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がん免疫細胞療法
〜現状から未来へ

が多く行われる時代になってきました。
開発研究面でもダイナミックに発展し、その

連する細胞を取り出して活性化し、たくさん増や

成果も着実にあがっています。2 0 1 0年にアメリ

してからまた私たちの体に戻す治療です。私たち

カで「樹状細胞ワクチン療法」の有効性が大規模

の体の中にがんがあると、そのがん細胞の影響に

な臨床試験で証明され、アメリカ食品医薬品局

よって免疫細胞は十分に増えることができずにい

（F D A）はホルモン療法抵抗性の前立腺がんに対

ます。体の外であればがん細胞の影響は受けませ

する樹状細胞ワクチン療法を医薬品として認可し

んので、がん細胞を殺せるだけのパワーを身につ

ました。すでに進行期にあるがん患者への治療効

けさせることができるというわけです。つまり、

不可能ですし、全身に有効な抗がん剤は大きな副作用があります。

果を持つものとして能動免疫療法が承認されたの

がん細胞を見つけると攻撃する免疫細胞の量を増

は世界で初めてで、がん免疫療法の将来にとって

やして攻撃力を高めてあげようという治療です。

副作用もわずかな理想的な治療方法が身近になってきました。

画期的な意味をもたらしました。さらにその翌年、

がん細胞はもともと私たちの細胞です。

都合よくがん細胞だけを攻撃して正常な細胞には影響を与えないというような
物質や薬は今のところ存在していません。

そしてがんは遠隔転移を起こしたりするので全身病といえます。

がんを全身疾患として捉えるならば、全身のがんを手術や放射線によって治療することは
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そのうち免疫療法は、私たちの体から免疫に関

変異した自分の細胞に対して自分の免疫細胞をもって治療をする。

■

がん発生から治療までの
〝がん免疫学〟の重要な役割

がん細胞は、免疫力という高度な防衛機能をく

アメリカのロックフェラー大学ラルフ・スタイマ

ぐり抜けて大きくなっていきます。ですから免疫

ン教授の研究で、
「樹状細胞と獲得免疫における

力を上げるだけでなく、体内の免疫システムを違

がんが増殖をはじめると免疫応答を減弱させま

その役割」がノーベル医学・生理学賞を受賞しま

うバランスのシステムにしなければ、がんという

す。そうなるとがんの増殖に拍車がかかり、ます

した。そのことで〝がんの樹状細胞治療〟が一躍

病気は治すことは困難であると考えます。つまり、

ます免疫応答が減弱するという悪循環になってい

注目されることになります。

がん治療とは免疫応答（システム）の改善という

1つの正常な細胞に何らかの原因で遺伝子変異

きます。幸いにもまだ全身の免疫応答が減弱して

がんはもともと自分の細胞なので「免疫応答は

がおき、それが修復されずに1つのがん細胞が発

いなければ、がん細胞は他の臓器や組織には生着

しない」という意見にも反論ができないほどの時

免疫システムの改善で重要なことは、樹状細胞

生します。そのがん細胞は私たちの体内で毎日発

することなく駆逐されて、がんが発生した場所に

期もあったがん免疫学の研究も、長年の調査と研

の機能回復です。樹状細胞はがんを認識する司令

生しているといわれます。ですが、私たち全員が

留まっている（転移しない）ことになります。

究によってその有効性が証明され、そのメリット

塔のような機能を持っている細胞ですから、がん

を私たちが享受できる時代に入ってきました。

によってその機能が低下している樹状細胞が活発

がんに罹るというわけではありません。私たちの

こうしたがん発生から成立の過程をみると、が

体の免疫応答が、その1つのがん細胞を攻撃して

ん治療の大きな柱が2つ浮かびあがってきます。

増えないようにしてくれていると考えられていま

1つはさきほどお話した遺伝子治療。もう1つは

す。しかし不幸にも、その局所の免疫応答が減弱

免疫療法です。

していて1つのがん細胞を死滅させることができ

「がん免疫細胞療法」は現在、急速に進歩し普

ずに生き残り、増殖を始めたがんによって私たち
の体が侵されていくことがあるわけです。

100

■

ことがいえるでしょう。

に活動すると、抗がん剤でも消すことのできなか

がん免疫細胞療法とは？

ったがん幹細胞まで消すことができる可能性が見
えてきました。がん幹細胞が1つでも残っていれ

がん免疫療法には、
「免疫細胞療法」
「ワクチン

ばがんは再発する可能性があります。そのがん幹

及してきています。先進医療として、また自由診

療法」
「サイトカイン療法」
「B R M（免疫賦活）

細胞を標的とする治療が確立されれば、がんを根

療として大学病院や街のクリニックでもその治療

療法」などがあります。

絶することができるかもしれないわけですから、

第3章 がんの本態に則した治療薬開発に期待
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入してくると自然免疫が応答して侵入者と戦いま

