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研究成果の概要（和文）： 

小児肝がんは、化学療法の導入によって予後が改善したが、遠隔転移を来す高リスク群や根
治的肝切除術が困難な中間リスク群の予後は必ずしも良好ではない。そこで、予後不良群と予
後良好群から得られた１００あまりの腫瘍のゲノム異常と遺伝子発現解析を行い、分子標的を
抽出した。抽出された分子標的は、血管増殖因子、テロメラーゼ遺伝子（TERT）および Wnt シ
グナル関連遺伝子であった。これらを用いて、肝芽腫患者を３群に層別すると臨床経過とほぼ
一致した。これらの遺伝子に対する阻害剤と siRNA を用いて、肝芽腫細胞株によるセルテステ
ィングと、免疫不全マウスへの移植片への効果をみるアニマルテスティングを行った。その結
果、これらは有効であり、悪性度の高い肝芽腫への分子標的治療としての可能性が示唆された。 
 
研究成果の概要（英文）：The cumulative survival rates of pediatric liver tumor, especially 
hepatoblastoma have been increased but the those of the high risk patients with distant 
metastasis and those of the intermediate risk patients whose tumors are difficult to be 
radically resected remain poor. In this study, more than 100 hepatoblastoma tumors were 
analyzed in genomic aberrations and gene expression using microarray and molecular 
targets were selected. Selected targets were mainly classified in vascular growth factors, 
telomerase associated genes and Wnt signal related genes. Using these molecular markers, 
the hepatoblastoma patients were classified into three groups: low, intermediate, and high 
risk groups. The outcomes of these groups were almost accorded to the clinical courses. 
Inhibitors and siRNA for these targets were used for cell testing in hepatoblastoma 
cultured cell lines and for animal testing using NOD-SCID mice with hepatoblastoma 
implant. These testing suggested that these targets are promising candidates as molecular 
targeting therapy in unfavorable hepatoblastoma. 
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１．研究開始当初の背景 
肝芽腫は小児の肝悪性腫瘍の中では最も

多く、本邦では、日本小児肝癌スタディグル
ープ（JPLT）で共通の治療ガイドラインを提
唱し、治療的研究を行ってきた。その結果、
現在では肝芽腫全体の3年生存率が約70％と
なり、肝３区域までに限局する腫瘍（標準リ
スク群）では 90%近くの生存率が得られ、術
前・術後化学療法の有効性が明らかとなった。
しかし、肝 4区域を占める腫瘍のような中間
リスク群や遠隔転移のある高リスク群例の
生存率は、未だに不良である。近年、幹細胞
移植を併用した大量化学療法により遠隔転
移が消失するもの、肝移植で完治する例が報
告されて平成２１年から保険適応となり、治
療が新たな局目を迎えている。こうした中で、
JPLT では、切除腫瘍検体を保存し、β-カテ
ニン遺伝子の活性化変異が高率に認められ
ること、テロメラーゼ活性が腫瘍の悪性度に
相関していること、さらに病理分類が予後と
関連している可能性を報告し、世界に先駆け
て基礎的研究からのアプローチを行ってき
た。現在は、欧米の SIOPEL と COG のグルー
プとの共同の検討からも、標準リスク群では
化学療法の軽減が、高リスク群では新たな治
療プロトコールが必要とされ、それぞれに共
同の作業部会を設置したところであるが、リ
スクを規定している因子が必ずしも明かで
ないのが現状であった。 

 
２．研究の目的 
本研究は、新たな治療戦略へのブレークス
ルーを行うべく、JPLT に保存されている多検
体と臨床データを利用し、トランスレーショ
ナルリサーチを行うものであるそこで、JPLT
で保存された検体と臨床データを用いて、網
羅的遺伝子異常解析、遺伝子発現解析ならび
にテロメラーゼ及び Wnt／β-cateninシグナ
ルの検討から、標準リスク群と中間・高リス
ク群を鑑別する因子を検索し、予後良好例の
中で化学療法が不要な低リスク群を層別す
る因子を見出す。一方、中間・高リスク群で
は、腫瘍進展あるいは転移能を規定する分子
標的を見出し、新たな臨床試験を組立てるこ
とを目的とした。 
 
