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【はじめに】

近 年、cytidine deaminase活 性 を 持 つAID/
APOBEC familyのメンバーであるAPOBEC3B
がゲノムDNAに対するmutatorとして働きうる
ことが示された。特に乳癌、卵巣癌の一部にお
いてAPOBEC3Bの高発現が認められ、これらの
癌における遺伝子変異の原因の一つとなってい
る可能性が示唆されている。しかしながら、その
詳細はいまだ明らかではない。APOBEC3B高発
現乳癌の特徴を明らかにするため原発性乳癌の
手術検体におけるAPOBEC3BのmRNA発現と
臨床病理学的因子との関連、およびdriver gene 
mutation statusとの関連を検討した。

【背景】

乳癌では、APOBEC3Bが変異を起こすパター
ンであるTCAの配列に変異が高頻度に発生して
おり1）、乳癌へのAPOBEC3Bの関与が示唆され
た。乳癌培養細胞にAPOBEC３Bを遺伝子導入
するとTP53にmutationが導入させるとの報告
もある2）。

さらにAPOBEC3B高発現のER陽性乳癌が
APOBEC3B低発現乳がんに比較し、DFS/OSと
もに不良であることも報告された3）。

以上のことから、APOBEC3Bは乳癌の癌化、
進展、治療等に関与しているのではないかという
ことが推察される。しかし、日本人における報告
や、臨床におけるAPOBEC3Bの作用基点、意義

は未だ明らかではない。

【対象と方法】

2007年1月～2012年12月に当科にて手術を
施行された原発性乳癌のうち、群馬大学倫理委
員会の承認を受け、研究への同意を得られ、凍
結標本が確保できた症例で、術前化学療法例を
除外したER陽性乳癌74症例を対象とした。う
ち28症例は正常部と腫瘍部をペアで採取した。
採取方法としては、手術検体から肉眼的に腫瘍
及び正常部を一部切除し、total RNAを抽出し、
さらに逆転写し、cDNA化した｡ APOBEC3B 
mRNAの発現量をReal time-q PCRにて測定し、
病理組織学的因子さらに、OS/DFSとの関連を
検討した。

さらに、乳癌でmutation頻度の多いTP53、
PIK3CA mutation statusとAPOBEC3B発 現と
の関連も検討した。

APOBEC の プ ラ イ マ ー は forward, 
5 - C G C C A G A C C T A C T T G T G C T A - 3 、
5-GCCACAGAGAAGATTCTTAGCC-3（ 111 
bp）を使用した｡ 内因性コントロールとして
ACTBのmRNA発現量を使用した。

TP53とPIK3CAのプライマーは、それぞれ、
TP53fragment1-F:
GACACGCTTCCCTGGATTGGC,
TP53fragment1-R: 
GCAAAACATCTTGTTGAGGGCA, 
TP53fragment1-seq: 
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CAGGGGAGTACGTGCAAGTCACAG, 
TP53fragment2-F: 
GTTTCCGTCTGGGCTTCTTGCA, 
TP53fragment2-R:  
GGTACAGTCAGAGCCAACCT, 
TP53fragment2-seq: 
GCCAACCTCAGGCGGCTCATA, 
TP53fragment3-F: 
TGGCCCCTCCTCAGCATCTTA, 
TP53fragment3-R: 
CAAGGCCTCATTCAGCTCTC, 
TP53fragment3-seq: 
CGAGTGGAAGGAAATTTGCGT, 
TP53fragment4-F: 
CGGCGCACAGAGGAAGAGAATC, 
TP53fragment4-R: 
CAAGGCCTCATTCAGCTCTC, 
TP53fragment4-seq: 
GGGGAGCCTCACCACGAGCTG, 
PIK3CA_ex9-F: 
TGGCCAGTACCTCATGGATTAGAA, 
PIK3CA_exon9-R: 
GAGGCCAATCTTTTACCAAGCA, 
PIK3CA_exon9-seq: 
TACATCTGGGCTACTTCATCTCTAG, 
PIK3CA_exon20-F: 
AATGCACAAAGACAAGAGAATTTGAG, 
PIK3CA_exon20-R: 
AATTCCTATGCAATCGGTCTTTGC, 
PIK3CA_ex20-seq: 

