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第 2 4 回日本がん転移学会学術集会･ 総会の開催にあたって

　

会長　伊藤和幸（大阪府立成人病センター研究所）

　この度、2015 年 7 月23 日（木）、24日（金）の両日、シテイプラザ大阪において第

24回日本がん転移学会・学術集会を開催させて頂く事になりました。大変光栄に存じま

すと共に身の引き締まる思いで、心から会員の皆様方に厚く御礼申し上げます。

　1992 年日本がん転移研究会が故・明渡均先生（顧問）、故･鶴尾隆先生（名誉会員）ら

を始めとする先人方の素晴らしい先見とご尽力で設立されて以来、本会はシンボルマーク

の基になった基礎・臨床・企業が三位一体となってがん転移に立ち向うという基本理念が

連綿と受け継がれてきた“大変ユニークな学会”であると認識しております。歴代の会長

を始め皆様方のご尽力で、“がん転移”をテーマにした学会としては世界で最大の会員数

を維持しております。初期の頃は転移のメカニズムや動物実験モデル、臨床・病理に於け

る転移の病態の発表等が中心でしたが、20年以上が経過し、種々の薬剤等が開発、試験

され治療法が本当に手の届く所までやってきました。そこで第23回太田会長の素晴らし

い会を踏襲し、今回の学術集会のテーマを“がん転移のDriverに迫る！” としました。

現在計画中の骨転移を始めとするいくつかのシンポジウムでは、実際の臨床現場、基礎研

究、創薬を各々の立場から広い視野で討論し、真のDriver分子と標的治療に迫れればと

思います。又、国際転移学会（MRS）から若手研究者を招聘し、最新の研究にも触れて頂

ければと思います。いつも通り若手会員の活躍の場であるポスター会場は、活発な討論を

していただく為にスペースを広く取り、各種ドリンク・軽食を用意しております。また、

会員相互の情報交換の機会として全員懇親会も例年通り予定しております。

　７月の大阪は、天神祭に代表される様に暑い季節ですが、鱧を始めとする美味い食べ物

も沢山あります。出来るだけ多くの会員の皆様方に御来阪頂き、大阪で４回目の転移学会

を例年同様熱く盛り上げて頂きます様、何卒宜しくお願い申し上げます。

　会　期　：　平成27年（2015年）7月23日（木）～24日（金）　

　会　場　：　シティプラザ大阪（大阪市中央区本町橋 2-31）

　テーマ　：　“がん転移のDriverに迫る！”

大阪府立成人病センター研究所　生物学部門

〒537-8511　大阪市東成区中道1-3-3　

TEL：06-6972-1181（内4213）　FAX：06-6973-5691

【総会事務局】　笹川 覚、　島谷  尚子

E-mail: jamr2015-office@umin.ac.jp

総会事務局



第 2 3 回日本がん転移学会学術集会・総会を終えて

第23回日本がん転移学会会長　太田哲生

（金沢大学　消化器･乳腺･移植再生外科)

