


 第34回

日本ヒト細胞学会学術集会
The 34th Annual  Meet ing of  Japan Human Cel l  Society

学術集会　会長　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・産婦人科

第34回日本ヒト細胞学会学術集会　運営事務局（担当：杉浦、藤田）

〒631-0846　奈良市平松1丁目30番1号

TEL：0742-46-6001（代）

FAX：0742-46-6011　

E-mail:obgy@nara-hp.jp

目次

ご挨拶

会場までのご案内

会場案内図

参加者の皆様へ

プログラム・日程表

抄録

CTC臨床応用研究会抄録

理事名簿

企業広告

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

P3 

P4

P5

P6

P7

P12

P64

P72

P74



第34回  日本ヒト細胞学会学術集会 3

ご挨拶

このたび、2016 年 7 月 16 日・17 日の両日、奈良市の東大寺総合文化センターにおいて、第 34 回

日本ヒト細胞学会学術集会を担当させていただくことになりました。夏に開催されるのは本学会の習わ

しではありますが、さらに暑いイメージの強い奈良盆地で開催させていただくことをお許し願います。

本学会は、小生が防衛医科大学校を卒業した 1983 年に、奥村秀夫初代理事長のもと第 1 回ヒト細胞

研究会（本学会の旧称）学術集会が開催されました。今でいう産婦人科専攻医であった 1988 年 8 月に

東京で開催された第 6 回ヒト細胞研究会において、腫瘍研究グループの仲間が、「ヒト卵巣漿液性嚢胞

腺癌由来シスプラチン耐性細胞 KFr」と「ヌードマウスにおける腹水産生ヒト卵巣癌細胞 HRA」という

演題でポスター発表をしたのが、小生の本学会との関わりの始まりでした。2001 年の第 19 回は当時

防衛医科大学校産婦人科教授の菊池義公先生が学術集会長を担当され、小生は事務局をさせていただい

たことが思い出されます。当時は運営をコンベンションセンターに依頼し、多くの協賛を得て招待者も

多く、開催準備にあたっては会長も然ることながら、裏方もそれは大変でありました。その経験を活か

せるすべもなく、時代の流れでもあり、今回は質素な学術集会となることをお詫びいたします。しかし

ながら、より多くの方、特にヒト細胞に関する研究に熱心な基礎系、臨床系の先生方にご参加頂き、シ

ンポジウムや一般講演にもご発表頂き、ヒト細胞に関する知見をより広く増していただければ幸いです。

今回は 4 つの特別講演と 1 つのシンポジウムおよび一般講演を企画しました。特別講演では、京都大

学 iPS 細胞研究所副所長・教授の江藤浩之先生に、「iPS 細胞をソースにした血小板製造システムの開発

戦略」についてご講演いただく予定です。救命救急科、外科、産婦人科をはじめとする医療従事者や患

者さんにとって、人工血液細胞供給の確立には絶大な期待が注がれています。次いで大阪大学医学部大

学院　感染免疫医学講座・免疫細胞生物学教室教授の石井　優先生には、「蛍光生体イメージングによ

る生きた細胞動態の解析」についてご講演頂きます。多光子励起顕微鏡を駆使した蛍光生体イメージン

グにより破骨細胞による骨吸収やがん細胞の浸潤・転移などにおける各細胞の巧妙な動きを知ることが

できるでしょう。さらに元防衛医科大学校産婦人科教授で現菊池がんクリニック院長の菊池義公先生と

前鳥取大学医学部附属病院がんセンター教授で現松江市立病院長の紀川純三先生には、「ヒトがん培養

細胞の樹立と研究の経験から次世代に伝えたいこと」をテーマにご講演頂きます。ヒト細胞を用いたこ

れまでの研究成果と臨床応用の可能性および今後の研究に関して示唆をいただき、若手研究者には今後

の研究テーマの発想につなげていただけることを期待しています。またシンポジウムでは、「骨髄由来

免疫抑制細胞（MDSC）を標的とした癌治療」と題して、腫瘍随伴性白血球増多における G-CSF・VEGF

や MDSC の関与とこれらを応用した治療戦略について意義のある討議が行われることを期待していま

す。さらに、日本ヒト細胞学会がその名の通りヒト細胞に関する横断的な基礎研究から臨床応用を目指

すことを目的としていることから、今回の学術集会ではあえてメインテーマを設けず、種々の領域から

の一般演題を募集しました。参加者の皆様が、今後の研究や診療のために何か一つでもヒントを得るこ

とができれば、学術集会の最大の目的が達成されると考えております。

第34回日本ヒト細胞学会学術集会　会長

奈良県総合医療センター　周産期母子医療センター長　兼　産婦人科部長

喜多 恒和
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会場までのご案内

東大寺総合文化センター「金鐘ホール」・「小ホール」

〒630-8208　奈良市水門町100番地　TEL：0742-20-5511

交通アクセス
●東大寺総合文化センター

ＪＲ大和路線・近鉄奈良線「奈良駅」から市内循環バス「大仏殿春日大社前」または

「氷室神社国立博物館」下車徒歩５分

●奈良国立博物館地下　レストラン葉風泰夢（ハーフタイム）

ＪＲ大和路線・近鉄奈良線「奈良駅」から市内循環バス「氷室神社国立博物館」下車すぐ

※施設内に駐車場はございません。周辺の駐車場をご利用下さい。

・奈良県営大仏前駐車場：奈良市水門町南院畑82　/　TEL.0742-22-5025　

・春日大社前駐車場：奈良市春日野町160　/　TEL.0742-22-7788

・登大路自動車駐車場：奈良市登大路町80　/　TEL.0742-23-0761

会場案内図

1階

東大寺総合文化センター

地下1階
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6. 総懇親会と7月17日の昼食
7/16(土)18時30分から、奈良国立博物館地下、レストラン葉風泰夢（学会会場より徒歩５分）で行います。

（懇親会費は参加費に含まれております。）

せんとくんはじめスタッフ一同、多くの皆様のご参加をお待ちいたしております。

7/17（日）の昼食は、12時から小ホールに用意しております。

参加者の皆様へ

1. 参加費（一般10,000円、学部学生[学生証提示]無料　懇親会費含む）および受付
1）当日、会場受付にて承ります。

2）7月16日（土）の受付は12時より、7月17日（日）の受付は9時より開始いたします。

3）受付にて参加費をお支払いの上、参加証をお受け取りください。参加証で第34回ヒト細胞学会学術集会、

第1回CTC臨床応用研究会の双方に出席可能です。また参加証は学術集会の領収書を兼ねております。学術

集会会場では、参加証を常にお付けください。

4）特別講演、シンポジウム演者の方々は、指定演者受付にて受付を行ってください。

5）日本産婦人科学会会員の方は参加歴を記録させていただきますので、e医学会カードをご提示ください。

e医学会カードをお忘れの場合は、その旨お申し出ください。

2. 座長の方々へお願い
ご自身が担当されるセッションの20分前までに会場の座長受付で受付を行ってください。

3. 演者の方々へお願い
1）特別講演、シンポジウム演者の方々は、指定演者受付にて受付を行ってください。

2）口頭発表は全て1F「金鐘ホール」で行います。

3）口頭発表の方は、ご自身でパソコンをお持ちいただくか、もしくはデータをUSBフラッシュメモリでご持参の

上、発表の30分前までにPC受付で受付をお済ませください。

会場で使用するコンピューターはWindowsのみで、ソフトウェアはMS Office Powerpointです。Macで作成

された方は、Windowsで使用可能な形式に予め変換しておいてください。動画データをご使用の場合には、

Windows Media Playerで作動可能な形式にしてください。パワーポイント、動画の動作は、受付の際に必ず

ご自身でご確認ください。

5）シンポジウムの発表時間は15分、一般口演の発表時間は10分（発表7分、質疑応答3分）です。

4. 優秀口演賞
一般口演から1題優秀演題賞を選考させていただきます。選考は、学会理事および学会長が指名した選考委

員の投票によって行われます。

【CTC臨床応用研究会】

7月17日（日）　小ホール

世話人会　　　9時20分～

総会　　　　　9時50分～

5. 学会関連会議
7月16日（土）　会議室A（地下１階）

編集委員会　　  9時30分～10時30分

理事会　　　　10時30分～11時30分

プログラム・日程表The 34th Annual Meeting of Japan Human Cell Society

ハーフタイム
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一般口演2 10：00～10：40
　座長：防衛医科大学校　分子生体制御学講座　守本 祐司 金鐘ホール

　Ｏ2-1：胆管癌細胞株に対するBortezomibとBI2536併用療法に関する基礎的検討
高知大学医学部　外科学講座外科　竹﨑 由佳

　Ｏ2-3：心臓性突然死における時計遺伝子の発現状態とカテコラミン分泌の概日リズムについて
大阪市立大学大学院医学研究科　法医学　谷 直人

　Ｏ2-2：ロングリードシーケンサーPacBio RS Ⅱによる医学・生物学領域における革新的ゲノム解析
一般社団法人　沖縄綜合科学研究所　平野 隆

　Ｏ2-4：ヒト頬脂肪体由来幹細胞より分化誘導した神経系細胞移植によるパーキンソン病治療
日本歯科大学新潟生命歯学部　口腔外科学講座　高橋 悠

一般口演3 10：40～11：10
　座長：日本歯科大学　生命歯学部　NDU生命科学講座　石川 博 金鐘ホール

　Ｏ3-1：ヒトの歯根膜細胞から得られた新しい上皮様細胞株の樹立と同定
日本歯科大学　生命歯科部　NDU生命科学講座　Kallapat Tansriratanawong

　Ｏ3-3：低酸素下と通常酸素下でヒト歯髄幹細胞を神経、骨、軟骨に分化誘導する際のHIF-1αとVEGFの産生パターンの比較
日本歯科大学　生命歯学部　NDU生命科学講座　大山 晃弘

　Ｏ3-2：歯周組織再生に向けてナノサイズの粒子状に合成したbeta-CaHA
日本歯科大学　生命歯科部　NDU生命科学講座　Kallapat Tansriratanawong

-昼食・Coffee Break- 12：00～12：30
会議室A・小ホール

一般口演4 11：20～12：00
　座長：千葉県がんセンター　婦人科　田中 尚武 金鐘ホール

　Ｏ4-1：光線力学療法における腫瘍増殖の抑制と好中球の動態との関連について
防衛医科大学校　ME部　広富 優華

　Ｏ4-3：ヒト卵巣明細胞癌由来培養細胞株(HCH-3)の樹立とその性状
大阪医科大学　病理学教室　山田 隆司

　Ｏ4-2：HAM細胞の8-Br-cAMPを用いた脱落膜化様細胞への分化誘導
石渡産婦人科病院　細胞生物研究所　杉浦 朝冶

　Ｏ4-4：卵巣明細胞癌における転写因子HNF1βを介した抗癌剤抵抗性機序 -細胞周期制御の観点から-
奈良県立医科大学　産婦人科　伊東 史学

　ヒトがん細胞培養から学んだがん化学療法治療戦略
菊池がんクリニック　菊池 義公

　ヒトがん培養細胞の樹立と研究の経験から次世代に伝えたいこと
松江市立病院　紀川 純三

特別講演3　ヒトがん培養細胞の樹立と研究の経験から次世代に伝えたいこと 12：30～14：00
　座長：奈良県総合医療センター　周産期母子医療センター・産婦人科　喜多 恒和 金鐘ホール

閉会式
　第34回日本ヒト細胞学会学術集会　会長　喜多 恒和

14：00～14：20
金鐘ホール

プログラム・日程表　第２日目　７月１７日（日曜日）プログラム・日程表　第１日目　７月１６日（土曜日）

開会式
　第34回日本ヒト細胞学会学術集会　会長　喜多 恒和

12：50
金鐘ホール

　蛍光生体イメージングによる生きた細胞動態の解析
大阪大学大学院医学系研究科　石井 優

特別講演1 14：30～15：30
　座長：宮崎大学医学部病理学講座　腫瘍・再生病態学分野　片岡 寛章 金鐘ホール

シンポジウム 「骨髄由来免疫抑制細胞（MDSC）を標的とした癌治療」 13：00～14：20
　座長：埼玉医科大学国際医療センター　消化器腫瘍科　柴田 昌彦　　大阪大学　産婦人科　馬淵 誠士 金鐘ホール

　S1-1：骨髄由来免疫抑制細胞（MDSC）は子宮頸癌組織中の癌幹細胞を増加させる
大阪大学　産婦人科　黒田 浩正

　S1-3：卵巣癌におけるVEGF発現は、MDSCを誘導し腫瘍免疫を抑制している
京都大学大学院医学研究科　婦人科学産科学　堀川 直城

　S1-2：婦人科悪性腫瘍における骨髄由来免疫抑制細胞（MDSC）の重要性
大阪大学　産婦人科　馬淵 誠士

　S1-4：骨髄由来免疫抑制細胞(MDSC)を標的とした癌治療 -全身性炎症の影響と関連する戦略-
埼玉医科大学国際医療センター　消化器腫瘍科　柴田 昌彦

　総合討論 14：00～14：20

- Coffee Break - 14：20～14：30

- Coffee Break - 11：10～11：20

- Coffee Break - 15：30～15：40

　iPS細胞をソースにした血小板製造システムの開発戦略
京都大学iPS細胞研究所臨床応用研究部門　江藤 浩之

特別講演2 16：30～17：30
　座長：防衛医科大学校　分子生体制御学講座　四ノ宮 成祥 金鐘ホール

総会
　司会：日本ヒト細胞学会理事長　四ノ宮 成祥

17：30～17：45
金鐘ホール

総懇親会（全員参加）奈良国立博物館内　レストラン＜葉風泰夢（ハーフタイム）＞ 18：30～

- Coffee Break - 16：20～16：30

一般口演1 15：40～16：20
　座長：大阪がん循環器病予防センター　植田 政嗣 金鐘ホール

　Ｏ1-1：13C-glucose呼気試験によるバイオ人工肝臓インスリン感受性試験
東京慈恵会医科大学　医学部　臨床検査医学講座　松浦 知和

　Ｏ1-3：HAI-1欠損はnuclear factor-κB経路の活性化を介して腸管発癌を亢進させる
宮崎大学医学部病理学講座　腫瘍・再生病態学分野　川口 真紀子

　Ｏ1-2：アルコール代謝に関わるALDH2の遺伝子変異rs671を持つ人は痛風を発症しにくい
防衛医科大学校　分子生体制御学講座　赤司 藍理

　Ｏ1-4：膠芽腫における HAI-2 遺伝子の エピジェネティック制御
宮崎大学医学部病理学講座　腫瘍・再生病態学分野　福島 剛
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第1回CTC臨床応用研究会
～血中循環腫瘍細胞捕捉の臨床応用～

一般口演 10：05～11:15
　座長：富山県工業技術センター　中央研究所　大永 崇 小ホール

　Ｏ1-1：新規チップシステムを用いた乳癌CTCの解析
富山大学消化器・腫瘍・総合外科　長田 拓哉

　Ｏ1-3：”Universal CTC-chip”による血液中腫瘍細胞の捕捉
産業医科大学　第２外科学　米田 和恵

　Ｏ1-2：ポリマー製マイクロ流体チップを用いた大腸癌におけるCTCの検出
順天堂大学　下部消化管外科　呉 一眞

　Ｏ1-4：未治療転移性前立腺癌患者におけるマイクロ流体チップシステムを用いた末梢血循環腫瘍細胞捕捉成績
日本医科大学　泌尿器科　大林 康太郎

　Ｏ1-5：CTCchipを利用した神経芽腫患者の低侵襲MYCN評価法の確立
群馬大学病態腫瘍薬理学　横堀 武彦

　CTCの検出と臨床応用
産業医科大学　第２外科学　田中 文啓

特別講演 11：15～11：55
　座長：京都大学薬学研究科　ナノバイオ医薬創成科学　嶋田 裕 小ホール

プログラム・日程表　７月１７日（日曜日）

開会式
　第１回CTC臨床応用研究会　会長　嶋田 裕

10：00
小ホール

閉会式
　第１回CTC臨床応用研究会　会長　嶋田 裕

11：55～12：00
小ホール

MEMO
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特別講演The 34th Annual Meeting of Japan Human Cell Society

