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発性肝癌は世界で最も一般的な癌の第5位、癌死の原因

の第3位である1。中でも肝細胞癌（HCC）は原発性肝癌

の85～90%を占める。HCCは、時間的に流動的な傾向、地域

間、人種間、民族間、そして男女間の著しい相違や、詳細に報

告された予防可能な環境的危険因子の存在などのいくつかの

興味深い疫学的特徴をもつ。さらに、肝発癌は正常肝にはほと

んど全く起こらないが、癌のリスクは慢性肝障害の肝硬変期に

対応して急速に増大するという肝発癌の分子機序の理解が進ん

でいる。このレビューではHCCの疫学因子、疾患特異的因子、

分子機序、さらにHCCのスクリーニング、診断、そして治療に対

する現在の概念について要約する。

世界のHCC発症率
分布

肝癌の重荷は世界均等に分布しているわけではない

（図1）。大部分のHCC症例（>80%）はサハラ砂漠以南のアフリカ

と東アジアで発生する。中国は一国で全世界の50%以上を占

める（年齢調整罹患率：男性35.2/10万；女性13.3/10万）。他の

高率地域（>20/10万）はセネガル（男性28.47/10万；女性12.2/10

万）、ガンビア（男性39.67/10万；女性14.6/10万）、韓国（男性

48.8/10万；女性11.6/10万）である。

南北アメリカ、北欧、オセアニアはほとんどの人種について肝

癌の低率地域（<5.0/10万）である。典型的な例としてはカナダ

（男性3.2/10万；女性1.1/10万）、コロンビア（男性2.2/10万；女性

2.0/10万）、イギリス（男性2.2/10万；女性1.1/10万）、オーストラ

リア（男性3.6/10万；女性1.0/10万）がある。スペイン（男性7.5/10

万；女性2.4/10万）、イタリア（男性13.5/10万；女性4.6/10万）、ギ

リシャ（男性12.1/10万；女性4.6/10万）で代表される南欧諸国

原

は、平均的な率（5.0～20.0/10万）である2。

原発性肝癌の中でHCCが優勢であることの唯一の例外はタイ

のKhon Kaen地域で、同地域は世界で肝癌が最も高率である

地域の一つである（1993～1997年の年間年齢調整罹患率：男性

88.0/10万；女性35.4/10万）2。風土病である肝吸虫の蔓延のため、

この地域における主要な肝癌はHCCより肝内胆管癌である3。

肝癌発症率の増加傾向はこれらの高率地域で見られていた

が4、1978～1982年の間と1993～1997年の間は香港、上海、シン

ガポールに居住する中国人集団で発症率減少が報告された2。

これらの地域に加え、日本でも1993～1997年の間に男性の発

症率が低下し始めた。

現在、高発症率の多くのアジア諸国では、全ての新生児に対

しB型肝炎ウイルスに対するワクチン接種を行っており、HCC発

症率への効果が既に明らかになっている5。中国政府が1980年

代後半から江蘇省の主食をトウモロコシから米に転換した政策

は、肝癌の発癌物質として知られているアフラトキシンB1（AFB1）

への暴露を制限したかもしれない6。

一方、今まで低発症率であった多くの地域で1978～1982年の

間と1993～1997年の間にHCCの増加が報告された。これらの

地域には米国やイギリス、そしてオーストラリアが含まれている4。

高発症率地域における発症率の低下と低発症率地域における

発症率の増加の理由はいまだ明らかではないが、それぞれの

地域は重要なケーススタディになると考えられる。しかし、低発

症率地域における増加の原因には、C型肝炎ウイルス（HCV）の

有病率がより高いことと関連している可能性がある。

人種／民族

HCC発症率は同じ地域であっても人種によって大きく異

なる。例えば、1993～1997年のシンガポールでのインド系、中国

系、マレー系住民の年齢調整罹患率は中国系男性の21.21/10万

からインド系男性の7.86/10万まで幅がある2。女性での比較で

は中国系の5.13/10万に対し、インド系は1.77/10万である。全

年齢の男女を対象にした米国の例では、アジア系はアフリカ系

に比べて2倍、そのアフリカ系も白人に比べるとさらに2倍の頻

度であった。この民族間の差はおそらく、肝疾患とHCCに対す

る主要危険因子の有病率と暴露期間の差が原因なのであろう。

性別

ほとんど全ての人種で男性は女性より肝癌の率が高く、

男女比の平均は2：1～4：1の間である。現在、最も大きい差

Featured Article

肝細胞癌（hepatocellular carcinoma：HCC）を主とする原

発性肝癌は世界中で最も一般的な癌の第5位、癌死の原因の第

3位である。HCCは、時間的に流動的な傾向、地域間、人種間、

民族間、そして男女間の著しい相違や、詳細に報告された予

防可能な環境的危険因子の存在などのいくつかの興味深い疫

学的特徴をもつ。さらに、肝発癌は正常肝にはほとんど全く

起こらないが、癌のリスクは慢性肝障害の肝硬変期に対応し

て急速に増大するという肝発癌の分子機序の理解が進んでい

る。HCCに関連する疫学因子と分子機序が詳細に理解されれ

ば、この疾患のスクリーニングや治療の現在の概念が変わる

ことになるだろう。
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Background & Aims: We previously reported that a high

degree of age-related methylation was found in both the

dysplastic and nondysplastic mucosa of patients with

ulcerative colitis (UC). Whether this translates into

hypermethylation in UC-associated cancers (UC-Cs) is not

known. Methods: We evaluated the methylation status of 11

genes (MINT1, 2, 31, hMLH1, p16, p14, MGMT, HPP1,

SFRP1, ERα, and LINE-1) in 48 UC-Cs, 21 UC-associated

dysplasias, and 69 sporadic colorectal cancers (S-CRCs)

using a quantitative bisulfite pyrosequencing analysis.

Results: Methylation levels in UC-Cs were lower than S-

CRCs for all the genes except MGMT. A methylation index

based on the average of Z-scores, for type C (cancer-

specific genes: MINT1, MINT2, MINT31, hMLH1, p16, and

p14) was -.97 in UC-Cs and .92 in S-CRCs (P = .009). That of

type A (age-related genes: HPP1, SFRP1, and ERα) was

-1.97 in UC-Cs and 1.24 in S-CRCs (P < .001). We

observed a significant difference in the incidence of CpG

island methylator phenotype between UC-Cs and S-CRCs (8

of 48 [17%] and 26 of 69 [38%]; P = .022). UC-associated

dysplasias had significantly higher methylation of type A

gene than UC-Cs (Z-score: .07 and -1.97, respectively; P <

.001). By contrast, global DNA methylation measured

using a LINE-1 assay was significantly higher in UC-Cs

than in S-CRCs (58.2% vs 51.0%, P < .001). Conclusions:

DNA methylation alterations are uncommon in UC

cancers. Given that both genetic and epigenetic changes are

common in UC mucosa and dysplasias, we speculate that

the genetic changes lead to a more aggressive clinical

course than epigenetic changes.

