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1.	 本年度の研究成果	 

(1)	 前向き臨床試験の実施	 

3年間で予定通り前期臨床試験50症例および後期臨床試験50症例の計100症例の登録と、

100 例 x	 3 ポイント(治療前・Day	 1・Day	 8)の検体採取がすべて終了した。	 

(2)	 SNPs 解析	 (DMET チップ)	 

モルヒネ薬物代謝の代謝経路にフォーカスを絞った SNPs 解析を行うために、Affymetrix

社の DMET チップ（薬物代謝関連 231 遺伝子上の 1936 個の SNPs を対象）を用いて SNPs と

モルヒネ治療効果との相関解析を行った。Day	 1 のモルヒネ必要量に有意に	 (p<0.05)	 関連

する SNPs を 17 個特定した。その中で疼痛の個人差に関連することが知られている SNP	 で

ある COMT-V108M	 (rs4680,	 p=0.02)	 は、本研究で既に direct	 sequence 法により報告した

SNP で、DMET チップでも再現性が確認された。Day	 8 のモルヒネ必要量に関連する SNPs は

16 個特定され、モルヒネを N 脱メチル化する CYP3A4	 (rs2242480,	 p=0.03)	 、活性は弱い

がモルヒネをグルクロン酸抱合する UGT1A3	 (rs7574296,	 p=0.04)	 の SNPs が選択されてい

た。Day	 1 の治療後の疼痛スコアにおいては、COMT-V108M	 (rs4680)	 が有意であった。一方、

興味深いことにモルヒネの「眠気」の有害事象出現に関連する解析においては、モルヒネ

を基質とすることトランスポーターである ABCC3/MRP3	 (rs4148416,	 p=0.0002)、ABCB1/MDR1	 

(rs2235013,	 rs2235033,	 rs1128503,	 rs10276036,	 p=0.02)などが同定された。まとめると、

今回特定された COMT,	 CYP3A4,	 UGT1A3,	 ABCC3,	 ABCB1 のモルヒネ薬物代謝関連 SNPs は、

COMT以外は新規のモルヒネ効果予測バイオマーカーの候補 SNPs であることが示された。こ

の結果は前期臨床試験 50 症例に基づくものであり、検証症例である独立した後期臨床試験

50 症例で結果を検証する予定である。	 

(3)	 後期臨床試験に対する 26 サイトカイン解析	 

	 前期臨床試験と同じ方法で 26 分子の血中サイトカイン測定研究の検証を行った。独立し

た後期臨床試験において、評価可能な 49 症例を対象にした。モルヒネ治療前後変化の検討

では、3 分子が治療後に有意に変動した。治療前血漿を試料とするモルヒネ必要量に対する

検討では、6 分子（IL-8,	 G-CSF,	 IL-1α,	 IL-6,	 IL-10,	 IP-10）の血中濃度が高容量のモ

ルヒネ必要群で有意に低い結果が得られた。いくつかの分子は前回との結果に再現性が得

られている。血中サイトカイン評価は、採血によるモルヒネ必要量の新しい予測方法とし

て有望な結果と考えられる。	 

	 



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)	 血中サイトカイン測定	 

	 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	 

ELISA	 system を用いて検討した。治療前後変化の検討では、MIP-1α が治療後に有意に減

少した。一方、興味深いことに治療前血漿を用いた検討では、IL-8 等の 5 分子の血中濃度

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。国内外で初めて治療前の採血

によりモルヒネ治療抵抗性が予測できる可能性を報告した(Anticancer	 Research.	 2011)。	 

(3)	 マイクロアレイ研究	 

我々は現在までに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の検討を行っ

ている	 (Biol	 Pharm	 Bull.	 2011)	 。マイクロアレイを用いた遺伝子発現解析により、モル

ヒネ受容体(OPRM1)の活性を大きく制御する分子である 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を報告した	 (Oncol	 Rep.	 2012)	 。	 

(4)	 モルヒネ関連遺伝子の遺伝子多型研究	 

OPRM1	 (opioid	 receptor	 mu	 1)	 118A>G と COMT	 (catechol-O-methyltransferase)	 472G>A

の SNP を direct	 sequence 法を用いて検討した。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

得る可能性を報告した	 (Oncol	 Rep.	 2012)	 。	 

	 

3.	 研究成果の意義及び今後の発展性	 

採血による非侵襲的な方法でモルヒネ治療の薬理学的効果予測を臨床応用するために、

前向き臨床試験において血中サイトカイン、末梢血白血球のマイクロアレイ、SNP 解析等を

多角的に行い、新規の有望な候補因子を多数特定した。血中サイトカイン測定については、

治療前の採血により血中サイトカイン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。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。この遺伝子の発現

変化はモルヒネ特異的な薬力学的バイオマーカーとして有用な可能性がある。COMT	 472	 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。

薬物代謝関連 SNPs 解析	 (DMET チップ)については COMT,	 CYP3A4,	 UGT1A3,	 ABCC3,	 ABCB1の

モルヒネ薬物代謝関連 SNPs が効果予測に有効な可能性を示した。	 

終的にはこれらのデータの再現性を検証し、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)の開発を行う。具体的に

はモルヒネ治療前の数種類のサイトカイン濃度および薬物代謝関連 SNPs を組み合わせて治

療効果予測を行う。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。	 

	 

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、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、関連の指針や法律・

省令・告示等に従い、遵守する。	 
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