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研究成果の概要（和文）：本研究では「小細胞肺がん（SCLC）は末梢型肺がんである」という仮説を検証するために、
SCLC96例のCT画像と臨床データを用いた詳細な検討を行った。その結果、SCLCの75%は亜区域気管支以降の末梢から発
生し、末梢型SCLCはTTF-1の発現と有意な相関を認め、SCLCが末梢から発生する癌であることが明らかとなった。また
、末梢型は中枢型よりも有意に予後不良な癌であることから、SCLCの発生部位が予後予測因子となる可能性が示唆され
た。遺伝子発現解析でも両者は癌の性質が異なる群として層別化できることが示されTTF-1を発現しているSCLCではTTF
-1が癌の増殖に関わっている可能性が示唆された。

研究成果の概要（英文）： In this study, we examined whether SCLC is really a central-type tumor and the 
relationship between tumor location, TTF-1 expression and prognosis of SCLC.　Ninety six SCLCs, diagnosed 
from biopsies or surgical materials, for which detailed computed tomography (CT) images were available, 
were collected consecutively from Japanese patients between 2004 and 2011. We examined the location of 
the primary tumor (central or peripheral) using thin-sliced CT, a TTF-1 immunohistochemical expression, 
and clinicopathology including prognosis.Of the 96 SCLCs, 75% were of the peripheral type and found to 
have a significantly worse prognosis than central-type tumors. TTF-1 expression was significantly 
correlated with peripheral location (p = 0.030). Multivariate analysis revealed that high TNM stages and 
the peripheral location were independent markers for poor survival. TTF-1 is a marker for peripheral 
location and a poor prognosis for SCLC.

研究分野： 臨床腫瘍学

キーワード： 小細胞肺がん　TTF-1
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１．研究開始当初の背景 
 これまでは小細胞肺がん（SCLC）は、喫

煙などの吸入性発がん因子と強く関連し、そ

れゆえ肺門部から発生する中枢型肺癌と考

えられてきた(Herbest et al. NEJM 359: 

1367-, 2008) 。しかし我々は、原発巣が肺

の亜区域気管支以降に存在するものを末梢

型肺がん、それよりも中枢側に存在するもの

を中枢型肺がんと定義し SCLC の CT画像を再

検討する pilot study を行った結果、約 80％

の症例で原発巣は中枢ではなく亜区域気管

支以降の末梢に認める末梢型肺がんである

ことが明らかになった。また、がんの発生部

位はTTF-1の発現とよく相関している事も判

明した。 

Thyroid Transcription Factor-1（TTF-1) 

