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II. 成果の概要（総括研究報告）
疾患拠点１では、中外製薬株式会社と分担研究者のグループが連携して、がん組織の多層オミックス
解析・免疫解析に基づく、がん免疫微小環境の分子機序の解明に取り組んだ。バイオバンク試料を用
いた多層オミックス解析・免疫解析の研究実施計画書を策定し、中外製薬及び国立がん研究センター
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の研究倫理審査委員会での承認を得て、肺がん・膵がんの外科切除標本の解析を開始した。役割分担
として、がん組織標本中の免疫細胞の解析は中外製薬で行い、多層的オミックス解析は各解析拠点で
行った。まず、Feasibility 検討として、サンプルの処理・保管・輸送方法、免疫細胞の分離方法や
DNA/RNA の抽出方法を検討し SOP を策定した。ついで、SOP 化されたプロトコールに則って、H28 年
度は 77 症例の外科切除標本（腫瘍と正常組織）の解析を実施、データを蓄積しデータベース化を開
始した。また、本研究で得られる診断・治療シーズの検証を行うために、前向き臨床試験の計画の概
要を検討し、また生検標本等の少量検体を用いた免疫細胞プロファイリング解析を行うための技術
開発も進めた。
疾患拠点 2 では、がん患者新鮮試料を利用した新規 Ex vivo 免疫応答評価システムの構築、及び前
向き臨床研究検体の治療前後の検体のオミックス解析によって、新規がん免疫賦活剤とバイオマー
カーを開発することを目的とする。H28 年度は、合計 30 症例の胃がんおよび卵巣がん患者試料中の
がん細胞の割合と HLA-ABC や PD-L1 の発現及び、CD4/8 陽性 T 細胞、制御性 T 細胞、メモリーT 細
胞、NK 細胞などの免疫チェックポイント関連因子の FACS 解析を体系的に行った。さらに、がん細
胞と免疫担当細胞の三次元共培養系の構築を進めた。前向き臨床研究とオミックスデータベースの
構築については、H29 年 10 月から 50 例の胃がん患者の治療前後の臨床検体を集め、オミックス解
析を行うことを決定した。また、統合オミックス解析プログラムの作成のため、胃がん自家樹立細
胞株の 4 層オミックスデータ（ゲノム、トランスクリプトーム、エピゲノム、及びプロテオーム）
を得た。
疾患拠点 3 では、新規抗がん剤の標的対象分子を明らかにする目的で、大腸がん、胆道がん、乳が
んの手術検体を用いる in vitro /in vivo 評価系の構築とこれらを用いるオミックス解析を開始し
た。In vitro 系としては 3 次元培養法を含む手法を用いて、in vivo 系としては高度免疫不全マウ
スに組織片を直接移植することにより PDX 株の樹立を進めた。H28 年度は樹立した in vitro 系に対
し、エーザイ株式会社から供与された候補物質の反応性評価を開始した。オミックス解析について
は、in vitro /in vivo 評価系が樹立できた症例のがん組織について遺伝子変異解析を進めてい
る。また、同様に選別した総 RNA を用いるマイクロアレイ解析、2DICAL 法によるプロテオーム解析
も並行して行っている。
疾患拠点４では、
「精神疾患バイオリソース収集とオミックス解析」として、H28 年度は、前向き臨
床研究（バイオリソース収集）を継続し、精神疾患患者や健常者の脳脊髄液、血液を採取し、被験者
の詳細な臨床情報や検査データを収集した。
H28 年度中に 116 人から 166 検体の脳脊髄液を収集し、
オミックス解析としてエピゲノム、メタボローム（親水性、疎水性）について解析拠点への検体送付
が終了した。microRNA アレイ、プロテオームについては条件検討を行った。親水性メタボローム
解析については既に測定結果が得られ、統合失調症、双極性障害で健常者と有意差のある分子を同定
した。既存のプロテオミクスデータとゲノムの解析により、protein quantitative trait loci (pQTLs)
解析を行い、CSF 中のタンパク濃度を規定する一塩基多型(SNPs)についてのデータベースを構築し
た(Hum Mol Genet, 2016)。また、脳脊髄液中のドパミン代謝産物（ホモバニリン酸）が大うつ病性
障害の状態依存性マーカーとなることを示した(J Clin Psychiatry, in press)。また「精神疾患治療薬
候補化合物の薬理学的解析」として既に同定されている新しい向精神薬として有望な化合物群につ
いて、上記の脳脊髄液のオミックス解析を活用した薬効の指標となる層別化分子の同定や動物・細胞
を用いた薬理学的解析を行った。
疾患拠点 5 では、慢性腎臓病の疾患解析拠点として、腎組織のオミックス解析を中心とした探索的
パネル(パネル 1 研究)と、糖尿病腎症の重症化に関連するバイオマーカー探索を目的とする前向き経
時的コホート(パネル 2 研究)を構築し、臨床試料、及び情報の収集を開始した。また、オミックス解
析の実施に向けた feasibility study を実施し、解析プロトコールを確立した。
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In Disease core center 1, Chugai Pharmaceutical Co. LTD. (Chugai) and National Cancer Center
Research Institute (NCCRI) cooperatively tackled a clarification of molecular mechanism in
cancer microenvironment based on the integrative Omics and immune analyses of cancer tissues.
The research project was approved by Ethics Committees in both Chugai and NCCRI. The Chugai
analyzed characteristics of tumor infiltrating lymphocytes in surgical specimens such as
lung and pancreatic cancers and Omics analyses were performed at Analysis Cores. As a
feasibility study, we examined the methods of processing, storage and transport of clinical
samples, preparation of immune cells and extraction of DNA/RNA, leading to the formulation
of SOP. In this year, we analyzed 77 clinical samples with the established SOP, and started
to construct the database. In addition, we determined the outline of a prospective clinical
study for verification of clinical usefulness of diagnostic and therapeutic seeds identified
in this study.
In the disease-2 group, development of new drugs for tumor-immunotherapy and biomarkers
through construction of innovative ex vivo systems and omics data from pre- and posttreatment clinical samples is the aim. In 2016, we obtained FACS data of HLA-ABC and PD-L1
in tumor cells and of immunocheckpoint associated molecules in CD4/8-positive T cells,
regulatory T cells, memory T cells, and NK cells in clinical samples from a total of 30
gastric and ovarian cancer patients. We also proceeded with development of ex vivo systems
by 3D co-culture between tumor and immunocompetent cells. For omics analyses of pre- and
post-treatment clinical samples, we decided to conduct a clinical study enrolled 50 gastric
cancer patients from October, 2017, and we obtained 4 layers of omics data of our originally
established gastric cancer cell lines to construct programs for integrative analyses.
In the disease-3 group, in order to clarify the molecular target of anticancer drug
candidates, in vitro/in vivo systems using surgical specimens of colorectal/bile-duct and/or
breast cancer patients were established, and omics data analyses have been conducted. As an

