのような抗体が含まれているかが明確になっている抗体産生細胞からは、いきなりヒ
ト抗体をクローニングも容易になる。
本講演では、独自開発したタンパク質マイクロアレイシステムの基本原理を解説するとともに、抗原抗体
反応の網羅的解析からどのようなことが明らかになりつつあるかを概説する。
がんの免疫療法については現在 3,000 以上の治験が行われており、その動向を踏まえつつ個々の患者
に適合した治療を行うためのマーカー開発への期待も高まっている。
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渡辺 慎哉（わたなべ

【略歴】
平成 4 年

東京大学大学院医学研究科修了

平成 4～15 年

東京大学医科学研究所 助手

平成 15～20 年

東京医科歯科大学 寄附講座教員

平成 20～28 年

福島県立医科大学 教授

平成 28 年～現在 福島県立医科大学 医療-産業トランスレーショナルリサーチセンター
センター長・教授
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しんや）

Memo
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抄録
一般演題

20

S1-1
子宮頸部高異型度神経内分泌腫瘍に対する Insulinoma Associated Protein
1 (INSM1)の神経内分泌マーカーとしての有用性
久慈 志保 1),2)、渡邊 麗子 3),4)、平嶋 泰之 2)、武隈 宗孝 2)
阿部 将人 3)、佐藤 雄一 5)、長塩 亮 5)、岩田 卓 6)、
青木 大輔 6)、亀谷 徹 3)
聖マリアンナ医科大学産婦人科学 1)、
静岡がんセンター婦人科 2)、
静岡がんセンター病理診断科 3)、
国立がん研究センター中央病院病理・臨床検査科 4)、
北里大学医療衛生学部臨床検査学研究室 5)、
慶應義塾大学医学部産婦人科 6)

【背景】Insulinoma-associated protein 1 (INSM1)は、神経内分泌分化に関わる転写因子で、胎生期に
一時的に強く発現するが、成人期の正常組織では非常に限局した部位のみにしか存在しない。一方、
INSM1 は神経内分泌腫瘍に高頻度に発現するという報告があり、タンパク質レベルで神経内分泌腫瘍細
胞の核内に局在することが近年確認されている。
【目的】本研究では、子宮頸部高異型度神経内分泌腫瘍（HGNCUC）に対する INSM1 の発現ならびに、神
経内分泌マーカーとしての有用性を検討した。加えて、HGNCUC と human papillomavirus (HPV)の関連
についても検討した。
【方法】37 例の HGNCUC を対象とし、子宮頸部扁平上皮癌（11 例）
、子宮頸部腺癌（9 例）
、小細胞肺癌
（5 例）
、肺扁平上皮癌（5 例）を比較対象として、ホルマリン固定パラフィン包埋組織標本を用いて検
討を行った。INSM1 と既知の神経内分泌マーカー（chromogranin A: ChrA、synaptophysin: Syn、 neural
cell adhesion molecule: NCAM）の免疫組織化学染色を行った。HGNCUC のうち組織量が十分採取可能で
あった 29 例に対して PCR にて HPV とその genotype を解析した。
【結果】INSM1、ChrA、Syn そして NCAM の陽性率はそれぞれ、95%、86%、86%、68%であった。INSM1 は非
特異的反応が少なく、核に局在し、染色強度も強く、陽性・陰性の判定が容易であった。また、従来の
神経内分泌マーカーと比べて、感度と特異度が優れていた。
HPV とその genotype の解析結果は、21 例（72%）で HPV（high risk）に感染しており、type16 が 14%、
type 18 が 86%であった。
【結論】INSM1 は HGNCUC に高頻度に発現することが示され、さらに診断のための有用な神経内分泌マー
カーになりうると考えられた。また、HGNCUC と HPV 感染との関連性が示唆された。
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S1-2
ARID1A は DNA ダメージに応答して p53 と協調し p21 の転写を活性化する
上川 篤志、戸澤 晃子、鈴木 直
聖マリアンナ医科大学

