
臨床の場で転移・再発したがん患者をみるにつけ，転移機構の解明と対策の必要性

を強く感じる．従来がんの転移能はがん細胞側から論じられることが多かったが，最

近宿主側の要因も重要であることが明らかになってきた．ここではがん細胞側の要因

として蛋白分解酵素の一つである，matrix metalloproteinase 7（MMP7）に注目し

た．われわれはリンパ節転移のある症例とない症例を用い，それぞれのmRNAを dif-

ferential display法で比較することにより，前者で発現の強い遺伝子の中からMMP

7 を同定した．消化器がんを中心とする臨床症例の解析でもMMP7 の高発現例はリン

パ節転移が多く，予後不良であることがわかった．実験的にはMMP7 の遺伝子導入株

では造腫瘍能が高く，また転移能が高いこと，そしてこれには EGFRを介したシグナ

ル伝達が重要であることを明らかにした．

一方，宿主側要因としてケモカインレセプターの一つである CCR7 に注目した．ケ

モカインレセプターはリンパ球，単球，好中球などの細胞膜に存在し，ケモカインの

刺激に応じて移動するのに役立っている．われわれは CCR7 が胃がん細胞株でも発現

していること，さらには臨床検体でも約 70％弱に発現していることを明らかにした．

CCR 7 高発現症例は予後不良で，とくにリンパ節転移が多くみられた．肝転移機構に

ついてはその一端として，最近注目されている Fas-Fasリガンドについて紹介した．

今後がん細胞と宿主の両面からの検討がさらに進むものと期待できる．

転移・再発をしやすい，すなわち悪性度の高いがんを見いだすための診断法も進歩

している．この中で cDNAマイクロアレイを用いた包括的診断の利用について述べ

た．cDNAマイクロアレイを用いたデータを蓄積することで，個人の再発の可能性を

かなり的確に判断できるようになると期待している．
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はじめに

がん転移機構の解明は，がんを扱う外科医

にとってもっとも重要な課題の一つである．

転移巣に対する治療自体は先人の努力により

少しずつ進歩してはいるものの，現在までブ

レイクスルーはない．治療成績の向上を図る

ためには，転移機構の解明を通して新しい分

子標的を探るなどの努力が必要なのは言うま

でもなく，多くの先人がこれを行ってきた．

われわれは臨床的観点から転移機構を解明す

べく研究を行っているので紹介する．とくに

がん細胞と宿主の両面からの研究の重要性

と，cDNAマイクロアレイを用いた包括的診

断の利用価値について述べたい．

1．がん細胞の浸潤能

われわれはリンパ節転移のある症例とない

症例を用い，それぞれの mRNAを differential

display法で比較することにより，前者で発現

の強い遺伝子の中から matrix metalloprotein-

ase 7（MMP7）を同定した1）．MMP7は蛋白分

解酵素の一つである MMPのファミリー中最

小の構成単位からなるもので，matrilysinと

も呼ばれる．従来 MMPの中では，がんの浸潤

に関与するものとして MMP2，MMP9などの

間質コラーゲンを分解する酵素が注目されて

きた．しかし最近の研究で，この両者を活性

化しうる MMP7についても多くの研究成果

が蓄積されつつある．

消化器がんを中心とする臨床症例の解析で

も MMP7の高発現例はリンパ節転移が多く，

予後不良であることがわかった（図 1）．これ

は検索した食道がん，胃がん，大腸がんのい

ずれでも認められた2）．そこでわれわれは，

術前の生検標本での発現を調べることで手術

前に悪性度の評価ができないか検討中であ

る．

実験的には MMP7の遺伝子導入株では造

腫瘍能が高く，また転移能が高いこと，そし

てこれには EGFRを介したシグナル伝達が

重要であることを明らかにした．また，中和

抗体を用いると転移浸潤能が抑制されること

も示した．MMP7の遺伝子導入株と親株との

DNAマイクロアレイによる比較では，いくつ

かの興味ある遺伝子が異なる発現をすること

がわかった．今後，MMP7からのシグナル伝達

のどのレベルでの制御が最も効率よく転移・

浸潤を抑制するか，また副作用は最も少なく

なるかを検討する必要がある．これにより，

新規がん治療薬への展開が期待される．

浸潤・転移に関与する遺伝子として同定し

た他の重要なものに食道がんにおける cysta-

tin B，Grb73），胃がんにおける細胞周期関連

図 1 食道癌におけるMMP 7 の発現（A）と
予後（B）

T はがん組織を，Nは同一症例の対照正常

粘膜組織を示す
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遺伝子のp274），大腸がんにおけるMRP1�CD9

