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研究成果の概要（和文）：　本研究の目的は、消化器癌における循環腫瘍細胞(CTC)や骨髄腫瘍細胞(DTC)を同定
し、その臨床的意義を調べること。
　大腸癌の術前CTCとDTCの陽性率は、それぞれ23%, 26%であった。CTC陽性は、術後の再発率や癌関連死と相関
した。DTCには相関は認めなかった。肝細胞癌において、術前CTCとDTCの陽性率は、それぞれ64%, 68%であっ
た。CTC陽性は、肝外再発と無再発生存率に相関した。DTCは全生存率と相関した。胃癌においてCTC陽性率は,43
%であった。術前と術後のCTCの推移から、予後 高、中、低リスク群に階層化できた。いずれの癌でも、予後予
測マーカーとして臨床応用可能である。

研究成果の概要（英文）：The purposes of the study are to detect circulating tumor cells (CTC) and 
disseminated tumor cells (DTC) in digestive system cancer and to examine how we apply into the 
clinical settings. 
 Preoperative positive rates of CTC and DTC in colon cancer patients were 23% and 26%,respectively. 
There is a significant higher incidence of postoperative recurrence and cancer related death in 
patients with CTC positive compared with in negative patients.

研究分野： 転移

キーワード： 循環腫瘍細胞　骨髄腫瘍細胞
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１．研究開始当初の背景 

消化器癌・乳癌をはじめとする固形癌症例で

は根治術後の再発や、術後長期(5 年目以降)

経過後の再発が認められる。根治術後可能と

考えられる担癌患者においてさえ、臨床的に

は同定できない程度の微量な腫瘍細胞がす

でに遠隔臓器に存在することを示している。

左図ような遠隔転移が成立する過程におい

て、血管内に流入した腫瘍細胞を循環腫瘍細

胞(Circulating tumor cells:CTC)、また、

骨髄などの組織に微小転移が成立した細胞

を Disseminated tumor cells(DTC)と呼ぶ。

画像検査などで転移のない M0 の中で DTC の

陽性率は、乳癌では20~40%,胃癌では35~60%,

大腸癌においては 20~40%と報告されている。  

臨床的にこれら微量な遊離腫瘍細胞を同

定する意義は、1.今後の転移や予後を予測す

ること 2.化学療法などの治療効果の判定 

3.CTCや DTCの genotypingや phenotypingな

どを行い、詳細な転移形式の解明や新しい治

療方法の確立につながる可能性があること

である。乳癌の大規模プール解析の結果、DTC

が独立予後因子であることが明らかにされ

た(Braunet.al.NEJM2005)。また、肺癌、前

立腺癌、大腸癌でも、予後マーカーとしての

有用性が報告されている。米国などでは、CTC

や DTC 同定が多くの研究機関で実践され、今

後の実用化に向けて進んでいる。しかし、肝

胆膵癌において CTC／DTC を細胞レベルで同

定し得た論文は２編のみ(Hepatology2005／

Clin cancer Res2011)であり、大きく遅れて

いる。また、国内においては、胃癌や大腸癌

の CTC／DTC 臨床研究(Cancer Sci 2010)は 10

編に満たず、pilot study の段階である。 

 

２．研究の目的 

上記の背景と研究結果を基に、CTC／DTC 同定

を臨床の現場に応用するため、右図のような

３つの方向性で研究を進める。 

(1) 大腸癌患者の原発巣、CTC, DTC の

profile を比較する(詳細は次項に記

載)Cancer stem cell の細胞マーカーを

もつ腫瘍細胞が、末梢血から骨髄へと

転移しうると仮説を立てている 

(2) 大腸癌患者の DTC を抽出培養し、抗癌

剤感受性試験を行うシステムを構築す

る。 

(3) 肝胆膵癌などにおける CTC/DTC を同定

する。 

 

３．研究の方法 

以下の臨床研究は北海道大学病院倫理委員

会により承認されている。患者さんには術前 

十分に臨床研究の意義と仮に参加しなくて

も臨床的不利益がないことを説明し、文書に

よる承諾書をいただいている。 

 

