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がんはゲノムの異常による病気と考えられ、遺伝子異常の
蓄積により発生すると考えられています。更には、異常が蓄
積する過程において異なった特徴をもった腫瘍集団（サブ
クローン）が複数発生することから、
tumor heterogeneity（腫
瘍内多様性）を有すると考えられています。各サブクローン
はそれぞれ異なった特徴（治療抵抗性や増殖率など）を
持つため、様々な環境や治療の影響の中で生き残った腫瘍
がセレクションを受け増殖する clonal evolution が起こります。
これが腫瘍の進展・悪性化・治療抵抗性の獲得に大きく関
与しているとされています。がん治療を発展させるためには
このような遺伝子変異の全貌とクローン進化を解明すること
が必要と考えられています。
低悪性度神経膠腫は脳原発悪性腫瘍と診断される患者さ
ん全体の 2 割程度を占める神経膠腫（glioma）で、緩徐
に進行しますが、診断時にはすでに周囲の神経細胞間に
浸潤しているケースが多いという特徴をもちます。このため、
完治させることが極めて困難で、初回治療の数年から数十
年後に悪性度のより高い腫瘍として再発し、死に至る患者
さんの多い病気です。再発時には有効な治療はほとんどな
く、新しい治療の開発が期待されています。そのため、低
悪性度神経膠腫においてどのような遺伝子異常が生じてい
るのか、これらの遺伝子異常が腫瘍の発生や悪性化に対
してどのような役割をもっているか解明する必要があります。
私たちは 332 例の低悪性度神経膠腫に対し、次世代シー
クエンサーを用いた網羅的遺伝子解析を行いました。さら
に、同一患者さんからの初発 / 再発検体を用いた経時的
検体の解析や複数の局所的検体を採取するマルチサンプリ
ング解析を実施しました。これらの解析により、低悪性度神
経膠腫における遺伝子変異の全体図と発生・進展における
クローン進化の過程が解明でき、2015 年に米国科学雑誌
Nature Genetics に報告しております。本紙ではその概要に
ついて紹介いたします。

本製品はライフサイエンス分野の研究のみを目的としています。
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材料と方法
対象
World Health Organization（WHO）
分類に基づく病理所見で

グレードIIまたはIIIに分類されるグリオーマ
（diffuse astrocytoma,
oligodendroglioma, oligoastrocytoma, anaplastic astrocytoma,
anaplastic oligodendroglioma, anaplastic oligoastrocytoma）を対
象とし、国内 5 大学での 332 例の手術検体から DNA を抽出
しました。 この内 10 例は初発 / 再発時の経時的検体の解析
を行い、4 例においてマルチサンプリングを行いました。

シークエンシングとターゲット領域
全エクソン領域を対象としたエクソームシークエンシングを
52 例（経時的検体すべてとマルチサンプリング検体を含
む）に対して行い、332 例全例を効率よく解析するため
のターゲットとして変異頻度の高い遺伝子とそれに関連す
る遺伝子の計 187 遺伝子に標的を絞りました。SeqCap
EZ Choice によるターゲットエンリッチメントは 12 検体のラ
イブラリを混 合 するプレプール法で実 施し、シークエン
シングには Illumina 社 Hiseq2000 または 2500 を使用し
ました。
シークエンスデータ解析
データ解析には東京大学医科学研究所のスーパーコン
ピューターを使用しました。Burrows-Wheeler Aligner
（BWA）
を用いてヒトゲノム（hg19）にマッピングを行 い、EBCall
（Empirical Baysian mutation Calling）を用いて変異コール
を行いました 1。

コピー数解析
Affymetrix 社 の GeneChip Human Mapping 250K NspI を
用いて常染色体および X 染色体のコピー数異常を調べまし
た。コピー数異常の同定は当研究室で開発された CNAG
を使用して行いました 2。
統計学的解析
遺伝子異常の生じる順序の解析には Bradley-Terry model、
ク
ローン構造解析には PyClone3、系統樹作成は MEGA6 4 を用
いて行いました。
これら解析の詳細は原文をご参照ください。

