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研究成果の概要（和文）：本研究は，研究代表者の所属先で開発している超低侵襲性血液中循環癌細胞（CTC）分離回
収装置を使って，安定的に遺伝子解析を行う方法の開発を目的として行った。リキッドバイオプシーとしてCTCを用い
ることで，リアルタイムで腫瘍の性状を把握し、分子生物学的な情報に基づいて，より的確な治療を提供するためのク
リニカルシーケンスの実用化を目指す。本機は非常に分離回収単離を高速に行うことができるため，簡便で再現性の高
い遺伝子解析方法が整うことで，CTCの遺伝子解析の高速化が実現できる。

研究成果の概要（英文）：Characterization of Circulating Tumor Cells (CTCs), it is necessary to practical 
use in personalized medicine of cancer. In recent research, the technology of detection, isolation and 
separation of CTC from whole blood is progressed steadily. In order to optimize methods of genetic 
analysis that follows a step of CTC collection, we tested many kinds of method of nucleic acid 
amplification and genetic analysis.

研究分野： 腫瘍生物学
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１．研究開始当初の背景 

(1) CELLSEARCH® assay の台頭とクリニカル
シーケンスの重要性 

 CELLSEARCH® assay（旧 Veridex, 現
Janssen Diagnostics）が, 米国食品医薬
品局（FDA）で認可されて以来, CTC 検査
は, 癌診断法の一つとして認知されてい
る。CTC 数は, 乳癌や大腸癌においては, 
予後予測因子であり, 採取した CTC の遺
伝子情報を解析できれば, 患者の癌形質
を直接反映する Liquid Biopsy として非
常に有用なバイオマーカーとなり得るこ
とが期待される。しかし, CTC の計数だ
けでなく, CTC のクリニカルシーケンシ
ングを医用応用するには, 遺伝子の解析
精度などの技術的課題や, 現時点では解
析費が高額であること, 解析結果が高度
に専門的であることなど, 広く普及・利
用を妨げる要因は少なくない。 

(2) 単一細胞分離回収装置の開発 

 我々の開発チームでは, 単一細胞分離
回収装置「希少細胞ソーター」をはじめ, 
様々な特徴を持つ単一細胞分離回収装置
を開発している。細胞の単離および検
出・分離技術は, 世界中で様々な手法が
開発されている。しかし, 回収法や回収
後の細胞の取り扱い方法には, 改良の余
地が認められた。CTC のような希少な生
体試料を扱うには, 採取時の損失や, 解
析前処理の段階での損失を最小限に抑え
たい。なぜなら, 希少細胞から抽出され
る生体分子は, 極めて希少で常に損失の
危険性が伴うためである。 

 
２．研究の目的 

(1) 再現性の良い一細胞遺伝子解析法の開発 

 ①抽出条件の最適化 

 ②解析方法の最適化 

(2) CTC のスクリーニングマーカーの探索 
 
３．研究の方法 

(1) 人血液の採取方法 
 愛知県がんセンター倫理審査委員会の
承認の元, 連携研究者より提供された。
採血は, 患者または健常人ボランティア
の肘静脈より EDTA-2Na 採血管(テルモ)
に約 5mL 採取された。 

(2) フローサイトメトリー 
 培 養 細胞 ( 胃 癌 細胞 株 ； COLM-2,  
COLM-6, GLM-2,  GLM-5,  MKN-45,  乳
癌細胞株；MCF-7,  BT-474, 末梢血単核
球PBMC)の, 抗体(抗糖タンパク質糖鎖抗
体 ： anti-CD15s,  anti-CA19-9,  
anti-sialyl LeX,  anti-pan-MUC,  ヘパ
ラン硫酸糖鎖抗体： 10E4,  NAH46,  
JM403)に対する反応性を調べるため, 
FACS Calibur™ (BD  biosciences)を用い

て, フローサイトメトリー解析を行った。
二 次 抗 体 と し て , F(ab')2-Goat 
anti-Mouse IgG/ IgM(H+L) Alexa Fluor® 
488 標識抗体を用いた。 

