
国立がん研究センター中央病院病理・臨床検査科長
平　岡　伸　介

（聞き手　池田志斈）

　がん細胞の悪性度についてご教示ください。
　１．測定方法または基準について
　２．臓器別にがん細胞の悪性度を測定する場合に違いはあるか
　臨床医が患者さんに説明する場合を想定して、わかりやすくお願いします。

＜岡山県開業医＞

がん細胞の悪性度

　池田　平岡先生、いろいろながんの
種類があると思うのですが、どのよう
な測定をして悪性度を決めているので
しょうか。
　平岡　現在、一般的には病理組織学
的な検査、それに合わせて免疫染色 
（免疫組織化学）を行って、がんの種
類を決めていくのが中心的になってい
ます。そのほか、細胞診とか、血液の
細胞像、フローサイトメーターを使っ
たもの、それから血中のバイオマーカ
ー、将来的には遺伝子検査もこの中に
入ってくると思います。そういう検査
を通して腫瘍のタイプ、腫瘍の分化度
あるいはグレード、それから腫瘍の性
質の増殖能や浸潤能、さらに各個々の
腫瘍の性質を示すようなバイオマーカ

ーを測っています。こういったものは、
各臓器がんによってそれぞれ基準や測
定する項目が異なっていますが、大ま
かには組織学的な検査が中心になって
います。
　池田　少し細かくうかがいたいと思
うのですが、まずがんが悪性である、
悪性度が高い、低い、これはどういっ
たことを指しているのでしょうか。
　平岡　がんと一言で言いましても、
様々な性質のものがあります。ゆっく
り大きくなる、おとなしいがんの一方
で、急激に増大していくものもありま
すし、また、がんが発生して、そのす
ぐ直後から遠隔転移、かなり遠くの臓
器に転移を起こして、急速に進行して
いくようなものもあります。がんの悪

性度は、がんの発育や増殖のスピード、
また、がんが周囲の臓器へ浸潤する、
広がっていく、かなり離れた臓器に広
がっていく、そういった程度を評価し
て示されるような、大きながんの性質
です。
　例えば、悪性度の高いがんは、早期
に遠隔転移を起こして、患者さんは亡
くなってしまう、そういったものにな
ります。ですので、がんの悪性度は、
いわゆる生命予後因子になります。
　池田　そういった性質を先ほどの方
法で見ていくとのことですが、悪性度
を決める要因、がんの本来の性質とは、
どのようなものがあるのでしょうか。
　平岡　先ほど申し上げたように、が
んには様々なタイプがある。これまで
そういったがんの種類、タイプによっ
て性格、悪性度が違っていることがわ
かってきています。それを決めるため
に組織学的な検討等を行っているので
すが、がんの種類によって生物学的な
態度や臨床像がかなり変わってくるの
です。
　一例を申し上げますと、甲状腺の乳
頭がんは、かなり緩やかながんの一例
です。一方で膵がんは非常に悪性度が
高いがんとして知られています。両方
とも腺がんですが、発生する臓器や組
織型によって非常にbehavior、生物学
的態度や臨床像が変わってくることが
知られています。
　臓器によって、悪性度の違うがんが