抄　　　　録

特別講演

 特別講演 1　 蛍光生体イメージングによる生きた細胞動態の解析

 特別講演 2　 iPS細胞をソースにした血小板製造システムの開発戦略
 特別講演 3　 ヒトがん培養細胞の樹立と研究の経験から次世代に伝えたいこと
　　　　　　  ヒトがん細胞培養から学んだがん化学療法治療戦略
　　　　　　  ヒトがん培養細胞の樹立と研究の経験から次世代に伝えたいこと

・・・・・・・・・・・・ P13 - P21

シンポジウム

 シンポジウム 1　骨髄由来免疫抑制細胞（MDSC）を標的とした癌治療

・・・・・・・・・・・・ P23 - P31

一般口演

 一般口演 1

 一般口演 2

 一般口演 3

 一般口演 4

・・・・・・・・・・・・ P33 - P63
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特別講演1

「蛍光生体イメージングによる生きた細胞動態の解析」

石井 優

7月16日（土）　14：30～15：30

座長：宮崎大学医学部病理学講座　腫瘍・再生病態学分野
　　　片岡 寛章

大阪大学大学院医学系研究科／生命機能研究科
免疫細胞生物学　教授

【略歴】
1998年
2005年04月
1998年06月 ～ 1999年05月
1999年06月 ～ 2000年03月
2000年04月 ～ 2005年07月
2005年07月 ～ 2009年03月
2006年06月 ～ 2008年05月
2009年04月 ～ 2011年03月
2011年04月 ～ 2013年03月
2013年04月 ～ 現在

大阪大学 医学部  卒業  
大阪大学 医学系研究科  医学博士 
大阪大学医学部附属病院・医員（研修医）
国立大阪南病院・臨床研修医 
大阪大学大学院医学系研究科・助手 
国立病院機構大阪南医療センター・臨床研究部主任研究員・リウマチ科医師
米国国立衛生学研究所・国立アレルギー感染症研究所・客員研究員 
大阪大学免疫学フロンティア研究センター・特任准教授（主任研究者） 
大阪大学免疫学フロンティア研究センター・特任教授 
大阪大学生命機能研究科／医学系研究科・教授

【講演要旨】
生命システムでは「動き」が重要である。多種多様な細胞の動態は時空間的に精緻にコントロー
ルされている。このようなシステムの研究には、従来の組織学的解析法では不十分であった。固定・
薄切した組織観察では、細胞の「形態」や「分子発現」などを解析することはできるが、細胞の「動
き」を解析することはできない。細胞の動きを見るためには、「生きた細胞」を、「生きた組織」「生
きた個体」の中で観察する必要がある。
本演者は深部組織の観察に適した多光子励起顕微鏡を駆使して、生きた細胞の生きたままの動き
のある世界を捉えることを可能にしてきた。本講演では、演者がこれまで行ってきた骨髄や免疫組
織、がん細胞の浸潤・転移など、生きた細胞の動態制御に関する生体イメージング研究を中心に
紹介し、見ることによって初めて分かった様々な細胞の巧妙な動きとその制御機構について解説す
る。さらには、これらの最先端の可視化技術を利用した次世代の細胞研究への展開について紹介
する。

Masaru Ishii

Department of Immunology and Cell Biology, Graduate School of Medicine & Frontier 
Biosciences, Osaka University

During the last decade, multi-photon fluorescent microscopy has launched a new era in 
the field of biology. By using this advanced imaging technique we have established a new 
system for visualizing in situ behavior of a diversity of living cells ‘intravitally’ within 
intact tissues and organs. Among them, we succeeded in visualizing the various dynamic 
phenomena within bones, a mysterious organ where various kinds of hematopoietic and 
immune cells are produced and functioning although poorly analyzed by conventional 
methodology such as histological analyses with decalcified bones. Especially we have 
focused on the behavior of osteoclasts, a kind of specialized macrophages contributing 
bone destruction in arthritic joints as well as osteoporosis, and have been revealing novel 
mechanisms controlling migration and function of osteoclasts in situ. In addition, we have 
recently visualized the dynamic movement of inflammatory macrophages in obese adipose 
tissues, identifying a crucial factor triggering their migration and infiltration into inflamed 
foci. In this presentation, I will present our latest data on cellular dynamics in bone and 
inflammatory biology, and discuss the future advances in clinical therapeutics and medical 
sciences brought by the new technology.

Special Lecture 1
Intravital imaging analysis of cellular dynamics in vivo
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特別講演2

「iPS細胞をソースにした血小板製造システムの開発戦略」

江藤 浩之

7月16日（土）　16：30～17：30

座長：防衛医科大学校　分子生体制御学講座
　　　四ノ宮 成祥

京都大学iPS細胞研究所　臨床応用研究部門　教授
千葉大学医学研究院　イノベーション再生医学

【略歴】
平成2年
平成2年～4年
平成6年～8年
平成8年
平成8年～11年
平成11年～15年
平成15年11月～20年
平成21年1月～
平成23年7月～
平成28年4月～
平成28年9月～

山梨医科大学医学部 卒業
国家公務員共済組合虎の門病院内科レジデント
韮崎相互病院内科
山梨医科大学大学院（生理系）修了　医学博士
帝京大学医学部内科CCU　助手
米国Scripps研究所博士研究員及び上級研究員
東京大学医科学研究所　助手･助教
東京大学医科学研究所　ステムセルバンク　特任准教授
京都大学iPS細胞研究所　教授
京都大学iPS細胞研究所　副所長
千葉大学大学院医学研究院　イノベーション再生医学　教授

（クロスアポイントメントによる兼任）

【講演要旨】
血小板輸血は、現代医療において外傷や外科的手術、あるいは血液疾患の治療において重要で
ある。本邦における輸血製剤は善意の献血に依存しており、特に特定の HLA/HPA 一致血小板輸
血のためのドナー確保ならびにドナー負担が課題となっている。加えて、益々ドナー確保が困難に
なる状況と iPS 細胞の登場が統合した結果として、iPS 細胞技術による血小板製剤というアイデア
が生まれた。血小板は細胞核が無いため放射線照射が可能なことから、iPS 細胞を用いた移植細
胞療法の臨床応用において懸念される安全性の面で大きなアドバンテージを有する。開発は現在
も進行しているが、最大の課題は実験室レベルでの成果を産業化に結びつけるための大量培養や
血小板分離濃縮技術の工業化ラインである。小規模での一過性製造でない真の一貫した製造ライ
ンの構築が希求されており、その開発戦略が重要である。

Koji Eto１、２

1Department of Clinical Application Research, Center for iPS Cell Research and Application 
(CiRA), Kyoto University, Kyoto , Japan; 2Department of Innovation Stem Cell Therapy, Chiba 
University Graduate School of Medicine, Chiba, Japan. 

Platelet transfusions are usually administered as 10 units per treatment (2 x 1011 

platelets), and are often required repetitively, for instance, twice or more per week in 
patients with severe thrombocytopenia. Some of them need HLA/HPA matched platelets 
by alloimmunization-dependent refractoriness. In order to provide such a huge amount 
of platelets with identical HLA/HPA expression by ex vivo production, we need to adopt a 
novel strategy, not based on the inefficient ‘culture dish’ system.
As an approach to this subject, we propose evolving our combined idea composed of 
iPS cell technology and a self-renewing megakaryocyte cell line that enables the robust 
expansion of megakaryocytes, the producer cells of platelets. Regarding the difficulty in 
obtaining functional platelets released in the large-scale expansion of megakaryocytes, 
key unknown mechanistic points must exist in in vivo circumstances. Thus, communication 
between studies in vivo and in vitro should lead to development of a bioreactor system 
capable of high yields of functional platelets ex vivo.

Special Lecture 2
Novel strategy of ex vivo platelet production from iPS cells
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特別講演3

「ヒトがん細胞培養から学んだがん化学療法治療戦略」

菊池 義公

7月17日（日）　12：30～14：00

座長：奈良県総合医療センター　周産期母子医療センター・産婦人科
　　　喜多 恒和

大木記念女性のための菊池がんクリニック　院長

【略歴】
1966年
1972年
1979年
1981年
1989年
2001年
2005年

千葉大学医学部卒業 
千葉大学医学部産婦人科勤務 
米国ワシントン大学、アラバマ大学へ留学 
防衛医科大学校産科婦人科学講座講師 
防衛医科大学校産科婦人科学講座助教授 
防衛医科大学校産科婦人科学講座主任教授 
医療法人財団　大木記念女性のための菊池がんクリニックを開設

【講演要旨】
本講演においてはがん細胞株の樹立に伴う経験から得られた知識を基に、がん細胞の特性及びが
ん細胞培養から学んだがん治療戦略について述べる。がん細胞株を樹立するにはがん細胞単独で
はなく種々の細胞とのクロストークが必要であり、腫瘍組織が確立するには多くの周辺組織（免疫
系細胞，間質細胞等）との関連が重要であることを示す。がん組織の間質およびその周辺組織と
の反応をリアルタイムで観察できるようになれば、がんの完全治癒も可能となると考える。最終的
にはがん細胞をもとの正常細胞に戻すことも可能と考えている。
以上、がん細胞株を樹立する過程で学んだことをがん治療に結び付けている。現在は分子標的薬
と抗がん剤を組み合わせながら難治性がんに対応している。その臨床的経過についても述べる。
がん治療はその細胞の特性と周囲組織との反応を十分に観察（推測）していくことで治癒可能で
あると考えている。転移形成においては ”seed” よりも ”soil” が大切であると考えられている。

【主な役職】
婦人科がん分子標的研究会　代表世話人
特定非営利活動法人婦人科がんバイオマーカー研究会　理事長
一般社団法人　先端治療薬研究会　代表理事
European Journal of Surgical Oncology, Editorial Board Member

Yoshihiro Kikuchi

Ooki Memorial Kikuchi Cancer Clinic for Women

In this lecture, cancer treatment strategies learned from cancer cell cultures and in the 
course of establishment of cancer cell lines are discussed. In addition, treatment courses 
by molecular targeted drugs containing immune check-point inhibitors are exhibited. If 
interaction between cancer cells and those stroma and/or surrounding tissues can be 
observed in real-time, complete cure in some cancer will be possible.  Complete reversion 
to normal cells of cancer cells will pave the way to the complete cure. For establishment 
of metastases, “soil” rather than “seed” has been reported to be more important (Sci Trans 
Med 2016:8;327). Therefore, for metastases and dissemination, parameters in the immune 
and tumor microenvironment rather than in the tumor itself will be more important.

Special Lecture 3
Chemotherapeutic strategies learned from human cancer cell cultures
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「ヒトがん培養細胞の樹立と研究の経験から
　　　　　　　　　　　　次世代に伝えたいこと」

特別講演3

紀川 純三
松江市立病院　病院長

【略歴】
1981年
1984年
1985年
1991年
2001年
2007年
2013年6月

聖隷浜松病院産婦人科医師
米国Texas大学MD Anderson Cancer Center Research Fellow
鳥取大学助手医学部附属病院(産科婦人科)
鳥取大学講師医学部附属病院
鳥取大学助教授医学部(産科婦人科学講座)
鳥取大学医学部附属病院がんセンター　教授　同センター長
松江市立病院 病院長

【講演要旨】
臨床の課題・疑問点の解明は臨床家にとって重要な課題である。婦人科がんに対する化学療法耐
性機序の解明と耐性克服をテーマとして取り組んできたが、基礎研究を基盤とした臨床研究の重
要性を痛感している。本講演では、卵巣明細胞癌に関する一連の研究をもとに、トランスレーショ
ナルリサーチの意義について考察する。
明細胞癌は西欧諸国では上皮卵巣癌の 4% ～ 12% であるのに対して、我が国では 20% 以上を
占める。明細胞癌は化学療法に耐性を示し、予後不良である。我々の検討では、明細胞癌の 5
年生存率は、漿液性癌と比して有意に低い（20.0% vs 31.9%）。明細胞癌の化学療法奏効率は
14.6% であり、漿液性癌の 72.2% に比して有意に低い。明細胞癌の Ki-67 labeling index（LI）
は有意に低値を示し、多変量解析で LI は独立した予後因子であった。したがって明細胞癌の低い
増殖能が化学療法耐性の原因であることが示唆された。
新らたに、明細胞癌の細胞株（TU-OC-1 、TU-OC-2）を樹立した。 それらの細胞は CDDP、カ
ンプトセシンの活性物質 SN38、PTX に耐性を示した。 増殖能は低く、doubling time は各々
38.4h と 37.5h であり、低い CDK2 活動と高い p27 発現を示した。p27 は CDK2 の核内移行を
抑制し、PI3K 抑制剤または si-p27 添付により核内 CDK2 は増加した。TU-OC-1 細胞は PI3K
のサブユニットある PIK3CA の変異を示し、リン酸化 Akt が過剰発現した。mTOR 阻害剤を用い
た検討で、PI3K-AKT-mTOR 経路が明細胞癌の治療ターゲットであることが明らかとなった。 現在、
CCC のための mTOR 阻害剤の臨床試験が進行中である。
今後、基礎的研究成果の蓄積により新たながん治療戦略の開発が進むことが期待される。

Junzo Kigawa

Matsue City Hospotal

The solution to the problems of clinical practices is an important issue for clinicians.  I 
am interested in chemo-resistance in gynecologic cancer treatment. Based on our study on 
clear cell carcinoma, translational research is discussed here.
Clear cell carcinoma (CCC) accounts for 4% to 12% of epithelial ovarian cancers in Western 
countries and, for some unknown reasons, it comprises more than 20% of such cancers 
in Japan. Compared to serous carcinoma (SC), CCC is relatively resistant to conventional 
platinum- or taxane-based chemotherapy which is associated with its poor prognosis. 
However, the mechanisms underlying CCC's resistance to chemotherapy have not been 
understood. In our study, the 5-year survival rate for patients with CCC was significantly 
poorer, compared with SC (20.0% versus 31.9%). Response rate to chemotherapy was 14.6% 
for CCC and 72.2% for SC.  The Ki-67 labeling index (LI) in CCC was significantly lower 
than SC (18.4% versus 38.8%).  Multivariable analysis revealed that LI was an independent 
prognostic factor.  Therefore, lower proliferation of tumor might be a behavior of CCC of 
the ovary that contributes to its resistance to chemotherapy.
We established new cell lines of human ovarian CCC, TU-OC-1 and TU-OC-2.  These cell 
lines showed resistance to CDDP, 7-ethyl-10-hydroxycamptothecin (SN38), which is an 
active metabolite of camptothecin, and paclitaxel. A low rate of proliferation was observed 
and the doubling times were 38.4 h and 37.5 h, respectively.  CCC cells had lower CDK2 
activity and higher p27 expression than SC cells. Low CDK2 activity correlated with high 
p27 protein expression. p27 (Thr157) sequestered CDK2 in the cytoplasm, but PI3K 
inhibitor or si-p27 maintained CDK2 in the nucleus and restored its activity. Reduced CDK2 
activity via the cytoplasmic sequestration of CDK2 by p27 (Thr157) might contribute to 
suppression of CCC proliferation. TU-OC-1 cells harbored a PIK3CA mutation at codon 
542 (E542K) in exon 9, which is a mutation hot spot on this gene.  We observed that 
phosphorylated Akt protein was overexpressed in TU-OC-1 cells.  The PIK3CA is one piece 
(subunit) of an enzyme called phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K). We found that the 
PI3K-AKT-mTOR pathway was a potential target for CCC.  Now, the clinical trial of mTOR 
inhibitor for CCC is ongoing. 
Translational research will be more important for developing new strategy for cancer 
treatment.

