


 

       第 8 回婦人科バイオマーカー研究会学術集会  

ご 挨 拶 

 
この度、2020 年 2 月 8 日（土）に、ホテルモントレ横浜（横浜市）において第 8 回婦

人科がんバイオマーカー研究会学術集会を開催させていただきます。前身の KKKS（2005
年）から数えまして本会の 15 年目の節目の年に、このような大変貴重な機会を賜り誠に

光栄に存じます。理事長の菊池義公先生ならびに婦人科バイオマーカー研究会の会員の皆

様に衷心より御礼申し上げます。 
さて、2018 年 3 月 9 日に閣議決定されました第 3 期がん対策基本計画の第 2 分野別施

策には、「1．がん予防、2．がん医療の充実、3．がんとの共生」が謳われています。 
2．がん医療の充実に記されている 10 項目の 1 番目には「がんゲノム医療」が明示されて

おり、現在一部のがん遺伝子パネル検査を用いた医療が保険診療や先進医療で行われてお

り、研究開発も活発に行われています。一方 2019 年 6 月には、BRCA 遺伝子変異陽性 
FIGO Stage III/IV 期の卵巣癌を対象とした SOLO1 試験の結果を受けて、PARP 阻害剤

であるオラパリブの効能が追加され、婦人科領域において初めてラボラトリーバイオマー

カーならびにクリニカルバイオマーカーを有する抗がん薬の使用が可能になりました。婦

人科腫瘍領域における現状は、まさに我が国の明治維新前の黒船襲来の頃と同じ様相を呈

しており、激動の時代（Precision Medicine の導入と応用）の幕開けが到来したかと存じ

ます。 
本研究会の目的は、「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、現在のこの激動の時代において婦人科バイオマーカー研究

会が本領域における重要位置づけを担うことになろうかと存じます。重ね重ね、本研究会

を聖マリアンナ医科大学産婦人科学講座において担当させていただく機会を頂きましたこ

と、深謝申し上げます。第 8 回婦人科バイオマーカー研究会学術集会における活発なご発

表とご議論が、我が国の婦人科がん Precision Medicine 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。 
皆様からの多数の演題のご応募と、当日のご参加をお待ち致しております。何卒よろし

くお願い申し上げます。 
                第 8 回 婦人科がんバイオマーカー研究会学術集会 

        会長 鈴木 直（聖マリアンナ医科大学 産科婦人科学講座 代表教授） 

 

会 長 挨 拶 
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会期：2020年2月8日（土） 
会場：ホテルモントレ横浜 3階「ビクトリア」 
会長：鈴木 直（聖マリアンナ医科大学産婦人科学講座 代表教授） 
理事会：2020年2月8日（土）12:00～12:45 

ホテルモントレ横浜 2階「すずらん・つばき」 
理事長：菊地義公 

学術集会：2020年2月8日（土）13:00～18:15 
 
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：2020年2月8日（土）11:30〜17:30 
・受付場所：ホテルモントレ横浜 3階「ビクトリア」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 
日本産科婦人科学会会員の日本産科婦人科学会専門医研修出席証明には「e-学会カー

ド（UMIN カード）」をご使用いただきます。日本専門医機構の認定講習において

も会場で「e-学会カード」による参加受付を行います。会員の皆様は「e-学会カー

ド」を必ずご持参ください。単位取得のための講演については4ページをご参照くだ

さい。研修出席シールは配布致しませんので、必ず「e-学会カード」をご持参いただ

きますようお願い致します。 
 

３．懇親会 
下記の通り懇親会を開催致します。 
日時：2020年2月8日（土）18:30～20:00 
会場：ホテルモントレ横浜 13階「シエル」 
 

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。 

  

参加者へのお知らせ 
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【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7分 討論3分 計10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、以下の点にご協力いただ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PowerPoint2010 
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、参加受付左手の「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「ビクトリア」参加受付左手 

・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。 
 
 

  

演者・座長へのお知らせ 
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日本産科婦人科学会と日本専門医機構の参加単位は以下の通りです。 
日本産科婦人科学会会員の先生はe学会カードをご持参ください。 
なお、参加受付は特別講演終了後に行います。参加受付をされませんと日本専門医機構単

位付与はされませんのでご注意下さい。 
 
【日本産科婦人科学会】参加単位 

第8回婦人科がんバイオマーカー研究会学会学術集会 5単位 
【日本専門医機構】日本専門医機構 産婦人科領域講習参加単位 

産婦人科領域講習 1単位 
特別講演1 「BRCA機能不全とPARP阻害剤感受性」 
特別講演2 「婦人科腫瘍の病理診断におけるバイオマーカー検査の意義」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

産 婦 人 科 の 先 生 方 へ 
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【ホテルモントレ横浜】 

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町 6-1 TEL：045-330-7111 

 

 

 

 

会 場 へ の ア ク セ ス 
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ホテルモントレ横浜 

講演会場３階 「ビクトリア」 

 

 

 

理事会会場2階 「すずらん・つばき」 

 

 

会 場 案 内 図 
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第8回婦人科がんバイオマーカー研究会学術集会 

会期：2020年2月8日（土） 
会場：ホテルモントレ横浜 3階「ビクトリア」 

 

13:00 
開会の辞 

13:05 
 一般演題 

13:05 Session 1 座長：藤井 多久磨（藤田医科大学医学部産婦人科学講座教授） 
14:45 Session 2 座長：吉田 好雄 （福井大学医学部産科婦人科教授） 

 
休憩  

 一般演題 
14:55 Session 3 座長：渡利 英道 （北海道大学大学院医学院産婦人科学教授） 

16:25 Session 4 座長：牛嶋 公生 （久留米大学医学部産科婦人科学教授） 
 

休憩  

16:40 特別講演 1『BRCA 機能不全と PARP 阻害剤感受性』 
演者：太田 智彦 

（聖マリアンナ医科大学大学院医学研究科・応用分子腫瘍学教授） 
座長：岡本 愛光 

（東京慈恵会医科大学産婦人科教授） 

 
 
 

17:25 
1725 特別講演 2『婦人科腫瘍の病理診断におけるバイオマーカー検査の意義』 

演者：三上 芳喜 
（熊本大学病院病理診断科教授） 

座長：鈴木 直 
（聖マリアンナ医科大学産婦人科学教授） 

 
 
 

18:10 
18:10 次回会長挨拶 

閉会の辞 18:15 
 移動 

18:30 
懇親会 （ホテルモントレ横浜 13 階「シエル」） 

20:00 
 

 

 

日 程 表 
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2020年 2月 8 日（土） ホテルモントレ横浜 3階「ビクトリア」 

13:00～13:05  開会の辞 
 
13:05～14:45 
一般演題 Session 1 (13:05～13:55)    座長：藤井 多久磨  （藤田医科大学） 
 

S1-1 「DNA損傷に応答したp21転写活性化におけるARID1Aとp53の協調作用」 

上川 篤志、戸澤 晃子、鈴木 直 

聖マリアンナ医科大学産婦人科学 

 

S1-2 「卵巣癌腹膜播種巣における Notchシグナルの役割」 

吉原 雅人 1)、梶山 広明 1)、杉山 麻衣 2)、小屋 美博 2)、伊吉 祥平 1)、 

北見 和久 1)、宇野 枢 1)、那波 明宏 2)、吉川 史隆 1) 

名古屋大学大学院医学系研究科 産婦人科学教室 1)、名古屋大学大学院医学

系研究科 ベルリサーチセンター産婦人科産学協同研究講座 2) 

 

S1-3 「脱分化脂肪細胞由来間葉系細胞の卵巣癌腹膜播種微小環境における役割」 

伊吉 祥平1)、梶山 広明1)、中村 香江2)、吉原 雅人1)、北見 和久1)、 

宇野 枢1)、杉山 麻衣2)、小屋 美博2)、那波 明宏2)、吉川 史隆1) 

名古屋大学大学院医学系研究科 産婦人科学教室 1)、名古屋大学大学院医学

系研究科 ベルリサーチセンター産婦人科産学協同研究講座 2) 

 

S1-4 「がん遺伝子パネル検査に基づく、卵巣境界悪性腫瘍の病態変化に伴うゲノム

プロファイルの検討」 

谷川 道洋、織田 克利、田口 歩、宮川 清、間野 博行、油谷 浩幸、

大須賀 穣、藤井 知行 

東京大学産婦人科 

 

S1-5 「子宮頸部胃型粘液性癌の網羅的遺伝子解析」 

那須 洋紀、河野 光一郎、田崎 慎吾、田崎 和人、寺田 貴武、 

津田 尚武、牛嶋 公生 

久留米大学医学部産科婦人科学教室 

 
 
 

プ ロ グ ラ ム 
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一般演題 Session 2 (13:55～14:45)       座長：吉田 好雄 （福井大学） 

  

S2-1 「腫瘍特異的血管新生および微小管活性化因子バソヒビン2を標的とした卵巣癌

治療」 

小柳 貴裕、嵯峨 泰、高橋 詳史、葭葉 貴弘、高橋 寿々代、種市 明代、

竹井 裕二、藤原 寛行 

自治医科大学 産科婦人科学 

 

S2-2 「RNAi及び薬剤スクリーニングを用いた卵巣明細胞癌に対する新規治療標的分

子の同定」 

重田 昌吾 1)2)、Christopher Kemp 2)、八重樫 伸生 1) 

東北大学医学部 産科学婦人科学分野 1)、Fred Hutchinson Cancer 

Research Center 2) 

 