in vitro and in vivo systems, 3D-culture and patient-derived xenograft (PDX) models are
established, respectively. In this fiscal year, dose-response analyses of a drug candidate
provided by Eisai Co., Ltd. were in progress. In addition, using the established models,
omics analyses including gene-mutation, gene expression analyses using microarray, and
proteome (2DICAL) analyses are on going.
In the disease-4 group, for the first theme ‘Collection of bioresource and omics analyses
in psychiatric diseases’, we have been collecting bioresource, i.e., cerebrospinal fluid
(CSF) and blood as well as detailed clinical information from patients with psychiatric
disorders and healthy controls. In the 2016 fiscal year, we collected 166 CSF samples from
116 individuals.

As a part of the omics analyses, the samples have been sent to each

institution which would conduct epigenomics or metabolomics (hydrophilic or hydrophobic
molecules).

Methods for microRNA array and proteome analyses have been determined. The
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hydrophilic metabolomics analysis has been done, and several molecules have been identified
to show a significant difference between schizophrenia or bipolar patients and controls.
Based on previous proteomics and genomic data, we performed protein quantitative trait loci
(pQTLs) analysis and made a database showing the list of single nucleotide polymorphisms
(SNPs) that regulate protein expression in the CSF (Hum Mol Genet, 2016). Further, we
reported that CSF levels of a dopamine metabolite (homovanillic acid: HVA) are a statedependent marker for major depressive disorder (J Clin Psychiatry, in press). For the second
theme ‘Pharmacological analysis on the candidate compounds for psychiatric disorders’, we
conducted pharmacological studies on the candidate compounds that had already been
identified

for

psychiatric

disorders.

We

searched

for

molecules

useful

for

the

stratification of the drug efficacy by using the omics approach and performed preclinical
studies in animal models and cell biology.
In the disease group-5, as the core centers of the research on chronic kidney diseases, we
designed the exploratory research panel of human kidneys, blood, and urine for multi-omics
analyses (Panel 1), and the prospective cohort of diabetic patients aimed to search for
biomarkers related to the development of diabetic nephropathy (Panel 2), and started the
collection of human samples and clinical information. We also performed feasibility studies
for omics analyses using a very limited amount of samples including biopsied kidney tissues,
and established the operation protocol.
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