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研究成果の概要（和文）：胆管癌における胆管切離断端に遺残した上皮内癌の局所再発には、早期DNA損傷修復仲介因
子p53-binding protein 1 (53BP1)の不活化およびアポトーシス減少と関連がある。一方、53BP1活性化を介した早期DN
A損傷修復応答およびアポトーシス誘導は、胆管切離断端が上皮内癌陽性であっても局所再発せずに術後長期生存する
分子生物学的機序の一つと考えられる。早期DNA損傷修復機構に着目した結果、「胆管癌の表層拡大進展の形成は、浸
潤癌が上皮内進展して形成される場合が50％、field carcinogenesisの結果残存した上皮内癌部が表層拡大進展として
形成される場合が50％であった。

研究成果の概要（英文）：Clinically evident local recurrence of residual carcinoma in situ at ductal 
stumps is closely associated with 53BP1 inactivation and decreased apoptosis. In contrast, apoptosis 
associated with early 53BP1-mediated DNA damage response is one of the molecular biological mechanisms 
that permit a small proportion of patients with residual carcinoma in situ at ductal stumps to survive in 
the long term with no evidence of local recurrence. Based on the Early DNA damage response, 50% of 
patients with formation of intraepithelial spread of invasive carcinoma, whereas 50% of patients with 
formation of field carcinogenesis. The formation of superficial intraepithelial spread results from both 
intraepithelial spread of invasive carcinoma and field carcinogenesis.

研究分野： 消化器外科学
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１． 研究開始当初の背景 
 
（1）近年、早期発癌過程における DNA 二重
鎖切断(DSB)の重要性が報告されており、発
癌過程では核内でDNA損傷とDNA損傷部の修
復が起こっており、細胞の DNA 損傷が修復で
きない状態に陥ると癌化することが解明されて
いる 1)。DNA 損傷部位に ATM が動員され活
性化し、活性化された ATM はヒストン
H2AX(Ser139)をリン酸化する(Ser139 がリン
酸化されたヒストン H2AX はγ-H2AX と呼
ばれる)。γ-H2AX はリン酸化依存的なタン
パク質相互作用により 53BP1 が DSB 部位周
辺に動員され、Tudor ドメインを介してメチ
ル化ヒストンに結合しDNA損傷部の修復を行
う。また、活性化された ATM によって Chk2
の 68 番目のスレオニン(Thr68)がリン酸化さ
れる。活性化された Chk2 は、p53 の Ser20 を
リン酸化し p53 を安定化させることで、細胞
周期の停止やアポトーシスを誘導すること
が解明されている。 
 
（2）胆管癌は表層拡大進展を伴うことがあ
り、術式選択を決定する際に胆管切離線の設
定に苦慮することもある。実際に、表層拡大
進展により術中迅速病理診断で胆管切離断
端が癌陽性と診断されることもある。2005 年
に申請者らは、胆管癌における胆管切離断端
での癌遺残陽性例を“浸潤癌陽性例”と“上
皮内癌陽性例”とに分けて生存解析を行い、
浸潤癌陽性例は極めて予後不良であることを
世界で初めて報告した 2)。 
さらに、上皮内癌陽性群の遠隔成績は比較的
良好であるが、胆管切離断端に遺残した上皮
内癌の局所再発には、53BP1 の不活化および
apoptosis の減少が関与していることを報告し
た 3)。術中の胆管切離断端における癌陽性と
いう事態を打開するために術前に胆管上皮
の組織生検を行い、表層拡大進展部の拡がり
を精査した後に胆管切離線の設定を行って
いる。 
しかし、胆管上皮の組織生検材料は非常に

小さいことと、悪性閉塞性黄疸による炎症異
型が加わると癌・非癌の病理組織診断が困難
となる場合がある。 
 

（ 3）以前より胆道癌の発癌には field 
carcinogenesis の関与が示唆されているが、臨
床で指摘される胆管癌の表層拡大進展は、浸
潤癌が上皮内を進展して形成されるのか、
field carcinogenesis の結果、field の一部が浸
潤し残存した上皮内癌部が表層拡大進展と
して形成されるのかを説明できる科学的根
拠は解明されていない。 

