
　池脇　感染症とがんといいますと、
例えば肝炎ウイルスと肝がんですとか、
ヒトパピローマウイルスと子宮頸がん、
胃がんに関してはヘリコバクターピロ
リ程度しか知らなかったのですけれど
も、質問にあるEpstein-Barr Virus、
EBウイルス関連胃がんというのが、
胃がんの10％もあるというのを聞いて
びっくりしました。
　宇於崎　EBウイルス関連胃がんと
いいますのは、最近、といっても1990
年ごろから知られるようになりまして、
Epstein-Barr Virus、EBウイルスと呼
びますが、こちらが胃がんのがん細胞
に感染していることが知られるように
なったのです。それが、その後の研究
で、胃がんの10％ぐらい、報告によっ

ては５～15％ぐらいとされますが、EB
ウイルスが感染した胃がんが世界中に
分布しているようです。
　池脇　EBウイルスというと、伝染
性単核球症ですとかリンパ腫に関連し
ているという印象ですけれども、これ
が胃がんということなのですね。
　宇於崎　そうです。このEBウイル
スというのは当初、バーキットリンパ
腫の細胞株から発見されましたけれど
も、その後、リンパ腫だけではなくて、
鼻腔の上咽頭がんとか、今回取り上げ
ていただきました胃がんの一部に感染
していることが知られています。
　このEBウイルス関連胃がんでは、リ
ンパ球にはなぜかあまり感染しておら
ずに、腫瘍細胞、がん細胞のほうだけ

に感染が見られます。
　池脇　EBウイルス関連胃がんの定
義ということですけれども、いかがで
しょうか。
　宇於崎　こちらはがん細胞にEBウ
イルスが感染しているということで定
義しておりますが、最近ではin situ hy-
bridizationといいまして、通常の病理
検体から染色によってEBウイルスの
RNAを検出することができるようにな
っていまして、それで確定しています。
　池脇　内視鏡で胃がんを疑って生検
するわけですが、全部が全部、そうい
った検査をするようには思えないので
すけれども。
　宇於崎　確かに比較的コストのかか
る検査です。EBウイルス関連胃がん
では、リンパ球の浸潤がけっこう多く、
低分化の腺がんの形態をとることが多
いという特徴があります。そういった

組織像を参考にしながら、最終的にin 
situ hybridizationを含めて確定してい
るところです（図１、２）。
　ただ、低分化でなくても、中分化程
度のがんでも、一部にウイルスの感染
があることがありまして、その場合、
染色をしないと確定しえないです。
　池脇　低分化が多いということです
が、形態的にはどういうタイプが多い
のでしょうか。
　宇於崎　内視鏡的には、進行がんの
場合にはⅢ型のかたちをとることが多
くて、厚ぼったい形態をとります。早
期がんで発見される場合もあるのです
が、その場合はⅡc型の軽度陥凹した
病変を取ってきます。
　池脇　いずれにしても、EBウイル
ス関連胃がん、怪しいなということに
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　池脇　感染症とがんといいますと、
例えば肝炎ウイルスと肝がんですとか、
ヒトパピローマウイルスと子宮頸がん、
胃がんに関してはヘリコバクターピロ
リ程度しか知らなかったのですけれど
も、質問にあるEpstein-Barr Virus、
EBウイルス関連胃がんというのが、
胃がんの10％もあるというのを聞いて
びっくりしました。
　宇於崎　EBウイルス関連胃がんと
いいますのは、最近、といっても1990
年ごろから知られるようになりまして、
Epstein-Barr Virus、EBウイルスと呼
びますが、こちらが胃がんのがん細胞
に感染していることが知られるように
なったのです。それが、その後の研究
で、胃がんの10％ぐらい、報告によっ

ては５～15％ぐらいとされますが、EB
ウイルスが感染した胃がんが世界中に
分布しているようです。
　池脇　EBウイルスというと、伝染
性単核球症ですとかリンパ腫に関連し
ているという印象ですけれども、これ
が胃がんということなのですね。
　宇於崎　そうです。このEBウイル
スというのは当初、バーキットリンパ
腫の細胞株から発見されましたけれど
も、その後、リンパ腫だけではなくて、
鼻腔の上咽頭がんとか、今回取り上げ
ていただきました胃がんの一部に感染
していることが知られています。
　このEBウイルス関連胃がんでは、リ
ンパ球にはなぜかあまり感染しておら
ずに、腫瘍細胞、がん細胞のほうだけ

