
第 31 回 抗加齢統合医学研究室勉強会 
 
日 時：2018 年 3 月 24 日 土曜日 17:00-19:00 
場 所：東京アメリカンクラブ 2 階、ミーティングルーム I 
出席者：藤井真則（リンパ球バンク株式会社代表取締役社長）、奥野哲治（Clinic E.T.院長）、

長崎綾子（ながさき内科医院院長）、村上篤良（TBS）、山本勇人（山本歯科医院院長）、熊

丸裕也（AAIMC 室長） 
 
今日は小生が、ここ東京アメリカンクラブの大先輩の藤川さんというお知り合いに紹介され

た、藤井真則（リンパ球バンク株式会社代表取締役社長）さんに、ANK 免疫細胞療法につ

いてお話頂きます。藤井さんは阪大理学部生物学で細胞生理学、分子遺伝学を専攻され、卒

業後三菱商事に入社され、バイオ医薬品部門で、新薬、診断薬、ワクチン等のデザイン、臨

床開発と医薬品メーカーへのライセンス供与に従事されていた方です。現在はリンパ球バン

ク(株)の社長さんですが、その後の経緯を含めてご本人から伺いましょう。（熊丸）。 
 
リンパ球バンク(株)は企業ですので、医療行為は出来ませんが、第 3 種再生医療に提供され

る細胞培養センターを保有する会社です。実際には京都大学をスピンアウトした医師が立

ち上げた東洞院クリニックの細胞培養センターと物理的な空間を共有しているものです。 
我々の施設は、Natural Killer Cell（NK 細胞）を臨床上の実用レベルで培養することが出

来る、恐らく世界で唯一の施設です。実用という意味は、実際に治療として患者に投与す

る意味があるということで、実験や研究の目的での培養は多くの施設で行われまた治療強

度不足と考えられるものは広く普及しています。 
先ず、TV 番組の録画（日経 CNBC が放送）を供覧しますのでご覧ください。 
 
本日はがんと免疫に関する話題ですが、ANK 免疫細胞のお話しをさせていただきます。 
Amplified（活性化し増殖させた）Natural Killer 細胞と言う意味での銘々です。 
 
