
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
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の病院の病理部に設置されたゲノム病
理標準化センターで、実際に臓器の病
変のどのような部分から、いかにして
がん組織を採取して、どう保存するの
か。このようなことに関する講習会を
開催して、技術の普及に努めています。
　これらは研究用の標本採取に関する
ことですが、現在の第三世代の分子病
理診断のために、病理組織検体をどの
ように取り扱うのが適切か、ゲノム診
療のための取扱規程についても急ピッ
チで作成作業を進めています。
　齊藤　この検査はかなり費用もかか
るということですから、確実にできる
かが重要ですね。
　深山　適格な病理組織標本できちん
とゲノム診断というか、分子病理診断
が行われる。これを保証するために標
準化、精度管理がどうしても必要にな
ってきます。病理学会では、関連学会
とともに、2014年にNPO法人の日本病
理精度保証機構を立ち上げて、第二世
代の分子病理診断の精度管理を進めて
います。それから、同じ年ですが、ゲ
ノム病理診断委員会というものを病理
学会の中でつくり、こうした動きに迅
速に対応するように努めています。
　この機会にぜひとも先生方に理解を
お願いしたいのは、がんの分子病理診
断は病理診断の枠組みの中に位置して
いるということです。分子病理診断は
病理医の目でがんを確認したうえで実
施されるため、遺伝子病の生殖細胞変

異の検査とは区別して、病理検査、病
理診断の中に、きちんと位置づける必
要があると考えています。
　齊藤　病理医の仕事、負担が増えて
いるのですね。
　深山　おっしゃるとおり、がんの診
断に関しては、ゲノム科学というか、
ゲノムミックスやプロテオミックスな
どのオミックス解析の結果が続々と報
告されています。WHOの腫瘍分類も現
在ではhistological and genetic typing
と明記され、格段に詳細になっていま
す。
　これらの成果として分子標的治療が
開発されていることはたいへん喜ばし
いのですが、新たな診断に対応した専
門家の育成がますます必要になってき
ています。我々としても、分子病理医
（molecular pathologist）育成のための
プログラムの整備を進めるとともに、
病理専門医の教育にゲノム医療の成果
を取り入れています。このような新た
な領域に対応する言葉としてゲノム病
理学という名称もあり、実際、東京医
科歯科大学の石川教授の所属がゲノム
病理学となっています。まさに次世代
に突入していると思っています。
　齊藤　病理医を支援するために、人
工知能、AIが使えるという話があるの
でしょうか。
　深山　病理医の診断の支援として、
AIを活用することを視野に入れなけれ
ばならない時代に来ていると思います。

（fluorescent in situ hybridization）法
といいますが、これを用いてHER２遺
伝子ががん細胞の中で増幅しているか
どうか、直接調べます。蛍光組織でラ
ベルした核酸プローブをHER２遺伝子
とhybridizeさせて、蛍光顕微鏡を用い
て数をカウントする。
　このほか、ALK融合遺伝子のFISH
法での検出や、EGFR遺伝子変異や大
腸がんでのKRAS遺伝子変異検索など、
核酸を解析する技術を応用したもので、
現在、実際の臨床の場で用いられて、
保険収載もされています。
　齊藤　この第二世代が今、臨床で盛
んに用いられている新しい薬と関係し
ているのですね。
　深山　はい。
　齊藤　では第三世代はどういうこと
でしょうか。
　深山　最近では次世代シーケンサー
によるゲノム解析を病理組織標本に応
用することが始まっています。次世代
シーケンサーの能力が格段に上がった
ことで、数百個の遺伝子異常、キメラ
遺伝子の有無を短時間で、高い精度で
調べられるようになっています。ガラ
ス上の病理組織標本からでもDNA、
RNAを抽出して、次世代シーケンサー
で解析することが可能になっているの
です。
　標本上のがん組織をきちんと確認し
て網羅的に調べる。そして、異常のあ
った分子に対して分子標的療法を選ぶ。

