
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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　グリーソン分類のパターン３までが、
がんなのに正常の腺管によく似た構造
を保っていて、腺腔の内側、apicalと、
それから基底膜に面しているbasalとい
う細胞の極性がよく保たれています。
また、隣接する細胞１つずつと接着す
るという秩序立った接着性を示します。
　しかし、パターン４に進んでいくと、
篩状の腺管・癒合腺管などが出現しま
すが、篩状腺管・癒合腺管においては
１個のがん細胞が２つあるいは３つ以
上の腺管に属するので、２方向あるい

は３方向がapicalとなり、そのがん細
胞は、basalという極性を失います。あ
るいは腺腔形成がよくできていない腺
腔形成不良腺管も出現しますが、そう
するとapicalという極性を失い、basal
だけからなるがん細胞が出てきます。
すなわちパターン４の段階で、apical、
basalという細胞極性にまず異常が起
こります。
　パターン５まで進むと、ばらばらの
細胞が浸潤したり、充実性胞巣ができ
たりするので、apical、lateralという

図２　がんの多様性の例：構造異型の多様性

のひとつです。
　細胞異型に加えて、もう一つのがん
の特徴は構造異型です。構造異型の多
様性の評価・分類の典型例として、前
立腺がんのグリーソンパターンがあり

ます（図２）。よく知られた分類で、み
なさんご承知と思いますけれども、初
めて発表されてから40年以上、改訂さ
れながらも、よく臨床の指針として使
われてきているものです。

図１　がんの多様性の例：核異型の多様性

核は円形で小さい

核は円形～楕円形で大きく、
核小体が認められる

多型性に富み
奇異核・巨大核が目立つ

核は濃染し大小不同がある

紡錘形細胞が主体

グレード１

グレード
２～３

グレード４

ファーマン分類グレード１からグレード４に進むに従って腎細胞がんの核異型が亢進する。
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　グリーソン分類のパターン３までが、
がんなのに正常の腺管によく似た構造
を保っていて、腺腔の内側、apicalと、
それから基底膜に面しているbasalとい
う細胞の極性がよく保たれています。
また、隣接する細胞１つずつと接着す
るという秩序立った接着性を示します。
　しかし、パターン４に進んでいくと、
篩状の腺管・癒合腺管などが出現しま
すが、篩状腺管・癒合腺管においては
１個のがん細胞が２つあるいは３つ以
上の腺管に属するので、２方向あるい

は３方向がapicalとなり、そのがん細
胞は、basalという極性を失います。あ
るいは腺腔形成がよくできていない腺
腔形成不良腺管も出現しますが、そう
するとapicalという極性を失い、basal
だけからなるがん細胞が出てきます。
すなわちパターン４の段階で、apical、
basalという細胞極性にまず異常が起
こります。
　パターン５まで進むと、ばらばらの
細胞が浸潤したり、充実性胞巣ができ
たりするので、apical、lateralという

図２　がんの多様性の例：構造異型の多様性

のひとつです。
　細胞異型に加えて、もう一つのがん
の特徴は構造異型です。構造異型の多
様性の評価・分類の典型例として、前
立腺がんのグリーソンパターンがあり

ます（図２）。よく知られた分類で、み
なさんご承知と思いますけれども、初
めて発表されてから40年以上、改訂さ
れながらも、よく臨床の指針として使
われてきているものです。

図１　がんの多様性の例：核異型の多様性

核は円形で小さい

核は円形～楕円形で大きく、
核小体が認められる

多型性に富み
奇異核・巨大核が目立つ

核は濃染し大小不同がある

紡錘形細胞が主体

グレード１

グレード
２～３

グレード４

ファーマン分類グレード１からグレード４に進むに従って腎細胞がんの核異型が亢進する。
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因でどんどん変化していくので、その
患者さんが生涯にわたってどういう環
境、発がん要因に暴露されてきたかが
わかるような、発がんの全過程の記憶・  
記録といった意味があります。
　ですから、私たちはこれを詳細に知
りたいと思って、病理組織検体でとて
も効率よく、全ゲノム上の86万カ所も
のCpG部位のメチル化率を調べられる
インフィニウム解析を行っています。
　それで、先ほど腎細胞がんの予後予
測は顕微鏡像だけを基にしては行いに
くいといいましたけれども、そのよう
な腎細胞がんをまず解析の対象としま
した。腎細胞がんを持っていない方の
全く正常な腎組織と、腎細胞がん症例
の非がん部（顕微鏡で見ても全く異常
はないが、もうすでに発がん要因の影
響を受けている前がん段階にある組織）、
それからがん組織そのものをインフィ
ニウム解析に供したら、CpGアイラン
ドというところにDNAメチル化異常
がたまっているような、CpGアイラン
ドメチル化形質、CIMP陽性という腎
細胞がんがあるのを見つけることがで
きました。このCIMP陽性の一群は、
もちろん顕微鏡ではわからないのです
が、とても臨床病理学的に悪性度が高
くて、予後が不良だということがわか
りました。
　大西　がんが層別化できたことで臨
床のブレークスルーになるとお考えで
しょうか。