３． 研究の方法 
肝芽腫は、1998 年から JPLT-2 では全国で

統一した治療ガイドラインを示して治療す
ると共に、切除検体を保存してきており、こ
れら 200 検体以上の腫瘍検体のうち、中央病
理診断された 100 例あまりと、細胞株として
HepG2、JPLT で樹立した細胞株 JPHB-1,2,3 を
対象に検討を行なった。 

 
(1) 網羅的遺伝子異常解析：SNPs アレイ等の

マイクロアレイシステムを用いて、これらの
腫瘍における網羅的遺伝子異常の解析を行
なった。 
 
(2) 網羅的遺伝子発現解析：全ゲノム型発現
解析アレイを用いて、これらの腫瘍における
網羅的遺伝子発現を検討した。 
 
(3) β―カテニン異常、TERT との関連：以前
我々が報告したテロメラーゼ活性や TERT が
肝芽腫の予後と相関することから、β
-catenin異常、BRG1発現との関連の検索し、
Wnt シグナルを解析する。 
 
(4) リスク別マーカーの選別：１）-3）で得
られた結果と、臨床経過・病理分類との関連
を検討し、中間・高リスク群における局所再
発と転移能を決定する遺伝子異常を探索す
ると共に、標準リスク群の中で特に予後良好
な低リスク群を選別する因子を同定する。 
 
(5) 臨床試験への導入の検討：上記の結果を
総括し、肝芽腫の発生、進展のメカニズムを
バイオインフォマティクスを用いて解析す
る。そこで、悪性化に関連している異常やシ
グナル伝達系を解明し、標準リスク群では治
療の軽減可能な低リスク群を層別できるマ
ーカーを選別し、一方、中間・高リスク群に
は新たな分子標的を用いた分子診断とター
ゲット治療を見出し、広島大学で開発したセ
ルテスティング、さらに動物実験でのアニマ
ルテスティングの前臨床研究を行い、とくに
抗テロメラーゼ剤やWntシグナル関連の分子
標的に対する新たな治療薬を導入も考慮し
て、前臨床試験データを蓄積する。 
 
４． 研究成果 

(1) 網羅的遺伝子変化の検索：106例の肝芽腫

腫瘍ＤＮＡと各々の正常組織ＤＮＡを制限酵

素で処理し、アダプターをつけた後に増幅後

、現有のGene ChipシステムにてSNPアレイを

用いて、全染色体上にある約300万個のSNPs

のシグナルを検出した。同一患者の正常組織

（末梢血リンパ球、正常肝組織）を対照とし

て検討した結果、染色体1q,2q,3p,4pq,9p，17q

に高頻度に異常を認めた（図１）。両親のＤ

ＮＡ23組も対象として、SNP解析用アレイにて

高頻度に欠失あるいは二本が同一親由来のホ

モ領域での共通欠失領域の同定を試みたとこ

ろ、11番と13番、19番染色体に候補部位が見

出された。これらの欠失部位での欠失アレル

の親由来を検討したところ、11番と13番染色

体で母方或いは父方に有意に偏って欠失を認

めた。 



 

 
図１：SNPアレイデータ  

赤がgain、青がlossの部位、XYは性差が分け

られていないために欠失として出ている。 

 

 

(2) 網羅的遺伝子発現の検索：全ゲノム型の

発現解析アレイにて検索し、1.のゲノム異常

のある部位で有意に発現が変動している遺伝

子を抽出した結果、幾つかの遺伝子の発現が

有意に変動し、これの遺伝子を分類すると細

胞増殖、癌化、細胞生存に関わる遺伝子であ

った（図２）。 

 

