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熊丸裕也（AAIMC 室長） 
 
癌の遺伝子治療においては、多数の研究者がいらっしゃいますが、自分が様々な先生にお会

いしてお話を伺った結果、一番きちんとしたお仕事をなさっていると思う方を本日お連れし

ました。阿保義久先生です。阿保先生は早稲田大学をご卒業後、東大医学部に入学され、外

科を専攻されて腫瘍外科の分野で手術による癌治療をされていましたが、その後この道に進

まれ、北青山にて開業されました。（村上）。 
 
村上さん、過分なご紹介有り難うございます。 
早速この治療に到達する経緯の背景からお話しを始めますが、先ずは日本人の死亡原因で、

悪性新生物（癌。肉腫）が 1980 年代以降ずっと 1 位であるということはもう周知。 
しかし癌による死亡も、人口の高齢化による癌の罹患率も増える一方、部位別に年齢調整す

ると、主要部位では、胃癌を始めとして、肺癌、肝臓癌、大腸癌（結腸・直腸）、男性では

前立腺癌、女性では卵巣癌、乳癌（そろそろ頭打ち）もほぼ増加が止まり、収束傾向にある。 
勿論一部は、難治癌といわれて未だ収束に至っておらず、膵臓癌、胆嚢癌がそれらに当た

る。但し後者は最近死亡率の減少が見られてきた。食道癌も収束傾向にあり、女性ではか

なり減少している。血液の癌である白血病、悪性リンパ腫も収束傾向が見え始めて，女性

に多い甲状腺癌も減少し始めている。 
癌の 5 年生存率で見ると、主要部位では肝臓癌、肺癌（女性で改善著明）、男性の前立腺癌

（改善著明）、女性の子宮癌、乳癌、卵巣癌も次第に改善してきているものの、詳細部位の

難治癌では、特に膵臓癌、胆のう・胆管癌の生存率は依然不良である。特にこれら難治癌

は発見が遅れてステージ IV の患者が多いことも予後不良の一因である。 
また、各世代別の死因（厚労省報告：2016 年）を見てみると、癌死の率は男性で 55～75
歳、女性で 45～70 歳と社会の中核で活躍する世代に多いのは問題となる。 
 
難治性の進行癌、再発癌に対する治療は、放射線治療も含まれるが、主体となるのは抗癌

剤治療である。この場合 endpoint は治癒でなく延命となる。使う薬剤は、治療効果と副作

用から鑑みて、第 1 選択、第 2 選択、第 3 選択の薬剤とプロトコールはほぼ決まっており、

場合によっては治験薬も導入されるが、それでも無効な場合、Best Supportive Care(BSC)



つまり臨床現場でいう緩和ケアとなり、事実上治療は行わない。 
こうした難治癌においては、患者と医師の治療成果や経過に対しての考え方にギャップが

出来てしまい、患者はあくまで根治を期待して副作用にも耐えるが、医師は根治できない

以上生存期間の延長に重点を置く事になる。10 年前の東大病院の放射線科アンケート調査

では、患者は末期癌と宣告されても最後まで治療を受けたい人が 80％に対して、医師はそ

のような患者に最後まで何らかの治療を提供したいと答えたのは 20％にすぎなかった。 
進行末期固形癌に対する治療効果判定として、RECIST(Response evaluation criteria in 
solid tumor)ガイドラインがあり、病変の縮小度によって、CR（完全奏功）、PR（部分奏功）、

SD(安定)、PD（進行）と言う分類、腫瘍マーカーの改善度、生存期間延長 等の奏効率が

重視されているが、それは医者の視点であって、患者にとっては無増悪生存期間、QOL が

ことさら大切の筈である。 
ここに末期癌治療の限界・課題が見えてくる。 
一部の新しい分子標的薬、免疫治療薬の効果は注目に値するが、ある程度以上進行した癌

では効果が期待できない。又標準治療は保険収載内の治療から選択され、混合診療は禁止

されているため、治療は画一的になり患者の治療選択や闘病姿勢は制限されてしまう。 
以上を癌治療の現状と課題としてまとめると 
現状： 
人口の高齢化を主因とする志望者数の増加はあるものの年齢調整死亡率は、減少傾向。 
社会の中核となり活躍する世代での癌死が多い。 
進行・再発癌では生存期間の延長が重視され、QOL への配慮が不十分。 
課題： 
社会の中核世代の癌死亡率を下げる。 
進行・再発癌の治療評価で生活の質の維持も重視する。 
 