先ず自己紹介しますと、私の母親は被爆者であり、自分は幼少期に白血病の診断で余命宣

告を受けました。しかしそれは生き延びまして、細胞生理学・分子遺伝学を専攻し 1984 年

に三菱商事に入社しました。ポーランドで開発されソ連で製品化された 5FU を医薬品メー

カーにライセンスしたのを手始めに世界中の抗がん剤メーカーに抗がん剤を供給していた

他、画像診断のパイオニアであるシーメンス、GE の両方の総代理店でもあったため、抗が

ん剤治療による画像上の縮小効果をもって奏効率を判定しエビデンスとする考え方を世界

に定着させた企業です。それまでは食欲改善など臨床諸症状の改善が制がん剤（当時の呼

称）の効果判定基準であり、第二世代の奏効率の高値は必ずしも患者余命の延伸に寄与し

ないことから今日では延命効果を判定基準としています。がん治療の今を歴史的な背景も



含めて俯瞰する立場におりました。私自身はバイオの夜明けと言われた時代に入社し、ラ

イフサイエンスの知見をベースにドラッグデザインされる Biologicals (日本ではかつてバ

イオ医薬品、今日では分子標的薬という日本でしか通用しない独特の呼び方をします)を海

外で開発し医薬品メーカーにライセンスするのが本職でしたが、調査したバイオベンチャ

ーの数は 2000 社までは数えておりました。新薬の開発は各国の法令の差異を利用し最初か

らグローバルベースで行います。一国ですべてのプロセスを完遂することは法的にできな

いのです。その際に東アフリカやプエルトリコも新薬開発には欠かせないエリアなのです

が、NIH がグラントを提供する世界中の新薬研究の拠点を自分の足で回り、がんの自然治

癒者と考えられる人の共通点を見たところ NK 細胞の活性が顕著に高く、かつ末梢血中の

NK 細胞密度が顕著に上昇している、この両方が成立することが必要十分条件であると解り

ました。既に NIH は NK 細胞を体外培養で活性化して体内に戻せば抗がん剤を上回る効果

を得ることを大規模臨床試験で証明していましたが培養技術の問題から非現実的なコスト

がかかり実用化は見送られていました。NK 細胞の活性と細胞数いずれにおいても NIH 法

を上回る臨床上の実用レベルでの培養技術が京都大学の研究者によって開発され（インタ

ーロイキン２レセプターβサブユニットの発見者等）、その治療により末期進行がん（悪性

リンパ腫）を克服した患者等（千鳥饅頭総本舗先代社長故原田光博氏）が、この治療の普

及を目的に、2001 年にがん患者の会を株式会社化しリンパ球バンク株式会社が創業されま

した。世界中の培養技術を調査した三菱商事は、世界オンリーワン企業と認識したリンパ

球バンクに日本やシンガポール政府の資金と共に投資し、私自身は 2007 年に社長に就任し

ました。 
 
活性化と選択的増殖両方の意味を込めて Amplified NK（ANK）自己リンパ球免疫療法（通

称 ANK 療法）と名付けられた治療法は 1993 年に完成、1994 年に京都の有力民間病院に

お願いをして臨床試験に附されました。 
標準治療を受診していない末期進行がん患者を対象に半年間 ANK 療法のみを連続実施す

るという設計で 30 名以上がエントリーされ、他の治療を受けられた方はドロップし 17 名

がプロトコルを完遂され、全員完全寛解後、5 年間完全寛解を維持しました。但し、無償治

療でしたので今日の価格で考えれば数千万円に相当する治療を繰り返しています。 
2001 年一般診療開始。培養は京都の施設でのみ施行して、全国の提携医療機関で治療し、

3000 例以上の治療実績がありますが、ターミナル状態から受診する人も多く、過半は訃報

を聞いています。臨床試験と一般診療は全く別物という現実に直面し、単独治療から集学

的治療へと方針を転換しました。特に欧米の標準治療である分子標的薬の併用は基本にな

ってきています。 
 
がんは免疫病という考え方は西洋医学の根底に昔からあり欧米では抗がん剤といえば免疫

系の治療薬が中心になっていますが、世界標準から大きく逸脱する日本においても漸く「抵



抗を受けない」ようになってきました。ですが、正確に言えば「NK 活性低下病」と「吾々

は」考えています。 
がんによって免疫が抑制されている状態から免疫を再度活性化するには、がんよりも危険

な刺激が必要です。 
致死性の高い劇症肝炎を生き延びた人は難病が治るとか、大腸がんが穿孔して敗血症にな

り死にかけたが、それを乗り越えたらば癌も治っていたという報告も古くからあります。

古代に強制感染によって癌を治療していたという情報もあり、こうした極端な刺激を「コ

ーリーの毒」（注：米国で 1890 年頃肉腫患者の丹毒感染が腫瘍を消失させた事から、コッ

ホ、パスツールも報告していた事を知り、コーリーワクチンと言う細菌混合物を開発）と

言いますが、感染症による死亡例も続出しました。 
西洋医学の考え方として、急性症状と慢性症状は逆のものとする見方があります。病気の

「元」を激甚な急性症状で解消すれば健康へと向かいます。一方、体内の「問題」を免疫

が受け容れてしまうのを免疫寛容と言い、問題は慢性化します。そして慢性の最後の状態

を「がん」と呼びます。たとえば劇症肝炎を生き延びれば肝炎ウイルスは消失しますが、

劇症化せずに慢性肝炎となると全ての肝臓細胞にウイルス感染痕が見いだされ、病状も肝

硬変へ、更に慢性が昂じると肝がんへ移行します。結核菌は健康な人は感染しません。日

和見感染による慢性病であり、実際には結核患者は肺がんになりやすいのです。 
 
栄養状態が悪かった時代は肺がんまで進行する前に結核で亡くなる方が多くバイアスがか

かるため「結核患者は肺がんになりにくい」と統計解釈され、結核菌の抽出物をがん患者

に投与する通称「丸山ワクチン」が注目されました。これは感染症免疫に対する若干の刺

激があり抗がん剤の副作用による白血球の減少を多少緩和し、感染症による死亡リスクを

低減するものと考えられます。製剤の製造を引き受けていた旧第一製薬高槻工場でも有効

性は認めていましたが当時と今日では細菌のソース、製法、投与量もまるで異なり遥かに

治療強度が落ちていると考えられます。実際に、丸山ワクチンを投与しても末梢血中の NK
活性は全く動きません。進行がんの治療効果を期待するというより抗がん剤の副作用を多

