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がさき内科医院院長）、村上篤良（TBS）、吉川栄省（日本医科大学医療心理学教室教授）、
熊丸裕也（AOI 国際病院副院長・抗加齢・統合医学研究室室長） 
 
今日講師をお願いした石川貴大先生は、バイオがご専門で起業されまして、奥野先生と

ともに遺伝子治療の薬の開発をしたり、幹細胞の培養や醸成液を抽出したり、新しい医
療の分野で日本でも屈指の技術をお持ちで、そうした中、光がん免疫療法という新しい
治療について、小林先生が有名になっていますが、更に一般診療でも使えるような形で
改良されており、是非にとお話をお願いしました。（村上） 

 

私は、横浜市立大学の大学院に居ましたが、途中でやめて医師免許も取りませんでし
た。22 歳で起業して遺伝子の解析とかバイオの知識・技術を一般の人に広げようと、教
材を作ったりしていました。20 年前のことです。 

その流れで、遺伝子、先進医療、がんの研究開発を続けてきました。先進医療は殆どが
自由診療の範囲で実施されるのですが、国内の先生方から、多くの依頼を受けて、全国
120 カ所の医療機関に研究所の技術を提供しています。 

その他、医療機関の中にラボを設立して、うちのスタッフが常駐して更に進んだ先進医
療を実施しております。表参道、日本橋、佃、大阪、福岡、沖縄の 6 カ所で始まっていま
す。更に自らも医療機関を運営していこうと、東京、大阪、京都に医療機関を所有してい
ます。海外で開発されている先進医療が日本では実施が遅れるというタイムラグがある
わけですが、そのテクニカルラグを、自由診療という枠でなら導入可能なので、法的にも
問題のない範囲で、認可が下りる何年か先の Mass 集団よりも、今目の前に居る 1 人の
患者さんを救っていこうと考えています。 

 

今日はまず光がん免疫療法から始めます。 

この技術は米国 NIH で研究していた小林久隆先生の開発されたもので、オバマ大統領
の奨励もあって進んできましたが、楽天の三木谷社長が約 600 億円を出資して、米国内
に Rakuten Medical を設立しました。これは日本でも現在国立がん研究センターの東病
院で治験が行われています。 

小林先生の手法は、IR700 という近赤外線に反応する物質、すなわち光感作物質を用い



ます。これだけではすぐ代謝されて体内から無くなるので、セツキシマブという大腸が
んなど EGFR（上皮成長因子受容体）陽性の細胞に特異的なモノクローナル抗体（分子標
的薬）に結合させて投与します。それによってこの IR700 ががん細胞に結合します。 

その後、近赤外線を照射すると IR700 が光に反応して熱を発生し、それによってがん
細胞が破壊されていきます。 

この光を使ってのがん治療は、実は 1970 年代からありまして、原理も詳しく分かって
います。その光感作物質（photosensitizer）に光を当てるとそのエネルギーを吸収して励
起されます。それが元に戻るときに蛍光（Fluorescence）を発します。この元に戻る際に、
Intersystem crossing と言う現象が起こり、2 段階のエネルギー放出を起こして、燐光
（Phosphorescence）を発します。この燐光のエネルギーによって、スライドのように三
重項酸素が一重項酸素になるのですが、これは活性酸素の過酸化物質に近いので、がん
細胞のなかで酸化反応を起こして破壊すると言うメカニズムになっています。 

最初にこの光がん免疫療法が発表されたのは、1979 年のことです。ヘマトポルフィリ
ンという光感作物質が最初に使われ、当時はレーザー光としてはアルゴンレーザーでし
た。日本では 1996 年が最初でフォトフィリンが光感作物質でした。光としてはエキシマ
ダイレーザーが用いられました。今と昔ではかなり違ってきていて、以前は使っていた
レーザーのエネルギーが、アルゴンなどで高すぎて熱を発するので、光ががん細胞に到
達する前に皮膚が焼けただれてしまったりしていました。また、光感作物質は承認製剤
がスライドのように様々あるのですが、日本の場合フォトフィリンです。この物質をが
んに集積させることが難しかったのです。しかし現在では様々な Vector（DDS）おおお）
おおお）があり、がん細胞にこの光感作物質をくっつけることが出来るようになりまし
た。 

