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は じ め に

1980年代初頭か ら爆発的に進展 した癌遺伝子 と癌

抑制遺伝子の研究によって,今 日では癌化について

の基本的な理解がほぼ得 られたといってよい段階に

達 した.即 ち,ヒ トの癌化にはこれらの遺伝子の様々

な遺伝子異常(遺 伝的及び非遺伝的な変化)が 関係

し,長 期間にわたる腫瘍の進展はこれらの遺伝子異

常が様々な組合せ で蓄積する多段階変化によること

が判明してきた.こ のことは各々の癌に個性がある

ことを意味する.腫 瘍の遺伝子診断はこのような個

性を明らかにすることによって,良 性-悪 性(予 後)

の判定,治 療手段の選択や効果の判定,転 移の有無

や再発可能性の判定などの有用な情報 を得 ることが

でき,将 来的にも非常に期待 される分野である.ま

た,自 覚症状のない癌患者の早期発見法 としての遺

伝子診断は特に期待 される分野である.さ らに,癌

の予防や早期発見に関係 して,発 癌の リスクに影響

する 「体質遺伝」の研究 も大きく進歩しつつある.

本稿ではこのような癌の遺伝子科学的な研究の進

展をたどり,こ れまでの成果 とその応用について概

説する.ま た,癌 における遺伝子異常の総合的検索

と癌の早期発見 を目的 とした非侵襲的遺伝子診断法

の開発,並 びに癌体質遺伝の実体解明に関する我々

の研究の現状について,臨 床家にご理解戴けるよう

に技術 的な側面 を加 えて,簡 単 に解 説 したい.

癌 と 遺 伝 子

A.　 癌 遺 伝 子

過 去20年 ほ どの分子腫瘍学研 究が もたら した最大

の成果は,「 癌 が遺伝子 の変化 に よる病 気で あ る」と

いう知 見であろ う. 1980年 代 前半 か ら細胞 を癌化 に

導 くPositive因 子 としての 「癌遺伝子」が次 々 と発

見 され,そ れ らを活性化状 態に変化 させ る遺伝子 異

常 も点突然変異に よるras遺 伝 子群,染 色体転座 に

よるc-myc, c-abl遺 伝 子,遺 伝 子増幅に よ るN

-myc, HER2等 多様 な ものがあ るこ とが知 られて き

た.こ の よ うな 「癌 遺伝 子に変化 しうる遺伝子」 を

原癌遺伝 子(プ ロ トオンコジー ン-Protooncogene)

と総称す るが,こ れ らは全 ての高等動物 だけでな く

多 くの下等真核 生物(酵 母や線虫)で も保存 されて

お り,細 胞の増殖や分 化 を司 る外界か ら細胞核へ の

信号伝達経路に関わる重要な遺伝子群 である(表1).

これ までに200種 を超 えるプ ロ ト癌遺伝 子が知 られて

いるが,そ れ らの約半数 は造血器腫瘍 な どの染色体

転座 か ら明 らか にされ た転写制御 因子 であ る.一 般

的には特定 の腫瘍 に特定 の遺伝 子異常 が随伴 す るこ

とが多い.癌 遺伝子 の中で最 も広汎 で且つ高頻度 に

異常(活 性化変 異)を 示す のは,筆 者 らが1982～1983

年 にかけて単離 したH-ras, N-ras, K-rasの いわ

ゆ るRAS遺 伝 子群 であ る1).何 れの遺伝子産物 も互

いに良 く保 存 され た計188～189ア ミノ酸残基 か ら成

るGTP結 合蛋 白で,増 殖 因子受容体 か らの信号 を

核 に伝達 す る主要 な経路の 因子 であ るが, N末 端か

ら12番 目又 は61番 目のア ミノ酸が 置換 す るよ うな点

突然変異に よって恒常的活性化 蛋 白とな り,細 胞 の
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増殖 を促進 す る. 3種 のras遺 伝 子群 の何 れかに12

又は61番 目のア ミノ酸置換が生 じた ヒ ト腫瘍 は,こ

れまで調べ られた約15,000検 体 のうち約4,500検 体(約

30%)に のぼ り,中 で も膵癌(K-ras, ～90%),大

腸癌(K-ras, ～50%),肺 癌(K-ras, ～35%),骨

髄性腫瘍(N-ras, ～30%)な どが高頻度 の ものであ

る.但 し胃癌や食道癌,腎 癌等 では極 めて低頻度 で

あ る. ras遺 伝子群の ほかに変 異による活性化癌遺伝

子は,肝 芽腫,肝 癌,大 腸癌 等におけ るCTNNB 1

 (β-カテニ ン)2)や メラノーマの約66%で 変 異が見 ら

れ たB-raf3)等 が知 られてい る.ま た上皮増殖 因子受

容体(EGFR)に 類縁のc-erbB 2 (NEU/HER 2)

遺伝子の増幅や過剰 発現は乳癌 など多 くの癌腫で高

頻度 に見 られ るため,抗HER 2中 和 抗体 は治療薬 と

して有望視 され ている.以 上の他 に も未知 の癌遺伝

子候補が 多数存在 し,最 終的 には1,000種 を超 える と

予想 され ている.

表1　 癌遺伝子となりうる遺伝子一覧

注) v-oncと は動物の発癌性 レ トロウイルスで同定 された癌遺伝子で,右 のヒ ト遺伝 子 と類縁があ る.右 項の太

字で示 した ものは ヒ ト腫瘍 にお いて変 異,転 座,増 幅,過 剰発現 などがある遺伝子で,う ち下線の ものは頻度

が高い.第 Ⅳ群の転写因子 には他に も非常に 多くの活性化 された遺伝子がある.
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B.　癌抑制遺伝子

ヒ トの発癌 には上記 の 「癌遺伝子生成」 だけでな

く,通 常 は癌化 を抑制す る作用 を示 す 「癌抑制遺伝

子」(Tumor Suppressor Gene-TSG)の 不活化 が

よ り重要 な遺伝子変化 として登場 して きた. 1986年

に発見 された遺伝性網膜芽細 胞腫(RB)の 原因遺伝

子RB1が その最 初の例 で あるが4),本 蛋白は一般 の

細胞において も転写活性化 因子 を トラップ して細胞

周期 を負に調節す る重要 な因子であ るこ とが判明 し

た.そ の後Wilms'腫 瘍か らWT 15),遺 伝性大腸

腺腫症か らAPC6),遺 伝性 腎癌 か らVHL7),遺 伝性

乳癌か らBRCA 18), BRCA 29)な どの癌抑制遺伝子

が次々 と発見 され,遺 伝性腫瘍 と癌抑制遺伝子の密

接 な関連が実証 された.さ らに,以 前 は癌遺伝子 と

思われていたp53遺 伝 子が実 は変 異体 で,正 常p53

遺伝子 は重要 な癌抑制遺伝子 であ るこ とが1989年 に

判明 した10).第17染 色体 短腕にあるp53遺 伝 子の異常

は全ての悪性腫瘍 の50～70%に 見 られ,こ れ までに

知 られて いる癌 関連遺伝 子異常 の中で最 も高頻度且

つ広範囲 であ る. p53の 機能は細胞周期調節, DNA

修復機構の制御,細 胞分化 の制御,制 御不能細胞の

アポ トー シス誘 導な ど多面的 な もの で,「ゲ ノムの守

護神」 と呼ばれ るとお り,個 体 を各種の ス トレスか

ら守 ることにあ る.本 遺伝子 の異常 を受け継 ぐLi

Fraumeni症 候群 は若年性腫瘍(グ リオーマ,乳 癌,

急性 白血病,リ ンパ腫,肉 腫)が 高頻度に発症す る.