免疫療法によってがんの治療をしようとした場

す。マクロファージや好中球、マスト細胞などが

合、攻撃性質を持つT細胞やN K細胞を活性化

●腫瘍抗原ペプチドなど

細菌に集まり、細菌を食べたり毒素を振りかけた

することに考えがいきます。しかし免疫応答はシ

●凍結乾燥BCGなど

りして防御してくれます（4 0ページ参照）
。こう

ステムとして稼働していますので、攻撃する細胞

した自然免疫の応答は第一次防衛システムのよう

ばかりを強化しても、攻撃する相手の情報がなけ

なもので、第二次防衛システムとして獲得免疫の

ればT細胞は誰を攻撃すればよいのか分かりま

応答があります。獲得免疫では侵入者の特徴を覚

せん。がんの近くにいながら、相手が敵（非自己）

えて、それを目印として攻撃していきます。その

なのかどうか判断できないので攻撃しないのです。

主役がB細胞とT細胞で、B細胞は抗体（攻撃対

そこで重要になってくるのが情報司令塔の樹状細

象の目印となる分子）をつくりだします。T細胞

胞です。きちんとした情報があって攻撃力もある、

は侵入者に〝自殺〟するように仕向けたり、他の

がんを抑え込むためにはそうした免疫機能の総合

免疫細胞に攻撃の指令を出したりします。

力を強化する必要があります。過去には丸山ワク

がん免疫療法の種類
ワクチン療法
（腫瘍の抗原を利用）

免疫細胞療法

がん免疫療法

サイトカイン療法
（サイトカインを利用）

特異的
非特異的
特異的
非特異的
●インターフェロン
●インターロイキン2など

●樹状細胞（DC療法）
●細胞傷害性T細胞（CTL）療法など
●LAK療法 ●αβT細胞療法
●γδT細胞療法 ●サイトカイン療法
●NK療法など

（ピシバニール）
●OK-432
BMR療法
（細菌由来の抗原を利用） ●凍結乾燥BCGなど

現時点では免疫治療はがん根絶治療の一番近い位

中のいたるところで局地的な戦いが毎日繰り広げ

自然免疫細胞のマクロファージは体内をパトロ

チンをはじめとして、免疫に働きかけるさまざま

置に立っていると思われます。

られていて、パワーバランスが崩れてそのどちら

ールして侵入者を食べて、侵入者の情報をB細胞

な療法がありましたが、十分な効果が得られなか

に傾いていくのか･ ･ ･、というようなイメージが

やT細胞に伝える役割も担っています。そのマ

ったのは免疫システムの総合力を強化できていな

がんの発生でしょうか。

クロファージの役割をもっと緻密に行っているの

かったからかもしれません。

■

私たちの体の中で
何が起きているのか？

樹状細胞にはT O L L様受容体と呼ばれるセン

私たちの体中を巡っている血液やリンパ液の中

が樹状細胞になります。ナチュラルキラー（N K）

にはたくさんの免疫細胞が活躍してくれています。

細胞は他の免疫細胞とはこうした連携を取らずに

サー機能が備わっています。このセンサーによっ

も生き延びるために邪魔な免疫応答を黙らせよう

大きくは
「自然免疫細胞」と
「獲得免疫細胞」
の2種

侵入者を見つけるとすぐに攻撃を仕掛けます。

て非自己の存在をキャッチし、サイトカインとい

としています。免疫にはがんと闘う応答とがんを

類に分かれます。自然免疫は主に抗原に関係のな

このように、免疫というのは自分（自己）と自

う情報伝達物質を出してT細胞やB細胞にその

助ける応答があり、免疫はがんにとって諸刃の剣

い反応（非特異的）で、獲得免疫は侵入者を見分け

分以外のもの（非自己）を見分けて、自分以外の

非自己の特徴を伝えます。こうして攻撃対象の相

であることは第1章の発がんとその原因のなかで

て特異的に攻撃するものです。これらの免疫細胞

ものは排除しようとする細胞たちの働きです。こ

手をしっかりと教えてもらうことで初めて攻撃体

ご紹介しました。免疫とがん細胞が毎日綱引きを

が私たちの体に入ってきた侵入者に毒素をかけた

の免疫応答が正常に働いてくれることで私たちは

勢に入ります。ですから、免疫治療で重要なのは、

していて、免疫が優勢であればそれ以上増殖する

り、細菌を食べたりして攻撃してくれます。また、

元気に生活ができるわけです。人の体を構成して

情報司令塔の樹状細胞の機能回復と、もう1つ

ことなく抑え込まれ、がんの勢いが強ければどん

細胞の損傷がひどく、修復が困難となった場合に

いる約6 0兆個もの細胞1つ1つに目印が付いてい

〝がん抗原（攻撃対象の情報）
〟になります。この

どんと増殖をしてやがて大きな腫瘍となります。

は細胞死（アポトーシス）に導いてくれています。

て、免疫細胞は私たちの体の隅々を見回り、侵入

免疫が勝つのか、がんが勝つのか、私たちの体の

例えば、切り傷などによってそこから細菌が侵

免疫応答はがん細胞を攻撃しますが、がん細胞
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者がいないか警備してくれているわけです。

2つが免疫治療の重要なポイントとなっています。
樹状細胞の役割が重要なのはご理解いただけた

第3章 がんの本態に則した治療薬開発に期待
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かと思います。攻撃対象の情報であるがん抗原が