少でも緩和するものというものでしょう。    
 
免疫治療は進行がんを事実上の治癒に持ち込む可能性をもつという意味で殺細胞剤（日本

で抗がん剤と言えば殺細胞剤を意味することが多く、欧米で抗がん剤といえば分子標的薬

が基本）を上回る効果を期待できますが、治療強度を強くするほど副反応も危険なレベル

となります。すべての免疫治療は「コーリーの毒のジレンマ」により有効性と安全性の両

立が困難となります。例えば私自身が関与したインターロイキン２やインターフェロン各

種を大量投与すれば免疫刺激により進行がんが消失し再発も防止できますが、死亡を含め

た高いリスクを伴います。安全なレベルに投与量を減じると効果がみられません。 
全ての免疫治療の実用化にとって分厚い壁として立ちはだかる「コーリーの毒のジレンマ」



を回避する方法として考案されたのが免疫細胞療法です。体内の強い免疫抑制下にある免

疫細胞に体内で直接強力な免疫刺激を与えて、十分な抗がん作用を誘導するのは危険であ

り、実用性がありません。そこで免疫細胞を体外に取り出して IL-2 を大量投与して刺激し、

体外培養という形で危険を回避した上で患者の体内に戻す方法です。 
 
免疫細胞のほとんどはがん細胞に反応しません。体内でがん細胞を認識して攻撃できるの

は NK 細胞と T 細胞のごく一部です。両者の中間的なものも存在しますが基本的にがん細

胞を攻撃するのは NK 細胞と T 細胞（ごく一部）の２種類だけです。 
がんに対する免疫（腫瘍免疫）と感染症免疫は別のものです。腫瘍免疫の担い手が NK 細

胞です。感染症免疫の担い手は沢山いますが、T 細胞はウィルス感染細胞の傷害においては

主力であり、B 細胞は抗体産生を介して細菌による感染症に対応するのが大きな役割です。

実際に T 細胞欠損症患者はウイルス感染と真菌感染に脆弱となり、B 細胞欠損症患者は細

菌感染に脆弱となり、いずれもがんの発生率に影響はみられません。NK 細胞欠損症はまず

生まれませんし、NK ノックアウトマウスも作成困難です。NK は生存に必須であり、T 細

胞や B 細胞は必須ではありません。マウスの生後に NK 細胞を排除する措置を加えると腫

瘍免疫が劇的に低下します。樹状細胞は感染症免疫の指令塔として細菌やウイルスの共通

抗原を認識する専用センサー（TLR）を多種大量に発現し、T 細胞や B 細胞に感染症免疫

の発動を促しますが、がん細胞を認識するセンサーは持っていません。実際に、がん細胞

と共培養した樹状細胞を T 細胞と共培養しても、がん細胞を傷害する T 細胞は誘導されま

せん。各々の免疫細胞の主な役割りが違う訳です。 
ここでがん細胞を攻撃できる NK 細胞と T 細胞の違いについて触れると、前者は野生型で

活性が高ければがんを認識する専用センサー数十種類を大量に発現し、これらを組み合わ

せて用いることでどんながん細胞でも見分けられ、正常細胞は攻撃しません。また他人の

細胞とも仲良くします。他人の遺伝子が入り込んでいる受精卵が免疫によって排除されな

いのは、NK 細胞が受精卵を保護し子宮粘膜に着床するまで誘導するからです。一方、T 細

胞はごく限られた標的信号しか認識せず、T 細胞の大半ががん細胞を認識できない上に、特

定のがん細胞を認識する T 細胞は、「隣のがん細胞」を認識することができません。つまり

がん治療に実用的に使えるのは NK 細胞ということになります。 
ところが高活性の NK 細胞はがん細胞を傷害する毒物を封じた小胞体を大量に細胞内に抱

