第 28 回乳癌基礎研究会

会期： 2019 年 7 月 19 日（金）・20 日（土）
会場： ニューウェルシティ宮崎
〒880-0879 宮崎市宮崎駅東１丁目2-8
TEL (0985)23-3311, FAX(0985)25-1262
http://www.nwc-miyazaki.co.jp/
当番世話人： 駒木 幹正 (ブレストピア宮崎病院)
現・阿南医療センター 乳腺診療部門
TEL (0884)28-7777（阿南医療センター）
第28回乳癌基礎研究会事務局:

ブレストピア宮崎病院乳腺科

〒880-0052宮崎市丸山2丁目112-1
TEL (0985)32-7177, FAX(0985)20-1319
E-mail:post-master@breastopia.org
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ご挨拶

第 28 回乳癌基礎研究会にご参加を賜り、誠に有り難うございます。今回、世話人の私が宮崎市から徳島
県阿南市に転勤することになり、十分なお世話ができず、何かと不行き届きで申し訳なく思います。研究会
の皆様方には多大なご心配をおかけしました。
宮崎に赴任して四年目の夏に第 20 回乳癌基礎研究会を宮崎市青島で開催させて頂いたことが懐かしく
思い出されます。宮崎の十三年間、私に基礎的研究への取り組む機会は訪れませんでしたが、ひたすら乳
癌診療と病理診断に精魂を傾けてきました。臨床医は患者様と、病理医は標本の向こう側の患者様と、医学
研究者は万人の命と、心を尽くして向き合い問題解決を図るべき立場だと思います。
今回の研究会も周囲の皆様の暖かいご協力により何とか開催に漕ぎ着けることができ、感謝に堪えませ
ん。今回は川崎医科大学・紅林淳一教授、防衛医科大学校・津田均教授、三重大学名誉教授・坂倉照妤
先生のご講演を賜ることができました。 紅林先生には新規薬剤の有用性について基礎から臨床に亘る知
見を、津田先生には乳癌にみられる異型度は乳癌発生初期に全ゲノム組換過程に生じる変異の機構等が
関与しているというご研究を、坂倉先生には乳腺基礎研究に永年に取り組まれたその人生を踏まえて、乳腺
研究に対する情熱を披瀝して頂けることになっております。 また、一般演題として、新鋭、ベテランの先生
方から 6 題を頂戴することができました。例年に比べて演題数が少ないことから、時間に余裕があり，じっくり
と深く討議していただければ幸甚です。宮崎は食と観光の豊かな地、十分に堪能して頂ければ幸いです。
なお、来年は大阪医科大学の柴田雅朗先生のお世話で第 29 回乳癌基礎研究会が開催されます。今回
を遙かに凌駕して、大勢の皆様が参集されることを楽しみにしております。

令和元年 7 月 19 日

第 28 回乳癌基礎研究会 当番世話人
阿南医療センター
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駒木

幹正

日程表
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会場へのアクセス

会場： ニューウェルシティ宮崎 (New Wel City Miyazaki)
〒880-0879 宮崎市宮崎駅東１丁目2-8
TEL(0985)23-3311,

FAX(0985)25-1262

●宮崎空港から
JR：宮崎空港線：宮崎空港駅→（\350 約 10 分）→宮崎駅→（徒歩 3 分）→ホテル
https://www.jrkyushu-timetable.jp/
タクシー：約 25 分
バス：宮崎空港駅→（\440 約 30 分）→宮崎駅→（徒歩 3 分）→ホテル
http://www.miyakoh.co.jp/bus/rosen/airport.html

●JR 宮崎駅から
宮崎駅東口から徒歩 3 分
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ホテル内の案内図
１ 階
（ホテル入口は下図の右側になります）

２ 階
（評議員会は階段, EV で上がった２階奥になります）
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参加者へのご案内
ご参加の受付：

場所：ホテル 1 階ロビー（会場・アンジェラス入口付近）
日時： 第１日目 11:40～13:00
第２日目

9:30～10:00

第 2 日目の日本イーライリリー株式会社主催のモーニングセミナーのみ聴講（無料）の方も
ここで受付して下さい。
ネームカードにご所属・ご氏名をご記入し、常時携帯して下さい。

研究会ご参加の費用について：
研究会年会費（乳癌基礎研究会事務局）

\3,000，

懇親会参会費

それぞれ別に領収書が発行されます。

\6,000

研究会参会費

Y3,000

※ 宿泊費実費はホテルフロントにて、チェックアウト時に各自でご精算をお願い致します。

評議員会
場所： ２階 橘・梅の間
日時： ７月１９日（金） 12:10-12:50

懇親会
場所： ３階 大淀の間
日時： ７月１９日（金） 18:30-21:00

ホテル内の Wi-Fi 環境について：
各階ごとに設置されています。

floor

※

SSID

PW

1F

NWC_Wi-Fi_1F

09853311

2F

NWC_Wi-Fi_2F

09853312

3F

NWC_Wi-Fi_3F

09853313

4F

NWC_Wi-Fi_4F

NWC00004

5F

NWC_Wi-Fi_5F

NWC00005

6F

NWC_Wi-Fi_6F

NWC00006

会期中のお問い合わせは ニューウェルシティ宮崎 TEL(0985)23-3311 へお願いします。
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ご発表について

