
がんは細胞が無制限・無秩序な増殖ループに陥った状態である．今までがん研究は，主にそれを引
き起こす原因 ― がん遺伝⼦やがん抑制遺伝⼦における異常 ― の観点からその性格付けや治療標
的の探索が⾏われてきた．また細胞機能としては，細胞周期やシグナル伝達機構などが特に重点的
に研究されてきたと⾔えよう．しかし，盛んに増殖を繰り返すがん細胞では，それを⽀える代謝系
が通常の細胞とは⼤きく異なっており，増殖を最適化させるように代謝系が変化している（代謝リ
モデリング）．逆に代謝系の変化ががんを引き起こす原因となる場合もあり，増殖と代謝は表裏⼀
体の関係にあると⾔っても過⾔ではない．また最近のトピックスとして，代謝系の⼊り⼝である
「栄養」という観点からの研究が進んでおり，糖・アミノ酸・その他低分⼦化合物などの栄養が⼤
きくがん代謝の性質を変化させることが次第に明らかになってきた．さらに技術的な側⾯から，次
世代シークエンサーによる核酸解析だけでなく，プロテオミクスやメタボロミクスの進歩が，この
研究領域を⼤きく進化させてきた点は特記すべきであろう．本特集では，がんにおける代謝・代謝
物に関する最新の最先端のトピックスを紹介したい．（企画者より）

◆ 概論-増殖と代謝は表裏⼀体だ︕（仮）
中⼭敬⼀（九州⼤学⽣体防御医学研究所）

◆ がん代謝と栄養（仮）
⽥沼延公（宮城県⽴がんセンター研究所）

◆ がんにおける分岐鎖アミノ代謝の重要性（仮）
伊藤貴浩（京都⼤学ウイルス・再⽣医科学研究所）

◆ アンバイアス解析で明らかになったがんにおけるグルタミン代謝の役割（仮）
⼩⽟ 学,中⼭敬⼀（九州⼤学⽣体防御医学研究所）

◆ がんにおける腸内微⽣物代謝物の影響（仮）
⼤⾕直⼦（⼤阪市⽴⼤学⼤学院医学研究科）

◆ がんと⽼化における代謝特性（仮）
中⻄ 真（東京⼤学医科学研究所）

◆ がん代謝研究を進化させるオミクステクノロジー（仮）
松本雅記（新潟⼤学⼤学院医⻭学総合研究科），⾺場健史（九州⼤学⽣体防御医学研究所）
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がん代謝システムとその真機能を解き明かせ

◆ 代謝リモデリング ◆ ワールブルグ効果 ◆ がん悪性化 ◆ 代謝経路
◆ 栄養代謝 ◆ 腸内細菌代謝物 ◆ 肥満 ◆ 細胞⽼化 ◆ プロテオミクス
◆ メタボロミクス ◆ 分⼦標的薬

関連キーワード・技術

（仮）



連 載
いま知りたい!!
「医療リアルワールドデータを医学研究に使う︕（仮）」

企画/川上浩司（京都⼤学⼤学院医学研究科）

クローズアップ実験法
「がん細胞株の特徴をshinyDepMapで調べる（仮）」

嶋⽥健⼀（Harvard Medical School）

本号へのご出稿のポイント
● がん研究に限らず，代謝研究に取り組む読者にも訴求

多分野にわたり近年注⽬の⾼い代謝研究 × それを牽引するがん領域

● 各種オミクス技術が活躍
代謝は構成因⼦や経路がよく理解されており，オミクスとの相性が良いです

● 本特集の関連学会はこちら
⽇本癌学会（9/30〜），⽇本癌治療学会（10/21〜）など
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