に感染が見られます。
　池脇　EBウイルス関連胃がんの定
義ということですけれども、いかがで
しょうか。
　宇於崎　こちらはがん細胞にEBウ
イルスが感染しているということで定
義しておりますが、最近ではin situ hy-
bridizationといいまして、通常の病理
検体から染色によってEBウイルスの
RNAを検出することができるようにな
っていまして、それで確定しています。
　池脇　内視鏡で胃がんを疑って生検
するわけですが、全部が全部、そうい
った検査をするようには思えないので
すけれども。
　宇於崎　確かに比較的コストのかか
る検査です。EBウイルス関連胃がん
では、リンパ球の浸潤がけっこう多く、
低分化の腺がんの形態をとることが多
いという特徴があります。そういった

組織像を参考にしながら、最終的にin 
situ hybridizationを含めて確定してい
るところです（図１、２）。
　ただ、低分化でなくても、中分化程
度のがんでも、一部にウイルスの感染
があることがありまして、その場合、
染色をしないと確定しえないです。
　池脇　低分化が多いということです
が、形態的にはどういうタイプが多い
のでしょうか。
　宇於崎　内視鏡的には、進行がんの
場合にはⅢ型のかたちをとることが多
くて、厚ぼったい形態をとります。早
期がんで発見される場合もあるのです
が、その場合はⅡc型の軽度陥凹した
病変を取ってきます。
　池脇　いずれにしても、EBウイル
ス関連胃がん、怪しいなということに
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なったら、先ほど言われた検査をする
ということで、それが定義というふう
に言っていいですね。
　宇於崎　はい。
　池脇　そうすると、なかなかそこま
でやっていない症例もあるでしょうか
ら、実態はもう少し頻度としては高い
のかもしれませんね。
　宇於崎　そうですね。リンパ球浸潤
が多いがんとなりますと、胃がん全体
の１～４％程度といわれていまして、
それ以外にもあるので、全例検索する
ことによって全体像がわかると思いま
す。
　池脇　先ほどこのウイルスは胃がん
細胞にしかいない。リンパ球浸潤が豊
富でも、そこにはいないという点で特
異的な分布を示しているようですが、
EBウイルスが胃がんを起こす機序に
ついてはいかがでしょうか。
　宇於崎　ウイルスに感染している症
例では、ほぼすべてのがん細胞にEB
ウイルスの存在が観察されます。それ
らのEBウイルスについては、単クロ
ーン、一つのクローンだけが増えてい
ることが知られておりまして、それら
から、発がんに密接に関係しているこ
とが考えられます。ウイルスの遺伝子
自体も幾つか発現していますが、それ
らが発がんに関係しているという研究
もなされています。
　そのほか、2000年代に入りまして、
EBウイルス関連胃がんはDNAのメチ

ル化が極めて亢進した一群であるとい
うことが知られるようになりました。
一部のウイルス遺伝子を発現させるこ
とによってメチル化が亢進するといっ
た事象も観察されまして、今後さらに
研究を進めていく必要があると思いま
す。
　池脇　DNAのメチル化ががん化に
結びつくのかもしれないということで
すが、メチル化したらどうしてがんに
なるのか、そこも教えてください。
　宇於崎　がん関連遺伝子のプロモー
ター領域のメチル化が特に注目されて
いるわけですが、メチル化が起きます
と、それらの遺伝子の発現が低下する
という現象が広く知られていまして、
がん関連遺伝子に起こった場合、発が
んと密接に関係していると考えられて
います。
　池脇　現時点では、EBウイルスと
がんを結びつけるところにメチル化と
いうことがありそうだということ。そ
れ以外の機序というのは、現時点では
何か提唱されているのでしょうか。
　宇於崎　ウイルス自体の発現する遺
伝子によっても増殖の刺激になったり
するという報告もありまして、研究が
進められているところです。
　池脇　EBウイルスに感染している
人はけっこう多いと思うのですけれど
も、その中の一部の方がそういうふう
になるということは、感染というファ
クター以外の何かほかのがん化につな

がるような増悪因子というか、そうい
ったものもあるのでしょうか。
　宇於崎　確かに成人の90％以上が感
染しているといわれるEpstein-Barr 
Virusですが、この関連胃がんが発生
する確率は極めて低いので、途中に何
があるかはさらに検討が必要だと思い
ます。
　池脇　先ほどの定義でも少しおっし
ゃいましたけれども、このEBウイル
ス関連胃がんの診断というのは、どう
いうことになっていますか。
　宇於崎　組織型に着目しつつ、最終
的にin situ hybridizationでウイルスの
存在を確認します。
　池脇　そうすると、これは純粋に病
理レベルでの診断ということで、血清
学的なところに関しては、今のところ
は難しいということでしょうか。
　宇於崎　血清学的なアプローチとし
てはなかなか難しいかと思いますが、
抗EBウイルス抗体の一部が上昇して
いるということは報告されています。
　池脇　具体的にその一部というのは、
先生がおっしゃるIgGとかAとかMとか、
そういうレベルではなくて、違うもの
ですか。
　宇於崎　ウイルスのcapsid antigen
とか、early antigenに対するような抗
体が上昇しているようです。
　池脇　それが上昇しているからそう
だというよりも、それは補助的な役割
というかたちでしょうか。