Special Lecture 3
Experience of establishment of human cell line in my research life and a 
message for the next generation
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MEMO

シンポジウムThe 34th Annual Meeting of Japan Human Cell Society
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シンポジウム

「骨髄由来免疫抑制細胞（MDSC）を標的とした癌治療」

S1-1：骨髄由来免疫抑制細胞（MDSC）は子宮頸癌組織中の癌幹細胞を増加させる

7月16日（土）　13:00～14:20

座長：埼玉医科大学国際医療センター　消化器腫瘍科　柴田 昌彦
　　　大阪大学　産婦人科　馬淵 誠士

黒田 浩正

大阪大学　産婦人科

【目的】骨髄由来免疫抑制細胞（MDSC）は癌の進展を促すが、そのメカニズムは完全には解明
されていない。我々は MDSC が癌幹細胞に与える影響を検討した。

【 方 法 】aldehyde dehydrogenase (ALDH) 活 性 を 癌 幹 細 胞 の 指 標とし、まず 子 宮 頸 癌 細 胞
株 ME180 の ALDH 高 活 性 細 胞（ALDH-high ME180 細 胞 ） の 幹 細 胞 性 を 確 認した。 １）
Granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) が MDSC を誘導することを利用し、G-CSF 産
生子宮頸癌細胞株（細胞株 ME180 に G-CSF を強制発現）と対照株を作成し、ヌードマウスに皮
下移植し、マウス実験モデルを作成。この腫瘍中の ALDH-high ME180 細胞と MDSC（Gr1 陽
性 CD11b 陽性）の割合をフローサイトメトリで比較した。２）マウス脾臓から磁気ビーズで抽出
した MDSC と MDSC を除去した脾臓細胞をそれぞれ ME180 と共培養して ALDH-high ME180
細胞の割合を比較した。

【結果】１）G-CSF 産生子宮頸癌では MDSC と ALDH-high ME180 細胞の割合が増加していた
が、抗 Gr-1 中和抗体を投与すると共に割合は減少した。２）MDSC との共培養で ALDH-high 
ME180 細胞は増加したが、MDSC を除去した脾臓細胞との共培養では増加しなかった。

【結論】MDSC は子宮頸癌における癌幹細胞を増加させる可能性が示された。

Hiromasa Kuroda

Dept of obstetrics and gynecology, Osaka University Graduate School of Medicine

■Objective
To investigate the role of G-CSF-induced myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) in the 
induction of cancer stem cells (CSCs) in uterine cervical cancer and its mechanism.
■Methods
ALDH (aldehyde dehydrogenase) activity was employed as a marker of CSC. The stemness 
of ALDH-high population in ME180 cervical cancer cell line was first confirmed. We next 
established ME180 cell lines stably transfected with G-CSF expression vector (ME180-
GCSF) or control vector (ME180-control). Then, we investigated the MDSCs and ALDH-
high ME180 cells in tumors obtained from ME180-GCSF-bearing mice and ME180-control-
bearing mice. To demonstrate that MDSCs induce the stemness in ME180 cells, ME180 
cells were co-incubated with MDSCs.
■Results
1) H-high ME180 cells have stem cell properties and show resistance to radiotherapy and 
chemotherapy. 2 MDSCs and ALDH-high ME180 cells were more frequently observed in 
ME180-GCSF-derived tumors than in ME180-control-derived tumors. 3)Co-incubation of 
ME180 cells with MDSC increased the number of ALDH-high ME180 cells.
■Conclusion
MDSC increases the number of CSC in uterine cervical cancer. 

S1-1：The role of G-CSF-induced myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) 
in the induction of cancer stem-like cells in cervical cancer.
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S1-2：婦人科悪性腫瘍における骨髄由来免疫抑制細胞（MDSC）の重要性

馬淵 誠士

大阪大学　産婦人科

MDSC は単球・顆粒球への分化が妨げられた未熟な骨髄由来細胞である。MDSC は T 細胞や NK
細胞の機能を阻害し抗腫瘍免疫機構を抑制するだけでなく、血管新生や転移・浸潤を促進するた
め、癌の進展に促進的に働く。また MDSC は化学療法、放射線治療、免疫療法の治療効果を減
弱させ、耐性化に関わることも報告されている。これらの事実から、MDSC は癌治療の重要な治
療標的であると同時に、治療抵抗性の新規バイオマーカーとしても注目されつつある。本シンポジ
ウムでは婦人科悪性腫瘍における MDSC の重要性（治療標的・バイオマーカー）と、MDSC を
標的とした治療の臨床応用の可能性について概説する。

Seiji Mabuchi

Dept of obstetrics and gynecology, Osaka University Graduate School of Medicine

Myeloid-derived suppressor cells (MDSC) are a heterogeneous population of immature 
myeloid cells that exhibit immunosuppressive activity by blocking the proliferation and 
the activity of both T and natural killer (NK) cells. In addition to their role in suppressing 
immune responses, MDSCs directly stimulate tumor growth, metastasis, and angiogenesis. 
As MDSC limits the potency of conventional standard therapeutic interventions including 
surgery, chemotherapy or radiotherapy, MDSC have emerged as an important target in 
cancer treatment. Recent evidences demonstrate that MDSC have been implicated in 
gynecological cancers and are correlated with poor prognosis. Moreover, MDSC levels 
might serve as a predictive marker for treatment outcome. In this symposium, I summarize 
our understanding of MDSC biology and their role in gynecological cancer progression, 
and highlight how MDSC can be targeted therapeutically in the clinic for patients with 
gynecological malignancies.

S1-2:Targeting tumor-infiltrating myeloid-derived suppressor cells in the 
treatment of gynecological malignancies
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S1-3：卵巣癌におけるVEGF発現は、MDSCを誘導し腫瘍免疫を抑制している

堀川 直城

京都大学大学院医学研究科　婦人科学産科学

【目的】卵巣癌における VEGF 発現は予後不良因子として知られている。しかし、腫瘍免疫におけ
る VEGF の役割については不明である。本研究では、卵巣癌における VEGF 発現が、MDSC を含
む腫瘍免疫に与える影響を解析した。

【方法】インフォームドコンセントを得た上で、当科で施術した卵巣漿液性腺癌症例の免疫染色と、
遺伝子発現マイクロアレイの解析を行った。また、マウス卵巣癌細胞株 HM-1 の VEGF-A 発現抑
制株である HM-1sh-Vegf-a を樹立後、卵巣癌マウスモデルを作成し、免疫状態の解析を行った。
さらに、VEGF が MDSC の機能に与える影響を解析した。

【結果と考察】卵巣漿液性腺癌 32 症例の遺伝子発現マイクロアレイの解析では、VEGF 高発現
の症例において、骨髄球系細胞の誘導因子の発現亢進が認められ、一方でリンパ球関連シグナ
ルの低下を認めた。免疫染色では、腹膜播種における VEGF 発現は優位に CD33+ MDSC 数と
相関していた。また、CD33+MDSC 数の多い症例は優位に予後が不良であり、CD33+ MDSC 数
は腫瘍内 CD8+ リンパ球数と逆相関を認めた。 卵巣癌マウスモデルでは、sh-Vegf-a 腫瘍にお
いて、CD11b+Gr1+MDSC の減少、CD8+ リンパ球の増加を認めた。同モデルに対し抗 Gr-1 抗
体を投与したところ、HM-1 腫瘍に対して抗腫瘍効果を認めたが、一方で sh-Vegf-a 腫瘍に対し
ては抗腫瘍効果を認めなかった。マウス骨髄細胞を用いた MDSC 産生実験において、リコンビ
ナント VEGF を添加すると有意に MDSC の産生が亢進し、抗 VEGF 抗体を加えると MDSC 産生
が低下した。また、トランスウェルを用いた MDSC の遊走実験では、抗 VEGF 抗体の添加により
MDSC の遊走は抑制された。また、抗 VEGFR1 抗体、抗 VEGFR2 抗体をそれぞれ添加すると、
抗 VEGFR1 抗体では差を認めず、抗 VEGFR2 抗体では有意に遊走能の低下を認めた。卵巣癌に
おける VEGF 発現は、MDSC を介して抗腫瘍免疫を抑制することによっても不良な予後に寄与する
と考えられた。

Naoki Horikawa

Department of Gynecology and Obstetrics, Kyoto University Graduate School of Medicine

【Objective】
High expression of VEGF in ovarian cancer is a known poor prognostic factor. However, 
its role in tumor immunity remains unclear. In this study, the impact of VEGF on ovarian 
cancer immunity, including MDSC, was explored.

【Methods】
Under the approval of institutional ethical committee, ovarian cancer clinical samples were 
analyzed by gene expression microarray and immunohistochemistry. Mouse HM-1 sh-Vegfa 
cells were generated and inoculated into B6C3F1 mice subcutaneously. The frequencies of 
MDSC and lymphocytes in tumors were analyzed. The direct effects of Vegfa on functions 
of MDSC were examined. 

【Results】
Microarray analysis of 32 cases revealed that, in VEGF-high expressing cases, several 
inducers of myeloid cells were up-regulated. In immunohistochemical analysis of 56 cases, 
the number of CD33+MDSC positively correlated with the VEGF expression (r=0.43, p<.05), 
whereas inversely correlated with those of CD8+ lymphocytes in tumor epithelium (r=-
0.29, p<.05) Patients with high infiltration of MDSC in peritoneal metastasis exhibited 
shorter overall survival (p<.05). In the mouse model, silencing Vegfa resulted in diminished 
infiltration of MDSC and increased infiltration of CD8+ lymphocytes (p<.05). The treatment 
with anti Gr-1 antibody reduced HM-1 tumor burden, however did not affect HM-1 sh-
Vegfa tumor. In ex vivo functional assay, generation of MDSC was augmented by addition of 
recombinant VEGF and attenuated by supplementation with anti-VEGF antibody. Migration 
of MDSC was attenuated by supplementation with anti-VEGFR2 selective antibody (p<.05).

【Conclusion】
VEGF inhibits ovarian cancer tumor immunity via recruitment of MDSC and contributes to 
poor prognosis.

S1-3：Expression of VEGF in ovarian cancer suppresses tumor immunity 
via recruitment of myeloid derived suppressor cells (MDSC)
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S1-4：骨髄由来免疫抑制細胞(MDSC)を標的とした癌治療
　　　　　　　　　　　　　-全身性炎症の影響と関連する戦略-

柴田昌彦1,2,3、権田 憲士１、中島 隆宏3、大木 進司3、志村 龍男2,3、河野 浩二3、竹之下 誠一2,3

１埼玉医科大学国際医療センター　消化器腫瘍科、
2福島県立医科大学　腫瘍生体エレクトロニクス講座、3同　器官制御外科学

これまで様々な癌免疫療法について研究されてきたが最近になってその効果が証明され、有効な
抗癌治療として認められてきた。骨髄由来免疫抑制細胞 (MDSC) は癌や炎症で誘導されて癌組織
で強力な免疫抑制として働くとされている。我々はヒト癌において末梢血中の MDSC の動態を調べ
るため、消化器癌、卵巣癌、乳癌、甲状腺癌、肺癌患者から末梢血単核球 PBMC を分離採取し
Flow Cytometry (CD11b+CD14-CD33+) を MDSC として測 定した。また PBMC の IL-10, IL-
12, IL-17 の各産生能と血清中の VEGF 濃度を ELISA で測定した。さらに宿主の細胞性免疫能の
指標としてリンパ球の PHA 幼若化能 (SI:stimulation index) を栄養の指標として prealbumin, 
retinol binding protein, transferrin などの Rapid Turnover Protein 濃度を、炎症の指標とし
て Neutrophil/Lymphocyte Ratio (NLR), CRP の値をそれぞれ使用した。MDSC の濃度は健常
成人に比べてほとんどの癌種で上昇しており、NLR, CRP の値と優位に正の相関を、RTP の値と負
の相関を示した。また MDSC 値は VEGF の血中濃度、IL-17 の産生と優位に正の相関を、IL-12
の産生と負の相関を示した。また MDSC 値が高値の StageIV 大腸癌、乳癌患者では予後が不良
であった。甲状腺癌では未分化癌で分化癌（乳頭癌、濾胞癌）より MDSC が多かった。このよう
に MDSC は末梢血でも測定可能であり全身性炎症、免疫抑制、栄養障害、予後不良、VEGF 濃
度と関連していた。これまでの検討では化学療法による低下や抗 VEGF 療法による改善なども重要
と考えられ治療について言及したい。

Masahiko Shibata1,2,3, Kenji Gonda1, Takahiro Nakajima3,Shinji Ohki3, Tatsuo Shimura2,3 ,Koji 
Kono3 , Seiichi Takenoshita2,3 

1Department of Gastroenterological Oncology, Saitama Medical University International 
Medica l  Center,  Sa i tama,  Japan ;  2Department  of  Tumor and Host  B iosc ience  and 
3Department of Organ Regulatory Surgery, Fukushima Medical University, Fukushima, 
Japan

Cancer immunotherapy has been developed and have recently recognized as one of  
effective treatments against cancer. Myeloid-derived suppressor cells (MDSC) is a major 
immune-suppressing cells appears in cancer or inflammation. To study the cl inical 
importance of MDSC, peripheral blood was collected from the patients with gastrointestinal, 
ovarian, breast, thyroid and pulmonary cancers. PBMC (peripheral blood mononuclear cells) 
was separated using Ficoll-density gradient technique. PBMC was used for the detection of 
MDSC by flow cytometry (CD11b+CD14-CD33+) and cytokine-production assay in which 
PBMC was stimulated with PHA and 24-hour production of cytokines including IL-12, IL-
10 and IL-17 were measured with ELISA. Serum concentration of IL-10 and VEGF were 
also measured. Circulating levels of MDSC was significantly increased in almost all types 
of cancer tested and these levels were significantly correlated with neutrophil/lymphocyte 
ratios (NLR): marker of inflammation, CRP, and inversely correlated with PHA-stimulation 
index (SI) :  marker of cell mediated immune responses, and serum concentrations of 
rapid-turnover protein (RTP): marker of nutrition. MDSC was also correlated with serum 
concentrations of IL-10 and VEGF, and production of IL-17, and inversely did to those 
of IL-12. The prognosis of stage IV colorectal cancer with high MDSC was significantly 
worse than in those with low MDSC and similar results was obtained also in gastric cancer. 
In thyroid cancer, MDSC was significantly higher, NLR was higher, CRP was higher and 
RTP was lower in patients with undifferentiated carcinoma than those with differentiated 
carcinoma including papillary and follicular carcinomas. Thus MDSC was increased in 
cancer and was correlated with immune suppression, inflammation and malnutrition. We 
have already published the data on changes of MDSC by chemotherapy. Anti-inflammatory 
or anti-VEGF treatment may also decrease MDSC and may be effective adjuvant therapy 
with cancer immunotherapy.