　第23回日本がん転移学会学術集会・総会を平成26年7月10日（木）、11日（金）の2

日間にわたり、金沢市文化ホールと金沢ニューグランドホテルにおいて開催させて頂きま

した。開催前日は7月としては珍しく台風8号が九州地方に上陸しましたので、交通機関

の乱れ等により会員の先生方のご来沢に影響がでるのではないかと大変心配しました。し

かし、幸いにも雨は降ることはなく、学会第1日目に小雨がわずかにぱらついた程度で、

全体としては天候にも恵まれ、334名の会員の先生方に参加していただきました。ここに、

2日間にわたって学会に参加して頂きました会員の皆様方に心よりお礼を申し上げます。

　本学術集会は、基礎、臨床、企業の研究者が一同に会し発表・討論するという類い稀な

る学会であり、前回の学術集会で「がんの不均一性：理解と対応」をテーマに掲げられて

素晴らしい学術集会を主催されました谷口俊一郎先生の「がん転移研究に対する熱い思

い」を継承するという意味も込めまして、今回の学術集会のテーマを「がん転移を引き起

こす微小環境の病態に迫る！」として演題を募集しました。そして、①がん細胞の転移形

質（継続主題）、②がん間質内での免疫寛容と転移、③がんの進展・転移における血小板

の役割の3つのシンポジウム、がんの進展や転移に関わるワークショップや一般演題を合

わせて、総数194題の貴重な研究を発表して頂きました。各セッションを担当して頂きま

した座長の先生方、そして素晴らしい研究発表をして頂きました演者の先生方に心より感

謝を申し上げます。

　教育セミナーでは、「がん免疫治療における免疫寛容の対策と工夫」と題しまして、遠

藤格先生（横浜市大）と神垣 隆先生（瀬田クリニック）に、日常診療での“がん治療に

おける自然ならびに獲得免疫の関与とその重要性”について詳細にご講演して頂きまし

た。また、総会では、第18回学会奨励賞を受賞された園下将大先生（京都大学）と谷口博

昭先生（東京大学）の授賞式が執り行われ、受賞された両先生には、その研究内容を翌日

のInternational session(1)で発表して頂きました。いずれの発表も大変興味深く、すば

らしい研究内容であり、会場からもその研究成果を高く評価する声が多く聞かれました。

受賞されました両先生の今後益々のご発展を心より祈念いたします。また、総会の締めく

くりとして、第24回学術集会・総会会長である大阪府立成人病センター研究所の伊藤和幸

先生から次回開催の抱負を述べて頂きました。

　会長講演では、私が長年携わってきた難治性膵癌の臨床的ならびに基礎的研究の一端

を、これまでの常識を覆す新たな視点から発表させて頂きました。とくに、①膵癌は決し

て"hypovascular tumor"ではない！、②癌間質内において血小板は血管外に遊走し、癌細

胞の上皮間葉転換 (EMT) や免疫寛容状態を誘導する等の基礎的研究成果を踏まえて新し

く提唱した「膵癌の微小環境再構築に向けた新規治療法（MAL療法）」は、極めて予後不良

な膵癌で苦しんでいる患者への福音となる革新的新規治療法であると自負しております。

どうか、会員の先生方におかれましては、これを機会にMAL療法の有用性について、より

一層理解を深めていただければ幸いです。何卒よろしくお願いいたします。



　ところで、今回の研究

発表はすべて英語表記に

して頂きましたが、とく

にポスター会場内では質

問が飛び交って大いに討

論が盛り上がり、そのた

めに熱気が充満して空調

の設定温度を最大限に作

動させても室内温度がか

なり高くなるという想定

外のトラブルに見舞われ

ました。また、ランチョ

ンセミナーでは、学会会

場が金沢繁華街や近江町

市場に近いことから、昼

食を学会会場外に求める参加者が相当数いるであろうと考えておりましたが、我々の予想

に反して会場内は想定外に盛況となり、弁当が足りなくなって急遽追加注文するといった

トラブルにも見舞われました。本学会員の学問に対する真摯さを改めて実感した次第で

す。

　最後になりましたが、第23回学術集会・総会の閉会をもちまして、私の会長としての

任は解かれたわけでありますが、この度の学術集会・総会を成功裏に終えることができま

したのも、偏にご指導・ご鞭撻を賜りました名誉会員・理事・評議員の先生方、さらには

多くの会員の先生方の温かいご支援とご協力の賜物と深く感謝を申し上げます。また、本

学術集会・総会の開催および運営に多大なご協力・ご協賛を頂きました企業ならびに金沢

大学十全医学会、金沢大学第二外科同門会の関係者の皆様方にも心よりお礼を申し上げま

す。ほんとうにありがとうございました。



平成26年7月10日(木)評議員会で下記報告事項と議案が審議され、さらに同日の総会

において報告・承認された(総会出席62名、委任状73通）。

Ⅰ-１．庶務報告

　　１）会員状況（平成26年7月1日現在）

　　　　顧　　問：3名　　　　　名誉会員：16名　　　功労会員：18名

　　　　個人会員：641名　　　  法人会員：8社

　　　

　　事業報告

　　１）学術集会

　　　　平成25年7月11日・12日、ホテルブエナビスタ(松本市)に於いて学術集会を開催。

　　２）評議員会・総会

　　　　平成25年7月11日の学術集会開催時、ホテルブエナビスタに於いて評議員会の

　　　　議を経て平成24年度収支決算・平成25年度予算、第23回副会長伊藤和幸選任

　　　　を審議決定し、総会にて報告した。

　　３）理事会を３回(H25.10.4：横浜、H26.2.27：東京、H26.7.9：金沢）開催した。

　　４）ニューズレターの発行

　　　　　　Vol.42（平成25年10月）、　Vol.43（平成26年5月）

　２．平成25年度収支決算および監査報告書が提出され承認された（次ページ）。

　３．平成26年度予算(案）が承認された（次ページ）。

　４．平成26年度役員（会長・理事・監事）が承認された（p14）。

　５．次期副会長に鳥取大学の清水英治理事が選出された。

　６．第10,15回会長の曽根三郎先生が名誉会員に、久保田俊一郎先生、宮崎香先生が

　　  功労会員に推戴された。

　７．研究奨励賞を2名に授与した。

　　　　園下将大（京都大学大学院医学研究科  遺伝薬理学）

　　　　谷口博昭 （東京大学医科学研究所　抗体ワクチン治療研究部門）

第 23 回日本がん転移学会総会記録



平成 25 年度収支決算

（収入の部） （支出の部）

（財産目録）

平成 26 年度予算

名誉会員

 　曽根 三郎

功労会員

　　久保田 俊一郎

　　宮崎 香

　　　 　自　平成25年 1月 1日

　　　　 至　平成25年12月31日

科　　目 予　算 決　算 差　異

 年会費 ( 4,600,000 ) ( 4,762,000 ) ( 162,000 )

　個人会費 3,000,000 3,162,000 162,000

　法人会費 1,600,000 1,600,000 0

 預金利息 ( 500 ) ( 469 ) ( △ 31 )

　普通預金 500 469 △ 31

収入合計 4,600,500 4,762,469 161,969

繰 越 金 9,715,415 9,715,415 0

総　　計 14,315,915 14,477,884 161,969

　自　平成25年 1月 1日

至　平成25年12月31日

科　　目 予　算 決　算 差　異

事　業　費 ( 2,900,000 ) ( 2,900,000 ) ( 0 )

 学会総会補助費 2,000,000 2,000,000 0

 研究推進活動費 500,000 500,000 0

 研究奨励賞費 400,000 400,000 0

会　議　費 ( 500,000 ) ( 411,210 ) ( 88,790 )

 理事会等会議費 500,000 411,210 88,790

管　理　費 ( 2,375,000 ) ( 2,117,694 ) ( 257,306 )

