
ベースをつくり、またゲノム医療のシ
ステムを構築していって、今日本で行
われている皆保険制度の中で、患者さ
んに利益のあるような個別化医療を推
進できるような体制をつくろうとして
いるところです。
　大西　今後、非常に重要な課題にな
っていますね。
　北川　まだまだ欧米諸国に比べると
足りない面もあるのですが、今後、い
ろいろな学会、いろいろな職種、ある
いはもちろん厚生労働省からも指導を
いただきながら、オールジャパンでい
い体制をつくっていきたいと思ってい
ます。
　大西　個別化予防という考え方も、
今後は出てくるのでしょうか。
　北川　患者さんの生活習慣を把握し
たり、あるいは先ほど出ましたゲノム
医療で、頻度は少ないですけれども、
もともと素因を持った方に発生するが
んも知られています。そういうものが
あらかじめわかった場合に、患者さん

にきちんと説明をしながら、その患者
さんに適したフォローアップというか、
適切な検査体制をつくっていくと、よ
り早期に対応できるのではないかと考
えています。これは先ほどのゲノム医
療の社会実装と並行して、予防も行っ
ていかなければいけないと考えていま
す。
　大西　そのあたりは非常に重要な点
ですね。将来、日本の体制整備はかな
り進んでいくのでしょうか。
　北川　今、国立がん研究センターを
中心に、そういった医療が幾つかの施
設ではすでに行われています。ただし、
それをしっかり行うためには体制を支
える様々な職種のサポートが必要です。
例えば、遺伝カウンセラーといった
方々ですね。医師とは別に、遺伝情報
を患者さんに正しく伝える、特殊な技
能の方がまだまだ少ないので、学会を
中心に育成を行っていきたいと思いま
す。
　大西　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（Ⅲ）

慶應義塾大学消化器内科准教授
佐　藤　俊　朗

（聞き手　大西　真）

ヒトがんのモデル系

　大西　佐藤先生、ヒトがんのモデル
系ということで、先生の研究を中心に
最新の情報をうかがえればと思います。
　まず、先生の研究の背景として、大
腸がんは最近だいぶ増えていると思い
ますけれども、その疫学的なところか
ら教えていただけますか。
　佐藤　もともと欧米に多いがんだっ
たのですが、原因ははっきりとはわか
ってはいないのです。日本でも年々増
加傾向にあり、現在、日本のがん死亡
の第２位になっているということです。
食事の欧米化がかなり関連しているの
ではないか、あと腸内細菌とか、そう
いったものも食事の欧米化とともに変
わってきたので、その辺も関連してい
るのではないかと、今かなり興味が持
たれているところだと思います。
　大西　大腸がんの、がんとしての何
か臨床的な特徴はありますか。
　佐藤　がん自体は、早期発見が一つ
できると内視鏡で取ることができるの
で、かなり予防というか、早期検出が
大事ながんです。例えば便潜血検査と

か、あるいは大腸の内視鏡検査などを
受けていただくことで大部分が予防で
きる可能性があるのですけれども、そ
うはいっても全員受けられているわけ
ではないので、中には進行した状態で
見つかってしまうことがあります。
　大西　腸管上皮の細胞増殖能のこと
もかなりわかってきているのでしょう
か。
　佐藤　基本的には小腸、大腸の細胞
は非常に増殖速度が速い。体内でも一
番速い部類に属していると思います。
　大西　すごい増殖速度なのですね。
　佐藤　そうですね。大便のほとんど
が腸内細菌の死骸と上皮細胞の死骸と
考えられていて、だいたい４～５日で
ほとんどの上皮細胞は入れ替わってし
まいますので、そのくらい新陳代謝が
早い組織なのです。
　大西　これまで先生がいろいろ研究
をされてきた培養について、その成果
をうかがいたいのですけれども、まず
先生の論文でマウスのオルガノイド培
養ですか、そのあたりを教えていただ
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をしたときにどのようになるかを調べ
たということです。
　大西　細胞系譜解析というものです
か。
　佐藤　そうです。細胞系譜解析を使
ったのです。これは非常に難しい技術
なのですが、簡単に言えば、ある細胞
の子ども、孫といった子孫の細胞を
次々とマーキングをしていくことで、
あるときの腫瘍の細胞の祖先がどの細
胞だったかを解析する方法なのです。
マークした細胞が幹細胞であればどん
どん増えていくはずです。幹細胞では
ないものはだんだん減ってきますので、
マークした細胞が増えているかどうか
ということで幹細胞かどうかを調べた
のです。
　大西　遺伝子的なことで、LGR５遺
伝子のことも触れていますが、どうい
う遺伝子なのでしょうか。
　佐藤　正常の大腸の幹細胞でLGR５
というものが幹細胞をマークすること
が知られていたのですけれども、基本
的には幹細胞のヒエラルキーといいま
すか、一番えらい、会社でいえば社長
のようなマークがついている、それが
LGR５になります。このヒエラルキー
というのは正常のときから、だんだん
がんになって悪くなっていくのですけ
れども、このマークはあまり変わらな
いと考えたのです。それで、そのマー
クをがんで試してみると、やはり社長
に相当する幹細胞の部分がそこをマー

