
第 28 回 抗加齢統合医学研究室勉強会 
 
日 時：2017 年 12 月 9 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：浦尾弥須子(日本鋼管病院耳鼻科部長)、奥野哲治（Clinica E.T.EAST 院長）、吉川

栄省（日本医科大学多摩永山病院精神科部長）、長崎綾子（ながさき内科医院院長）、村上

篤良（TBS）、熊丸（AAIMC 室長） 
 
今日は私がかつて足利赤十字病院で心臓外科スタッフとして働いていた頃、放射線診断部

で頭頸部悪性腫瘍の治療を熱心に続けておられ、世界的レベルの治療で海外学会でも発表

されていた奥野哲治先生にお話しをして頂きます。かなりしばらくご無沙汰していました

が、浦尾先生情報では、その後更に進んだ他では決して見られないような治療法で、多く

の末期癌患者を、一般常識を越えた長さで生存させておられるとのことです。治療は癌患

者に限らないようですが、先ずはお話を伺いましょう（熊丸）。 
 
演題：標準的で無い癌や痛みの治療 
血管内治療を駆使して様々な部位の癌治療や痛みの治療を決意して 1995 年の開業以来、

5000 名以上の患者さんが Clinica E.T.を受診してくれています。殆どは癌の患者さんで 9
割が標準治療で効果が無かった、或いは深刻な副作用で治療が継続出来なくなった、しか

も遠隔転移を複数認めるような方達です。他にも 6 ヶ月以上痛みが持続して日常生活が出

来ないが他に良い治療法が無いと言う方も来られます。 
癌に対しては、微小環境を変えてやる、つまり腫瘍血管密度を極力減らす。痛みに対して

は痛い場所に増えた異常血管を減らし血流の鬱滞を無くして低酸素状態を減らす、と言う

考え方で治療しています。鬱滞した血流で腫瘍の周囲に集積したリンパ球を変化させ、局

所免疫を改善することで癌はおとなしくなります。更に異常な動静脈短絡が減り、ガン細

胞の転位を抑える効果もあります。痛みの場合も異常血管が減ることで、神経の増殖も減

り痛みも軽減されます。この基本方針に加えて、近年は集束超音波 HIFU を併用した治療

を行っています 
 
原因疾患別の患者数と治療回数は内訳の表の通りで、頭頸部癌 510 名（治療回数 1928）、
乳癌 786（4537）、肺癌 668（2437）、消化器癌 1075（3723）、肝胆膵癌 614（1940）、泌

尿生殖器癌 681（2733）、悪性リンパ腫他 64（227）血管奇形 94（350）等の他、痛みの

治療 270（592）で合計 5136 名（19355）でした。 
1 人あたりの治療回数は平均 4 回ながら、最多の方は現在も治療中の乳癌肺転移で 12 年間

に 53 回です。2014 年よりナノ化した抗がん剤に変わり免疫チェックポイント阻害剤で異

常血管の血流低減を導入し、治療間隔の延長と治療回数の減少が認められます。 
痛みの治療は 9 割はリウマチですが、最近脊椎管狭窄症、変形性関節症が増えています。 
 
治療法を検討するにあたり、癌や痛みの中心に何が起きているかを考えてみると，その微

小循環の検討で興味深い所見が判明。異常血管の新生が起きるが，その特徴は、無秩序で

過密かつ動静脈短絡を多く持っている。内皮細胞の ATM(Ataxia Teleangiectasia 
Muteted kinase)が活性化し枝分かれのバランスが崩れ編み目は過密になる。更に動静脈

の短絡が増え血流渋滞によって中心部の低酸素状態となる。動静脈短絡を介してガン細胞

や炎症細胞（CD+8/チェックポイント蛋白を保有）が出入りし、遠隔転移、局所炎症の亢

進をきたすと考えられる。 
 
（提示症例 1 は、ECJ の Barret 食道癌で、肝転移，縦隔転移例。当初 4 回の血管内治療

で、腫瘍血管の血流減少、癌の縮小を認め内視鏡検査で効果を確認。全経過は 18 ヶ月） 



 
（症例 2 は、腎透析中の糖尿病患者で、1 週前の靴擦れから右第 1 趾壊疽となり、骨露出

を伴う潰瘍形成。PGE1 の投与で悪化し，整形外科で amputation 検討中に来院。同年の

5、8 月に Aredia/Pamidoronate＋チエナム注入にて異常微小血管低減したところ、9 月に

良性肉芽形成、12 月に正常な上皮形成：ほぼ完治している！）病変の低酸素状態は阻血で

無く異常新生血管によるものだと判明したケースである！ 
0 
（症例 3 は、慢性関節リウマチの 69 歳女性。2000 年来両手のこわばりで発症し MTX 治

療を受けていたが，深部静脈血栓症にて中止、その後ステロイド内服で経過見るも痛みが

取れず来院。2011 年 5 月 etanercept3mg+2mg による異常微小血管低減を行ったところ、

ステロイド剤の減量できて、日常生活に支障が無くなった。4 年後尺骨遠位端の疼痛と腫

大にて再受診され同様の治療 etanercept12.5mg+imp50mg にて PSL 減量、日常生活に支

障なし） 
 
（症例 4 は、外側側副靱帯損傷の 51 歳女性。膝のひねりでの損傷で徐々に加重出来なく

なり、車のアクセルも踏めなくなったと受診。右下外膝上動脈から動静脈短絡と異常血管

新生を認めたため、checkpoint 阻害薬 pembralizmab0.5mg+imipenem/cilastatin50mg
注入を施行した。結果は正常歩行が可能となった。） 
 