　宇於崎　そうです。病勢のフォロー
アップなどに使えるものと思います。
　池脇　最後に、このEBウイルス関
連胃がんとヘリコバクターピロリ陽性
胃がんとの違い、あるいは鑑別といっ
ていいでしょうか、それに関してはい
かがですか。
　宇於崎　ピロリ菌感染も胃がんの重
要なリスク因子ですが、ピロリ菌によ
って発生する胃がんというのは、胃の
下部から中部に多いとされています。
また、腸型の組織型をとる分化型胃が
んが多いとされています。一方、EB
ウイルスが関連する胃がんでは上部か
ら中部に多いとか、組織型で低分化型
胃がんが多いというように、若干発生
部位、組織型とも傾向が違っています。
　そういった場所を考えると、排他的
な発生機序というのも考えられますが、
EBウイルスの感染前に、ピロリ菌に
よって萎縮性胃炎が起こってきて、そ
の背景をもとにEBウイルス関連胃が
んが発生するという仮説も考えられて
います。したがって、両者の関係は今
後ともさらに突き詰めていく必要があ
ると思います。
　池脇　ピロリ陽性の胃がんは分化型
で、EBウイルス関連胃がんは低分化
型、何となく低分化型のほうが予後が
悪いのかなと思うのですけれども、ど
うなのでしょう。
　宇於崎　通常、そのように考えがち
ですが、EBウイルス関連胃がんの場
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なったら、先ほど言われた検査をする
ということで、それが定義というふう
に言っていいですね。
　宇於崎　はい。
　池脇　そうすると、なかなかそこま
でやっていない症例もあるでしょうか
ら、実態はもう少し頻度としては高い
のかもしれませんね。
　宇於崎　そうですね。リンパ球浸潤
が多いがんとなりますと、胃がん全体
の１～４％程度といわれていまして、
それ以外にもあるので、全例検索する
ことによって全体像がわかると思いま
す。
　池脇　先ほどこのウイルスは胃がん
細胞にしかいない。リンパ球浸潤が豊
富でも、そこにはいないという点で特
異的な分布を示しているようですが、
EBウイルスが胃がんを起こす機序に
ついてはいかがでしょうか。
　宇於崎　ウイルスに感染している症
例では、ほぼすべてのがん細胞にEB
ウイルスの存在が観察されます。それ
らのEBウイルスについては、単クロ
ーン、一つのクローンだけが増えてい
ることが知られておりまして、それら
から、発がんに密接に関係しているこ
とが考えられます。ウイルスの遺伝子
自体も幾つか発現していますが、それ
らが発がんに関係しているという研究
もなされています。
　そのほか、2000年代に入りまして、
EBウイルス関連胃がんはDNAのメチ

ル化が極めて亢進した一群であるとい
うことが知られるようになりました。
一部のウイルス遺伝子を発現させるこ
とによってメチル化が亢進するといっ
た事象も観察されまして、今後さらに
研究を進めていく必要があると思いま
す。
　池脇　DNAのメチル化ががん化に
結びつくのかもしれないということで
すが、メチル化したらどうしてがんに
なるのか、そこも教えてください。
　宇於崎　がん関連遺伝子のプロモー
ター領域のメチル化が特に注目されて
いるわけですが、メチル化が起きます
と、それらの遺伝子の発現が低下する
という現象が広く知られていまして、
がん関連遺伝子に起こった場合、発が
んと密接に関係していると考えられて
います。
　池脇　現時点では、EBウイルスと
がんを結びつけるところにメチル化と
いうことがありそうだということ。そ
れ以外の機序というのは、現時点では
何か提唱されているのでしょうか。
　宇於崎　ウイルス自体の発現する遺
伝子によっても増殖の刺激になったり
するという報告もありまして、研究が
進められているところです。
　池脇　EBウイルスに感染している
人はけっこう多いと思うのですけれど
も、その中の一部の方がそういうふう
になるということは、感染というファ
クター以外の何かほかのがん化につな