過去の申請者らの研究成果 2, 3)から表層拡
大進展の形成機序には、DNA 損傷部に対する
53BP1を介した修復機構に明確な相違点がある
ことが推測される。申請者らは DNA 損傷と
53BP1 による DNA 損傷修復機構に着目し、胆
管癌の表層拡大進展の形成は、浸潤癌が上皮

内進展して形成される場合と field 
carcinogenesis の結果残存した上皮内癌部が表
層拡大進展として形成される場合とがあり、
両者における表層拡大進展部では、DNA 損傷
部に対する 53BP1 を介した DNA 修復機構に
相違点がある」という仮説をたて、本研究を
企画した。 
参考文献： 
1) Gorgoulis VG, et al. Nature 2005；434：
907-913. 
2) Wakai T, et al. Cancer 2005；103：1210-1216. 
3) Wakai T, et al. International journal of 
Oncology 2011；38：1227-1236. 
 
（4）申請者らは、p53-binding protein 1 (53BP1)
による早期 DNA 損傷修復機構に着目し、「胆
管癌の表層拡大進展の形成は、浸潤癌が上皮
内 進 展 し て 形 成 さ れ る 場 合 と field 
carcinogenesis の結果残存した上皮内癌部が
表層拡大進展として形成される場合とがあ
り、両者における表層拡大進展部では、DNA
損傷部に対する 53BP1 を介した DNA 修復機
構に相違点がある」という仮説をたて、本研
究を企画した。 
 
２．研究の目的 
 
「胆管癌の浸潤部と表層拡大進展部におけ
るDNA損傷部に対する 53BP1を介したDNA
損傷修復機構の相違点を解明し、表層拡大進
展形成機序を解明すること」である。 
 
３．研究の方法 
 
胆管癌切除例を対象として、浸潤部と表層拡
大進展部（上皮内癌）における DNA 損傷お
よび DNA 損傷修復仲介因子 53BP1 の核内発
現を二重蛍光免疫組織染色にて検出し、DNA
損傷部への 53BP1 共局在率を評価する。浸潤
部と表層拡大進展部をマイクロダイセクッショ
ンして p53 (exon5-8)および 53BP1 (exon21&22) 
のシークエンスにより p53 遺伝子変異と
53BP1 遺伝子変異を解析する。胆管癌の浸潤
部と表層拡大進展部における DNA 損傷部に
対する 53BP1 を介した早期 DNA 損傷修復機
構の相違点を明らかにし、表層拡大進展の形
成機序を解明する。 
 
４．研究成果 
（1）2007 年～2011 年の 5 年間に根治切除が
施行された肝外胆管癌 43 例を対象とした。
進展範囲に関して切除標本を再検鏡し、浸潤
癌部と非浸潤癌部(CIS)を mapping し、病理
学的記載は胆道癌取扱い規約第 6 版に準じた。
表層拡大進展の定義は、浸潤部から＞20 mm
以上の水平方向への表層進展とした。後方視
的に表層拡大進展部の画像評価を行った。 
術後病理組織学的検査で 43 例中 8 例
（18.6%）が表層拡大進展を伴う広範囲胆管
癌であった。男女比は 5:3，年齢中央値は 77



歳（64～81 歳）であった。術式の内訳は，胆
道再建を伴う肝葉切除 3 例（門脈合切 1 例含
む）、幽門輪温存膵頭十二指腸切除 3 例、胆
囊床切除＋幽門輪温存膵頭十二指腸切除 1 例、
肝外胆管切除 1 例であった。腫瘍径の中央値
は 64 mm（53～78 mm）であった。十二指腸
側への表層進展長の中央値は 29.5 mm（8～69 
mm）、肝側への表層進展長の中央値は 26.5 
mm（6～38 mm）であった．8 例。5 例は十二
指腸側に表層拡大進展（＞20 mm 以上）を認
め、5 例は肝側に認め、うち 2 例では両側方
向に表層拡大進展を認めた。術前画像診断で
表層拡大進展を診断できたのは 8 例中 5 例で
あり、術前に表層拡大進展を診断できなかっ
た 3 例における表層拡大進展部は病理学的に
表面平坦型（IIb 病変）であった。8 例中 6 例
は胆管切離断端癌陰性であったが、2 例が胆
管切離断端 CIS 陽性であった。 
表層拡大進展を伴う広範囲胆管癌における
表面平坦型病変を術前画像診断することは
困難である。術中胆管断端 CIS 陽性に対する
追加切除・拡大手術は、年齢、耐術性を考慮
した上で慎重に判断するべきである。 
 
