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■■参参加加者者へへののごご案案内内  

  

新型コロナ感染症対策のため、研究会をオンラインで開催致します。 

 後日、ご登録のメールアドレスに Zoom の招待状(URL、ID、パスコード)を送付します。 

  

■■参参加加登登録録申申込込期期間間  

  

・事前申込：2021年 8月 2 日（月） 

・随時申込：2021年 8月 26日（木） 

 

■■参参加加費費  

 

 研究会費       3,000円 

 参加費        3,000円 

 
■■参参加加費費のの振振込込ににつついいてて  

  

■お支払い期限 

  ・事前申込：2021年 8月 2 日（月） 

  ・随時申込：2021年 8月 26日（木）15：00   

 
■■おお支支払払方方法法  

  

銀行振込のみ 

  ※銀行振込以外のお支払いはお受けいたしかねます。 

 

随時参加を希望される方は 4頁に記載した第 29回乳癌基礎研究会事務局まで、氏名、

ご所属、ご住所を明記の上、メールして頂き、上記期限（8月 26日 15時）までに下記

口座に研究会費および参加費をお振込みください。ご入金の確認をもって、参加登録の

完了とさせていただきます。また、振込手数料はご負担願います。研究会開催日に近い

日のお申し込みの場合は、プログラム・抄録集を電子ファイルでメール添付にて送付し

た上、郵送させて頂きます。 

 

銀行名：三井住友銀行 

店 名 ：高槻支店（店番号 152） 

預金種目：普通 

口座番号：3067217 

口座名称：第 29回乳癌基礎研究会 会長 柴田 雅朗 

 （ダイニジユウキユウカイニユウガンキソケンキユウカイ カイチヨウ シバタ マサアキ） 
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♦ご挨拶 
このたび、第 29 回乳癌基礎研究会を 2021 年 8 月 28 日（土）、29 日（日）の両

日に大阪医科薬科大学の担当で執り行わせて頂きますことを大変、光栄に存じます。当初

は2020年8月開催の予定で準備を進めてまいりましたが、新型コロナウィルス（COVID-

19）のパンデミックを受け、臨時役員会（メール会議）を経て、感染拡大防止の観点から、

第 29 回乳癌基礎研究会をこの夏に延期をする決定を致しました。しかし、新型コロナウィ

ルスは変異株の出現により、従来の感染予防対策では充分ではないことが新たに示され、

参加者の皆様の安全を最優先に考え、Web開催とさせて頂きました。 

乳癌基礎研究会は1990年に基礎と臨床領域の学術情報を交換・共有する場として

設立され、発足以来 30 余年を経ております。本研究会では乳癌の病因・病態を議論し、

予防や診断はもとより治療法の発展に寄与することを目的として、今もなお邁進し続けてお

ります。今回も基礎から臨床の先生方による特別講演ならびに一般演題の発表があります。

Web開催ではありますが、活発な討論を期待しております。 

高槻市は京都に隣接し、近くには天王山（千利休の茶室である妙喜庵待庵が現存）

やサントリー山崎があります。高槻市の山裾には大小500基以上の古墳群があり、巨大前

方後円墳の今城塚古墳や藤原鎌足の墓とされる阿武山古墳、埴輪工場などが見つかって

います。安土桃山時代にはキリシタン大名で知られる高山右近が高槻城主であり、高山右

近記念聖堂・高槻カトリック教会など多くの史跡があり、お隣の茨木市には隠れキリシタンの

里もあります。通常開催であれば観光して頂けたのですが、コロナ禍が治まった折には是非、

お訪ね下さいませ。 

 

第 29回乳癌基礎研究会  

会 長 柴田雅朗（大阪医科薬科大学医学部 解剖学教室） 

副会長 今井俊介（武田病院 病理診断科） 
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日程表
１日目 ８月２８日（土） ２日目 ８月２９日（日）

開会の挨拶

一般演題セクション1
１～２

座長：日下部守昭

13：00 ９：00

一般演題セクション2
3～6

座長：本田周子

休憩

休憩

会長講演（柴田雅朗）
乳癌転移モデルにおけるセンチネル

リンパ節での前転移ニッチ
座長：紅林淳一

津軽三味線ライブ演奏
三絃小田島流

演奏者プロフィールは次頁にあります

一般演題セクション３
７～８

座長：義澤克彦
特別講演2（日下部守昭）
「基礎研究から臨床応用への

展開：細胞外基質テネイシンCの
生物機能研究を通して」

座長：堀口 淳

評議員会

特別講演1（赤尾幸博）
RAS変異がんに対する
マイクロRNA創薬
座長：柴田雅朗

13：05

13：25

14：00

14：10

14：50

15：00

15：40

16：00

16：20

16：55
17：00

17：45

一般演題セクション４
９～１２

座長：武田泰隆

特別講演3（紅林淳一）
乳癌培養細胞を用いた

Translational Research
座長：小山徹也

休憩

二胡ライブ演奏
木村ハルヨ

演奏者プロフィールは次頁にあります

特別講演４（岩本充彦）
進化する乳癌診療－増え続ける

乳癌に挑むー
座長：藤井孝明

休憩

特別講演５（三好康雄）
エリブリンの治療効果のバイオ
マーカー探索と耐性克服の戦略

座長：今井俊介

閉会の挨拶
次期会長 挨拶

９：40

10：15

10：20

10：40

11：15

11：25

12：00

12：10

休憩
15：35

5

15：55

10：35
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■■返返金金ににつついいてて  

 

 お振込み後の参加費は、原則として返金いたしませんので、ご了承ください。 

 ※主催者の責によらない事由（地震、風水害、事件、事故等）で開催中止となった 

場合、参加費は返金いたしません。 

 

■■個個人人情情報報保保護護方方針針  

  

参加登録の際にお預かりいたしました内容及び個人情報は、第 29 回乳癌基礎研究会

の事務手続き以外の目的で使用することはございません。 

 

■■ごご注注意意・・ごご連連絡絡事事項項  

 

 講演の録画、録音、写真撮影（スクリーンショット）は固くお断りいたします。 

  

■■座座長長・・発発表表者者のの方方へへ  

  

発表、質疑応答、座長の全てを Zoomによるオンラインライブで行います。後日、Zoomの

招待状(URL、ID、パスコード)を送付します。発表者、座長の方には研究会当日の 1週間

ほど前からリハーサルをさせて頂きます。また、ライブ配信中のトラブルの際の緊急連絡

先もお知らせ致します。 

 

【講演時間】 

特別講演・会長講演 各 35 分（質疑応答含む） 

一般講演      各 10 分（質疑応答含む） 

 

■■第第 2299回回乳乳癌癌基基礎礎研研究究会会事事務務局局 

 

〒569-8686 大阪府高槻市大学町 2-7 

大阪医科薬科大学医学部 生命科学講座 解剖学教室 

沖本薫（kaoru.okimoto@ompu.ac.jp）; 柴田雅朗（masaaki.shibata@ompu.ac.jp） 

TEL: 072-684-7197；FAX：072-684-6511 
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ププロロブブララムム  

  

第第 11日日目目  88月月 2288日日（（土土））  

  

開開会会のの挨挨拶拶  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1133：：0000～～1133：：0055  

 会長：柴田 雅朗（大阪医科薬科大学医学部  解剖学教室） 

 

一一般般演演題題セセククシショョンン 11  ・・・・・・・・・・・・・・・・・  1133：：0055～～1133：：2255  

座長：日下部 守昭（東京大学大学院・農学生命科学研究科・食の安全研究センター） 

 

11  乳乳癌癌細細胞胞ににおおけけるるパパルルボボシシククリリブブととアアベベママシシククリリブブのの抗抗腫腫瘍瘍効効果果のの比比較較  

 川崎医科大学乳腺甲状腺外科学 緒方 良平 

 

22    EERR陽陽性性乳乳癌癌細細胞胞ににおおいいてて HHeeaatt  sshhoocckk  pprrootteeiinn  6600はは細細胞胞死死誘誘導導にに関関与与すするる  

 大阪医科薬科大学医学部 解剖学教室 濱岡 仁美 

 

特特別別講講演演 11    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1133：：2255～～1144：：0000  

座長：柴田 雅朗（大阪医科薬科大学医学部  解剖学教室） 

「「RRAASS変変異異ががんんにに対対すするるママイイククロロ RRNNAA創創薬薬」」  

国立東海大学機構 岐阜大学連合創薬医療情報研究科 創薬専攻 赤尾 幸博 

 

休休憩憩    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1144：：0000～～1144：：1100  

  

一一般般演演題題セセククシショョンン 22  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1144：：1100～～1144：：5500  

座長：本田 周子（群馬大学医学部 総合外科学） 

 

33  乳乳癌癌ににおおけけるる核核異異型型ススココアアのの検検討討  

群馬大学大学院医学系研究科 病理診断学  片山 彩香  

 

44  当当院院ででのの放放射射線線関関連連血血管管肉肉腫腫（（RRAAAASS））症症例例のの報報告告、、特特にに早早期期診診断断へへのの ccMMYYCC発発現現のの有有

用用性性ににつついいてて  

西脇市立西脇病院 乳腺外科 三輪 教子 

  

55  HHEERR22陰陰性性乳乳癌癌ににおおけけるる新新たたなな HHEERR22発発現現評評価価シシスステテムムのの構構築築  

群馬大学 数理データ科学教育研究センター 松崎 秀信 
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演奏者 プロフィール 
  

津津軽軽三三味味線線  三三絃絃小小田田島島流流  

家家元元  二二代代目目小小田田島島徳徳旺旺.. 東北 6県放送の『クボタ民謡

お国めぐり』のレギュラー伴奏を平成２３年の番組終了

時まで１６年間担当するなど、テレビを中心にコンサー

トや舞台などで演奏活動をしている。平成２５年には中

村勘九郎・中村七之助主演の『錦秋特別公演〜芯〜』全

１１公演に津軽三味線奏者として参加するなど様々な方

面で活躍している。過去には G８洞爺湖サミットにて各

国首脳の前で演奏を行った。秋田三味線においても平成

２１年１０月、第一回秋田民謡全国大会において、秋田

三味線（秋田荷方節）の部にて初代チャンピオンに輝い

ている。 

小小田田島島旺旺響響.. 津軽三味線日本一決定戦 A級女性の部で優勝のほか、優勝・準優

勝多数の若手奏者のトップクラス。2018年、世界初演シェイクスピアミュージ

カル「KNIGHTS’TALE(騎士物語)」（ジョン・ケアード氏演出、堂本光一氏・

井上芳雄氏主演）に参加し、帝国劇場、梅田芸術劇場の舞台全 98公演に出

演。 

 

二二胡胡奏奏者者  木木村村ハハルルヨヨ  

神戸生まれ神戸育ちの二胡奏者。 

本場中国で学んだ確かな技術を礎に、そのアーティステ

ィックな感性を活かした自由な活動は ”もはや木村ハル

ヨという新ジャンル”と評される。歌声以上に歌心を感

じさせる表現力がその大きな魅力の ”二胡界の DIVA 歌

姫”。二胡古典曲のリサイタルを成功させる一方で、二

胡ロックバンド蛇道-JADOH-や朗読ユニット音語り座マカ

ロンの中心メンバーとしても活躍。インドをはじめとす

る海外での公演が評価され、日本外務省文化人リストに

名を連ねるという栄誉を得る。2019年、鈴鹿 8耐オープ

ニングセレモニー及び表彰式にてライブパフォーマンス

を披露。その枠に収まらない多種多様で多彩な活躍は、もはや二胡奏者の枠を

飛び越えた” マルチアーティスト”である。 
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ププロロブブララムム  

  

第第 11日日目目  88月月 2288日日（（土土））  

  