1. ご講演、ご口演は PC による発表でお願いします。
2. 一般演題の発表時間は 13 分、質疑討論は 7 分です。
発表時間が 12 分経過した時点をお知らせします。
3. 使用プロジェクターは 1 台です。
4. 発表データは（１）USB メモリでご用意されるか、（２）ご自身の PC を持ち込む、のいずれも可です。
5. 発表内容は Windows7 以上/Power Point で作成されたものをお願いします。
6. アニメーションや特殊なフォント、動画などをお使いになる場合や Machintosh をお使いの場合は動作
保証がありませんので、必ずご自身の PC をお持ちください。
7. ご自身の PC を持ち込まれる場合は、PC とプロジェクターとの接続用アダプターを、必ずご自身で用意
してください。プロジェクター側端子は VGA adapter(D-Sun15 ピンタイプ)または HDM1 端子です。
8. USB メモリをご用意の方も、ご自身の PC で発表される方も、必ず事前に発表データの試写をお願いし
ます。
9. 第一日目の発表の方は、1 時間前までに受付（会場・アンジェラスの入口付近）で発表データの試写確
認をお願いいたします。
10. 第二日目の発表の方は、第一日目のうちに受付で発表データの試写確認をお願いいたします。
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第 28 回乳癌基礎研究会プログラム
※ 評議員会と懇親会以外の会場はすべて、1 階アンジェラスになります。

第１日目

７月１９日（金）

評議員会･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････12:10～12:50
会場：橘・梅の間（２階） 入室は 11:40 から可能です。

開会の辞････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････12:55
当番世話人：駒木 幹正（阿南医療センター 乳腺診療部門）

一般演題 １･････････････････････････････････････････････････････････････････････････13:00～13:40
座長：堀口 淳（国際医療福祉大学医学部 乳腺外科）
1. 乳癌における VEGF 発現と PD-L1 発現の関連
西木 瑛理子（群馬大学 乳腺・内分泌外科）

2. 浸潤性乳癌におけるβ2-Adrenergic receptor 発現の腫瘍免疫関連因子および予後との関連性につ
いて
黒住 献（群馬大学医学部 総合外科学）
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特別講演 １･････････････････････････････････････････････････････････････････････････13:40～14:40
座長：日下部 守昭（東京大学大学院 農学生命学研究科）

「乳癌発生後早期の染色体変化蓄積と癌細胞の異型度形成に関する一考察」
津田 均（防衛医科大学校病態病理学講座）

Coffee Break････････････････････････････････････････････････････････････････････････････14:40～15:10

一般演題 2･････････････････････････････････････････････････････････････････････････15:10～1６:１0
座長：柴田 雅朗（大阪医科大学 生命科学講座解剖学教室）
3. 揮発性有機化合物（VOC）による病気の検出と健康管理
日下部守昭（東京大学院・農学生命科学研究科・食の安全研究センター）

4. AJCC 第 8 版の Prognostic stage を用いた予後の検討
山岸 陽二（防衛医科大学校 病態病理学講座）

5. Ductal carcinoma in situ arising in encapsulated mammary hamartoma
駒木 幹正（ブレストピア宮崎病院 乳腺科・病理部）

特別講演 2････････････････････････････････････････････････････････････････････････1６:１0～1７:１0
座長：今井 俊介（奈良市立看護専門学校）

「乳腺の面白さ―謎の臓器―」
三重大学名誉教授 坂倉照妤
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アナウンスメント････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････1７:１0

懇親会･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････18:30～21:00
会場：大淀の間（３階）

第 2 日目

７月２０日（土）

モーニングセミナー････････････････････････････････････････････････････････････････10:00～10:40
座長：三好 康雄（兵庫医科大学 乳腺・内分泌外科）

「乳癌治療における CDK4/6 阻害剤の有用性～基礎から臨床まで～」
紅林 淳一（川崎医科大学 乳腺甲状腺外科）
主催：日本イーライリリー株式会社

アナウンスメント･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････10:45

Coffee Break････････････････････････････････････････････････････････････････････････････10:50～11:10

一般演題 ３･････････････････････････････････････････････････････････････････････････11:10～11:50
座長：小山 徹也（群馬大学大学院教授 病理診断学）
6. CDK4/6 阻害薬耐性乳癌細胞におけるエリブリンの効果
緒方 良平（川崎医科大学 乳腺甲状腺外科学）

7. マウス乳癌転移モデルにおけるリンパ節の転移前ニッチと循環型 エクソソーマル miRNA
柴田 雅朗（大阪医科大学医学部 生命科学講座解剖学教室）
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世話人講演･････････････････････････････････････････････････････････････････････････11:50～12:30
座長：飯野 佑一（くすの木病院 乳腺検診センター）

「早期乳癌に対する薬物療法・その基本戦略」
駒木 幹正（JA 徳島厚生連 阿南医療センター 乳腺診療部門）

閉会の辞････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････12:30
研究会事務局長 紅林 淳一（川崎医科大学 乳腺甲状腺外科）

次回世話人挨拶････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････12：40

柴田 雅朗（大阪医科大学 生命科学講座解剖学教室）
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MEMO；
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特別講演
モーニングセミナー
世話人講演
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特別講演