結果および考察
シークエンシング結果
1 検体あたり約 127Mリードのシークエンシング生データを取
得してエクソーム領域を平均 depth 130 で解析したところ、1
検体につき平均で 25 個の全エクソン領域上の遺伝子変異
が確認できました。一方で、ターゲットシークエンシングでは
エクソームシークエンスの約 1/26 量にあたるデータ量（1 検
体あたり約 4.93Mリード）で、ターゲット領域を平均 depth
178 で解析することができました。
遺伝子変異の全体図
遺伝子変異パターンによると低悪性度神経膠腫は、① IDH1
/ IDH2 遺伝子変異、② TP53 遺伝子変異、③ 1p/19q codeletion の有無によって極めて明確に 3 グループにわかれる
ことが明らかとなりました（図 1 、表 1 ）。

図1: 低悪性度神経膠腫における遺伝子異常の全貌。合計 332例の解析結果
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Type I

IDH1/IDH2 変異有
1p/19q co-deletion 有

Type II

IDH1/IDH2 変異有
1p/19q co-deletion 無
TP53 変異有

Type III

IDH1/IDH2 変異無

表1: 遺伝子変異パターンによる低悪性度神経膠腫の分類

従来の解析では IDH1/IDH2 変異をもつ低悪性度神経膠
腫の約 4 〜 24％の症例で、TP53 遺伝子の異常も 1p/19q
co-deletion のどちらも同定されませんでしたが、今回の実
験では詳細なデータ解析により、これまでの方法では同定す
ることが困難だった TP53 遺伝子の異常（構造異常、イント
ロン領域の長い deletion など）を見つけることができました。
さらに 1p/19q co-deletion には 1p のセントロメア側と 19q の
テロメア側の一部分のみが欠失する亜型が存在することが
わかりました。

遺伝子変異の起こる順番
腫瘍は遺伝子異常が蓄積しながら進化・進展すると言われ
ています。このため、各検体の変異アレル頻度を正確に測
定して各遺伝子変異を持つ腫瘍細胞の割合を比較すること
により、それぞれの遺伝子異常がどのような順番で起きてい
るのか調べました。その結果、IDH1/IDH2 の異常は初期
に起こることがわかり、腫瘍が発生するという段階において
重要な役割をもつ遺伝子であることが示されました。同様に、
1p/19q co-deletion、TERT promoter 変 異、TP53 遺 伝 子 変
異も初期に起こることがわかりました。一方、CIC 、FUBP1 、
NOTCH1 などの遺伝子異常はそれよりも後に生じていました。
1 人の患者さんにおける初発 / 再発検体や、マルチサンプリ
ング検体による解析でも同様の順番での遺伝子変異が生じ
ていることがわかり、低悪性度神経膠腫における遺伝子異
常の発生する順番には規則性（ヒエラルキー）が存在する
ことが認められました。このような情報は、今後の治療開発
においてどの遺伝子を標的とするか、その標的に対してど
のくらいの効果が望めるか、ということを推測するために非
常に有用となります。

その結果、IDH1/IDH2 の変異を有する低悪性度神経膠
腫は、ほぼ全例（99.6％、258/259 例）が TP53 遺伝子の
異常か 1p/19q co-deletion のどちらかを有することが明らか
となりました。さらに、1p/19q co-deletion を認めない IDH
変異腫瘍における TP53 遺伝子の異常は、ほとんどの症例
（98.2%、110/112 例）で両アレルともに異常が起きており、
正常な TP53 遺伝子が完全に失われているということが明ら
かとなりました。多くのがんにおいて TP53 遺伝子の異常が
認められていますが、極めて高頻度に両アレルともに異常が
起こることは、低悪性度神経膠腫のひとつの特徴と言えます。

腫瘍内多様性
個々の腫瘍検体のいくつかの局所的な場所をマルチサンプ
リングして解析した結果によると、すべての場所で確認でき
る共通の遺伝子異常は同定された全遺伝子異常のわずか
10％程度しかなく、逆に一か所でしか確認できない遺伝子
異常は全体の 60％にもなり、低悪性度神経膠腫はとても強
い多様性をもつ腫瘍であることがわかりました。