癌抑制遺伝子不活化 の特徴 は二つの遺伝子座 位の

うち一方が染 色体 の一部 又は全体の欠失に よって消

失す る(ヘテロ接合性消失;Loss of Heterozygosity

-LOH)こ とと,残 存座位が変 異や メチル化等に よっ

て不活化 す るこ とである.両 遺伝子座位 共に欠失,

変異 または メチル化が起 こるこ とに よって正常 蛋 白

が欠損す る機構 も考 え られ る.こ の よ うな点か ら,

染色体 のホモ欠失部位やLOH部 位 を検 索す ること

によって,多 くの癌抑制遺伝子候 補が発 見 されつつ

ある.し か しなが ら,各 種 の ヒ ト癌に共通,ま たは

特定の癌 に特徴的 であ って,癌 抑制遺伝 子が未だ特

定 され ていない高頻度LOH領 域 が各染 色体 に多数

存在す るため,未 知 の癌抑制遺伝 子が他 に少な くと

も50種 は存在 す る と思われ る.こ れ までに癌抑制遺

伝子 としてほぼ認知 された遺伝 子群 を表2に 掲げる.

イタ リックで示 した ものは不 活化 点突然変 異が複数

種確認 された ものであ るが, CDKN 2AやDPC-4

はホモ欠失や プロモー ター メチル化 に よる不活化 が

多い.多 くの腫瘍 に広 く異常 が検 出 され るのは, p53,

 CDKN 2A (p16, p19), PTEN, FHIT, RASSF 1

等 である.

DNA修 復関連遺伝子は直接癌化の過程を抑制す

ることはないが,間 接的に癌化を防止す る遺伝子群

として重要な意味を持つ.遺 伝性高発癌性症候群の

中にこれらの遺伝子欠損症が多く,色 素性乾皮症の

除去修復遺伝子群XPA～G,遺 伝性非腺腫性大腸

癌(HNPCC)の ミスマッチ修復遺伝子hMLH 1,

 hMSH 2,遺 伝性修復欠損症のATM, WRN, BLM

遺伝子などが典型例である.

C.　 多段 階発癌

癌 の進展 を経時的に解析 し,幾 つかの遺伝子 異常

が癌 の進展 に伴 って蓄積 す る,い わゆ る発癌 と悪性

化の 「多段 階発癌」がVogelsteinら11)に よって提唱

された.大 腸癌 の例 では,ま ずTSGで あ るAPCの

機能 消失が引 き金 とな り, K-ras12コ ドン変異, p53

遺伝 子のLOHと 変 異,の プロセス を経て真の悪性

腫瘍 に進展 す るこ とが ほぼ実証 されてい る.さ らに

血管誘導 因子 の活性化,浸 潤や転移 に関係 す る遺伝

子(発 現)の 変化 な どが付加す る と重 篤な進行 癌 に

進展 す るこ とになる.こ の過程 では,あ る段 階の過

増殖細 胞群 の中で次の段階 に変化 した細 胞群 が選択

的に増殖す る,ク ローナ ル選択増殖(Clonal Expan

sion)が 繰 り返 されてお り,人 体 内での 自然選 択 によ

る小進化が起 こっている とも言え る(図1).こ の選

抜 の機構 によ り,例 えばras遺 伝子 の特 定の部位の

変異があたか も選択的 に起 こってい るよ うに見 える

のであ る.こ のよ うに癌細胞 では結果 的に 多 くの遺

伝子 異常が蓄積 しているこ とが 多いが,確 率 的 には

極め て起 こ りに くいこの現象 には,ク ロー ン選択増

殖, DNA修 復能の欠損,ゲ ノムの不安 定性やチ ェ ッ

クポイ ン ト機能 の欠損,あ るいは生体 防衛機構 であ

る免疫や アポ トー シスか らの回避,な ど様々 な要 因

が関与す るこ とが 明 らか にな ってい る.こ の よ うに,

癌 におけ る癌 関連 遺伝 子の異常 は実に 多様 であ り,

多 くの遺伝 子の組合 ぜを考慮す ると更に複雑になる.

例 えば, 100種 の癌化 関連 遺伝 子中 で任意 の5種 の遺
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表2　 癌抑制遺伝子一覧

注) イタ リックで示 した ものは癌 において不活性化変 異が見 られ るもの.但 し, BRCA 1, 2は 癌 自体での変異 は少 な く,遺 伝性 の変異が圧倒的 であ

る.

図1　 癌発症と進展の多段階説

注) 様 々 な遺伝 子異 常が様 々 な組合せ と順 番 で蓄 積す る.従 って全てがモ ノクロー

ナ ル とは限 らない.
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伝子の異常が,あ る細胞 に生 じる組合せ は約 十億 通

りとなる.こ の こ とは,同 じような癌 で も症例毎 に

その遺伝 子異常 の詳細 な点 では異な ってい る,す な

わち,“ 個 々の癌 には個性 があ る”とい う重要な結論

を導 くこととな る.従 って,癌 化 の分 子機構 は極 め

て多様性に富み,診 断や 治療 に困難が予想 され るこ

とを意味す る.そ れゆ えに,癌 の個性 を把 握 した上

での効果的 な治療 法の策定が「テー ラー メイ ド医療 」

の典型 として注 目され るゆ えんであ る.こ れ を本格

的に実施す るためには,分 子診断 も個 々の腫 瘍 ごと

にユニー クなもの として徹 底的に解 析す る必要 があ

る.

遺伝子異常の多様性

癌化と癌の進展における遺伝子の異常は1塩 基対

の変化から1本 の染色体全体を単位 とするものまで

あり,多 種多様である(表3).癌 細胞で見い出され

るこれらの変化には,癌 化に直接関係 したものと,

そうでない二次的なものも含まれるため注意を要す

る.一 般に長期間を経た進行癌では染色体構成も大

幅に変化 してお り,こ れらの鑑別は困難である.遺

伝子異常は光学顕微鏡で観察できるか否かで大きく

2群 に分けられる.