(3) 微量核酸の増幅および解析 
 各種培養細胞(大腸癌細胞；CACO-2, 胃
癌細胞株； COLM-6,  乳癌細胞株；MCF-7,  
MDA-MB-231)を, 常法に従い培養し, 増
殖期に細胞を回収した。その後, RNeasy 
mini kit お よ び DNeasy mini 
kit(QIAGEN)を用いて抽出, 精製した。 
 微量ゲノム DNA の増幅試薬として,  
GenomePlex® Single Cell Whole Genome 
Amplification Kit (Sigma-Aldrich), 
Ampli1™ WGA Kit (Silicon biosystems)
を付属の方法に従って使用した。 
 微量 RNA の増幅試薬として, Single 
cell-to-CtTM kit (Ambion),  
Superscript III (invitrogen),  
WT-Ovation One-Direct RNA 
Amplification System (Nugen)を付属の
方法に従って使用した。 

 微量 RNA の増幅および次世代シークエ
ンサーのライブラリ作成のために, 
Quartz-Seq 法(Sasagawa et al., Genome 
Biology, 2013)を用いた。 
 解析は, qPCR 法では, ケミストリーは
DNA プローブ法, 解析装置は Light 
Cycler® Nano(Roche)を用いた。ゲノム配
列解析には, ABI Prism® 3100 genetic 
analyzer (Applied Biosystems), 次世代
DNA シーケンシング解析は, NextSeq500 
(Illumina)を使用した。 

(4) In situ hybridization(ISH) 
 観察標本には, マウス(C57BL, 雌)の
十二指腸, 空腸, 回腸, ８週齢胎児全身
および, 皮膚を用いた。皮膚は, 成獣の
皮膚にバイオプシーパンチで創傷処理を
施し, 治癒過程の組織を屠殺後に採取し
た。標本は全てホルマリン固定パラフィ
ン包埋とした。ISH 検出プローブには, 
RNAscope®(MBL)を用いた。  

 
４．研究成果 

(1) CTC の分子マーカーの探索 

① 表面マーカーの検討 
 我々のグループでは, 様々な特徴を
持つ単一細胞分離回収装置を開発して
いるが, 分離の主な原理は細胞のサイ
ズを基準とした物理量を用いている。世
界的に見れば, 比重等の物理量や細胞
表面マーカーに対する抗体を選別方法, 
あるいは各種を組み合わせた複合的な
方法等が提案されている。しかし, 圧倒
的多数の血液細胞に対してわずか数個
のCTCを高速かつ正確に分離するのは困
難である。我々のグループの方式では, 
圧倒的多数の血液細胞からCTCを分離す
ることは可能であるが, その後正確に



分取するための, CTC 以外の細胞との差
別化の過程が必要であった。そこで, 
種々の細胞株を用いて血液細胞を差別
化する細胞表面マーカーの検討を行っ
た。癌細胞に普遍的に発現していて, 血
球にはほとんど反応しない細胞表面抗
原が理想的である。今回検討した 7種類
の 抗 体 の う ち , anti-pan-MUC と
JM403(ヘパラン硫酸鎖中のGlcA-GlcNH3

+

糖鎖抗原を認識)はPBMCにはほとんど反
応性を示さず, 今回調べた範囲では, 
全ての細胞株で陽性であった。(Data not 
shown) 

② GlcA-GlcNH3
+糖鎖抗原合成遺伝子の検索 

 今回我々は, JM403 抗体の CTC 選別方
法としての使用可能性を見いだした。し
かし, 蛍光検出するには蛍光強度が低
いという問題点があった。そこで, これ
までの研究で絞り込んだ数種の遺伝子
の中から, JM403 糖鎖抗原の糖鎖合成に
関与すると考えられる遺伝子の検索を
行った。免疫組織科学的解析と ISH によ
り, 糖鎖の発現部位と遺伝子の発現部
位との比較検討を試みたところ, 予想
以上に陽性率が低く, 統計処理を行う
ことはできなかった（図 1）。 

