
それでは分子腫瘍学特論、がん抑制遺伝子の講義を始

めます。私は金沢大学がん研究所腫瘍遺伝学研究分野

の大島といいます。この講義では、がん抑制遺伝子とし

て、最初に単離、同定されましたRb遺伝子について前半

で話しまして、後半では大腸がんのがん抑制遺伝子とし

て研究されております APC 遺伝子、その変異と発がんと

の関係、あるいは APC の機能についてを中心に話を進

めていきます。 

Now, let's begin the lecture on tumor suppressor genes from the 
advanced theory of molecular oncology. My name is Oshima, and I am 
from the Kanazawa University Division of Genetics Cancer Research 
Institute. In this lecture, I will first talk about the Rb gene, which was 
first isolated and identified as a tumor suppressor gene. Then, in the 
second half of the lecture, I will focus on the APC gene, which has been 
studied as a tumor suppressor gene for colorectal cancer, and the 
relationship between its mutation and oncogenesis, or the function of 
APC. 

がんというのは、いろいろながんに関連した遺伝子に変

異がいくつか、複数積み重なることによって発生してくる

病気であることがよく分かっております。したがって、がん

は遺伝子の病気といわれているわけですが、がん関連

遺伝子を大きく分けますと、がん遺伝子とがん抑制遺伝

子に分けることができます。 

Cancer is well known to be a disease caused by the accumulation of 
mutations in various cancer-related genes. This is why cancer is referred 
to as a genetic disease, and cancer-related genes can be broadly divided 
into oncogenes and tumor suppressor genes. 

この講義ではがん抑制遺伝子について話しますが、まず

最初に簡単にがん遺伝子について話したいと思います。

がん遺伝子は oncogeneとも呼ばれるわけですが、その

遺伝子の変異によって発がんを促進するという機能、

functionですね、functionを獲得するということから、gain 

of functionと呼ばれることもあります。このスライドの左側

の図は増殖シグナルを持つ摸式化した図ですけれども、

増殖シグナル、増殖因子であるリガンドが細胞表面の受

容体、レセプターにシグナルを伝えて、結合しますと、レ

セプターである受容体は、そのコンフォメーションを変え

て活性化し、その活性は細胞内のシグナル伝達因子に

伝えられます。 

In this lecture, I will talk about tumor suppressor genes. First, a brief 
discussion of oncogenes. Oncogenes are sometimes referred to as "gain 
of function," because they can obtain the function of promoting 
oncogenesis through their gene mutations. The left side of this slide 
shows a schematic diagram of growth signaling. When a ligand, which 
is a growth factor, transmits a signal to a receptor on the surface of a cell 
and binds to it, the receptor, which receives the information, changes its 
conformation. This results in activation, and this activation is transmitted 
to intracellular signaling factors. 

そして、さらに活性化したシグナル伝達因子がこの細胞

に増殖しなさいというシグナルを伝えるわけです。これは

正常の状態でのシグナルトランスダクションになるわけで

すけれども、一方、右側の図ですが、その受容体、増殖

シグナルの受容体が遺伝子に変異が入ることによって、

アミノ酸の変異、変化が起こりまして、それによって、コン

フォメーションが変わることによって、リガンドが結合しな

くても恒常的に活性化した状態になってしまうことがあり

ます。そうしますと、増殖因子であるリガンドが来ないにも

かかわらず、この細胞には恒常的に増殖シグナルが入る

わけです。 

The activated signaling factors then in turn further communicate this 
signal to the cell, to proliferate. This is signal transduction in its normal 
state. Now, take a look at the figure on the right. When mutation occurs 
in the gene for a proliferative signal receptor, it causes amino acid 
mutations and changes in conformation, leading to constant activation 
without ligand binding. This means that the cell will receive a constant 
proliferative signal, even though the ligand, a growth factor, is not 
present.  

また、その受容体自信はまったく正常であっても、その細

胞内のシグナル伝達因子に遺伝子変異が入りますと、そ

の上からシグナルが来ていないにもかかわらず、常に活

性化された状態に変化してしまうことがあります。 

In addition, even if the receptor itself is completely normal, gene 
mutations in intracellular signaling can cause the cell to be constantly 
activated, even with no signal from upstream. 

このように増殖シグナルに関わる受容体やシグナル伝達 So a cancerizing cell is likely driven by the activity of oncogenes 



因子が活性化型の変異が入ることによって、がん遺伝子

として働き、それによって細胞ががん化するというふうに

考えられます。その増殖シグナルに関わる受容体として

有名なものとして、EGFR、epidermal growth factor 

receptorというものがありますし、またシグナル伝達因子

としては、rasと呼ばれる重要なものがあります。 

resulting from an activating mutation coming into the receptors and/or 
signaling factors involved in proliferation signals. One of the best known 
receptors involved for such proliferation signals is EGFR (epidermal 
growth factor receptor), and there is an important signaling factor known 
as ras. 

ただ正常な状態では、これらの分子は普通の細胞増殖

に関わっておりますので、その場合はがん遺伝子ではな

くて、proto-oncoｇeneというふうに呼ばれるわけです。

で、大事なことは細胞のなかには対立染色体上に２コピ

ーの遺伝子があるわけですね。rasも、EGFレセプターも

２コピーあるわけですが、がん遺伝子の変異の場合はそ

のうちの片方だけに変異が入れば、それによって細胞が

がん化するということで優性形質のパターンを取ります。

これに対して、がん抑制遺伝子のほうは２コピーとも変異

する、あるいは活性を失うということによって、初めてがん

化に細胞が変化していくので劣性形質であると考えること

ができます。 

However, under normal conditions, these molecules are involved in 
normal cellular proliferation, so they are not called oncogenes, but proto-
oncogenes. What is important here is that cells have two copies of each 
gene on their alleles. So, ras and EGFR have two copies, and in the 
event of mutations in oncogenes affecting only one of those copies, the 
cell becomes cancerous, showing a pattern of dominant traits. In 
contrast, tumor suppressor genes require mutation or loss of activity in 
both copies to drive the cell toward cancer for the first time; therefore, 
mutation is considered a recessive trait. 

それではがん抑制遺伝子ですけれども、がん抑制遺伝

子の概念というのはかなり古くから報告されておりまし

て、一番最初の報告が今から約４０年前、Henry Harrisと

いう人によって発表されました。で、Henry Harrisは細胞

融合の実験していたわけですが、その細胞を、異なる細

胞を、センダイウィルスを感染させたり、あるいはリポソー

ムで処理するなどによって、２つの細胞を融合させること

ができます。これを cell fusionと呼びますけれども、この

Henry Harrisは動物に移植すると腫瘍を形成する、そう

いうがん細胞と正常の細胞、正常の線維芽細胞ですね、

fibroblastを融合させる実験を行いました。 

Let's move on to the tumor suppressor genes. The idea of these genes 
has been reported for a long time; the first such report was published by 
Henry Harris about 40 years ago. He experimented with cell fusion, 
through which two different cells can be fused together by infecting 
them with a Sendai virus or treating them with liposomes. Henry Harris 
conducted an experiment in which he fused cancer cells, which caused 
tumors when they were transplanted into animals, with normal 
fibroblasts. 

で、この融合、cell fusionによって、できたハイブリッドの

細胞が実はもはや動物に移植しても腫瘍を形成しなくな

るということを発見したわけです。で、これはどのように解

釈したらいいかといいますと、その正常細胞には実はが

んにならないようにする遺伝子が存在していて、それが

なくなることによって細胞ががん化するんだというふうに、

Henry Harrisは考えたわけですね。 

He found that the hybrid cells produced through cell fusion no longer 
formed tumors when transplanted into animals. How can we interpret 
this? He thought that normal cells actually had genes that prevented 
them from becoming cancerous, and when these genes were lost, the 
cells became cancerous. 

で、それはこの当時はまだがん遺伝子についても、よく

分かっていない時期ですけれども、そのがん抑制遺伝子

の概念として初めて報告されたものであって、なくなって

がん化する、そして fusionによって、それを戻すことによ

って、そのがんのフェノのタイプが正常に戻るということを

見つけたわけで、これはがん抑制遺伝子の概念そのもの

At that time, oncogenes were still not well understood, but this was the 
first report on the concept of tumor suppressor genes, proposing the idea 
of genes that drive cells toward cancerization when they are lost, and to 
revert to normal phenotypes when they are returned through fusion. This 
is exactly the idea of a tumor suppressor gene, as we later found out. 
Thus, it is now well understood that tumor suppressor genes are 
recessive. 



であるということが、あとから分かったわけです。で、この

ようにがん抑制遺伝子というのは劣性形質を示すことが

今ではよく分かっています。 

それから何年か遅れまして、実際にがん抑制遺伝子が存

在するんだということがいろんな研究によって分かってま

いりました。一番最初にがん抑制遺伝子について分かっ

てきたのは、この網膜芽細胞腫 retinoblastomaという小児

がんの原因遺伝子であるRb遺伝子についてです。網膜

芽細胞腫 retinoblastomaというのは約２万人に一人の割

合で発症する、子どもに発症する網膜のがんでして、ここ

の写真にありますように、網膜ががん化して、がん細胞が

増殖することによって、このように眼球のなかにがんが発

生してしまいます。この retinoblastoma、網膜芽細胞腫に

は２つの発症パターンがあるということがよく分かってい

ました。一つはここに記載してありますように、unilateral 

retinoblastoma、ユニラテラル、すなわち片目だけにがん

を発生する、retinoblastomaが発生するパターンです。 

A few years later, various studies showed that tumor suppressor genes 
actually exist. The first tumor suppressor gene that we learned about was 
the Rb gene, which is the gene responsible for retinoblastoma, a 
childhood cancer. Retinoblastoma is a cancer of the retina, affecting 
children at a rate of about one in 20,000. As you can see in this picture, 
the retina becomes cancerous to proliferate cancer cells, resulting in the 
development of cancer in the eye. Retinoblastoma was well known to 
have two patterns of development. The first is unilateral retinoblastoma, 
as shown here, where the cancer develops in only one eye.  

