
第 44回抗加齢・統合医学研究室勉強会報告 
  
  
日時：2020 年 8月 22日土曜日 17:30-19:30 
場所：青南いきいきプラザ B,C 会議室 
参加者：竹内 晃（ルーク・クリニック院長）、浦尾弥須子（浦尾耳鼻咽喉科医院院長）、
奥野哲治（Clinica E.T. East 院長）、山本勇人（山本歯科医院院長）、長崎綾子（ながさ
き内科医院院長）、村上篤良（TBS）、岩田明子（心理カウンセラー）、吉川栄省（日本
医科大学医療心理学教室教授）、川村雅彦（医療法人社団秀峰会 川村病院副院長）、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竹内先生と知り合ったのは、2003 年に自分のクリニックに以前お話
しした中国の High Intensity Focused Ultrasound(HIFU)装置を導入したのですが、その数
ヶ月後に別の HIFU 装置を導入されたのが竹内先生で、びっくりしました。導入当時は自
分一人、孤立無援でやるしかないと不安を感じていたのです。私は主に乳癌に対しての治
療でしたが、竹内先生は肝臓ガンに対しての治療をされていました。日本にはまだない機
器でしたから、二人とも情報交換をしないと解らないことも多くて、実験しながら治療を
すると言う風に、試行錯誤しながら進めていきました。遺伝子のことなども含めて、いろ
んな事を彼にも教えて貰いました。それからのご縁で，今回お話をお願いした次第です。
（奥野） 
  
 以前、奥野先生が埼玉で血管内治療をされていて、僕は中野で温熱療法をやっていまし
たが、当時はエビデンスのない民間療法と言った見方をされて、周囲からの風当たりも強
かった頃です。そうした中、奥野先生は凄いことをやってらっしゃると患者さんを通じて
知り、それからの長いお付き合いです。（竹内） 
  
 
【ハイパーサーミアから電界治療へ】 
 
早速に話を始めますと、僕は母校の埼玉医大の時代には、板橋明教授の下で骨密度や骨代
謝の研究をしていました。雪印のメグミルクで知られている MBP（Milk Basic Protein）
の開発者と一緒に､その評価などをしていました。 
骨密度の測定は DXA法（Dual Energy X-ray Absorptiometry）を使って評価しますが、ラ
ットの卵巣摘出による骨粗鬆症のモデルで、光に透かして見ると本当に骨が抜けて見える
ことから、何か光学的な変化がありそうだと思い、光を用いて骨粗鬆症が診断出来るので
はと、僕の大学院のテーマに選びました。30 年以上前のことです。 



自宅の PC の CCD スキャナーに、工業用ハロゲンライトを照射して光の透過性を測る実
験系をつくり、EDTAのキレート作用を使って骨の１cmブロックのカルシウムを減少さ
せていくと、スライドのように光学的な変化が出てきます。この変化を DXA 法による測
定と比較してグラフにプロットすると､このように相関があり、光によってカルシウム濃
度、つまり骨粗鬆症を診断出来ることを実証しました。 
光は生体組織では吸収と散乱によって大きく減衰するという性質があります。しかしピコ
秒レベルの近赤外線のパルスレーザー装置で測定し波動方程式に当てはめると光の散乱、
すなわち骨内のカルシウムによる光散乱成分が分離出来ます。当時は通産省の工業技術院
の光 CT グループが所有していたので、それを使わせて貰いました。半導体レーザーが普
及していない時代で、アルゴンレーザーでチタンサファイアを励起して出る光を使いまし
た。この研究成果を、私が日頃教科書のように読んでいた、BONE と言う雑誌に論文とし
て載せることが出来たり国際学会に発表したりした事で新しいエビデンスを作る仕事を実
感できました。 
  
その次は全身ハイパーサーミアの研究に携わることになりました。 
と言うのも、中野に父が経営する小さな病院があり、そこで全身ハイパーサーミアと云う
新しい治療を始めていたのです。当時、患者の血液を一旦外に出す(体外循環法)侵襲の強
い全身ハイパーサーミアしかなく、負担なく外部から体表加温出来る全身ハイパーサーミ
アを日本で初めて導入したのが父の病院だったのです。体外循環法全身ハイパーサーミア
の権威である女子医大胸部外科の横山正義教授の指導を受けながら、研究を進めていきま
した。 
どんなものか想像が付きにくいと思いますが、スライドのように ICUと同様な環境で、完
全な全身管理下で静脈麻酔をして行います。 
ドーム状の遠赤外線加温器で体表面に照射して体温を上げるシステムで体温が 42℃近くに
なると呼吸抑制が起きるし、皮膚温が下がると急に麻酔が効いてまうので麻酔深度を微妙
に調節する難易度の高い治療になります。 
鼓膜温、直腸温をモニターしながら進めますが、先に鼓膜の温度が上がり遅れて直腸温が
上がるので、その温度を上限限界の 42℃に調節しなければなりませんので、付きっきりの
作業となります。 
この治療を難治性進行癌を対象に 6000 回以上実施しました。 
1990年導入当初は、先ず抗がん剤を併用しない加温単独治療で症例を重ね、スライドのよ
うに 1996 年には横山教授と共に、国際学会（Hyperthermic Oncology, Roma）に報告しま
した。 
当時、私は MMP-1（Matrix metalloproteinase1）と言うコラーゲンを融解する酵素に興味
があり、ハイパーサーミアによってこの酵素活性が低下するという 結果をまとめて、
1999年の日本癌治療学会のキーシンポジウムで報告しました。この内容には東京薬科大学



