
内細菌になっているマウスが出来上が
ります。「ヒト腸内細菌化マウス」と
呼ぶのですけれども、それを解析する
と、制御性T細胞が増えることがわか
り、健康なヒトの便の中にもマウスで
制御性T細胞を増やす菌がいることが
わかったのです。
　それから制御性T細胞を増やすよう
な責任細菌だけを絞り込む。どんどん
ふるいにかけて、大事な菌だけを残す
ということを、マウスからマウスに便
を移植していくようなことを行って絞
り込んで、最終的に17菌種のクロスト
リジウムが、非常に強く制御性T細胞
を増やすことがわかったのです。その
17菌種のクロストリジウムを飲むと、
マウスの実験ですけれども、アレルギ
ーとか自己免疫疾患、腸炎を抑制する
ことがわかりました。もともと健康な
ヒトの便から取られた菌ですから、病
気の人が飲んでもそんなに悪くないこ
と。かつ、炎症を抑える作用があるの
で、特に炎症性腸疾患の患者さんに臨
床応用しようと、アメリカの大手製薬
企業と一緒に治療に応用しようとして
いるところです。
　大西　将来的には、がんの予防とか、
がんの治療などにも応用できるのでし

ょうか。
　本田　制御性T細胞を増やす菌を飲
むと、がんという文脈においては逆に
よくない働きをすると思います。通常、
がんというのは免疫の監視を受けてい
るわけですけれども、制御性T細胞は
その監視を妨害するような働きがある
ので、制御性T細胞を増やしてしまう
と、がん治療という意味ではよくない。
そこで現在私たちは、逆に免疫を活性
化するような、特にCD8T細胞を活性
化するような腸内細菌を健康な人の便
から絞り込んで、同定して、分離・培
養し、がん患者さんに飲んでもらえる
ような菌を同定しようとしているとこ
ろです。
　大西　それはある程度菌種はわかっ
てきているのでしょうか。
　本田　今、細胞傷害性T細胞を活性
化する菌株を同定することができつつ
あります。それを今行われているがん
の治療、例えばオプジーボのような、
免疫チェックポイント阻害療法と組み
合わせると、がんの治療を増強できる
のではないかと精力的に研究を進めて
いるところです。
　大西　最新の情報をどうもありがと
うございました。

新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅱ）

北里大学生化学教授
堺　　隆　一

（聞き手　齊藤郁夫）

がんの転移・浸潤の克服

　齊藤　最近いろいろわかってきた転
移と浸潤の問題についてうかがいます。
　まず最初に定義はどうでしょうか。
　堺　まず転移についてですが、がん
が元の臓器を離れて、例えば血流など
に乗って遠くの臓器に行って増殖を始
める、それが転移と呼ばれる、がんに
特有の現象です。浸潤というのは、が
んが周りの組織を壊して広がり、時に
は近くにある臓器を破壊することで臓
器に傷害を与えたりする。そういう周
りに影響を与えながら増える性質を浸
潤といいます。こちらもがんに特有な
性質で、どちらも非常に治療において
困難をきたす性質だといわれています。
　齊藤　転移の種類にはどういったも
のがあるのでしょうか。
　堺　転移は、今お話ししたような血
管に入って血流に乗って遠くの臓器に
行って増える血行性転移のほかに、リ
ンパ管に入ってリンパ節で増えるリン
パ行性転移、それから臓器の外側に腹
膜がある胃のような臓器では、腹膜に
入り込んで、そこから腹腔内にこぼれ

