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膵管内乳頭粘液性腫瘍患者における血液型と発癌リスク：
膵癌全体と分子病理学的に分類されたサブタイプ別の検討
東京大学医学部附属病院
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田

毅

た 1 ）。ABO 遺伝子の変異が膵発癌と関連すると

旨

いう報告がされ、疫学的な知見を裏付ける分子

ABO 血液型は膵癌を含む様々な癌腫の発症と

的エビデンスとなっている。

関連すると報告されている。これまでに、膵管

膵癌は難治癌の代表であり、生存予後改善に

内乳頭粘液性腫瘍（IPMN, intraductal papillary

は早期診断、そのためには危険因子の解明が必

mucinous neoplasm）患者における膵発癌と血

要 で あ る。 膵 管 内 乳 頭 粘 液 性 腫 瘍（IPMN,

液型の関連の検討はされていなかった。1994年

intraductal papillary mucinous neoplasm）は癌

から2019年の間に東京大学医学部附属病院で臨

へ進展することが知られているが、その進展速

床的に診断された、膵嚢胞3,164例から血液型

度は個々の病変でバリエーションがあり、進展

データが入手可能な IPMN1,815例を抽出し、血

する場合も速度が遅いことから、IPMN と診断

液型と膵発癌の関連を、膵癌全体をアウトカム

される多くの症例では、まずは経過観察を選択

として、次に分子病理学的に分類された膵癌サ

されることが多い 2 ）。経過観察中に主膵管拡張

ブタイプそれぞれをアウトカムとして検討した。

や壁在結節を認めた場合には、癌が併存する可

計11,518人年の研究期間中、97例の膵発癌を認

能性が高くなり、切除術が考慮される。しかし、

めた（IPMN 由来癌53例、通常型膵癌44例）
。血

IPMN における膵発癌に関する疫学的あるいは

液型 O 患者に対して、血液型 A、B、AB 患者は

遺伝的な危険因子は検討されていない。ABO 血

それぞれ、部分分布リスク比2.25（95% 信頼区

液型が IPMN 患者における膵発癌に関連してい

、2.09（1.08-4.05,
間、1.25-4.07, P = 0.007）

るのであれば、経過観察プログラムを調整する

P = 0.028）、1.17（0.43-3.19, P = 0.76）を有

のに役立つことから、今回の研究を計画した。

していた。血液型と膵発癌の関連に膵癌サブタ

また、IPMN における膵発癌には、分子病理学

イプによる差異は認めなかった。血液型 A ある

的に異なったサブタイプがあるため、それぞれ

いは B の IPMN 患者は膵発癌リスクが高く、慎

の発症に血液型がどう関連するかも検討した。

重な経過観察が必要である。
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ヒトにおいて、ABO 血液型（O、A、B、AB）

データベースから、1994年から2019年の間に診

は遺伝的に規定された因子であるが、様々な癌

断 さ れ た、 血 液 型 デ ー タ が 入 手 可 能 な

腫の発癌リスクとの関連が報告されている。疫

IPMN1,815例を選択した。除外基準は、 1 ) 膵

学研究により非 O 型の集団は O 型の集団と比較

癌の既往、 2 )IPMN 診断 6 ヶ月以内に IPMN が

して膵癌に罹患しやすいことが報告されてき

切除された症例、 3 )IPMN 診断 6 ヶ月以内に膵
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癌と診断された症例、4 ) 経過観察期間が IPMN