【目的】ARID1A は、SWI/SNF クロマチンリモデリング複合体の構成因子であり、卵巣明細胞癌や子宮類
内膜癌などを含めた多くの癌で高頻度に変異が認められる癌抑制遺伝子である。本研究は ARID1A によ
る細胞周期抑制因子 p21 の発現調節を解析することで、ARID1A 変異による癌発症メカニズム解明の一旦
に繋げることを目的とした。
【方法】汎用細胞株である 293T 細胞を用いて、ARID1A を siRNA によりノックダウンしたときの p21 の
発現をウェスタンブロットで解析した。また、ARID1A が p21 の転写活性に与える影響を ARID1A、p53 の
発現ベクター、p21 の転写制御領域を組込んだレポーターベクターを用いたルシフェラーゼアッセイに
より検討した。上記の解析をアドリアマイシン処理の有無により比較した。
【成績】ARID1A のノックダウンにより、p21 の発現量は低下したが、p53 の発現量には影響しなかった。
一方、ルシフェラーゼアッセイを行った結果、ARID1A の過剰発現は p21 の転写活性を増加させ、ARID1A
と p53 の共発現により p21 の転写活性は協調的に増加された。アドリアマイシンによる DNA ダメージ存
在下では、ARID1A と p53 による協調的な p21 転写活性はさらに増強された。
【結論】ARID1A は p53 と協調的に作用し p21 の転写活性を高めたことから細胞周期を負に制御している
と考えられた。また、アドリアマイシンの共存下では p21 の転写活性をさらに増強したことから、ARID1A
は DNA ダメージに応答して p21 の転写活性を高めることで、細胞周期・細胞増殖を制御し細胞の癌化を
抑制している可能性が示唆された。
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S1-3
頸管粘液中の micro RNA は子宮頸がんおよびその前癌病変診断の
バイオマーカーとして有用である
大谷 清香、市川 亮子、鳥居 裕、
西尾 永司、藤井 多久磨
藤田医科大学産婦人科学教室

【目的】microRNA(miRNA)は子宮頸がん発生の過程で様々な遺伝子発現の制御に重要な役割を果たして
いる。本研究では特定の miRNA の高発現が子宮頸部腫瘍診断のバイオマーカーとして有用か否かを調べ
た。
【方法】正常および子宮頸部異形成（CIN）
、扁平上皮癌（SCC）
、腺癌（AD）の患者から頸管粘液検体を
採取し、その中に含まれる miRNA を microRNA array と real time RT-PCR で測定した。その中で、高発
現している miRNA と病理組織診断との相関を調べた。
【結果】４種の miRNA (miR-126-3p、-20b-5p、-451a、-144-3p)の発現量が正常の検体と比較して有意
に SCC と AD の検体で増加していた。また、発現量は病変の進行度と高い相関関係を示した。ROC curve
で は SCC と 正 常 と の 比 較 で 、 miR-126-3p 、 -20b-5p 、 -451a 、 -144-3p) の AUC が そ れ ぞ れ
0.91,0.94,0.96,0.95 で あ っ た 。 SCC と AD を 含 む 浸 潤 癌 と 正 常 と の 比 較 で は そ れ ぞ れ
0.89,0.90,0.94,0.93 であり、浸潤癌検出のためのマーカーとしては高い精度を示した。CIN3 以上の病
変と正常とを比較した場合は AUC の値は、それぞれ 0.80, 0.82, 0.87, 0.87 と中等度の精度を示した。
【結論】頸管粘液中に高発現している miR-126-3p, -20b-5p, -451a, -144-3p は子宮頸部腫瘍の診断バ
イオマーカーとして有用な可能性がある。
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S2-1
子宮頸がんに対する治療戦略構築のための
新規予後相関バイオマーカーの探索
竹田 貴 1),2)、中村 加奈子 1)、小松 将之 2)、千脇 史子 2)、
辻

浩介 1)、小林 佑介 1)、冨永 英一郎 1)、阪埜 浩司 1)、

佐々木 博己 2)、青木 大輔 1)
慶應義塾大学産婦人科 1)、
国立がん研究センター研究所（創薬標的・シーズ探索部門）2)