の生化学伊東教室の方々が興味を示してくださり、協同研究として大学院生の研究テーマ
にもなりました。当時、熱による直接的なガン細胞への影響が一般的なテーマでしたが、
私は、より熱に弱い間質コラーゲンがどういう変化を起こすのかと言うことに着目し、そ
の結果様々な反応が起こるのだろうと考えました。 
生化学教室の基礎研究と、自施設でのハイパーサーミアの臨床のデータを合わせた結果、
ヒートショックによってMT1−MMPや MMP-1の活性が低下し、転移の初段階である基
底膜のコラーゲン融解が起こらなくなり、結果、癌の転移が抑制されるだろうという結論
を得ることが出来ました。（Brit. J. Cancer 2002 に掲載） 
続いて、次は標準治療との併用についての研究を進め、2004 年には胃癌の症例を含めて共
同研究(京都府立大学 吉川教室)が進みました。 
次の段階として、さらに先進医療との併用との可能性の研究に移りました。 
2005年は HIFUを導入して、2007年にはラジオ波焼灼、2008 年には遺伝子治療を導入し
て併用効果をみました。次のスライドに示すように様々な部位の癌、転移性腫瘍に実施し
化学療法との併用、HIFU、p53遺伝子治療との併用を試みています。 
StageIV の乳癌の場合で 5 年生存率は 35.6％と、標準治療に比べてそれほど上乗せの差は
出ませんでした。その中でもスライドの症例は、56 歳女性の乳癌で 2000 年 12 月には腫
瘤の自覚があり、翌年 1月の診断で手術を勧められるも拒否して放置、2004 年 6月に当
院に来られた時には、腋窩リンパ節や肝転移がありましたが、8 月から 9月にハイパーサ
ーミア単独の治療で腫瘍と腋窩リンパ節の縮小、その後も肝転移は増大せず PR をを維持
し翌年ゼローダ内服もしましたが、2005、2006、2007年とハイパーサーミア継続で 1538
日の生存を得ました。 
肺癌の場合は、やや成績が落ちてしまうのですが、52 歳の右の肺腺癌の術後 10 年で右胸
膜に再発し、気管支鏡で右中葉閉塞、翌月には脳転移が見つかりγナイフでの治療を受
けた方です。この頃は分子標的薬の治療が始まった頃で、イレッサとハイパーサーミアの
併用になりました。これによって 4 ヶ月後 2002 年 9月には、右中葉の腫瘍、脳転移も消
失し完全寛解と判断しました。この段階ではイレッサの効果の可能性もあり、何が効いた
か良く解らなかったのですが、その後のハイパーサーミアで腫瘍マーカーがコントロール
出来たら経過から、熱感受性があったと判断出来ました。 
大腸癌の場合は、この頃は既に FOLFOX療法（フルオロウラシル＋レボホリナート＋オ
キサリブラチンの併用、ベバシズマブやセツキシマブ/パニツマブ等の分子標的薬追加もあ
る）も使用されていました。しかしスライドの生存曲線が示すようにハイパーサーミアに
よる貢献がある結果は出ませんでした。 
全身ハイパーサーミアの効果には限界がある訳ですが、麻酔技術を少し変えただけで、臨
床的には QOL に上乗せ効果があるので、加温技術に対しても色々と検討しました。 
我々の米国の Enthermics Medical System は遠赤外線で体外から加温して先ず体表の皮膚
温が上がり、その熱が血流に乗って全身を加温するという仕組みです。しかし遠赤外線ヒ