S2-3 「卵巣癌の浸潤における Chondroitin sulfate proteoglycan 4 (CSPG4)の役割

とバイオマーカーとしての意義」 

宇野 枢1) 、小屋 美博2) 、吉原 雅人1) 、北見 和久1) 、伊吉 祥平1)、 

杉山 麻衣2) 、那波 明宏2) 、梶山 広明1) 、吉川 史隆1) 

名古屋大学大学院医学系研究科 産婦人科学教室 1)、名古屋大学大学院医学

系研究科 ベルリサーチセンター産婦人科産学協同研究講座 2) 

 

S2-4 「卵巣癌におけるMITFの役割とバイオマーカーとしての意義」 

北見 和久1)、小屋 美博2)、吉原 雅人1)、伊吉 祥平1)、宇野 枢1)、 

杉山 麻衣2)、那波 明宏2)、梶山 広明1)、吉川 史隆1) 

名古屋大学大学院医学系研究科 産婦人科学教室 1)、名古屋大学大学院医学

系研究科 ベルリサーチセンター産婦人科産学協同研究講座 2) 

 

S2-5 「子宮体癌における予後不良バイオマーカーとしてのL1CAM」 

朝野 拓史、奥 聡、野﨑 綾子、井平 圭、三田村 卓、金野 陽輔、 

加藤 達矢、小林 範子、武田 真人、渡利 英道 

北海道大学大学院医学院 産婦人科学教室 
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一般演題 Session 3 (14:55～15:35)          渡利 英道 （北海道大学） 
 

S3-1 「STK11遺伝子異常は子宮頸がん患者の予後不良因子となる」  

廣瀬 宗1)2)、 村上 直也3)、 髙橋 一彰2)、久野 育美4)、高柳 大輔1)、 

朝見 友香1)5)、松田 麻衣子1)、島田 陽子1)、山野 荘太郎6)、 

角南 久仁子1)、吉田 和史1)7)、本多 隆行1)8)、中原 知美9)、渡辺 智子1)、 

小松 正明10,11)、浜本 隆二10)11)、加藤 真弓4)、松本 光司5)、大熊 加惠3)、

黒田 高史2)、 岡本 愛光2)、伊丹 純3)、河野 隆志1)、加藤 友康4)、 

白石 航也1)、吉田 裕12) 

国立がん研究センター研究所 ゲノム生物学研究分野1)、東京慈恵会医科大

学 産婦人科2)、国立がん研究センター中央病院 放射線治療科3)、国立がん

研究センター中央病院 婦人腫瘍科4)、昭和大学 産婦人科5)、独立行政法人

労働者健康安全機構 日本バイオアッセイ研究センター 病理検査部6)、東

京慈恵会医科大学 呼吸器内科7)、東京医科歯科大学 呼吸器内科8)、国立が

ん研究センター研究所 発がん・予防研究分野9)、国立がん研究センター研

究所 がん分子修飾制御学分野10)、理研 革新知能統合研究センター がん

探索医療研究チーム11)、国立がん研究センター中央病院 病理診断科12) 

 

S3-2 「卵巣癌新規バイオマーカーとしての IL-34 の有用性の検討」 

遠藤 拓 1)、山中 弘之 1)、細沼 信示 1)、久慈 志保 1)、出浦 伊万里 1)、

大原 樹 1)、戸澤 晃子 1)、朝野 拓史 2)、遠藤 大介 2)、金野 陽輔 2)、 

加藤 達矢 2)、渡利 英道 2)、清野 研一郎 3)、鈴木 直 1) 

聖マリアンナ医科大学 産婦人科学1)、北海道大学大学院医学研究科生殖内分

泌腫瘍学分野2)、北海道大学遺伝子病制御研究所 免疫生物分野3) 

 

S3-3 「ARID1A欠失型変異卵巣明細胞癌に対するゲムシタビンの有効性」 

黒田 高史1)2)、荻原 秀明3)、佐々木 麻里子3)、高橋 一彰1)2)、 

吉田 裕4)、清川 貴子5)、須藤 一起6)、田村 研治6)、加藤 友康7)、 

岡本 愛光1)、河野 隆志2) 

東京慈恵会医科大学 産婦人科学講座1)、国立がん研究センター研究所 ゲ

ノム生物学研究分野2)、国立がん研究センター研究所 がん治療学研究分野3)、

国立がん研究センター中央病院 病理診断科4)、東京慈恵会医科大学 病理

学講座5)、国立がん研究センター中央病院 乳腺・腫瘍内科6)、国立がん研究

センター中央病院 婦人腫瘍科7) 
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S3-4 「卵巣原発の漿液粘液性境界悪性腫瘍、粘液性境界悪性腫瘍、粘液性癌について」 

宮本 守員、羽田 平、松浦 寛子、垣本 壮一郎、岩橋 秀樹、 

石橋 弘樹、坂本 崇洋、角倉 仁、津田 均、高野 政志 

防衛医科大学校病院 産婦人科学講座 病態病理学講座 

 

一般演題 Session 4 (15:35～16:25)          牛嶋 公生 （久留米大学） 
 

S4-1 「当院における子宮内膜異型増殖症及び子宮体癌に対する高用量黄体ホルモン

療法に関する妊孕性温存の検討」 

中村 健太郎、高江 正道、白石 絵莉子、鈴木 由妃、岩端 秀之、 

澤田 紫乃、杉下 陽堂、洞下 由記、鈴木 直 

聖マリアンナ医科大学 産婦人科学 

 

S4-2 「子宮肉腫と子宮筋腫を鑑別するバイオマーカーの同定と新たな測定法の開  

       発」 

水谷 哲也1) 2)、前野 光生3) 、津吉 秀昭2) 、山田 しず佳2) 、 

西村 研吾3) 、吉田 好雄2) 

福井県立大学 看護福祉学部 看護学科1)、福井大学 医学部 産科婦人科2)、

東洋紡株式会社3) 

 

S4-3 「卵巣癌診断に有用なマイクロRNAの解析」 

川原 莉奈、金尾 世里加、市川 亮子、鳥居 裕、三木 通保、野村 弘行、

西尾 永司、藤井 多久磨 

藤田医科大学 医学部 産婦人科学講座 

 

S4-4 「網羅的血清糖ペプチドスペクトラを用いた初期上皮性卵巣癌の鑑別」 

林 優 

東海大学医学部専門診療学系産婦人科 

 

S4-5 「子宮内膜症関連卵巣癌における新規バイオマーカーの探索」 

竹森 聖、渡邉 百恵、田中 啓、小林 陽一 

杏林大学医学部産科婦人科学教室 
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16:40～17:25 

特別講演 1                座長：岡本 愛光（東京慈恵会医科大学） 

「BRCA機能不全と PARP 阻害剤感受性」 

太田 智彦 （聖マリアンナ医科大学大学院医学系研究科・応用分子腫瘍学教授） 

＊日本専門医機構認定講習 

 

17:25～18:10 

特別講演 2                座長：鈴木 直（聖マリアンナ医科大学） 

「婦人科腫瘍の病理診断におけるバイオマーカー検査の意義」 

三上 芳喜 （熊本大学病院 病理診断科 教授） 

＊日本専門医機構認定講習 

 

18:10～18:15  

   次回会長挨拶 

   閉会の辞 

 

18:30～20:00 

  懇親会（ホテルモントレ横浜 13階「シェル」） 
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抄録 

 
特別講演 1 

特別講演 2 
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BRCA 機能不全と PARP 阻害剤感受性 
太田 智彦 

聖マリアンナ医科大学大学院医学系研究科・応用分子腫瘍学 教授 

==========================================================================   

次世代シーケンサーの普及に伴い、乳がんや卵巣がんはもとより、他のがんにおいても一

部の悪性度の高いがんがBRCA機能不全に代表されるDNA相同組換え修復の異常を有する

ことが明らかとなっている。このようながんに対してPARP阻害剤による合成致死の誘導は

確立した治療法となりつつあり、日本においても乳がんおよび卵巣がんに対するPARP阻害

剤が承認され、適応の拡大や併用療法など、今後の展開が期待されている。一方、臨床応用

と並行して、PARP 阻害剤に対する耐性獲得機序の研究も進んでいる。PARP阻害剤による

合成致死はPARPによる修復経路とこれを補完するBRCAによる相同組換え修復の2つの経

路が絶たれることによるが、BRCA1/2 復帰突然変異、BRCA1プロモーターメチル化の解

除、BRCA変異タンパク質の安定化、53BP1機能不全によるDNA非相同末端再結合の抑制、

RAD51の過剰、PARP1の変異・失活など、多くの耐性獲得機序があることも明らかとなっ

てきている。これらの耐性機序のほとんどは相同組換え修復能の回復に依存するため、その

耐性克服戦略として各種阻害剤と併用して相同組換え修復能をもう一度阻害してPARP阻

害剤の効果を高めようとする前臨床研究が行われている。本講演ではPARP 阻害剤に対す

る耐性獲得のメカニズム、耐性を克服するための新規治療戦略について、一部私たちの知見

もふまえて紹介し、また細胞質内DNAによるcGAS-STING経路の活性化を中心にゲノム不

安定性と免疫応答活性化のメカニズムおよびPARP阻害剤と免疫チェックポイント阻害剤

との相乗効果について概説する。 

 

 

 

 

  

特 別 講 演  1 
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太田 智彦 （おおた ともひこ） 