現在では、レーザーは LED を使うことによって熱を発しないものが使えて、光感作物
質も DDS（Drug Delivery System）によって標的であるがん細胞に着実に集積させるこ
とが出来るようになったと言う、2 つの技術的な革新によって、光がん治療というものが
注目を浴びるようになってきたわけです。 

一部に楽天さんが始めた治療だというような報道もありますが、実は 1970 年代からあ
るもので、PDT(Photo-Dynamic Therapy)とも呼ばれ、かなり前から研究されていたもの
です。 

最近では、欧州を中心に光感作物質の安全性が問われるようになってきたので、天然由
来物質の光感作物質が多く使われるようになってきました。（スライド参照）近年、ICG

（Indocyanine Green）や、Crucumin のように色が濃いもの、 Riboflavin 等も良く用い
られます。こうなると、薬剤は天然物質で、光は熱を持たないレーザーで身体に害は全く
ないと言えます。その特徴から、がん治療の分野で、この光ガン免疫療法はこの 5、6 年
注目されて来ました。 

光感作物質と DDS を用いての治療が進んできましたが、最近では光感作性を持つ抗癌



剤もあるので、それを低容量で使うという効率の良い手法も用いられるようになりまし
た。この方法は主にヨーロッパで用いられています。 

Doxorubicin(Blue 44nm)や 5-FU(UV 345nm)などが用いられ、特にドイツでよく使われ
ています。 

我々が日本で先生方に提供しているのは ICG を用いた治療です。薬材としても安全性
が高く、25mg が 500 円という低価格なので使いやすいのです。この ICG も単体で使っ
てはすぐに体内から排泄されてしまうので、ハイブリッドに liposome と結合させて、が
ん細胞に集積しやすい形態にします。この物質を光治療の前日に点滴で投与しておきま
す。およそ 24 時間でこの ICG-liposome ががん細胞に集積するので、そこに外側から光
を当てるという仕組みです。この光を当てる事によって局所では、一重項酸素が発生す
るため、がん細胞が Necrosis（壊死）を起こします。この壊死が重要なポイントで、抗癌
剤や放射線治療では、がん細胞に主に Apoptosis を起こさせます。 

この前者と後者の違いは、Apoptosis はプログラムされた細胞死と呼ばれるように、
DNA を含めた細胞の構成要素がほとんどドロドロに解けたような分解を受けます。この
壊れた物質では、抗原性を持つ物質が漏れ出てきません。しかし Necrosis では細胞がは
じけたような状態になるので、がん由来の DNA、RNA、cytokine、heat shock protein、
High Morbidity Group Box1(HMGB1)などのがん細胞由来の、様々な抗原性の高い物質が
ガン細胞の外に出てくるので、これ対して免疫反応が起こるのです。 

光がん治療を受けられる患者さんは、日本では通常の外科手術や化学療法・放射線療法
を受けた後や、ガンが進行していて他に治療法がないようなステージが進んだ方が多く
なります。例えば乳癌の肝転移が有る患者さんの場合、光がん治療を乳癌本体と転移先
の肝臓両方に当てなければいけないかというと、より照射のしやすい乳癌に光を当てる
と、つまり ICG と DDS をつかってガンに特異的に治療を施すと、乳癌から様々な抗原性
を持つペプチドが漏れ出てきます。そうなると患者さん自身の免疫の初期反応として樹
状細胞が抗原を認識します。これによって光を当てていない肝臓にある転移に対しても、
免疫が働き、攻撃していくのです。これによって、光がん治療では無く、光がん免疫療法
と呼ばれるわけです。 

これはガンの放射線治療で見られる、アブスコパル効果に若干似ています。 

光がん免疫療法では、Apoptosis を起こさず、ほぼ Necrosis を起こすので，ガン細胞
由来のペプチドが出て，それに対する抗体産生によって攻撃出来ます。ですから、光がん
免疫療法を実施して，効果が出たなと思われる患者さんは、免疫力の強い方です。つま
り。抗がん剤治療を徹底的にやった後では、自身の免疫力が落ちているので、光を照射し
たところはガンが縮小したりしますが、転移巣には効きにくい、或いは再燃したりしま
す。抗がん剤によって骨髄抑制が起きていて、ガン免疫に重要な樹状細胞が殆ど見られ
ません。なのでそう言うケースでは一旦抗がん剤治療を辞めて、免疫を上げる食生活を
するなど自分の免疫力を回復させる必要があります。 



