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　分子標的薬の登場は，これまでの包括的な治療法から個人レベルでの治療法を可能にした。この

治療法の進歩は，病理診断業務にも微妙な影響を及ぼし，ヘマトキシリン・エオジン染色標本の顕

微鏡観察による質的診断業務に加えて，細胞の核酸・タンパク質情報を解析する分子病理学的検査

の必要性が増した。北里大学病院病理部では，この需要に応えるべく，分子病理学的検査の拡充プ

ロジェクトを立ち上げ，ここ数年間で分子病理検査手技の改善や開発，および機器整備を進めてき

た。現時点で，一定の成果を得ることができたので，ここに，その一部を紹介する。
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はじめに

　「切って，削って，染めて，診る」は，通常の病理検

査の一般的な表現で，病理検体を薄くスライスしたも

のを顕微鏡で眺めて，様々な疾患の質的診断する業務

である。ところが，最近は一部の疾患で，形態以外の

性格 (核酸・タンパク質の様相) 診断まで要求されるよ

うになってきた。そこで，登場したのが「溶かして，

混ぜて，増やして，解析」という新たな分子病理学的

検査である。

　近年の治療学の進歩として分子標的薬の登場が挙げ

られる。これにより，疾患包括的な治療から，個人レ

ベルでの治療法の選択が可能になった。同時に，この

治療法の基盤となる標的遺伝子・分子の詳細な情報も

必要となった。これらを明らかにするコンパニオン診

断として，分子病理学的検査が開発された。北里大学

病院病理部でも，分子病理検査の需要の増加に対応す

べく，新たに本検査の拡充プロジェクトを立ち上げ，

検査手技の改善や機器整備を進めてきた1。ここに，そ

の成果の一部を紹介する。

腫瘍の分子病理診断

1. K-ras遺伝子

　大腸癌では，上皮成長因子受容体 (EGFR) 阻害剤

が，分子標的治療薬として使用されている2。EGFR増

殖シグナルの下流にRasが存在し，その遺伝子変異に

よる増殖能獲得症例には，EGFR阻害剤の効果が期待

できない。従って，本剤の使用にあったては，K-ras遺

伝子が野生型であることが必須となる。現在，進行大

腸癌のほぼ全症例で，この遺伝子解析を実施してお

り，その変異は397例中119例 (30.0%) で，特に50歳以

上，直腸と右半結腸で高頻度に検出された (図1)。

2. BRAF遺伝子

　大腸癌では，EGFRシグナル伝達のRasの下流域に位

置するBRAF遺伝子変異の重要性も指摘されている3,4。

しかし，検索した100例の大腸癌症例で，その遺伝子

変異は認めなかった。

3. EGFR遺伝子

　先駆的分子標的薬であるゲフィチニブは，EGFR遺

伝子変異を有する非小細胞肺癌症例に有効である5,6。

Cycleave法，フラグメント解析法，塩基配列解析法で

検討を重ね，従来委託していた外部検査会社と部内解

析結果が完全に一致する精度を得た (図2)。その結果，

臨床医オーダから報告までの所要時間が，外部委託時

平均10.1日から部内解析導入後平均4.7日と大幅に短縮

された。

4. c-Kit・PDGFRA遺伝子

　消化管間葉系腫瘍 (GIST) は，c-Kitや血小板由来成長

因子受容体 (PDGFRA) 遺伝子のいずれかに機能獲得性

突然変異が認められ，その変異の検出は，確定診断お

よび治療法選択 (分子標的薬: イマチニブ) に重要であ

る7,8。我々が検索した29症例のGISTでのc-Kit遺伝子変

異は18症例 (62.0%) であった。PDGFRA遺伝子変異は

認めなかった。
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5. 免疫染色法およびFISH (fluorescence in situ
hybridization) 法
　乳癌の治療法の選択に必要とされるエストロゲン受

