
 

分子腫瘍学特論（1） 分子腫瘍学概説 

担当は福井大学医学部・病因病態医学講座・腫瘍病理

学領域の伊藤浩史と言います。 

よろしくおねがいいたします。 

Advanced Theory of Molecular Oncology (1): Outline of 

Molecular Oncology. 

The lecturer is Prof. Hiroshi Ito from the Division of 

Tumor Pathology, Department of Pathological Sciences, 

School of Medical Sciences, University of Fukui. 

今日は分子腫瘍学の概説ということで簡単に腫瘍につい

てお話したいと思います。 

In this lecture, Outline of Molecular Oncology, I would 

like to provide a brief explanation of tumors, or 

neoplasms. 

「腫瘍とは正常組織と比較して増殖が速く、正常組織との

協調を欠き、その変化を引き起こした原因となるものが作

用しなくなった後もなお過剰な増殖を続ける組織の異常

な集塊である」、 

このように 19 世紀のイギリスの病理学者 Willis が既に定

義しております。 

As defined by the 19th century British pathologist R. A. 

Willis: 

“A neoplasm is an abnormal mass of tissue, the growth of 

which exceeds and is uncoordinated with that of the 

normal tissues, and persists in the same excessive manner 

after cessation of the stimulus which evoked the change.” 

現在では、「腫瘍とは、遺伝子変化の積み重ねにより、体

の細胞が自律的かつ不可逆的に、無目的かつ過剰に増

殖してできた組織の塊」という風に定義されております。 

Today, a neoplasm is defined as “A mass of tissue formed 

by autonomic, irreversible, purposeless, excessive growth 

of cells of the body as a result of cumulative genetic 

changes.” 

ご覧になって分かるように、100 年以上も前に Willis が言

った腫瘍の定義とほとんど変わりないとお分かりいただけ

ると思います。 

As you can see, this is virtually the same as the definition 

of a neoplasm given by Willis more than a century ago. 

変わったことは、「遺伝子変化の積み重ねにより」という部

分だけが変わったのがお分かりいただけると思います。 

The only significant difference here is this part: “as a 

result of cumulative genetic changes.” 

腫瘍には悪性腫瘍と良性腫瘍があります。悪性腫瘍のこ

とをひらがなで「がん」、あるいは Cancer とも言います。 

There are two types of tumors: malignant and benign 

tumors. Malignant tumors are known as “cancer.” 

悪性腫瘍、ひらがなのがんには大きく 3 つの種類がありま

す。 

Malignant tumors, or cancer, can be roughly categorized 

into three types. 

まず、上皮系細胞由来の悪性腫瘍。これは漢字で「癌」と

書きます。あるいは英語で carcinoma と言います。 

First, malignant tumors of epithelial cell origin, or 

carcinoma. 

それから 2 番めに、非上皮系由来の悪性腫瘍。これは肉

腫、英語では sarcoma と言います。 

Second, malignant tumors of non-epithelial origin, or 

sarcoma. 

3 つめに特殊の名前がついたもの。例えば白血病、悪性

黒色腫、神経膠芽腫などがあります。 

Third, cancers with special names, such as leukemia, 

malignant melanoma, and glioblastoma. 

これらをすべて含めて悪性腫瘍。ひらがなでがんと書きま

す。 

All these are malignant tumors, or cancers. 

漢字で書く癌とひらがなで書くがんは意味が少し異なりま

す。 

In Japanese, we distinguish between types of cancer by 

how we write the word. 

例えば、国立がんセンターをはじめ、各地にがんセンター

がありますけれども、すべてひらがなで書かれていると思

います。それらは悪性腫瘍をすべて含むからで、がんセン

ターでは漢字で書く癌、いわゆる肺がんとか胃がんとか上

For the names of Japanese cancer centers, such as the 

National Cancer Center, the word “cancer” is written in 

hiragana characters because the facilities handle not only 

malignant tumors of epithelial cell origin (such as lung 



皮系細胞由来の悪性腫瘍しか見ないわけではなく、骨肉

腫や白血病といったいわゆる悪性腫瘍全般を担当にして

いるということで「がん」とひらがなで記載されます。 

cancer and stomach cancer), but all types of malignant 

tumors (including osteosarcoma and leukemia). 

次に、良性腫瘍と悪性腫瘍の違いについてお話します。 Next, I will talk about the differences between benign 

tumors and malignant tumors. 

良性腫瘍と悪性腫瘍はどこが違うのか。大きなポイントは４

つです。 

There are four major differences between benign and 

malignant tumors. 

最初に、異型性。良性腫瘍は一般的に細胞の異型性が

弱く、悪性腫瘍は一般的に細胞の異型性が強いと言われ

ています。 

The first is the degree of atypia. It is generally said that 

benign tumors exhibit lower degrees of cell atypia, and 

malignant tumors exhibit higher degrees of cell atypia. 

二番目に増殖速度。良性腫瘍の増殖速度は一般的に遅

く、悪性腫瘍の増殖速度は一般的に速いと言われてお

り、強い血管新生と壊死を伴いやすくなっています。 

The second is the rate of growth. It is generally said that 

benign tumors have lower rates of growth, while 

malignant tumors have higher rates of growth, and are 

more likely to show strong angiogenesis and necrosis. 

3 つ目に、局所浸潤。良性腫瘍は一般的に膨脹性増殖を

示し、悪性腫瘍は一般的に浸潤性増殖を示し、切除後

も、局所再発がしやすいとされています。 

The third is local invasion. It is generally said that benign 

tumors are likely to show extensive growth, while 

malignant tumors show invasive growth, and are 

susceptible to local recurrence after resection. 

4 つ目に、転移。これが良性腫瘍と悪性腫瘍の最も大きな

違いで、良性腫瘍は転移をしませんが、悪性腫瘍は転移

をします。 

The fourth is metastasis. This is the most significant 

difference between benign and malignant tumors: benign 

tumors do not metastasize, while malignant tumors do. 

原発巣を治療できても、転移巣として再発することがありま

す。 

Even if the primary lesion has been treated successfully, it 

may relapse as a metastatic lesion.  

それではひとつずつ詳しく見ていきましょう Now, let’s take a look at them in detail, one by one. 

まず、異型性。異型性とは、正常細胞と比較したとき、腫

瘍細胞がどれだけ正常細胞と違うかという異型度の度合

いのことを言います。どの観点から異型度というものを定

めているかと言いますと、まず、多型性。核や細胞の形が

いろんな形であるということです。 

First, atypia. Atypia refers to the degree of difference 

between a tumor cell and normal cells. The degree is 

determined from the following perspectives. First, 

polymorphism, or the state of nuclei and cells having 

diverse forms. 

悪性では、細胞核のクロマチンの量が増加し、核小体が

明瞭となってきます。 

In malignant tumors, the amount of chromatin in the cell 

nuclei increases, and nucleoli become distinct. 

二番目に、N/C 比。N/C比とは、核と細胞質の面積の比率

のことです。分化度が低くなる。分化度というのは異型性と

は逆に腫瘍細胞の腫瘍の発生母地となった正常細胞へ

の機能的、形態学的類似度で、異型性と対比される言葉

というふうに考えていただければいいと思います。 

Second, the N/C ratio, or the ratio of the size of a cell’s 

nucleus to the size of its cytoplasm. The degree of 

differentiation decreases. The degree of differentiation, 

unlike atypia, is the functional and morphological 

similarity of a tumor cell to the normal cells that serve as 

the origin of the tumor. 

３番目に分裂像。これは悪性度の増加とともに多くなり、異

常な分裂像も見られるようになってきます。 

Third, mitosis. As a tumor becomes more malignant, 

mitoses become more frequent, including abnormal 

mitoses. 

４つ目に極性の喪失。分化度の低下とともに細胞の極性

がなくなります。例えば、上皮細胞ではどちら側が管腔面

Fourth, loss of polarity. As the degree of differentiation 

decreases, the cell polarity decreases. For example, in the 



なのか、どちら側が間質面なのかといったようなことが分か

らなくなってきます。 

case of epithelial cells, the difference between the luminal 

surface and the interstitial surface becomes unclear. 

ここでもう一つ言葉を覚えていただきたいと思います。そ

れは退形成という言葉です。退形成、Anaplasia（アナプレ

ーシア）というのは未分化な細胞から成る腫瘍のことをい

います。これには２つの言葉があります。未分化という言葉

と、脱分化という言葉です。未分化ということは分化度が極

めて低い。すなわち正常細胞と似ても似つかないような細

胞ということです。それから脱分化。これは分化して、ある

程度、発生母地となった正常細胞に類似していた腫瘍が

その構造を失って未分化になること、これを脱分化という

ふうにいいます。 

I have another term I want you to remember: anaplasia. 

Anaplastic tumors are tumors composed of 

undifferentiated cells. In relation to this, there are two 

more terms: undifferentiation and dedifferentiation. 

“Undifferentiation” means that the degree of 

differentiation is extremely low, and such cells are 

completely different from normal cells. 

“Dedifferentiation” refers to tumor cells that have been 

differentiating and that resemble, to a certain extent, the 

normal cells that served as the origin of the tumor losing 

their structure and becoming undifferentiated. 

２番目、増殖速度について、お話します。 Now, let’s look at the second major difference: the rate of 

growth.  

１、一般に悪性腫瘍のほうが増殖が速いとされています。 1) In general, malignant tumors are considered to grow 

faster. 

２番目、分化の程度に相関します。分化の程度が低く、未

分化であればあるほど増殖速度が速いというふうにいわれ

ています。 

2) This correlates with the degree of differentiation. It is 

said that the lower the degree of differentiation, or the 

more the cells are undifferentiated, the higher the rate of 

growth. 

３つ目、血液供給（血管新生）の程度に相関します。 3) This correlates with the degree of blood supply 

(angiogenesis). 

４つ目、ホルモン感受性の腫瘍では、その血中濃度に相

関します。 

4) In hormone-responsive tumors, this correlates with 

their concentration in the blood.  

５つ目、急激に増殖する腫瘍では出血や壊死を伴い、こ

れが悪性腫瘍の指標となります。 

5) Tumors that grow rapidly involve hemorrhage and 

necrosis, which serve as indicators of malignant tumors. 

腫瘍血管は腫瘍関連血管新生因子（VEGF、BasicFGF、

TNFα、HGF など）と新生抑制因子（Thrombospodin、

Angiostatin、Endostatin など）のバランスによって決まりま

す。 

Tumor angiogenesis depends on the balance between the 

tumor-associated angiogenic factors (VEGF, Basic FGF, 

TNFα, HGF, etc.) and angiogenic inhibitors 

(thrombospodin, angiostatin, endostatin, etc.). 

腫瘍血管は正常血管にくらべて動静脈の区別がつかず、

不規則で屈曲した形態をしており、不安定で分布が不適

切であります。 

Compared to normal blood vessels, tumor vessels have 

less distinction between arteries and veins, take irregular, 

bent forms, and are unstable, with inappropriate 

distribution. 

３つ目、局所浸潤について、お話します。 Next, let’s look at the third major difference: local 

invasion. 

一般的に良性腫瘍では膨張性増殖が見られます。増殖

速度が遅く、多くの場合、被膜を持つことが特徴です。 

In general, benign tumors show expansive growth. They 

have low rates of growth, and often feature capsules.  

２番目、悪性腫瘍では浸潤性増殖のパターンを取ることが

多く、その場合、多くの場合、被膜を持たずに間質のなか

に浸潤して発育していきます。 

Malignant tumors often show invasive growth, usually 

invading and growing into the interstitial space, and do 

not have capsules. 



４つ目、転移について、お話します。転移はMetastasis（メタス

テイシス）というふうにいいます。 

Next, let’s look at the fourth major difference: metastasis. 

悪性腫瘍がしばしば原発部位（原発巣）から離れた部位、臓

器に運ばれ、そこで新たに増殖を始めること。これを転移巣と

いいますが、これは悪性腫瘍を良性腫瘍から区別する最大

の特徴であり、転移が認められれば、どんなに形態学的に良

性でも悪性腫瘍とされています。ここでは良性腫瘍は転移し

ないというふうに覚えてください。 

Malignant tumors are often transferred to sites or organs 

away from the primary sites (primary lesions), where 

secondary tumors begin growing (metastatic lesions). 

This is the most significant characteristic of malignant 

tumors compared to benign tumors. If metastasis is 

observed, it is considered a malignant tumor, no matter 

how morphologically benign it is. At this point, 

remember that benign tumors do not metastasize. 

転移のルートには、１リンパ行性転移、２血行性転移、３播種

があります。それから手術操作などによる人為的な転移とし

て、移植という言葉があります。 

The routes of metastasis include: 1) lymphatic metastasis, 

2) hematogenous spread, and 3) dissemination. In 

addition, metastasis can occur as a result of artificial 

operations, such as surgery; this process is known as 

transplantation. 

しかしながら転移の仕組みはまだ分かっていないことが多く、

明らかながん転移遺伝子はまだ同定されていません。 

However, many things are still unknown about the 

mechanism of metastasis, and no clear cancer metastasis 

genes have been identified so far. 

これは転移の経路を示したシェーマです。転移の経路にはこ

こに示されたように、１リンパ行性転移、２血行性転移、３播種

の大きく３つのルートがあります。 

This is a schema showing routes of metastasis. As you 

can see, there are three main routes of metastasis: 1) 

lymphatic metastasis, 2) hematogenous metastasis, and 3) 

dissemination. 

これはすい臓癌の肝臓転移の肉眼写真です。このように多

数の転移結節が肝臓に認められています。 

 

This is a macroscopic picture showing liver metastasis of 

pancreatic cancer. Numerous metastatic nodules were 

found in the liver. 

「転移を制するものは癌を制する」という言葉があります。いま

だにがんが撲滅できていない最大の原因は転移を制御でき

ないからだというふうに考えられます。 

There is a saying: “What conquers metastasis conquers 

cancer.” In other words, the main reason we are unable to 

eradicate cancer is that metastasis cannot be controlled. 

次にがんの原因について、考えてみましょう。 Next, let’s take a look at the causes of cancer. 

がんの原因には外因と内因があります。これら外因や内因の

なかには直接遺伝子 DNA に不可逆的傷害を与えるイニシ

エーターと、遺伝子 DNA に直接傷害はもたらさないけれど

も、傷害を受けた細胞の増殖を促すプロモーターがありま

す。 

Causes of cancer include both external and internal 

factors. These external and internal factors include 

initiators, which directly cause irreversible damage to the 

genetic DNA, and promoters, which do not directly cause 

damage to the genetic DNA, but do promote the growth 

of damaged cells. 

外因のなかには環境要因であるものが多く、例えば、１化学

発癌物質（アスベストなど）、２物理的発癌物質（放射線や紫

外線など）、３発癌微生物（ウイルス、細菌など）があります。 

Many of the external causes are environmental factors, 

such as 1) chemical carcinogens (asbestos, etc.), 2) 

physical carcinogens (radioactive rays, ultraviolet rays, 

etc.), and 3) carcinogenic microorganisms (viruses, 

bacteria, etc.). 

内因、これは腫瘍素因といわれるもので、遺伝的な背景、ホ

ルモン、免疫、加齢などがあります。 

The internal causes, which are known as tumor 

predisposition, include heredity, hormonal effects, 



immunity, and aging. 

現在では、がんは遺伝子変化の積み重ねにより、体の細胞

が自律的かつ不可逆的に、無目的かつ過剰に増殖してでき

た組織の塊であるということと定義されているということは先ほ

ど述べました。すなわち、がんは遺伝子の変異の積み重ね

によって起こる遺伝子病であります。 

As mentioned earlier, cancer is currently defined as “A 

mass of tissue formed by autonomous, irreversible, 

purposeless, excessive growth of cells of the body as a 

result of cumulative genetic changes.” In other words, 

cancer is a genetic disease caused by cumulative genetic 

mutations. 

そのためにがんにおける遺伝子異常の基本原則というものが

あります。これをしっかりと理解していただきたいと思います。 

In this regard, there are three fundamental principles of 

genetic abnormalities in cancer. Make sure you fully 

understand these. 

その原則は、 

１ 細胞死を与えない程度の遺伝子傷害。もし遺伝子傷害が

起きたとしても、その遺伝子傷害が起きた細胞が死んでしま

っては、がんになることはできませんので、その細胞が死なな

い程度の遺伝子傷害であるということが重要です。 

These principles are:  

1) Genetic damage that does not cause cell death. Genetic 

damage cannot cause cells to become cancer if the 

damaged cells die. Therefore, it is important that the 

genetic damage does not kill the cells. 

２番目、遺伝子の不安定性。遺伝子に傷害が起きたとして

も、それが修復されれば元の正常な細胞に戻ってしまいま

す。ですから、元の正常な細胞に戻ってしまわない、その遺

伝子の傷害がそのまま残るように、遺伝子自体が不安定でな

いといけません。 

2) Genetic instability. If genetically-damaged cells are 

repaired, these cells will return to their original normal 

state. Therefore, the genes themselves must be unstable 

enough to cause the genetic damage to remain, in order 

not to allow damaged cells to return to their normal 

conditions. 

３番目、そしてターゲットとなる遺伝子には、次のような遺伝

子群が考えられます。DNA ミスマッチ修復遺伝子とチェック

ポイント制御遺伝子、がん遺伝子・プロトがん遺伝子といわれ

る遺伝子群、がん抑制遺伝子群、それからアポトーシスに関

連する遺伝子群です。 

3) The target genes are considered to include the 

following groups of genes: DNA mismatch repair genes 

and checkpoint control genes, oncogenes and proto-

oncogenes, tumor suppressor genes, and apoptosis-related 

genes. 

がんは次のような３つのステップをもって発生します。これを

発癌といいます。 

Cancer develops in the following three steps. This is 

called carcinogenesis. 

まず１イニシエーション、これは発癌物質により、遺伝子 DNA

に不可逆的な変異が起こることをいいます。まず細胞の腫瘍

性形質転換の第１歩となります。 

1) Initiation: a carcinogen causes an irreversible mutation 

in genetic DNA. This is the first step in neoplastic 

transformation of cells. 

２プロモーション、遺伝子に不可逆的な変異が起きた細胞が

増殖し、さらに遺伝子変異を積み重ねていきます。これによ

って腫瘍細胞のモノクローナルな増殖・拡大が起きます。 

2) Promotion: cells with irreversible mutations in their 

genes proliferate and accumulate further genetic 

mutations, causing monoclonal growth and expansion of 

tumor cells. 

３番目プログレッション、腫瘍細胞はさらに遺伝子変異を積み

重ね、より攻撃的で悪性の性質を持つようになります。元はモ

ノクローナルな腫瘍細胞から今度は浸潤性が強い細胞、増

殖速度の強い細胞、転移能が強い細胞、抗がん剤の感受性

の強い細胞といったような表現系の異なる腫瘍細胞が生じて

きます。 

3) Progression: tumor cells accumulate further genetic 

mutations, becoming more aggressive and malignant in 

nature. The originally monoclonal tumor cells now give 

rise to tumor cells with different phenotypes, such as 

highly invasive cells, cells with high rates of growth, cells 

with high metastatic potential, and cells with high 

sensitivity to anticancer agents. 



これを腫瘍のへトロジェネイティーといい、腫瘍細胞の遺伝子

が不安定なために種々のサブクローンが生じるからだと考え

られています。これにより、腫瘍が局所に浸潤し、遠隔転移

が起きるようになります。 

This is called tumor heterogeneity, which is thought to be 

caused by the instability of the tumor cell genes, which 

leads to a variety of subclones. This causes local invasion 

and distant metastasis of the tumor. 

これは多段階発癌（Multistep Carcinogenesis）のシェーマ図

です。まず発がん物質によって標的細胞のDNAに変異が起

きます。そしてプロモーターによって、その変異した細胞に遺

伝子の変化が積み重なっていきます。そして最終的に、また

さらに遺伝子の変異が積み重なり、悪性形質を持つようにな

った細胞が増え、最終的に局所浸潤や遠隔転移する癌細胞

が増えていくプログレッションという段階になります。 

This is a schema showing multi-step carcinogenesis. 

First, the carcinogen causes a mutation in the DNA of the 

target cell. Then, the promoter causes an accumulation of 

genetic changes in that mutated cell. Genetic mutations 

continue to accumulate, and cells with malignant 

phenotype increase; eventually, the cancer gets into the 

progression stage, where cancer cells that involve local 

invasion and distant metastasis increase. 

では、発癌を促す遺伝子とはどういう遺伝子なのか。その研

究の歴史を振り返りながら解説していきたいと思います。 

Now, let’s take a look at what kind of genes promote 

carcinogenesis, with a look at the history of research on 

the topic. 

まず、がん遺伝子・プロトがん遺伝子の発見の歴史、それか

らがん抑制遺伝子の発見、遺伝子不安定性と発癌の話、遺

伝子のエピジェネティックな変化について順を追って説明し

ていきたいと思います。 

First, I would like to cover the history of the discovery of 

oncogenes and proto-oncogenes, then the discovery of 

tumor suppressor genes, genetic instability and 

carcinogenesis, and epigenetic alteration of gene 

expression, step by step. 

がん遺伝子研究の歴史について、お話します。 Let’s take a look at the history of oncogene research. 

がん遺伝子研究はまず、化学発癌物質の研究から始まりまし

た。１８世紀、イギリスの Hill が嗅ぎタバコを過剰使用している

６例の鼻腔内腫瘍を報告したことから始まります。その後、同

じイギリスの Pott が若い頃から働いている煙突掃除人に陰嚢

がんが多発していると報告しています。実験的にがんを生じ

させたのは日本人で、東大の山極先生が１９１５年にコールタ

ールをウサギの耳に繰り返し塗って、皮膚がんを生じさせるこ

とに成功しています。 

Oncogene research began with the study of chemical 

carcinogens. During the 18th century, the English 

physician John Hill reported six cases of nasal tumors 

associated with excessive use of snuff. After that, Dr. 

Percivall Pott, also from the UK, reported a high 

incidence of scrotal cancer in chimney sweeps who had 

been working since they were young. The first 

experimental production of cancer was achieved in 1915 

by the Japanese pathologist Katsusaburo Yamagiwa of the 

University of Tokyo, who succeeded in producing skin 

cancer by repeatedly applying coal tar to the ears of 

rabbits. 

化学発癌物質の研究と並行して動物の発癌性ウイルスを用

いた研究も進んでいました。 

In addition to research on chemical carcinogens, research 

was also conducted using oncogenic viruses in animals. 

１９１１年に Rous がラウス肉腫ウイルスを発見しています。日

本でもその２年後、京大の藤浪先生が藤浪肉腫ウイルスを発

見しています。 

In 1911, Dr. Francis Peyton Rous discovered the Rous 

sarcoma virus. Two years later, in Japan, Dr. Akira 

Fujinami of Kyoto University discovered the Fujinami 

sarcoma virus. 

同じ頃、デンマークの Fibiger は寄生虫感染によって胃癌が

発生するというふうに報告し、これはなんと１９２６年にノーベ

ル賞を受賞してしまいました。しまいましたというのは、もちろ

Around the same time, the Danish physician Johannes 

Fibiger reported that parasitic infections cause stomach 

cancer, which won him the Nobel Prize in 1926 — 



ん今では寄生虫によって胃癌が発生するという事実は誤りだ

ったというふうに認められています。ところがノーベル賞は、

一度受賞したノーベル賞は剥奪することができませんので、

このままノーベル賞の業績として、この業績は残っています。 

mistakenly, though, as the theory that parasites cause 

stomach cancer is now recognized to be false. However, 

once awarded, the Nobel Prize cannot be revoked, so this 

remains a Nobel Prize-winning achievement.  

ですから、そのあと何十年も、がんに対してノーベル賞が与

えられることはなく、確実な証拠が見つかった１９６６年、ラウ

ス肉腫ウイルスの発見によって、Rous がノーベル賞を貰うま

で４０年間、がんに対してノーベル賞は与えられませんでし

た。Rous 先生はこのとき、８０歳を超える高齢でしたけれど

も、まだご存命でしたので、ノーベル賞を受賞することができ

ましたが、残念ながら実験的にがんを生じさせることに世界で

初めて成功した山極先生はもう亡くなられておりましたので、

ノーベル賞を受賞することができませんでした。 

Because of this, for decades after that, no Nobel Prize 

was awarded for cancer research until Rous was awarded 

it in 1966 for the discovery of the Rous sarcoma virus, for 

which firm evidence was found. Dr. Rous was over 80 

years old at the time, but he was still alive, so he was able 

to receive the Nobel Prize. Unfortunately, Dr. Yamagiwa, 

who was the first in the world to succeed in 

experimentally causing cancer, missed out on winning the 

Nobel Prize, because he had already passed away. 

このあと、１９３６年に Bittner がマウス乳癌ウイルス、これはミ

ルクで感染しますけれども、発見しており、そのあと１９５０年

代になると、マウス白血病ウイルスのほか、さまざまな齧歯

類、猫などからも同じようなウイルスがたくさん発見されまし

た。 

After this, in 1936, John Joseph Bittner discovered the 

mouse mammary tumor virus, which is transmitted 

through milk. In the 1950s, the mouse leukemia virus and 

many other similar viruses were discovered in various 

rodents, cats, and other animals. 

