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研究成果の概要（和文）：血漿中の循環miRNAはArgonaute2蛋白質に結合したAgo2-miRNAと細胞外小胞体に含有
されるEV-miRNAの形態で存在し, 我々は血漿からAgo2-miRNAを分離測定する技術を構築した。大腸癌原発巣・肝
転移巣においてmiR-21/-200cが発現していた. Ago2-miR-21を能動的放出と細胞溶解, Ago2-miR-200cを細胞溶解
のバイオマーカーとして, 健常人と大腸癌肝転移患者の血漿を用いて評価した. Ago2-miR-21発現量より大腸癌
の存在診断が可能で, 化学療法中のAgo2-miR-21/-200cの推移から治療に対する腫瘍応答を予測できる可能性が
ある.

研究成果の概要（英文）：We examined Two different forms of circulating miRNAs in plasma: Argonaute2 
(Ago2)-miRNAs and extracellular vesicles (EVmiRNAs). Ago2-miR-21 could be released into the 
extracellular fluid by active export from viable cancer cells and cytolysis in vitro. As miR-21 and 
miR-200c were expressed in both liver metastasis and primary lesions, we evaluated Ago2-miR-21 as a 
candidate biomarker of both active export and cytolysis while Ago2-miR-200c as a biomarker of 
cytolysis in a series of plasma obtained from colorectal cancer (CRC) patients with liver metastasis
 who received systemic chemotherapy. Ago2-miR-21 allowed us to distinguish CRC from subjects without
 CRC. The trend in ΔCt values for Ago2-miR-21 and miR-200c during chemotherapy could predict tumor 
response to ongoing treatment. Thus, capturing circulating Ago2-miRNAs from active export can screen
 patients with tumor burdens, while capturing them from passive release by cytolysis can monitor 
tumor dynamics during chemotherapy.

研究分野： 消化器外科
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  ２版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　本研究により、循環Ago2-miRNAを対象としたLiquid Biopsyによる非侵襲的かつ簡便に遺伝子変異情報を把握
する新しい臨床検査法が確立され、癌スクリーニングや進行癌におけるダイナミックな腫瘍病勢のモニタリング
が可能となった。
　本研究手法によって、精緻な個別化医療が叶えば、今後の本邦の大腸癌治療成績を飛躍的に発展させるだけで
なく、無用な補助療法を回避する等、患者側面のみならず診療費削減といったCost benefitにも十分に寄与し得
る。また同手法は、他の肝癌に対する肝移植や他の消化器悪性疾患の外科治療にも応用できる可能性があり、本
臨床医学研究の意義は極めて深いと考えられる。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
  
 大腸癌の治療予後の向上には、進行大腸癌が高率に転移を来す肝転移の治療成績向上が鍵を
握っている。我々は、大腸癌は Genetic/Epigenetic 変異情報に基づいた腫瘍悪性度の分類が可
能であることを証明し、これら遺伝子変異情報を治療戦略に応用することを提唱してきた。し
かしながら、この基盤となる体細胞変異は原発巣のみの解析であり、転移巣や化学療法施行中
における獲得変異などの継時的な新規体細胞変異情報または Epigenetic 変異を考慮すること
が不可能である。更に精緻な個別化医療の実現のために、より簡便に遺伝子変異情報を把握し、
腫瘍病勢といった“時間軸”の概念をも踏まえた新規治療戦略を構築する必要がある。 
 
２．研究の目的 
  
 本研究では、循環 miRNA を用いた Liquid Biopsy により、非侵襲的かつ簡便な遺伝子変異
情報の把握と腫瘍病勢評価を可能とする診断法を確立することを目的とした。 
 
３．研究の方法 
 
(1) Genetic/Epigenetic 解析：既に確立した解析システムを基に、原発巣・肝転移巣を対象に  
   解析を行い、約 300 例の遺伝子変異情報に関する遺伝子データバンクを作成する。 
(2) miRNA を対象とした Liquid Biopsy: 大腸癌肝転移症例の術前・術後経過において末梢血を

経時的に採血し、miRNA を抽出し、EVs-miRNA/AGO2-miRNA の推移と臨床転帰を踏まえ解析
する。 

 
４．研究成果 
 
(1) 大腸癌原発巣・肝転移サンプル解析、および Genetic/Epigenetic 解析:これまで岡山大学 
    病院 消化管外科・肝胆膵外科にて手術された進行大腸癌・転移性肝癌の切除標本より抽出  
    した DNA サンプルの Genetic/Epigenetic 解析を行った。 
 
(2) 循環 miRNA の産生形態を証明するための実験アッセイ確立:ヒト大腸がん細胞株 HT29 を用 
    いた実験で、Ago2-miR-21 が癌細胞からの能動的な放出のみならず抗癌剤投与による細胞 
    死に伴って細胞外に放出されることを実証した。EVs に内包される miRNA は Ago2-miR-21 
    よりも微量であり、また能動的な EV-miR-31/200c の放出は認められなかった。 
    さらに大腸癌患者の血漿サンプルより Ago2-miRNA を回収し、miRNA PCR アレイ/マイクロ 
    アレイを用いて包括的発現を評価した。 
 
(3) Liquid biopsy:大腸癌原発巣および肝転移の両切除標本において miR-21 と miR-200c が豊 

富に発現していた事から Ago2-miR-21, Ago2-miR-200c を測定した。その結果、Ago2-miR-21
は原発および転移部位の両方で高度に発現され、能動的放出と受動的放出が行われている
のに対して、Ago2-miR-200c は原発巣よりも転移部位に発現が高く主に細胞溶解により放
出されていた。また miR-451 が Ago2 複合体と結合して血漿中で安定して発現する miRNA で
あることも示されたことから、循環 miRNA 発現を正規化する方法として Ago2-miR-451 を
Ago2-miRNA の内部対照として選択した。 
これらをバイオマーカー候補として、全身化学療法を受けた肝転移を有する大腸癌患者の
治療前ならびに治療中の血液を用いて評価した。血漿 Ago2-miR-21 発現量は、大腸癌を有
する患者と有さない患者を区別することが可能であり、化学療法中の血漿 Ago2-miR-21 お
よび miR-200c の発現量の推移は治療に対する腫瘍応答を予測する可能性が示唆された。能
動的に放出される循環 Ago2-miRNA を測定することは腫瘍を有する患者をスクリーニング
することができ、細胞溶解により受動的に放出される Ago2-miRNA を測定することは化学療
法中の腫瘍動態・病勢を精緻に監視できる可能性がある。 
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