 
【略歴】  

昭和 60年 3月 聖マリアンナ医科大学医学部医学科卒業 

6月 聖マリアンナ医科大学附属病院第１外科研修医 

62年 4月 聖マリアンナ医科大学大学院医学研究科入学（臨床医学系外科学Ⅰ専攻） 

平成  3年 3月  同大学院博士課程修了・医学博士取得 

4月 聖マリアンナ医科大学第 1外科学助手 

9月 米国 Brown大学留学 

5年 9月 聖マリアンナ医科大学第１外科学助手 

9 年 7月 米国 North Carolina大学 Lineberger Cancer Center留学 

11年 11 月  聖マリアンナ医科大学 乳腺･内分泌外科学 講師 

16年 4月 聖マリアンナ医科大学 乳腺･内分泌外科学 准教授 

17年 4月 聖マリアンナ医科大学大学院医学研究科 応用分子腫瘍学 准教授兼務 

22年 4月 聖マリアンナ医科大学大学院医学研究科 応用分子腫瘍学 教授 

 

北海道大学 非常勤講師（平成 23年度） 

東京工業大学 非常勤講師 （平成 26年度） 

東京医科歯科大学 非常勤講師 (平成 26 年度〜現在) 

 

【賞】  

平成 11 年 東京生化学研究会奨励賞 

平成 12 年 第６回日本乳癌学会奨励賞 

平成 23 年 第 5回小林がん学術振興会研究助成受賞 

 

【資格、その他】 

日本癌学会・評議員、日本乳癌学会・評議員、日本乳癌学会・理事 

関東医歯薬大学ラグビーフットボール連盟理事 
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婦人科腫瘍の病理診断におけるバイオマーカー検査の意義 
三上 芳喜 

熊本大学病院 病理診断科 教授 

=============================================================================   

 婦人科腫瘍の診断は HE染色標本による形態観察を基本としているが、組織化学染色、免

疫組織化学染色、遺伝子検索が補助的方法としてしばしば用いられる。その目的は主として

組織型の確定だが、今後は分子標的治療の適応決定のために実施される症例が増加する可

能性がある。本講演では婦人科腫瘍診断におけるバイオマーカー検索の現状について最近

の知見をまじえながら概説する。 

 子宮頸部では扁平上皮内病変（SIL）、腺癌およびその前駆病変の診断において免疫組織化

学染色がしばしば実施されている。LASTガイドライン（2012年）では子宮頸部生検におい

て HSIL と萎縮上皮、未熟扁平上皮化生との判別が困難である場合、HSIL/CIN2 であると考

えられるが LSIL/CIN1 の可能性を除外できない場合、異型上皮が明らかでないが細胞診判

定が ASC-H あるいは HSIL である場合、などに p16INK4a 免疫組織化学の施行が推奨されてい

る。子宮頸部腺癌は近年 HPV 関連、HP 非関連の 2 カテゴリーに分けられるようになり、後

者の代表である胃型粘液性癌の術前診断が重要となっている。胃型粘液性癌の診断に用い

られるマーカーとしては HIK1083、MUC6、carbonic anhydrase type-Ⅸ（CA-Ⅸ）、Claudin 

18 などの胃型マーカーのほか、p16INK4a、p53、HNF-1βなどが用いられる。上皮内腺癌の診

断には ER、p16INK4a、Ki-67 の組み合わせが有用だが、HPV非関連の上皮内腺癌では p16INK4a

が陰性となるため注意を要する。 

 子宮内膜癌の診断において類内膜癌と漿液性癌、明細胞癌の鑑別が重要である。漿液性癌

の診断に用いられるマーカーとして p53、IMP3、p16INK4aがあるが、子宮内膜異型増殖症と類

内膜癌で発現が消失する PTENは漿液性癌で保持されるため有用である。低分化型の類内膜

癌と未分化癌の判別には E-カドヘリン、β-カテニン、SMARCA4（BRG1）が用いられる。ま

た、MSIを評価する目的でミスマッチ修復遺伝子タンパク（MLH1、PMS2、MSH2、MSH6）に対

する免疫組織化学も可能で、リンチ症候群の患者を見つけ出すことにも寄与している。 

 卵巣癌の診断においては組織型特異的な免疫組織化学的表現型が知られており、形態が

典型的でないために診断が困難な場合に有用である。たとえば漿液性癌では WT-1の発現が

特徴的で、類内膜癌では WT1が陰性で、プロゲステロン受容体（PR）、エストロゲン受容体

（ER）が陽性である。また、明細胞癌では WT-1が陰性、HNF-1β、Napsin A が陽性で、粘

液性癌では WT-1、HNF-1β、Napsin A、ER、PRが陰性となる。ただし、類内膜癌では WT-1

が陽性となることがあるため注意を要する。 

  

特 別 講 演  2 
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三上 芳喜 （みかみ よしき） 

【略歴】 

 

1990年 3月 弘前大学医学部卒業 

1990年 4月 東北大学医学部附属病院病理部 医員（初期研修医） 

1992年 4月 川崎医科大学附属病院 シニアレジデント（病院病理部） 

1996年 4月 川崎医科大学病理学 講師 

1997年 7月 ニューヨーク大学医療センター病理部門（Tisch Hospital） 

客員フェロー 

1998年 7月  川崎医科大学病理学 講師（復職） 

2002年 10月 東北大学大学院医学系研究科病理形態学分野 講師 

2005年 4月 京都大学医学部附属病院病理診断科 講師  

2007年 7月 京都大学医学部附属病院病理診断科 准教授 

2014年 4月 熊本大学病院病理診断科 教授 
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MEMO 
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抄録 

 
一般演題 
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DNA損傷に応答したp21転写活性化におけるARID1Aとp53の協調作用 

上川篤志、戸澤晃子、鈴木 直 

聖マリアンナ医科大学産婦人科学 

========================================================================== 

【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がん抑制遺伝子

である。しかしながら、ARID1A変異によるがん発症メカニズムの理解はまだ十分ではない。

そこで本研究は、細胞周期抑制因子であるp21の転写調節におけるARID1Aの役割を解析し、

ARID1Aのがん抑制メカニズム解明の一端に繋げることを目的とした。 
【方法】293T細胞を用いて、siRNAによるARID1Aノックダウン時のp21発現量をウェスタ

ンブロット法により解析した。また、ARID1Aがp21の転写活性に与える影響をp21の転写

制御領域を組込んだレポーターベクターとARID1A、p53の発現ベクターを組み合わせたル

シフェラーゼアッセイにより検討した。これらの実験は、DNAダメージに対する応答を解

析するためにアドリアマイシン処理した細胞に対しても行った。 
【結果と考察】293T細胞ではARID1Aのノックダウンによりp21の発現量は減少したが、

p53の発現量には影響しなかった。また、DNAダメージ存在下におけるp21の発現誘導は、

ARID1Aのノックダウンにより抑制された。ARID1Aのp21転写活性における役割をルシフ

ェラーゼアッセイにより解析したところ、ARID1Aおよびp53の過剰発現は、p21プロモー

ターを活性化させた。ARID1Aとp53の共発現系では、それぞれ単独での発現と比較してp21
のプロモーター活性を上昇させた。このARID1Aとp53の協調的なp21転写誘導は、DNAダ

メージの存在下では、さらに増強された。また、p53の不活性化型変異体（R175H、R248Q、

R273H）にp21の転写誘導能はなく、ARID1Aとの共発現においても協調効果を認めなかっ

た。これらの結果は、DNAダメージに応答したp21の転写活性化におけるARID1Aとp53の
協調的役割を示している。 

  

S1-1 
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卵巣癌腹膜播種巣における Notch シグナルの役割 

吉原雅人 1)、梶山広明 1)、杉山麻衣 2)、小屋美博 2)、伊吉祥平 1)、 

北見和久 1)、宇野 枢 1)、那波 明宏 2)、吉川史隆 1) 

名古屋大学大学院医学系研究科 産婦人科学教室 1) 

名古屋大学大学院医学系研究科 ベルリサーチセンター産婦人科産学協同研究講座 2) 

========================================================================= 

【目的】卵巣癌は婦人科領域において極めて予後不良な癌腫であり、背景に再発率の高さや

既存の治療薬への容易な耐性化が存在する。それらの要因の一つには、癌の生物としての多

様性や流動性が存在し、ある時は潜伏し休眠する状態や、別の時には急激に増殖する状態な

ど、環境に応じて常に変容する集団としての特性を有すると考えられる。一方、Notch はリ

ガンドを有する細胞とレセプターを有する細胞間での直接的なシグナルの授受により、隣

り合う細胞間での運命決定を担うことが知られている。この側方抑制の原理は、発生学での

細胞分化において極めて重要な役割を果たしている。癌領域においても、Notch シグナルは

幹細胞性の維持や上皮間葉転換に関わるとされ、癌の生態系の維持においても重要である

と考えられているが、その詳細に関しては不明な点が多い。今回我々は、卵巣癌腹膜播種に

おける腫瘍内不均一性を、Notch シグナルを基軸とした観点で捉え、バイオマーカーとして

の意義を検討した。 
【方法と結果】まず始めに、in vitro 上で卵巣癌腹膜播種モデルを樹立し、腹膜中皮細胞と

の共培養で生じる癌細胞の変化を解析したところ、Notch シグナルの関与を同定した。一

方、マウス腹腔内に移植された癌細胞では、皮下移植と比較して、Notch シグナルが有意に

誘導されることが判明した。また、腹膜播種巣での卵巣癌細胞の Notch シグナル活性の上

昇を、腹膜中皮細胞を用いた共培養実験モデルにて、HES1 を標識として確認した。更に、

卵巣癌腹膜播種臨床検体において、一部の癌細胞に HES1 発現の上昇を認めた。すなわち、

卵巣癌の腹膜播種巣において Notch シグナルを介した相互作用により、癌細胞間に極性が

生じ、増殖や休眠といった異なる運命決定がなされると考えた。続いて、強制発現系を用い

た Notch 優位細胞株を樹立したところ、増殖能の低下と細胞周期の遅延を認めた。更に、

代謝の変容を示唆する結果が同培養系を用いたプロテオーム解析により導き出された。透

過型電子顕微鏡では、細胞形態が強制発現系にて上皮様へと形態変化を遂げた一方で、細胞

内の有意な脂肪滴貯留を認めた。これらの結果より、卵巣癌腹膜播種巣において、癌細胞間

の極性により生じた Notch 優位細胞は休眠・幹細胞様の性質を獲得し、腫瘍内不均一性を

助長する役割を有していると考えられた。 
【結論】卵巣癌腹膜播種巣において、間質から供給される Notch シグナルを介した癌細胞

の極性は、幹細胞性の獲得や代謝変容などを引き起こし、癌の多様性を創出していると考え

られた。 

 