で、この患者さんたちは家族歴がなくて、すなわち親兄

弟に同じような retinoblastomaを発症することはないこと

から、これは散発性のがんであると考えられました。また

もう一つのパターンは、bilateral retinoblastomaと呼ばれ

るもので、両目、両側の目に網膜芽細胞腫が発祥する、

そういうものです。この bilateral retinoblastomaの場合は

家族歴があり、すなわち親や兄弟も同じような網膜芽細

胞腫が発祥することから、こちらは遺伝性であると考えら

れていました。 

Children who developed this disease had no family history — no 
parents or siblings developing similar retinoblastomas — so it was 
considered a sporadic cancer The other pattern is called bilateral 
retinoblastoma, in which retinoblastoma develops in both eyes, or 
bilaterally. For bilateral retinoblastoma, children have a family history, 
and their parents or siblings also develop the same type of 
retinoblastoma. Thus, this pattern was considered hereditary. 

そして、この retinoblastomaが実際にはがん抑制遺伝子

の変異によって起こるのではないかということが予想され

たわけですが、それを初めて言ったのが１９７１年です

が、Alfred Knudsonという人が、小児科のお医者さんで

すけれども、論文で発表しました。で、このスライドの図は

Knudsonの論文から取ってきた非常に有名なものですけ

れども、このグラフは横軸が子どもの年齢、月齢を示して

います。 

Eventually, this retinoblastoma was hypothesized actually to be brought 
about by tumor suppressor gene mutations; this hypothesis was first 
published in a paper by a pediatrician named Alfred Knudson, in 1971. 
The figure shown on this slide is a very famous one, cited from the 
Knudson's paper, where the horizontal axis shows the age of the 
children, in months. 

で、縦軸が別の blastoma、網膜芽細胞腫と診断された頻

度を表しているわけですが、この青い直線のほうが

bilateral retinoblastoma、すなわち遺伝性の網膜芽細胞腫

です。で、ピンクの曲線のほうが unilateral retinoblastoma

で、こちらは非遺伝性の散発性の網膜芽細胞腫です。

で、これを見て分かりますように、遺伝性の

retinoblastomaのほうは子どもたちのその年齢が上がる

にしたがって、それと正比例するようにだんだん病気が

The vertical axis shows the frequency of retinoblastoma diagnosis. The 
blue line represents bilateral retinoblastoma (the hereditary 
retinoblastoma). The pink curve represents unilateral retinoblastoma (the 
non-hereditary, sporadic retinoblastoma). As you can see, hereditary 
retinoblastoma gradually develops in direct proportion to age as children 
grow older. 



発症しているということが分かります。 

で、これはがんの発生はおそらく遺伝子の変異によって

起こるということは想像されておりましたので、この四角で

囲ってありますように、その遺伝性、バイラテラルは１回の

遺伝子変異が必要。１回の遺伝子変異で retinoblastoma

が発症するということが想像されました。といいますの

は、その遺伝子の変異というのはまったくランダムに起こ

るものであって、確率論的に起こってくるわけですね。で

すから、まったく同じ頻度で遺伝子変異が起こるとする

と、どうしても１回の変異でがんが発生するとすると、年齢

に正比例してがんが発症する、そういう直線が描けるわ

けです。 

Because it was expected that the development of this cancer was 
probably caused by gene mutations, the hereditary (or bilateral) 
retinoblastoma was believed to require a single genetic mutation, and 
just a single genetic mutation could cause retinoblastoma, as shown in 
this box. This is because the mutation of the gene is completely random, 
and occurs on a stochastic basis. Thus, assuming that gene mutations 
occur at exactly the same frequency, and that a single mutation causes 
cancer, we can draw a straight line representing cancer development in 
direct proportion to age. 
 

まさに、この bilateral retinoblastomaの発症は年齢に比例

して発症している。ですから１回の遺伝子変異で発症す

るということが分かったわけです。それに対して、この散

発性の unilateral retinoblastomaの場合、このように２次曲

線を描いて、最初はなかなか発症してこないんですが、

だんだん発症してくるようになってくる。すなわち、これは

１回よりも多い geneticなイベントが発がんに重要だという

ことを示しています。で、この曲線のカーブから計算でき

るんですけれども、実際には２回の遺伝子変異が必要だ

ということが、このKnudsonの計算により分かりました。 

The onset of bilateral retinoblastoma was exactly proportional to age, 
supporting the hypothesis that a single genetic mutation causes the onset 
of cancer. On the other hand, sporadic unilateral retinoblastoma draws a 
quadratic curve, as shown in this figure: it rarely develops at first, but 
gradually increases. In other words, this indicates the importance of 
more than one genetic event for oncogenesis. How many events are 
required, then? We can calculate this from the curve; Knudson found 
that two gene mutations were necessary. 

で、Knudsonはこの現象から、おそらくがん抑制遺伝子と

いうものが retinoblastomaの発症に関わっていて、遺伝

性のものはその retinoblastomaの原因遺伝子の変異を親

から受け継いでいて、その対立染色体上の正常な遺伝

子の変異の、１回の変異でがんが発症するのではない

か、そして非遺伝性の場合は２コピーの正常な遺伝子を

持っているにもかかわらず、それぞれが１回ずつ、すな

わち２回の遺伝子変異が起こることによって、

retinoblastomaが起こるのではないかと予想しました。 

Based on this phenomenon, Knudson imagined that some kind of tumor 
suppressor genes were involved in the development of retinoblastoma; 
for hereditary retinoblastoma, a mutation in the causative gene for 
retinoblastoma would be inherited from a parent, and a single mutation 
in a normal gene on the allele would be sufficient to cause cancer, 
whereas for non-hereditary cases, two copies of the genes would 
normally be inherited from a parents, but a single mutation in each of 
those two copies (i.e. two mutations in total) would cause 
retinoblastoma. 

これをKnudsonの 2 hit theory、２ヒット説といいます。非

常に有名な説であって、現在はこの retinoblastomaだけ

ではなくて、ほとんどのがん抑制遺伝子にこのKnudson

の２ヒット説が当てはまることが分かっています。 

This is known as Knudson's two-hit theory. This is a very famous theory, 
and it is now known that Knudson's two-hit theory applies not only to 
retinoblastoma, but to almost all tumor suppressor genes. 

それから１５年の歳月が経ったあとで、ようやく網膜芽細

胞腫 retinoblastomaの原因遺伝子が見つかりました。こ

れは染色体１３番状にある遺伝子で retinoblastomaから

取って、Rbという名前が付けられています。Rb遺伝子と

いわれています。遺伝性の retinoblastoma、bilateral 

retinoblastomaの場合、遺伝的に片親からその変異した

Rb遺伝子を受け継いでいます。ここにヘテロの状態で、

Fifteen years later, the gene responsible for retinoblastoma was finally 
found. This gene is located on chromosome 13, and is called the Rb 
gene, after retinoblastoma. In the case of hereditary, or bilateral, 
retinoblastoma, the mutated Rb gene is inherited from one parent. On 
this slide, the Rb gene is shown in the heterozygous state. In the process 
of cell division in the retina, if the normal Rb gene, the one without a 
mutation inherited from the parent, stochastically mutates as the second 
hit mutation, it becomes a retinoblastoma, as shown in the figure on the 



そのRb遺伝子が絵で描いてありますが、その網膜の細

胞が分裂している過程で、その正常のほうのRb遺伝子、

親から受け継いだミューテーションの入っていないほうの

Rb遺伝子に stochasticに、2nd hit mutationが入ってしま

うと、この右側のように網膜芽細胞腫になってしまう。すな

わち正常の Rb遺伝子がなくなってしまい、網膜芽細胞

腫が発症すると考えられます。 

right. In other words, the normal Rb gene is lost, allowing 
retinoblastoma to develop.  

すなわち、その somatic eventは１回で、両側性の Rb遺

伝子の欠損が起こってしまう。そういうことです。一方、そ

の unilateralの散発性の retinoblastomaの場合ですけれ

ども、この場合は発症する子どもはもともとまったくRb遺

伝子の変異を持っていないわけですね。ですから、２コ

ピーの正常Rb遺伝子を持っています。しかし、これもま

ったく確率論的なところですが、たまたまその Rb遺伝

子、片っぽの Rb遺伝子に変異が入ってしまうことがあり

ます。しかし１コピーの正常Rb遺伝子が残っているうえ、

このRb遺伝子は正常であるわけですけれども、また同じ

ような確率で１個の Rb遺伝子に変異が入った細胞で、も

う１回mutationが入ってしまうことがあり得るわけです。

で、一つの細胞のなかで、first mutationがあって、さらに

2nd hit mutationが入った場合に、この細胞が網膜芽細

胞腫、がん化して、網膜芽細胞腫として、その腫瘍を形成

してしまうわけです。したがって、その unilateralの場合

は somatic eventは２回必要であって、だからこそ、先ほ

どのグラフのように発症率は２次曲線を描くということと合

致していることが分かってきました。 

This means that a single somatic event causes the bilateral loss of the Rb 
gene. On the other hand, in the case of unilateral sporadic 
retinoblastoma, children who develop the disease do not have any 
mutation in their Rb gene. That means that they have two copies of the 
normal Rb gene. However, though — again, completely 
stochastically — a mutation might occur in the Rb gene, or one copy of 
the Rb gene, by chance. In that case, the other copy of the normal Rb 
gene remains, keeping the cell normal. However, it could be possible to 
have another mutation, again, stochastically, in a cell that already 
experienced one mutation in its Rb gene. So, if a cell has this first 
mutation and then a second-hit mutation, the cell turns cancerous and 
develops a tumor, forming retinoblastoma. Therefore, in unilateral cases 
of the disease, two somatic events are required, which explains why the 
incidence rate is consistent with the quadratic curve, as shown in the 
previous graph. 