（2）DNA 損傷部の検出には γ-H2AX モノク
ローナル抗体による免疫組織化学染色、DNA
損傷修復仲介因子 53BP1 の検出には蛍光免
疫組織染色を行い共焦点レーザー走査顕微
鏡にて 53BP1 の核内発現を検出した。γH2AX
モノクローナル抗体と 53BP1 抗体による二
重蛍光免疫組織染色を行い、両者の核内発現
の局在も検討した。DNA 損傷部の修復状態の
検出には p53、Ki67 モノクローナル抗体によ
る免疫組織化学染色、TUNEL 法により
apoptosis を検出した。 
胆管切離断端における CIS と浸潤癌との間
で p53 標識率、Ki67 標識率に差は認めなかっ
たが、浸潤癌では γ-H2AX 標識率(P = 0.031)
は有意に高く、apoptosis 標識率(P = 0.004)は
有意に低かった。53BP1 核内発現様式は、浸
潤癌では全例びまん性集積であった。CIS で
は 53BP1 核内発現びまん性集積が 10 例、ド
ット状集積が 4 例であり、apoptosis 標識率は
びまん性集積が中央値 1%に対しドット状集
積では 22%と有意に高かった(P = 0.001)。CIS
群では、びまん性集積していた 10 例の累積
10 年局所再発率は 100%であり、ドット状集
積していた 4 例の 0%と比較して有意に局所
再発発生率が高かった(P = 0.020)。 
 
（3）胆管切離断端が上皮内癌陽性で局所再
発により原病死した症例の組織像を呈示す
る（図 1A-D）。53BP1 核内発現様式は、びま
ん性集積しており（図 1B,C）、Ki-67 陽性細
胞を全層性に認め、TUNEL 法によるアポト
ーシス陽性細胞は認められない（図 1D）。一
方、胆管切離断端が上皮内癌陽性であったに
もかかわらず長期無再発生存中の症例にお
ける組織像を呈示する（図 1E-H）。53BP1 核
内発現様式はドット状集積であり（図 1F,G）、

基底膜側に Ki-67 陽性細胞を認め、表層部に
は TUNEL 法によるアポトーシス陽性細胞を
認める（図 1H）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1 早期 DNA 損傷修復応答と局所再発と
の関連 
 
（4）γH2AXおよび 53BP1 との二重蛍光免疫
組織染色を行い、53BP1 核内ドット状集積に
おける両者の核内発現の局在を検討した結
果（図 2）、上皮内癌 CIS 部に γH2AX（図 2C）、
53BP1（図 2D）の核内ドット状集積を認め、
merge（図 2E,F）では 53BP1 は優勢に γH2AX
に共局在していた。Merge した拡大図（図 2F）
の赤線部分の intensity curves をグラフ化（図
2G）すると、53BP1 の intensity curve（緑）の
2 つのピーク（矢印）は γH2AX の intensity 
curve（赤）のピークと一致しており、共局在
していることが明確に理解できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2 53BP1 核内ドット状集積における
γH2AX および 53BP1 との二重蛍光免疫組織
染色 
 
胆管癌における胆管切離断端に遺残した

上皮内癌の局所再発には、早期 DNA 損傷修
復仲介因子 53BP1 の不活化およびアポトー
シス減少と関連がある。一方、53BP1 活性化
を介した早期 DNA 損傷修復応答およびアポ
トーシス誘導は、胆管切離断端が上皮内癌陽
性であっても局所再発せずに術後長期生存
する分子生物学的機序の一つと考えられる。 

p53-binding protein 1 (53BP1)による早期 DNA
損傷修復機構に着目した結果、「胆管癌の表層
拡大進展の形成は、浸潤癌が上皮内進展して
形成される場合が 50％、field carcinogenesis
の結果残存した上皮内癌部が表層拡大進展
として形成される場合が 50％であった。 
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