落ち、種をまくように広がる播種性転
移が知られています。
　齊藤　この転移は、がんの原発のと
ころから一部、細胞が分かれて出てい
くのでしょうが、これにはがん特有の
性質が関係するということでしょうか。
　堺　そうですね。周りには細胞外マ
トリックスというものがあって、そこ
は通常、細胞が通り抜けにくいのです
が、がん細胞はこの細胞外マトリック
スを壊しながら進む性質があります。
また血管に入った後は浮いた状態で遠
くの臓器まで運ばれるのですが、正常
の細胞ならば浮いた状態では生存を続
けることができないのに対し、がん細
胞はそういう状態でも生きながらえる
という、足場非依存性という性質を持
っているのが特徴です。そういう性質
は転移性のがんに特有な性質だと思い
ます。
　齊藤　足場非依存性という言葉が出
ましたけれども、このようながんに特
有の性質については何かわかってきて
いるのでしょうか。
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ね備えているところが、転移するがん
の非常に複雑なところだと思います。
　齊藤　例えば、大腸がんが肝臓に行
きやすいとか、血流でも説明できるの
でしょうけれども、何か特有な関係が
出てくるのですか。
　堺　転移先については、今おっしゃ
った血流のことと、それぞれの組織に、
がんの種類によって増えやすい臓器が
あるような、接着や定着の好みがある
ことも知られています。
　齊藤　がんの細胞が変化し、いろい
ろあるということなのでしょうか。
　堺　最近の研究で、がんの組織の中
のがん細胞は、一つの細胞、同じ性質
を持った細胞が増えるというよりは、
不均一性というのですけれども、例え
ば治療に感受性の高い細胞と治療に抵
抗性の細胞が混ざっていて、悪性度で
も、かなり不均一であることがわかっ
ています。
　齊藤　治療に抵抗性ということは、
増殖のスピードが遅いということです
か。
　堺　そうですね。そういう細胞は実
は非常に増殖が遅くて、ほかの増殖の
早い細胞を生み出している、親分に当
たるような細胞だという考えがあって、
がん幹細胞という言葉が使われていま
す。そういうものが血液系の腫瘍では
非常に早くから研究されていて、証明
されているのですが、固形腫瘍でも最
近それぞれの腫瘍において、がん幹細

胞があるのではないかと研究が進んで
います。
　齊藤　がん幹細胞が転移と深くかか
わっているのですか。
　堺　悪性度が高いということで、治
療抵抗性だけではなく、転移などの性
質にもかかわっていると考えています。
　齊藤　がんの不均一性について、進
化論からの説明があるのですか。
　堺　ごく最近の研究で、その不均一
性というのは、必ずしも元から悪性度
の高いものがいることだけに由来する
わけでないと考えられはじめています。
がん細胞は遺伝的に非常に不安定な性
質があり、分裂している間に多くの新
たな変異が加わります。そういう中で、
環境に適応するような、ある意味悪性
度の高いものが生み出されてくるとい
う考え方でして、クローン進化説とい
う名前で呼ばれています。最近、腫瘍
の組織を細かく分けて解析することで、
そういうことが明らかになっています。
　齊藤　適しているものがより生き延
びていってしまうということですね。
　堺　そういうものが新たに転移をき
たしたり、治療後に生き残ったりする
ことになります。
　齊藤　がん細胞がどこかにくっつく
場合、なかなか簡単ではないのですね。
　堺　新たなところに行って定着する、
colonizationといいますが、そのときに
は、そこには血管がない状態で、低酸
素、低栄養の状態で増殖を始める必要

　堺　上皮性の細胞からなるがんの場
合には、最初は細胞と細胞の間に強い
結合があるのですが、がんの性質が変
わって、一つひとつの細胞がばらばら
になって、しかも周りを壊しながら進
むことが知られています。その性質の
変化を上皮間葉移行、EMTと最近は
呼びますが、そうした性質の変化が、
転移の最初の段階にかかわっていると
考えられています。
　齊藤　EMTという言葉が出ました
けれども、これが重要なキーワードに
なっているのですね。

　堺　はい。転移にかかわる性質とし
ては非常に重要なものとして研究が進
んでいます。
　齊藤　原発巣から分かれたものが、
今度はどこかにくっつくわけですが、
これはどうなのでしょうか。
　堺　一度ばらばらになったものが、
最終的にまた塊になって転移巣で増え
るためには、今の性質の変化とは逆に、
また細胞間の接着が強くなって増殖す
るという、上皮系の性質を獲得する、
これは先ほどとは逆で間葉上皮移行、
METと呼ばれる性質です。両方を兼