　金井　オミックス解析では多くの情
報が得られるとはいえ、ヘテロな集団
を一緒にして測っていると、意味のあ
る分子が見えてこない可能性がありま
す。これに対し、きれいに症例を層別
化してからオミックス情報を全部統合
して解析していくと、治療の標的にす
るべき分子がわかる場合があります。
　私たちは、先ほど悪性度が高いとい
ったCIMP陽性の腎細胞がんについて、
スピンドルチェックポイントという細
胞周期にかかわる分子経路が治療の標
的だということを見つけました。例え
ば、オーロラキナーゼなどはその主要
なキナーゼですので、その阻害剤など
をたちの悪い腎細胞がんに使っていく
ような個別化医療、もちろんそのため
の前臨床試験はこれからしなければい
けないのですが、そういうスキームも
ありうるかと思っています。
　大西　そうしますと、今後の臨床応
用の展開や実用化の見通しはいかがで
しょうか。
　金井　臨床現場で実際に、DNAメ
チル化を測定することでがんの個性を
診断するとなると、研究のために使っ
ている機器だけでは不十分だと思いま
す。各病院の検査部にも導入できるよ
うな、小型で操作性も定量性もよい、
高速液体クロマトグラフィを基盤とす
るようなDNAメチル化診断機器の開
発なども企業と一緒に行っています。
　こういう機器は、いろいろな臓器の

細胞極性だけではなく、さらにほかの
がん細胞と全く接着しないとか、極め
てたくさんの細胞と接着するといった、
接着の異常も加わってきて異型度が亢
進していきます。
　大西　がんの多様性にはどのような
意味づけがあるとお考えでしょうか。
　金井　顕微鏡で見ただけで全部わか
るわけではないのですけれども、個々
のがんにはいろいろな発がん要因があ
りますが、発がん要因ごとの、あるい
はそれに応じた発がんの分子経路ごと
の多様性が顕微鏡像に表れることがあ
ります。ですから、病理所見を見ると、
治療指針になるような情報が得られる
ことにもなります。
　それから、がんの悪性度とか生物学
的な特徴が形態にも表れるので、顕微
鏡所見から浸潤、転移のしやすさや、
症例の予後なども予測できることがあ
ります。
　大西　形態学的多様性から悪性度や
予後の予測ができるのですね。そうし
ますと、古典的な病理形態像だけで、
がんの多様性をどれぐらい調べられる
ものなのでしょうか。
　金井　確かに古典的な病理形態像だ
けでは評価し尽くせないことがしばし
ばあります。先ほど核異型のことをお
話ししましたけれども、最もありふれ
た、特別核異型が強いわけでもないグ
レード１の核を持っているような腎細
胞がん、とてもありふれている胞巣型

淡明細胞がんの中にも、突然遠隔転移
をきたす予後不良例が出たりするので、
形態だけでは予測しきれません。
　そこで、最近ではがんの多様性を評
価する新しい研究手法としてオミック
ス解析というものが出てきています。
オミックスというのは、集団とか塊と
いう意味のオームという接尾辞がつい
た解析、すなわち細胞の中の異常の網
羅的な解析の総称です。例えば遺伝子
geneにオームがつくとgenome（ゲノ
ム）になるといった具合です。ですか
ら、オミックス解析にはゲノム解析、
エピゲノム解析、トランスクリプトー
ム解析、プロテオーム解析などがあっ
て、ゲノム解析はDNAの塩基配列の
異常、エピゲノム解析はDNAの塩基
の修飾の異常、トランスクリプトーム
解析はRNAの発現の異常、プロテオ
ーム解析は蛋白の発現の異常を、一網
打尽にするように網羅的に調べる研究
手法です。
　大西　がんの多様性や個性を明らか
にする研究は、今どの程度進んできて
いるのでしょうか。
　金井　実例として、私の専門といい
ますか、得意分野でお話しさせていた
だきます。エピゲノム解析というのは
先ほど塩基の修飾の異常だといいまし
た。特にゲノムの中のCpGという配列
にメチル基がつく、DNAメチル化と
いうのが主要なエピゲノム機構です。
これは発がん要因を含むような環境要
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因でどんどん変化していくので、その
患者さんが生涯にわたってどういう環
境、発がん要因に暴露されてきたかが
わかるような、発がんの全過程の記憶・  
記録といった意味があります。
　ですから、私たちはこれを詳細に知
りたいと思って、病理組織検体でとて
も効率よく、全ゲノム上の86万カ所も
のCpG部位のメチル化率を調べられる
インフィニウム解析を行っています。
　それで、先ほど腎細胞がんの予後予
測は顕微鏡像だけを基にしては行いに
くいといいましたけれども、そのよう
な腎細胞がんをまず解析の対象としま
した。腎細胞がんを持っていない方の
全く正常な腎組織と、腎細胞がん症例
の非がん部（顕微鏡で見ても全く異常
はないが、もうすでに発がん要因の影
響を受けている前がん段階にある組織）、
それからがん組織そのものをインフィ
ニウム解析に供したら、CpGアイラン
ドというところにDNAメチル化異常
がたまっているような、CpGアイラン
ドメチル化形質、CIMP陽性という腎
細胞がんがあるのを見つけることがで
きました。このCIMP陽性の一群は、
もちろん顕微鏡ではわからないのです
が、とても臨床病理学的に悪性度が高
くて、予後が不良だということがわか
りました。
　大西　がんが層別化できたことで臨
床のブレークスルーになるとお考えで
しょうか。