S1-2 
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脱分化脂肪細胞由来間葉系細胞の 

卵巣癌腹膜播種微小環境における役割 

伊吉祥平1)、梶山広明1)、中村香江2)、吉原雅人1)、北見和久1)、宇野 枢1)、 

杉山麻衣2)、小屋美博2)、那波明宏2)、吉川史隆1) 

名古屋大学大学院医学系研究科 産婦人科学教室 1) 

 名古屋大学大学院医学系研究科 ベルリサーチセンター産婦人科産学協同研究講座 2) 

========================================================================== 

【緒言】癌関連線維芽細胞（Cancer associated fibroblast; CAF）は多くの固形腫瘍で認め

られる間質細胞の 1 つで、癌微小環境を構成し、血管新生促進や抗がん剤抵抗性の獲得、転

移・浸潤の促進といった作用により癌の進展を促すことが知られている。癌周囲に存在する

線維芽細胞の他、骨髄由来間葉系幹細胞、造血幹細胞など、いくつかの細胞が CAF の起源

となることが知られているが、脂肪細胞（Adipocyte）や脂肪組織由来幹細胞（Adipose-
derived stromal/stem cell; ASC）もまた癌微小環境に存在し、CAF の由来となりうること

が報告されている。卵巣癌は脂肪細胞に富んだ大網に容易に転移し、播種巣を形成すること

が知られ、脂肪細胞に富む大網は、卵巣癌にとって「良い土壌」を提供することで播種を増

長すると考えられているが、その詳細について検討した研究報告は少ない。本研究では、脱

分化脂肪細胞由来間葉系細胞（Dedifferentiated Adipocyte-derived Mesenchymal cell; 
DAM cell）に着目し、その腹膜播種における役割を評価した。 
【方法】倫理委員会による承認下、手術で得られた大網検体から天井培養法を用いた初代培

養によって DAM を得た。FACS を用いて DAM 表面マーカーについて解析を行い、脂肪組

織間質細胞（ASC）と比較した。腫瘍の増殖やストレス耐性に対する DAM の影響につい

て、卵巣癌細胞株との共培養系を用いて評価した。また、マウス腹膜播種モデルを用いて、

DAM の in vivo での影響についても検討を行った。 
【結果】CD13 +、CD29 +、CD44 +、CD105 +、CD49d +、CD106-、CD56-の表面抗原パ

ターンを持つ細胞集団を分離し、DAM として同定した。卵巣癌患者から得られた悪性腹水

を添加したところ、脂肪細胞から DAM への脱分化プロセスが促進されることが確認され

た（7.5 倍）。また、DAM との共培養によって ES-2、SKOV-3 の増殖能（2.7 倍）や遊走性

／浸潤能（1.8 倍/1.5 倍）が亢進することが見出された。更に TGF-β1刺激によって DAM
の desmoplastic な変化が促進され、共培養系においても卵巣癌細胞のより高い増殖能を誘

導することも確認された。マウス腹膜播種モデルを用いた検討においても、DAM 共存下に

おいて腹膜播種が増長されることが示された。 
【結論】DAM は卵巣癌腹膜播種において微小環境を構成し、癌の増殖を促すことが示唆さ

れた。 
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がん遺伝子パネル検査に基づく、卵巣境界悪性腫瘍の 

病態変化に伴うゲノムプロファイルの検討 

谷川道洋、織田克利、田口 歩、宮川 清、間野博行、油谷浩幸、大須賀 穣、藤井知行 

東京大学産婦人科 

================================================================ 

がんマルチ遺伝子パネル検査が急速に実地医療に普及してきているが、保険診療パネル

のみでは、限られたタイミングで 1回しか検査できない制約がある。東京大学医学部附属病

院では、独自に開発した Todai OncoPanel (TOP)を用いて、様々な癌種の解析を約 450症例

（先進医療 B としての 200 症例を含む）で実施し、婦人科悪性腫瘍を 110 例以上経験して

きた。TOP は、DNA パネルとして 464 遺伝子、RNA パネルとして 463 遺伝子を対象としてお

り、RNAパネルによる効率的な融合遺伝子の検出の他、腫瘍・正常ペアチェック（取り違え

のないことを確認）、アレル別染色体コピー数異常の図示化、変異シグネチャーの作図にも

対応している。臨床研究として、原発巣と播種・再発巣のペアでの解析も行っており、今回

希少がんとして、卵巣境界悪性粘液性腫瘍（成熟嚢胞性奇形腫合併）に対する初回手術後に、

広汎な播種再発、さらには腹膜偽粘液腫を呈した症例を経験したので、その TOPパネル解析

結果を紹介する。 

初発原発巣（粘液性腫瘍）検体では、非同義体細胞変異はKRAS（G12D）、GNAS（R201C）、

FBXW7（R367＊）の3遺伝子のみ(Tumor mutational burden (TMB): 1.24/Mb)であった。腫

瘍・正常ペアチェック、染色体コピー数グラフより、ハプロイド（半数体）を来たしており、

全域にわたりLOHを呈し、1倍体の卵細胞から発生する腫瘍由来（すなわち成熟嚢胞性奇形腫

由来）と考えられた。再発巣では、非同義体細胞変異が64個（TMB: 15.92/Mb）に著増し、

変異シグネチャーはdefective DNA mismatch repair (dMMR)のパターンを示しており、そ

の要因としてPOLE（DNA Polymerase Epsilon, Catalytic Subunit）変異(S393R)の関与が考

えられた。再発腫瘍では、KRAS、GNAS、FBXW7の変異が確認されたものの、そのアレル頻度

は1.9～4.3％と低く、サブクローンが新たな変異形質を獲得し再発に至ったと推察された。

TMB-Highであり、免疫チェックポイント阻害薬が推奨されたが、国内臨床試験の不足や乳癌

合併等により治療薬の投与には至っていない。その後、大量の粘液性腹水を呈し、穿刺の回

数が頻回になったため、初回手術から12年後に3回目の手術を行った。現在、初発の成熟嚢

胞性奇形腫、3回目の手術時の播種巣についてもゲノム解析を進行中である。今回、最先端

のがん遺伝子パネル検査を駆使することで、本症例の卵巣粘液性腫瘍のOriginが奇形腫で

あること、再発・腹膜偽粘液腫を呈するプロセスにおいて、POLE変異（DNA修復遺伝子異常）

が生じTMB-Highに至ったこと、時間的・空間的な違いによりゲノム解析結果も大きく異なり

うることを明らかとした。がん遺伝子パネル検査の解析レベルでも、腫瘍の起源や多様性を

知る上で有用な情報が得られる可能性がある。 

S1-4 



24 
 

子宮頸部胃型粘液性癌の網羅的遺伝子解析 

那須洋紀 河野光一郎 田崎慎吾 田崎和人 寺田貴武 津田尚武 牛嶋公生 

久留米大学医学部産科婦人科学教室 

========================================================================== 

【背景】子宮頸部胃型粘液性癌(GAS)は子宮頸部粘液性癌の亜型で2014年のWHO分類で新た

に記載された。病理組織学的には淡明で好酸性の豊富な細胞質を有する細胞境界が明瞭な

腺癌で、胃型形質への分化を示すのが特徴である。GASは通常型腺癌と比べて進行期で見つ

かることが多く、化学療法や放射線療法に抵抗性を示し、予後不良とされる。GASは通常型

腺癌とは異なりハイリスクHPV非依存性に発症し、発癌に至る機序は明らかではない。GASに

対する網羅的遺伝子解析を行い、分子生物学的プロファイルを解明することを目的とした。 

【方法】外科的切除により得られた凍結組織検体を有する8例のGASを対象とした。50の癌関

連遺伝子を対象としたCancer Hotspot Panel v2を用いてIon S5 systemによりターゲット

リシーケンスを行った。同定された遺伝子変異についてデータベースを用いてアノテーシ

ョンを付加した。免疫組織化学染色(IHC)により遺伝子変異とタンパク発現の関連を検討し

た。 

【結果】TP53、APC、PIK3CA、CDKN2A、KRAS、PTEN、KITに計16の変異が同定された。TP53は

8例中６例に変異を認め、その内訳はmissense変異4例、frameshift変異1例、splice site変

異1例であった。p53のIHCではover expression5例、null expression2例、wild type1例で

あった。ハイリスクHPVはいずれも検出されず、p16はいずれも陰性であった。APCに

frameshift変異2例、inframe変異1例を認めた。b-cateninの過剰発現はみられなかった。

STK11に変異はみられなかったが、2例でIHCが陰性であった。Missense変異あるいは

nonsense変異をPIK3CA、CDKN2A、KIT、KRASに認めた。 

【結論】GAS において TP53 は重要な役割を果たしていると考えられた。一方で様々な遺伝

子変異がみられ、遺伝的な不均一性が示唆された。 
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腫瘍特異的血管新生および微小管活性化因子バソヒビン2 

