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第２回 Liquid Biopsy 研究会

開会ご挨拶

第 2 回 Liquid Biopsy 研究会 当番世話人
杏林大学医学部泌尿器科学教室 教授

桶川　隆嗣

　第 2 回 Liquid Biopsy 研究会の担当を仰せつかり、大変光栄に存じております。このよう
な機会を与えて頂きありがとうございます。研究会は昨年同様、東京、京王プラザホテルに
おきまして 2018 年 1 月 20 日（土）に開催する運びとなりました。2017 年の第１回では臨床
医、基礎研究者、製薬企業の研究者にご参加いただき（参加見込の 2.5 倍 )、Liquid Biopsy
への関心が高まっていることを実感させられました。今回、プログラム内容の関係上、開催
時間が午前 9 時 30 分と昨年より 1 時間早くなりますが、よろしくお願い申し上げます。
　Liquid biopsy という言語は 2011 年の循環細胞のワークショップ報告で使用され、2012 年
の“Nature”で Vilar や Diaz Jr らにより循環中の循環細胞由来の遺伝子異常をとらえるこ
とを Liquid biopsy と呼び、その後、液性試料を対象とした biopsy を包括して Liquid biopsy
が定着しました。この Liquid biopsy は Precision Medicine の実現に役に立つと期待されて
いるが、課題も多いのが現状です。
　今回は、若手の研究者のために、和歌山県立医科大学 内科学第三講座の洪泰浩先生の教育
講演を企画いたしました。また、昨年肺癌で cfDNA がコンパニオン診断として本邦で承認
され、さらに Liquid biopsy の技術開発が凄まじい勢いで進められる現状を踏まえて、国立
がん研究センター研究所の落谷孝広先生と近畿大学ゲノム生物学の西尾和人先生の司会で、
最前線の研究者 3 名の先生方に「Liquid Biopsy の展望」を熱く語っていただくセッションを
特別企画いたしました。招請講演では University of British Columbia, Canada の Alexander 
Wyatt 先生より前立腺癌領域における世界の最先端の研究に触れて頂きます。さらに 2 つの
特別講演、 ワークショップ、ランチョンセミナー、シンポジウム、コーポレートセミナーを
企画いたしました。
　昨年同様、内容が多すぎる感はございますが、休憩をとりながら最新の Liquid Biopsy の
現状に触れていただければと思います。
　皆様には、是非まだ研究会に参加されたことのない若い方や、科の枠を超えてより幅広い
領域の方々、さらに共同研究をされている方々もお誘いいただき、多くの皆様にご参加頂き
たくどうぞよろしくお願いいたします。
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交通アクセス

●新宿駅西口より徒歩 約５分
　（Ｊ R・京王線・小田急線・地下鉄）
　　 新宿駅西口より都庁方面への連絡地下道を 

まっすぐ、地下道を出てすぐ左側

●リムジンバス　成田空港、羽田空港と直通

●都営大江戸線都庁前駅より徒歩 約１分
　地下道Ｂ１出口よりすぐ
　　 改札を出てＪＲ新宿駅方面に進み、
　　Ｂ１出口階段を上がってすぐ右側

交通案内図

4
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新宿駅側宴会玄関

エレベーター

講演会場

4階へ

3階より クローク

参加受付
ＰＣ受付

会場案内図

クローク

４階

エレベーター

中継会場
コーヒーコーナー

ポスター会場

企業展示/個別相談コーナー

会場案内図

事務局
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ご参加の皆様へ

1．参加登録について
受付時間：1 月 20 日（土）8：45 － 17：45

受付場所：京王プラザホテル　4F 「扇」 前

参 加 費：3,000 円

　 ・当日、受付にてお支払いください。ネームカードをお渡しいたします。

　 ・ 学生（医学部学生、初期臨床研修医、留学生）は無料です。身分証明書または

所属上長が署名捺印された証明書をご持参ください。

2．PC 受付
受付時間：1 月 20 日（土）8：45 － 17：00

受付場所：4F「扇」前

3．撮影・録音
著作権保護のため、会場内での撮影、録音はご遠慮ください。

4．クローク
クロークはホテルのクロークをご利用ください。

5．モニター中継・コーヒーコーナー・アフタヌーンティー
下記にコーヒーコーナーを設けましたので、ご利用ください。

　　会場：京王プラザホテル　4F「かつら」　※ 15：00 ～軽食もご用意いたします。

　　会費：無料

6．Liquid Biopsy 研究会世話人会
世話人の先生方は、下記ご参集ください。

　　日時：1 月 20 日（土）8：50 － 9：20

　　会場：京王プラザホテル　4F 「みずき」
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司会の先生方へ

ご担当セッション開始 10 分前までに、会場内右前方の次座長席に着いてください。

（一般演題ポスターはポスター付近までお願いします）

セッション内の進行はお任せいたしますが、時間厳守のご協力をお願いいたします。

下記のセッションは、次の時間で進行をお願いいたします。

 特別企画： 一演題発表 20 分、総合討論 15 分

 ワークショップ： 一演題 15 分　（発表 12 分 / 質疑応答 3 分） 

 一般演題（ポスター）： 一演題 8 分　（発表 6 分 / 質疑応答 2 分）

 コーポレートセミナー： 一演題 20 分　（発表 17 分 / 質疑応答 3 分）

発表演者の先生方へ

特別企画、シンポジウム、ワークショップ、コーポレートセミナーは口演発表、

一般演題はポスター発表になります。

1．ワークショップおよびコーポレートセミナー
特別企画、シンポジウム、ワークショップ、コーポレートセミナーは、座長の指示に

従い、指定された時間内で発表してください。終了 1 分前と終了時に卓上ランプでお

知らせします。

 特別企画： 一演題発表 20 分、総合討論 15 分

 ワークショップ： 一演題 15 分　（発表 12 分 / 質疑応答 3 分） 

 コーポレートセミナー： 一演題 20 分　（発表 17 分 / 質疑応答 3 分）

　1）PC 受付
受付時間： 1 月 20 日（土）8：45 － 17：00

受付場所： 4F 「扇」前

　2）発表データについて
PC 発表のみになります。スライド映写機は使用できません。PowerPoint で作成の上

ご自身の PC またはメディア（DVD-R、CD-R、USB メモリのみ）をご持参ください。

・Macintosh をご使用の場合は、ご自身の PC をお持ちください。

・発表セッション開始の 15 分前までに、PC 受付で試写を済ませてください。

・PC 受付では、原則として内容の修正、変更はできませんのでご了承ください。

・10 分前までに各会場内の前方演台付近の次演者席に着いてください。

・演台上のキーパッドとマウスをご自身で操作して発表してください。
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 【メディアご持参の場合の注意点】
・PowerPoint 2007/2010/2013 で作成されたファイルのみ使用できます。

・ フォントは OS 標準のものをご使用ください。標準以外のフォントで作成された場

合、文字のズレなど正しく表示されませんのでご注意ください。

・ 受付可能メディアは DVD-R、CD-R、USB メモリのみになります。  

DVD-R は必ずファイナライズしてください。ファイナライズされていない場合、

再生できません。  

CD-R の書き込みは ISO9660 フォーマットをご使用ください。パケットライトで書

き込みの場合、他の PC では書き込めないことがありますのでご注意ください。

・必ず事前にウイルスチェックを行ってください。

・ 念のため、ご自身のコンピューターまたはバックアップデータをコピーした予備の

メディアをご用意ください。

・受付したデータは事務局で責任を持って管理し、本会終了後消去します。

 【PC 本体ご持参の場合の注意点】
・ パソコンに万一のトラブルがあった場合に備えて、バックアップとしてメディア

（DVD-R、CD-R、USB メモリ）をご持参ください。

・コンセント用電源アダプタを必ずご持参ください。

・ モニター出力端子がミニ Dsub-15 ピンのものに限ります。一部の薄型ノート PC で

は出力端子が異なる場合がありますので、その際は、専用のアダプタを必ずご持参

ください。

・画面の解像度は XGA（1024 × 768）でお願いします。

・スクリーンセーバーや省電力設定は必ず解除してください。

・ 受付終了後、各会場内オペレーター席へご自身でPCを持ち込んでください。発表後、

会場内 PC オペレーター席で返却を受けてください。

・ スムーズな進行のため、「発表者ツール」は使用しないでください。  

発表原稿が必要な方は、予めプリントアウトをお持ちください（会場でのプリント

アウトは対応できません）。
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2．一般演題 （ポスターセッション）
一般演題は、ポスターセッションになります。ポス

ターの貼付・撤去時間は下記の通りです。会場前の

受付にて画鋲を受け取り、所定の時間に各自貼付を

お願いいたします。また、セッション開始 10 分前

にはポスター前で待機し、座長の指示に従ってご発

表ください。

発表時間：1 演題 8 分（発表 6 分 / 質疑応答 2 分）

貼付時間：1 月 20 日（土）8：45 － 9：25

撤去時間：1 月 20 日（土）研究会終了後 18：45 まで

　＊ 撤去時間内にお引取りの無い場合は事務局にて

処分させて頂きます。

ポスターは、右図の要領でご用意下さい。演題番号

は事務局で用意します。

3．COI の開示について
今回の発表に関する開示すべき利益相反は、発表スライドもしくはポスターの最初ま

たは最後に表示してください。

COI  COI  

この演題発表に関連する開示すべき
COI関係はありません。

この演題発表に関連する開示すべき COI関係

筆頭発表者筆頭発表者

①役員・顧問報酬:
②株保有・利益:
③特許使用料:
④講演料:
⑤原稿料:
⑥受託・共同研究費:

有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無

COI開示COI開示

【お問合せ】
　Liquid Biopsy 研究会 事務局

　〒 181-8611　東京都三鷹市新川 6-20-2

　杏林大学医学部泌尿器科学

　TEL: 0422-47-5511（内 5815）　　FAX: 0422-47-7553

　E-mail: liquidbiopsy@ks.kyorin-u.ac.jp

本　文

演題名・発表者名・所属
（発表者用意）

演題番号
（事務局用意）

160cm

20cm

90cm

70cm20cm
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第 2 回 Liquid Biopsy 研究会 日程表 
2018 年１月 20 日（土）

開会挨拶　第 2 回 Liquid Biopsy 研究会 当番世話人　桶川 隆嗣　杏林大学医学部 泌尿器科

教育講演　「よくわかる Liquid Biopsy の基礎－ CTC，cfDNA，エクソーム」
洪 泰浩　和歌山県立医科大学 呼吸器内科・腫瘍内科
　座長： 大家 基嗣　慶應義塾大学医学部泌尿器科学教室

特別講演 1　「去勢抵抗性前立腺癌治療におけるリキッドバイオプシーの現状と将来展望」
赤松 秀輔　京都大学大学院医学研究科泌尿器科学
　座長：荒井 陽一　東北大学大学院医学研究科 外科病態学講座泌尿器科学

共催：サノフィ株式会社

ワークショップ
 「呼吸器・消化器・乳腺疾患における Precision Medicine のためのバイオマーカー」

　座長： 近藤 幸尋　日本医科大学 泌尿器科　
　座長： 中川 英刀　理化学研究所 統合生命医科学研究センター

≪休憩≫
ランチョンセミナー「患者組織・血液検体からの薬剤耐性変異の検出と耐性機構解析」

片山 量平　公益財団法人がん研究会 がん化学療法センター基礎研究部
　座長： 堀江 重郎　順天堂大学医学部 泌尿器科

共催：ファイザー株式会社

≪休憩≫
招請講演　"Translating prostate cancer genomics to the clinic with liquid biopsy"