この光がん免疫療法、すなわち Photo-Dynamic Therapy の原理を考えますと、その効
果の主体はがん細胞に結合した光感作物質に光を当てることによって腫瘍細胞にダメー
ジを与えて、主に Necrosis を起こすことで免疫反応を起こし、癌の根絶(eradication)を目
指すと言うものです。他にも内皮細胞への影響から腫瘍細胞の酸素不足、炎症反応によ
って、非特異的なものから特異的な長期の免疫を活性化させるという補助効果もありま
す。この根絶が重要なポイントで、通常のがん治療は、良くて remission 寛解ですが、こ
の PDT では癌に対する免疫が記憶されるので、再発ということが起きにくく、癌根絶療
法とも呼ばれています。 

われわれの施設で使っている光源となる機械は、スライドに示すドイツ製の MLDS と
いう機器で、世界 8 カ国で承認されている医療機器です。日本にもこのようにレーザー
を照射する機器は導入されてますが、普通は外部照射で、美容皮膚科のシミ抜きやコラ
ーゲンを増やすもの、歯科で UV を当てて局所を殺菌する等です。（熊丸注：血管外科領
域では、下肢静脈瘤の治療で、血管内にレーザーカテを挿入して血管を焼却する治療が
すでに行われています。）この機器では 0.5mm の針を使って体内にレーザー照射ができ
る上に、6 波長の光を出すことが出来ます。 

スライドが実際の治療している画像ですが、翼状針を使ってその中に 0.5mm の光ファ
イバーを入れて先端を少し出せば、レーザー光は 5cm 位体内に浸透するので、その特性
を利用してがんの治療を行います。スライドは、ICG を光感作物質として使っており、肺
癌の治療を行っています。複数の針が刺さっているのは、レーザー光は真っすぐにしか
通らない為、様々な角度から当てる（大体 5.6 本）方が効果が出やすいのです。 

（5cm より深いところにあるガンはどうなるのですか？浦尾） 

治療は難しいですねえ。後腹膜にある膵臓の癌などは中々届かせ難いですが、進行して
いて他に転移があり、そこが照射しやすい場所であれば、そこに光を当ててがん細胞に
壊死を起こさせ、それによってがん免疫が活性化するというのはあります。 

（後腹膜臓器の場合、背部から実施することが出来るのでは？熊丸） 

それも有り得ますが、最近では胃カメラを使って到達する方法が用いられます。 

スライド右側は乳がんの治療で、これはエコーで部位と大きさを特定できるので、照射
しやすいですね。次の画像は胃がんです。これらは ICG を使って、635nm の波長、赤い
光を当てます。  

ヨーロッパでは、宗教上の理由その他で天然物質を好む場合があり、Curcumin(Blue 

Laser)や Hypericin(Yellow Laser)を使う事が多くなります。我々が使う光源は 6 波長有る
ので多様に使えます。あとは、胃カメラに挿入して使う光ファーバーで消化管に直接照
射もできます。更に、今はカテーテルのファイバーがあるので、我々のクリニックにある
3 台の CT アンギオを使って、カテーテルでの照射をやろうとしています。 

鳥取の先生は胃カメラを使って照射しますが、内視鏡は鎮静薬を使ってもせいぜい３
０分が限度なので、その範囲でやっています。通常の照射は１時間は続けます。 



プロトコールとしては、週 1 回（乃至 2 週間に 1 回）この照射を行います。それを３
回行うと、腫瘍マーカーが下がって来るか腫瘍が小さくなったりします。その後は、間隔
を広げるか、或いはそのままやめてしまってもうまくいく場合があります。それはガン
の攻撃を免疫が覚えてくれるからです。ですから、それから先は、むしろ免疫を強めるよ
うな事が望まれます。食生活の指導やサプリの提供や水素ガスを吸わせるなどもあるで
しょう。 