を標的とした卵巣癌治療 

小柳貴裕、嵯峨 泰、高橋詳史、葭葉貴弘、高橋寿々代、種市明代 

竹井裕二、藤原寛行 

自治医科大学 産科婦人科学 

========================================================================== 

バソヒビン2 (VASH2)は癌細胞に特異的に高発現し血管新生を促進する因子である。卵巣

癌細胞株において、shRNAで内因性VASH2を抑制すると血管新生および腫瘍増殖が抑制され

た。また、担癌マウスにVASH2を標的とするsiRNA（siVASH2）をアテロコラーゲン保護下に

投与したところ、腫瘍増殖・腫瘍血管新生が有意に抑制された。このことからVASH2が癌治

療の有望な分子標的であると考え、抗VASH2モノクローナル抗体を樹立した。血管内皮細胞

を用いたin vitroの検討でVASH2中和活性を認め、担癌マウスに本抗体を投与した治療実験

においても抗腫瘍効果を認めた。 

近年、VASH2は微小管活性に関わる脱チロシン化作用を有することが報告された。卵巣癌

治療のキードラッグであるパクリタキセル (PTX)の作用機序は微小管活性阻害であり、

VASH2と何らかの相互作用を示す可能性がある。卵巣癌細胞株について CRISPR/Cas9を用い

て VASH2ノックアウト株を樹立し、PTX感受性との関連性やチューブリン脱チロシン化の状

態について検討した。VASH2をノックアウトした卵巣癌細胞株の中には PTX感受性の増強し

たものがみられ、細胞内における脱チロシン化チューブリンは減少していた。一方で CDDP

感受性に差は認められなかった。 

VASH2を標的としたがん治療戦略では、血管新生抑制のみならずチューブリン脱チロシン

化酵素活性に着目することで、より多角的な視点から新たな分子標的治療の確立が期待で

きる。
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RNAi 及び薬剤スクリーニングを用いた卵巣明細胞癌に対する 

新規治療標的分子の同定 

重田昌吾 1)2)、Christopher Kemp2), 八重樫伸生 1) 

 東北大学医学部 産科学婦人科学分野1) 

 Fred Hutchinson Cancer Research Center2) 

========================================================================== 

【緒言】昨今の遺伝子解析により、本邦における主要な卵巣癌サブタイプである高異型度漿

液性癌と明細胞癌はそれぞれ全く異なる分子生物学的プロファイルを有することが明らか

となっており、組織型固有の遺伝子異常に対応した個別化医療の確立が求められている。本

研究では卵巣明細胞癌が既存の化学療法に抵抗性のサブタイプであることに着目し、網羅

的 RNAiスクリーニングを通して卵巣明細胞癌に対する新規治療標的分子を同定し、さらに

多剤併用療法の可能性について探求を行った。 

【方法】患者組織から樹立された卵巣明細胞癌、高異型度漿液性癌細胞各々に対し、2,172

遺伝子を標的とした siRNA スクリーニングを行った。両細胞間での結果を比較し、組織型毎

の治療標的候補遺伝子群を抽出した。明細胞癌に対する候補遺伝子を絞り込み治療標的と

しての妥当性を検証した。さらに薬剤スクリーニングパネルを応用して新規多剤併用療法

の可能性についても検討した。 

【結果】卵巣明細胞癌に対し 114 遺伝子、高異型度漿液性癌に対し 108 遺伝子を候補遺伝

子として抽出した。Gene ontology解析により、卵巣明細胞癌ではブロモドメイン蛋白をは

じめとするエピジェネティクス制御遺伝子の機能阻害に対して脆弱性を有している可能性

が示された。この中から BRD2, BRD3,BRD4及び BRDTから構成される bromodomain and extra 

terminal domain（BET）蛋白に注目し、siRNAノックダウン、阻害剤投与による検証で BET

蛋白が卵巣明細胞癌の有望な治療標的候補であることを見出した。 

薬剤スクリーニングにより、PI3K 阻害剤、あるいは AKT 阻害剤と BET 阻害剤が相乗的な抗

腫瘍効果をもたらす可能性が示唆された。複数の卵巣明細胞癌細胞を用いた追加検証によ

り、特に PI3K/AKTシグナルが活性化している細胞において上記併用療法が有効であること

が確認された。機能解析実験により BET 蛋白は PI3K 阻害剤、AKT 阻害剤への感受性を制御

していること、 BET阻害剤と PI3K/AKT阻害剤の併用療法は p53非依存性のアポトーシスを

誘導していることが示された。 

【結語】BET 阻害剤は、単独及び PI3K/AKT 阻害剤との併用で卵巣明細胞癌に対する新規治

療戦略となり得ることが示された。悪性腫瘍を対象とした BET 阻害剤の臨床試験が海外で

進行中であり、今後の進捗を注視していきたい。 
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卵巣癌の浸潤における Chondroitin sulfate proteoglycan 4 

(CSPG4)の役割とバイオマーカーとしての意義 

宇野 枢1)、小屋美博2)、吉原雅人1)、北見和久1)、伊吉祥平1)、杉山麻衣2)  

那波明宏2)、梶山広明1)、吉川史隆1) 

 名古屋大学大学院医学系研究科 産婦人科学教室1) 

名古屋大学大学院医学系研究科 ベルリサーチセンター産婦人科産学協同研究講座 2) 

========================================================================== 

【目的】卵巣癌は、半数以上が診断時に腹膜播種を形成した状態で発見される予後不良の

癌腫である。Chondroitin sulfate proteoglycan 4 (CSPG4)はヒトの悪性黒色腫細胞で同

定された膜性蛋白質である。これまで悪性黒色腫や乳癌などにおいて、浸潤・転移及び生

命予後に大きく関与していることが示されているが卵巣癌における報告は少ない。今回

我々は、卵巣癌細胞における CSPG4の発現及び浸潤への関与を解析した。 

【方法】卵巣癌細胞株（ES2, HEY, NOE, NOS1, NOS2, NOS3, NOS4, OVCAR3, SKOV3）及び

卵巣癌組織検体における CSPG4の発現をイムノブロット法により解析した。卵巣癌細胞株

に CSPG4に対する siRNAを導入し、遊走能及び浸潤能への寄与を解析した。抗 CSPG4抗体

処理による影響も観察した。また、卵巣癌患者の手術検体における CSPG4の発現を、原発

巣および播種巣において免疫染色法を用いて検討した。 

【成績】卵巣癌細胞株における CSPG4の発現は 9株中 3株で確認された。この 3株は高浸

潤能を示す細胞株であった。siRNAによる CSPG4の発現を減少させた結果、遊走能及び浸

潤能が有意に減少していた (p＜0.05)。また、抗 CSPG4抗体処理した群では有意に遊走能

が減少していた。また、38 例の卵巣癌検体を解析した結果、30例の検体で発現が確認さ

れた。特に腹膜播種巣や、腫瘍辺縁の浸潤能が強いと思われる部分を中心に発現が増加し

ていることが確認された。 

【結論】CSPG4は卵巣癌の浸潤に寄与していることが明らかとなった。また、CSPG4は浸

潤能の高い細胞株及び卵巣癌組織において発現していた。CSPG4は正常細胞での発現が乏

しいとされている分子であるため、治療標的の 1つとしても有望であると考えられる。今

後の研究により、CSPG4が卵巣癌の新たな予後予測マーカーとなることが期待される。 
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卵巣癌におけるMITFの役割とバイオマーカーとしての意義 

北見和久1)、小屋美博2)、吉原雅人1)、伊吉祥平1)、宇野 枢1)、杉山麻衣2) 

那波明宏2)、梶山広明1)、吉川史隆1) 

名古屋大学大学院医学系研究科 産婦人科学教室 1) 

名古屋大学大学院医学系研究科 ベルリサーチセンター産婦人科産学協同研究講座 2) 

========================================================================== 

【目的】卵巣癌は自覚症状がほとんどない為、早期発見しにくい癌であり、進行状態でみつ

かることがしばしばある婦人科悪性腫瘍の中で最も予後不良の癌である。Microphthalmia-

associated transcription factor (MITF：小眼球症関連転写因子)はメラノーマにおいて、

浸潤・転移能及び予後との相関が報告されているバイオマーカー、癌遺伝子の一つと考えら

れている。今回，我々は卵巣癌細胞におけるMITFの発現及び浸潤への関与を解析した。 

【方法】卵巣癌細胞株（ES2, NOE, NOS2, NOS4, SKOV3）におけるMITFの発現をイムノブロ

ット法により解析した。MITFに対するsiRNAを導入し、浸潤能への寄与を解析した。MITF発

現と相関している分子の探索を行った。CD146プロモーター領域の配列を解析した。CD146に

対するsiRNAを導入し、浸潤能を解析した。 

【成績】卵巣癌細胞株におけるMITFの発現は5株中3株で確認された。この3株は浸潤能を示

す株であった。siRNAによりMITFの発現を減少させた結果、浸潤能が有意に減少していた(p

＜0.05)。MITFの発現とCD146が相関しており，CD146プロモーター領域にMITF結合部位があ

ることを見出した。CD146の発現をsiRNA導入により抑制した結果、浸潤能が有意に減少して

いた(p＜0.05)。 

【結論】MITFは卵巣癌の浸潤に寄与していることが明らかになった。このMITFによる浸潤能

はCD146を介していることが示唆された。今後の研究により、MITFが卵巣癌の治療標的とな

る可能性、予後予測のバイオマーカーとなる可能性が期待される。 

  