このように、では、がんはウイルスの感染によって起こるので

しょうか。ウイルスががんを作る遺伝子（がん遺伝子）を運ぶ

のでしょうか。化学発癌物質は組織に潜んでいるがんウイル

スを活性しているのにすぎないのでしょうか。しかし、ヒトの発

がん性ウイルスはなかなか発見されませんでした。 

So, is cancer caused by viral infections? Do viruses carry 

cancer-causing genes (oncogenes)? Do chemical 

carcinogens merely activate cancer viruses hiding in 

tissues? However, there has been little sign of 

carcinogenic viruses in humans. 

１９３０年代、がんがウイルス感染によって起こるという動物実

験結果が蓄積されてきました。しかし、ヒトのがんウイルスはな

かなか見つからず、アフリカ在住の子どものバーキットリンパ

腫にウイルス粒子を証明したという事実ぐらいでした。 

During the 1930s, the results of many animal experiments 

indicated that cancer could be caused by viral infections. 

However, there has been little sign of cancer viruses in 

humans: viral particles were proven to be present in 

Burkitt's lymphoma in children living in Africa, but not 

much else. 

その後、１９５３年、有名な Watson & Crick による DNA 二重

らせんモデルが提唱され、この業績で Watson & Crick は１９

６２年にノーベル賞を受賞しています。 

In 1953, James Watson and Francis Crick proposed the 

famous DNA double-helix model, for which Watson and 

Crick were awarded the Nobel Prize in 1962. 

１９６９年、Huebuner & Todaro が、がん遺伝子仮説というもの

を打ち立てました。このとき初めて、Oncogene という言葉が使

われました。その仮説によると、がんウイルスにはウイルスを

複製する遺伝子と宿主細胞をがん細胞に変えるがん遺伝子

が含まれており、すべての動物細胞には発癌遺伝子を含む

ウイルス遺伝子が組み込まれており、普段は発見されぬまま

親から子へと受け継がれていくというふうにされています。 

In 1969, Robert Huebner and George Todaro proposed 

the oncogene hypothesis. This marked the first time that 

the term “oncogene” was used. According to this 

hypothesis, cancer viruses contain genes that replicate 

viruses and oncogenes that turn host cells into cancer 

cells, and all animal cells contain viral genes, including 

oncogenes, which are usually unnoticed and are passed 

from parents to children. 

翌年、Temin、Baltimore による逆転写酵素の発見があり、こ

の業績により、Temin と Baltimore は１９７５年、ノーベル生理

The following year, Howard Temin and David Baltimore 

discovered reverse transcriptase, for which they were 



学医学賞を受賞しております。これにより、動物のがんウイル

スは発癌レトロウイルスではないかというふうに考えられるよう

になりました。 

awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 

1975. This suggested that animal cancer viruses might be 

oncogenic retroviruses. 

しかし、なかなかヒトの発癌性ウイルスが見つかりません。そも

そも、がん遺伝子はなぜ分裂する細胞にまで、その形質を伝

達していくことができるのでしょうか。考え方として、１宿主細

胞内でウイルスが自由に複製を繰り返すことができる、２宿主

細胞の染色体 DNA にウイルスのがん遺伝子が組み込まれ

る、これをプロウイルスと言いますけれども、というふうな考え

方ができると思います。現在では、このプロウイルスによって

宿主細胞の染色体DNAにがん遺伝子が組み込まれるという

ことが分かっています。 

However, there has been no real sign of oncogenic 

viruses in humans. Why are oncogenes able to transmit 

their traits to cells that are divided in the first place? I 

think there are two ways of thinking about this: 1) the 

virus is able to freely and repeatedly replicate in the host 

cell, and 2) the oncogene of the virus is integrated into the 

chromosomal DNA of the host cell, which is referred to 

as a provirus. Today, it is known that oncogenes are 

integrated into the chromosomal DNA of host cells via 

proviruses. 

がんウイルスには RNA 腫瘍ウイルスと、DNA 腫瘍ウイルスの

２種類が知られています。 

There are two types of cancer viruses known: RNA tumor 

viruses and DNA tumor viruses. 

RNA 腫瘍ウイルスはマウスやニワトリなどでは多数発見され

ています。しかし、なかなかヒト発癌性レトロウイルスが見つか

りません。 

Many RNA tumor viruses have been discovered in mice, 

chickens, and other animals. However, there has been 

little sign of oncogenic retroviruses in humans. 

DNA 腫瘍ウイルスでは、例えば、肝炎ウイルスと肝臓癌、EB

ウイルスとバーキットリンパ腫、子宮頸癌とパピローマウイルス

というふうに、その関連性が指摘されています。しかし、なぜ

DNA によって、DNA ウイルスによって、癌が生じるのかが分

からず、また大多数の固形癌、例えば、胃癌や大腸癌などの

原因ではないようです。 

With regard to DNA tumor viruses, the links between 

viruses and cancer have been pointed out: examples 

include hepatitis virus and liver cancer, Epstein-Barr 

virus and Burkitt's lymphoma, and papillomavirus and 

cervical cancer. However, the reason why DNA viruses 

cause cancer is unknown, and they do not seem to be the 

cause of the majority of solid cancers, such as stomach 

cancer or colon cancer. 

それでは多くのがんの原因は何でしょうか。一部のウイルスが

ヒトや動物の癌を起こすのはなぜでしょうか。 

What, then, are the causes of most cancers? Why do some 

viruses cause cancer in humans and animals? 

ということで、まず、がんウイルスからがん遺伝子（Oncogene）

を取り出そうという取り組みが始まりました。 

To that end, efforts began to identify oncogenes from 

cancer viruses. 

１９６９年にラウス肉腫ウイルスの温度感受性株の発見があり

ました。これはがん遺伝子の一部に変異があり、温度感受性

にがんウイルスが熱に弱くなったという事実を物語っていま

す。 

In 1969, a temperature-sensitive strain of Rous sarcoma 

virus was discovered. This indicated that mutations in 

some of the oncogenes had made them temperature-

sensitive, making the cancer virus vulnerable to heat. 

翌年、Temin、Baltimore による逆転写酵素の発見があり、そ

の翌年、今度はラウス肉腫ウイルスの変異株、今度はウイル

スの複製はするが宿主細胞悪性転換しない株が発見されま

した。 

The following year, reverse transcriptases were 

discovered by Temin and Baltimore, and the year after 

that, a mutant of the Rous sarcoma virus was discovered, 

wherein the mutant replicated the virus but did not cause 

malignant transformation of host cells. 

で、すぐにこの変異株の RNA はもともとのラウス肉腫ウイルス

の RNA より長さが短いことが分かりました。この短くなった部

分に、がん遺伝子が存在すると考えられます。 

Soon it was found that the RNA of this mutant was 

shorter than that of the original Rous sarcoma virus. It is 

believed that oncogenes are present in the shortened 



portion. 

そして１９７４年、がん遺伝子の、このがん遺伝子のことを src

というふうに名付けましたが、の高品質プローブが完成しまし

た。 

In 1974, a high-quality probe for oncogenes (called src) 

was created.  

このプローブは正常なラウス肉腫ウイルス RNA には結合しま

すが、宿主を複製させるが宿主をがんにすることはできない

変異株には非結合であることが分かりました。 

It turned out that this probe binds to normal Rous 

sarcoma virus RNA, but does not bind to the mutant that 

allows the host to replicate but that cannot turn the host 

into cancer. 

こうしてラウス肉腫ウイルスより細胞をがん化させる遺伝子が

初めて分離されました。 

In this way, a gene that causes cells to become cancerous 

was isolated for the first time, through the Rous sarcoma 

virus. 

ところが驚いたことに、このプローブはラウス腫瘍ウイルスに

感染していない正常のニワトリ DNA にも結合することが分か

りました。 

Surprisingly, however, the probe was found to bind to 

normal chicken DNA that was not infected with the Rous 

sarcoma virus. 

正常なニワトリ DNA にも同じ遺伝子があるのでしょうか。慎重

に追試して１９７６年、Nature 誌に Bishop と Varmus が発表し

ました。 

Is the same gene in normal chicken DNA, too? After 

careful follow-up experiments, J. Michael Bishop and 

Harold E. Varmus presented their findings in Nature in 

1976. 

じゃあ、この src 遺伝子、初めて分離されたがん遺伝子である

src 遺伝子は何に由来しているのでしょうか。２通りの考え方

があります。 

What, then, is the origin of the src gene, the first isolated 

oncogene? There are two ways of looking at this: 

１src 遺伝子はレトロウイルスによって太古の昔に全てのニワト

リに感染し、先祖のニワトリ染色体 DNA に組み込まれ、すな

わちプロウイルスとなり、子孫に受け継がれていった。すなわ

ち Huebner と Todaro によるがん遺伝子仮説そのものの考え

方です。 

1) The src gene was transmitted to all chickens by 

retroviruses in ancient times, and incorporated into the 

chromosomal DNA of the ancestral chickens, becoming a 

provirus to be passed on to their descendants. In other 

words, the premise of Huebner and Todaro’s oncogene 

hypothesis. 

もう一つ、２番目として、src 遺伝子はもともとニワトリの遺伝子

であり、レトロウイルスがさらっていったもので、ウイルスとは何

の関係もない。 

この２つの考え方ができると思います。 

2) The src gene was originally a chicken gene that was 

carried off by a retrovirus, and it has nothing to do with 

the virus. 

These are the two main ways of looking at this. 

正解は２番です。というのは、ニワトリ以外のあらゆる細胞、こ

れはウニから魚類、鳥類、哺乳類に至るまで、あらゆる生物

に src 遺伝子が存在することが分かったからと、もう一つは正

常細胞の src 遺伝子はイントロンで分断されているということ

が分かったからです。 

The correct answer is 2). Which is to say, it turned out 

that src genes exist in the cells of not only chickens, but 

also all kinds of living things, from sea urchins to fish, 

birds, and mammals, and that src genes in normal cells 

are separated by introns. 

もし太古に感染して、プロウイルスとして宿主の DNA に組み

込まれたのならば、イントロンで分断されていないはずです。

ということで、がん遺伝子はもともと正常なDNAにある遺伝子

だということが確認されたわけです。 

If it was transmitted in ancient times and incorporated 

into the host's DNA as a provirus, it would not have been 

separated by introns. Thus, it was found that oncogenes 

are genes that originally exist in normal DNA. 

そしてウイルス由来の遺伝子のことを v-src、正常細胞由来の

遺伝子のことを c-src と名付け、正常細胞由来の遺伝子のこ

The genes derived from viruses were named v-src, and 

those derived from normal cells were named c-src. The 



とをがん遺伝子の基となる遺伝子ということで、プロトがん遺

伝子（Proto-oncogene）というふうに名付けられました。 

genes derived from normal cells that serve as the origin of 

oncogenes are called proto-oncogenes. 

このがん遺伝子、他のがんウイルスのがん遺伝子も正常細胞

のなかに存在しました。例えば、H-ras 遺伝子、K-ras 遺伝子

なども正常細胞のなかにその遺伝子は存在することが確認さ

れていました。 

Oncogenes of other cancer viruses were also found in 

normal cells. For example, it was also found that the H-

ras and K-ras genes existed in normal cells. 

すなわち、発癌レトロウイルスは正常細胞に存在している遺

伝子、プロトがん遺伝子の単なる運び屋であったわけです。 

In other words, the oncogenic retroviruses merely served 

as carriers of proto-oncogenes in normal cells. 

プロトがん遺伝子は正常細胞において重要な役割を持つ遺

伝子であります。ウイルスに組み込まれたプロトがん遺伝子

はウイルス由来の遺伝子配列の影響で過剰に遺伝子が発現

し、がん化を引き起こしていたというふうに考えられます。 

Proto-oncogenes are genes that play an important role in 

normal cells. It is thought that the proto-oncogenes 

incorporated into the viruses were over-expressed due to 

the influence of the virus-derived gene sequence, causing 

cancer. 

それではヒト細胞のプロトがん遺伝子はどうやって活性化す

るのでしょうか。 

So, how do proto-oncogenes in human cells become 

activated? 

ニワトリでは強力なレトロウイルスのプロモーターの下に置か

れて活性化していると考えられています。ところが、先ほどか

ら何度も申し上げているように、ヒトではレトロウイルスの感染

の証拠や、細胞の src 遺伝子の変異は見られません。 

Proto-oncogenes in chickens are thought to be driven by a 

strong retroviral promoter to become activated. On the 

other hand, in humans, there is no evidence of retroviral 

infection or mutation of src genes in cells, as I have 

mentioned several times. 

そこでノーベル賞確実といった熾烈なレースが始まったわけ

です。ヒトがん遺伝子を捕まえよ、ということです。 

This led to a fierce race to identify human oncogenes, 

which would definitely deserve a Nobel Prize. 

この間、技術的な進歩もありました。 In the meantime, there were also technological 

innovations. 

一つはリン酸カルシウムによる細胞核への DNA の取り込み、

これをトランスフェクション法といいますけれども、この技術が

確立したこと。 

1) A technique was established for the uptake of DNA 

into the cell nucleus using calcium phosphate 

(transfection). 

もう一つは NIH3T3 細胞という受け取る細胞、これを受け取る

細胞として用いることにより形質転換（がん化）した細胞が肉

眼で分かるようになったからです。 

2) By using NIH3T3 cells as recipient cells, transformed 

(cancerous) cells became visible to the naked eye. 

これがトランスフェクション法によって、NIH3T3 細胞に ras 遺

伝子を導入したときのがん化したコロニーです。赤丸で囲ま

れているところが癌になった部分で、このように明らかに周り

と違って、細胞が盛り上がってきているので、この部分ががん

化したということが肉眼的にも分かります。 

This is a cancerous colony where the ras gene was 

transfected into NIH3T3 cells. The area circled in red is 

the cancerous zone, and since the cells are bulging up and 

are clearly different from the surrounding area, it can be 

recognized with the naked eye that this zone has become 

cancerous. 

そして、１９８２年の夏、Wigler、Weinberg、Barbacid の順で

Nature 誌に、ヒトがん遺伝子の発見の報告がされました。 

In the summer of 1982, the discovery of human 

oncogenes was reported in Nature by Michael Wigler, 

Robert Weinberg, and Mariano Barbacid, in that order. 

Wigler の方法はヒトがん細胞から DNA を抽出し、DNA をこ

のように断片化し、大腸菌の遺伝子を目印として付けました。 

Wigler's approach involved extracting DNA from human 

cancer cells, fragmenting the DNA, and marking the 

fragments with E. coli genes. 



そして、NIH3T3 細胞にトランスフェクションし、形質転換して

がん細胞になった DNA を集めてきて、そのなかから大腸菌

でマークされている遺伝子を集めてきて、何度もそのトランス

フェクションを繰り返して、最終的にがん遺伝子を取り出して

います。 

These fragments are then transfected into NIH3T3 cells, 

and the DNA that has been transformed into cancer cells 

is collected, and then the genes marked by E. coli are 

collected from that. The transfection is repeated a number 

of times, until finally, the oncogenes are taken out. 

Weinberg はどちらかというと、力ずくの方法で、がん遺伝子を

ハンティングしています。 

Weinberg used a rather forcible approach to identify 

oncogenes. 

Weinberg はヒトがん細胞の DNA を断片化し、それをそのま

ま NIH3T3 細胞にトランスフェクションしています。 

Weinberg fragmented human cancer cell DNA, and 

transfected the fragments directly into NIH3T3 cells. 

NIH3T3 細胞はマウスの細胞ですので、マウスの細胞のなか

にヒト DNA に特有なアルー配列があれば、それはヒトがん細

胞から抽出した DNA ということが分かります。というふうに、

Weinberg はアルー配列を目印にがん遺伝子をハンティング

してきています。 

The NIH3T3 cells are mouse cells, so if there is an Alu 

sequence, which is unique to human DNA, in a mouse 

cell, it means that the DNA is derived from human cancer 

cells. In this way, Weinberg identified oncogenes using 

the Alu sequence as a marker. 

それではヒトがん遺伝子は何だったのでしょうか。やはりプロ

トがん遺伝子だったのでしょうか。 

So, what was the human oncogene? Was it a proto-

oncogene after all? 

ヒトがん遺伝子はすでにネズミのがんウイルスから分離されて

いる H-ras（正常の細胞に存在しているプロトがん遺伝子）で

した。 

The human oncogene was an H-ras gene (a proto-

oncogene existing in normal cells) that had already been 

isolated from a mouse cancer virus. 

しかし、ヒトがん細胞から得られたヒトがん遺伝子 ras は正常

な細胞の遺伝子 ras と比較したとき、たった１塩基、矢印の部

分ですけれども、６０００以上ある ras 遺伝子のたった１塩基が

異なっていました。 

However, when comparing the human oncogene ras 

obtained from human cancer cells with the normal cell 

gene ras, only one base (indicated by the arrow) was 

found to be different among the more than 6,000 ras gene 

bases. 

１９８２年の冬、今度は Weinberg、Barbacid、Wigler の順でネ

イチャー誌に報告されました。 

In the winter of 1982, reports were published in Nature, 

by Weinberg, Barbacid, and Wigler in that order. 

で、がん遺伝子の発見で、ノーベル賞を貰ったのは、じゃあ

誰だったのでしょうか。実はプロトがん遺伝子の発見の業績

で、Bishop と Varmus でした。 

Then, who was awarded the Nobel Prize for the discovery 

of oncogenes? Actually, the winners were Bishop and 

Varmus for their contributions to the discovery of proto-

oncogenes. 

ですから、ヒトがん遺伝子を発見した Weinberg、Barbacid、

Wigler、それからプロトがん遺伝子を実際に発見したポスドク

だった Stehelin やラウス肉腫ウイルスの変異株から Oncogene

を取り出した Duesberg は貰えませんでした。 

This means that the award was not given to Weinberg, 

Barbacid, and Wigler, who discovered human oncogenes, 

nor to Dominique Stehelin, who was a postdoctoral 

fellow and actually discovered the proto-oncogenes, nor 

to Peter Duesberg, who isolated an oncogene from a 

mutant of the Rous sarcoma virus. 

その後、同じ方法で多数のヒトがん遺伝子が発見されていま

す。このなかには yes や hst など日本で発見されたがん遺伝

子も多数含まれています。 

Since then, many human oncogenes, including those 

discovered in Japan such as yes and hst, have been 

discovered using the same method. 

さて、それではプロトがん遺伝子のもともとの正常な細胞での

機能はいったいどういうものなのでしょうか。大きく５つ考えら

れます。 

Now, let’s look at the functions of proto-oncogenes in the 

original normal cells. There are roughly five possible 

forms. 



一つは増殖因子。 1) Growth factors; 

２つ目にその増殖因子の受容体、特にチロシンキナーゼ活

性を持つ受容体群。 

2) Receptors for these growth factors, particularly ones 

with tyrosine kinase activity; 

３つ目、細胞内のシグナル伝達に関わる蛋白、特に蛋白質リ

ン酸化酵素。 

3) Proteins involved in signal transduction in the cell, 

particularly protein kinase; 

４番目に、いわゆる細胞膜に７回貫通している形のレセプタ

ーである G 蛋白。それから 

4) G-coupled protein receptors, which pass through the 

cell membrane seven times; and 

５番目として核内転写因子が挙げられます。 5) Nuclear transcription factors. 

このほか、アポトーシス調節蛋白などもプロトがん遺伝子にな

り得ると考えられます。 

In addition to these, it is thought that apoptosis regulatory 

proteins and other forms can become proto-oncogenes. 

それでは、これらプロトがん遺伝子はどのようにして活性化す

るのでしょうか。 

So, how are these proto-oncogenes activated? 

１過剰発現。ウイルスのプロモーターが入ることなどにより、あ

るいはその他の方法により、プロトがん遺伝子の発現が正常

以上に発現してしまうことがあります。 

1) Overexpression. Introduction of viral promoters or 

other stimuli can cause proto-oncogenes to express over 

normal levels. 

２番目、点突然変異。これはヒトがん遺伝子が初めて発見さ

れた H-ras のように、たった１塩基の変異で１アミノ酸変異が

起きます。 

2) Point mutation. As with the H-ras gene, through which 

the first human oncogene was identified, a mutation of 

just a single base can cause an amino acid mutation. 

H-rasの場合はグリシンがバリンに変わっていますけど、この１

アミノ酸が変化するだけで正常な H-ras では非活性型の ras

が活性型の ras になり、また元の非活性型の ras に戻ることが

できるのに対し、変異した H-ras では非活性型 ras は一度活

性型 ras になると非活性型の ras に戻ることができず、そのま

ま MAP kinase pathway に活性化シグナルを送り続け、過剰

な細胞増殖が起きるというふうに考えられています。 

In the case of H-ras, where glycine changes to valine, this 

change of one amino acid is enough to cause an inactive 

ras in the normal H-ras to become an active ras, which 

then can return to the original inactive ras; on the other 

hand, it is believed that, once an inactive ras in the mutant 

H-ras has become active, it cannot go back to being an 

inactive ras, and keeps sending activation signals to the 

MAP kinase pathway, thus causing excessive cell growth. 

３つ目は染色体転座です。 3) Chromosomal translocation. 

よく知られているフィラデルフィア染色体は９番目と２２番目の

染色体が相互に転座を起こし、bcr-abl というハイブリッドジー

ンが生じることによって起きるというふうに考えられています。 

The commonly known Philadelphia chromosome is 

thought to be formed by a reciprocal translocation 

between chromosomes 9 and 22, resulting in a bcr-abl 

hybrid gene.  

４つ目は遺伝子増幅です。 4) Gene amplification. 

例えば、N-myc のように同じ遺伝子が何度も数多く遺伝子の

なかに組み込まれることによって過剰発現を引き起こすという

ように考えられています。 

For example, it is thought that, as with N-myc, the same 

gene is incorporated into genes a number of times, causing 

overexpression. 

遺伝子増幅には同一 gene が同じ場所にずらっと並ぶホモジ

ニアス・ステイニング・リージョン（HSR）という増幅の仕方と、

その遺伝子が小さい DNA として染色体と別に細胞の核のな

かに現れるダブルマイニュートという２つの形の増幅の仕方

があります。 

 

There are two forms of gene amplification: the 

homogeneously staining region (HSR), where identical 

genes line up in the same place, and double minutes, which 

appear in the cell nucleus as small fragments of DNA 

separated from the chromosome. 

これまで、がん遺伝子、プロトがん遺伝子の発見の話をして Up to this point, I have talked about the discovery of 



まいりました。 oncogenes and proto-oncogenes. 

がんの原因はがん遺伝子の活性化だけで説明することがで

きるのでしょうか。 

Can we explain the cause of cancer simply through the 

activation of oncogenes? 

同じ頃、ちょっと変わった実験結果が大西洋を隔てたイギリス

で報告されています。 

So, around this same time, rather peculiar test results were 

being reported in the UK, across the Atlantic. 

１９６５年、センダイウイルスがどんな細胞も相手を選ばず、融

合させることをイギリスの Harris が報告しています。 

In 1965, the scientist Henry Harris reported in Britain that 

the Sendai virus could fuse any cell with any other cell. 

Harris はそのあとマウスの正常細胞と、３種類のがん細胞を

融合してみました。 

After that, Harris tried to fuse normal cells from mice with 

three types of cancer cells. 

もしがん遺伝子が優性な遺伝子なら正常細胞と融合させて

みても、それらはすべてがん細胞になるはずです。 

If the oncogenes are dominant genes, then it follows that 

all of the fused cells should be cancer cells, even if fused 

with normal cells. 

結果は逆で、すべての融合細胞は正常細胞となりました。 The result was the opposite: all of the fused cells turned 

out to be normal cells. 

がん細胞が正常細胞と融合することによって正常細胞にある

増殖ブレーキ遺伝子によって異常増殖が抑えられるというふ

うに考えられます。 

It is thought that, when cancer cells are fused with normal 

cells, the genes that put the brakes on growth in the 

normal cells suppress the abnormal growth. 

がん細胞は欠失変異によって、このブレーキ遺伝子を失って

いるというふうに考えられます。 

It is thought that cancer cells have lost these braking 

genes due to deletion mutation. 

そして、イギリスの Harris はがん抑制遺伝子の存在を提言し

ました。 

In Britain, Harris suggested the existence of tumor 

suppressor genes. 

当時、すでにがんウイルスが正常な細胞に侵入したとき、確

実に単独で癌化する、例えば、ras 遺伝子のような優性遺伝

の多数の証拠がありました。 

At the time, there was already a lot of evidence for 

dominant inheritance, where a cancer virus invasion of a 

normal cell would cause independent canceration without 

exception, such as with ras genes. 

