
新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅷ）

国立がん研究センター研究所
早期診断バイオマーカー開発部門ユニット長

本　田　一　文
（聞き手　齊藤郁夫）

がんの早期診断

　齊藤　がんの早期診断、特に先生が
今研究として非常に熱心に取り組んで
いる膵がんですが、膵がんは人間ドッ
ク等でわかっても、早期ではなく、予
後が悪いことで有名ですね。
　本田　現状で膵がんが見つかる人の
８割ぐらいが４期の膵がんになってし
まって、なかなか手術適応がないよう
な状況です。その５年生存率は５％よ
り下になってしまいますし、できるだ
け早い状況で見つけられればと考えて
いる次第です。
　齊藤　患者さんへの負担やコストな
ど条件がありますね。
　本田　膵がんの早期診断に関しては、
充足されていないニーズが２点ありま
す。１つは、固形がんの中では膵がん
は最悪な予後ですから、できるだけ痛
くない方法とか、あとは患者さんにダ
メージがなく低侵襲で診断できるよう
な方法が必要だと思います。もう１点
は、ここも重要だと思うのですけれど
も、腫瘍自体が低頻度なのです。そう
なると、罹患率が低いために医療経済

性に見合った検診のプログラムそのも
のができないといけないと感じていま
す。
　齊藤　かなりチャレンジングですが、
先生は血液のバイオマーカーを使って
ここに挑戦しているということですか。
　本田　先ほど申しましたとおり、最
初にまずは低侵襲な方法で膵がん、も
しくは膵がんになるかもしれないハイ
リスクな疾患を持っている人を濃縮し
たいと思っています。すなわち、血液
検査のような簡単な方法で、膵がんに
なりやすい人、もしくは膵がんの前癌
病変といわれているようなIPMNとか、
膵がんリスクの高い慢性膵炎などをつ
かまえられるような、もちろん早期膵
がんも含めてですけれども、バイオマ
ーカーをつくって、まず最初に一括で
網にかけ、ファーストスクリーニング
でそういう人たちをとらえる。次に高
解像度な画像等でそういった患者さん、
被験者さんをより精度高くつかまえた
いと思っている次第です。
　齊藤　血液検査を使いたいというこ

とですか。
　本田　はい。我々は実は数年前から
そういったことを考えて、血液の中の
プロテオーム解析というのですが、蛋
白質を網羅的に解析する方法を使って、
バイオマーカーの候補をつかまえてき
ました。それで最近わかってきたのが、
HDLを構成するタンパク質であるアポ
リポプロテインA２というものです。
　アポリポプロテインA２は、本来血
液の中では二量体をつくって循環して
いるのですが、そのC末端の切断異常
が膵がんなどでは認められます。その
切断異常を質量分析でとらえることに
よって、早期膵がんや、膵がんリスク
疾患を判別しようとしてきたのですが、
質量分析で臨床検査をするのはたいへ
んです。最近そういうものも簡単にわ
かるような一般検査であるELISAキッ
トの作製に成功し、CA19-９より高い
判別性能を持つことを日本国内の７つ
のマルチコホートスタディおよび米国
の国立がん研究所（National Cancer 
Institute＝NCI）の早期診断研究ネッ
トワーク（Early Detection Research 
Network＝EDRN）と一緒に証明して
きました。
　齊藤　アポリポプロテインA２のC
末端の切断異常というのは、どういう
異常なのですか。
　本田　C末端は本来は二量体なので、
ATQ-ATQかATQ-AT、もしくはAT- 
ATというかたちで、３つのアイソフ

ォームが血液中を循環します。膵がん
になると、ここのところは今研究して
いる最中なのですが、なぜか非常に切
断が進むAT-ATというパターンか全
然切断されないATQ-ATQというパタ
ーンになってしまって、中間体のATQ-
ATというアイソフォームがどんどん少
なくなっていくのです。それは、膵が
んだけでなく例えば慢性膵炎やIPMN
みたいな膵がんの前癌病変にもよく見
られるパターンです。
　齊藤　前癌病変をまずそれで見つけ
てしまおうということですね。日本人
の検査で、ある程度めどが立ったとい
うことですね。
　本田　はい。
　齊藤　アメリカの患者さんでもいい
のですか。
　本田　はい。それもNCIのEDRNか
らそういった検体をたくさんいただい
て、こちらでも測ってお返しする。ブ
ラインドで、我々は何が来たのかさっ
ぱりわからなかったのですが、最終的
にはNCIがすべて計算して、あなたの
バイオマーカーはCA19-9よりはきち
っと膵がんを見つけていますねという
結果をいただいています。
　齊藤　人種を超えてということです
ね。
　本田　はい。
　齊藤　有望なマーカーが見つかった
ということですが、研究としてはどう
いうことが進んでいるのでしょうか。