研究の背景

瘍性大腸炎（ulcerative colitis：UC）患者では大腸癌の

合併率は高く、全UC患者中3.7%に上り、好発年齢も散発

性の大腸癌より有意に低いといわれている1,2。大腸癌合併の危

険因子としては、長期経過例、広範な罹患範囲、大腸癌の家族

歴、原発性硬化性胆管炎の合併例、組織学的な活動性炎症の

持続などが挙げられている。そのため、サーベイランスが重要

といわれているが、早期における悪性腫瘍発生の正確な予測

は困難である3。

UC関連大腸癌は通常の大腸癌に比して、異なった特徴をも

つ。遺伝子面では、通常の大腸癌で一般的なAPC、KRAS、

p53などの遺伝子異常の頻度やタイミングが異なって見られる4。

UC関連大腸癌におけるマイクロサテライト不安定性の頻度は0～

20%と報告により大きな差がある5。他方、テロメアの短縮はUC

からの発癌の初期に見られる遺伝子の不安定性と関連する可

能性があり、このような遺伝子異常をUC発癌の初期マーカーと

して検討する意義があるものと考えられる6。

散発性大腸癌の発癌メカニズムでは、CpG islandのメチレーシ

ョンに随伴するトランスクリプショナルサイレンシングは、高頻度

に見られる初期イベントである7。このメチル化には加齢に関連

したタイプAと癌特異的メチル化（タイプC）の2つのメカニズムが

考えられている。CpG island methylator phenotype（CIMP）の

散発性大腸癌はタイプCのメチル化を高度に起こし、近位側病

変、KRAS変異、野生型p53ならびにマイクロサテライト不安定

性を伴う8,9。

一方加齢に伴うメチル化は、遺伝子のメチル化に伴う不活化

を起こしやすいと考えられている。加齢型のメチル化はUCの

dysplasiaおよび非dysplasiaでよく見られ10、CIMPは肝細胞癌

患者の肝炎部でよく見られる。メチル化と炎症に関しては、

Epstein-Barr（EB）ウイルス関連胃癌、食道の腺癌、喫煙関連肺

癌などで見られる。よって、CIMPは炎症性発癌の1つの特徴の

可能性がある。もちろんUC癌や隣接するUC粘膜では遺伝的な

異常もよく見られるが、本研究ではUC癌におけるCIMPの関与

を検討することを目的とした。

潰

ulcerative colitis（潰瘍性大腸炎）、cancer、dysplasia、

CpG island methylation、genetic and epigenetic change
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Background & Aims: The pathogenesis of Helicobacter

pylori (Hp)-associated diseases depends on a specialized

type IV secretion system. This type IV secretion system

injects the cytotoxin-associated gene A (CagA) effector

protein into target cells where CagA becomes

phosphorylated on tyrosine residues by Src. Src then is

inactivated rapidly, suggesting the presence of another

host tyrosine kinase to ensure constant CagA

phosphorylation in sustained Hp infections. We aimed to

identify this kinase. Methods: By using the AGS gastric

epithelial cell model, we performed a detailed functional

characterization of Abl tyrosine kinase in signaling during Hp

infections. Results: We showed that Abl kinase is

activated and a novel crucial mediator of Hp infections.

First, Abl-specific inhibitors SKI-DV2-43 or STI571

(Gleevec, Novartis) and knockdown of c-Abl/Abl-related

gene Arg by small hairpin and interfering RNAs efficiently

inhibit CagA phosphorylation and cell scattering. Second,

during infection, Abl is activated rapidly by

autophosphorylation at Y-412. Third, both Abl and Src

phosphorylated Y-899, Y-918, and Y-972 of CagA. Fourth,

we found that the Abl substrate CrkII is phosphorylated at

Y-221 in vivo. Fifth, overexpression of kinase-dead Abl

(K290M) blocked Hp-induced actin cytoskeletal

rearrangements. We further showed that sustained

activity of Abl is required to maintain CagA in a

phosphorylated state. Moreover, phosphorylated CagA

forms a physical complex with Abl and activated CrkII in vivo.

Conclusions: We propose a model in which Hp has

evolved a mechanism to use at least 2 tyrosine kinases,

Abl and Src, for CagA phosphorylation and subsequent

actin-cytoskeletal rearrangements leading to cell

scattering and elongation.

研究の背景

elicobacter pylori（Hp）は、慢性胃炎、十二指腸潰瘍、

胃癌発生の主要な原因である。毒性のあるHpゲノム上に

はcag pathogenicity island（cag PAI）と呼ばれる病原性と密接

に関連した領域が存在し、ここにはCagA（cytotoxin-associated

gene A）遺伝子やCagA蛋白質の細胞内注入に関与すると

いわれるⅣ型分泌機構（type Ⅳ secretion system：T4SS）を構

成する蛋白質がコードされている1,2。CagA蛋白質の機能に

ついて、アクチン骨格の再構成を阻害することにより細胞の

scatteringや伸長に関与していることが報告されている1,2。また

最近、スナネズミ感染モデル実験により、CagAは主要な疾患関連

因子であることが示された。CagAは胃粘膜上皮細胞内に導入さ

れると、C末側のEPIYA配列内のチロシン残基がSrcファミリー

キナーゼ（SFKs）によってリン酸化される（CagAPY）。CagAのリ

ン酸化はアクチン骨格やCagAPY結合蛋白質（Shp-2、CskやCrk

などのSH2シグナル伝達分子）へのシグナル伝達に重要である1,2。

SFKsがin vivo、in vitroの両方においてCagAをリン酸化しう

るという知見は、Hp感染におけるSFKsの重要性を示している。

しかしながら、Src/Yes/Fyn knockout fibroblasts（SYF細

胞）においてもCagAリン酸化は完全には消失しなかったことか

ら、CagAは他のチロシンキナーゼによってもリン酸化を受ける

ことが示唆された 3。チロシンキナーゼには重複する分子

（redundancy）が存在するために、in vivoで、どのチロシンキ

ナーゼがCagAリン酸化に関与しているのかは明確になってい

ない。今回Tammerらは、Hp感染によって非受容体型チロシンキ

ナーゼの1つであるAblが著しく活性化されることを示している。

論文の概要

1. AblはHp感染により誘導される細胞scatteringに関連

する

Hp感染前のAGS細胞にAblキナーゼの阻害剤、SKI-DV2や

STI571を加えておくと、Hp感染によるAGS細胞のscatteringが

抑制された。

H

Helicobacter pylori、Abl、Src、CagA
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Background & Aims: Toll-like receptors (TLRs) represent a

class of transmembrane pattern recognition receptors

essential for microbial recognition and control of innate

immune responses. Commensal bacteria play an

important role in maintaining tolerance and active stability of

the intestinal epithelial barrier by suppressing intestinal

inflammation, yet the mechanisms of action are unknown.