それでは、その Rb遺伝子の 2nd hit mutationによって、

なぜがんが発生するのでしょうか。それについて、少し考

えてみたいと思います。Rbというのは、セルサイクルの

制御に関わる重要な分子であることが分かっています。

この図はセルサイクルを模式的に示したものですが、G1

期から S期、G2期、M期と回って、最後は分裂していく

わけですけれども、この細胞周期、セルサイクルは cyclin

とCDKの複合体によって制御されていることがよく分か

ってきています。 

So, why does the two-hit mutation of the Rb gene cause cancer? Let's 
discuss this a bit. It is well known that Rb is an important molecule 
involved in the regulation of the cell cycle. This figure shows the cell 
cycle schematically. The cell cycle starts in the G1 phase, then goes to 
the S phase, G2 phase, and M phase, then finally divides. This cell cycle 
is well known to be regulated by a complex of cyclin and CDKs. 

特にこの図ではG１期について書いてありますけれど

も、G1期全体を通して、cyclin D/CDK4/6の complexが

重要であり、そのG1の最後の late G1では重要なチェッ

クポイントがあって、そのチェックポイントを超えるために

は、cyclin E/CDK2の complexが重要な働きをします。

で、このそれぞれの complexが実はRbをリン酸化すると

いうことが分かってきています。 

This figure shows the G1 phase in particular, and the cyclin D/CDK4/6 
complex is important throughout this phase. At the late G1, there is an 
important checkpoint, where the cyclin E/CDK2 complex plays an 
important role to pass the checkpoint. Each of these complexes is known 
to actually be phosphorylate Rb. 



Rbは通常の状態、まったく普通の状態では転写因子で

ある E2Fというものと bindingして、complexを形成してい

ます。E2Fは、このチェックポイントを超えるために重要

な転写因子であるわけですが、普段はRbに捕まって、

その転写活性は抑えられているわけです。しかし、その

G1期に cyclin D/CDK4/6によって、リン酸化され、さら

にチェックポイントの近くでは cyclin E/CDK2の complex

によって、その hyperphosphorylationを受けます。 

In the completely normal state, Rb binds to a transcription factor called 
E2F to form a complex. E2F is an important transcription factor for 
passing the checkpoint, but it is usually trapped by Rb, and its 
transcriptional activity is suppressed. However, during the G1 phase, 
E2F is phosphorylated by the cyclin D/CDK4/6 complex, and is 
hyperphosphorylated by the cyclin E/CDK2 complex near the 
checkpoint. 

それによって、そのリン酸化をたくさん受けたRbはもは

や E2Fと bindingすることができなくなって、E2Fが放出

されるわけです。それによって、フリーになった E2Fは

活性化して、その転写活性の亢進によって細胞周期はチ

ェックポイントを超えて、S期に入るわけです。このように

Rbは細胞周期の制御に非常に重要な役割を果たしてい

るわけですが、この 2 hit mutationによって、Rbがなくな

ってしまうと、その cyclin E/CDK2、あるいは cyclin Dが

活性化することがなくても、E2Fが恒常的に活性化してし

まう。 

As a result, Rb that has undergone a lot of phosphorylation can no 
longer bind to E2F, leading to the release of E2F. Consequently, the free 
E2F is activated, and the increased transcriptional activity causes the cell 
cycle to pass the checkpoint and move on to the S phase. In this way, Rb 
plays a very important role in the regulation of the cell cycle. So, if Rb is 
lost due to this two-hit mutation, E2F becomes permanently activated, 
even if cyclin E/CDK2 or cyclin D is not activated. 

したがって、本来チェックポイントで細胞増殖しているサ

イクルが止まるべき、あるいはアポトーシスに行くべき細

胞であっても、そのままE2Fが活性化しているために、

セルサイクルが回転し続けて、それによって、発がんす

るというふうに考えられているわけです。 

Therefore, the mechanism of oncogenesis is considered a result of a 
seamless cell cycle driven by continuously activated E2F in the cell, 
which should have stopped its cellular proliferation cycle at the 
checkpoint, or gone into apoptosis.  

それでは、その 2 hit mutationがどのようにして起こるか

ということについて、分かっていることについて説明しま

す。この左側に正常細胞とありますが、赤で示しているの

が変異した Rb遺伝子ですね。この親から遺伝された変

異Rb遺伝子。青のほうが正常Rb遺伝子と考えてくださ

い。で、この青の正常Rb遺伝子がなくなると、

retinoblastomaが起こるわけですが、一番考えやすいの

は一番上にあります正常RB遺伝子のほうにもたまたま

mutationが入ってしまう。それによって、正常なRbがなく

なってしまうので、この細胞は retinoblastomaになるわけ

です。 

Now, let me explain what we know about how the two-hit mutation 
occurs. The left side of this side shows a normal cell, and the mutated 
Rb gene is shown in red. Suppose the mutated Rb gene is inherited from 
the parent, and the blue one is the normal Rb gene. When the blue 
normal Rb gene is lost, retinoblastoma occurs. As shown at the top, the 
most likely scenario is the mutation of the normal RB gene by chance. 
As a result, there is no normal Rb gene there, so the cell becomes a 
retinoblastoma. 

あるいはその正常Rb遺伝子、青で示した正常Rb遺伝

子を含んだ、その染色体の領域を欠損してしまう場合、こ

れは上から２番目のものですが、この染色体の欠損によ

って、やはり正常Rbがなくなってしまって、

retinoblastomaになってしまう場合、これも２ヒットのメカニ

ズムに一つです。そして、また同じように重要なものとし

ては、そのmutationとか、deletionではなくて、細胞分裂

の際に、それぞれの変異の入った Rb遺伝子の染色体

Or, as shown in the second figure from the top, if the chromosome 
region that contains the normal Rb gene (shown in blue) is deleted, the 
loss of this chromosome also results in no normal Rb there, leading to 
retinoblastoma, another mechanism of two-hit mutation. Another 
equally important mechanism to note is loss of heterozygosity. This 
mechanism is not based on mutation or deletion, but on cell division. 
During the process of cell division, the chromosome containing the 
mutated Rb gene and the one containing the normal Rb gene are both 
duplicated and distributed to the dividing cells. However, if this 



も、正常Rb遺伝子を持った染色体も、duplicateして、そ

れぞれ分裂した細胞に染色体を分配するわけですが、こ

の分配が上手くいかないばあい、あるいはその細胞分

裂、体細胞分裂のときに、mitotic recombinationが起きて

しまって、そして分裂してしまった場合、その変異Rb遺

伝子がホモになってしまうケースがあり得るわけです。 

distribution does not go properly, or if mitotic recombination occurs 
during somatic cell division, the mutant Rb gene may become 
homozygous. 

その場合は同時にその分裂した相手側の細胞ではRb

遺伝子は実は正常でホモになってしまうわけですが、こ

のホモで遺伝子の変異が入ってしまった細胞も当然、正

常Rb遺伝子をもう持っていないので、それによって、

retinoblastomaが発症してしまうわけです。 

If this happens, then the other pair of Rb genes is also homozygous, but 
with normal Rb genes. So, the homozygous cell with the mutated genes 
does not have the normal Rb gene anymore, and retinoblastoma 
develops as a result. 

このように、そのヘテロであった細胞がホモになってしま

う、あるいは正常Rb遺伝子が deletionしてしまって、変

異Rb遺伝子だけ１個の染色体になってしまった場合、こ

のようなケースをへテロでなくなったということで、loss of 

heterozygosityと呼ばれます。これは、頭文字を取って、

loss of heterozygosityは一般的に LOHと呼ばれるわけ

です。LOHはがん抑制遺伝子で非常によく使われる言

葉で、がん抑制遺伝子でよく使われる言葉で、その言い

方としては、このRb遺伝子は正常なRb遺伝子が LOH

によって欠損することによって、retinoblastomaが発症し

たなどというふうにいうことができます。 

When a heterozygous cell becomes homozygous, or when the normal 
Rb gene is deleted and only the mutated Rb gene is left on one 
chromosome, this is called loss of heterozygosity. This is commonly 
abbreviated “LOH.” LOH is a very commonly used term regarding 
tumor suppressor genes. You might hear people say things like "this Rb 
gene was once normal, but was lost due to LOH, resulting in the 
development of retinoblastoma." 

そのRbはさっき言いましたように、そのセルサイクルの

制御に関連している分子であるので、網膜だけではなく

て、すべての体のなかの臓器の体細胞のセルサイクル

の制御にも関連しているはずです。それでは腫瘍は網

膜だけで発症するのでしょうか。 

As I mentioned earlier, Rb is a molecule involved in the regulation of the 
cell cycle, so it must also be related to the regulation of the cell cycle in 
somatic cells in all organs of the body, not just the retina. So, do tumors 
develop only in the retina, then? 