ータの制御は患者さんの体温とは関係なく古典的なサーモスタットで庫内温度を管理して
いるだけです。女子医大の麻酔科（当時助教授）尾崎眞先生には当時チオペンタールから
プロポフォール麻酔への移行をお手伝いいただきました。体温と麻酔深度の管理を研究さ
れていて、Ramsy scoreを用いて必要麻酔量は深部の体温ではなく体表面の温度に依存す
る事を証明していただきました。自分でも体験しましたが、直腸温は 41℃を超えても苦し
くなく、少し頭がぼーっとする程度なんです。また同じ深部体温でも時差がもって変化し
ます。例えば浅目の深部温である鼓膜温は最初に上がり出します。次に深い食道温はもう
少し遅れて変動を示し、直腸温では更に遅れて緩やかな変動になります。この様な変動す
る各深部の温度を光の研究でやった様に数学的波形解析をすると、変化する熱伝導係数と
固有の体温調節の周期が判ります。熱伝導係数は普通は固定された数値ですが、生体のそ
れは変動します。比熱で説明すると、全く循環のない死体はおよそ 2 時間かかるものが、
生体では 20 分で温度を変化させることが出来て、この機能で体温を常に一定に調節して
いる訳です。全てのシステムには周期があり、その周期を妨害すると機能しなくなりま
す。私が提唱した（Thermal Phase Mudulation）はこの生体反応に逆の位相で加温して、
生体の体温調節反射を妨害してしまう技術です。試作装置で加温実験を実施たり CGを使
ってモデルを考え、スライドのように新規全身加温装置の開発も試みました。中国航空第
二集団と言う大きな会社と共同で、このような機器を CHINA Project として作ってみまし
た。 
ただ私が医療ビジネスに余り興味が無いので、この企画はこのままになってしまいまし
た。 
  
私はむしろ新しい治療であった HIFU（集束超音波焼灼）に興味を持ちました。 という
のも全身ハイパーサーミアを 6000 回も実施し色々工夫をしましたが、癌に対する効果は
限定的であると分かってきたからです。 
治療効果を妨げている熱抵抗性の腫瘍を何とかしたかったのです。この頃、上海の復旦大
学がんセンターでハイパーサーミアのプレゼンをした際、逆に HIFU と言う技術を知りま
した。1MHｚの超音波を集束することによって、動画に示すように腫瘍を瞬時に熱焼灼さ
せることが出来るのを知り、全身ハイパーサーミア抵抗性の部分を処理できるのではと考
えたのです。 
奥野先生が少し前にこの機器を導入され、私の施設は日本で 2台目の導入となりました。
奥野先生の機器は重慶大学のドクター達が会社を作って作成したもので、私のものはその
研究に超音波機器を供給している会社が作成したものでした。 
2005年、導入した機器をハーパーサーミア機器のそばに置いて併用治療をしてみました。 
スライドは日本で初めての肝転移治療例で超音波を当てやすい左葉に実施しましたが、前
後で明らかな熱焼灼の変化が認められます。この成果に興味を示してくれたのは、患者さ
んだけでなく、東京医大の消化器内科森安史典先生、千葉県立がんセンターの外科医竜宗



正院長でした。竜先生は倫理委員会も立ち上げて、我々と同じ機器をがんセンターに導入
し共同研究が始まり、ハイパーサーミア学会でも私をサポートして下さいました。今は浦
安のクリニックで院長をされていますが、私の第 2 のオンコロジーの師として、お付き合
いさせて頂いています。 
森安先生と竜先生は主にラジオ波焼灼(RFA)で積極的に治療されており、私もそれも導入
しましたが、肝臓用の RFA では使う展開針は一番細いものでもスライドのように 16Gと
太くパワーも 300W と強力です。 
自施設では、保険の通っている肝臓よりも、適応外の小さな病巣を苦痛なく治療しなけれ
ばならないケースが多く、より細い針が必要となります。そこで 22Gの RFT 針を用いる
事にしました。これは RFA と異なり、30W 程度で針先の 5mmくらいの部位を 80-90℃で
蛋白変性を起こさせる仕組みになっています。神経ブロックで薬事が通っている機械です
が、この針を腫瘍用に特注して少し幅広くして使い、（スライドの鶏肉で見られるよう
に）90℃で 10 分で径 15mmの範囲に十分な熱変性が出来る様にしました。この機器の利
点として、神経に到達しているかを確認する機能を利用して、腫瘍周囲の神経損傷を防ぐ
事が出来ることです。また、この針は内筒を抜き外筒から、抗がん剤や遺伝子治療薬や免
疫細胞を併用投与する事が可能です。 
スライドは直腸癌のリンパ節転移で、CT 画像下でそれぞれのリンパ節の中心に正確に穿
刺し病巣を熱変性をさせる事により、放射線照射などに頼らずに小さい病変もコントロー
ル出来た症例です。 
  