がるような増悪因子というか、そうい
ったものもあるのでしょうか。
　宇於崎　確かに成人の90％以上が感
染しているといわれるEpstein-Barr 
Virusですが、この関連胃がんが発生
する確率は極めて低いので、途中に何
があるかはさらに検討が必要だと思い
ます。
　池脇　先ほどの定義でも少しおっし
ゃいましたけれども、このEBウイル
ス関連胃がんの診断というのは、どう
いうことになっていますか。
　宇於崎　組織型に着目しつつ、最終
的にin situ hybridizationでウイルスの
存在を確認します。
　池脇　そうすると、これは純粋に病
理レベルでの診断ということで、血清
学的なところに関しては、今のところ
は難しいということでしょうか。
　宇於崎　血清学的なアプローチとし
てはなかなか難しいかと思いますが、
抗EBウイルス抗体の一部が上昇して
いるということは報告されています。
　池脇　具体的にその一部というのは、
先生がおっしゃるIgGとかAとかMとか、
そういうレベルではなくて、違うもの
ですか。
　宇於崎　ウイルスのcapsid antigen
とか、early antigenに対するような抗
体が上昇しているようです。
　池脇　それが上昇しているからそう
だというよりも、それは補助的な役割
というかたちでしょうか。

　宇於崎　そうです。病勢のフォロー
アップなどに使えるものと思います。
　池脇　最後に、このEBウイルス関
連胃がんとヘリコバクターピロリ陽性
胃がんとの違い、あるいは鑑別といっ
ていいでしょうか、それに関してはい
かがですか。
　宇於崎　ピロリ菌感染も胃がんの重
要なリスク因子ですが、ピロリ菌によ
って発生する胃がんというのは、胃の
下部から中部に多いとされています。
また、腸型の組織型をとる分化型胃が
んが多いとされています。一方、EB
ウイルスが関連する胃がんでは上部か
ら中部に多いとか、組織型で低分化型
胃がんが多いというように、若干発生
部位、組織型とも傾向が違っています。
　そういった場所を考えると、排他的
な発生機序というのも考えられますが、
EBウイルスの感染前に、ピロリ菌に
よって萎縮性胃炎が起こってきて、そ
の背景をもとにEBウイルス関連胃が
んが発生するという仮説も考えられて
います。したがって、両者の関係は今
後ともさらに突き詰めていく必要があ
ると思います。
　池脇　ピロリ陽性の胃がんは分化型
で、EBウイルス関連胃がんは低分化
型、何となく低分化型のほうが予後が
悪いのかなと思うのですけれども、ど
うなのでしょう。
　宇於崎　通常、そのように考えがち
ですが、EBウイルス関連胃がんの場
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合には、そうでない胃がんよりも比較
的予後がよいとされていまして、病理
検体で見ても、脈管侵襲が少ないとか、

リンパ節転移が少ないといった傾向が
あります。
　池脇　ありがとうございました。

　池脇　針谷先生、関節リウマチ（RA）
といいますと、私の古い知識では、ス
テロイドを含めた抗炎症剤と金製剤で
治療したにもかかわらず、徐々に骨破
壊が進んで、最終的には極めてQOLが
損なわれる病気と理解していたのです
が、この20年で、特に治療に関しては
著しく進歩したそうですね。
　針谷　はい、その通りです。最初に
関節リウマチの病態を簡単に説明させ
てください。関節リウマチは、持続性
の多関節炎によって関節構造が破壊さ
れていく全身性炎症性疾患と定義され
ます。
　罹患した関節の中を覗いてみると、
正常では１層または２層の滑膜細胞が
何層にも増殖して、パンヌスと呼ばれ
る組織を形成します。パンヌス中には
多くのリンパ球が浸潤し、活発な免疫
応答を行っております。パンヌスは破

骨細胞分化を誘導するとともに、軟骨
表面に到達して、メタロプロテイネー
スを分泌します。その結果、骨・軟骨
が破壊されて関節機能障害が進展して
いきます。
池脇　治療法の話の前に、新しい検査
法も含めた新しい診断法に関してはい
かがでしょうか。
　針谷　関節リウマチは、昔は緩徐に
進行するといわれておりましたが、最
近では発症後１～２年の間に急速に関
節破壊が進行することがわかってきま
した。そこで、早期診断の必要性が高
まり、2010年に新分類基準が作成され
ました。
　新分類基準では、関節リウマチを 
「持続的な関節炎あるいは骨びらんを
伴う関節炎に進展していく可能性が高
い末梢性多関節炎」と定義しています。
従来の分類基準では関節が壊れてしま

関節リウマチ治療の進歩

東京医科歯科大学薬害監視学講座教授
針　谷　正　祥

（聞き手　池脇克則）

　関節リウマチ治療の進歩についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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