開開会会のの挨挨拶拶  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1133：：0000～～1133：：0055  

 会長：柴田 雅朗（大阪医科薬科大学医学部  解剖学教室） 

 

一一般般演演題題セセククシショョンン 11  ・・・・・・・・・・・・・・・・・  1133：：0055～～1133：：2255  

座長：日下部 守昭（東京大学大学院・農学生命科学研究科・食の安全研究センター） 

 

11  乳乳癌癌細細胞胞ににおおけけるるパパルルボボシシククリリブブととアアベベママシシククリリブブのの抗抗腫腫瘍瘍効効果果のの比比較較  

 川崎医科大学乳腺甲状腺外科学 緒方 良平 

 

22    EERR陽陽性性乳乳癌癌細細胞胞ににおおいいてて HHeeaatt  sshhoocckk  pprrootteeiinn  6600はは細細胞胞死死誘誘導導にに関関与与すするる  

 大阪医科薬科大学医学部 解剖学教室 濱岡 仁美 

 

特特別別講講演演 11    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1133：：2255～～1144：：0000  

座長：柴田 雅朗（大阪医科薬科大学医学部  解剖学教室） 

「「RRAASS変変異異ががんんにに対対すするるママイイククロロ RRNNAA創創薬薬」」  

国立東海大学機構 岐阜大学連合創薬医療情報研究科 創薬専攻 赤尾 幸博 

 

休休憩憩    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1144：：0000～～1144：：1100  

  

一一般般演演題題セセククシショョンン 22  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1144：：1100～～1144：：5500  

座長：本田 周子（群馬大学医学部 総合外科学） 

 

33  乳乳癌癌ににおおけけるる核核異異型型ススココアアのの検検討討  

群馬大学大学院医学系研究科 病理診断学  片山 彩香  

 

44  当当院院ででのの放放射射線線関関連連血血管管肉肉腫腫（（RRAAAASS））症症例例のの報報告告、、特特にに早早期期診診断断へへのの ccMMYYCC発発現現のの有有

用用性性ににつついいてて  

西脇市立西脇病院 乳腺外科 三輪 教子 

  

55  HHEERR22陰陰性性乳乳癌癌ににおおけけるる新新たたなな HHEERR22発発現現評評価価シシスステテムムのの構構築築  

群馬大学 数理データ科学教育研究センター 松崎 秀信 
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演奏者 プロフィール 
  

津津軽軽三三味味線線  三三絃絃小小田田島島流流  

家家元元  二二代代目目小小田田島島徳徳旺旺.. 東北 6県放送の『クボタ民謡

お国めぐり』のレギュラー伴奏を平成２３年の番組終了

時まで１６年間担当するなど、テレビを中心にコンサー

トや舞台などで演奏活動をしている。平成２５年には中

村勘九郎・中村七之助主演の『錦秋特別公演〜芯〜』全

１１公演に津軽三味線奏者として参加するなど様々な方

面で活躍している。過去には G８洞爺湖サミットにて各

国首脳の前で演奏を行った。秋田三味線においても平成

２１年１０月、第一回秋田民謡全国大会において、秋田

三味線（秋田荷方節）の部にて初代チャンピオンに輝い

ている。 

小小田田島島旺旺響響.. 津軽三味線日本一決定戦 A級女性の部で優勝のほか、優勝・準優

勝多数の若手奏者のトップクラス。2018年、世界初演シェイクスピアミュージ

カル「KNIGHTS’TALE(騎士物語)」（ジョン・ケアード氏演出、堂本光一氏・

井上芳雄氏主演）に参加し、帝国劇場、梅田芸術劇場の舞台全 98公演に出

演。 

 

二二胡胡奏奏者者  木木村村ハハルルヨヨ  

神戸生まれ神戸育ちの二胡奏者。 

本場中国で学んだ確かな技術を礎に、そのアーティステ

ィックな感性を活かした自由な活動は ”もはや木村ハル

ヨという新ジャンル”と評される。歌声以上に歌心を感

じさせる表現力がその大きな魅力の ”二胡界の DIVA 歌

姫”。二胡古典曲のリサイタルを成功させる一方で、二

胡ロックバンド蛇道-JADOH-や朗読ユニット音語り座マカ

ロンの中心メンバーとしても活躍。インドをはじめとす

る海外での公演が評価され、日本外務省文化人リストに

名を連ねるという栄誉を得る。2019年、鈴鹿 8耐オープ

ニングセレモニー及び表彰式にてライブパフォーマンス

を披露。その枠に収まらない多種多様で多彩な活躍は、もはや二胡奏者の枠を

飛び越えた” マルチアーティスト”である。 
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第第 22日日目目  88月月 2299日日（（日日））  

 

 

 

 

 

 

 

 

一一般般演演題題セセククシショョンン 44  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99：：0000～～99：：4400  

座長：武田 泰隆（（公財）結核予防会 複十字病院 乳腺センター） 

 

99  乳乳癌癌細細胞胞ににおおいいてて mmTTOORR阻阻害害薬薬エエベベロロリリムムススはは CCDDKK44//66阻阻害害薬薬パパルルボボシシククリリブブのの抗抗腫腫

瘍瘍効効果果をを増増強強すするる  

川崎医科大学乳腺甲状腺外科学 岸野 瑛美 

  

1100  キキナナーーゼゼ活活性性化化剤剤にによよりり誘誘導導さされれるるヒヒトト乳乳癌癌細細胞胞株株 MMDDAA--MMBB223311のの細細胞胞死死  

大阪医科薬科大学大学院医学研究科 田中 義久 

 

1111  キキトトササンンオオリリゴゴ糖糖をを用用いいたたララッットト乳乳癌癌モモデデルルににおおけけるる病病態態抑抑制制効効果果  

甲子園大学 栄養学部 吉岡 正浩 

 

1122  乳乳癌癌ににおおけけるるトトポポイイソソメメララーーゼゼ（（TTOOPP11，，TTOOPP22αα））発発現現のの意意義義  

群馬大学医学部附属病院 乳腺内分泌外科 荻野 美里 

 

特特別別講講演演 33    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  99：：4400～～1100：：1155  

座長：小山 徹也（群馬大学大学院 病理診断学） 

「「乳乳癌癌培培養養細細胞胞をを用用いいたた TTrraannssllaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh」」  

川崎医科大学乳腺甲状腺外科学 紅林 淳一 

 

休休憩憩    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1100：：1155～～1100：：2200  

 

二二胡胡ラライイブブ演演奏奏  木木村村ハハルルヨヨ  ・・・・・・・・・・・・・  1100：：2200～～1100：：3355 

（（演演奏奏者者ププロロフフィィーールルはは 66頁頁参参照照））  

 

特特別別講講演演 44   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1100：：4400～～1111：：1155  

座長：藤井 孝明（群馬大学大学院 総合外科学 乳腺・内分泌外科） 

「「進進化化すするる乳乳癌癌診診療療  ――増増ええ続続けけるる乳乳癌癌にに挑挑むむ――」」  

大阪医科薬科大学医学部 乳腺・内分泌外科学寄付講座 岩本 充彦 
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66  乳乳癌癌のの病病理理組組織織学学的的特特徴徴かからら HHEERR22--mmRRNNAA発発現現レレベベルルをを判判定定すするる人人工工知知能能モモデデルルのの開開発発  

群馬大学 数理データ科学教育研究センター 渡辺 由佳子 

 

休休憩憩    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1144：：5500～～1155：：0000  

 

会会長長講講演演    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1155：：0000～～1155：：3355  

座長：紅林 淳一（川崎医科大学乳腺甲状腺外科学） 

 

「「乳乳癌癌転転移移モモデデルルににおおけけるるセセンンチチネネルルリリンンパパ節節ででのの前前転転移移ニニッッチチ」」  

大阪医科薬科大学医学部  解剖学教室 柴田 雅朗 

 

休休憩憩    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1155：：3355～～1155：：4400  

  

津津軽軽三三味味線線ラライイブブ演演奏奏  三三絃絃小小田田島島流流  ・・・・・・・・・・ 1155：：4400～～1155：：5555  

（（演演奏奏者者ププロロフフィィーールルはは 66頁頁参参照照））  

  

一一般般演演題題セセククシショョンン 33   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1166：：0000～～1166：：2200  

座長：義澤 克彦（武庫川女子大学大学院 生活環境学研究科） 

 

77  乳乳癌癌細細胞胞ににおおいいててエエリリブブリリンンはは mmiiccrrooRRNNAAにによよりり上上皮皮間間葉葉転転換換をを抑抑制制すするる  

大阪医科薬科大学医学部 一般・消化器外科学教室 猪俣 陽介 

 
88  乳乳癌癌高高転転移移ママウウスス細細胞胞にに対対すするる合合成成 mmiiccrrooRRNNAA--114455--55ppのの抗抗ががんん効効果果のの検検証証  

大阪医科薬科大学大学院医学研究科一般・消化器外科研究室 冨永 智 

 

特特別別講講演演 22   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1166：：2200～～1166：：5555  

座長：堀口 淳（国際医療福祉大学医学部 乳腺外科学） 

「「基基礎礎研研究究かからら臨臨床床応応用用へへのの展展開開：：細細胞胞外外基基質質テテネネイイシシンン CCのの生生物物機機能能研研究究をを通通ししてて」」  

東京大学大学院・農学生命科学研究科・食の安全研究センター 日下部 守昭 

 

評評議議員員会会  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1177：：0000～～1177：：4455  
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第第 22日日目目  88月月 2299日日（（日日））  

 

 

 

 

 

 

 

 

一一般般演演題題セセククシショョンン 44  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99：：0000～～99：：4400  

座長：武田 泰隆（（公財）結核予防会 複十字病院 乳腺センター） 

 

99  乳乳癌癌細細胞胞ににおおいいてて mmTTOORR阻阻害害薬薬エエベベロロリリムムススはは CCDDKK44//66阻阻害害薬薬パパルルボボシシククリリブブのの抗抗腫腫

瘍瘍効効果果をを増増強強すするる  

川崎医科大学乳腺甲状腺外科学 岸野 瑛美 

  

1100  キキナナーーゼゼ活活性性化化剤剤にによよりり誘誘導導さされれるるヒヒトト乳乳癌癌細細胞胞株株 MMDDAA--MMBB223311のの細細胞胞死死  

大阪医科薬科大学大学院医学研究科 田中 義久 

 

1111  キキトトササンンオオリリゴゴ糖糖をを用用いいたたララッットト乳乳癌癌モモデデルルににおおけけるる病病態態抑抑制制効効果果  

甲子園大学 栄養学部 吉岡 正浩 

 

1122  乳乳癌癌ににおおけけるるトトポポイイソソメメララーーゼゼ（（TTOOPP11，，TTOOPP22αα））発発現現のの意意義義  

群馬大学医学部附属病院 乳腺内分泌外科 荻野 美里 

 

特特別別講講演演 33    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  99：：4400～～1100：：1155  

座長：小山 徹也（群馬大学大学院 病理診断学） 

「「乳乳癌癌培培養養細細胞胞をを用用いいたた TTrraannssllaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh」」  

川崎医科大学乳腺甲状腺外科学 紅林 淳一 

 

休休憩憩    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1100：：1155～～1100：：2200  

 

二二胡胡ラライイブブ演演奏奏  木木村村ハハルルヨヨ  ・・・・・・・・・・・・・  1100：：2200～～1100：：3355 

（（演演奏奏者者ププロロフフィィーールルはは 66頁頁参参照照））  

 

特特別別講講演演 44   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1100：：4400～～1111：：1155  

