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　アベニオ Millisectによるマイクロ
ダイセクションを行った場合のDNAの
収量を確認したところ、今回の検証で
用いた検体においては、癌種に関わらず
ほとんどの検体でがんゲノム検査の実施
に必要なDNA量（200ng以上）が確保
できていました（表3）。このとき組織
面積あたりの収量平均は13.8ng/mm2
であり、それぞれの検査に必要なDNA
量から算出すると、少なくとも表4に示す
面積をトリミングする必要があります。
（実際には固定条件や細胞密度などの
様々な条件により収量は異なると考え
られますので、あくまで計算上での「あた
り」です）。

トリミング検体でのDNA収量

　表1では慶應義塾大学病院で現在実施しているがん遺伝
子パネル検査のメニューを示しています。このうちほとんどの
検査ではホルマリン固定パラフィン包埋（FFPE）検体から抽出
した20－200ngのDNAが必要であり、全ての検査で腫瘍細胞
含有割合（腫瘍含有率）の最低条件が設定されています。腫瘍
含有率を確保することは、十分な検査感度を担保するために
重要な項目の一つで、腫瘍含有率が低い場合にはトリミング
を実施したうえで検査を行う必要が生じます。

はじめに―慶應義塾大学病院におけるがん遺伝子パネル検査

　本院においても一部の検体についてトリミングを行ってい
ますが、過度に厳密なトリミング領域の指定はDNA量の不足
につながり、また時間がかかることで、全体としての検査効率も
下がるため、トリミングの最適化の必要性を感じていました。
そこで、実際の症例でのDNA取得量やNGSアッセイの運用
効率を上げるために私たちが検討しているトリミングのルール
などについてご紹介したいと思います。
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表1 慶應義塾大学病院で実施しているがん遺伝子パネル検査のメニュー （2021年9月現在）

● 腫瘍含有率が40％以上であれば、無理なトリミングをしない
● まずはマクロダイセクションの実施を検討し、必要に応じてより精度の高いマイクロダイセクションを適用する
● なるべくシンプルな形状でトリミングラインをマークする（入り組んだラインや角度のきついラインを引かない。中細
マジックで一筆書きで描けるようなラインを目指す）

● 注意点
・ 脂肪組織や赤血球領域の多い検体は極力使用しない（不要なトリミングを避ける）
・ 扁平上皮癌や前立腺癌などは腫瘍含有率が低くなる場合が多いので、トリミングラインを厳密に設定する

　これらのことから、私たちは以下のようなトリミングルールを設けています。

効率的なNGSアッセイのために

表3 アベニオ Millisectによりトリミングを行った検体でのDNAの収量

表4 各種がん遺伝子パネル検査実施のために必要な最小トリミング面積

　がんゲノム医療の現場では、検査の性質を理解し、正確な結果を得るために適切なトリ
ミング方法を選択することが求められています。がんゲノム医療のための病理組織の取扱い
の重要性や注意点は周知されてきていますが、マイクロダイセクションを利用したトリミ
ングの工程についても標準的なガイドラインが作成され、共有されるようになればと思い
ます。
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必要サンプル 組織/血液DNA
（最低200ng）
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（最低25ng）

組織/血液DNA
（最低20ng）

組織/血液DNA
（最低140ng）

組織DNA
（最低量不明)

血中cfDNA
（最低5ng）

必要検体量
(FFPE)

10μm×5枚
腫瘍含有率：20%以上

10μm×10枚
腫瘍含有率：20%以上

10μm×5枚
腫瘍含有率：10%以上

10μm×10枚
腫瘍含有率：20%以上

5μm×10枚以上
腫瘍含有率：30%以上 無し

＊1. ただし研究目的で46遺伝子の検索が行える。
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　実際のがん遺伝子パネル検査では手術検体や生検検体が
使用されますが、生検検体の場合、採取組織が小さいことが
多く、診断後のブロックから核酸を抽出すると、当該の遺伝子
検査には量が不十分であるケースが少なくありません。
　まず、実際の典型的な検体2例について、組織の大きさと
DNA収量についてご紹介します。それぞれ10μm厚×10枚の
標本から核酸を抽出したところ、23.6ng/μl、5.6ng/μlの

標準的なFFPE検体でのDNA収量

　図3Aはアベニオ Millisectでのマイクロダイセクションに
よるトリミングを適用した一例です。トリミングしない場合（腫瘍
含有率は10％程度）と、トリミングを行った場合（腫瘍含有率は
80％程度）の両方において、NGSアッセイを行い、結果を比較
しました。
　その結果、どちらの検体を用いた場合にもTP53 p.His193
ArgがActionable変異として検出されましたが、トリミングし
ない場合ではそのVAF（variant allele frequency）は低く、

腫瘍含有率が10％であることを考慮すると、この変異が
LOH/UPD（uniparental disomy）であるかの判別は困難で
した。一方、トリミングした検体ではVAF67％であり、腫瘍含有率
が80％であることを考えあわせることでこの変異がLOH/UPD
状態にあると判断できました（図3B）。また、トリミングしない
検体の場合には検出できなかったMYCのamplificationが、
トリミングした検体では明確に検出されました（図3C）。

マイクロダイセクションによるゲノムプロファイルへの影響

　一方で、腫瘍含有率を上げるためのトリミングが必要な症例
もそれなりの頻度で出てきます。日常のゲノム検査においては、
まずは用手的にトリミングを行うマクロダイセクションの実施を
検討します。針と細い刃を使って削り取る方法ですが、内側を
削る方法と、周りの不要な領域を除去した後に全てを削り取る
方法の2通りの方法を、検体により使い分けています（図2A、B）。
しかし、食道や胃、皮膚などのin situ病変や膵臓、炎症細胞の
浸潤が高度な腫瘍の場合、用手的な方法ではトリミングが難し
いことがあります（図2C）。

