
 

主論文の要旨 

 

 
 

Peripheral blood cell-free DNA is an alternative 
tumor DNA source reflecting disease status in 

myelodysplastic syndromes 
 

末梢血無細胞遊離 DNA は骨髄異形成症候群において 

病勢を反映する腫瘍由来代替 DNA 源となる 
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【緒言】 

近年、骨髄異形成症候群（MDS）において、種々の遺伝子異常が報告され、MDS

の発症や病勢進行に深く関わっていることが推測されている。一般に MDS の診断や

遺伝子異常の検出は、骨髄穿刺によって得られる骨髄細胞を用いてなされるが、病勢

進行や治療効果を把握するために頻回に骨髄検査を行うことは患者への負担が大きく

困難である。近年、特に固形がん領域においては、血漿・血清中に存在する末梢血無

細胞遊離 DNA（peripheral blood cell-free DNA; PBcfDNA）を用いた遺伝子変異解

析が報告され、疾患の診断のみならず再発などの経時的変化の検出に応用可能なもの

として解析が進められている。これまでに我々は、PBcfDNA は骨髄細胞や末梢血単

核球よりも鋭敏に腫瘍ゲノム・エピゲノム解析が施行できる可能性を示してきたが、

MDS における PBcfDNA の質的な特徴、採取可能量、患者ごとの病態や臨床検査値と

の関連など、基礎的情報については未だ不十分であった。本研究では、PBcfDNA の

性状、特性、臨床検査値との関連などの基礎的情報について解析を行った。また、MDS

における遺伝子変異解析、病勢進行の検出などにおいて、PBcfDNA が有用であるか

どうかを確認し、PBcfDNA が骨髄細胞に代わる腫瘍 DNA 源となりうるかどうかにつ

いて検討を行った。 

 

【方法と結果】 

当院で診断され、同意を得た MDS 症例 33 例 34 検体（急性骨髄性白血病（AML）

へ進行した 7 例を含む）より、骨髄細胞、血漿、血清、末梢血単核球を採取し、それ

ぞれから全 DNA を採取した。MDS 患者および正常人より採取された PBcfDNA をア

ガロースゲル電気泳動で確認したところ、PBcfDNA はアガロースゲル内で規則正し

くラダー状に認められた。一番下位のバンドサイズは 150-170bp 程度であり、またそ

れより上位に位置するバンドのサイズはその倍数となっていることが確認され、

PBcfDNA は末梢血中にヌクレオソーム構造を一部に残しながら断片化されて存在す

ることが示唆された（figure not shown）。 

ゲルイメージングソフトウェアを用いて PBcfDNA 濃度を測定したところ、症例ご

とに、濃度が異なることが示された。そこで PBcfDNA 濃度と臨床検査値、国際予後

予測スコア分類（International Prognostic Scoring System; IPSS）、臨床情報との関

連性について検討した。MDS における PBcfDNA 濃度は、正常人コントロールに比べ

て有意に高く（Fig. 1a）、血漿由来 PBcfDNA 濃度は血清由来 PBcfDNA 濃度との間

に有意な相関を認め、血漿由来 PBcfDNA 濃度は血清由来 PBcfDNA 濃度に比べて濃

度が高い傾向が確認された（Fig. 1b）。IPSS スコアの高い症例（Int-2 および High）

における PBcfDNA 濃度は、低い症例（Low および Int-1）に比べて有意に高いこと

が示された（Fig. 1c）。また、臨床検査値との関連についての解析では（Fig. 2 a~h）、

血漿および血清由来 PBcfDNA はいずれも血清 LDH 値、末梢血芽球数と有意に相関

することが確認された（Fig. 2a, e）。MDS は無効造血を特徴とすることから、

PBcfDNA はより脆弱な芽球由来である可能性が推測され、MDS において病勢を反映
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する新たなバイオマーカーとして有用である可能性が示唆された。 