Alexander Wyatt    University of British Columbia, Canada
　座長：小川 修　京都大学医学研究科 泌尿器科学

共催：ヤンセンファーマ株式会社 / アストラゼネカ株式会社

コーポレートセミナー　　 合同会社みらか中央研究所  
バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社  
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

　座長： 田中 文啓　産業医科大学第 2 外科学
　座長： 佐藤 信　　東北医科薬科大学 泌尿器科

シンポジウム　「前立腺癌バイオマーカーによる Liquid Biopsy の可能性」
　座長： 大山 力　弘前大学大学院医学研究科 泌尿器科学講座

共催：コニカミノルタ株式会社

≪休憩≫
一般演題ポスター セッション A
座長：舛森 直哉
　　 札幌医科大学医学部 

泌尿器科学講座

一般演題ポスター セッション B
座長：西山 博之
　　 筑波大学医学医療系  

臨床医学域腎泌尿器外科学 

一般演題ポスター セッション C
座長：住友　誠
　　愛知医科大学泌尿器科学講座

≪休憩≫

特別企画　「Liquid Biopsy の展望」
　座長： 西尾 和人　近畿大学医学部ゲノム生物学
　座長： 落谷 孝広　国立がん研究センター研究所 分子細胞治療研究分野

≪休憩≫
特別講演 2 
 「エクソソームによる前立腺がんの骨転移メカニズム解明とリキッドバイオプシーの応用」

落谷 孝広　国立がん研究センター研究所 分子細胞治療研究分野
　座長： 井川  掌　久留米大学医学部泌尿器科学

共催：アストラゼネカ株式会社

第 3 回 Liquid Biopsy 研究会 当番世話人 挨拶　西尾 和人　近畿大学医学部 ゲノム生物学

9:30

9:35

10:05

10:35

11:50
11:55

12:55
13:00

13:45

14:45

15:35
15:40

16:28
16:35

17:50
17:55

18:40

18:45
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プログラム

9:30-9:35

開会挨拶

第 2 回 Liquid Biopsy 研究会 当番世話人
桶川 隆嗣 杏林大学医学部 泌尿器科

9:35-10:05

教育講演

座長：大家 基嗣 慶應義塾大学医学部泌尿器科学教室

「よくわかる Liquid Biopsy の基礎 ― CTC, cfDNA, エクソーム」
洪 泰浩 和歌山県立医科大学 呼吸器内科・腫瘍内科

10:05-10:35

特別講演1　

座長：荒井 陽一 東北大学大学院医学研究科 外科病態学講座泌尿器科学

「去勢抵抗性前立腺癌治療におけるリキッドバイオプシーの現状と将来展望」
赤松 秀輔 京都大学大学院医学研究科泌尿器科学

共催：サノフィ株式会社

10:35-11:50

ワークショップ 「呼吸器・消化器・乳腺疾患における Precision Medicine のためのバイオマーカー」

座長：近藤 幸尋 日本医科大学 泌尿器科

座長：中川 英刀 理化学研究所 統合生命医科学研究センター

W-1 「呼吸器悪性腫瘍における Liquid Biopsy」
米田 和恵 産業医科大学 第２外科学

W-2 「注目する細胞マーカーによる CTC の直接捕捉」 
大永 崇 富山県工業技術センター・中央研究所
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W-3 「消化器癌における Circulating tumor DNA を用いたモニタリング」
岩谷 岳 岩手医科大学 外科学講座

W-4 「肺がん医療における CTC 診断の可能性」 
池田 美央 和歌山県立医科大学 呼吸器内科・腫瘍内科

W-5 「乳癌領域における liquid biopsy の可能性」 
竹下 卓志 熊本大学大学院生命科学研究部乳腺・内分泌外科

11:50-11:55

休　憩

11:55-12:55

ランチョンセミナー 

座長：堀江 重郎 順天堂大学医学部 泌尿器科

「患者組織・血液検体からの薬剤耐性変異の検出と耐性機構解析」
片山 量平 公益財団法人がん研究会 がん化学療法センター基礎研究部

共催：ファイザー株式会社

12:55-13:00

休　憩

13:00-13:45

招請講演　

座長：小川 修 京都大学医学研究科 泌尿器科学

"Translating prostate cancer genomics to the clinic with liquid biopsy"
Alexander Wyatt    University of British Columbia, Canada

共催：ヤンセンファーマ株式会社 / アストラゼネカ株式会社
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13:45-14:45

コーポレートセミナー

座長：田中 文啓 産業医科大学第２外科学

座長：佐藤 信 東北医科薬科大学 泌尿器科

CS-1 合同会社みらか中央研究所
 「自社開発試薬によるエクソソーム回収及び MS 適合界面活性剤による

LC-MS 解析」 
犬塚 達俊 合同会社みらか中央研究所

西脇 森衛 合同会社みらか中央研究所

CS-2 バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社
 「Liquid Biopsy を用いた遺伝子解析におけるドロップレットデジタル

PCR の大きな可能性」
廣中 克典 バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社

CS-3 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
 「Liquid Biopsy 研究における、プレアナリシスから解析までのトータル

ソリューション」
北野 敦史 株式会社キアゲン

14:45-15:35

シンポジウム　「前立腺癌バイオマーカーによる Liquid Biopsy の可能性」

座長：大山 力 弘前大学大学院医学研究科 泌尿器科学講座

S-1 「患者生体試料を用いた前立腺癌の新規診断法の探索」 
井上 貴博 京都大学大学院医学研究科泌尿器科

S-2 「PSA 糖鎖修飾異性体による前立腺癌診断、悪性度評価と糖鎖抗原を利
用した Liquid biopsy の可能性」 
米山 徹 弘前大学大学院医学研究科泌尿器科学講座

共催：コニカミノルタ株式会社
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15:35-15:40

休　憩

15:40-16:20

一般演題（ポスターセッション）
セッションA

座長：舛森 直哉 札幌医科大学医学部泌尿器科学講座

A-1 「ポリマー製マイクロ流体チップを用いた大腸癌患者における CTC の測
定方法と現状」
土谷 祐樹 順天堂大学下部消化管外科

A-2 「Microfluidic device 法を用いた Circulating Tumor Cells の測定」
伊藤 淳 東北医科薬科大学医学部泌尿器科学講座

A-3 「去勢抵抗性前立腺癌の CTC における PSMA 発現意義の検討」
金山 麻裕子 順天堂大学泌尿器科学講座

A-4 「難治性前立腺癌に対する Liquid Biopsy System の確立とその臨床応
用」
小坂 威雄 慶應義塾大学医学部 泌尿器科学教室

A-5 「尿中 DNA を用いた遺伝子変異解析による腎盂尿管癌の診断の可能性」
佐藤 悠佑 東京大学　泌尿器科

15:40-16:28

一般演題（ポスターセッション）
セッション B

座長：西山 博之 筑波大学医学医療系臨床医学域腎泌尿器外科学

B-1 「転移性前立腺癌における HSD3B1 多型とホルモン療法の予後」
塩田 真己 九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野

B-2 「膀胱癌に対する血清 epiplakin の新規腫瘍マーカーとしての有用性」
望月 康平 北里大学医学部泌尿器科学
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B-3 「HDF-DEP チップを用いた誘電泳動に基づく癌細胞の分離」
清水 淳 株式会社 AFI テクノロジー

B-4 「生体ナノポアフィルタを用いた核酸分子の一分子検出」
多田 あすか 東京農工大学 工学部 生命工学科

B-5 「ナノポア計測と深層学習を用いた一本鎖核酸分子検出」
保 皓大 東京農工大学 工学府 生命工学専攻

B-6 「CTC を明視野で検出できる 3D フィルター型微小流体分離デバイスの
開発とその前臨床試験への応用
中西 速夫 愛知県がんセンター 愛知病院 臨床研究検査科

15:40-16:20

一般演題（ポスターセッション）
セッション C

座長：住友 誠 愛知医科大学泌尿器科学講座

C-1 “A genome-wide 3´UTR collection for high-throughput functional 
screening of miRNA targets”
米沢 理人 Active Motif, Inc. Carlsbad, CA

C-2 「リキッドバイオプシーを指向した microRNA 定量検出デバイス」
田畑 美幸 東京医科歯科大学生体材料工学研究所バイオエレクトロニクス分野

C-3 「プログラマブル DNA と生体ナノポアによる胆管癌特異的 microRNA
発現パターン認識」
平谷 萌恵 東京農工大学大学院工学府生命工学専攻

C-4 “Exosomal miR-224 as a prognostic marker for clear cell renal 
cell carcinoma”
藤井 央法 山口大学大学院医学系研究科 泌尿器科学講座

C-5 「尿エクソソームを用いた尿路感染症診断法」
水谷 晃輔 岐阜大学大学院医学系研究科泌尿器科学分野

16:28-16:35

休　憩
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16:35-17:50

特別企画　「Liquid Biopsy の展望」

座長：西尾 和人 近畿大学医学部ゲノム生物学

座長：落谷 孝広 国立がん研究センター研究所 分子細胞治療研究分野

SP-1 「単一 CTC の遺伝子発現解析を目指したプラットフォーム構築」 
吉野 知子 東京農工大学大学院 工学研究院 生命機能科学部門

SP-2 「リキッドバイオプシーによるゲノム / コンパニオン診断の現状と今後」
齋藤 辰朗 北海道大学病院 ゲノム・コンパニオン診断研究部門

SP-3 「希少細胞の高効率１細胞解析を可能とする Electroactive Microwell 
Array の開発」
金 秀炫 東京大学生産技術研究所

17:50-17:55

休　憩

17:55-18:40

特別講演 2　

座長：井川 掌 久留米大学医学部泌尿器科学

「エクソソームによる前立腺がんの骨転移メカニズム解明とリキッドバイオプ
シーの応用」

落谷 孝広 国立がん研究センター研究所 分子細胞治療研究分野

共催：アストラゼネカ株式会社

18:40-18:45

第 3 回 Liquid Biopsy 研究会 当番世話人 挨拶
西尾 和人 近畿大学医学部ゲノム生物学



抄  録  集
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招請講演

Translating prostate cancer genomics to the clinic with 
liquid biopsy

Dr. Alexander Wyatt
Senior Research Scientist, Vancouver Prostate Centre
Assistant Professor, University of British Columbia

The treatment of metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) is empirical, 
with progress to a more precision medicine approach hampered by lack of predictive 
biomarkers. This is due in large part to the historical difficulty of molecularly profiling a 
bone-predominant metastatic disease. Focus has turned to minimally-invasive sources of 
tumor material to better understand the molecular drivers of therapy resistance. 
Circulating cell-free tumour DNA (ctDNA) is highly abundant in the bloodstream of 
mCRPC patients and appears to provide an accurate and minimally-invasive snapshot of 
real-time tumor genomics. Already, the analysis of Androgen Receptor (AR) gene 
alterations in the ctDNA of mCRPC patient cohorts has suggested significant potential for 
guiding the use of AR-directed therapy. Furthermore, the monitoring of patient ctDNA 
burden in the wake of systemic therapy may offer a powerful surrogate for tracking tumor 
responses and emerging resistant subclones. This seminar covers recent advances in 
mCRPC patient ctDNA profiling, emerging associations of distinct molecular subtypes with 
clinical outcomes, and the potential for ctDNA to augment precision oncology.

In particular this seminar will describe ctDNA alterations detected in a randomized phase 
II trial of 202 treatment-naive mCRPC patients treated with abiraterone or enzalutamide. 
It will report the relative impact of common ctDNA alterations on patient response and 
provide evidence that liquid biopsy analysis can guide the use of AR-targeted therapy in 
general practice.