 印刷製本費 300,000 226,800 73,200

 通信運搬費 350,000 308,088 41,912

 消 耗 品 費 50,000 13,702 36,298

 給与・手当 1,320,000 1,316,703 3,297

 旅　　　費 60,000 73,780 △ 13,780

 諸　雑　費 50,000 50,690 △ 690

 賃　貸　料 230,000 127,931 102,069

 ホームページ費 15,000 0 15,000

予　備　費 ( 1,000,000 ) ( 0 ) ( 1,000,000 )

支出合計 6,775,000 5,428,904 1,346,096

繰 越 金 7,540,915 9,048,980 0

総　　計 14,315,915 14,477,884 161,969

※：平成26年度「第23回日本がん転移学会学術集会(総会)」補助費

※

　自　平成25年 1月 1日

至　平成25年12月31日

科　目
Ⅰ資産の部

　 流動資産

　　普通預金 りそな銀行 1,935,430

　　郵便振替口座 113,550

　　郵便定額預金 7,000,000

　 流動資産合計 9,048,980

　 資産合計 9,048,980

Ⅱ負債の部

　 流動負債

　　未払金 0

　 流動負債合計 0

　 負債合計 0

正味財産 9,048,980

金　額

　自　平成26年 1月 1日

至　平成26年12月31日

科　　目 収入予算 科　　目 支出予算

 年会費 ( 4,400,000 ) 事　業　費 ( 2,400,000 )

　個人会費 2,800,000 　学会総会補助費 1,500,000

　法人会費 1,600,000 　研究推進活動費 500,000

　研究奨励賞費 400,000

 預金利息 ( 500 ) 会　議　費 ( 500,000 )

　理事会等会議費 500,000

管　理　費 ( 2,165,000 )

　印刷製本費 250,000

　通信運搬費 300,000

　消 耗 品 費 30,000

　給与・手当 1,320,000

　旅　　　費 60,000

　諸　雑　費 60,000

　賃　貸　料 130,000

　ホームページ費 15,000

予　備　費 ( 500,000 )