えるため、細胞分裂時にこれが千切れて自爆を起こし易いという問題があります。そこで

研究者が通常、用いるのはセルライン化された NK 細胞ということになりますが、これは

過酷な条件下で選別を受ける際に傷害能力の高い NK 細胞が排除されたものになります。

それだけ自爆もしにくくなりますので培養は野生型より容易になります。 
正常細胞とがん細胞の差は、病理学的な検鏡で判定しうるのですが、細胞表面の構成物質

は同じであり、免疫細胞が見分けるためには、あたかも顔つきを見分けるかのように複数

のセンサー機能が必要となります。 



腫瘍マーカーといえば AFP、CEA、フェリチン、BMG-II、シアール酸位しか実用化され

ていなかった時代に CA19-9 が鳴物入りで登場し、以後同様の方法論に基き 100 種類近い

腫瘍マーカーが開発されていきました。私自身、エピトープ部分の糖鎖構造の合成に関わ

ったのですが、当時は腫瘍特異マーカーと一世を風靡し、CA19-9 抗原を標的としてがん細

胞を狙い撃つ所謂ミサイル療法のターゲットとして話題を呼び、1000 社以上のバイオベン

チャーが創業されました。ところがやってみると CA19-9 抗原は正常組織にも認められ、が

ん細胞としての特異性がありません。他の腫瘍マーカーも同じでした。 
ゲノム解析から細胞表面に発現する膜たんぱく質は全部で 400 種類あると判明し、全てを

クローニングの上、生合成、抗体作成など徹底した解析が行われましたが腫瘍特異抗原は

皆無であることが明らかになりました。細胞認識においてたんぱく・ペプチドより重要な

糖鎖抗原については世界的なネットワークを構築し徹底した探索を行いましたがやはり腫

瘍特異性を見いだせたものは一つもありませんでした。遺伝子が不安定になるがん細胞で

は、よく遺伝子変異がみられるのですが、「隣のがん細胞には見られない類」のものであり、

がん細胞に特異的な共通の変異で診断や治療の実用に供することができるものは見つかっ

ていません。（後日注：がん細胞特有で共通の遺伝子変異を標的にがん細胞を特異的に傷害

する試みはこれまで失敗に終わってきましたが、特定の患者に固有の遺伝子変異に対応し

た治療の選択はむしろこれからの主流になっていく可能性があり、実際に薬剤分子標的薬

の奏効レベルの判定には遺伝子変異の診断が広く実用されています） 
がん細胞は毎日発生し、免疫監視機構がこれを排除しているとするバーネット卿仮説は「ノ

ーベル賞受賞者が唱える説」として紹介されますが、受賞対象になった研究はなぜ免疫は

まだ遭遇していない未知の多様な物質にも対応するのかを説明するクローン選択説です。

数百億種類とも言われる T 細胞の膨大な認識抗原のバリエーションがどうして僅かしかな

い遺伝子から生成されるのかを細胞分裂の際に遺伝子をずらしながら多様性を発現してい

るとする今日TCR 改変と呼ばれるシステムの存在を提唱しノーベル賞を受賞されたのが利

根川進さんです。ランダムに認識抗原のバリエーションを用意し、その中から自己抗原を

認識傷害する T 細胞を胸腺等で排除し、残ったものが体内で活動するという複雑なシステ

ムであり、特定の T 細胞はごく特定の抗原のみ認識するため、体内に存在する多様で変化

に富む様々ながん細胞を広く認識することはできません。特定のがん細胞 A を認識する T
細胞は、T 細胞全体の数十万とか数百万分の１しか存在しないのではないかと考えられてい