座長：藤井 孝明（群馬大学大学院 総合外科学 乳腺・内分泌外科） 

「「進進化化すするる乳乳癌癌診診療療  ――増増ええ続続けけるる乳乳癌癌にに挑挑むむ――」」  

大阪医科薬科大学医学部 乳腺・内分泌外科学寄付講座 岩本 充彦 
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66  乳乳癌癌のの病病理理組組織織学学的的特特徴徴かからら HHEERR22--mmRRNNAA発発現現レレベベルルをを判判定定すするる人人工工知知能能モモデデルルのの開開発発  

群馬大学 数理データ科学教育研究センター 渡辺 由佳子 

 

休休憩憩    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1144：：5500～～1155：：0000  

 

会会長長講講演演    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1155：：0000～～1155：：3355  

座長：紅林 淳一（川崎医科大学乳腺甲状腺外科学） 

 

「「乳乳癌癌転転移移モモデデルルににおおけけるるセセンンチチネネルルリリンンパパ節節ででのの前前転転移移ニニッッチチ」」  

大阪医科薬科大学医学部  解剖学教室 柴田 雅朗 

 

休休憩憩    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1155：：3355～～1155：：4400  

  

津津軽軽三三味味線線ラライイブブ演演奏奏  三三絃絃小小田田島島流流  ・・・・・・・・・・ 1155：：4400～～1155：：5555  

（（演演奏奏者者ププロロフフィィーールルはは 66頁頁参参照照））  

  

一一般般演演題題セセククシショョンン 33   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1166：：0000～～1166：：2200  

座長：義澤 克彦（武庫川女子大学大学院 生活環境学研究科） 

 

77  乳乳癌癌細細胞胞ににおおいいててエエリリブブリリンンはは mmiiccrrooRRNNAAにによよりり上上皮皮間間葉葉転転換換をを抑抑制制すするる  

大阪医科薬科大学医学部 一般・消化器外科学教室 猪俣 陽介 

 
88  乳乳癌癌高高転転移移ママウウスス細細胞胞にに対対すするる合合成成 mmiiccrrooRRNNAA--114455--55ppのの抗抗ががんん効効果果のの検検証証  

大阪医科薬科大学大学院医学研究科一般・消化器外科研究室 冨永 智 

 

特特別別講講演演 22   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1166：：2200～～1166：：5555  

座長：堀口 淳（国際医療福祉大学医学部 乳腺外科学） 

「「基基礎礎研研究究かからら臨臨床床応応用用へへのの展展開開：：細細胞胞外外基基質質テテネネイイシシンン CCのの生生物物機機能能研研究究をを通通ししてて」」  

東京大学大学院・農学生命科学研究科・食の安全研究センター 日下部 守昭 

 

評評議議員員会会  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1177：：0000～～1177：：4455  

  

 

 



  

  

  

特特別別講講演演  

会会長長講講演演  
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休休憩憩    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1111：：1155～～1111：：2255  

  

 

特特別別講講演演 55   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1111：：2255～～1122：：0000  

座長：今井 俊介（武田病院 病理診断科） 

「「エエリリブブリリンンのの治治療療効効果果ののババイイオオママーーカカーー探探索索とと耐耐性性克克服服のの戦戦略略」」  

兵庫医科大学 乳腺・内分泌外科 三好 康雄 

 

 

閉閉会会のの挨挨拶拶  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1122：：0000～～1122：：1100  

会長：柴田 雅朗（大阪医科薬科大学医学部  解剖学教室） 

次期会長：藤井 孝明（群馬大学大学院 乳腺・内分泌外科） 

 



  

  

  

特特別別講講演演  

会会長長講講演演  
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休休憩憩    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1111：：1155～～1111：：2255  

  

 

特特別別講講演演 55   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1111：：2255～～1122：：0000  

座長：今井 俊介（武田病院 病理診断科） 

「「エエリリブブリリンンのの治治療療効効果果ののババイイオオママーーカカーー探探索索とと耐耐性性克克服服のの戦戦略略」」  

兵庫医科大学 乳腺・内分泌外科 三好 康雄 

 

 

閉閉会会のの挨挨拶拶  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1122：：0000～～1122：：1100  

会長：柴田 雅朗（大阪医科薬科大学医学部  解剖学教室） 

次期会長：藤井 孝明（群馬大学大学院 乳腺・内分泌外科） 
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特特別別講講演演 11  

RRAASS変変異異ががんんにに対対すするるママイイククロロ RRNNAA創創薬薬  

 

〇赤尾幸博 

国立東海大学機構 岐阜大学連合創薬医療情報研究科 創薬専攻 

 

RAS 変異は最上位のドライバー癌遺伝子であり、がんゲノム解析からヒトのがんの約

３０％に観察される。しかしながら、これまで RAS変異がんに対する薬剤は上市され

ていません。RAS は１０をこえる下流のシグナルを制御することで膨大なネットワー

クを形成しています。特に PI3K/AKTと MAPK/ERKシグナルは細胞増殖、Survivalに関

する遺伝子群の転写因子を誘導する重要なパスウェイとなっています。我々の解析で

は RAS のみ阻害しても増殖抑制は限定的であり、その原因は代償性シグナル(RAS 

positive circuit)の活性化によることが示されました。こうしたことから、我々は

RAS 及びそのネットワークを多角的に抑制する microRNA (miRNA)の開発を 2016 年か

ら開始しました。その結果、がん抑制 miR-143が RASのみならずその effector signal 

PI3K/AKT、MAPK/ERKシグナルの AKT及び ERKを標的にし、多角的に RASネットワーク

を抑制することを明らかにしました。近年、化学修飾を施した miR-143#12 の開発に

成功しました。 miR-143#12は RNase耐性で抗がん活性も極めて高く、様々なヒト RAS

変異がん細胞を皮下に移植したヌードマウスにおいても顕著な抗腫瘍活性を示しまし

た。今回、乳がんについても RASシグナルが重要な増殖シグナルであることを明らか

にしましたので創薬への可能性についてお話します。 
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特特別別講講演演 11  

RRAASS変変異異ががんんにに対対すするるママイイククロロ RRNNAA創創薬薬  

 

〇赤尾幸博 

国立東海大学機構 岐阜大学連合創薬医療情報研究科 創薬専攻 

 

RAS 変異は最上位のドライバー癌遺伝子であり、がんゲノム解析からヒトのがんの約

３０％に観察される。しかしながら、これまで RAS変異がんに対する薬剤は上市され

ていません。RAS は１０をこえる下流のシグナルを制御することで膨大なネットワー

クを形成しています。特に PI3K/AKTと MAPK/ERKシグナルは細胞増殖、Survivalに関

する遺伝子群の転写因子を誘導する重要なパスウェイとなっています。我々の解析で

は RAS のみ阻害しても増殖抑制は限定的であり、その原因は代償性シグナル(RAS 

positive circuit)の活性化によることが示されました。こうしたことから、我々は

RAS 及びそのネットワークを多角的に抑制する microRNA (miRNA)の開発を 2016 年か

ら開始しました。その結果、がん抑制 miR-143が RASのみならずその effector signal 

PI3K/AKT、MAPK/ERKシグナルの AKT及び ERKを標的にし、多角的に RASネットワーク

を抑制することを明らかにしました。近年、化学修飾を施した miR-143#12 の開発に

成功しました。 miR-143#12は RNase耐性で抗がん活性も極めて高く、様々なヒト RAS

変異がん細胞を皮下に移植したヌードマウスにおいても顕著な抗腫瘍活性を示しまし

た。今回、乳がんについても RASシグナルが重要な増殖シグナルであることを明らか

にしましたので創薬への可能性についてお話します。 
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特特別別講講演演 33  

乳乳癌癌培培養養細細胞胞をを用用いいたた TTrraannssllaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  

 

〇紅林淳一 

川崎医科大学乳腺甲状腺外科学 

 

乳癌は女性に発生する癌の中で最も発生頻度が高く、最新の統計では日本人女性が生涯

に乳癌を発症する可能性は 9人に 1人であるとされている。しかも、乳癌の好発年齢は

他の癌とは異なり、40歳代から 60歳代にピークがあり、発症年齢が他の癌に比べ低く、

社会生活に与える影響は大きい。すなわち、乳癌の治療成績の向上は、社会にとっても

重要な課題である。 

 乳癌は前立腺癌とともにホルモン依存性癌に分類され、ともに男女に発生する癌の中

で最も罹患率が高い。乳癌では女性ホルモン＝エストロゲンが発生や進展において中心

的な役割を果たしている。1986年に英国の外科医である Sir Thomas Beatsonにより卵

巣切除が乳癌の退縮をもたらすことが報告され、その後、様々な内分泌療法が開発され、

乳癌患者の予後の改善に寄与してきている。 

 ホルモン依存性の要となるエストロゲン受容体（ER）の発見、有害事象の少ない抗エ

ストロゲン薬タモキシフェン、その後の合成黄体ホルモン薬、LH-RHアゴニスト、特異

的アロマターゼ阻害薬、さらに、ホルモン療法の効果を高める CDK4/6 阻害薬の開発・

臨床導入により、ホルモン依存性乳癌の治療成績は飛躍的に改善してきている。 

 これらの内分泌療法薬や乳癌の約 20％でドライバー因子として働く癌遺伝子 HER2を

標的とした多くの薬剤は、ER の発現が高いヒト乳癌培養細胞株（MCF-7 など）や HER2

発現の亢進した細胞株（SkBr-3など）を用いた前臨床研究により開発され、様々な臨床

試験を経て乳癌患者に臨床応用されている。 

 発表者らは、臨床の場で遭遇する様々な病態の乳癌患者から home-madeのヒト乳癌培

養細胞株（KPL-1, KPL-3C, KPL-4）を樹立し、各々の細胞株の持つ生物学的・臨床的特

徴を利用し、臨床の場に還元できることを目指した translational researchを行って

きている。 

 本講演では、発表者らが樹立した 3種類のヒト乳癌培養細胞株の生物学的特徴及びこ

れらの細胞株を用いた translational researchの一端を紹介したい。 

13 
 

特特別別講講演演 22  

「「基基礎礎研研究究かからら臨臨床床応応用用へへのの展展開開：：細細胞胞外外基基質質テテネネイイシシンン CC

のの生生物物機機能能研研究究をを通通ししてて」」  

  

〇日下部守昭 

東京大学大学院・農学生命科学研究科・食の安全研究センター 

 
近年の医療の発展は多くの新薬の開発のみならず、医療機器や新規解析技術の開発に

支えられてきたことは言うまでもない。特に、癌領域に見られるように、ゲノム研究以

来、分子標的治療法やリキッドバイオプシ―技術のようなゲノムデータベースを活用し

た治療法や診断法が積極的に開発されている。また、そのデータベースの整備が更に進

むに伴って、腫瘍組織内において周囲環境に依存している癌細胞の分子動態の研究も行

われ、癌細胞を取り巻く微小環境を標的とした治療法の開発も精力的に進められている。 

しかしながら、多くの癌を取り巻く微小環境は、癌細胞の増殖・浸潤・転移に大きく

影響を与えることは良く知られた事実であるものの、腫瘍内では癌細胞と周囲間充織の

相互作用によってその分子機構はダイナミックに変化するものであるため解明は容易

ではない。 

演者は、その微小環境の変化に細胞外基質テネイシン C（TNC）が主体的に関わってい

ると考え、その生物機能を中心に研究してきた。 

TNCの生物機能研究を遂行するため、先ず、抗 TNC抗体によってその生物機能を中和

する多くの抗 TNC抗体を作製した。また同時に癌細胞の移植実験（in vivo）を可能に

するため、雑種の TNCノックアウトマウスから各種近交系マウスに遺伝背景を持つコン

ジェニック系統を樹立した。更に、マウスで転移実験ができるように乳癌肺転移細胞を

樹立し、転移実験モデル系を完成させた。 

本講演では、これらの研究ツールを用い行ってきた基礎研究成果を述べ、そこから予

測される TNCの生物学的機能を示すとともに、抗 TNC抗体の臨床応用について私の考え

を紹介したい。 
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特特別別講講演演 33  

乳乳癌癌培培養養細細胞胞をを用用いいたた TTrraannssllaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  