　より精度の高いトリミングが必要な場合、私たちはアベニオ 
Millisectシステムを使用してマイクロダイセクションを行って
います。この装置はチップの先端の刃で物理的に組織片をスラ
イドガラス表面から削り取ります。レーザーマイクロダイセク
ションとは異なり、核酸へのダメージが少ないところが大きな
メリットです。また、日常的な検査用検体調製ではレーザーマイ
クロダイセクション（1細胞レベル）ほどの高い解像度は必ず
しも必要ではないため、アベニオ Millisectの解像度（数100μm
レベル）で十分だと考えています。

腫瘍含有率を上げるために

コピー数増幅判定のプロット図。a、bはそれぞれ、トリミングなし／ありの場合。
上下の水色の線はamplification/deletionのスレッシュホールドを示し、中央付近の
緑のボックスがMYC遺伝子のコピー数です。

図3 がん遺伝子パネル検査を行った一例

トリミング有無でのゲノムプロファイルへの影響を検討した一例（食道がん）。組
織全体を使用した場合（トリミングしない場合）には、腫瘍含有率が10％程度で、
赤枠内をアベニオ Millisectでマイクロダイセクションすることにより、腫瘍含有
率80％程度の検体を取得することができました。

B　がん遺伝子パネル検査の判定への影響

A B

C

C

C：より精度の高い（アベニオ Millisectによる）マイクロダイセクションを実施する
場合のトリミング指示の例。
この場合でもなるべくシンプルな形状でマークします。スライドガラスに直接
マーキングするか、画像上に書き込みます。

図2 腫瘍含有率を上げるためのトリミング方法
　

B：マクロダイセクションを実施する場合に標本上に記入される実際のトリミング
指示の例。

A：PleSSision-Rapidで通常行っているトリミング方法（マクロダイセクション法）。
状況により①直接範囲内を削る方法、②周りの余分な箇所を全て除去してから
一気に削る方法、のいずれかを用いています。

A

DNAが得られました。図1Aは比較的小さな組織片ですが、
細胞密度が高く、腫瘍含有率も30%以上が確保されていると
判断し、トリミングなしで検査に進めています。図1Bは、典型
的なTBNA組織片で血腫中に腫瘍細胞塊が浮遊しています。
組織自体はかなり小さいですが、腫瘍含有率が80%以上と
高く、またN/C比の高い細胞集塊であり、こちらもトリミング
なしで検査に進めています。

図1 実際のがん遺伝子パネル検査を適用した標本

A B

A：腹膜結節（Squamous cell carcinoma）、B：経気管支吸引生検（TBNA）の検体（Adenocarcinoma）。

①

②

マッピング範囲を針でなぞる

②マッピングの周りの組織を
　除去

①マッピング内を細い刃で
　剥離

②マッピングの中身だけが
　きれいに採取される（下）

①

②

②残った腫瘍部分を一気に
　剥離

②最終的にスライドガラスには
　何も残らない（一番下）

②

a b
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トリミング 腫瘍含有率 がん遺伝子パネル
検査結果 評価

なし 約10% TP53 p.H193R
VAF 23.1% 健常アリルのLOH不明

あり 約80% TP53 p.H193R
VAF 67.1%

LOH/UPD状態にあると 
判断可能
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アベニオ Millisect　
製造販売届出番号：13B1X00201000075

表1 慶應義塾大学病院で実施しているがん遺伝子パネル検査のメニュー （2021年9月現在）

● 腫瘍含有率が40％以上であれば、無理なトリミングをしない
● まずはマクロダイセクションの実施を検討し、必要に応じてより精度の高いマイクロダイセクションを適用する
● なるべくシンプルな形状でトリミングラインをマークする（入り組んだラインや角度のきついラインを引かない。中細
マジックで一筆書きで描けるようなラインを目指す）

● 注意点
・ 脂肪組織や赤血球領域の多い検体は極力使用しない（不要なトリミングを避ける）
・ 扁平上皮癌や前立腺癌などは腫瘍含有率が低くなる場合が多いので、トリミングラインを厳密に設定する

　これらのことから、私たちは以下のようなトリミングルールを設けています。

効率的なNGSアッセイのために

表3 アベニオ Millisectによりトリミングを行った検体でのDNAの収量

表4 各種がん遺伝子パネル検査実施のために必要な最小トリミング面積

　がんゲノム医療の現場では、検査の性質を理解し、正確な結果を得るために適切なトリ
ミング方法を選択することが求められています。がんゲノム医療のための病理組織の取扱い
の重要性や注意点は周知されてきていますが、マイクロダイセクションを利用したトリミ
ングの工程についても標準的なガイドラインが作成され、共有されるようになればと思い
ます。

おわりに

四十物 絵理子 先生西原 広史 先生

症例 面積（mm2） 収量（ng） 1mm2の収量（ng）
食道癌 41.2 208.8 5
肺癌 28.6 162 6
乳癌 22.4 369 16
乳癌 24.6 558 23
乳癌 35.8 612 17
乳癌 66.6 1269 19
胃癌 40.2 216 5
膵癌 18.2 400.5 22
膵癌 30.6 243 8
大腸癌 57.6 571.5 10
大腸癌 48.2 909 19
卵巣癌 19.6 189 10
Paget病 31.2 1395 45
Paget病 47.6 270 6
Paget病 59.9 711 12
Paget病 71.5 882 12
Paget病 97.1 1314 14
Paget病 138.2 873 6
Paget病 209.6 1611 8
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トリミング面積 14mm2 1.8mm2 1.4mm2 10mm2