この治療は、1 回が 2、30 万円ですが、３回前後で済むので、他の癌免疫療法に比べ
て、言うほど費用がかかる訳ではありません。 

更に抗癌剤の Doxorubicin は吸収波長が 447nm なのでその波長を当てるのですが、ス
ライドのように Y 字型の針があるので、片方から Doxorubicin を注入して、もう片方か
らファイバーを入れて光を照射します。それで、光によって活性化された Doxorubicin が
血管を通って全身に行き渡り、少量の抗癌剤で、より有効な治療ができると言うわけで
す。この方法は欧州（ドイツ）では普通に実施できますが、日本では抗癌剤は保険診療、
光療法は自費診療になるので、混合診療がこの針の中で実施される事になり、問題とな
ります。 

後一つ、日本でも実施されていますが、CTC 療法というものがあります。血中循環が
ん細胞（Circulating Tumor Cell）の事ですが、がんになった方の身体で、進行と共に癌細
胞が血液にのって体内を巡ります。それに寄って遠隔転移が起こるのですが、この CTC

を測定すると、治療の予後がわかります。一回寛解された方でも、CTC が上がってくる
と再発の兆候があるという事になります。 

それで、ICG リポソームを注入してがん細胞と結合させ、スライドのように測定器を
当てておくと、がん細胞が循環している事が感知できます。そして更に赤い光を当てて
やると、がん細胞を光感作によって破壊できるのです。つまり血中循環がん細胞を壊す
ことによって治療ができるわけです。所謂、転移や再発の予防ができるという事になり
ます。そして血中に直接光を当てる事ができるので、この PDT による CTC 療法ができ
る特徴と言えます。概ね CTC が 7ml 血液あたり、6 個、7 個を超えてくると予後が悪い
と言われています。末期癌の方では、30 個や 40 個は循環している事があります。これ
に対してこの CTC 療法（1 回１時間ほど）を６回くらい行うと、1、２個に減ります。直
接 CTC を殺していく事で、予後も治療成績も良くなり転移予防もできると言う訳です。 
この CTC 療法で区間なく全ての CTC を殺すことはできませんが、やはり PDT ですか

ら CTC が壊れれば、ペプチドが出るので、免疫が記憶してくれる事で、がん細胞に攻撃
ができると言う、原理が働きますね。 

 

その他 PDT の特徴としては、病原体である真菌、細菌、寄生虫、ウィルスのうち、抗
生物質が効くのは細菌だけですが、PDT はどの病原体にも光感作によって反応を起こす
ので効きます。 



良く使われるのは、Curcumin です。これは 447mm の青い波長を吸収するので、ブル
ーレーザーをあてます。製剤もありますが最近はスプレーもあるのでそれを舌下に噴霧
するとすぐに血中濃度が上がり、それが循環して来た時に血中でブルーレーザーを照射
すると、ウィルスがどんどん壊れていきます。 

この領域の論文報告も複数あって、B 型肝炎、C 型肝炎の他エイズの HIV 等に対する
PDT 療法があります。その一例として、スライドに示すように、10 例の B 型、C 型肝炎
患者にクルクミンをスプレーで投与して、30 分後に静脈内で 447nm ブルーレーザーを
照射した結果、グラフのように血中ウィルス量が激減しています。 

MARS や、エイズ、寄生虫のマラリア、最近は新型コロナウィルスに対しても、ドイ
ツでは治療として用いられ始めています。 

 

更に、一切光感作物質を使わず、光だけで治療しようというのものもあります。 

LLLT（Low Level Laser Therapy:低レベルレーザー療法）と呼ばれ、スライドに示すよ
うに適用症例はたくさんあります。実際にやる事は、血管内に光ファイバーを入れて、光
を体内に照射するだけのものです。 

なぜこれが可能なのか？と言う事ですが、そもそも生物というものは様々な波長の光
を浴びて生きています。主な原理としては、白血球中のミトコンドリアに対して影響を
あたえて作用すると言うものです。 

スライドのように、ブルーレーザーを当てると大量の NO が産生されます。その結果
血管拡張が起こり、血圧が下がります。グリーンの波長はミトコンドリアの ATP 産生向
上によって糖質が消費され、血糖が下がります。スライドに示すように、紫外線はビタミ
ン D の形成に必要ですし、ミトコンドリアの ATP 産生、代謝刺激に貢献しています。黄
色い波長はデトックス効果、抗うつ作用、ミトコンドリア呼吸鎖刺激作用に、赤い波長は
免疫応答刺激、生体防御力増強、血管弾力向上に、赤外線は強い免疫刺激作用に影響しま
す。 