【背景】近年、本邦において子宮頸がんは増加傾向にあるが、治療標的となる分子や治療選択に有用な
バイオマーカーは未だ明らかとなっていない。我々は、網羅的遺伝子発現データから子宮頸がんの予後
と相関する遺伝子を探索し、その機能を解析することによって治療標的分子やバイオマーカーを同定し、
新規治療戦略の構築につなげることを目的とした。
【方法】TCGA の RNAseq による網羅的遺伝子発現データを用いて子宮頸がんの予後と相関する遺伝子を
抽出した。次に、子宮頸がん細胞株を用いて、それぞれの遺伝子を siRNA にて発現抑制、プラスミドや
レンチウイルスベクターにて過剰発現させ、その機能を in vivo、in vitro で解析した。
【結果】子宮頸がんでの高発現が予後良好に関連する遺伝子として SIM2 (Single-minded homolog 2)、
予後不良に関連する遺伝子として IGF2R (Insulin like growth factor 2 receptor)を見出した。子宮
頸がん細胞株を用いた実験において、SIM2 の過剰発現は放射線感受性を向上させ、さらに HIF-1α、VEGF
の発現を抑制し、異種皮下移植モデルにおいて腫瘍形成を阻害した。一方、SIM2 の発現抑制は放射線抵
抗性を示し、HIF-1α、VEGF の発現を上昇させ、腫瘍形成を促進させた。予後不良と相関した IGF2R は
ライソソーム内の分解酵素の細胞内輸送体として機能することは知られているが、子宮頸がん細胞株に
おける IGF2R の発現抑制は、ライソソームの機能低下からオートファジーを阻害し、アポトーシスを誘
導することを発見した。これは IGF2R と結合するライソソームの分解酵素であるカテプシン等の運搬障
害・活性阻害によって引き起こされていた。さらに、IGF2R の発現抑制はシスプラチンの IC50 を 80%以
上低下させ、その感受性を向上させた。
【結論】本研究によって、子宮頸がんにおいて予後に相関するバイオマーカーの候補が見出された。SIM2
は放射線感受性や血管新生と関連することから、その発現により放射線療法または VEGF 阻害薬を含む
化学療法とするかの治療選択のバイオマーカーとしても機能すると考える。一方、IGF2R はライソソー
ムの機能と関連し、その経路の阻害はがん細胞死へと導くことから、今後 IGF2R やライソソームを標的
とする分子標的薬の創薬へと繋がることが期待される。さらに IGF2R の発現はシスプラチン等の化学療
法の効果を治療前に予測するバイオマーカーとしても機能することが示唆された。
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S2-2
子宮体部類内膜癌における所属リンパ節転移と術後再発の
予測バイオマーカーとしての p53 と ERβの免疫組織学的発現の解析
小幡 武司、中村 充宏、水本 泰成、
飯塚 崇、小野 政徳、藤原 浩
金沢大学産婦人科

子宮内膜癌の中で最も頻度の高い組織型である類内膜癌において、TP53 遺伝子変異は、癌細胞の浸潤
および転移能に関連があると報告されている。病理学的形態から術後再発が低リスクと判定される類内
膜癌においても、しばしば予想に反するリンパ節転移や術後再発をきたしてくる症例が存在し、臨床的
に問題となっている。しかしながら、現在術前に類内膜癌の悪性度を的確に予測できる臨床的に有効な
パラメーターはない。今回、癌の進行リスクを予測する信頼度の高い因子を同定するために、後方視的
に術前の画像検査において遠隔転移を認めなかった子宮体部類内膜癌 154 症例の p53 の免疫染色性およ
び遺伝子変異との関連、そして

の発現を観察し、臨床データとの関連を解

析した。
免疫染色の判定基準として、p53 は癌細胞の核に 10%以上染色が認められる症例を stained-p53、ER は
癌細胞の核に 50%以上染色が認められる症例を high-ER とそれぞれ判定した。免疫染色にて stainedp53 と判定した症例に対しては、手術時に採取した腫瘍組織から DNA 抽出し、TP53 遺伝子の解析を行っ
た。
p53 が癌細胞の核の 10-49%しか染色されない通常 p53 陰性と判定される群において、遺伝子変異はわ
ずか 15%程度であったものの、p53 過剰発現群と同様の頻度でリンパ節転移・術後再発が確認された。ま
た、TP53 遺伝子変異の有無とリンパ節転移・術後再発の有無との間に相関は認められなかった。類内膜
癌の進行には、TP53 遺伝子変異以外の因子として「p53 蛋白の代謝カスケードの異常」がもたらす意義
を再評価する必要があると考え、ER に注目し、免疫組織学的発現と臨床データとの関連を検討した。
発現とリンパ節転移・術後再発との関連は認められなかった一方で、highにのみ認められ、リンパ節転移・術後再発群は全症例 high-

は全症例の

であった。また、high-

症例のなかで、リンパ節転移・術後再発の頻度は p53-stained 群で 61.1%、p53-non-stained 群で 21.9%
であった。Double positive (stained-p53 かつ high-

症例は、
それ以外の群に比べ、
有意に Disease-

free-survival が短いという結果であり、悪性度と高い相関を示した。
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S2-3
子宮体癌における血中腫瘍 DNA における
新規再発予測マーカーとしての検討
新谷 大輔、小笠原 仁子、藪野 彰、長谷川 幸清、藤原 恵一
埼玉医科大学国際医療センター婦人科腫瘍科