[表3の 付記]

1)　相互転座:非 相同染色体間の組み換えにより

生じる.悪性腫瘍ではこれまで200種 類以上の相互転

座が知られ,特 定の腫瘍に高頻度に見 られることが

多い12).うち約80種 では再配列遺伝子 も特定 されてい

る.再 配列による発現制御異常や融合遺伝子産物の

生成が癌化に関与す る.

2)　点突然変 異: 1塩 基対 の変化 で,こ れが集団

中で1%以 上 を占め る遺伝的変化(生 殖細胞系列 変

異)で あ る場合 は,特 に単塩基 多型(Single Nu

cleotide Polymorphism-SNP)と 呼ぶ.癌 細胞で見

い出 される癌化関連遺伝子の変異は 多 くが体細胞変

異(Somatic mutation)で あ り,子 孫に遺伝す るこ

とはない.

フレームシフ ト変異では,そ の場所以降の蛋白の

アミノ酸配列が大 きく変わり,ま た殆 ど全てで下流

に停止 コドンが出現 して蛋白の活性を喪失させ る.

ミスセンス変異は当該遺伝子産物の質的変化をもた

らし,機 能 の消失(不 活化),昂 進(活 性化),中 立,

の何 れかであ る.ナ ンセ ンス変異 では蛋 白のサ イズ

が不完全 であ るため,多 くの場合 活性 を失 う.

3)　修飾異常:遺 伝的変化ではないが,遺 伝子の

発現制御領域におけるDNAの 修飾,特 にCpGア

イランド領域のC-メ チル化異常は当該遺伝子の発現

に大 きな変化 を来たす.一 般的にメチル化昂進は発

現の低化 を,メチル化消失は発現の促進 をもたらす.

メチル化パターンは細胞分裂後の娘細胞に受け継が

れるため,か な り安定な形質 としてその細胞集団に

保存される.癌 化の場合, LOHと 残存遺伝子座位の

高度 メチル化により,あ るTSGが 失活する例が近

年多数知 られている.

遣伝子異常の解析法

1.　数MB(106塩 基対)以 上のマ ク ロな異 常の検 出

法

1)　直接観察法:分 染された分裂中期核の染色体

を光学顕微鏡により観察する.一 時培養に有利な血

球系腫瘍の研究が先行 したが,近 年固形癌の研究 も

進んでいる.

2)　Fluorescence in situ hybridization (FISH)

法:蛍 光標識 プロー ブを用 いたin Situハ イブ リダ

イゼー ションによ り,特 定染色体領域 の遺伝 子マ ッ

ピング,転 座, LOHや 染色体数 の増減 な どを解 析す

る.近 年,間 期細胞核 におけ る高解像度解析 法が開

発 され,固 形癌へ の応用 も広 がってい る.ま た, FISH

を応用 したCGH (Comparative Genomic Hybridi

zation)は,比 較 したい二つ の細胞集 団のDNAを

各々種類 の異な る蛍光 色素 で標識 したプ ローブ を用

い,標 準的な染 色体標本 にハ イブ リダイズさせ るこ

とに よ り,二 つの細 胞集 団間のゲ ノム構 造の差(各

染色体領域 の コピー数 の増減)を 検 出す る もの であ

る.解 像 度に限界があ り,例 えば1MB程 度以下 の

LOHは 捕捉 し難 いが,比 較 的大 きな欠損や増幅領域

を特 定で きる.

2.　中程度 の遺伝 子異常(kbpオ ーダー)の 検 出法

1)　サザーンプロッ ト法(Southern blot hybridiza

tion)13):既 知 の遺伝 子の構 造変化や 増幅 を検 出/解

析す る最 も標準的 な方法 であ る.明 確 なDNA断 片
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として検 出す るために種 々の制 限酵素 で断片化 した

DNAを ゲル電気泳動後,ニ トロセル ロー スやナ イロ

ン膜 に転写(プ ロッ ト)し て, RIや 化学発光 で標識

したプ ロー プ(例:目 的遺伝子の転写産物 のcDNA)

とハ イプ リダイズさせ る.約50kbpま でのDNA断

片の解析が普通 であ る.

表3　 ヒト腫瘍における遣伝的変化の種類

注) 頻度 としては点突然変異, DNA修 飾異常,微 小欠失が高い(本 文中の付記参照).

2)　マイ クロサテライ ト解析: 1～7bpの 繰 り返

しか ら成 る反復配列[(A) n, (CA) n, (CAG) nな ど]

をマ イ クロサ テライ ト(MS)と 呼 び,ヒ トゲノム中

の主に イン トロンにおよそ十万 ヵ所以上分布す る.

特 に2個 以上の塩 基対の単位か ら成 る もの はそれ ら

の反復数 が極め て多様性 に富み,人 種,家 系,個 人

毎 に個性 があ るため染 色体 の特定 の領域 のマー カー

(多型STSと 呼ばれ る)と して有 用であ る.具 体

的には, MSを 挟むユ ニー ク配列 のプ ラィマー(合

成1本 鎖 オ リゴヌクレオチ ド, 15～25b)を 用いて

ゲノムDNAをPCR (Polymerase Chain Reaction)

で増幅 し,電 気泳動 等の方法 でサ イズの分布差 を比

較す る簡便 な方法であ る(図2).検 出はRI標 識,

銀染色法,蛍 光 標識な どを用い,目 的や利用可能 な

機器に よって使 い分 け るが,最 近は蛍光標識プ ライ

マ一か らのPCR産 物 をキャピラ リー シー ケンサー

に よ り自動解析 す るGene-Scan法 が最 も一般的 で

ある.両 親の各々に由来す る相同染色体 上の 同一遺
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伝子領域 のMSが 区別 で きれ ば[例: (CA) nが21

回 と23回],癌 組織にお いて これ らの どちらかが欠失

しているか否かを検証 できる.欠 失がある場合 をLOH

 (Loss of Heterozygosity)と 呼び,癌 抑制遺伝子

等の検索 に極め て有効 である.一 方,両 親由来 の遺

伝子座位 のあるMSが 全 く同 じ場合 はこれ らを区別

できないため,"Not Informative (NI)"と してい

る. NIが 少 ない,即 ちヘ テロ接合性の高いMSほ

ど有用 である.癌 組織 のDNAで,あ るMSのPCR

断片が様々 な大 きさに分 かれ た場合 は 「マイ クロサ

テライ ト不安 定性」(MI+, MSI+ま たはRER+)

と呼び, DNA複 製時のエ ラーが蓄積 す る ミスマ ッチ

修復欠損の表現型であ る14).

図2　 マ イク ロサ テ ラ イ ト解 析 の 原理

注) NIの 患者Aで は二 つの ア レルが 同 じ(CA)反 復

数で 区別 がつ か ない.患 者Bの 癌-2で はア レル2が

欠失 して い るが,混 在 す る非癌 細 胞 の ため,薄 く見

え る.

