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研究成果の概要（和文）：　本研究は、Gemcitabine代謝関連酵素hENT1、RRM1発現解析が胆道癌術後補助化学療法の感
受性予測因子となりうるかを検証した。免疫組織学的な発現解析では、hENT1 68%、RRM1 53%の発現を認めた。mRNA発
現量と免疫組織学的な発現には相関を認めた(R=0.898; P<0.01)。Gemcitabine術後化学療法施行患者において、hENT1
高発現患者は、低発現患者と比較し有意差をもって予後良好であった(P=0.008)。hENT1とRRM1の両代謝関連酵素の解析
を行うことにより、化学療法の有効性の予測に重要であり、今後、抗癌剤選択の重要な指標となる可能性が示唆された
。

研究成果の概要（英文）：　This study aims to assess hENT1 abundance and RRM1 expression in 127 patients 
with cholangiocarcinoma underwent adjuvant gemcitabine-based chemotherapy after resection. A RT-PCR and 
immunohistochemical assay were applied. Relationships between clinicopathologic factors, and disease-free 
and overall survival (DFS and OS) were evaluated.
　High intratumoural hENT1 and RRM1 expression levels were observed in 86 (68%) and 67 (53%) patients by 
immunohistochemical assay. Linear correlation was observed between expression using immuhohistochemical 
assay and PCR assay (R=0.898; P<0.01). Concurrent high hENT1 and low RRM1 expression was a powerful 
independent predictor of prolonged DFS (P<0.001) and OS (P=0.001). We concluded that concurrent analysis 
of hENT1 and RRM1 expression may increase the predictive value of these biomarkers for survival of 
advanced cholangiocarcinoma patients treated with adjuvant gemcitabine-based chemotherapy.

研究分野： 肝胆膵外科
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１．研究開始当初の背景 
 
 胆管癌切除不能例に対する全身化学療法
として、本邦においては Gemcitabine、S-1、
Cisplatine の 3 剤が承認されており、併用療
法でも高い奏効率と生存期間の延長効果が
報告されている。我々は、これまでに膵癌術
後の補助化学療法施行患者において、
Gemcitabine 代謝関連酵素である human 
equilibrative nucleoside transporter 1 
(hENT1) や large subunit of human 
ribonucleotide reductase (RRM1)の発現解
析が、抗癌剤感受性予測因子となる可能性が
あることを報告してきた (2013 Surgery 
153;4:565-75)。 
 
 
２．研究の目的 
 
 本研究は、これらの Gemcitabine 代謝関連
酵素の解析が、胆道癌に対する外科治療後の
Gemcitabine を使用した術後補助化学療法
の感受性予測因子となりうるかを検証する
ものである。 
 
 
３．研究の方法 
 
 胆道癌切除症例 127 症例について、hENT1
発現、RRM1 発現と臨床病理学的な因子との
関 連 、 特 に 生 命 予 後 と の 関 連 を
Kaplan-Meier 法にて解析を行う。 
 同代謝関連酵素の発現解析は、切除ホルマ
リン固定標本、新鮮凍結組織を使用し、免疫
組織学的に発現解析、real time-PCR 法によ
る mRNA 量の解析を行い、発現の異同を比
較した。 
 
４．研究成果 
  
 免疫組織学的な腫瘍内 hENT1、RRM1 発
現の検討では、胆管癌腫瘍部において、
hENT1 68%、RRM1 53%の発現を認めた。
mRNA 発現量と免疫組織学的な相関関係に
ついてこれまでは統一した見解がなかった
が、凍結組織標本を用いた RT-PCR 法による
解析では、免疫組織学的な hENT1, RRM1
発現と相関を認めた(R=0.898; P<0.01)。臨床
病理学的背景因子は、hENT1 発現の高低に
は有意差を認めなかった。 
 Gemcitabine 術後化学療法施行患者にお
いて、hENT1 高発現患者は、低発現患者と
比較し有意差をもって生存予後化良好であ
った(P=0.008)。しかし、化学療法非施行患者
においては、この差は認めなかった(P=0.894)。
多変量解析では、hENT1 高発現に加え
RRM1 低発現患者は独立した予後予測因子
であった(P=0.044, 0.009)。hENT1 と RRM1
の RT-PCR による発現解析でも、同様の傾向
を示し、両 Gemcitabine 代謝関連酵素の解析

を行うことにより、化学療法の有効性の予測
に重要であり、今後、抗癌剤選択の重要な指
標となる可能性が示唆された。 
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