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II. 成果の概要（総括研究報告）
国立がん研究センターの中面哲也 分野長のグループとともに、膵臓がん、膀胱がん、卵巣がん、
肺がん、肝臓がん、胆道がんのバイオマーカーおよび診断マーカーの開発に取り組くんだ。
以下、各開発項目ごとに研究成果を報告する。
（１）エクソソームを標的とした膵臓がんの早期診断バイオマーカーの開発
平成 28 年度中は血清検体の収集および収集した検体の解析を行った。解析方法は超遠心法にて回
収したエクソソームをウェスタンブロット法でバイオマーカー候補の EPS8 と GPRC5C タンパク
質の量を解析した。合計 92 人の膵臓がん患者、60 人の健常人、10 人の慢性膵炎患者、それぞれの
血清を解析し、膵臓がん患者血清中のエクソソームにマーカータンパク質が多く含まれることを明
らかにした。さらに術後、再発時の血清もそれぞれ 20 検体ほど解析した。その結果、再発時の微小
な膵臓がんにおいても血清中に EPS8 および GPRC5C 陽性エクソソームを確認できた。一部、慢性
膵炎患者の血清で、マーカータンパク質が確認されたが、半数以上の膵臓がん患者で高値を示した。
（２）尿中エクソソームを標的とした非侵襲的な膀胱がんの再発診断バイオマーカーの開発
平成 28 年度は尿検体収集に重点を置き、特に膀胱がん再発患者の尿の収集を行った。症例数は多
くないが、数例収集できたので、平成 29 年度に解析を行う。

（３）新規抗がん剤におけるコンパニオン診断薬の開発
平成 28 年度は肺腺がん細胞株 PC9 を含む複数の細胞株から分泌されるエクソソームには、タン
パク質 X のリガンドであるタンパク質 Y が内包されていることを明らかにした。また、肺癌患者肺
手術検体を用いて腫瘍組織内のタンパク質 Y の発現と血清由来エクソソーム及びがん細胞初代培養
細胞由来エクソーム内のタンパク質 Y の発現の相関を解析した。これら結果をもとに継続して解析
することで、血中エクソソームに由来するタンパク質 Y が組織生検不要の代替方法になるか検討す
る。
（４）エクソソームを標的とした肝がん・胆道がんの早期再発予測バイオマーカーの開発
平成 28 年度は肝がん・胆道がんの検体の収集を計画通りに遂行し、予定数を達成した。またすで
にエクソソームの精製などの技術開発などを行い、マーカー探索の予備検討を開始する準備を確実
に進めており、エクソソームのみならず血中 miRNA の解析にも着手し、現在解析中である。血中
miRNA に関して、22 例の胆道がんの患者の術前術後の血清を解析している。そのうち、13 例は再
発確認時の血清も解析しており、胆道がんの再発予測マーカーおよびモニタリングマーカーの同定
を試みた。
英文による成果概要
(1)Circulating cancer-associated extracellular vesicles as early detection biomarkers for pancreatic ductal
adenocarcinoma.
We collected serum samples from pancreatic cancer patient and analyzed extracellular vesicles associated
proteins from patient sera by immunoblotting. These results indicated that EPS8 or GPRC5C positive
extracellular vesicles were detected in cancer patient sera. Moreover, we could detect EPS8 or GPRC5C
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positive extracellular vesicles in serum of patients with recurrent cancer.
(2)Cancer-associated urinary extracellular vesicles as novel markers in monitoring for recurrence of bladder
cancer.
We collected urine samples of patient with recurrence of bladder cancer. In 2017, we will analyze these
samples.
(3)Analysis of serum exosome proteins X in non-small cell lung cancer.
In 2016, we identified protein X in exosomes from human non-small cell lung cancer cell lines including
PC9. We also analyzed the correlation between the levels of protein X in circulating serum exosomes and
the expression of protein X by immunohistochemistry in non-small cell lung cancer.
(4) Development of predictive marker for early recurrence of hepatocellular carcinomas and
biliary tract cancer by targeting exosomes
In 2016, the sample collection of hepatocellular carcinomas and biliary tract cancer was achieved as planned.
We have established a preliminary examination platform for the biomarker discovery by preparing
technological system and protocols such as purification of exosomes, and as an ongoing work, we are
analyzing circulating blood miRNAs as well as serum exosomes. As for serum miRNAs, the sera after
preoperative surgery of 22 patients with biliary tract cancer are being analyzed. Of these, 13 samples were
recurred and also the serum samples are planned to analyze and identify the predictive biomarkers for
recurrence and also monitoring markers of biliary tract cancer.
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