「乳癌発生後早期の染色体変化蓄積と癌細胞の異型度形成に関する一考察」
津田 均（防衛医科大学校病態病理学教授）
非浸潤性乳管癌 (DCIS) は臨床的に最も早期の乳癌と位置付けられるが、症例の間で細胞や組織形態
は多岐にわたり、異型が高度の例から、異型が乏しく良悪性判定が困難な例まで様々である。また、染色体
変化蓄積の程度や様式も様々で、高異型度 DCIS では非常に多くの染色体コピー数・構造の変化が蓄積し
ているのに対し、低異型度の DCIS では 1q 増多、16q 欠失のみのほぼ 2 倍体の例がみられる。そして高異
型度と低異型度の DCIS では最初から発生の分子機構が異なることも多くの研究から示唆されてきた。
演者は、乳癌症例間のゲノム状態多様性は非常に早期の DCIS の時期にはほぼ確立されていると仮定
し、その上でその多様性が生じるメカニズムについて考えてみた。DCIS に蓄積されている染色体変化は多
段階的というよりは、短期間に起きた全ゲノムレベルの出来事の結果生じたと考えても矛盾しない。また、腫
瘍は新たな生物であるという観点に立てば、体細胞からの腫瘍発生にも個体発生と同様、対合あるいは受
精とそれに伴う DNA 複製、減数分裂という一連の全ゲノム組換え過程と相似の機構の関与が想定できる。
以上を総合し、体細胞の融合とそれに続く減数分裂を通じて腫瘍が発生し、その過程で相同的あるいは非
相同的組換えや染色体の不均等分離が起き、結果的に染色体コピー数の増減、欠失、ヘテロ接合性消失、
転座などの変化が集中して生じ、それらの程度が多ければ高異型度 DCIS、少なければ低異型度 DCIS とな
り得るというモデルを考案してみた。元来、腫瘍は体細胞融合―減数分裂を経て生じた 4 つの異なる始原腫
瘍細胞のクローンとして生じ、発生母地の細胞型に応じて組換えや不分離の起きやすい染色体やその部位
が存在すると同時に、これらの変化の度合いに応じ、癌細胞の異型度が規定される。またこれらの始原癌細
胞間での自然選択の度合いにより癌組織内のクローナリティは単一にもなれば複数もあり得る。ドライバー
遺伝子の変異は腫瘍発生以前に体細胞に既に起きていて腫瘍発生の蓋然性を増大させたり、癌細胞に生
じてクローン選択に優位に働いたり、或いはそのクローンにある種の生物学的特性を寄与し得ると考えられ
る。このような仮説と DCIS の SNP アレイのデータと対比しながら考察してみたい。
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津田均先生ご略歴
氏名・所属 津田 均 （つだひとし）
現職：防衛医科大学校 病態病理学講座 教授
昭和 34 年 1 月 31 日生まれ 60 歳
学 歴
昭和 53 年 4 月

防衛医科大学校入校

昭和 59 年 3 月

同卒業

職 歴
昭和 59 年 5 月～61 年 5 月 初期研修医（防衛医大病院、自衛隊中央病院）
昭 61 年 6 月～平元年 3 月 がん研究振興財団リサーチレジデント（国立がんセンター研究所病理部）
平成元年 4 月～平成 6 年 3 月

国立がんセンター研究所病理部研究員

平成 6 年 4 月～平成 10 年 3 月

国立がんセンター研究所病理部主任研究官

平成 10 年 4 月～平成 12 年 4 月

国立がんセンター研究所病理部室長（第一組織病理研究室）

平成 12 年 5 月～平成 22 年 3 月

防衛医科大学校准教授（病態病理学講座）

平成 20 年 6 月～平成 22 年 5 月

国立がんセンター中央病院臨床検査部医長（病理検査室）

平成 22 年 6 月～平成 25 年 3 月

国立がん研究センター中央病院科長（病理科・臨床検査科）

平成 25 年 4 月～ 現職 現在に至る
学会及び社会における活動
日本病理学会、日本癌学会、日本乳癌学会、日本臨床細胞学会、日本婦人科腫瘍学会
American Association for Cancer Research (AACR)
日本臨床腫瘍研究グループ (JCOG)、婦人科悪性腫瘍研究機構 (JGOG)
学術雑誌編集：Japanese Journal of Clinical Oncology (JJCO)、Cancer Science, Pathology International,
International Journal of Clinical Oncology (IJCO), 乳癌の臨床
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特別講演

「 乳腺の面白さ ― 謎の臓器 ― 」
坂倉 照妤（三重大学名誉教授）

「乳腺」は個体の生命維持には不要である。病気が少ない。細胞の培養が難しい。脂肪が多い。その結
果、研究材料になりにくい臓器である。しかし哺乳類で最初に見つけられた腫瘍ウイルスはマウス乳癌ウイ
ルスであった。さらにウイルス、ホルモン、遺伝、栄養など多くの実験結果が蓄積されている。これら肥沃な
土壌に立つ乳腺・乳癌研究者は、豊富な財産を利用して、他分野よりも有利にスタートしていることを自覚し
頑張って頂きたいと思う。
ところが最近、国の科学技術研究政策が次第に「基礎」から離れ「応用」にシフトしている。一方、多くの科
学者は基礎研究の重要性を認識し主張し続けている。この中にあって、特に乳がん基礎研究に活気を取り
戻して欲しいと願い、その不思議な面白さについて、いくつかの研究を紹介したい。
１． 乳腺は植物に似ている
形が似ている