ですから、がんは優性遺伝子であるがん遺伝子によって引き

起こされるというふうに考えられ、がん遺伝子が正常遺伝子

に負けてしまう劣性遺伝子であるはずがないというふうに当

時は考えられていました。 

Therefore, it was thought in those days that cancer was 

caused by oncogenes, considered to be dominant genes, 

and that oncogenes could not be recessive genes that 

would “lose out” to normal genes. 

ところが、そのがん抑制遺伝子の存在を裏付けるような腫瘍

が実はありました。それが網膜芽細胞腫です。これは遺伝性

の腫瘍で、家族内に多発して、ほぼ１００％遺伝する腫瘍で

す。 

However, there was in fact a tumor that supported the 

existence of tumor suppressor genes: retinoblastoma. This 

is a hereditary tumor, which frequently occurs within 

families, and is almost always inherited. 

もしがん遺伝子が優性遺伝子であるならば、がん遺伝子は

個体の死とともに消滅し、世代間を遺伝しないはずです。 

If the oncogenes were dominant genes, they should 

disappear with the death of the individual, and should not 

be inherited across generations. 

この網膜芽細胞腫、昔はこの病気の子どもはすぐに死んで

いましたが、１９世紀末から眼球摘出手術により、この病気の

子どもが失明しますけれども、救命できるようになりました。そ

して、この病気が遺伝することが分かってきたわけです。 

In the past, children who developed retinoblastoma would 

die soon after, but since the end of the 19th century, 

eyeball enucleation has made it possible to save their 

lives, at the cost of an eye. Then, it was found that this 

disease is inherited. 

１９７１年、網膜芽細胞腫患者のなかに遺伝性に起きる患者 In 1971, it was found that there were two types of 



と、散発に起きる患者があることが分かり、これらの患者の比

較により、この病気が２回の突然変異によって起こることをフィ

ラデルフィアがん研究所の Knudson が予言しました。 

retinoblastoma: inherited and sporadic. Alfred George 

Knudson, Jr. of the Philadelphia Cancer Institute 

compared the patients, and predicted that this disease 

occurs as a result of two mutations. 

そして、１９７８年に網膜芽細胞腫の子どもの１３番染色体の

一部に欠損があることが報告されました。 

In 1978, a partial defect in chromosome 13 in children with 

retinoblastoma was reported. 

図は Knudson の two-hit theory を模式化したものです。 This diagram illustrates Knudson’s two-hit theory. 

１９８３年、網膜芽細胞腫では１３番染色体の対立遺伝子の

片方の長腕の一部が消失していることを遺伝子レベルで証

明し、White らが報告しました。 

In 1983, partial deletion of the long arm of one of the 

alleles of chromosome 13 in retinoblastoma was proved 

at the genetic level, and was reported by Raymond White 

et al. 

この頃、眼科医の Dryja は１３番染色体の DNA 断片をランダ

ムに網膜芽細胞腫の患者 DNA と結合するかどうか検討し、

H3-8 という DNA 断片を得ていました。しかし、眼科医である

Dryja はこれ以上の研究を進めることができず、分子生物学

者に助けを求めました。 

Around this time, the ophthalmologist Thaddeus Dryja 

randomly examined DNA fragments from chromosome 

13, to see if they would bind to DNA from patients with 

retinoblastoma, and obtained a DNA fragment called H3-

8. However, Dryja, who was just an ophthalmologist, was 

not able to advance his research any further, and sought 

the help of a molecular biologist. 

１９８５年、奇しくもヒトがん遺伝子を発見した Weinberg のとこ

ろにいた研究者である Friend と Dryja は共同研究を始めまし

た。 

In 1985, Dryja began joint research with Stephen Friend, 

a researcher who was working under Weinberg, who 

discovered human oncogenes. 

そして翌年にはその遺伝子が単離され、決定されました。こう

して１９８６年、初のがん抑制遺伝子である網膜芽細胞腫遺

伝子（Rb 遺伝子）が単離されました。 

The following year, in 1986, the retinoblastoma gene (Rb 

gene), which was the first tumor suppressor gene, was 

isolated and determined.  

Rb 遺伝子産物はリン酸化、脱リン酸化によって細胞周期を

調整する蛋白でした。 

The Rb gene product was found to be a protein that 

regulates the cell cycle through phosphorylation and 

dephosphorylation. 

次に同じがん抑制遺伝子である p53 遺伝子の発見につい

て、お話します。 

Next, let’s take a look at the discovery of the p53 gene, 

which is another tumor suppressor gene. 

p53 遺伝子は最も幅広くがんで変異が見つかる、がん抑制遺

伝子で、これは１９７９年、がんウイルス SⅤ40の T 抗原と結合

する 53kD（キロダルトン）の蛋白質として発見され、そのまま

その名称が付いています。 

The p53 gene is a tumor suppressor gene whose 

mutations are most commonly found in cancers. It was 

found in 1979 as a 53-kilodalton (kDa) protein that binds 

to the T antigen of the cancer virus SV40, from which the 

name is derived. 

で、この p53 遺伝子が１９８３年に単離され、ras 遺伝子ととも

にラットの細胞に導入すると細胞をトランスフォームするの

で、まずがん遺伝子というふうに考えられました。 

The p53 gene was isolated in 1983. Because transfer of 

this gene to rat cells, together with the ras gene, caused 

transformation of the cells, it was first considered an 

oncogene. 

１９８９年、種々のがんを多発する Li-Fraumeni 症候群の原因

遺伝子が p53 と判明し、トランスフォームするのは変異した

p53 で、正常な p53 遺伝子は逆にトランスフォームをした細胞

を元の正常な細胞に戻すことから、がん抑制遺伝子にトレー

In 1989, the p53 gene was found to be the causative gene 

for Li-Fraumeni syndrome, which frequently causes 

various forms of cancer, and due to the fact that the 

transformation was found to be caused by a mutated p53 



ドされました。 gene, and that the normal p53 gene would instead restore 

transformed cells to their original normal state, the p53 

gene was re-categorized as a tumor suppressor gene. 

で、この後、種々の癌、肉腫の半分以上の悪性腫瘍で p53

遺伝子の変異があることが報告されています。 

Since then, mutations in the p53 gene have been reported 

in more than half of all malignant tumors (various 

carcinomas and sarcomas). 

最近、p53 はがん抑制遺伝子であるとともに、がん遺伝子の

性格もあるというふうに、両方の性格を持つ遺伝子だというふ

うに報告されています。 

Recently, the p53 gene has been reported to have the 

characteristics of both tumor suppressor genes and 

oncogenes. 

がんを生じるためには相同遺伝子の両方の欠失ではなく、少

なくとも片方の遺伝子の点突然変異が必要で、この点突然

変異により、細胞をトランスフォームする能力を持たないと、

がんが生じないということが報告されています。 

It has been reported that cancer formation requires point 

mutation of at least one of the homologous genes, rather 

than the deletion of both, and that cancer does not occur 

unless a gene has the ability to transform cells through 

this point mutation. 

正常なp53タンパクは、遺伝子に障害を受けた細胞がその傷

を残したまま増殖することを防いでいる。すなわち遺伝子の

ガードマンというふうに考えられています。 

The normal p53 protein prevents genetically damaged 

cells from multiplying with the damage remaining. In 

other words, it can be considered the “guard” of the 

genes. 

正常な細胞に障害が入ると細胞周期を止めて修復を行うか、

あるいは修復ができないときはアポトーシスによって、その細

胞を自殺させます。ところが、p53 に変異があると障害がある

まま細胞周期が進行し、その障害が修復できずに変異を蓄

積していくというふうに考えられます。 

When a normal cell is damaged, the p53 protein stops the 

cell cycle to repair it, or if it cannot be repaired, the p53 

protein causes the cell to kill itself through apoptosis. 

However, it is believed that, if there is a mutation in the 

p53 protein, the cell cycle progresses with the damage 

remaining, and the mutation accumulates without the 

damage being repaired. 

３つ目のがん抑制遺伝子として、APC 遺伝子の発見につい

て、お話します。 

Now, I will talk about the discovery of the APC gene as 

the third tumor suppressor gene. 

家族性大腸ポリポーシスという遺伝性の大腸癌の家系があ

り、その原因遺伝子として、１９９１年、Adenomatous polyposis 

coli（APC）遺伝子が単離されました。 

There was a family lineage with hereditary colon cancer 

called familial adenomatous polyposis, and in 1991, the 

adenomatous polyposis coli (APC) gene was isolated as 

the causative gene. 

この APC を中心に大腸癌では多段階発癌における各段階

の遺伝子変異の仕組みがかなり正確に解明されており、

Vogelstein モデルとして知られています。 

With a central focus on this APC, the mechanism of gene 

mutation at each stage of multistep carcinogenesis in 

colorectal cancer has been elucidated fairly accurately, 

and is known as the Vogelstein model. 

すなわち、大腸癌では図のように正常な大腸粘膜で、まず

APC 遺伝子の変異が起き、低異型度のアデノーマが生じ、

その後、K-ras 遺伝子に変異が起き、高異型度のアデノーマ

になり、最後に p53 の遺伝子の変異が起きて、大腸癌になる

というふうに考えられています。 

According to this model, colon cancer is thought to 

develop as shown in this figure: first, mutation of the 

APC gene occurs in the normal colonic mucosa, causing 

low-grade adenoma, followed by mutation of the K-ras 

gene, causing high-grade adenoma, and lastly, mutation 

of the p53 gene occurs, causing colon cancer. 

次に病原微生物による発癌について、少しお話したいと思い Next, I would like to talk a little about carcinogenesis 



ます。 caused by pathogenic microorganisms. 

先ほど発癌性 DNA ウイルス、発癌性 RNA ウイルスのお話を

しましたけれども、 

発癌性 DNA ウイルスにはパピローマウイルス、これは子宮頸

癌の原因となります。それから EB ウイルス、これはアフリカの

バーキットリンパ腫や免疫不全患者の B 細胞性リンパ腫、そ

れから中国に多い鼻咽頭癌の原因ウイルスです。それから B

型肝炎ウイルス、これは日本を含むアジアに多い肝細胞癌の

原因ウイルスとして知られています。 

I talked earlier about oncogenic DNA viruses and 

oncogenic RNA viruses. 

Oncogenic DNA viruses include papilloma viruses, which 

can cause cervical cancer; the EB virus, which is 

responsible for Burkitt's lymphoma in Africa, B-cell 

lymphoma in immunocompromised patients, and 

nasopharyngeal carcinoma (which is common in China); 

and the hepatitis B virus, which is known as a common 

cause of hepatocellular carcinoma in Japan and 

throughout Asia. 

これらのウイルスが、DNA ウイルスがどのようにして、ヒトにが

んを生じさせるかということも、かなり分かってきました。 

The processes by which these DNA viruses cause cancer 

in humans have become fairly clear. 

例えば、ヒトパピローマウイルスでは、そのウイルス産物はが

ん抑制遺伝子産物である p53 蛋白や Rb 蛋白と結合すること

が分かってきました。これにより、がん抑制遺伝子産物の機

能を結果的に阻害することになり、細胞をがん化のほうに促

しているというふうに考えられるわけです。 

For example, regarding human papilloma viruses, it has 

become clear that their viral products bind to the p53 

protein and the Rb protein, which are tumor suppressor 

gene products. As a result, they impair the functions of 

the tumor suppressor gene products, prompting the cells 

to become cancerous. 

２番目に発癌性 RNA ウイルスですけれども、なかなかヒト発

がんレトロウイルスが見つからないというふうに歴史の項で述

べましたけれども、唯一成人 T 細胞性白血病ウイルスが見つ

かっています。これは南九州や四国に多い成人 T 細胞性白

血病リンパ腫の原因ウイルスです。 

2) Regarding oncogenic RNA viruses: as I mentioned in 

the history section of this lecture, there has been little 

sign of oncogenic retroviruses in humans. The only such 

virus that has been discovered is the human T-cell 

leukemia virus type-1 (HTLV-1), which causes adult T-cell 

leukemia-lymphoma; it is common in the southern Kyushu 

and Shikoku regions of Japan. 

それから最近では発癌性細菌として、Helicobacter pylori（ピ

ロリ菌）が知られています。これは胃癌や胃の悪性リンパ腫、

MALToma といいますけれども、これらの原因菌であるという

ふうに考えられています。 

In recent years, Helicobacter pylori (H. pylori) have been 

known to be carcinogenic bacteria, and are thought to 

cause stomach cancer and malignant lymphoma, or 

MALToma, of the stomach. 

左は成人 T 細胞性白血病ウイルスに感染した T 細胞です。

このように核が花びら状になるのが特徴です。 

The photo on the left shows T-cells infected with HTLV-

1. They are characterized by the petal-like shape of the 

nuclei. 

右は胃の精検で見つかった胃粘膜に感染しているピロリ菌で

す。矢印で示してある、その先端にたくさん桿状の細菌が見

られるのが分かります。 

The photo on the right shows H. pylori infecting the 

gastric mucosa, found during a thorough examination of 

the stomach. As pointed out by the arrows, there are 

many rod-shaped bacteria. 

次に DNA 修復遺伝子の変異による発癌について、お話しま

す。 

DNA 修復遺伝子が変異することにより、遺伝子が正常に修

復されなくなり、遺伝子が不安定になります。この遺伝子が不

安定になることにより、がん遺伝子やがん抑制遺伝子などの

Next, let’s take a look at carcinogenesis caused by DNA 

repair gene mutations. 

Mutations in DNA repair genes can disable the normal 

repair of genes, resulting in genetic instability. The 

instability of genes can lead to the accumulation of 



変異が積み重なって、がんになるというふうに考えられるわけ

です。 

mutations in oncogenes and tumor suppressor genes, thus 

developing into cancer. 

これは１９６８年、Cleaver が色素性乾皮症の患者の細胞が紫

外線照射で細胞が死んだり、がん化することを報告したこと

に始まります。 

This idea originally began in 1968, when James Cleaver 

reported that the cells of patients with xeroderma 

pigmentosum would die or become cancerous after being 

exposed to ultraviolet irradiation. 

１９９０年に色素性乾皮症の原因遺伝子が DNA 修復遺伝子

であることを田中が報告しました。これはがん抑制遺伝子発

見のように、マウス遺伝子を色素性乾皮症患者の細胞にトラ

ンスフェクトし、死ななくなった細胞から遺伝子を回収していく

方法でありました。 

In 1990, Kiyoji Tanaka reported that the causative gene 

for xeroderma pigmentosum was a DNA repair gene. As 

with the discovery of tumor suppressor genes, this 

approach involved the transfection of mouse genes into 

cells from patients with xeroderma pigmentosum, and 

retrieving the genes from the surviving cells. 

１９９３年に、遺伝性だがポリープをともなわないがん、Lynch

症候群といいますが、この原因が microsatellite の不安定性

を引き起こす DNA 修復遺伝子であることが分かりました。 

In 1993, the cause of a hereditary nonpolyposis cancer, 

known as Lynch syndrome, was found to be a DNA repair 

gene that causes microsatellite instability. 

この後、DNA 修復遺伝子がたくさん次々に発見されました。 After this, many DNA repair genes were discovered one 

after another. 

マイクロサテライト不安定性、これは DNA 修復遺伝子に変異

があると DNA に生じた変異を修復できないので、がん遺伝

子を活性化させたり、がん抑制遺伝子を不活化しやすくなる

というふうに考えられ、このマイクロサテライト不安定性は遺伝

子全体の不安定性の指標となります。 

When it comes to microsatellite instability, it is believed 

that, because DNA repair genes with mutations are unable 

to repair mutations in DNA, oncogenes are more likely to 

be activated and tumor suppressor genes are more likely 

to be inactivated. Microsatellite instability serves as an 

indicator of overall genetic instability. 

ですから、がんでは図で示したように異常なバンドがたくさん

現われ、このことをマイクロサテライト不安定性といい、DNA

修復遺伝子にすでに変異があるということを裏付ける結果だ

というふうに考えられます。 

As shown in the figure, many abnormal bands appear in 

cancer. This phenomenon is known as microsatellite 

instability, and is thought to be a result that serves to 

prove the presence of mutations in the DNA repair gene. 

最後にエピジェネティックな変化による発癌について、お話し

ます。 

Lastly, let’s take a look at carcinogenesis caused by 

epigenetic changes. 

遺伝子は、プロモーター領域と呼ばれる転写される部分の上

の領域、上流の領域ですけれども、ここの部分にメチル化が

あると、その遺伝子は転写されないことが報告されています。 

It has been reported that, if there is methylation in the 

region of a gene upstream of the section to be transcribed, 

known as the promoter region, the gene will not be 

transcribed. 

１９９３年に Rb 遺伝子、先ほどご紹介した、がん抑制遺伝子

である Rb 遺伝子の上流のプロモーター領域にメチル化が高

頻度に起きていることが報告され、これにより Rb 遺伝子がサ

イレンシング、すなわち転写されなくなり、結果的に Rb 遺伝

子の機能不全に起こっているというふうなことが報告されまし

た。 

In 1993, it was reported that methylation in the upstream 

promoter region of the Rb gene (a tumor suppressor gene 

mentioned earlier) was frequently observed, causing 

silencing (inability to be transcribed) of the Rb gene, 

resulting in dysfunction of the Rb gene. 

で、１９９４年以降になるとメチル化によって、Rb 以外のさまざ

まながん抑制遺伝子にも同じように高頻度にサイレンシング

が起きていることが報告され、１９９９年、このDNAメチル化酵

Starting in 1994, frequent silencing was reported of 

various other tumor suppressor genes caused by 

methylation, as with the Rb gene, and in 1999, these 



素が発見されています。これは最近一番ホットな領域でありま

す。 

DNA methyltransferases were discovered. This has been 

the hottest topic in recent years. 

まとめです。 Let’s review. 

正常な細胞に発癌物質、これはイニシエーターですけれど

も、発癌物質イニシエーターによって DNA に変異が起きま

す。 

In a normal cell, a mutation in the DNA is caused by a 

carcinogen that is an initiator.  

このとき、DNA 修復遺伝子に異常が起きれば、その異常は

以後、ずっとその変異が遺伝子が不安定なまま変異が積み

重なっていくことになります。 

Here, if there is an abnormality in the DNA repair gene, 

the gene will remain unstable, and mutations will 

accumulate. 

積み重なっていく遺伝子の変異には、例えば、がん遺伝子

であったり、がん抑制遺伝子であったり、アポトーシス調節遺

伝子であったりします。 

The gene with accumulating mutations can be, for 

example, an oncogene, a tumor suppressor gene, or an 

apoptosis regulatory gene. 

これは先のがん遺伝子の基本原則で述べたことと同じです。

これにより、がん遺伝子が活性化され、がん抑制遺伝子が不

活化され、アポトーシス調節に異常が起き、異常な細胞がア

ポトーシスをしなくなり、自己増殖能を得た細胞が出現するこ

とになります。 

This is the same as what I mentioned earlier, in the 

explanation of basic principles of cancer-related genes.  

As a result of this, the oncogene will be activated, the 

tumor suppressor gene will be inactivated, apoptosis 

regulation will be abnormal, abnormal cells will not 

undergo apoptosis, and self-replicating cells will appear. 

で、最後にこれらはそのなかから局所浸潤能、あるいは遠隔

転移能を持った細胞が出現し、浸潤・転移能を得た細胞が

局所で増加していくことになります。この最後の過程、なぜ転

移が起きるようになるのか。その転移遺伝子の異常っていうも

のは、まだ解明されていません。 

Some of these cells will eventually develop local invasion 

ability or distant metastasis ability, and the cells that have 

acquired these abilities will increase locally. The 

mechanism of this last process, or metastasis, and the 

nature of metastasis gene abnormality have not yet been 

elucidated. 

以上で分子腫瘍学概説の講義を終了します。 This is the end of my Outline of Molecular Oncology 

lecture. 

今後、本日述べたがん遺伝子、がん抑制遺伝子、アポトーシ

ス関連遺伝子やがん転移・浸潤に関わる分子などについて、

それぞれ、がん遺伝子について横田先生、がん抑制遺伝子

について大島先生、アポトーシス関連遺伝子について須田

先生、それからがん研究でいまだ解明されていない課題「が

んの転移・浸潤」に関して、がんの転移・浸潤に関わる分子、

特に蛋白質分解酵素の役割について金沢大学の佐藤先

生、がんの発生・増殖や転移・浸潤における接着分子の役割

について富山大学の済木先生の講義があります。 

Following this, we will provide detailed lectures on topics 

that I mentioned in this lecture: 

1) Oncogenes, by Prof. Yoshifumi Yokota (University of 

Fukui); 

2) Tumor Suppressor Genes, by Prof. Masanobu Oshima 

(Kanazawa University); and 

3) Apoptosis-Related Genes, by Prof. Takashi Suda 

(Kanazawa University). 

We will also cover cancer metastasis and invasion topics, 

issues that have not yet been elucidated through cancer 

research: 

4) The Roles of Molecules Related to Cancer Metastasis 

and Invasion, with a Particular Focus on Protease, by 

Prof. Hiroshi Sato (Kanazawa University); and 

5) The Roles of Adhesion Molecules in the Emergence, 

Growth, Metastasis, and Invasion of Cancer, by Prof. 



Emer. Ikuo Saiki (University of Toyama). 

どうもありがとうございました。 Thank you for watching. 

 



がん遺伝子、福井大学医学部分子遺伝学領域の横田です。そ

れでは、話を始めます。 

My name is Yokota, and I am from the Department of Molecular 
Genetics at the University of Fukui School of Medical Sciences. 

私たちの体は約６０兆個の細胞によって構成されています。何ら

かの理由によって、その構成する一部の細胞が脱落するという

ことがあると、それを補うために細胞が増殖します。で、一旦増

殖して、ある一定の大きさになると増殖を停止して元通りの体に

なるというシステムがあります。 

Our bodies are made up of about 60 trillion cells. When some of 
these cells drop out of the structure for some reason, cells 
proliferate to make up for them. Our body has a system to make 
cells stop proliferating at a certain size, so that the body returns to 
its original state. 

一方で何らかの理由によって増殖をし過ぎてしまった場合、そ

れは細胞死によって、その余分な細胞が除去されて元の状態に

戻ると、こういう２つのシステムがあって、非常に巧妙に体の大き

さや形というものが制御されています。 

On the other hand, if cells proliferate too much for some reason, 
cell death will remove the excess cells, so that again, the body 
returns to its original state. With these two systems, the size and 
shape of our body is controlled in a very clever way. 

で、この 2つの巧妙な制御が破綻した場合、例えば、増殖が止

まらない、あるいは細胞死が起こらないといった形で、その増殖

がいつまでも続くような場合には私たちの体には悪性腫瘍が発

生するということになります。 

If either of these two systems fails, so if, for example, 
proliferation does not stop, or cell death does not occur, then 
proliferation continues indefinitely, resulting in malignant tumors 
developing in the body. 

この過程に関わっている重要な遺伝子が大きく２つ大別されるも

のがあって、一つはがん遺伝子で、もう一つはがん抑制遺伝子

というものです。ここに挙げましたように、制御組織からがん組織

になるために大きな２つの遺伝子群が関わっているわけですけ

れども、がん遺伝子というものはどういうものかといいますと、そ

れは過剰発現や、あるいは機能の亢進、何らかの突然変異など

によって、機能が亢進することによって、細胞増殖が過多にな

る。あるいは細胞が死ななくなる。こういう活性のあるものです。 

The two types of critical genes mainly involved in this process 
are oncogenes and tumor suppressor genes. As I said, these two 
major groups of genes are involved in the transformation of 
regulated tissues into cancerous tissues. What, then, are 
oncogenes? Their activity causes excessive cellular proliferation, 
or prevents cells from dying, through overexpression, 
hyperfunction, or mutation for whatever reason. 

したがって、このがん遺伝子、Oncogeneといわれるものは優性

に機能して、がんの発生に関わっています。一方、anti-

Oncogene、あるいは tumor suppressorといわれるがん抑制遺伝

子というものは遺伝子の欠失、あるいは活性の低下などによって

細胞増殖を抑制するという機能が低下するために、がんが発生

するという一群の遺伝子です。 

Therefore, these oncogenes act in a dominant manner in their 
involvement in the development of cancer. On the other hand, 
anti-oncogenes, or tumor suppressor genes, are a group of genes 
whose function of suppressing cell proliferation is reduced due 
to gene deletion or reduced activity, resulting in the development 
of cancer. 

したがって、がん抑制遺伝子というものは劣性に働くというという

ことができます。これらの２つの遺伝子群の働きによって増殖が

亢進したり、細胞の生存が亢進したり、あるいは増殖を止めると

いうことが上手くいかないということによって、がんというものが発

生することになります。 

Therefore, tumor suppressor genes act in a recessive manner. 
Cancer occurs when the function of these two groups of genes 
does not work properly to increase proliferation, increase cell 
survival, or stop proliferation. 

ここで大事なのはこのがん遺伝子も、それからがん抑制遺伝子

も両方とも、がんだけに関わるというのではなくて、もともと私た

ちの体のなかに存在して、ともに体を維持していく、あるいは個

体を形成するというさまざまな局面において、非常に重要な役割

を果たしているということです。 

What is important here is that both oncogenes and tumor 
suppressor genes are not only involved in cancer, but they 
originally exist in our body, and also play very important roles in 
various aspects of maintaining the body or forming the 
individual. 