Profile
Education/Training
06/2006 University of Nottingham, UK    B.Sc.     Biology
11/2010 University of Oxford, UK    D.Phil. (Ph.D.)    Physiology, Anatomy and Genetics
12/2014 University of British Columbia, Canada     Postdoctoral    Prostate Cancer
Positions and Employment
2006-2007 Research Assistant, Developmental Eye Genetics, University of Oxford, UK
2010-2011 Research Assistant, Auditory Neuroscience, University of Oxford, UK
2011-2014 Postdoctoral Fellowship, Vancouver Prostate Centre, University of British Columbia
2015- Senior Research Scientist, Vancouver Prostate Centre
2015- Assistant Professor, Department of Urologic Sciences, University of British Columbia
Honors
2012-2015 Coalition to Cure Prostate Cancer Young Investigator Award
 (Prostate Cancer Foundation)
2012-2015 Merit Award for Academic Achievement, Vancouver Prostate Centre
2012 Grant-in-Aide Award, Prostate Cancer Foundation BC
2014 Best Poster Award, TFRI BC Node Research Day 2014
2015 Canadian Urologic Oncology Group Research Award
2015 Careers in Cancer Research Development Program New PI Award
2016-2018 Movember Rising Star in Prostate Cancer Research (Prostate Cancer Canada)
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教育講演

よくわかる Liquid Biopsy の基礎 ― CTC, cfDNA, エクソーム

洪 泰浩
和歌山県立医科大学 呼吸器内科・腫瘍内科

　わが国における死因別死亡数においては悪性新生物が死因として最も多く、その早期診断
の実現及び治療成績の改善が喫緊の課題となっている。一方で、近年、がんの発症および進
行に関与する重要な遺伝子異常が同定され、それらに対する分子標的薬剤の開発が進むこと
で治療成績の向上がもたらされている。加えて、最近の免疫チェックポイント阻害剤の開発
の成功があり、固形がんにおいて多くの治療選択肢が存在する状況となっている。
　しかしながら、個々の患者に最適な治療を提供する個別化医療の実現には、それらの治療
選択肢の中から最適な治療を最適なタイミングで提供することが重要である。つまり、個別
化医療の実現のためには、治療標的の検出等の正確な診断だけではなく、治療経過中におけ
るリアルタイムでのモニタリングを実現する必要がある。一方で、診断のための組織検体採
取において、高度な侵襲を伴うことがリアルタイムでの診断実現における大きな障害となっ
ている。加えて、tumor heterogeneity の問題等が、正確な診断の実現へのさらなるハード
ルとなっている。以上より、低侵襲かつ繰り返しの検査を可能とする診断手法の確立に対し
て臨床現場からの強いニーズが存在する。これらの課題の解決を目指し、末梢血を中心とし
た液性検体を用いた診断法（いわゆるリキッドバイオプシー）に対して大きな期待が寄せら
れている。本講演においては血液を用いた診断技術の中でも、特に循環腫瘍細胞（CTC）、
cfDNA 及びエクソソームについて取り上げ、それらを用いた研究及び診断開発の状況につい
て紹介したい。

利益相反：
研究費：第一三共、ベーリンガーインゲルハイム、中外製薬、ノバルティス
講演料：ベーリンガーインゲルハイム、レインダンステクノロジーズ
技術顧問：東ソー

【 略歴 】
平成 8 年 3 月 和歌山県立医科大学医学部卒業
平成 8 年 6 月 りんくう総合医療センター市立泉佐野病院　内科研修医
平成 11 年 4 月 国立がんセンター研究所薬効試験部　リサーチレジデント
平成 14 年 6 月  Postdoctoral fellow, Hematology/Oncology Division, Vanderbilt University 

School of Medicine (Carlos Arteaga lab)
平成 17 年 11 月 近畿中央胸部疾患センター内科常勤医師
平成 19 年 4 月  静岡県立静岡がんセンター研究所　新規薬剤開発・評価研究部　部長（病院医

師兼任）
平成 24 年 4 月 - 現在 国立病院機構　名古屋医療センター　客員研究員（非常勤）
平成 26 年 4 月 和歌山県立医科大学　内科学第三講座　講師
平成 26 年 5 月 - 現在 和歌山県立医科大学　内科学第三講座　准教授
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特別講演 1

去勢抵抗性前立腺癌治療におけるリキッドバイオプシーの現状と 
将来展望

赤松秀輔 1、住吉崇幸 1、水野 桂 1、後藤崇之 1、小林 恭 1、 
井上貴博 1、藤本明洋 2、小川 修 1

1 京都大学大学院医学研究科泌尿器科学 
2 京都大学大学院医学研究科創薬医学講座

　新規ホルモン薬やカバジタキセル等の登場により去勢抵抗性前立腺癌 (CRPC) の治療が複
雑化している。Precision medicine の実現が望まれるが、CRPC は時間的・空間的に多様で
あり、動的に変化する腫瘍の遺伝的・生物学的特性のタイムリーな把握が必要である。血中
循環腫瘍細胞 (CTC) や血中遊離細胞 (cfDNA) の発現解析やゲノム解析はいずれも低侵襲に
CRPC の薬物治療効果を予測するツールとしての有用性が報告されている。
　CTC はゲノム解析の他、RNA や蛋白質レベルでの発現解析も可能であり応用範囲が広い。
一方で捕捉するためのプラットフォームが乱立しており検査性能にばらつきがみられること
が問題である。CTC 中の AR-V7 の発現は新規ホルモン薬に対する感受性予測マーカーとし
て期待されているが、AR-V7 の発現機序や発現パターンによって臨床的意義が異なること
が解明されつつあり、更なるサブグループ化が必要かもしれない。また、最近では CTC の
単一細胞解析も可能となっているが、CRPC 患者の CTC は同一患者でも異質性に富み、解
析結果の臨床的意義の解釈に課題が残る。
　cfDNA は安定しており抽出方法も標準化されているため多施設共同研究での検体収集が容
易である。但し、cfDNA は正常細胞由来のものが大半であり、癌由来の微量な circulating 
tumor DNA(ctDNA) を検出するための技術が必要である。digital PCR 法では 0.1% 以下ま
で希釈された ctDNA の検出が可能であるが、最近はディープシーケンスによる網羅的解析
が主流となっている。最近、CRPC 患者の cfDNA 解析によりアンドロゲン受容体だけでなく、
DNA 修復遺伝子や p53 遺伝子の異常が新規ホルモン薬に対する抵抗性と関わることが報告
された。しかし、通常のシーケンス解析では 1% 未満の変異 DNA はシーケンスエラーとの
鑑別が困難であり現行の手法では感度が不十分な可能性が高い。
　CTC や cfDNA を用いたリキッドバイオプシーは近い将来、コンパニオン診断として前立
腺癌治療に欠かせない検査となる可能性が高い。今後は臨床応用に向けて一層の研究の加速
が望まれる。

利益相反：研究資金　アステラス製薬

【 略歴 】
2001 年 3 月　 京都大学医学部卒業
2009 年 4 月　 京都大学大学院医学研究科博士課程入学
2010 年 4 月 -  日本学術振興会特別研究員
2012 年 7 月 -  バンクーバー前立腺センター　ポストドクトラルフェロー
2014 年 7 月 -  ブリティッシュコロンビア大学泌尿器科　クリニカルフェロー（ウロオンコロジー）
2015 年 7 月 -  京都大学泌尿器科助教
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特別講演 2

エクソソームによる前立腺がんの骨転移メカニズム解明と
リキッドバイオプシーの応用

落谷孝広
国立がん研究センター研究所 分子細胞治療研究分野

がん検診には各がん種ごとに様々なスタイルがあり、現在は、健康増進法によりがん検診が
行われているが、肺がん検診が検診率 20％をわずかに超えている以外は、いずれのがん種に
おける検診も受診率は非常に低い。全体でも我が国のがん検診の受診率は欧米諸国の先進国
と比較して、非常に低迷している。科学的根拠に基づいた、意味のあるがん検診の優れた検
査方法は残念ながらどうしても侵襲を伴ったり、痛みがあるなど、敬遠されがちである。ま
たそれぞれのがん種ごとに、特定の医療機関を複数回らざるを得ないこともあり、多くの受
診を敬遠する国人がその第一にあげる、時間がない、という理由も受診率を向上できない大
きな要因となっている。近年、疾患部位のニードルによる組織採取を行わず、体液を用いる
ことで、低侵襲的にバイオマーカーを測定し、診断するリキッドバイオプシー (liquid 
biopsy：体液診断 ) が注目されている。現在、これまでの腫瘍マーカーの概念を覆す新しいマー
カーや診断システムが多く開発され、検診の場に導入されようとしている。本講演ではこう
した体液診断の新潮流とも言える、新規診断マーカーや微量診断装置が切り開くリキッドバ
イオプシーの現状と、課題、将来展望を、マイクロ RNA, エクソソームを焦点に紹介すると
ともに、前立腺がんの骨転移におけるエクソソームの機能に関する最新の知見を報告する。

利益相反：本研究に関して、テオリアサイエンス社の利益相反があります。

【 略歴 】
1988 年：大阪大学大学院博士課程修了（医学博士）、同年大阪大学細胞工学センター文部教官助手
1991 年：米国ラホヤがん研究所（現・SF バーナム医学研究所）ポストドクトラルフェロー
1993 年： 国立がんセンター研究所主任研究員  

その後、同分子腫瘍学部室長、がん転移研究室独立室長を経て、
2010 年から現職：国立がん研究センター研究所分子細胞治療研究分野、分野長
早稲田大学客員教授、東京工業大学客員教授、星薬科大学客員教授、昭和大学歯学部客員教授、東京医
科大学産学連携講座教授を兼任。
この間、井上財団研究奨励賞、国立がんセンター田宮賞、日経 BP 技術賞、日本再生医療学会優秀演題
賞 2 回、日本人工臓器学会オリジナル賞などを受賞。
現在、日本癌学会評議員、日本 RNAi 研究会運営委員 ,　JSEV（日本エクソソーム協会）の会長を務める。
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ランチョンセミナー

患者組織・血液検体からの薬剤耐性変異の検出と耐性機構解析

片山量平
公益財団法人 がん研究会　がん化学療法センター基礎研究部

肺がんにおいては、ALK などの各種融合遺伝子や EGFR などの受容体型チロシンキナーゼ
の遺伝子異常がドライバーがん遺伝子として発見され、それらに対するチロシンキナーゼ阻
害薬（TKI）が顕著な腫瘍縮小効果を示すものの、ほとんどの症例で約 1 年から数年以内に
獲得耐性が生じ再増悪してしまう。EGFR 変異陽性肺がんでは、あらゆる EGFR-TKI に耐
性を示す重複変異（EGFR-T790M/C797S 変異）が問題となっているが、我々はこの耐性克
服法の候補を発見し報告してきた。また、進行 ALK 融合遺伝子陽性肺がんに対しては、現
在までに第 1 世代 ALK-TKI のクリゾチニブおよび第 2 世代 ALK-TKI アレクチニブ，セリ
チニブが開発・承認されて臨床応用されている。しかし、ALK においても同様に 2 次変異
などによる獲得耐性が出現し、再発することが避けられない問題として立ちはだかっている。
我々は、倫理審査委員会で承認されたプロトコールに基づき、同意取得済みの進行がん患者
より得られた検査や治療に伴う残余検体等を用い、培養細胞株を樹立するなどしてその分子
標的薬耐性機構を検索するとともに、2 次変異については血液検体からの cfDNA の精製・変
異検出を行ってきた。その結果、組織検体からは、新規の耐性メカニズムを含め、複数の耐
性機構を明らかするとともに、一部では新たに耐性克服薬を見出すことに成功し報告してき
た。また血液検体からは、比較的高感度に EGFR の活性化変異や耐性変異、ALK の 2 次変
異の検出に成功している。本発表では EGFR 変異 , ALK 融合遺伝子陽性肺がんを中心に多
様な分子標的薬耐性の分子メカニズムをとその耐性克服の可能性、そしてその検索方法等に
ついて発表したい。