500,000

収支合計 4,400,500 5,565,000

繰 越 金 9,048,980 7,884,480

総　　計 13,449,480 13,449,480

※：平成27年度「第24回日本がん転移学会学術集会(総会)」補助費

※



寄稿：私のがん転移研究：　がんの細胞外マトリックス分子とともに

宮崎香功労会員（神奈川県立がんセンター/元横浜市立大学木原生物学研究所）

　この度はがん転移学会の功労会員にご指名いただき、大変光栄に思っております。私に

とって本学会は、親しい研究者仲間と交流し、さらに臨床分野や企業の研究者とも情報交

換ができる、大変貴重な場でありました。今回ニューズレターに寄稿を依頼されましたが、

特別な話題も思いつかず、私自身の研究を振り返り、紹介させていただきます。

　私は1971年に大阪大学蛋白質研究所にてがんの生化学的研究を始め、1979～1981年の

留学先（California 大学San Diego 校）で細胞培養を用いた研究を始めた。帰国後、ラッ

ト肝細胞株のラウス肉腫ウイルスによるがん化の実験を行い、ラットの血清中には正常上

皮細胞に特異的な増殖阻害因子（後にTGF-βと判明）が存在すること、肝細胞のがん化に

よってフィブロネクチン分解性メタロプロテーゼの発現が誘導されることを見出だし、こ

れらの未知分子の同定を進めた。1988年に横浜市立大学木原生物学研究所に移動後もプロ

テアーゼの研究を継続した。その頃米国では、Lance Liottaらによってがんの転移にIV型

コラーゲン分解性のメタロプロテーゼ（現在のMMP2とMMP9）が重要な働きをすることが指

摘され、注目されていた。そのため、私もがんの転移機構を強く意識するようになり、研

究室の学生達とヒトがん細胞が分泌する細胞外マトリックス（ECM）分解性プロテアーゼの

探索を本格的に開始した。私たちが分析に用いたザイモグラフィーという方法は当時まだ

ほとんど使用されていなかったため、いくつかの新しいプロテーゼや阻害分子を見つける

ことができた。一連の研究で、多くのヒトがん細胞が種々のメタロプロテーゼ（MMP）やト

リプシンなどのセリンプロテーゼとその阻害分子を分泌することが明らかになった（Cancer

Res 52:5046, 1992）。その中で、大腸がん細胞が未知のプロテーゼを分泌することを同定

し、matrinと名づけた（後にmatrilysin/MMP-7と改名）（Cancer Res 50:7758, 1990）。

Matrilysinは多くのMMPのプロトタイプと言える最少単位の構造をもつ。本酵素が正常上

皮や間質細胞ではほとんど検出されないが、大腸がん、肺がん、膵がんなどで高率に発現

することや、ヌードマウスを用いた実験で大腸がん細胞の肝転移を促進することが分かっ

た（Oncogene 22:8662, 2003）。本酵素はがん細胞に対する特異性が高いことから、多数

のMMPの中でも重要な標的酵素と考えている。また、私がプロテーゼの研究を始めるきっ

かけとなったフィブロネクチン分解性のメタロプロテーゼはstromelysin　（MMP-3）と同一

酵素であることが判明した。その後新規MMPの発見が相次ぎ、特に清木元治教授（当時金

沢大学がん研究所）グループによる複数の細胞膜結合型MMP（MT-MMP）発見はがん転移研究

に大きなインパクトを与えた（Nature 370:61, 1994）。この頃がMMPの研究が、世界のが

ん研究で最も注目された時期で、世界の製薬会社は競ってMMP阻害剤の開発を行った。し

かし、低分子MMP阻害剤はいずれも特異性が低いため副作用が強く、がん治療薬としての

開発は失敗した。私たちはいくつかの天然のプロテーゼ阻害分子を見出したが、その一つ

としてβアミロイドタンパク質（bAP)前駆体（APP）に存在するMMP2特異的阻害ペプチド

（APP-IP）を見いだした（Nature 362:839, 1993）。APP-IPの生理的意義はいまだに不明で

あるが、最近その活性をさら高めた融合タンパク質（APP-IP-TIMP2）の作成に成功した



（JBC, 288:9066, 2013）。このように、重要なMMP分子種に特異的な阻害分子は薬剤として

も有望と思われる。がん由来トリプシンはMMPに比べてあまり注目されていないが、胃がん、

卵巣がん、肺がんなどの腹膜播種に関与する可能性がある。先日のがん転移学会で太田哲生

会長のトリプシンに関する講演をお聞きした。ぜひ臨床応用につなげて欲しいものである。

　私たちはプロテーゼの研究の一方で、胃がん細胞が珍しい細胞運動因子を分泌することを

見いだし、ラドシンと名づけた（PNAS 90:11767, 1993）。その後このタンパク質は表皮角

化細胞が分泌するECM分子と同一分子であることが判明し、ラミニン5、また最近ラミニン

332　（Lm332）と呼ばれるようになった。がん細胞が分泌する細胞運動因子は浸潤や転移に

関係するはずだと考え、その構造や機能に関してプロテーゼ以上に精力的に研究を行ってき

た（Cancer Sci 97:91, 2006）。このラミニンは上皮基底膜の重要な成分で、上皮細胞を基

底膜に安定に接着させる働きをしている。肺、食道、口腔がんなどではLm332の発現が非常

に高く、また多くの腺がん組織ではがん浸潤先進部位でLm332のγ2鎖が過剰に発現する。

がんの悪性進展におけるLm332やγ2鎖の機能は重要と考えられ、現在も研究を継続してい

る（Int J Cancer 127: 2031, 2010）。私たちはまた、ラミニン3B32、ラミニン3B11の新

規ラミニンの存在を明らかにし、発現系を構築した(JBC 279:24774, 2004; JBC 285:35068,

2010)。現在、Lm332や両新規ラミニンの再生医療への応用を試みている。私がもう一つ注

目した細胞接着分子として、腫瘍血管に異常に蓄積するTAF/angiomodulin（AGM）がある

（PNAS, 93: 8384, 1996）。AGMは腫瘍抑制作用も報告されているが、私たちはAGMががん

の間質形成や血管透過性の亢進を進め、がんの悪性進展に寄与すると考えている（Cancer

Med 3:537, 2014）。

　以上のように、私はずっとがんのECM分子とともに歩んできた。上記以外の分子を含め、

がんの微小環境は正常組織とは著しく異なる。まさしく、がん細胞が自らの環境を変え、そ

の生存や悪性進展に利用しているものと思われる。これらの微小環境因子を標的とする薬剤

は直接的な抗がん作用はなくても、がんの悪性進展を抑制し、患者ががんと共存するための

薬剤として有効である可能性がある。

　私は今年３月に長年勤めた木原生物学研究所を離れ、現在は神奈川県立がんセンターに小