遺伝子治療についてはご存じのように、ガン細胞では p53 遺伝子の機能異常で apoptosis
が起こらなくなるので、様々な治療抵抗性の原因となります。これは抗がん剤だけでな
く､ハイパーサーミアでも放射線治療でも同じように抵抗性が出てきます。 
スライドは胃癌の多発性肝転移の症例ですが、内視鏡で確認された部分に穿刺して、p53
遺伝子治療薬を投与し、ハイパーサーミアも併用して原発巣を小さくし、原発巣を切除し
て貰うという所まで漕ぎ着けました。1.5cm程度の多発性肝転移巣に対して、RFT で見つ
けられる範囲を全て焼灼しました。2年後にリンパ節転移がコントロール出来ず亡くなり
ましたが、肝転移は認めませんでした。 
当院での治療方針としてのアルゴリズムは、スライドの如くです。 
CTC（Circulating Tumor Cell）として、血液中から癌の幹細胞を ditect しますが、p53 遺
伝子異常の有無、更に HSP（ヒートショック蛋白）発現の有無でハイパーサーミアの効果
が違ってきます。p53 遺伝子異常があり加えて HSP の発現があるとハイパーサーミアが、
より多くの回数必要で、熱抵抗性を示すと言うことも明確になってきました。 
  
私の最初のオンコロジーの師である横山教授は、「晃君。進行癌が治せるなんて、決して
言ってはいけないよ。そんなことを言ったら、怪しげなドクターとしていじめられる



よ。」と仰っていました。しかし様々な検査や治療法を使うことが出来るようになったこ
とで、何とかして患者さんの本音でもある進行癌を完治させたいという、禁断のテーマに
少しでも近づきたいと思う様になりました。 
私が考える「進行癌の医学的な可能性を最大にする概念」はスライドに示すように、一つ
の治療に固執せず、現存で考えられる様々な治療のそれぞれの特性を活かして、星の形の
様に多角的な方向から戦略的に治療することです。 
患者さんに説明する際には、癌が元気でメラメラ燃えているときには、まず即効性のある
放射線や手術、熱焼灼やレーザー治療で局所病変をきっちり抑えて、病勢が弱くなった段
階でハイパーサーミアや遺伝子治療などで局所病巣を消失させ、そこから免疫療法や化学
療法などの長期戦に持ち込むという戦略を話して、行き当たりばったりではない系統的治
療の重要性を理解してもらっています。 
  
このスライドに示す Star volume methodに沿って治療した症例は、66歳男性、有名な歌
手の方で、大きな病院で原発不明がんの腹腔内リンパ節転移と診断されていました。その
方に liquid biopsy（CTC検査）を行った結果、4.6個/ml ある血中がん細胞は、カペシタ
ビンに対する感受性があり、ｐ53 遺伝子の異常があり、HSP が陰性でハイパーサーミア
や放射線の感受性も良いと言う事が分かり、その情報に従って治療を行いました。ｐ53 遺
伝子治療薬を局所注入と局所ハイパーサーミアを実施、IMRT（強度変調放射線治療）を照
射し抗がん剤としてカピシタビン類似の TS1（フルオロウラシル、ギメラシル、オテラシ
ル配合剤）を減量して内服して貰いました。 
これらを同時に約 3 ヶ月の間に行いますと、かなり火を消した状態になります。半年後の
検査で少し残っていた傍大動脈リンパ節も、もう 1 クール治療することで 1 年後には完全
消失 CRを認め、更にその 1年後も腫瘍は再発しませんでした。全ての治療を効率的に通
院で短期間に、しかもご本人のスケジュールに併せて施行する事によって、発病を誰にも
告げずに普通に仕事をして、未だに華やかな活動を続けておられます。その後、再発した
頸部リンパ節は放射線抵抗性を認めたので、スライドのように RFT で焼変性させてしま
いました。現在も一年毎に少しずつ治療も受け、完治とは言えませんがコントロールでき
ています。 
  
次は 59 歳男性で肺の扁平上皮がんが広範に拡がりリンパ節転移していた症例です。 
この方も血中ガン細胞の検査を実施したところ、同様に p53遺伝子異常があり、HSP は陰
性で、ナベルビンに感受性があったので、これに従った治療をしました。肺穿刺による気
胸の発生を避ける為に、難易度の高い縦隔からの穿刺としたお陰で、治療直後も会社に戻
って会議に出席したり、会食が可能でした。放射線も照射し、腫瘍マーカーも順調に下が
りましたが、不十分だった対側リンパ節の治療を最後に「もう治療は良い」と言って離脱



されてしまいました。紹介医からの情報では、その後ビタミン C大量療法などをされてい
たようですが、2年後に亡くなったとのことでした。 
  
次の方は、66 歳女性で、再発乳がんが、広範囲な骨転移、横行結腸、多発性リンパ節があ
りました。同様に検査すると p53 の遺伝子異常、HSP は陰性、カペシタビン感受性があり
ました。この方の問題点は一般家庭の主婦であり、上記の方達のように特殊な放射線照射
だけで数百万円かかる、高度な自費治療は受けられませんでした。それ故限られた費用範
囲での効率よく治療をすることとなり、骨転移には保健の通っているストロンチウムを点
滴注射しました。皮下への照射も知人の施設で保健の範囲で実施して貰いました。比較的
安価で実施できましたが、スライドの様に此処まで治療が可能でした。この方の横行結腸
への転移は腺癌だったので、当初 double cancerかと思いましたが、再度の生検で、エス
トロゲン受容体が陽性でホルモン療法を実施して、長期にコントロールしています。 
  
