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要旨：大腸腺腫の切除は大腸癌による死亡率低下のためには効果的な戦略である。しかし癌に進展する腺腫は少

数で、過剰な腺腫の切除は過剰治療に繋がりうる。臨床的に癌化しうる腺腫の１つの指標、前駆病変として

Advanced adenoma がある（1cm より大きい、かつ/または絨毛成分を伴う、かつ/または高グレード）。 
しかしAdvanced adenomaの癌化の研究ではこれらの特徴のみでは癌化の予測因子ではないことが示唆された。 
また Advanced adenoma は腺腫から癌へ進展する分子異常の言及がない。一方大腸癌発生の 85%は染色体不安

定性変化によるものである。腺腫から癌への進展には非ランダムな染色体不安定変化が重要な役割を担う。8q, 
13q, 20q の Gain, 8p, 15q, 17p, 18q の LOH の７つの染色体コピー数変化は colorectal cancer associated events 
(CAEs)とされている。CAEs の７個中２個以上あれば 78％の感度で癌化しうる腺腫と non malignant adenoma
を区別できる (Hermsen M, et al. Gastroenterology 2002; 123: 1109-1119). 
CAEs を２個以上持つものを High risk adenoma (HRA)と定義した（既報では Advanced adenoma のうち

23-36%が HRA に分類された）。 
本研究の目標は DNA, RNA, およびタンパクのレベルでの分子プロファイリングによって癌化しうるリスクが

低い腺腫 (low risk adenoma, LRA)と HRA の特徴、差異を明らかにすることとした。 
大腸癌 30 例(Stage I, 8 例; Stage II, 13 例; Stage III, 6 例; Stage IV, 3 例)、腺腫 30 例（全て 10mm より大きい

＝Advanced adenoma）、正常粘膜 18 例の凍結組織検体を用いた。 
低カバレッジ Whole genome sequence で DNA コピー数変化解析、 RNA-seq, タンデム質量分析プロテオミク

スを施行した。(図１) 
DNA コピー数変化解析では 30 例の adenoma のうち MSI を示すもの, CAE 1 個のもの, not available を示した

ものを除外すると LRA 15 例 (いずれも CAE 0 個)、HRA 9 例であった。LRA と HRA と間では大きさ、異型度、

組織型に有意差はなかった（S 図１）。 
RNA seq やタンデム質量分析プロテオミクスを施行し、LRA と HRA 間で差異のある遺伝子の発現分析を行う

と HRA で発現が高い 298 遺伝子と低い 125 遺伝子が明らかとなった。腺腫間の全体的な違いをさらに検討する

ために LRA と HRA の発現の違いに基づいてランクづけされた遺伝子とタンパクのリストに対して molecular 
signature data base を用いて Gene Set Enrichment Analysis (GSEA)を施行した。RNA およびタンパク発現レ

ベルで HRA でより LRA に比してより顕著であったプロセスは proliferation, immune response, stroma 
development であった。（図２） 
腺腫間、腺腫-癌間での GSEA グループレベルの違いを明らかにするために特徴的な遺伝子セットを用いて RNA
レベルでの single sample GSEA を施行した。LRA, HRA 間で 7 つの遺伝子セットで有意差を見た（図３）。６

個のセットで LRA から癌になるにつれて右肩上がりに上昇傾向をみた。（Notch signal, ヘッジホッグシグナル、

EMT など図３参照）。 
染色体コピー数変化の遺伝子量効果発現を明らかにするために腺腫・癌について DNA コピー数変化、RNA, タ
ンパク発現についてペアワイズ相関分析(DNA vs RNA; RNA vs protein, protein vs DNA)を行った。 
腺腫では DNA コピー数変化、RNA, タンパク発現の比較から 10 遺伝子が正の相関関係を示した（１番染色体

４個、5 番染色体 1 個, ８番染色体 2 個、２０番染色体３個）。HRA は CAE に特徴づけられており初期の癌化

ドライバー遺伝子は CAE で定義された染色体上にのっていると考えられた (Supplementary Table 9)。 
８番の３個は HRA において Gain や LOH がみられたもの、LRA の方が高かったものがあって除外。１番は CAE
ではないので除外。２０番遺伝子にある EIF6 (20q11.22), POFUT1 (20q11.21), RPRD1B (20q11.23)の３つが生

き残り、いずれも HRA で Gain していた。これら３つの遺伝子は３つとも DNA コピー数、RNA およびタンパ

ク発現については正常粘膜から LRA, HRA, 癌になるにつれて上昇傾向をみた。EIF6, POFUT1, RPRD1B は大

腸癌におけるペアワイズ相関分析でも正の相関関係を認め（92 遺伝子で正の相関）、HRA が癌化する初期のド

ライバー遺伝子である可能性が示唆された（図 1, 5） 
 
 
 



