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はじめに
　蛋白質を標的としたがん分子標的薬の薬効を予測するに
は，がん組織に存在する標的因子の発現量を正確に評価す
ることが重要となる。現在，臨床で用いられている免疫組
織化学（IHC）法は，酵素反応による色素発色法が主流であ
る。酵素反応に依存した発色強度は，温度，時間，基質量
に大きく影響を受けるため，定量性の低下が懸念されてい
る。筆者らは，がん分子標的薬におけるIHC法の課題解決
を目的として，蛍光ナノ粒子をプローブに用いた新たな方
法の開発を行ってきた。その結果，既存法に比べ，高感度・
高精度にて標的蛋白質の発現量を評価する方法（ 1 粒子蛍
光イメージング）の確立に成功した。本稿では， 1 粒子蛍
光イメージングの開発に至る過程を概説するとともに，本
法を乳がんの分子標的薬の薬効予測診断に応用した例を紹
介する。

これまでのIHC法とその課題
　がん分子標的薬の標的因子の発現量をIHC法で調べ，そ
の情報を薬効の予測診断に利用する治療法は，乳がんで最 
もよく進んでいる。乳がんの分子標的薬マーカーとなる蛋
白質因子には，エストロゲン受容体（ER），プロゲステロン 
受容体（PgR），ヒト上皮成長因子受容体（HER）2などがあ 
る1）。各診断マーカー因子の発現量を調べるため，IHC法では， 
がん組織を固定後，2 ～ 4μm厚にパラフィン切片化し，標 
的因子に対する特異的な抗体（ 1 次抗体）を反応させ，続け
てビオチン標識された 2 次抗体で処理する。その後，スト
レプトアビジンが結合したhorseradish peroxidase（HRP）
を加えた後，基質色素である3,3’-ジアミノベンジジン四塩
酸塩（DAB）を添加し，HRPの酵素反応で標的因子存在部位
を茶色に色素発色させる2）（図１Ａ）。以上のDAB染色法は，
酵素反応の条件に影響を受け，定量性が不十分であった。
この課題解決を目的として，筆者らは，既存の方法を踏襲

In order to predict the efficacy of a molecular targeted anticancer drug, the expression level of the target protein of the drug is investigated 
by immunohistochemistry (IHC). In IHC, an antigen-antibody reaction is conducted and then an enzyme-induced chromogenic reaction 
using dye is carried out. However, the staining intensity by the IHC chromogenic reaction depends on enzymatic reaction time, reaction 
temperature, and substrate amount, which is a problem for quantitative sensitivity in evaluation of the expression level of the target 
protein of a molecular targeted anticancer drug. This problem affects the accuracy in predicting the efficacy of the anticancer drug. To 
elucidate the problem, we have developed a new method using fluorescent nanoparticles as a probe to detect the target protein of a 
molecular targeted anticancer drug (single particle fluorescence imaging). In this review paper, we introduce the development process 
of single particle fluorescence imaging by improvement of fluorescent nanoparticles and image analysis, which succeeded in predicting 
the efficacy of chemotherapy given before surgery for human breast cancer. Single particle fluorescence imaging has greater sensitivity 
and accuracy in evaluation of protein expression level than existing IHC techniques, and thus is expected to contribute to precision 
medicine.
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　蛋白質を標的としたがん分子標的薬の
薬効予測診断では，標的蛋白質の発現量

を調べるために免疫組織化学（IHC）法が施行される。この
方法では，抗原抗体反応が行われ，続いて酵素反応を利用
した色素発色により蛋白質発現量が評価される。しかし，
色素の発色強度は，酵素反応の時間，温度，基質量に左右
され，定量性に課題があった。そのため，がん分子標的薬
の薬効を精度よく診断するうえで十分とはいえなかった。

筆者らはこの課題を解決すべく，蛍光ナノ粒子を検出プ
ローブに用いた新たな方法（１粒子蛍光イメージング）の開
発を行ってきた。本稿では，使用する蛍光ナノ粒子や画像
解析法を改良しつつ，乳がんの術前薬物療法の薬効を予測
することに成功した１粒子蛍光イメージングの開発プロセ
スについて概説する。１粒子蛍光イメージングは，既存の
IHC法よりも感度および精度が格段に向上しており，プレ
シジョン・メディシンへの貢献が期待される。
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