この様に様々の波長の組み合わせによって、様々な病態の治療が可能になります。これ
が LLLT ですが、いかにも薬剤が嫌いな欧州で使われる療法ですね。 

この治療の特徴は、反応が早い事です。血圧や血統が下がるのは60分で効果が出ます。
スライドのグラフの様な血糖値、中性脂肪、コレステロールを低下させる効果は、患者さ
んが実感できるほどです。しかもこの効果は 3 週間ほど続きます。つまり、3 週間に 1 度
この治療を受ければ良いので、良いかどうかは別として、糖尿病なのに普通に食事して
いる人も居ます。 

血流を上げて ATP を作らせてグリーンレーザーで出来る炎症を抑えるなどの効果を組
み合わせると、筋出力と筋持久力が 10 回の治療で、10％アップする事が分かっています。 
このスライドではダンベルを持ち上げつことで測定していますが、100kg を持ち上げ

る人は、110kg まで上げる様になり、しかもそれが 2 ヶ月は続きます。プールでの水泳の



持久力もスライドの様に 10％アップして、2 ヶ月ほど持ちます。 

一種のドーピングですね。でも薬剤を使っていないので証拠が残りません。 

実は前回のブラジル、リオのオリンピックの際にロシアとブラジルの選手がこれを使
っています。ちょっと問題になりました。 

実はちょっとオフレコですが、国内でも、この療法で陸上の選手の強化を試してみて某
大学の選手が女子部門で日本新記録が出ると言う結果が出ております。（石川先生は日本
の陸連に呼び出されたとのこと） しかし研究として論文にも出しました。 

日本のオリンピック協会で日本の選手だけにやってみようと言う話はないですか？
（村上） 

それについては、既に国際アンチドーピング機構の規定が改定されて、血管内に、化学
的かつ光学的処置はしてはいけないと言う事になりました。でも何も痕跡が残らないの
で、分からないと思います。せいぜい針の後くらいでしょうか？（１ヶ月経っていたら残
りませんよ） 

これってズルというコトになるのでしょうか？（一同） 

ドーピングを禁止する意義は、不正というよりはむしろ続けることで身体に悪影響が
出るという理由であったと思いますいが、これは体を健康にしている可能性があります
よね？（村上） 

 

この他に遺伝子治療のベクターなども石川先生はお持ちで、様々な角度からの癌治療
の引き出しをお持ちです。（村上） 

光ファイバーの質も重要ですが、ドイツの物はそれほど良くありません。 

内視鏡で使われているのも光ファイバーだから、日本のオリンパスはかなり高い技術
を持っているはずですよ。（熊丸） 

がんセンターの小林先生がやっておられるのは、保険が利きますが、あれは EGFR が
陽性の癌に限られています。それは実際 2 割くらいしかありません。IR（近赤外線）は
波長が長いので、皮膚の外からも当てる事ができます。 

この機器は、現在日本に 9 台ありますが、最近症例検討会をやって、すごい成績の報
告がどんどん出てきています。 

理想としては、抗がん剤治療を開始する前にこの光感作で癌に対する免疫を覚えさせ
てから、通常の治療をやれば、効果が出やすいと考えられます。抗癌剤で免疫を抑えてし
まってからでは、光感作の効果が出にくいからです。 

奥野先生のところでこういうのを取り入れては？…（浦尾） 

10 年くらい前に使ってみました。フェリシンをいう物質を使ってややりましたが、照
射したレーザーの方があまり良くなくて、きちんと照射が出来ませんでしたが、出来た
所は劇的な効果を示し、膀胱癌にはかなり効いて、びっくりしました。ドイツでは抗うつ
剤として使われているもので、弟切草（St. Jones Warth）の成分ですが、589nm の周波



数に反応します。水溶性ではないので、アルコールで溶かして注入するにあたり、リポソ
ームで包めるといいのですが。更に、僕は癌治療の経過を見るのに、定期的に採血して遺
伝子の変化も見ていますが、治療していくと遺伝子にも変化が起きることがわかります。 
その変化を見ながら、治療法も変えて、効かなくなってしまいます。（奥野） 