では、これから、がん遺伝子のまず概略について、お話します。

この一連の話のあと、個々のがん遺伝子について説明をしてい

Now, a brief overview of oncogenes. After these talks, I would 
like to explain about specific oncogenes. 



きたいと思います。 

まず、がん遺伝子の発見というものですけれども、これは１９１１

年に Peyton Rousによって報告されたものですけれども、ニワト

リで胸の筋肉、横紋筋ですけれども、ここに横紋筋肉腫を発生

するものがあります。これをこのまま移植したまま、別の個体に

移植可能ですけれども、この横紋筋肉腫の組織を取り出して、

すり潰して、細胞成分を除いて、ここでは素焼きのフィルターを

通して、ろ過液を調整していますけれども、このろ過液を別の個

体のニワトリに注射する。筋肉に注射すると。そうすると数週間後

に、このニワトリに肉腫が形成されるということを報告しました。 

First, let’s begin with the discovery of oncogenes. They were 
first reported by Peyton Rous in 1911. Some chickens develop 
rhabdomyosarcoma in their breast muscle, or the striated muscle. 
This can be transplanted to another chicken, but Rous removed 
rhabdomyosarcoma tissue from the breast muscle of a chicken, 
and passed the resulting homogenate through a fine-pore filter. 
He then injected the filtrate (the liquid that passed through the 
filter) into the wing web of a young chicken, and observed the 
development of a sarcoma some weeks later. 

これは何を意味するかというと、細胞成分を除いた溶液、つま

り、その非細胞成分で伝染性の腫瘍活性を持つものがあるという

ことを表しました。これは、のちに実態がウィルスであることが分

かりましたけれども、その後しばらく大きな進展はなかったんで

すけれども、このRousの Sarcoma virus、Rous Sarcoma virus、つ

まりRVSといわれるものを使って、いろいろ解析が進みました。

そうすると一つの例として、ここに挙げますけれども、普通のバイ

オ細胞というのはだいたい単層の状態で細胞が増えます。 

What this means is that a solution without a cellular component, 
i.e. a non-cellular component, has contagious tumor activity. 
This entity was later found as a virus. No major progress was 
made after that for a while, but the Rous Sarcoma Virus, or RSV, 
was used for various analyses. For example, usually, biological 
cells grow in a monolayer. When these cells touch one another, 
they cease proliferating. 

で、いっぱいになると増殖を停止して、単層のままなんですけれ

ども、この細胞にRSVを感染させる。Rousの Sarcoma virusを感

染させると、この一層で増殖が止まるという性質がなくなって、お

互いに盛り上がりながら細胞を増殖する。つまり形質転換した細

胞が形成されて、フォーカスを形成するという形になります。 

Now, when one of these cells is infected by RSV in a monolayer, 
that cell and its descendants lose their nature of contact 
inhibition. As a consequence, they continue to proliferate even 
when touching one another, and eventually accumulate in a thick 
clump of cells (a focus). In other words, transformed cells form a 
focus. 

摸式的に表したのが左側の図で、右側の写真はその実際の例

を表したものです。正常細胞では細胞の接着性が非常に密で

単層の状態で増えますけれども、RSVによって形質転換した細

胞というのはお互い乗り合いながら増殖し、かつ接着性が低いと

いう状態になります。で、このRSVは１９７０年代に入って遺伝子

工学が発達することにより、構造が明らかになりました。 

On the left is a schematic image, and the photo on the right 
shows an actual example. In normal cells, cell adhesion is very 
dense, and the cells grow in a monolayer, while cells 
transformed by RSV proliferate by piling up on each other, with 
lower adhesiveness. The structure of RSV was clarified in the 
1970s with the development of genetic engineering. 
 

このRSVはRNA腫瘍ウィルスといわれるもので、RNAに自分

のゲノムの遺伝情報を持つというタイプの腫瘍ウィルスです。こ

の構造を見ますと、ファイブプライム側、５´側からウィルスの外

側のタンパク、外郭タンパクをコードする遺伝子で、続いて逆転

写酵素があって、それからウィルスのなかのキャプシドタンパク

という、これをコードする遺伝子、この３種類によってRNA腫瘍

ウィルスは構成されていますけれども、RSVはこれに加えて、ス

リープライム側、３´側に余分の遺伝情報を持っているということ

が分かりました。このスライドでは赤で示してあるもので、この部

分がラウス肉腫を起こす原因遺伝子であるということが分かり、こ

れに名前が srcという名前が付きました。 

This RSV is called an RNA tumor virus, a type of tumor virus 
with the genetic information of its own genome in RNA. 
Looking at the structure of this virus, the RNA tumor virus is 
composed of three types of genes: genes that encode the outer 
proteins of the virus from the five-prime (or 5') side, then the 
reverse transcriptase, and finally the genes that encode the capsid 
proteins in the virus. In addition to these three genes, RSV has 
extra genetic information on the three-prime (or 3') side. In this 
slide, it is shown in red; this part of the gene was found to cause 
Rous Sarcoma, so it was named “src.” 



これは Sarcomaから由来するものですけれども。で、さらにその

解析が進んで、変異型、つまり筋肉に注射しても肉腫をトリで発

生することはないという変異型のRSVも単離されました。その遺

伝子構造を解析してみると、ここの真ん中の赤で示した srcの遺

伝子に当たる部分が欠落しているということが分かりました。何を

意味するかというと、ここの真ん中の RSVの srcのところはトリに

肉腫を起こす原因遺伝子であることがはっきりしたわけです。 

The name was derived from Sarcoma. Further analysis led to the 
isolation of a variant of RSV, which does not cause sarcoma in 
birds when injected into their muscle. Analyses of the genetic 
structure revealed the lack of this red part corresponding to the 
src gene, shown in the middle of these three sequences. What 
this means is that the src part of RSV in the middle sequence has 
been clarified as the causal gene for the development of sarcoma 
in chickens. 
 

さらにこの領域を使って、いろいろ解析すると、２つほど非常に

おもしろい点が分かってきました。その一つはこの srcの遺伝子

に構造的に類似した遺伝子が、ヒトを含む、多くの他の動物のゲ

ノムのなかに存在するということです。 

Further analyses of this region brought us two very interesting 
discoveries. One is that genes structurally similar to this src gene 
exist in the genomes of many other animals, including humans. 

それともう一つは、この変異型のRSV、つまり肉腫を起こすこと

がない Rous Sarcoma virusの変異型の RSVをトリに注射すると、

ほとんど肉腫はできないんですけれども、ごく一部にこの肉腫が

誘発されて、この形成された肉腫から取り出したウィルスを回収

して、その構造を調べてみると、もともとなかった src遺伝子をさ

らに含んだものが回収されるということが分かりました。 

The other is that, when this variant of RSV, a variant of the Rous 
Sarcoma virus that does not cause sarcomas, is injected into 
chickens, it almost never causes sarcomas, but rarely, it does 
induce sarcoma in a chicken, and the structure of the virus 
collected from the sarcoma that develops contains the src genes 
that were not originally there. 
 

これは何を意味するかというと、この２つのことで合わせて考える

と、もともとこのRous Sarcoma virusが、がん遺伝子として持って

いた、この src遺伝子というものは私たちの体のなかに正常遺伝

子として、もともとあったということが分かります。ここにカッコでも

う一度強調していますけれども、全般的にいえることは、がん遺

伝子は私たちのゲノムのなかにもともとある。かつ細胞の増殖制

御に関わる遺伝子がおそらく何らかの原因で機能的に、または

量的に亢進することによって、がんを発生するようになっている

ということがいえます。 

Based on these two interesting points, we can tell that the src 
gene, present in the Rous Sarcoma virus as an oncogene, was 
originally a normal gene in our body. In general, we can say that 
oncogenes are originally present in our genome, and when their 
genes involved in the regulation of cell growth are functionally 
or quantitatively enhanced by some cause, they cause cancer to 
develop. 
 

この、もともと細胞に存在する、がんのもともとの遺伝子ですね。

これをProto-oncogeneといいます。日本語では、がん原遺伝

子、あるいは前がん遺伝子、なかには原がん遺伝子という方も

おられますけど、この Proto-oncojgeneといわれています。 

These genes originally in the cell, which are responsible for 
cancer, are called proto-oncogenes. In Japanese, we also use 
slightly different names, such as “pre-cancer genes,” but “proto-
oncogenes” is commonly used. 

先ほどまで喋っていた Rous Sarcoma virusが持っている遺伝子

についてはウィルス由来のがん遺伝子ということで、Viral Origin

の vを取って、v-oncogenといいます。具体的には src、あるい

はmycといったがん遺伝子に対しては、ウィルス由来のものは

v-src、あるいはmycに関しては v-mycというような呼び方をしま

す。 

The gene in the Rous Sarcoma virus that I was just talking about 
is a virus-derived oncogene, thus it is called v-oncogene, with the 
"v" for "viral origin." For example, oncogenes such as src and 
myc are referred to as v-src and v-myc for virus-derived genes.  

これに対して、Proto-oncogeneですね。細胞側のセルラーに持

っているがん遺伝子というのは c-oncojgenといわれて、srcにつ

いては c-src、mycについては c-mycというように呼ばれます。 

On the other hand, proto-oncogenes on the cellular side are 
called c-oncogenes, such as c-src for src, or c-myc for myc. 

次に、がん遺伝子が持っている生理活性の全般について簡単

にお話します。 

Next, a brief discussion on the overall bioactivity of oncogenes. 



先ほど、そのバイオ細胞に srcウィルス、ラウスウィルスを感染さ

せると形質転換するといいましたけれども、英語で

transformationといいますが、これはどういう性質かというと、主

に３つあります。一つは接触阻止、contact inhibitionといわれる

ものですけれども、これが欠如する。つまり、普通バイオ細胞で

は単層で一層の形でバイオ細胞が増えて、いっぱいになると、

そこで増殖が止まるんですけれども、形質転換した細胞というも

のはこの接触阻止に関わらずに盛り上がって増殖して、フォー

カスを形成するということです。 

As noted earlier, biological cells are transformed when they are 
infected with the src virus or Rous virus. This is called 
“transformation” in English, and there are three main properties 
of this. One is the lack of contact inhibition, which means that 
the biological cells normally grow in a single layer, and when the 
layer is full, the cells stop growing. However, transformed cells 
are not subject to this contact inhibition, but instead pile up on 
each other to form a focus. 

もう一つは足場非依存性の増殖ができると。Anchorage-

independence、これは何かというと、普通バイオ細胞はそこに接

着することで生存して増えるんですけれども、軟寒天のような足

場の無いような状態においても形質転換した細胞は増殖をする

ことができて、したがって、このようにコロニーを形成するように

なります。それからもう一つは腫瘍、個体レベルで in vivoにお

いて腫瘍を形成できると。 

The other is anchorage-independent growth. What is anchorage-
independence? Usually, biological cells survive by attaching to 
an anchorage to grow, but transformed cells have the ability to 
proliferate even in the absence of an anchorage, such as soft agar, 
so that they can even form colonies like this. The last property is 
tumorigenicity, the ability to form tumors in vivo, at the 
individual level.  

Tumor forming ablity、これはどうやって見るかというと、免疫不全

状態にあるヌードマウスの皮下に、こういう形質転換した細胞を

注射しますと、そこに腫瘍を形成するということがあります。 

This tumor-forming ability is determined using 
immunocompromised nude mice: if transformed cells are 
injected under the skin of mice, we can see the development of 
tumors. 

これは主な３つのものですけれども、その他に、例えば、バイオ

細胞を培養するときに血清の要求性が非常に低下するとか、そ

ういう他の細かい特徴がありますけれども、主にこの３つぐらいと

いうものが、その形質転換した細胞の特徴で、こういうアッセイ

系、あるいは特徴を利用した解析方法を用いて、多くのがん遺

伝子が単離されました。また、がん遺伝子の単離に関しては、ハ

イブリダイゼーションを用いた構造上の類似性から多くの遺伝子

も単離されています。 

These are the three major characteristics of the transformed cells, 
though there are some other specific characteristics, such as a 
very low serum requirement when culturing the biological cells. 
Still, these are the three primary features of transformed cells; 
using these assays or methods of analysis have facilitated the 
isolation of many oncogenes. Also, many oncogenes have been 
isolated based on structural similarity using hybridization. 

で、これからそれぞれの個々の遺伝子について話をしますけれ

ども、現在１００前後のがん遺伝子が報告されています。その機

能上の特徴から大まかにグループ分けすることができます。 

Now, let’s move on to the individual genes. At present, 
approximately 100 oncogenes have been reported. They can be 
roughly categorized by their functional features. 
 

この分類方法についてはいろいろ細かい違いはあって、いくつ

かの分け方はありますけれども、ここではここに挙げたような分

類で分けてみました。一つは増殖因子です。それからそれを受

けて、細胞に情報を伝える増殖因子の受容体。それから受容体

から活性化される細胞内のシグナル伝達に関連する因子。で、

この情報を受けて遺伝子発現を変化させる転写因子。 

There are a few different ways to classify them, but I will use the 
categories shown here. One is the growth factor. Next is the 
receptor for the growth factor, which receives the growth factor 
and transmits information to cells. Next are factors related to 
intracellular signaling that are activated by the receptors. Then, 
transcription factors that receive the information and alter gene 
expression.  

さらに細胞周期を促進的に調節する因子。あるいは細胞死を抑

制的に調節する因子と、このようにだいたい６分類ぐらいに分け

て、お話をしていきます。 

There are also factors that regulate the cell cycle in an 
accelerated manner. And last, factors that regulate cell death in an 
inhibitory manner. We therefore have six categories to discuss 
here. 

具体的な例を今からテーブルとして表しますけれども、例えば、

増殖因子としては sisといわれる oncogeneは、血小板由来増殖

This table shows concrete examples. For example, the oncogene 
called sis is a growth factor, but is the same as platelet-derived 
growth factor PDGF-B. As I said at the beginning, oncogenes 



因子PDGF-Bと同じものです。これは先ほど、始めに言いまし

たように、もともと oncogeneというものは私たちの体のなかにも

ある。つまりセルラーにもあるということで、これをがん遺伝子と

対応させて並べてあります。 

are also present in our bodies, i.e., in our cells. So in this table, I 
have listed oncogenes with the corresponding normal cells. 
 

Int-2、これはFGF、線維芽細胞増殖因子の３番と同じですし、

増殖因子にはこのようなものがあります。それから増殖因子の受

容体としては erbB2といわれるものは上皮細胞増殖因子に関連

した受容体でありますし、それからMet、肝臓の細胞ですね。肝

細胞増殖因子の受容体と相同のものであります。 

Another example is int-2, which is the same as FGF (fibroblast 
growth factor), or number 3. There other growth factors like this, 
as well. Let's take a look for receptors for growth factors. A 
receptor called erbB2 is related to epidermal growth factor, and 
met is a receptor for liver cells. It is homologous to the receptor 
for hepatocyte growth factor. 

それから細胞内シグナル伝達に関わるものの例としてはGタン

パク質、低分子のGタンパク質ですけれども、H-ras、N-ras、K-

rasなどがあります。それから非受容体型のチロシンキナーゼと

して、src、あるいはYesなどがあります。それからセリン・スリオ

ニンカイネス、キナーゼとしては rafであったり、mosなどがあり

ます。そして転写因子に含まれるものとして、mycのファミリーが

ありますし、fos、あるいは junといったものもあります。 

Next, the ones involved in intracellular signaling. For example, 
G proteins, which are low-molecular-weight G proteins, are 
associated with H-ras, N-ras, and K-ras. Non-receptor tyrosine 
kinases are related to src and yes. We also have serine-threonine 
kinase, relating to raf and mos. As for transcription factors, there 
is myc family, as well as fos and jun. 

それからちょっと変わったものでは erbAですね。erbAというも

のは甲状腺ホルモンの受容体であります。それから細胞周期調

節因子としては cyclin D1がありますし、細胞死の抑制因子とし

ては bcl2というものがあります。こうしたがん遺伝子がどのように

活性化されるかという、その機構については大きく５つほどありま

す。 

A slightly different type of transcription factor is erbA, which is a 
receptor for thyroid hormones. Regarding cell cycle regulator, 
we have cyclin D1, while we have bcl2 as a cell death 
suppressor. Activation of these oncogenes is mainly driven by 
the following five mechanisms. 

まずここに２つ挙げていますけれども、一つ目は何らかの突然

変異、欠失変異が遺伝子に入ることによって、その遺伝子産物

の活性が亢進してしまうもの。 

This slide shows the first two mechanisms. The first is the 
enhanced activity of gene products due to some kind of point 
mutation or deletion mutation introduced into the gene. 

ここは例としては、H-rasを挙げています。あとでも少し話をしま

すけれども、H-rasというのはGTPと結合することによって活性

型となりますが、この活性中心に突然変異が入ることでGTPが

結合したままになって活性化してしまうと。 

The example in the slide is H-ras. H-ras, which I will explain 
later, becomes activated when it binds to GTP, but if a point 
mutation comes into this active center to make H-ras remain 
bound to GTP, H-ras becomes constitutively active.  

恒常的に活性化してしまうというものです。これは膀胱がんであ

ったり、肺がん、あるいは結腸がんなどによって見出されるもの

です。 

This is found in bladder cancer, lung cancer, and colon cancer.  
 

それから２番目のものとしては染色体転座によって遺伝子発現

が活性化するもの、chromosomal translocation、例としてはバー

キットリンパ腫に見られるものを挙げました。 

The second mechanism is the activation of gene expression by 
chromosomal translocation, and a good example is found in 
Burkitt's lymphoma. 
 

これはヒトの染色体でいうと、Immunoglobulin、免疫グロブリンの

ヘビーチェーンですね。これは１４番目の染色体に乗っていま

すけれども、c-myc、これは８番目の染色体に乗っていますが、

これは染色体転座によって、お互い非常に近い位置に来てしま

います。 

In human chromosomes, this is the heavy chain of 
immunoglobulin. 
This is on chromosome 14, while c-myc is on chromosome 8. 
Now, due to chromosomal translocations, these chromosomes 
are very close to each other.  
 

例えば、B細胞では免疫グロブリンが非常にたくさん産生してい For example, B cells produce a large number of 



ますので、この Immunoglobulin、免疫グロブリンは転写、つまり

遺伝子の読みが非常に亢進しています。 

immunoglobulins, and thus the transcription (i.e. the reading of 
genes) by immunoglobulins is greatly enhanced. 

この非常に遺伝子の読みが亢進しているところに c-mycが来て

しまうことによって、c-mycの発現量も非常に亢進すると。これに

よって、がんになるという、そういうメカニズムです。 

When c-myc comes into this situation, where the reading of 
genes is enhanced, the expression level of c-myc also increases, 
leading to the development of cancer. 

３番目のものとして、染色体転座によるものですけれども、これ

は染色体転座が起こることによって融合タンパクができてしまうと

いうものです。 

The third mechanism, which is also caused by chromosomal 
translocations, is the formation of fusion proteins due to the 
occurrence of chromosomal translocations. 
 

これはBCRといわれる遺伝子、染色体の２２番に乗っているも

のですけれども、これと ablといわれるノンレセプタータイプのチ

ロシンカイネスは染色体９番ですけれども、これが染色体転座に

よって融合タンパクとなって非常に過剰に発現してしまう。 

The example shown here is the BCR gene, located on 
chromosome 22, and the non-receptor tyrosine kinase, called abl, 
located on chromosome 9. They become a fusion protein 
through chromosomal translocations, resulting in significant 
overexpression. 
 

これによって慢性の骨髄性の白血病が起こるということが分かっ

ています。 

This has been known to cause chronic myelogenous leukemia. 
 

それから４番目として、遺伝子が増幅されて、結局、発現量が増

える。Gene amplificationといわれるものです。 

The fourth mechanism is gene amplification, where the gene is 
amplified, leading to an increased expression level. 
 

典型的なものはあとでも話をしますけれども、神経芽細胞腫

neuroblastomaにおいて認められるもので、N-mycの遺伝子が

数コピーから数百コピーまで増えるという。これによって細胞の

増殖が非常に促進されてしまうというタイプのものです。 

The typical example is, as I will explain later, the one observed 
in neuroblastoma, where the number of copies of the N-myc 
gene increases from a few to several hundred, which greatly 
accelerates cell proliferation. 

で、５番目に、これはウィルスゲノムの挿入による遺伝子発現の

活性化viral insertionと書きましたけれども、これは実験的には

非常に多いんですけれども、ヒトでは一部の特殊な例を除いて

起こりません。 

The fifth is viral insertion, which is the activation of gene 
expression through the insertion of a viral genome. This is 
experimentally very common, but does not occur in humans 
except in some special cases. 

これはマウス、トリなどでRNA腫瘍ウィルスがプロウィルスとなっ

て、ゲノムに組み込まれた場合に、その組み込まれる場所に、

近傍にがん遺伝子のようなものがあると、これはウィルスが持っ

ているプロモーターの影響を受けて、遺伝子の発現が非常に亢

進するというものです。 

The mechanism works like this: an RNA tumor virus becomes a 
provirus, and is incorporated into the genome of a mouse or a 
chicken, where an oncogene exists near it, and then the gene 
expression is greatly enhanced due to the influence of the virus's 
promoter. 

Rousの sarcoma virusとの比較に用いたALVですね。avian 

leukosis virus。これがそのタイプで白血病を起こします。したが

って、このALVウィルスには明らかにがん遺伝子はないんです

けれども、ゲノムに挿入してしまう、その場所に proto-oncogene

があることによって、がんが発生すると。 

This is the ALV, the avian leukosis virus, used for comparisons 
with the Rous sarcoma virus. This type of virus causes leukemia. 
Thus, the ALV virus obviously does NOT have oncogenes, but 
when it is inserted into the genome where there are proto-
oncogenes, then cancer can develop. 

で、ヒトにはないといいましたけれども、遺伝子治療でレトロウィ

ルスを使って治療した患者さんのなかに白血病、あるいはリンフ

ォーマ、リンパ腫を発生するものがありますけれども、その例は

このウィルス治療に用いたレトロウィルスは原癌遺伝子の前に入

って、それによって、がんが起こると。白血病、あるいはリンフォ

ームが起こると、そういうのは報告されています。自然の状態で

Now, I just said that viral insertion does not usually occur in 
humans, but patients using the retrovirus in gene therapy have 
been reported to develop leukemia or lymphoma. Those cases 
have been explained as the retrovirus used in the gene therapy 
being inserted anterior to the proto-oncogene, resulting in the 
development of cancer. 
This rarely occurs spontaneously. Now that we have completed 
our overview of oncogenes, I would like to talk about each gene 



はほとんどないです。以上、がん遺伝子について概略を話しま

したけれども、これから個々の遺伝子、それぞれの個々の遺伝

子について詳しく話をしていきます。 

in more detail. 

まず増殖因子。それから増殖因子の受容体。これに関わる細胞

内シグナル伝達因子。これらに関連するがん遺伝子をひとまと

めにして話をしていきます。 

First, let’s look collectively at growth factors, receptors for 
growth factors, intracellular signaling factors related to them, and 
oncogenes associated with those factors. 

始めの概略でもお話しましたように、その復習でありますけれど

も、この RSV、ラウスの肉腫ウィルスが持つ、がん遺伝子は srcと

いわれるものですけれども、この特徴として、相同性のある遺伝

子が私たちの体のなかに非常にたくさんあるということをいいま

したけれども、 

As I mentioned in the overview, as a review, the oncogene of 
RSV, Rous Sarcoma Virus, is called src. I also mentioned that we 
ourselves have many genes in our bodies homologous to 
oncogenes.  

この srcのタンパク質がどういう活性を持つかというのを調べたと

きに、これはそのタンパク質中に存在するチロシン残基です

ね、アミノ酸のチロシン残基のOH基をリン酸化する活性を持つ

ということが分かりました。で、このほぼ同じ時期に、このチロシ

ン残基をリン酸化するチロシンキナーゼの活性が増殖因子であ

るEGF、これは上皮細胞増殖因子ですけれども、この受容体の

細胞内領域にもある、非常に srcに似た領域があるということが

分かって、かつ、このEGF受容体自体もチロシンキナーゼの活

性を持つということが分かりました。 

Now, let's discuss the activity of the src protein. It was found to 
have activity that phosphorylates the OH group of the tyrosine 
residue, which is an amino acid present in the protein. Around 
the same time, it was discovered that the activity of tyrosine 
kinase from phosphorylate tyrosine residues is also present in the 
intracellular region of the receptor for the growth factor EGF 
(epidermal growth factor), and that there is a very similar region 
to src, in addition to the EGF receptor itself having tyrosine 
kinase activity. 