図　がんの転移の過程とそれに関わる性質
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ね備えているところが、転移するがん
の非常に複雑なところだと思います。
　齊藤　例えば、大腸がんが肝臓に行
きやすいとか、血流でも説明できるの
でしょうけれども、何か特有な関係が
出てくるのですか。
　堺　転移先については、今おっしゃ
った血流のことと、それぞれの組織に、
がんの種類によって増えやすい臓器が
あるような、接着や定着の好みがある
ことも知られています。
　齊藤　がんの細胞が変化し、いろい
ろあるということなのでしょうか。
　堺　最近の研究で、がんの組織の中
のがん細胞は、一つの細胞、同じ性質
を持った細胞が増えるというよりは、
不均一性というのですけれども、例え
ば治療に感受性の高い細胞と治療に抵
抗性の細胞が混ざっていて、悪性度で
も、かなり不均一であることがわかっ
ています。
　齊藤　治療に抵抗性ということは、
増殖のスピードが遅いということです
か。
　堺　そうですね。そういう細胞は実
は非常に増殖が遅くて、ほかの増殖の
早い細胞を生み出している、親分に当
たるような細胞だという考えがあって、
がん幹細胞という言葉が使われていま
す。そういうものが血液系の腫瘍では
非常に早くから研究されていて、証明
されているのですが、固形腫瘍でも最
近それぞれの腫瘍において、がん幹細

胞があるのではないかと研究が進んで
います。
　齊藤　がん幹細胞が転移と深くかか
わっているのですか。
　堺　悪性度が高いということで、治
療抵抗性だけではなく、転移などの性
質にもかかわっていると考えています。
　齊藤　がんの不均一性について、進
化論からの説明があるのですか。
　堺　ごく最近の研究で、その不均一
性というのは、必ずしも元から悪性度
の高いものがいることだけに由来する
わけでないと考えられはじめています。
がん細胞は遺伝的に非常に不安定な性
質があり、分裂している間に多くの新
たな変異が加わります。そういう中で、
環境に適応するような、ある意味悪性
度の高いものが生み出されてくるとい
う考え方でして、クローン進化説とい
う名前で呼ばれています。最近、腫瘍
の組織を細かく分けて解析することで、
そういうことが明らかになっています。
　齊藤　適しているものがより生き延
びていってしまうということですね。
　堺　そういうものが新たに転移をき
たしたり、治療後に生き残ったりする
ことになります。
　齊藤　がん細胞がどこかにくっつく
場合、なかなか簡単ではないのですね。
　堺　新たなところに行って定着する、
colonizationといいますが、そのときに
は、そこには血管がない状態で、低酸
素、低栄養の状態で増殖を始める必要

　堺　上皮性の細胞からなるがんの場
合には、最初は細胞と細胞の間に強い
結合があるのですが、がんの性質が変
わって、一つひとつの細胞がばらばら
になって、しかも周りを壊しながら進
むことが知られています。その性質の
変化を上皮間葉移行、EMTと最近は
呼びますが、そうした性質の変化が、
転移の最初の段階にかかわっていると
考えられています。
　齊藤　EMTという言葉が出ました
けれども、これが重要なキーワードに
なっているのですね。

　堺　はい。転移にかかわる性質とし
ては非常に重要なものとして研究が進
んでいます。
　齊藤　原発巣から分かれたものが、
今度はどこかにくっつくわけですが、
これはどうなのでしょうか。
　堺　一度ばらばらになったものが、
最終的にまた塊になって転移巣で増え
るためには、今の性質の変化とは逆に、
また細胞間の接着が強くなって増殖す
るという、上皮系の性質を獲得する、
これは先ほどとは逆で間葉上皮移行、
METと呼ばれる性質です。両方を兼