ドクターサロン62巻３月号（2 . 2018） （207）  4746 （206） ドクターサロン62巻３月号（2 . 2018）

1803本文.indd   47 2018/02/14   15:41



新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅷ）

国立がん研究センター研究所
早期診断バイオマーカー開発部門ユニット長

本　田　一　文
（聞き手　齊藤郁夫）

がんの早期診断

　齊藤　がんの早期診断、特に先生が
今研究として非常に熱心に取り組んで
いる膵がんですが、膵がんは人間ドッ
ク等でわかっても、早期ではなく、予
後が悪いことで有名ですね。
　本田　現状で膵がんが見つかる人の
８割ぐらいが４期の膵がんになってし
まって、なかなか手術適応がないよう
な状況です。その５年生存率は５％よ
り下になってしまいますし、できるだ
け早い状況で見つけられればと考えて
いる次第です。
　齊藤　患者さんへの負担やコストな
ど条件がありますね。
　本田　膵がんの早期診断に関しては、
充足されていないニーズが２点ありま
す。１つは、固形がんの中では膵がん
は最悪な予後ですから、できるだけ痛
くない方法とか、あとは患者さんにダ
メージがなく低侵襲で診断できるよう
な方法が必要だと思います。もう１点
は、ここも重要だと思うのですけれど
も、腫瘍自体が低頻度なのです。そう
なると、罹患率が低いために医療経済

性に見合った検診のプログラムそのも
のができないといけないと感じていま
す。
　齊藤　かなりチャレンジングですが、
先生は血液のバイオマーカーを使って
ここに挑戦しているということですか。
　本田　先ほど申しましたとおり、最
初にまずは低侵襲な方法で膵がん、も
しくは膵がんになるかもしれないハイ
リスクな疾患を持っている人を濃縮し
たいと思っています。すなわち、血液
検査のような簡単な方法で、膵がんに
なりやすい人、もしくは膵がんの前癌
病変といわれているようなIPMNとか、
膵がんリスクの高い慢性膵炎などをつ
かまえられるような、もちろん早期膵
がんも含めてですけれども、バイオマ
ーカーをつくって、まず最初に一括で
網にかけ、ファーストスクリーニング
でそういう人たちをとらえる。次に高
解像度な画像等でそういった患者さん、
被験者さんをより精度高くつかまえた
いと思っている次第です。
　齊藤　血液検査を使いたいというこ

とですか。
　本田　はい。我々は実は数年前から
そういったことを考えて、血液の中の
プロテオーム解析というのですが、蛋
白質を網羅的に解析する方法を使って、
バイオマーカーの候補をつかまえてき
ました。それで最近わかってきたのが、
HDLを構成するタンパク質であるアポ
リポプロテインA２というものです。
　アポリポプロテインA２は、本来血
液の中では二量体をつくって循環して
いるのですが、そのC末端の切断異常
が膵がんなどでは認められます。その
切断異常を質量分析でとらえることに
よって、早期膵がんや、膵がんリスク
疾患を判別しようとしてきたのですが、
質量分析で臨床検査をするのはたいへ
んです。最近そういうものも簡単にわ
かるような一般検査であるELISAキッ
トの作製に成功し、CA19-９より高い
判別性能を持つことを日本国内の７つ
のマルチコホートスタディおよび米国
の国立がん研究所（National Cancer 
Institute＝NCI）の早期診断研究ネッ
トワーク（Early Detection Research 
Network＝EDRN）と一緒に証明して
きました。
　齊藤　アポリポプロテインA２のC
末端の切断異常というのは、どういう
異常なのですか。
　本田　C末端は本来は二量体なので、
ATQ-ATQかATQ-AT、もしくはAT- 
ATというかたちで、３つのアイソフ