ます。（正確な検証はできません） また細胞１個あたりの傷害活性は NK 細胞より桁違い

に低く、がん細胞を排除する能力において T 細胞は NK 細胞に比肩できるものではありま

せん。 
 
がんセンターなどの外科医にお願いして、患者の腫瘍を病理標本固定前に一部頂き、その

腫瘍と型があう本人の CD8＋の細胞を体外で大量に増殖させて、患者に再投与するのが、

CTL（Cytotoxic T-Lymphocyte）療法で、型のあうがん細胞だけを攻撃し、種類が違った



り変異していると見逃されてしまいますが、米国で大規模臨床試験が実施され有効性は確

認されています。但し前述の理由から、当たり外れが大きいのが欠点です。（東洞院クリニ

ックではこの療法は無料で実施） 
 
スライドはセルライン化された乳癌細胞（MHC クラス I を発現するもの）を顕微鏡下で実

際に癌細胞を傷害することを確認した CTL を選択的に増殖させたものと、一般的な NK 細

胞を ANK 療法で培養したものとで同一の乳癌細胞（MHC クラス I＋）を標的に傷害活性

を比較したものです。CTL は MHC クラス I を発現するがん細胞しか認識できませんが、

野生型で高活性な NK 細胞は MHC クラス I の発現の有無に関係なく標的ががん細胞であ

れば傷害しますので、同じ標的細胞を用いて NK 細胞と CTL の比較ができます。採取して

行った、上段が ANK 療法、下段が CTL 療法ですが、これくらい殺傷力に差があります。

1984 年NIH が実施したLAK療法の大規模臨床試験では患者体内から採取した白血球集団

全体を活性化して用いましたが、後にホワイトヘッドらが行った、LAK 細胞から NK 細胞

を取り除くことで、完全に抗腫瘍効果がなくなってしまった結果からも、NK 細胞が血液中

に存在する免疫細胞の中で腫瘍免疫の戦力の主体であることが解っています。 
 
近年話題となった分子標的薬の 1 つとして、免疫チェックポイント阻害薬が有ります。（分

子標的薬には含めない区分が定着してきました） 
例えばオプジーボの場合、がん細胞が T 細胞から攻撃を受けないように発現する PD-L1 と

いう免疫抑制信号を発するレセプターがあり、これを受ける T 細胞側の作用点 PD-1 をブ

ロックすることで、癌を攻撃させる仕組みと説明されています。 
（NK 細胞のチェックポイントは非常に多種多様でこうした単一薬剤の投与だけでは影響

を受けないが、T 細胞は単純なので活性化されることがあります）免疫抑制信号を抑制する

という発想の薬剤ですが、PD-L1 はがん細胞特有のものではなく、筋肉細胞や肺の組織を

構成する細胞、心臓内膜細胞などが発現しているもので、おそらく T 細胞による攻撃を回

避するため正常細胞が発現しているものと考えられます。また肺の細胞ががん化すれば

PD-L1 陽性の肺がんになりやすいと考えられています。一方、胸腺だけではなく小腸でも

T 細胞の選別が行われるせいなのか、消化管系の正常細胞での PD-L1 の発現は一般に低く

なります。臨床上、消化管系のがんにはこの薬剤はほとんど奏効せず、非小細胞肺がんの

場合で奏効率は 2，3 割と言いますが、（実際には 1 割）効果といっても基本的に SD 期間

の延伸です。他方で抑制阻害により正常の組織、筋肉、心膜等も攻撃してしまい、SLE、

筋ジストロフィー、重症筋無力症、心筋炎、間質性肺炎、I 型糖尿病など、自己免疫疾患の

発症が３～４割に及び、死亡に至るケースが１割とされています。 
CAR-T 療法も脚光を浴びていますが、これは広く普及するものではありません。詳しくは

「CAR-T 療法」で検索頂ければ、たぶん私のブログ記事がでてくるはずですのでそちらを

ご参照ください。（詳細は省略） 



 
がん患者の NK 細胞活性は例外なく極端に低く、がん細胞によって抑えられています。こ

の活性を高めることが出来れば、がん細胞を殺傷できます。NK 細胞の発見は樹状細胞や T
細胞より遥かに遅かったのですが、（様々な名称で呼ばれていたものが 73 年に樹状細胞に