この遺伝子異常による分類は、様々な他の解析結果（共
存しやすい（排他的な）遺伝子変異の関係性による解析、
DNA メチル化パターンによる分類、遺伝子発現パターンに
よる分類：これらは本紙では紹介しませんので、原文をご参
照ください）とも強い相関を示し、腫瘍の特徴を非常によく
反映したものであることが明らかとなり、いわゆる 低悪性
度神経膠腫 は、あたかも3 種類の異なる腫瘍のように分
類されました。さらに、この遺伝子異常による分類は、従
来の病理学的分類よりも患者さんの生存期間を正確に予測
し、臨床経過についても特徴を反映することがわかりました。

図 2 はその代表例です。この検体では IDH1 、
TERT promoter
の変異と1p/19q co-deletion がまず起こり、腫瘍が発生して
いました。そしてその後すぐに、まったく別々の 3 つの独立
した腫瘍細胞が、それぞれ異なった遺伝子異常を獲得して
進展し、それぞれが独自に順番に遺伝子異常を蓄積して、
次々と空間的に連続して拡大していることがわかりました。図
の上部にあたる腫瘍部分では、別々に進展していった腫瘍
が混在していました。また、この検体では異なった場所に 5
種類の CIC 遺伝子の異常が起きていました（パラレル変異：
同一遺伝子の異常であるが変異部位が異なる変異）
。

図2: 低悪性度神経膠腫における腫瘍の進展形式と多様性
実際のサンプリング場所を水色の丸で示しています
（T1〜T9）
。
起源となるがん細胞発生推定場所を赤丸、腫瘍の進展上での分岐地点を緑丸でそれぞれ示しています。
3

マルチサンプリング解析により、低悪性度神経膠腫では最
近報告された肺がん・腎臓がんよりも強い多様性をもってい
ることが示されました。遺伝子変異が段階的に連続的な空
間で進展するうえ、パラレル変異が頻発する、という低悪性
度神経膠腫のとても複雑なこうした特徴は、この腫瘍の治
療を難しくしているひとつの原因であると思われます。

まとめ
本研究では網羅的遺伝子解析を行い、低悪性度神経膠腫
に生じている遺伝子異常の全貌を明らかにすることができま
した。ターゲットシークエンシングを行うことにより、低コストで
ありながら十分な変異の同定が可能でした。この方法では、
The Cancer Genome Atlas の低悪性度神経膠腫 425 例での
解析結果と比較すると、頻度の高い driver 変異の同定は
同程度に可能であり、一方、アレル頻度の低い driver 変異
はとても感度よく同定できました。
本研究は大規模な検体数を扱う世界で初めての低悪性度
神経膠腫における遺伝子異常の全体図の報告です。低悪
性度神経膠腫は従来の病理分類とは異なり、遺伝子異常
により極めて明確に 3 グループに分類され、この分類は腫
瘍の特徴や臨床経過を反映したものであることがわかりまし
た。これは今後の基礎実験すべての礎となる結果であり、
新規治療の開発に貢献する結果であると考えています。ま
た、低悪性度神経膠腫は非常に強い腫瘍内多様性を有し
ており、今後の治療を考えるうえでとても重要な所見である
と思われます。低悪性度神経膠腫では腫瘍が発生した後
に、腫瘍のあらゆる部位で独立して異なった遺伝子異常
が起きており、それぞれの腫瘍細胞が独立して進展つまり
悪性化していることが明らかになりました。この結果は治療
戦略を考えるうえでとても有用な情報でありますし、腫瘍の
診断において複数の部位から総合的に診断する必要があ
ることがわかり、病気の正確な診断の手助けになると考えら
れます。

本資料に記載の情報・説明・仕様等は予告なく変更されることがございます。
本製品はライフサイエンス分野の研究のみを目的としています。
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
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All other product names and trademarks are the property of their respective owners.
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おわりに
本研究で使用したターゲットシークエンシング用のカスタムプ
ローブデザイン「Human Lower Grade Glioma Panel」は、
SeqCap EZ Choice Library のご注文の際にリファレンス番号
0200118936 をご指定いただくことで利用していただくことが
できます。
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