クしていたことがわかったのです。
　大西　次にがん幹細胞による根治を
目指した研究というのは、どれぐらい
進んでいるのでしょうか。
　佐藤　先ほど申し上げたように、が
ん幹細胞だけ殺す、LGR５でマークさ
れた細胞だけ殺すという治療法、遺伝
学的に人工的にそういう仕組みをつく
ったわけですが、そういうことをする
と、会社の中で社長だけがいなくなる
ような状況をつくり出せるのです。た
だ、がんの世界というのは下克上の世
界で、社長がいなくなっても、副社長
だったり、幹部の部下たちがすぐその
席を取ってしまう。ですので、LGR５
幹細胞がいなくなっても別の細胞が幹
細胞になってしまう。がん幹細胞だけ
を殺傷するという治療はなかなか難し
いことがわかってきたのです。
　根治となると、部下の細胞、候補生、
社長の候補になる、幹細胞になりうる
細胞をあらかじめ殺したうえで、最後
に幹細胞を殺すという方法を行うと、
実験的なモデルではかなり効果があっ
たと最近わかっています。
　大西　将来的には創薬開発につなが
っていくのでしょうか。
　佐藤　そうですね。そういった点で、
先ほど夢の治療で、がん幹細胞みたい
なものが全部いなくなって根治を目指
すコンセプトが検証されつつあって、
今回はそういう仕組みを、人工的な仕
組みだったのですけれども、実際、副

けますか。
　佐藤　もともと小腸、大腸の上皮細
胞というのは、体内では非常に増殖速
度が速いのですが、これを培養皿で 
培養しようとすると非常に難しくて、
2009年に私がオルガノイド培養という
技術を開発するまでは、誰も基本的に
は長い間、培養ができなかったのです。
そのように、培養ができず、研究がか
なり進まないでいた時期があったので
す。
　大西　次に、ヒト大腸の幹細胞とい
うのがあるのですか、そのあたりを教
えていただけますか。
　佐藤　先ほど培養ができないと申し
上げました。ただ、体内では増えてい
るので、なぜ培養皿の中では増えない
のかを突き詰めていくと、体内では幹
細胞を維持するためのいろいろな因子
が仕込まれているのですが、その因子
が培養皿の中に欠けていることに気づ
いたというか、着目したのです。必要
な因子をきちんと入れればいいという
ことで、そういったものをきちんと入
れて培養したところ、体内と同じよう
に増殖したのです。
　大西　大腸腫瘍を体外で培養するこ
ともされたようですね。
　佐藤　はい。私は最初から大腸がん
を培養しようと思ったわけではなくて、
大腸の幹細胞の培養に最初取り組んで、
うまくいって、その後、正常の細胞が
育つのだから、がんの細胞も育つので