S2-4 



29 
 

子宮体癌における予後不良バイオマーカーとしてのL1CAM 

朝野拓史、奥 聡、野﨑綾子、井平 圭、三田村 卓、金野陽輔、加藤達矢 

小林範子、武田真人、渡利英道 

北海道大学大学院医学院 産婦人科学教室 

========================================================================== 

【目的】L1 cell adhesion molecule (L1CAM) は免疫グロブリンファミリーに属する1回膜

貫通型の膜蛋白である。種々の癌腫で予後不良因子であることが報告されており、腫瘍の増

殖、浸潤、転移に関与することが知られている。子宮体癌においても予後不良因子として確

立してきており、リンパ節転移や遠隔転移再発との関連が示唆されている。しかし先行研究

では、必ずしも全例でリンパ節郭清術が施行されておらず、また術後補助療法に放射線治療

が選択されている。そのため、病理学的に進行期が確定された症例に対し補助化学療法を行

った場合の予後との関連は未解明である。そこで本研究では、傍大動脈リンパ節 (PAN) を

含む系統的リンパ節郭清術 (full LND)を施行し、再発中リスクおよび高リスク群に対して

術後補助化学療法を施行した症例におけるL1CAMの発現と予後との関連を検討した。 

【方法】2003年から2015年までに当科で初回治療を行った子宮体癌症例のうち full LND を

含む手術を行い、観察期間が3年以上の161症例について後方視的に検討した。L1CAMの発現

は組織マイクロアレイを用い免疫組織化学法にて検討した。染色強度を0から3+までの4段

階で評価し、各染色強度の領域からH-scoreを算出して評価し（0-300）、カットオフ値は再

発に対するROC曲線から設定した (H-score = 35)。L1CAMの発現と各病理学的リスク因子と

の関係はカイ2乗検定で、無増悪生存割合 (PFS) および全生存割合 (OS) はカプランマイ

ヤー法で推定しログランク検定で解析した。多変量解析にはCox比例ハザードモデルを用い

た。 

【結果】161例中48例 (30%) でL1CAM陽性を示した。L1CAM陽性群と陰性群で観察期間には

有意差を認めなかったが、陽性群では、治療開始時年齢の中央値が有意に高く、閉経後症例

が有意に多かった。また、L1CAM陽性は、非類内膜癌 (p < 0.0001)、静脈侵襲 (p = 0.0157)、

腹腔洗浄細胞診陽性 (p = 0.005) と有意な関連を認めたが、進行期および再発リスク分類

の分布には有意差を認めなかった。再発中・高リスク群で術後補助化学療法を施行した105

例のうちL1CAM陽性33例の予後は陰性72例と比べ有意に不良で、5年PFSは陽性例62％、陰性

例90％ (p = 0.0020)、5年OSは陽性例82%、陰性例99％ (p = 0.0029) だった。多変量解析

では、L1CAM陽性はPAN転移を含むリンパ節転移陽性（PANM）と並ぶ独立予後不良因子として

抽出され、PANMおよびL1CAM陽性の2因子にて予後層別化が可能だった。 

【結論】L1CAMは、full LNDを施行し再発リスクに応じた補助化学療法を施行した子宮体癌

症例における独立予後不良因子であることが示唆された。 
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STK11遺伝子異常は子宮頸がん患者の予後不良因子となる 

廣瀬 宗1,2)、 村上直也3)、 髙橋一彰2)、久野育美4)、高柳大輔1)、朝見友香1,5)、 

松田麻衣子1)、島田陽子1)、山野荘太郎6)、角南久仁子1)、吉田和史1,7)、 

本多隆行1,8)、中原知美9)、渡辺智子1)、小松正明10,11)、浜本隆二10,11)、 

加藤真弓4)、松本光司5)、大熊加惠3)、黒田高史2)、 岡本愛光2)、 

伊丹 純3)、河野隆志1)、加藤友康4)、白石航也1)、吉田 裕12) 

国立がん研究センター研究所 ゲノム生物学研究分野1)、東京慈恵会医科大学 産婦人科2)、

国立がん研究センター中央病院 放射線治療科3)、国立がん研究センター中央病院 婦人腫

瘍科4)、昭和大学 産婦人科5)、独立行政法人労働者健康安全機構 日本バイオアッセイ研

究センター 病理検査部6)、東京慈恵会医科大学 呼吸器内科7)、東京医科歯科大学 呼吸

器内科8)、国立がん研究センター研究所 発がん・予防研究分野9)、国立がん研究センター

研究所 がん分子修飾制御学分野10)、理研 革新知能統合研究センター がん探索医療研

究チーム11)、国立がん研究センター中央病院 病理診断科12) 

========================================================================== 

【目的】子宮頸がんはアジア人女性のがん関連死の第4位であり、予後不良である。本研究

では日本人集団の子宮頸がんにおける遺伝子異常のプロファイルや、治療標的となる遺伝

子異常を有する症例および予後因子を明らかにすることを目的とする。 

【方法】2008年から2018年に国立がん研究センター中央病院で、根治手術を施行された子宮

頸がん154例を対象とした。ゲノムDNAをIon AmpliSeqTM Cancer Hotspot Panel v2により解

析した。コピー数異常はPIK3CA, ERBB2, PTENおよびSTK11をTaqManアッセイを用いて検出

した。HPV感染は遺伝子検査およびin situ ハイブリダイゼーションアッセイで確認した。 

【結果】5%以上の頻度で異常を認めた遺伝子は、PIK3CA (36%)、STK11 (16%)、PTEN (11%)、

TP53 (11%)、KRAS (8%)であった。KRAS変異は腺癌症例多く同定され、PIK3CA遺伝子異常は

他の組織型と比較して扁平上皮癌でより多く同定された。139例(90.3%)でHPV陽性であり、

TP53遺伝子異常はHPV陰性例でより多く同定された。また、STK11遺伝子異常を有する症例は

STK11遺伝子異常も持たない症例と比較して統計学的に有意に予後不良であり(hazard 

ratio = 10.6, P=0.0079)、TCGAの子宮頸がんデータセットでも同様であった(hazard ratio 

= 2.46, P = 0.029)。 

【結論】子宮頸がん症例の3分の1以上で治療標的となる遺伝子異常を有しており、STK11の

遺伝子異常は予後不良マーカーであることが示された。 
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   卵巣癌新規バイオマーカーとしての IL-34の有用性の検討 

遠藤 拓 1)、山中弘之 1)、細沼信示 1)、久慈志保 1)、出浦伊万里 1)、大原 樹 1) 

戸澤晃子 1)、朝野拓史 2)、遠藤大介 2)、金野陽輔 2)、加藤達矢 2)、渡利英道 2)、 

清野研一郎 3)、鈴木 直 1) 

聖マリアンナ医科大学 産婦人科学1) 

北海道大学大学院医学研究科生殖内分泌腫瘍学分野2) 

北海道大学遺伝子病制御研究所 免疫生物分野3) 

========================================================================= 

【背景】卵巣癌は初回治療に奏効するもの、多くが抗癌剤耐性を獲得し再発する。抗癌剤耐

性能獲得は予後に多大な影響を及ぼすことが知られている。現在、卵巣癌における予後指標

マーカーは感度、特異度という観点から信頼性が乏しいことから、卵巣癌患者の予後を予測

する新規バイオマーカーの同定は臨床上極めて重要な検討課題である。今回我々は、サイト

カインのひとつであるインターロイキン-34（IL-34）に着目し研究を行った.元来,骨髄系細

胞の単球・マクロファージの分化・増殖にはMCSF（マクロファージコロニー刺激因子）が関

与し、その受容体としてCSF1R（コロニー刺激因子1受容体）が知られている。IL-34は,2008

年にCSF1Rに対するもうひとつのリガンドとして発見された比較的新しいサイトカインで

ある。我々は先行研究において、肺癌の抗癌剤の耐性獲得過程において関与することを突き

とめた。さらに肺癌患者の病理組織における免疫組織化学にてIL-34発現と予後が相関した

ことから、予後指標マーカーとしての可能性も示唆された.本研究では、卵巣癌におけるIL-

34の抗癌剤耐性獲得への関与の検討を行った。 

【方法】 各種卵巣癌細胞株の IL-34の発現を RT-PCRを用い mRNAの発現を確認した。卵巣

癌細胞株のひとつである KF28 に,少量の CDDP を投与し 250nM の濃度で生存維持した細胞

を、抗癌剤耐性卵巣癌細胞株として独自に樹立し IL-34発現を RT-PCRと ELISAで確認した。

さらにマウス卵巣がん細胞株 HM−1 に対し,CRISPR—Cas9 システムを用い IL-34 ノックアウ

ト細胞を作成し、実験用マウスの卵巣に直接移植し転移および浸潤能の評価を行った。また

抗癌剤治療前後の卵巣癌患者検体と初回手術時の卵巣癌検体における IL-34 および関連分

子の発現を、免疫組織化学および RNAシークエンスを用い解析した。 

【結果】卵巣癌細胞株および患者検体の一部において IL-34を発現していることを確認し,

独自に樹立した耐性株では IL-34 の遺伝子発現が通常よりも強く誘導されることを発見し

た。さらに IL-34ノックアウト細胞をマウスに移植した結果、コントロール群と比較しキラ

ーT細胞の浸潤が少ない事を確認した。また卵巣癌臨床検体の免疫組織化学での IL-34発現

の評価では、抗癌剤治療後の患者検体においてその発現誘導を確認し、さらに、初回手術時

の卵巣癌患者群における検討では IL-34 の高発現する群では、発現が低い群に比べ無増悪

生存期間が短縮した。 
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【結論】卵巣癌における IL-34の発現率は,進行期と強く相関することから、患者の予後を

予測する新規バイオマーカーとなる可能性がある。また、基礎実験の結果から IL-34が腫瘍

微小環境において免疫寛容を誘導し結果的に抗癌剤耐性に関与している可能性が示唆され

た。 
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ARID1A欠失型変異卵巣明細胞癌に対するゲムシタビンの有効性 