 
図２：予後不良の肝芽腫で有意に発現してい

る遺伝子の分類 

 

そこで、これらの遺伝子は、定量RT-PCR法

と購入した細胞解析用PCR（シングルセルスラ

イドサイクラー）で検証したところ、3つの遺

伝子で有意の発現変動を認めた。このうち、

２つは４番染色体にある血管成長因子に関わ

る遺伝子であった（図３）。また、(1)での欠

失の部位から、肝芽腫の発生に関わるインプ

リンティングの検索と同定を行った。その結

果、６遺伝子がその領域内に存在し、網羅的

遺伝子発現検索から検討すると腫瘍で４遺伝

子の発現が低下しており、残りの２つの遺伝

子は発現が上昇していた。これらは、インプ

リンティング遺伝子の可能性があり、発現上

昇した遺伝子は父性遺伝子であった。そこで

、肝芽腫に関与するインプリンティングも含

めて、遺伝子発現変化の機序、ネットワーク

解析を行ったところ、Wntシグナル下流遺伝子

とTERT遺伝子発現レベルがリスクと有意に関

連していることが示された。 

 

 
図３：予後不良な肝芽腫で有意に発現してい

る４番染色体上の２遺伝子：血管成長因子に

かかわるKDR とFGFRL1遺伝子 

 

 

Wntシグナル異常、テロメラーゼとネットワ

ーク解析：本症で高頻度に見られるβ-カテニ

ン異常、テロメラーゼの活性部位である

TERT(telomerase reverse transcriptase)の

発現、さらにこの両者と結合するBRG1の発現

レベルを検討し、上記の遺伝子との間を解析

ソフト（IPA: Ingenuity Pathways Analysis

など）を用いて解析したところ、Wntシグナル

の上流の変化が推定された。一方、生物学的

特性と関連しているバイオマーカーとしては

、Wntシグナル異常、テロメラーゼとネットワ

ーク解析から、MYCをはじめとする10数個の遺

伝子が抽出された。 

 

(3) リスク別マーカーの選別: 臨床病理分類

、臨床リスク分類との関連を解析したところ

、TERTとさらにWntシグナル下流のMYCをはじ

めとする７遺伝子を選別し、これらの発現に

より、肝芽腫症例を高リスク、中間リスク、

及び低（標準）リスクに層別した。これらの

層別された各リスクの患者の生存曲線は図４

のごとくになった。 



 

図４：生物学的特性からリスク分類した症例

の生存曲線 

 

(4) セルテスティングとアニマルテスティン

グ：そこで、これらの遺伝子及び関連遺伝子

について、肝芽腫細胞株での遺伝子発現阻害

によるセルテスティングと、NOD-SCIDマウス

への腫瘍接種による アニマルテスティング

で効果判定を行った。ターゲットとしては先

に見出したKDR とFGFRL1遺伝子であり、これ

らの抑制物質とSiRNAを用いて、肝芽腫細胞株

によるセルテスティング、NOD-SCIDマウスへ

の移植腫瘍への効果をみるアニマルテスティ

ングを行った。また、分子標的MYCに対する

siRNAを肝芽腫細胞株（HEpG2並びにJPHB１，

２，３）に投与して、細胞内代謝産物の変動

を検討したところ、増殖停止とともにアポト

ーシスと肝還元酵素の誘導が生じていた。肝

芽腫細胞株を皮下注射して腫瘍を形成させた

NOD-SCIDマウスでのin vivoでMYCのsiRNAの

局所投与をおこなった腫瘍増大は継続し、有

意な病理学的差異は認められなかった。上記

の結果から、Wntシグナル下流遺伝子とTERT

によって肝芽腫のリスク評価が可能であった

。その下流遺伝子の一つであるMYC単独の抑制

では有効な効果はえられず、さらに標的を変

更、或いは追加することが必要と考えられた

。 
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