【目的】近年血中腫瘍循環 DNA（ctDNA）はリキッドバイオプシーとして、様々な癌の有効な診断マーカ
ーとしても有用であると言われているが、子宮体癌での報告はまだ少ない。
今回我々は子宮体癌における新規再発予測マーカーを確立するため子宮体癌で最も多くみられる変異
である PIK3CA・KRAS 遺伝子変異が血液中の遊離 DNA においてどの程度検出可能かを血液検体を解析し、
既存の予後因子を含めた多変量解析を行い、予後推定因子としての有用性を明らかにする。
【方法】腫瘍組織検体から得られた DNA と手術前に採取した血液検体を用いた血漿遊離 DNA からドロッ
プレットデジタル PCR（ddPCR）での好感度検出法により PIK3CA・KRAS 遺伝子変異を検出し、血漿遊離
DNA の遺伝子変異の精度を評価する。また臨床因子と比較して、検出率や予後との関連性を検討し、再
発予測マーカーとしての有用性を明らかにする。
【結果】205 例の子宮内膜新生物の組織標本から ddPCR を利用して PIK3CA と KRAS の体細胞変異を確認
したが、そのうちの 74 例において PIK3CA と KRAS 遺伝子の単一もしくは両方の変異を認めた。74 例の
うち、子宮体癌、重複癌、子宮内膜異形増殖症がそれぞれ 68 例、3 例、3 例であった。68 例の子宮体癌
組織における ddPCR を用いた ctDNA 検出率は 14.7％（10/68）で、子宮体癌症例の血漿遊離 DNA におけ
る ctDNA 検出率は 14.7％（10/68）であり、PIK3CA と KRAS 遺伝子変異検出率はそれぞれ 14.3％（5/35）
と 13.3％（6/45）であった。また ctDNA と臨床病理学的所見との関連を解析し、進行期（p=0.0084）と
脈管侵襲の有無（p=0.0022）において有意な関連を示した。また ctDNA と予後について log-rank 検定
にて解析し、無増悪生存期間と全生存期間双方に有意な相関を示した。（p=0.0010、p=0.0036）
全生存期間においては多変量解析によって ctDNA と独立した相関を示した。
【結語】ctDNA における PIK3CA と KRAS 遺伝子変異の検出は子宮体癌の再発のリスクファクターとなる
可能性が予想される。
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S3-1
新たな Radiomics 解析法を用いた子宮平滑筋腫瘍の病態解析
山本 真、山田 しず佳、津吉 秀昭、吉田 好雄
福井大学医学部産科婦人科

