
研究課題名：オピオイド治療効果に対する実測可能な薬理学的効果予測システム	 

ORPS の開発	 

課 題 番 号：H22-がん臨床-一般-037	 

研究代表者：近畿大学医学部臨床腫瘍学	 教授	 中川	 和彦	 

	 

1.	 本年度の研究成果	 

1）前向き臨床試験の実施	 

本研究の前向き臨床試験は H21 年 6 月 6 日から近畿大学医学部腫瘍内科・近畿大学医学

部堺病院の 2 施設において開始された。現在 78 症例の登録と、78 例 x3 ポイント(治療前・

day	 1・day	 8)の検体採取が終了した。臨床試験は順調に進行している。	 

2）血中サイトカイン研究	 

モルヒネ受容体はケモカイン・サイトカイン受容体と交互作用することは広く知られて

いるが、モルヒネ治療に関する臨床試験で血中サイトカインをバイオマーカーとして検討

した報告はない。我々は国内外で初めて 26 種類の主要なサイトカインの測定とモルヒネ治

療予後との関連について Multiplex	 immunoassay	 system を用いて検討した。対象は初回モ

ルヒネ治療を受ける 50 例の担癌患者で、治療前および治療後の血漿のサイトカイン濃度測

定を行った。治療前後変化の検討では、Macrophage	 inflammatory	 protein	 1α(MIP-1α)

が治療後に有意に減少した(p=0.03)。一方、興味深いことに治療前血漿を用いた検討では、

IL-8,	 IL-12	 (p40),	 IL-12	 (p70),	 MIP-1α,	 MIP-1β の血中濃度は、高容量のモルヒネ必

要群で有意に低い結果が得られた。現在検証の臨床試験が進行中であるが、治療前の採血

によりモルヒネ治療抵抗性が予測できる可能性が示された	 (Anticancer	 Research,	 in	 

press)。	 

3）マイクロアレイ研究	 

モルヒネのシグナル伝達系は近年分子生物学的に明らかになってきており、末梢血白血

球を代替組織とした薬力学的バイオマーカー研究が期待されている。我々はモルヒネ治療

前後の末梢血白血球（10 例/20 サンプル）に対するマイクロアレイを用いた遺伝子発現解

析および 50 例の血中モルヒネ濃度の測定を行った。その結果モルヒネ受容体(OPRM1)の活

性を大きく制御する arrestin	 beta	 1	 (ARRB1)が治療後に有意に減少することを明らかにし

た。この ARRB1の結果は独立サンプルへの定量的 PCR でも再現性が確認され(p=0.003)、血

漿モルヒネ濃度と逆相関することが明らかとなった。この結果から ARRB1 は、個人のモル

ヒネ治療の細胞反応性を反映した薬力学的効果をモニターできるバイオマーカーとなり得

る可能性が示唆された	 (論文投稿中)。	 

4）モルヒネ関連遺伝子の遺伝子多型研究	 

50 例の症例を対象にオピオイド受容体シグナルに関連する遺伝子の SNP として、opioid	 

receptor	 mu	 1,	 OPRM1,118A>G と catechol-O-methyltransferase	 COMT,472G>A の SNP を検

討した。OPRM1,118A>G とモルヒネ必要量、疼痛の改善、および血中モルヒネ濃度との相関



は見られなかった。しかしながら COMT	 472	 A/A 遺伝子型症例では、それ以外の症例と比べ

てモルヒネ必要量と血中モルヒネ濃度が有意に低いことを示した(p=0.008	 および p=0.03)。

この SNP については、モルヒネ治療抵抗性の有望な予測マーカーとなり得ると考えられる。	 

一方、モルヒネ関連遺伝子の遺伝子多型については、Affymetrix 社 DMETchip を用いて、

225遺伝子上の1,936個の主要薬物代謝マーカーの解析を実施している。現在DMETchipは、

20 症例の測定が終了し、現在解析を行っている。	 

	 