つまり、これらは何を意味しているかというと、増殖刺激、あるい

はがんの発生においてチロシン残基、タンパク質中にあるチロ

シン残基のリン酸化というものが重要な役割を果たしているとい

うことが分かります。またこのチロシンキナーゼに類似した因子

が非常にたくさん見つかったということで、こうした因子が細胞の

増殖制御に深く関わっているということが理解することができると

思います。 

In other words, these findings mean that the phosphorylation of 
tyrosine residues in proteins plays an important role in 
stimulating proliferation and cancer development. In addition, a 
large number of factors similar to these tyrosine kinases have 
been found, indicating that these factors are deeply involved in 
the regulation of cell growth. 

で、このチロシンキナーゼを持つものをいくつか紹介しますけ

れども、大きく２つに分けることができると思います。一つはその

受容体型のチロシンキナーゼです。それはここに挙げられてい

ます。これは receptor tyrosine kinase、RTKと略されますけど、

例えば、EGF、上皮細胞増殖因子の受容体、oncogeneでいえ

ば、EraB2に当たりますけれども、これとか、あるいはインスリン

受容体、Insulin-like growth factors、IGFの受容体。それから

PDGFの受容体。 

So I would like to discuss some of these tyrosine kinases, which 
can be broadly divided into two main categories. One is the 
receptor tyrosine kinase, or RTK. This category includes the 
receptor for epidermal growth factor (EGF), corresponding to 
ErbB2 in oncogenes; the insulin receptor, or the receptor for 
insulin-like growth factors (IGF); and the receptors for PDGF. 
 

これらは細胞内の領域に srcのチロシンキナーゼドメインと相同

性の高い領域を持っています。それはスライドでは赤色で表し

ております。 

These kinases have intracellular regions that are highly 
homologous to the tyrosine kinase domain of src, shown in red 
on this slide. 

なかにはPDGF受容体のように一部、２か所に分かれて分断さ

れている場合もありますけれども、全体として srcのチロシンキ

ナーゼと非常に相同性の高い領域を、これらの受容体型のチロ

As you can see, some receptors, such as the PDGF receptor, 
have the region divided into two parts, but overall, the tyrosine 
kinases of these receptors have regions highly homologous to 
src's tyrosine kinase. 



シンキナーゼは構造上持っています。 

これともう一つ大きなグループ、これに対してもう一つ大きなグ

ループがありまして、これは non-receptor type、非受容体型の

non-RTKといいますけれども、非受容体型のチロシンキナーゼ

です。 

In contrast, the other large group is non-receptor-type tyrosine 
kinases, called non-RTKs.  

これは構造上、いくつかに分けることができますけれども、例え

ば、srcに非常によく似たタイプ、細胞内に存在するんですけれ

ども、膜にアンカリングされているもの、あるいはアンカリングは

ないんですけれども、細胞内の膜の直下にいて、さまざまな刺

激によって膜の直下で機能を果たすもの。例えば、Ablであると

か、あるいは Syk、ZAP70グループのものがあります。これらの

ものはリセプタータイプのチロシンキナーゼとはちょっと異なっ

て、さらに srcと相同性のある領域を持っています。 

These can be structurally divided into several types, including 
those very similar to src, those existing intracellularly but are 
anchored to the membrane, and those not anchored but located 
directly under the membrane in the cell to function just under the 
membrane according to various stimuli. Those groups are named 
Abl, Syk, or ZAP70. They are a bit different from receptor-type 
tyrosine kinases, but they also have a region that is homologous 
to src. 

この図では、このスライドでは水色、あるいは黄色で表した

SH2、あるいは SH3といわれる領域で、src homologyドメインと

いわれる、このような srcと相同性の高い領域を、チロシンキナ

ーゼ以外に持っています。 

For example, this slide shows the SH2 region in pale blue and 
SH3 in yellow. They are called the "src homology" domain, a 
region highly homologous to src other than the tyrosine kinases. 

それをもう少し詳しくお話しますと、今度は横向きに書いてありま

すけれども、非受容体型のチロシンキナーゼ、srcのグループ、

あるいはAbl、SycといわれるものC末端側にチロシンキナーゼ

の酵素活性のあるの領域を持っていますが、そのN末側に黄

色で示した SH2から、水色で示した SH3領域を持っています。 

On the next slide, this time it's drawn horizontally, to show a bit 
more detail. The non-receptor tyrosine kinases, such as the src 
group, Abl, and Syc, have a region of enzymatic activity at their 
C-terminus, but they also have SH2 (yellow) and SH3 (pale 
blue) regions at their N-terminus.  

で、この SH2ドメインというものはリン酸化を受けたチロシンと、

それからその近傍のアミノ酸と結合するという性質を持っていま

す。それから SH3というものは prolineが非常に豊富な領域と結

合する、会合できるという性質を持っています。したがって、受

容体に増殖因子の受容体に増殖因子が結合して、増殖刺激が

入ったときに受容体型のチロシンキナーゼがリン酸化されるん

ですけれども、そういうリン酸化されたチロシンと相互作用を示し

て、さらに情報を伝えるというような役割を果たしています。で、

このような分子、チロシンキナーゼを含んだもの以外にも、この

srcと相同性のある分子がたくさん見つかります。その一つのグ

ループとして、ここにアダプター分子として挙げました。 

The SH2 domain binds to phosphorylated tyrosine and nearby 
amino acids, while the SH3 domain binds to and associates with 
proline-rich regions. As a result, when a growth factor binds to 
its receptor and stimulates growth, the receptor-type tyrosine 
kinase is phosphorylated, and it interacts with the 
phosphorylated tyrosine to transmit further information. Other 
than tyrosine kinase, there are many other molecules that are 
homologous to this src. One such group shown here is adaptor 
molecules. 

これは c-Crkであるとか、Grb2、あるいは Shcといわれるもの

で、SH2、あるいは SH3ドメインを持っていますけれども、これら

の分子はチロシンキナーゼ活性を持っています。つまりチロシ

ンのリン酸化があったときに、そこと相互作用して、何らかの情報

を伝えるということになります。Shcの場合は SH2以外に

glycine、あるいは prolineが非常に豊富な領域を持っているとい

う構造をしています。 

These are called c-Crk, Grb2, or Shc, and have SH2 or SH3 
domains. These molecules have tyrosine kinase activity. That 
means that, upon tyrosine phosphorylation, they interact with it 
and transmit some information. In terms of Shc, its structure has 
a glycine- or proline-enriched region other than SH2. 
 

これだけではなくて、SH2、あるいは SH3は持っていて、チロシ Some other factors have SH2 or SH3 without the tyrosine kinase 



ンキナーゼドメインは持っていないけれども、他の酵素活性を持

つ領域を保有している因子があります。それはここに挙げたよう

なもので、例えば、phospholipase Cのγというものは、

phospholipase Cの両端にありますけれども、その真ん中に SH2

ドメインと SH3ドメインがあります。 

domain, but do have other enzymatic activity regions. For 
example, phospholipase C (PLC) gamma has phospholipase C 
regions at both ends, and the SH2 and SH3 domains in between. 

GAPといわれるものは、これはGTPaceを activateするタンパク

質ですけれども、これもN末側に SH2、あるいは SH3ドメインを

持っています。PTP1Cは、これはPTPace、phosphotyrosine 

phosphataseですけれども、これはリン酸化されたチロシンを脱リ

ン酸化する酵素ですけれども、これもN末側に SH2領域という

ものを持っています。 

Another example is GAP, a protein that activates GTPase, which 
also has SH2 or SH3 domain on the N-terminus. PTP1C, a 
PTPase or phosphotyrosine phosphatase, is an enzyme to 
dephosphorylate phosphorylated tyrosine, and also has an SH2 
domain on the N-terminus. 

さっき一つ前のスライドで示したようなアダプター分子と、これら

の酵素活性を持つチロシンキナーゼとは異なる酵素活性を持つ

分子というものが、チロシンリン酸化を引き金にした情報伝達経

路で非常に重要な役割をしているということが多くの研究によっ

て示されています。 

Adaptor molecules, as shown in the previous slide, and 
molecules with different enzymatic activities from those of 
tyrosine kinases have been found through many studies to play 
an essential part in the signaling pathway triggered by tyrosine 
phosphorylation. 

では次に受容体型のチロシンキナーゼがどういう生理活性があ

るのか。あるいはどういう情報伝達を行っているかというのを簡

単にお話して、がん遺伝子との関連を次にお話します。増殖因

子の受容体というものは多くの場合、２量体化します。 

Next, I would like to talk briefly about the bioactivity and 
communication of receptor-type tyrosine kinases, and then I will 
talk about the association with oncogenes. In many cases, the 
receptors for growth factors dimerize. Many growth factor 
receptors form a dimer (i.e. dimerize). 

リガンドが増殖因子が結合することによって、２量体化します。こ

れはこのスライドの左にある通りです。この２量体化することによ

って、相手側のチロシン残基を、受容体の細胞内側の領域にあ

るチロシン残基をリン酸化すると。で、このリン酸化されたチロシ

ン残基を持つ増殖因子受容体のところに、先ほどお話したような

アダプター分子ですね。 

The ligand binds to the growth factor, which then dimerizes. The 
image on the left of this slide shows the process. This 
dimerization phosphorylates the tyrosine residue in the 
intracellular region of the receptor on the other side. At the 
growth factor receptor with the phosphorylated tyrosine residue, 
the adaptor molecules I mentioned earlier are recruited.  

要するに、リン酸化されたチロシンに結合する領域、SH2領域を

持ったようなものというものがここにリクルートされてきて、さらに

Sos、これは SH3ドメインと結合するものですけれども、この Sos

を介して、さらに Ras、これはがん遺伝子Rasのほうに情報が伝

わると。で、これもあとでお話しますけれども、このRasを介して

増殖刺激が伝わっていくことになります。で、また別の場合には

このようにそのGrb2と Sosといわれるアダプター分子のさらに

一つ手前に Shcといわれるものがもう一回介在して、同様にRas

のほうにシグナルを伝えると、こういうルートもあります。 

That means that the ones with an SH2 domain to bind to the 
phosphotyrosine residue are recruited here, and through Sos, 
which binds to the SH3 domain, the information is further 
transmitted to Ras, the oncogene. As I will explain later, growth 
stimulation is transmitted through Ras. In other cases, as you can 
see in this image, the Shc molecule intervenes one step before 
the Grb2 or Sos adaptor molecules, to transmit the signal to Ras 
in the same manner.  

つまり、この２つでお話したいのは、この増殖因子の刺激によっ

て、受容体自体がチロシンのリン酸化を受け、このアダプター分

子を介して、Rasのほうに増殖シグナルが伝わっていくということ

です。で、この受容体のチロシンキナーゼのリン酸化ですけれ

ども、この Rasへ伝えるという、Rasにシグナルを伝えるというだ

けではありません。 

In other words, what I am trying to demonstrate with these two 
cases is that the receptor itself undergoes tyrosine 
phosphorylation when stimulated by growth factors, and the 
growth signal is transmitted toward Ras through these adaptor 
molecules. The phosphorylation of tyrosine kinase in the 
receptor does not only transmit signals to Ras. 



ここに示しましたように、例えば、EGF受容体の細胞内ドメインを

見ますと、複数のチロシン残基がリン酸化されることが分かって

います。それぞれのリン酸化されたチロシン残基と相互作用を

示すタンパク質というものがここに挙げてありますけれども、これ

らのさまざまな因子を介して、いろんな細胞内のシグナルは伝

わっていくということが分かっています。 

As shown here, for example, if you look at the intracellular 
domain of the EGF receptor, we can see that multiple tyrosine 
residues are phosphorylated. The proteins to interact with each 
respective phosphotyrosine residue are listed here. We know that 
various kinds of intracellular signals are transmitted through 
these different factors. 
 

で、今までお話したように、この増殖因子の受容体というものは、

リガンドが結合することによって、２量体化し、２量体化した相手

側の細胞内領域のチロシン残基をリン酸化する。これによって、

増殖因子が、増殖シグナルが伝わるということを今までお話して

きましたけれども、じゃあ、がん遺伝子というものがどんなふうに

して活性化されているのかというところを少しお話します。 

As mentioned, the receptors for these growth factors dimerize 
when a ligand binds to them, and then phosphorylate the tyrosine 
residue in the intracellular region of the dimerized counterpart. 
This is how growth factors and growth signals are transmitted. 
Now, I would like to explain how oncogenes are activated.  

この v-ErbB、このスライドで真ん中にありますけれども、v-ErbB2

といわれるのは、これもEGF受容体のウィルス側で見つかって

くるがん遺伝子ですけれども、これは細胞外ドメインが欠落した

状態で見つかります。これは細胞外領域がなくなることによっ

て、本来リガンドがなければ２量体化しないものが、リガンド領域

が欠落したことによって、リガンド関係なしに恒常的に２量体化し

てしまうということによって、細胞内の、細胞内に増殖シグナルが

恒常的に伝わってしまうというものです。 

The v-ErbB2 shown in the center of this slide is another 
oncogene found on the viral side of the EGF receptor. It is found 
without an extracellular domain. Because of this missing 
extracellular domain, the dimerization that would not normally 
occur without a ligand becomes constantly dimerized regardless 
of the ligand (as it lacks a ligand region to begin with), resulting 
in the permanent communication of proliferative signal into the 
cell. 

それから、こういう恒常的な増殖シグナルの伝達というものはこ

れだけで起こるのではなく、例えば、その細胞膜の直下に何ら

かの突然変異が入ることで恒常的に受容体が２量体化する。あ

るいは細胞外ドメインが組み換えによって融合タンパクになっ

て、この細胞外のタンパクが受容体の２量体化を促進すると、こ

のようないくつかの理由によって受容体が恒常的に２量体化し、

増殖シグナルが伝わるという形で、がん遺伝子として見つかって

くるものです。 

The constant transmission of proliferative signals does not only 
occur in such a way, but also in other cases, including some 
mutation introduced directly under the cell membrane, causing 
the receptor to constantly dimerize, or when the extracellular 
domain is recombined into a fusion protein, so that the 
extracellular protein promotes receptor dimerization. These are 
some of the reasons why receptors dimerize and transmit 
proliferation signals, which are found as oncogenes. 

じゃあ、次に非受容体型の、non-receptorタイプのチロシンキナ

ーゼについて、お話します。これは正常の状態では非活性の、

活性があまりない状態で細胞には存在します。これはどういうこ

とかというと、C末端側にチロシン残基があって、リン酸化されて

います。 

Now let's talk about the non-receptor type of tyrosine kinase. 
This is the non-receptor type of tyrosine kinase, which is present 
in cells that normally have little or no activity. What this means is 
that they have a tyrosine residue on the C-terminus, which is 
phosphorylated. 

これはCsk、C-terminal Src kinaseといわれるものによって、リン

酸化されるんですけれども、このリン酸化を受けることで、自分

自身の SH2ドメインとこの領域が会合して不活型になっていま

す。で、このリン酸基を脱リン酸化する。phosphotyrosine 

phosphataseが働くことによって、リン酸基が飛ぶことによって、

初めて、プライムド型といわれる増殖刺激が入ったときに、その

増殖シグナルを伝達できる形になります。で、増殖シグナルが

入ると、受容体側のチロシンキナーゼ活性によって、この srcフ

The phosphorylation is brought by what is called Csk, or C-
terminal Src kinese. Because of this phosphorylation, the SH2 
domain in the receptor itself associates with the phosphorylated 
region, and becomes inactive. Then, by dephosphorylating the 
phosphate group, the phosphotyrosine phosphatase is able to 
remove the phosphate group so that it now becomes the primed 
type, which is now feasibly able to communicate the 
proliferative signal upon receiving the stimulus. When a 
proliferative signal is received, the tyrosine residue of the src 
family is phosphorylated by the tyrosine kinase activity on the 
receptor side, and the proliferative signal is further 



ァミリーのチロシン残基がリン酸化され、さらに増殖シグナルが

細胞内に伝わっていくということになります。 

communicated into the cell.  

これが正常の状態です。で、これは増殖因子だけではなくて、よ

く見られる、例えば、Immunoglobulin、B細胞の抗原受容体、ある

いはT細胞のT細胞受容体などでも、この srcファミリーや、

non-receptor typeのチロシンキナーゼというのは重要な役割を

果たしています。ここで挙げたのはB細胞受容体のものですけ

れども、膜型の IgMの直下に Igα、あるいは Igβといわれるも

のを、この Lyn、あるいはBlk、あるいはFynというものが複合体

を形成しています。 

This is what normally happens. The src family and non-receptor-
type tyrosine kinases play an important role not only in growth 
factors, but also in commonly observed cells like 
immunoglobulin, antigen receptors of B cells, and T cell 
receptors. The examples shown here in this slide are B cell 
receptors; Igα or Igβ complex is formed by Lyn, or Blk, or Fyn, 
directly underneath the membrane-type IgM. 

ここに抗原が来ますと、膜型の IgM、B細胞受容体は２量体化し

ます。これによって、この刺激によって、Lyn、あるいはFynなど

srcファミリーの酵素活性によって、Igα、あるいは Igβにチロシ

ンのリン酸化が起こり、これを Syk、これも non-receptor typeの

チロシンカイネスですけれども、このリン酸化された Igα、Igβ

というもののチロシン残基のところに Sykがリクルートされて、さ

らにRasや PLCγ、phospholipase Cのγなどに情報が伝わっ

ていくということになります。 

When an antigen comes here, the membrane-type IgM and B 
cell receptors dimerize. This stimulus causes tyrosine 
phosphorylation of Igα or Igβ by the enzymatic activity of the src 
family, such as Lyn or Fyn. Then, Syk, another non-receptor-
type tyrosine kinase, is recruited to the tyrosine residues of the 
phosphorylated Igα and Igβ to further communicate to Ras, 
PLCγ, and phospholipase Cγ. 

つまり、その増殖因子の受容体だけでなくて、このようなさまざま

な刺激を受ける。あるいはその刺激を調節するところで、こういう

チロシンキナーゼ、特に非受容体型のチロシンキナーゼが複雑

に、また巧妙に関わっているということが分かります。で、こうい

った non-receptor typeのチロシンキナーゼがどうやって、がん

化に関わるかということですけれども、これは先ほど言いました

ようにC末端側にあるチロシン残基がリン酸化されていることに

よって、自分自身の SH2ドメインと会合して不活性型になります

が、ここの抑制に関わるチロシン残基は何らかの突然変異によ

って、別のアミノ酸に変わってしまう。あるいはC末端側が欠失

することによって抑制がかからない状態になると。 

In other words, not only the receptors for growth factors, but also 
tyrosine kinases, especially non-receptor tyrosine kinases, are 
intricately and cleverly involved in receiving and regulating 
various stimuli. Now, how do these non-receptor-type tyrosine 
kinases get involved in malignant transformation? As mentioned 
earlier, the phosphorylation of tyrosine residues on the C-
terminus causes the association with its own SH2 domain, 
making it inactive. However, the tyrosine residue involved in 
regulation there can be altered to another amino acid by some 
mutation, or the C-terminus can be deleted, resulting in no 
available regulation. 
 

こういうことによって、恒常的に増殖シグナルを入れてしまう形に

なって、がん化に関わるということが分かっています。チロシン

キナーゼについては、ここまでで、次に Rasについて話をしま

す。 

These can cause a constant introduction of proliferative signals, 
which in turn leads to the development of cancer. Now that we 
have covered tyrosine kinases, let's move on to Ras. 

Rasというのは低分子型のGタンパク質で、GTPaceと結合する

活性を持っています。で、ファミリーとしてはN-Ras、H-Ras、K-

Rasなどもあります。それからRhoファミリーといわれるものも同

様の低分子型のGプロテインです。このRasというものはどうい

うものかといいますと、本来GDP、グアノシン二リン酸と結合して

いるときには非活性型なんですけれども、GEFといわれるRas

を活性化する因子によって、このGDPとGTPが交換されます。 

Ras is a low-molecular-weight G protein, which has the binding 
activity with GTP. The Ras family includes N-Ras, H-Ras, and 
K-Ras. 
The Rho family is also a similar low-molecular-weight G 
protein. 
Ras is inactive when originally bound to GDP (guanosine 
diphosphate), but GDP is replaced by GTP due to the factor 
called GEF, which activates Ras. 

そしてGTPと結合したRasというものが活性型で、これは細胞 So, Ras bound to GTP becomes active, and it transmits signals 



の移動や増殖、あるいは細胞の生存に関わるシグナルを伝える

ことになります。そして自身が持っているGTPace活性によっ

て、このGTPをGDPにすり替えすることによって非活性型にな

って、シグナルは伝えなくなります。 

related to cell migration, proliferation, or cell survival. The 
GTPase activity of the Ras itself can replace GTP with GDP, 
which then becomes the inactive form, and no longer 
communicates signals. 
 

で、GEFに対応するようにGAPといわれるものがあって、これは

Ras の機能を抑制する。つまり、GTPace 活性を促進して非活性

型にするブレーキですね。GEF のほうはアクセルのほうで、

GAP のほうはブレーキと考えられますけれども、こういう機構に

よって活性が調整されています。したがって、ここの GTPace 活

性が低下する。つまり、GTP が結合したままになるということで、

がん化と関連することになります。 

Corresponding to GEF, there is a protein called GAP, which 
regulates the Ras function. Thus, GAP is a brake to promote 
GTPase activity to make it inactive. We can say these 
mechanisms regulate the activation, with GEF as the accelerator 
and GAP as the brake. Thus, if the GTPase activity here is 
reduced, or, in other words, if GTP remains bound, this is 
associated with canceration. 

ちょっとこれは見にくいスライドで申し訳ないんですけれども、

Rasは増殖シグナルでどういう位置を占めるかというものを示し

たものですけれども、 

Sorry for the complicated slide, but this shows the position of 
Ras in proliferation signaling. 
 

今まで srcなどでチロシンキナーゼのところで話を聞きましたよ

うに、増殖因子からシグナルはGrb2-SOS complex複合体、ある

いは Shc-Grb2-SOS複合体を介して、Rasにシグナルが入りま

す。 

As I have explained with tyrosine kinases such as src, signals 
from growth factors enter Ras via the Grb2-SOS complex or the 
Shc-Grb2-SOS complex. 
 

で、このシグナルはさらに３つ、主に３つに分かれて、PI3Kを介

して、Aktに行って、細胞増殖、あるいはアポトーシス抑制をし

たりするルートに行きますし、もう一つはメインなものは、ここに

Raf、MEK、Erkと書いてありますけれども、これらはMitogen 

activatedタンパクといわれる増殖因子によって活性化されるタン

パク質、Mitogen activated proteins、MAPといわれるものをリン

酸化する酵素でして、 

The signal is further communicated through three main routes. 
The first one is via PI3K, to go to Atk, then go to cellular 
proliferation or apoptosis inhibition. The second major route is, 
as you can see here, via Raf, MEK, and Erk, all of which are 
enzymes that phosphorylate Mitogen-activated proteins, or 
MAP, which are proteins activated by growth factors. 

これらは最終的に何をするかというと、これらも細胞増殖を促進

するというシグナル伝達に関わっています。で、もう一つはRal-

GEFといわれるもの。これは細胞骨格の制御をして、細胞移動

を促進したり、がんの転移を促進したり、そのようなものに関わっ

ていますけど、このように増殖因子のシグナルというものは、この

Rasを介して、Rasをキーにして増殖シグナルを細胞のなかのほ

うへ、核のなかのほうへ伝えるというルートを形成しています。 

What these ultimately do is to communicate signaling to 
promote cellular proliferation. The last main route is Ral-GEF, 
which regulates the cytoskeleton and is involved in promoting 
cell migration and cancer metastasis. In this way, the signals of 
growth factors are mediated by Ras, which is the key to 
communicating growth signals to the inside of the cell and into 
the nucleus.  

もう一つは、このRasを活性化するのはCyclic AMPであった

り、Caの上昇、それからDiacylglycerolによって、Rasのほうにも

シグナルが入ってきます。 

Also, Ras can be activated by either cyclic AMP, elevated Ca, or 
diacylglycerol to bring signaling into Ras. 

このRasですけれども、ヒトのがんで最初にがん遺伝子の変異

が見つかったのがRasです。これは具体的にどのようにして見

つかったかというと、ヒトの膀胱がんの細胞株からゲノムのDNA

を調整しまして、NIH3T3といわれる肺の線維芽細胞に

Transfectionしました。 

Ras was the first oncogene found to be mutated in human 
cancer. 
It was discovered when the genomic DNA from a human 
bladder cancer cell line was prepared and transfected into lung 
fibroblasts called NIH3T3. 

そうすると、一部にフォーカスが形成されるようになって、このフ Then a focus was partially formed, and when the cells forming 



ォーカスを形成した細胞をヌードマウスの皮下に移植すると、が

んを形成するということが分かりました。で、このヒトがんの細胞

のゲノムから、このがん細胞から原因遺伝子を同定してみると、

H-Rasであったと。で、塩基配列を決定すると、唯一１か所だけ

塩基配列に突然変異があって、これはH-Rasの１２番目のコド

ンのところ、グリシンをコードするコドンであるGGCというものが

GTCに入れ替わっていたと。 

the focus were transplanted under the skin of nude mice, they 
formed cancer. Then, when the causative gene was identified 
from the genome of this human cancer call, it was H-Ras. Based 
on the nucleotide sequence, there was only one mutation in the 
sequence, and that was in the 12th codon of H-Ras, where the 
codon GGC to encode glycine was replaced with GTC. 