【目的】現在、システム生物学の中心はプロテオミクス、ゲノミクスだが、新たな分子イメージング法
を用いた Radiomics 解析法の登場で、細胞や時間で推移する複雑な生命現象をよりダイナミックに理解
できる可能性が出現してきた。子宮肉腫は予後不良の疾患で、完全摘出しても半数以上に遠隔転移（主
に肺）が生じる。その希少性から予後予測に有用なツールのエビデンスは少ない。我々は、原発巣の腫
瘍内糖代謝の heterogeneity（不均質性）が評価できるテクスチャ解析法で、子宮筋腫と子宮肉腫の鑑
別や子宮肉腫の予後予測が可能か FDG-PET を用いて検討した。
【方法】当院で FDG-PET を実施した子宮筋腫及び子宮肉腫症例を後方視的に解析した。従来法である SUV
等のパラメータによる予後予測を行った後に、テクスチャ解析法を用いて腫瘍全体の種々のテクスチャ
特徴量（Contrast、Homogeneity など）を算出した。子宮筋腫と子宮肉腫の鑑別には ROC 解析を用い、
子宮肉腫の予後予測には各パラメータを中央値で 2 群に分け Kaplan-Meier 曲線を作成し、Log rant テ
ストで予後の比較を行った。
【成績】子宮筋腫と子宮肉腫の鑑別において、normalized gray-level co-occurrence matrices（NGLCM）
から算出された Entropy が最も鑑別能が高く,従来の SUVmax よりも有用であった。子宮肉腫の予後予測
においては、ヒストグラム解析（SUVmax、TLG、MTV など）では予後に有意差を認めなかった。テクスチ
ャ解析では、NGLCM_Contrast 高値群で有意に予後不良であった。
【結論】新たな Radiomics 解析法を子宮平滑筋腫瘍に用いて病態解析を行った。子宮肉腫では核分裂像
や凝固壊死の有無が悪性度に影響を及ぼすが、それらは FDG-PET において腫瘍内の heterogeneity を表
すと考えられる。今回の検討で heterogeneity が強い腫瘍はより予後不良であった。治療前に非侵襲的
な評価か可能な FDG-PET テクスチャ解析法は予後予測に有用である可能性が示唆された。子宮肉腫は症
例数が限られるため、今後は病理組織学的な検討も加えて多角的な評価を行いたい。
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S3-2
クリニカルシークエンス(Todai OncoPanel;TOP)を施行した
子宮肉腫 9 例の検討
稲葉 洋文 1)、谷川 道洋 1)、大瀬戸 久美子 2)、水野 祥 1),4)、
本城 晴紀 1)、川田 淑子 1)、鶴賀 哲史 1)、松本 陽子 1)、
織田 克利 1)、牛久 綾 3)、高阪 真路 4)、油谷 浩幸 5)、
間野 博行 4)、大須賀 穣 1)、藤井 知行 1)
東京大学医学部附属病院女性診療科・産科/女性外科 1)、
東京大学医学部附属病院遺伝診療部 2)、
東京大学医学部附属病院病理部 3)、
国立がん研究センター研究所細胞情報学分野 4)、
東京大学先端科学技術研究センターゲノムサイエンス分野 5)
【背景】子宮肉腫は稀少性・多様性を併せ持つ腫瘍であり、その発生病態は不明な点が多く、治療戦略
も確立されていない。クリニカルシークエンスを用いた分子プロファイリングは、がんの精密医療の根
元であり、癌腫においては標的治療に対応した遺伝子変異の同定に非常に有効であるが、肉腫における
有効性は確立されていない。東京大学医学部附属病院では、464 遺伝子の DNA パネルと 463 遺伝子の RNA
パネルにより網羅的にがんの体細胞変異・融合転写産物を検出するクリニカルシークエンス (Todai
OncoPanel; TOP)を独自開発し、2017 年 2 月からの試験運用を経て 2018 年 9 月より先進医療 B で運用し
ている。
【方法】TOP により子宮肉腫症例 9 例(平滑筋肉腫 3 例、腺肉腫 2 例、高悪性度子宮間質肉腫 2 例、未分
化子宮肉腫 1 例、癌肉腫 1 例)の解析を行った。ホルマリン固定パラフィン切片(FFPE)から DNA/RNA を
抽出し、末梢血単核球からのものと比較して、患者固有の遺伝子多型を除外した体細胞変異ならびに異
常転写産物を検出した。検出された遺伝子変異は、公共の知識データベースにより臨床的意義付け、薬
剤対応情報の評価を行った。
【結果】6 症例で oncogenic な遺伝子情報が得られた（非同義体細胞変異は 14 種類確認され、TP53 が 3
例、CDC73 が 2 例、RAD51 が 2 例、MED12、RB、KRAS 等がそれぞれ 1 例であった（重複あり））
。4 症例で
相同組換え修復異常を示唆する遺伝子変異が認められた（RAD51 の体細胞変異 2 例、BRCA2 のホモ欠失 1
例、BRCA2 の生殖細胞系列変異が 1 例）
。2 症例で新規融合遺伝子（MET-SGCE、PLCE1-CCDC6）が検出さ
れ、病理診断の一助となった。また、腺肉腫の 2 症例において、CDC73（Paf1/RNA polymerase II complex
component）の oncogenic な体細胞変異を認めた。
【考察】本研究により、子宮肉腫においてもクリニカルシークエンスが診断・治療に有効な体細胞変異・
融合遺伝子の検出に有効であることが示された。特に、9 例中 4 例と高頻度で相同組換え修復異常が検
出されたことは、子宮肉腫においても白金製剤や PARP 阻害剤が有効であることを示唆する。一方で、が
ん原性となる体細胞／生殖細胞系列変異が全く検出されない症例も癌腫に比して多いという課題も明
らかにされた。
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S3-3
進行卵巣明細胞癌の細胞増殖マーカーCdt１の免疫学的特性と
バイオマーカーとしての検討
羽間 夕紀子 1）、森谷 卓也 2）、河村 省吾 1）、齋藤 渉 1）、
松本 良 1）、松本 桂子 1）、田中 圭紀 1）、杉原 弥香 1）、
石田 剛 1）、村田 卓也 1）、中井 祐一郎 1）、中村 隆文 1）、
下屋 浩一郎 1）
川崎医科大学産婦人科学 1)、川崎医科大学病理学 2)
【緒言】卵巣明細胞癌（OCCC）は本邦では欧米の約 3 倍の頻度を占め、進行症例では漿液性癌（SAC）と
比較し予後不良であることが知られている。その理由として、OCCC は化学療法に抵抗性を示すことが最
大の要因であることが考えられている。我々は OCCC の特徴から腫瘍細胞が G1 期に偏在している可能性
を考えた。過去の研究としては Itamochi らが OCCC の cell line の研究において報告しているが、実際
の臨床検体を用いて証明したものはない。今回 OCCC の臨床検体を用いて化学療法抵抗性の原因と予後
について免疫組織学的に検討し、今後のバイオマーカーとなる可能性について考察した。
【対象/方法】当院において手術治療がなされた 1990 年〜2016 年 1 月までの卵巣腫瘍のうち、StageⅡ
期以上の進行症例 OCCC・SAC のそれぞれ 29 症例ずつ合計 58 症例を用いた。免疫組織学的に G0 期以外
で発現する Ki-67、G1 期初期〜S 期にかけて発現する MCM7、G1 のみに発現する Cdt1、S 期〜M 期まで発
現する Geminin の 4 種類の増殖マーカーの抗体の発現を検討し、OCCC と SAC の 2 群間で比較検討した。
また進行 OCCC 10 症例について、Cdt1 のカットオフ値を設定しその予後についても検討を加えた。
【結果】免疫組織染色の結果、OCCC では Cdt1 発現の上昇（p=0.0001＊）と Geminin 発現の低下（p=0.0001
＊）が有意に認められた。OCCC は SAC と比較し腫瘍細胞が増殖サイクルに入っていない G１期に偏在し
ていることが免疫組織学的に示された。これは化学療法抵抗性の原因の一つとなっていることが示唆さ
れる。また、予後の検討においても Cdt1 のカットオフ値を 64％に設定した場合、OCCC の Cdt1 陽性率
の高い症例では無増悪生存率がより低かった。
【考察】今回の研究は我々の研究仮説と一致し、腫瘍細胞が G1 期に偏在している可能性について、初
めて臨床検体を用いて証明し得たものとなった。免疫組織染色は診断的側面で一般的に臨床では利用さ
れているもので、乳房や肺、消化管などの癌では、免疫組織染色を利用して腫瘍を病理学的に細分化し、
個々のタイプに合わせた薬物療法を行うテーラーメード医療が一般的になってきている。これは婦人科
癌でも今後大いに期待される分野であり、免疫組織染色で発現を確認できる Cdt1 は、今後バイオマー
カーとして現実可能性を秘めている。治療ガイドラインをみても卵巣癌の中でも明細胞癌は唯一早期癌
で化学療法が必要とされている。これは明細胞癌の予後の悪さと治療抵抗性のためである。Cdt1 により
不必要な化学療法が省略できる可能性や、化学療法以外の免疫療法や分子標的治療などを初回から追加
することを考慮する一助となる可能性がある。しかしながら乳癌での Ki67LI と同様、カットオフ値を
設定するのには少々議論の余地がある。今後さらなる症例数の追加と検討が必要と考える。
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S4-1
選択的脱ユビキチン化酵素(DUB)阻害剤の卵巣癌に対する
抗腫瘍効果の検討
福井 志保、長阪 一憲、宮川 優子、小池 良子、神田 蘭香、
一瀬 隆行、杉原 武、平池 春子、梁 栄治、綾部 琢哉
帝京大学医学部産婦人科学講座