QALY：Quality Adjusted Life Year(質調整生存年) 
治療効果は,生存期間延長のみでなく生活の質も考慮すべきという考え方。 
1QALY:完全に健康な状態で 1 年間余命が延びること。 
管患者の治療においてはこの考えは今後重視されるべき視点である。 
 
他方で、難治癌に対する治療薬の台頭についても触れなければならない。 
その 1 つは、癌に特異的な分子やタンパクをターゲットに攻撃する薬剤で、以下のもの。 
分子標的薬 
血管新生阻害薬 
抗体医薬 
更に、癌の免疫に対する抵抗力を奪い免疫細胞の攻撃を促す薬剤 
免疫チェックポイント阻害薬(京大医師の開発：ノーベル賞候補？) 



等、期待できる薬剤が続々登場しているが、副作用の軽減と延命率の改善は見られるもの

の、想定外の副作用もあり、満足できる治療結果が出ているとは、必ずしも言えない。 
薬剤によっては費用負担も相当に大きい。 
台頭してきた新薬の課題としては 
血管新生阻害薬        奏効率  無憎悪生存 全生存   文献 
アバスチン（ベバシズマブ）  30％   13.4M    16.5M  BRAIN 試験 
ネクサバール（ソラフェニブ）  10％   5.5M    17.8M  進行腎細胞癌 
スーテント（スニチニブ）    47％   11.0M   26.4M   Motzer ら 
mTOR 阻害薬 
トーリセル（テムシロリムス）   8.6％   3.8M    10.9M   Carducci ら 
免疫チェックポイント阻害薬（PD-1 抗体） 
オプジーボ（ニボルマブ）    20％   2.3M    9.2M  CHECKMATE 試験 
HER2 抗体 
ハーセプチン（トラスツズマブ） 47％   13.8M    16.7M   Bang ら 
等があるが 
期待するほどの効果がない 
現状の抗がん剤と併用が多く、その副作用は出てしまう 
抗がん剤にはない別の副作用があり時に重篤（イレッサの間質性肺炎） 
一旦奏功しても薬剤耐性が出来再発する 
等の問題がある。 
新薬が高額であることも重要な課題。 
ベバシズマブ  2 週間に 1 度   24 万円/月   大腸癌で 12 万円/60kg/回 
ソレフェニブ  1 日 2 回服用   60 万 5 千円/月 1 日 21600 円 
スニチニブ   28 日連日服用   83 万円/月   1 日約 3 万円 
テムシロリムス  1 週間おき   56 万円/月   1 回 14 万円 
ニボルマブ     3 週間おき   131 万円/回   体重 60kg で 131 万円 
トラスツブマブ  1 週間おき   228 万円/月   初回 240 万円、後は 120 万円 
と言うように 
薬剤費自体が高額 
適応外部位では保険適応されず、自費診療になる 
治療では入院、血液検査、画像診断などの費用もプラス 
高額医療費制度も高収入の人には制限あり 
 
遺伝子治療（CDC6 RNAi）の導入 
何故遺伝子治療をやることになったのか？ 
最初は患者さんが持ってきた知識であった。 



2006 年当時 55 歳の男性進行 4 型胃癌患者が、手術を拒否。しかし海外で受けたこの CDC6
の局所注射による治療法で、癌が 4 月から 6 月の間でみるみる消えてしまって（スライド

参照）、治ってしまったという情報。（因みにこの方は現在も存命中である。）その時はさす

がに極めて希な症例であり治療法として有効かどうかは疑問に思っていた。その後幾つか

の事例の情報が入ってきて、更に患者さん自身の来院で、40 歳代の女性が上咽頭癌 stage IV
で、癌研有明病院にて治療できないと宣告されたが、未だ仕事もしていたのでこの治療を