3)　 ゲ ノ ム 走 査 法(Genomic Scanning)

ゲノムDNA全 体 を対象 として,癌 と正常組織

DNAと の差異を検出する方法である.個人差(多 型)

を排除するために,同 一個人の正常組織(血 球)DNA

を必ず対照 として比較する必要がある. PCRを 用い

るか否かで大別 して二通 りの方法がある.

3-1)　 非PCR法

反復配列 プロー ブに よるサザー ンブロ ッ ト法

全 ゲ ノムDNAを 制 限酵素処理 後,長 距離電気泳

動 して中程度 の反復配列 フ ァ ミリー(LINEな ど)

をプロー ブ としたサザー ン法 を行 な う.

RLGS (Restriction Landmark Genomic

 Scanning)法15)

低頻度の制 限酵素 で処理 したDNA末 端 を標 識 し,

泳動後 に別 の酵素 で切断 して二次元 ゲルに展開す る.

約2,000ス ポ ッ トを比較で き,お よそ1MBに1ヵ 所

のラン ドマー クを設定可能 である.メ チル化 の変化

な どの解析 に威力 を発揮 す る.

3-2)　 PCR併 用法

AP-PCR (Arbitrarily-primed PCR)法16)

任意のプライマーによるPCRで 同時増幅 したPCR

断片長 を比較す るもので,同 時に 多数 の検体 を解析

で きるが,実 験毎の再 現性に若干の問題が あ る.

Alu-PCR法

ヒ トゲ ノム中に約4×105コ ピー散在 す るAlu-反

復配列(約300bp)中 のプ ライマー を用いてPCRし,

 Alu配 列間の距離の変化 を検出す る方法 で我 々が開

発 した.

RDA (Representational Difference Analy

sis)法17)

PCRと 特 異 的ア ン カー プ ライマー を利用 した

Genetic Subtraction(差 し引 き法)で あ る.比 較 し

たい二つの細胞群 問 でゲ ノムの欠損又 は獲得 があ る

時,鋭 敏 に濃縮 して クローニ ングす る方法 であ る.

ただ し, LOHは 検出困難であ る.最 近 この方法で第

8染 色体短腕の乳癌抑制遺伝子候補, DBC-2が 特定

され た18).

3.　 ミク ロな遺伝子異常(数bp以 内)の 検 出法

A.　特定の遺伝子中の部位不明の変異を検索する方

法

① PCR-SSCP (PCR-Single-Strand DNA Con

formational Polymorphism)(単 鎖DNA構 造

多 型 解 析 法)

本邦 で林,関 谷 らによって開発 された もの で19), 1
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本鎖DNA (PCR断 片)の 変異による二次構造の変

化を非変性ゲルで検出する方法である(図3).原 法

のRI標 識だけでなく,銀 染色や蛍光標識法でも良

い結果が得 られるが,解 析範囲が約400塩 基対までと

やや短 く,ゲ ノムDNAを 解析する際には各エ クソ

ン毎にプライマーを設定する必要がある.ま た,必

ずしも全ての変異 を検出できるとは限らない等の難

点がある.筆 者らは全長mRNAに 対応す るcDNA

をRT-PCRで 増幅 し,制 限酵素処理後の末端 を蛍

光標識す ることにより,遺 伝子全領域の変異 を同時

に検索す る改良法 を開発 し,新 しい知見を得ている.

本法では変異の高感度検出は困難である.

② ミスマッチ特異的鎖切断法

標 識 した正常 配列プ ローブ(PCR産 物やRNA)

に,変 異 を含む配列のPCR断 片 をハ イブ リダイズ

させ,そ の後酵素や試薬 を用 いて ミスマ ッチ特 異的

に切 断 して正 常 よ り短 くなったプ ロー ブ を検 出方法

で ある.ミ スマ ッチ特異的切断法 としては, RNaseA

 (RNAの 場合),化 学修 飾法,大 腸菌 ミスマ ッチ修

復酵素 系 などがあ る.

図3　 PCR-SSCP法 に よ る遺伝 子変 異 の検 出

注) SSCP法 によるポリアクリルアミドゲル電気泳動

は種々のゲル濃度や架橋条件,温 度や電位差勾配と

泳動時間などの泳動条件によって結果が大きく異な

るため,最 適条件を検討する必要がある.

③ 変 性 剤 濃 度 勾 配 電 気 泳 動 法(Danaturing

 Gradient Gel Electrophoresis-DGGE)

尿素 とホルムア ミ ドの濃度勾配ゲ ルで泳動す るこ

とによ り,変 異のための半変性状 態 でのDNAの 挙

動変化 を検出す る20).温度勾配 を用 いるTGGE法 も

ある.

④ Protein Truncation Assay (PTA)法

T7プ ロモー ター配列 を5'-端 に持つプライマーで

mRNAか らのRT-PCRを 行 ない, in vitroで 転

写,タ ンパ ク合成 を行 な う.タ ンパ クをRI-標 識 ま

たは免疫 ブロッ トで検出 し,変 異に よ りサ イズの異

なった ものを検 出す る.ナ ンセ ンス変異が主 な変異

であ る遺伝子(APC, hMSH 2等)に 適用 され るが,

ミスセンス変異 には使用で きない.

⑤ ヘテロニ本鎖DNA検 出法

正常 お よび変異遺伝子のPCR断 片 を混合 して再

アニー ル させ,生 じたヘ テロニ本鎖DNAが 示す挙

動 変 化 を非 変性 ゲ ル で検 出 す る方 法 で 原 理 的 に

SSCP法 に近 い.最 近 この方法 に高速液体 クロマ ト

グラフィー(HPLC)を 採用 して全 自動解析 を実現 し

た メー カーが あ り,有 用 性 が飛 躍的 に高 まっ た.

 DHPLC (WAVE)法 とも呼 ばれ るこのシステムで

は,高 速 液体 クロマ トか ら濃度勾配溶 出す る際にヘ

テロ二本鎖DNAが ホモ型 よ りも早 く溶出す るこ と

を利用 してい る. 1検 体 の解析 が約7分 で完 了 し,

 96穴 マ イクロプ レー ト中の96検 体 を約12時 間で全 自

動解析 で きる.さ らに,フ ラクションコレクター(分

画装置)を 備 え,ピ ー ク部分 を分取 で きる.我 々は

蛍光標識 したPCR断 片の変 異 を分 画装 置で濃縮 し

て再度解 析す ることに よ り,約5%の 存在 比の変 異

で も検出可能であ ることを示 した(花 房,ほ か,未

発表デー タ).

⑥ 直接 シーケ ンシング法

PCR産 物 を直接塩基配列決定に用いる.最 近の

蛍光オー トシーケンサーは全自動で再現性 も高 く,

充分実用に耐える.変 異のある箇所で配列のシグナ

ルが2種 重複 して出現することを検出す るが,場 合
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に よっては片方の シグナルが微 弱になるこ とがある.