ォームが血液中を循環します。膵がん
になると、ここのところは今研究して
いる最中なのですが、なぜか非常に切
断が進むAT-ATというパターンか全
然切断されないATQ-ATQというパタ
ーンになってしまって、中間体のATQ-
ATというアイソフォームがどんどん少
なくなっていくのです。それは、膵が
んだけでなく例えば慢性膵炎やIPMN
みたいな膵がんの前癌病変にもよく見
られるパターンです。
　齊藤　前癌病変をまずそれで見つけ
てしまおうということですね。日本人
の検査で、ある程度めどが立ったとい
うことですね。
　本田　はい。
　齊藤　アメリカの患者さんでもいい
のですか。
　本田　はい。それもNCIのEDRNか
らそういった検体をたくさんいただい
て、こちらでも測ってお返しする。ブ
ラインドで、我々は何が来たのかさっ
ぱりわからなかったのですが、最終的
にはNCIがすべて計算して、あなたの
バイオマーカーはCA19-9よりはきち
っと膵がんを見つけていますねという
結果をいただいています。
　齊藤　人種を超えてということです
ね。
　本田　はい。
　齊藤　有望なマーカーが見つかった
ということですが、研究としてはどう
いうことが進んでいるのでしょうか。

ドクターサロン62巻３月号（2 . 2018） （207）  4746 （206） ドクターサロン62巻３月号（2 . 2018）

1803本文.indd   47 2018/02/14   15:41



　本田　今、AMEDの支援をいただい
て、神戸大学が関連した健診センター
を７施設、ネットワーク化して、この
バイオマーカーを使って実験的な膵が
ん検診がスタートしています。
　齊藤　日本人の健診受診者の血液で
陽性に出る人を見つけているのですね。
　本田　はい。陽性に出た被験者さん
から同意をいただいて、今、造影CT
もしくは超音波内視鏡を使って、本当
に膵臓が異常があるかどうかを確認し
ています。ここ２年間で約5,000人ぐら
いの登録をしてきました。
　齊藤　その成績がよく出れば、さら
に進められるのですね。
　本田　そうですね。今のところ研究
として行ってきたことは、膵がんと診
断された検体を使って鑑別性能を見て
いたわけですから、それが正しい結果
なのかどうか、少しバイアスがかかっ
てしまいました。今回は完全に前向き
で行っているので、そこからもし膵が
んや膵がんの前癌病変、リスク疾患が
見つかってくるようだと、それが一つ
の証拠になってくるのかと思います。
　齊藤　膵がん患者さんのがんがはっ
きり出る前から検査でわかるか、とい
うことも検討されているのですか。
　本田　今、ヨーロッパに50万人のコ
ホートの研究があります。ヨーロッパ
の10カ国ぐらいで、疾患が診断され 
る前から血液を集めているのですが、
WHO-IARC、EPICというコホートが

あって、そちらには膵がんが診断され
る５年前から血液を集めています。そ
ういった患者さんが50万人中200人ぐ
らいいるそうなのです。今、WHOと
ハイデルベルグのドイツがんセンター
と倫理審査を行って終わったところな
ので、これからその血液を輸入して、
何年前までがん診断がさかのぼれるか
という研究を計画しています。
　齊藤　それがわかってくると、逆に
検診でわかった陽性患者さんが、何年
後ぐらいから危ないという推測ができ
ますね。
　本田　そういうこともわかってくる
かもしれません。
　齊藤　先生がつくった検査法が市販
され、広く日本の検査センターでもで
きるようになるのでしょうか。
　本田　現在、このキットそのものは
研究用試薬として市販されています。
なので、多くの研究者の先生に、本当
にそういうことができるかどうか、ぜ
ひ使って試していただきたいと思って
います。
　もう１点、これは診断用キットとし
て体外診断の承認を得たいと思ってい
て、今、企業とともにそのための準備
を進めています。
　齊藤　これが人間ドック等で普通に
使われてくる時期はかなり近いのでし
ょうか。
　本田　３～５年ぐらいの間には実現
させたいと思っています。

　齊藤　膵がんは現段階では見つかっ
たときにはもう遅いことが多いから、
とても重要なポイントですね。
　本田　はい。
　齊藤　糖尿病患者さんが今増えてい
て、なおかつ膵がんとの関係が知られ
ていますが、これはどうでしょうか。

　本田　50歳を過ぎて糖尿病を発症し
た患者さんの中に、２年以内に膵がん
が出る方が多いといわれています。そ
ういった人たちにも応用して、もし早
くつかまえることができれば非常にい
いと思っています。
　齊藤　ありがとうございました。
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先手になり生きです。
１で単に３は白４で死。
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