 がん治療で、抗癌剤の効果があっても、がんの幹細胞胃が残ってしまうと、再発した
り、転移してりするそうですが、その点についての光感作療法の効果はどうですか？（熊
丸） 

がんの幹細胞の問題についても、CTC で幹細胞と通常癌細胞を測定してみると、光を
当てることによってともに減少していくので、抗原性という観点からはあまり差がない
様です。 

 

 では、もう一つのテーマの遺伝子治療について 

遺伝子治療の歴史に触れると、1990 年に世界で初めて米国で遺伝子治療が行われまし
た。9 歳女子のアデノシンデアミナーゼ欠損症（ADA-SCID）に対して、レトロウィルス
ベクターを用いた治療でした。日本でも 1995 年に北海道大学で同じ、ADA-SCID 奨励の
治療を行いました。その後遺伝子治療では効果と安全性のバランスの問題もあり、浮き
沈みもありましたが、2012 年から遺伝子製剤も承認されて、日本でも 2019 年に二種類
の遺伝子製剤が承認されました。今年も１つ遺伝子製剤の承認が下りています。世界的
には現在 20 個ほどの遺伝子製剤が出ています。 

X 連鎖重症複合免疫不全症（X-SCID）の遺伝子治療の成功例で、副腎白質ジストロフ
ィー（ALD）と同じく、成功例として nature/science の雑誌に報告されました。 

遺伝子治療の課題も様々にありますが、アメリカで実施された網膜ジストロフィーに
対する遺伝子治療は、点眼薬ですが、片眼で約 5000 万円かかります。両眼では 1 億円近
くに 1 億円近くになります。これだけ高額になるとなれば、日本の様な国民皆保険では
支えきれなくなります。癌のチェックポイント療法のオプジーボも同様の問題を抱えて
います。 

これは 2018 年に話題となりましたが、翌年の 2019 年同じく米国で精髄性筋萎縮症の
遺伝子治療役として出されたゾルゲンスマは、２億円を超す薬価となりました。この薬
は日本でも 2020 年１億 6707 万円という薬価になりました。（日本では小児限定） 

しかし日本では保険でカバーされるので、実質は 10 万円払えば治療を受けられる様に
なっています。 

日本初の遺伝子治療製剤も承認され、大阪大学の研究に基づいて、新生血管を作ること
で慢性動脈閉塞症の潰瘍治療薬として出されました。コラテジェンと言う薬剤です。HGF

を入れることで効果が出ます。アンジェスという会社が 20 年という年月を掛けて作りま
したが、薬価はまさかの 60 万円、株価は大暴落しました。結局この薬の適応が広いので、
薬価は高く出来ないのです。 



あとは最近出た薬剤で、CAR-T 細胞療法があります。T 細胞に CAR という物質を与え
る事で認識しない癌細胞を無理やり認識させると言う治療法です。遺伝子組み換え免疫
細胞とも言えます。日本の公定薬価は 3349 万円です。これはもう他に何も治療薬が無く
て仕方なくという状況で使われますので、投与ハードルが高くなります。それで末梢血
の採血に 20 万円、移植する際に 50 万円が別にかかります。 

 

こうして様々な病気に遺伝子治療が使われますが、65％は癌に使われます。 

その他、単一遺伝子疾患、例えば筋ジストロフィーは、遺伝子を修復することで病気が
治せます。身体に入ってきたウィルスを攻撃するという形で感染症でも効きますが、や
はり癌は遺伝子の異常によって起こっているので、そこをターゲットにできれば効くと
いうことと、やはり患者数が多いので、使われる頻度も多くなります。 

 

がんと遺伝子という話題にうつりますが、遺伝性の腫瘍はがん全体の 5％くらいになり
ます。有名なのは乳癌の BRCA1 と BRCA2 という遺伝子です。この２つの遺伝子が壊れ
ていると 90％の確率で乳がんになると言うものです。先天的要因が強いものです。 

家族性腫瘍とはある家系にだけ特定の癌が多いというもので、10％ほどですが、これ
は実は後天的遺伝子要因の影響が強く、先天的遺伝子異常があって、前者の影響を受け
て起こります。家族的な食生活の傾向という様なものです。 