 

〇紅林淳一 

川崎医科大学乳腺甲状腺外科学 

 

乳癌は女性に発生する癌の中で最も発生頻度が高く、最新の統計では日本人女性が生涯

に乳癌を発症する可能性は 9人に 1人であるとされている。しかも、乳癌の好発年齢は

他の癌とは異なり、40歳代から 60歳代にピークがあり、発症年齢が他の癌に比べ低く、

社会生活に与える影響は大きい。すなわち、乳癌の治療成績の向上は、社会にとっても

重要な課題である。 

 乳癌は前立腺癌とともにホルモン依存性癌に分類され、ともに男女に発生する癌の中

で最も罹患率が高い。乳癌では女性ホルモン＝エストロゲンが発生や進展において中心

的な役割を果たしている。1986年に英国の外科医である Sir Thomas Beatsonにより卵

巣切除が乳癌の退縮をもたらすことが報告され、その後、様々な内分泌療法が開発され、

乳癌患者の予後の改善に寄与してきている。 

 ホルモン依存性の要となるエストロゲン受容体（ER）の発見、有害事象の少ない抗エ

ストロゲン薬タモキシフェン、その後の合成黄体ホルモン薬、LH-RHアゴニスト、特異

的アロマターゼ阻害薬、さらに、ホルモン療法の効果を高める CDK4/6 阻害薬の開発・

臨床導入により、ホルモン依存性乳癌の治療成績は飛躍的に改善してきている。 

 これらの内分泌療法薬や乳癌の約 20％でドライバー因子として働く癌遺伝子 HER2を

標的とした多くの薬剤は、ER の発現が高いヒト乳癌培養細胞株（MCF-7 など）や HER2

発現の亢進した細胞株（SkBr-3など）を用いた前臨床研究により開発され、様々な臨床

試験を経て乳癌患者に臨床応用されている。 

 発表者らは、臨床の場で遭遇する様々な病態の乳癌患者から home-madeのヒト乳癌培

養細胞株（KPL-1, KPL-3C, KPL-4）を樹立し、各々の細胞株の持つ生物学的・臨床的特

徴を利用し、臨床の場に還元できることを目指した translational researchを行って

きている。 

 本講演では、発表者らが樹立した 3種類のヒト乳癌培養細胞株の生物学的特徴及びこ

れらの細胞株を用いた translational researchの一端を紹介したい。 
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特特別別講講演演 22  

「「基基礎礎研研究究かからら臨臨床床応応用用へへのの展展開開：：細細胞胞外外基基質質テテネネイイシシンン CC

のの生生物物機機能能研研究究をを通通ししてて」」  

  

〇日下部守昭 

東京大学大学院・農学生命科学研究科・食の安全研究センター 

 
近年の医療の発展は多くの新薬の開発のみならず、医療機器や新規解析技術の開発に

支えられてきたことは言うまでもない。特に、癌領域に見られるように、ゲノム研究以

来、分子標的治療法やリキッドバイオプシ―技術のようなゲノムデータベースを活用し

た治療法や診断法が積極的に開発されている。また、そのデータベースの整備が更に進

むに伴って、腫瘍組織内において周囲環境に依存している癌細胞の分子動態の研究も行

われ、癌細胞を取り巻く微小環境を標的とした治療法の開発も精力的に進められている。 

しかしながら、多くの癌を取り巻く微小環境は、癌細胞の増殖・浸潤・転移に大きく

影響を与えることは良く知られた事実であるものの、腫瘍内では癌細胞と周囲間充織の

相互作用によってその分子機構はダイナミックに変化するものであるため解明は容易

ではない。 

演者は、その微小環境の変化に細胞外基質テネイシン C（TNC）が主体的に関わってい

ると考え、その生物機能を中心に研究してきた。 

TNCの生物機能研究を遂行するため、先ず、抗 TNC抗体によってその生物機能を中和

する多くの抗 TNC抗体を作製した。また同時に癌細胞の移植実験（in vivo）を可能に

するため、雑種の TNCノックアウトマウスから各種近交系マウスに遺伝背景を持つコン

ジェニック系統を樹立した。更に、マウスで転移実験ができるように乳癌肺転移細胞を

樹立し、転移実験モデル系を完成させた。 

本講演では、これらの研究ツールを用い行ってきた基礎研究成果を述べ、そこから予

測される TNCの生物学的機能を示すとともに、抗 TNC抗体の臨床応用について私の考え

を紹介したい。 
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特特別別講講演演 55  

エエリリブブリリンンのの治治療療効効果果ののババイイオオママーーカカーー探探索索とと耐耐性性克克服服のの

戦戦略略  

 
〇三好康雄 

兵庫医科大学 乳腺・内分泌外科 

 

エリブリンは微小管阻害作用を有し、転移・再発乳癌に用いられる化学療法剤である。

この薬剤は主治医が選択した薬剤（TPC）に比べ、無増悪生存期間は延長しないものの

（p=0.137）、全生存期間（OS）を延長することが示されている(p=0.014)（EMBRACE 試

験）。そのメカニズムとして、上皮間葉転換（EMT）の抑制と、血流の正常化による腫瘍

局所の低酸素環境の改善が関与していると考えられている。 

我々は OS 延長のメカニズムとして、免疫応答が関与しているのではないかと考え、抹

消血の免疫関連マーカーと OS の相関を、EMBRACE 試験のデータを用いて事後解析を行

った。その結果、ベースラインのリンパ球絶対数（ALC）がエリブリンの OS 延長のバイ

オマーカーであることを見出した。また、エリブリンにより血清中の TGF-b が低下し、

in vitro の解析からは NF-kB シグナルがエリブリンの感受性に影響することが報告さ

れている。以上の結果から、エリブリンによる微小環境の改善が、TGF-bや NF-kBシグ

ナルを抑制し、その結果免疫応答が改善して OS 延長に結びついている機序が推測され

る。 

さらに、エリブリンが投与された症例において末梢血のサイトカインとエリブリンの治

療効果を検討した結果、NF-kB経路のサイトカインがエリブリンの治療効果と相関する

可能性を示唆する結果を得ている。 

本講演ではエリブリンのバイオマーカーの同定、耐性機序、そして耐性克服の戦略を、

我々のデータも含めてレビューを行う。 
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特特別別講講演演 44  

  

『『進進化化すするる乳乳癌癌診診療療  －－増増ええ続続けけるる乳乳癌癌にに挑挑むむーー』』  

  

〇岩本充彦 

大阪医科薬科大学医学部 乳腺・内分泌外科学寄付講座 

 

本邦における乳癌の罹患率は、増加の一途を辿り、女性に発生する悪性腫瘍の第１位

となり、日本人女性の約１０人に１人が生涯乳癌になることが明らかとなっています。 

乳癌治療はまさに「日進月歩」であります。開発目覚しい抗 HER２薬を中心とした分

子標的薬、CDK4,6阻害剤、ＢＲＣＡ１，２変異を有する症例に対するＰＡＲＰ阻害剤、

マイクロサテライト不安定性を有する症例に対する抗ＰＤ－１抗体療法、エリブリンな

どの化学療法薬、フルベストラントなどの内分泌療法薬、PD-L1陽性のトリプルネガテ

ィブ乳癌に対するアテゾリズマブなど、新薬が次々に開発、保険承認されています。故

に、再発後の予後も改善し、到底根治不能と考えられていた進行例でも、克服例が増え

ていることは紛れもない事実です。一方、薬物の選択において、複雑性が増しているこ

とも明白です。治療医には使用すべきタイミングなど、より的確な判断が求められてい

るといえます。さらに手術療法も変遷し、拡大手術の不必要性が明らかとなったため、

術式はより縮小方向にあり、手術のテクニックの向上により、根治性と整容性を兼ね備

えた手術も施行可能となっています。再建術式も広背筋皮弁や腹直筋皮弁、深下腹壁動

脈穿通枝皮弁を用いた自家組織再建、またインプラント再建など、選択肢が増えていま

す。さらに、器機の開発から診断能力も向上しています。微小な病変に対しても、ステ

レオガイド下マンモトーム生検や、画像ガイド下吸引術を駆使することにより、病理学

的検索が可能となりました。また、多遺伝子アッセイの開発に伴い、腫瘍関連遺伝子と

参照遺伝子をＲＴ－ＰＣＲ法で解析し、再発リスクをスコア化することで、化学療法の

効果予測も可能となっています。加えて、ゲノム医療のさらなる発展による、より的確

な個別化医療の展開も期待されています。 

今回の講演においては、日常我々が実践しています、手術療法や、薬物療法、また最

新の診断装置等を御紹介し、まさに進化する乳癌診療につき御紹介をさせて戴きます。

本講演が、御参加下さった先生方の今後の研究、ならびに診療の一助となりましたら誠

に幸甚であります。 
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会会長長講講演演  

乳乳癌癌転転移移モモデデルルににおおけけるるセセンンチチネネルルリリンンパパ節節ででのの前前転転移移  

ニニッッチチ  

 

〇柴田雅朗 1)、奥﨑大介 2)、伊藤裕子 3)、竹下篤 4)、谷口高平 3,5)、 

白岡千夏 1)、生出林太郎 5)、赤尾幸博 6)、近藤洋一 1) 
1）大阪医科薬科大学医学部 解剖学教室、2)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、3)大阪医科薬科大学医学部 一般・消化器外科学教

室、4)大阪医科薬科大学医学部 病理学教室、5)大阪医科薬科大学 研究支援セン

ター TR部門、6)国立東海大学機構 岐阜大学連合創薬医療情報研究科 創薬専攻 

 

【目的および方法】癌転移の成立には、転移に先立って、癌細胞の生着や増殖に適した

前転移ニッチが形成されてい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、転移前および転移後ニッチにおけるリンパ節と血中のエクソソーム microRNA 

(miRNA) 発現を網羅的に解析した（実験 1）。また、癌は抗腫瘍免疫を抑制し、免疫系か

らの攻撃に抵抗する特性を獲得しつつ進展・転移してゆくと考えられることから、転移

前から転移後のセンチネルリンパ節（SLN）を用いて、T細胞とその活性化抑制に関わる

分子の解析を行った（実験２）。 

【結果】実験 1：転移前の SLNはリンパ洞の増生傾向を示し、微小転移を認めたリンパ

節ではその形成は抑制傾向を示した。電顕では転移前のリンパ節で、辺縁洞内にエクソ

ソームが頻繁に観察された。miRNAの網羅的解析においては、転移後では、転移前と比

較して、血中エクソソームおよびリンパ節ともに、Vegfsを標的とする miRNAが著しい

上昇を示した。実験 2：SLN の CD8+ T 細胞の数は、転移前において有意に減少した。

FOXP3+ 細胞では、転移前 SLNにおいて有意な増加が観察された。また、転移 SLNでは、

髄洞において PD-L1+の癌細胞が観察された。 

【考察】癌細胞が分泌するエクソソーム miRNAのうち、Vegfsを標的とする miRNAが転

移前から転移後におけるリンパ節の微小環境の形成に一役を担っている可能性が示唆

された。また、転移前に既に SLNでの T細胞活性は負に制御されているプロファイルが

示され、原発腫瘍は SLN において転移に働く微小環境を整えているものと推測された。 
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一一般般演演題題 11  

乳乳癌癌細細胞胞ににおおけけるるパパルルボボシシククリリブブととアアベベママシシククリリブブのの抗抗腫腫

瘍瘍効効果果のの比比較較  

 