それについて答えているのが、この論文の図表ですけ

れども、これは、このグラフは横軸が年齢です。縦軸がそ

の発がん率、積算された発がん率が書かれているわけ

ですけれども、青の線は bilateral retinoblastoma、すなわ

ち遺伝性の網膜芽細胞腫で、１コピーの変異Rb遺伝子

をすでに持っている、そういう患者さんたちです。で、ここ

で見て分かりますように、年齢がいくにしたがって、年齢

と比例して、その発がんが増えてくる。がんの発生が増え

てくることが分かります。 

The answer to this question can be found in the graph in this paper. The 
horizontal axis on this graph shows age. The vertical axis shows the 
incidence, estimated rate, of developing cancer. The blue line presents 
bilateral retinoblastoma, or hereditary retinoblastoma, in which the 
patients already have one copy of the mutated Rb gene. As you can see 
here, the incidence of oncogenesis increases in proportion to the age of 
patients. 

これはやはり１回の stochasticなｓｏｍａｔｉｃな遺伝子変異

で発がんしているということを示しているわけです。で、こ

の発生しているがんですけれども、retinoblastomaだけで

はなくて、srcoma、肉腫ですね。骨肉腫とか、あとは皮膚

のメラノーマ、悪性の黒色腫であるとか、brain tumorの腫

瘍とか、あらゆる臓器での発がんのリスクがこの遺伝性の

This indicates that cancer is caused by a single stochastic somatic gene 
mutation. The cancers developed are not only retinoblastoma, but also 
sarcoma, osteosarcoma, malignant skin melanoma, and brain tumors, so 
patients with retinoblastoma have a risk of cancer in all organs. On the 
other hand, at age 50, the patients with sporadic unilateral 
retinoblastoma have a 5.7% risk of developing cancer. 



retinoblastoma患者の場合はあります。一方、散発性の

unilateral retinoblastomaの場合ですけれども、５０歳での

発がん率は５．７％となっています。 

このピンク色のラインですけれども、この５．７％という発

がん率はほとんど健常人の発がんと同じ状況です。した

がって、やはりその１コピー、もともと変異を持っているこ

とによって、その発がんのリスクが上がっているということ

が分かったわけで、この解析結果から網膜だけではなく

て、他のいろんな臓器においても、正常Rb遺伝子が２ヒ

ット変異が入ったり、あるいはLOHによって欠損すること

によって腫瘍が発生する、そういうことが分かってきまし

た。 

This pink line shows the incidence of cancer development, but this 5.7% 
rate is about the same as the healthy population. Thus, it was found that 
the risk of oncogenesis increased as expected when there was one copy 
with the underlying mutation. The results of this analysis have shown 
that not only the retina, but also various other organs, can develop 
tumors when the normal Rb gene is mutated through two hits, or is 
defective due to LOH. 

以上、Rb遺伝子、がん抑制遺伝子として最初に見つかっ

てきた遺伝子ですけれども、Rb遺伝子について説明しま

したが、現在報告されていて、よく研究されているがん抑

制遺伝子のほとんどが、このRbのように遺伝性の腫瘍性

疾患から、その原因遺伝子として発見された、そういうも

のです。例えば、ここのテーブルにありますが、後半お

話しますが、APCという遺伝子は家族性大腸腺腫瘍とい

う、その腸管に、大腸にポリープやがんを発生する遺伝

病ですけれども、その遺伝病の原因遺伝子として見つか

ってきたもので、このAPC遺伝子の変異によって、β-

cateninのリン酸化、あるいはWntシグナルといった大腸

がん発生に大事なシグナルが制御されていることがよく

分かっています。 

Thus far, I have talked about the Rb gene, the first gene discovered as a 
tumor suppressor gene. Most of the currently reported and best-studied 
tumor suppressor genes were discovered as the genes responsible for 
hereditary neoplastic diseases, just like Rb. For example, in this table 
here, the gene APC, which will be discussed later, was discovered as the 
causative gene for familial adenomatous polyposis of the colon, a 
genetic disease that causes polyps and cancer in the intestinal tract. It is 
well known that mutations in the APC gene affect the regulation of 
signals critical for the development of colorectal cancer, such as β-
catenin phosphorylation and Wnt signaling. 

またVon Hippel-Lindau病という遺伝性の腎臓がんを発

生する病気の原因遺伝子としては、VHLという遺伝子が

ありますけれども、このVHLという分子はHIFという低酸

素で誘導される転写因子があるわけですが、この転写因

子をユビキチン化するのに大事な分子です。 

Additionally, the gene VHL is the causative gene for Von Hippel-Lindau 
disease, a hereditary kidney cancer. This VHL molecule is important for 
the ubiquitination of HIF, a transcription factor induced by hypoxia. 

したがって、VHLは普段はHIFのユビキチン化を介し

て、HIFを分解させているわけですけれども、LOH、ある

いは 2nd hit mutationによって、VHLがなくなってしまう

と、その細胞では低酸素状態でHIFがどんどん発現し

て、蓄積して、それによって、さまざまな転写が活性化し

て、発がんに向かっていくと考えられるわけです。 

VHL normally degrades HIF via ubiquitination of HIF, but if VHL is 
lost due to LOH or two-hit mutation, HIF is rapidly expressed and 
accumulated in the cells under hypoxic conditions, causing various 
transcription activations toward oncogenesis. 

また神経線維腫症１型という遺伝病がありますけれども、

この原因遺伝子として同定されたのがNF1という遺伝子

です。で、NF1は、細胞内の増殖因子を伝える重要なシ

グナル伝達因子である Rasの活性を制御する Ras-GAP

と呼ばれる分子そのものであることが分かったわけです。 

Another example is a genetic disease called neurofibromatosis type 1, 
and a gene called NF1 has been identified as the causing gene for the 
disease. NF1 was found to be a molecule called Ras-GAP, which 
regulates the activity of Ras, an important signaling factor for 
communicating intracellular growth factors. 

したがって、NF1 をやはり 2nd hit mutation、あるいは Therefore, again, if the normal NF1 has been completely lost due to 



LOHなどによって、まったく正常なNF1がなくなってしま

った細胞では Rasに、oncogeneとしての Rasに変異が入

ったのを同じように、Ras の活性が恒常的に高くなってし

まい、それによって、発がんするということが知られてい

ます。このように、多くのがん抑制遺伝子というのは同時

に、遺伝性の腫瘍性疾患の原因遺伝子ともなっているわ

けです。 

 

two-hit mutation or LOH, the activity of Ras becomes constantly high in 
those cells, as if Ras itself had mutated as an oncogene, leading to 
oncogenesis, causing cancer. Accordingly, many tumor suppressor 
genes can also simultaneously be the genes responsible for hereditary 
neoplastic diseases. 

ここからは大腸がんのがん抑制遺伝子であるAPCにつ

いて話をします。家族性大腸腺維腫症、これは英語で

Familial Adenomatous Polyposis、略してFAPと一般的に

呼ばれますが、FAPの原因遺伝子として見つかってきた

ものです。FAPというのは常染色体優性遺伝の腫瘍性疾

患であって、この左側の写真のように結腸、大腸に数百

から数千個のポリープを自然発生します。 

Now let's move on to APC, a tumor suppressor gene for colorectal 
cancer. This was discovered to be the gene responsible for Familial 
Adenomatous Polyposis, commonly called FAP for short. FAP is a 
neoplastic disease with autosomal dominant inheritance. It causes 
hundreds to thousands of spontaneous polyps in the colon and large 
intestine, as shown in the photo on the left. 

で、ポリープがこんなにたくさんできるので、そのうちの

複数、いくつかが必ず大腸がんになって発生する、そう

いう遺伝病です。右側は正常な結腸の粘膜をコントロー

ルとして示しています。このような非常にシビアな症状の

ため、FAPの治療法というのは大腸の切除ということにな

っているわけです。 

The nature of this genetic disease is to develop colorectal cancer: 
because so many polyps developed, some of them inevitably become 
malignant. The photo on the right shows the normal mucosa in the 
colon, as a control. Because of the severity of this condition, the 
treatment for FAP is resection of the colon. 

このFAP患者の原因遺伝子として、APC。APCというの

は、Adenomatous polyposis coliで、これは大腸の腺腫性

ポリープ症という意味ですが、これの略としてAPCという

名前が付けられていますが、このAPC遺伝子が発見さ

れて報告されたのは１９９１年で、アメリカの２つのグルー

プから報告されました。それからまた数年経って、APCと

いうのは実はβ-cateninと結合するということが分かって

きました。 

The gene responsible for FAP is APC, which stands for “adenomatous 
polyposis coli.” The APC gene was first discovered and reported in 
1991 by two groups in the United States. A few years later, APC was 
found to actually bind to β-catenin. 

β-cateninは当時は、そのEカドヘリンの裏打ちタンパ

クとして膜に局在して、膜に局在する分子と考えられてい

ましたが、実は膜だけではなくて、そのあとだんだん分か

ってきましたWntシグナルを伝える、その中心的な役割

を果たす転写因子であることも分かってきたわけです。し

たがって、APC遺伝子はWntシグナルと関係しているこ

とが明らかになってきました。 

At the time, β-catenin was considered to be a membrane-localized 
molecule as a lining protein for E-cadherin, but in fact it was not just a 
membrane-localized molecule, but also a transcription factor that plays a 
central role in transmitting Wnt signaling, as we gradually learned 
afterward. Thus, the APC gene was found to have a relationship with 
Wnt signaling. 