黒田高史1）2）、荻原秀明3）、佐々木麻里子3）、高橋一彰1）2）、吉田 裕4）、 

清川貴子5）、須藤一起6）、田村研治6）、加藤友康7）、岡本愛光1），河野隆志2） 

東京慈恵会医科大学 産婦人科学講座1）、国立がん研究センター研究所 ゲノム生物学研究

分野2）、国立がん研究センター研究所 がん治療学研究分野3）、国立がん研究センター中央

病院 病理診断科4）、東京慈恵会医科大学 病理学講座5）、国立がん研究センター中央病院 

乳腺・腫瘍内科6）、国立がん研究センター中央病院 婦人腫瘍科7） 

====================================================== 

【目的】卵巣明細胞癌は従来の殺細胞性抗がん剤を使用した標準治療法に対する奏効率が

低い。卵巣明細胞癌ではARID1A遺伝子変異が約50%で認められ、ARID1A欠失型変異を有する

卵巣明細胞癌に対する殺細胞性抗がん剤の効果を調べた。 

【方法】卵巣癌の標準治療に用いられている6種類の殺細胞性抗がん剤について親細胞株と

ARID1Aノックアウト細胞株、ARID1A野生型卵巣明細胞癌細胞株とARID1A変異卵巣明細胞癌

細胞株の薬剤感受性試験を行った。また、異種異所性移植マウスモデルを用いて薬剤効果を

評価した。さらに卵巣明細胞癌149例から再燃後にゲムシタビン単剤治療を受けた7例に関

して、治療効果とARID1A欠失の関連を後方視的に検討した。 

【結果】親細胞株に比較し、ARID1Aノックアウト細胞株とARID1A変異卵巣細胞癌細胞株では

ゲムシタビンで選択制を示し、 IC50の値はARID1A欠失型細胞株で有意に低かった

（p=0.0001）。異種異所性移植マウスモデルではARID1A欠失型変異卵巣明細胞癌株の移植モ

デルで，ゲムシタビン投与により腫瘍増殖抑制効果が確認された。また、ARID1A欠失型変異

卵巣明細胞癌細胞株ではゲムシタビン投与によりアポトーシスが誘導されていた。後方視

的研究において、ARID1A欠失型卵巣明細胞癌3例では、ARID1A発現卵巣明細胞癌4例に対して

ゲムシタビン投与の無病生存期間の有意な延長を認めた（p=0.02）。TC療法、エトポシド、

イリノテカンに耐性であったARID1A欠失型卵巣明細胞癌の1例でゲムシタビンが著効して

いた。 

【結論】ARID1A 欠失型卵巣明細胞癌患者に対して，ゲムシタビンが有効である可能性があ

る。 
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卵巣原発の漿液粘液性境界悪性腫瘍、粘液性境界悪性腫瘍、 

粘液性癌について 

宮本守員、羽田 平、松浦寛子、垣本壮一郎、岩橋秀樹、石橋弘樹、坂本崇洋 

角倉 仁、津田 均、高野政志 

防衛医科大学校病院 産婦人科学講座 病態病理学講座 

====================================================== 

【対象と方法】1988年から2018年の間に当院で漿液粘液性境界悪性腫瘍、粘液性境界悪性

腫瘍、粘液性癌で手術を受けた症例を対象とした。病理学的再検討を施行した後に後方視的

に各検討を行った。 
【結果】①漿液粘液性境界悪性腫瘍、粘液性境界悪性腫瘍について：漿液粘液性境界悪性腫

瘍11例、粘液性境界悪性腫瘍74例が対象となった、漿液粘液性境界悪性腫瘍の方が粘液性 
悪性腫瘍と比べて、腫瘍径が小さく(p<0.01)、両側発生が多く(p=0.03)、子宮内膜症の合併

頻度が高かった(p<0.01)。その他の因子に有意な差はなかった。また無増悪生存期間と全生

存期間に有意な差はないが、漿液粘液性境界悪性腫瘍の方が、再発率が高かった(18.2％ vs. 
1.4%, p=0.04)。②粘液性癌の浸潤形式について：侵入性浸潤が25例、癒合／圧排性浸潤が

24例であった。侵入性浸潤の方が後療法を多く実施されていた(p=0.02)。その他の因子に有

意な差はなかった。侵入性浸潤を有する粘液性癌の方が、無増悪生存期間(p<0.01)と全生存

期間(p=0.01)共に有意に不良であった。侵入性浸潤は、無増悪生存期間及び全生存期間に対

する多変量解析において、侵入性浸潤は無増悪生存期間(HR4.40 p<0.01)及び全生存期間

(HR4.52 p=0.03)に対する予後不良因子として抽出された。③漿液粘液性境界悪性腫瘍、粘

液性境界悪性腫瘍、癒合／圧排性浸潤を有する粘液性癌について：癒合／圧排性浸潤を有す

る粘液性癌は、漿液性境界悪性腫瘍に比べて後療法は多く実施されており、再発率も高かっ

た(16.7% vs.2.2% p=0.02)。無増悪生存期間、全生存期間に関しては有意な差がなかった。

癒合／圧排性浸潤を有する粘液性癌は、漿液性境界悪性腫瘍に比べて後療法は多く実施さ

れていたが、再発率に差はなかった。また無増悪生存期間、全生存期間に関しては有意な差

がなかった。 
【結論】漿液粘液性境界悪性腫瘍は粘液性境界悪性腫瘍に比べて悪性度が高い可能性があ

る。粘液性癌において、浸潤形式は予後を反映する。また癒合／圧排性浸潤を有する粘液性

癌は境界悪性腫瘍と同様の臨床的な経過をたどる可能性がある。侵入型の浸潤を有する粘

液性癌に対して、有効な治療法の開発が望まれる。 
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当院における子宮内膜異型増殖症及び子宮体癌に対する 

高用量黄体ホルモン療法に関する妊孕性温存の検討 

中村 健太郎、高江 正道、白石 絵莉子、鈴木 由妃、岩端 秀之、 

澤田 紫乃、杉下 陽堂、洞下 由記、鈴木 直 

聖マリアンナ医科大学 産婦人科学 

========================================================================== 

【目的】挙児を希望する、子宮内膜異型増殖症および子宮体癌症例に対する妊孕性温存治療

としての高用量黄体ホルモン療法の有効性と安全性を検討する。 

【方法】2007 年から 2019 年 12 月までの期間に、当院のがん・生殖医療外来において妊孕

性温存を希望した子宮内膜異型増殖症および子宮体癌 23 症例を対象に、酢酸メドロキシプ

ロゲステロン 600mgを 26週間投与後の奏効率、再発率、妊娠率、転帰などについて、診療

録をもとに後方視的検討を行った。 

【結果と考察】対象患者 23 例における組織型の内訳は、Atypical Endometrial hyperplasia

（AEH）：7例、Endometrial carcinoma（EC）：16例であった。26 週間の高用量黄体ホルモ

ン投与で 11 例に病変の消失が認められ（47.8%）、病変が遺残した 12例のうち 10例が高用

量黄体ホルモン追加投与を施行された。転院した 1 例を除いた高用量黄体ホルモン追加投

与患者のうち、8例で病変が消失した。追加投与を含めた初回高用量黄体ホルモン療法の奏

効率は 81.8％(18/22 例)であった。また、高用量黄体ホルモン療法後に生殖医療を行った

17例のうち 5例が妊娠成立し、3例が出産に至った（全例が高度生殖補助医療による妊娠）。

一方、生殖医療を行った 17例のうち 11例（64.7%）に再発が認められ、そのうち 2例は子

宮全摘を施行したが、9例は再度高用量黄体ホルモン療法を選択した。再発症例は AEH患者

1 例、その他 EC 患者であった。再発後に追加された高用量黄体ホルモン療法において 8 例

中 6例（75.0%）は病変消失後に再度生殖医療を行ったが妊娠には至らなかった。なお、現

時点で子宮全摘を行った患者は再発を認めておらず、治療経過は良好である。また、再発後

に施行された高用量黄体ホルモン療法中に 2 例が遠隔転移を起こし、そのうち 1 例が原病

死した。全症例の診断時には CA125 が測定されたが、正常範囲内であった。経過観察中に

CA125 上昇が認められた症例はほとんどなかったが、再発症例１例で CA125 の上昇を認め

た。その症例では生殖医療中に再発し、遠隔転移を認めた症例であり、CA125 が上昇した時

にはすでに遠隔転移が判明していた。 

以上より、高用量黄体ホルモン療法後の症例においても良好な妊娠率および生児獲得率を

得る事は可能であり、挙児を希望する症例においては妊孕性温存治療として有効と考えら

れる。しかしながら、本法を選択する際には再発および再発時のがん進行リスクを考慮し、

慎重な経過観察が必要である。本邦のガイドラインにおいて、妊孕性温存治療中の腫瘍マー

カーの在り方については明記されておらず、今後有効性を検証していく必要がある。 
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子宮肉腫と子宮筋腫を鑑別するバイオマーカーの同定と 

新たな測定法の開発 

水谷哲也1), 2)、前野光生3) 、津吉秀昭2) 、山田しず佳2) 、西村研吾3) 、吉田好雄2) 

福井県立大学 看護福祉学部 看護学科1) 

福井大学 医学部 産科婦人科2) 

東洋紡株式会社3) 