はないかと思って試したのです。実は
大腸がんの組織をそのまま培養しても、
その当時はなかなか培養が難しくて、
一部のがんだけが細胞株として培養で
きたのですけれども、その方法を使う
と、ほとんどの大腸がんの組織でも培
養できることがわかってきたのです。
　大西　次に治療につながることを少
しうかがいたいのですが、がん幹細胞
の同定と、がん幹細胞を標的とした治
療ということで、遺伝子改変技術につ
いて先生はよく論文に書かれています。
そのあたりを少しわかりやすく教えて
いただけますか。
　佐藤　先ほど腸の上皮にも幹細胞が
あると申し上げたのですが、がんの中
にもやはり幹細胞があって、そういっ
た幹細胞がきちんと維持できないと、
生体内でも、皿の中でも、ずっと維持
することはできないのです。裏を返せ
ば、そういった幹細胞さえなくなって
しまえば、がんですら細胞増殖を維持
できない、腫瘍の増殖を維持できない
のではないかという観点から、がんの
中の幹細胞をやっつけてしまうことを
目的にしたのです。
　ただ、本当に幹細胞だけ殺すという
夢のような治療法は、いろいろ取り組
んではいるのですけれども、あまりあ
りません。とりあえず今回、我々はが
んの幹細胞だけを、遺伝学的にある薬
を使うと幹細胞だけ死んでしまうよう
な遺伝子改変をして、そういったこと
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をしたときにどのようになるかを調べ
たということです。
　大西　細胞系譜解析というものです
か。
　佐藤　そうです。細胞系譜解析を使
ったのです。これは非常に難しい技術
なのですが、簡単に言えば、ある細胞
の子ども、孫といった子孫の細胞を
次々とマーキングをしていくことで、
あるときの腫瘍の細胞の祖先がどの細
胞だったかを解析する方法なのです。
マークした細胞が幹細胞であればどん
どん増えていくはずです。幹細胞では
ないものはだんだん減ってきますので、
マークした細胞が増えているかどうか
ということで幹細胞かどうかを調べた
のです。
　大西　遺伝子的なことで、LGR５遺
伝子のことも触れていますが、どうい
う遺伝子なのでしょうか。
　佐藤　正常の大腸の幹細胞でLGR５
というものが幹細胞をマークすること
が知られていたのですけれども、基本
的には幹細胞のヒエラルキーといいま
すか、一番えらい、会社でいえば社長
のようなマークがついている、それが
LGR５になります。このヒエラルキー
というのは正常のときから、だんだん
がんになって悪くなっていくのですけ
れども、このマークはあまり変わらな
いと考えたのです。それで、そのマー
クをがんで試してみると、やはり社長
に相当する幹細胞の部分がそこをマー

クしていたことがわかったのです。
　大西　次にがん幹細胞による根治を
目指した研究というのは、どれぐらい
進んでいるのでしょうか。
　佐藤　先ほど申し上げたように、が
ん幹細胞だけ殺す、LGR５でマークさ
れた細胞だけ殺すという治療法、遺伝
学的に人工的にそういう仕組みをつく
ったわけですが、そういうことをする
と、会社の中で社長だけがいなくなる
ような状況をつくり出せるのです。た
だ、がんの世界というのは下克上の世
界で、社長がいなくなっても、副社長
だったり、幹部の部下たちがすぐその
席を取ってしまう。ですので、LGR５
幹細胞がいなくなっても別の細胞が幹
細胞になってしまう。がん幹細胞だけ
を殺傷するという治療はなかなか難し
いことがわかってきたのです。
　根治となると、部下の細胞、候補生、
社長の候補になる、幹細胞になりうる
細胞をあらかじめ殺したうえで、最後
に幹細胞を殺すという方法を行うと、
実験的なモデルではかなり効果があっ
たと最近わかっています。
　大西　将来的には創薬開発につなが
っていくのでしょうか。
　佐藤　そうですね。そういった点で、
先ほど夢の治療で、がん幹細胞みたい
なものが全部いなくなって根治を目指
すコンセプトが検証されつつあって、
今回はそういう仕組みを、人工的な仕
組みだったのですけれども、実際、副

けますか。
　佐藤　もともと小腸、大腸の上皮細
胞というのは、体内では非常に増殖速
度が速いのですが、これを培養皿で 
培養しようとすると非常に難しくて、
2009年に私がオルガノイド培養という
技術を開発するまでは、誰も基本的に
は長い間、培養ができなかったのです。
そのように、培養ができず、研究がか
なり進まないでいた時期があったので
す。
　大西　次に、ヒト大腸の幹細胞とい
うのがあるのですか、そのあたりを教
えていただけますか。
　佐藤　先ほど培養ができないと申し
上げました。ただ、体内では増えてい
るので、なぜ培養皿の中では増えない
のかを突き詰めていくと、体内では幹
細胞を維持するためのいろいろな因子
が仕込まれているのですが、その因子
が培養皿の中に欠けていることに気づ
いたというか、着目したのです。必要
な因子をきちんと入れればいいという
ことで、そういったものをきちんと入
れて培養したところ、体内と同じよう
に増殖したのです。
　大西　大腸腫瘍を体外で培養するこ
ともされたようですね。
　佐藤　はい。私は最初から大腸がん
を培養しようと思ったわけではなくて、
大腸の幹細胞の培養に最初取り組んで、
うまくいって、その後、正常の細胞が
育つのだから、がんの細胞も育つので