利益相反： 本発表に直接関係する利益相反はございません。本研究は公的研究費（JSPS科研費［基
盤 B］、AMED 委託費［次世代がん］等）の助成の下実施されました。 

【 略歴 】
2001 年 3 月 東京大学薬学部卒業
2006 年 3 月 東京大学大学院 薬学系研究科 博士課程修了（薬学博士）
2006 年 4 月－ 財団法人癌研究会 癌化学療法センター 基礎研究部 研究員
2010 年 3 月－ 日本学術振興会　海外特別研究員として米国留学
  留学先：マサチューセッツ総合病院がんセンター（Dr. Jeffrey Engelman's Lab）
2012 年 7 月－ 公益財団法人がん研究会 がん化学療法センター 基礎研究部 研究員（復職）
2015 年 10 月－ 公益財団法人がん研究会 がん化学療法センター 基礎研究部 主任研究員
2017 年 10 月－ 公益財団法人がん研究会 がん化学療法センター 基礎研究部 部長
　　　　　　　 現在に至る
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第２回 Liquid Biopsy 研究会

シンポジウム

S-1 患者生体試料を用いた前立腺癌の新規診断法の探索

井上貴博、中山憲司、Xin Li、後藤崇之、赤松秀輔、小林 恭、 
山崎俊成、小川 修
京都大学大学院医学研究科　泌尿器科

金子智典、彼谷高敏、須田美彦
コニカミノルタ株式会社

内視鏡や針などを用いて組織採取を行う従来の生検に代わって、血液などの生体試料を用い
て腫瘍からの様々な情報を得て、診断や治療効果予測をする技術を Liquid biopsy という。
そ の 代 表 例 が 血 中 循 環 腫 瘍 細 胞 (Circulating tumor cells: CTCs) と 血 中 循 環 腫 瘍
DNA(Circulating tumor DNA:ctDNA または Cell free DNA:cfDNA) を捉える技術である。
我々は、前記 CTCs や cfDNA ではなく血液中の腫瘍特異的タンパク質の翻訳後修飾および
癌細胞・癌微小環境からの尿中特異的情報に着目し研究を進めている。
SPFS 超高感度自動免疫測定装置を用いた LaccidNAc 抗原を含む PSA glycoisoform （PSA-
Gi）の前立腺癌に対する血清診断法を京都大学病院の患者の血清を用いて検証した。前立腺
生検にて診断し得た前立腺癌 131 例および非前立腺癌 54 例の血清を対象とした。Total PSA
値、PSA-Gi 値、Free-PSA 値、F/T ratio(FTR) を測定し、癌診断精度と前立腺全摘（122 例）
標本の病理悪性度との関連性を検討した。
前立腺癌・非癌の total PSA 値 (ng/ml)/PSA-Gi 値 (U/ml)/FTR はそれぞれ中央値 7.55・
6.33/0.150・0.0845/0.121・0.216 でいずれも両群間有意差認めた。Total PSA 値が 20ng/ml 未
満の 174 例では、前立腺癌・非癌の PSA-Gi 値と FTR とで両群間で有意差認めた。また全
摘を施行した 122 例の全摘病理 Grade 分類 3 以上（44 例）と 3 未満（78 例）における術前
PSA-Gi 値と FTR との比較をしたところ、P=0.0098、P=0.205 と前者で有意差を認めた。本
研究会では上記の結果と尿中診断マーカーの解析についても言及する予定である。

利益相反：コニカミノルタ（研究費）

【 略歴 】
2016.12- 現在 京都大学大学院医学研究科泌尿器科　准教授
2013.4-2016.11  京都大学大学院医学研究科泌尿器科　講師
2012.4-2013.3   関西医科大学附属枚方病院腎泌尿器外科　助教
2008.4-2012.3 京都大学大学院医学研究科泌尿器科　助教
2006.4-2008.3 ジョンズ　ホプキンス大学医学部　泌尿器科研究員
2002.4.-2006.3 京都大学大学院医学研究科外科系専攻泌尿器科
2001.4-2002.3 京都大学医学部附属病院　医員
1999.4-2001.3 愛知県がんセンター病院　レジデント
1995.4-1999.3 国立姫路病院　研修医・レジデント
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シンポジウム

S-2  PSA 糖鎖修飾異性体による前立腺癌診断、悪性度評価と 
糖鎖抗原を利用した Liquid biopsy の可能性

米山 徹 1, 2、飛澤悠葵 1、金子智典 3、彼谷高敏 3、畠山真吾 1、今井 篤 1、
米山高弘 1、橋本安弘 1, 2、古家琢也 1、須田美彦 3、大山 力 1, 2

1 弘前大学大学院医学研究科泌尿器科学講座
2 弘前大学大学院医学研究科先進移植再生医学講座
3 コニカミノルタ株式会社

　前立腺癌は欧米で発症頻度が高く、本邦でも 2015 年に日本人男性の癌罹患率第 1 位となっ
た。前立腺癌の早期診断には、前立腺特異抗原（PSA）検査が汎用されており、PSA 検査が
前立腺癌死を減らすことが大規模な RCT で証明されているが、血清 PSA 値が 4.0～10 ng/mL
のグレーゾーンと呼ばれる濃度域での偽陽性例が非常に多く、「癌ではないのに針生検を施
行される」いわゆる過剰診断が問題である。さらに PSA 検査は積極的治療介入が必要な高
悪性度前立腺癌を評価できないため、本来治療の必要がない前立腺癌に対する過剰治療も問
題である。このことから PSA 検査結果に基づいた過剰診断や過剰治療の是正を可能とする
新たなバイオマーカーが求められている。これを解決するために私たちは、血清 PSA の癌
性糖鎖変異に着目し、表面プラズモン共鳴励起増強蛍光分光（SPFS）法を基盤とした超高
感度自動免疫測定装置を用いたレクチン - 抗 PSA 抗体サンドイッチイムノアッセイ法によ
る血清中の PSA 糖鎖修飾異性体（LacdiNAc 構造を有する PSA glycoisoform 以下 PSA-Gi
とする）を高感度に定量する PSA-Gi 検査法を開発した（Kaya T. et al. Anal Chem (2015) 
87 (3): 1797–1803.）。
　本講演では、以下の 3 点に関する PSA-Gi 検査の有用性と今後の展望について紹介する。
1. 既存 PSA 検査との前立腺癌診断精度の比較検証結果。
2. 病理組織学的な悪性度指標（Gleason score, GS）の相関結果。
3.  前立腺組織の LacdiNAc 構造の発現評価による PSA 再発予測とそれを利用した liquid 

biopsy による前立腺癌悪性度評価および再発予測への応用の可能性。

利益相反：なし

【 略歴 】
平成 19 年 3 月 東京農業大学大学院生物産業学研究科生物産業学専攻博士後期課程 修了
平成 19 年 4 月  日本学術振興会特別研究員として東京農業大学大学院生物産業学研究科生物化学研究

室でボツリヌス毒素タンパク質の立体構造に関する研究
平成 20 年 4 月  Sanford-Burnham Medical Research Institute （現 Sanford-Burnham-Prebys Medical 

Discovery Institute)、福田穰 Lab で Postdoctral Associate、前立腺癌の転移に関わる
糖鎖の機能に関する研究に従事

平成 22 年 4 月 弘前大学大学院医学研究科泌尿器科学講座　奨励研究員
平成 23 年 4 月  弘前大学大学院医学研究科先進移植再生医学講座　助教　泌尿器疾患に関わる糖鎖変

異とそれを利用したバイオマーカーに関する研究に従事、現在に至る
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第２回 Liquid Biopsy 研究会

特別企画

SP-1 単一 CTC の遺伝子発現解析を目指したプラットフォーム構築

吉野知子
東京農工大学大学院　工学研究院　生命機能科学部門

がん患者血液中に存在する血中循環腫瘍細胞 (Circulating tumor cell: CTC) の単一細胞レベ
ルでの遺伝子発現解析は、がん転移機構の解明や新たな治療標的の発見への利用が期待され
ている。これまでに報告されている単一 CTC の遺伝子発現解析は、末梢血からの CTC の濃
縮・同定、及び標的 CTC の分離まで多段階の工程を含むため、標的細胞のロスや RNA の安
定化までに長時間（2 ～ 4 時間）を要する。本発表では、当研究グループで構築した迅速な
単一 CTC の遺伝子発現解析を可能とするプラットフォームに関して紹介する。本プラット
フォームは、末梢血から CTC を血球細胞との細胞サイズと変形能の差を利用して濃縮する

“Microcavity array (MCA)”法、及び MCA 上から単一の CTC を光硬化性のハイドロゲル
で包埋し、確実に分離・核酸増幅を可能とする“Gel-based cell manipulation (GCM)”法か
ら構成される。MCA 法による CTC 濃縮は、孔径 8 μ m の金属製フィルターである MCA
を介して吸引捕捉した。MCA 上の細胞に対し、RNA の安定化処理、細胞染色を行った後、
光硬化性ハイドロゲルを添加し、カバーガラスを積層して顕微鏡観察を行った。同定された
CTC 候補細胞に対して光照射を行い、単一細胞をハイドロゲルで包埋した。ハイドロゲルで
包埋した単一細胞を分離後、全トランスクリプトーム増幅及び遺伝子発現解析を行った。そ
の結果、ハイドロゲル包埋細胞から安定的な RNA 増幅が可能であることが示された。また、
ハウスキーピング遺伝子の発現量は、既存法で分離した単一細胞と同等であり、本手法で分
離した単一細胞の遺伝子発現解析における有効性が示された。また、血液からの CTC 濃縮
及び RNA 安定化までに要する時間は約 40 分であり、既存の CTC 解析技術と比較して迅速
化を達成できた。

利益相反：なし

【 略歴 】
2000 年 3 月 東京農工大学　工学部　生命工学科　卒業
2002 年 3 月 東京農工大学大学院　工学研究科　生命工学専攻　修士課程　修了
2005 年 3 月  東京農工大学大学院　工学教育部　生命工学専攻　博士課程　修了， 

博士（工学）取得
2000 年 10 月～ 2001 年 4 月 RNAture Inc.(USA) 研究員
2002 年 4 月～ 2005 年 3 月 日本学術振興会　特別研究員（DC1）
2002 年 4 月～ 2004 年 5 月 エムバイオ株式会社　代表取締役
2005 年 4 月～ 2006 年 9 月 早稲田大学 生命医療工学研究所　助手
2006 年 10 月～ 2011 年 3 月  東京農工大学 大学院共生科学技術研究院　生命機能科学部門／若手人材

育成拠点　特任助教授  （2007 年 4 月より　特任准教授）
2011 年 4 月～ 東京農工大学 大学院工学研究院　生命機能科学部門　准教授
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特別企画