〇緒方良平、岸野瑛美、齋藤 亙、小池良和、紅林淳一 

川崎医科大学乳腺甲状腺外科学 

 

【目的】CDK4/6阻害薬のパルボシクリブ（PAL）とアベマシクリブ（ABE）がホルモン受

容体陽性 HER2 陰性転移・再発乳癌の治療に広く用いられている。両剤は、化学構造や

CDK4、CDK6 各々に対する阻害活性が異なっており、乳癌細胞に対する抗腫瘍効果や癌

幹細胞制御作用にも差異が認められる可能性がある。そこで、様々なサブタイプの乳癌

細胞に対する両剤の効果を比較した。 

【方法】ER 陽性 HER2陰性乳癌細胞株の MCF-7, KPL-1、ER 陰性 HER2 陽性の KPL-4、ER

陰性 HER2 陰性の MDA-MB-231、ER 陽性 HER2 陽性の BT-474 を用いた。両剤の細胞増殖、

細胞周期、アポトーシス、細胞老化、癌幹細胞比率に与える影響を調べた。 

【結果】50%増殖阻止濃度（IC）は、5細胞株において PAL が 0.10～11.28 μM、ABE が

0.026～0.637 μMと幅がみられた。すべての細胞株で 50% ICは ABEが PALに比べ有意

に低濃度であった。同一濃度（100 nM）の両剤の効果を比較すると、1) 細胞増殖抑制

率：すべての細胞株で ABE が優位であった、2) G1-S移行阻害率：すべての細胞株で ABE

が優位であった、3) アポトーシス：BT-474細胞以外で ABEのみで有意の増加が見られ

た、4) 細胞老化：一部の細胞株において ABEは老化細胞の比率を有意に増加させた、

5) マンモスフェア形成能：一部の細胞株において ABE はマンモスフェア形成数を有意

に減少させた。 

考察：ABE と PAL の両剤ともに G1-S 移行阻害、細胞老化促進、癌幹細胞比率の低下が

認められたが、その効果は、ABEが PALに比べ明らかに優れていた。アポトーシス誘導

効果は、ABEのみで認められた。以上、様々なサブタイプの乳癌細胞株を用いた in vitro

実験系において、両剤の抗腫瘍効果や癌幹細胞制御作用に差異が認められた。In vivo

においては、腫瘍微小環境等の関与があり、今回の結果をそのまま in vivo に当てはめ

ることはできない。 
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効果は、ABEのみで認められた。以上、様々なサブタイプの乳癌細胞株を用いた in vitro

実験系において、両剤の抗腫瘍効果や癌幹細胞制御作用に差異が認められた。In vivo

においては、腫瘍微小環境等の関与があり、今回の結果をそのまま in vivo に当てはめ

ることはできない。 
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一一般般演演題題 33  
  

乳乳癌癌ににおおけけるる核核異異型型ススココアアのの検検討討  

  

〇片山彩香 1,2）、Michael S Toss2）、Matthew Parkin2）、Ian O 

Ellis2）、Emad A Rakha2）、飯野佑一 3）、小山徹也 1） 
1)群馬大学大学院医学系研究科病理診断学  

2) Division of Cancer and Stem Cells, School of Medicine, 

University of Nottingham and Nottingham University Hospital NHS 

Trust, Nottingham City Hospital, Nottingham, UK 

3)くすの木病院 乳腺健診センター 
 

【目的】形態学的特徴は、腫瘍のバイオロジーを反映するが、連続的なスペ

クトラムを示す複数の特徴を組み合わるために、主観的である。特に、それ

ぞれの特徴は、病理医によって異なる重みづけがされうる。本研究では、乳

癌における様々な核の形態学的特徴が核異型度に与える影響を検討し、核異

型スコアに影響する最も強力な特徴を評価する。  

【方法】数百人の病理診断医によって評価された核異型スコアをもつ乳癌

128 例を使用した。核の異型度を示す形態として、核の大きさ、核の形状、

核膜の輪郭、クロマチンパターン、多形性 (大きさと形状の変動の程度 )、核

小体の顕著性を含む 6 つの形態学的特徴を個別に評価した。  

【結果】全 6 つの形態学的特徴は、全て多形性 (p<0.001)と正の相関であっ

た。病理診断医間の核異型スコアの一致率によって、高い症例と低い症例

に分けた場合、60 症例が高い一致率を示し、このグループは最終的な核異

型スコア 3、および No special type が有意に高かった  (p=0.001 および

p<0.001)。多変量ロジスティック回帰分析は、核形状が最終的な核異型ス

コアと異なる場合に、一致率が低下することを示した（discordance vs 

concordance; OR, 4.5; 95%CI, 1.7-11.5; p=0.002)。  

【考察・結語】多形性は、病理診断医が乳癌における最終的な核異型スコア

を評価するために使用する最も一般的で信頼性の高い特徴である。核の大き

さや核形状などの特定の特徴を単独で評価すると、最終的な核異型度の過大

評価/過小評価につながる可能性がある。  
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一一般般演演題題 22  

EERR 陽陽性性乳乳癌癌細細胞胞ににおおいいてて HHeeaatt  sshhoocckk  pprrootteeiinn  6600 はは細細

胞胞死死誘誘導導にに関関与与すするる  

 

〇濱岡仁美 1）、柴田雅朗 1）、伊藤裕子 2）、飯沼宗和 3)、近藤洋一 1）  

1)大阪医科薬科大学医学部  解剖学教室、 2 )大阪医科薬科大学医学部   

一般・消化器外科学教室、 3 )岐阜薬科大学大学院  生薬学研究室  
 

【目的】ストレス応答タンパク質である Heat shock protein (HSP)は、種々

の癌において発癌や細胞死、転移などに関与していることが知られる。我々

は以前、天然由来成分α -Mangostin（α MG）がエストロゲン陽性（ ER 陽性）

乳癌細胞株において細胞死を誘導し、抗腫瘍効果発揮すること、これらの細

胞で HSP60 の発現が亢進していることを報告した。今回、α MG の処置後の

ER 陽性乳癌細胞株において HSP60 の局在を調べ、細胞死への関与について

検討した。  

【方法】 ER 陽性乳癌細胞株 MCF7 を 20µM のα MG で処置し、 HSP60 の発現量

および細胞内局在について免疫組織化学的解析を行った。また、HSP60 の細

胞死への影響について検討するために、HSP60 阻害剤処置後の細胞生存率の

解析、免疫組織化学的および電顕的解析を行った。  

【結果】α MG 処置後、HSP60 の発現は未処置群と比較してミトコンドリアお

よび周囲の細胞質において亢進していた。電顕解析により、α MG 処置群に

おいて肥大化した異常なミトコンドリアが観察され、HSP60 は異常なミトコ

ンドリアとその周囲の細胞質に発現していた。更に、HSP60 阻害剤処置によ

り細胞生存率の回復と死細胞の減少が確認された。  

【考察・結語】α MG 処置により細胞死が誘導された ER 陽性乳癌細胞株にお

いて、異常なミトコンドリアの蓄積とその周囲における HSP60 発現の亢進

がみられ、HSP60 阻害剤処置により細胞生存率の回復と細胞死の抑制が観察

されたことから、 HSP60 がα MG 処置により誘導されるミトコンドリア異常

と細胞死誘導に関与している可能性が示唆された。  
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一一般般演演題題 33  
  

乳乳癌癌ににおおけけるる核核異異型型ススココアアのの検検討討  

  

〇片山彩香 1,2）、Michael S Toss2）、Matthew Parkin2）、Ian O 

Ellis2）、Emad A Rakha2）、飯野佑一 3）、小山徹也 1） 
1)群馬大学大学院医学系研究科病理診断学  

2) Division of Cancer and Stem Cells, School of Medicine, 

University of Nottingham and Nottingham University Hospital NHS 

Trust, Nottingham City Hospital, Nottingham, UK 

3)くすの木病院 乳腺健診センター 
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ぞれの特徴は、病理医によって異なる重みづけがされうる。本研究では、乳

癌における様々な核の形態学的特徴が核異型度に与える影響を検討し、核異

型スコアに影響する最も強力な特徴を評価する。  

【方法】数百人の病理診断医によって評価された核異型スコアをもつ乳癌

128 例を使用した。核の異型度を示す形態として、核の大きさ、核の形状、

核膜の輪郭、クロマチンパターン、多形性 (大きさと形状の変動の程度 )、核

小体の顕著性を含む 6 つの形態学的特徴を個別に評価した。  

【結果】全 6 つの形態学的特徴は、全て多形性 (p<0.001)と正の相関であっ

た。病理診断医間の核異型スコアの一致率によって、高い症例と低い症例

に分けた場合、60 症例が高い一致率を示し、このグループは最終的な核異

型スコア 3、および No special type が有意に高かった  (p=0.001 および

p<0.001)。多変量ロジスティック回帰分析は、核形状が最終的な核異型ス

コアと異なる場合に、一致率が低下することを示した（discordance vs 

concordance; OR, 4.5; 95%CI, 1.7-11.5; p=0.002)。  

【考察・結語】多形性は、病理診断医が乳癌における最終的な核異型スコア

を評価するために使用する最も一般的で信頼性の高い特徴である。核の大き

さや核形状などの特定の特徴を単独で評価すると、最終的な核異型度の過大

評価/過小評価につながる可能性がある。  
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一一般般演演題題 22  

EERR 陽陽性性乳乳癌癌細細胞胞ににおおいいてて HHeeaatt  sshhoocckk  pprrootteeiinn  6600 はは細細

胞胞死死誘誘導導にに関関与与すするる  

 

〇濱岡仁美 1）、柴田雅朗 1）、伊藤裕子 2）、飯沼宗和 3)、近藤洋一 1）  
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一般・消化器外科学教室、 3 )岐阜薬科大学大学院  生薬学研究室  
 

【目的】ストレス応答タンパク質である Heat shock protein (HSP)は、種々

の癌において発癌や細胞死、転移などに関与していることが知られる。我々

は以前、天然由来成分α -Mangostin（α MG）がエストロゲン陽性（ ER 陽性）

乳癌細胞株において細胞死を誘導し、抗腫瘍効果発揮すること、これらの細

胞で HSP60 の発現が亢進していることを報告した。今回、α MG の処置後の

ER 陽性乳癌細胞株において HSP60 の局在を調べ、細胞死への関与について

検討した。  

【方法】 ER 陽性乳癌細胞株 MCF7 を 20µM のα MG で処置し、 HSP60 の発現量

および細胞内局在について免疫組織化学的解析を行った。また、HSP60 の細

胞死への影響について検討するために、HSP60 阻害剤処置後の細胞生存率の

解析、免疫組織化学的および電顕的解析を行った。  

【結果】α MG 処置後、HSP60 の発現は未処置群と比較してミトコンドリアお

よび周囲の細胞質において亢進していた。電顕解析により、α MG 処置群に

おいて肥大化した異常なミトコンドリアが観察され、HSP60 は異常なミトコ

ンドリアとその周囲の細胞質に発現していた。更に、HSP60 阻害剤処置によ

り細胞生存率の回復と死細胞の減少が確認された。  

【考察・結語】α MG 処置により細胞死が誘導された ER 陽性乳癌細胞株にお

いて、異常なミトコンドリアの蓄積とその周囲における HSP60 発現の亢進

がみられ、HSP60 阻害剤処置により細胞生存率の回復と細胞死の抑制が観察

されたことから、 HSP60 がα MG 処置により誘導されるミトコンドリア異常

と細胞死誘導に関与している可能性が示唆された。  
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一一般般演演題題 55  

  

HHEERR22陰陰性性乳乳癌癌ににおおけけるる新新たたなな HHEERR22発発現現評評価価シシスステテムムのの構構築築  

  