またシーケンシングェ ラー を変 異 と過誤 す ることも

多いので,必 ず両方 向か ら解読 す る必要 があ る.

B.　既知遺伝子中の特定部位変異の検出法

① PCR-SSCP法, DHPLC法,な どA.で 述

べた方法は原理 的にここで も使用可能であるが,

幾つか を除 き,感 度がそれほ ど高 くない.

② オ リゴヌ クレオチ ドハ イブ リダイゼー シ ョン

法

検索対象部位 を中央に含む15～25残 基の オ リゴマ

を合成 し,マ ッチ とミスマ ッチ とを区別で きる条

件下 でハ イブ リダイズさせ る方法.特 に,変 異型プ

ローブを用い,大 過剰の正常DNA混 在下に微 量の

変異型 を高感度 に検 出す るallele-specific oligonu

cleotide (ASO)ハ イブ リダイゼー シ ョン法 は臨床検

査での実用段階 に達 してい る. ASOを 固定化 した も

のを用 い,化 学発光や免疫化学的検 出を行 な うこ と

が多い.ま た, DNAチ ップの応用 として半導体技術

によ りチ ップ上 に105種 類のASOを 合 成 し, BRCA

1-Exon11の 変異 を体 系的 に検索 した例があるが21),

現状では特許に阻 まれて全面 展開が遅 れている.

③ Enriched-PCR法

第 Ⅰ章A,癌 遺伝 子の項で述べ た ように,活 性化

ras癌 遺伝子 は第12, 61コ ドンにおけ るミスセンス変

異で活性化 され,平 均 す るとヒ ト全腫瘍 の約30%で

変異 を起 こ して いる.特 にK-rasの 変異が最 も高頻

度であるため, K-ras第12コ ドンの変異 を高感度 で

検出する試みがなされ, 103～104個 の正常細胞中に1

個の割合 の変異細胞(遺 伝 子)を 検 出で きるように

なった22).原理 は一部 改変 したプライマー を用 いるこ

とに よって正常ras遺 伝 子由来のPCR産 物 のみが

制限酵素 で分断 され, 2回 目のPCRに よ り変 異型

のPCR産 物 を特 異的 に濃縮す る方法である(図4).

この方法 によ り,純 度の低 い癌組織や癌 患者の喀 啖,

尿,便 な どの非侵襲的検体 か ら活性 化変異 を持つK

ras遺 伝子が高感度 で検 出されて いる.膵 癌 患者 末

梢血遊離DNAに おけ る我々の検 索で も,少 な くと

も50%の 患者血清 で活性化K-ras変 異が検 出 された

(森山,ほ か;谷 野,ほ か;未 発表デー タ).こ の方

法 は 制 限 酵 素 消 化 断 片 長 多 型(Restriction

 Fragment-length Polymorphism-RFLP)解 析 法の

応用であ り,単 塩基多型(SNP)の 解析にも同様の

方法が利用できる. SNP部 位に区別可能な制限酵素

認識配列が存在す るか,ま たは上記のように前後の

配列 を少 し修飾 したプライマーを用いることにより,

特定のSNPハ プロタイプ解析が多数検体について

非常に簡便に行なえるようになった.

④ 変 異 特 異 的 選 択PCR法(Mutant-allele-

specific amplification-MASA,ま た は

Amplification-refractory mutation system-

ARMS)23)

図4　 Enriched PCRに よ るK-ras第12コ ドンの 高感 度変 異

検索 法

注) プ ラ イマーAは 上 流か ら第11コ ドンまでの配 列 で

あ るが,第11コ ドンのGCTをCCTに 変 えて あ り,

第12コ ドンの 最初 の2塩 基,GGが あ る とCCTGG

とい うBst N1制 限酵素 切 断配 列 が で き る.こ のGG

に変 異が あ る と切 断 されな くな るため,変 異特 異 的

増幅 が で き る.第3番 目の塩 基TはA, G, Cの 何

れ に変 異 して もGlyの コー ドであ り,無視 して よい.

最 終 的 には,更 にBst N1消 化 を行 な っ た後 に電 気

泳動 し,少 量 混 入す る不 完全 消化 正 常 遺伝 子 配列 を

区別 して判 定す る.ま た,プ ラ イマーCの 中に新 た

なBst N1配 列 を導 入 し,制 限酵素 処 理 の完 了 を確

認 で き る.

PCR　 プライマーの3'-末 端が ミスマ ッチの場合 に
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PCRが 起 こ りに くくな るこ とを利用 した もの で,考

えられ る3通 りの変異塩 基 を3'-末 端に持つ混合プラ

イマー を用 いる(図5).約103～107個 の正常細胞 に

1個 の割合の変異細胞 を検 出で きる とされ るが,ミ

スマ ッチの種類に よっては偽陽性が 出やす いので注

意 を要す る.

この方法 を上記 のRFLP法 が適用 で きないSNP

の解析に応用 したのが, Confront-PCR (CF-PCR)

やFour-primers PCR (FP-PCR)と も呼ぶべ き方

法で ある. SNP部 位 の各ア レルに対応 した3'-末 端

塩 基 を持つ2本 の プ ライマー とそれ らの両側 によ り

大 きいPCR断 片 を生 じるような2本 のプライマー

を設計 し, 4本 のプ ライマー共存下 にPCRす ると,

ヘ テロの場合 は3本 の,何 れかのホモ接合体 では2

本のPCR断 片が生成す る(図6).我 々はこれ らと

DHPLC法,直 接配列決定法 の何 れかの方法 で,広

汎 な癌 関連遺伝 子につ いて ミスセンスSNP(ア ミノ

酸配列 が置換 す るようなSNP)を 解析 し,最 近幾つ

かの興 味深い結果 を得 てい る(後 述).

図5　MASA (ARMS)法 に よるK-ras第12コ ドン変 異の

高 感度 検 出

注) SENSE1-1～3は 第12コ ドンの第1塩 基 の変 異

3種 に, SENSE2-1～3は 第2塩 基 の変 異3種 に

各 々 対応 して い る.第3塩 基 は何 れ で もア ミノ酸 置

換 を起 こ さな い.下 段 中央 に正 常K-ras遺 伝 子 の該

当部位 ア ンチ セン ス配列 を示 した.

ゲ ノムDNAを4本 のプライマー全てを混合 してPCR増 幅する

図6　 Confront-PCRの 原理

注) 1回 のPCR反 応 産物 を電 気泳 動す るだけ でSNP

の ア レロ タ イプ を迅 速 に解析 で きる(詳 細 は 本文参

照).

⑤　 そ の 他

部 位 特 異 的 な 変 異 を 検 索 す る方 法 に は,以 上 の他

にLCR (Ligase Chain Reaction)法, DDFP

 (Dideoxy-Finger-Printing)法 等 が あ る が,何 れ も

一 般 化 は し て い な い
.