は肺や甲状腺に特異的に発現している転写

因子で、肺の末梢に存在するⅡ型肺胞上皮細

胞や Clara 細胞に発現しており、肺の発達お

よび肺上皮細胞の機能維持において重要な

役割を果たしている。TTF-1 は肺腺がんでは

63-84％、小細胞肺がんでは 80～97％に発現

しており、肺癌が原発性肺がんか転移性肺が

んかを決定する免疫染色マーカーとして日

常診療で利用されている。TTF-1 の発現は肺

腺癌が末梢肺から発生する末梢型肺がんで

あることを支持する根拠の一つである。それ

ならば、SCLC が末梢型肺がんである根拠とな

る可能性が考えられ、また、これは SCLC 細

胞の増殖にTTF-1が関与している可能性を示

唆するものでもある。 

本研究では、これまで中枢型肺がんとされ

てきた SCLC が真実は末梢型肺がんであり、

肺腺癌と同様に TTF-1 が lineage marker と

して機能しているとの仮説を検証すること

を目的とした。当院で診断された SCLC につ

いて高精細 CTを用いて SCLC を末梢型と中枢

型に分類し、各々TTF-1 の発現状況を解析し

事前に 19 例で検討を行った所、中枢型かつ

TTF-1 陰性の群はその他の群と比較し、予後

が良好であるという予備的結果を得た。そこ

で、100 例以上に症例を増やした上で更に解

析を行い、臨床情報と病理学的手法を組み合

わせた SCLC の層別化を目指すこととした。 

 
２．研究の目的 

本研究では、「小細胞肺がん（SCLC）は末

梢型肺がんである」という仮説を検証する。

CT 画像や免疫組織化学などの臨床データを

利用し、末梢型肺がんと中枢型肺がんに分け、

末梢肺の lineage marker である TTF-1 の発

現を解析する。またそれらの結果から予後が

異なる集団を見出し、臨床検体および細胞株

を用いた遺伝子発現解析（マイクロ RNA、長

鎖非コード RNA の発現解析）を行い、SCLC の

遺伝子異常の新たなプロフィールを作成し

SCLC の層別化を目指す。また、遺伝子発現解

析の結果を基に SCLC 細胞株を用いた発がん

機構の解明も行う。 

 
３．研究の方法 
（１）CT 画像による中枢型/末梢型の判定と
臨床情報の収集 

 当院で施行された高精細 CT画像で SCLC の

原発巣が、肺の亜区域気管支以降に存在する

末梢型かそれよりも中枢側に存在する中枢

型かを判定する。また、患者背景や治療経過、

予後などについての情報も収集する。末梢型

および中枢型の定義についてはこれまで見

解は定まっていないため、本研究で注目して

いる転写因子TTF-1の発現部位を考慮し上記

のように定義した。その末梢型、中枢型の定

義の妥当性についても検証を行う。 

（２）TTF-1 染色による TTF-1 の発現解析 

全ての症例にホルマリン固定パラフィン

切片を用いて免疫組織化学的に TTF-１の発

現状況を評価し、さらに dual color in-situ 

hybridization(DISH)により TITF1 遺伝子の

増幅を検索して、発現状況を基に患者背景お

よび予後について解析を行う。 

（３）SCLC 手術例における核酸の抽出 

-80℃で冷凍保存されたSCLC手術症例の腫

瘍組織から型のとおり核酸を抽出する。 



（４）肺がんの発生部位および TTF-1 の発現

状況により層別化された SCLC における遺伝

子発現解析 

上記の過程から治療効果や予後などの異

なる集団を見出し、SCLC の層別化を行う。  

次に、上記の過程で得られた核酸を用いて、

遺伝子発現・非コード RNA の発現などのデー

タを取得し層別化された群毎に有意な変化

がみられるか解析を行う。 

（５）SCLC 細胞株を用いた TTF-1 の発がん機

構への関与の検討 

TTF-1がSCLCの増殖に関与する転写因子で

あるかどうかを検討するため、SCLC 細胞株を

用いた検討を行う。 

 

４．研究成果 

始めに、当院で組織学的にSCLCと診断され、

かつ原発巣の特定が可能な症例 96 例による

がんの発生部位とTTF-1の発現の有無を確認

し、両者の相関や予後への影響について検討

を行った。その結果、96例中、69 例（75％）

は CT 画像上、末梢型と判定され 79 例（82％）

に TTF-1 の発現を認めた。原発巣と TTF-1 の

発現の関連性の検討を行った結果、末梢型の

症例の大部分(69/72=96%)は TTF-1 陽性であ

り、中枢型の症例の大部分は TTF-1 陰性であ

った（14/24=58%）(P<0.001)。Cox 比例ハザ

ードモデルを用いた多変量解析では、3 つの

因子（末梢型、TTF-1 陽性、進行病期）が有

意な予後因子であった。 

これらの結果をもとに、予後に差がみられ

た末梢型と中枢型で遺伝子発現の違いがみ

られるかどうかを検証するために、本研究の

対象症例で外科的に切除され新鮮凍結材料

が保存されている 14 症例について、マイク

ロアレイによる網羅的遺伝子発現解析を行

った。その結果、末梢型で高発現している遺

伝子群には、Synaptophysin や Chromogranin 

A といった神経内分泌癌に関わる遺伝子が含

まれており、本研究で着目した TTF-1 も高発

現していた。この結果は Gene Ontology（GO）

解析でも確認され、末梢型で有意に高発現し

て い る 遺 伝 子 群 に は nervous system 

development、Neurogenesis などの神経内分

泌に関わる GO term が多く含まれていた。一

方で、中枢型で高発現している遺伝子群にお

ける GO 解析では system development、

anatomical developmentなどの発生に関わる

遺伝子が多く含まれており、両者は癌として

の性質が異なる集団であることが明らかと

なった。 

次に、癌の増殖に TTF-1 が関与しているの

かどうかを検証するために、TTF-1 発現 SCLC

細胞株を用いたTTF-1遺伝子のノックダウン

実験を行った。TTF-1 の発現を免疫組織化学

的に確認できた SCLC 細胞株 7 種を用いて、

Opti-MEN-I 、 Lipofectamine RNAi Max 、

Stealth RNAi siRNA、Stealth RNAi siRNA に

よる TTF-1 のノックダウンにより、多くの

SCLC 細胞株で細胞増殖能および浸潤能が抑

制されることが明らかとなった。これらの事

から TTF-1 を発現している多くの SCLC 細胞

株においてTTF-1は腫瘍の増殖に関わってい

る可能性が示唆された。 

以上の結果から、SCLC の 75%は亜区域気管

支以降の末梢から発生し、末梢型 SCLC は

TTF-1 の発現と有意な相関を認め、SCLC が末

梢から発生する癌である仮説を支持する結

果が得られた。また、末梢型と中枢型では予

後に明らかな違いを認めたことから、日常診

療において SCLC の発生部位が予後予測因子

となる可能性があり、両者は癌の性質が異な

る群として層別化できる可能性が示唆され

た。また、TTF-1 を発現している SCLC では

TTF-1 が癌の増殖や浸潤に関わっている可能

性が示唆された。 

 今後はこれらの研究成果をもとに治療戦

略や予後予測に役立つ SCLC の層別化を目指

し更に臨床データを加えた検討を加える予

定である。 
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