【目的】乳癌、前立腺癌、および多発性骨髄腫に対する新規の治療標的として脱ユビキチン化酵素（DUB;
deubiquitinase）阻害剤が近年注目されており、臨床試験が行われている。
本研究では、卵巣癌に対する DUB 阻害剤である IU1, bAP-15 の抗腫瘍効果に対する基礎的検討を行っ
た。
【方法】卵巣癌細胞株 TP53 R282 変異を発現する MESOV、内因性の TP53 の発現のみられない SKOV3、

TP53 の変異がない OVISE、RMG-1 に対して、選択的 DUB 阻害剤（USP14 を阻害する IU1、USP14 と UCHL5
の両方を阻害する bAP15）を添加し、ウエスタンブロット法、蛍光免疫染色法、siRNA 法、MTT assay、
FACS 法、コロニー形成法および AnnexinV 法にて、タンパク発現、細胞生存率、細胞周期、増殖能、ア
ポトーシス誘導能などの抗腫瘍効果について評価を行った。
【結果】
bAP15 は MESOV および SKOV3 に対して濃度依存的な細胞増殖抑制効果を認めたが（MESOV: Median
IC50 314.7 nM、SKOV3: Median IC50 369.8 nM）、IU1 は IC50 に達しなかった。TP53 に変異がない OVISE、
RMG-1 に対しては bAP15、IU1 ともに細胞増殖抑制効果を認めなかった。FACS による細胞周期解析では、
bAP15 は MESOV および SKOV3 に対して G2/M の細胞周期停止をもたらすことを示し、有意なコロニー形成
制御、アポトーシス誘導を示した。また UCHL5 阻害による TGFβ/Smad 経路について、TGF-β刺激後に
bAP15 添加することにより検討をしたところ、bAP-15 は MESOV および SKOV3 における Smad2/3 タンパク
質の脱リン酸化を誘導した。また bAP-15 添加により MES-OV では MDM2 発現が誘導され、発現量依存的
に Cleaved PARP 発現を誘導した。
【結論】TP53 に変異を有する卵巣癌細胞株 MESOV、SKOV3 では、bAP15 添加による UCHL5 阻害によって
TGFβ/Smad 経路を介したアポトーシスが誘導されることがわかった。TP53 に変異を有する進行性卵巣
癌に対し、選択的 DUB 阻害剤 bAP15 による UCHL5 阻害が新規治療戦略となり得ることが示唆された。
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S4-2
卵巣高異型度漿液性癌における
microRNA-34a のバイオマーカーとしての有用性
横溝 陵、矢内原 臨、Jason Solomon Shapiro、斉藤 美里、
山口 乃里子、川畑 絢子、高橋 一彰、竹中 将貴、山田 恭輔、
岡本 愛光
東京慈恵会医科大学産婦人科学講座