C.　不特定の遺伝子の部位不明の変異を一般的に高

感度で検索する方法

この ような方法 はまだ開発 されていないが,将 来

的な遺伝 子診 断法 の展開 のため には重要 な課題 であ

り,幾 つ かの試 み が な され つつ あ る.変 異 の 濃縮

(Enrichment)法 として最 も有望視 されてい るのは

ミスマ ッチヘ テロ二本鎖DNAの 特 異的濃縮 であろ

う.最 近 ヒ トや耐熱性 細菌のTDG (Thymine-DNA

-Glycosylase)を 用 いて ミスマ ッチの約70%を 濃縮
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する系が報告 されたので24,25),今後の進展が期待 され

る.

遺伝子異常検索と遺伝子診断

遺伝子診断には大別 して遺伝子自体の異常検索と

遺伝子発現の異常検索 とがあ り,後 者に関 しては

cDNAマ イクロアレイ解析等が近年急速に進展 しっ

っあるが,本 稿では主に前者 を扱 うため割愛し,遺

伝子異常に関す る我々の研究結果 を中心 として紹介

する.

1.　染色体転座の遣伝子診断

特定の相互転座が腫瘍化 の原因 として多数判明 し

てお り12),特に造血器腫瘍 と骨軟部腫瘍 において研究

が進展 してい る.そ れ らの多 くは特定の腫瘍に特徴

的であ り,こ れ を利用 して腫瘍の分子診断が行 なわ

れている.例 えば典型的 な ものは慢性骨髄性 白血病

(CML)の 約90%と 急性 リンパ性 白血病(ALL)の

約20%に 見 られ るt　 (9:22) (q34:q11)転 座 で,

この結果生成す る22q-染 色体 が有名な フィラデルフ

ィア染色体(Ph 1)で あ る26). 22q11座 位のBCR遺

伝 子に9q34座 位のABL遺 伝子が融合 した異常 蛋 白

が出現す る.こ の転座の組み換 え点はDNAレ ベ ル

では広範 囲に渡 るため, RT-PCR(逆 転写-PCR)に

よるmRNAレ ベルの遺伝子診断が有用である. BCR,

 ABL両 遺伝子のエ クソンに転座 点 を挟んでプライマ

ー を設定す る と
,こ の転座 があ る場合 にのみPCRが

成立 し,極 めて高感 度に診断で きる. Ph 1染 色体が

見 られない症例 や早期 診断,再 発 のモニタ リングな

どに威力 を発揮 す る.一 方,あ るタ イプの腫瘍 にお

け る転座の種 類はバ ラエティーに富み,例 えば急性

骨髄性 白血病(AML)だ けで も相互転座39種 類,非

相互転座118種 類にのぼ る12).これ らをDNA診 断の

みで診断す るこ とは非現実 的であ り,染 色体 解析等

の情報 を得 てか ら解析 して確定診断の一助 としたり,

再発モニター に用 いるこ とな どが一部行 なわれて い

る.我 々の研究 グループ で も骨軟部腫瘍,特 に滑膜

肉腫 に特徴的 なSYT/SSX及 び他 の腫瘍のFUS/

CHOP, EWS/FLI1な どの遺伝子融合 を,腫 瘍パ ラ

フィン切片か ら抽出 したRNAに よるRT-PCR法

によ り高信頼度で診断できることを報告 している27).

2.　ゲノム不安定性 を示す消化器癌における遺伝子

異常

マイ クロサ テ ライ ト解析 を行 な ってMS配 列 に高

度 の不安定性(MI+)を 示 す大腸癌症例 か ら,遺 伝

子全領域 同時SSCP法 に よ り,転 写 活性 化 因子 であ

るE2F4遺 伝 子の コーディ ング領 域 内(CAG) 13

反復配列 中に癌特 異的異常 を発 見 した28).この配列 は

本蛋 白の転写活性化 ドメイン中で13個 の連続 したセ

リン残基 を指令す るが,こ れ らの癌 ではこのセ リン

が1～2残 基減少 していた.大 腸癌 だけでな く, MI+

胃癌で も約40%の 頻度で同 じ遺伝 子異常が検 出 され

た29).更に我々はこのE2F4の 異常が ミスマ ッチ修

復 遺伝 子の一つ であるhMSH 3コ ーデ ィング領域 の

(A) 7配 列 中のアデニ ン1個 が欠失す るフ レーム シフ

ト変 異の結果 として引 き起 こされ るとい う重要 な知

見 を得 た30)即 ち,「 ミスマ ッチ修 復能 を支 配 す る

hMSH 2やhMLH 1遺 伝子の異常→ ゲノム不安 定性

→hMSH 3遺 伝 子の フレーム シフ ト変 異→転 写因子

E2F4の 活性化 を起 こすCAGリ ピー ト数 の変化」

とい う 『変異の カスケー ド』が存在す るこ とを提 唱

した.実 際に変異E2F4は 細胞増殖 を促進 するこ と

が後 に確かめ られ た31).

3.　頭頸部癌におけるING癌 抑制遺伝子群の異常と

欠失領域の探索

頭頸部癌 において染色体13q34お よび7q31領 域 の

高頻度LOHを 見 い出 し,そ の狭 いLOHピ ー ク領

域に これ まで癌 抑制遺伝 子候補 とされ なが ら確証 の

なか ったINGフ ァ ミリー遺伝 子があ るこ とを突 き

止め た. 13q34領 域 のING 1遺 伝子 を含 むBACク

ロー ンのDNAを 詳細 に解析 して,我 々 はプ ロモー

ター配列 を含めてING 1遺 伝 子の全構造 と計4種 の

異 なる転 写産物 の存在 を初 めて明 らか に した.ま た

本遺伝 子産物 はZn-フ ィンガー構 造 としてのPHD

ドメインを有す るが,原 発頭 頸部癌 か らこの 蛋 白の

活性 を失活 させ ると思 われ る計3種 の点突然変 異 を

PCR-SSCPに よ り発見 した.こ れはING 1遺 伝 子

が癌 抑制 遺伝 子であ ることを示 す初め ての直接 的証

拠 となった32).さ らに, 7q31付 近 の高度LOHを 示

す領域2ヵ 所 の一 方はING 1と 類似 したING 3遺

伝 子の座位 と一致 した.ING 3遺 伝 子の変 異は極 め
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て低 頻度で あったが,癌 部 と非癌部 におけ る同遺伝

子の発現 を定量PCR法 で測定 した ところ,約60%

の癌 で有 意な発現低下 を観察 した33).このようにING

 3遺 伝子 も有 力な癌抑制遺伝子候補 であ り, LOHと

発現低下 で発癌 に関わ る可能性 が強 く示唆 された.

これ らの ほか,頭 頸部癌 におけ る染 色体 欠失領域 を

広範 囲に検 索す る試み を191種 の多型STSマ ー カー

を用 いて解析 した結果,計20ヵ 所 の高度LOH領 域

を計17個 の染色体 アー ム上 に特定 す ることがで きた

(Levent, B.ほ か,印 刷 中).