でもほとんどの癌は後天的遺伝子要因、つまり生活習慣の中で遺伝子が壊れて遺伝子
が壊れて行き、癌になるのです。だからこそ遺伝子治療が効果を示しうるわけです。 

 

我々の身体には癌抑制遺伝子が大体 20 種類くらいありますが、p53 もその１つです。 
細胞に何か異常が起こると p53 のプログラムが発動して、タンパク質が発現して、増殖
を抑制したり、遺伝子を修復したり、無理ならアポトーシスを起こしてがん細胞を抑え
ようとします。ただ、ある日このがん抑制遺伝子が壊れてしまうと、細胞に問題が起きて
もこのプログラムが働かないので、そこからがん細胞が発生してしまうのです発生して
しまうのです。PC でいえばその修復プログラムがこの遺伝子に相当し、正常に作動して
いれば、PC に問題が起きても修正されますが、それが作動しない状態と同じです。 

 遺伝子治療は何をするかというと、壊れたであろう遺伝子の種類が様々な検査でわか
っていますし、統計的なデータ、つまり肺の小細胞癌はこの遺伝子がこの割合で壊れて
いるという情報が長期にわたって積み上げられており、さらなる解析データもあるので、
その壊れた遺伝子があるのであれば、正常なものを外部から入れてやることで、タンパ
ク質が発現してこの機能が修復されます。つまり、がん細胞を元に戻したり、アポトーシ
スを誘導するということです。 

 要は壊れている遺伝子と同じもので修復されたものを入れてやるということ、あとは
投与経路です。全身投与すると肝臓で代謝されて壊れてしまう様な場合、奥野先生の様



に栄養血管から直接腫瘍に注入するということも必要になります。 

  

 メリットとしては、 

1． 身体に優しい：元々体内にある遺伝子を入れるので、抗癌剤の様に正常細胞まで攻撃
する事はなく、副作用が少ない。（年間 300−400 症例を 7、8 年実施していますが、
1％の方に夜間の発熱があるくらいです。） 

2． 従来治療ができない方でも受けられる：骨髄抑制が起きてしまっている人でも、免疫
療法はできませんという様なことはなく、遺伝子を入れるだけなので、問題なし。 

3． 通院での治療が可能：点滴療法が基本なので、通常の生活を送ることができる。 

4． 他の治療との併用で効果が高められる：自施設でのデータをお示しすると、ステージ
IV の全症例の完全寛解が 8％なのに比べて、アポトーシスを誘導しやすい抗がん剤や
放射線を併用すると 15％と倍近くになります。部分寛解を含めると 6 割ほどの有効
性となります。 

 

元々がん細胞の初期では、がん抑制遺伝子が機能していれば、抗がん剤や放射線の刺激
によって異常・危険信号に抑制遺伝子が気づいて、癌細胞にアポトーシスを促します。し
かし癌が進行して末期になってくると、がん抑制遺伝子が居なくなる。機能しなくなっ
てきているので、他からの刺激があっても細胞が危険信号に気づかず、アポトーシスが
誘導されなくなります。そこで、遺伝子治療をまう実施しておいて、他の治療を開始すれ
ば、危険信号に気づいてアポトーシスが起こり効果が出るということになります。 

併用が望ましいということですが、通常治療の 3 日前くらいに、遺伝子治療を実施し
ておくのが良い様です。ベクターで入れた遺伝子が発現するのが大体 3 日かかるので、
その時間が必要になります。この様に効かなかった治療が効く様になるのです。 

うちの佃の施設はがんセンターが近いので、両方に通院してもらい、がんセンターの治
療開始の 3 日前に、自施設で遺伝子治療を行っています。 

抗癌剤などが効かなくなった症例でも、遺伝子治療を実施してやると効くケースは少
なくありません。ただし、遺伝子治療は、寛解が難しいのです。ですから、次としては光
治療が望ましいですね。遺伝子治療は 1 回 2-30 万円前後です。それを大体 5、6 回実施
します。 

 

 

以上、ステージ IV の患者さんにも有効性を示すような、最先端のがん治療の情報に接
することができ、大変感激しました。 

 

文責：熊丸 

 