2.	 前年度までの研究成果	 

1）倫理委員会承認と前向き臨床試験の開始	 

本研究のプロトコール「研究名:	 がん性疼痛へのモルヒネ治療に対する治療効果および

薬力学的効果に関する探索的研究」を近畿大学医学部・近畿大学医学部堺病院の 2 施設の

倫理委員会に提出し、承認を得た（平成 21 年 6 月 5 日承認）。研究の臨床試験は H21 年 6

月 6 日から近畿大学医学部腫瘍内科・近畿大学医学部堺病院の 2 施設において開始された。	 

2）マイクロアレイの最適化	 

モルヒネの薬力学的効果を反映するバイオマーカーを特定するため、末梢血白血球を代

替組織としてマイクロアレイ測定用の質の高い RNA 抽出方法を確立した。具体的には、全

血を PAXgene	 RNA 採血管を用いて採取・保存し、GLOBINclear™	 Kit を用いて Globin	 mRNA

の除去を検討した。上記の方法で質の良いマイクロアレイ解析が可能なことを確認した。	 

3）血中サイトカイン測定	 

Multiplex	 immunoassay	 system を用いた臨床検体の測定は、すでに 3 報 	 (Lung	 

Cancer.2005,	 Cancer	 Sci.	 2010,	 Clin	 Cancer	 Res.	 2010)	 報告しており、最適化は終了

した。	 

4）モルヒネ関連遺伝子の遺伝子多型	 

オピオイド受容体シグナルに関連する遺伝子に対して、既知の SNP として OPRM1、COMT

を検討した。通常使用される direct	 sequence 法を用い、シークエンス機器で塩基配列を

同定する。最適化は終了した。	 

	 

3.	 研究成果の意義及び今後の発展性	 

血中サイトカイン測定については、治療前の採血により IL-8,	 IL-12	 (p40),	 IL-12	 (p70),	 

MIP-1α,	 MIP-1β の血中濃度を測定することでモルヒネ治療抵抗性が予測できる可能性が

示された。現在検証の臨床試験を進めている。一方、マイクロアレイ測定においては、モ

ルヒネ治療の個人の細胞反応性を反映した薬力学的バイオマーカーと考えられる ARRB1 を

特定した。この遺伝子は測定が煩雑な血中モルヒネ濃度以外の新しい薬力学的バイオマー

カーとして有用な可能性がある。COMT472	 A/A 遺伝子型において、モルヒネ必要量と血中モ

ルヒネ濃度は、有意に低いことを示した。この SNP については、モルヒネ治療抵抗性の有

望な予測マーカーとなり得ると考えられる。1,936 個の主要薬物代謝マーカーの解析につい



ては近日中に解析が終了する見込みである。	 

来年度は血中サイトカイン、ARRB1、SNP 解析の最終解析後に、生物統計家によりすべて

のデータを動員した実測可能なオピオイド薬理学的効果予測システム ORPS	 (Opioid	 

treatment	 Response	 Prediction	 System)の開発を予定している。本研究で得られるモルヒ

ネに対する薬理学的な研究基盤を基に、モルヒネ疼痛緩和困難症例の予知あるいは薬理学

的指標による治療モニタリングへの寄与など将来のがん性疼痛の個別化医療に貢献できる

と考える。また、心理テストと QOL 評価表についてもデータを集積しており検討する。	 

	 

4.	 倫理面への配慮	 

本研究による身体的な危険性は採血のみでありきわめて少ない。本研究では、検体提供者

に登録前に同意説明文書・同意書に基づき、本研究の意義、目的、方法、予測される結果

や不利益について説明し、文書により自由意思による検体提供者の同意を得ている。本研

究のプロトコール「研究名:	 がん性疼痛へのモルヒネ治療に対する治療効果および薬力学

的効果に関する探索的研究」は近畿大学医学部・近畿大学医学部堺病院の 2 施設の倫理委

員会で承認を得ている（平成 21 年 6 月 5 日承認）。本研究に用いるゲノム DNA 遺伝子多型

の検出はモルヒネの代謝および薬理作用に関連した遺伝子のみに制限して解析を行う。個

人情報は個人情報管理者により連結可能匿名化され、厳重に管理されている。連結した遺

伝子情報が第三者に渡ることはない。本研究では、3 省合同「ヒトゲノム・遺伝子解析研究

に関する倫理指針」を遵守する。各臨床試験の実施にあたっては「ヘルシンキ宣言」「臨床

試験に関する倫理指針」「個人情報保護法」「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指

針」など関連の指針や法律・省令・告示等に従う。	 
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