〇松崎秀信 1)、黒住献 2),3)、片山彩香 4)、渡辺由佳子 1)、成澤瑛理子 5)、

本田周子 3)、草野広行 6)、潮見隆之 6)、小川晃 5)、鯉淵幸生 5)、藤井孝

明 3)、小山徹也 4)、浅尾高行 1)、堀口淳 2) 

1）群馬大学 数理データ科学教育研究センター、2）国際医療福祉大学医学部 

乳腺外科学、3）群馬大学医学部 総合外科学、4）群馬大学医学部 病理診断学、 

5) 高崎総合医療センター 乳腺・内分泌外科、6) 国際医療福祉大学医学部  

病理・病理診断学 

 
HER2陽性乳癌は非常に増殖能の高いタイプの乳癌であり，予後不良な乳癌であったが，

様々な HER2標的治療薬が使用可能となり，その予後は劇的に改善した．実臨床での HER2

発現は，免疫染色（IHC）法と In situハイブリダイゼーション法（ISH）法を用いて，

ガイドラインに基づいて，陽性もしくは陰性に診断されている．しかしながら，HER2陰

性群において，HER2の IHC発現が陰性であっても，ISH法による HER2遺伝子発現の増

幅が認められる症例や，IHC 法や ISH 法において HER2 発現が散発的に強く発現が亢進

している症例が認められることがある．これらは HER2 発現の不均一性（HER2-

heterogeniety）によるものと考えられており，HER2-heterogeneityがトリプルネガテ

ィブ乳癌を含む HER2 陰性症例で高頻度に存在し，予後不良因子となることが示唆され

ている．現在我々は，トリプルネガティブ乳癌における HER2-ISH スライドから HER2-

heterogeneityの部位を自動的に判別・診断する人工知能システムの開発を行っている．

乳癌患者に対し革新的な個別化治療を実現するために，HER2 陰性乳癌における HER2-

heterogeneityも踏まえた新たな HER2発現診断方法の確立が求められている． 
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一一般般演演題題 44  

当当院院ででのの放放射射線線関関連連血血管管肉肉腫腫（（RRAAAASS））症症例例のの報報告告、、  

特特にに早早期期診診断断へへのの ccMMYYCC発発現現のの有有用用性性ににつついいてて  

 

〇三輪教子 1,2)、河合孝 3)、田中智浩 3）、伊藤卓資 3)、山口俊昌 3)、 

酒井大輔４）、杉田哲也 5)、大西隆仁 4)、中村清吾 2)  
1)西脇市立西脇病院 乳腺外科、2)昭和大学病院 乳腺外科、3)西脇市立西脇病院 

外科、4)西脇市立西脇病院 皮膚科、5)西脇市立西脇病院 病理部 

 

【はじめに】まれであるが予後不良な乳腺の悪性疾患に放射線関連血管肉腫

（Radiation Associated Angiosarcoma, RAAS）がある。乳房温存術後の血管肉腫は

0.14％といわれるが乳がん患者数からこの数字は小さくない（J Am Acad Dermatol, 

54, 499-504 (2006)）。乳房温存術は、2000年頃胸筋温存乳房切除術を上回ってから

乳房再建術が普及するまでの 10数年間最多の乳がん術式であり、この間に乳房への

放射線治療（RT）が増加した。RAASは RTに伴う慢性リンパ浮腫や cMYCの過剰発現

等により発症し、発症リスクは RT後 10年目が最大でその後 10年間リスクが高い

（Int J Oncol Biol Phys, 52(5), 1231-1237(2002)）。以上より我が国の RAAＳ発症

リスクは 2010年から 2030年頃にかけて高い見込みである。RAASの早期診断が困難

である理由の一つはまれであるため鑑別に挙がらないことであり、本疾患への理解が

予後改善につながると思われ、症例と文献による考察を報告する。 

【症例】60代女性。BMI 32.8。luminal A乳がん（stageⅡA）の温存術後 RT（50 

Gy）施行し内分泌療法薬内服中の術後 4年後に術側胸壁腫瘤を認めた。再発を疑って

の CNBは 2回まで腫瘍細胞を認めず、3回目に非上皮性腫瘍が疑われたが確定診断に

は至らなかった。診断と治療のため残存乳房を切除し、RAASの定義（Cancer, 28, 

1087-1099 (1971)）から RAASと診断した。急激に腫瘍が増大して全身状態が悪化

し、化学療法を行えず、RAAS発症後 10か月確定診断後 1か月で死亡した。 

【cMycの遺伝子増幅・発現】全摘手術時の検体で cMYCの遺伝子増幅を FISH法で調べ

たが、組織検体量不十分のため明瞭な結果は得られなかった。cMYCは、原発乳がん病

巣では診断時と手術時ともに発現なく、ひだり胸壁腫瘤の 1回目と 3回目の CNB検体

およびひだり胸壁腫瘤手術検体で発現が認められた。 

【考察】RAASの誘因： RT 2年後慢性放射線皮膚炎のため術側乳房と上肢のリンパ浮

腫を発症し、その後浮腫が 1年間続いた。リンパ浮腫の誘因として著明な肥満が挙げ

られる。また、輸血でアナフィラキシーショックを 2回起こし、草やテープでかぶれ

やすい等免疫応答が過敏であった。cMYCの発現：RAAS早期診断に有用であると考えら

えた。 

【まとめ】RT施行症例やリンパ浮腫の既往症例の胸壁腫瘤には RAASを鑑別に入れ、

疑われる場合 cMYCの発現を調べることが有用であることが示唆された。 
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一一般般演演題題 55  
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〇松崎秀信 1)、黒住献 2),3)、片山彩香 4)、渡辺由佳子 1)、成澤瑛理子 5)、

本田周子 3)、草野広行 6)、潮見隆之 6)、小川晃 5)、鯉淵幸生 5)、藤井孝

明 3)、小山徹也 4)、浅尾高行 1)、堀口淳 2) 

1）群馬大学 数理データ科学教育研究センター、2）国際医療福祉大学医学部 

乳腺外科学、3）群馬大学医学部 総合外科学、4）群馬大学医学部 病理診断学、 

5) 高崎総合医療センター 乳腺・内分泌外科、6) 国際医療福祉大学医学部  

病理・病理診断学 

 
HER2陽性乳癌は非常に増殖能の高いタイプの乳癌であり，予後不良な乳癌であったが，

様々な HER2標的治療薬が使用可能となり，その予後は劇的に改善した．実臨床での HER2

発現は，免疫染色（IHC）法と In situハイブリダイゼーション法（ISH）法を用いて，

ガイドラインに基づいて，陽性もしくは陰性に診断されている．しかしながら，HER2陰

性群において，HER2の IHC発現が陰性であっても，ISH法による HER2遺伝子発現の増

幅が認められる症例や，IHC 法や ISH 法において HER2 発現が散発的に強く発現が亢進

している症例が認められることがある．これらは HER2 発現の不均一性（HER2-

heterogeniety）によるものと考えられており，HER2-heterogeneityがトリプルネガテ

ィブ乳癌を含む HER2 陰性症例で高頻度に存在し，予後不良因子となることが示唆され

ている．現在我々は，トリプルネガティブ乳癌における HER2-ISH スライドから HER2-

heterogeneityの部位を自動的に判別・診断する人工知能システムの開発を行っている．

乳癌患者に対し革新的な個別化治療を実現するために，HER2 陰性乳癌における HER2-

heterogeneityも踏まえた新たな HER2発現診断方法の確立が求められている． 
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一一般般演演題題 44  

当当院院ででのの放放射射線線関関連連血血管管肉肉腫腫（（RRAAAASS））症症例例のの報報告告、、  

特特にに早早期期診診断断へへのの ccMMYYCC発発現現のの有有用用性性ににつついいてて  

 

〇三輪教子 1,2)、河合孝 3)、田中智浩 3）、伊藤卓資 3)、山口俊昌 3)、 

酒井大輔４）、杉田哲也 5)、大西隆仁 4)、中村清吾 2)  
1)西脇市立西脇病院 乳腺外科、2)昭和大学病院 乳腺外科、3)西脇市立西脇病院 

外科、4)西脇市立西脇病院 皮膚科、5)西脇市立西脇病院 病理部 

 

【はじめに】まれであるが予後不良な乳腺の悪性疾患に放射線関連血管肉腫

（Radiation Associated Angiosarcoma, RAAS）がある。乳房温存術後の血管肉腫は

0.14％といわれるが乳がん患者数からこの数字は小さくない（J Am Acad Dermatol, 

54, 499-504 (2006)）。乳房温存術は、2000年頃胸筋温存乳房切除術を上回ってから

乳房再建術が普及するまでの 10数年間最多の乳がん術式であり、この間に乳房への

放射線治療（RT）が増加した。RAASは RTに伴う慢性リンパ浮腫や cMYCの過剰発現

等により発症し、発症リスクは RT後 10年目が最大でその後 10年間リスクが高い

（Int J Oncol Biol Phys, 52(5), 1231-1237(2002)）。以上より我が国の RAAＳ発症

リスクは 2010年から 2030年頃にかけて高い見込みである。RAASの早期診断が困難

である理由の一つはまれであるため鑑別に挙がらないことであり、本疾患への理解が

予後改善につながると思われ、症例と文献による考察を報告する。 

【症例】60代女性。BMI 32.8。luminal A乳がん（stageⅡA）の温存術後 RT（50 

Gy）施行し内分泌療法薬内服中の術後 4年後に術側胸壁腫瘤を認めた。再発を疑って

の CNBは 2回まで腫瘍細胞を認めず、3回目に非上皮性腫瘍が疑われたが確定診断に

は至らなかった。診断と治療のため残存乳房を切除し、RAASの定義（Cancer, 28, 

1087-1099 (1971)）から RAASと診断した。急激に腫瘍が増大して全身状態が悪化

し、化学療法を行えず、RAAS発症後 10か月確定診断後 1か月で死亡した。 

【cMycの遺伝子増幅・発現】全摘手術時の検体で cMYCの遺伝子増幅を FISH法で調べ

たが、組織検体量不十分のため明瞭な結果は得られなかった。cMYCは、原発乳がん病

巣では診断時と手術時ともに発現なく、ひだり胸壁腫瘤の 1回目と 3回目の CNB検体

およびひだり胸壁腫瘤手術検体で発現が認められた。 

【考察】RAASの誘因： RT 2年後慢性放射線皮膚炎のため術側乳房と上肢のリンパ浮

腫を発症し、その後浮腫が 1年間続いた。リンパ浮腫の誘因として著明な肥満が挙げ

られる。また、輸血でアナフィラキシーショックを 2回起こし、草やテープでかぶれ

やすい等免疫応答が過敏であった。cMYCの発現：RAAS早期診断に有用であると考えら

えた。 

【まとめ】RT施行症例やリンパ浮腫の既往症例の胸壁腫瘤には RAASを鑑別に入れ、

疑われる場合 cMYCの発現を調べることが有用であることが示唆された。 
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一一般般演演題題 77  

  

乳乳癌癌細細胞胞ににおおいいててエエリリブブリリンンはは mmiiccrrooRRNNAA にによよりり上上皮皮

間間葉葉転転換換をを抑抑制制すするる  

  

〇猪俣陽介１）、谷口高平２）、碇彩菜３）、富永智３）、前沢早紀３）、

伊藤裕子１）、木村光誠３）、岩本充彦３）、内山和久１） 
1）大阪医科薬科大学医学部 一般・消化器外科学教室、２）大阪医科薬科 

大学 トランスレーショナルリサーチ部門、３）大阪医科薬科大学医学部  

乳腺・内分泌外科 

 