S1-4：Impact of systemic inflammation and targeting MDSC in patients 
with cancer
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MEMO

一般口演The 34th Annual Meeting of Japan Human Cell Society
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座長：大阪がん循環器病予防センター　植田 政嗣

一般口演1

O1-1：13C-glucose呼気試験によるバイオ人工肝臓インスリン感受性試験

7月16日（土）　15:40～16:20

松浦 知和1、中村 まり子1,2、朴ジョンヒョク1、前橋 はるか1、政木 隆博1、目崎 喜弘1、相澤 守2

1東京慈恵会医科大学　医学部　臨床検査医学講座
2明治大学　理工学部 応用化学科　生体関連材料研究室

【目的】空腹時 13C-glucose 呼気試験は、メタボリック症候群における肝臓インスリン抵抗性を簡
易かつ鋭敏に判定する上で有用な検査法である。空腹時 13C-glucose 呼気試験と肝臓における糖
代謝の基礎的検討には、動物実験と培養細胞を用いた研究が必要である。近年、単層培養にか
わる 3 次元高密度培養法が発達し、生体臓器・組織の代替として、種々の研究に用いられるよう
になった。我々は、ラジアルフロー型バイオリアクター（RFB）を用いてバイオ人工肝臓の構築を
行ってきた。そして、3 次元高密度還流培養系での糖代謝を、13C 安定同位体を用いた呼気試験
で解析する系を確立した。この in vitro の系でインスリン感受性に関して、13C-glucose 呼気試験
で検討した。【方法】RFB に細胞培養担体（スキャフォルド）として、apatite fiber scaffold (AFS)

（明治大学理工学部開発）を充填し、そこに不死化マウス肝細胞、伊東細胞、内皮細胞を共培
養し、バイオ人工肝臓を構築した。培養システム中のリザーバー内の培養液に 13C-glucose（ク
ロレラ工業株式会社）を添加し、経時的に培養液の glucose 濃度と、リザーバーからの排気中の
13C-glucose 代謝産物の 13CO2 を呼気中 13CO2 分析装置 POCone（大塚電子）で計測した。【成
績】RFB 内に肝臓構成細胞を共培養してバイオ人工肝臓を構築する経過では、伊東細胞の播種後
13CO2 の排出量が増加した。バイオ人工肝臓のインスリンに対する反応は、培養液中の glucose
濃度変化では軽微であったが、13CO2 の排出量では明らかの増加を認めた。インスリン抵抗性改
善薬であるメトホルミン塩酸塩（大日本住友製薬株式会社供与）を添加後、インスリンを作用させ
ると、13CO2 排出量は著しく上昇した。【結論】13C-glucose 呼気試験の結果、不死化マウス肝臓
細胞で構築したバイオ人工肝臓のインスリン感受性は低かったが、メトホルミンによる改善効果を
観察することができた。本培養系をインスリン抵抗性のモデルとして利用できることが示唆された。

Tomokazu Matsuura1, Mariko Nakamura1,2, Jong Hyuk PARK1, Haruka Maehashi1, Takahiro 
Masaki1, Yoshihiro Mezaki1, Mamoru, Aizawa2

1Department of Laboratory Medicine, The Jikei University School of Medicine, Tokyo.
2Laboratory of Biomaterials, Department of Applied Chemistry, School of Science and 
Technology, Meiji University, Kanagawa.

Background and Purpose: The fast ing 13C-glucose breath test is useful technique in 
accurately determining hepatic insulin resistance in the metabolic syndrome. The basic 
examination using cultured cells and animal models are necessary for making clear insulin 
resistance in the liver. and usefulness of the fasting 13C-glucose breath test. Recently, 
several three-dimensional high-density cultural methods have been developed for replacing 
living tissue and organs. We have constructed a bioartificial liver using the radial flow type 
bioreactor (RFB). Then we have established the alternative bioartificial liver for analyzing 
carbohydrate metabolism using by the breath test using 13C-glucose breath test. In the 
present study, we examined insulin sensitivity in this in vitro system.
Materials and Methods:  Immortalized mouse hepatocytes, hepatic stellate cells and liver 
endothelial cells were co-cultured in Apatite fiber scaffold (AFS) (Meiji University), and 
built an alternative bioartificial liver. We added 13C-glucose (Chlorella Industry Co., Ltd.) to 
the culture medium in the reservoir, and 13CO2 as one of 13C-glucose metabolites exhausting 
from a reservoir was measured by the 13CO2 analyzer POCone (Otsuka) until over time. We 
also measured glucose concentrations in the culture medium
Results: Discharge of 13CO2 on co-culture with hepatocytes and hepatic stellate cells 
was about 2-fold higher than it with monoculture of hepatocytes in RFB. The glucose 
concentration was slightly decreased after addition of insulin in the bioartificial liver 
system. However, the discharge of 13CO2 clearly increased after administration of insulin. 
The 13CO2 discharge from a bioartificial liver remarkably increased when we triggered 
insulin after incubation of metformin hydrochloride (Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd.) 
, which was an insulin resistance improving drug.
Conclusions: the insulin sensitivity of the bioartificial liver which was constructed with 
immortalized mouse liver cells was basically low level. We could observe an improvement 
effect from insulin resistance with metformin. It was suggested that this bioartificial liver 
was available as a model of hepatic insulin resistance.

O1-1：Insul in  sensi t iv i ty  of  the bioart i f ic ia l  l iver  analyzed by the 
13C-glucose breath test
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O1-2：アルコール代謝に関わるALDH2の遺伝子変異rs671を持つ人は痛風を発症しにくい

赤司 藍理1, 松尾 洋孝1, 崎山 真幸1, 中岡 博史2, 山本 健3, 中山 昌喜1, 中村 好宏4, 川合 紗世5, 
岡田 理恵子5, 大山 博司6, 清水 徹7,8, 四ノ宮 成祥1

1防衛医科大学校　分子生体制御学講座, 2国立遺伝学研究所　人類遺伝研究部門, 
3久留米大学　医化学講座, 4防衛医科大学校　数学研究室, 5名古屋大学　予防医学講座, 
6両国東口クリニック, 7みどりヶ丘病院, 8京都工場保険会診療所

【目的】痛風は高尿酸血症に続発する生活習慣病である。最近我々は、臨床診断された痛風症例
のみを対象にゲノムワイド関連解析（GWAS）を世界に先駆けて実施し、12 番染色体上の一塩基
多型 (single nucleotide polymorphism: SNP) である rs2188380 と痛風の発症に有意な関連
があることを報告した (Matsuo et al. Ann Rheum Dis, 2006)。しかし、rs2188380 は MYL2 
遺伝子と CUX2 遺伝子の遺伝子間（MYL2-CUX2）領域に存在しており、痛風の発症と関連する
遺伝子は MYL2 遺伝子と CUX2 遺伝子以外に別に存在する可能性も考えられた。そこで、今回
我々は真に痛風の発症と関連する遺伝子の同定を目指した。【方法】MYL2-CUX2 遺伝子間領域
の rs2188380 を中心として 10 Mb の範囲に存在する 8,595 個の SNP の中から、rs2188380
との連鎖不平衡にない 8,550 個の SNP を除外した。残された 45 個の SNP の連鎖不平衡を計
算したところ、9 個の SNP でこの 45 個の SNP が全てタグ付されることが分かり、この９個の tag 
SNP について遺伝子解析を行った。遺伝子解析は 1,048 名の日本人男性痛風患者ならびに 1,334
名の痛風・高尿酸血症でない日本人男性を対象として TaqMan 法で行った。【結果と考察】遺伝
子解析を行った 9 個の SNP のうち 8 個の SNP が痛風と有意な関連を示し、中でも ALDH2 遺伝
子の rs671(Glu504Lys) が最も強い関連を示した (P = 1.7 × 10 − 18, odds ratio  =  0.53)。さら
に rs671 による補正を実施したところ、他の 8 個の SNP は全て有意性が消失したが、rs671 は
8 個のいずれの SNP による補正後も有意性を保った。以上より、MYL2-CUX2 領域において真に
痛風と関連する遺伝子は ALDH2 遺伝子であると考えた。ALDH2 はアルコール代謝に重要な役
割を果たしている酵素であり、rs671 によって酵素活性に個人差が生じる。rs671 が G/G（Glu/
Glu）で酵素活性が高い人はアセトアルデヒドが早く代謝されるためアルコールに強く、rs671 が
G/A（Glu/Lys）や A/A（Lys/Lys）の人はアルコールに弱い。今回の研究結果から、rs671 の
Lys アレルを持つ人、すなわち遺伝的にアルコールに弱い人は痛風を発症しにくいということが明
らかになった。本研究成果は、痛風を発症する遺伝的リスクの高い人を早期に見つけ出し、遺伝
子の個人差に応じた予防や治療を行う個別化医療への応用の可能性を示した。

Airi Akashi1, Hirotaka Matsuo1, Masayuki Sakiyama1, Hirofumi Nakaoka2, Ken Yamamoto3, 
Akiyoshi Nakayama1, Takahiro Nakamura4, Sayo Kawai5, Rieko Okada5, Hiroshi Ooyama6, 
Toru Shimizu7,8, Nariyoshi Shinomiya1

1Department of Integrative Physiology and Bio-Nano Medicine, National Defense Medical 
College, 2Division of Human Genetics, National Institute of Genetics, 3Department of 
Medical Chemistry, Kurume University School of Medicine, 4Laboratory for Mathematics, 
National Defense Medical College, 
5Department of Preventive Medicine, Nagoya University Graduate School of Medicine, 6 
Ryougoku East Gate Clinic, 7Midorigaoka Hospital, 8Kyoto Industrial Health Association 

Gout is a common disease caused by hyperuricemia. Recently, a genome-wide association 
study ascertained an association between gout and a single nucleotide polymorphism (SNP), 
rs2188380, located on an intergenic region between MYL2 and CUX2 on chromosome 12. 
Additionally, we detected many SNPs showing significant associations with gout across 
the chromosome 12q24 region which were in strong linkage disequilibrium (LD) with 
rs2188380. Therefore, other genes around rs2188380 could possibly be gout susceptibility 
genes. In this study, we performed a fine-mapping study of the MYL2-CUX2 region and a 
further association analysis of gout. From 8,595 SNPs in the MYL2-CUX2 region, 8,550 
SNPs in weak LD were excluded. Next, after SNPs that were tagging other SNPs with strong 
LD (r2 ≥ 0.8) were excluded, 9 tag SNPs were selected for association analysis. Genotyping 
of 1,048 male clinically-defined gout patients and 1,334 male controls was conducted 
by TaqMan method. Eight SNPs had significant associations with gout after Bonferroni 
correction, and rs671 (Glu504Lys) of ALDH2 had most significant association with gout 
(P = 1.7 × 10−18, odds ratio = 0.53). After adjustment for rs671, the other eight SNPs 
no longer showed a significant association with gout, while the significant association of 
rs671 remained. It has been reported that rs671, a common missense SNP of ALDH2 gene, 
severely decreases the activity of ALDH2 enzyme that is crucial in the alcohol metabolism. 
These data indicate that rs671 is a genuine gout-associated SNP in the MYL2-CUX2 locus 
and that “A” allele (Lys) of rs671 plays a protective role in the development of gout. Our 
study could serve to stratify patients at risk for gout, and it will be useful for future 
personalized medicine.

O1-2：Lys allele of rs671, a common variant of ALDH2, could play a 
protective role in the development of gout.
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O1-3：HAI-1欠損はnuclear factor-κB経路の活性化を介して腸管発癌を亢進させる

川口 真紀子、山本 晃士、福島 剛、片岡 寛章

宮崎大学医学部病理学講座腫瘍・再生病態学分野

Hepatocyte growth factor activator inhibitor type 1 (HAI-1) は細胞膜結合型セリンプロテ
アーゼインヒビターであり、　様々な上皮細胞、癌細胞の細胞膜上に局在している。我々は、腸
管上皮特異的 HAI-1 コンディショナルノックアウト (KO) マウスを作製し、HAI-1 が腸管上皮のバ
リア機能維持に必須であり、HAI-1KO マウスは、実験大腸炎モデルにおいて、感受性が亢進し、
粘膜上皮の再生が遅延することを報告した。さらに、腸管の腫瘍発生における HAI-1 の意義を解
析するために腸管上皮特異的 HAI-1 欠損 ApcMin/+ マウスを作製したところ、HAI-1KO マウス
では、腫瘍発生数が有意に増加し、生存率も有意に低下した。本研究では腸管における HAI-1
発癌抑制機能について、その機序を明らかにすることを目的とし、検討を行った。HAI-1 KO マ
ウスの腸管上皮および腫瘍組織においては、nuclear factor- κ B (NF-kB) の核内移行がコント
ロールマウスに比して有意に亢進していた。また、NF-kB 標的遺伝子である TNF-a、IL-6、uPA
の発現上昇がみられた。そこで HAI-1 欠損 ApcMin/+ マウスに NF-kB の低分子阻害剤である
DHMEQ を投与したところ、腫瘍形成数が約半数に減少した。これらの結果から、HAI-1 欠損マ
ウスでは NF-kB シグナル活性化を介して腸管発癌が亢進していることが示唆された。

Makiko Kawaguchi, Koji Yamamoto, Tsuyoshi Fukushima, Hiroaki Kataoka

Section of Oncopathology and Regenerative Biology, Department of Pathology, Faculty of 
Medicine, University of Miyazaki

Hepatocyte growth factor activator inhibitor type 1 (HAI-1), encoded by Spint-1 gene, is 
a membrane-bound serine protease inhibitor expressed on epithelial and carcinoma cell 
surface. Previously, we reported that the loss of Hai-1 in intestinal epithelial cells altered 
intestinal barrier function and increased susceptibility to experimental colitis. Moreover, 
Hai-1-deficient ApcMin+ mice showed significantly accelerated tumor formation and shorter 
survival periods. In this study, we investigated the mechanisms of Hai-1-loss induced 
acceleration of tumor formation. We found that nuclear translocation of nuclear factor-κ
B (NF-κB) was increased in Hai-1-deficient ApcMin+ mice mucosa and tumors. Moreover, NF-
κB target genes such as TNF-α, IL-6 and uPA were upregulated. Treatment with DHMEQ, 
a small molecule inhibitor of NF-κB, reduced the formation of intestinal tumors compared 
with vehicle control. These results suggested that insufficient Hai-1 function promotes 
intestinal carcinogenesis through activation of NF-κB signaling.

O1-3：Activation of nuclear factor-κB signaling increased intestinal 
carcinogenesis in Spint-1-deleted ApcMin/+ model
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O1-4：膠芽腫における HAI-2 遺伝子の エピジェネティック制御

福島 剛1、藤田 聡2、川口 真紀子1、山本 晃士1、田中 弘之1、片岡 寛章1

1宮崎大学医学部病理学講座　腫瘍・再生病態学分野
2宮崎大学医学部医学科3年

【目的】膠芽腫には glioma CpG island methylator phenotype といわれる広範な DNA メチ
ル化現象が知られており、その発癌、予後との関係が議論されている。DNA 修復因子 MGMT の
プロモーターメチル化は抗癌剤治療の有効性の決定因子とされているが、他にもエピジェネティッ
ク制御が重要な役割を果たしている遺伝子は多数存在することが示唆される。膠芽腫における
hepatocyte growth factor activator inhibitor type 2　(HAI-2) の意義は未だ解明されていな
いが、そのプロモーター領域の DNA メチル化によって発現が抑制されている可能性が報告されて
いる。本研究では膠芽腫細胞株および摘出膠芽腫組織における HAI-2 の発現、DNA メチル化状
態を解析し、膠芽腫における HAI-2 の発現調節とその意義を検討する。

【方法】ヒト膠芽腫細胞株 U251, YKG-1, A172, T98G, U87, KS-1, YH13, NYGM, ヒト不死化
星状細胞について methylation specific PCR (MSP)、bisulfite sequence、Western blot、摘
出膠芽腫組織 DNA について MSP を行った。また、膠芽腫細胞におけるメチル化解除、HAI-2 
強制発現の影響を解析した。

【結果と考察】非腫瘍脳組織、不死化星状細胞ではメチル化箇所はごくわずかあるいは皆無であっ
たのに対して、膠芽腫細胞株では広範なメチル化が確認された。細胞株の中では YH13 のみメチ
ル化に乏しく、実際に HAI-2 が蛋白レベルで確認できた。摘出膠芽腫組織においてはメチル化検
出 PCR におけるバンドが多く見られ、広くメチル化されていることが推察されたが、おそらく非腫
瘍細胞の影響によりメチル化、非メチル化双方においてバンドが認められる症例が認められ、培
養細胞と比較すると判定が難しいことがわかった。膠芽腫細胞において 5-azacytidine によるメチ
ル化解除、HAI-2 強制発現を行うと増殖が抑制された。これらのことより、多くの膠芽腫において、
HAI-2 はプロモーターメチル化により発現が抑制されており、そのことが膠芽腫細胞の増殖に重要
な役割を果たしている可能性が示唆された。

Tsuyoshi Fukushima1, Satoshi Fujita2, Makiko Kawaguchi1, Koji Yamamoto1,
Hiroaki Kataoka1

1Section of Oncopathology and Regenerative Biology, Department of Pathology, and 2School 
of Medicine (3rd grade undergraduate student), Faculty of Medicine, University of Miyazaki

【Object】Glioma-CpG is land methylator phenotype (g-CIMP) has been implicated in 
oncogenesis and prognosis of glioblastomas. Promoter methylation status of a DNA repair 
gene, MGMT, is　known as a prognostic factor of patients with glioblastoma treated with 
an alkylating agent. It is reported that expression of hepatocyte growth factor activator 
inhibitor (HAI-2; official symbol SPINT2) is reduced by DNA methylation in glioblastoma. In 
this study, we aimed to analyze status of SPINT2 and its expression, and discuss about its 
role in glioblastoma.  

