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研究成果の概要（和文）：本研究では，メラノーマにおけるCTCが転移に関わっているかどうかを検証するため
に，患者血液からCTCを分離し，どのような分子を発現しているか調べた．
その結果、HMW‑MAA抗体とB7‑H3抗体で標識することにより，セルソーターでCTCを単離する患者血液中に存在す
るCTCを単一細胞レベルで遺伝子解析することができた．本研究により，腫瘍循環細胞の単離と解析が，治療の
モニタリングに役立つ可能性を示した．いっぽうRNA発現解析には，技術的な課題があることが分かった．その
要因として，CTC単離からRNA抽出までの過程で，迅速性が必要であることが示唆された．

研究成果の概要（英文）：In this study, we tried to identify and analyze circulating tumor cells
(CTCs) from patients with melanoma. To this aim, we isolated peripheral blood mononuclear cells and
stained them with HMW‑MAA antibody and B7‑H3 antibody. These antibodies combined with negative
selection of white blood cells seemed useful for identification CTCs. DNA sequencing was revealed
melanoma‑specific gene mutation. However. RNA analysis was failed to evaluate mRNA expression. The
major reason of this difficulty may be due to insufficient RNA quality during CTC isolation process.

研究分野： 皮膚科
キーワード： メラノーマ
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CTC 検出状況の設定： メラノーマの皮
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メラノーマ転移巣における

HMW-MAA と B7-H3 発現
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図２ 888mel の B7-H3 発現

図４ TRP-1 と KU-MEL-1 の mRNA 発現

PBMC にメラノーマ細胞株を混入させた場合，
CTC 分画と白血球分画を識別することができ
た．
（図３）

図３ CTC 分画の同定
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図５ 患者３から分取した CTC の GAPDH

研究者番号：

(3)連携研究者

と tyrosinase の mRNA 発現

（

）

研究者番号：

(4)研究協力者
（

研究成果のまとめ
HMW-MAA 抗体と B7-H3 抗体で標識する
ことにより，セルソーターで CTC を単離
する患者血液中に存在する CTC を単一細
胞レベルで遺伝子解析することができた．
本研究により，腫瘍循環細胞の単離と解析
が，治療のモニタリングに役立つ可能性を
示した．いっぽう RNA 発現解析は安定し
て結果を得ることが困難で，技術的な課題

）