【背景・目的】エリブリンは進行再発乳癌に対して承認された化学療法剤で

ある。臨床第 3 相試験では、他治療と比較して無増悪生存期間  (PFS) は同

等ながら、全生存期間  (OS)を延長させる効果が認められた。この背景とし

て、エリブリンが上皮間葉転換（ EMT） 抑制作用を有することを示唆する報

告があるが、基礎研究の枠を越しておらず十分とは言えない。本研究では、

詳細にエリブリンの作用機序を解析し、科学的根拠に基づくエリブリンの適

正かつ有効使用を目指すことを目的とした。また、エリブリンの作用機序を

EMT 中心に microRNA(miRNA)の観点から解析することを目的とした。  

【方法】乳癌細胞株として、BJMC3879-Luc2、MDA-MB-231、MDA-MB-468 を用

いた。エリブリンを投与した乳癌細胞株からタンパクを抽出し、 Western 

Blotting 法(WB 法)で EMT 関連マーカーの発現を解析した。同様に RNA を抽

出し、miRNA の変動を RT-PCR を用いて解析した。同定した miRNA の機能を、

スクラッチアッセイ、 invasion アッセイなどで解析した。  

【結果】エリブリンを投与した乳癌細胞株では MIR-X の有意な発現上昇を認
めた。乳癌細胞株にエリブリンを投与したものと MIR-X を導入したものそれ
ぞれにスクラッチアッセイを行ったところ、いずれも浸潤能の低下を認めた。

またエリブリンを投与した乳癌細胞株の WB 法で、間葉系マーカー（ SNAI2、

ZEB1 等）の発現が低下した。 MIR-X を導入した乳癌細胞の WB 法では、間葉

系マーカーの発現低下と、 anti-MIR-X の導入による発現回復を認めた。  

またエリブリン投与により維持型メチル化酵素 DNMT1 の発現が抑制される

ことが確認された。さらに 5-Aza-2’-deoxycytidine により DNA メチル化阻

害を行うと MIR-X の発現が上昇することが確認された。このことよりエリブ
リンが DNA 脱メチル化を起こすことで MIR-X の発現が上昇すると示唆され
た。  

【考察】エリブリン投与により MIR-X の発現が上昇し、EMT を制御している

ことが示唆された。  
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一一般般演演題題 66  

乳乳癌癌のの病病理理組組織織学学的的特特徴徴かからら HHEERR22--mmRRNNAA 発発現現レレベベルルをを判判定定

すするる人人工工知知能能モモデデルルのの開開発発  

  

〇渡辺由佳子 1)、松崎秀信 1) 、本田周子 3）、黒住献 2）3)、関根速子
2）、片山彩香 4）、堀口淳 2）、小山徹也 4）、藤井孝明 3）、浅尾高行 1） 

1）群馬大学 数理データ科学教育研究センター、2）国際医療福祉大学医学部 

乳腺外科学、3）群馬大学医学部 総合外科学、4) 群馬大学医学部 病理診断学 

 
【背景】 

近年、HER2-heterogeneity が HER2陰性症例で高頻度に存在し、予後不良因子となるこ

とが示唆されている。乳癌における HER2-mRNA 発現の評価も HER2-heterogeneity を評

価するために重要な手法であるが、今まで mRNA 発現と癌の組織学的特徴とを比較・評

価できる有用な方法は存在していなかった。今回我々は、ヘマトキシリン・エオジン（HE）

染色像から得られるがんの形態学的特徴から HER2-mRNA 発現レベルを予測する人工知

能（AI）システムの開発と有用性の評価をおこなった。 

【対象と方法】 

The Cancer Genome Atlas に登録されている浸潤性乳癌コホートから HER2 陰性乳癌 481

例の HE 画像と網羅的遺伝子発現データをダウンロードした。まず、HER2-mRNA 高発現

群（51 例）と低発現群（50 例）の腫瘍部の HE 画像の形態学的特徴の違いに関して、

VGG19という Convolutional Neural Network（CNN）モデルの一部を変更し(Fine-tuning)、

深層学習を行った。その後、残りの 380 例の HE 画像を用いて、バリデーションを行っ

た。バリデーション解析では、AIの計算した予測スコアと HER2-mRNA 発現の関連性を、

スピアマン相関解析を用いて計算した。 

【結果】  

深層学習後の 101 例に対する、判別精度は 92%（感度：90%、特異度：95%、AUC：98%）

と、高い精度で HER2-mRNA発現レベルの「高発現群」と「低発現群」を判別することが

できた。バリデーションコホートを用いた解析でも、AIの HER2-ｍRNA 予測スコアは実

際の HER-ｍRNA発現度と有意な相関関係を認めた（p=0.006）。 

【結語】 

 HER2 陰性乳癌の形態学的特徴から HER2-mRNA 発現レベルを高い精度で予測できる AI

モデルを開発した。 
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一一般般演演題題 77  

  

乳乳癌癌細細胞胞ににおおいいててエエリリブブリリンンはは mmiiccrrooRRNNAA にによよりり上上皮皮

間間葉葉転転換換をを抑抑制制すするる  

  

〇猪俣陽介１）、谷口高平２）、碇彩菜３）、富永智３）、前沢早紀３）、

伊藤裕子１）、木村光誠３）、岩本充彦３）、内山和久１） 
1）大阪医科薬科大学医学部 一般・消化器外科学教室、２）大阪医科薬科 

大学 トランスレーショナルリサーチ部門、３）大阪医科薬科大学医学部  

乳腺・内分泌外科 

 

【背景・目的】エリブリンは進行再発乳癌に対して承認された化学療法剤で

ある。臨床第 3 相試験では、他治療と比較して無増悪生存期間  (PFS) は同

等ながら、全生存期間  (OS)を延長させる効果が認められた。この背景とし

て、エリブリンが上皮間葉転換（ EMT） 抑制作用を有することを示唆する報

告があるが、基礎研究の枠を越しておらず十分とは言えない。本研究では、

詳細にエリブリンの作用機序を解析し、科学的根拠に基づくエリブリンの適

正かつ有効使用を目指すことを目的とした。また、エリブリンの作用機序を

EMT 中心に microRNA(miRNA)の観点から解析することを目的とした。  

【方法】乳癌細胞株として、BJMC3879-Luc2、MDA-MB-231、MDA-MB-468 を用

いた。エリブリンを投与した乳癌細胞株からタンパクを抽出し、 Western 

Blotting 法(WB 法)で EMT 関連マーカーの発現を解析した。同様に RNA を抽

出し、miRNA の変動を RT-PCR を用いて解析した。同定した miRNA の機能を、

スクラッチアッセイ、 invasion アッセイなどで解析した。  

【結果】エリブリンを投与した乳癌細胞株では MIR-X の有意な発現上昇を認
めた。乳癌細胞株にエリブリンを投与したものと MIR-X を導入したものそれ
ぞれにスクラッチアッセイを行ったところ、いずれも浸潤能の低下を認めた。

またエリブリンを投与した乳癌細胞株の WB 法で、間葉系マーカー（ SNAI2、

ZEB1 等）の発現が低下した。 MIR-X を導入した乳癌細胞の WB 法では、間葉

系マーカーの発現低下と、 anti-MIR-X の導入による発現回復を認めた。  

またエリブリン投与により維持型メチル化酵素 DNMT1 の発現が抑制される

ことが確認された。さらに 5-Aza-2’-deoxycytidine により DNA メチル化阻

害を行うと MIR-X の発現が上昇することが確認された。このことよりエリブ
リンが DNA 脱メチル化を起こすことで MIR-X の発現が上昇すると示唆され
た。  

【考察】エリブリン投与により MIR-X の発現が上昇し、EMT を制御している

ことが示唆された。  
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一一般般演演題題 66  

乳乳癌癌のの病病理理組組織織学学的的特特徴徴かからら HHEERR22--mmRRNNAA 発発現現レレベベルルをを判判定定

すするる人人工工知知能能モモデデルルのの開開発発  

  

〇渡辺由佳子 1)、松崎秀信 1) 、本田周子 3）、黒住献 2）3)、関根速子
2）、片山彩香 4）、堀口淳 2）、小山徹也 4）、藤井孝明 3）、浅尾高行 1） 

1）群馬大学 数理データ科学教育研究センター、2）国際医療福祉大学医学部 

乳腺外科学、3）群馬大学医学部 総合外科学、4) 群馬大学医学部 病理診断学 

 
【背景】 

近年、HER2-heterogeneity が HER2 陰性症例で高頻度に存在し、予後不良因子となるこ

とが示唆されている。乳癌における HER2-mRNA 発現の評価も HER2-heterogeneity を評

価するために重要な手法であるが、今まで mRNA 発現と癌の組織学的特徴とを比較・評

価できる有用な方法は存在していなかった。今回我々は、ヘマトキシリン・エオジン（HE）

染色像から得られるがんの形態学的特徴から HER2-mRNA 発現レベルを予測する人工知

能（AI）システムの開発と有用性の評価をおこなった。 

【対象と方法】 

The Cancer Genome Atlas に登録されている浸潤性乳癌コホートから HER2 陰性乳癌 481

例の HE 画像と網羅的遺伝子発現データをダウンロードした。まず、HER2-mRNA 高発現

群（51 例）と低発現群（50 例）の腫瘍部の HE 画像の形態学的特徴の違いに関して、

VGG19という Convolutional Neural Network（CNN）モデルの一部を変更し(Fine-tuning)、

深層学習を行った。その後、残りの 380 例の HE 画像を用いて、バリデーションを行っ

た。バリデーション解析では、AI の計算した予測スコアと HER2-mRNA 発現の関連性を、

スピアマン相関解析を用いて計算した。 

【結果】  

深層学習後の 101 例に対する、判別精度は 92%（感度：90%、特異度：95%、AUC：98%）

と、高い精度で HER2-mRNA 発現レベルの「高発現群」と「低発現群」を判別することが

できた。バリデーションコホートを用いた解析でも、AIの HER2-ｍRNA 予測スコアは実

際の HER-ｍRNA発現度と有意な相関関係を認めた（p=0.006）。 

【結語】 

 HER2 陰性乳癌の形態学的特徴から HER2-mRNA 発現レベルを高い精度で予測できる AI

モデルを開発した。 
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一一般般演演題題 99  

乳乳癌癌細細胞胞ににおおいいてて mmTTOORR 阻阻害害薬薬エエベベロロリリムムススはは CCDDKK44//66 阻阻害害

薬薬パパルルボボシシククリリブブのの抗抗腫腫瘍瘍効効果果をを増増強強すするる  

 

〇岸野瑛美、緒方良平、小池良和、齋藤 亙、紅林淳一 

川崎医科大学乳腺甲状腺外科学 

 

【目的】我々が行った乳癌細胞株を用いた CDK4/6 阻害薬の抗腫瘍効果を高める治療薬

を探索した研究の結果、CDK4/6 阻害薬の耐性獲得にも寄与する PI3K-AKT-mTOR 経路の

阻害薬である mTOR阻害薬が有力な併用薬の候補であることが判明した。そこで、CDK4/6

阻害薬と mTOR 阻害薬の併用効果の作用機構に関して様々なサブタイプの乳癌細胞株を

用い検討した。 

【方法】ER陽性 HER2陰性乳癌細胞株 MCF-7及び KPL-1、ER陰性 HER2陽性細胞株 KPL-

4、ER陰性 HER2陰性細胞株 MDA-MB-231、ER陽性 HER2陽性細胞株 BT-474を用い、パル

ボシクリブ（PAL）とエベロリムス（EVE）の同時併用時の抗腫瘍効果（生細胞数）、細

胞周期（PI-FACS法）、アポトーシス（Annexin Ⅴ法）に与える影響を検討した。 

【結果】EVE の同時併用投与は、1) すべての細胞株において PAL の抗腫瘍効果を有意

に増強した、2) 3種類の細胞株において G1-S移行阻害を増強した、3) 同じく 3種類

の細胞株において、PAL 単独ではアポトーシスの誘導は起こらないが、EVE と併用する

と明らかにアポトーシスが誘導された。 

【考察】我々の以前の研究では、5種類の骨髄抑制の弱い乳癌治療薬（5-FU, gemcitabine, 

trastuzumab, lapatinib, EVE）の中で EVEが PALの増殖抑制効果を最も増強すること

がわかり、今回、その作用機構を調べた。これまでの検討では、EVEが G1-S移行阻害を

増強するばかりでなく、アポトーシスの誘導も起こし、抗腫瘍効果を高めていることが

推測された。今後さらに、PALの持つ細胞老化促進効果（β-galactosidase染色）や癌

幹細胞比率低下作用（マンモスフェアアッセイ）に与える影響も検討を加える。 
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一一般般演演題題 88  
  