【Material and Methods】Human glioblastoma cells lines, U251, YKG-1, A172, KS-1, T98G, 
U87, YH13, NYGM, an immortalized astrocyte cell line, non-neoplastic brain tissues, and 
glioblastoma tissues were used. Methylation specific PCR (MSP), bisulfite sequence, RT-
PCR, and Western blot were performed. 

【Results and Conclusion】Broad methylated status is detected in glioblastoma cell lines 
except for YH13. Actually, only YH13 among glioblatoma cells expressed HAI-2 in Western 
blot examination. No or only a few methylated sites were identified in the immortalized 
astrocyte cell l ine and non-neoplastic brain t issues with bisulfite sequence. In most 
glioblastoma tissues, methylated status is frequently observed although unmethylated 
status is also observed in not a few glioblastoma tissues probably because the tissues 
include non-neoplastic cells. Five-azacytidine treatment and forced expression of SPINT2 
in glioblstoma cells resulted in reduced proliferation. Silencing of SPINT2 by epigenetic 
regulation may have an important role in proliferation of glioblastoma.

O1-4：Epigenetic silencing of HAI-2 in glioblastoma
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座長：防衛医科大学校　分子生体制御学講座　守本 祐司

一般口演2

O2-1：胆管癌細胞株に対するBortezomibとBI2536併用療法に関する基礎的検討

7月17日（日）　10：00～10：40

竹﨑 由佳、並川 努、宗景 匡哉、北川 博之、花崎 和弘

高知大学医学部外科学講座外科

背景：胆管癌は治癒切除後であってもその再発率は高く悪性度が非常に高い。近年、胆管癌組織
中における、NF- κ B 高発現症例では放射線治療に抵抗性を示し予後不良であると散見されてお
り、NF- κ B の制御によって癌細胞の増殖を抑制し抗癌剤の感受性が増大するという事も明らか
となってきた。また胆管癌において Polo-like kinase 高発現症例においても予後不良であると報
告されている。我々の検討で Polo-like kinase を制御する事により癌細胞増殖を抑制する事を見
出せた。そこで我々は胆管癌へ更に強力な抗腫瘍効果を誘導すべくプロテアソーム阻害剤であり
NF- κ B を抑制する Bortezomib と Polo-like kinase の分子標的薬である BI2536 との併用効
果について検討を行った。
方法と結果：抗癌剤感受性のちがう 2 系統のヒト由来胆管癌細胞株（HuH-28・HuCCT1）を用
いた検討では Bortezomib 単独、BI2536 単独においても殺細胞効果を確認した。Bortezomib
と Bortezomib 併用では、さらに殺細胞効果増強させ、アポトーシス誘導作用、細胞周期の停止
も観察された。
考察と結語：臨床的に用いられている血中濃度より低い濃度の Bortezomib と BI2536 の併用に
より十分な効果を発揮し高い細胞死感受性を与える事ができた。用量依存性に細胞毒性を有する
従来の抗癌剤と異なり Bortezomib と BI2536 との併用はアポトーシス感受性を高め殺細胞効果
を増幅させる可能性がある。今後 Bortezomib と BI2536 との併用療法により予後の改善が期待
される。

Yuka Takezaki, Tsutomu Namikawa, Masaya Munekage, Hiroyuki Kitagawa 
Kazuhiro Hanazaki

Department of Surgery Kochi University School of Medicine

Accumulating evidence demonstrated that cholangiocarcinoma overexpressing nuclear 
factor-kappa B (NF-κB) show a significant resistance to chemo-radiation therapy, causally 
resulting in a poor prognosis. Consistently, several reports revealed that inhibition of 
activated NF-κB can suppress cell growth and enhance cellular sensitivity to conventional 
anti-cancer drugs. Recently, clinical studies of Bortezomib (Velcade®), a protease inhibitor 
that suppresses an activated form of NF-κB, have demonstrated appreciable responses 
in individuals with a certain type of relapsed and refractory malignancies. Here we 
show that Bortezomib alone could inhibit cell proliferation in two different types of 
cholangiocarcinoma cells (HuH28, HuCCT1), and a combination with BI2536 synergistically 
suppressed cell growth in these cells. In addition, this combinational therapy could lead to 
exhibit enhanced sensitivity to apoptosis.Compared with conventional anti-cancer drugs 
showing concentration-dependent cytotoxic activity, our data provide strong evidence 
that Bortezomib in combinat ion with BI2536 eff iciently abrogate cel l  survival  and 
oncogenic properties of cholangiocarcinoma cells. We believe that our proposed strategy 
shows the potential feasibility to complement conventional therapy in patients with 
cholangiocarcinoma.

O2-1：Combined therapy of Bortezomib and BI2536 against advanced 
cholangiocarcinoma cells
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O2-2：ロングリードシーケンサーPacBio RS Ⅱによる
　　　　　　　　　　　　　医学・生物学領域における革新的ゲノム解析

平野 隆, 中野 和真,城間 安紀乃,下地 真紀子,保 日奈子,安次嶺 典子,
新里 美寿々,南 茉緯子, 大木 駿,中西 哲大,照屋 邦子,佐藤 万仁

一般社団法人　沖縄綜合科学研究所

沖縄綜合科学研究所は、沖縄地域における科学技術による産業振興への寄与を目的として設立さ
れた研究開発型の社団法人である。沖縄の生物多様性を背景として、沖縄県をはじめ国内および
国外の産官学と共同・連携し、ゲノム解析を主とした業務を行っている。次々世代シーケンサー
PacBio RS Ⅱは 2011 年度に沖縄県により導入された。弊所では沖縄県委託事業を中心とした様々
なプロジェクトにおいて、ウイルスからヒトに至るまで多種多様な生物のアセンブリやリシーケンシ
ング、メチレーション解析、メタゲノム解析等を行っている。
PacBio RS Ⅱは、１分子リアルタイムシーケンシングを実現している。PCR による DNA 増幅を必
要としないため、GC 含量に依存せずにゲノム全域を均一に読むことができる。また、ポリメラーゼ
が連続的に DNA 合成することにより、既存の次世代シーケンサーをはるかに凌駕する平均 20Kb
以上、最大 60Kb 以上の読取長を得ることができる。これにより、これまでの次世代シーケンサー
では対応できなかった大規模な構造多型（Structural Variation：繰り返し配列、相同配列、挿入、
欠失、逆位、転座）や高 GC/AT 領域を持つ配列の高精度解析が可能となっており、特に非モデ
ル生物の配列決定に威力を発揮している。
本発表では、弊所がこれまでに取り組んできた様々なゲノム解析の結果を PacBio の有用性と共に
紹介する。

Takashi Hirano , Kazuma Nakano , Akino Shiroma , Makiko Shimoji , Hinako Tamotsu , 
Noriko Ashimine , Misuzu Shinzato , Maiko Minami , Shun Ohki , Tetsuhiro Nakanishi , 
Kuniko Teruya , Kazuhito Satou ,

The Okinawa Institute of Advanced Sciences

The Okinawa Inst itute of Advanced Sciences (OIAS) is a research and development 
organization in Okinawa, Japan. OIAS mainly conducts genome sequencing and analysis 
projects based on and utilizing biological diversity in Okinawa, in collaboration with 
domestic and overseas industry, academia, and government organizations. The Okinawa 
Prefectural Government introduced PacBio RS Ⅱ system in JFY2011. Since then, OIAS has 
operated the sequencer in projects commissioned by the Okinawa government and carried 
out a great many genome sequencings of a wide range of species from virus to human and 
performed a variety of genome analyses including assembly, resequencing, methylation 
profiling, and metagenomic phylogenetic classification.
PacBio RS Ⅱ realizes Single Molecule, Real-Time (SMRT) sequencing technology and 
produces extraordinary long reads (20 kb average and 60 kb maximum in length) with 
unbiased GC coverage. With the unique advantages, PacBio can resolve the hard-to-
sequence regions, such as GC/AT-rich regions and the regions containing large structural 
variations, including insertions, deletions, inversions, translocations, duplications, and 
tandem/interspersed repeats that is not able to be elucidated by other NGS platforms. 
PacBio is the most suitable platform to achieve high accuracy genome assemblies of non-
model organisms. 
In this talk, I will show the various examples from our genome projects, from the viewpoint 
of the advantages of PacBio sequencing and assembly.

O2-2：Innovative Genome Sequencing in Medical and Biological Areas by 
Long Read Sequencer, PacBio RS Ⅱ
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O2-3：心臓性突然死における時計遺伝子の発現状態と
　　　　　　　　　　　　　カテコラミン分泌の概日リズムについて

谷 直人1,2, 陳 建華1,2, 道上 知美1,2, 織谷 茂樹1，石川 隆紀1,2

1大阪市立大学大学院医学研究科法医学
2一般社団法人法医鑑定・死因究明支援センター

【目的】時計遺伝子は，ホルモンなどのシグナル伝達因子を用いて末梢組織における出力遺伝子
の日周発現を制御し，その発現リズムは，心筋梗塞や高血圧などの疾病と深い関係にあることが
明らかにされつつある．そこで，各種心臓性突然死における時計遺伝子の日周発現について調査し，
シグナル伝達因子であるカテコラミンとの関連について検討した．【方法】対象は，当教室剖検例（死
後経過 2 日以内）である急性虚血性心疾患（10 例），急性心筋梗塞（10 例），再発性心筋梗塞

（15 例）．心臓組織は，左心前・後壁，右心壁，左・右心房の 5 箇所を用い，時計遺伝子であ
る Bmal1，Per2，Rev-Erb αの mRNA 発現状態を推定死亡時刻ごとに解析するとともに，血中
カテコラミン濃度を測定し比較検討した．また，免疫組織化学的手法を用いて，各種時計遺伝子
の蛋白レベルにおける局在の変化についても検討を行った．【結果】急性虚血性心疾患における
Bmal1 の発現は 5 時，11 時，21 時頃において高値を示す三峰性を示し，Per2 は Bmal1 に対
し逆の位相で，10 時，12 時，22 時に三峰性を示した． Per2 の遺伝子発現はアドレナリン・ノ
ルアドレナリンの変動と相関していた．急性心筋梗塞では，Bmal1 は三峰性，Per2 は二峰性を示
し，Bmal1，Per2 は互いに逆の位相を示していた．急性心筋梗塞では Bmal1 の遺伝子発現とア
ドレナリン・ノルアドレナリンが相関していた．急性虚血性心疾患および急性心筋梗塞ともに Rev-
Erb αは概ね Bmal1 対して逆の位相を示していたもののグラフにはバラつきが認められた．再発
性心筋梗塞では， Baml1 と Per2 は互いに逆の位相を示していたものの，どちらも一峰性で，アド
レナリン・ノルアドレナリンともに時計遺伝子との関連は認められなかった．Rev-Erb αの発現に
はバラつきがみられた．いずれの心臓性突然死群においてもドパミンは各時計遺伝子との関係は
認められなかった．【考察】本研究結果より，急性心筋梗塞では Bmal1，Per2 の発現がカテコラ
ミンに対して調節機能的役割を果たしていることが明らかとなった．一方，急性虚血性心疾患や再
発性心筋梗塞では Bmal1 が血中カテコラミンを制御できず，カテコラミンを産生できていないか，
あるいは産生するまでに不整脈などの異なる病態で死亡に至っている可能性が推測された。

Naoto Tani1,2, Jian-Hua Chen1,2, Tomomi Michiue1,2, Shigeki Oritani1, Takaki Ishikawa1,2

1Department of Legal Medicine, Osaka City University Medical School, Osaka, Japan
2Forensic autopsy section, Medico-legal Consultation and Postmortem Investigation Support 
Center (MLCPI-SC), Osaka, Japan

We investigated the circadian rhythm of a clock gene expression in sudden cardiac death 
to examine the correlation between gene expressions and catecholamines, which stimulate 
signaling. [Materials and Methods] The subjects included acute ischemic heart disease 
(AIHD, n = 10), acute myocardial infarction (AMI, n = 10), and recurrent myocardial 
infarction (RMI, n = 15). The mRNA expression levels of the clock genes Bmal1, Per2, 
and Rev-Erbα were analyzed in several heart tissues at the time of death. Catecholamine 
levels in the right heart blood were simultaneously determined. [Results] In AIHD, Bmal1 
exhibited a trimodal expression that was temporally distributed at 05:00, 11:00, and 21:00, 
whereas Per2 exhibited a trimodal expression that was temporally distributed at 10:00, 
12:00, and 22:00, i.e., in antiphase to Bmal1. Per2 expression correlated with the changes 
in the adrenaline and noradrenaline levels. In AMI, Bmal1 and Per2 exhibited trimodal 
and bimodal expressions, respectively, in antiphase to each other and Bmal1 expression 
correlated with the adrenaline and noradrenaline levels. Rev-Erbα generally exhibited 
an expression in antiphase to Bmal1 in AIHD and AMI, although the graph indicated a 
variation between the expression levels. In RMI, Bmal1 and Per2 both exhibited a unimodal 
expression, although in antiphase to each other. In addition, there was variation in Rev-
Erbα expression. Adrenaline and noradrenaline levels showed no correlation with clock 
genes. In all groups, no correlation was observed between the dopamine levels and clock 
gene expressions.  [Discussion] Bmal1 and Per2 expressions modulate and suppress 
catecholamine, respectively. Consequently, we speculate that the catecholamine strongly 
influence the pathological condition of AMI. In contrast, we postulate that patients may die 
of AIHD or RMI if Bmal1 is unable to control the catecholamine, resulting in an absence of 
catecholamine production or a different pathological condition such as arrhythmia, further 
leading to death before catecholamine production.