海外で受けたら、呼吸困難や嚥下障害も回復して来たので日本で続けたいと切望されたの

で、調査し本治療を提供し始めたのがきっかけ。 
 
CDC6 とは？     タンパク質である！ 
セルサイクルの細胞分裂の 4 段階のうち、G-1 期において分裂する回数を正常細胞で制御し

ている調節因子の一つが、このタンパク質である。他方でガン細胞では全てのサイクルで

大量に発生していることが解っている。この CDC6 が大量に存在することが、G-2 期のチ

ェックポイントの制御をも破綻させている、更に Nature に掲載された論文に依れば、CDC6
は、P-16 と言う強力ながん抑制遺伝子を阻害しているとの報告もある。 
これをノックダウンすることで、無限に回るセルサイクルを止められるのではないかと言

う考えに基づくもの。 
RNA i（interference：干渉）とは？ 
二本鎖 RNA と相補的な塩基配列を持つ mRNA が分解される現象で、人工的に二本鎖 RNA
を導入し、任意の遺伝子発現を抑制することに応用される。 
前述の CDC6 を癌細胞で抑える方法として、この RNA i を利用することで、 
DNA 遺伝情報が 
→mRNA への遺伝情報の転写 
→遺伝情報の翻訳（mRNA+tRNA アミノ酸結合） 
→タンパク合成 
→形質発現 
の最初の段階を阻害することを利用するのである。 
CDC6 と言うガン細胞で急増している目標タンパクを RNA i を用いて knock down するに

あたり、二重鎖 RNA だけでなく shRNA を導入して、安全性の高い HIV 関連の Vector 
recombinant lenti virus を使うやり方である。  
スライドは CDC6 が shRNA+lenti virus を使って knock down されたことと、Annexin V
の上昇で解るように apoptosis が増えたことを示している。 
マウスのスライドでは乳癌に対する CDC6 の knock down で効果が出ていることを示して

いる。 
次のスライドはスウェーデンの病理センターからのデータで、諸々の癌で CDC6 がどれく

らい増えているかを示したデータで、臓器により差はあるが殆どの癌で上昇している。 



膵臓癌、カルチノイド、頭頸部癌が CDC6 の発現多いようだ。胃癌は 50％とのことだが、

東大の消化器外科に協力して貰い、スキルス胃癌切片で調べたところ、ほぼ 100％CDC6
が増加していた。これら CDC6 の発現が多い癌には治療効果が出やすいようだ。 
CDC6 knock down によって、癌細胞の 
増殖停止 
老化 
Apoptosis 
が誘導される。 
更に P16 などの癌抑制遺伝子が活性化される。 
 
参考文献もかなり多く、FYI として提示する。 
Nature、Cancer Cell 等の当初のものから、その後の CDC6 の基本特性、CDC6 と癌細胞

の無限増殖に関する論文、CDC6 knock down と癌治療、RNA 干渉と癌治療等。 
hTERT とは細胞分裂の回数を規定する telomere の分解酵素を、癌細胞が抑制して細胞増

殖を促していると言う研究もある。 
Lentiviral vector の安全性も多く報告があるが、正常細胞に悪影響を及ぼさない方法として、

hTERT と組み合わせることでより安全度が高まると考えられる。 
 
北青山 D クリニックで CDC6 sh RNA 治療に至った経緯： 
-2001 年、南カリフォルニア大学で Dr. Luo Feng と木村清子氏が、CDC6 sh RNA による

癌治療を開発し、末期癌の日本人患者に対して海外（主として中国）で治療を実施してい

た。 
-中国で治療中の末期癌患者達が、日本国内での治療継続を希望。 
-何人もの患者が重篤な副作用もなく症状が改善していたため、発案者らとの直接の情報交

換・背景論文や基礎研究の成果を確認した。 
-社会を担う世代であるにもかかわらず、BSC と評価された患者達が、当該治療を受けるこ

とで症状/状態が安定しており、国内での治療継続を希望。 
こうした患者さん達に対しての治療提供は、科学的・倫理的に問題ないと判断した。 
 
次に、遺伝子治療と核酸医療について触れる。 
遺伝子治療とは、疾病の治療を目的として遺伝子または遺伝子を導入した細胞を体内に投

与すること。 
狭義：単一遺伝子の異常により発症する遺伝病に対して正常遺伝子の機能を補う 
広義：遺伝子を導入して様々な疾患に対しての治療効果を期待して行うもの 
遺伝子そのものを改変する治療するのではなく、遺伝子を用いて治療するもの。 
余談だが、遺伝子そのものを改変する genom 編集という遺伝子構造を改変編集する技術は