4.　各種の ヒ ト腫瘍における染色体欠失領域 および

癌抑制遺伝子同定の試み

上 記のほかに頭 頸部癌 においては9p24, 19p13,

 4q24,な どに突 出 した高頻 度LOH領 域 を見い出 し,

各 々に最有 力な癌 抑制 遺伝 子候 補3種 を特定 してい

る.星 状神 経膠腫(グ リオーマ)に おけ る第10染 色

体長腕 の解析 では既知 の4種 の癌抑制 遺伝 子候補領

域 の欠失状 況 と患者の予 後 との関連 を明 らかに した

ほか34),新 たに3種 の候 補遺伝 子領域 を発見 した(大

同,ほ か,投 稿 中).肺 癌 について も詳細 なLOH解

析 を第5, 10, 11染 色体 について行 ない,計6ヵ 所

の高頻度LOH領 域 を新 しく発見 した(重 松,ほ か;

田中,ほ か,投 稿準備 中).造 血器腫瘍 のAML/MDS

につ いては第5染 色体 を中心に解析 し,こ れ まで2

ヵ所 の高頻 度LOH領 域 を5q31-33に 限局 した.こ

れ らのほか,骨 肉腫,胃 癌,食 道癌,な どにつ いて

も臨床各科 との連携 で解析 が進行 中であ る.

5.　末梢血 中遊離DNAを 用 いた遺伝子診断の試 み

5-1)新 しい遊離DNA定 量法 によるCase-

Control Study

癌撲滅の最 も理想的な戦略は癌予防と早期発見診

断であろう.我 々は平成11年 度から3ヵ 年間の新エ

ネルギー ・産業技術開発機構(NEDO)受 託研究 と

して,末 梢血を用いた癌早期発見診断のための基盤

研究を実施 した.本 研究は 「担癌患者では末梢血中

遊離DNA量 が健常人より増加 している」 という以

前からの観察結果を高感度定量法を開発 して実用化

に近づけること,血 液中DNAの 質的異常(遺 伝子

変異など)を 高感度で検出可能な系を構築 して末梢

血 診断の信頼性 を向上 させ ることを目的 とした.様 々

な基礎 的検討 を経て,ま ず これ までの検 出感度 を約

1万 倍以上 向上 させ る高感度 定量法 を開発 した.こ

れは ヒ トゲ ノム中に数 十万 コピー以上散在す るAlu

反復 配列 を標 的 とした定 量的PCR法 を蛍光色素 共

存下 に行 な うもので,最 低 で約10fg(フ ェム トグラ

ム)(10-11g)のDNAを 定 量で きた.こ の方法 で

測定 した健常 人の末梢血 中DNA量 はお よそ10ng/

ml前 後 で,興 味深 いこ とに男性が女性 よ りも有意 に

高い値 を示 した.多 様 な担癌患者(呼 吸器癌,消 化

器癌,泌 尿器癌,乳 癌,造 血器腫瘍)計139名 の解析

結果 では平均DNA濃 度66.6ng/mlと な り,健 常人

(76名)の 平均値14.0ng/mlの 約5倍 の値 を示 した.

また, 25ng/mlに 閾値 を設定す る と,健 常人76名 中69

名(91%)が この値以下であ ったの に対 し,担 癌患

者 は139名 中123名(88.5%)が この値以上 であった.

即 ち,約9%の 偽陽性率 で担癌患者の約88%を 捕捉

で きるこ とが示唆 され たこ とに なる.た だ し,悪 性

腫瘍以外の炎症性疾患(気 胸,肝 硬変,な ど)の 患

者 で もある程度の高値 を示 したため,こ の定量法単

独 では確定的 な診断はで きない ものの,担 癌の高 リ

ス クを示唆す る と評価 された(堺,ほ か,投 稿 中).

 5-2)末 梢血遊離DNAに おけ る遺伝 子異常 の高

感度検出の試み

上記の系に加 えて,癌 特 異的遺伝 子異常がその患

者の末梢血遊離DNAに おいて検 出 され ると,診 断

の信頼性が飛躍的に高 まると期待 され る.そ こで,

ヒ ト悪性腫瘍で現在最 も高頻度 に遺伝 子異常 を起 こ

す こ とが判明 してい るras遺 伝 子群 とp53遺 伝 子に

注 目し,予 備 的な解析 を実施 した.な お,欧 米 では

癌患者の末梢血遊離DNAか らCDKN 2 A (p16)

遺伝子の高度 メチル化 を検 出 した こ とが報告 されて

いる.

①　 ras遺 伝子群:

前述の ように, ras遺 伝子群 は活性化変異の部位が

限定 されてお り, Enriched PCRま たはMASA法

に よって高感度検 出が可能 なため, N-, H-, K-ras

各々の各 第12, 61コ ドンの変 異 を全 て検 出 で き る

MASA法 を構築 し,肺 癌,膵 癌,骨 髄性 白血病 等の

患者由来の末梢 血DNAを 検体 として変異 を検 出す

るシステム を完成 させ た.現 在 までの ところ,原 発
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癌にras遺 伝子の活性化変異が検出された患者の術

前末梢血中遊離DNA標 品か ら同じ変異形式の活性

化ras遺 伝子がおよそ50%の 頻度で検出されている.

これはras遺 伝子の活性化変異が全腫瘍の約30%に

起こっていることと勘案す ると,最 大で約15%の 担

癌患者を捕捉できることを意味す る.

②　p53遺 伝子:

第1章B項 で述べ た ように, p53癌 抑制遺伝子はこ

れまで知 られてい る癌 関連遺伝子 異常 の内で最 も高

頻度に起 こ り,殆 ど全ての種 類の悪性腫瘍の約50～80

%に 異常が見 られ る.本 遺伝 子が局在す る17p13領 域

のLOHも ほぼ 同様の頻度 を示す.こ の こ とはp53

遺伝子の全変 異 を検 出で きれば悪性腫瘍患者 の少 な

くとも50%は 捕捉可能 であ ることを示唆す る.し か

しなが ら, ras遺 伝子 と異 な り, p53遺 伝子 内の不活

化変異は全393コ ドンの内,第120～300コ ドンにわた

って広範囲に分散 してい るこ とが問題 である.今 ま

でに12,000検 体 を超す ヒ ト悪性腫瘍 のp53変 異デー

タが国際的に集積 してい るが,こ れ らの約180ヵ 所の

変異部位(コ ドン)の うちで,腫 瘍全体 中での出現

頻度 が1.3%以 上 を占め る,い わゆ るホ ッ トスポ ッ ト

が計15ヵ 所 あ り,中 で もコ ドン248, 273, 175な どは

各 々全体 の約8, 7, 6%を 占め る,よ り高頻度 の

部位 であ る(図7).頻 度 の高い順 に12ヵ 所の ホ ッ ト

スポ ッ ト変異頻度 を累計す ると全体 の約40%と な る

ため,我 々は これ ら12ヵ 所 の変異 をEnriched PCR

法 で高感度診断す る系 を構築 した.始 め に,原 発肺

癌検体 でこの ホッ トスポッ トの一つ,コ ドン248の 変

異 を持つ患者 さん を特定 し,同 人の手術前末梢 血遊

離DNAか ら同 じ変異が検 出で きるか を, RFLP併

用Enriched-PCR法 で検討 した.結 果は 明 らか に陽

性で,対 照 の健常 人末梢 血は完全 な陰性 であった.