The aim of this study was to determine the functional

relevance of TLR2 to control tight junction (TJ)-associated

intestinal epithelial barrier integrity to balance mucosal

homeostasis against inflammatory stress-induced damage.

Methods: TLR2 ligand (synthetic Pam3Cys-SK4 [PCSK])-

induced activation of signaling cascades and TJ-

associated distribution was assessed by using Western

blotting and confocal microscopy combined with

functional transfection and inhibitor studies in model

intestinal epithelial cell (IEC) lines (IEC-6, Caco-2) or primary

IEC cultured short-term ex vivo. DSS colitis was induced by

standard protocol in wild-type, TLR2-/-, and MyD88-/-

mice. Spontaneous apoptosis was assessed by terminal

deoxinucleotidyl-transferase-mediated dUTP-biotin nick

end-labeling. Results: Data from in vitro and ex vivo models of

intestinal epithelial cells revealed that TLR2 stimulation

effectively preserves TJ-associated barrier assembly

against stress-induced damage through promotion of PI3K/

Akt-mediated cell survival via MyD88. Furthermore, in vivo

studies underscored that TLR2-mediated TJ regulation

critically determines susceptibility to intestinal injury and

inflammation. Inflammatory stress in mice deficient of

TLR2 or MyD88 induced early TJ-associated disruption

interrelated with anti-apoptotic failure of the intestinal

epithelial barrier. Oral treatment of colitis with the TLR2

ligand PCSK significantly suppressed mucosal inflammation

and apoptosis by efficiently restoring TJ-associated

integrity of the intestinal epithelium in vivo. Conclusion:

TLR2 may provide a target to pharmacologically modulate

mucosal injury and intestinal inflammation.

研究の背景

症性腸疾患（inflammatory bowel disease：IBD）の病

因は、いまだ明らかになっていない。腸上皮細胞間のタ

イトジャンクション（TJ）の構造的変化、破綻が粘膜内への腸内

細菌や抗原の持続的な侵入を許す結果、異常な粘膜免疫の活

性化が持続して発症するという考え方がある1,2。最近、様々な

分子生物学的手法により腸内細菌叢が解析されているが、健常

人およびIBDにおける生体－腸内細菌叢間の免疫応答につい

ては、詳しく分かっていない。

Toll-Like受容体（TLR）は、細菌の認識、抗細菌遺伝子の発

現誘導、獲得免疫のコントロールにおいて中心的役割を担ってい

る膜貫通型パターン認識受容体である3。TLRの担う自然免疫は

抗原非特異的であるが、特異性の高い獲得免疫系に比べて局

所的、あるいは全身的に非常に迅速に免疫応答を起こすことが

できる。TLRは消化管全体の様々な細胞（上皮細胞や樹状細胞

など）に広く発現している。TLR2は、グラム陽性、陰性菌に共

通して発現しているリポ蛋白、ペプチドグリカン（PGN）、ザイモ

ザンなどをパターン認識する。合成アシル化リポペプチドアナロ

グのPCSKは、TLR2の特異的リガンドの1つである。最近、TLR2

へのリガンドの結合からNF-κB活性化に至る機構が明らかにな

った。リガンドの認識によりTLR2のチロシン残基のリン酸化が

誘導されRac1やPI3キナーゼ（PI3K）などの様々な蛋白の集合体

が形成される。さらに、細胞質のアダプター分子であるToll/IL-

1R domain-containing adaptor proteinやMyD88が誘導され、

NF-κBの活性化さらにはサイトカインやケモカインの誘導が惹起さ

れる。クローン病で報告されているCARD15遺伝子の突然変異は

TLR2依存性のNF-κB活性化を刺激するが、健常状態では、腸

内細菌とTLR2によるNF-κBの活性化は抑制されている4。TLR2

の機能はまだまだ全てが明らかになっておらず、CarioらはTLR2

刺激が上皮細胞培養系の管腔側と基底膜間の電気抵抗を上昇

させることを報告しているが、そのメカニズムは分かっていない。

今回、Carioらは、TLR2はTJ機能を調節して粘膜バリア機能

の恒常性を維持していることを明らかにした。この知見は、

TLR2-TJを標的とした粘膜バリアの恒常性を誘導する新たな

治療法の開発につながる可能性を示唆する。

炎

炎症性腸疾患（IBD）、Toll-Like受容体、Commensal bacteria
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Background & Aims: Interleukin (IL)-23 supports a distinct

lineage of T cells producing IL-17 (Th17) that can mediate

chronic inflammation. This study was performed to define the

role of IL-23 and Th17 cells in chronic colitis in mice.

Methods: Colitis was induced by transfer of a cecal

bacterial antigen-specific C3H/HeJBir (C3Bir) CD4＋ T-cell line

to C3H/HeSnJ SCID mice. Cytokines were measured by

flow cytometry, enzyme-linked immunosorbent assay, and

realtime polymerase chain reaction. Monoclonal anti-IL-

23p19 was administered at the same time as or 4 weeks after

pathogenic CD4 T-cell transfer. A histopathology colitis

score was assessed in a blinded fashion. Results: The

pathogenic C3Bir CD4＋ T-cell line contained more cells

producing IL-17 than those producing interferon-γ and

these were distinct subsets; after adoptive transfer to

SCID recipients, Th17 cells were predominant in the

lamina propria of mice with colitis. Bacteria-reactive CD4＋

Th1 and Th17 lines were generated. The Th17 cells

induced marked inflammation in a dose-dependent

manner. Even at a dose as low as 104 cells/mouse, Th17 cells

induced more severe disease than Th1 cells did at 106

cells/mouse. Monoclonal anti-IL-23p19 prevented and

treated active colitis, with down-regulation of a broad

array of inflammatory cytokines and chemokines in the

colon. Anti-IL-23p19 induced apoptosis in colitogenic

Th17 cells in vitro and in vivo. Conclusions: Bacterial-

reactive CD4＋ Th17 cells are potent effector cells in

chronic colitis. Inhibition of IL-23p19 was effective in both

prevention and treatment of active colitis. IL-23 is an

attractive therapeutic target for inflammatory bowel

disease.