などがある．また FEZ1など興味深い遺伝子

も同定しているが，詳細は他に譲る5）．

2．宿主側の要因

転移にはがん細胞のみの性質だけではな

く，宿主側の要因も重要であることが再認識

されつつある．これは最近の乳がんの転移の

研究で明らかにされたことであるが，高転移

細胞にはケモカインレセプターの一種である

CXCR4が発現している．一方，そのリガンド

であるケモカインの SDF-1は骨や肝臓，ある

いは肺などに高発現している．そのため乳が

図 2 A．ケモカインレセプター（CCR7）を有するがん細胞はそのリガンド（SLC，ELC）を
発現するリンパ節に誘導される

B．CCR7 を発現する胃がん患者は明らかに予後不良であり，これにはリンパ節転移
が関与している
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ん細胞はこれらの臓器を循環中にトラップさ

れ，生着することで転移を形成すると考えら

れる6）．ケモカインは約 40種類が知られて

おり，それに対応するケモカインレセプター

図 4 cDNAマイクロアレイ法の原理

異なる 2つのサンプル間の遺伝子発現量を蛍光色素の比で調べる

図 3 大腸がんの肝転移形成

大腸がん細胞は Fas リガンドを発現し，肝細胞は Fas を発現している．このため Fas-Fas

リガンドにより肝細胞のアポトーシスが誘導され，大腸がん細胞は置換性発育を示す
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も約 14種類知られている．