は東大などでも現在研究が続けられている。 
 
遺伝子治療は、具体的には。患者の免疫細胞（T 細胞）を取り出して遺伝子導入、培養の上

で本人に戻す治療やキメラ抗原等を付着させて投与したり、ウィルスベクターを使って遺

伝子を投与する方法等がある。 
我が国で実施されている遺伝子治療の臨床研究は、スライドの一覧に示すように数多くあ

り、先天性酵素欠損症やバージャー病の他、悪性疾患でも治験は進んでいて、血液の癌で

は FDA の適応承認が取れたものもある。 
他方で、製薬企業が力を注いでいるのが核酸医薬。ヌクレオチドを基本骨格とするもので、

天然型か化学修飾型があり、遺伝子発現を介さずに直接生体に作用し、化学合成によって

製造されたもの。（遺伝子治療は遺伝子発現を介して作用し、生物学的に製造される） 
RNA 干渉は核酸医薬に近いが、ウィルスベクターを使うものは、規制上は遺伝子治療に分

類される。（両方の特性を持っているとも言える） 
核酸医薬には、DNA への遺伝子情報の転写を阻害するデコイ（二本鎖 DNA）、DNA から

の転写阻害をするアンチセンス（一本鎖 DNA/RNA）、miRNA mimic（二本鎖 RNA）、mRNA 
からタンパク合成への翻訳阻害をする si RNA（二本鎖 RNA）、シグナル伝達阻害をするア

プタマー（一本鎖 DNA/RNA）等があり、設計的には高尚なものだが、いかんせん目標部

位に到達させる点（drug delivery）で問題があり、実用的には未だ難しい。 
 
CDC6 RNA i 療法は si RNA による RNA 干渉が基本で、核酸医療に類似しているが、その

弱点である不十分な DDS 機能をウィルスベクターを用いて補完している。その点で遺伝子

治療と見なされる。ポイントとして、 
Target : CDC6 RNA 
Method : RNA 干渉 
Vector : recombinant lentivirus 
Off target : hTERT promoter 
送達経路は 
経静脈的（点滴） 
局所投与 
 経皮的（直視下、エコーガイド） 
 経内視鏡的 
 経皮経管的（経栄養動脈的） 
経皮的腹腔内・胸腔内 
今日は奥野先生のような局所の選択的な薬剤投与のエキスパートがいらっしゃるかは知ら

なかったのですが、入院設備がない当クリニックでの治療では、橈骨動脈・上腕動脈から

のアプローチのため、肺癌では気管支動脈、乳癌では内胸動脈、外側胸動脈、胃では腹腔



動脈、大腸では上下腸間膜動脈などを使うが、膵頭部などの局所投与には難渋しているの

が現状。 
 
CDC6 RNA i 療法の既存治療に対する優位点は、重篤な副作用がないこと。 
一過性の悪寒・戦慄を伴う発熱はあるが短時間で回復する。他には一過性ながら、倦怠感、

血圧低下など。依って BSC の段階の患者さんでも治療が継続できる。QOL も損なわれな

いので、QUALY も高くなる。 
 
実際の症例で治療成績も提示する。 
 
62 歳女性 卵巣癌の診断で子宮全摘したが、病理でスキルス胃癌の転移と判明 
2014 年 1 月に上記診断手術を受けて判明し、翌 2 月から遺伝子治療開始 
4 月迄に 4 回の治療実施、状態安定にて一旦休止し、化学療法を継続した。 
2015 年 1 月直腸転移により尿路閉塞を起こし、尿管ステント挿入 
同年 6 月に遺伝子治療再開。排便障害があったが、前回の 6 倍量投与で排便障害消失 
異常高値であった腫瘍マーカー（CA19-9,Span1,DUPAN-2）が全て正常値に回復した。 
同年 8 月以降 3 ヶ月に 1 回の遺伝子治療継続。翌年 1 月食欲、排便、排尿に問題なし。 
2016 年 12 月迄は無症状で 3 年間普通の生活が送れたと。（その後治療間隔が開き腹水貯留