さい実験スペースを得ている。ここではたまたま旧知の今井浩三先生（新所長）や卒業生の

越川直彦さん（細胞生物学部部長）と一緒になり、私も微力ながら研究を続けている。上記

の研究材料に興味のある方はぜひお声をかけていただきたい。

会期　：　2016年 9月16日～20日

場所　：　中国（成都）

多数の参加をお願いします。

M R S (国際転移学会)20 1 6 のご案内



谷口 博昭（東京大学医科学研究所  抗体ワクチン治療研究部門）

　研究課題：再発・転移性がんに対する新規診断・治療法の開発

第 18 回日本がん転移学会研究奨励賞を受賞して（１）

　このたび、第23回日本がん転移学会学術集会に於きまして、第18回研究奨励賞を受賞

させて頂きました。このような名誉ある賞を頂き、身に余る思いで御座います。大会会長

の太田哲生先生をはじめ賞選考委員の先生方、ご推薦を頂きました神奈川がんセンター越

川直彦先生、日頃からご指導、御協力頂いております諸先生方に改めて深く感謝しており

ます。

　私と医学研究の関係を今までの日本がん転移学会での研究発表と併せて御紹介申し上げ

たく存じます。

　平成13年に札幌医科大学を卒業致しまして、同大学第一内科で当時教授であった今井

浩三博士の御指導の下、初期臨床研修を行いました。併せて消化器内科と深い関係にある

同大第一外科で研修を行わせて頂きました。

　大学時代は、多くの知識を得た上での深い洞察力、迅速な判断力・行動力こそ患者を救

える力である、と盲目的に信じて熱く学業に励んでおりました。しかしながら、それは事

実である反面、実臨床の現場に立つと、医学に限界があることも思い知る－これは、臨床

医であれば、必ず直面する問題で御座います。それを克服する学問が医科学で御座いま

す。専門課程の際に受けた授業に、分子生物学と医学のリンケージ、を中心に据えた講

演・講義が御座いまして、その講義の中心メンバーであったのが私の入局先である、第一

内科の諸先輩で御座いました。

　と書き綴りますと、いかにも真面目な大学院生になったのだろう、と思われるところで

すが、大学院に入学した当初は関連病院である消化器専門病院で医員をしており、内視鏡

や胆膵系の処置を先輩の女医さん達に御指導賜り、野戦病院での処置・手技に嵌っており

ましたので、真面目に研究室に深夜まで籠っていたかと言えば、そうではありませんでし

た。しかし、当時、出会った治療の甲斐なく亡くなった患者さん達の顔は、今でも鮮明に

覚えております。

　そんな最中に、研究の御指導を頂いていた今井浩三博士（現、東京大学医科学研究所　

特任教授）、山本博幸博士（現、聖マリアンナ医大　消化器肝臓内科　准教授）より、故

磨伊正義先生が主催されました第12回がん転移学会に於いて演題発表する機会を与えて

頂きました。消化器病、膠原病の地方会に演題発表しておりましたが、全国学会初参加が

金沢での本学会で御座いました。緊張しすぎて、前日、ホテルで一人予行を何度も何度も

行ったのですが、発表の際の記憶は真っ白でほとんど残っておりません。「大腸癌におけ

るEtsファミリー転写因子E1AF/PEA3の発現と癌進展、予後およびMMP発現との関連」に

関して報告させて頂きました。当時、教室では「消化器癌とMMP7の発現」が研究の柱の

１つであり、私はRT-PCR、Western blotや免疫染色、細胞培養の手技を教えて頂くとと

もに、御指導のままにデータを出しておりました。

　翌年、改心して？研究室に滞在する時間が大幅に増えまして、消化器癌とEtsファミ

リー転写因子E1AF/PEA3の関連を調べるとともに、山本博士の研究テーマである大腸がん



のマイクロサテライト不安定性の研究を介して、hMLH1の DNAプロモータの異常メチル化

や教室で研究を行っていた消化器癌のWNTシグナルに関連する分子のDNAメチル化異常に

注目するに至りました。この頃には、シークエンス解析、DNAのメチル化解析、細胞を用

いた機能解析、フローサイトメーターをどうにか操れるようになっていたように記憶しま

す。PUBMEDで検索した文献で、現在行っている研究に繋がる仮説を立てたりすることが

面白くなってきた頃でした。成長が遅いのは私の資質の無さだったのかもしれません･･･。

　その年に、横田淳先生が主催された第13回がん転移学会に於いて「胃癌におけるEts

ファミリー転移因子E1AF/PEA3の発現と癌進展、予後およびMMP発現との関連」に関して

報告させて頂いております。横田先生には後日、私の留学先であったスペイン国立がん研

究センターでの御講演の際にお目にかかることになりました。

　翌年、門田守人先生が主催された第14回がん転移学会に於いて、山本博士の下、留学

生が中心に行っておりました、食道扁平上皮癌におけるMMP-26に関する研究、また、第

一内科において先進的なIGF-IRに対する治療開発を行われている足立靖博士との研究に

関する内容を報告させて頂きました。

　学位論文となりました「消化器腫瘍における転移、浸潤に関与するWntシグナルの抑制

分子であるWIF-1の消化器腫瘍における異常メチル化」が国際誌に受理され、その内容を

反映した「早期大腸腫瘍のRAS-RAF及びWnt signaling pathwayにおけるgenetic、epige-

neticな異常と浸潤・転移との関連」を、曽根三郎先生が主催された第15回がん転移学会

に於いて報告させて頂きました。この際にTravel Awardを頂いており青二才で金欠で

あった私にとりまして、まさに感謝感激で御座いました。さらに、血管新生を介して遠隔

転移を促進するhedgehogシグナルの抑制分子であるHHIPの消化器腫瘍における異常メチ

ル化を報告しております。

　その後、学会参加よりしばし離れることとなりました。腫瘍の発育進展とエピゲノム異

常の関連性の解析をテーマとして、スペイン国立がん研究センター分子病理部門、及びス

ペインカタルニア州がん研究センターエピゲノム研究所に留学する機会を与えて頂いたた

めです。

　この際、奨学金を死ぬ気で取りに行きました。最悪、借金してでも留学させて欲しい、

と妻に宣言したのも今となっては良い思い出？です。結果、大正製薬には足を向けて寝ら

れなくなりました。

谷口博昭、太田会長、園下将大



園下 将大（京都大学大学院医学研究科 遺伝薬理学）

（Dept. Developmental and Regenerative Biology,
Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA）

　受賞課題：Identification of therapeutic targets in colorectal cancer metastasis using genetically engineered
　　　　　 mouse models