この方は 97 歳の男性で甲状腺癌の手術後に色々な場所にリンパ節転移して、かなり治療
困難な方です。なるべく多くの箇所のリンパ節に遺伝子治療を施しましたが、いまは奥野
先生にお願いして血管内から薬を投与する様にしてもらっています。遺伝子治療を間質に
打ち込むと、癌細胞は外に逃げようとするので、次は血管から到達させるわけです。 
この様に色々な角度からアプローチして、総合的な治療をしていきたいと考えています。 
  
新しいテーマとして、電界治療について検討を始めています。 
脳腫瘍に対して、Novocureという会社がOPTUNEという機械で、2015年に薬事承認を
とりましたが、これは 100〜200KHz 位の低周波を当てる物です。60V とハイパーサーミ
アに比べると低い電力で治療します。この様に電極を頭に貼って、リチウムイオン電池な
どを使い、1年ぐらい低周波を当て続けると、脳腫瘍が小さくなると言う機器です。グラ
フに示される様に、抗がん剤治療よりもこの電界治療ほうが生存率が良いという報告がさ
れています。 
NOVOCURE 社 HPの説明動画を引用すると、電界が細胞にかかると誘電体なので、極性
のある分子に形成障害が起きます。プラスとマイナスの電荷をバランスを崩してかけると
細胞内の分子が片側に引っ張られて、誘電泳動が起こります。これが総合的に有糸分裂阻
害を起こして、アポトーシスが起こると言うことです。分裂の際に中心体は真ん中になく
てはならないものが、電界によって変位を起こしアポトーシスを起こすという説明がされ
ています。 
この機械はイスラエル製ですが、似た様な機器でインドネシア製の ECCT（Electro 
capacitive cancer therapy）というものがあります。技術的には同じものですが、違いは周
波数が＜100KHz で 30Vと更に電力が低く、電極を貼るのでなく、写真の様なギアを被り



これで包み込んで、電界を形成する形です。この機種では脳だけでなく体に着用して全身
の治療もできるのです。 
この開発に関わったWarsito先生を現地まで尋ねたところ、彼は日本語が堪能で、静岡大
学に留学した経験があるそうですが、インドネシアの患者さんのデータではスライドの様
に松果体腫瘍がどんどん縮小しています。 
この装置の自験例ですが 58 歳男性で、中間型松果体実質腫瘍でグレードは 2 くらいとの
事でしたが、徐々に進行し 2016 年 12 月に脳室ドレナージと腫瘍核出術を受け歩行リハビ
リを受けていましたが、翌年 8〜10 月には画像で見られるように再発しています。早速に
放射線照射を実施しても無効で病状も進むため、11 月に再手術を受けます。ですが取り切
れておらず、翌年 1 月には MRI で急速な腫瘍増殖に伴って、自動性の低下が著明となり
ました。そこで、私は患者さんのお兄さんとインドネシアに出向き、この機器を購入し
て、患者さんに装着しました。ヘルメットは縦方向と横方向に電界をかける２つで、CT
画像を見ると電極が鏤められています。1.5 ボルトの電池を 2 個使って電界をかけます
が、初期費用以外にはほとんどお金がかかりません。2018年 4 月に治療を開始した時に
は、側面像で 2.4x4.6cm 矢状面で 3.1x4.4cmでしたが、同年 9月に撮影した CT所見で
は、それぞれ 2.2x4.3cm 2.7x3.9cm と増殖し続けていた腫瘍が、縮小し始めています。そ
の後年末には呼名反応も出て来て、装着 2年後の 2020年 3 月には寝返りを打ったりする
動きが出てきて、スライド動画の様に起立訓練するにまで至りました。 
これほどの効果がでているので、私も見逃せないと感じました。開発元の資料では、癌組
織と正常組織の電気的特性に差があるというのです。彼らは日本では開発出来なかった電
気的な（インピーダンス）CTの画像処理ができるのでそれに基づいて治療をしていま
す。 本当にそれができるのかなあと思い、ラジオ波 RFT 治療の際に測れるインピーダ
ンスで比較して見ました。 
結果は転移性肝腫瘍では 169Ωでしたが、少しずらして正常肝組織で測ると 222Ωで、明
らかにがん細胞の方が抵抗が少ない、つまり通電性が良いことが実感できました。そこで
我々が通常実施している局所的ハイパーサーミアを考えてみました。これは KHz ではな
く MHzレベルのラジオ波で、パワーも 1500W という強力な出力で内部を 42℃に加温す
る技術です。でも原理は誘電・電界加温になります。 
先ほどの電界治療と同じですが、サーモトロン RF-8では出力が大きいので熱を発すると
言うことです。 
  