はないかと思って試したのです。実は
大腸がんの組織をそのまま培養しても、
その当時はなかなか培養が難しくて、
一部のがんだけが細胞株として培養で
きたのですけれども、その方法を使う
と、ほとんどの大腸がんの組織でも培
養できることがわかってきたのです。
　大西　次に治療につながることを少
しうかがいたいのですが、がん幹細胞
の同定と、がん幹細胞を標的とした治
療ということで、遺伝子改変技術につ
いて先生はよく論文に書かれています。
そのあたりを少しわかりやすく教えて
いただけますか。
　佐藤　先ほど腸の上皮にも幹細胞が
あると申し上げたのですが、がんの中
にもやはり幹細胞があって、そういっ
た幹細胞がきちんと維持できないと、
生体内でも、皿の中でも、ずっと維持
することはできないのです。裏を返せ
ば、そういった幹細胞さえなくなって
しまえば、がんですら細胞増殖を維持
できない、腫瘍の増殖を維持できない
のではないかという観点から、がんの
中の幹細胞をやっつけてしまうことを
目的にしたのです。
　ただ、本当に幹細胞だけ殺すという
夢のような治療法は、いろいろ取り組
んではいるのですけれども、あまりあ
りません。とりあえず今回、我々はが
んの幹細胞だけを、遺伝学的にある薬
を使うと幹細胞だけ死んでしまうよう
な遺伝子改変をして、そういったこと
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作用があまりないようなレベルで、そ
ういう薬が開発できたらいいと考えて
います。
　大西　最初の臨床に戻るのですけれ
ども、よくポリープを取りますが、遺
伝子が幾つかかかわって、がんができ
る。ポリープを切除するのは意義があ

るのでしょうか。
　佐藤　これは間違いなく、ポリープ
が時間を経ることによってだんだんが
んになっていきますので、悪くなる前
に芽を摘んでおくことが早期発見、早
期治療という点で大事になってきます。
　大西　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（Ⅲ）

国立がん研究センター中央病院副院長
藤　原　康　弘

（聞き手　齊藤郁夫）

分子標的治療薬の現状

　齊藤　まず、分子標的薬とはどのよ
うなものなのでしょうか。
　藤原　分子標的薬というのは、簡単
に言えば、いろいろながんの増殖を規
定するようなメカニズムがありますけ
れども、そのそれぞれの特異的な場所
に作用して、抗がん作用を発揮する薬
と思っていただいていいと思います。
　齊藤　これはどのような物質なので
すか。
　藤原　大きく分けて、化学合成から
できる小分子化合物と呼ばれるものと、
それから抗体ですね。
　齊藤　標的としてはどのようなもの
があるのでしょうか。
　藤原　これまで知られているもので
いえば、だいたい６つか７つぐらいに
大別できるターゲットがあります。ま
とめると、キナーゼ、細胞表面抗原、
血管新生にかかわる因子、ニボルマブ
とかペムブロリズマブのような免疫チ
ェックポイント阻害薬がターゲットに
するのは免疫チェックのいろいろな経
路、それからプロテオソームやヒート

ショックプロテイン、メチル化をはじ
めとするエピジェネティックスな変化、
DNAの修復、こういうものがターゲ
ットです。
　齊藤　実際、臨床に入ってきたのは
いつごろからなのですか。
　藤原　欧米でこういう分子標的薬が
最初に市場あるいは診療に導入された
のは1990年代後半、1997～1998年ぐら
いからです。日本ではそれよりちょっ
と遅れて、2000年代前半、2001～2002
年あたりから診療に導入され始めてい
ます。
　齊藤　最近、急速に増えてきている
のでしょうか。
　藤原　過去の承認品目を見直してみ
ると、2010年以降は急速に分子標的薬
が市場に入ってきて、我々の診療にも
導入されて、2011年、2012年を過ぎて
から、30個以上の分子標的薬が診療に
導入されています。
　齊藤　日本と外国との差は何かあり
ますか。
　藤原　私どものがんセンターでは、
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