で翌年他界された。） 
 
74歳女性 スキルス胃癌の診断で、ダグラス窩転移で直腸閉塞、人工肛門造設後受診 

2012 年 7 月の上記診断で翌月姑息手術、食事は出来なかったが 10 月に遺伝子治療開始 
胃への局所注射、腹腔内注入、点滴静注で薬剤投与。治療 4 回目から生理的肛門から排便

あり、食欲も良好となる。 
2013 年 1 月治療 6 回目の後、旅行に出かけた。 
2014 年 1 月、1 年振りに遺伝子治療再開、CT での胃の所見も癌は不変、ないし改善傾向が

認められた。腹水も認めず、この年海外旅行に出かけられた。（複数回） 
通常ダグラス転移を持つスキルス癌は、自然経過としては短期間に胃の病状も進行して、

悲惨な経過をたどる。本治療を定期的に受けていた期間は、食欲が回復ししかも海外旅行

に出かけられていた。 本人、家族が十分に癌治療を全うしたと判断され治療を終了した。 
 
50 歳女性 Stage 1（腫瘍径 18mm）左乳癌で早期だから標準的外科治療を 2 度勧めた。 
本人と夫君が、メスを入れたくないと主張し、化学療法も拒否。（2010 年 5 月） 
2010 年 7 月より遺伝子治療開始。1～2 ヶ月に 1 度の薬剤 1～2ml を投与。エコー、MRI
検査で左乳癌の縮小が著明に認められ、2014 年 12 月には腫瘍径が 6mm 前後となり、スラ

イドの如く直近の 2017 年 7 月でも、完全消失ではないが、癌が増殖を休止（scenesence？）



したように見える。 
乳癌は 10 年後でも安心できないので、現在カテーテル動注、局所投与、点滴静注を半年お

きに継続しており、病巣は縮小したまま安定している。 
 
45 歳女性 2008 年 1 月右乳癌（経 13mm）切除手術後、化学療法施行 
2009 年 10 月両側肺転移（stage IV）を指摘され、ホルモン療法は効果なく 
2009 年 12 月に来院され遺伝子治療開始。カテーテルによる両側肺動脈投与／月 x5 回 
2010 年 3 月転移巣が縮小していき、肉眼的には殆ど認められなくなった。秋田の主治医も

驚き、精査を続けレポートをくれている。現在存命中。 
 
60 歳女性 1996 年右乳癌と診断されたが民間療法のみを受けていた。 
1998 年皮膚への転移（浸潤？）が認められ、ホルモン療法開始。化学療法、温熱療法無効 
癌は 20cm の潰瘍を形成し、肝臓転移も認められ、2011 年 7 月、遺伝子治療開始。 
頸動脈的カテーテル投与、局所注射、点滴静注にて毎月、計 5 回の投与を施行。 
2011 年 10 月腫瘍の損壊を認め、縮小を著明に認めた。腫瘍マーカー（CEA、ST439）も

半分に減少。縮小すると本人が治療間隔を空けるため再燃。最後は治療はもう結構といわ

れ中断したが、通常の癌治療で腫瘍がこのように大きく縮小することはない。 
 
65 歳女性 2008 年 7 月右上肢の悪性線維性組織球症で癌研有明整形外科で手術 
その後局所再発にて追加切除、植皮。2011 年には放射線治療が追加された。 
2011～2014 年 瀬田クリニックで免疫療法（樹状細胞、活性化 NK 細胞移植療法） 
同時期 3-6 ヶ月おきに癌研有明整形外科にも通院していた。 
2014 年 局所再発に対して上肢切断を勧められた。それは拒否し死を覚悟。 
2016 年 偶々受診した当院で遺伝子治療を知り希望され、開始。1～4 週毎に投与継続 
2017 年 3 月の MRI 検査で腫瘍陰影は消失、自覚症状もほぼなし。現在まで再発なし。 
 