統計学的解析手法は以下の通り。全ての解析

診断 6 ヶ月以内の症例。東京大学倫理委員会の

は、SAS ソフトウェアを使用し、有意差水準に

承認を得て行った。日常診療では、IPMN 患者

は0.05を使用した。膵発癌を伴わない死亡、膵

は 6 -12ヶ月毎に外来を受診し、理学所見、腫瘍

癌サブタイプ解析においては解析対象以外の膵

マーカーを含む血液検査を受け、腹部画像検査

癌サブタイプ発症を競合リスクとして設定した

（超音波、CT、MRI、あるいは超音波内視鏡）

競合リスク解析で累積発症率を推定し、部分分

を受けている。画像所見で膵発癌が示唆された

布ハザード比を計算した。多変量比例ハザード

場合は、内視鏡的逆行性胆管膵管造影あるいは

モデルでは、年齢、性別、IPMN 診断年、CEA

超音波内視鏡下穿刺術で病理学的診断を試み

値、CA19-9値、IPMN 部位、主膵管径、IPMN

た。外科的切除術が施行された場合は、最終診

の大きさと数を調整した。P = 0.05を閾値とし

断は切除検体の病理学的評価で行った。病理学

た変数減少法で最終モデルでの使用変数を選定

的評価が行える検体がない場合は、腫瘍マー

した。膵癌サブタイプ解析では、SASのsubtype

カー・画像経過などを考慮し総合的臨床的に診

マクロを使用して、血液型と膵発癌の関連に膵

断した。

癌サブタイプによる差異を検討した。

電子カルテから、ABO 血液型データ（O、A、
B、AB）を得た。測定されていない場合、患者

Ⅳ

の自己申告の ABO 血液型データも使用した。

結

果

1,815例全体で、血液型は、O 型495人（27%）
、

膵癌サブタイプとして、IPMN 由来癌と通常

A 型770人（42%）
、B 型356人（20%）
、AB 型194

型膵癌を検討した。前者は通常 IPMN 病変部か
ら腫瘤を形成する形態で発癌し、後者は IPMN

人（11%）であった。主膵管径は中央値2.0mm

とは距離を保った形で発癌する。分類は、画

（範囲：0.4-20.0mm）、IPMN の大きさは中央

像・病理所見において、IPMN と膵癌がそれぞ

値13mm（範囲：2-74mm）であった。69例の外

れ、連続しているか、非連続であるかで判定す

科的切除例の最終診断は、IPMN 由来癌56例、

るが、時に判定が難しい。この判定をより正確

IPMN with low-grade dysplasia12例、非腫瘍性

にする目的で、我々は判定が難しい症例におい

嚢胞 1 例であった。

て、遺伝子解析を行うことでサブタイピングを

計11,518人年の研究期間中（経過観察期間中

試みた。ホルマリン固定パラフィン包埋された

央値5.2年、範囲：0.5-23.2年）、97例の膵発癌

病理組織ブロックからスライドを作成し、同一

を認めた（IPMN 由来癌53例、通常型膵癌44例）
。

症例の IPMN 部と膵癌部のマイクロダイ

血液型 O 患者に対して、血液型 A、B、AB 患者

セ ク シ ョ ン を 行 い、DNA を 抽 出 し た。PCR

はそれぞれ、部分分布リスク比2.25（95% 信頼

（polymerase chain reaction）とパイロシークエ

、2.09（1.08-4.05,
区間、1.25-4.07, P = 0.007）

ン ス で GNAS お よ び KRAS 変 異 を 評 価 し た。

P = 0.028）、1.17（0.43-3.19, P = 0.76）を有

GNAS 変異は、IPMN に特異的と報告されてお

し、A 型あるいは B 型で O 型と比較して有意に

り、GNAS 変異がある場合は、IPMN 由来癌と

リスクが高い結果であった（表 1 ）
。非 O 型と O

判定した。その他、IPMN 部と膵癌部のKRAS

型で比較すると、部分分布リスク比2.02（95%

変異プロファイルが同じである場合は、IPMN

信頼区間、1.15-3.55）であった。累積発症率の

由来癌を示唆、そうでない場合は、通常型膵癌

グラフを図 1 に示す。膵癌サブタイプ別の発症

を示唆するとして、その他の画像・病理学的評

リスクの解析では、O 型に対して非 O 型で見ら

価を総合して判定した。

れたリスク上昇は、IPMN 由来癌と通常型膵癌
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の間で差異を認めなかった（P heterogeneity = 0.65、

を図 2 に示す。

表1）
。膵癌サブタイプ別の累積発症率のグラフ

表１

膵管内乳頭粘液性腫瘍患者における血液型と発癌リスク：膵癌全体とサブタイプ別
血液型
O
495
3,135

A
770
4,845

B
356
2,256

AB
194
1,281

19
1（対照）
1（対照）

47
1.92 (1.07-3.45)
2.25 (1.25-4.07)