第 18 回日本がん転移学会研究奨励賞を受賞して（２）

　さる７月10～11日に金沢市で開催された第23回日本がん転移学会学術集会・総会にて、

第18回日本がん転移学会研究奨励賞を頂戴しました。身に余る光栄であり、推薦をいただ

いた京都産業大学の板野直樹先生、審査委員の先生方、記念講演の座長をしてくださった

金沢大学の向田直史先生、富山大学の早川芳弘先生にこの場を借りて御礼申し上げます。総

会でもがん転移研究の最先端を学ぶことができ、大変充実したありがたい機会でした。ホ

スピタリティーあふれる素晴らしい会を会長として作り上げられた金沢大学の太田哲生先

生、そして運営事務局の方々に、あらためて深謝いたします。

　さて、総会でも活発に議論がなされていた通り、がん細胞の浸潤・転移は、がん細胞と

周囲の間質細胞との相互作用によって促進、あるいは抑制されるものです。近年の研究に

よりこの相互作用の本態が明らかになりつつあるのも事実です。しかしながら、有効な予

防・治療法が確立されたとは言い難く、さらなる機序解明や治療標的候補の同定が急務と

なっています。今回受賞対象となった課題は、まさにこの点を解決すべく私が大学院生の

頃から取り組んでいるものです。我々がFAP（家族性大腸腺腫症）のモデルとして最初に作

出したApc変異マウス(Apc△716マウス)では、腸上皮細胞でWntシグナル伝達経路が活性化

し、良性の腺腫が発生します。我々はまず、この良性腫瘍の発生・成長には間質細胞から

のプロスタグランジンE
2
 (PGE

2
)の供給が極めて重要であることを見いだしました。PGE

2
は

発熱、炎症反応制御などの重要な生理活性を持つ分子ですが、EP2受容体を介して血管新生

を惹起し腫瘍細胞の増殖を促すという役割を初めて遺伝学的に証明したことになります。

　一方、このApc△716マウスに発生する腫瘍には、通常飼育している限りにおいては決して

悪性化しないという特徴があります。このことから、悪性化への関与が疑われる遺伝子を

このマウスにおいて操作することにより、その機能を遺伝学的に検証することが可能であ

るという大きな利点があります。近年、がん細胞の運動を抑制するものの細胞増殖や細胞

死には影響を与えないという特徴的な性質を持つ「転移抑制遺伝子」が注目されています。

乳がんや前立腺がんでは存在が知られていることから、我々は大腸がん転移もこれにより

抑制されているのではないかと考え、マウス大腸がん細胞を用いた同系同所性移植実験で

その探索を行いました。この中で大腸原発巣と比較して肝転移巣で発現が低下している因

子に注目したところ、上記特徴を備えたAes遺伝子を見出すことができました。Apc/Aes複

合変異マウスを作出した結果、腸腫瘍の著しい局所浸潤、そして血管内侵入が認められる

ようになりました。このモデルは、Wntシグナル伝達経路活性化を起点とする大腸がんの血

管内侵入を再現した初のモデル動物であり、今後の研究において極めて重要なツールにな

ると確信しています。Aesの機能が失われた腫瘍上皮細胞では興味深いことにNotchシグナ

ル伝達経路が活性化しており、治療標的の同定にも大きく寄与してくれるものと期待して

います。



　このように極めて重要な情報をもたらしてくれるマウスの遺伝学的実験ですが、反面、多

くの時間やコストがかかってしまうという問題点があります。がん研究を加速するためにも

新たな系を導入する必要性を感じ、現在はアメリカ・ニューヨークのマウントサイナイ医科

大学に滞在しています。Dr. Ross Caganのもと、ショウジョウバエの遺伝学を駆使した創

薬という新しい研究分野に従事しており、極めて充実した毎日を送っています。

　以上が、簡単ではありますがこれまでの研究の経緯と現状となります。今回の受賞を励み

に、がん悪性化の機序解明および治療標的の同定に向け、一層邁進する所存です。若輩者で

はありますが、皆様よりこれまでと変わらずご指導ご鞭撻をいただけましたら幸いに存じま

す。最後になりましたが、本学会、そして本学会員の先生方の益々のご発展を祈念し、擱筆

いたします。

・受賞候補業績の範囲は、原則として本学会において発表された業績として、

　本学会会員により応募されたものとする。

・受賞候補者は、将来の発展が期待される若手研究者（応募年度の4月1日現在

　40歳を越えないこと）で過去に本学会で発表した実績がある者とする。

・研究奨励賞受賞者数は単年度２名程度を原則とする。

・研究奨励賞の賞金（奨励研究費）は１件20万円とする。

本賞はすぐれた研究業績を発表した本学会会員若干名に対して、

選考の上、本学会総会において授与します。

http://jamr.umin.ac.jp/JAMRSite/encourage.html

【募 集 期 間】

平成26 年 4 月 1 日～ 9 月 30 日

募集要項・申請書等については、下記事務局までメール・F a x でお問い合わせ下さい

■事務局■　E-mail：office-jamr@umin.ac.jp　　　Tel ／ Fax　06-6971-7951

第 1 9 回日 本 が ん 転 移 学 会 研 究 奨 励 賞 募 集

　　※研究奨励賞は毎年同じ時期に募集しています。

　　　今年が無理でも来年と･･･何度でも応募できます。

　　　多数の応募をお待ちしております。



　　　　　　　　　　　　　　第１章　会の名称

第１条　　本会を「日本がん転移学会」“The Japanese Association for Metastasis Research”と称する。