われわれはケモカインレセプターの一つの

CCR7が食道がんの 44％，胃がんの 66％，大

腸がんの 66％，乳がんの 26％に発現してい

ることを明らかにした．そのリガンドである

ケモカインの SLC，ELCはリンパ節で高発現

している．このためわれわれは胃がんのリン

パ節転移に関わる因子を調べた結果，CCR7

の発現はリンパ管浸潤，深達度，組織型より

も強くリンパ節転移に関与することを多変量

解析を用いて明らかにした（図 2）．CCR7を発

現する胃がんはリンパ節転移が多く，予後は

不良であった7）．

一方，最近大腸がんの肝転移について興味

ある知見が報告されている．肝細胞には細胞

のアポトーシスを誘導する Fasレセプターが

発現していること，さらに肝転移しやすい大

腸がん細胞には Fasリガンドが発現している

ことである．このことは大腸がん細胞が Fas-

Fasリガンドシステムを利用して肝臓内に転

移巣を形成する可能性を示したもので8），遠

隔転移形成のあらたな機序として注目されて

いる（図 3）．

3．cDNAマイクロアレイを用いた

悪性度診断

前述のように，がんの転移にはがん細胞側

の要因と宿主側の要因が関与している．臨床

の場でこれを総合的に評価するものとして，

従来病理学的検討が行われてきた．また最近

では，いくつかの遺伝子が再発予測因子とな

りうるとして検討されてきた．しかし，個々

の遺伝子を調べても一定の限度があることを

経験的に感じる．そこで多くの遺伝子を網羅

的に調べることで，個々のがんを遺伝子レベ

ルで特徴づけることができるのではないかと

の期待が高まっていた．このような中で

cDNAマイクロアレイが発表され，がぜん注

目され，さっそく広い範囲で用いられてきて

いる9,10）．本法は一枚のスライド上で数百か

ら数千の単位の遺伝子発現を一度に調べるこ

とができる画期的な方法である（図 4）．

われわれは，本法を用いて胃がんの転移の

結果としての予後（悪性度）判定を試みてい

る．胃がんの腫瘍部と非腫瘍部より作製した

cDNAを，約 500個の遺伝子を搭載したマイ

クロアレイで調べた．腫瘍径（大・小），深達

度（深・浅），リンパ節転移（あり・なし）など

5つの因子のそれぞれの二つの間（たとえば

リンパ節転移のあるものとないもの）で発現

差のある遺伝子をピックアップし，最終的に

78個の遺伝子をピックアップした．それぞれ

の遺伝子の発現の重みを求め，発現係数をつ

けた．78個の遺伝子の発現量と発現係数を掛

け合わせ，それを足して発現のポイントを求

め，これを prognostic scoreとした．その結果

100点以上と 100点未満の 2グループに分け

られ，前者は予後不良であり，一方後者は予

後良好であることが示された．未だ prelimi-

naryではあるが，本法により個々の患者の悪

性度を数値化でき，従来確率論で求められて

いたものに対し，より客観的評価ができる可

能性が示された．現在症例を重ねて検討中で

ある．

おわりに

臨床の場におけるがんは，一言でいうと多

様性で特徴づけられる．この多様性をサイエ

ンスに基づいてクラス分けし，治療法を決定

する作業はきわめて重要である．これなくし

ては従来の医療を越えることはできない．今

後の発展には新しいツールの導入と，基礎学

者と臨床医のさらなる連携が必要で，この強

化が望まれる．また転移を完全に抑制する分

子標的の発見は容易ではないが，これを成し

遂げるためにも多様性の起こる機序の解明が

必要である．
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質 疑 応 答

座長（今村） ありがとうございました．大

変明快なお話であったと思いますが，フロア

からご質問，コメントをお願いいたします．

曽根三郎（徳島大） マイクロアレイを使っ

て，その遺伝子発現情報を解析し，悪性度を

みるということは大切な方法だと思います

が，先生の用いた系の中で，EGF receptor

とか，血管新生に関係する VEGFとか basic

FGFとか PDGFといった遺伝子なども含ま

れていたのか，その結果 MMP7とサバイビン

とか CDK-4とかが悪性度と非常に関係が

あったと結論しえたのか教えていただけます

か．

森 あれは例として 4つの遺伝子を示し

ましたが，5点取った遺伝子の中に EGFRと

PDECGFは入っています．

曽根 そうですか．かなり強い相関がある

ということですね．

座長 他にいかがでしょうか．先生は EGF

と MMPのクロストークのお話をされました

が，その方はかなりもう evidenceがあるわけ

ですか．

森 いろいろ evidenceが蓄積されてきて

います．それから曽根先生が先ほどおっしゃ

いましたが，MMP自体 angiogenesisにも非常

に関わっていますが，MMP7でもそういう

データが出てきていますし，Wntのシグナル

で APC-βカテニンを介するシグナル系があ

るのですが，その中で βカテニンで転写活性

が増す遺伝子の一つとしても MMP7が上

がってきていますので，やはり何か重要な役

割をしているのではないかというふうに考え

ています．

座長 リンパ節への affinity，親和性の問題

でケモカインとその receptor，リガンドと re-

ceptor関係ということがあったわけですが，

そのことでどなたかご質問はございません

か．これは今までもそういう trialはあったわ

けですか．

森 これはたぶん私どもの仕事が初めてだ

ろうと思います．

座長 ほかのがんでもこのようなことが証

明されて行けば面白いと思いますが．これは

リンパ節転移だけですね．血行性転移との関
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連性はどうでしょうか．

森 結局高い群と低い群で分けますと，リ

ンパ節転移を介してのことだろうと思います

が，やはりいろいろなリンパ節転移以外のも

のにも関与はしています．ただリンパ節転移

に関与する因子として多変量解析をしまして

も，一番重要な factorで出てきますので，や

はりリンパ節転移に最も関係しているという

ふうに考えています．

座長 それからマイクロアレイは，個々の

研究施設でいろいろ行われているわけです

が，いろいろな遺伝子の異常を指摘できても，

それを本当に突っ込んで行く方法は案外むず

かしいのではないかと思いますが，そういう

ことに関して何かご提言がございますか．

森 私どもも非常に経験が浅くて，まだ 50

例程度しかやっておりません．先生がおっ

しゃいますように，確かにクラスター解析と

いうのは，非常にむずかしいというか，私ど

もがやるわけではなくて，いろいろな統計学

者に手伝っていただきながらやるのですが，

それでも非常にむずかしいというのが実感で

す．逆にいえば，重要な遺伝子をピックアッ

プして，それをあのようなポイントのような

形で見る方が，個々の症例の判断にはむしろ

よいのではないかというふうに考えていま

す．

座長 今まで実験的，あるいは臨床的に見

つかっている分子をターゲットとして絞っ

て，それを中心に意義づけてしていくという

ことになるのでしょうか．まったく新しいも

のの意義を確認していくということは非常に

むずかしいようですね．

森 新しいものを見つけるということは，

遺伝子の搭載数を， ESTを含めて増やして，

共通するものをピックアップしてきました

ら，それで新規のものを見つけて行くことは

できると思いますし，それ自体はそれ程むず

かしくはないと思います．ただそれの意義づ

けというか，functional assayはまた一つずつ

むずかしいだろうと思います．

座長 いろいろな遺伝子が上がってくるの

ですが，それがどういう意義を持っているか

ということの解析は非常にむずかしいわけで

すね．ありがとうございました．
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