O2-3：Circadian rhythm of a clock gene expression and catecholamine 
levels in sudden cardiac death
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O2-4：ヒト頬脂肪体由来幹細胞より分化誘導した
　　　　　　　　　　　　　神経系細胞移植によるパーキンソン病治療

高橋 悠1, 2, 3，大山 晃弘2，豊村 順子2，畑-川上 未有希1，石川 博2，田中 彰1,3

1日本歯科大学新潟生命歯学部口腔外科学講座
2日本歯科大学生命歯学部NDU生命科学講座
3日本歯科大学新潟生命歯学部先端研究センター再生医療学

【目的】パーキンソン病はドパミン神経が脱落する神経変性疾患であり、現時点で根本的な治療法
がない。そのため、細胞移植による神経の再生医療の検討が進められている。今回、ヒトの顎顔
面領域から採取可能な頬脂肪体由来幹細胞より分化誘導した神経系細胞の再生医療によるパーキ
ンソン病治療への有用性について検討を行った。

【方法】ヒト頬脂肪体由来幹細胞（hBFP-ASCs）を神経分化誘導培地で約 1 週間分化誘導後、
神経維持培地で 1 ～ 3 週間培養した細胞が、神経系細胞であることを RT-PCR, 免染、電顕にて
同定した。次に、この分化誘導した神経系細胞を 6-OHDA 投与による片側パーキンソンモデルラッ
トへ移植し、機能的回復を検討するため行動評価を行った。評価後、モデルラットの脳を組織学
的に解析した。

【結果と考察】hBFP-ASCs から分化誘導された細胞は神経細胞様の形態を維持し、神経細胞マー
カーやドパミン神経マーカー、アストロサイトマーカー等の発現を認めた。電子顕微鏡像では、軸
索様の所見を認め、一方向性に微小管や微小線維が豊富にみられた。また、細胞移植後の行動
評価においてモデルラットの症状改善が認められ、1 匹は完全にパーキンソン症状の消失を認め
た。症状が消失した脳内では、ヒト細胞由来のドパミン神経マーカー陽性細胞が認められた。今
回の方法にて、hBFP-ASCs は神経系細胞へと分化すること、移植においてドパミン神経細胞とし
て脳内に生着することが判明した。また機能的回復も認められ、hBFP-ASCs 由来神経系細胞はパー
キンソン病治療に有用である可能性が考えられた。細胞移植による神経再生療法において、顎顔
面領域より採取可能な間葉系幹細胞の応用の可能性が示唆された。

Haruka Takahashi1, 2, 3, Akihiro Oyama2, Junko Toyomura2, Miyuki Hata-Kawakami1, Hiroshi 
Ishikawa2, Akira Tanaka1, 3

1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Life Dentistry, The Nippon Dental 
University, Niigata, Japan, 2Department of NDU Life Sciences, School of Life Dentistry, The 
Nippon Dental University, Tokyo, Japan, 3Division of Cell Regeneration and Transplantation, 
Advanced Research Center, School of Life Dentistry, The Nippon Dental University, Niigata, 
Japan, 

Purpose of this study was to evaluate the usefulness of human adipose stem cel ls 
derived buccal fat pad (hBFP-ASCs) for nerve regeneration. Parkinson’s disease (PD) is a 
neurodegenerative disorders by progressive death of dopaminergic neurons. PD is one 
of candidate diseases for application of cell transplantation therapy, because it could 
not provide fundamental therapeutic method. Then, we examined a property of induced 
neural-related cells from hBFP-ASCs as cell source for treatment of PD. hBFP-ASCs were 
cultured in neurogenic differentiation medium for about 2 weeks. After the morphological 
form of hBFP-ASCs changed to neural l ike cells,  the medium was changed to neural 
maintenance medium. Cells differentiated from hBFP-ASCs showed neuron-like structure 
and expressed neuron marker or astrocyte marker or dopaminergic neuron-related marker. 
Then, induced neural cells transplanted into a 6-hydroxydopamine (6-OHDA)-lesioned 
rat hemi-parkinsonian model. At 4 weeks after transplantation, the 6-OHDA-lesioned rats 
were performed the apomorphine-induced rotation assay. The transplanted cells survived 
in the brain of rats as dopaminergic neural cells .  We demonstrated that hBFP-ASCs 
differentiated into neural cells by our methods, and the transplantation of neural cells 
induced differentiated from hBFP-ASCs improved symptom of model rats. It is suggested 
that neurons differentiated from hBFP-ASCs would be applicable for cell transplantation 
therapy of PD. Moreover, it is thought that mesenchymal stem cells might be applicable for 
nerve regenerative medicine using cell transplantation.

O2-4：Regenerative medicine for Parkinson’s disease using induced and 
differentiated nerve cell transplantation derived from human buccal fat 
pad stem cell
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座長：日本歯科大学　生命歯学部　NDU生命科学講座　石川 博

一般口演3

O3-1：ヒトの歯根膜細胞から得られた新しい上皮様細胞株の樹立と同定

7月17日（日）　10:40～11:10

Kallapat Tansriratanawong1, 2, 石川 博2, 佐藤 聡3

1Mahidol University, Department of Oral Medicine and Periodontology, Bangkok, Thailand
2日本歯科大学 生命歯学部 NDU生命科学講座
3日本歯科大学 新潟生命歯学部 歯周病学講座

【背景】繊維芽細胞様細胞は日常的に歯根膜組織から分離できる。しかし、我々はその分離から
偶発的に上皮細胞様細胞（ｈ EPLC）を得ることができ、細胞株の樹立を行った。この研究の目
的は、細胞間結合と歯根膜細胞環境に関連する重要な性質を特定するため、この細胞の形態およ
び機能の特性を明らかにすることである。【方法】ヒト歯根膜組織を 5 人の健康な女性の第三大臼
歯から分離した。ｈ EPLC の形態はヒト大動脈内皮細胞およびマラッセの上皮遺残と比較した。ま
た、透過型電子顕微鏡による細胞小器官の観察、タイトジャンクションマーカーの遺伝子発現、免
疫蛍光分析を行いｈ EPLC の性状を解析した。さらに、膜間電気抵抗 (TER) による細胞間結合の
抵抗の測定と、歯周病原細菌にｈ EPLC を播種し歯周疾患に有効なサイトカインを ELISA により
検出した。【結果】ｈ EPLC は細胞培養によって多層の上皮細胞様細胞または敷石状のコロニー
形成を示した。細胞小器官では高濃度グリコーゲン細粒と明らかなタイトジャンクションが認められ
た。RT-PCR よりタイトジャンクション遺伝子の発現が確認された。免疫蛍光分析では閉鎖帯（ZO-
1）やクローディンを含むタイトジャンクションマーカーが顕著に認められた。また、膜間電気抵抗
値はマラッセの上皮遺残と比べ高い値を示した。炎症性サイトカイン分泌の上昇とともに歯周病原
細菌は 24 時間以内に貪食された。【結論】ｈ EPLC は培養すると特有の強固な細胞集団形態を
形成した。それらは遺伝子発現および免疫蛍光解析の両方で強いタイトジャンクションマーカーの
発現が認められた。このように、ｈ EPLC は歯周組織において代謝産物の交換と細菌侵入に抵抗
する防御の潜在的役割があると考えられる。

Kallapat Tansriratanawong1, 2, Hiroshi Ishikawa2, Soh Sato3

1Mahidol University, Department of Oral Medicine and Periodontology, Bangkok, Thailand
2Nippon Dental University, Department of NDU Life Sciences, Tokyo, Japan
3Nippon Dental University, Department of periodontology, Niigata, Japan

Background: Fibroblast-l ike cells were regularly derived from a routine periodontal 
ligament (PDL) tissue isolations, however, we incidentally obtained epithelial-like cells 
(hEPLC) from these isolation, which were following established into the cell line. Aim of 
this study is to characterize its morphologies and functions for determining cell to cell 
junctions and significant properties related in periodontal ligament cell environment. 
Methods: Human PDL tissues were isolated from the third molar teeth of five healthy 
female donors. The hEPLC morphologies were compared to human aortic endothelial 
cells and epithelial rests of Malassez. The hEPLC were characterized in cell organelles 
by transmission electron microscopy, gene expression of t ight junction markers, and 
using immunofluorescence analysis. Moreover, resistance between cellular junctions 
was assessed by transepithelial electron resistance and potent cytokines in periodontal 
disease were detected by enzyme-linked immunosorbent assay after inoculated hEPLC 
with periodontopathic bacteria. Results: The hEPLC provided epithelial-like or cobble-
stone colonies morphologies in multilayers of cell culture. Their organelles have shown 
high glycogen granules and obvious tight junctions. RT-PCR confirmed expression of the 
tight junction genes. Immunofluorescence analysis have remarkably demonstrated tight 
junction markers, including Zonula Occludens (ZO-1) and Claudins. High resistance of 
transepithelial electron in cellular junction were higher in hEPLC than epithelial rests of 
Malassez. Periodontopathic bacteria were phagocytosed with increasing inflammatory 
cytokine secretion within 24 h. Conclusions: The hEPLC formed specialized tight clusters 
morphologies in cell culture. They strongly expressed tight junction markers both in gene 
expression and immunofluorescence analysis. Thus, hEPLC might be potential role for 
metabolite exchange and defense against bacterial invasion in periodontal tissue.

O3-1：In Vitro Establishment of Novel Epithelial-like Cell Line Derived 
from Human Periodontal Ligament Tissue and Its Characteristics
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O3-2：歯周組織再生に向けてナノサイズの粒子状に合成したbeta-CaHA

Kallapat Tansriratanawong1, 2, 石川 博2, 中原 貴3, Kanet Wongravee4

1Mahidol University, Department of Oral Medicine and Periodontology, Bangkok, Thailand
2日本歯科大学 生命歯学部 NDU生命科学講座
3日本歯科大学 生命歯学部 発生・再生医科学講座
4Chulalongkorn University, Department of Chemistry, Faculty of Science, Bangkok, Thailand 

【背景】ハイドロキシアパタイトは歯周組織再生において、骨の代わりとなる足場材料として広く
用いられている。しかし、その大きさや非分解性は、再生においてしばしば負の要因となってしま
う。最近、我々はマイクロサイズのコアシートにナノサイズの構造を接着させた革新的なカルシウ
ム・ハイドロキシアパタイト材料の合成に成功し、“beta-CaHA” と名付けた。この実験の目的は、
beta-CaHA の形態学的に調べ、歯根膜幹細胞（PDLSC）を骨分化誘導するにあたり beta-CaHA
といつ培養するのがよいか決めることである。【方法】beta-CaHA の基本的形態を走査型電子顕
微鏡にて 24 時間毎に微細構造の観察した。化学的性質はラマン分光計を用いて光度（Raman 
intensity）と偏移（Raman shift）を検出した。次に、以前我々の研究所で樹立した PDLSC を、
beta-CaHA を加えた骨分化培地でコラーゲンゲルを用いた 3 次元培養を行った。骨分化に関して
はリアルタイム PCR にて骨形成遺伝子の発現を解析後、アリザリンレッド染色にて評価を行った。

【結果】beta-CaHA は観察時間毎に特有の形態構造が認められ、ラマン特性は他の材料と比較
し異なるピークを示した。beta-CaHA と培養を行った PDLSC は、従来のハイドロキシアパタイト
の場合と比べ、アリザリンレッド染色および骨形成マーカーによって骨分化量の増加が認められた。

【結論】微細構造体に改良された beta-CaHA の革新的な合成体は、歯周組織再生においてより
良い結果をもたらした。我々は、beta-CaHA が歯周組織再生の組織工学における新たな材料にな
りえると考える。

Kallapat Tansriratanawong1, 2, Hiroshi Ishikawa2, Taka Nakahara3, Kanet Wongravee4

1Mahidol University, Department of Oral Medicine and Periodontology, Bangkok, Thailand
2Nippon Dental University, Department of NDU Life Sciences, Tokyo, Japan
3Nippon Dental University, Department of Development & Regenerative Dentistry, Tokyo, 
Japan
4Chulalongkorn University, Department of Chemistry, Faculty of Science, Bangkok, Thailand 

Background: Hydroxyapatite is widely used for scaffold materials of bone substitution 
in periodontal regeneration. However, their large scale and non-degradable properties 
regularly produce negative results in regeneration. Recently, we successfully synthesized 
an  innovat ive  ca lc ium hydroxyapat i te  mater ia l ,  which  was  named “beta  ca lc ium 
hydroxyapat i te”  (beta-CaHA) in  combinat ion of  nanosized structure adhered with 
microsized core sheets. Aim of the study is to investigate beta-CaHA morphology and 
determine the osteogenic differentiation of periodontal ligament stem cells (PDLSC) when 
cultured with beta-CaHA. Methods: The beta-CaHA was observed an ultrastructure under 
scanning electron microscopy for investigating morphology in basic condition each time 
interval to 24 hours. Chemical identity was detected Raman intensity and Raman shift by 
Raman spectrometer. Then, PDLSC, which was previously established from our laboratory 
were cultured in osteogenic medium with beta-CaHA by 3D collagen gel culture. The 
osteogenic differentiation were determined by alizarin red staining following analysis 
of osteogenic gene expression by real time PCR. Results: The beta-CaHA have provided 
distinctive morphological structure each time interval and shown different peak of Raman 
characteristics comparing to other materials. The beta-CaHA culturing with PDLSCs have 
demonstrated upregulation of osteogenic differentiation, which showed in alizarin red 
staining and osteogenic mRNA expression markers, rather than conventional hydroxyapatite 
type. Conclusion: Innovative synthesis of novel beta-CaHA has given an improvement 
in ultrastructure properties providing for better results in periodontal regeneration. 
We supposed that beta-CaHA might be an alternative material in tissue engineering of 
periodontal regeneration.

O3-2：Innovative Synthesis of Beta Calcium Hydroxyapatite Nanosized 
Particles for Application in Periodontal Regeneration
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O3-3：低酸素下と通常酸素下でヒト歯髄幹細胞を
　　　　 神経、骨、軟骨に分化誘導する際のHIF-1αとVEGFの産生パターンの比較

大山 晃弘, 豊村 順子, 渡邊 美穂, 石川 博

日本歯科大学　生命歯学部　NDU生命科学講座

【緒言】組織幹細胞（体性幹細胞）からさまざまな組織を誘導分化させることは、哺乳動物の個
体発生の過程を再現することと思われる。個体発生を観察すると、神経の分化が始まる時期には
血管はまだ形成されていない。骨芽細胞が胎児性軟骨内に出現するときは血管新生を伴う。また
軟骨には血管は存在しない。このように血管新生と組織の分化には密接な関係が想定される。血
管新生は低酸素誘導因子（HIF-1 α）に誘導されると言われている。そこで本実験では歯髄幹細
胞から、神経、骨、軟骨に常酸素下と低酸素下でそれぞれ誘導分化させる際、HIF-1 αと血管新
生因子のひとつである VEGF が経時的にどのように産生されるかを調べてみた。【方法】歯髄幹細
胞を神経、骨、軟骨にそれぞれ分化誘導させた際に培養液中に放出される HIF-1 αと VEGF の
量を、ELISA 法を用いて定量する。骨誘導は歯髄幹細胞を骨芽細胞に誘導し、その骨芽細胞をコ
ラーゲンビーズに付着させ、in vitro において立体的に骨を形成させる。【結果】通常酸素下で歯
髄幹細胞をそれぞれ神経、骨、軟骨に誘導すると、HIF-1 αの産生はほとんど上昇しない。しか
し、低酸素下において神経に誘導をかけた細胞は、ただちに HIF-1 αの産生が上昇し神経が誘
導された後もその産生が持続した。一方、骨誘導では HIF-1 αの産生は誘導後直ちに上昇するが、
骨組織が形成され始めると徐々にその産生は減少した。また、VEGF の産生は通常酸素下でも低
酸素下でも上昇したが、神経誘導では誘導後 10 日から増加し、神経が分化した後もその産生が
持続した。一方、骨分化誘導では誘導直後から VEGF の産生が増加するが、誘導 13 日後をピー
クにその後は減少した。それに対し、軟骨の誘導では常酸素化でも低酸素下でも HIF-1 αならび
に VEGF の産生は増加しなかった。さらに YC-1 を用いて HIF-1 αの産生を抑制すると、神経誘
導と骨誘導における VEGF の産生は 50% 程度減少するが完全には抑制されなかった。【結論】歯
髄幹細胞は骨、神経、軟骨に分化することができる多分化能性を持つ幹細胞である。神経分化誘導、
骨分化誘導では VEGF の産生開始と産生パターンに時期的な相違が認められ、骨分化誘導では早
期に酸素が必要であるが、神経誘導では早期には酸素はあまり必要ないものと思われた。HIF-1
αが VEGF 産生を誘導しているのではないかと思われる。また、軟骨誘導ではほとんど酸素を必
要としないことが確認された。

Akihiro Ohyama, Junko Toyomura, Miho Watanabe, Hiroshi Ishikawa

Nippon Dental University, Department of NDU Life Sciences, Tokyo, Japan

Introducion: The process of various tissues to induce differentiation from tissue stem 
cells is to reproduce the process of ontogeny of mammals. When the nerves begin to 
differentiate in ontogeny, the blood vessel has not yet been formed. When the osteoblast 
cells appear in fetal cartilage, new blood vessels are observed. A blood vessel doesn't 
exist in a normal cartilage. It is assumed that the close relationship between the cell 
differentiation and angiogenesis. It's said that the angiogenesis (production of VEGF) is 
led to a hypoxia inducible factor-1α(HIF-1α). When nerves, bones and cartilages are 
differentiated respectively from dental pulp stem cells under the normal atmospheric 
oxygen or the low oxygen, we examined the time course of production of HIF-1 α and 
VEGF.
Result:
When dental pulp stem cells induced differentiated to nerve, bone or cartilage tissue 
respectively under the normal atmospheric oxygen, HIF-1α is not almost produced. 
However, after nerve differentiation occured, production of HIF-1α rose immediately under 
the hypoxia condition, and the production level continued with the passage of time. On 
the other hand, production of HIF-1α increased immediately after the bone induction, but 
when the bone tissue began to form, production gradually declined. Even the production of 
VEGF was also increased under hypoxia or under normal oxygen , but in neural induction 
the production was increased from 10 days after the induction and continued a high level. 
On the other hand, although the production of VEGF increased immediately after induction 
in bone differentiation induction, and it maximized after 13 days, then it declined. But 
production of HIF-1α and production of VEGF did not increase in cartilage differentiation 
under normal atmospheric oxygen or hypoxia. When HIF-1α was restrained by YC-1, 
production of VEGF decreased about 50 %, but it did not restrain perfectly.
Conclusion:
It is suggested that HIF-1α induces production of VEGF. The difference is recognized in 
the production start and production patterns of VEGF on the nerve differentiation and bone 
differentiation. Although oxygen is required in early bone differentiation stage, oxygen is 
not required in early nerve differentiation stage.

