


父親と母親から半分ずつ（２３個）の染色体をもらうこと → 遺伝する、ということ



染色体

お父様 と お母様 からの遺伝→ 染色体をもらう

遺伝するということ
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父親から 母親から

核の中

細胞



DNA

染色体の中の





一つの細胞のＤＮＡをすべて一本にすると 約２メートルになる



遺伝子というのは本来「タンパク質の設計図」

タンパク質のアミノ酸配列を記述していない部分の塩基配列は遺伝子とは言いません。



核の中

録音されている曲が 遺伝子



神経

筋

上皮

でも、違った遺伝子が発現することで異なった細胞になる。

体中のどの細胞も 同じ DNA を持っています。

曲 A , B , X

曲 B 

曲 A , C



この曲に、間違いが起きる

これが遺伝子の異常

産まれて、歳を重ねるに従って異常ができてくる

だから、遺伝子の異常は遺伝するわけではない



遺伝子が機能を発揮するとき

タンパク質となって機能を表す

セントラル ドグマ





セントラルドグマ の イメージ





DNAをもとにRNAが転写

RNAの３塩基でひとつの
アミノ酸をコードします。

この単位をコドンといいます





遺伝子のコピーミスはどうやって起きるか？

がん の原因である



２倍のDNA

細胞が分裂して増殖する



このコピーの際に
エラーが起きます。



セントラルドグマ の イメージ

この本 に間違いができてしまう。 これが がん の状態である



• ３塩基で意味のあるコドン（→アミノ酸をコードする）
が成り立っています。

•例えばこんな風に遺伝子機能が失われていきます。



ある遺伝子の塩基配列

１塩基のエラーでも遺伝子機能を失ってしまう。



バラが咲いた バラが咲いた
真っ赤なバラが
さびしかった僕の庭にバラが咲いた
たった一つ咲いたバラ小さなバラで
さびしかった僕の庭が明るくなった
（以下略）

バラが咲いた



ばらが さいた ばらが さいた

あかい ばらが さびし かった

ぼくの にわに ばらが さいた

（以下略）

Codon 1 Codon 2 Codon 3 Codon 4

Codon 5 Codon 6 Codon 7 Codon 8

Codon 9 Codon 10 Codon 11 Codon 12

バラが咲いた 遺伝子



ばらが さいた ばらが さいた
あかい ばらが さびし かった
ぼくの にわに ばらが さいた

一塩基置換による点突然変異

ばかが さいた ばらが さいた
あかい ばらが さびし かった
ぼくの にわに ばらが さいた

か



ば が さいた ばらが さいた
あかい ばらが さびし かった
ぼくの にわに ばらが さいた

一塩基欠失による枠のずれ

ばがさ いたば らがさ いたあ
かいば らがさ びしか ったぼ
くのに わにば らがさ いたた



ばらがが さいた ばらが さいた
あかい ばらが さびし かった
ぼくの にわに ばらが さいた

一塩基挿入による枠のずれ

ばらが がさい たばら がさい
たあか いばら がさび しかっ
たぼく のにわ にばら がさい



UAA,   UAG,   UGA : 終止コドン
ここで遺伝子は終わりですよ、というサイン



ばらが さいた ばらが さいた
あかい おわり さびし かった
ぼくの にわに ばらが さいた

一塩基置換による点突然変異

ばらが さいた ばらが さいた
あかい この先なし



バラが咲いた 遺伝子 の意味が失われていきます。

このようにして 遺伝子の機能が失われていきます。



さらに、コピーミスだけでなくいろいろな刺激により

遺伝子に傷がついていきます。





では、どんな遺伝子が

機能を失っていくのでしょう？



がん遺伝子とがん抑制遺伝子



本来は、体の新陳代謝をつかさどるうえで働く重要な遺伝子



がん抑制遺伝子の親分 → p53 遺伝子

異常な細胞を死なせる働き



興味深い知見を紹介
（２０１５年 報告された）

米国医師会雑誌（Journal of the 
American Medical Association JAMA）
に掲載された研究論文

http://www.afpbb.com/search?fulltext=Journal of the American Medical Association&category[]=AFPBB>記事&category[]=ワールドカップ&category[]=五輪
http://www.afpbb.com/search?fulltext=JAMA&category[]=AFPBB>記事&category[]=ワールドカップ&category[]=五輪


ゾウは人間よりはるかに多くの細胞を持っているため、50～70年間の

一生のうちにがんになるリスクは、人間より高いと通常は考えられる。

だが実際はそうではないのは長い間、謎とされてきた。



寿命

ゾウ ヒト

５０～７０年 ６０～７０年

死因 がん

日本人

７０～８０年

５％ １１～２５％ ３０％

細胞にダメージを
与えて、細胞死
する割合
（アポトーシス）

14～22％ 7～8％ 7～8％

遺伝子異常のある細胞を死なせる役割が強い
（がん抑制遺伝子の働き）


