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研究成果の概要（和文）：本研究は悪性脳腫瘍のひとつである膠芽腫の早期発見を可能とし、病勢を反映するバ
イオマーカーを同定することを目的とする。患者由来の髄液を先進的なプロテオミクスによって解析し、これま
でに十数種類のバイオマーカー候補タンパク質を同定した。その一部を詳細に解析したところ、腫瘍の血管新生
に関わるタンパク質で、膠芽腫のバイオマオーカーとしてはこれまでに報告のない新規性の高いものであること
を突き止めた。またこのタンパク質は神経膠腫の中でも悪性度の高い膠芽腫に特異的に高発現していることが明
らかとなった。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this study is establishment of the biomarker that can
identify glioblastoma, one of the most malignant brain tumor, early in the disease progression and
recurrent stage. We analyzed cerebrospinal fluid derived from patients with the innovative
proteomics and identified several biomarker candidate proteins. One of the candidates was involved
in tumor angiogenesis and found that it is highly expressed in glioblastoma. This protein has never
been reported as a biomarker of glioblastoma. In addition, it was also revealed that this candidate
protein was highly expressed specifically in glioblastoma.

研究分野： 脳腫瘍
キーワード： バイオマーカー
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様 式 Ｃ−１９、Ｆ−１９−１、Ｚ−１９、ＣＫ−１９（共通）
１．研究開始当初の背景
(1) 切望される膠芽腫のバイオマーカー
いまだ人類が克服できていない疾患の代表
である膠芽腫は、飛躍的な治療成績向上のた
めバイオマーカーの同定が切望されている。
膠芽腫の初期治療後には
pseudoprogression と呼ばれる病態がしば
しば出現し、真の再発との鑑別に難渋する
ことがある。2 者を鑑別し時間の浪費や無
用の手術を避けるためにもバイオマーカー
の需要は高い。

(2) バイオマーカー探索に関わる問題
従来のゲノミクスやプロテオミクスにおい
てもバイオマーカーの候補分子を同定する
ことは可能であったが、次の段階で候補分
子を絞り込み、バイオマーカーを同定する
ための個別のタンパク質定量系に問題があ
った。定量系が全くないタンパク質に関し
ては抗体を個別に作成する必要があり、抗
原タンパク質の作成、
免疫による抗体作製、
抗体の特異性検討という行程をふむため短
くても１年程度の期間を要し、動物実験と
いう倫理的問題を有していた。我々が今回
用いる革新的プロテオミクスは、質量分析
計を格段に応用した技術として開発したも
のである。標的タンパク質自身を同定・定
量するのではなく、標的タンパク質を加水
分解酵素によって消化し生成される標的特
異的な親水性ペプチド
（標的対象ペプチド）
を同定・定量する（Kamiie et al. Pharm Res
2008）
。
これにより抗体を用いた場合と同等
あるいはそれ以上の感度で、膜タンパク質
を含め多数の標的タンパク質を一斉定量す
ることが可能である。
２．研究の目的
本研究では治療前の検体解析を中心とする
これまでのバイオマーマーカー探索とは異
なり脳脊髄液（髄液）を経時的に分析するこ
とで病勢を反映、究極的には早期発見を可能
とするマーカーを同定することを目的とす
る。病勢を反映するバイオマーカーの同定は
pseudoprogression と真の再発との鑑別を可
能にし、前者であれば無用の治療を回避し後
者であれば早期の治療介入が実現する。
３．研究の方法
(1) バイオマーカーの抽出
血液と比べて含有タンパク質の種類が少な
く、血液脳関門よりも腫瘍側で循環する髄液
をターゲットとして、治療前後および腫瘍再
発時のタンパク質プロファイルを作成する。
各採取時点のプロファイルを比較して含有
量に著明な差があるタンパク質をマーカー
候補として絞り込み、コントロール症例と比
較することで膠芽腫の髄液中マーカーを同
定する。

(2) 候補分子の検証
同定したマーカー分子の局在を免疫組織化
学で、機能解析を細胞および動物実験で行い、
マーカーとしての妥当性を評価する。具体的
には、抽出時に用いた症例とは異なる症例群
を用いて免疫組織化学による検証を行うこ
とで抽出されたマーカー候補分子の妥当性
を確認する。また、既存の膠芽腫細胞株（T98、
U87、U251）および独自に樹立した膠芽腫幹
細胞株（KSG01）を用いて、阻害剤投与や発
現を変化させて増殖アッセイ、浸潤アッセイ
を行うことで機能を解析する。膠芽腫の生物
学的特性に関与していることが示されれば、
動物モデルを使用してその信頼性を担保す
る。
４．研究成果
(1) マーカー候補分子の抽出
患者由来の髄液をプロテオミクス SWATH 法に
よって解析した。治療前、治療後、再発時で
高発現、低発現、高発現と変化したものを抽
出した。これまでに 11 種類のバイオマーカ
ー候補タンパク質を同定した（図１、２）。
その一部を詳細に解析し、腫瘍の血管新生に
関わるタンパク質であり、膠芽腫のバイオマ
オーカーとしてはこれまでに報告のない新
規性の高いものであることがわかった。

（図１．候補分子１）

（図２．候補分子２）
(2) 候補分子の検証
同定された分子のうち１種類に関して、49 例
の膠芽腫（WHO grade 4）および 18 例の対象
標本（膠芽腫以外の低悪性度神経膠腫：WHO
grade 2‑3）を用いて免疫組織化学を行った
ところ、膠芽腫において発現が有意に上昇し
ていることが明らかになった（図３）
。
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（図３．悪性度と候補分子の発現の相関）
また、治療前、治療後、再発時の各時点にお
ける腫瘍体積を MRI 画像から算出し、この分
子の発現変化との相関を解析したところ、腫
瘍体積と候補分子の挙動が正の相関をしめ
した。よってこの分子は膠芽腫の診断マーカ
ーとして有用であることが示唆された。今後、
この分子の阻害薬やノックダウンなどによ
る膠芽腫細胞の挙動変化を増殖アッセイ、浸
潤アッセイなどで評価し、マーカーとしての
妥当性や治療標的としての可能性を検証す
る予定である。
(3) 研究の問題点および展望
他のマーカー候補タンパク質についても同
様に解析を平行しているが、免疫組織化学に
おける染色性が安定していない。原因として
はそれらのタンパク質が分泌性であること
や生物学的半減期が短いことが考えられた。
対応としてはウエスタンブロットによる使
用する抗体の見直し、RT‑PCR による遺伝子レ
ベルでの発現との相関解析を検討している。
上記の問題点から SWATH 法が免疫組織化学な
ど従来のプロテオミクスよりも微量なタン
パク質を高感度に定量できることが改めて
明らかになった。さらに症例を増やして解析
を進める予定である。
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