挿し木が出来る

寿命が長い？

寿命がない？

葉が茂ったり落ちたりする
２．ヒトの乳房はなぜふくらんでいるか？
性的アピールか？ デズモンド モリス著「裸のサル」 河出書房新社 1969 年
子育てに適しているためか？ エレン モーガン著「女の由来」二見書房 1972 年
２． 間質組織には２種類あり、それぞれ異なった機能をもつ
上皮を取り囲む緻密な結合組織と脂肪組織
また２００７年から NCI の Gilbert Smith たちのグループが発表してきた乳腺脂肪組織が精原細胞、
神経幹細胞、癌細胞などを乳腺に作り変えるという研究についても紹介したい
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坂倉照妤先生ご略歴
氏名、所属

坂倉照妤（さかくらてるよ）

三重大学名誉教授

学歴
1960,3,31

三重県立大学医学部卒業

1965,3,31

同大学院医学研究科病理学終了

職歴
1965,4,1－1965,12,31

三重県立大学医学部病理学教室 助手

1966,1,1－1986,12,31

愛知県がんセンター研究所第 2 病理部 研究員、室長

1987,1,1－1993,9,30

理化学研究所つくばライフサイエンス研究センター
真核生物研究室 主任研究員

1983,10,1－1999,3,31

三重大学医学部病理学教室 教授

1999,8,16－現在

介護老人保健施設鳥羽豊和苑 施設長

Journal Review Activities：
Nishizuka,Y. and Sakakura,T. :Thymus and Reproduction : Sex-linked dysgenesis of

the gonad after

neonatal thymectomy in mice. Science, 166 : 753-755, 1969
Sakakura,T., Nishizuka,Y.,and Dawe,C.J. : Mesenchyme-dependent

morphogenesis and epithelium-

specific cytodifferentiation in mouse mammary gland. Science, 194: 1439-1441, 1976
Chiquet-Ehrismann,R., Mackie,E.J., Pearson,C.A., and Sakakura,T. : Tenascin: An extracellular matrix
involved in tissue interactions during fetal development and oncogenesis. Cell 47: 131-139, l986
Sakakura T. Suzuki Y., and Shiurba R. : Mammary stroma in development and carcinogenesis. J. Mammary
Gland Biology and Carcinogenesis. 2013 April
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モーニングセミナー

（主催 日本イライリリー株式会社）

乳癌治療における CDK4/6 阻害薬の有用性
－基礎から臨床まで－

紅林 淳一（川崎医科大学乳腺甲状腺外科学 教授）
Cyclin-dependent kinase (CDK) 4/6 は、細胞周期の G1-S 移行を調整する。乳癌を含む多くの癌種では
CDK4/6 活性が亢進し、細胞周期が異常に S 期へと進行し、癌細胞の増殖を促進する。近年、CDK4/6 活
性を特異的に阻害する薬剤が開発され、乳癌、とくに ER 陽性 HER2 陰性乳癌に対して、ホルモン療法との
併用により強い増殖抑制効果を示すことが前臨床研究並びに臨床試験により検証されている。2017 年 9 月
にはパルボシクリブ、2018 年 9 月にはアベマシクリブが本邦においても製造販売承認が得られ、速やかに
臨床応用されている。
CDK4/6 阻害薬の抗腫瘍効果の作用メカニズムとしては、以下の 5 つが提唱されている。1) 細胞分裂の
停止作用：cyclin D-CDK4/6 による Rb のリン酸化を阻害することにより、CDK4/6 阻害薬は恒久的な細胞
周期の停止を誘導する。2) 細胞増殖停止後の細胞老化誘導：G1-S 移行の阻害に伴う現象として細胞静止
quiescence（可逆的）が起こるか細胞老化 senescence（細胞周期に戻れない）が起こるかは、細胞の性質に
依存するとされている。CDK4/6 阻害薬は明らかに細胞老化を促進する。3) 細胞代謝に与える影響：
CDK4/6 阻害は、解糖系、酸化代謝を促進し、Rb 依存的な ROS (reactive oxygen species)の増加を誘導し、
アポトーシスが誘導される。4) 腫瘍微小環境への影響：ごく最近の研究により、CDK4 は腫瘍細胞の増殖ば
かりでなく、腫瘍の微小環境の構築にも関わり、悪性形質の進展に寄与している。CDK4/6 阻害薬は、様々
なメカニズムで腫瘍免疫を促進することが示されている。5) 癌幹細胞 (cancer stem cells, CSC)や上皮間葉
系移行 (epithelial-mesenchymal transition, EMT)への影響：我々の研究を含む複数の基礎研究により
CDK4/6 阻害薬は、CSC の比率の低下作用や EMT を抑制する作用があることが示されている。CDK4/6 阻
害薬の作用機構を正しく理解することは、本剤と他の抗腫瘍薬との併用による治療効果の増強を目指す戦
略を考える上で必要である。
本セミナーでは、CDK4/6 阻害薬の前臨床研究並びに臨床試験のデータをレビューし、また、我々が進
めている本剤の基礎研究データを披露し、本剤の乳癌治療における今後の発展性に関して論議したい。

