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論 文 内 容 の 要 旨 

    
Ewing 肉腫は小児に好発する原発性悪性骨腫瘍であり，骨肉腫に次いで二番目に発生頻度が高い。

集学的治療により治療成績が向上した現在でも，進行例の予後はきわめて不良な疾患である。Ewing

肉腫の約 95％に 11 番染色体と 22 番染色体の相互転座が見られ，それにより腫瘍細胞特異的な

EWS/FLI-1 融合遺伝子が発現する。融合タンパク質 EWS/FLI-1 が異常な転写活性を引き起こすこと

で，発がんを誘発すると考えられている。EWS/FLI-1 融合遺伝子は Ewing 肉腫の特異的なマーカー

となり得る可能性が高いが，診断等への応用は未だ確立されていない。 

ところで，細胞からは分泌膜小胞（MVs：microvesicles）と呼ばれる，大きさ 50 nm〜1000 nm

の小胞が分泌されており，mRNA，miRNA，タンパク質などの遺伝情報物質を包含し，これらは細胞間

コミュニケーションツールとして機能する。特に腫瘍細胞から産生される MVs には腫瘍に特異的な

膜組成や，遺伝情報産物が含まれていることが注目されており，バイオマーカーや治療への応用が

期待されている。 

 そこで本研究では，Ewing 肉腫の新規診断方法を開発する目的で，Ewing 肉腫細胞から分泌される

MVs を採取し，EWS/FLI-1 融合遺伝子の検出が可能か否か検証を行った。 

 

【方法】 

 Ewing 肉腫細胞から分泌される MVs を，フィルターシステムを用いて分離した。MVs の分離には

ExoMir kit (Bioo Scientific Corp. USA) を用いた。細胞培地およびマウスの血漿を通常の遠心を

用いて細胞成分を沈殿させた。その上清をまずは 0.45 µm のフィルターを通した後，ExoMir kit の

二つの大きさのフィルター（Top：0.22 µm，Bottom：0.02 µm）に通すことで，大きさ依存的に MVs

を分離した。Topフィルターを通過したMVsについてその数，直径をNanoparticle tracking analysis 

(NTA)を用いて測定した。 

 Ewing 肉腫の細胞株である TC135，A673，SKES1，さらに EWS/ATF-1 融合遺伝子をもつ明細胞腫

MPCCS-SY の培地を上述の ExoMir kit を用いて MVs を分離した。フィルターに捕捉された MVs から

RNA を抽出し，Quantitative real-time PCR analysis (RTqPCR)を行うことで EWS/FLI-1 融合遺伝

子および EWS/ATF-1 融合遺伝子が内包されている事を検証した。 

 Click-iT Nascent RNA Capture Kit (Invitrogen,Carlsbad,CA)を用いて，Ewing 肉腫の細胞から

分泌された MVs が同じ Ewing 肉腫細胞の中に取り込まれるか否か検討した。 

 さらに，Ewing 肉腫の細胞株である TC135，A673 をヌードマウス皮下に移植し，腫瘍が増大した後，
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血漿を採取し，ExoMir kit を用いて MVs を分離した。RNA を抽出して RTqPCR を行い，マウス血漿中

に含まれる MVs の中に EWS/Fli-1 融合遺伝子が内包されているか否かを調べた。 

 

【結果】 

  NTA の結果から Top フィルターを通過した培地には 0.14 µm にピークのある MVs を認め，フィル

ターによる MVs の分離が可能である事が確認された。 

 ExoMir kit を用いて分離された MVs 中 RNA から，腫瘍に特異的な EWS/FLI-1 融合遺伝子の mRNA が

検出された。また EWS/ATF-1 融合遺伝子を持つ明細胞肉腫 MP-CCS-SY の培地からも，同様に

EWS/ATF-1 融合遺伝子の mRNA を検出できた。 

 Ewing 肉腫細胞から分泌される際に Click-iT Nascent RNA Capture Kit を用いて標識された mRNA

が，分泌された MVs ならびに，その MVs を投与されたレシピエント TC135 細胞内でも検出された。 

 さらに，TC135，A673 を皮下移植したマウスの約 40％（TC135：4/10， A673: 3/7）に，血漿中の

MVs から本来マウスには存在しない EWS/FlI-1 融合遺伝子の mRNA が検出された。 

 

【考察・結論】 

 腫瘍細胞から分泌される MVs には腫瘍特異的な情報伝達物質が含まれ，その特性を利用してバイ

オマーカーとして応用する試みが報告されている。MVs はあらゆる体液に存在し，比較的低侵襲に

て採取可能であり，バイオマーカーとして用いることができれば有益と思われる。 

今回，Ewing 肉腫や明細胞肉腫の細胞から分泌される MVs の中に，それぞれの肉腫特異的融合遺伝

子が含まれていることを明らかにした。さらに，腫瘍を皮下移植したマウスの血漿より分離抽出し

た MVs からも，融合遺伝子を検出できた。これらの結果より，腫瘍由来 MVs は，細胞間情報伝達に

寄与しており，Ewing 肉腫など融合遺伝子を有する肉腫の診断や治療における，新たなバイオマー

カーとして臨床応用できる可能性が示唆された。 

 

 
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 

申請者 次田 雅典は，Ewing 肉腫の細胞より分泌される分泌膜小胞（MVs）から腫瘍特異的な融

合遺伝子の検出が可能であることを明らかにした。さらに，担癌マウスモデルにおいても，血漿中

の MVs に本来正常マウスには存在しない腫瘍特異的遺伝子を検出することに成功した。本研究の成

果は，Ewing 肉腫の診療分野に新たな知見をもたらし，整形外科学の進歩に少なからず寄与するも

のと認める。 
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