この ように, Enriched-PCR法 に よ り担癌患者 の

末梢 血遊離DNAか ら変 異p53遺 伝 子 を検 出で きる

ことが判明 したため,こ れ を他 の11ヵ 所 の ホ ッ トス

ポッ トに も適用す れば, p53変 異 を利用 した癌の早期

診断DNA診 断は更に多 くの担癌 患者 を特定 で きる

はずであ る.こ れを前記 のras活 性化変 異検 出系 と

組み合 ぜると,何 れか の変異 陽性 で捕捉 で きる担癌

患者 は最大 で全体 の約35%に の ぼ ると期待 され る.

図7　 p53遺伝子変異の分布

注) 世 界 中の悪 性腫 瘍 約12,000検 体 の 情報 を集 積 した結果 を示 す.縦 軸 は各 変 異

部位 の全 ての変 異 に対す る割 合 を示 し,コ ドン248の 変 異が最 高 頻度 を示 す .

これ らの ホ ッ トス ポ ッ トはp53蛋 白のDNA結 合 ドメイ ン中, DNAに 近 接 す

る領 域 に対応 す る. Ⅰ～Vの 領 域 は 多 くの 動物種 のp53で 高 度 に保存 され てい

る.
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なお, p53遺 伝子変異陽性の全ての担癌患者を末梢血

遊離DNAで 検出するためには,ホ ットスポッ ト以

外の部位 での変異も残 らず,し かも高感度で検出で

きる必要があり,現 在のところ確立 した方法は存在

しない.こ のためには第Ⅲ章C項 で述べた新 しい変

異濃縮-検 出法の確立 を待たねばならない.

6.　発癌の高 リスク体質遺伝の実体に関する研究

我 々は平成12年 度 よ り,発 癌 の リス クに関係 す る

癌体質遺伝 の実体 を明 らかに しようとす る研 究 を開

始 した.発 癌 高 リス クに関係 す る遺伝 子異常 が特定

されれば,癌 の早期発 見や予 後管理 において遺伝 的

個 人差 を考 慮 した方策 を講 じることに よ り,今 後格

段 の進展 を期待 す ることがで きる.発 癌 の高 リス ク

体 質遺伝 には潜 在的な微 小遺伝 子異常 が関係 してい

る可能性 が大 きい と考 え られ,癌 関連遺伝 子の微小

変 異(単 塩 基 多型-SNP),特 にア ミノ酸の置換 す る

ミスセ ンスSNP (ms-SNP)が その実体 の一 つであ

ると考 えられた.事 実,こ れ までに発癌 の高 リス ク

ファクター遺伝 子 として幾つかの薬物代謝 系や癌 関

連 遺伝 子群 の多型が知 られていた.我 々はDNAの

複 製や修復,ア ポ トー シスや 細胞周期 の制御 に関わ

る約40種 の癌関連遺伝 子で, ms-SNP候 補 を検索 し,

マイナー座位 で も20%以 上 の頻度 を示す確 実 なms-

SNPと して8遺 伝 子の8個 のエ クソンを平成13年 度

までに確 定 した.こ れ らのSNPを イ ンフォー ム ド

コンセン トを得 た癌患者の検体 と健常 人検体計約300

人分 につ いて逐次 エ クソン毎 のPCR増 幅 と全 自動

DHPLC解 析法,或 いはPCR-RFLP又 はCF-PCR

法 に より解析 した.確 定 したms-SNP 8種 の うち,

計5種 の遺伝子 の特定 のms-SNPタ イプ(ホ モ型)

と発癌の高 リス クとの 間に統計的 に有意 な相関(95

%信 頼区間が1.0以 上)が 見 られた.内 訳 はいずれ も

肺癌の罹患率において, p53遺 伝子(オ ッズ比1.67倍),

 XRCC 1(同2.82倍),修 復遺伝 子A(同1.88倍,但

しヘテ ロ型),修 復 遺伝子B(同2.66倍),修 復 遺伝

子C(同3.76倍)の 値 を示 した.こ れ らの うち, p53

第72コ ドンと修復 遺伝 子XRCC 1エ クソン6のms

-SNPに ついては相 反す る結 論 を含めて既 に幾つか

の報告が あったが,修 復遺伝子A, B, CのSNP解

析 デー タは本研究 が初 めての もので,こ れ らのDNA

修復遺伝 子の微小 な遺伝 的変化が肺癌 の発症 リス ク

に関与す ることが示唆 され た(花 房 ほか,重 松 ほか,

保 田ほか,投 稿 準備 中.特 許 申請の可能性が あるた

め,特 に具体名 は秘す).更 に最近,上 記以外のお よ

そ200種 類の癌 関連遺伝 子につ いてSNPデ ー タベー

ス を再検 索 した結果,少 な くとも5%以 上の頻 度で

存在 す る確実 なms-SNPを24種 の癌関連遺伝 子で

計34ヵ 所確認 す ることがで きた.こ れ らの うち,少

な くとも10%以 上 の頻 度 を示す14エ クソンのms-

SNPを 中心に,現 在広汎 なCase-Control研 究 を行

な ってい る.

お わ り に

以上のとおり,癌 化 と遺伝子診断に関する研究の

進展 と我々の研究経過を概説 したが, 1980年 からこ

の分野の研究に携わり,初 めてヒト癌遺伝子を単離

した者の一人として,こ の20年 間の驚 くべき研究の

進展は誠に感慨深いものがある.な お,こ の分野の

基礎的な解説書として黒木氏による新書版があり35),

一読を勧めたい.本 稿で紹介 した我々の研究には,

岡山大学医学部の臨床各科 より絶大なご協力を賜わ

った.紙 上を借 りて心から謝意を表 したい.癌 の分

子生物学的研究の成果は近年ようや く臨床面におけ

る応用が実現 し始め,分 子診断やゲノム創薬の分野

で大 きな展望が開かれつつある.今 後これらの分野

は指数関数的に発展を遂げ,近 未来には少な くとも

青壮年層の癌死の大幅な低下が必ず実現 されるもの

と期待 される.読 者の中で,少 壮の意欲溢れる臨床

家,研 究者がこれらの最前線に参画して活躍される

ことを切に望んでいる.最 後に,本 稿 を掲載す る機

会を恵与下さった編集委員の先生方に厚 くお礼申し

上げたい.
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