は免疫応答が関係していて、
〝排除〟
〝均衡〟
〝逃

どうして重要かといいますと、がん細胞というの

避〟の3つの段階があります。最初はがん細胞を

は私たち自身の細胞が変異したものです。もとも

異物として排除し、次にがんが大きくも小さくも

と自分の細胞なので、目印が正常な細胞と同じも

ならない均衡した状態になります。そしてその均

のということになります。そこでがん細胞を見分

衡状態が崩れ、免疫応答の監視の目から逃れるこ

ける手がかりとして、がん細胞が出している特有

とに成功したがん細胞がどんどんと増殖していき

な物質〝がん抗原〟を攻撃目標の目印とするわけ

ます。そして免疫の攻撃から逃れるための微小環

です。

境（ニッチ）をつくり上げて生き残っていこうと

■

NK細胞療法の手順
採血
（30～50㎖）

リンパ球分離

分離リンパ球

NK細胞の

約2週間培養

採血と点滴

点滴

選択的
活性・増殖

高純度
活性化NK細胞

無菌試験

します。そこで、免疫が優位な状態である、均衡

免疫細胞療法の実際

や排除の段階に戻すための治療が必要というわけ
です。がんがあると免疫応答が劣勢な状態にある

たちの体全体の免疫力を高めてくれるのです。

樹状細胞ではなく、C T L細胞（c y t o t o x i c T

がん免疫学もどんどんと進歩し、がん免疫細胞

ので、樹状細胞やT細胞、N K細胞などの働きは

実際には、私たちの体からおよそ5 0㎖程度の

l y m p h o c y t e：細胞傷害性T細胞）です。C T L

療法は健康保険適用外の自由診療として普及しは

悪循環に陥っています。私たちの免疫機能全体を

血液を採取します。その血液を高度な細胞培養技

細胞はがんの情報を得てからそのがん細胞だけを

じめました。1 0数年前は科学性に乏しく眉唾物

活性化させて、正しい連鎖の状態にしなければな

術を用いてN K細胞を活性化し、数千〜数万倍に

特異的に攻撃するT細胞の1つです。このC T L

のような免疫療法でしたが、今では厚生労働省か

りません。

増やします。健康な人のN K細胞はおよそ1億個

細胞にがんの情報を与える役割を持っているのが

といわれますので、4〜5億個になるように2週間

樹状細胞で、この樹状細胞を増殖させてがん細胞

ほどかけてN K細胞を培養していきます。そして、

の情報を与えてから再び体内に戻すというのが樹

増殖したN K細胞は生理食塩水とともに点滴によ

状細胞療法になります。体内に戻った樹状細胞は

って私たちの体に戻されます。採血→培養→投与

与えられたがんの情報をC T L細胞に伝え、情報

というサイクルを2週間ごとに6回ほど繰り返し、

を受け取ったC T L細胞ががんを攻撃するという
仕組みです。

ら先進医療の認可を受けて大学病院などでも広く
治療が行われるようになりました。自分の細胞を

それでは実際のがん免疫療法をいくつか簡単に
ご紹介します。

使用するので大きな副作用がないことがこの療法
のメリットになりますが、まったく副作用がない
わけではありません。最も多い副作用が「悪寒」

【高活性化N K細胞療法】
ナチュラルキラー（N K）細胞は他の免疫細胞

や「震え」です。これは活性化した免疫細胞を大

とは連携を取らずとも侵入者に対して攻撃を仕掛

3ヶ月間で1クールとするスケジュールが標準的

量に血液の中へ投与するために、血管内皮細胞と

けるわけですが、がんに罹っている体内ではN K

な治療のようです。

リンパ球が反応してサイトカイン＊がでるための

細胞の活性は健康な人と比べると低下しているこ

ようです。ただ実際の治療効果とは関係なく、翌

とが明らかになっています。そこでリンパ球を

日には平熱に戻ります。その他に稀ですが、倦怠

体外に取り出して、N K細胞を選択して増殖させ、

感や関節痛、嘔吐などが起こる場合もあります。

再び体内に戻すのがN K細胞療法です。体内に戻

私たちの体の中でがんが増殖していく過程で

った高活性のN K細胞が、がん細胞を攻撃して私

治療費は1クール（6回）／1 6 0〜1 8 0万円程度
（病院によって異なります）
。

この治療方法で重要な点は、樹状細胞にがんの
情報を与えなければこの治療は成立しないという
ことです。では、がんの情報はどこから入手する
のか？ その方法は2つあります。1つは私たち

【樹状細胞（D C）療法】
樹状細胞療法で実際にがんを攻撃するのは

自らの腫瘍組織から情報を得る方法です。もう1
つは、人工ペプチドを利用する方法です。

＊サイトカイン=マクロファージが他の免疫細胞を集めるための合図
がサイトカインです。その合図で集められた免疫細胞たちが血管の透
過性を増したり血液量が増えたりして炎症反応がおきます。こうした
正常な生体防御反応によって悪寒や震えなどの副作用がおきるようで
す。
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【自家がんワクチン療法】