つまり、GからTへ、ただ１か所だけ突然変異があるために、こ

のようながんを形成していたということが分かります。で、この変

異によって何が起こるかというと、Ras、H-RasのGTPase活性が

低下します。 

In other words, there was only one mutation, from G to T, which 
caused the cancer to form. What happens as a result of this 
mutation is that the GTPase activity of Ras and H-Ras is 
reduced. 
 

この低下することによって、GTPが結合したままの Rasが恒常的

にあるということになって増殖刺激が非常に強く細胞に入るとい

うことになります。他にも、この H-Ras については１３番目のグリ

シン（Gly）や５９番目のアラニン（Ala）、あるいは６１番目のグルタ

ミン（Gln）で変異が見つかっています。これはいずれも GTPase

活性の活性中心を構成する非常に重要なアミノ酸であります。 

This lowered activity results in the constant presence of Ras, 
which remains bound to GTP, causing the proliferative stimulus 
to enter into cells very strongly. Other mutations in H-Ras have 
also been found, such as the 13th glycine (Gly), the 59th alanine 
(Ala), and the 61st glutamine (Gln). All of these are very 
important amino acids that constitute the active center of GTPase 
activity. 

では次に転写因子について、転写因子に分類されるがん遺伝

子について、お話をします。この典型的なのはmycファミリーと

いわれるもので、mycというのはもともと v-mycですけれども、v-

mycというものはトリの骨髄球症、myelocytomatosisの原因ウィル

スから単離されたものです。 

Next, let's talk about oncogenes that are classified as 
transcription factors. The typical oncogene in this class is the 
myc family, and mic is originally v-myc. It was isolated from the 
causative virus of myelocytomatosis in chickens. 
 

Proto-oncogeneとしては哺乳動物では、c-myc、N-myc、L-myc

などがあります。で、血液系で白血病とか、リンフォーマとか、そ

れらなどで多く変異が見つかったりするんですけれども、それだ

けではなくて、他のさまざまな悪性腫瘍においても過剰発現や

突然変異が認められています。特にヒトのバーキットリンパ腫

（Burkitt‘s lymphoma）、これは染色体異常が認められるもので、

８番と１４番の長腕のほうですね、q、長腕ですけれども、長いほ

うのところで組み換えが起こって、染色体転座によって組み換え

が起こって、c-mycが過剰発現している。 

In mammals, proto-oncogenes include c-myc, N-myc, and L-
myc. 
In the hematological system, many mutations are found in 
leukemia or lymphoma, but in addition to these, overexpression 
and mutations are also found in various other malignant tumors. 
In particular, human Burkitt's lymphoma is characterized by 
chromosomal aberration, where recombination occurs in the 
long arm, or q, of chromosomes 8 and 14 due to chromosomal 
translocation, causing c-myc overexpression. 
 

で、この転座先は免疫グロブリンのヘビーチェーン、１３のところ

ですね。これはB細胞では非常に強く読まれているところで、こ

の影響を受けて、c-mycも過剰発現して、これによって、がん化

していると。で、この Immunoglobulinに関しては、ヘビーチェー

ンだけではなくて、２番染色体のκチェーン、ライトチェーンの

κチェーンのところで転座が起こっているものもあれば、２２番

目の染色体のλのライトチェーンで起こっているものが報告され

ています。で、このmycですけれども、何をしているかというと、

これらはサイクリンD1、細胞周期の調節に関わるサイクリンD1

や、これもE2Fも細胞周期に関わるんですけれども、転写因子

The translocation site is 13, the heavy chain of immunoglobulin. 
This is very strongly read in B cells, and c-myc is also 
overexpressed under the influence of this translocation, resulting 
in canceration. As for immunoglobulin, it has been reported that 
translocations occur not only in the heavy chain, but also in the 
kappa light chain of chromosome 2, as well as the lambda light 
chain of chromosome 22. What this myc does is induce gene 
expression such as cyclin D1, which is involved in the regulation 
of the cell cycle, and E2F, which is also involved in the cell cycle 
and is a transcription factor. 



ですけれども、こういった遺伝子の発現を誘導します。 

つまり、mycが発現過剰になることによって、サイクリンD1や

E2Fが過剰になって細胞周期のG1から S期への移行が非常

に促進された状態となるということです。これによって、この過剰

が、mycの過剰が、がんを引き起こすというように考えられます。

で、一般的に始めにもいくつかお話していますけれども、バイオ

細胞は単層で増えて増殖しますが、血清を抜くと細胞は、特に

線維芽細胞というものは増殖を停止します。ここはG0期に入る

といいますけれども、ある一定の期間、G0期、血清を抜いて血

清飢餓状態で培養した細胞に再び血清を添加して、増殖刺激を

入れると細胞は同期して、シンクロナイズして増殖を開始しま

す。このときに、いろいろな遺伝子発現を検討しますと、非常に

早期に、血清刺激の早期に新たなタンパク質の合成を必要とせ

ずに急激に誘導される一連の遺伝子群が見つかります。 

In other words, when myc is overexpressed, cyclin D1 and E2F 
are overexpressed, greatly accelerating the transition from G1 to 
S phase of the cell cycle. This excessive myc is thought to be 
what causes cancer. In general, as noted at the beginning, 
biological cells increase and proliferate in a monolayer, but when 
serum is removed, cells, especially fibroblasts, stop proliferating. 
This is called the G0 phase. When cells are cultured under a 
serum-starved state in the G0 phase (i.e. serum is removed for a 
certain period of time, and then serum is added again after for a 
while), the cells synchronize and start proliferating in a 
synchronized manner. At this time, when we examine various 
gene expressions, we find a series of genes that are rapidly 
induced without the need for new protein synthesis, at a very 
early stage of serum stimulation. 

これを早期応答遺伝子というんですけれども、今までお話してき

た c-myc であるとか、あるいは別のがん遺伝子である c-jun、c-

fos といわれるものはいずれもこの早期応答遺伝子に分類される

もので、増殖刺激を受けた細胞が細胞周期を回すに当たって一

過性に急激に遺伝子発現を誘導すると、そういう一連の遺伝子

群にこういうがん遺伝子が含まれます。つまり、これらの転写因

子が細胞周期を回すにおいて重要な役割を果たしているという

ことが推察されます。 

These genes are called immediate early genes. Those what we 
have discussed so far, including c-myc, or other oncogenes such 
as c-jun and c-fos, are all classified as immediate early genes. 
When a cell undergoes proliferative stimulation and transiently 
but rapidly induces gene expression in the cell cycle, these 
oncogenes are included in such a series of genes. In other words, 
it can be inferred that these transcription factors play an 
important role in the cell cycle. 

mycファミリーの遺伝子のがん、実際のがんにおける特徴とし

て、ここに挙げた神経芽細胞腫における遺伝子増幅を挙げるこ

とができます。神経芽細胞腫というのは小児がんの一つでして、

N-mycの遺伝子の増幅が認められます。 

One of the characteristics of myc-family genes in actual cancer is 
gene amplification in neuroblastoma. Neuroblastoma is a type of 
pediatric cancer that shows amplification of the N-myc gene.  

で、非常に増幅のコピー数が多いと、これは染色体上で、

homogeneous staining region、HSRという領域として認められるほ

ど増幅することがあります。で、このN-mycの遺伝子の増幅度と

いうものは神経芽細胞腫の悪性度と相関していまして、コピー数

は１０コピー以下では５年生存率がだいたい９割近い、８割以上

あるんですけれども、１０コピー以上にわたると５年生存率が１

０％以下になるということも分かっています。 

When the number of copies of the amplified gene is very large, it 
can be amplified to the extent that it is recognized as a 
homogeneous staining region, or HSR, on the chromosome. The 
degree of amplification of the N-myc gene correlates with the 
malignancy of neuroblastoma: when there are fewer than 10 
copies of N-myc, then the five-year survival rate is close to 90%, 
or at least greater than 80%, but when there 10 or more copies of 
N-myc, the five-year survival rate drops to less than 10%. 

で、こういう遺伝子増幅というものは他のがんでも認められて、例

えば、N-mycは neuroblastomaだけではなくて、網膜芽細胞腫

や大人の肺の小細胞がんでもありますし、それからこの肺の小

細胞がんではN-mycだけではなくて、L-mycであったり、c-

mycというものが遺伝子増幅されるということが分かっています。 

This kind of gene amplification has been observed in other 
oncogenes as well. For example, N-myc is found not only in 
neuroblastoma, but also in retinoblastoma, as well as in small 
cell lung cancer in adults. And speaking of small cell lung 
cancer, not only N-myc, but also L-myc and c-myc are 
amplified.  

次に細胞死の抑制に関わる因子について、お話します。これは

染色体転座、ヒトの染色体転座、１４番と１８番のあいだで起こる

染色体転座で見つかってきたものですけれども、この染色体転

Next, I would like to talk about the factors involved in 
suppressing cell death. This is a chromosomal translocation that 
occurs between chromosomes 14 and 18 in humans. As you can 
see here, more than 70% of cases with lymphoma show 



座を持つリンパ腫の７０％以上の例で下にあるように、

Immunoglobulin、免疫グロブリンのヘビーチェーン、IgHのところ

に染色体転座の遺伝子の組み換えが認められるというもので

す。 

chromosomal translocation downstream of the heavy chain of 
immunoglobulin, or IgH. 

そこに組み換えられている遺伝子というのは bcl-2といわれるも

ので、これはB細胞で免疫グロブリンが非常にたくさん読まれる

ことによって、この近傍に来てしまった bcl-2がその遺伝子の発

現量が増えてしまうと、これによって起こってくるのはこのタイプ

のリンパ腫の特徴です。 

The gene that recombines there is called Bcl-2. When B cells 
read an unusually large amount of immunoglobulin, then Bcl-2 
genes that come nearby are overexpressed there, leading to 
lymphoma. 
 

で、この組み換えを起こした遺伝子をマウスに過剰発現させて

解析してみると、lymphoma、あるいは白血病の発症を促進すると

いうことが分かりました。それからBcl-2はいったい何をしている

かということですけれども、これはミトコンドリアの膜タンパクであ

って、アポトーシスを抑制する活性があるということが後々、分か

りました 

When the recombinant gene was overexpressed in mice and 
analyzed, it was found to promote the development of 
lymphoma or leukemia. What exactly does Bcl-2 do? Bcl-2 is a 
mitochondrial membrane protein, and we later found that its 
activity inhibits apoptosis. 
 

で、このアポトーシスというものは、ここの下の図にありますように

Baxであるとか、Bakなどによって、ミトコンドリアの膜に穴が開い

て、ミトコンドリア内のCytochrome cというのが放出されて、細胞

質中に放出されて、カスペースを活性化して、アポトーシスは誘

導されるんですけれども、このBax、あるいはBakの活性をBcl-

2が抑制していると。つまり、そのアポトーシスというものはBax、

BakとBcl-2のバランスによって調節されている。こういうところ

に効いているのはBcl-2であると。で、この例で初めて分かった

のは、それまでその増殖を促進するのが、がん遺伝子だろうと

いうことが主流だったんですけれども、細胞死に関わるようなも

のも、がん遺伝子があり得るということが、このBcl-2の解析によ

って、初めて明らかになりました。 

As shown in the figure below, apoptosis is induced by Bax or 
Bak, which opens a hole in the mitochondrial membrane release 
cytochrome C from the mitochondria into the cytoplasm, 
activating the caspase. Bcl-2 inhibits this Bax or Bak activity. In 
other words, apoptosis is regulated by the balance between 
Bax/Bak and Bcl-2. Bcl-2 is the one that works in this 
mechanism. Through analysis of Bcl-2, it was discovered for the 
first time that oncogenes could also be involved in cell death. 
Until then, the mainstream view had been that oncogenes only 
served to promote proliferation. 

このように１００個程度のがん遺伝子が報告されていますけれど

も、それをいろいろ、その機能によって分類し、今までお話して

きました。最後に２点ほど、このようながん遺伝子の個々の特徴

ではなくて、もう一つちょっと加えておきたい点を説明します。 

As noted, roughly 100 oncogenes have been reported, and 
discussed the way that they are classified by their functions. 
Finally, I would like to explain two more points in addition to the 
individual characteristics of these oncogenes. 

それは個々の遺伝子が発がん過程に関わるわけですけれど

も、これらはお互いに協調的に機能していると。発がんにおいて

協調的に機能しているというのがその一つです。ここに挙げた

のはバイオ細胞を用いた実験ですけれども、NIH3T3細胞核、こ

れは不死化された細胞核で、実験室でずっと培養すれば生き続

けることができますけれども、こういう細胞に RasやMycといっ

たがん遺伝子を入れると、単独でトランスフォーム、形質転換可

能でフォーカスを形成する。つまり、がん化させることができま

す。 

One is that, while each gene is involved in the carcinogenesis 
process, they function cooperatively with one another (i.e. they 
function in collaboration in carcinogenesis). This is an in vivo 
experiment using biological cells. NIH3T3 cell nuclei are 
immortalized and thus can survive indefinitely under laboratory 
culture conditions. When oncogenes such as Ras and Myc are 
put into these cells, they can transform by themselves to form a 
focus. In other words, they can become cancerous.  

しかしながら、右側のほうですね。ラットの胎仔の線維芽細胞と However, now look at the example on the right, labeled “rat fetal 



書いてありますけれども、こういう初代の培養細胞を使った場合

はRas、あるいはMycなど単独では腫瘍を形成することはでき

ません。しかし種類の異なる、性質の異なるがん遺伝子を両方

協同させることによって、不死化した細胞で起こったことと同様に

腫瘍を形成することができるようになります。 

fibroblasts.” If we use the primary cultured cells, such as in this 
example, Ras or Myc alone cannot form tumors. Still, by 
combining different oncogenes with different properties, tumors 
can form in the same way as in immortalized cells.  

これは、in vitroの実験室のなかだけのことではなくて、個体レ

ベルでも同様のことがいえます。ここに挙げたのはマウスの乳が

んを起こすウィルス、MMTVプロモーターを用いたトランスジェ

ニックマウスを解析したもので、乳がんの発症率、乳腺腫瘍の発

症率を検討したものですけれども、Myc単独を過剰発現されせ

たもの、あるいはRas単独で過剰発現させたものにくらべて、こ

のMycも Rasも両方とも過剰発現させたもののネズミのほうは非

常に速く、乳腺に腫瘍を形成するということが分かります。 

This is not only true in in vitro laboratory settings, but also at the 
individual level. The graph shown here is an analysis of 
transgenic mice using the MMTV promoter, a virus that causes 
breast cancer in mice, to examine the incidence of breast cancer 
and mammary gland tumors. Comparing to animals 
overexpressing Myc alone or Ras alone, the mice 
overexpressing both Myc and Ras formed tumors in the 
mammary gland much faster. 

つまり、これはMycとRasが協調的に働いて腫瘍の形成に関わ

るということを表しています。このような例は他にもあって、Ablと

Mycであるとか、Bcl-2とMycであるとか、いろいろ報告されて

います。つまり、がん遺伝子というのが、その発がん過程に関わ

っているということをいいましたけれども、決してその１ヒットで起

こる、実際上は１ヒットで起こるのではなくて、多段階ながん遺伝

子の活性化が必要であると。 

This indicates that Myc and Ras work collaboratively to form 
tumors. 
There are many other such examples, including Abl + Myc, Bcl-
2 + Myc, and more. In other words, although I said that 
oncogenes are involved in the process of carcinogenesis, in 
reality, it does not happen in a single hit, but requires the 
activation of oncogenes at many phases. 

実際にはこういう多段階ながん遺伝子の活性化が必要であると

いうことを今のことは表しています。で、これだけではなくて、が

ん遺伝子の活性化も大事なんですけれども、一方でがん抑制遺

伝子の不活化というものも、とても重要な役割を果たしていま

す。消化がんの腫瘍なんかで非常に明瞭にいわれていますけ

れども、がん遺伝子およびがん抑制遺伝子の多段階にわたる変

異が徐々に悪性腫瘍を形成していくということが、発がんにおけ

る遺伝子の関わりの特徴であるということができます。 

In fact, what I have just shown indicates that the activation of 
oncogenes at multiple stages is necessary. In addition to this, 
while the activation of oncogenes is important, the inactivation 
of tumor suppressor genes also plays a very significant role. The 
involvement of genes in carcinogenesis is, as is very clearly 
evident in digestive cancers, characterized by the formation of 
malignant tumors gradually through mutations of oncogenes and 
tumor suppressor genes over multiple phases. 
 

それともう一つ、最後ですけれども、ウィルスとヒトの発がんにつ

いて、いくつかの点を述べたいと思います。基本的に実験動物

で形成されるような明瞭ながんウィルスはヒトではまだ見つかっ

ていませんが、いくつか関連するといわれているものがありま

す。それについて、いくつかお話をします。 

Lastly, I would like to discuss a few points regarding viruses and 
human carcinogenesis. In laboratory animals, a cancer virus that 
clearly forms cancer has been discovered, but we have yet to 
find such a virus in humans overall. However, there are some 
viruses that seem likely to be related. Let’s discuss some of them. 

１番盛んに研究されているのはヒトのパリローマウィルス、HPVと

書いてありますけれども、これは子宮頸がんに見つかるもので、

子宮頸がんの９５％以上で、このウィルスが検出されます。で、

パリローマウィルスは１００種類ぐらいあるんですけれども、この

なかでHPVの１６番、あるいは１８番というものが子宮頸がんを

起こす高リスク型のウィルスであるといわれています。 

The most widely studied is the human papillomavirus, or HPV, 
which is found in cervical cancer, and is detected in over 95% of 
cases of cervical cancer. Roughly 100 different papillomaviruses 
have been discovered. Among these, HPVs no. 16 and no. 18 are 
said to be high-risk viruses for causing cervical cancer.  
 

で、このウィルスが持っている遺伝子で、E6、あるいはE7といわ

れる遺伝子産物はがん抑制因子である Rbなどと結合して、そ

The viral gene product, E6 or E7, is considered to bind to the 
cancer suppressor Rb to suppress its function. Additionally, there 
have been recent efforts to suppress the incidence of cervical 



の機能を抑制するということもいわれています。また最近では、

これのウィルスに対するワクチンを推し進めて、子宮頸がんの発

症率を抑えようという試みもなされています。それから、あとEB

ウィルスもヒトがんとの関連がいわれています。 

cancer by promoting vaccination against the virus. The EB virus 
is also considered to be associated with human cancer. 

これは日本人がほぼすべての人が成人になるまでに感染して

いるものですけれども、中央アフリカではBurkitt’ｓ lymphomaと

の関連がいわれています。これはマラリアの感染地域と、この

Burkitt’ｓ lymphomaの発症地域は非常に一致した分布を示しま

すので、マラリアの感染、あるいはそれに関連するものとこのEB

ウィルスの感染というものが合わさって発症に関わっているので

はないかと考えられています。 

Nearly everyone in Japan is infected with this virus by the time 
they reach adulthood. In Central Africa, the EB virus is 
suspected to be associated with Burkitt's lymphoma. Because the 
distribution of Burkitt's lymphoma is very similar to that of 
malaria, it is thought that malaria infection, or something related, 
might combine with EB virus infection to cause Burkitt's 
lymphoma. 

もう一つは中国の南部で認められる鼻咽頭がんですね、

Nasopharyngeal carcinomaと呼ばれるものです。これはおそらく

食事との関連で、EBウィルスとこの食事との関連で、このような

がんを発症しやすくなるのではないかということが考えられてい

ます。 

Another example is nasopharyngeal carcinoma found in 
southern China. This is possibly associated with the local diet, so 
a combination of the EB virus and diet may increase the 
likelihood of developing this type of cancer. 

それからヒトの成人型T細胞白血病。これは感染してから５０年

以上経って、その感染者の０．１％にしか発症しないんですけれ

ども、非常に激烈な白血病を発症します。原因遺伝子としては

Taxといわれるものの関連がいわれていますけれども、まだ明

瞭にはなっていません。 

There is also adult T-cell leukemia in humans. This only occurs 
in 0.1% of the infected population, more than 50 years after the 
infection, but it causes very fierce leukemia. The suspected 
causative gene may be something called Tax, but this is not yet 
clear. 
 

それからヒトの肝炎のウィルス。B型の肝炎ウィルス、HBV。肝細

胞がんと関連するといわれていますし、それからヒトの肝炎、C

型ウィルス、HCV。これも肝細胞がんと関連するといわれていま

す。 

Additionally, the human hepatitis B virus (HBV) is said to be 
associated with hepatocellular carcinoma, and the human 
hepatitis C virus (HCV) is also considered to have an association 
with hepatocellular carcinoma. 

以上、今まで話してきましたけれども、まとめますと、がん遺伝子

は何らかの理由で機能や発現量が亢進することによって、がん

を引き起こす活性を持つようになった遺伝子であると。そして、

がん遺伝子はもともと私たちの体のなかに、つまりゲノムのなか

に遺伝子として存在するものであって、正常の細胞増殖や生

存、さまざまな生命現象に不可欠な役割を果たしています。 

In summary, oncogenes are genes that have become active in 
causing cancer due to enhanced function or expression level, for 
whatever reason. And oncogenes, which originally exist as genes 
in our bodies or genomes, play an essential role in normal cell 
proliferation, survival, and various biological phenomena.  

１００種類ほど、がん遺伝子は見つかっていますが、その機能は

いくつかに分類することができます。それからがん遺伝子の活

性化には点突然変異であったり、欠失変異であったり、あるいは

染色体転座などによったり、遺伝子増幅によったり、このようなこ

とによって起こると。それからチロシンキナーゼからRas、MAP

に至る、この情報伝達経路は発がん機序を考えるうえで非常に

重要な経路であります。 

Roughly 100 different oncogenes have been found, and their 
functions can be classified into several categories. The activation 
of oncogenes can be caused by point mutations, deletion 
mutations, chromosomal translocations, or gene amplification. 
The signaling pathway from tyrosine kinase to Ras or MAP is 
very important when it comes to understanding the mechanism 
of carcinogenesis. 

それからがんの発症には複数のがん遺伝子の活性化とがん抑

制遺伝子の不活化を伴う多段階的な過程が深く関与していると

いうことがいえます。以上です。 

The development of cancer deeply involves a multistep process 
relating to the activation of multiple oncogenes and the 
inactivation of tumor suppressor genes. Thank you. 



 



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. 

 



金沢大学がん研究所の佐藤です。今日の講義では、がん

の転移・浸潤に関わる遺伝子や分子ということで、がんの転

移・浸潤に関わる遺伝子や分子の、これらの分子を通し

て、がんの転移のメカニズムについて、ご説明したいと思

います。 

My name is Sato, and I am from the Cancer Research Institute of 
Kanazawa University. Today, I would like to explain the mechanism 
of cancer metastasis, through the genes and molecules involved in 
cancer metastasis and invasion. 

がんの転移はがん細胞が基底膜に接客する、この接着の

ステップ。そして基底膜を分解し、さらにその分解した穴に

向かって、がん細胞が運動していくという、このようながん

細胞の基底膜への浸潤によって転移というのは始まりま

す。 

Cancer metastasis is initiated by the invasion of cancer cells into the 
basal lamina, which involves the steps of cancer cells adhering to the 
basal lamina to degrade it, then further movement of cancer cells 
toward the degraded hole. 

一般に悪性度の高いがんは転移をいたします。そして、こ

の転移というもの、あるいは浸潤・転移というものは、がん

の治療を非常に困難にいたします。 

In general, cancer with high level of malignancy does metastasize. 
What makes cancer treatment very difficult, then, is this very 
metastasis, or invasion and metastasis. 

すなわち、がん細胞が組織のなかに広く浸潤していく。あ

るいは他の臓器に転移をしてしまいますと、もはや外科的

にがんの組織を切り取ることが不可能になります。そのよう

なことから、転移を制するものはがんを制するという、有名

な臨床家の言葉があるわけであります。 

In other words, once the cancer cells have widely invaded tissues or 
spread to other organs, it is no longer feasible to surgically remove the 
cancerous tissues. This is the reason why a famous clinician once said, 
"He who controls metastasis controls cancer.” 

がん転移とは、まずがん細胞が原発巣で増殖し、その増殖

したがん細胞が基底膜を破り、組織内に浸潤いたします。

そして浸潤したがん細胞は血液、あるいはリンパ液の流れ

に乗って遠隔臓器に辿り着き、新たな増殖を開始いたしま

す。 

Metastasis of cancer occurs when cancer cells first proliferate in the 
primary lesion, followed by breaking through the basal lamina to 
invade the tissues. The invading cancer cells then migrate through the 
blood or lymph flow to distant organs, to begin another proliferation. 