また、その臨床サンプルなどをいろいろ検査、解析して

いく過程で、APC遺伝子はFAPの原因としてだけではな

くて、ほとんどの散発性大腸がん、８０％から９０％以上の

大腸がんでも広くその変異が認められました。したがっ

て、このような事実から APC は大腸がん発生全般に関わ

るがん抑制遺伝子であると捉えられるようになったわけで

Additionally, during examinations and analyses of clinical samples, 
APC gene mutations were found not only as a cause of FAP, but also in 
most — 80% to 90%, or even more — sporadic colorectal cancers. 
Based on these findings, APC is now believed to be a tumor suppressor 
gene involved in the overall development of colorectal cancer. 



す。 

それでは、APCとはどういう機能を持ったものでしょうか。

そのAPCは２８４３アミノ酸から成る巨大な分子で、分子

量は３００キロダルトンを超えます。ここにそのモチーフを

示した模式図を説明しておりますが、大事なのはその分

子の真ん中ら辺にありますβ-cateninの結合領域です。

またβ-cateninとそのちょっと後ろにある axinの結合領

域、これも非常に重要なモチーフになるわけです。 

So, what are the functions of APC? APC is a large molecule, consisting 
of 2,843 amino acids, with a molecular weight of over 300 kilodaltons. 
The important part is the binding region of β-catenin, located in the 
middle of the molecule in this motif, as depicted schematically. The 
binding region of β-catenin and axin behind it are also a very significant 
motif. 

で、FAPの患者で、その遺伝的に変異が認められている

のは、そのほとんどが翻訳終止コドンの入るナンセンス

mutationであって、Truncation mutationであるわけです

が、その変異が入る領域というのはほとんどがこのN末

は３分の１ぐらいのところに塊っています。したがって、こ

のmutationの入った、変異の入ったAPCから遺伝子か

ら出てくる変異APCタンパクというものは、もはやβ-

cateninや axinと結合できない、そういう異常な分子とな

るわけです。また散発性大腸がんでも、このような同じよ

うな領域で多く変異が見つかっています。 

Most of the gene mutations observed in FAP patients are truncation 
mutations, which are nonsense mutations that include a translation 
termination codon, and most of these mutations are located in the region 
around one third of the way from the N-terminus. 
Thus, the mutant APC protein, coming out from the mutated APC gene, 
is an abnormal molecule that can no longer bind to β-catenin or axin. In 
sporadic colorectal cancer, many mutations have also been found in this 
same region. 

そこで、そのAPCがWntシグナルのカスケードにおい

て、いったいどういう役割を果たしているかということにつ

いて、少し話をしたいと思います。WntというのはWntと

書きますが、これはリガンドの名前であって、Wntは

Frizzled receptor、Frizzledといわれる受容体と結合して

細胞のなかにシグナルを伝えます。 

Now, let’s discuss a bit about the role of APC in the Wnt signaling 
cascade. Wnt is the name of the ligand, and Wnt binds to the Frizzled 
receptor to transmit signals into the cell. 
  

で、このスライドはWntがOFFの状態です。Wntがまだ

細胞を刺激していない状態を示していますが、そういう状

態ではAPCは axin、β-cateninと complexを作って、そ

こにGSK3βというリン酸化酵素が来て、GSK3βによっ

て、β-cateninがリン酸化を受けます。 

In this slide, Wnt is OFF. Wnt has not stimulated the cell yet, but in this 
state, APC produces a complex with axin and β-catenin, and then a 
phosphoenzyme called GSK3β comes to the complex, to phosphorylate 
β-catenin. 

で、リン酸化されたβ-cateninはユビキチンの経路で分

解される。すなわちWntがOFFの状態ではβ-catenin

は常に分解されているわけで、そのリン酸化、GSK3βに

よるリン酸化のために、APC、あるいは axinは足場として

働いているということになります。 

The phosphorylated β-catenin is degraded by the ubiquitin pathway. In 
other words, when Wnt is OFF, β-catenin is constantly degraded, and 
APC or axin acts as a scaffold for phosphorylation by GSK3β. 

次にWntリガンドが細胞膜のFrizzled receptorにくっつ

いた場合ですね。そのWntがONになった場合、どうな

るか。その場合は、そのAPC、axin、β-catenin、GSK3β

のこの complexが形成が阻害され、それによって

GSK3βがβ-cateninをリン酸化できなくなってしまいま

す。 

Next, what happens when the Wnt ligand attaches to the Frizzled 
receptor on the cell membrane, and Wnt becomes ON? In that case, the 
formation of the complex of APC, axin, β-catenin, and GSK3β is 
inhibited, which prevents GSK3β from phosphorylating β-catenin. 

その結果、β-cateninは細胞内に安定化して蓄積して、

蓄積したβ-cateninは核へ移行して、ここに書いてありま

As a result, β-catenin is intracellularly stabilized and accumulated, and 
the accumulated β-catenin is transferred to the nucleus, where it forms a 



すように、TCFという分子と complex、複合体を形成して、

転写因子として働くことになります。で、このβ-catenin、

TCFの転写因子によって発現誘導される遺伝子は現

在、ほとんど８０個以上知られていますが、これらがその

Wntシグナルの標的遺伝子と考えられているわけです。

ここで示したのが、いわゆるカノニカルなWntシグナル

と呼ばれるものです。 

complex with the molecule TCF, as described on the slide; it acts as a 
transcription factor. At present, more than 80 genes are known to be 
induced by these β-catenin or TCF transcription factors, and are 
considered to be the target genes of the Wnt signal. These are what are 
known as the canonical Wnt signals, shown here. 

それではAPCにmutationが入った場合、何が起こるの

でしょうか。APCにmutationが入った場合、そのWntが

いない場合、細胞外にWntリガンドがない場合ですね。

WntがOFFの場合でも、APCはそのGSK3βによるβ-

cateninリン酸化の足場を提供しているわけですから、

APCがないとGSK3βはβ-cateninをリン酸化すること

ができません。そうすると、Wntシグナルが入ってこない

にもかかわらず、β-cateninは安定化して、安定化した

β-cateninは核へ移行して、転写因子として働いてしま

う。 

So, what happens when mutations occur in the APC? That is to say, 
when APC mutates with no extracellular Wnt ligand. Even when Wnt is 
OFF, the APC provides a scaffold for β-catenin phosphorylation by 
GSK3β, and thus without APC, GSK3β cannot phosphorylate β-
catenin. Hence, β-catenin is stabilized despite the absence of Wnt 
signaling, and the stabilized β-catenin is transferred to the nucleus, to act 
as a transcription factor. 
 

すなわちWntシグナルがONになるわけです。したが

って、APCの変異、2 hit mutationというのは、Wntリガン

ドに非依存的にWntシグナルをONにする、そういう役

割を持っているということが想像できました。 

In other words, the Wnt signal becomes ON. Therefore, the APC 
mutation, or two-hit mutation, was assumed to have the role of making 
the Wnt signal ON independent of the Wnt ligand. 

このように、in vitroの実験結果から、がん関連遺伝子

が、がん遺伝子や、がん抑制遺伝子が発がんに関与して

いるということが推測されるわけですが、これが本当にが

んの原因になっているかということを証明するためには

遺伝子改変マウスを作って、遺伝学的に証明する必要が

あるわけです。 

As we have seen, these findings from in vitro experiments suggest the 
involvement of cancer-related genes, oncogenes, and tumor suppressor 
genes in oncogenesis, but in order to determine whether or not these 
genes actually cause cancer, it is necessary to genetically prove this by 
creating genetically modified mice. 

がん遺伝子の場合は、その最初に話しましたように、Gain 

of Functionなので、その活性化型の変異がん遺伝子をト

ランスジェニックマウスを作って、強制発現させることによ

って、それでそこに腫瘍が発生するかどうかということを

確認すれば証明することができます。一方、がん抑制遺

伝子は、Loss of Functionで 2 hit mutationが必要です。 

As for oncogenes, as I mentioned earlier, it is a gain of function, so we 
can prove that by creating transgenic mice with the activated mutant 
oncogene, and forcibly expressing it to see if a tumor develops there. On 
the other hand, the tumor suppressor gene is a loss of function, requiring 
a two-hit mutation. 

ですから、このマウスが持っている２コピーの遺伝子を、

候補となる２コピーの遺伝子を欠損させ、そのノックアウト

マウスを作って、腫瘍性病変が発生するかどうかというこ

とを確認する必要があるわけです。 

Accordingly, it is necessary to create knockout mice for this by deleting 
two copies of the mouse’s candidate gene, then seeing whether or not 
neoplastic lesions develop. 

現在、自然科学の研究方法で、ノックアウトマウスというの

は一般的な方法論になっていますが、ここでちょっとだけ

簡単に、ノックアウトマウスの作成方法について解説をし

ます。この左上の絵にありますように、ある目的の遺伝子

をノックアウトしたいという場合、この遺伝子はゲノム上に

Knockout mice are now a common methodology in natural science 
research, so allow me to briefly explain how to create knockout mice. 
Suppose we want to knock out a gene of interest. As you can see in the 
upper left figure, the gene is scattered across several exons in the 
genome. 



いくつかのエクソンで散らばっているわけです。 

で、この特定のエクソンのなかに、例えば、ネオマイシン

の耐性遺伝子のような、薬剤耐性遺伝子を挿入し、そうい

うVectorを、Vectorのプラスミドを作って、それをES細

胞ですね、embryonic stem cellsでですね、胚由来の万

能細胞です、に電気的に導入してやると、頻度は非常に

低いですが、１０のマイナス６乗、あるいはマイナス７乗の

確率で、その相同組み換えが起こって、ES細胞の染色

体上で目的遺伝子のエクソンに、Neoネオマイシン耐性

遺伝子のようなものが挿入される、そういう細胞を取ること

ができるわけです。 

If we insert a drug resistance gene, such as a neomycin resistance gene, 
into one of these specific exons, create a vector plasmid, and then 
electrically introduce it into ES cells (embryonic stem cells, i.e. 
embryonic-derived pluripotent cells), homologous recombination 
occurs, though at a very low frequency, with a probability of 10⁻⁶ or 
10⁻⁷, and a neomycin-resistant gene is inserted into the exon of the target 
gene on the chromosome of the ES cell. 