つまり、我々がやっていたのはハイパーサミアと同時に電界治療をやっていると言う事に
なり、非熱効果の研究する必要を感じました。 
スライドに示すのは、よく用いられる細胞の電気モデルですが、細胞膜は 1μファラドの
電気抵抗を持っていてコンデンサーの役割をしています。そしてスライド右上の図の様に
低周波では、細胞膜の抵抗が邪魔をして、電気は細胞の外側を通ります。 



この位の低周波は生体のシグナリングにとって大事な周波数で、その影響を簡単には受け
ない様に細胞膜は電位抵抗を維持する事で保護しているのではないか？と推論出来ます。
因みにこの部分をα分散と言いますが、電界治療はここを使っています。 
周波数から考えると、我々が使っているハイパーサーミアは 8MHzでβ分散なので細胞
を貫いてしまいます。 
どちらがより効果があるかというのは簡単ではなく、低周波は細胞の制御チャンネルに影
響を及ぼすものなので、通してしまっては危険になるのです。このことは今後研究すべき
分野と考えられます。 
現在私たちは、開発者のWarsito先生や明治大学工学部の生体情報工学研究室加藤教授と
細胞を顕微鏡で観察しながら、ハイパーサーミアで温度を 42℃に上げて有糸分裂への影響
を見たり、電界をかけた時にどうなるかなどを研究しています。 
加藤教授は、空洞共振による誘導電界で加温する装置の開発に取り組んでいます。空洞の
中で振動が共振して集まる（例えば車の中にいて雑音がある部分に集まる）現象を利用し
て、電界を体内に集中させる事が出来るのです。この技術が電界治療に応用出ないかを研
究しています。 
  
 以上がハイパーサーミアについてのお話です。ちょっと尻切れ蜻蛉で恐縮ですが、ご清
聴有り難うございました。 
  
 まだ時間ありますか？ 
 はい大丈夫です。（熊丸） 

  
 では、折角ですので、生体電気についてのお話をしたいと思います。 
と言うのも、生体の電界の話を工業系の人たちに話すと、「そんなものはない」と言われ
てしまうのですが、医療系の人たちには理解して貰えます。このギャップの原因を考えて
みました。 
電磁波の分類を見るとこの一覧のように様々です。遠赤外線、ラジオ波、短波、中波、長
波などそれぞれ波長があります。 
 実は電気というものは、波長のない電気の観察、最初は琥珀で始まりました。琥珀を磨
くときに起こる静電気が電気の始まり（2500 年以上前のギリシャ人タレスの報告）なので
す。エレクトロンという名称もギリシャ語の琥珀から来ているようです。しかし今の電気
工学は、静電気ではなく金属の様な導体中を流れる電気が学問の主流です。 
 生体電気は、イタリアの解剖学者・物理学者ルイージ・ガルヴァーニによる 1771 年のカ
エルの筋肉の痙攣が、2種類の金属との接触で起こる報告から始まりました。当時は宗教
的弾圧が強かったようです。これに続いて同じイタリアの物理学者ヴォルタが、カエルの



足が電気伝導体として電解質の反応が起きて痙攣を起こし、検電器の機能を果たしている
と考えました。（ヴォルタ電池：スライド参照） 
それから 100 年以上経ち、皆さんもよくご存じの、オランダの生理学者アイントーヴェン
が、1903年に心臓から電気が発生していることを発見し、心電図法を発明したわけです。
その功績に対して 1924年にノーベル生理学医学賞を受賞しました。 
当時は電気に対する期待が急激に広がってきて、米国のエリアス・スミス博士博士はスラ
イドの様な高圧電気療法で特許を取ったり、レイモンド・ライフ博士は 1993年に共鳴発
光周波数を使って電磁波発生装置を開発し、16 人の進行癌のうち 14 人を治したとされて
います。 
一方、20 世紀初頭のアメリカでは医療改革行われ、様々な治療法に対して FDA を設立し
て医療規制を開始しました。 
協力組織であったロックフェラー研究所のフレクスナーからのレポートにより治療法の審
査をしたのです。 
こうして有効性や物理的な振舞いが、当時の科学力で裏付ける事が出来なかった方法への
規制が始まりました。過剰な期待で行われていた光や電気・磁気などのエネルギー治療も
対象となり、その結果、155 校あった医学校では、医療機械が撤去されたり、廃校になっ
たりして、10 年後には 85 校に減少しました。廃校した学校の殆どが、薬物による対症療
法ではなく、物理エネルギーによる統合医療を研究する学校でした。 
これ以降、生体電気エネルギーの研究も基礎研究の枠に限定され、我々が医学部で学ぶ電
気生理学だけになってしまいました。 
現在、規制にも関わらず、電流を流す低周波・高周波治療（スライドの様な X―PAD も）
や電界治療の様に民間療法的で効果がはっきりしないものが巷に蔓延しています。 
しかし、それ以上に問題なのは、それらを電気工学的に評価する技術や教育が封印されて
しまっている事ではないでしょうか？ 
  