がんの転移する部位といたしましては、例えば、副腎であり

ますとか、肝臓でありますとか、脳、骨といったところに、よ

く転移するわけであります。また、がんの種類についてい

えば、前立腺がんは頻繁に骨に転移いたします。また大腸

がんは肝臓に転移いたします。胃がんは女性の場合には

頻繁に卵巣に転移いたします。このようにがん転移には一

定の法則があるわけです。 

The most common sites of cancer metastasis include the adrenal 
glands, liver, brain, and bones. As for types of cancer, prostate cancer 
frequently metastasizes to the bones. Colorectal cancer often 
metastasizes to the liver. Gastric cancer often metastasizes to the 
ovaries in women. So, we can see that there are certain rules to cancer 
metastasis. 

このようにがんがどのように転移するか、あるいはどのがん

が、どのようにどの臓器に転移をするのかといったことか

ら、がんの転移について、Anatomical-mechanical 仮説とい

うのがあります。これは、がんの転移というものは血流によ

って転移臓器が規定されるというものであります。 

Thus, such rules explaining how cancer metastasizes, or which 
cancers metastasize to which organs, have led to the anatomical-
mechanical hypothesis. This hypothesis states that the organs that 
cancer metastasizes to are defined by blood flow. 

例えば、腹腔内の血流は門脈を通じて肝臓に流れ込みま

す。したがいまして、大腸がんのような腹腔内のがんは肝

臓にしばしば転移いたします。それ以外の臓器等におきま

しては、血流は心臓を通って、肺を通過いたします。したが

いまして、例えば、乳がんなどは頻繁に肺に転移するわけ

であります。しかしながら、このような血流では説明できな

い、がんの転移というのも多く存在いたします。例えば、乳

がんでありますとか、腎がんは頻繁に骨に転移をいたしま

す。一方で胃がんとか、大腸がんは骨には転移をいたしま

せん。 

 

For example, blood in the abdominal cavity flows into the liver 
through the portal vein. Therefore, intra-abdominal malignancies such 
as colon cancer often metastasize to the liver. In other organs, the 
blood flow goes to the heart and then passes through the lungs. 
Consequently, breast cancer frequently metastasizes to the lungs, for 
example. However, there are also many other types of cancer 
metastasis that cannot be explained by blood flow, as well. For 
example, breast and kidney cancers frequently metastasize to the 
bones, while gastric and colon cancers do not. 



がんの転移について、もう一方の説は Seed & Soil 説という

説であります。これは１８８４年にイギリスの外科医 Paget に

よって提唱されたものですけれども、この説ではがん細胞

を seed、すなわち種に例えて、がん細胞は適切な臓器、つ

まり臓器を soil、土壌ですね。このように例えると、がん細胞

は適切な臓器で育つという考え方があります。 

The other hypothesis regarding cancer metastasis is the seed and soil 
hypothesis. Dr. Paget, a British surgeon, proposed this hypothesis in 
1884, comparing cancer cells to seeds: that cancer cells (seeds) grow 
in the appropriate organs (soil). 

現在では、がんの増殖を規定する微小環境という言葉が使

われます。すなわち各々の臓器ではその臓器に特異的な

環境があって、ここである特定のがん細胞の増殖が支持さ

れるわけであります。 

Nowadays, the term "microenvironment" is used to refer to the growth 
of cancer. In other words, each organ has its own specific 
environment, which supports the growth of certain cancer cells. 

このような微小環境を構成する因子としましては、コラーゲ

ンなどの細胞外マトリックス、あるいは増殖因子、サイトカイ

ン・ケモカインといった、これらの因子ががんの増殖を規定

する環境要因、すなわち微小環境であるというふうに考え

られています。 

Factors making up this microenvironment include the extracellular 
matrix (such as collagen), growth factors, cytokines, and chemokines; 
these environmental factors, or microenvironments, are considered to 
regulate cancer growth. 

このような seed & soil 説、この説に沿うような転移の症例と

いうのは多く見かけられるわけであります。 

Many metastasis cases are in line with this seed and soil hypothesis. 

ではここで、がんの転移の全体像を見てみたいと思いま

す。まず、がん細胞が、がんの増殖がこのように活発に起

こって、そのなかの一部の細胞が原発巣から離脱してまい

ります。 

Now, let me show you the overall picture of cancer metastasis. First of 
all, the cancer cells are actively growing like this, then some of them 
detach from the primary lesion. 

そういたしますと、このような離脱したがん細胞が基底膜に

接着し、その基底膜を分解いたします。そして基底膜を分

解し、間質に入ったがん細胞はなおも間質の組織を分解し

ながら進んでいき、あるいは浸潤していき、そして血管の

基底膜に接着いたします。 

The cancer cells that leave then attach to the basal lamina, to break it 
down. After degrading the basal lamina, the cancer cells enter into the 
stroma, continue to digest their way into or invade the stromal tissue to 
proceed, and then adhere to the basal lamina of blood vessels. 

そして血管の基底膜を分解し、欠陥の内皮細胞を押し広げ

て、血管内に侵入いたします。血管内に侵入したがん細胞

は血流に乗って、他の臓器に到達いたします。 

The cancer cells now break down the basal lamina and push apart the 
endothelial cells of the blood vessel to invade into it. Once they enter 
the blood vessel, the cancer cells migrate through the bloodstream to 
other organs. 

そして遠隔臓器において再びがん細胞は内皮細胞を接着

をし、そして内皮細胞を押し広げ、その下の血管の基底膜

を破って、血管外に進出したします。そして再び、そこの間

質を分解しながら浸潤をし、この遠隔臓器で新たな増殖が

開始されるわけであります。 

In the distant organs, the cancer cells again adhere to the endothelial 
cells, push them apart, break through the underlying basal lamina of 
the blood vessel, and then advance extravascularly. The same steps are 
repeated again there, so the cancer cells degrade the stroma to invade, 
to start new growth in the distant organ. 

このようにがんの浸潤というのは、非常に多くのステップか

ら成り立っております。そして、これらのステップをすべてク

リアした場合に初めて、がんの転移というものが成立する

わけで、これはがん細胞にとっても、かなり厳しい条件であ

ることは間違いありません。 

As we can see, the invasion of cancer consists of many steps. That 
means the success of cancer metastasis is only feasible when all of 
these steps are cleared — unquestionably tough conditions for cancer 
cells. 

ではここから転移のステップについて見ていきます。まず

ではここからは一つずつのステップについて、転移のステ

ップについて見ていきたいと思います。まず原発巣からの

離脱。このがん細胞が原発巣から離脱するには上皮細胞

のがん化による細胞間接着の喪失というものが非常に重要

となります。上皮細胞はこのように細胞同士が非常にきれ

Now, let's take a look at each step of metastasis. The first step is to 
detach from the primary lesion. When the cancer cells leave the 
primary lesion, the loss of cell-cell adhesions due to the oncogenesis of 
the epithelial cells is very important. As shown here, epithelial cells are 
very neatly aligned, as an organized assembly, while adhered to each 
other. This adhesion is quite strong. 



いに並んで、なおかつ細胞同士が接着をしております。非

常に強固な接着をしております。 

この写真の図は上皮細胞、腎臓の細胞由来の上皮細胞で

ありますけれども、このように正常の上皮細胞というのは、

いわゆる敷石状の形態を示し、細胞同士がこのように強固

な接着をしているわけですけれども、このような上皮細胞

がひとたびがん化をいたしますと、まず細胞同士の接着が

なくなります。細胞間接着を喪失いたします。 

The picture shows an epithelial cell from a kidney cell. Normal 
epithelial cells have a “cobblestone” appearance, and the cells are 
tightly adherent to each other in this way. However, once these 
epithelial cells become cancerous, they lose their cell-cell adhesions. 
So, the intercellular adhesion is lost. 

がん細胞では、がん化した細胞では、このように細胞はバ

ラバラの状態で増殖するわけであります。このような上皮細

胞から、いわゆるがん化した細胞へ。いわゆるトランスフォ

ーメーションが起こるわけであります。 

In malignantly transformed cells, they proliferate in a disorganized 
way. This is known as the transformation of epithelial cells into 
cancerous cells. 

このような正常上皮細胞の細胞間接着、この細胞間接着を

仲介している分子がカドヘリンという分子であります。カド

ヘリンというのは、カルシウム（Ca²⁺）依存的な homophilic な

接着分子、つまりカルシウム（Ca²⁺）依存的に同じ種類のカ

ドヘリン同士で接着をする、もう少しいいますと、そう腫の細

胞同士を接着する細胞間接着分子がカドヘリンでありま

す。 

In the normal epithelial cells, this intercellular adhesion is mediated by 
the molecule called cadherin. Cadherins are calcium (Ca²⁺)-dependent 
homophilic binding molecules. In other words, cadherins tend to stick 
selectively to the same type of cadherins in a calcium (Ca²⁺)-
dependent manner. So cadherins as intercellular adhesion molecules 
make cells bind to other cells of the same type. 

カドヘリンというのはカルシウム（Ca²⁺）依存的な adherence 

molecule ということから、カドヘリンという名前が付いたわけ

であります。これは日本の京都大学で竹市先生が発見した

分子ということで有名であります。カドヘリンにはいくつか

の種類がございますけれども、上皮細胞に特異的に発現し

ていますのが、いわゆる epithelial のカドヘリンということ

で、E-カドヘリンという分子であります。 

The name “cadherin” comes from its nature, as a calcium (Ca²⁺)-
dependent adherence molecule. This molecule is very famous, 
because it was discovered by Dr. Takeichi at Kyoto University in 
Japan. Cadherins have several different types. The one specifically 
expressed in epithelial cells is the epithelial cadherin, so it is called E-
cadherin. 

カドヘリンはこのように細胞間同士の接着を行うとともに、細

胞内にはこのカドヘリンの裏打ちタンパクとして、catenin

（カテニン）という分子があります。catenin には、α、β、γ

の３種類の cateninが存在し、この catenin を通して、カドヘ

リンはアクチンと結合しております。アクチンというのは細

胞骨格を形成する分子であります。 

Cadherins are responsible for cell-cell adhesion, and they also have a 
molecule called catenin, a lining protein of cadherins in cells. There 
are three types of catenin (alpha, beta, and gamma), and through these 
catenins, cadherins bind to actin. Actin is the molecule that forms the 
cytoskeleton. 

ここでは細胞、細胞同士、つまり細胞間接着に先ほどカド

ヘリンという分子、このカドヘリンという分子は細胞間接着

のなかでも一番上側にあります、Tight Junction というところ

に存在するわけであります。そして上皮細胞は細胞同士の

細胞間接着とともに、細胞外基質、あるいは細胞外マトリッ

クスに強く接着しております。 

Here in cells, or cell-cell adhesion, or in other words intercellular 
adhesion, the cadherin molecules are present in the tight junctions, 
which are the uppermost part of the intercellular adhesion. The 
epithelial cells are not only strongly adhered to each other by 
intercellular adhesion, but also to the extracellular matrix as well. 

細胞がこの細胞外基質に接着するには細胞のほうのレセ

プターとして、このインテグリンという分子が機能しておりま

す。インテグリンという分子は、この細胞外基質のなかのコ

ラーゲン、あるいはファイブロネクチンといった分子と結合

することによって、上皮細胞をこの細胞外基質の上に接着

するわけであります。 

For cells to adhere to this extracellular matrix, this molecule, integrin, 
plays a receptor role for the cells. Integrin binds to collagen or 
fibronectin in the extracellular matrix, which in turn makes epithelial 
cells bind to the extracellular matrix. 

この細胞外基質、あるいは細胞外マトリックス、あるいは細

胞外マトリックスのなかでも一つの特別な形態のものを基

底膜というふうに呼びますけれども、基底膜というのは上皮

This extracellular matrix, or, more specifically, this form of the 
extracellular matrix called the basal lamina, is a type of membranous 
extracellular matrix to separate epithelial cells from interstitial cells. 



細胞と間質細胞を隔てる膜状の細胞外マトリックスの一種

であります。 

この基底膜の構成成分は主にⅣ型コラーゲンという、コラ

ーゲンのなかでもやや特殊なコラーゲンを主成分とし、そ

れ以外にもラミニン、ヘパラン硫酸プロテオグリカンなどか

ら構成される形態でありますけれども、細胞はこのような基

底膜にインテグリンという分子を介して、結合しているわけ

であります。 

The main constituent of the basal lamina is type IV collagen, a rather 
special type among collagens, as well as other elements like laminin 
and heparan sulfate proteoglycans. When cells bind to such basal 
lamina, the molecule integrin functions as a mediator. 

インテグリンにはαサブユニット、およびβサブユニットとと

いう２種類からインテグリンは成っております。 

An integrin protein consists of two subunits: α and β.  

いわゆる、ヘテロダイマーを形成しているわけであります

けれども、αサブユニットについては現在までに１７種類以

上、βサブユニットについては８種類以上が知られており

ますけれども、このα、βサブユニットの組み合わせにより

まして、これまでに２０種類以上のインテグリンが同定され

ているわけであります。 

The integrin forms a heterodimer, and 17 or more types of α subunits 
and over 8 types of β subunits have been found to date, and over 20 
different integrins have been identified, with various combinations of 
these α and β subunits. 

インテグリンは先ほど申しましたように、基底膜のファイブロ

ネクチン、ラミニンといった分子とこのように接着いたしま

す。そして、これは単に物理的に細胞を基底膜に接着する

だけではなくて、細胞はこの基底膜にインテグリンを介し

て、接着することによって、いわゆるインテグリンの活性化

ということが起こります。 

As I mentioned earlier, integrins adhere to molecules such as 
fibronectin and laminin in the basal lamina in this way. This adhesion 
is not just a mechanical attachment of cells to the basal lamina; the 
process of cell-adhesion to the basal lamina via the integrin actually 
activates the integrin. 

インテグリンがこのような基底膜成分に結合すると、インテ

グリンは活性化され、細胞内ではこのインテグリンの細胞質

内ドメインに向かって、さまざまな分子がリクルートされてま

いります。 

When integrins bind to these basal lamina components, they are 
activated, so various molecules are recruited into the cell toward the 
intracytoplasmic domain of these integrins. 

もっとも有名なのは、Focal Adhesion Kinase、いわゆるFAK

という分子であります。それ以外にも src、あるいはパキシリ

ンといったアダプター分子が多く、このような活性化された

インテグリンと結合します。このようにインテグリンが基底膜

に結合する、接合する部分については細胞接着斑というふ

うに呼ばれております。 

The most famous of these molecules is focal adhesion kinase, or FAK. 
Many other adaptor molecules, such as Src and paxillin, also bind to 
such activated integrins. The region where the integrin binds or 
adheres to the basal lamina is called the focal adhesion. 

そしてこの細胞接着斑にはタンパク質のリン酸化が濃縮さ

れてまいります。すなわち、このインテグリンの、活性化さ

れたインテグリンのところには先ほど言いましたような Focal 

Adhesion Kinase のような、いわゆる、タンパク質のリン酸化

を触媒する酵素、およびその基質が多く集積してまいりま

す。したがいまして、この細胞接着斑ではタンパク質のリン

酸化が濃縮されてまいります。 

Protein phosphorylation concentrates at focal adhesions. That means 
that enzymes that catalyze the protein phosphorylation, such as the 
focal adhesion kinase mentioned earlier, and their substrates cluster at 
the activated integrin site. As a result, protein phosphorylation is 
enhanced at these focal adhesions. 

そして、この活性化された Focal Adhesion、接着斑のところ

にはアクチンが結合する、あるいは集積してまいります。こ

のようにタンパクのリン酸化がこのFocal Adhesionのところ、

細胞接着斑のところに濃縮されてまいりますと、そこにはさ

らに、このリン酸化シグナルを伝えるシグナル伝達分子と

いうものが多くリクルートされてまいります。 

Moreover, at this activated focal adhesion, actin binds or clusters. 
When protein phosphorylation is concentrated at the focal adhesion, 
many signaling molecules that transmit phosphorylation signals are 
further recruited. 

最も有名なのが MAP キナーゼ。MAP キナーゼとは、

Mitogen Activated Protein Kinase という、いわゆるこれもタ

The most famous of these molecules is MAP kinase. MAP kinase, or 
mitogen-activated protein kinase, is another phosphoenzyme. It 



ンパク質リン酸化酵素ですけれども、このタンパク質リン酸

化酵素がシグナル伝達分子として、ここで機能し、細胞接

着斑で起こったリン酸化シグナルを MAP キナーゼ経路を

介して、細胞の核にこのリン酸化シグナルを伝えます。そ

れで核に伝えられたリン酸化シグナルによって、細胞の核

内でのさまざまな遺伝子の転写発現が調節されます。 

functions as a signaling molecule to transmit the phosphorylation 
signal generated at the focal adhesion to the cell nucleus, via the MAP 
kinase cascade. The phosphorylation signal that is transmitted to the 
nucleus then regulates the transcriptional expression of various genes 
in the cell nucleus. 

すなわち細胞が基底膜に接着することによって、インテグリ

ンの活性化が起こり、そこで発生したシグナルによって、さ

まざまな遺伝子の発現が調節されるわけであります。 

 

Thus, the adhesion of the cells to the basal lamina activates integrins, 
and the signals generated there regulate the expression of various 
genes. 

次に、このように細胞、特にがん細胞が基底膜に接着し、

次のステップとしてはこの基底膜の分解が起こるわけであ

ります。 

The next step, after these cells, especially cancer cells, adhere to the 
basal lamina, is the degradation of the basal lamina. 

このようにがん細胞は突起を出して、その突起の先端部分

で、このように基底膜を分解するわけでありますけれども、

このようながん細胞による基底膜分解には種々のプロテア

ーゼ、すなわち、タンパク分解酵素が関与いたします。 

The cancer cells produce projections as shown here, and the tips of 
these projections degrade the basal lamina in this way. In this process, 
various proteases, or proteolytic enzymes, are involved in this 
degradation of the basal lamina by cancer cells. 

特に有名なものとしましては、マトリックスメタロプロテアー

ゼ。マトリックスというのは先ほどから申しておりますように、

いわゆる細胞外マトリックス、あるいは基底膜です。 

A particularly famous one of these enzymes is matrix 
metalloproteinase. As I mentioned earlier, this “matrix” is the so-called 
extracellular matrix, or basal lamina. 

このような細胞外マトリックスを特異的に分解するメタロプロ

テアーゼ、金属酵素ということで、マトリックスメタロプロテア

ーゼは特にがん細胞による基底膜分解には強く関与して

いるものと考えられております。 

Matrix metalloproteinase, a metalloenzyme that specifically degrades 
the extracellular matrix, is believed to be highly involved in the 
degradation of the basal lamina by cancer cells. 

それ以外にもセリンプロテアーゼとか、さまざまなタンパク

質分解酵素が、がん細胞による基底膜分解には関与して

いるものと考えられております。 

Other various proteolytic degradation enzymes, such as serine 
proteases may be involved in the degradation of the basal lamina by 
cancer cells. 

がん細胞の基底膜分解に関わる最も重要なプロテアーゼ

として、マトリックスメタロプロテアーゼ、MMP があるわけで

すけれども、MMP とは先ほど申しましたように、この活性中

心に亜鉛イオン（ZN²⁺）を持つ金属酵素であります。 

The most important protease involved in the degradation of the basal 
lamina by cancer cells is matrix metalloproteinase (MMP), which is, 
as I said earlier, a metalloenzyme with a zinc ion (Zn²⁺) in its active 
center. 

これまでに２０数種類が同定されておりますけれども、一般

的にその細胞外に分泌されています MMP におきまして

は、活性中心がN末端側のプロペプチドドメインによって、

マスクされた線材型として分泌されてまいります。 

More than 20 MMPs have been identified so far, but in general, 
MMPs secreted outside the cell are secreted as latent forms, because 
the active center is masked by the N-terminal propeptide domain 
(prodomain). 

そして、この N 末端が切断を受けて、活性中心が露出した

活性化型となりますと、この活性化型の MMP はコラーゲン

などの細胞外基質を分解するわけであります。 

Then, when the N-terminus is cleaved off and the MMP becomes 
activated with its active center exposed, the activated MMP degrades 
the extracellular matrix, such as collagen. 

MMP は大きく分けまして、２つに分類することができます。

一つは分泌型のMMPであります。現在２０数種類知られて

いるなかでも、大半はこの分泌型のMMPであります。分泌

型の MMP では、このように、まず N 末端側のプロドメイン

によって、活性中心の亜鉛イオン（ZN²⁺）のところが、このよ

うにマスクされた潜在型として分泌されるわけであります。

一方で膜型の MMP というものが最近、特に注目されてい

ます。 

MMPs can be largely classified into two types. One is the secreted 
MMP. Among the more than 20 MMPs known today, the majority are 
secreted MMPs. In secreted MMPs, the zinc ion (Zn²⁺) at the active 
center is masked by the N-terminal prodomain as shown in the picture 
and is secreted as a latent form. The other type is membrane-type 
MMPs, which have recently attracted particular attention. 



膜型、すなわち、膜結合型のMMPにおきましては、このC

末端側に膜貫通ドメインがあります。この膜貫通ドメインに

よって、細胞表面にこの膜型MMPは存在します。 

Membrane-type, or membrane-bound, MMPs have a transmembrane 
domain in their C-terminus. This transmembrane domain allows these 
membrane-type MMPs to exist on the cell surface. 

もう一つ、この膜型MMPについて特徴的なのは、このプロ

ドメインの後ろにアルギニン、アルギニン、リジン、アルギ

ニンという塩基性に富んだアミノ酸が連続した配列がありま

す。 

Another characteristic of these membrane-type MMPs is a continuous 
sequence of basic amino acids (arginine, arginine, lysine, arginine) 
behind the prodomain. 

この RRKR という、この配列は細胞内のプロセッシングエン

ザイムでありますフーリンなどによって、細胞内において自

動的に切断されます。 

This sequence, known as RRKR, is automatically cleaved off in the 
cell by intracellular processing enzymes, such as furin. 

すなわち、膜型の MMP は細胞表面に出るときには、すで

にこのプロドメインが切断をされて取り除かれた、いわゆる

活性化型として細胞表面に存在するわけであります。 

So, by the time those membrane-type MMPs appear on the cell 
surface, their prodomain has already been cleaved and removed, so the 
activated form of MMPs exist on the surface. 

これまでにがんの浸潤・転移に関わるMMPとして注目を集

めておりますのが、一つはこの MMP-7、マトリライシンであ

ります。MMP-7 は大腸がん、胃がんでの発がん頻度が高

く、その発現レベルというのが悪性度とよく相関するというこ

とがいわれております。またMMP-9、およびMMP-2、この

２つのMMPはともにⅣ型コラゲナーゼということから、以前

からがんの浸潤・転移との関連が疑われております。 

One of the MMPs involved in cancer invasion and metastasis that has 
recently attracted attention is this MMP-7, matrilysin. MMP-7 is 
commonly expressed in colon and gastric cancers; the level of its 
expression is considered highly correlated with malignancy. In 
addition, MMP-9 and MMP-2, both of which are type IV 
collagenases, have long been suspected to be associated with cancer 
invasion and metastasis. 

と申しますのは、基底膜の主な構成成分というのはⅣ型コ

ラーゲンという、やや特殊なコラーゲンであります。このⅣ

型コラーゲンを分解することができる MMP ということで、

MMP-2、それからMMP-9というのが、がんの浸潤・転移に

は特に重要ではないかということが以前からいわれていた

わけでありますけれども、実際、MMP-9 というものは各種

のがんで高発現していることが多い。あるいは、がんの組

織におけます炎症等と強く関連しているようであります。 

That's because the main component of the basal lamina is type IV 
collagen, a rather special collagen. Thus, MMP-2 and MMP-9, which 
are both able to degrade this type IV collagen, have long been thought 
to be particularly important in cancer invasion and metastasis. Indeed, 
MMP-9 is often highly expressed in various types of cancer, or is 
strongly associated with inflammation in cancer tissues. 

もう一方でMMP-2につきましては、特にこのMMP-2が注

目されておりますのは、がんの組織において、この MMP-

2は非常に特異的に活性化されているということで注目され

ているわけであります。そして膜型の MMP であります

MT1-MMP、この酵素はがん組織で非常に特異的に発現

している。 

The other one, MMP-2, has especially attracted attention because of its 
very specific activation in cancer tissues. Another membrane-type 
MMP, namely MT1-MMP, is very specifically expressed in cancer 
tissues.  

すなわち、正常組織においては MT1-MMP の発現レベル

は非常に低い、あるいは発言していないわけですけれど

も、がんの組織では非常にこの MT1-MMP の発現レベル

が高いということから、この MT1-MMP というのは特に注目

をされているわけであります。 

This means that its level of expression is very low or absent in normal 
tissues, but is extremely high in cancer tissues. That's why this MT1-
MMP has attracted particular attention. 