統一された。）NK 細胞は多数の T 細胞に紛れて存在する上、通常 T 細胞が爆発的なスピー

ドで増殖するので同定が難しく、1975 年に見つかりました。NK 細胞のようなリンパ球の

培養にはサバイバルファクターである IL-2 添加は必須ですが、少し強く刺激すると増殖が

始まり高濃度 IL-2 刺激によって活性化します。ところが添加する IL-2 が多すぎても

apoptosis をおこします。 
実際にどうやって増殖させるかは、説明も大変ですが、簡単に言えば専門家が検鏡下に頻

回に観察して NK 細胞の最適な環境を把握し、その通りに培養環境を調整します。具体的

には IL-2 の濃度がいくらであれば適切かということは決まっていないので随時最適に調節

するのであって他の成分群も同様です。 
増殖が遅くしかも活性化してから増殖すると自爆しやすい細胞はたくさん採取して活性を

高めて体内に戻すしかないと米国 NIH の研究者たちは考え成分採血装置を用いて、

leukopheresis によって約 50ℓの患者血液を体外循環させて数十億個の NK 細胞を分離、高

濃度 IL-2 で刺激して体内に戻す事で、（ｻｲｸﾛﾌｫｽﾌｧﾏｲﾄﾞが奏効しなくなった）数百人の末期

進行がん患者に使用して、何らかの効果があると報告しました。大量投与で腫瘍が壊死を

起こし高 K 血症で心停止を起こしたりするので、ICU で管理されました。莫大な費用が掛

かるため、臨床的な実用性はないとされます。その後同一条件で検証されたことは一度も

ないのですが、採血量や薬剤量を縮小した検証試験は各地で行われ言われたほどの効果は

ないという誤解を生んでいます。 
ANK 療法では原則７リットルの体外循環により血中 NK 細胞を採取し、活性を高めながら

目標として 100 億個レベルまで NK 細胞選択的に増殖させます。1 度に投与しては強すぎ

るため 12回に分けて週２回以上のピッチにしないで投与することで安全性を確保しました。

他にも多くの免疫細胞療法実施施設はありますが、我々のものは採血量 5～8ℓ（他者 20～
50ml）、NK細胞数 100億個レベル（他者数百万個、但しT細胞は数十億～100億個レベル）、

40℃前後の発熱など様々な免疫副反応を伴います（他者はほぼなし）。発熱の原因は様々な

サイトカイン類を体内に戻された NK 細胞が放出するためです。γインターフェロンが中

心ですが多様なサイトカイン類をカクテルにして放出し、放出量も変化し他の免疫細胞が

互いに呼応し合うため複雑なシンフォニーとなります。γインターフェロン等を単剤とし

て筋肉注射するのとはまるで意味が異なります。活性化した NK 細胞の投与によって、体

内に元々ある NK 細胞も活性化されます。 
 
ANK 療法の開発は、京都大学の研究者によって行われました。 
諸説が飛び交っていますが研究者仲間の間ではヒトレトロウイルスを初めて発見したのは



京都大学の高月教授と知られています。（後に熊本大学へ移られました）門下生だった勅使

河原博士は HTLV-1 型ウイルス（命名は後のことです）感染細胞が ATL（成人 T 細胞白血

病）化するプロセスで過剰発現される ARF の研究を進めるうち、IL-2 レセプターの発見に

至ります。（勅使河原博士自身が同定したのはβサブユニット）後に京都大学大学院博士課

程にいた大久保医師と共同で ANK 療法を開発され現在リンパ球バンク(株)の代表取締役社

長です。 
 
ここで、日本で今まで多いとされてきた胃癌について 5 年相対生存率を見ると、限局性の

がんでは 94.6％、遠隔転移がある Stage IV では 3.1％という 2005 年の大阪の集計（一番

極端な数値を選らんでいます）があります。 
がんの治療を考えるに辺り、近年話題のがん幹細胞は、限局していれば手術で取り除くこ

とができますが、飛び散っている場合にどうするか？ 
がん幹細胞は転移再発の核になるわけですが、自身は増殖スピードが遅く、増殖毒である

抗癌剤や放射線には強い抵抗性を示します。そのため、それらの標準治療では転移・再発

を防ぎきれないのです。一方、NK 細胞はいくつかの部位においてがん幹細胞を傷害するこ

とが確認されています。 
 
がん幹細胞が飛び散ったり浸潤したりする危険ながんの特徴は、増殖信号を受け取る受容

体（アンテナ）が過剰発現（数千倍レベル）していることです。この受容体は数十種類見

つかっていますが、EGFR と HER2（他に HER3，HER4）が予後不良因子として代表的

なもの。前者を過剰発現するがんは局所で急速に増大する、発生部位で再発を繰り返す、

近傍転移・局所浸潤が強いと言う特徴が有り、後者は活発に遠隔転移を示し、非常に予後

不良です。 
限局した原発がんでなく、再発・転移したがんでは全身療法をやらざるを得ません。 
米国のがん治療はこれが標準で、抗がん剤の投与は減少し分子標的薬が主体となっていま