研究の背景

こ10年来の飛躍的な免疫学の発展とともに、クローン病

や潰瘍性大腸炎といった炎症性腸疾患（inflammatory

bowel disease：IBD）の遺伝学的、免疫学的素因や環境因子

などの関与は少しずつ解明されつつある。そしてクローン病に

対してわが国でも臨床応用が開始された抗tumor necrosis

factor（TNF）-α抗体製剤に代表されるように、こうした研究成
果が次世代の治療法という形で着実に臨床面に還元されてき

ていることは周知の事実である。自己免疫性疾患など慢性炎症

性病変の局所においては、多種に及ぶ炎症性サイトカインの過

剰産生が病勢に関与することが知られている。そのため近年は

これらの疾患に対し、各種サイトカインを特異的標的とした治療

法の開発が世界中で繰り広げられている。

腸内細菌の抗原刺激などによって活性化された抗原提示細

胞（antigen-presenting cell：APC）はT細胞に対する抗原提

示とともに獲得免疫を惹起する。獲得免疫には1型ヘルパー

T細胞（Th1）による細胞性免疫と、2型ヘルパーT細胞（Th2）

による液性免疫とがこれまで知られていた。APCが抗原をナイ

ーブT細胞に提示する際にインターロイキン（IL）-12を分泌する

ことによってTh1が分化誘導され、一方APCがIL-4を分泌する

とTh2が分化誘導されることが知られている。潰瘍性大腸炎に

おける炎症はIL-4やIL-13を主体とするTh2による液性免疫に

よるものであることに対し、これまで長年の間クローン病の病変

部におけるサイトカインプロファイルはIL-12やインターフェロン

（IFN）-γを中心とするTh1型の細胞性免疫によるものであり、

TNF-αの過剰産生もこのTh1型の炎症が誘導された結果であ
ると説明されてきた。ところが近年になって慢性の細胞性免疫

を司る新たなメカニズムが同定され1、クローン病をはじめとす

る慢性炎症性疾患との関連が注目されてきている。それがすな

わちTh17による「第三の獲得免疫」である。

活性化APCから放出されるIL-12はp40とp35という2つの

サブユニットで構成される二量体の蛋白質で、T細胞に発現す

るこのIL-12の受容体（IL-12R）はIL-12Rβ1鎖およびIL-12Rβ2

鎖によって構成される。IL-12受容体の刺激を受けたナイーブ

こ

クローン病、ヘルパーT細胞、IL-23、IL-17、
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Background & Aims: Barrett's esophagus (BE) is a

metaplastic condition in which normal squamous

esophageal epithelium is replaced by columnar

epithelium. It is proposed that one of the possible

mechanisms is dedifferentiation of squamous epithelium

into columnar epithelium. The pathophysiology through

which this metaplasia occurs is unknown. A recent study by

serial analysis of gene expression showed that bone

morphogenetic protein 4 (BMP-4) is uniquely expressed in

BE. In this study, the role of the BMP pathway in the

metaplastic transformation of normal squamous cells into

columnar cells was examined. Methods: Tissues from

patients with esophagitis and BE and in an esophagitis-

BE rat model were examined for the activation of the

BMP pathway. Short-term cultures of primary normal

squamous esophageal cells were treated with BMP-4, and

cell biological changes were examined by Western blot

analysis, immunohistochemistry, and microarrays.

Results: In both human and rat tissues, the BMP pathway

proved to be activated in esophagitis and BE. Upon

incubation of squamous cell cultures with BMP-4, the

cytokeratin expression pattern showed a shift that was

consistent with columnar epithelium. Involvement of the

BMP pathway was suggested by up-regulation of

Phosphorylated-Smad 1/5/8 (P-Smad 1/5/8) that was

effectively blocked by Noggin, a BMP antagonist.

Comparison of the gene expression profiles of squamous

cells, BMP-4-treated squamous cells, and BE cells

showed a significant shift in the profile of the BMP-4-

treated squamous cells toward that of the cultured BE

cells. Conclusions: These results suggest that the BMP

pathway could play a role in the transformation of normal

esophageal squamous cells into columnar cells.

研究の背景

arrett食道は逆流性食道炎の合併症として起こるもので、

本来は扁平上皮であるはずの食道粘膜が円柱上皮化生を

起こしたものである。アメリカ学派では、これに特殊円柱上皮化

生を伴ったものを初めてBarrett食道と呼ぶ1が、日欧学派は必

ずしも特殊腸上皮化生の有無をBarrett食道の診断基準とはし

ていない。定義はどうであれ、特殊腸上皮化生を起こしたもの

は、食道腺癌を発症するリスクが極めて大きくなる。逆流性食

道炎は欧米のみならず、日本でも急激に増加している疾患であ

る。欧米では一般人口の20～30%もの人がGERDであるといわ

れ2、日本でも上部消化管内視鏡検査症例の10～20%の症例に

逆流性食道炎が認められる3。逆流性食道炎の患者では、少な

くとも下部食道粘膜の円柱上皮化生を起こしたいわゆる内視鏡

的Barrett食道は、欧米では食道炎患者の6～12%4に、日本や

東アジアでは1%前後に見られる5。その中で特殊円柱上皮化

生を合併したものが、さらに食道腺癌を発症する。欧米では、

逆流性食道炎の増加と、その終末像である食道腺癌の急激な

増加が大きな問題となり6、多くの国々では食道腺癌は食道悪性

腫瘍の半数をゆうに超えるようになっている。日本ではまだまだ

食道腺癌の頻度は少ないものの、いずれそのような時代に到達

するかもしれない。

食道腺癌の予防には、その最初の変化であると考えられる食

道粘膜の円柱上皮化生を予防することが最も効果的であろう。

そのためには、食道粘膜円柱上皮化生の機序を解明し、その

機序をブロックすることで予防することが可能になると考えられ

る。これまでの研究では、様々な遺伝子の関与について検討が

行われてきたが、残念ながら決定的なものが同定されていない。

骨形成因子（bone morphogenetic protein：BMP）は骨形

成に関わる骨基質中の蛋白として1971年に発見されたものであ

る。その後、様々なサブタイプのものがあることが分かり、さら

に骨組織以外の多くの組織でも発現して、種々の組織や器官の

形態形成で重要な役割を担っていることが明らかになってきた。

そして、骨形成因子はその構造から、TGF-βスーパーファミリー

B
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Background & Aims: SCH 503034 is a novel and potent

oral hepatitis C virus (HCV) protease inhibitor. In this

phase Ib study, we assessed safety parameters and

virologic response of combination of SCH 503034 plus

pegylated (PEG) interferon (IFN)α-2b in patients with HCV

genotype 1 infections who were previously nonresponders to

PEG-IFN-α-2b ± ribavirin therapy. Methods: This was a

multicenter, open-label, 2-dose level, 3-way crossover,

randomized (to crossover sequence) study carried out in 3

medical centers in Europe. Adult patients received SCH

503034 200 mg (n = 14) or 400 mg (n = 12) 3 times daily orally

and PEG-IFN-α-2b 1.5 μg/kg subcutaneously once each

week. Patients received SCH 503034 as monotherapy for 1

week, PEG-IFN-α-2b as monotherapy for 2 weeks, and

combination therapy for 2 weeks with washout periods

between each treatment period. Results: Combination

therapy with SCH 503034 and PEG-IFN-α -2b was well

tolerated, with no clinically significant changes in safety

parameters. Mean maximum log10 changes in HCV RNA

were -2.45 ± 0.22 and -2.88 ± 0.22 for PEG-IFN-α-2b

plus 200 mg and 400 mg SCH 503034, respectively,

compared with -1.08 ± 0.22 and -1.61 ± 0.21 for SCH

503034 200 mg and 400 mg, respectively, and -1.08 ±

0.22 and -1.26 ± 0.20 for PEG-IFN-α-2b alone in the 200 mg

and 400 mg SCH 503034 groups, respectively.

