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学位論文要約： 
Summary of Thesis 
 
Glycoprotein non metastatic B(GPNMB)は悪性黒色腫の高転移株と低転移株を用いた発現解析により発見さ

れた I 型膜貫通型タンパクである。癌においては悪性黒色腫や乳癌細胞株で高発現しており，基礎的研究に

よって細胞の運動能，遊走能に関係することが示され，動物モデルを用いた検討では乳癌の骨転移への関与

も示唆されている。乳癌臨床検体を用いた検討では，免疫組織学的検討にて Triple Negative 乳癌(TNBC) に

おける予後不良因子の可能性が報告されている。GPNMB は human epidermal growth factor receptor 2（HER2）

と同様，a disintegrin and metallopeptidase domain 10 (ADAM10)によって細胞外ドメインが切断・遊離さ

れることから腫瘍マーカーとしての可能性が示唆されている。また近年乳癌治療の発展はめざましく，乳癌

の分子機構に根差した治療が盛んに行われている。1980 年代に抗 HER2 療法（トラスツズマブなど）が出現

した後，HER2 陽性乳癌の予後が飛躍的に改善したように様々な分子標的治療が施行可能になりつつある。し

かし一方では，抗 HER2 療法における耐性の問題も検討されるべき課題となっている。実際，HER2 はホルモ

ン受容体や他の増殖因子（IGF1R: insulin-like growth factor 1 receptor）などとのクロストークが知ら

れ，様々な増殖因子シグナルが抗 HER2 療法耐性の機序に大きく関係すると考えられており，耐性の克服が

HER2 陽性乳癌患者の予後を延長すると考えられる。 

このような背景において，私たちは GPNMB の乳癌における臨床的意義を検証し，HER2 など膜型受容体との

関係を明らかにし，臨床応用への可能性を検証する目的で以下の検討を行った。 

 
【対象と方法】 

1. 2011 年 5 月から 2014 年 2 月に岐阜大学医学部附属病院で治療を行った乳癌患者 164 人の血清中の GPNMB

値を ELISA 法にて測定し臨床的因子との検討を行った。乳癌原発巣の免疫染色を行い，GPNMB 発現と治療効

果について検討した。 

2. HER2 陽性かつ GPNMB 陽性の乳癌細胞株 SK-BR3・BT-474 を用い，siRNA によって GPNMB を抑制後の HER2 と

epidermal growth factor receptor(EGFR)のリン酸化および発現の変化を Western blot にて検討した。HER2

の下流シグナルである ERK，Akt の阻害時と，トラスツズマブ投与後の GPNMB 発現の変化も同様に解析した。 

3. 乳癌細胞株 SK-BR3 を siRNA に対して GPNMB を抑制後，トラスツズマブ及びドセタキセルに対する治療反

応性の変化について MTS assay にて解析した。 

 

【結果】 

1. 患者血清中から測定した GPNMB の平均値は乳癌(n = 164) 8.214ng/ml，大腸癌(n = 50) 5.751ng/ml，胃

癌(n = 38) 6.55ng/ml で，大腸癌に対して乳癌で有意に高値であった (p = 0.018)。乳癌患者中では HER2 type 

(16.56 ng/ml) は Luminal type (6.176 ng/ml)，ductal carcinoma in situ(DCIS) (4.483 ng/ml) 群に対

して有意に高値であった (vs Luminal; p = 0.038, vs DCIS; p=0.0195)。GPNMB 高値例では手術や化学療法

後に治療効果に伴い低下する症例がみられた。 



2. 乳癌細胞株 SK-BR3，BT-474 において siRNA による GPNMB 抑制後，HER2 と EGFR の発現とリン酸化が徐々

に増強を示した。ERK 阻害剤投与後では，GPNMB 発現が増強を示した。トラスツズマブ投与後では ERK リン酸

化がほぼ抑制された時点で GPNMB の発現が増強を示した。 

3. SK-BR3 は GPNMB 抑制下で行った増殖アッセイで，トラスツズマブ単独ないしはドセタキセル併用療法に

対して強い細胞増殖抑制を示した。 

 

【考察】 

 GPNMB の血清値測定法を確立し，乳癌の発現においては HER2 type での高値が示された。また血清中 GPNMB

は化学療法や術後に低下することから，治療効果の指標となり得る可能性が考えられた。 

GPNMB と HER2 の間にはそれぞれの抑制時に互いの発現増強が示され，特に ERK 阻害時の GPNMB 発現の増強

から MAPK 経路を介したクロストークをもつ可能性が考えられた。GPNMB と HER2 を発現した乳癌細胞株に対

して GPNMB 抑制下では，トラスツズマブ，ドセタキセルへの治療反応性が高まったことから GPNMB と HER2

との間にクロストークが存在しており，抗 HER2 療法耐性の機序にも GPNMB が関連する可能性が考えられた。 

 

【結論】 

 GPNMB は乳癌血清中の値が HER2 type において高値であり，治療効果のサロゲートマーカーとなることを

明らかにした。GPNMB と HER2 との間にクロストークの存在が示唆され，抗 HER2 療法において重要な役割を

果たす可能性が考えられた。 

 
Cancer Medicine， doi: 10.1002/cam4.480 (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