海のような状態です。T r e gとは制御性T細胞

未熟なものは心臓の上にある胸腺というところに

樹状細胞療法と同じように手術で摘出した腫瘍

（R e g u l a t o r y T C e l l）で、がん細胞を攻撃す

集められ、未熟なリンパ球をT細胞へと教育（分

もしくはこれから手術を受けるという際に摘出し

組織を利用してワクチンをつくり、それを予防接

るT細胞の仲間ですが免疫応答を抑制する働き

化）します。胸腺（T h y m u s）由来の免疫細胞な

た腫瘍を病院からもらう必要があります。いっ

種のように注射する方法です。インフルエンザな

をしています。なぜ免疫応答を抑制しているかと

のでT細胞と呼ばれるわけです。

ぽう、人工ペプチドを用いる方法は、自分の腫瘍

どのワクチンのように、免疫細胞に病原菌の情報

いいますと、異物を排除するために過剰に反応し

胸腺では制御性T細胞（T r e g）と通常のT細

組織が手に入らない場合に人工的に腫瘍の情報を

（がん細胞の情報）を与えて攻撃させるわけです。

て正常な細胞に対してまで攻撃を加えてしまうこ

胞に分かれ、通常のT細胞はまだ指令（サイトカ

つくりだすというものです。ペプチドはがん由来

がん腫瘍の摘出手術をした病院では通常、一定

とを防いだり、炎症やアレルギーなどに対しても

イン）を受けていないという意味でナイーブT細

のタンパク質でC T L細胞が攻撃するときの目印

のあいだ私たちの腫瘍組織を保存してくれていま

過剰な免疫応答を抑制することで免疫の恒常性の

胞（ n a i v e T c e l l ナイーブ＝無知、未経験）

となります。ただ、腫瘍は大きくなるにしたがっ

す。その腫瘍組織を加工してがんワクチンをつく

維持を保つための役割を担っているようなのです。

とよばれます。このナイーブT細胞は、樹状細

て腫瘍抗原の喪失や変異などが認められますので、

り出すのが、自家がんワクチン療法になります。

ですから、免疫療法を始める前に、以下のような

胞などからのサイトカイン刺激（指令）によって、

さまざまな種類の人工ペプチドを用いらなければ

この治療は、がんの再発・転移の防止、微小なが

ことがとても重要になります。

ヘルパーT細胞（情報司令官役）
・キラーT細胞

治療の有効性が保てないという難点が存在します。

んへの治療が有効で、腫瘍摘出手術をして間もな

また上記方法のほかに、血液中にH s p（ヒー

い、またはこれから手術を受けるといった、自分

トショックプロテイン）にある抗原を利用する方

のがん組織を手に入れられる状況にある人にとっ

法や、がん腫瘍内に直接D C（樹状細胞）を注入

ては魅力的な治療法です。

自らの腫瘍組織から情報を得るためには、すで
に手術で摘出した腫瘍が冷凍保管されているか、

治療内容は、最初に免疫反応テストを行ったあ

する方法があります。
樹状細胞療法は単独で施すのではなく、N K細

とに2週間ごとに3度ワクチンを注射します。1

胞療法と組み合わせて治療を行っている病院も多

クールに6週間強を要することが多いようです。

いようです。その治療内容は、人工ペプチドの場

治療費は1回／1 5 0〜1 7 0万円程度（病院によ

合ですと、D C細胞とN K細胞両方の適用を判定
するための検査と採血を行い、採血から1週間ご
とにD C細胞とN K細胞の投与を交互に2度繰り
返します。検査とD C2回、N K2回の投与で5週
間を要して1クールとするのが一般的なスケジュ
ールのようです。
治療費は1クール（4回）／1 3 0〜1 5 0万円程度
（病院によって異なります）
。
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って異なります）
。

（攻撃部隊役）へと分化していきます。
①T r e gの抑制がない免疫細胞が活躍しやすい
状態をつくり出す必要がある
②がん細胞まで免疫細胞が届くようなスムーズな
血液の流れも必要になる
③免疫細胞が元気に働くためのエネルギーを与え
る栄養も必要になる

免疫応答の理屈を考えた場合、免疫はどうして
自己を攻撃しないのか？ こうした単純な疑問が
湧き上がりますが、制御性T細胞の（鎮静部隊役）
の働きによって、攻撃とその鎮静化によるシステ
ム（編成部隊）のバランスが取られていたという
わけです。
私たちは免疫システムのない無防備な状態で生

がんの発生は、免疫応答とがん細胞の綱引きの

きていくことはできません。しかもそのシステム

ようなものだとお話しましたが、免疫応答でも同

のなかでも非常に重要な役割をするT細胞なし

じようなことがいえます。攻撃する免疫細胞とそ

に生きていくことは非常に困難です。しかし、そ

れを抑制する免疫細胞の絶妙なバランスによって

の免疫システムの要となっているT細胞を成熟

免疫応答が稼働しているのです。体内の異物や敵

させて送り出す胸腺は加齢による影響がとても強

療を開始する前にはさまざまな条件をクリアして

に対して猪突猛進に向かっていくのが自然免疫で、

くあらわれる器官です。胸腺は1 0歳頃にピーク

いるかどうかを確かめてから治療を開始する必

特殊訓練を受けたエリート部隊が獲得免疫です。

をむかえ、あとは年齢を重ねるごとに縮小してい

要があります。がん組織やその周辺は、T r e gの

骨髄の造血幹細胞からつくられたリンパ球のうち、

きます。4 0歳ではピーク時の1割程度の大きさ

■

免疫細胞が活躍しやすい
環境づくりが重要
簡単に免疫療法の一部をご紹介しましたが、治
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となり、7 0歳ではほとんど残っていません。つ