　　　　　　　　　　　　　　第２章　目的および事業

第２条　　本会は、がん転移による死亡率を減少せしめるべく、基礎、臨床、開発（薬剤、機器等）研究を通じて実質

　　　　　的討議を行い、がん転移研究の発展、診断・治療の進歩普及に貢献する事を目的とする。

第３条　　本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。

　　　(1)学術集会を少なくとも年に１回開催

　　　(2)がん転移に関する研究発表、情報交換、資料の収集、教育及び研修

　　　(3)本分野に関して海外研究者との連携

　　　(4)その他本会の目的達成に必要な事業

第４条　　本会の事務局は、大阪市東成区中道1丁目3番3号、大阪府立成人病センター内に置く。

　　　　　　　　　　　　　　第３章　会　員

第５条　　会員は、本会の趣旨に賛同し、評議員、顧問あるいは名誉会員の推薦を受け、理事会の承認を得て入会した

　　　　　個人ならびに法人（法人格のない団体を含む）とする。

第６条　　会員である法人の取扱いは次による。

　　　１．法人に所属する個人はその法人の承認を得れば本会の事業に参加できる。

　　　２．前項により参加する個人からは年会費を徴収しない。

　　　３．会員である法人は登録者３名迄と会計事務担当者１名（兼任も可）を決め事務局に届出なければなら

　　　　　　　　ない。

第７条　　会員は評議員会において別に定める会費を納入しなければならない。

第８条　　引きつづき２年以上会費を滞納したものは評議員会の議により、その資格を喪失する。

第９条　　顧問は理事会にて推薦、評議員会にて承認を受ける。また、本会に対して特に功労のあった者は、名誉会員

　　　　　・功労会員として理事会にて推薦、評議員会にて承認を受ける。顧問・名誉会員・功労会員は本会の発展の

　　　　　ために適切な助言をする。顧問・名誉会員・功労会員は会費を要しない。

　　　　　　　　　　　　　　第４章　役員および役員会

第10条　  本会に会長１名、副会長１名、若干名の理事ならびに評議員、監事２名、事務局幹事１名を置く。

　　　　　　*事務局幹事は会長が任命し、会長及び理事会の事務を補佐する

第11条　  会長は本会を統括し、理事会・評議員会では議長となる。副会長は、次期会長がこれを務め、会長を補佐し

　　　　　会長に事故のある場合はその職務を代行する。会長・副会長の任期は１年とする。会長は本会を統し、

第12条　  理事は評議員の中から選出される。任期は３年とし、任期終了後１年間は再選されない。理事は会長を補佐

　　　　　し日常の会務について決定し、執行する。理事会の構成は、会長・副会長・理事および前会長とする。理事

　　　　　会は構成員の2/3以上の出席（但し委任状を提出した人は出席とみなす）により成立し、議決は出席者の過

　　　　　半数をもって決する。

第13条　  評議員は会員の中から選出される。評議員の任期は３年とし、再任は妨げない。評議員会は会の運営に関す

　　　　　る重要事項を審議決定する。評議員会は評議員の1/2以上の出席（但し委任状を提出した人は出席とみな　

　　　　　す）をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第14条　  監事は評議員の中から選出される。監事の任期は1年とし、再任は妨げない。監事は本会の会計および会務

　　　　　を監査し、理事会・評議員会にて報告する。

第15条　  次期会長・理事・評議員・監事の選出は日本がん転移学会役員選任規程に基づく。

　　　　　　　　　　　　　　第５章　総会および学術集会

第16条　  総会は毎年１回学術集会の時期に会長が招集し、総会の議長となって次の議事を行う。

　　　　１．会務の報告

　　　　２．会長が必要と認める事項

　　　　　総会の議事は出席者の過半数によって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。

第17条　  会長が必要と認めたときは評議員会の議を経て、臨時総会を随時開催することができる。臨時総会の議案は

　　　　　定期総会に準ずるものとする。

第18条　  学術集会は毎年１回会長が主宰し、研究発表、意見交換を行う。

日本がん転移学会会則



第19条　  本会会則第２章第３条の４の規定に基づき各種の委員会を設けることができる。委員会の設置、その構成及

　　　　　び運営方法は、理事会において討議し、評議委員会にて承認する。また会の目的を達成するための具体的、　

　　　　　実質的討議を行うため、研究推進会議(班)を設置することができる。その構成及び運営方法は理事会におい

　　　　　て討議し、評議員会にて承認する。研究推進活動の経過については、学術集会で報告する。

　　　　　　　　　　　　　　第６章　会　計

第20条　  本会の経費は会員が拠出する会費ならびに協賛金等をもってこれにあてる。

第21条　  毎年度収支決算は会長が作成し、監事の監査を受け、評議員会の承認を得て、毎年総会において報告する。

第22条　  会計年度は毎年１月１日に始まり12月31日に終わる。

　　　　　　　　　　　　　　第７章　会則の変更

第23条　  本会会則の変更は理事会、評議員会および総会において、各々出席構成員の2/3以上の承認を得なければな

　　　　　らない。

付　則

１　本会則は平成12年7月1日よりこれを実施する。本会則は14年6月8日,平成18年9月3日一部改正した。

　　　　　　　　　　