このマウスの胞胚期と呼ばれる胚、blastocystとも呼ばれ

ますが、この blastocystにES細胞を顕微鏡下でインジェ

クションしてやって、そのインジェクションした胞胚期の

胚、blastocystにもう１回仮親の子宮に移植してやると目

的の ES細胞から発生したマウス、ノックアウトマウス、キメ

ラマウスができるわけです。で、このキメラマウスを交配し

て目的のノックアウトマウスの系統を樹立するわけです

が、私たちもこのAPC遺伝子が cloningされたあとで、こ

の方法論を使って、APC遺伝子のノックアウトマウスを作

りました。 

The ES cells created in this way can be injected under a microscope into 
a fertilized mouse egg or embryo at the blastula stage (3.5 days after 
fertilization), and the blastocyst is transplanted into the uterus of a foster 
mother, creating a knockout mouse, or chimeric mouse. These chimeric 
mice are then mated to establish the desired strain of knockout mice. 
After the APC gene was cloned, we also used this methodology to 
create APC gene knockout mice. 

で、この図にありますように、作ったのは７１６番目のコド

ンの直後にタンパク翻訳が終止するタイプの変異を挿入

したマウスです。７１６アミノ酸で転写が、翻訳が止まって

しまうので、APCΔ７１６マウスと呼んでいます。で、この７

１６番目でのこういう変異というのはFAP、および散発性

の大腸がんで認められる変異領域に含められているわ

けです。 

As shown in this figure, we created mice with a mutation that terminates 
protein translation immediately after the 716th codon. We call them 
APCΔ716 mice, because transcription and translation stop at the 716 
amino acid. 
This mutation at the 716th amino acid is observed in the mutation region 
found in FAP and sporadic colorectal cancer. 

また、この変異APC蛋白はそのβ-cateninや、axinと結

合することはできません。そして、このAPCΔ７１６マウス

を交配して、まずホモでAPC遺伝子を欠損したマウスを

作ろうとしますと、これは生まれてきませんでした。これは

胎生で致死であって、APC遺伝子というのはどうもその

発生で臓器を形成する過程で重要なようです。 

In addition, this mutant APC protein cannot bind to β-catenin or axin. 
Our first attempts to create a homozygous mouse lacking the APC gene, 
by pairing these APCΔ716 mice, were not successful. This was lethal in 
embryo, suggesting the importance of the APC gene in the process of 
organ formation during development. 

余談になりますけれども、ほとんどのがん抑制遺伝子は

ノックアウトマウスを作ったときにホモを作ろうとすると、そ

れは致死であって、がん抑制遺伝子はなくなるとがんに

なりますが、embryoの段階でなくなると臓器が形成され

ないなどの非常に重要な役割を担っている遺伝子である

と考えられるわけです。そして、このAPCΔ７１６マウスの

ヘテロのマウスですね。ヘテロは正常に生まれるわけで

す。 

Incidentally, when we try to create homozygous knockout mice, most of 
the tumor suppressor genes are lethal. The loss of those tumor 
suppressor genes results in the development of cancer, but if they are lost 
during the embryonic stage, the organs do not form properly, 
demonstrating the critical role of these genes. So, back in this APCΔ716 
mouse, this is heterozygous. The heterozygous mice are born normally. 



このマウスを解析していきますと、腸管全域に腫瘍を自然

発生しました。この左側の写真は十二指腸であって、夥し

い数のポリープが発生しているのがよく分かります。で、

真ん中は大腸。APCΔ７１６マウスの大腸で、ポリープの

数はあまり多くありませんが、非常に大きな腫瘍を形成し

ます。 

When analyzing these mice, we found that they spontaneously 
developed tumors throughout the intestinal tract. The photo on the left 
shows the duodenum, and you can clearly see the development of a 
great number of polyps. The photo in the middle shows the large 
intestine of an APCΔ716 mouse: there are not many polyps, but a very 
large tumor has formed. 

右側は病理切片のH＆E染色ですが、病理学的にもそ

の異形成を呈する腫瘍上皮細胞で構成された腸管ポリ

ープを発生していて、これはヒトの大腸ポリープと非常に

よく似ていました。すなわちAPCΔ７１６マウスはFAPと

類似しており、このマウスの作成によって、APC遺伝子の

変異という事実が腸管に腫瘍を発生する原因となってい

るということが遺伝学的に証明されたわけです。 

The photo on the right is an H&E staining of pathological sections, 
showing intestinal polyps composed of tumor epithelial cells with 
pathological dysplasia, very similar to human colon polyps. In other 
words, APCΔ716 mice are similar to FAP, and the creation of these mice 
provided genetic evidence that mutations in the APC gene are 
responsible for the development of intestinal tumors. 

そこで、APCΔ７１６マウスに発生する腸管腫瘍病変を丹

念に、詳細に調べていきますと、これは経時的に変化す

るポリープの数を示したグラフですけれども、横軸がやは

り週齢です。マウスの週齢を示しています。縦軸が個体

あたりの発生したポリープの数を示しています。これを見

て分かりますように、３週齢ぐらいから開けていったわけ

ですが、週齢に比例して、正比例して、直線的に腸管の

腫瘍が増加しているということがよく分かります。 

So, we closely, carefully examined the intestinal tumor lesions that 
occurred in the APCΔ716 mice. Here is a graph showing the number of 
polyps over time, where the horizontal axis is the age of mice, and the 
vertical axis is the number of polyps per animal. We opened the mice 
starting around three weeks of age. As you can see, the number of 
tumors in the intestinal tract clearly increased in direct linear proportion 
to the age of the mice. 

これは先ほど示しました bilateral retinoblastomaと同じで

あって、どういうことかといいますと、somanticに起こる、

確率論的に起こる１回のイベントでポリープが形成されて

いるということを示しているわけです。で、これをサポート

するエビデンスとしては、この色の別はポリープの大きさ

を区別しているわけですが、この一番薄い黄緑で示した

のは直径０．５ミリ以下で一番小さなポリープなわけです

けれども、この小さなポリープはどの週齢でマウスを解剖

して解析してみても、同じ数だけ発生している。ということ

は常に一定の頻度で新しい腫瘍ができ続けている。この

マウスはでき続けているということを示しているわけで

す。 

This is the same as with bilateral retinoblastoma, which I showed you 
earlier. What this means is that the polyps are formed by a single 
somatic, stochastic event. The evidence to support this is the size and 
rate of polyp development. Look at the different colors in this graph. 
They indicate the sizes of the polyps, and the smallest polyps, no more 
than 0.5 mm in diameter, are shown in light yellow-green. No matter 
when mice were dissected, the same number of small polyps was 
observed, regardless of the age of the mice. This means that new tumors 
continue to form at a constant rate. 

さて、このような事実からも体細胞で一定頻度で起こる

2nd hit、おそらくAPCの 2nd hitが腫瘍を発生させる原因

であるということが想像できました。 

Based on these findings, the second hit of APC, which occurs at a 
certain frequency in somatic cells, was considered to be the possible 
cause of tumor development. 

そこで、これは若いAPCΔ７１６マウスの小腸を詳細に調

べている図を示していますが、左側が実体顕微鏡を少し

倍率を上げて見ています。ここに写っているのは腸管の

絨毛です。正常の絨毛がたくさんありますが、そのなか

に黄色い矢印で示したもの、膨れた腫脹した絨毛が見ら

れますが、これが実体顕微鏡下で見つけることができる

This slide shows the small intestine of a young APCΔ716 mouse in 
detail, with a somewhat higher magnification using stereomicroscope 
shown to the left. These is the villi of the intestine. In addition to many 
normal villi, you can also see some swollen, balloon-like villi, marked 
with yellow arrows. These are microadenomas, the smallest tumor 
lesions that can be found under a stereomicroscope. The photo on the 
right shows a histological slide prepared from this lesion. 



最も小さな腫瘍病変、微小腺腫です。Microadenomaとも

呼んでいますが、ここの場所を病理組織標本を作ってみ

ますと、右のようになります。 

 

これが微小腺腫の病理像ですが、外側に正常の絨毛の

上皮細胞の層がありますが、その内側にですね、粘膜固

有層のところに明らかに異形を呈している。核の配列が

乱れている腫瘍細胞が増殖しているのが分かります。し

かも、これが正常のクリプトに連続しているので、今まさに

発生し始めた腸管の腫瘍の小さなものであるということが

分かるわけです。 

This is the pathology of a microadenoma. Though the outer strata with 
epithelial cells of villi is normal, the inner view is obviously dysmorphic, 
as we can see from the proliferation of tumor cells with disarranged 
nuclei around the mucosal lamina propria. Moreover, these cells are 
continuous with the normal crypts, indicating that they are just starting to 
develop from these tiny tumors in the gut lumen. 

で、こういう病理組織標本から細胞を集めてきて遺伝子を

調べてみると、１００％の高率で正常APC遺伝子が LOH

によって欠損しているということが分かりました。すなわち

APCΔ７１６マウスでも LOHによって、正常APC遺伝子

がなくなる。それによって、腫瘍が発生しているということ

が分かったわけです。 

Upon collecting cells from these histological slides to examine their 
genes, we found deletion of normal APC genes due to LOH with a high 
rate of 100%. In other words, it became clear that the APCΔ716 mice 
also lost their normal APC gene due to LOH, resulting in the 
development of tumors. 
 