せるにはマクロファージやN K細胞といった自然

9 0～1 0 0億個のナイーブT細胞を入れることが

殖を抑えてがんとともに共存していく、Q O Lを

まり年をとるごとに免疫細胞のつくられる数がど

免疫細胞の働きが必要です。樹状細胞はインター

現在では可能になっています。ナイーブT細胞

保ちながら自分の人生を全うするという考え方も

んどんと減っていくわけですから、がんという病

ロイキン7
（I L -7）とインターロイキン1 （
5 I L -1 5）

の魅力は何といっても、ヘルパーT細胞・メモ

また、当たり前の時代になっていくでしょう。

気が老人病といわれる所以も納得できます。

というサイトカインを出しますが、I L -7はメモ

リーT細胞にも分化する〝若さ〟です。キラーT

私はさまざまながんの治療法の情報を集め、研

ここまでのお話でお気づきの読者の方も多いと

リーTを活性化させ、I L -1 5はメモリーT細胞

細胞（C T L）は樹状細胞に出会うとその刺激で爆

究、検討をしてきました。免疫治療は有効かつこ

思いますが、加齢によってT細胞の数が減ってい

を増殖させます。このように免疫細胞が私たちの

発的に増殖しますし、キラーT細胞には寿命が

れからも発展していくがん治療の大きな柱と考え、

る、がんによってT細胞の働きがよくないので

体の中でバランスよく働いて初めて、がん免疫細

ありますがメモリーT細胞が残るので終生に渡

細胞培養施設を隣設したクリニックをつくり治療

あれば、意図的にその数を増やしてあげればよい

胞療法の効果が発揮されるわけです。こうした免

って抗原が記憶できることにもなります。これま

にあたっています。本来であれば、がんという病

のだという理屈にたどり着きます。しかし、飛行

疫システムの連鎖や連携プレーを考察すると、が

での活性化したリンパ球を注入する方法は体内に

気を治療するというよりは、がん遺伝子検査と併

機にいくら強力なエンジンを取り付けても、そこ

ん免疫治療においては胸腺から分化される制御性

抗原の記憶を残さないので、抗原が残ることが最

せて、がんの予防ができるように免疫療法を行っ

へ補給する燃料が粗悪であれば本来の飛行性能を

T細胞とナイーブT細胞に対して治療を施すとよ

もナイーブT細胞による免疫細胞療法の強みで

ていくのが理想的なのでしょうが、治療そのもの

引き出せませんし、機体がしっかりとしていなけ

り効果が期待できると考えられます。

あり、有利な点になります。

の進歩に加えて医療制度問題や高額な治療費用と

治療費は1クール（6回）／2 0 0〜2 2 0万円程度

れば翼から外れたエンジンだけが飛んでいってし
まいます。攻撃を仕掛けるだけの免疫細胞を増や
すだけではなく、温熱治療で血液の流れをよくし

【ナイーブT細胞療法】

も相まって、その理想郷へたどり着くためにはま
だまだ時間がかかりそうです。

（病院によって異なります）
。

がんの三大治療を行う医者は免疫療法に非理解

制御性T細胞に端を発する免疫抑制の環境は、
ここまでお話したように、がん遺伝子検査や遺

的なことも多く、また逆に免疫療法など新しい治

んが抗腫瘍免疫から逃れる機構にもなっています。

伝子治療、そして免疫療法などが今後ますます進

療法に挑戦している医者は、免疫力低下を理由に

に行き渡りやすくします。また、点滴などで栄養

制御性T細胞の働きが強ければ基準値に戻してあ

歩して、点滴や注射でがんが治ってしまうという

三大治療に否定的な傾向があります。がんに携わ

を補給したりしてさらに免疫細胞が活躍しやすい

げなければいけません 。そして一方で、攻撃部

ような未来が想像できるような時代になってきま

る医者は、あらゆる治療法を組み合わせて最大な

環境を整えることが重要です。免疫細胞たちが十

隊のT細胞の数が少なければ多くしてあげるこ

した。とにかくがんを小さくする、腫瘍を取り除

治療効果が得られるようにコーディネートする能

分に活躍できるための土台づくりをし、免疫シス

とが必要になってきます。さまざまなT細胞に

くというのが従来のがん治療でしたが、がんの増

力が現在求められているのではないでしょうか。

テム全体を活性化させて正しい連鎖の状態にしな

分化することができるナイーブT細胞は、レト

ければなりません。免疫細胞療法でその効果を左

ロネクチンを入れて培養するとリンパ球が爆発的

右するC T L（キラーT）細胞が体内で長く活躍

に増えます。しかも冷凍保存することができるの

してもらうためには、樹状細胞から教育を受けた

で、適切な時期に点滴によって体内に戻すことが

ヘルパーT細胞やメモリーT細胞がしっかりと

可能です。体内にある末梢血液中のリンパ球数は

働いていないといけませんし、樹状細胞を反応さ

1 0 0億個ほどです。そこに培養によって増やした

たり、血管新生を抑制する薬剤によって腫瘍内の

自己免疫反応抑止という本来の働きのほかに、が

複雑な血管網を整理して免疫細胞や薬剤が腫瘍内

＊

自然免疫細胞
⃝ナチュラルキラー細胞=ウイルスに感
染した細胞やがん細胞を破壊します。
⃝ナチュラルキラーT細胞=ナチュラル
キラー細胞とT細胞の両方の役割を持っ
ています。自然免疫として異物やがん細
胞を攻撃し、同時に自然免疫から獲得免
疫への情報の連絡役も行います。
⃝樹状細胞=異物を取り込んでその情報
を獲得免疫のT細胞に伝えます。