　金井　オミックス解析では多くの情
報が得られるとはいえ、ヘテロな集団
を一緒にして測っていると、意味のあ
る分子が見えてこない可能性がありま
す。これに対し、きれいに症例を層別
化してからオミックス情報を全部統合
して解析していくと、治療の標的にす
るべき分子がわかる場合があります。
　私たちは、先ほど悪性度が高いとい
ったCIMP陽性の腎細胞がんについて、
スピンドルチェックポイントという細
胞周期にかかわる分子経路が治療の標
的だということを見つけました。例え
ば、オーロラキナーゼなどはその主要
なキナーゼですので、その阻害剤など
をたちの悪い腎細胞がんに使っていく
ような個別化医療、もちろんそのため
の前臨床試験はこれからしなければい
けないのですが、そういうスキームも
ありうるかと思っています。
　大西　そうしますと、今後の臨床応
用の展開や実用化の見通しはいかがで
しょうか。
　金井　臨床現場で実際に、DNAメ
チル化を測定することでがんの個性を
診断するとなると、研究のために使っ
ている機器だけでは不十分だと思いま
す。各病院の検査部にも導入できるよ
うな、小型で操作性も定量性もよい、
高速液体クロマトグラフィを基盤とす
るようなDNAメチル化診断機器の開
発なども企業と一緒に行っています。
　こういう機器は、いろいろな臓器の

細胞極性だけではなく、さらにほかの
がん細胞と全く接着しないとか、極め
てたくさんの細胞と接着するといった、
接着の異常も加わってきて異型度が亢
進していきます。
　大西　がんの多様性にはどのような
意味づけがあるとお考えでしょうか。
　金井　顕微鏡で見ただけで全部わか
るわけではないのですけれども、個々
のがんにはいろいろな発がん要因があ
りますが、発がん要因ごとの、あるい
はそれに応じた発がんの分子経路ごと
の多様性が顕微鏡像に表れることがあ
ります。ですから、病理所見を見ると、
治療指針になるような情報が得られる
ことにもなります。
　それから、がんの悪性度とか生物学
的な特徴が形態にも表れるので、顕微
鏡所見から浸潤、転移のしやすさや、
症例の予後なども予測できることがあ
ります。
　大西　形態学的多様性から悪性度や
予後の予測ができるのですね。そうし
ますと、古典的な病理形態像だけで、
がんの多様性をどれぐらい調べられる
ものなのでしょうか。
　金井　確かに古典的な病理形態像だ
けでは評価し尽くせないことがしばし
ばあります。先ほど核異型のことをお
話ししましたけれども、最もありふれ
た、特別核異型が強いわけでもないグ
レード１の核を持っているような腎細
胞がん、とてもありふれている胞巣型