図　がんの転移の過程とそれに関わる性質
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があります。がん細胞はもともと酸素
を使わずにエネルギーを生み出す、ワ
ーブルグ効果といいますけれども、解
糖系を使って糖からエネルギーを生み
出す性質があります。それも有利なこ
との一つですし、がん細胞は新たな血
管をつくるような増殖因子も産生して
いますから、そういう性質もがん細胞
にとって、新しいところでの増殖につ
ながっていると思います。
　齊藤　悪い環境に行って、栄養が少
なくても、がん細胞は何とか生き延び
てしまうということでしょうか。
　堺　幾つかのメカニズムがいわれて
いますが、最近よくがんが生き延びる
手段として重要だと思われているのが、
がん細胞が悪い環境で自分の一部を分
解することでエネルギーを得て、一時
的に生き延びるということが考えられ
ています。それは最近ノーベル賞で話
題になったオートファジーという機構
になりますが、がんがオートファジー
という機構をうまく使って生き延びて
いるのではないかということが示され
てきています。
　齊藤　転移先でしっかり生き延びて
全身状態を悪くするのですね。そうい
うことがかなりわかってきたというこ
とですけれども、治療への応用も進み
つつあるのですか。
　堺　がんの転移を起こす性質の一部
は、正常細胞にとっても重要なものも

あるので簡単ではないのですが、その
中で例えば先ほど言いました足場がな
くても生存する性質のようなものは、
上皮系ではがん細胞に特有のものです
から、そういうものにかかわる蛋白質
を標的とした治療法の開発も研究して
いますし、転移という性質は全体とし
ても普通の上皮系の細胞にない性質で
すから、そこにかかわる幾つかの分子
は治療標的になるのではないかと、現
在、研究が進められています。
　齊藤　転移を阻害する治療になるの
ですか。
　堺　転移だけではなくて、そのよう
な性質はがんが広がること自体を抑え
ることにつながりますので、外科手術
やほかの化学療法と併用することによ
って、がんを扱いやすくする治療につ
ながると考えています。
　齊藤　転移が起こるとなかなか治療
が難しいということですが、そういっ
たことも今後、一つの可能性としてあ
るということですか。
　堺　そう考えて研究も進めています。
多くの研究者がそれに取り組んでいる
ところです。
　齊藤　がんの転移・浸潤の研究も、
非常に進歩して、先ほどのEMT、MET、
そういった言葉が出てきましたし、目
が離せない領域ということですね。
　堺　非常に重要な領域だと思います。
　齊藤　ありがとうございました。

新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅱ）

慶應義塾大学医学部病理学教室教授
金　井　弥　栄

（聞き手　大西　真）

がんの多様性

　大西　金井先生、がんの多様性につ
いてうかがいたいと思います。
　初めに、一口にがんといっても様々
で、がんの多様性とはどういう意味な
のでしょうか。そのあたりから教えて
いただけますでしょうか。
　金井　一口にがん、あるいは肺がん、
胃がん、肝がんなどといいましても、
みな同じ性格ではなくて、各症例ごと
に、患者さんごとに性質が違っている
ということを、がんに多様性がある、
heterogeneityがある、あるいはがんに
個性があるといういい方をします。
　もう一つ別の視点から見ますと、１
人の患者さんの１つのがんの中にも、
がん細胞ごとに、あるいはがん細胞の
集団ごとに性質の違いがあって、それ
も多様性があるといういい方をします。
　症例ごとの多様性にしても、あるい
はがん細胞ごとの多様性にしても、み
んな、がんの顔つきといいますか、肉
眼像や顕微鏡像に表れると思っていま
す。私は病理医ですが、病理診断とい
うのは最終診断を確定するだけではな

くて、がんの多様性を評価する性質も
持っていると思っています。
　大西　病理診断のもとになる顕微鏡
像には、その多様性というのは具体的
にどのように表れてくるのでしょうか。
　金井　いわゆる腺がんや、扁平上皮
がん、小細胞がんといった組織型の相
違も多様性なのですが、さらに細かく
見ると、がん細胞の最も大きな特徴で
ある細胞異型について、例えばファー
マン分類というような核異型の分類が
あります（図１）。ファーマン分類が
最初に提唱された腎細胞がんを例にす
ると、腎細胞がんは近位尿細管の上皮
から起こるので、近位尿細管の上皮に
似ている、小さくて円形の核を持って
いるがん細胞の核異型度をグレード１
といいます。グレード２、グレード３
と核異型度が上がるに従って、核腫大
が起こり、核小体が明らかになってく
る。グレード４になると、奇異核・巨
大核・多核の細胞が出現します。この
順に異型度が亢進していくと理解され
ますが、これもがんの多様性の表れ方
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