 次に、PBcfDNA を用いて遺伝子変異解析を行った。まずダイレクトシークエンス

を施行するために PCR プライマーの 適化を行った。PBcfDNA をテンプレートとし

て、324bp および 161bp を産物とする PCR プライマーセットを用いて U2AF1 遺伝

子標的とした PCR を行ったところ、161bp を増幅するプライマーセットにおいてよ

り PCR 効率がよいことが示された（Fig. 3）。この結果をもとに、ダイレクトシーク

エンスに用いる PCR プライマーセットをおよそ 160bp 程度に設定した。 

これらの条件のもと、骨髄由来ゲノム DNA で検出された遺伝子変異が PBcfDNA

においても検出されるかどうか Sanger sequencing において検討を行った。その結果、

骨髄検体で検出されたほとんどの遺伝子変異が、PBcfDNA においても同様に検出可

能であった（Table 1）。一回の遺伝子解析において PBcfDNA 1ng は十分量と考えら

れた。また、Illumina 社 Miseq を用いて、数十の遺伝子を解析対象とした Targeted 

sequencing を行った。一回の解析において必要とされる PBcfDNA 量は 50ng であり、

骨髄検体で検出された変異と同様の変異が PBcfDNA でも検出された（Table 1）。 

さらに、同一患者から経時的に採取した検体を用いて、MDS における病勢を把握

する上での PBcfDNA の有用性を確認した。DNA メチル化酵素阻害薬であるアザシチ

ジン治療後、臍帯血移植（CBT）を行った MDS-RAEB2 患者から骨髄および末梢血

検体を経時的に採取し遺伝子変異解析を行った（Fig. 4a）。CBT 施行前の骨髄細胞由

来ゲノム DNA において、U2AF1 と SETBP1 変異が検出されたが、同様の変異は同

時期に採取された PBcfDNA においても確認された（Fig. 4b, c）。アザシチジン投与

後、芽球の減少を認めたが、腫瘍熱と思われる発熱や LDH 値の上昇など、臨床症状

の悪化に伴い PBcfDNA 濃度の上昇を認めた。CBT 後、寛解期において骨髄、末梢血

単核球 DNA、PBcfDNA いずれにおいても変異は確認されなかった（Fig. 4b, c）。こ

れらの結果より、PBcfDNA 濃度は、骨髄芽球割合よりもより病勢を反映するもので

ある可能性が示唆され、これらを経時的に検討することで病勢進行をより早く検出で

きる可能性が示唆された。また、この症例において、CDKN2A の SNP が骨髄、末梢

血単核球 DNA、PBcfDNA、germ line 細胞においてのいずれにおいても認められた

が、CBT 後の骨髄、末梢血単核球 DNA、PBcfDNA においてはこの多型は検出されず、

CBT 後の PBcfDNA は主にドナー血球細胞由来であることが示唆された（Fig. 4d）。 

 

【考察】 

 PBcfDNA 濃度は、末梢血芽球数、LDH 値、IPSS 高リスク群と有意な相関を認め

た。MDS は無効造血を特徴としており、PBcfDNA がより脆弱な芽球由来である可能

性が示唆された。骨髄細胞由来ゲノム DNA において確認された MDS 特有の遺伝子

変異が PBcfDNA においても確認され、PBcfDNA が MDS 腫瘍細胞由来の DNA を含

むことが示された。PBcfDNA 濃度の方が、骨髄芽球割合よりもより病勢を反映する

と思われる症例を認め、PBcfDNA 濃度を経時的に検討することで病勢進行をより早

く検出でき、MDS において病勢を反映する新たなバイオマーカーとして有用である 
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可能性が示唆された。 

 

【結語】 

・MDS において PBcfDNA 濃度は病勢を反映する新たなバイオマーカーとなり得る

ことが示唆された。 

・PBcfDNA はより脆弱な MDS 細胞由来である可能性が示唆された。 

・PBcfDNA は MDS 腫瘍細胞由来のゲノム DNA を得るために、より安全で簡便な

代替法となり得ることが示唆された。 
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