す。 
殺細胞剤を使わず免疫を温存して、免疫細胞にがんを攻撃して貰うと言う立場です。 
EGFR、HER2 の働きをブロックすることでがんの増殖を抑え免疫細胞に悪影響は及ぼしま

せんが正常な上皮細胞には増殖抑制をかけてしまい副作用はあります。 
HER2 に作用するハーセプチン（トラスツマブ）は、日本の場合、HER2 過剰発現が確認

された転移性乳癌、同乳癌の術後補助化学療法、HER2 過剰発現が確認された治療切除不

能の胃癌等に適応がありますが、7，8 割は過剰発現があるといわれている食道癌には適応

がありません。世界的ながん治療のファーストチョイスが保険で認められないというのは、

大きな問題ですが、2011 年７月 1 日厚労省の通達で「分子標的薬の保険適応（当時は適用）

外処方は積極的に推奨する」という事になり、個人輸入せずとも国内メーカーの MR の審

査を受け、がん治療の専門知識を有すると判断された医療機関の場合はアルフレッサ等の



卸から自由診療前提でも買えるようになりました。 
がん細胞の HER2 受容体にハーセプチンが結合して、これが NK 細胞などのエフェクター

細胞上の Fc 受容体と結合することで、抗体依存的に細胞傷害活性（Antibody-dependent 
cellular cytotoxicity ADCC）を発動します。まず ADCC 活性を有するものを最優先に開発

する、これが米国の分子標的薬開発の基本的な考え方です。NK 細胞だけが癌を特異的に攻

撃できるのであり（一般に特定物質に対する特異性という言い方をしますので NK 細胞の

認識は特定物質だけに依存しないため特異的な反応と言わないことが一般的ですが、がん

細胞全体を標的と考えれば、これを特異的に攻撃できるのは NK 細胞だけです）、薬はその

補助的な役割を果たすものです。ADCC 活性を作用機序とする分子標的薬の概ね 3 分の１

はジェネンテック社が開発しましたが企業価値は≧10 兆円です。実際ハーセプチン単独投

与でも著効例もあります。化学療法と同時に実施しない方が良いようです。 
HER2 強陽性細胞に対する細胞傷害活性は、スライドに示すように、一般法の CAT（ほと

んどの免疫細胞療法がこの手法のバリエーションです）、CTL よりも ANK 療法が何十倍も

高いですが、ハーセプチンの併用で更に倍加します。 
NK 活性は一般的なクロムリリース法で測定すると大きな日内変動を拾いあまり意味のな

いデータになってしまいますが、私どもは特殊な方法で日内変動を排除した固有値を測定

します。それに基づいて ANK 療法では、週 2 回 12 回に分けて投与することで、一気に免

疫抑制を破ることなく、かつ常に体内の NK 活性を高値に保つことで安全性と有効性を維

持するよう工夫しています。 
 
最後にチャンピオンデータの一つの症例提示をしたい。 
 
スライド症例 2）40 代女性 膵臓癌： 
2004 年 8 月 十二指腸浸潤、閉塞性黄疸、タール便＋、臥床状態（翌月血液採取） 
2004 年 9 月 培養用採血（リンパ球採取場所まで移動不可、注射器による全血採血） 
2004 年 10 月 膵頭十二指腸切除、胆嚢、胃 1/2 合併切除。この際腫瘍細胞を入手 
2004 年 11 月 ANK 週 2 回投与開始、細胞数が少なく投与後の発熱もないが歩けるように

なった。 
2004 年 12 月 リンパ球採取（2 クール目） 
2005年 1月～5 月 強い発熱のため ANK間引いて投与で 2クール目終了 その後CA19-9 
が 550 から≦50 以下をしばらく維持 
2008 年 12 月 肺転移が判明 
2009 年 2 月 リンパ球採取（6 回治療分）の後転移巣に対する手術施行、腫瘍細胞も入手 
2009 年 3 月 ANK 週 2 回・全量治療した。（2015 年までのフォローあり再発を認めず） 
 
その他、40 代乳癌、60 代前立腺癌、40 代肺腺癌、50 代悪性リンパ腫、50 代胃癌などの進



行がんに対する症例スライドあり。 
 
ご清聴有り難うございました。 

以上 