容体 (ER)，プロゲステロン受容体 (PgR)，及びHER2の

検索を，免疫組織学法およびFISH法で行っている。最

近1年間で，乳癌584例にER/PgRの検索が施行され，約

90%に陽性所見を得た。2011年から部内導入したHER2-

FISH法は，乳癌30例に施行した (図3)。また，胃癌症例

でも，治療薬選択のためにHER2検索を開始した。

図2.  肺癌症例のEGFR遺伝子検索。(A) Cycleave法による解析。上段: 野生型。下段: exon (Ex) 21 L858Rの変異型所見 (矢印)。
(B) フラグメント解析。上段: 野生型。下段: exon19の欠失所見 (矢印)。(C) 塩基配列所見。上段: exon 20のsilent mutation
(Q787Q) とmissense mutation (T790M)。下段: exon 19 (2240-2254 15 bp deletion) の欠失所見。

図1.  大腸癌症例のK-ras遺伝子解析。exon 1のcodon 12 (左，中) およびcodon13 (右) のmissense mutations。

6. 免疫グロブリン重鎖再構成解析

　Bリンパ球系悪性腫瘍の補助的診断法として，免疫

グロブリン重鎖 (IgH) 可変領域遺伝子群VDJのクロー

ナルな再構成の検索を行っている。具体的には，検体

より抽出したDNAの稀釈系列でPCR法を行い，全ての

希釈系列で同一バンドを検出することで，クロナリ

ティーを証明している。
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2. Human papilloma virus (HPV)
　HPVは，古くから子宮頸部病変の病因ウイルスで，

PCR法，in situ hybridization (ISH) 法，免疫染色法で検

出している。最近，中咽頭癌で，p16INK4A発現やHPV感

染が予後因子として重要性であることが話題となって

いる。我々も，中咽頭癌検体で，p16INK4Aの免疫染色と

ともに，ISH法によるハイリスクHPV感染の検出を開

始した。

図4.  ヒト型結核菌の検出。(A) PCR法による検出。(B) リアルタイムPCR
法による融解曲線分析法による検出。矢印: ヒト型結核菌DNA。

図3.  乳癌症例のHER2-FISH法。セントロメ
ア (緑: 短矢印) に対して，HER2 (赤: 長矢印)
シグナルの著明な増加 (遺伝子増幅) が認め
られる。

感染症の分子病理診断

1. 結核菌

　1999年より病理組織診断にて結核症が疑われた症例

を対象に，PCR法によるヒト型結核菌DNAの検出を施

行している。2011年6月からはリアルタイムPCR法によ

る融解曲線分析法を導入した (図4)。検索件数は，10〜

15例/年程度で，病理組織診断の重要な補助ツールであ

る。

図5.  ホジキン病におけるEBER-ISH法によるEBV検出。左: 多数のホジキン細胞 (矢
印) が増生するリンパ節 (HE染色)。右: ホジキン細胞に一致してEBVシグナル (黒: 矢
印) が認められる。倍率，×200.
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3. Epstein-Barr virus (EBV)
　EBVは，Epsteinらによって発見されたヘルペスウイ

ルスで，伝染性単核球症，悪性リンパ腫，鼻咽頭癌，

および胃癌 (とくに残胃癌) 等に関与している。我々

は，1 9 9 0年代から本ウイルス検出法であるE B V -

encoded small RNA (EBER)-ISH法を導入しており，病

理診断の補助データとして利用している (図5)。

おわりに

　分子病理学といっても，解釈が二通りある。「分子病

理−学」: 病気を分子のレベルで捉える。「分子−病理

学」: 核酸・タンパク質などの分子の病理学的変化を捉

える。我々は，前者の解釈をとっている。つまり，分

子病理学は，従来の形態病理学の延長線上に位置する

もので，遺伝子・分子解析も病理組織標本による形態

学的診断と連続したものでなくてはならない。今後も

「形態 + 遺伝子」の組み合わせで，診療現場からの多

種多様なリクエストに応じていきたいと考えている。
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