SP-2  リキッドバイオプシーによるゲノム / コンパニオン診断の 
現状と今後

齋藤辰朗 1、畑中 豊 1、秋田弘俊 2

1 北海道大学病院 ゲノム・コンパニオン診断研究部門
2 同 がん遺伝子診断部

がん分子標的薬の適応可否を決定するために対象の遺伝子異常を事前に検査するコンパニオ
ン診断が実地臨床で活用されている。固形がんの治療方針決定において、コンパニオン診断
が多く実施されているがん種のひとつである肺癌では、複数のコンパニオン診断薬が国内外
で薬事承認されている。肺癌のEGFR遺伝子変異を検出するコンパニオン診断薬については、
血漿由来の遊離 DNA を検体種とすることが、日本でも 2017 年に薬事承認され、臨床検査に
リキッドバイオプシーによる遺伝子が本格的に導入された。欧米においては、肺癌以外にも
乳癌、大腸癌、前立腺癌の血液中 CTC の数をカウントする検査や、大腸癌のデジタル PCR
による RAS 遺伝子変異解析や、リアルタイム PCR による DNA メチル化検出が診断薬とし
て登録されている。また、自家調製検査法（Laboratory development test: LDT）として、
次世代シークエンス（NGS）技術を用いた網羅的な遺伝子異常の解析が複数の検査室で実施
されている。本セッションではリキッドバイオプシーによる遺伝子診断について国内外の状
況をまとめ、現在の課題や今後の展望について議論したい。

【 略歴 】
三重大学大学院修了後、株式会社 GLab 病理解析センター（現ジェネティックラボ）に 2008 年入社。
FISH 法や PCR 法を用いた分子病理診断ラボのセットアップ、研究機関や企業との遺伝子測定キット共
同開発（病理、CTC）に従事。
2013 年から株式会社理研ジェネシスにて、リキッドバイオプシー検体を対象にした高感度遺伝子検出
技術を使った個別化医療の臨床導入を実現するため、コンパニオン診断薬や測定キットの開発を医薬品
開発企業・研究機関と積極的に進めている。
また、北海道大学病院ゲノム・コンパニオン診断研究部門に研究員として在籍している。
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第２回 Liquid Biopsy 研究会

特別企画

SP-3  希少細胞の高効率1細胞解析を可能とする Electroactive 
Microwell Array の開発

金 秀炫 1, 2、藤井輝夫 1

1 東京大学生産技術研究所
2 国立研究開発法人科学技術振興機構、さきがけ

　血液などの体液中に存在する血中循環腫瘍 DNA、エクソソーム、血中循環腫瘍細胞
（Circulating Tumor Cell, CTC）は liquid biopsy の対象として研究開発が活発に進められて
いる。特に CTC は、腫瘍細胞そのものを解析できるため、より正確ながんの病態情報を有
していると考えられる。近年、CTC は非常にヘテロであることが明らかになり、liquid 
biopsy としてより正確・精密な情報を得るためには CTC を 1 細胞レベルで解析する必要が
あると考えられている。一方、1 細胞生物学の分野では、次世代シークエンス技術とマイク
ロ流体技術に基づいた 1 細胞トランスクリプトーム解析が実現し、遺伝子発現データに基づ
いた希少な細胞集団の検出が可能になっている。また CTC 研究においても、1 細胞レベルで
の網羅的な解析が活発に行われており、その遺伝子発現パターンや特性が徐々に明らかに
なっている。今後、これらの基礎研究で得られた解析結果に基づき、CTC の 1 細胞解析を医
療や創薬分野へと応用するためには、血液中に希に存在する CTC を効率良く分離し、細胞
数の限られた CTC を漏らさず捕捉し、そして 1 細胞レベルで同時並列的な解析ができる、
簡単なシステムの開発が要求される。本発表では、ヘテロな CTC を効率良く分離するため、
CTC マーカーに依存しない新しい分離法を利用した CTC 高純度回収技術や、当技術を用い
た全血からの CTC 検出・遺伝子変異解析が可能な新たな CTC 解析システムを紹介する。ま
た、分離した CTC を 1 細胞レベルでの解析するための基盤技術として、 マイクロウェルの
底面に電極を配置することで、1 細胞を誘電泳動によってトラップし、解析することが可能
な Electroactive Microwell Array (EMA) についても紹介する。さらに、EMA を改良する
ことで、95% の高効率で細胞捕捉した後、細胞内物質を 1 細胞レベルで解析することが可能
なマイクロ流体デバイスも紹介する。これにより、従来方式では困難であった高効率 1 細胞
捕捉と 1 細胞内物質解析が可能となり、臨床検体の高効率 1 細胞解析への応用が期待できる。

本発表に関連して、著者の開示すべき COI は下記のとおりです。
アークレイ株式会社より共同研究費を受理しています。

【 略歴 】
2017年10月～ 現在 科学技術振興機構　さきがけ研究員(兼任)
2015年７月～ 現在 東京大学生産技術研究所　助教
2013年４月～ 2015年６月 東京大学生産技術研究所　特任助教
2011年４月～ 2013年３月 東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻　特任研究員
2010年10月～ 2011年３月 東京大学生産技術研究所　特任研究員
2007年10月～ 2010年９月 東京大学大学院工学系研究科精密機械工学専攻博士課程修了
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ワークショップ

W-1 呼吸器悪性腫瘍における Liquid Biopsy

米田和恵 1、桒田泰治 1、近石泰弘 1、福市有希子 1、本多陽平 1、有村ゆう子 1、 
森 將鷹 1、金山雅俊 1、平良彰浩 1、名部裕介 1、篠原伸二 1、竹中 賢 1、岡 壮一 1、 
平井文子 1、田嶋裕子 1、今西直子 1、黒田耕志 1、市来嘉伸 1、大永 崇 2、田中文啓 1

1 産業医科大学　第 2 外科学
2 富山県工業技術センター　中央研究所

　呼吸器悪性腫瘍には原発性肺癌のほか、アスベスト曝露に関連し胸膜から生じる悪性胸膜
中皮腫も含まれる。本発表ではこれら性質が異なる悪性腫瘍における Liquid Biopsy につい
て検討したい。
　原発性肺癌における Liquid Biopsy は、血液中に遊離した腫瘍由来 DNA（ctDNA）により
薬剤感受性や耐性に関与する遺伝子異常を低侵襲に感度良く検出することが可能で、組織生
検の代替として昨年から臨床で実用化されている。
　一方、原発巣から離脱し血液中を循環する腫瘍細胞（CTC）は、細胞そのものを様々な解
析に用いることができるため、幅広い臨床応用が期待される。血液からの CTC 分離検出には、
EpCAM（上皮細胞接着因子）を標的に分離した細胞を「上皮性細胞」として定量する
CellSearch が世界的に多用されてきた。我々のこれまでの研究でも、CellSearch で検出した
CTC は原発性肺癌及び上皮型悪性胸膜中皮腫において臨床的有用性を示したが、EpCAM 発
現が低い中皮腫では十分な検出能が得られなかった。
　そこで、任意の表面抗原による細胞捕捉が可能な“Universal” CTC-Chip の検討を進めて
きた。本発表ではこれまでの検討結果と、その臨床応用について述べる。

利益相反：なし
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ワークショップ

W-2 注目する細胞マーカーによる CTC の直接捕捉

大永 崇 1、長田拓哉 2、横堀武彦 3、嶋田 裕 4

1 富山県工業技術センター・中央研究所
2 富山大学大学院医学薬学研究部・第二外科
3 群馬大学総合外科学講座
4 京都大学大学院薬学研究科

Circulating Tumor Cell（CTC）の単離においては、その極めて低い血中濃度や癌の
heterogeneity による複雑さなどのために、未だ確実な方法が開発されていない。これまで
に筆者らは、マイクロ流体デバイスと抗体とを組み合わせた“ポリマー CTC チップ”の開
発を進めてきた。抗 EpCAM 抗体を導入した本チップにより、既に肺癌、乳癌、大腸癌、食
道癌、前立腺癌などにおいて CTC 捕捉を確認しているが、EpCAM のみをターゲットとし
た CTC 捕捉の限界は既に広く指摘されているとおりである。一方、本チップにおいては樹
脂機能により、導入する抗体を自由に選ぶことができる。そこで本発表では、現在進めてい
る本チップによる EpCAM 以外の細胞マーカーをターゲットとした CTC 捕捉検討について
紹介する。このような検討により、バイオマーカーとなりうるようなマーカーで直接捕捉し
た CTC で、バイアスなしに臨床的意義を議論できるようにすることを目的とする。ターゲッ
トマーカーを HER2、EGFR、N-Cadherin などとして、対応する抗体を個別にチップに導入
し、これらのマーカーを発現する細胞株を用いてポリマー CTC チップの捕捉性能を評価し
ている。これまでの検討から、抗原 ‐ 抗体間の親和性やチップ上の抗体密度がチップ捕捉
性能に大きく影響することを示唆する結果を得ている。また細胞側にターゲットマーカーに
対する抗体を結合し、チップ側には抗 IgG 抗体を固定して、捕捉するための相互作用を変換
する検討なども行っており、発表ではこれらを含めた検討の詳細を述べる。

利益相反の有無：
演題発表に関連し、開示すべき利益相反関係にある企業などはありません。
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ワークショップ

W-3 消化器癌における Circulating tumor DNA を用いたモニタリング

岩谷 岳 1、佐藤 慧 1、遠藤史隆 1、佐々木泰史 2、時野隆至 2、増田万里 3、 
八重樫瑞典 1、川岸涼子 1、松尾鉄平 1、千葉丈広 1、秋山有史 1、馬場誠朗 1、 
梅邑 晃 1、木村聡元 1、高原武志 1、大塚幸喜 1、新田浩幸 1、水野 大 1、肥田圭介 1、 
西塚 哲 4、佐々木章 1

1 岩手医科大学外科学講座
2 札幌医科大学フロンティア医学研究所ゲノム医科学部門
3 国立がん研究センター研究所細胞情報学分野
4 岩手医科大学医歯薬総合研究所医療開発研究部門

当科では 2013 年より大腸癌の ctDNA 研究を足掛かりに、胃癌、食道癌を含めた消化器癌
ctDNA monitoring の臨床実践に向けた研究で多くのノウハウを得てきている。内視鏡切除
可能な早期大腸癌・腺腫、手術可能大腸癌 27 例で 50 遺伝子の変異 hotspot を標的とした
Cancer hotspot panel (CHPv2) を用い原発巣変異検索を行い、症例特異的変異について 19
例（腺腫 : 3, Stage I: 4, II: 3, III: 9) で切除前後の ctDNA を droplet digital PCR (dPCR) にて
定量した。9 例で術前 ctDNA 陽性であったが、術後値との比較から 3 例は偽陽性、6 例 (31.6%)
が真陽性で、複数の time point における monitoring が重要と思われた。食道癌 15 例 (St 
IA/IIA/IIIA/IIIC/IV: 3/1/1/6/4) の CHPv2 原発巣変異スクリーニングでは変異同定効率が
低く、31 遺伝子を標的とした食道癌 Panel を独自にデザインし 1 腫瘍に平均 7.7 個と検出率
向上を得た。各症例 1 ～ 3 個計 40 個の変異について Probe をデザインし手術、化学 / 放射
線療法、follow up など診療経過において、3D Quant digital PCR で ctDNA monitoring した。
St IA の 3 例は手術前後で ctDNA は検出されなかった。化学療法では St IIA, IIIA は治療前
ctDNA の mutant allele frequency (MAF) は 0.7% (0-1.1)、St IIIC 6 例 で は MAF 6.1% 
(0.1-20.9), St IV では 23.9% (4.2-71.6) であった。奏功例 7 例では 1 コース後 11 変異中 10 個
で MAF 低下を認め、著効例では MAF は 0 まで低下した。長期 follow のうち術後リンパ節
再発例では画像上の再発確認の 6 月前に ctDNA 上昇が検出された。St II 以上で ctDNA 
monitoring が可能であり、治療による体内腫瘍細胞量変化の定量化や早期再発発見に有用で
ある。
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ワークショップ