発生しやすいことも知られています。
臓器別の悪性度の違いとは、各臓器ご
との５年生存率にも反映されています。
　池田　例えば、膵がんの予後はよく
ないのはわかっていますし、甲状腺乳
頭がんはいいということですが、それ
ぞれの細胞で分化度など、どのような
分子を発現しているから悪性度が低い、
高いというのがわかるのでしょうか。
　平岡　多くのがんの種類においては、
同じ臓器から発生した同じタイプのが
んの中でも、分化度の違い、あるいは
臓器によっては、グレードと呼んでい
ますが、その違いによって悪性度が違
うことが知られています。一般的には
分化度が高いもの、組織グレードが低
いものは悪性度が低くて、逆に分化度
が低いもの、組織グレードが高くなっ
てくるものは悪性度が高いことが知ら
れています。
　この分化度とは何かといいますと、
がんが正常の対象である細胞とどの程
度かけ離れているか。正常の細胞であ
れば、個々の細胞が非常に整った形を
していて、整然とした組織構築をして
いますが、これががんになると、個々
の細胞の形が非常に不整になってくる。
それから、核の異型性が出てくる。構
築も非常に乱れてくる。しかし、もと
の正常対象とどの程度かけ離れている
かで分化度は決まってきます。ですの
で、高分化ですと、比較的もとの組織
に類似しているが、低分化あるいは未
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分化と呼ばれるようながんになってく
ると、もとの組織とはおよそかけ離れ
た組織像を呈するようになってきます。
　池田　バイオマーカーの考えも同じ
ようなのでしょうか。例えば、未分化
のものが出すバイオマーカーとか、あ
るいは高分化のものが出すバイオマー
カーとか、こういうものも知られてい
るのでしょうか。
　平岡　そういうものが調べられてい
る場合もありますが、もう一つバイオ
マーカーでおもしろいところは、同じ
ような分化度のがんでも、バイオマー
カーとして、ある特定の分子や遺伝子
の発現の違いによって悪性度が変わっ
てくる点にあります。そういったもの
が悪性度と関連するようなバイオマー
カーとして注目されているのです。
　池田　悪性度というと、増殖能とか
浸潤、転移能ですが、増殖能にはどう
いったマーカーがあるのでしょうか。
　平岡　腫瘍が増殖する際には分裂を
起こすので、一つは組織学的に腫瘍細
胞の中で分裂を起こしている細胞が、
一定の面積当たり幾つあるのかをカウ
ントする、それが一つの指標になって
います。
　もう一つは、Ki-67という分子があ
りまして、これは細胞が分裂するとき
に発現してくる分子です。この分子を
免疫染色（免疫組織化学）で染めるこ
とによって、分裂期に入っている細胞
を選り分けることができます。したが

って、ある一定の面積あるいは細胞の
中で幾つの細胞がこのKi-67を発現し
ているかによって、盛んに分裂をして
いるがんなのか、それともあまり分裂
をしていないがんなのかを調べること
ができます。これによって増殖能を測
ることができます。
　池田　あとは浸潤、転移能ですが、
何か評価する方法はあるのでしょうか。
　平岡　一つは、がんがもとの原発の
組織から周囲の組織に浸潤しているの
を見ることもありますし、リンパ管、
静脈等の脈管への侵襲、神経への浸潤、
こういった像を見ることによって浸潤
性が強いものかどうかを測ることがで
きます。
　池田　これまで悪性度を決める要因
をお話ししていただいたのですが、次
に、臓器別にがん細胞の悪性度を測定
する場合に違いはあるかという質問で
す。なかなか難しいかと思いますが、
違いはありますか。
　平岡　各臓器ごとにがんのタイプが
異なっていますので、実際には各臓器
別のがんの悪性度を測定する方法がそ
れぞれ異なっています。もちろん、オ
ーバーラップして共通している部分も
あるのですが、異なっている部分がか
なりあります。これらは臓器別のがん
取扱規約やガイドラインに記載されて
いますので、各臓器ごとのをご覧いた
だけると非常によくわかると思います。
　池田　たくさんのがん種があります

ので、ここで全部ご紹介することは無
理だと思うのですが、最近よくDNA
検査をがんでやると書いてあるのを見
ます。あの目的は何なのでしょうか。
　平岡　多くの場合は薬の治療ターゲ
ットになるような分子を発現している
か、遺伝子を発現しているか、あるい
はその遺伝子異常があるか、これらを
見るために行っているものが大部分で
す。
　池田　それをもって悪性度を見てい
るのではなくて、遺伝子のパターンで
この薬を使おうと、そういうことなの
でしょうか。
　平岡　現状では、悪性度というより
も、治療選択のために検討されている、
測られているということだと思います。
　池田　当面は、今、先生に網羅して

いただいた測定法を用いて、がんの種
類と悪性度をまず把握して治療してい
く。そして中には、そういう遺伝子検
査等でオーダーメイドの治療も入れて
いく、そういうことなのですね。
　平岡　はい、そうです。
　池田　まだ当分は今のやり方が続い
ていくのでしょうか。
　平岡　そうだと思います。ただ、最
近、遺伝子の検査が進んできましたの
で、今後、この遺伝子が発現している
と非常に悪性度が高いというような、
マーカーになる遺伝子を測ることによ
って、悪性度が遺伝子検査によっても
測定できるようになる。近い将来、そ
うなると思われます。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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