【緒言】卵巣癌は進行癌で発見されることが多く、予後不良な婦人科悪性腫瘍である。近年、分子標的
治療薬を用いた個別化治療が臨床応用されているが、効果は限定的であり、さらなる改善が期待されて
いる。このような背景の中、卵巣癌におけるバイオマーカーとして microRNA（miRNA）の可能性が注目
されている。我々はこれまでに、高異型度漿液性癌（HGSC）において miRNA-34a（miR-34a）発現が抑制
されていることを報告した。miR-34a は大腸癌では IL-6R/STAT3 シグナル伝達経路を介して抗腫瘍効果
を示すことが報告されている。IL-6R/STAT3 シグナル伝達経路の制御は、卵巣癌においても重要な治療
標的として期待されている。そこで本研究では、HGSC における miR-34a 発現抑制の生物学的意義を IL6R/STAT3 シグナル伝達経路に着目して明らかにするとともに、miR-34a を用いた新たな治療戦略につい
て検討した。
【方法】臨床検体を用いて、HGSC における miR-34a 発現をリアルタイム RT-PCR 法により解析し臨床病
理学的因子との関連を検討した。次いで HGSC 細胞株である KF28（p53 変異型）及び A2780（p53 野生型）
を用いて miR-34a 安定発現株を作成し、細胞増殖能、細胞浸潤能、抗癌剤感受性について MTS assay、
invasion assay 及びウェスタンブロット法により検討した。また、ヌードマウスに KF28 由来の miR-34a
安定発現株を皮下注射し、腫瘍形成能について評価した。
【結果】HGSC35 症例において、miR-34a 発現は早期癌と比して進行癌で有意に低下していた。miR-34a
安定発現株は、p53 変異の有無にかかわらず IL-6R 発現抑制とそのシグナル下流である STAT3 のリン酸
化抑制を認め、細胞増殖能・浸潤能の低下及び抗癌剤感受性の改善を示した。またその他、各表現型に
関連するタンパク（CDK4、survivin、Snail、E-cadherin、MMP9）の発現変化を認めた。ヌードマウスに
おける検討では、miR-34a 安定発現株ではコントロールに比して有意に腫瘍形成能が抑制されていた。
【結語】HGSC において、miR-34a の発現抑制は IL-6R/STAT3 シグナル伝達経路を介した腫瘍原性に寄与
していることが明らかになった。また miR-34a を用いた HGSC に対する新たな治療戦略の可能性が示唆
された。
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S4-3
BRAF V600E 変異を認めた
卵巣 mixed Brenner-mucinous borderline tumor の 1 例
高橋 健太 1),2)、大島 乃里子 1)、中村 玲子 1)、
大西 威一郎 3)、若菜 公雄 1)、池田 貞勝 2)、宮坂 尚幸 1)
東京医科歯科大学医学部附属病院産婦人科 1)、
東京医科歯科大学医学部附属病院がんゲノム診療科病理診断科 2)、
東京医科歯科大学医学部附属病院病理診断科 3)
【背景】
「がんゲノム医療」または「precision cancer medicine」は近年注目され、今後さらに普及す
ることが見込まれている。わが国でも、マルチプレックス遺伝子パネル検査が近々保険収載される見通
しで、今後は遺伝子パネル検査の結果が治療選択のバイオマーカーとなる可能性が期待されている。
既知のがんに関連する遺伝子の変異の 1 つとして、BRAF 遺伝子の V600E 変異があり、この変異は卵巣漿
液性境界悪性腫瘍および卵巣低悪性度漿液性癌の 28-35%で認められることが報告されている。一方、ま
れな組織型での変異の頻度については、情報の蓄積が十分ではない。今回、我々はまれな組織型である
卵巣 mixed Brenner-mucinous borderline tumor に対して、遺伝子パネル検査で明らかとなった BRAF
V600E 変異を根拠に治療を行ない、腫瘍の増大を抑制し得た症例を経験したため報告する。
【症例】症例は 67 歳の女性で、腹部膨満感を主訴として当科を受診した。骨盤部 MRI の結果、左卵巣に
12cm 大ののう胞性病変を認め、左卵巣腫瘍と診断した。開腹手術を行ったところ、腫瘍は S 状結腸と強
固に癒着していたため、左付属器摘出術および S 状結腸切除術を行った。術後の病理組織診断は mixed
Brenner-mucinous borderline tumor であり、追加治療は施行しなかった。しかし、手術から 2 年後に
6cm 大の骨盤内腫瘍を認め、再発と診断した。初回治療時から腹腔内の癒着が強く、再手術による摘出
は困難と判断した。治療方針決定のため、ホルマリン固定パラフィン包埋ブロックによる腫瘍組織を用
いた Next generation sequencing による 114 のがん関連遺伝子検査を行った。検査の結果、BRAF V600E
の変異と BCL2L11 の hemizygous loss が明らかとなった。BRAF V600E の変異に対して、BRAF 阻害薬で
ある Dabrafenib による治療を行う方針とした。現在、治療開始から 6 か月経過しているが、腫瘍の増
大を認めず、重篤な有害事象もなく治療継続中である。
【結語】 BRAF V600E の変異を認めた卵巣 mixed Brenner-mucinous borderline tumor に対して
Dabrafenib による治療を行い、Clinical benefit を得ることができた症例を経験した。
本症例の経過からも、まれな組織型の腫瘍や、標準治療が確立されていない希少がんに対しても、遺伝
子パネル検査の結果が治療選択のためのバイオマーカーとなり得る可能性が示唆された。
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S4-4
卵巣明細癌の新たな Grading system の構築と
ミスマッチ修復関連蛋白及び腫瘍浸潤リンパ球について
宮本 守員 1)、松浦 寛子 1)、高野 政志 1)、青山 真 1)、
岩橋 秀樹 1)、石橋 弘樹 1)、垣本 壮一郎 1)、
高崎 和樹 1)、小柳津 美佳 1)、大下 珠緒 1)、
羽田 平 1)、高田 美乃利 1)、西村 想子 1)、
田邊 利砂 1)、笹 秀典 1)、津田 均 2)、古谷 健一 1)
防衛医科大学校産科婦人科学 1)、
防衛医科大学校病態病理学 2)