(1) 担癌患者の CTC と DTC 同定  

全身麻酔下、術直前に担癌患者の末梢血 10ml

と骨髄血 5ml を採取する。Ficoll 処理にて単

核球を分離する。この分画の中に腫瘍細胞が

含まれている。Magnetic activated cell 

sorting system (MACS)を用いて、上皮系マ

ー カ ー で あ る EpCAM(Epithelial cell 

adhesion molecule)陽性細胞を分離。 

更に、サイトケラチン/CD45/DAPI(核)の３種

類の蛍光抗体で多重染色し、サイトケラチン

陽性 CD45 陰性の有核細胞を CTC または DTC

と定義し、これらを同定カウントする。 

 



(2) 担癌患者のCTCと DTC中の CD133陽性細

胞(CSC)の同定 

上記のように末梢血と骨髄血からEpCAM陽性

細胞を分離後、MACS にて CD45 陽性細胞を除

去 す る (EpCAM+CD45+ 細 胞 ) 。 そ の 後 、

Cytokeratin/CD133/DAPI(核)の３種類の蛍

光抗体で多重染色する。 

 

４．研究成果 

大腸癌 

【方法と材料】平成 21 年 2 月〜24 年 3 月ま

でに当科で手術した(他臓器癌合併例は除

く)原発性大腸癌患者 82 名(男:女＝45:37)。

Stage 毎 の 症 例 数 ( Ⅰ : Ⅱ : Ⅲ : Ⅳ ＝

22:29:19:11)、観察期間中央値は67.3ヶ月。

術前に末梢血10ml、骨髄血2.5mlを採取した。

末梢血のみ採取したのは 46 名、末梢血と骨

髄血を共に採取したのは 38 名。Magnet 

activated cell sorting (MACS)システムを

用いて、血球細胞を除去。その後、免疫細胞

染色法にて Cytokeratin、CD45、DAPI の多重

染色を行い、CTC や DTC を同定した。 

【結果】 1. 大腸癌患者 86 名のうち、19 名

(23.2％)に CTC を認めた。また、38 名中 10

名(26.3％)に DTC に認めた。DTC 陽性症例の

中で、CTC も陽性だったのは 3 例(33.3％)で

あり、CTC 陽性症例 10 名中、DTC 陰性例は 7

例(70％)であった。2. 各 stage 毎の CTC 陽

性率は、それぞれ 8.7％(2/23)、24.1％(7/29)、

26.3％(5/19)、 45.4％(5/11)あり、stage が

進むにつれ高くなる傾向であった。3. 術後

再発を19例(遠隔転移:局所再発＝13:6)に認

めた(23.2％)。CTC 陽性 19症例中、再発を認

めたのは 12 例(63.2％)であり、有意に相関

した(p＜0.01)。再発に対する CTC 陽性例の

リスク比は 5.7 であった。しかし、CTC 陰性

症例にも再発症例 7例を認めた。DTC 陽性 10

症例中再発を認めたのは 2 例(20％)であり、

DTC は有意な再発リスク因子とはならなかっ

た。4.癌関連死は 11 例あり(13.4％)、その

うち 6例は CTC 陽性であった(54.5％)。癌関

連死に対する CTC 陽性例のリスク比は

3.3(p<0.02)であった。DTC を計測した 38 例

中 4名が死亡しており(10.3％)、その内１例

に DTC を認めた(25％)。5. StageⅡ再発症例

は 4例(13.8%)あり、其の内、2例が CTC 陽性

であった（50%）。 

【結論】術前 CTC は術後の再発や癌関連死を

予測するマーカーになりうる。しかし術前

DTC はこれらを予測できず、現時点では有用

性は不明である。StageⅡで CTC 陽性症例で

は、補助化学療法導入を検討する必要性があ

ると考えられた。 

 