18

紅林淳一先生ご略歴
昭和 56 年 3 月

群馬大学医学部 卒業

昭和 56 年－平成 2 年 群馬大学医学部第 2 外科に所属
昭和 63 年 6 月

医学博士号（群馬大学）

平成 2 年－平成 4 年 Georgetown 大学 Lombardi がんセンターに留学
平成 4 年－平成 13 年 3 月 川崎医科大学 外科学（内分泌） 講師
平成 13 年 4 月-平成 26 年 3 月 川崎医科大学 乳腺甲状腺外科学 准教授
平成 26 年 4 月-現在 川崎医科大学 乳腺甲状腺外科学 教授
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世話人講演
「早期乳癌に対する薬物療法・その基本戦略」
第 28 回乳癌基礎研究会世話人 駒木 幹正
局所の破壊的進行がなく、標準的手術とその後の薬物的治療で治癒が見込めるものを Early-stage
breast cancer と位置づけ、その薬物療法が現在、ほぼ確立されていると言える。
その基本的戦略をいま一度確認してみたい。薬物療法を行う際に確認すべきこととして５W1H を以て示
すと、まず(Why)何故薬物療法を行うのか、（When）いつ、 (Where)どんな環境で、(Who)誰に、(What)何を
選択し、（How）どの様に行うのかということになる。その薬物投与の方法として、最近定着してきたものに、宿
主内の腫瘍細胞の増殖に関して Norton-Simon 仮説から Gompertzian growth pattern を呈する腫瘍には、
化学療法剤の投与間隔を詰めることが有利であるとされ Dose dense therapy があり、さらに相対的治療強
度に注意を払うことが化学療法の前提となってきた。
乳癌治療の数十年を振り返ってみれば、現在のヒト乳癌に対する認識は大きく変わってきた。以前、ヒト乳
癌は細胞学的、組織形態学的にある程度多様なものとの認識であったが、現在では、分子生物学的アプロ
ーチの飛躍的な発展からその多様性を根本的に認識できるようになったといえる。われわれが現在、その治
療の困難さ、多様性から、最も興味を抱くヒト乳癌に Basal-like breast cancer がある。中には詳細に発がん
のメカニズムの明らかになったものもあるが、未だに漠然としたグループもあり、まだまだ明確な発がんのメカ
ニズムや病態把握に至っていない。この方面に乳癌基礎研究が果たす役割は大変大きいと考えられる。
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駒木幹正略歴
氏名、所属

駒木 幹正（こまき かんせい）、JA 徳島厚生連 阿南医療センター・乳腺診療部門

学歴
昭和 53 年 3 月

徳島大学医学部卒業

昭和 62 年 3 月

同大学院医学研究科外科学専攻単位取得退学

職歴
昭和 53 年 3 月 徳島大学医学部第二外科 医員および関連病院派遣
昭和 5７年 10 月 (財)癌研究会 癌研究所病理部 研究生
昭和 6１年 4 月 徳島大学医学部第二外科 医員 昭和 62 年 4 月 国立東徳島病院 厚生技官
昭和 62 年 10 月 徳島大学医学部第二外科 医員
昭和 64 年 1 月 徳島大学医学部第二外科 助手
平成 2 年 4 月 徳島大学医学部第二外科 講師
平成 15 年 10 月 徳島大学医学部歯学部附属病院 乳腺甲状腺外科 科長
平成 16 年 12 月 同 食道・乳腺甲状腺外科 副科長
平成 18 年 6 月 ブレストピアなんば病院院長

平成 2７年 7 月 ブレストピア宮崎病院院長

平成 30 年 1 月 ブレストピア宮崎病院病理部長 平成 31 年 6 月 現職
学会：乳癌学会，乳癌検診学会，外科学会等 AACR(2001-2015: Active Member)
Journal Review Activities：
Komaki K, Sakamoto G, Sugano H, Morimoto T, Monden Y.: Mucinous carcinoma of the breast in Japan. A prognostic analysis based on morphologic features. Cancer 61:989-996, 1988
Komaki K, Sakamoto G, Sugano H, Kasumi F, Watanabe S, Nishi M, Morimoto T, Monden Y.:
The morphologic feature of mucus leakage appearing in low papillary carcinoma of the breast. Hum Pathol.
22:231-236, 1991
Komaki K, Mori T, Morimoto T, Sasa M, Monden Y, Ii K.: Correlation between estrogen receptor status
and histological malignancy in human breast cancer

J Surg Oncol. 46:185-189, 1991

Komaki K, Kamamura Y, Ohmine Y, Sasa M, Tanaka K, Inoue H, Uyama T, Morimoto T, Monden Y.:
Difference in thymidylate synthetase activity in involved nodes compared with primary tumor in breast
cancer patients. Breast Cancer Res Treat. 35:157-162, 1995
Umemoto A, Monden Y, Komaki K, Suwa M, Kanno Y, Suzuki M, Lin CX, Ueyama Y, Momen MA,
Ravindernath A, Shibutani S.: Tamoxifen-DNA adducts formed by alpha-acetoxytamoxifen N-oxide. Chem
Res Toxicol. 12:1083-1089, 1999
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一般口演
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１．乳癌における VEGF 発現と PD-L1 発現の関連