O3-3：Comparison of the production pattern of HIF-1α and VEGF when 
induction differentiation of human dental pulp stem cell to nerves, bones 
or cartilages under the normal oxygen or the hypoxia condition
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座長：千葉県がんセンター　婦人科　田中 尚武

一般口演4

O4-1：光線力学療法における腫瘍増殖の抑制と好中球の動態との関連について

7月17日（日）　11：20～12：00

広富 優華1，鬼木 玲奈1，小島 涼1，寺原 航1，長井 健一郎1，仲谷 将隆1，Azmi Amalina2，
宮崎 裕美3， 齋藤 大蔵3，木下 学4，四ノ宮 成祥5，守本 祐司1,5

1防衛医科大学校　ME部
2Malaysia-Japan Institute of Technology, University Technology, Malaysia Kuala Lumpur, Malaysia
3防衛医学研究センター外傷研究部門
4防衛医科大学校　免疫微生物学講座
5防衛医科大学校　分子生体制御学講座

【目的】光線力学療法 (Photodynamic therapy: PDT) はフォトフィリン (Photofrin) 等の光増感
剤に光照射した際に発生する活性酸素によって細胞死を誘導して腫瘍増殖を抑制する治療である。
PDT に際して腫瘍部位に好中球の集積が見られることがあるが、その動態はいまだ明らかでない。
そこで本研究では、その動態解明のために、骨髄単球細胞に緑色蛍光タンパク質を発現する遺伝
子が導入されたマウス（Lys-EGFP）と生体イメージングシステムを用いて PDT 前後の生体内にお
ける好中球の動態を観察した。

【方法】10%FBS と 0.5％ penicillin-streptomycin を含む培地（RPMI-1640）を用いて培養さ
れた Lewis lung cancer (LLC) 細胞を Lys-EGFP C57BL/6 マウスの皮内に接種した。細胞増殖
により形成された腫瘍の大きさはノギスで計測した。LLC 細胞の移植から１４日後に、光増感剤
である porfimer sodium 溶液をマウスに注入し (5 mg/kg)、その２４時間後に 635nm レーザー
ダイオード (BWF2-635-2-400-0.22-SMA-SP, B&W Tek, Newark, DE) を用 いて光 照 射した。
生体イメージングシステムで好中球の集積・動態を観察した。

【結果と考察】好中球の集積は LLC 細胞移植２４時間後に移植部位で高くなり、異物に対する免
疫反応により好中球が蓄積したことが示唆された。さらに、PDT 後にも腫瘍部位ならびにその近傍
では好中球の集積は徐々に増加し、光照射された部位はより多くの好中球が集積していた。他方、
PDT を行ったマウスでは腫瘍増殖抑制が誘導され、腫瘍サイズは PDT を行わなかったマウスの
腫瘍サイズの約 1/3 であった。これらの結果より、PDT を行うことで腫瘍の増殖は抑制され、そ
れに伴って腫瘍部位に好中球が集まってくることが示された。

Yuka Hirotomi1，Rena Oniki1、Ryo Kojima1，Wataru Terabaru1，Kenichiro Nagai1，Masataka 
Nakaya1, Azmi Amalina2, Hiromi Miyazaki3, Daizoh Saito3, Manabu Kinoshita4, Nariyoshi 
Shinomiya5, Yuji Morimoto1,5

1ME Study Club, National Defense Medical College
2Malaysia - Japan Institute of Technology, University Technology, Malaysia Kuala Lumpur, 
Malaysia
3Division of Traumatology, National Defense Medical College, Tokorozawa, Japan 
4Department of  Immunology and Microbiology,  Nat ional  Defense Medical  Col lege , 
Tokorozawa, Japan
5Department of Integrative Physiology and Bio-Nano Medicine, National Defense Medical 
College, Tokorozawa, Japan

Photodynamic therapy (PDT) is a therapy for cancers, in which a photosensitizer such 
as Photofrin and light are used, inducing a cell death and suppression of tumor growth. 
PDT promotes an accumulation of neutrophils; however, the kinetics of neutrophils is not 
elucidated completely. To investigate the kinetics of neutrophils related to PDT, we used an 
imaging system to visualize accumulation of neutrophils, by combining an in vivo imaging 
system with Lysosome- EGFP (Lys-EGFP) mice.
Lewis lung cancer (LLC) cells were cultured in RPMI-1640 medium with 10% fetal bovine 
serum and 0.5% penicillin-streptomycin. We implanted the cells into Lys-EGFP C57BL/6 
mouse subcutaneously. A tumor size of each mouse was measured daily using a digital 
caliper. We injected a porfimer sodium solution into the mice via the tail vein (5mg/kg) 14 
days after the inoculation of the cancer cells. Twenty-four hours after the photosensitizer 
injection, the mice were irradiated with 635 nm-light using a laser diode (BWF2-635-2-
400-0.22-SMA-SP, B&W Tek, Newark, DE). Fluorescence from neutrophils was visualized 
using an in vivo imaging system (IVIS®).
The f luorescence radiance intensity was high 24 hours after the cell  implantat ion, 
suggesting that neutrophils actively accumulated in the implantation area, due to the 
immune response to foreign bodies. After PDT, the fluorescence radiance intensity slightly 
raised in the lesion and more neutrophils accumulated in the irradiated area. PDT inhibited 
tumor growth: a tumor size in PDT treated mice was one third of that in the untreated mice 
14 days after PDT. Therefore, this study shows that PDT suppresses the tumor growth, and 
an accumulation of neutrophils is seen in the PDT treated tumor.

O4-1：The relation between the inhibition of tumor proliferation and the 
kinetics of neutrophils in photodynamic therapy 



58 第34回  日本ヒト細胞学会学術集会 第34回  日本ヒト細胞学会学術集会 59

O4-2：HAM細胞の8-Br-cAMPを用いた脱落膜化様細胞への分化誘導

杉浦 朝冶1,2、石渡 勇1、時枝 由布子1、井口 めぐみ1、中村 幸夫2

1石渡産婦人科病院　細胞生物研究所　
2理化学研究所　バイオリソースセンター　細胞材料開発室

「目的」体外受精を行っても、着床不全のために妊娠出来ない患者が見られる。従って妊娠率の
向上を目指し、着床不全に対し細胞再生医療を行うために、当院で樹立した HAM 細胞を着床に
は必須である脱落膜化細胞に分化誘導することを目的として研究を行った。

「方法」HAM 細胞は本学会で報告した方法により樹立した。HAM 細胞は、コンフルエントになっ
た後に 1mM 8-Bromoadenosine3’,5’-cyclic monophosphate (8-Br-cAMP)、2％ FBS を添加
した DMEM 培養液で 14 日間培養し、分化誘導を行った。分化誘導の有無は、脱落膜化のマー
カーである IGFBP-1 や PRL を含む 12 種類のマーカーによる RT-PCR と PRL と IGFBP-1 は定量
的 RT-PCR を行った。
また MammablobinB、Cox-2、IGFBP-1 や PRL を含む 7 種類の抗体を用いて免疫染色を行った。
更に ELISA にて、培養上清中の PRL の濃度を測定した。すべて培養 7 日目と 14 日目で検討を行っ
た。

「結果」HAM 細胞は分化誘導により、線維芽細胞様細胞から脱落膜化で見られる円形の細胞へ
変 化 し た。RT-PCR の 結 果、PRL 、IGFBP-1、Mammaglobin、Coagulation FactorXII は 誘
導前から発現しているが、誘導後は発現が増加した。LIF、Dkk-1、DEDD、FOXO1、MMP-2、
COX-2、HOXA10 は分化誘導に関わらず発現を確認した。Glycodelin は、誘導前は発現が見ら
れなかったが、誘導後は発現を確認した。定量的 RT-PCR の結果、誘導後は PRL も IGFBP-1 も
発現が増加した。免疫染色の結果、PRL、IGFBP-1、Glycodelin とα V β 3-integrin は、誘導
前は陰性であったが、誘導後は陽性であった。Mammaglobin B は誘導前より発現しているが、
誘導後は強陽性になった。MMP-2、Cox-2 は誘導に関わらず陽性であった。ELISA の結果、誘
導前は培養上清中の PRL が殆ど検出されなかったが、誘導後は PRL が検出された。 

「結論」RT-PCR や qRT-PC そして免疫染色の結果、 分化誘導後は脱落膜化のマーカーである
IGFBP-1 と PRL の発現が増加し、更に ELISA で PRL が培養上清中に検出された結果より、HAM
細胞は脱落膜化様細胞に分化誘導が可能であると考えられる。

Tomoharu Sug iura 1,2,  I samu Ishiwata 1,  Yuko Tokieda 1,  Megumi Iguchi1 and Yukio 
Nakamura2

1Institute of Cell Biology, Ishiwata Obstetrics and Gynecologic Hospital.
2Cell Engineering Division, RIKEN BioResource Center.

[Object]  The patient of infertility is looked at by the implantation insufficiency of uterine 
endometrial cell not becoming thick while performing in vitro fertilization. Therefore, it 
aimed at carrying out differentiation induction of the HAM cells to decidulization cells 
aiming at conquering implantation insufficiency. 
[Mater ia ls  and methods]   After  becoming HAM cel ls  conf luent ,  d i f ferent iat ion of 
decidulization cells were cultured in DMEM supplement with 1mM 8-Br-cAMP and 2%FBS 
for 7 and 14 days. The expression of 12 kinds of decidulization cells specific gene by RT-
PCR. Therefore, PRL and IGFBP-1were analyzed by qRT- PCR. Immunostaining to 7 kinds 
of marker were examined before and after induction of differentiation. Moreover, ELISA 
measured the density of PRL in the cultivation of before and after differentiation.
[Results]　HAM cells changed from a fibroblast-like cell morphology to becoming decidua-
like cell. As a result of RT-PCR, PRL, IGFBP-1, Coagulation FactorXII and Mammaglobin 
were detected even in untreated HAM cells, their levels of expression increased after 
differentiation. Dkk-1, DEDD, FOXO1, LIF, MMP-2, Cox-2 and HOXA10 were expressed in 
untreated HAM cells and after differentiation. Glycodelin was not detected in untreated 
HAM cells but was found after differentiation. The qRT-PCR showed that significantly 
upregulation of PRL and IGFBP-1 after differentiation compared in untreated HAM cells. 
Although immunostaing revealed that PRL, IGFBP-1, Glycodelin and αVβ3-integrin were 
only positive after differentiation. Mammaglobin B was detected even in untreated HAM 
cells, their levels of expression increased after the induction. In spite of differentiation or 
undifferentiation, MMP-2 and Cox-2 were positive. As a result of ELISA, PRL was not almost 
detected before differentiation, but detected after differentiation.
[Conclusion]　This study showed that HAM cells increased expression of decidulization 
marker such as IGFBP-1 and PRL after differentiation. These results demonstrated that 
HAM cells were differentiation into decidua-like cells in vitro.

O4-2：Induced　in　vitro　differentiation　of　decidua -like cells　from 
HAM cells treatment with 8-Br-cAMP.
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O4-3：ヒト卵巣明細胞癌由来培養細胞株(HCH-3)の樹立とその性状

山田 隆司

大阪医科大学　病理学教室

【目的】新しくヒト卵巣癌より細胞株を得たので、その細胞生物学的特性について検討した。【方法】
41 歳の女性患者の卵巣腫瘍を培養材料として用いた。腫瘍組織は明るい細胞質を有する腺癌で、
細胞分散法により初代培養を行い、以後 202 ヶ月間の継代培養に成功している。本培養細胞株を
HCH-3 と命名し、その形態学的特徴および生物学的特性について検討した。【結果と考察】単層
培養細胞は紡錘形ないし多稜形で，シート状配列を示し，容易に重積する．核は一部で多核，巨
大核を呈し，核小体を数個有し，核染色質は粗顆粒状である．継代 8 代目の倍加時間は 82 時間、
細胞密度は 9.7 × 104/cm2、コロニ−形成率は 0.8％、分裂指数は 10.2％であった。染色体数
は異数性に分布し、低 4 倍体にモードを示した。また SCID マウスへの異種移植可能で、組織型
は原腫瘍に類似していた。腫瘍マーカーは、TPA のみ培養液中に産生していた。がん遺伝子の検
索では、KRAS と TP53 の hot spot において point mutation がみられた。202 ヶ月の培養期間、
形態学的な細胞異型性、染色体の異常、異種移植可能などの諸項目より HCH-3 がヒト卵巣明細
胞癌由来の細胞株であることが証明された。

Takashi Yamada

Department of Pathology, Osaka Medical College 

Cell lines are very useful for clinical and basic research.  Thus far, only 13 reports have 
documented the characteristics of ovarian clear cell carcinoma cell lines in the literature.  
Due to the scarcity of information, the establishment of an ovarian malignant tumor cell 
line with distinctive characteristics is particularly important to study this disease.  Thus, 
this study was undertaken to establish and characterize a new human clear cell carcinoma 
cell line of the ovary.
The ce l l  l ine  HCH-3 was  es tab l i shed f rom a  le f t  ovar ian  tumor  of  a  41-year-o ld 
woman.  Features of the cell line studied included morphology, chromosome analysis, 
heterotransplantation, tumor markers, chemosensitivity, and cancer genes.
This cell l ine has been growing well for 202 months and subcultured more than 50 
t imes.  Monolayer cultured cells were polygonal in shape, showing a pavement-l ike 
arrangement and a tendency to pile up without contact inhibition.  They exhibited a human 
karyotype with a modal chromosomal number in the hypotetraploid range.  The cells 
could be transplanted into the subcutis of SCID mice and produced tumors resembling the 
original tumor.  HCH-3 cells expressed both CA 125 and CA19-9 which were identified 
immunohistochemically in the original tumor and the heterotransplanted tumor.  The cells 
were not sensitive to agents commonly used in the treatment of gynecological cancers by 
MTT assay.  Mutations were found in KRAS and TP53 genes.  This newly established cell 
line may be useful for investigating the characteristics of ovarian clear cell carcinoma.