W-4 肺がん医療における CTC 診断の可能性

池田美央、洪 泰浩、山本信之
和歌山県立医科大学　呼吸器内科・腫瘍内科

　わが国における死因別死亡数においては悪性新生物が死因として最も多く、その中でも難
治のひとつである肺がんにおいては、その治療成績の改善が喫緊の課題となっている。その
一方で、がんの発症および進行に関与する重要な遺伝子異常が同定され、それらに対する分
子標的薬剤の開発が進むことで治療成績の向上がもたらされることで、進行肺がんを含む固
形がんにおいて多くの治療選択肢が存在する状況となっている。
　しかしながら、個々の患者に最適な治療を提供する個別化医療の実現には、それらの治療
選択肢の中から最適な治療を最適なタイミングで提供することが重要である。つまり、個別
化医療の実現のためには、治療標的の検出等の正確な診断だけではなく、治療経過中におけ
るリアルタイムでのモニタリングを可能とする必要がある。一方で、肺がんを含むいくつか
のがん種では、診断のための検体採取において高度な侵襲を伴うことがリアルタイムでの診
断実現における大きな障害となっている。加えて、採取できる検体が微小であること等が、
正確な診断の実現へのさらなるハードルとなっている。以上より、低侵襲かつ繰り返しの検
査を可能とする診断手法の確立に対して臨床現場からの強いニーズが存在する。
　これらの課題の解決を目指し、我々は末梢血を中心とした液性検体を用いた診断法（いわ
ゆるリキッドバイオプシー）の研究開発に取り組んできた。本発表においては、血液を用い
た診断技術の中でも、特に循環腫瘍細胞（CTC）を用いた診断開発の試みについて紹介したい。

利益相反：
池田美央　なし
洪　泰浩　研究費：第一三共、ベーリンガーインゲルハイム、オンチップバイオテクノロジーズ
　　　　　講演料： ベーリンガーインゲルハイム、レインダンステクノロジーズ、小野薬品、

ブリストルマイヤーズスクイブ
　　　　　技術顧問：東ソー
山本信之　研究費：ベーリンガーインゲルハイム
　　　　　講演料：ベーリンガーインゲルハイム、小野薬品、ブリストルマイヤーズスクイブ
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ワークショップ

W-5 乳癌領域における liquid biopsy の可能性

竹下卓志、藤木義敬、冨口麻衣、末田愛子、後藤理沙、指宿睦子、山本 豊、岩瀬弘敬
熊本大学　乳腺内分泌外科

　転移乳癌の治療は，バイオロジーや病勢に応じて、ホルモン療法，分子標的療法，化学療
法が選択されるが、いずれ耐性をきたす。抗がん剤治療に対する耐性は、治療効果を制御し
ている遺伝子または経路の異常によって引き起こされることが明らかになってきており、
liquid biopsy を用いたがん関連遺伝子検査は、特に転移乳癌の治療戦略の一助となる可能性
を秘めており、現在世界中の研究室でその臨床学的意義を検証されている。
　我々は、デジタル PCR 法を用いて、cell-free DNA (cfDNA) 中の ESR1 および PIK3CA 
mutation モニタリングの臨床的意義に着目して研究を行っている。
　ER 陽性乳癌 119 症例（初発 77 例、再発 42 例）、253 血液検体を対象とした研究では、初
発症例では認められなかった治療経過中の ESR1 体細胞突然変異の上昇が、再発検体の
28.6% に認められ、それは治療抵抗性を反映していた。
　また、乳癌 17 例中 34 血漿検体および再発乳癌 69 例 151 検体の計 86 症例 185 検体を対象
とした研究では、ESR1 mutation は、初発検体では認められなかったが、再発検体では、
28.9% に認められた。Visceral に臓器転移があるもの、SERM や AI の治療歴のあるもの、
内分泌療法レジメン数の多いもの、において高頻度に ESR1 mutation が認められた。
PIK3CA mutation は、初発乳癌検体では、23.5% に対し、再発乳癌検体では 24.6% に認めら
れ、先の報告通り、初発、再発間で PIK3CA 体細胞遺伝子変異の発現の差を認めなかった。
ESR1 mutation もしくは PIK3CA mutation を認めた症例では、全内分泌療法投与期間が有
意に短かった。次いで、治療経過中少なくとも 2 セット以上血液検体を有する再発 52 症例
を対象とし、治療経過中の ESR1 mutation と PIK3CA mutation の追跡計測の意義を検討し
た。治療経過中、9 例で ESR1 mutation が陰性化し、それらの群は、ESR1 mutation 陽性
群より、全内分泌療法投与期間が有意に長かった。PIK3CA mutation は、3 例しか陰性化し
なかった。本発表では、乳癌領域における liquid biopsy の実際や将来性について論じる。

利益相反：無
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一般演題 ポスター

A-1  ポリマー製マイクロ流体チップを用いた大腸癌患者における CTC の測定方法
と現状

土谷祐樹 1、呉 一眞 1、細谷理樹 1, 2、深谷 緑 1、植山孝恵 1、河野眞吾 1、杉本起一 1、
小見山博光 1、高橋 玄 1、小島 豊 1、冨木裕一 1、大永 崇 3、坂本一博 1

1 順天堂大学・下部消化管外科
2 順天堂大学・難病の診断と治療研究センター
3 富山県工業技術センター・中央研究所

　近年、微量癌細胞測定法の進歩により、癌患者における circulating tumor cell（CTC）が
癌の治療効果、予後予測のバイオマーカーとして注目されている。我々の研究グループで開
発されたポリマー製マイクロ流体チップ（CTC-chip）は、既存のものと比較し、安価で細
胞捕捉率が高く、透過観察が可能等の利点を有している。我々は、この CTC-chip を用いて
大腸癌患者における CTC 数の測定を施行してきた。CTC-chip は 1 次抗体処理に IgG 抗体、
2 次抗体処理に上皮細胞マーカーである epithelial cell adhesion molecule (EpCAM) 抗体を
用いて作製した。患者血液 1ml を 1ml/h の流速で流入させた後に蛍光免疫染色を行い、
DAPI(+)、cytokeratin（+）、CD45（-）を示す細胞を CTC と判定して計測した。Stage II －
IV 症例の術前採血による検討では、Stage II・III 症例で 3.3 ± 2.3 個（平均± SD）、Stage 
IV 症例で 7.0 ± 6.2 個の CTC が検出された。これまでの研究では CTC 捕捉数の検討に留まっ
ていたが、現在、CTC の特性・機能解析を目的に、捕捉数向上を含めた実験プロトコール改
善の検討を進めている。今回、プロトコールの確立と臨床検体を使用した検討の現状につい
て報告する。 

利益相反：なし
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一般演題 ポスター

A-2 Microfluidic device 法を用いた Circulating Tumor Cells の測定

伊藤 淳 1、岩村大径 1、阿南 剛 1、海法康裕 1、八重樫徹 2、中嶌浩二 2、中川原寛一 2、
佐藤 信 1

1 東北医科薬科大学　医学部　泌尿器科学講座
2 株式会社　日本遺伝子研究所

【目的】Microfluidic device 法は新たな手法で Circulating Tumor Cells（CTC）の検出を試
みる方法であり、微小流路を用いて microfluidic chip の中に血液を流すことにより CTC を
捕捉する方法である。血液を流すところから捕捉までを全て自動で行うので高い感度（94%）
と特異度（100％）を誇る。また、上皮間葉転換（epithelial-mesenchymal transition, EMT）
を起こし、上皮系細胞の特徴を失った CTC も捕捉可能であることも証明されている。今回、
去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）と腎細胞癌（RCC）の 2 癌種において microfluidic device 法
による CTC 測定を行った。

【対象・方法】当院で治療を受けている CRPC および RCC、それぞれ 4 症例を対象にした。
【結果】8 例中 7 例で CTC が観察された（CRPC 群 3 例、RCC 群 4 例）。CRPC 群ではいず
れも EMT を起こしている CTC が観察され、うち 1 例では EMT を起こした CTC のみが観
察された。RCC 群では 3 例で PD-L1 染色を行い、そのうち 2 例で PD-L1 陽性の CTC を認
めた。

【結語】Microfluidic device 法を用いた CTC の測定は、高い検出率（7 例 /8 例）で viable な
循環腫瘍細胞を観察することができた。また EMT を起こしている CTC も捕捉可能であった。

利益相反：ありません
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一般演題 ポスター

A-3 去勢抵抗性前立腺癌の CTC における PSMA 発現意義の検討

金山麻裕子、長屋直哉、永田政義、堀江重郎
順天堂大学泌尿器科学講座

　去勢抵抗性前立腺癌（castration-resistant prostate cancer: CRPC）の治療法は多岐にわたっ
ており、現在日本ではエンザルタミド、アビラテロン、ドセタキセル、カバジタキセル、
Radium 223 が使用可能である。しかしながらこれらの治療選択はバイオマーカーに基づい
たものではなく、主治医の経験に基づいて行われてきた。このようなエンピリックな治療の
問題点として、まず治療効果が得られない患者に投与した場合の副作用が挙げられる。さら
にこれらの薬剤は高価であるため、医療経済への負担が懸念される。したがって、今後は科
学的なエビデンスに基づいた Precision medicine を行うことが求められる。
　そこで我々は非侵襲的な診断方法であるリキッドバイオプシーに注目して、前立腺癌患者
の血中循環腫瘍細胞（circulating tumor cell: CTC）の解析を行ってきた。結果、CTC にお
ける prostate-specific membrane antigen (PSMA) の発現が治療抵抗性の予測因子になりう
ることを明らかにした。22 人の CTC 陽性患者のうち、CTC の PSMA が陽性の患者 11 人は、
陰性患者と比較して治療に関わらず有意に PSA progression-free survival が短かった。CTC
の PSMA 発現は CRPC の予後不良マーカーであると考えられる。

利益相反：なし
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一般演題 ポスター

A-4 難治性前立腺癌に対する Liquid Biopsy System の確立とその臨床応用

小坂威雄、本郷 周、鈴木洋子、鬼頭優美子、大家基嗣
慶應義塾大学　医学部　泌尿器科学教室　

　去勢抵抗性前立腺癌（Castration Resistant Prostate Cancer: CRPC）に対して、2008 年に
はドセタキセル、2014 年にはアンドロゲンシグナル経路阻害剤としてエンザルタミド、アビ
ラテロンが、新規抗がん剤としてカバジタキセルが本邦で承認された。病勢のモニタリング
や至適な薬剤の選択に役立つようなバイオマーカーの登場が期待されている。生検や外科切
除検体を用いた遺伝子解析は、一部のスナップショットに過ぎないため、ゲノム情報の全体
像を反映しているとは言えない。cf-DNA や血液循環がん細胞（CTC）などの Liquid Biopsy 
System は heterogeneity を内包する複数病変に由来し、ゲノム情報の全体像に近い情報を含
むと考えられる。様々な CTC 検出プラットフォームが報告されてきているが、一般的なシ
ステムは上皮性マーカーを指標として回収している。しかし、がんの転移の成立に重要な要
因の一つである上皮から間葉系への形質転換を考慮すると、上皮性マーカーにのみに頼る現
在主流の CTC 回収システムでは補足が不十分で、解析対象の CTC には難治性の要因となる
真の CTC が存在していない可能性が示唆される。
　我々は流体力学を応用したマーカーで選別しないラベルフリーによる次世代の新規 CTC
回収システムを用いた CTC 評価システムを確立した。実際に難治性前立腺癌に応用し、薬
剤選択や、画像検査のタイミングに有用であった症例を経験したので報告する。
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第２回 Liquid Biopsy 研究会