淡明細胞がんの中にも、突然遠隔転移
をきたす予後不良例が出たりするので、
形態だけでは予測しきれません。
　そこで、最近ではがんの多様性を評
価する新しい研究手法としてオミック
ス解析というものが出てきています。
オミックスというのは、集団とか塊と
いう意味のオームという接尾辞がつい
た解析、すなわち細胞の中の異常の網
羅的な解析の総称です。例えば遺伝子
geneにオームがつくとgenome（ゲノ
ム）になるといった具合です。ですか
ら、オミックス解析にはゲノム解析、
エピゲノム解析、トランスクリプトー
ム解析、プロテオーム解析などがあっ
て、ゲノム解析はDNAの塩基配列の
異常、エピゲノム解析はDNAの塩基
の修飾の異常、トランスクリプトーム
解析はRNAの発現の異常、プロテオ
ーム解析は蛋白の発現の異常を、一網
打尽にするように網羅的に調べる研究
手法です。
　大西　がんの多様性や個性を明らか
にする研究は、今どの程度進んできて
いるのでしょうか。
　金井　実例として、私の専門といい
ますか、得意分野でお話しさせていた
だきます。エピゲノム解析というのは
先ほど塩基の修飾の異常だといいまし
た。特にゲノムの中のCpGという配列
にメチル基がつく、DNAメチル化と
いうのが主要なエピゲノム機構です。
これは発がん要因を含むような環境要
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がんに応用できる。各臓器の発がんリ
スクの診断や、がん自体の早期診断、
あるいは病態診断、予後予測、コンパ
ニオン診断にも適用可能と考えていて、
そうやって臨床現場に持っていけるの
ではないかと期待しています。
　大西　かなり期待できますね。今の
お話を簡単にまとめていただくと、ど
ういうことになりますか。
　金井　がんには症例ごと、患者さん
ごとに、あるいはがん細胞の集団ごと
に、多様性があります。がんというの
は１つの細胞のクローン、子孫ですけ
れども、悪性進展を遂げる間にいろい
ろなサブクローンができたら、そのサ
ブクローンごとに、あるいは個々の 
がん細胞ごとに性質の違い、多様性、

heteroge neityが生ずるわけです。がん
には個性があるともいえると思います。
古典的な病理形態学ではがんの個性を
よく読み取れるので、病理所見は治療
指針として使っていただけたらありが
たいと思います。
　そして、形態に表れないがんの個性
というのもありますけれども、それは
ゲノム・エピゲノムといった分子プロ
ファイルに表れると考えています。そ
のような分子プロファイルを網羅的に
評価するオミックス解析という研究手
法によって、これから診断や治療のブ
レークスルーがもたらされるだろうと
考えています。
　大西　最新の情報をありがとうござ
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）

東京大学人体病理学分野教授
深　山　正　久

（聞き手　齊藤郁夫）

分子病理診断への取り組みと展開

　齊藤　最近、分子病理診断という名
前を聞きますが、これはどういったも
のなのでしょうか。
　深山　形態学を基本にした従来の病
理診断に対して、分子生物学のツール
を取り入れた病理診断を分子病理診断
といっています。分子病理診断は３つ
の世代に区別することができると思っ
ていまして、まず通常の病理診断、「が
んか、がんでないのか」「どんな種類
のがんか」について、補助診断として
用いる分子病理学的検索です。
　ここでは、がん化に重要な分子、例
えばP53蛋白のように、がん遺伝子、
がん抑制遺伝子に由来する蛋白質など
に対する抗体を用います。免疫染色の
手法で、問題となっている細胞、組織
において、その分子の局在、異常を調
べて、正確な診断に役立てるというも
のです。これは第一世代の分子病理診
断といえると思います。
　齊藤　ここまでが第一世代というこ
とですね。次に第二世代はどういった
ものでしょうか。

　深山　第二世代の分子病理診断です
が、これはコンパニオン診断の重要な
部分になっています。最近、分子標的
治療がいろいろながんに対して開発さ
れています。患者さんのがんがそのよ
うな分子標的治療の対象になるかどう
かの選別は、組織標本中のがん細胞に
標的となる分子、その異常があるかな
いかで決定されます。これをコンパニ
オン診断と呼んでいますが、これを調
べる分子病理診断が第二世代といえる
と思います。
　例えば、乳がんや胃がんの抗HER２
療法を取り上げると、がん遺伝子の
HER２遺伝子が増幅しているがん細胞
では、HER２蛋白が細胞表面にあって、
増殖シグナルが常に活性化された状態
にあるため、この蛋白の機能を阻害す
る抗体医薬品や阻害剤が治療に用いら
れます。そこで、乳がん細胞の細胞膜
にHER２蛋白があるのかどうかを確認
します。
　これには、先ほど述べた免疫染色を
用い、結果が疑わしい場合にはFISH

ドクターサロン61巻８月号（7 . 2017） （613）  5352 （612） ドクターサロン61巻８月号（7 . 2017）

1708本文.indd   52-53 17/07/19   13:01


	02-0023-2
	02-0024-1
	02-0024-2
	02-0025-1
	02-0025-2
	02-0026-1