これはprecision medicine、適格医療と
もいいますけれども、こうした分子病
理診断が先端的な施設、例えば私ども
東大病院でも実際に行われるようにな
ってきています。
　これまでを少し単純化しますと、免
疫染色を用いた第一世代の分子病理診
断、FISH法などを用いた第二世代の
分子病理診断が現在行われていて、そ
して次世代シーケンサーを使って第三
世代の分子病理診断が進展していると
いえます。これらがコンパニオン診断
ということで、薬とともに開発が進め
られ、病理診断の現場にどんどん応用
されるようになっています。
　齊藤　病理組織がしっかり取れない
といけないということですか。その辺
が、正確に調べるうえでは重要という
ことになりますか。
　深山　実はスタートになる病理組織
が一番重要で、またその取り扱いも非
常に重要です。がんの分子病理診断を
さらに進化させるには、新鮮な生のが
ん組織を採取して研究することが必要
になってきます。私たち病理学会では、
2016年３月、ゲノム研究用病理組織検
体取扱規程というものを作成して公表
しています。これは日本医療研究開発
機構（AMED）のオーダーメード医療
の実現プログラムの一環として行った
もので、慶應義塾大学病理学の金井教
授が先頭に立って作成されたものです。
　また、この規程に基づいて、私ども
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の病院の病理部に設置されたゲノム病
理標準化センターで、実際に臓器の病
変のどのような部分から、いかにして
がん組織を採取して、どう保存するの
か。このようなことに関する講習会を
開催して、技術の普及に努めています。
　これらは研究用の標本採取に関する
ことですが、現在の第三世代の分子病
理診断のために、病理組織検体をどの
ように取り扱うのが適切か、ゲノム診
療のための取扱規程についても急ピッ
チで作成作業を進めています。
　齊藤　この検査はかなり費用もかか
るということですから、確実にできる
かが重要ですね。
　深山　適格な病理組織標本できちん
とゲノム診断というか、分子病理診断
が行われる。これを保証するために標
準化、精度管理がどうしても必要にな
ってきます。病理学会では、関連学会
とともに、2014年にNPO法人の日本病
理精度保証機構を立ち上げて、第二世
代の分子病理診断の精度管理を進めて
います。それから、同じ年ですが、ゲ
ノム病理診断委員会というものを病理
学会の中でつくり、こうした動きに迅
速に対応するように努めています。
　この機会にぜひとも先生方に理解を
お願いしたいのは、がんの分子病理診
断は病理診断の枠組みの中に位置して
いるということです。分子病理診断は
病理医の目でがんを確認したうえで実
施されるため、遺伝子病の生殖細胞変

異の検査とは区別して、病理検査、病
理診断の中に、きちんと位置づける必
要があると考えています。
　齊藤　病理医の仕事、負担が増えて
いるのですね。
　深山　おっしゃるとおり、がんの診
断に関しては、ゲノム科学というか、
ゲノムミックスやプロテオミックスな
どのオミックス解析の結果が続々と報
告されています。WHOの腫瘍分類も現
在ではhistological and genetic typing
と明記され、格段に詳細になっていま
す。
　これらの成果として分子標的治療が
開発されていることはたいへん喜ばし
いのですが、新たな診断に対応した専
門家の育成がますます必要になってき
ています。我々としても、分子病理医
（molecular pathologist）育成のための
プログラムの整備を進めるとともに、
病理専門医の教育にゲノム医療の成果
を取り入れています。このような新た
な領域に対応する言葉としてゲノム病
理学という名称もあり、実際、東京医
科歯科大学の石川教授の所属がゲノム
病理学となっています。まさに次世代
に突入していると思っています。
　齊藤　病理医を支援するために、人
工知能、AIが使えるという話があるの
でしょうか。
　深山　病理医の診断の支援として、
AIを活用することを視野に入れなけれ
ばならない時代に来ていると思います。

（fluorescent in situ hybridization）法
といいますが、これを用いてHER２遺
伝子ががん細胞の中で増幅しているか
どうか、直接調べます。蛍光組織でラ
ベルした核酸プローブをHER２遺伝子
とhybridizeさせて、蛍光顕微鏡を用い
て数をカウントする。
　このほか、ALK融合遺伝子のFISH
法での検出や、EGFR遺伝子変異や大
腸がんでのKRAS遺伝子変異検索など、
核酸を解析する技術を応用したもので、
現在、実際の臨床の場で用いられて、
保険収載もされています。
　齊藤　この第二世代が今、臨床で盛
んに用いられている新しい薬と関係し
ているのですね。
　深山　はい。
　齊藤　では第三世代はどういうこと
でしょうか。
　深山　最近では次世代シーケンサー
によるゲノム解析を病理組織標本に応
用することが始まっています。次世代
シーケンサーの能力が格段に上がった
ことで、数百個の遺伝子異常、キメラ
遺伝子の有無を短時間で、高い精度で
調べられるようになっています。ガラ
ス上の病理組織標本からでもDNA、
RNAを抽出して、次世代シーケンサー
で解析することが可能になっているの
です。
　標本上のがん組織をきちんと確認し
て網羅的に調べる。そして、異常のあ
った分子に対して分子標的療法を選ぶ。