日本がん転移学会役員選任規程

第１章　役員の選任

第１条　　会則第15条により次期会長（副会長）・理事・評議員および監事は本規定に基づき選出される。なお、役

員　　　　　は65歳をもって定年とする。

第２章　次期会長（副会長）の選出方法

第２条　　次期会長の選出に際しては、評議員全員に告示する。候補者は所定の様式で抱負を述べた資料を理事会に

提　　　　　出し、理事会はこれを討議し候補者１名を推薦する。

第３条　　次期会長の選出は評議員会で行う。

第３章　理事の定数と選出方法

第４条　　理事の定数は個人評議員より約６名（原則として基礎３名、臨床３名）、法人評議員より約２名とする。

第５条　　理事は会則第１２条により評議員の中から選出される。

第６条　　個人会員理事は評議員の選挙により選出される。候補者は所定の様式で抱負を述べた資料を評議員会に提

出　　　　　する。

第７条　　法人会員理事は理事の選挙により選出される。

第４章　評議員の選出方法

第８条　　 評議員は会則第１３条により会員の中から選出される。

第９条　　 評議員の選出は理事会で行う。

第10条　　個人評議員は、一定の条件（細則に定める）を満たす者とする。

第11条　　個人評議員の候補者は所定の様式による資料を本会事務局に届け出ること。

第12条　　法人会員評議員は理事会で選出する。

第５章　監事の選出方法

第13条　　監事は会則第１４条により評議員の中から選出される。

第14条　　監事の選出は理事会で行う。

付則

　１．理事選挙の施行は次期評議員が選出された（平成15年度）以降とする。

　２．本役員選任規程は平成14年 6月 8日よりこれを実施する。本役員選任規程は平成15年 6月 29日一部改正。

　３．本規程の変更は理事会および評議員会において、各々出席構成員の2/3以上の承認を得なければならない。

　４．役員の任期は、65歳になる年の12月末で終了する。

日本がん転移学会役員選任規程細則

１．個人会員理事の選出方法

　　１）投票は原則として郵送とする。

　　２）評議員は基礎系候補・臨床系候補に各１票投票する。　　　　

２．個人評議員の選出条件

　　１）原則として３年以上本会会員であり、会費を完納していること。

　　２）本会や関連学会、学術雑誌などですぐれた評価を受けていること。

３．評議員の資格

　　１）３年連続して評議員会を欠席した者はその資格を喪失する。



顧　　問： 菅野　晴夫 杉村　隆 明渡　均

名誉会員： 愛甲　孝 小林　博 佐藤　春郎 末舛　恵一

曽根　三郎 田中　健蔵 田原　榮一 塚越　茂

鶴尾　隆 新津　洋司郎 螺良　英郎 中村　久也

磨伊　正義 宮坂　昌之 門田　守人 渡辺　寛

Isaiah J. Fidler

功労会員： 東　　市郎 阿部　薫 尾形　悦郎 垣添　忠生

北島　政樹 久保田　哲朗 久保田 俊一郎 桑野　信彦

佐治　重豊 清水　暁 高橋　俊雄 竜田　正晴

　　　　　 寺田　雅昭 豊島久真男 馬場　正三 宝来　威

　　　　　 細川　真澄男 宮城　妙子 宮崎　香 武藤　徹一郎

会  　長： 伊藤　和幸（24回）

副 会 長： 清水　英治

前 会 長： 太田　哲生

理　　事： 川田　学 北台　靖彦 清水　英治 土岐　祐一郎

二口　充 松浦　成昭 エーザイ（株) 協和発酵キリン(株)

監　　事： 谷口　俊一郎 第一三共(株)

評 議 員： 足立　靖 石井　秀始 板野　直樹 伊藤　壽記

伊東　文生 井上　正宏 入村　達郎 植田　政嗣

上原　久典 海野　倫明 大上　直秀 小野　真弓

岡田　太 岡田　保典 奥野　清隆 片岡　寛章

加藤　淳二 神奈木 玲児 北川　透 北川　雄光

国安　弘基 隈元　謙介 小泉　桂一 越川　直彦

小林　　浩 今野　弘之 済木　育夫 堺　隆一

佐藤　博 澤田　鉄二 清木　元治 高橋　　豊

滝野　隆久 竹田　和由 竹之下　誠一 田中　稔之

田中　紀子 茶山　一彰 中津川　重一 中森　正二

夏越　祥次 西岡　安彦 西村　行生 馬場　秀夫

浜田　淳一 早川　芳弘 東　　伸昭 樋田　京子

藤田　直也 三森　功士 向田　直史 森　　正樹

八代　正和 安井　弥 安本 和生 柳川　天志

矢野　聖二 山本　博幸 矢守　隆夫 横崎　宏

横山 省三 吉川　秀樹 吉治　仁志 渡邊　昌彦

旭硝子(株) サノフィ(株) 大鵬薬品工業(株)

中外製薬(株) 日本化薬(株)　

（アイウエオ順）

事務局幹事： (代理)井上正宏

評議員任期：平成24年7月14日～平成27年/第24回総会まで

（第22-24回）

日本がん転移学会  顧問・名誉会員

日 本 が ん 転 移 学 会 役 員

（法人評議員については登録会員の中から各社より各１名選任される）

(故)

(故)

(故)

(故)

(故)(故)

(故)

(故)

(故)



日本がん転移学会事務局　宛

Fax：０６-６９７１-７９５１

 日本がん転移学会連絡用紙

　日本がん転移学会会員の種々の変更・退会等の連絡は必ずこの用紙をご利用下さい。

会員番号（宛名ラベルに印刷してある貴氏名の右下の数字）、並びにご氏名（フリガナ）を明記の上、

変更したい事項をご記入いただき、封書またはFax、E-mailにてご連絡下さい。

年　　月　　日　

住所等変更・退会　届
（上記、どちらかを○で囲んで下さい）

　（フリガナ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員番号

　  氏　  名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生年月日　　　　　  　年　　　月　　　日

　　　勤務先名称（部所属も記入して下さい）

　勤

　　　〒

　務

　　　  Tel　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fax

　先　  E-mail

　　　〒

　自

　　　  Tel　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fax

　宅　　

　　　  E-mail

　雑誌等送付先を○で囲んで下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勤務先　・　自宅

　変更年月日　　　　　　　年　　月　　日　付で変更します。

　退　会　届　　　　　　　年　　月　　日　付でもって退会します。

　その他

※個人情報について

　会員への連絡、会誌等の発送等、学会活動の目的に限定して利用します。
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