一般演題 ポスター

A-5 尿中 DNA を用いた遺伝子変異解析による腎盂尿管癌の診断の可能性

佐藤悠佑 1、藤井陽一 1, 2、福原 浩 1、小川誠司 2、久米春喜 1

1 東京大学泌尿器科
2 京都大学大学院医学研究科 腫瘍生物学講座

目的
腎盂尿管癌は尿路上皮癌のうちのおよそ 5% を占める。病理組織学的に膀胱癌と同一の形態
をとり、多中心性多発など臨床的にも共通した特徴を有する。しかしながら膀胱癌と異なり、
腎盂尿管癌では微小な病変の早期診断は極めて困難である。また、確定診断のために逆行性
尿路造影検査や尿管鏡検査を施行する際は入院や麻酔を要し、膀胱鏡検査と比較して患者へ
の侵襲・負担が高い。尿細胞診検査が診断の補助として用いられるものの、感度が低いこと
が課題である。

方法
腎盂尿管癌のため東大病院泌尿器科にて腎尿管全摘除術を施行した 5 例を対象とした。術前
および術後 1 週間の時点での尿を 10ml 採取し、その沈査から DNA を抽出した。腫瘍で見
られた遺伝子変異について PCR amplicon を用いた deep sequencing を行い、尿沈渣由来の
DNA にこれらの変異が検出されるか検討した。また、その結果を尿細胞診と比較した。

結果
解析したすべての症例において、術前の尿沈渣由来の DNA から、癌細胞に見られる遺伝子
変異が高頻度に検出された。また、術後 1 週間の時点での尿沈渣由来の DNA からは、これ
らの変異は全く検出されなかった。これらのうち、術前の尿細胞診検査が class3 以下の症例
も複数含まれていた。

考察
尿中 DNA を用いた遺伝子変異解析によって、高感度に腎盂尿管癌の診断が可能となりうる
ことが示唆された。

利益相反：なし
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一般演題 ポスター

B-1 転移性前立腺癌における HSD3B1多型とホルモン療法の予後

塩田真己 1、藤本直浩 2、今田憲二郎 1、柏木英志 1、武内在雄 1、猪口淳一 1、立神勝則 1、
梶岡俊一 1、内海 健 3、江藤正俊 1

1 九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野
2 産業医科大学医学部泌尿器科
3 九州大学大学院医学研究院臨床検査医学

【目的】HSD3B1(rs1047303, 1245C) の変異型は、3β-hydroxysteroid dehydrogenase-1 の活
性上昇を通じて、去勢抵抗性前立腺癌への進展を促進すると考えられている。そこで、日本
人における HSD3B1 の多型の意義について検討した。

【方法】ホルモン療法を施行した転移性前立腺癌 104 例を対象とした。HSD3B1 (rs1047303, 
1245C) の一塩基多型（single-nucleotide polymorphism, SNP）と臨床病理学的因子（年齢、
診断時 PSA、グリソンスコア、臨床病期、ホルモン療法の種類）および予後との相関につい
て検討した。

【結果】HSD3B1(rs1047303, 1245C) の SNP は、AA が 95 例、AC が 7 例、CC が 2 例であっ
た。SNP 間で、臨床病理学的因子に差は認めなかった。しかし、AC および CC の保因者は、
AA 保因者に比べ、進展リスクが優位に高かった（ハザード比（95% 信頼区間），2.34（1.08–4.49），
P = 0.033）。しかしながら、全生存期間については、有意な差を認めなかった。

【結論】日本人においても、HSD3B1(rs1047303, 1245C) の SNP は、前立腺癌に対するホル
モン療法における予後予測因子であり、有望な治療効果予測因子である可能性が示された。

利益相反 : 無
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第２回 Liquid Biopsy 研究会

一般演題 ポスター

B-2 膀胱癌に対する血清 epiplakin の新規腫瘍マーカーとしての有用性

望月康平 1、松本和将 1、柳田憲吾 2、佐藤雄一 2、岩村正嗣 1

1 北里大学医学部泌尿器科学
2 北里大学医療衛生学部臨床検査学

【背景】膀胱癌の診断および経過観察方法として、膀胱鏡と尿細胞診が挙げられるが、病勢
把握には限界があり、早期での腫瘍検出のためのマーカー獲得が望まれている。我々は
proteomics を用いて、腫瘍関連蛋白質検出の一環として epiplakin (EPPK) を見出した。
EPPK は自己免疫性表皮下水疱症の自己抗原として同定された分子量 552kDa の分子で、細
胞骨格結合蛋白として中間径フィラメントと相互作用することは知られている。本研究では
膀胱癌症例で血清 EPPK 発現と臨床病理学所見を比較し、腫瘍マーカーとしての有用性を検
討した。

【方法】北里大学病院において、病理学的に膀胱癌と診断された未治療症例で、その他癌種
の既往が無く研究に同意の得られた症例および、尿路結石患者と健常者を加え対象とした。
Dot Blot 法を用いて血清中の EPPK 発現を検出した。

【結果】膀胱癌症例での血清 EPPK 発現は、健常者と比べて有意に高値を示し (p<0.001)、尿
路結石症例と比較しても有意に高値を認めた (P<0.01)。しかし、T 分類、grade で有意差を
認めなかった。また、臨床病理学的所見を含め多変量解析を行ったが、有意な予後予見因子
は認められなかった。

【結語】血清 EPPK 発現は健常者と比較して、膀胱癌症例で有意に高値を示し、腫瘍の検出
に有用である可能性が示唆された。

利益相反：無し
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一般演題 ポスター

B-3 HDF-DEP チップを用いた誘電泳動に基づく癌細胞の分離

清水 淳 1、西村友美 2、柴沼洋子 1、藤堂景史 1、脇坂嘉一 1、戸井雅和 2

1 株式会社 AFI テクノロジー
2 京都大学大学院医学研究科外科学講座乳腺外科

　末梢循環腫瘍細胞（circulating tumor cell: CTC）は、発現しているマーカー、細胞サイズ、
生死状態、そしてその存在形態（クラスター形成）の点で非常に多様な性状・形態をとるこ
と が 知 ら れ て い る。 こ の 多 様 性 に 対 応 で き る CTC 分 離 方 法 と し て、 誘 電 泳 動

（dielectrophoresis: DEP）を用いた細胞分離が有効か検討した。
　上皮間葉転換（EMT）前後のモデルとして、ヒト乳癌細胞株 MCF7（epithelial-like）と
MDA-MB-231(mesenchymal-like) を用いた。また、通常培地から DEP に必要な低導電率
液体への置換と、赤血球の除去を同時に行える流体力学的フィルター（hydrodynamic 
filtration: HDF）を組み込んだ HDF-DEP チップにより、癌細胞浮遊液からの癌細胞分離を
試みた。その結果、同一の分離条件下で、非標識の両癌細胞株を 95% 以上の効率で分離でき
た。また、分離後の細胞は約 90% の生存率を維持していた。更に、調製した癌細胞中の死細
胞は分離画分中には含まれず、またクラスター形成した状態の癌細胞も単一細胞と同様に誘
電泳動により分離できた。分離後の癌細胞は、その後の培養で増殖性やスフェロイド形成能
を維持していた。これらの結果は、多様な CTC を漏れなく回収するうえで誘電泳動が有用
であることを示唆している。

利益相反：無
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第２回 Liquid Biopsy 研究会

一般演題 ポスター

B-4 生体ナノポアフィルタを用いた核酸分子の一分子検出

多田あすか 1、平谷萌恵 2、 川野竜司 3

1 東京農工大学　工学部　生命工学科
2 東京農工大学　工学府　生命工学専攻
3 東京農工大学　工学研究院　生命機能科学部門

体液中には様々な核酸分子が存在しており、中には Circulating tumor DNA や microRNA
といった腫瘍マーカーとなるような核酸分子が含まれている。しかし数多くの核酸分子が体
液中に存在する中で、腫瘍マーカーとなる核酸分子のみを高感度に検出することは困難であ
る。そこで本研究ではαヘモリシン (αHL) と呼ばれる膜タンパク質を用いて、ターゲット
核酸分子を一分子単位で分離抽出し、配列を特定するシステムを構築した。αHL は直径約 1.4 
nm のナノポアを脂質二分子膜中に形成し、直径 1.0 nm の一本鎖核酸分子は通過することが
できるが直径 2.0 nm の二本鎖核酸分子は通過できない。この性質を利用し、標的核酸以外
の分子と相補鎖を形成するキャプチャー分子を用い、標的核酸のみがナノポアを通過し、標
的分子以外の非ターゲット分子はナノポアを通過しないナノポアフィルタを作製した。この
核酸のナノポア通過挙動はパッチクランプアンプによる測定からチャネル電流として検出す
ることができ、リアルタイムで一分子の抽出・分離を観測できた。抽出した一分子のターゲッ
ト核酸分子は微小液滴に溶解した状態で取り扱うことが可能で、一分子核酸を抽出後 PCR
による増幅、シーケンスにより標的核酸配列を特定することができた。現在は in vitro での
実験系であるが、今後は、実際の体液中からの一分子抽出・分離・検出を目指す。

利益相反 : 無
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一般演題 ポスター

B-5 ナノポア計測と深層学習を用いた一本鎖核酸分子検出

保 皓大、平谷萌恵、川野竜司
東京農工大学 工学府 生命工学専攻

　膜タンパク質の一種であるα- ヘモリシン (αHL) は直径約 1.4 nm のナノポアを有する。
αHL はそのポアサイズにより選択的に一本鎖核酸分子を通過させることができ、ポア内を
流れるイオン電流を計測することで、通過する核酸分子を一分子レベルで検出可能である。
癌の超早期診断マーカーとして注目されているマイクロ RNA(miRNA) も一本鎖の核酸分子
であり、αHL を用いた検出に関する研究もすでに行われている。しかし、ナノポア計測に
おいて核酸分子の検出信号は通過する核酸分子の種類によらず似通っており、通過時間・電
流阻害率といった簡単なパラメータによる統計的な同定が難しい。そのため、癌特異的なパ
ターンを持って複数の種類の発現量が変動する miRNA を、体液中から特異的に検出・定量
できず癌を特定することが困難である。本研究では、ナノポア計測により得られた一本鎖核
酸分子の信号に対しウェーブレット変換（時間 - 周波数変換）を行うことで新たなパラメー
タを取得し、深層学習を用いてパラメータを学習させることで分類器の構築を行った。この
分類器を用いることで、迅速かつラベルフリーな miRNA 検出が可能になる。miRNA は従
来の癌診断では検出できない大きさの癌に対しても体液中濃度が変化するため、超早期の癌
の簡便かつ非侵襲な診断が期待できる。