これはprecision medicine、適格医療と
もいいますけれども、こうした分子病
理診断が先端的な施設、例えば私ども
東大病院でも実際に行われるようにな
ってきています。
　これまでを少し単純化しますと、免
疫染色を用いた第一世代の分子病理診
断、FISH法などを用いた第二世代の
分子病理診断が現在行われていて、そ
して次世代シーケンサーを使って第三
世代の分子病理診断が進展していると
いえます。これらがコンパニオン診断
ということで、薬とともに開発が進め
られ、病理診断の現場にどんどん応用
されるようになっています。
　齊藤　病理組織がしっかり取れない
といけないということですか。その辺
が、正確に調べるうえでは重要という
ことになりますか。
　深山　実はスタートになる病理組織
が一番重要で、またその取り扱いも非
常に重要です。がんの分子病理診断を
さらに進化させるには、新鮮な生のが
ん組織を採取して研究することが必要
になってきます。私たち病理学会では、
2016年３月、ゲノム研究用病理組織検
体取扱規程というものを作成して公表
しています。これは日本医療研究開発
機構（AMED）のオーダーメード医療
の実現プログラムの一環として行った
もので、慶應義塾大学病理学の金井教
授が先頭に立って作成されたものです。
　また、この規程に基づいて、私ども
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病理組織、病理画像そのものの診断に
もAIを活用する。そして、将来的には
病理診断、ゲノム病理診断の両者を統
合させた診断を、AIを利活用して行う
方向に持っていけば、病理医の負担が
低減されるのではないか。そして、若
い意欲的な研究医のリクルートも可能
になるのではないかと期待しています。
　実際、2016年度、AMEDの研究事業
として、私どもの病理学会から、「AI
などの利活用を見据えた病理組織デジ
タル画像の収集基盤整備と病理支援シ
ステム開発」という提案をして、これ
が採択されています。この４月から本
格的に取り組んでいますが、先ほど述
べた夢の分子病理診断システムにつな
げていきたいと考えています。
　齊藤　最近、その中でリキッドバイ
オプシーという言葉があるようですが、
これはどういうものなのでしょうか。
　深山　リキッドバイオプシーは、流
血中のがん細胞、あるいはがん細胞由

来の蛋白質、DNA、それからmicroRNA
やメチル化DNAなどを検出すること
で、がんを診断する。そういう手法で、
現在、盛んに臨床応用が研究されてい
ます。病理医は、このような体液ゲノ
ム病理診断、そして病理組織からの分
子病理診断というものを合わせて、ゲ
ノム医学時代の分子病理診断に積極的
に対応していく必要があると考えてい
ます。
　齊藤　これからの展望はいかがでし
ょうか。
　深山　こういう新しい診断・治療が
導入されるときには、常に治療効果や
有害事象などを検証する目がどうして
も必要になってきます。病理解剖も含
めて検証を常に行う。そういう病理医
として、臨床医の先生方と共同で、統
合的・総合的にがんの病理診断、分子
病理診断を進めていきたいと考えてい
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）

国立がん研究センター研究所ゲノム生物学研究分野長
河　野　隆　志

（聞き手　齊藤郁夫）

ゲノム医療の実現に向けて

　齊藤　まず、ゲノム医療とは、どう
いったものなのでしょうか。
　河野　一番基本的な概念としては、
がん細胞の中の遺伝子を調べて、その
遺伝子の情報に基づいて医療の方法、
治療や診断の方法を決めていくという
のがゲノム医療です。
　齊藤　具体的にはどんなことがある
のですか。
　河野　特に我々日本人に関係が深い
のは、例えば肺がん、特に手術ができ
ない進行がんの肺がんでは、まずがん
の組織を取ってきて、EGFRという遺
伝子の検査をします。もしも遺伝子の
変異が陽性であれば、EGFRに対する
阻害薬、いわゆる抗がん剤を投与する
という、遺伝子の情報に基づいた治療
が行われています。
　齊藤　EGFRが陽性ならば、それに
対応する薬、もし陰性の場合はどうし
ますか。
　河野　陰性の場合は、まだほかの遺
伝子異常がありまして、ALKという遺
伝子の検査を次に行います。またここ

で陽性であれば、今度はALKという蛋
白質に対する阻害薬が投与されること
になります。
　齊藤　陰性になれば、また次がある
と。
　河野　そうですね。2017年１月から
は今度ROS１という遺伝子の異常が次
に検査されるようになりました。
　齊藤　順番に調べていくので、時間
がかかるのでしょうか。
　河野　そうです。基本的には相互排
他といいまして、それぞれの遺伝子の
異常がどれか一つしか起きない患者さ
んがほとんどであるため、１つずつ遺
伝子の検査をしていきます。その代わ
り、１つ調べては、その結果を見てま
た次の検査ということですので、確か
に時間がかかってしまいます。
　齊藤　これは保険診療でできるので
すね。
　河野　そうですね。特に日本はこの
検査が進んでいまして、皆保険の医療
制度の中で、全国どこの病院にいても、
この遺伝子の異常の検査が受けられま
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