【緒言】卵巣高悪性度漿液性癌に対してはそれぞれ遺伝背景を反映した Grading system が存在するが、
卵巣明細胞癌(CCC)に対する確立された Grading system は未だ存在しない。
【方法】1983 年から 2014 年までの間に当院で初回手術療法を施行した CCC126 例を対象として、組織学
的に構造及び間質浸潤を分類して、臨床病理学的因子との相関する Grading System を構築する。また、
その中で、利用可能であった 125 例のパラフィン切片を用いて、ミスマッチ修復蛋白(MMR; MSH1、MLH2、
MLH6、PSM２)及び腫瘍関連リンパ球(TILs: CD4、CD8、FOXP3)を免疫染色し、Grading system との関連
を検討した。
【結果】全スライドを検鏡し、組織学的に構造を 9 個に分類し、間質浸潤パターンを 2 個に分類した。
その中で、100 倍で検鏡し腺管構造を伴わないものを充実部とし、充実部が少なくとも 10%以上有する
またはデズモプラアを伴う間質浸潤を有する CCC を High-grade CCC とし、有しないものを Low-Grade
CCC と定義した。33 例(26%)は High-grade CCC に分類され、93 例(74%)は Low-grade CCC に分類された。
High-grade CCC の方が FIGO III/IV 期(p=0.04)及び初回手術の suboptimal surgery 症例(p=0.04)が多
かった。High-grade CCC は Low grade CCC と比べて PFS(p<0.01)及び OS(p<0.01)共に不良であった。無
増悪生存期間(PFS)及び全生存期間(OS)に対する多変量解析でも FIGO III/IV 期及び初回手術の
suboptimal と共に、High-grade CCC は予後不良因子として抽出された(PFS:HR 3.02 95%CI 1.73-5.24,
p<0.01；OS:HR 4.61 95%CI 2.46-8.76, p<0.01)。125 例を対象に MMR 及び腫瘍関連リンパ球を免疫染色
し相関を試みた。MMR loss、CD8 陽性リンパ球(p=0.082)との相関はなかった。CD４陽性リンパ球
(p=0.017)、FOXP3 陽性リンパ球(p=0.044)の出現頻度は High grade CCC の方が多かった。CD4 陽性リン
パ球や FOXP3 陽性リンパ球は予後との関連はなかった。
【結語】本研究で定義した Grading System は予後を反映するバイオマーカーとなり得た。この system
は、MMR 関連蛋白の発現と相関しなかったが、CD4 及び FOXP3 陽性リンパ球の出現頻度とは相関がみら
れた。今後もこれらの相関関係の意味を検討しつつ、ARID1A や PIK3CA などの代表的な遺伝子との相関
やその他遺伝子変異を反映するのかを検討していく予定である。
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