21
1.94 (1.00-3.76)
2.09 (1.08-4.05)

10
1.34 (0.57-3.15)
1.17 (0.43-3.19)

12
1（対照）
1（対照）

26
1.80 (0.84-3.86)
1.85 (0.87-3.96)

10
1.52 (0.62-3.72)
1.57 (0.62-3.97)

5
1.11 (0.34-3.62)
0.92 (0.23-3.60)

1（対照）
7
1（対照）
7
1（対照）
1（対照）

1.85 (0.87-3.96)
21
2.05 (0.82-5.12)
21
2.22
2.05 (0.88-5.57)
(0.82-5.12)

1.57 (0.62-3.97)
11
2.52 (0.93-6.82)
11
2.62
2.52 (0.97-7.05)
(0.93-6.82)

0.92 (0.23-3.60)
5
1.66 (0.47-5.84)
5
1.59
1.66 (0.43-5.83)
(0.47-5.84)

患者数
経過観察期間（人年）
膵癌全体
発症数
単変量ハザード比（95%信頼区間）
多変量ハザード比（95%信頼区間）
IPMN由来癌
発症数
単変量ハザード比（95%信頼区間）
多変量ハザード比（95%信頼区間）
通常型膵癌
多変量ハザード比（95%信頼区間）
発症数
通常型膵癌
単変量ハザード比（95%信頼区間）
発症数
多変量ハザード比（95%信頼区間）
単変量ハザード比（95%信頼区間）
P多変量ハザード比（95%信頼区間）
heterogeneity = 0.65
Pheterogeneity = 0.65

2.22 (0.88-5.57)

1（対照）

2.62 (0.97-7.05)

1.59 (0.43-5.83)

2：画像・病理所見と分子学的データを考慮した IPMN 由来癌と通常型膵癌の鑑
表２ 表
画像・病理所見と分子学的データを考慮したIPMN由来癌と通常型膵癌の鑑別
別
IPMN と膵癌の連続性

遺伝子プロファイル
IPMN
膵癌
GNAS
KRAS
GNAS
KRAS
R201C
G12D
WT
WT
R201C
G12D
R201C
G12D
WT
WT
R201C
WT
R201C
WT
WT
WT
R201C
WT
WT
WT
R201C
WT
R201C
G13D
WT
R201C
G12A
G12V
WT
G12A
WT
G12V
R201C
WT
R201C
G12V
R201C
G12V
WT
G12V
WT
WT
WT
G12V
WT
G12V
R201C
G12D
WT
WT
R201C
G12V
WT
WT
G12V
R201C
WT
WT
WT
WT
WT
G12D

画像所見

病理所見

連続

連続

IPMN 由来癌

隣接

連続

3

IPMN 由来癌

隣接

非連続

4
5

IPMN 由来癌
IPMN 由来癌

連続
隣接

連続
連続

6

IPMN 由来癌

隣接

判定不能

7
8
9
10

IPMN 由来癌
通常型膵癌
通常型膵癌
通常型膵癌

隣接
隣接
隣接
非連続

連続
非連続
非連続
非連続

11

通常型膵癌

非連続

非連続

12

通常型膵癌

非連続

非連続

WT

G12R

13

通常型膵癌

隣接

非連続

WT

WT

症例
1

最終診断
IPMN 由来癌

2

5

WT, wild type.
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R201C
R201C
R201C
WT
WT
WT

WT
WT
WT
G13C
WT
WT
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膵癌発症のリスクにおいて、血液型と主な

O 型患者に対して、 5 mm 以上の主膵管拡張の

IPMN の 特 徴（ 主 膵 管 径、IPMN の 大 き さ、

ある非 O 型患者は、部分分布リスク比9.93（95%

IPMN の数）の間で統計学的な交互作用は認め

信頼区間、4.28-23.1）を有していた。

。主膵管拡張のない
なかった（P interaction > 0.39）

図１
膵管内乳頭粘液性腫瘍患者における膵癌全体の累積発症率

図２
膵管内乳頭粘液性腫瘍患者における膵癌サブタイプそれぞれの累積発症率
（A：IPMN由来癌、B：通常型膵癌）
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Ⅴ