(2) 微量核酸の遺伝子解析 

① 微量 DNA の遺伝子変異解析 
 微量DNAの解析方法は, アーカイブサ
ンプルのゲノム解析を目的とした試薬
がいくつか市販提供されている。どの方
法も, PCR の原理に基づく増幅過程を必
要とするため, 
方法によって
は, 酵素反応
に起因する増
幅バイアスが
かかってしま
う場合がある。
また, 多種類
のプライマー
を用いるため, 

増幅の過程でプライマーダイマーが多
数形成され, 解析時のノイズとなるケ
ースも見られる。本研究では, 方法に記
載したいくつかの入手可能な市販試薬
を用いて, 我々の開発装置で採取した
細胞の遺伝子解析が実施可能かどうか
を検討した。KRAS の変異を検出すること
を基準とし, 繰り返し安定してゲノム
変異を検出できるかを検討した。 DNA
の場合, 比較的検出は安定しており, 
どの試薬を用いても結果に差はなかっ
た(図 2)。 

② 微量 RNA と 1細胞からの cDNA 合成 

  微量 RNA のマイクロアレイ解析を行う
ため, いくつかの試薬が市販提供され
ている。RNA の場合も DNA 同様, PCR に
よる前増幅を数回にわたって行うため, 
PCR に起因する増幅バイアスがかかる危
険性がある。また, 非常に不安定な分子
であることは周知の事実であり, 分解
をいかに防ぐかが解析成功の鍵とも言
える。一細胞からおよそ 10-50pg, 培養
癌細胞でおよそ30-40pg程度の全RNAが

含まれている。市販薬を使用し cDNA を
合成, その後特定の遺伝子に対して
qPCR 解析を行った結果, 再現性よく解
析できた試薬は, 限られていた。その中
で, 比較的成績の良かった試薬を用い
て, 細胞数をかえて, 定量性を比較検
討した(図 3)。 
 微量のスタートマテリアルに対する
酵素の性能が結果を左右していると考
えられる。また, RNA 溶解液に, RNasin 
Plus(Promega)を添加することで, 改善
された。逆転写の段階で RNA の分解を防
ぐことが安定した解析には必須である
と考えられる。 

③ Nextseq500 を用いた RNA 発現解析 
 本課題では，医用応用可能な方法の開
発を目的としていたため, 保険収載の
対象となっている遺伝子診断法(PCR 法, 
DNA シーケンス法, FISH 法)を用いて解
析する方法を検討していた。しかし前出
までに行った試料調整法では, 見かけ
上 pg オーダーのスターティングマテリ
アルからμg オーダーの試料が増幅され
る。ただしこれには, プライマーダイマ
ー等のバックグランドノイズも含まれ

図 3 Single cell-to Ct kit を

用いた qPCR 解析 

図 2 KRAS の変異解析 
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図 1 ISH(A;胎児小腸, B;成獣空腸, C;成獣皮

膚, D;成獣皮膚) ▲検出部 



るため, 正確な cDNA の含有量は規定で
きない。また, CTC を医用応用する際に
は, 明確に診断遺伝子が決定されてい
なければならないが, 現状ではCTCはむ
しろ研究対象であるため, 幅広く遺伝
子を解析できる方が有用性が高い。 
 2013 年に笹川らによって Quartz-Seq
法が報告された。この方法の優れている
点は, 増幅までの過程が非常に安定し
ていること, 非常にロバストな方法で
あるため，実験者の手技によるばらつき
が少ないこと，プライマーによるバック
グランドノイズが低レベルであること
などがあげられる。論文ではマニュアル
ピッキングとセルソーターによる細胞
採取例等が報告されていたが, 我々の
開発装置で採取した細胞でも, 安定的
にライブラリを調整することが可能で
あった。（図 4,5） 
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