西木瑛理子 1，平方智子 2，徳田尚子 1，中澤祐子 1，黒住 献 1，尾林紗弥香 1，矢島玲奈 1，片山彩香 3，小
山轍也 3，藤井孝明 1
1

群馬大学 乳腺・内分泌外科，2 埼玉県立がんセンター 乳腺外科，3 群馬大学 病理診断科

【目的】血管新生因子 VEGF（vascular endothelial growth factor）は癌の進展に関与している。近年、VEGF
およびその受容体を標的にした治療は、制御性 T 細胞の抑制や樹状細胞の分化誘導・増殖を促し、腫瘍
免疫効果増強することが報告されている。腫瘍免疫には免疫チェックポイント分子である PD-1 並びにその
リガンドである PD-L1 が重要な役割を担っており、新たな治療ターゲットとして注目されている。今回、乳癌
における VEGF の発現と PD-L1 の発現の関連について検討した。
【方法】浸潤性乳管癌の診断にて根治手術を施行した 97 例を対象とした。癌組織における VEGF の発現
は免疫染色にて評価し、高発現、低発現の 2 群に分類した。癌組織における PD-L1 の発現は免疫染色に
て評価し、1%以上で陽性とした。癌組織の間質における腫瘍内免疫機能を反映する tumor-infiltrating
lymphocytes（TILs）を評価し、低発現、中間発現、高発現の 3 段階で評価した。
【結果】VEGF 発現高値は 37 例（38.1％）であり、PD-L1 の発現は VEGF 低値群で 10%（6/60）であったの
に対し、VEGF 高値群で 29.7%（11/37）と有意に PD-L1 発現が高かった（p=0.014）。さらに、VEGF 高値群
では、PD-L1 陽性例において TILs low は 36.4%に認められるのに対し、VEGF 低値群では PD-L1 陽性例
では TILs low の症例は認められなかった。
【考察・結語】以上より、腫瘍における VEGF 発現は、PD-L1 発現や TILs に関与する可能性があり、腫瘍
免疫を抑制している可能性が示唆される。今後免疫チェックポイント阻害剤の適応を考慮する上で重要な因
子となる可能性があり、今後さらに検討していく予定である。
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２．浸潤性乳癌におけるβ2-Adrenergic receptor 発現の腫瘍免疫
関連因子および予後との関連性について

黒住 献 1, 2，解良恭一 3，松本広志 2，平方智子 1，横堀武彦 4，徳田尚子 1，中澤祐子 1，尾林紗弥香 1，矢
島玲奈 1，井上賢一 5，堀口 淳 6，飯野 佑一 7，片山彩香 8, 越 浩美 8，清水 晶 9，小山徹也 8，Erica K
Sloan10，黒住昌史 11, 12，藤井孝明 1，調 憲 1
1

群馬大学医学部 総合外科学, 2 埼玉県立がんセンター 乳腺外科, 3 埼玉医科大学国際医療センター 呼

吸器内科, 4 群馬大学 未来先端研究機構，5 埼玉がんセンター 乳腺腫瘍内科, 6 国際医療福祉大学医学
部 乳腺外科, 7 くすのき病院 乳腺健診センター，8 群馬大学医学部 病理診断学, 9 群馬大学医学部 皮膚
科学, 10Drug Discovery Biology Theme, Monash Institute of Pharmaceutical Sciences, Monash University,
11

埼玉県立がんセンター 病理診断科,

12

亀田メディカルセンター 乳腺科

目的：腫瘍に対する免疫応答は乳癌の進行において非常に重要な役割を持つことが知られている．これま
での基礎実験系において β2-adrenergic receptor (β2AR) は腫瘍免疫応答および乳癌の増殖に関与す
ることが示唆されている．今回我々は，浸潤性乳癌における β2AR 発現の臨床病理学的特徴に関して検討
した．
方法： 278 名の浸潤性乳癌患者において β2AR 発現レベルを免疫染色法で評価した．そして，β2AR 発
現レベルと腫瘍内リンパ球浸潤（TILs），programmed death ligand 1 (PD-L1)発現といった腫瘍免疫関連因
子を含む臨床病理学的因子および予後（乳癌特異的生存率）との関連性について検討した．
結果： 全症例において β2AR 発現と有意に関与する臨床病理学的因子は認められなかったが，エストロ
ゲン受容体（ER）陰性乳癌において β2AR 高発現は PD-L1 低発現と有意な関連性を認め，TILs は低発
現である傾向にあった．また，ER 陰性乳癌おいて β2AR 高発現は独立した予後不良因子であることが示さ
れた．
結論：β2AR 発現は ER 陰性乳癌において腫瘍免疫応答や予後に関与する因子であることが示された．こ
の結果は，β2AR 発現が ER 陰性乳癌への免疫チェックポイント阻害薬の効果に関与する因子となりえる可
能性を示唆している．
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３． 揮発性有機化合物（VOC）による病気の検出と健康管理

日下部守昭 1 and Chris Psutka1,2
1

東京大学院・農学生命科学研究科・食の安全研究センター，2FAIMStech JAPAN, INC.
病気の早期発見は、治療の成功率を著しく高めることはよく知られている。また、種々の癌の検出は、早