＊がん免疫療法の新たな標的=①抑制性のサイトカインIL-10

獲得免疫細胞
⃝顆粒球=好中球・ 好酸球・ 好塩
基球の3種類があり、酵素や活性
酸素で異物を攻撃します。
⃝マクロファージ=侵入してき
た異物を食べて消化します。また
T細胞に侵入者の情報を伝えます。
⃝マスト細胞=炎症を促進する
働きをします。

⃝T細胞=キラーT細胞は抗原情報か
ら侵入者を攻撃します。ヘルパーT細
胞はB細胞やキラーT細胞に攻撃命
令を出します。また、レギュラトリ
ーT細胞は侵入者や異物の排除が完
了すると免疫応答を終わらせます。
⃝B細胞=ウイルスや細菌などの侵
入者を無毒化する抗体や、攻撃対象
の目印となる抗体をつくります。

②制

御性T細胞（Treg） ③骨髄由来抑制細胞（MDSC）。これらに対する
免疫抑制因子阻害剤として、①にはシクロフォスファミド、シアリス
（PDE5） ②にはゲムシタビン
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③スーテントなどが代表的です。
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エピローグ

1 2年前に父を肺の腺がんで亡くしました。余命3か月、抗がん剤治療

うひとつの病名で呼ぶことすら、とても抵抗感があります。患者さんそれ

の開始。中心静脈栄養の日々。吐血し、最期は静かに息を引き取りました。

ぞれの、十人十色の治療があっても不思議なことではないですし、そうあ

〝がん〟という難病を前に、なんと自分は無力なのか･ ･ ･ ･ ･ ･。この痛烈

るべきだと思います。がん治療はオーダーメイド治療の時代に入ってきて

な自覚が、私をがん医療の道へと向かわせました。天がそして宇宙が真理

います。余命宣告を受けた、死を覚悟しなければならない患者さんが標準

を人間に示す〝天啓〟が存在するなら、
『人啓』を医療と考えるようになり

治療を終え、緩和治療しか成すすべがないというとき、
「座して死を待つ」

ました。
「医者が病の真理を患者さんに示して治療する」それが理想の医

という覚悟を受け入れる本人も、またその家族も悲痛な心境を簡単に受け

療です。

入れることはなかなかできることではありません。寿命というものがある

さて、いまのがん医療に、果たしてそれはあるのでしょうか？ 残念な

なら、その寿命までしっかりと生きたいと患者さんが望むなら、効果のあ

がら十分ではありません。それは、まだがんの病態解明がなされていない

る治療を諦めることなく模索するのが、医療に関わるものとしての責務で

からです。今なおセントラルドグマ（中心教義）をはっきり明示できない

はないかと私は考えます。

のです。ただ、人類はまだがんのことをよく分かっていないというものの、

補完治療、代替治療と現在呼ばれている治療法のなかに、がん治療のセ

本質的な大筋は解明されてきています。そこでいま行われている標準治療

ントラルドグマとなる治療が存在し、進歩していくと予測されます。また、

は最新で最良の方法ではないことを、現在第一線で日本標準治療（世界で

さらに全く新しい理論の治療法が登場する可能性もあるでしょう。エビデ

はなく日本）に携わる医療関係者も、またそれを享受している患者さんも

ンスのある安全な特効薬的治療法が待たれています。しかしその時を迎え

十分に理解しておかなくてはなりません。例えるなら、抗生物質がまだな

るまでには、どうしても時間を要します。未だ完全に解明されていない生

かった時代に感染症と闘っている状況と、現在のがん治療も五十歩百歩で

命に直結するがんという病気では、患者も医者も挑戦者になることが要求

あることを自覚しておかなければなりません。

されます。新しい可能性のある治療への「チャレンジする精神」が、
〝必要

がん検査や治療を過去、現在、未来という流れで見るならば、いまの私

善〟
〝必要悪〟にかかわらず存在します。現状のがん治療は、がんを殺傷

たちはまだ、発展途上の未熟な検査や治療を受けているといえます。標準

するという他殺的治療が主流です。しかし未来のがん治療は、がんを自然

治療が最新、最良ではないだけでなく、先進、先端治療もまた最良の治療

死させる方向、さらにはがん細胞を正常な細胞に戻す治療が主流になると

ではないということも理解しておかなくてはなりません。日本の医療制度

考えています。がん細胞が正常な細胞に戻る？？ 不思議に思われるかも

そのもの、取り分けがん医療は、制度や法律改正の岐路に立っていると思

しれませんが、がん細胞はもともと自分の細胞です。自分の細胞が本来の

います。日本の標準をいち早く世界標準へ、そうして世界標準治療を基本

姿に戻ることは十分に可能ですし、今この瞬間にも私たちの体の中でおき

にした、それ以外の効果が期待できる可能性がある治療も受け入れる風土

ている事象です。このことをがん治療に置き換えるとどのようにすれば良

が必要であると考えます。標準治療以外の治療を、補完治療とか代替治療

いのか？ まずはがん細胞を取り巻く周辺環境（ニッチ）を良くすること

といいます。世界では標準の治療であっても日本では代替治療になってし

です。さらには全身の環境を良くする、すなわち本来の健康な体を取り戻

まっているのです。

すということです。