Conclusions: SCH 503034 plus PEG-IFN-α-2b was well

tolerated in patients with HCV genotype 1 nonresponders

to PEG-IFN-α-2b ± ribavirin. These preliminary results

of antiviral activity of the combination suggest a

potential new therapeutic option for this hard-to-treat,

nonresponder patient population.

研究の背景

型慢性肝炎の治療としては、現在ペグインターフェロンとリ

バビリンの併用療法が最も有効であるが、genotype 1型

高ウイルス量の患者におけるウイルス持続排除率は40～50%に

過ぎない。したがって、genotype 1型高ウイルス量のHCV感染

患者に対する治療効果を高めるため新しい治療戦略の開発が

必要である。

論文の概要

本論文は新たに開発されたHCVプロテアーゼ阻害薬SCH

503034の有用性を、ペグインターフェロンα-2b単独療法あるいは
ペグインターフェロンα- 2bとリバビリン併用療法でHCVの持続
陰性化が達成できなかった患者26人を用いて検証したもので

ある。

治験はオープンラベルでのランダム化割付試験で、HCVプロ

テアーゼ阻害薬SCH 503034は200mgあるいは400mg 1日3回

経口連日投与の2用量が設定され、ペグインターフェロンα-2bの
投与量は1.5μg/kg体重週1回皮下注射である。SCH 503034

単独投与1週間、ペグインターフェロンα-2b単独投与2週間、SCH
503034投与とペグインターフェロンα-2b投与併用2週間の、ウォ
ッシュアウト期間を挟んだ3通りの順番のクロスオーバー試験で、

ヨーロッパの3施設で行われた。この短期投与試験では、SCH

503034単独投与の副作用はほとんど見られず、SCH 503034と

ペグインターフェロンα-2bの併用療法にも患者は十分に耐えら
れ、安全に施行できること、併用療法によりそれぞれの単独療

法に比べ血清HCV RNAの低下がより著明であることが明ら

かにされ、SCH 503034とペグインターフェロンα-2bの併用療法
が治療抵抗性のC型慢性肝炎患者に対する有効な治療法とな

る可能性を示唆する結果が得られている（図1）。

C
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Background & Aims: Primary sclerosing cholangitis (PSC) is

an autoimmune liver disease with destruction of hepatic

bile ducts. A high frequency of biliary epithelial cell

antibodies (BEC-Ab) is present in PSC. Here, we studied the

mechanisms and signaling pathways used by these Ab in

causing BEC dysfunction. Methods: Immunoassays were

performed using freshly isolated BECs to study the

signaling capacity of purified immunoglobulin (Ig) G and

F(ab)´2 fractions from 33 patients with PSC with anti-BEC-Ab.

Results: We provide evidence that stimulation of BECs

with PSC IgG, but not control IgG, induced expression of

Toll-like receptor (TLR) 4 and TLR9 and specific

phosphorylation of extracellular signal-regulated kinase

(ERK) 1/2 as well as the transcription factors ELK-1 and

nuclear factorκB. A specific inhibitor of ERK1/2 abrogated

phosphorylation of ELK-1 and protein expression of TLR4 but

not TLR9 on BECs. TLR-expressing BECs, when further

stimulated with lipopolysaccharide and CpG DNA,

produced high levels of interleukin-1β, interleukin-8,

interferon γ, tumor necrosis factor α, granulocyte-

macrophage colony-stimulating factor, and transforming

growth factorβ. Bile ducts stained positively for TLR4 and

TLR9 in 58% of liver specimens taken from patients with PSC

with BEC-Ab, as compared with 14% in those without

BEC-Ab and also less frequently in diseased control livers.

Conclusions: Our data show that binding of PSC BEC-Ab

initiates ERK1/2 signaling and up-regulation of TLR, which

upon ligation induces BECs to produce cytokines/

chemokines, leading to the possible recruitment of

inflammatory cells. Thus, in PSC, BECs are not only

targets of the immune attack but may also be active

participants and mediators of their own destruction. BEC-Ab

may be critical regulators of cholangitis in PSC.

研究の背景

発性硬化性胆管炎（primary sclerosing cholangitis：

PSC）は肝内・肝外胆管の線維性閉塞性炎症を伴う慢性

胆汁うっ滞性肝疾患である。現在のところ有効な治療法はなく、

肝硬変に進行して、肝不全のため早期に死亡することが少なく

ない。PSCの病因には不明な点が多いが、遺伝的素因の可能

性の他に、自己免疫的胆管障害の発生や病状増悪に微生物感

染が度々引き金となることが分かっている。自己免疫が関与し

緩徐な経過をとっていた患者においても、感染が引き金となっ

た症状の増悪が経験され、胆道疾患の病因に微生物関連物質

が重要な役割を果たしていることは明白である1。

PSCは炎症性腸疾患と密接な関係があり、70～80%が潰瘍性

大腸炎かクローン病を合併している。おそらく病的な大腸粘膜

から吸収された細菌や毒素が門脈血を介して肝に運ばれるの

であろう。現在、複数の感染性微生物がPSCの引き金となりう

る候補として想定されている。Helicobacter類やレオウイルス3、

サイトメガロウイルスあるいはクリプトスポリジウムがPSCの病態

と何らかの関連が疑われている2-7。Ponsioenらは PSC に先立

つ、あるいは持続するウイルス・細菌感染の有無を検討したとこ

ろ、PSC患者とコントロール群での唯一の相違は、血清クラミジア

lipopolysaccharide（LPS）のIgGとIgA抗体の著明な上昇であ

ったと報告している8。また、Koga、Sakisakaらはブラインドルー

プを作成したPSC類似ラットモデルでは、胆管上皮細胞（biliary

epithelial cells：BECs）にLPSの異常沈着が見られたと報告し

ている9。これらの結果は、PSC患者では微生物感染が胆管の

炎症を増悪させうることを示している。

Karrarらは以前、いわゆる獲得免疫のメカニズムとしてPSC

患者ではヒト胆管上皮細胞抗体（biliary epithelial cells-

antibody：BECs-Ab）が高頻度に見られ、BECs-AbがBECs に

結合することにより、炎症性サイトカインであるインターロイキン

（IL）-6や、白血球ホーミングに関わる接着分子であるCD44レベ

ルが上昇することを報告している10。さらに最近、Karrarらは自

然免疫のメカニズムとして健康ドナーより得られたBECsがToll-

like receptors（TLRs）1、2、3、4、9のmRNAを発現している

原
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Background & Aims: Mallory body (MB) inclusions are a