ここにAPCΔ７１６マウスの解析から分かってきた、その

腫瘍発生機序を模式的に示しています。この一番左上か

ら見ていただきたいんですけれども、これは小腸を模式

的に示していますが、緑色のところが未分化の細胞が入

っているクリプトの領域で、青いところが分化した絨毛で

構成される、分化した上皮細胞で構成される絨毛のところ

です。 

Here is a schematic representation of the tumor-generating mechanism 
revealed by the analysis using APCΔ716 mice. Start in the top left. This 
is the small intestine, drawn schematically. The zones colored in green 
are the crypts containing undifferentiated cells, and the ones colored in 
blue are the villi, composed of differentiated epithelial cells. 

で、APC遺伝子にヘテロで変異が入っても、その腸管の

構造形成にはまったく問題がありません。しかし、このクリ

プトの増殖性の細胞で分裂のときに正常APC遺伝子が

LOHによって欠損してしまうと、そのような細胞ではWnt

シグナルが恒常的に活性化し、ここではピンク色の細胞

で描いてありますが、そのような細胞はどんどん増殖を続

けて、この上の右側のようなmicroadenomaを形成し、さら

に増殖を続けていくことによって、この下の段の右側のよ

うな大きなポリープを形成するようになるわけです。 

Even if the APC gene is affected by heterozygous mutation, there will 
be no problems with the structural formation of the intestinal tract. 
However, if the normal APC gene is lost due to LOH during mitosis in 
the proliferative cells of the crypt, Wnt signaling is activated constantly 
in these cells, and they will continue to proliferate, forming 
microadenomas as shown in the top right, in pink. Any further 
proliferation then leads to the formation of large polyps, as shown in the 
bottom right. 

したがって、Wnt シグナルの恒常的な亢進が腸管腫瘍発

生の直接的な原因であるということがこの研究から分かっ

てきたわけです。 

Consequently, the study demonstrated that the constant increase in Wnt 
signaling was the direct tumor-generating cause in the gut lumen. 

それでは、Wntシグナルというのは何をしているのでしょ

うか。どうして、Wntシグナルが亢進すると腫瘍が発生す

るのか。それを知るためには正常の腸上皮細胞における

Wntシグナルの役割を知る必要があります。 

What, then, does Wnt signaling do? Why does oncogenesis occur with 
increased Wnt signaling? To understand this, we must first understand 
the role of Wnt signaling in normal intestinal epithelial cells. 

このスライドでも、これは小腸の模式図ですけれども、上

の青い細胞は絨毛のところの分化した上皮細胞の領域を

示していて、下の点線で囲ってあるところは、その未分化

This is a schematic diagram of the small intestine. The upper blue zones 
are differentiated villi epithelial cells, and the lower dotted box indicates 
the crypt zone, composed of undifferentiated epithelial cells. Stem cells 



の上皮細胞で構成されているクリプトの領域です。で、こ

のクリプトには stem cellsといわれる幹細胞がいるわけで

す。そこを拡大しておりますが、stem cellsが未分化性を

維持されるためには実はその周囲のニッチといわれる領

域にある細胞、ニッチ細胞というところからWntが分泌さ

れて、それによって、Wntシグナルが活性化していること

が重要と考えられています。 

are located in this crypt. Here is a zoomed-in picture. In order for stem 
cells to maintain their undifferentiated state, the activated Wnt signaling 
is considered important, after having been secreted from the peripheral 
cells, which are called niche cells. 

したがって、Wntシグナルというのは未分化性を維持す

るのに重要な細胞です。シグナルになるわけです。で、

現在まだニッチ細胞は特定されていませんが、この辺の

未分化の細胞でWntが亢進していることが分かっていま

す。 

Thus, Wnt signaling is significant for maintaining the undifferentiated 
state of stem cells. To date, the niche cells have not yet been identified, 
but Wnt is known to get enhanced in undifferentiated cells around this 
zone. 
 

で、この活性化している Wnt シグナルは分裂して、だん

だん分化していくにしたがって、だんだんそのシグナル

強度が弱くなっていくわけですが、APC 遺伝子の 2 hit 

mutationによって、恒常的にWnt シグナルが活性化して

しまうと、そういう細胞はこの stem cells、ずっと stem cells

の状態が維持されてしまって、その未分化な状態がずっ

と続いてしまうわけですね。これは、すなわち腸管の上皮

細胞の腫瘍がそのままであると考えることができます。 

Upon cell division and differentiation, the activated Wnt signaling 
normally gradually diminishes. However, if Wnt signaling is constantly 
activated through a two-hit mutation of the APC gene, these cells will be 
left as stem cells, maintaining their undifferentiated state for a long time. 
Hence, this is the very oncogenesis itself of intestinal epithelial cells. 

ここで多段階発がんの話を少ししますが、大腸がんという

のはこの図で示していますように、正常の腸上皮から異

形成の病変ができて、最初、腺腫、ポリープ、これは

adenomaといいますね。それがだんだん悪性になって、

浸潤性のがん、carcinomaへ進行することが知られていま

す。 

Now, I will talk a bit about multistep oncogenesis. This slide shows 
colorectal cancer. Its mechanism is known to start as a dysplastic lesion 
from the normal intestinal epithelium, initially as an adenoma or polyp, 
and then it gradually becomes malignant and progresses to carcinoma, 
an invasive cancer. 

これを adenoma-carcinoma sequenceと呼ばれるわけです

が、この adenomaから carcinomaへ移行するステップ。腺

腫、癌腫、そして浸潤したり、転移したりするそれぞれの

すべてのステップに特異的な遺伝子変異が対応している

と考えられています。 

This is called the adenoma-carcinoma sequence. During this sequence, 
each and every step from adenoma to carcinoma, or each activity, such 
as invasion and metastasis, is considered to correspond with specific 
gene mutations. 
 

で、このような遺伝子変異が多段階に蓄積することによっ

て、大腸がんが発生すると考えられています。で、これま

での臨床組織標本の解析やノックアウトマウス、トランスジ

ェニックマウスを用いた研究によって、ここの図で示した

ような大腸がんの多段階発がんが考えられています。

で、この図では赤字でがん遺伝子、青い字でがん抑制遺

伝子を示していますが、まず正常の粘膜上皮にAPC遺

伝子の 2 hit mutationが入ると、Wntシグナルが亢進し

て、それによって未分化性が維持されます。これによっ

て、まずポリープが発生するわけですね。 

So the accumulation of such gene mutations, over multiple steps, is 
likely responsible for the development of colorectal cancer. Based on the 
analyses of clinical tissue samples, as well as studies using knockout and 
transgenic mice, the multi-step oncogenesis of colorectal cancer is 
considered to be as shown in this figure. Here, oncogenes are shown in 
red, and tumor suppressor genes in blue. When the two-hit mutation of 
the APC gene attacks the normal mucosal epithelium, Wnt signaling is 
enhanced, thereby maintaining the undifferentiated state of the cells. 
This causes polyps to develop as the first step. 

で、その初期の adenomaの細胞が増殖していく過程で、 In the process of proliferation of these early adenoma cells, activating 



rasなどの増殖因子のシグナル伝達因子に活性化の変

異が入る、oncogenecな変異が入ると、さらに細胞増殖率

が亢進するわけです。で、このポリープがさらに late 

adenomaとして大きく成長していくわけですが、その過程

で Smad4と呼ばれる tumor suppressor、がん抑制遺伝子

にやはり 2 hit mutationが入ってしまうと、この Smad4とい

うのはTGF-βのシグナルトランスザクションの重要な因

子であって、TGF-βというのは実は腸上皮の分化を誘

導する因子なので、この Smad4がなくなることによって、

TGF-βに対する、その分化のシグナルに対して完全に

耐性になってしまい、より悪性になるわけですね。 

mutations or oncogenic mutations occur in the signaling factors of 
growth factors, such as ras, to further increase the rate of cellular 
proliferation. These polyps then grow further as late adenomas, and in 
the process, a tumor suppressor gene called Smad4 may be mutated 
through two-hit mutations. This Smad4 is important for TGF-β 
signaling transactions, and TGF-β is actually a factor that induces 
intestinal epithelial differentiation. Thus, if this Smad4 is lost, cells 
become completely resistant to TGF-β signaling to differentiate, leading 
them to become even more malignant.  

これによって、がんが発生すると考えられます。もちろ

ん、ここで P53などの変異が入って、より悪性のがんが起

こると考えられます。少し oversimplificationかもしれませ

んが、ここに示したAPC、K-ras、Smad4、P53などが、そ

の大腸がんの多段階発がんで非常に有名な４つの遺伝

子の変異のセットになると考えていいと思います。 

This is believed to be the cause of developing cancer. When other 
mutations such as p53 come in, then naturally, the disease may become 
more malignant. This slide may be a bit of an oversimplification, but it 
shows the very famous set of four genetic mutations that are involved in 
the multistep oncogenesis of colorectal cancer: APC, K-ras, Smad4, and 
P53. 

そこで少し注意していただきたいのが、その多段階発が

んを考えるときに良性のポリープの細胞が全体をだんだ

ん悪性化して、全体のがんになっていくとは考えないでく

ださい。そうではなくて、この図でもう１回説明しますけれ

ども、この図は上からだんだん下に行くにしたがって、だ

んだん悪性化していくということを示していますが、この

丸一つずつが一つの上皮細胞と考えてください。 

Meanwhile, for multi-step oncogenesis, try not to think of it in terms of 
the cells of a benign polyp gradually becoming malignant and turning 
into a whole cancer. Instead, as I explain once again using this figure, 
think of each of these circles as a single epithelial cell. In this figure, the 
top circles are normal, but some of them gradually become malignant 
toward the bottom. 