がんを遺伝子レベルや、もう少し大きく染色体のレベルで観察すると、
1つとして同じ異常はなく、まさしく十人十色です。それを〝がん〟とい

未来のがん治療でもうひとつ大きな期待は「i P S細胞（人工多能性幹細
胞）
」の技術です。老化した細胞を初期化する、若返らせて多能性のある
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細胞に戻す技術がi P S細胞です。がん細胞も正常で健康な細胞に戻せる

ころなく発揮させる必要があると考えたからです。

のです。この細胞の初期化に必要な4つの遺伝子のなかに〝c - M y c（シ

T細胞の治療では従来のC T L（細胞傷害性キラーT細胞）も使用しま

ーミック）
〟という名前のついたがん遺伝子が含まれています。私たちの

すが、現在もっとも注目しているのが、がん殺傷能力の非常に強い〝ナイ

D N Aにはがん遺伝子が組み込まれていますが、がんという病気を引き起

ーブT細胞〟です。その威力は、京都府立医科大学・吉川敏一学長の著書

こすための遺伝子ではないのです。遺伝子の働きには私たちの知らない機

『京都府立医大のがん「温熱・免疫療法」
（P H P研究所）
』に書かれていま

能がまだまだ隠されているのです。

すので参考にしてください。同医大の消化器内科の教授でもいらっしゃる

がんは遺伝子の病気なので遺伝子レベルでの治療をしてあげる必要があ

吉川先生は、ナイーブT細胞との奇跡的な出会いによって「ナイーブT細

ると本書でお話しました。今後はがんのみならず、高血圧、心疾患、糖尿

胞による免疫細胞療法」が臨床試験でも成功し、その成績はがんの勢いを

病を代表とする代謝疾患、神経疾患、肥満、骨そしょう症、炎症性疾患など、

7割近く抑えた強力な治療法であると、その著書の中で報告されていらっ

加齢とダイエットに関連する遺伝子と環境との関連など、それぞれの疾患

しゃいます。2 0 1 1年まではこの治療が可能な医療機関は京都府立医大

に関連する遺伝子を特定し、その遺伝子を矯正することができれば、たく

を含めて関西圏に4施設しかありませんでしたが、東日本では東京を通り

さんの病気を予防・治療することが可能になります。栄養、代謝、加齢の

越えて北海道札幌市の私のクリニックで治療ができるようになりました

過程、加齢にかかわる1 0 0以上の病気の遺伝情報をもとに、オーダーメ

（2 0 1 2年1 0月より）
。

イドのサプリメント、ホルモン、薬剤を決定し、それぞれの病気の予防改

そしてこのナイーブT細胞による治療を増大させる〝H S P（ヒートシ

善に役立たせることが、現在ではすでに可能となっています。ですが、ま

ョックプロテイン）
〟と〝分子シャペロン〟を利用した従来の温熱治療を発

だまだ遺伝子の持つ情報の意味や免疫システムの複雑さを私たちは知りえ

展させた治療も併用しています。H S Pや分子シャペロンについては本書

ていません。その深遠な遺伝子・免疫システムをこれからも究明し、さら

でも少し取り上げましたが、愛知医科大学准教授伊藤要子先生の著書『か

に精度の高い〝3C（C a n c e r C o m b i n e d C a s c a d e：がん複合

らだを温めると増える H S Pが病気を必ず治す（ビジネス社）
』と、慶應

カスケード）治療〟を目指したいと思います。

義塾大学薬学部教授水島徹先生の『H S Pと分子シャペロン 生命を守る

私が提案するその〝3C治療〟とはいったいどんな治療だろう？ と疑

脅威のタンパク質（講談社）
』に詳しく解説されています。

問に感じていると思います。その治療の基本、中心となるコア治療は免疫

さらに加える治療が
〝酸化療法〟
です。本書では誌面の都合上取り上げま

細胞療法です。そしてその免疫細胞療法の効果を〝増幅〟
〝増強〟させてく

せんでしたが、改めて詳しく１冊にまとめたいと思っています。ドイツや

れる、がんに対してダイナミックに働きかけてくれる治療を組み合わせて

アメリカで特に普及している「血液フォトセラピー」
「過酸化水素点滴」
「血

いくものです。A→B、B→C、C→Dと段階的にその効果をどんどんと

液クレンジング療法」
「高濃度ビタミンC点滴」
「アルテスネイトの内服」

大きくしていこうという考え方です。がん治療に用いられる免疫細胞は現

といった酸化療法も取り入れています。酸化療法はがん治療のみならず、

在、世界においてもN K細胞、樹状細胞、T細胞の3つの細胞（c e l l）が

感染症・自己免疫疾患・肝炎・糖尿病といった病気にも導入されている治

利用されています。私のクリニックではこの3つの細胞（3C）をすべて

療法です。今後も大きく期待を寄せるこの治療は、日本酸化療法研究会会

使用し、さらに各種がんワクチンを使用する強力な複合免疫細胞治療を実

長で東海渡井クリニック渡井健男院長の著書『ドイツで1万人以上の医師

践しています。がん免疫治療には、それぞれの細胞の特徴や連携を余すと

が選んだ 血液クレンジング療法（現代書林）
』で詳しく紹介されています。
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さて、本書でがんの本態とそれに対する3C治療の考え方は分かったが、