乳乳癌癌高高転転移移ママウウスス細細胞胞にに対対すするる合合成成 mmiiccrrooRRNNAA--114455--55pp

のの抗抗ががんん効効果果のの検検証証  

  

〇冨永智１ )、谷口高平２）、木村光誠３）、碇絢菜３）、前沢早紀３）、

岩本充彦３）、内山和久３） 
１ )大阪医科薬科大学大学院医学研究科一般・消化器外科研究室、   
２）大阪医科薬科大学研究支援センタートランスレーショナルリサーチ

部門、 3）大阪医科薬科大学附属病院一般・乳腺内分泌外科 

 

【目的】トリプルネガティブ (TN)乳がんに代表される難治性乳がんは、新た

な治療モダリティの開発が急務である。本研究では、難治性乳がんに対して

microRNA（miRNA）創薬の実現に向けた検証を行う。  

【方法】高率に転移する BJMC3879Luc2 のサブタイプを解析する。またヒト

乳がん組織及び、BJMC3879Luc2 中の miRNA-145-5p の発現量を解析し、さら

に合成 miRNA-145-5p の浸潤転移能を中心とした抗がん活性を in vitro で

検証する。  

【結果】BJMC3879Luc2 中の ER, PgR, HER２発現は、いずれの陽性細胞に対

しても低値であり、BJMC3879Luc2 をマウス移植腫瘍組織片中の miRNA-145-

5p の発現は、正常マウスと比較して有意に低下しており、乳がんヒト検体

でも発現低下が観察された。さらに TN 乳がんにおける miRNA の網羅的解析

でも miRNA-145-5p の発現低下を認めた。また、合成 miRNA-145-5p 導入した

際の標的遺伝子群に対する効果を FSCN1 で確認し miRNA-145-5p と同様の導

入効果が確認され、浸潤転移能に関してはコントロール群と比較すると乳が

ん細胞株 BJMC3879Luc2 に対し浸潤能を阻害していることが確認できた。  

【結語】BJMC3879Luc2 同種同所移植モデルは、新規薬剤の開発研究に有用

である。また BJMC3879Luc2 は TN 乳がんであることが示唆され、合成 miRNA-

145-5p が BJMC3879Luc2 に抗がん活性を有することから、合成 miRNA-145-5p

が TN 乳がんの新規治療モダリティとして有用である。  
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一一般般演演題題 99  
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薬薬パパルルボボシシククリリブブのの抗抗腫腫瘍瘍効効果果をを増増強強すするる  

 

〇岸野瑛美、緒方良平、小池良和、齋藤 亙、紅林淳一 

川崎医科大学乳腺甲状腺外科学 
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一一般般演演題題1111  
  

キキトトササンンオオリリゴゴ糖糖をを用用いいたたララッットト乳乳癌癌モモデデルルににおおけけるる

病病態態抑抑制制効効果果  

  

〇吉岡正浩 1）、竹之内明子 2）、茶谷桃花 3）、又間梨央 2）、 

三好真由 2）、佐藤花平 1）、木下勇一 4）、圦 貴司 1）、 

岡本芳晴 5）、義澤克彦 2,3） 
1）甲子園大学 栄養学部、 2）武庫川女子大学 食物栄養科学部、 
3）武庫川女子大学大学院  生活環境学研究科、 4）和歌山県立医科大学

附属病院、 5）鳥取大学 農学部 共同獣医学科 

 

【目的】キトサンオリゴ糖（ COS）は高い抗酸化作用を有する機能性食品で

ある。COSは数種のがんを抑制することが報告されているが、乳癌に対する

COSの効果は明らかとなっていない。本研究では、MNU誘発乳癌ラットモデ

ルを用いて、COSの乳癌抑制作用について検証した。  

【方法】注射用蒸留水に COS（東京化成工業）を溶解させてCOS水を調製

し、6週齢の雌SD系ラットに2%COS水を2.5週、その後1%COS水を1.5週飲水投

与し、その後水道水を 2ヵ月間自由飲水させた。 COS水投与開始から1週間

後、MNUを50mg/kgもしくは生理食塩水を単回腹腔内投与した。 11週間後に

解剖を実施し、鼠径部乳腺と腫瘍を摘出し、病理組織学的評価を行った。  

【結果】COS 投与により腫瘍発生率並びに腫瘍発生数ともに減少した。MNU

単独群と MNU＋COS 投与群間において、PCNA 陽性細胞数並びにアポトーシス

細胞数ともに有意差はみられなかった。  

【考察・結語】）本研究によって、COS投与により乳癌の発生が抑制される

ことが明らかとなり、 COSが抗乳癌作用を有することが示された。本研究で

は発癌発生初期段階、すなわちイニシエーション期に COSを投与することで

乳癌発生を抑制できた。現在、ヒト乳癌細胞における COSの作用やMNU乳癌

発生プロモーション期でのCOS投与の影響などを検証中である。 
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一一般般演演題題 1100  

キキナナーーゼゼ活活性性化化剤剤にによよりり誘誘導導さされれるるヒヒトト乳乳癌癌細細胞胞株株 MMDDAA--

MMBB223311のの細細胞胞死死  

  

〇田中義久 1) 、柴田雅朗 1)、奥野恭史 2)、近藤洋一 1) 
1)大阪医科薬科大学大学院医学研究科、2)京都大学大学院医学研究科 

 

【目的】抗癌剤としての分子標的薬にはチロシンキナーゼ活性を阻害する薬剤が多

数占めている。なぜならば、チロシンキナーゼによるリン酸化の促進は、癌の悪性化

と相関するからである。ところが、我々は、受容体型チロシンキナーゼ活性を阻害で

はなく活性化しているにもかかわらず、ヒト乳癌細胞株である MDA-MB231 に対して

細胞死を誘導している新規低分子化合物 CMB-236 を見出した。キナーゼプロファイ

ルの取得により CMB-236 は様々なチロシンキナーゼに対して活性化作用があること

が示された。また、マルチなチロシンキナーゼ阻害剤として知られている Sunitinib

の同時添加で CMB-236 による細胞死が一部抑制されたことから、キナーゼの活性化

によってもたらされる細胞死について解析した。 

【方法・結果】MDA-MB231への CMB-236の添加は、カスパーゼ活性の測定によりアポ

トーシスを誘導していることが示唆された。受容体チロシンキナーゼの活性化によ

って受容体はエンドサイトーシスにより細胞内に取り込まれることが知られている。

そこで、エンドソームマーカーである Rab5 および Rab9 を蛍光免疫染色により観察

したところ、エンドソームの肥大が観察された。ClassⅢPI3K の阻害剤である 3-MA

の同時添加はエンドソームの肥大を抑制し、また細胞死も抑制した。 

【考察・結語】以上の結果より、MDA-MB231乳癌細胞株において、CMB-236による受

容体型チロシンキナーゼの恒常的な活性化はエンドサイトーシス亢進によるストレ

スによりアポトーシスを誘導していることが考えられた。キナーゼの活性化によっ

ても細胞死を誘導できることから、新たな視点での創薬の可能性が示唆された。 
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その他、多数の方々のご協力を賜りましたことを御礼申し上げます。   
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一一般般演演題題 1122  

乳乳癌癌ににおおけけるるトトポポイイソソメメララーーゼゼ（（TTOOPP11，，TTOOPP22αα））発発現現のの意意義義  

 

〇荻野美里 1)、藤井孝明 1)、本田周子 1)、中澤祐子 1)、尾林紗弥香 1)、

矢島玲奈 1)、樋口徹 2)、鯉淵幸生 3)、小山徹也 4)、堀口淳 5) 
1)群馬大学医学部附属病院 乳腺内分泌外科、2)さいたま赤十字病院 乳腺外科、 
3)高崎総合医療センター 乳腺内分泌外科、4)群馬大学医学部附属病院 病理診断

科、5)国際医療福祉大学成田病院 乳腺外科  

 
【背景】 

核内に存在する DNA トポイソメラーゼ は，DNA の高次構造の変換を行うことで DNA の

複製，転写，修復などにかかわる酵素である．TOP には、トポイソメラーゼ I（TOP1）

とトポイソメラーゼ II（TOP2）のがあり，TOP1 は一本鎖を TOP2 は二本鎖切断を行う． 

TOP は癌治療においても重要な役割を果たしており，TOP2αはアンスラサイクリンの分

子標的であることが報告されている．しかし，乳癌における TOP1，TOP2αの意義, 臨床

病理学的因子との関連は十分に解明されていない．本研究では，TOP1 および TOP2αの

腫瘍部と非腫瘍部の発現差に着目し, 臨床病理学的特徴と予後との相関について検討

した. 

【対象と方法】 

2009 年 3 月から 2012 年 1 月に当院で手術を施行した原発性浸潤性乳癌の 60 例を対象

とし，腫瘍部と非腫瘍部の組織を採取した．RT-qPCR を使用して，TOP1および TOP2αの

腫瘍および非腫瘍部の mRNA 発現を評価した．腫瘍部と非腫瘍部の mRNA 発現の比率が

TOP1，TOP2αとも 1以上の場合を TOP 陽性として検討した． 

【結果】 

TOP1 および TOP2αは，腫瘍部では非腫瘍部と比較して有意に高発現であった．60症例

のうち，46症例（76.7％）で，TOP1/TOP2α発現が陽性であった（TOP陽性）．TOP 陽性

と陰性を比較したところ, 臨床病理学的因子（組織型，腫瘍径，脈管侵襲，核異型度，

ER,  PgR，HER2，腋窩リンパ節転移の有無）とは有意な相関関係は認めなかった. TOP

陽性と予後の関連については, 有意差は認めていないが TOP 陽性の場合は DFS が比較

的短かった（p = 0.276）．また, TOP 陽性の 46 症例のうち 4 症例に再発を認めたが, 

TOP 陰性の 14症例では再発例は認めなかった. 

【考察】 

TOP1 /TOP2α発現は乳癌組織で高発現であった. 他癌種において TOP1 および TOP2αの

発現が生存率の低下と相関するという報告がある. 今回, 乳癌での検討でも TOP 陰性

の症例では再発を認めていないことから，TOP1 /TOP2αの発現は予後因子となる可能性

があると考えられる. 
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オキナワモズク由来フコイダンの継続摂取により免疫物質s-lgAが増加

●モズク抽出物1.175mg/日を
　12週間摂取

●健常者22名
　（男性11名、女性11名）

●20歳～65歳
　（平均42.3±10.4歳）

●唾液中の分泌型 lgA（s-lgA）
　分泌速度が低い者

本発明の目的は、唾液中のs-lgAの分泌を促進する作用を有する組成物を提供することにある。
この目的は、１日摂取量1,000㎎以上であるオキナワモズクフコイダンを有効成分として含有する組成物により解決される。
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