Validation study 
正常粘膜、LRA, HRA, 癌について EIF6 , POFUT1 , RPRD1B のタンパク発現が右肩上がりに増加していくか

を検証するために免疫組織化学を遺伝子解析に用いた同様のサンプルの Tissue micro array をもちいてその発

現を検証した.その後オルガノイドも用いて検証を行った。 
 

Human Protein Atlas25 のデータから IHC で測定した EIF6 の発現が正常な結腸組織ですでに高く、腺腫や癌での

EIF6 タンパク質発現の増加を検討する余地がほとんどないため除外した。 

 
RPRD1B は上皮細胞の核で陽性を示したが図 5c の通り分子プロファイリングでも HRA や癌でタンパク発現の

増加を示したが、免染では LRA や正常粘膜でも数例で強陽性像を示した（S 図１１）。そのため RPRD1B にお

ける発現スコアは LRA と HRA 間で有意差はみなかった。 
 
POFUT1 は上皮細胞の細胞質に陽性を示し、右肩上がりに発現は漸増していった (図 6)。 
LRA vs HRA; LRA vs HRA&癌; 正常＆LRA vs HRA＆癌で有意差をみた。 
POFUT1 発現は adenoma 間においては異型度が高いと陽性率も高かった 
 
既報にて POFUT1 低下は Notch シグナルの不活化により増殖性上皮細胞の杯細胞への分化に役割を果たすこと

が報告されていた。 
POFUT1 は、LRA および隣接する正常な結腸上皮と比較した場合、HRA および CRC で増幅および過剰発現する

ことが見出された。 POFUT1 の過剰発現は、TMA および患者由来の結腸直腸腺腫オルガノイドの免疫組織化学

的染色によって正常に検証され、POFUT1 が結腸直腸腺腫から癌腫への進行に役割を果たすことを示した。  

POFUT1 は、標準的な Notch シグナル伝達に必要なプロセスであるフコース基の付加を通じて Notch を活性化す

るフコシル化因子である。  

POFUT1 の過剰発現は、NOTCH1 シグナル伝達の活性化を介して、発癌活性を示し、その結果、増殖、浸潤、お

よび遊走に影響を与えることが示された。  

さらに、POFUT1 または Notch シグナル伝達の枯渇は、増殖細胞を杯細胞に変換することに関連していることが

報告されている。 
POFUT1 過剰発現による Notch シグナル伝達経路活性化が腺腫から癌への進行する潜在的なドライバーとなりう

ることが示唆された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Fresh-frozen tissue fragments of colorectal cancers (n = 30), colorectal adenomas (n = 30) and 

normal adjacent colon samples (n = 18) were used for low-coverage WGS, RNA-seq, tandem mass 

spectrometry proteomics and histology analysis.  

DNA copy number aberration identification and HRA and LRA stratification was performed using the 

low-coverage WGS data. RNA-seq and proteomics data were used for differential gene/protein expression 

analysis and GSEA. Additionally, single sample GSEA and ESTIMATE algorithm, which calculate the 

enrichment of stromal and immune gene signatures, were used on the RNA expression data set.  

Next, DNA copy number driven gene-dosage effect analysis was performed. Ninety-two and ten genes were 

identified to correlate in terms of DNA copy number, RNA and protein expression in CRCs and adenomas, 

respectively. Three genes, POFUT1, RPRD1B and EIF6, were overlapping between adenomas and cancers 

and were observed to be amplified and overexpressed in HRAs and CRCs. Validation of POFUT1 and 

RPRD1B by immunohistochemical staining was performed in TMAs of the formalin-fixed, 

paraffin-embedded tissue pieces and for POFUT1 also in full sections of patient-derived adenoma organoids. 

Additionally, goblet cell quantification was performed on the sections of colorectal adenomas and 

association with POFUT1 expression and risk of progression was identified.  