そもそも静電気は、我々の体表面にあって、電流ではありません。ですが、これが動くこ
とによって、時間的な変化＝周波数成分を持つことで、準静電界と呼ばれます。 
サメの鼻先のロレンチニ瓶は魚が出す微細な生体電位を感知できる高精度センサーです。
小魚のわずか 0.015mVの波長を持った電界を感ずる事が出来るため視界の悪い海中で獲
物をとる事が出来ます。しかし海水の中で急激に拡散・減衰していく電気をどうやって感
知出来るのかは、まだよく分かっていません。 
東大の滝口先生は、この準静電界を使った通信を研究し、その応用として、タッチレスゲ
ートへの開発という形で、JR 東日本研究開発センターとの共同研究を行いました。 
この分野で特許申請していて、スライドの様に接触によって近傍通信ができるというもの
です。 



次のスライドに示すのはアンテナの式ですが、この中の 3項、それぞれ距離に比例して減
衰する放射電磁界（電波）と距離の 2乗で減衰する誘導電磁界（磁気）と距離の 3乗で減
衰する準静電界です。 
歴史的に見ると１９０１年マルコーニよる無線通信、1997年電磁誘導カード（スイカな
ど）であり、そして生体センシングによる通信が使われる様になるのが準静電界、これか
らの時代の新しい技術になると思われます。 
我々医師がこの様な生体電位を良く理解できるのは、電気生理学を習っているからです。 
例えば内耳の聴覚や平衡感覚は、生体電位で機能していることを理解しています。蝸牛を
よく観てみると、スライドの様に蝸牛内の外側を外リンパが流れていて、中側を内リンパ
が流れています。この内リンパと外リンパの間では Na ポンプが働いて、外リンパ側では
Na richになり、内リンパには K が豊富という様に細胞内と外液で差があることで、膜電
位が生まれます。そして音の振動などの物理的な外部刺激を電気信号に変換して伝えてい
ます。この膜電位＝基準電位を持っていることが、生体の活動を維持していると言えま
す。 
海洋生物は、海中では常に生体電位の情報を垂れ流している危険に直面するので、より安
全な絶縁の世界、つまり陸上に逃れてきて生存を確保したと考えられます。 
更に陸上で空気伝達系の外耳を発達させることで、進化してきたのではと、私は考えてい
ます。 
因みに電気は２つの電位差があるものの間を繋ぐことで流れます。ところが海水の中に入
ると電気は瞬時に拡散してしまい電位差が認められなくなります。水中で無線が使えない
のはこの為です。しかし先ほど話した滝口先生の研究では、２つの誘電体を使うと、海水
の中であっても同じ様に電位差が生まれます。基準電位が作られる訳です。これを応用で
きれば、海中でソナーを使う魚群探知機や潜水艦でも、複合電極を用いた電界センサー
で、周囲の情報を得ることができる様になる可能性があると考えられます。 
  
更に調べてみると、海洋研究開発機構（JAMSTEC）の海洋工学センター開発部長、吉田
弘先生は、電波通信に使う電磁波は、スライド右上に示すように、両電極を真水に浸し
て、その間を海水の状態にすると、電波を通すことが出来る現象を報告しています。これ
は未だ理屈が究明できていません。一説には、水分子のイオンを介して電波が伝わるので
はと考えられていますが、僕自身は、海水と水が異なる誘電体として､複合電極のような
役割をしているのでは？と考えています。いずれにせよ、この知見を上手く利用すれば、
今後海水の中でも上手く電波を伝達できるようになる可能性があります。 
  
以上です。 
長々とまとまりの無い発表でしたが、ご清聴有り難うございました。 
  



質問： 
局所ハイパーサーミアというのは、HIFUとか RFT のことを指すのですか？（浦尾） 
局所ハイパーサーミアは大まかに体内の一部を暖めるという方法で、HIFU や RFTは狙っ
たポイントを超音波やラジオ波の熱で灼いてしまうと云うものなので､違うものです。局
所的にエネルギー照射をして、42℃を超す場合の熱治療は、ハイパーサーミアとは言わ
ず、70℃以上では熱焼灼治療（アブレーション）になります。 
ハイパーサーミアでは 42℃まで温度を上げることによって、正常細胞とがん細胞に、例え
ば HSP の産生に差があることで、がん細胞だけが徐々に死滅していくと言う機序を利用
しています。その効果だけでは十分ではないので、更に HIFU や RFT、遺伝子治療などを
用いて補完すると言うバリエーションが出てくるわけです。ただ余りいろんなことをやり
過ぎると、ブレてると言われそうなので、ハイパーサーミアを軸にしていこうと思ってい
ますが。(笑) 
  