胃癌 

【背景】血中腫瘍細胞(CTC)は、早期診断や再

発・予後予測マーカーとして臨床応用されてき

ている。CTCのヘテロ性が近年注目されてきてお

り、上皮系マーカーによる既存の検出に頼らな

い検出系の確立も待たれている。 

【目的】胃癌患者の周術期において間葉系マー

カーも加えた検出法によるCTCの臨床的意義を

検討した。 

【対象と方法】2014年12月～2016年12月に当科

で胃癌のR0切除を施行した54例（男:女＝36:18）。

観察期間の中央値は13.4ヶ月。Stage毎の症例数

は、Ⅰ:Ⅱ:Ⅲ:IV＝31:13:10:0。術直前、術後1

週間、1か月、6か月に末梢血7.5mlを採取し、濃

度勾配遠心分離した後、MACSシステムを用い

CD45陰性細胞をnegative selectionした。免疫



細胞染色法にて上皮系のCytokeratin(CK)、間葉

系のN-cadherin(N-cad)、DAPIの多重染色を行い、

CKあるいはN-cadのいずれかを発現する細胞を

CTCと定義した。 

【結果】(1)CK(＋)N-cad(−)を示す症例は認めな

かった。CK(−)N-cad(＋)を示す症例は38.9％

(21/54)であり、CK(＋)N-cad(＋)を示す症例は

3.7％(2/54)であった。 

(2)CTCのROC解析では、2年以内の再発をoutcome

とするとAUCが0.839(95%信頼区間;0.72〜0.96)

であり、ROC曲線から測定されたCTCのcut-off

値が1であった。CTC=0を陰性、CTC≧1を陽性と

したときのT1(早期癌)、T2以深(進行癌)でのCTC

陽性率はそれぞれ24％(7/29)、

56(14/25)(P<0.05)であった。静脈侵襲があると

CTC陽性となる傾向があった(p=0.052)が、それ

以外の病理組織学的因子の統計学的な相関は認

められなかった。 

(3)現在まで５例に再発を認めており、いずれも

進行癌でかつ術前にCK(−)N-cad(＋) CTCを認め

た症例であった。また進行癌において周術期（術

前、術後７病日、術後１ヶ月）のCTCの推移に着

目し、以下の３群に分けた 

A:術前CTC陽性でかつ術後にCTCが増加した群, 

B:術前CTC陽性でかつ術後にCTCが減少した群、 

C:術前CTC陰性群）。それぞれの2年以内の再発

率はそれぞれ60%(3/5)、22%(2/9)、0%(0/11)で

あった。 

【まとめ】上皮系を発現するCTCは少なく間葉系

を発現するCTCが多かった。 

また、周術期のCTCを計測することで、より再発

を来たしやすい症例を予測ししうると考えられ

た。 

 

肝細胞癌 

【背景】肝細胞癌(HCC)におけるCTCやDTC研究は、

乳癌や肺非小細胞癌に比べ、著しく遅れている。

細胞レベルで、上記の腫瘍細胞を検出できた報

告は数例にすぎない。その理由の一つとして 腫

瘍細胞の抽出に利用されるEpithelial cell 

adhesion molecule (EpCAM)の発現が、HCCの場

合 30%台であり（乳癌ではほぼ100%）,腫瘍細胞

の抽出が困難であるためである。 

【目的】HCCのCTCやDTCを細胞レベルで抽出する

方法を確立すること。また、予後予測マーカー

として、CTCとDTCを比較すること。 

【方法】2011年10月～2013年7月当科でHCCの手

術を施行した35例（男:女＝31:4）。Stage毎の

症例数は、Ⅰ:Ⅱ:Ⅲ:IV＝16:8:7:4。観察期間の

中央値は636日。術直に末梢血10ml や骨髄血5ml

を採取し、濃度勾配遠心分離した後、MACSシス

テムを用いCD45陰性細胞をnegative selection

した。免疫細胞染色法にてArginase-1(Arg1)も

しくはalpha fetoprotein (AFP)、CD45、DAPI

の多重染色を行い、Arg1/AFP陽性、CD45陰性、

核陽性の細胞をCTCと定義した。 

【結果】(1) CTCとDTC陽性率は、それぞれ63.8% 

(23/35), 68.4%(13/19)であった。CTC陽性と臨

床病理学的因子との関係において、門脈浸潤と

TNM stageに相関関係が認められた。 

(2)CTCの数と肝外再発率や無再発生存期間に相

関が認められた。またDTCの数と全生存率に相関

が認められた。 

【結論】HCCにおいても、細胞レベルでCTCやDTC

を検出するシステムを確立した。またCTCとDTC

を組み合わせることで、より正確に予後を予測

できる可能性あり。 
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