期と後期では 5 年生存率の差は、何倍にもなっている。早期検出のためには、高感度かつ高精度のスクリー
ニングシステムが必要である。その場合、システムのワークフローの容易さ、速度などは、実際のテストだけ
でなくデータライブラリの構築においても重要な要素となる。更に、そのシステムは、速くて、低コストで、そし
て非侵襲的な検査であるべきであり、可能な限り多くの人々の参加が容易でなくてはならない。
非侵襲的性質および汎用性のために、呼気、尿、糞便、血液（血清、血漿）、粘液、痰および、汗などの
検体中に存在する多くの疾病特異マーカーが探索されてきた。VOC（揮発性有機化合物）もまた、疾病の
検出および健康モニタリングには有用な情報を提供すると近年注目を集めている。病気や健康状態に対す
る「素因」に焦点を当てているゲノミクスとは異なり、VOC 測定によって、患者の健康状態をリアルタイムな化
学的状態として捉えることができる。VOC は、個人の細胞や組織によって生化学的に生産された体内で発
生する内因性のもの、あるいは食事や体のマイクロバイオーム、処方薬、環境暴露などの外部からの外因性
のものがある。
病気の検出に VOC を利用することは、嗅覚など自然界のいたるところで見られ、人類は癌検出犬や線虫
でこの機能を利用し始めている。しかしながら、そのようなテストフィードバックは、ポジティブ／ネガティブの
みに限定されている。そのため、VOC を測定および定量化できるシステムには、病期や健康の変化など、さ
らに広範囲の疾患について、さらに詳細な情報を提供することが求められる。現在、メタボロームなどで活躍
している GC-MS、CE-MS および LC-MS はゴールドスタンダードとなっており、重要な知見が集積されてい
るが、大型、高コストおよび専門のオペレータを必要とするばかりか、ポイントオブケアおよび実用的な疾患
ライブラリ構築を加速するためには、膨大な予算が必要であり、このシステム単独では、非実用的といえる。
私たちは、この問題の解決には、FAIMS（電界非対称イオン移動度分光分析）を利用することが有効な手
段であると考えている。つまり、変動する電場の下での移動度に基づいて化学イオンを分離して識別するガ
ス検出技術である FAIMS を用いて、高感度（ppb または ppt）および迅速な測定（ミリ秒）により、検体を分析
し、多変量解析と機械学習を使用して、様々なサンプルグループを識別できる完全な化学的フィンガープリ
ントを出力し、疾病の検出をする。FAIMS を利用した感染症、炎症および癌の検出に関しては、尿サンプル
から CRC および膵臓癌をそれぞれ 88％および 91％の感度で検出し、また、12 種類の VOC 肺がんマーカ
ーを呼気中に検出できたと報告されている。
現在提案されている非侵襲的 VOC 検出における現在の技術のうち、FAIMS は、高感度かつ、簡便な操
作性などを持つ費用対効果の高い疾患検出システムであるため、病態モニタリングにおけるポイントオブケ
ア間のギャップを埋めるための有望な手段となると期待している。
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４．AJCC 第 8 版の Prognostic stage を用いた予後の検討

山岸陽二 1, 4, 田中 諒 2, 小岩井智美 1, 4, 河野貴子 1, 杉山迪子 1, 3, 古賀麻希子 4
永生高広 4, 山崎民大 4, 岸 庸二 4, 津田 均 1
1

防衛医科大学校 病態病理学講座，2 防衛医科大学校 医学教育部医学生，3 防衛医科大学校病院検査
部，4 防衛医科大学校 外科学講座

【はじめに】UICC による原発巣(T), 所属リンパ節(N), 遠隔転移(M)の因子で構成される病期分類は
Anatomical staging (AS) とも呼ばれ広く用いられている。AJCC 第 8 版で提唱された Prognostic stage (PS)
は T, N, M 因子に ER , PgR , HER2, Histological Grade (HG) を加えた 7 因子で病期分類される。当施設
の手術症例を対象に PS 分類の有効性について検討を行った。
【対象と方法】2002 年から 2017 年の間, 当施設で根治的手術を行った 801 名を対象とした。HG は Nuclear
grade (NG) で代用した。各分類での Disease-free survival (DFS) 及び Overall survival (OS) 曲線を算出し
比較検討した。AS 及び PS の有効性を Akaike’s Information Criterion (AIC)及び Concordance index (C
index)をそれぞれ用いて検討した。
【結果】AS-I 期 401 例, AS-II 期 324 例, AS-III 期 76 例であり, 一方 PS-I 期 534 例, PS-II 期 160 例, PSIII 期 107 例であった。AS 及び PS での各病期は DFS 及び OS でそれぞれ有意差を認めた (共に P <
0.0001)。DFS に対する AIC 及び C index は AS では各々1193.8, 0.698, PS では各々1188.7, 0.727 であっ
た。同様に OS に対する AIC, C index は AS で各々645.4, 0.678, PS では各々631.6, 0.733 であり, AIC は
PS で低く, C index は PS でより高いという結果であった。
【結論・考察】PS のほうが従来の AS よりも、乳癌患者の予後予測に有用である可能性が示された。今後、本
邦の多施設でのデータ解析が望まれる。
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5．Ductal carcinoma in situ arising in encapsulated
mammary hamartoma

Kansei Komaki1,2, Mayumi Funagayama1, Tomokazu Saitoh1, Yorio Maeda1, Hiroshi Nakahara3 and Toru
Hayashi4

1

Department of Breast Surgery, 2Department of Pathology, 3Department of Imaging Radiology, Breastopia

Miyazaki Hospital
4

Department of Pathology, Junwakai Memorial Hospital

Mammary hamartoma (MH) is commonly shown an encapsulated mass containing fat and
parenchymal densities in mammogram. MH is a distinct subtype of benign tumor, forming circumscribed or
lobulated mass consisting of a mixture of fat tissue and normal parenchyma with fibrous stroma. MHs are
essentially disorganized overgrowth of normal mammary tissue, and they are named fibroadenolipoma or
adenolipofibroma in other word. Stromal element of MH uncommonly shows myoid change or muscle
differentiation. Coexistence of breast carcinoma with a mammary hamartoma is extremely rare.
Over 15 cases with carcinoma arising in hamartoma had been reported in the literature. We
describe a case of hamartoma from which ductal carcinoma in situ had arisen. In our case, ductal carcinoma
in situ had developed within the region of hamartoma. The final diagnosis of current case resulted from
detail comparison of mammographic image and ultrasonogram. The report emphasizes the importance of
adequate imaging analyses or tissue sampling of mammary hamartoma.
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6．CDK4/6 阻害薬耐性乳癌細胞におけるエリブリンの効果