O4-3：Estab l i shment  and  charac ter i za t ion  o f  a  ce l l  l ine  (HCH-3 ) 
originating from a human clear cell carcinoma of the ovary
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O4-4：卵巣明細胞癌における転写因子HNF1βを介した抗癌剤抵抗性機序 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-細胞周期制御の観点から-

伊東 史学、吉元 千陽、重富 洋志、川口 龍二、佐道 俊幸、小林 浩

奈良県立医科大学産婦人科

【目的】卵巣明細胞癌は、欧米に比べ日本人に有意に多く、その抗癌剤抵抗性により予後不良で
ある。転写因子 HNF1 βは、卵巣明細胞癌に特異的に高発現することが知られており、今回、細
胞周期制御の観点からその機序を探索した。【方法】卵巣明細胞癌株 TOG21G を用い、siRNA
を導入して HNF1 βを一過性ノックダウンした。抗癌剤を添加し、細胞周期における細胞の分布
をフローサイトメトリーで、関連するタンパクの発現を Western Blot 法で、mRNA 量を RT-PCR
法にて評価した。【結果と考察】HNF1 βは、細胞周期を G2/M 期チェックポイントにおいて停止
することで細胞死を回避していた。これは、細胞周期を停止する Chk1 の自己リン酸化によるもの
で、Claspin の発現を介していた。HNF1 βの有無で Claspin の mRNA の発現に差はないことか
ら、ユビキチン化による Claspin の分解系に着目したところ、HNF1 βは脱ユビキチン化酵素であ
る Usp28 を過剰発現させていることが分かった。また、HNF1 β陽性株において、Usp28 を一
過性ノックダウンすると、細胞死の誘導が促進され、抗癌剤抵抗性が改善した。これらのことから、
卵巣明細胞癌において、HNF1 βは Usp28 を過剰発現させ、Claspin のユビキチン化を阻害し、
その発現を維持することで Chk1 リン酸化も維持され、これにより G2/M 期チェックポイントで細
胞周期を停止させる。この結果、細胞死を回避し抗癌剤抵抗性を獲得していると考えられた。

Fuminori Ito, Chiharu Yoshimoto, Hiroshi Shigetomi, Ryuji Kawaguchi, Toshiyuki Sado, 
Hiroshi Kobayashi

The Department of Obstetrics and Gynecology, Nara Medical University

【Purpose】Ovarian clear cell carcinoma(OCCC) is significantly more prevalent in Japan than 
other countries, and has poor prognosis because of its Chemoresistance characteristics. 
The transcription factor HNF1β is known to be overexpressed specifically in OCCC. In this 
study, we investigated the mechanism with respects to cell cycle regulation. 【Method】We 
examined with OCCC cell line, TOV21G, and transiently knocked down HNF1β introducing 
siRNA. After adding anticancer agent, we examined the cell distribution by flow cytometry, 
the expression of proteins by Western blotting, and the quantity of mRNA by RT-PCR. 【
Results and Considerations】HNF1β prevented cell death by making the cell cycle arrest 
at the G2/M checkpoint. This was caused by auto-phosphorylation of Chk1, which makes 
the cell cycle arrest, via expression of Claspin. We focused on the degradation of Claspin 
by ubiquitination because there was no difference in the expression of mRNA of Claspin 
whether HNF1β was knocked down or not, revealing that HNF1β overexpressed Usp28, 
the deubiquitinating enzyme. And, by knocking down Usp28 in HNF1β positive cell line, 
more cell death was induced and chemoresistance declined. Taken together, in OCCC, HNF1
β overexpressed Usp28, inhibiting the ubiquitination of Claspin, sustaining its expression, 
leading to the phosphorylation of Chk1, resulting in cell cycle arrest in G2/M checkpoint. 
As a result, OCCC acquired chemoresistance by avoiding cell death.

Ｏ4-4：Chemoresistance via the transcription factor HNF1β in ovarian 
clear cell carcinoma   －with respects to cell cycle regulation－
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・・・・・・・・・・・・ P65 - P70

第1回CTC臨床応用研究会
～血中循環腫瘍細胞捕捉の臨床応用～

抄　　　　録

一般口演

一般口演第1回CTC臨床応用研究会
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座長：富山県工業技術センター　中央研究所　大永 崇

一般口演

O1-1：新規チップシステムを用いた乳癌CTCの解析

7月17日（日）　10：05～11：15

長田 拓哉1、呂暁 龍1、福田 卓真1、渡辺 徹1、関根 慎一1、大永 崇2

1富山大学消化器・腫瘍・総合外科、2富山県工業技術センター

【はじめに】血液中を浮遊する癌細胞（CTC）の同定は、治療効果予測や生命予後予測、癌転
移メカニズムの解明など、広い分野での応用が期待されている技術である。これまでの CTC 解析
は Cell Search System を中心として行われてきたが、装置が高価であるとともに、癌細胞を捕捉
するための抗体があらかじめ決められており、多様な癌細胞の捕捉が困難であった。今回我々は、
安価で簡便な新規 CTC 捕捉システムを開発し、乳癌患者における CTC 同定を行って新しい知見
を得たので、その結果につき報告する。

【方法】101 例の乳癌患者より 3ml の抹消血液を採取し、 抗 EpiCAM 抗体をコーティングした
CTC チップを用いて細胞を捕捉した。これらの細胞を Giemsa 染色、ならびに抗 CK18 抗体を用
いて免疫染色し、蛍光顕微鏡にて癌細胞を確認した。得られた CTC の結果を臨床病理学的に解
析した。また同じサンプルについてフローサイトメーターを用いて CTC 解析を行い、得られた結果
について比較検討した。２、進行乳癌患者に対して術前化学療法を行う際に定期的に採血して血
液中の CTC を同定し、得られた結果を画像診断結果と比較した。

【結果】101 例中 16 例（15.8%）において、解析開始より１時間で 1 個以上の CTC が捕捉された（病
期 0：3 例、I：4 例、II：7 例、III：2 例）。以前に化学療法が施行されている再発乳癌症例（32 例）
においては CTC を捕捉しなかった。CTC 陽性症例は、フローサイトメーターで 10 個以上の陽性
細胞が確認された症例（19 例、20.9%）と有意な相関を認めた（p=0.0002）。CTC 捕捉率と生
存率には有意な相関を認めなかった（p=0.1287）２、術前化学療法（FEC100）の施行により、
主腫瘍の縮小に先んじて CTC の減少、消失を認めた。途中、副作用による化学療法の中断により
CTC は増加したが、化学療法（ドセタキセル）の開始により、再び CTC は減少した。

【結語】新規に開発した CTC チップは安価で簡便に CTC を捕捉する事が可能であった。また抗癌
剤に対する感受性を早期に評価する事が可能であった。

O1-2：ポリマー製マイクロ流体チップを用いた大腸癌におけるCTCの検出
呉 一眞1，細谷 理樹1，植山 孝恵1，深谷 緑1，小見山 博光1，冨木 裕一1, 大永 崇2，坂本 一博1

1順天堂大学・下部消化管外科
2富山県工業技術センター・中央研究所

【目的】近年，癌患者における微量癌細胞測定法の進歩により，circulating tumor cell (CTC)
が癌の治療効果および予後予測のバイオマーカーとして注目されている．しかし，CTC を捕捉
し単離することは，血中濃度が極めて低い環境下では容易なことではない．この問題を解決する
ためにマイクロ流体チップ（CTC-chip）による測定法が考案された．特にポリマー製 CTC-chip
は既存のものと比較し， 安価であること， 透明性が高く透過観察が可能等の利点が報告されて
いる．本研究では，この polymeric CTC-chip を大腸癌患者に対して応用する事を目的として，
polymeric CTC-chip を用いて大腸癌の細胞株に対する捕捉実験と進行大腸癌症例における CTC
の測定を施行した．

【方法】上皮細胞マーカーである epithelial cell adhesion molecule (EpCAM) を強く発現してい
る大腸癌細胞株 HCT-116 を用いて，EpCAM 抗体による捕捉実験を行った．PBS と健常血液の
それぞれに細胞株を懸濁してサンプルとして使用した．蛍光染色した約 1000 個の HCT-116 を
chip 内に 1ml/h の流速で流入させた後，chip に捕捉された癌細胞数を計測することで捕捉効率
を求めた．
次に未治療の進行大腸癌症例で検討を実施した．患者の血液 1ml を chip に 1ml/h の流速で流
入させた後，蛍光抗体染色を行い，DAPI(+)，cytokeratin(+)，CD45(-) を示す細胞を CTC と判
定して計測した．この測定を進行大腸癌症例 14 例（Stage II:4 例，StageIII:2 例，StageIV:8 例）
に対して施行した．

【結果と考察】癌細胞株による検討の結果，EpCAM 陽性の癌細胞が chip に捕捉される事を確認
した．捕捉効率は，PBS の懸濁液において平均 90.8%(SD ± 0.05)，健常血液の懸濁液におい
て平均 64.9% (SD ± 0.06) であった．
臨床検体を用いた捕捉試験では，14 例中 13 例で CTC が検出された．また，Stage Ⅱ・Ⅲの 6
症例で捕捉された CTC 数は Stage Ⅳの 7 症例で捕捉された CTC 数と比較して有意に少なかった．
この結果から， CTC の検出個数が癌の進行度と相関している可能性があると考えられた．
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O1-3：“Universal CTC-chip”による血液中腫瘍細胞の捕捉
米田 和恵, 近石 泰弘, 川嶋 恵理, 田中 文啓

産業医科大学　第２外科学

【目的】循環腫瘍細胞（CTC）は悪性腫瘍患者の早期診断及び治療効果のモニタリングに有用性
が期待される。これまでの研究において、EpCAM（上皮細胞接着因子 ) を標的とした磁気分離シ
ステムである CellSerch は、肺癌及び悪性胸膜中皮腫患者の診断と予後予測に一定の有用性を示
したが、EpCAM 陰性の腫瘍細胞は原理的に検出不可能である。本研究では、任意の抗体を結合
させることにより EpCAM 非依存的に血液中の腫瘍細胞を捕捉可能な “Universal CTC-Chip” を
用いてその細胞捕捉効率を検証することを目的とした。【方法】肺癌細胞株 PC-9、中皮腫細胞株
ACC-MESO-4 を CFSE で蛍光標識し、5％ BSA/PBS または健常人の血液に添加し CTC モデルと
した。UV 光硬化樹脂で形成されたマイクロ流体デバイス（CTC-chip）には 2 段階に抗体を結合
させ細胞の捕捉に用いた。本研究では捕捉抗体に①抗 EpCAM 抗体と②抗ポドプラニン抗体を用
いた。上記細胞懸濁液を CTC-chip に流し、捕捉率（捕捉細胞数 / 流入細胞数）を算出した。【結
果と考察】5％ BSA/PBS に細胞を添加した場合の細胞捕捉率はそれぞれ PC-9: ① 101.1% ②
2.3% 、MESO-4: ① 3.0% ② 78.3% であった。血液の場合はそれぞれ PC-9: ① 88.0% ② 6.9％、
MESO-4: ① 2.2％ ② 38.4% であった。MESO-4 の捕捉については、 抗ポドプラニン抗体の結
合条件を検討することにより、捕捉効率は約 80％まで向上した。本システムによる細胞捕捉効率
は細胞の表面抗原の発現に依存し、CellSearch では捕捉できない EpCAM 陰性の中皮腫細胞は
“Universal CTC-chip” と抗ポドプラニン抗体を用いて効果的に捕捉された。

O1-4：未治療転移性前立腺癌患者におけるマイクロ流体チップシステムを用いた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　末梢血循環腫瘍細胞捕捉成績

大林 康太郎1、新藤 貴雄1、野村 俊一郎1、飯々谷 重来1、赤塚 純1、遠藤 勇気1、
武田 隼人1、戸山 友香1、松沢 一郎1、濱崎 務1、木村 剛1、大永 崇2、近藤 幸尋1

1日本医科大学　泌尿器科
2富山県工業技術センター

【目的】各種固形癌患者において、末梢血循環腫瘍細胞 Circulating Tumor Cells (CTCs) が新
規バイオマーカーとして近年注目されており、その捕捉・同定方法は多岐にわたって開発されてき
ている。今回我々は、富山県工業技術センターにおいて開発されたマイクロ流体デバイスを用いて、
前立腺癌細胞株 (PC3) の捕捉が可能であることを確認後、未治療転移性前立腺癌患者における
CTCs 捕捉の可不可の確認、捕捉 CTCs 数を計測した。

【方法】前立腺癌細胞株を健常者末梢血約 2mL に混濁させ、IgG 抗体および EpCAM(CD326)
抗 体 をコ ー ティング させ た 上 記 デ バ イス によって 癌 細 胞 を 捕 捉 後、EpCAM-Cy3 抗 体、CK 
(Cytokeratin)19 − FITC 抗体、DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole) の蛍光免疫染色を施
して、蛍光顕微鏡で観察を行った。
次に、経直腸的前立腺針生検で病理学的に前立腺癌と診断され、骨転移を有した患者 9 名より末
梢血約 2mL を採取し、同様の方法で CTCs の捕捉、観察、計測を行った。

【 結 果 と 考 察 】 初 診 時 の 患 者 平 均 年 齢 は 71 歳 (64 ～ 86)、 全 例 が 骨 転 移 を 有 し、
Adenocarcinoma Gleason score 8 以上、PSA 中央値は 680ng/mL(162.3 ～ 6432.8) であっ
た。全患者にて CTCs の捕捉が直接観察で確認され、末梢血約 2mL 中の捕捉 CTCs 数の平均値
は 47 cells( ± 32) であった。本デバイスはマイクロポスト法の一種に位置しており、CellSearch 
System® などの抗体磁性微粒子法と比較して約 100 倍の捕捉感度と言われている。今回の捕捉
CTCs 数からもその感度の高さが示されており、本デバイスによる CTCs 捕捉が非転移性前立腺癌
患者における早期転移予測因子の一因となり得る可能性が示唆された。
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O1-5：CTCchipを利用した神経芽腫患者の低侵襲MYCN評価法の確立

横堀 武彦1、大竹 紗弥香2、大永 崇3、高田 耕児3、鈴木 信2、
白 図雅2、浅尾 高行4、桑野 博行2、西山 正彦1

1群馬大学大学院病態腫瘍薬理学
2群馬大学大学院病態総合外科学
3富山工業技術センター
4群馬大学未来先端研究機構ビッグデータ統合解析センター

【目的】MYCN 増幅の有無は神経芽腫患者の重要なリスクファクターであるが、 治療経過中に
MYCN status が変化することが報告されている。MYCN status の繰り返し評価は神経芽腫の管
理において非常に重要と考えられるが、腫瘍や骨髄からのサンプリングは侵襲的であり、より簡
便な MYCN 検査法が求められている。本研究の目的は循環癌細胞分離チップを用いて循環神経
芽腫細胞 (circulating neuroblastoma cells: CNC) を捕捉し、その CNC 由来の DNA を用いて
MYCN status を評価する手法を開発することである。

【方法】神経芽腫細胞株 NB16 を用いて循環癌細胞分離チップによる細胞株分離能を評価した。
治療前 MYNC 増幅陰性で全身化学療法施行中の転移性神経芽腫患者由来の血液を用いて CNC
を分離し DNA を抽出後に MYCN status を TaqMan PCR 法にて評価した。

【結果と考察】
循環癌細胞分離チップにより神経芽腫細胞株を約 90% の精度で分離することができた。初診時
MYCN 増幅陰性神経芽腫患者の CNC 由来 DNA を用いて MYNC status を評価した結果、MYNC
増幅に変化していた。MYNC status が治療経過中に変化しうることから、本研究で検討した血液
検体から低侵襲に繰り返し MYCN を評価する手法は神経芽腫のより適切な患者管理のために有用
と考えられる。

MEMO
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上記の皆さまにご協力いただきましたこと、心より感謝申し上げます。

本当にありがとうございました。

第34回日本ヒト細胞学会学術集会　会長　喜多 恒和
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