characteristic feature of several liver disorders and share

similarities with cytoplasmic inclusions observed in neural

diseases and myopathies. MBs consist primarily of

keratins 8 and 18 (K8/K18), require a K8-greater-than-K18

ratio for their formation, and contain glutamine-lysine

cross-links generated by transglutaminase (TG). We

hypothesized that protein transamidation is essential for

MB formation. Methods: Because TG2 is the most

abundant hepatocyte TG, we tested our hypothesis

using TG2 –/– and their wild-type counterpart mice fed

3,5-diethoxycarbonyl-1,4-dihydrocollidine (DDC), an

established MB inducer. Keratin cross-linking was further

examined using recombinant proteins or transgenic mice that

overexpress K8 or K18. Results: TG2 –/– livers have

markedly reduced TG2 activity as compared with TG2+/+

livers. The DDC-fed TG2 –/– mice have dramatic decreases in

MB formation and liver hypertrophy response as

contrasted with DDC-fed TG2+/+ mice. Despite similar

hepatocellular damage, TG2 –/– mice had more gallstones,

jaundice, and ductal proliferation than wild-type mice.

Inhibition of MB formation in TG2 –/– mice was associated with

marked attenuation of ubiquitination and K8-containing

protein cross-linking. MB formation and resolution

paralleled the generation then disappearance of cross-

linked K8, respectively. K8 is a preferential TG2 substrate

when compared to K18, as examined in vitro or in DDC-fed

transgenic mice that overexpress K8 or K18. Conclusions:

We demonstrate an essential role for TG2 in determining

injury-mediated liver enlargement and the necessity of K8

and TG2 for generating cross-linked keratins and MBs.

The role of TG in inclusion formation might extend to

nonkeratin intermediate filament protein-related diseases.

研究の背景

ルコール性肝炎や非アルコール性脂肪肝炎（NASH）など

に見られるマロリー体（Mallory body：MB）の成立機序

に関しては多くの研究がなされ、著者らは最近、肝細胞中間径

フィラメント（intermediate filament：IF）の構成蛋白である

サイトケラチン8（K8）、18（K18）比の減少がMB形成を阻害す

ることを報告している1。

アミノ基転移酵素であるトランスグルタミナーゼ

（transglutaminase：TG）は種々の蛋白のcross-linkingに関与

し、蛋白の安定化に重要な役割を果たしている2,3。特に組織

トランスグルタミナーゼ（tissue transglutaminase：TG2）は

種々の病態で活性化され、蛋白凝集に関与している。細胞骨格の

1つであるIFの凝集はMBのみならず種々の神経変性疾患や筋

疾患でも見られ4、IFの構成成分以外にシャペロンやp62を含ん

でいる5,6。そしてこの構成蛋白の多くはしばしば異常なアミノ基

転移反応を伴っている。しかし、MBのような凝集物形成におけ

るTG2の重要性はin vivoでは十分に検討されていなかった。

TGが関与した細胞内凝集物形成の見られるHuntington病

（HD）では凝集物にIFは含まれておらず、凝集物はHuntington

遺伝子変異によるlong polyglutamine stretchを含む蛋白で

構成され、これはTGの基質であり、マウスの実験でTG阻害剤

を投与すると凝集物形成は抑制される。

MBはマウスにグリセオフルビン（GF）、3,5-diethoxycarbonyl-

1,4-dihydrocollidine（DDC）のような化学物質を長期投与する

と形成され、またMBはユビキチン化された肝細胞IFの構成成

分であるK8、K18とともにシャペロンとp62を含んでいる4。正

常肝細胞ではK8とK18が等モルで産生されテトラマーを形成し

てIFとなっているが、GF、DDC投与ではK8、K18のバランスが

崩れ、K8/K18が1を超えている4。本研究はTG2－/－マウスを

用いてケラチン（K）アミノ基転移反応がMB形成に必須である

か否かを明らかにしようとしたものである。なお本研究は、（1）

MB形成はTG2のup regulationを伴っており、かつTG2は肝

臓に極めて豊富に存在している、（2）K8/K18はTGの基質であ

り、MBはcross-linkしたKを含んでいる、という従来指摘されて

きた事実に基づいて行われたものである。
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Background & Aims: Telaprevir (VX-950), a hepatitis C

virus (HCV) NS3・4A protease inhibitor, has shown strong

antiviral activity in phase 1 clinical studies. Because of

high levels of HCV replication and the low fidelity of HCV

polymerase, selection of resistant isolates during therapy

may occur. Methods: A highly sensitive sequencing

method was developed in which approximately 80

clones/sample were analyzed to identify mutations in the

NS3 protease catalytic domain in HCV genotype-1-

infected patients dosed with 450 mg every 8 hours, 750

mg every 8 hours, or 1250 mg every 12 hours of telaprevir

for 14 days. Results: Mutations that confer low-level

resistance (V36A/M, T54A, R155K/T, and A156S) and high-

level resistance (A156V/T, 36+155, 36+156) to telaprevir

were detected and correlated with telaprevir exposure

and virologic response. Changes in the frequency of

mutations after the end of dosing showed an inverse

relationship between in vivo viral fitness and resistance. In

the absence of telaprevir selective pressure the majority

of resistant variants were replaced by wild-type virus

within 3-7 months. Conclusions: Resistant HCV isolates

are selected rapidly during therapy with the highly active

protease inhibitor telaprevir. Combination therapy with

pegylated interferon-alfa or other direct antiviral drugs

seem mandatory to avoid developing resistance.
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研究の背景