========================================================================== 

【目的】子宮がんの中で子宮肉腫は、子宮体部悪性腫瘍の数%を占める稀な疾患ではあるが、

再発・転移が多く極めて予後不良である。一方、良性の子宮平滑筋腫（子宮筋腫）は成人女

性の約1/3に認められるが画像診断だけでは悪性の子宮肉腫と区別できないケースもあり、

正確に判断する為には外科病理検査を必要とするのが実状である。その為、良性の子宮筋腫

として子宮摘出をした後に悪性の子宮筋肉腫と判明することもある。そこで本研究では、①

血液中の生理活性物質を測定することで子宮肉腫と子宮筋腫を鑑別できるバイオマーカー

の同定を試みた。さらに、②バイオマーカーの候補として挙げられたGDF15, progranulinお

よびosteopontinについて、小型化学発光免疫自動分析装置POCube®を用いた簡便で迅速な測

定法の開発を試みた。 

【方法】パブリックデータベースを用いて、子宮肉腫57例、子宮筋腫23例、正常子宮筋23例

の遺伝子発現量を比較し、子宮肉腫特異的に高発現している遺伝子を抽出した。①子宮肉腫

と子宮筋腫を鑑別できる候補因子として挙げられたGDF15, progranulinおよびosteopontin

について、インフォームドコンセントが得られた子宮肉腫患者12名と子宮筋腫患者18名よ

り術前に血液を採取しELISAによりそれらの濃度を測定した。②POCube®によるGDF15, 

progranulinおよびosteopontinの測定系の開発を試みた。 

【結果】データベースより子宮肉腫特異的に高発現する分泌タンパク質を検索したところ、

GDF15, progranulinおよびosteopontinが挙げられた。子宮肉腫患者および子宮筋腫患者の

血液を用いてこれらの濃度を測定すると、すべてにおいて子宮肉腫患者の血中濃度が有意

に高値であることが示された(血清中濃度(子宮肉腫,子宮筋腫)、GDF15 (3.28±0.88, 0.68

±0.08 ng/mL), progranulin (100.3±32.4, 43.6±3.0 ng/mL), osteopontin (81.2±15.7, 

39.8±6.4 ng/mL))。POCube®を用いてこれらの測定を試みたところ、必要サンプル量10μl、

測定時間13分であり市販のELISAキットに比べ少量のサンプル量で短時間の反応でありな

がら、検出感度は健常者値下限以下の測定まで可能であり、ELISAとの相関性は0.95以上と

良好であった。 

【考察】GDF15, progranulinおよびosteopontinの血中濃度を測定することで子宮肉腫と子

宮筋腫を鑑別できることが示唆された。これらの因子についてPOCube®を用いた測定系が開

発され、少量のサンプル量で短時間に測定することが可能となった。 

S4-2 
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卵巣癌診断に有用なマイクロRNAの解析 

川原莉奈、金尾世里加、市川亮子、鳥居 裕、三木通保 

野村弘行、西尾永司、藤井多久磨 

藤田医科大学 医学部 産婦人科学講座 

========================================================================== 

【目的】現在、血清CA-125が卵巣癌診断マーカーとして汎用されいるものの、その検出率は

臨床的に満足すべき成績ではない。そのため今回我々は卵巣癌（OC）患者の血清中に高発現

する、特定のmicro-RNA（以下mi-RNA）を検出し、卵巣癌に対する新たな血清診断マーカー

を開発することを目的とした。 

【方法】血清はOC患者(n=64)およびコントロールとして非担癌患者(n=41)の女性から採取

した。その中に含まれるmi-RNA をmicroRNA arrayとreal time RT-PCRで測定した。同定さ

れたmi-RNAと病理組織診断・進行度との相関について調べた。 

【結果】microRNA arrayにより、4種類のmi-RNAの高発現を認めた。そのmi-RNAのうち、miR-

200c-3pおよび-6134は、リアルタイムRT-PCRによって正当性が確認された。 

臨床進行期II期以上の症例では、miR-200c-3pおよび-6134はコントロール群と比較して有

意に高値を示しており、ROC曲線では、miR-200c-3pとmiR-6134のAUCがそれぞれ0.861および

0.703であった。 

また、これらのmiRNAの発現を病理組織型ごとに分けて解析した。その結果、コントロール

群と比較して明細胞癌および漿液性癌におけるmiR-200c-3pの発現量が有意に高く、明細胞

癌および粘液性癌におけるmiR-6134の発現量が有意に高いことがわかった。さらに漿液性

癌のmiR-6134のROC曲線では、AUCが0.82と高精度であることが示された。 

【結論】MiR-200c-3pおよび-6134は卵巣癌の血清で有意に高発現し、卵巣癌の有望なバイオ

マーカーとなりうる。 
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網羅的血清糖ペプチドスペクトラを用いた初期上皮性卵巣癌の鑑別 

林 優 

東海大学医学部専門診療学系産婦人科 

========================================================================== 

【目的】上皮性卵巣癌（epithelial ovarian carcinoma：EOC）を初期に診断することは患

者の予後に大きく影響するが、その方法は確立していない。今回我々は従来の単一分子の血

清腫瘍マーカー測定による診断ではなく、網羅的血清糖ペプチドスペクトラ解析

(Comprehensive Serum Glycopeptide Spectra Analysis (CSGSA), Hayashi M, et al. 

Cancers. 2019 Apr 27;11(5))を用いて上皮性卵巣癌と非癌の鑑別診断を試みた。 

【方法】上皮性卵巣癌患者39 例(early-stage 23例, advanced-stage 16例)および非癌患

者45例(leiomyoma and ovarian cyst cases 27例, endometrioma 18例)の血清を収集しそ

れぞれの血清から糖蛋白を抽出。さらに酵素処理により糖ペプチドに濃縮し、液体クロマト

グラフィー質量分析（LC/MS）を施行した。LC/MSにより得られた糖ペプチドのデータを独自

開発ソフトウェアにて正規化し、網羅的血清糖ペプチドスペクトラを得、スペクトラピーク

値 を す べ て 用 い て OPLS-DA (Orthogonal partial least squares-Discriminant 

Analysis)/PLS-DA法（多変量を用いた2群を分離する統計解析法）にて分析した。 

【結果】網羅的血清糖ペプチドスペクトラを用いたOPLS-DA法により、①初期卵巣癌と非癌、

②内膜症性嚢胞と初期明細胞癌、をともに明瞭に分離することが可能であった。OPLS-DA法

による分離はR2値/Q2値により検定されるが、それぞれの値より上記の2つの分離モデルの

精度が有効であることが示された。初期卵巣癌と非癌患者の鑑別に関して検討を行うと、

OPL-DA法はPPV96%、NPV96%、Accuracy96％、CA125はPPV78%、NPV78%、Accuracy78％であり、

本診断方法は初期卵巣癌をより正確に診断可能であった。また①②の網羅的血清糖ペプチ

ドスペクトラHeat map検索によっても2群の分離は可能であると推測された。 

【結語】網羅的血清糖ペプチドスペクトラ＋OPLS-DA法を用いることで上皮性卵巣癌を早期

に発見できる可能性が示唆された。今後症例を集積し、臨床応用に向けて検討を行っていき

たい。 
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子宮内膜症関連卵巣癌における新規バイオマーカーの探索 

竹森 聖、渡邉百恵、田中 啓、小林陽一 

杏林大学医学部産科婦人科学教室 

====================================================== 

【背景・目的】子宮内膜症の 0.72％は明細胞癌および類内膜癌に癌化するが、特に明細胞

癌は特異な血清マーカーが判明していない為、がん化の診断の為新規バイオマーカーの探

索が求められている。今回、卵巣内膜症性嚢胞および内膜症関連卵巣癌の患者血清からプロ

テオミクス解析を行い、得られた新規マーカー候補の有用性について検討した。 

【方法】内膜症関連卵巣癌の患者血清 5例のプロテオミクス解析を行い、全例においてプー

ルデータより上昇している蛋白をバイオマーカー候補として抽出したところグルタチオン

ペルオキシダーゼ３（GPX-3）が候補として挙がった。そこで、当院で 2016年 8月から 2019

年 6月の間に外科的治療を行ない病理学的に診断された卵巣内膜症性嚢胞群（N=11）および

内膜症関連卵巣癌群（N=14）において、術前の血清の GPX-3濃度を、後方視的に症例の臨床

情報と照らしあわせた。また他腫瘍マーカー（CA125、CA19-9、CEA）についても同様に検討

した。 

【結果】内膜症性嚢胞群および内膜施用関連卵巣癌群の GPX-3 の平均はそれぞれ

22.13ng/mll,15.82ng/mlであり、2群間に有意差をみとめた（p＝0.036）。ROC曲線を作成

したところ AUC=0.779 となり、17.1pg/ml をカットオフ値とした場合感度 78.6%、特異度

81.2％と良好な結果を得ることができた。CA125,CA19-9,CEAについては,2群間に有意差は

認めなかった。 

【考察】GPX-3は酸化ストレス等への細胞内防御因子として知られており、組織学的に卵巣

明細胞癌においてその発現が上昇されることが知られている。今回の報告で血清レベルに

おいても同様の結果を示唆する結果が得られ、また明細胞癌だけでなく類内膜腺癌を含む

群において有意差をみとめた。 

【結論】GPX-3は子宮内膜症関連卵巣癌における新規バイオマーカーとなりえることが示唆

された。今後は症例数を増やしてデータを裏付けるとともに、GPX-3と内膜症癌化の関連お

よびメカニズムについて in vitroでの研究も進めていきたい。 

 
  

S4-5 



40 
 

  
 

 

（2020年 1月 8日現在） 

（五十音順） 

  

芥川 修 先生 （芥川バースクリニック） 

石田徳人 先生 （菊名西口医院） 

岩田正範 先生 （逸生会 大橋病院） 

岩田美智恵 先生 （岩田レディースクリニック） 

海老原 肇 先生    （新中野女性クリニック） 

大野祐子 先生 （大野医院） 
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