たちにとってがんの発症は確実に想定内であり、むしろ必ず起こる事象と

その治療にはいったい幾らの費用が必要なんだろう？ というところが一

して認識すべきであると、がん発病の統計学的数値がそれを指し示してい

番気になると思います。そこで費用の一例をご紹介します。余命が幾ばく

ます。本書の構成については、宇宙や地球、そうして生命の誕生から、が

もないと診断された患者さんに対しては治療にかけられる残された時間

ん治療の本題に入り、そこからD N Aとは何か？ を掘り下げてみました。

も当然限られていますので、3か月間で集中した治療を行います。
「ナイ

D N Aは結局のところ何をしているのかといえば、R N Aを介してタンパ

ーブT細胞輪注療法」3 5万円（1回投与）×1 2回、
「N K細胞輪注療法」

ク質をつくるという、極めてシンプルな働きをしているのです。しかしな

2 8万（1回投与）×1 2回、
「樹状細胞ワクチン」2 8万（1回投与）×4回、

がら、そのひとつひとつの構造や機能が解明されても、人体の仕組みやが

「H S P（ヒートショックプロテインワクチン）
」7万円（1回投与）×4回で、

ん発生の仕組みは究極のところ分からないのです。それはひとつひとつが

合計8 9 6万円かかります。当然ですが安い治療費とは言えません。それ

係わる仕組みや相互連携の組み合わせは、無限大にあるからです。それと

では必ずこういった高額な治療費が必要かというとそうではない場合もあ

比較して、人類最高の技術を投入して宇宙に飛び立つ宇宙船は、その部品

ります。膀胱がんだった8 3歳の男性が私のクリニックを訪れたとき、が

の構造や機能と設計図が分かれば、動かしたり止めたりもできます。故障

んは膀胱の半分を占め尿管を上行し腎臓へ転移していて、もう治療法がな

したときは修理もできます。しかし生物はそう簡単にはいきません。生物

いと掛かりつけの病院から言われていた状態でした。予算はないというこ

の不思議はこれまでの約4 0億年の生命絵巻を紐解かなければ、いまある

とでしたので、掛かりつけの病院で放射線治療を2 0回受けてもらい、3

仕組みを解明できないのです。読者のみなさんも私も、4 0億年の歴史が

か月の間でN K細胞輪注療法とαδT細胞輪注療法を2回、そして補助

詰まった生き物なのです。私たちは両親から生まれ、両親は祖父母から

治療を受けてもらいました。治療後、この患者さんが大動脈瘤のC T検査

生まれました。そのルーツをずっとずっと遡っていくと、4 0億年前に存

を受けるというので膀胱の検査も一緒にしてもらったところ、膀胱からが

在していた〝たった1つの細胞核内にあったD N A〟にたどり着くのです。

んはほとんど消えていました。この時の治療費は1 0 0万円程度で済みま

世界中の誰しもがそこにたどり着くのです。がんもまた、私たちの体の中

した。また、1か月5〜1 0万円ほどの費用の治療もあり、酸化療法で使

で脈々と生きてきたとてつもない仕組みを獲得したスーパー細胞です。で

用するアルテスネイト製剤は1日1 2 0 0円からの治療費で始めることが

すから、このがん細胞を完全に消滅させることだけに余りにも熱中しすぎ

できます。ですが、免疫治療はがんに対する第四の治療法と言われながら

ると、自分自身も消滅させる事態に陥ることを忘れてはいけません。

も、現在ではまだ保険外診療のため治療費はどうしても高額になりがちで

生きとし生けるもの、すべてに寿命という尊い生命の時間的な絶対値が

す。免疫治療がたくさんの臨床治療に使われることによって、高額な治療

あります。人生は一瞬一瞬の貴重な時間の連続です。その刹那においても

費が一日でも早く安くなることを希望しています。

人類の叡智を結集した治療を可能な限り享受していただきたいと思います。
がんという病気に罹ったとしても、その不安から開放されるためには、自

本書を発刊するにあたり、その準備を三年前に始めました。その間に

分ががんであることを正しく認識し、自覚し、ありのままを受け入れて、

「3.1 1」東日本大震災が起こり、人の手には負えない地球の〝f o r c e〟を

自分は壮大な宇宙と調和した存在であるという感覚を得ながら、与えられ

まざまざと見せつけられたとき、地球に生息するすべての生物は〝生かさ

た生を全うしたいものです。そうして一段でも二段でも前向きに、意義の

れている〟ということに改めて気づかされました。巨大地震も巨大津波も、

ある人生を積み重ねていただきたいと願っております。読者のみなさんの

想定外であったという専門家たちの認識ですが、がんを科学するとき、私

その人生に最大限のお力添えをさせていただければ幸甚です。
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