  



  

 

  
   

Supplementary Figure 1. Frequency plots of DNA copy number aberrations. low-risk adenomas (n=15), 

high- risk adenomas (n=9) and cancers (n=30)  

 

 

 

 



 
Figure 2 . Gene set enrichment 

analysis results in the 

differential analysis between 

HRA and LRA, on RNA and 

protein level, as measured by 

RNA-seq and mass 

spectrometry proteomics. Gene 

sets enriched in HRAs are 

marked red, and gene sets 

enriched in LRAs are marked 

blue. The size of the dot 

reflects the significance of the 

enrichment (false discovery 

rate ≤0.15).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Figure 3 . Single sample 

gene set enrichment scores 

represented per sample 

type; LRAs, HRAs and 

CRCs. Gene sets with 

significant differences in 

enrichment scores between 

HRA and LRA (p ≤ 0.05) 

were selected for this 

figure.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
Figure 5 . Proteogenomic 

representation of the potential 

drivers of colorectal tumors. DNA 

copy number, RNA and Protein 

expression (as measured by 

mass spectrometry proteomics) 

were plotted for EIF6 (a), 

POFUT1 (b) and RPRD1B (c) for 

each sample among different 

stages of colorectal tumor 

development: normal adjacent 

colon, LRAs, HRAs and CRCs.  

Correlating, gradual increase in 

DNA copy number and RNA and 

Protein expression was observed 

for each of these three genes.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

 



RPRD1B 

Supplementary Figure 11 
 

Immunohistochemical staining of 

RPRD1B in colorectal tissues. A. 

Representative RPRD1B staining 

in different types of tissue 

samples. Top left: normal adjacent 

colon, top right: low-risk adenoma, 

bottom left: high-risk adenoma, 

bottom right: colorectal cancer. B. 

RPRD1B expression as measured 

by a product of epithelial nuclear 

staining intensity (negative=0, 

weak=1, moderate=2 or strong=3) 

and percentage of the cells stained 

positively (0-100%) was plotted 

for the different types of tissue 

samples: normal adjacent colon, 

low-risk adenomas, high-risk 

adenomas and CRCs (MSS and 

MSI CRCs presented separately).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               POFUT1 

 

 

Figure 6. Immunohistochemical staining of POFUT1 in colorectal tissues and patient-derived organoids. (a) 

Representative POFUT1 staining in different tissue sample type. Top left: normal adjacent colon; top right: 

LRA; bottom left: HRA; bottom right: CRC. (b) POFUT1 expression as measured by a product of epithelial 

cytoplasmic staining intensity (negative = 0, weak = 1, moderate = 2 or strong = 3) and percentage of the 

cells stained positively (0–100%) was plotted for each tissue sample among different stages of colorectal 

tumor development. (c) Representative images of POFUT1 staining in LRA organoid (top) and HRA 

organoid (bottom). (d) POFUT1 expression in epithelial cytoplasm plotted in HRA and LRA organoids, as 

measured by a product of epithelial cytoplasmic staining intensity (negative = 0, weak = 1, moderate = 2 or 

strong = 3) and percentage of the cells stained positively (0–100%).   

 

 

 



参考資料 

 Notchシグナルとは 
 

細胞間の情報の伝達方法の一つが Notch シグナルです。

Notch シグナルは隣り合う細胞同⼠の情報伝達を担っ

ています。 Notch シグナルでは Delta、Jagged と呼ばれ

る情報の送り手側にあるタンパク質と、Notch と呼ばれ

る情報の受け取り手側にあるタンパク質が重要な働き

をします。細胞膜にある Notch タンパク質と、隣の細胞

の細胞膜にあるDeltaタンパク質または Jaggedタンパク

質が相互作用する(物理的にくっつく)と、Notch タンパ

ク質の細胞内の部分（NICD と呼ばれます）が切り離さ

れます。切り離された NICD は細胞膜から核内へ移動し

ます。核内で NICD は Suppressor of Hairless (Su(H))と呼

ばれる別のタンパク質と協調して DNA に作用し、ター

ゲット遺伝⼦の発現を活性化させます。その結果、シグナルを送る細胞と受け取る細胞では異なった性質を持つようになる、とい

うことが明らかとなっています。(図１) 

（千葉大学薬学研究院生科学研究室 HP より転載） 

POFUT-1 とは 
 

POFUT−１ (protein O fucosyltransferase 1)

は小胞体にてNotchの細胞外ドメインEGF

（epidermal growth factor）様リピートに糖

鎖を付加する O-フコース転移酵素をコー

ドする遺伝子。 

NotchのO-フコース単糖修飾がシグナル活

性化に必要不可欠 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

Take Home Message  

 Advanced adenoma の約 30%が HRA (high risk adenoma; 8q, 13q, 20q の Gain, 8p, 15q, 17p, 18q の LOH の

７つの染色体コピー数変化のうち２個以上満たすもの)であった 

 LRA と HRA では大きさや異型度、組織像に有意差はなかった 

 POFUT1 発現が LRA と HRA の鑑別に有用なマーカーとなりうる可能性、POFUT1 過剰発現による Notch シ

グナル伝達経路活性化が腺腫から癌へ進行する初期の潜在的なドライバーとなりうる可能性が示唆された 
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