考

の変異を評価することで IPMN 由来癌と通常型

察

膵癌の精度の高い分類を行った。そして、異な

本研究において、ABO 血液型は IPMN 患者に

る膵発癌経路を考慮して、血液型と膵発癌の関

おける膵発癌に関連しており、IPMN 患者を膵

連が膵癌サブタイプによりどう異なるかを検討

発癌リスクの点で層別化する際に血液型がバイ

した。結果、統計学的に有意なサブタイプによ

オマーカーになり得る可能性が示唆された。特

る差異を認めず、血液型抗原は IPMN 由来癌と

に、以前から膵発癌と関連が報告されている主

通常型膵癌の発症に同様に関連することが示唆

膵管拡張を伴った症例で非 O 型であった場合、

された。この点については、基礎的な検証が望

主膵管拡張がない O 型患者よりも平均して約10

まれる。

倍の膵発癌リスクの上昇が見られた。

本研究には特筆すべき特徴がある。まず、25

一般のヒト集団において、非 O 型は O 型と比

年に及ぶ長期経過観察を行っている大規模臨床

較して膵癌に罹患しやすいという疫学研究に加

コホートを使用した点である。IPMN 経過観察

え 1 ）、ジェノタイピングから推定された ABO 血

中に指摘された100例近くの膵発癌を検討してい

液型（OO、AO、AA、BO、BB あるいは AB）

るが、この症例数は世界最大規模であり、精度

で検討した場合には、非 O 型のアレルが増加す

の高い膵発癌リスクの推定が行えた。次に、分

るに従い、膵発癌リスクが増加することも分かっ

子病理学的解析を併用したことで、膵癌サブタ

てきた。さらには、A 型を規定するアレルの中

イプの分類を精度高く行えたと考える。最後に、

でも、赤血球表面の血液型抗原の形成を触媒す

最も特徴的な点として、分子病理疫学（MPE,

る糖転移酵素の高活性に関連するアレルがより

molecular pathological epidemiology）アプロー

膵癌リスクを上昇させることが分かってきた。

チを使用した点が挙げられる。分子病理学と疫

以上が、血液型と膵発癌の関連に対する生物学

学の統合分野である分子病理疫学では、疫学コ

的なエビデンスであるが、これらは健常者から

ホートに基づいた解析に、分子病理学的な疾患

の膵発癌に関するものであり、今回得られた

サブタイピングを融合させることで、疫学的因

IPMN 患者での膵発癌における血液型の役割に

子と発症リスクを個々の疾患サブタイプ別に検

関するエビデンスについても、同様の基礎的な

討し、発症の病態に対するエビデンスを提供す

検証が必要である。

る解析手法である 3 ）。

本研究では、分子病理学的マーカーを使用し
て、膵癌をサブタイプ別に検討した。IPMN 患

Ⅵ

者における膵発癌には主に、 2 つの分子的に異

結

語

なる経路がある。つまり、IPMN 由来癌と IPMN

血液型 A あるいは B の IPMN 患者は膵発癌リ

合併通常型膵癌である。通常型膵癌の発症に関

スクが高く、慎重な経過観察が必要である。血

、
連する遺伝子変異は、KRAS 、CDKN2A（p16 ）

液型は診断時に既に測定されている、測定され

TP53 （p53 ）、SMAD4 の変異であり、これらの

ていなくても容易に測定可能なバイオマーカー

遺伝子変異は IPMN においても低頻度で認めら

であり、IPMN 経過観察中の発癌リスクの推定

れる。IPMN 由来癌の発生に特徴的な遺伝子変

精度を向上させ、経過観察プランを個別化する

異として、GNAS とRNF43 の変異がある。特に

のに役立つ情報となり得る。

GNAS 変異は、IPMN 及び IPMN 由来癌に極め

本研究成果は、英語論文として投稿中である。

て特異的に変異が見られ、通常型膵癌では稀に
しか見られない。本研究では、KRAS とGNAS
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