型肝炎ウイルス（HCV）キャリアは全世界で約1億7千万人

と推定されており、HCVの持続感染により慢性肝炎、肝硬

変さらに肝癌といった重篤な肝疾患へと進展する。C型慢性肝

炎に対する抗ウイルス療法は、インターフェロン単独療法から、

現在は、徐放剤であるpegylated interferon（PEG-IFN）と経

口抗ウイルス薬であるリバビリンの併用療法が標準的な治療と

なり、飛躍的に治療効果は向上した。しかし、genotype 1型症

例におけるPEG-IFN／リバビリン併用療法の著効率は依然約

50%と低率であり、さらなる治療法の工夫ならびに新たな治療

薬剤の開発が必要である。

新たなＣ型肝炎治療薬として、抗ウイルス作用の増強を目的

とした新しいIFN製剤（albuferon）、リバビリンのプロドラッグ

（viramidine）の他、HCV選択的抗ウイルス剤であるプロテアー

ゼ阻害剤（VX-950、SCH 503034、BILN 2061）、ポリメラ－ゼ

阻害剤である（NM-283、HCV-796）などがあり、さらに免疫賦活

作用の増強を目的とした各種サイトカインや免疫修飾剤、DC

ワクチンならびにToll-like receptor agonist（isatoribine）など

が開発中である。中でも、近年、ウイルス増殖に必要なHCV

polyproteinであるNS3-4Aプロテアーゼに対する阻害剤の開発

が進んでいる。

Hinrichsenら1は、NS3セリンプロテアーゼの特異的な阻害剤

であるBILN 2061をgenotype 1型のC型慢性肝炎症例（線維

化軽度例［Ishak score 0～ 2］31例、線維化進展例［Ishak

score 3、4］10例、代償性肝硬変［Ishak score 5、6］10例）に

2日間投与したところ、線維化の程度のいかんにかかわらず、

2 log10 copies/mL以上の速やかな血中HCV-RNAの低下が認め

られたと報告した。しかし、同薬剤は、その後心毒性の副作用

を認めたことから、現在、BILN 2061の臨床試験は中断して

いる。

Reesinkら2は、telaprevir（VX-950）のC型慢性肝炎に対する

第Ⅰb相試験を行った。対象は、genotype 1型（HCV-RNA≧

100KIU/mL）の34例（男性22例、女性12例）であり、このうち27

例（79%）は前治療無効例であった。Telaprevir投与群は450mg

（8時間ごと）投与が10例、1250mg（12時間ごと）が10例、750mg
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Background & Aims: Nonalcoholic fatty liver disease

(NAFLD) is characterized by excessive triglyceride

accumulation in hepatocytes. Expression of the lipid

droplet protein adipose differentiation-related protein

(ADRP) is increased in NAFLD, but whether this is causally

linked to hepatic lipid metabolism is unclear. We

postulated that a reduction in ADRP would ameliorate

hepatic steatosis and improve insulin action. Methods:

Leptin deficient Lepob/ob and diet-induced obese (DIO) mice

were treated with antisense oligonucleotide (ASO) against

ADRP, and effects on hepatic and serum lipids and

glucose homeostasis were examined. Results: ADRP ASO

specifically decreased ADRP mRNA and protein levels in the

livers of Lepob/ob and DIO mice, without altering the

levels of other lipid droplet proteins, that is, S3-12

and TIP47. ADRP ASO suppressed expression of

lipogenic genes, reduced liver triglyceride content without

affecting cholesterol, attenuated triglyceride secretion,

and decreased serum triglyceride and alanine

aminotransaminase levels. The reduction in hepatic

steatosis by ADRP ASO was associated with improvement

in glucose homeostasis in both Lepob/ob and DIO mice.

Conclusions: This study demonstrates a crucial role for

the lipid droplet protein ADRP in regulation of lipid

metabolism. Reduction in hepatic ADRP level using an

antisense oligonucleotide reverses hepatic steatosis,

hypertriglyceridemia, and insulin resistance in obese mice,

suggesting that ADRP may be targeted for the treatment of

NAFLD and associated lipid and glucose abnormalities.

脂肪性肝炎、NASH、ADRP、アンチセンス、Lepob/obマウス
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細胞内脂肪滴蛋白Adipose Differentiation-Related
Protein（ADRP）に対するアンチセンス・オリゴヌクレオチドによる
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研究の背景

型慢性肝炎の抗ウイルス治療が進歩して、その薬の60%に

おいてHCVが排除されるようになってきた。B型肝炎のウ

イルス特異的な治療法も、耐性ウイルスの問題を内包しながら

も進歩が著しい。そのような状況においてB、C型肝炎ウイルス

も陰性でアルコール性でもない肝疾患の存在が、医学的、社会

的に次第に大きな問題となってきている。非アルコール性脂肪

肝疾患（nonalcoholic fatty liver disease：NAFLD）は、特に

肥満者の多い欧米において大きな問題であるが、わが国にお

いても肥満傾向の増大とともに将来への憂慮となっている。ま

た、NAFLDの一部は非アルコール性脂肪肝炎（nonalcoholic

steatohepatitis：NASH）として肝硬変へ進展する例があり、中

には肝細胞癌へも至る可能性があることが示唆されてきている。

このような状況において、NAFLDの成因の分子医学的解明お

よび治療法の開発は焦眉の事項となってきている。

論文の概要

NAFLDは肝細胞へのトリグリセリドの過剰蓄積で特徴付けら

れる。NAFLDにおいては細胞内脂肪滴蛋白であるadipose

differentiation-related protein（ADRP）が増加しているが、

ADRPが肝における脂肪代謝の原因として関わっているか否か

は不明である。ADRPの減少が肝脂肪症を改善させ、インスリ

ン作用を改善するとの仮説が検証された。レプチン欠損Lepob/ob

マウスおよび食餌性肥満（diet-induced obese：DIO）マウスに

ADRPに対するアンチセンス・オリゴヌクレオチド（antisense

oligonucleotide：ASO）を投与して、肝と血清脂質、および糖代

謝への影響を検討した（表1）。

ADRP ASOによって、Lepob/obマウスとDIOマウスの肝におい

て特異的にADRPのmRNAと蛋白レベルが低下したが（図1）、

他の細胞内脂肪滴蛋白であるS3-12やTIP47の値には変化がな

かった。ADRP ASOは脂肪生成遺伝子の発現を低下させ、コレ

ステロールに変化を与えずに肝トリグリセリド量を減少させ、血

清トリグリセリドとALT値を低下させた（図2）。Lepob/obマウスと

C
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Background & Aims: Recent efforts in stem cell biology

suggest that tumors are organized in a hierarchy of

heterogeneous cell populations and that the capability to

maintain tumor formation/growth specifically resides in a

small population of cells called cancer stem cells (CSCs). The

aim of this study is to identify, isolate, and characterize

the CSC population that drives and maintains

hepatocellular carcinoma (HCC) growth and metastasis.

Methods: Normal stem cells involved in liver regeneration

were identified using a severe partial hepatectomy model.

Purified HCC cells, with or without expression of the

identified normal stem cell phenotype, were evaluated,

based on their tumorigenic potential and exhibition of

defined stem/progenitor cell-like properties, to determine

whether liver CSCs can be or partly be identified by this

surface marker. Results: We report the identification and

isolation of a population of CSCs expressing a CD133

surface phenotype from human liver cell lines. CD133＋

cells possess a greater colony-forming efficiency, higher

proliferative output, and greater ability to form tumor in

vivo. These cells are endowed with characteristics similar to

those of progenitor cells including the expression of

“stemness”genes, the ability to self-renew, and the

ability to differentiate into nonhepatocyte-like lineages.