GCAGTGTGGAATCCAGAGTGAG.を使用した｡

【結果】

APOBEC3B mRNAはこれまでの報告と同様
に、正常乳腺組織と比較し腫瘍組織で有意な高
発現がみとめられた（図1）。リンパ節転移の有
無、Stage、閉経前後、再発の有無などの臨床的
因子とAPOBEC3Bの発現の間に関連性は見い
だせなかったが、病理学的核異型度（NG）との
間に相関関係をみとめられた（表1）。NGと相関
関係が認められるということからAPOBEC3Bは
乳がんのaggressive phenotypeとの関連が示唆
された。しかし、APOBEC３Bの発現を中央値
より高値群と低値群に分け、DFS/OSを検討し
たが、APOBEC３Bの発現量と予後との関連は
認められなかった。また、これまでに報告されて
い るTP53 mutation statusとAPOBEC3B発 現
との関連は我々の検討では認められず、PIK3CA 
mutation statusとAPOBEC3B発現との関連も
認められなかった（図2）。

【考察】

APOBEC蛋白は細胞内の抗ウイルス因子とし
て同定された分子群で、AID/APOBEC family
は、RNA editing enzymeとして同定され、ウイ
ルスのDNAやRNAのCからUの変異を導入し、
遺伝子を変化させることで、抗ウイルス因子とし
て働いている。

図１：APOBEC3Bの発現量の正常部と腫瘍部での比較
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一方で宿主側に、APOBEC3Bがmutatorとし
て働き、癌における遺伝子変異の原因の一つと考
えられている。

ER陽性乳がんにおいて、APOBEC３Bの発現
が予後因子となりうるという欧米の報告もあった
が、当施設での結果では予後との関連が認めら

れなかった。原因として、観察期間が短い、症例
数が少ない事も考えられ、過去の症例も検討す
べく、パラフィン切片の検体をAPOBEC3Bの抗
体で免疫染色できないか、何種類かの抗体を検
討したが、染色できなかった。

一方、APOBEC3B遺伝子座の多型として、

表１：対象患者74名の患者背景、病理学的因子

図２：APOBEC3Bの発現とTP53/PIK3CA mutation statusの関係
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図２：APOBEC3B の発現と TP53/PIK3CA mutation status の関係 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



乳癌基礎研究　Vol .23 .　2014

62

29.5kbのAPOBEC3B coding regionの欠損型が
報告されており、その欠損型でも発がんのリスク
アレルとなるという報告がある4）。

しかも、注目すべき点は、APOBEC3B欠損型
の患者においてもAPOBECパターンの遺伝子変
異の頻度が高いと報告されていることだ 5）。こ
れらのメカニズムは解明されていないが、この
欠損型アレルには地域差があることが報告され
ている。

APOBEC3Bの欠損型アレルの頻度には地域差
があり、東アジアや太平洋諸島では40-90％と高
頻度で認められ、一方、アフリカでは0.9%、ヨー
ロッパでは6%と頻度が低い6）。

欧米の報告でAPOBEC3Bの乳癌発がんや予
後への関与が報告されているが、このように欠損
型多型の頻度差などの影響による人種差が存在
する可能性があり、現在も議論の余地がある。

我 々 の 検 討 で は 日 本 人 乳 癌 に お け る
APOBEC3B発現と病理学的核異型度との関与が
認められたが、予後・ドライバー遺伝子変異との
関連においては欧米の報告との相違がみられた。

APOBEC3B発現の日本人乳癌への関与を明ら
かにするため、今後の長期間・多数例での検討
が必要である。
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図３：APOBEC3Bの発現とDFS/OSの関係
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