この MT1-MMP の機能、一番最初にこの MT1-MMP が発

見されたときには、このMT1-MMPというのは先ほど申しま

した MMP-2、この MMP-2 の特異的な活性化酵素というこ

とで特に注目を集めたわけであります。すなわち、MT1-

MMP はこれは膜型の酵素でありますから、細胞表面で機

能いたします。 

When MT1-MMP was first discovered, its function attracted special 
attention as a specific activating enzyme of MMP-2. Because MT1-
MMP is a membrane-type enzyme, it functions on the cell surface. 

そして細胞表面において、MMP-2 を活性化すると。実際

にがんの組織においてはMT1-MMPによって、MMP-2が

Then it activates MMP-2 there, and in fact, we can often see the 
activation of MMP-2 by MT1-MMP in cancer tissues. 



活性化されているということがしばしば見受けられるわけで

あります。 

それでは、がん組織におきまして、MMP-2 が MT1-MMP

によって活性化されているという事例を紹介したいと思いま

すけど、 

Now, I would like to show you some examples of MMP-2 being 
activated by MT1-MMP in cancer tissues. 

ここではゼラチンザイモグラフィーという方法によって、胃

がんの組織から取りました。 

This picture is a study of three cases of gastric cancer, taken through 
gelatin zymography.  

まだがんになっていない正常な部分と、それからがんの部

分、これを３つの症例について検討したものですけれど

も、このゼラチンザイモグラフィーという方法では、MMP-2

とMMP-9を検出することが可能なわけですけれども、 

We collected samples from cancer tissues to compare normal 
(meaning not yet cancerous) tissues to pathological ones for each case. 
This modality of gelatin zymography is capable of detecting MMP-2 
and MMP-9. 

正常な組織とがんの組織をくらべてみますと、がんの組織

においては必ずこの活性化型の MMP-2 が存在いたしま

す。 

As you can see, the activated MMP-2 is always present in cancer 
tissues, when compared to the normal tissues. 

すなわち、がん細胞、がんの組織においては MT1-MMP

が発現し、MT1-MMP がこの N 末端を切断することによっ

て、MMP-2が常に活性化されている。 

Thus, MT1-MMP is expressed in cancer cells or cancer tissues, and 
MMP-2 is always activated due to the cleavage by MT1-MMP at its 
N-terminus. 

常に活性化型のMMP-2が、がんの組織には存在するが、

正常組織にはまったく発現していないということから、MT1-

MMP ががんの組織において、MMP-2 を活性化していると

いうことがよく分かるわけであります。 

Because the activated MMP-2 is always present in cancer tissues and 
never in normal tissues, it is crystal clear that MT1-MMP activates 
MMP-2 in cancer tissues. 

MT1-MMPについてまとめてみますと、まずMT1-MMPの

基質であります MMP-2 ですね、MMP-2 は基底膜構成成

分でありますⅣ型コラーゲンなどを分解することができま

す。そして MT1-MMP は MMP-2 の生理的な唯一の活性

化因子であります。 

To summarize MT1-MMPs, first of all, MMP-2 (a substrate of MT1-
MMPs) can degrade type IV collagen, which is a component of the 
basal lamina. And MT1-MMP is the only physiological activator of 
MMP-2. 

したがいまして、がん細胞に置いて MMP-2 が活性化され

ているということは、MT1-MMP ががん細胞に発現し、そこ

で MMP-2 を活性化しているということが証明されるわけで

あります。 

Therefore, the activation of MMP-2 in cancer cells serves as proof that 
MT1-MMP is expressed in cancer cells to activate MMP-2 there. 

もう一方で、MT1-MMP は MMP-2 を活性化するだけでは

なくて、MT1-MMP 自身もコラーゲンなどを分解することが

できるわけであります。 

In addition, not only the activation of MMP-2, but MT1-MMP itself 
can also degrade collagen or other substances. 

このように実際にヒトのがん組織においては、MT1-MMP

が高頻度に発現し、MMP-2 を活性化しているという事例が

数多く見つかっております。そして MT1-MMP の発現レベ

ルはがんの悪性度、浸潤性と非常によく相関するというデ

ータがたくさんあります。 

In fact, we have seen many cases where MT1-MMPs were frequently 
expressed in human cancer tissues to activate MMP-2. A large amount 
of data also demonstrates a very high correlation between the 
expression levels of MT1-MMP and the malignancy and invasiveness 
of cancers. 

そのようなことから MT1-MMP というのは、がんの浸潤・転

移に非常に重要な役割を果たす。あるいは浸潤・転移のキ

ーエンザイムであるというふうにいわれております。 

Together, this suggests that MT1-MMP plays a very important role in 
cancer invasion/metastasis, or is a key enzyme for invasion/metastasis. 

このようにMT1-MMPが基底膜に、すなわちがん細胞が突

起を出し、その突起の先端部分で基底膜を分解し、その分

解した穴に向かって、がん細胞が運動していくわけであり

ますけれども、MT1-MMP のこのような基底膜の分解という

のは単に物理的な穴を開けるだけではなくて、このような

As we discussed, MT1-MMPs project to the basal lamina, i.e., cancer 
cells project, and the tips of the projections degrade the basal lamina, 
so that the cancer cells move toward the degraded hole. Now I would 
like to explain the importance of this degradation of the basal lamina 
by MT1-MMP. It's not just a physical hole; the degradation conveys a 



基底膜の分解というのが細胞に非常に重要なシグナルを

伝えるということを説明したいと思います。 

very critical signal to the cells. 

先程来、申していますように、MT1-MMP とは膜貫通ドメイ

ンをC末端に持っていますから、細胞膜表面に存在いたし

ます。 

MT1-MMPs have a transmembrane domain at their C-terminus, so 
they are present at the surface of the cell membrane. 

特にこのようながん細胞においては、がん細胞が運動して

いく、その運動の先進部に多く存在するということが知られ

ております。 

MT1-MMPs are found a lot at the leading part where cells move 
forward, especially in cancer cells. 

細胞の運動というのを少し見てみますと、細胞はこのように

運動の先進部には突起であるフィロポディア、あるいはラッ

フリングする膜、いわゆるラメリポディアを形成し、細胞運動

の動力というのはこのようなアクチン、あるいはミオシンとい

った筋繊維の収縮によるわけでありますけれども、このよう

なアクチン等の収縮を起こすのはRac、Rho、CDC42といっ

た、いわゆる低分子量 G タンパクによって制御されている

わけであります。 

Let's take a look at cell motility. Cells form filopodia (projections) or 
lamellipodia (ruffling membranes) at the leading part of motility. Cell 
motility is powered by contraction of muscle fibers such as actin and 
myosin, and their contraction is regulated by what are known as low-
molecular-weight G proteins, such as Rac, Rho, and CDC42. 

そして、この細胞の運動のラッフリング膜の直下に細胞接

着斑が多く集積するわけであります。このように運動してい

る細胞ではMT1-MMPは運動先進部の接着斑で働いてお

ります。このような細胞接着斑に MT1-MMP が非常に多く

局在するという多くのデータがあります。 

Cell focal adhesions cluster directly under the ruffling membrane of 
these cells. In these moving cells, MT1-MMP works in the leading 
part of the focal adhesion. Substantial data shows the extremely 
common presence of MT1-MMPs in such focal adhesions. 

そして MT1-MMP はこの接着斑において、基底膜を分解

する。すなわち細胞はこの接着斑において、一旦、この基

底膜に接着するわけでありますけれども、MT1-MMP はそ

の接着している部分をすぐさま分解する、そうすることによ

って細胞の先端部は新たな接着斑、接着する場所を求め

て、このラッフリング膜をさらに前へと押しやるわけです

ね。 

Then in these focal adhesions, MT1-MMP degrades the basal lamina, 
i.e., cells briefly adhere to the basal lamina but MT1-MMP 
immediately degrades the adherent part, so that the cell tips push the 
ruffling membrane further forward to seek new focal adhesions to 
adhere to. 

このように MT1-MMP が運動先進部の接着斑で働くことに

よって、この接着斑のターンオーバーを促進し、つまり、こ

の接着斑で起こるシグナルの発生というのを、この MT1-

MMP は促進する、あるいは制御しているというわけであり

ます。すなわちMT1-MMPが働くことによって、接着斑のタ

ーンオーバーを促進し、それによってシグナルが発生する

わけであります。 

Thus, MT1-MMP works in the focal adhesion of the leading part, to 
promote the turnover of the focal adhesions. In other words, MT1-
MMP promotes, or regulates, the generation of signals raised at these 
focal adhesions. So we can say that MT1-MMP accelerates the 
turnover of focal adhesions, which in turn generates signals. 

一方、この MT1-MMP の活性を薬剤等において止めてし

まいますと、このような細胞が極性を持って動く。この場合

は左方向に細胞は動いているわけでありますけれども、そ

して、その左方向に細胞接着斑が偏っている。すなわち極

性を形成しているわけでありますけれども、MT1-MMP を

阻害してやりますと、この接着斑が細胞全体に広がってし

まい、細胞は右にも左にも動かなくなる。 

What happens, then, if the activity of MT1-MMP is stopped by drugs 
or other means? The cells move in a polarized manner, and in this 
picture the cells move to the left, and the focal adhesion are biased to 
the left, because of their polarity. So, if MT1-MMP is blocked, the 
focal adhesion spreads out to the entire cell, and the cells move neither 
to the right nor to the left.  

すなわち極性を喪失することになります。ということで、

MT1-MMP はこのように基底膜に穴を開けて、いわゆる物

理的な通り道を作るだけではなくて、細胞とこの基底膜との

接着そのものを制御していると。 

In other words, they lose polarity. Thus, MT1-MMP not only creates a 
physical pathway by opening a hole in the basal lamina, but also 
regulates the adhesion itself of cells to the basal lamina.  

つまり、細胞の接着を制御することによって、シグナル伝達 In other words, we can see that by controlling cell adhesion, MT1-



を制御しているということが分かるわけであります。このよう

にして、がん細胞が基底膜を分解し、間質に浸潤していき

ます。そして、再び、血管の基底膜を破って血管内に侵入

していきます。 

MMPs are controlling cell signaling. In this way, cancer cells degrade 
the basal lamina and invade the stroma. Then, they break the basal 
lamina of the blood vessel again, to invade. 

そうすると、がん細胞はそこで血流に乗って、他の臓器へ

の流れていくわけでありますけれども、細胞はこのような血

流中を流れるときには、いわゆるローリングという、血管内

皮細胞の上をコロコロと転がっていくわけであります。 

As a result, the cancer cells flow through the blood stream to other 
organs; they “roll” over the vascular endothelial cells. 

そうして遠隔臓器において、再び、このがん細胞はこの内

皮細胞に接着をし、再び、基底膜を破って間質のなかへと

浸出していくわけでありますけれども、このような血流中を

ローリングしながら流れる、がん細胞というのはがん細胞表

面の糖鎖を介して、血管内皮細胞上の E-セレクチン、ある

いはインテグリンを介して、ICAM-1、VCAM-1 のような接

着分子と接着し、次に内皮細胞を押し分けて、基底膜を再

び、MMPで破って浸出するという、こういう一連の流れがあ

るわけです。 

In the distant organs, the cancer cells again adhere to the endothelial 
cells, and break through the basal lamina to invade the stroma. Cancer 
cells rolling in the blood flow have a sequential cascade, first adhering 
to E selectin on vascular endothelial cells via sugar chains on the 
surface of cancer cells, or to adhesion molecules such as ICAM-1 and 
VCAM-1 via integrins, then pushing the endothelial cells apart, to 
break through the basal lamina again with MMPs to exfiltrate. 

次にこのように血管から遠隔臓器において、血管から間質

に侵出したがん細胞というのは新たな環境において、再び

増殖を開始するわけでありますけれども、このようながん細

胞が新しい遠隔臓器において、再び増殖をすることができ

るか否かというものを規定しているのが、いわゆる微小環境

でありますけれども 

Next, having leached from blood vessels into the stroma of distant 
organs, the cancer cells begin to proliferate again in their new 
environment. Now, what determines if these cancer cells can 
successfully proliferate again in a new distant organ is the so-called 
microenvironment. 

間質にあります間質細胞、ファイブロブラストのような間質

細胞はさまざまな増殖因子、あるいはサイトカイン・ケモカ

インといった因子を放出し、がん細胞はそれを利用して新

たな増殖を開始する。あるいはがん細胞自身が自分自身

で増殖因子を出して増殖をする。 

Interstitial cells in the stroma, such as fibroblasts, release various 
growth factors, cytokines, or chemokines, which are used by cancer 
cells to initiate new growth; alternatively, cancer cells themselves 
release growth factors to proliferate. 

このようながん細胞自身が増殖因子を出すようなケースを

オートクライン、それから間質の細胞が出します因子をパラ

クラインの増殖因子というふうに呼んでおります。このよう

に、オートクライン、パラクラインの増殖因子、あるいはサイ

トカイン・ケモカインといったものは、このがん細胞の増殖

を規定する重要なファクターであります。 

Those growth factors released by cancer cells themselves are called 
autocrine, and the ones released by interstitial cells are called paracrine 
growth factors. As such, both autocrine and paracrine growth factors, 
as well as cytokines and chemokines, are important factors to regulate 
the growth of cancer cells. 

もう一方、臓器が違いますと、当然そこの細胞外マトリックス

といったものも変わってまいります。細胞外マトリックスとい

うのは、主にはこのような間質の細胞が酸性するわけであ

りますけれども、このような環境ががん細胞にとって好まし

いものであれば、がん細胞はそこで新たな増殖を開始する

わけであります。 

Another key environment is the extracellular matrix, as different 
organs naturally have different matrices. The extracellular matrix is 
primarily produced by the interstitial cells, and if this environment is 
favorable to the cancer cells, they will start new growth there. 

このようにがん細胞の増殖を規定する微小環境、そこに存

在します分子をリストアップしてみますと、細胞外マトリック

ス成分としてはフィブロネクチン、ラミニン、コラーゲン、そ

してヒアルロン酸といったものがこのような細胞外マトリック

ス成分としては非常に重要であります。 

The microenvironments, as well as the molecules that exist there to 
regulate the growth of cancer cells, include fibronectin, laminin, 
collagen, and hyaluronic acid, all of which are profoundly important 
extracellular matrix components. 

またサイトカインでありますとか、細胞増殖因子、それから

細胞運動刺激因子といったような、さまざまな分子ががん

In addition, various molecules such as cytokines, cell growth factors, 
and cell motility stimulating factors regulate or support the growth of 



細胞の増殖をさまざまな形で規定する、あるいはがんの増

殖をサポートしているわけであります。 

cancer cells in various ways. 

がんというのはいくつかのがん、例えば、乳がんですとか、

前立腺がんといったものはしばしば骨で増殖いたします。

先ほど seed & soil 説ということをいいましたけれども、骨と

いうのはある種類のがんにとっては非常に有効な SOIL、

つまり土壌となるようであります。 

For example, breast cancer and prostate cancer often grow in bones. 
As I mentioned earlier, with seed and soil hypothesis, it seems that 
bone is a very effective "soil" for certain types of cancer. 

といいますのは、骨の組織というのは、例えば、TGF-βで

あるとか、BMP、あるいはFGF、IGFといった、さまざまな増

殖因子、あるいはサイトカイン・ケモカインというものをすで

に含んでいるわけであります。 

This is because bone tissue already contains various growth factors, 
cytokines, and chemokines, such as TGF-β, BMPs, FGF, and IGF. 

これらは骨破壊と骨形成のバランスを取って、骨の恒常的

リモデリングを制御しているわけですけれども、局所的な骨

破壊の際にはがん細胞にとって利用可能となって、骨転移

の形成に関与するということが予想されるわけであります。 

These regulate the homeostatic remodeling of the bone by balancing 
bone destruction and bone formation. Hence, for localized bone 
destruction, they may be involved in the process of bone metastases, 
as cancer cells may utilize them. 

すなわち骨のなかには、このような非常にがん細胞、ある

特定のがん細胞の増殖をサポートするようなものが多く含

まれているということがこれまで多く報告されております。 

In other words, bone contains many substances that could support the 
growth of certain cancer cells, as widely reported in many papers. 

次にがんの増殖に非常に重要なファクターというのが血管

新生であります。血管というのは一般に直径が２ミリメートル

以上になりますと、栄養、あるいは酸素補給のために新た

な血管新生が必要となります。すなわち新たな血管新生が

ないと、がんが大きくなれないというわけであります。 

Another extremely important factor for cancer growth is angiogenesis. 
When cancer cells reach a diameter of 2 mm or greater, new 
angiogenesis is required to supply nutrients or oxygen. This means 
that, without new angiogenesis, the cancer cannot grow. 

そして、がん細胞自身はそのために VEGF といった

Growth Factor を酸性して血管新生を促進する、あるいは

がん細胞に向かって血管新生を誘導してます。 

For this purpose, cancer cells themselves produce growth factors such 
as VEGF, to promote angiogenesis or induce angiogenesis toward the 
cancer cells. 

そしてがん細胞はこのような新生血管に入り込むことによっ

て、他の遠隔臓器に転移することが可能となるわけですけ

れども、一般にこのようながん細胞、あるいはがんの組織

で起こる新生血管というのは非常に脆弱で、がん細胞が非

常に潜り込みやすいということがいわれております。 

Cancer cells are then able to metastasize to other distant organs, by 
entering these new blood vessels. In general, the new blood vessels 
created in cancer cells or cancer tissues are believed to be extremely 
fragile, and thus cancer cells can very easily slip into them. 

ここのようながん組織、あるいはがん細胞による血管新生と

いうのは単にがんの転移だけではなく、がんの増殖にも非

常に重要でありますので、現在ではこのような血管新生と

いうのは、がんの分子標的として非常に注目を浴びている

ところであります。 

Such angiogenesis by cancer tissues or cells is crucial not only for 
cancer metastasis but also for cancer growth, and thus such 
angiogenesis has recently drawn a great deal of attention as a 
molecular target for cancer treatment. 

このようにがんの転移というのは非常に多くのステップから

成り立っております。逆にいいますと、これらのステップの

いずれのステップを阻害しても、がんの転移を抑制すると

いうことが可能になるわけであります。 

As we have seen, cancer metastasis consists of many steps. To put it 
another way, inhibition of any of these steps can inhibit cancer 
metastasis. 

例えば、この最初の基底膜の分解、あるいは基底膜への

接着、それから血管新生といったものは十分にその転移阻

止の標的となり得るわけですけれども、このあとこれらのス

テップを分子標的とした、いくつかの薬剤について説明し

たいと思います。 

For example, degradation of the basal lamina, adhesion to the basal 
lamina, and angiogenesis are all potential target steps for inhibiting 
metastasis. Now, I would like to talk about some drugs that target these 
steps. 

このようにがんの転移には非常に多くのステップがあるとい As discussed, there are many steps involved in cancer metastasis. All 



うことを申してまいりました。そして、このすべてのステップ

がクリアした場合に初めて、がんの転移は成立するわけで

あります。逆にいいますと、これらの多くのステップのどの

ステップを阻害しても、がんの転移を抑制することが理論

的には可能であります。そのようなことから、これまでにさま

ざまな分子が抗転移薬剤として開発されてまいりました。 

of these steps must go correctly in order to establish cancer metastasis. 
To put it another way, blocking any of these lots of steps could 
theoretically inhibit the metastasis of cancer. So, with this in mind, a 
variety of molecules have been developed as anti-metastatic agents. 

その一つは細胞接着、インテグリンを介した細胞の基底膜

への接着ですね。この接着を阻害する部分として、RGDペ

プチドというペプチドがあります。この RGD ペプチドが存

在いたしますと、いわゆるインテグリンを介した基底膜への

接着が起こらないということから、がんの浸潤・転移の抑制

が可能となるわけであります。 

One of them is a peptide called RGD peptide. It inhibits the step of cell 
adhesion, i.e., the adhesion of cells to the basal lamina via integrins. In 
the presence of RGD peptide, integrin-mediated adhesion to the basal 
lamina does not occur, thus inhibiting the invasion/metastasis of 
cancer. 

また MMP というのは基底膜の分解に非常に重要であると

いうことがいわれておりますから、このMMPを阻害すること

によって、基底膜への浸潤、ひいてはがんの転移を抑制

できるということから、MMP 阻害剤も多く開発されてまいり

ました。有名なところは、Marimastat、あるいはAG3340とい

ったMMP阻害剤であります。 

Also, many MMP inhibitors have been developed, because MMPs are 
believed to be critical for basal lamina degradation. By inhibiting 
MMPs, it becomes possible to suppress basal lamina invasion, and 
eventually to inhibit metastasis of cancer. The most famous MMP 
inhibitors are Marimastat and AG3340. 

また血管新生阻害はがんの増殖、それからがんの転移を

抑えることに非常の重要なステップでありますので、この血

管新生阻害というものも抗転移薬剤、あるいはがんの増殖

抑制薬剤ということで非常に注目を集めております。特に

Avastinという分子、この分子はVEGFの活性阻害剤であり

ますけれども、すでに臨床試験等が行われているわけで

あります。 

Inhibition of angiogenesis is another very significant step in 
suppressing cancer growth and metastasis. Thus, angiogenesis 
inhibition has also attracted a lot of attention for anti-metastatic drugs 
and cancer growth inhibition drugs. In particular, Avastin, a molecule 
that inhibits the activity of VEGF, is already undergoing clinical trials. 

このように血管新生阻害というのはたんに転移だけではな

くて、がんの増殖、先ほども言いましたように、がんの組織

というのは直径が２ミリメートル以上になると新たな血管新

生が必要でありますから、逆にいうと血管新生を阻害するこ

とによって、いわゆるがん組織、あるいはがん細胞に対し

て兵糧攻めということが可能になるわけであります。 

Inhibition of angiogenesis is not only effective on metastasis, but also 
on cancer growth, because, as I mentioned before, cancer tissues need 
new angiogenesis when their diameter becomes 2 mm or larger. So, in 
a sense, inhibiting angiogenesis is just like using starvation tactics on 
cancer tissues or cancer cells. 

このように抗転移薬剤として、がん転移のいくつかのステッ

プを狙い撃ちにしたような薬剤が開発されてきたわけです

けれども、ただ臨床試験を行うに当たってはさまざまな問

題が指摘されております。 

So, there have been various anti-metastatic drugs developed to target 
certain steps of cancer metastasis, but upon conducting clinical trials, a 
wide range of problems have been pointed out. 

まず一つは、いかに薬剤の効果判定を行うかということで

あります。すなわち患者さんにこれらの薬剤を投与したとき

に、その効果があったのか。 

The first is, how do we evaluate the efficacy of the drugs? In other 
words, when one of these drugs is given to patients, how we can know 
if the drug has any effect? 

実際に抗転移薬剤というのは先程来そのメカニズムを示し

てまいりましたけれども、必ずしもがん細胞の殺傷能力が

あるわけではない。したがって、腫瘍の縮小というものが必

ずしもそれだけでは期待できない部分もあります。 

As I have shown you when explaining the mechanism, anti-metastatic 
drugs do not necessarily have the ability to kill cancer cells. Therefore, 
tumor shrinkage cannot be always expected from these drugs alone 
during the course of treatment. 

ということから、薬剤の効果判定をどのように行うのかという

ことが大きな問題であります。 

The big question, then, is how to evaluate the efficacy of the drugs. 

単純に延命ということで効果判定を行うことができるかという

ことですけれども、通常抗がん剤というのは、がんの組織

がどれだけ縮小したか、あるいはがん細胞が実際になくな

Or, is it possible to determine the efficacy of anticancer drugs simply 
based on improved overall survival? But usually, the effectiveness of 
anticancer drugs in general is evaluated based on how much the 



ったのかということが通常の抗がん剤の効果判定でありま

すので、それと比較いたしますと、抗転移薬剤の開発、あ

るいは効果判定というのは非常に難しいところであります。 

cancer tissue shrinks, or if it actually disappears, so with conventional 
therapeutic approaches, it is very difficult to develop or determine the 
efficacy of antimetastatic drugs. 

一方で、がんの転移には何度も申しておりますように、い

わゆる臓器における微小環境というのが非常に重要であり

ます。というようなことから、この微小環境を調節する、ある

いは制御することによって、転移してきたがん細胞の増殖

を抑制するということは十分可能なはずであります。 

At the same time, as I have mentioned many times, the 
microenvironment in organs is critical for cancer metastasis. 
Therefore, it should be possible enough to inhibit the growth of 
metastasized cancer cells by regulating or controlling 
microenvironments. 

今後ともこのようながん細胞の転移のメカニズム、およびそ

こに関与いたします遺伝子、あるいは分子を同定し、その

機能を解明することによって、このような特に微小環境、こ

の微小環境を制御することによって、がんの増殖抑制を起

こすような治療法ということは可能であるし、今後いかに副

作用のない薬剤を開発するかというところでは非常に重要

なアプローチの一つになるものと考えております。以上で

す。 

By identifying the mechanism of cancer cell metastasis, and the genes 
or molecules involved in this process, to elucidate their functions, it is 
possible to control the microenvironment such that it becomes feasible 
to develop therapies to inhibit cancer growth. These approaches are 
also very important for the development of medicines with much less 
adverse reactions. Thank you. 

 