緒方 良平，紅林 淳一，岸野 瑛美，齋藤 亙
川崎医科大学 乳腺甲状腺外科学

【目的】ER 陽性 HER2 陰性進行・再発乳癌に対し、CDK4/6 阻害薬パルボシクリブ (PAL)やアベマシクリブ
（ABE）と内分泌治療薬との併用が臨床導入されている。エリブリン（ERI）も進行・再発乳癌の治療薬として広
く使用されている。ERI は TGF-β/smad 経路を介して、腫瘍細胞における上皮 間葉転換（Epithelial to
mesenchymal transition；EMT）を抑制するこが知られている。一方、CDK4/6 阻害薬は、短期的処理により
EMT を促進すると報告されている。そこで、EMT に対し反対の作用を持つ ERI と CDK4/6 阻害薬との同時
並びに順次投与に関する基礎的検討を行った。
【方法】ER 陽性 HER2 陰性の MCF-7、KPL-1 細胞を用いた。短期的処理による ERI と PAL、ABE の順次・
同時併用投与の抗腫瘍効果を検討した。また、MCF-7、KPL-1 細胞を PAL、ABE 暴露下で長期培養し、
PAL、ABE に対する耐性細胞を作製し、ERI の抗腫瘍効果を検討した。
【結果と考察】ERI は MCF-7、KPL-1 細胞に対し用量依存的に細胞増殖を抑制した（50%増殖阻止濃度
[IC]：各々0.8、4.3nM）。ERI と PAL、ABE の順次・同時併用実験（合計 6 日間処理）では、ERI 単剤、ERI＋
PAL or ABE 同時併用、ERI→PAL or ABE 順次投与では同程度の抗腫瘍効果が得られた。しかし、PAL or
ABE→ERI 順次併用で抗腫瘍効果が減弱した。MCF-7, KPL-1 細胞を PAL、ABE 添加培地で 5 カ月間長
期培養して 4 種類の耐性細胞を作製した。すべての耐性細胞は、PAL、ABE に対し、50%IC が 10 倍余り増
加していた。すなわち、PAL、ABE の耐性細胞は、両薬剤間で交叉耐性を獲得していると考えられた。これ
らの耐性細胞に対する ERI の抗腫瘍効果を検討したところ、親株と同等の抗腫瘍効果が得られた。以上の
結果は、CDK4/6 阻害薬に耐性獲得した乳癌に対して、ERI の単独投与が有効なことを推測させる。今後
は、PAL、ABE 耐性細胞の生物学的特徴を解析する予定である。
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7．マウス乳癌転移モデルにおけるリンパ節の転移前ニッチと
循環型エクソソーマル miRNA

柴田雅朗 1，谷口高平 2,3，奥﨑大介 4，伊藤裕子 2，生出林太郎 3，濱岡仁美 1，二木杉子 1，
近藤洋一 1
1

大阪医科大学医学部 生命科学講座解剖学教室，2 大阪医科大学医学部 一般・消化器外科学教室，3 大

阪医科大学 研究支援センターTR 部門，4 大阪大学微生物病研究所 遺伝情報実験センターゲノム解析室

【目的】癌転移の成立には、癌細胞の生着や増殖に適した転移前ニッチ（微小環境）が形成されることが重
要である。そこで、マウス乳癌転移モデルを用いて、リンパ節の転移前ニッチの形成と転移後リンパ節にお
ける分子病理学的解析を行った。
【方法】転移性マウス乳癌細胞株 BJMC3879Luc2 を BALB/c マウス雌（鼠径部）に移植し、移植後 4 週（転
移前群）および７週（転移後群）において、全採血の上、屠殺剖検し、腋窩および鼡径部リンパ節を採取した。
無処置対照群の動物も同様に処置した。リンパ節パラフィン切片を用いて、Real-time PCR による遺伝子発
現を解析し、免疫組織学的染色や電顕的解析を行った。また、血清中のエクソソーム包含の miRNA につい
て網羅的解析を行った。
【結果】転移前群のリンパ節において、対照群と比較して、LYVE-1 免疫組織染色でリンパ管新生の亢進を、
Real-time PCR 解析で Lyve1、Cd31、Prox1、Vegf-c および Vegf-a の上昇を示したが、転移後群のリンパ節
ではこれらは著しく低下した。血清エクソソーマル miRNA は、転移前群と比較して、転移後群では VEGF-C
や VEGF-A を抑制する miRNA が高値を示した。電顕的には対照群のリンパ節でエクソソームを観察するこ
とは困難であったが、腫瘍組織や転移前群のリンパ節辺縁洞ではエクソソームを観察した。
【考察】転移前リンパ節では、既に脈管新生の誘導因子が上昇し、脈管新生が著明であり、転移前ニッチは
形成されていた。しかし、転移後リンパ節ではこれらは著しく低下しており、それには血中のエクソソーマル
miRNA が関与している可能性が示唆された。
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