大学の耳鼻科に居たときに、様々な集約的な治療をやると言うことで、ハイパーサーミア
も取り入れようとしましたが、頭頸部腫瘍の場合、病変は比較的小さめで、頭部に近接し
ていて、局所ハイパーサーミアと行ってもそれほど限局的にならないし、結局使いにくい
と断念しました。先生のような装置を使えば、局所ハイパーサーミアを耳鼻科領域で使う
ことは出来ますか？(浦尾) 
 
横浜市立大学の口腔外科 光藤先生らが､積極的に頭頸部腫瘍の治療をやられていて、動
脈内注入との併用を実施されていますが、ハイパーサーミアは頭頸部腫瘍に非常に有用だ
とおっしゃっています。ちょっと温度を上げるのに難度はありますが、上手く温度を上げ
ることが出来ます。やはり他との併用が臨まれ、例えばプラチナ剤投与では、ハイパーサ
ーミアを用いた方がプラチナの取り込みが 5 倍くらいになります。 
  
竹内先生は自分で言わないから皆さんに伝えますが、何処でも刺せるんですよ。動脈のそ
ばとか、縦隔から入っていって気管のわきとか､絶妙な場所に針先を持って行きます。 
刺していくと、堅いとか柔らかいとか教えてくれて到達するようです。そこで刺入した先
に、p53 遺伝子を注入するケースもありますが、p53は効くのでしょうか？(奥野) 
 
僕の経験では p53 はきいているなと言う実感があります。 
 
ｐ53 抑制遺伝子ですが、その遺伝子変異ではその遺伝子が核に貯まってくるわけですね。
それによって oncogenicな状態が高まっていくと考えられるので、それにｐ53 を追加して
も変わらないのではと思うのですが。先生の場合は、それを局所に入れることだけで何か
影響が出ているのでしょうか？（奥野） 



 
アデノウィルスを vectorとして使っていた時代から組織に非生理的な量を入れる訳です。
元々僕のこの技術は、大学の先輩で免疫治療の蓮見先生の樹状細胞を腫瘍に入れて抗原認
識させると言う技術の応用です。僕は細い 25G 位の針を腫瘍に刺して、薬剤を直接注入し
ています。どんな薬剤も注入可能ですが、一般的に抗がん剤は静脈投与を目的としていま
す。それを直接投与するのはまた違った意味合いを持つので、それを考慮する必要があり
ます。 
最近は CTガイドで局所に正確に針を刺すことが出来るのですが、抗がん剤はそう言う投
与法が安全に出来ない時代を想定して作られ、全身投与するわけです。 
将来は drug deliveryの新しい可能性を加味した製薬が必要になると思います。 
ただ CT は放射線の被曝の問題もあるので、今後は MRI が望ましいのですが、MRI 対応
針を使った場合の精度に対して要検討と思っています。 
なお最近、奥野先生からレーザーによる治療のことをお聞きして、今後導入出来たら良い
と考えています。最近は歯科でも様々なレーザー治療が出来ているので、今後期待出来る
領域だと思います。 
  
自分として有り難いと思うのは、ハイパーサーミア学会などのメンバーは僕以外は殆ど大
学の先生方ですが、私の自由診療での様々な治療への取組みに、皆さんが興味を持ってく
れています。「大学では出来ないようなことを君が頑張ってくれてるから良い」と言って
信頼して頂けるのは嬉しいことです。 
  
僕も温熱療法には興味があって川越での学会にも参加しましたが、癌種での有効性の話題
が出て、膵臓癌などでも有効例が見られるようですが、余り横の広がりが見えないのは、
どうしてでしょうか？（川村） 
 
僕も過去ハイパーサーミア学会で将来計画委員をやってきましたが、中々多施設での有効
性を示すエビデンス、データが出ないんですね。何故か？と言うと、僕の施設は学会の認
定するハイパーサーミア実施の場所として 49 番目ですが、それ以前の施設、特に大学病
院は次々にやめてしまっているそうなんです。残っている施設は、温熱療法以外に免疫療
法などとの併用で独自の診療を実施しているところか多いのです。 
大学病院では、手のかかる患者ばかりどんどん集まってくるので辞めてしまったり、大学
病院内でも温熱療法を実施しているのは婦人科だけで、外科ではやっていない等と言うこ
ともあります。そうして事もエビデンスが出にくい理由の一つだと思います。 
現在実施している施設でも、利潤を追求する傾向があって、どういう機序で有効性を示す
のかの研究には力を入れないので、もっと基礎的な研究も協同して行う必要があると思い
ます。 



以上、大変興味深いお話しでした。 
 
文責：熊丸 