で、一番上の場合ですね、APC遺伝子の 2 hit mutation

が入る。そうすると、赤でもマークしたように、Wntが亢進

した initiativeなmutationによって、その未分化性を維持

し、そういう細胞はグロースアドバンテージが得られるの

で増殖するわけです。で、この細胞がだいたい１０の６乗

ぐらいまで細分する過程において、いろんな遺伝子に散

発的にmutationが入っていくわけですけれども、そのな

かでたまたまK-rasに oncogenicなmutationが入ること

が出てくる可能性があります。 

In the case of the cell at the top, when the two-hit mutation of the APC 
gene attacks the cell, the cell maintains its undifferentiated state through 
Wnt-enhanced initiative mutation, as indicated in red, and these cells 
proliferate because they have a growth advantage. In the process of 
subdividing these cells to 10⁶, mutations are sporadically introduced into 
various genes, and among these, oncogenic mutations may be 
introduced into K-ras by chance. 

それを緑で示していますが、そのK-ras mutationが重な

りますと、さらに増殖の advantage、有利なグロースアドバ

ンテージが出るので、この細胞がまたクローナルにまた

expandする。その expandする過程で、この集団のなか

で Smad4にmutationが入る細胞が出てくると、この

mutationによって、ここまでの細胞はみんなTGF-βによ

って分裂が止まるセンシティブだったわけなんですが、

そのあと、Smad4なくなることによって、TGF-βに対して

も耐性になって、さらに悪性のがんができてくると考えら

This second mutation is shown in green. When these K-ras mutations 
overlap, they provide an additional growth advantage, so these cells will 
further expand clonally. During the expansion process, if any of the 
Smad4 genes in this population mutate, this mutation affects cells that 
were previously sensitive to TGF-β (to stop them from dividing), 
causing them to become resistant to TGF-β, hence forming even 
malignant cancer.  



れるわけです。 

このように多段階発がんというのは、各ステップで、その

mutationがたまたま入った１個の細胞が growth 

advantageを獲得して、クローナルに expansionする。そ

れの繰り返しであるということを理解してください。 

So you can think of multi-step oncogenesis as a repetition of processes 
at each step, where a single cell happens to have the mutation, then 
acquires a growth advantage, expands clonally, and repeats the entire 
process in the following step. 

それでは最後にですが、そのWntとTGF-βですね。

その腸上皮細胞の分化と腫瘍化におけるWntとTGF-

βについて最後説明をいたします。この左側の模式図で

は先ほども示しましたが、クリプトの未分化性を維持する

ためにはWntのシグナルが重要です。 

Finally, I will discuss Wnt and TGF-β once again, in the differentiation 
and oncogenesis of intestinal epithelial cells. As shown earlier in this 
diagram on the left, Wnt signaling is critical for maintaining 
undifferentiated state in the crypt. 

で、この未分化の細胞がだんだん分化していく過程で、

Wntシグナルが落ちていって、絨毛のほうに分化した細

胞が移動すると、そこではTGF-βのシグナルが入って

いるわけです。したがって、Wntシグナルを活性化する

ような、亢進するような変異、あるいはTGF-βシグナル

を遮断するような変異、これらのそれぞれが発がんに作

用すると考えることができるわけです。 

As these undifferentiated cells gradually differentiate, Wnt signaling 
drops off, and when the differentiated cells go toward the villi, TGF-β 
signaling is present there. Therefore, mutations that activate or enhance 
Wnt signaling, or mutations that block TGF-β signaling, can be both 
considered to have an effect on oncogenesis.  

この右側にはそのWntシグナルについて示しています

が、このAPCはそれがなくなることによって、β-catenin

が安定化して、Wntを亢進するので、APCはがん抑制遺

伝子として知られているわけですが、axinもAPCと同じ

ように足場タンパクとして重要で、他のがんでは axinが

tumor suppressorに関与している遺伝子といわれている

わけです。 

The figure on the right is about the Wnt signal. APC is known to be a 
tumor suppressor gene, because its loss stabilizes β-catenin to enhance 
Wnt. Axin is another important scaffolding protein, just like APC, and is 
considered to be the gene that plays a role in tumor suppression in other 
types of cancers.  

またβ-cateninのほうも、β-catenin自身にリン酸化され

ないようなmutationが入ると、β-cateninが oncoｇeneと

して働いて、Wntを亢進してしまう、そういうこともありま

す。また、この今、右に示しているのはTGF-βのシグナ

ルですが、TGF-βは type1、typeⅡのレセプターとくっ

つくと、Smad2、あるいは Smad3がリン酸化され、それら

が Smad4と complexを作って、転写因子として働き、それ

が分化を促進するのに重要な遺伝子の発現を誘導する

わけですけれども、 

β-catenin can also act as an oncogene to enhance Wnt, when mutations 
are introduced to prevent β-catenin itself from phosphorylation. As for 
the TGF-β signals shown to the right, when it attaches to type I or type II 
receptors, Smad2 or Smad3 is phosphorylated, and they subsequently 
form a complex with Smad4 to act as a transcription factor, to induce 
gene expression that is important for promoting differentiation. 

ですから Smad4が 2 hit mutationが起こると、分化が抑

制されて、がんが悪性化になるわけですね。これと同じよ

うに typeⅡレセプター自身もがん抑制遺伝子として、特

に胃がんのがん抑制遺伝子として重要ですし、Smad2、

あるいは Smad3もがん抑制遺伝子として、その可能性が

あるとして、いろんな論文が発表されています。 

So, when a two-hit mutation occurs in Smad4, differentiation is 
suppressed, leading to the cancer becoming malignant. Likewise, the 
type II receptor itself is also important as a tumor suppressor gene, 
especially in gastric cancer, and Smad2 and Smad3 have also been 
reported as possible tumor suppressor genes in the literature. 

以上が、がん抑制遺伝子について、ずっと話してきまし

たが、ここでまとめをします。まず、がん抑制遺伝子は２コ

ピーの正常遺伝子の双方が変異、あるいは欠損すること

So, allow me to now review today’s discussion of tumor suppressor 
genes. First of all, tumor suppressor genes can cause cancer when both 
copies of the normal genes are either mutated or deleted. This important 



で、がんが発生する。そういうものです。これはKnudson

の２ヒット説として重要、有名であって、Rbだけに限った

ものではなくて、APCでも、NF1でも、みんなそうです。 

fact is well known as Knudson's two-hit theory, and is not limited to 
only Rb, but also applicable to APC, NF1, and all others. 

次にがん抑制遺伝子の産物であるRbという分子です

ね。これは転写因子であるE2Fの活性を制御し、その結

合によって制御しているために細胞周期を調整するのに

重要なタンパクです。 

Second, Rb, a product of the tumor suppressor gene, regulates the 
activity of the transcription factor E2F through binding, so it is important 
in regulating the cell cycle. 

で、この Rb遺伝子の 2 hit mutationによって、この制御

が破綻して腫瘍が発生すると考えられています。また

APC遺伝子の 2 hit mutationによって、その細胞を未分

化に維持しようという、Wntシグナル、このシグナルが非

常に亢進します。それが腸管腫瘍発生の直接的原因で

あるということが分かっています。 

When a two-hit mutation occurs in the Rb gene, its regulation fails, 
likely leading to oncogenesis. In addition, a two-hit mutation of the APC 
gene greatly enhances the Wnt signal, which keeps the cells in an 
undifferentiated state. This is known to be the direct cause of intestinal 
oncogenesis . 

これはマウスを用いた geneticな科学研究によっても証明

されているものです。そして、この大腸がんというのは複

数のがん遺伝子、あるいはがん抑制遺伝子の変異が多

段階に蓄積して、それによって、各段階でクローナルな

expansionがあって、発生してくるものであるということが

分かっています。 

This has also been scientifically supported by genetic researchers, using 
mice. It has been revealed that colorectal cancer is caused by the 
accumulation of mutations in multiple oncogenes or tumor suppressor 
genes in multiple stages, and clonal expansion occurs at each stage. 

そのなかでもAPC遺伝子の変異、これによる良性腫瘍、

ポリープの形成というのが最も最上流に位置する変異で

あることも分かっています。そして最後に上皮細胞の分

化促進因子であるTGF-βシグナルですね。このシグナ

ルは分化に重要なわけですが、このシグナルの伝達の

コアになっている Smad4、Smad4というエフェクターも大

腸がん発生に関わる、がん抑制遺伝子として重要であっ

て、これも 2 hit mutationによって、良性腫瘍は悪性のが

んとして発生するということも分かっています。 

Among these, mutations in the APC gene are found to be the most 
upstream mutations that can cause the formation of benign tumors and 
polyps. Finally, TGF-β signaling, a factor that promotes differentiation 
of epithelial cells, is important for differentiation, and Smad4, an effector 
that plays a central role in the transmission of this signaling, is another 
important tumor suppressor gene involved in the development of 
colorectal cancer. It is also known that a two-hit mutation causes benign 
tumors to develop into malignant cancers. 

以上、そのがん遺伝子をはじめとして、がん抑制遺伝子

の概念、そして Rb と APC の機能、そして大腸がんの発

生について講義をしました。これで終わりにします。 

So, to conclude, we have discussed the concept of tumor suppressor 
genes, including oncogenes, the functions of Rb and APC, and the 
development of colorectal cancer. Thank you. 

 