利益相反：無し
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一般演題 ポスター

B-6  CTC を明視野で検出できる 3D フィルター型微小流体分離デバイスの開発と
その前臨床試験への応用

中西速夫 1、安立弥生 2、服部正也 2、伊藤誠二 3、岩田広治 2

1 愛知県がんセンター　愛知病院　臨床研究検査科
2 愛知県がんセンター　中央病院　乳腺科
3 愛知県がんセンター　中央病院  消化器外科

［目的］血液中循環がん細胞 (CTC) は低侵襲で行える次世代診断ツール (Liquid Biopsy) と
して注目されてきたが、１）数が希少であること、２）多重蛍光染色による CTC の診断精度、
３）測定コストが高いなど種々の課題があり、未だ一般臨床に普及するには至っていない。
今回、２）と３）の課題を解決する 1 つの方法として、CTC を明視野下で細胞診として検出
できる低コストデバイスを開発したので報告する。

［方法］3D 金属 Filter 型微小流体型分離デバイスを用いて CTC を分離し、次に CTC をスラ
イドグラスに転写して免疫染色や Papanicolau 染色を施した永久標本を作成、CTC を明視野
で検出できるデバイスを開発した。今回、このデバイスの応用例として乳癌マウス CTC モ
デルを用いて、化学療法後の CTC の体内動態について検討した。

［結果］担がん（乳癌）マウス CTC モデルを用いて同一マウスで paclitaxel 治療前後に心採
血した血液を用いて CTC の形態と数を細胞診により比較検討した。その結果、治療後早期
に CTC が一過性に増加し、母核分裂異常を示す変性 CTC が多数検出されることが明らかと
なった。

［まとめ］本新規デバイスとマウス CTC モデルを用いて、化学療法により CTC がダイナミッ
クに変化すること、また CTC が化学療法の治療効果のモニタリングに有用である可能性を
明らかにした。

利益相反の有無；なし
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一般演題 ポスター

C-1 A genome-wide 3´UTR collection for high-throughput functional 
screening of miRNA targets

Masato Yonezawa, Patrick Collins, Michael Rose, Shelley Force Aldred,  
Nathan Trinklein and Johanna K. Samuelsson
Active Motif, Inc. Carlsbad, CA

MicroRNAs (miRNAs) are important regulators of gene expression and cellular signaling, 
and thus can also be utilized as potent biomarkers in liquid biopsy. To enable researchers to 
gain a better understanding of miRNA and 3́UTR interactions, we have created a genome-
wide collection of 12,000 3́UTR luciferase reporters along with synthetic miRNA biosensor 
reporter vectors. The 3́UTR reporter vectors use a novel and highly optimized luciferase 
gene and assay reagent for gene regulation studies, the LightSwitchTM Assay System. This 
collection can be used to validate miRNA targets identified by prediction algorithms or 
other experimental methodologies. In this 
study, we performed a screen of a large set of 
predicted miR-122 targets and identified 
several novel targets. A selection of these 
targets was further tested for reproducibility 
and speci f ic ity us ing RT-PCR , dose-
responsiveness and site-directed mutagenesis 
of the seed sequence. This miR-122 case 
study demonstrates that the 3́UTR luciferase 
reporter collection represents a sensitive, 
specific and economical means to probe 
miRNA-UTR interactions and functionally 
validate miRNA targets.

COI: We have no Conflict of Interest to disclose.
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一般演題 ポスター

C-2 リキッドバイオプシーを指向した microRNA 定量検出デバイス

田畑美幸 1、吉岡祐亮 2、合田達郎 1、松元 亮 1、落谷孝広 2、宮原裕二 1

1 東京医科歯科大学生体材料工学研究所バイオエレクトロニクス分野
2 国立がん研究センター研究所分子細胞治療研究分野

がん等の疾患検査を対象としたリキッドバイオプシーでは体液を循環している細胞や核酸が
その検出対象となり、近年はエクソソームとともに、その中に含有される microRNA が注目
されている。microRNA に限らず配列特異的な核酸定量技術は疾病の早期診断や予後観察と
い っ た 臨 床 医 療 に 関 わ る 場 面 に お い て ま す ま す 重 要 と な っ て お り、real-time PCR 
(Polymerase Chain Reaction) に代表されるように光学検出が主流である。一方、小型化、
簡易測定が実現可能なことから電気化学的な核酸検出技術が活発に研究されており、半導体
pH センサを利用した DNA シーケンサが市販されている。しかしながら、半導体 pH センサ
は温度変化により電気特性が著しく変化する性質を持っているため、PCR と組み合わせる場
合には低消費電力化とともに測定中に生じる電位不安定性、ノイズの低減が課題である。そ
こで本研究では、疾病関連 microRNA の配列に対して等温核酸増幅法を用いて、核酸の増幅
と検出を同時に行うだけでなく安定電位計測を実現する小型 pH センサの開発を行った。ス
マートフォン接続型生体情報センサに代表される小型バイオセンサが続々と提案されている
現在、非標識でサーマルサイクラーや光学検出系が不要である本方式は、従来法の PCR と
比較して小型化に有利であり、大病院だけでなく患者宅においても簡便で気軽な疾病検査プ
ラットフォームを提供することが期待される。

利益相反：無
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一般演題 ポスター

C-3  プログラマブル DNA と生体ナノポアによる胆管癌特異的 microRNA 発現パ
ターン認識

平谷萌恵、川野竜司
東京農工大学大学院工学府生命工学専攻

近年癌の早期診断マーカーとして microRNA (miRNA) が注目されている。miRNA は癌特
異性が高く、癌の種類によって異なる種類の miRNA が異なる濃度で発現する。そのため、
癌特異的な miRNA の発現パターンを検出できれば、癌の診断を行うことが可能である。一
方で、miRNA の発現パターンを簡便に検出することは難しい。主に miRNA の検出には
DNA マイクロアレイ法や逆転写ポリメラーゼ連鎖反応法が用いられてきたが、操作が煩雑
で検出に時間を要するため、より簡便な検出法が求められてきた。そこで我々は、プログラ
マブル DNA と生体ナノポアを用いて、胆管癌特異的に過剰発現する 5 種類の miRNA の発
現パターンを認識するシステムを構築した。このシステムでは、まずプログラマブル DNA
が miRNA と結合することで miRNA の発現パターンをコードする。コードされた情報は、
生体ナノポアによってチャネル電流値として出力される。生体ナノポアとは、脂質二分子膜
中にチャネル膜タンパク質によって形成される微小孔である。ナノポアのサイズは一本鎖
DNA をちょうど通過させることができるため、プログラマブル DNA は miRNA との二本鎖
をほどきながらゆっくりとポア内を通過する。この時の通過時間をチャネル電流の阻害時間
として出力することで、miRNA の発現パターンを読み取った。その結果、発現パターンによっ
て異なる阻害時間が得られ、迅速・ラベルフリーにパターン認識を行うことに成功した。今
後は、体液からの癌診断や Point-of-care 検査などの簡易癌診断への応用を目指す。

利益相反の有無：無し
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第２回 Liquid Biopsy 研究会

一般演題 ポスター

C-4  Exosomal miR-224 as a prognostic marker for clear cell renal cell 
carcinoma.

藤井央法 1、平田 寛 1、上野耕司 2、佐本征弘 1、森 純一 1, 岡 真太郎 1、 清水宏輔 1、 
川井禎久 1、 井上 亮 1、 山本義明 1、 松本洋明 1、島袋智之 1、有働公一 3、星井嘉信 4、 
Rajvir Dahiya5、松山豪泰 1

1 山口大学大学院医学系研究科　泌尿器科学講座
2 山口大学大学院　医学系研究科　修復医学教育研究センター
3 山口大学総合科学実験センター　生体分析実験施設
4 山口大学医学部附属病院病理診断科
5  Department of Urology, San Francisco Veterans Affairs Medical Center and University of 

California at San Francisco, San Francisco, California

目的；近年、早期診断や治療効果を予測するためのバイオマーカー検索を目的とした低侵襲
な liquid biopsy が注目されている。泌尿器科癌分野においても、liquid biopsy の 1 つである
exosome が注目され、exosome 内 miRNA が癌の進行や転移について関連しているとの報告
もされている。我々は、がん細胞内 miR-224 が淡明型腎細胞癌で発現が高く、癌の進展や転
移に関連があることを以前報告した。今回、淡明型腎細胞癌における exosome に含有されて
いる細胞外 miR-224 の役割について検討を行った。
対象と方法；当院で外科的治療が施行された非転移性腎細胞癌患者 108 人を対象とし、術前
の血清から exosome を採取し、exosomal miR-224 の発現と予後の検討した。また、転移性
腎癌細胞株 (Caki-1) から抽出した exosome を原発性腎癌細胞株 (769-P) へ添加し、添加さ
れた exosome の取り込みと機能解析を行い、exosome の細胞間相互作用についても検討した。
結 果；Exosomal miR-224 高 発 現 群 は、 低 発 現 群 に 比 し て、 有 意 に progression-free 
survival、cancer-specific survival、overall survival が 短 か く、 多 変 量 解 析 に お い て も , 
exosomal miR-224 高発現はこれらの予後に関連した独立予後因子であった。Caki-1（miR-
224 高発現株）培養上清から抽出した exosome を 769-P（miR-224 低発現株）へ添加すると、
cell viability と invasion が有意に増加し、apoptotic cells は有意に減少を認めた。また、蛍光
免染において Caki-1 由来の exosome が 769-P の細胞内に取り込まれ、細胞内の miR-224 発
現レベルも有意な増加が認められた。
結論；Exosomal miR-224 はがん悪性度を亢進させ、淡明型腎細胞癌において有用な予後予
測マーカーとなる可能性が示唆された。

利益相反：なし
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一般演題 ポスター

C-5 尿エクソソームを用いた尿路感染症診断法

水谷晃輔 1、川上恭司郎 2、藤田泰典 2、堀江憲吾 1、亀山紘司 3、伊藤雅史 2、出口隆 1

1 岐阜大学大学院医学系研究科泌尿器科学分野
2 東京都健康長寿医療センター研究所老化機構研究チーム
3 高山赤十字病院　泌尿器科

目的：尿路感染症は症状、血液検査、尿検査、画像検査などで総合的に診断されるが、高齢
者では自覚症状が明確でない場合も多いため他の感染症との鑑別に迷う例も少なくない。さ
らに治療を要しない無症候性細菌尿の存在が尿路感染症の診断を困難にさせている。現在、
無症候性細菌尿と治療を要する症候性尿路感染症を簡単に判別するマーカーはない。そこで
尿エクソソームの尿路感染症マーカーとしての有用性を検討した。
方法：尿路上皮細胞（SV-HUC-1）と単球系細胞（THP-1）を大腸菌または LPS で刺激、
その細胞上清からエクソソームを精製し、各タンパクの発現を検討した。尿路感染患者（5 名）
の治療前と治療後の尿からエクソソームを精製し各因子の比較を行った。尿路感染症患者と
無症候性細菌尿患者の尿からエクソソームを精製し各因子の比較を行った。
結果：大腸菌または LPS で刺激した細胞のエクソソームでは Akt または NF-κB が増加し
ていた。尿路感染症治療後の尿エクソソーム中の Akt、CD9 は治療前と比較して有意に低下
していた。尿路感染症患者の尿エクソソーム中の Akt、CD9 は無症候性細菌尿患者に比べて
有意に高かった。
結論：細菌刺激により尿エクソソーム量または内包する Akt、NF-κB の量が増加するが、
それらは細菌との共存ではなく感染の成立により増加する可能性が示唆され、尿路感染症と
無症候性細菌尿の鑑別マーカーになり得る。

利益相反： 本研究の一部は 2015 年度 GSK ジャパン研究助成を受けて行いました。  
その他の開示すべき利益相反はありません。
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