Furthermore, CD133 is found to represent only a minority of

the tumor cell population in human HCC specimens.

Conclusions: We report the identification of a CSC

population in HCC characterized by their CD133

phenotype. The identification of tumorigenic liver CSCs

could provide new insight into the HCC tumorigenic

process and possibly bear great therapeutic implications.

研究の背景

生医療の分野において、全ての組織細胞の源になる幹細

胞研究が急速に進歩している。幹細胞が様々な細胞に分

化することで組織再生が可能になるわけであるが、この考え方

を癌細胞にも応用する癌幹細胞（cancer stem cell：CSC）に

注目が集まっている。この概念は古くから提唱されているが、

1997年に報告されたヒト急性骨髄性白血病（acute myeloid

leukemia：AML）以来、再度注目が集まっている1。白血病細

胞をその表面マーカーで2つの細胞集団に分け、免疫不全マウス

に移植したところ、一方の癌細胞集団では100倍の数の癌細胞

を移植しても癌は形成されなかった。すなわち癌細胞集団にも

新たに癌を形成できるものと、そうでないものに分かれることが

判明した。また、この癌形成能力をもった細胞の表面マーカー

は、正常の造血幹細胞を多く含む細胞分画のマーカーと類似す

ることから、癌細胞集団にも癌幹細胞が存在し、特異的増殖能

を有し、かつそれが基点となり様々なタイプの細胞へ分化し、細

胞集団の階層性（ヒエラルキー）が形成されるという癌幹細胞概

念が確立されつつある。このような癌幹細胞の存在は、乳癌細

胞・脳腫瘍や前立腺・胃・肺・大腸癌でも提唱されている2-8。ま

た、癌幹細胞研究は癌治療（抗癌剤）に対しても、その治療戦略を

大きく変化させる可能性を秘めている。すなわち、癌幹細胞を

死滅させれば、その他の癌細胞は増殖能力がないため自然消

滅していくであろうというものである。様々な癌幹細胞が唱えら

れているが、肝細胞癌においては、いまだ不明な点が多い。肝

臓はそもそも旺盛な再生の能力があり、この正常肝細胞の再生

時の細胞動態の検索は、肝細胞の癌化メカニズムや癌幹細胞の

役割を理解するのに役立つと考えられる。このような背景で、最

近の癌細胞を用いた研究から、癌幹細胞の細胞表面マーカー

ではないかと考えられている、CD133（マウスではProminin-1）

の肝広範切除後の動態と、複数の肝癌細胞株を用いて肝癌幹

細胞の同定と特徴の検討がなされた。

論文の概要

再生肝ではCD133陽性細胞が増加する

ヌードマウスの肝臓を70%部分切除し、その後0、3、7日後の

ヒトのCD133に相当するマウスprominin-1 mRNAの発現を調

べたところ、3日目では0日（コントロール）の93倍の発現が認め

再

幹細胞、癌幹細胞、癌前駆細胞、肝癌細胞、CD133
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The diagnosis of drug-induced acute pancreatitis often is

difficult to establish. Although some medications have

been shown to cause acute pancreatitis with a large body of

evidence, including rechallenge, some medications have

been attributed as a cause of acute pancreatitis merely by a

single published case report in which the investigators

found no other cause. In addition, some medications

reported to have caused acute pancreatitis have obvious

patterns of presentation, including the time from initiation to

the development of disease (latency). There also appear

to be patterns in the severity of disease. After reviewing

the literature, we have classified drugs that have been

reported to cause acute pancreatitis based on the

published weight of evidence for each agent and the

pattern of clinical presentation. Based on our analysis of the

level of evidence, 4 classes of drugs could be identified.

Class I drugs include medications in which at least 1 case

report described a recurrence of acute pancreatitis with a

rechallenge with the drug. Class II drugs include drugs in

which there is a consistent latency in 75% or more of the

reported cases. Class III drugs include drugs that had 2 or

more case reports published, but neither a rechallenge

nor a consistent latency period. Class IV drugs were

similar to class III drugs, but only 1 case report had been

published. Our analysis allows an evidence-based

approach when suspecting a drug as causing acute

pancreatitis.

研究の背景

剤性急性膵炎は、臨床医にとってまれではあるが厄介な

疾患である。既に100種類以上の薬剤が急性膵炎の原因

と推定されているが、症例報告の多くは急性膵炎の診断基準が

不完全であったり、膵炎の一般的な原因が十分に除外されてい

なかったり、再投与による症状再燃が確認されていない1-4。薬

剤性急性膵炎では、薬疹、リンパ腺腫脹、好酸球増多などの副

作用と関連した臨床症状や検査所見を伴わないことが多い。因

果関係を推定する根拠として、チャレンジテストで陽性を示すこ

とが挙げられるが、必ずしも証明とはならない。特発性膵炎や

胆管の微小結石例が急性膵炎を繰り返し再燃することはしばし

ば経験されることであり、いったん中止していた薬剤の投与再

開時に急性膵炎が再燃したとしても、たまたま一致した可能性

もあり必ずしも因果関係を証明したことにはならない。一方、

チャレンジテストが陰性であっても、薬剤の投与開始と急性膵炎

発症の間に一定の時間的因果関係（潜伏期）が認められる場合

は薬剤性である可能性が強く疑われる。このような背景から、

このレビューでは、急性膵炎の原因薬剤として過去に報告され

ているものを、根拠の確実性と発症パターンから分類すること

を試みている。

論文の概要

方法

1955～2006年の英文論文についてMEDLINE検索が行われ、

120種類の薬剤について1214例の症例報告が収集された。検索

用語には、「膵炎」、「薬剤性」、「薬物惹起性」、「薬剤」、「薬物治

療」を用い、ヒト研究に限って検索を行った。最後の検索日は

2006年7月1日だった。一般的に、米国食品医薬品局（FDA）

のデータは因果関係について詳細な情報をもっていないことが

多いため、今回の解析には用いなかった。

全ての報告について、それぞれ別個に文献検索を行った内

科医2人が目を通し、以下の条件を満たした症例について解析

を行った。（1）科学雑誌もしくは医学雑誌に掲載された症例（抄

録は検索対象としなかったが、必要な情報が記載されたレター

は採用した）、（2）薬剤名、潜伏期、急性膵炎を起こした用量が

記載されているもの、（3）急性膵炎の診断は、臨床症状があり、

薬

薬剤性急性膵炎、エビデンス、再投与、潜伏期、重症度
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