以上、有効～著効例を提示したが、今までの症例の集計では、例えばスキルス胃癌の 1 年

生存 40.9％、2 年生存 20.5％と救えてない症例が多い。受診者の多くは stage IV の中でも

多臓器不全も伴う terminal stage が殆どで、あらゆる療法を試しても無効で腹水＋は普通

の状態であることを考えると、直近の成績が改善の傾向もあり、生存患者さんを今後増や

せるのではと考えている。 
治療反応の割合を症状改善、無症状憎悪が 1 か月以上見られたかを臓器別に見ると、胃癌、

乳癌、大腸癌では、およそ 50％、膵臓癌はやはり難しいと言える。 
しかし直近例で、自施設で診断した膵臓癌を大学に紹介したが、手術適応なしでゲムシタ

ビン投与開始したにもかかわらず、腫瘍マーカーの増加で遺伝子治療開始した症例は、1 年

半後の現在も元気で通院している。 



多臓器の悪性疾患にこの治療を施行する機会を得ているが、進行末期癌の患者とその家族

が補完代替療法にすがるのは、前述のように 
標準治療の副作用、それによる QOL の低下、しかも有効性が低い 
標準治療は延命目的であり、希望が持てない、最後まで受けられない。 
等。 
患者さんの特性としては、 
手術を受けたくない 
治療不能と診断されたが、何らかの治療を受けてがんと闘いたい 
副作用の少ない治療法で QOL を保ちたい 
等があり 
生存例だけでなく、亡くなった患者さんの家族からも、 
治療を受けられて感謝している 
もっと早く受けたかった 
最後まで希望が持てた、悔いなく治療をやり尽くせた 
この治療の提供をやめないで欲しい、もっと効果の高い方法の開発をお願いしたい 
等の貴重な言葉を頂いている。 
 
CDC6 RNA i の展望・課題 
末期がんに対する有効性と副作用の少ないことにより、患者の QOL が上がる可能性＋ 
評価すべきだが、大規模臨床試験のデータのエビデンスが不足、殆どが病状が進行した症

例での実施、自費診療である等の課題も多い。 
更に標準治療のみを推奨する腫瘍専門医からは否定されたり、併用治療を拒否されたりす

る。遺伝子治療という表現を用いた誇大広告による集患を図っている医療機関もある。遺

伝子治療に偏見を持つ報道もある。 
 
標準治療の将来性については 
Precision Medicine：遺伝子解析を行って疾患の原因となる遺伝子を特定しピンポイントに

対処→治療効果は大きく副作用は減る。 
その為にはがんの全遺伝子情報を読み取る必要がある。 
がんセンターで特に呼吸器疾患で期待されているが、 
未だターゲット遺伝子が同定できていない。 
遺伝子が特定できても、どう治療するかが未だ開発されていないケースが多いのが現状。 
 
免疫療法の革新的進歩 
① 免疫チェックポイント療法 
癌細胞が自分への免疫細胞の攻撃を逃れる仕組みを、阻害する治療法。 



著効例はあるが、重症筋無力症など重篤な副作用の問題や高額の医療費が懸念材料。 
② 遺伝子改変 T 細胞療法 
T 細胞を患者から取り出して癌と接触すると活性化して増殖する機能を遺伝子操作で組み

込む。その T 細胞を増殖させて患者に戻す。 
癌を見つけるセンサーとしてキメラ抗原受容体（CAR）を用いる、CAR-T 細胞療法として,
学会でも話題になり、次世代の治療として期待されている。 
 
これらにも課題は多い 
① 対応する遺伝子解析が十分ではない。治療効果は 2,3 割で、高額。 
② 白血病には有効だが、固形癌には効かない。非常に高額。 

 
共に免疫を操作することに依る副作用が懸念される。 
 
他に光免疫療法があり、副作用がなく効果の高い治療として期待される。 
 
これら、期待される新たな治療法と比較して、CDC6 RNAi の特性として、殆どの癌に効果

を示す可能性が期待でき、かつ副作用が大きくないことが挙げられる。一方で治療適応や

効果判定の確立、治療薬の安定供給、学閥にもとらわれない標準治療（施設）との連携な

ど、課題は多い事を付け加えておきたい。 
 

以上 
 
文責 熊丸裕也（阿保先生校閲済み） 