（症例 5 は、階段転倒による第 3 腰椎圧迫骨折の 81 歳男性。鎮痛剤と骨代謝薬のランマ

ーク点滴でも、臥床が続いており来院。左腰動脈造影で骨折部の動静脈短絡を認めたた

め 、 pembralizmab1mg 、 maxacarcitol10 μg 、 thrombomodulin3200U 、

imipenem/cilastatin 100mg にて，徐痛が可能であった。） 
 
（症例６も肩関節周囲炎、糖尿病の診断で腕の痛みが１年間取れず、NSAIDs、ステロイ

ド注射、運動療法も無効で来院。患部に異常新生血管を認めたため、imipenem/cilastatin 
500mg 血管内投与で、2 ヶ月後には症状消失） 
 
このように痛みのある患部から、傷んだ神経末端が VEGF を放出することで異常な微小血

管が増殖し、そこに更に神経末端が増えていくという悪循環が生じる。これは結合組織を

増やし繊維化が進み痛みは慢性化する。この悪循環を断ち切るのに微小血管の血流低減が

最も効果的と考えられる。 
極少量の pembralizmab1.63mg ＋ imipenem/cilastatin500mg 

etanercept 25mg 
bevacitumab 50mg 
maxacarcitol10 μg 
thrombomodulin3200U 

の組み合わせが文献的にも有効と予測され、27 名の患者に投与したがうち 19 例

（70.3％）で症状が改善し、患者の満足が得られた。 
 
ここで癌の転移の機序を考える。Barsky らの報告では、臓器移植（腎 165、心 25、肝

25、拝 10、骨髄 55）後に見られる 2 次的な癌は、移植後平均 19 ヶ月の間に様々な固形

癌がドナーの細胞から移動して出来たことを示していた。臓器移植の結果、癌幹細胞が導

入されてしまったと考えられる。 
循環ガン細胞(CTC)は腫瘍径が 5mm で存在し、原発巣から移動し又元に戻っている事が

解っており、癌の転移にはがん幹細胞の移動が必要で転移が完成すると、ガン細胞の動き

は原発巣と転移巣と双方向になるのである。(MY Kim ら Cell 139, 1315-1326, 2009) 
この CTC の自由な往来を可能にしている出入口としての動静脈瘻を持つ腫瘍血管を血管

内治療で閉じることで、更なる転移を抑え、低酸素状態の改善でがん幹細胞の増殖を抑え



ることが肝要である。 
 
症例の選択と治療目標は表 3－A の如くで、部位・疾患別に再発･転移例、拡大手術回避、

外科手術の前段階治療等を対象としている。 
患者の QOL を最大限尊重するよう、本人と相談の上目標を設定している。 
治療開始前に病院･在宅担当医との連携を重視し、それが無い場合は連携医を紹介してい

る。  
治療後 1 ヶ月に治療効果の評価を行った上で次の治療の方針を決めていく。 
 
乳癌を始めとして、肝がん、腎癌、膵癌などの固形癌の治療では、集束超音波療法 HIFU
が近年注目されているが、自施設でも導入している。今日まで様々な臓器の画像診断に活

用されてきた超音波を強力（1000 倍）に収束させて病変に照射し、身体にメスを入れるこ

と無くガン細胞を破壊する方法であり、熱エネルギーによる作用とキャビテーション効果

（液体に超音波を当てて気泡を生じ、気泡が弾ける際の衝撃波による物理現象）でがん組

織を壊死させるものである。 
自施設では、主に乳癌で血管内治療と併用して HIFU を用いて、（十分に説明をした上

で）患者の意志を尊重し乳腺を温存する alternative therapy（代替療法）を行ってきた

が、治療成績と共に効果を示した症例を提示する。 
対象患者は、病期は Stage I:17 例、II:23 例、III:14 例、IV:4 例、及び術後再発例 4 例

で、うち両側乳癌が 1 例である。病理組織診断は生検 47 例、吸引細胞診＋PET 高集積が

15 例で、47 例中 IDC41 例、IDC+DCIS2 例、DCIS3 例、線維腺腫 1 例だった。 
HIFU による凝固完成の観察期間を 6 ヶ月として、2007 年 12 月迄に、十分な範囲の治療

が施行出来た 62 例（乳癌 61 例、線維腺腫 1 例）における 131 階の HIFU 症例を対象と

した。凝固の観察については、HIFU 治療後 1,3,6 ヶ月後の造影 MRI を用いて行い、

PETCT による評価も適宜追加した。スライドの如く治療期間 6 ヶ月未満と 6 ヶ月以降の

各群 60 数例の比較では HIFU を受けるまでの血管内治療の回数（平均 2.53 回 vs 1.73
回）以外は、年齢、腫瘍径、皮膚-腫瘍間距離、HIFU 出力、照射時間などに有意差はなか

った。両群間に病期の分布についての差はなかったが、治療後の再発はやはり進行癌

（stage 3,4）の方が多い傾向(p=0.136)であった。2008 年 6 月 30 日の集計でも、完全寛

解 31 例は stage I:67%、stage II:58%であったのに対して、再発 30 例は stage III:64%、

stage IV:71%であった。 
HIFU＋ホルモン療法を受けた症例では、再発(−)32 例、再発(+)30 例の群間に ECT（＋

/−）に有意差は無く、HIFU＋capecitabine(ｾﾞﾛｰﾀﾞ)内服療法に関しては、再発（−）の 32
例の方が、内服率が高かった。HER2 の陽性率は再発＋/−の両群間に有意差はなかった。 
症例７ 
Stage IIIa 右乳癌(T2N1M0) 
2002/7/20 に一般病院で上記診断され、2003/7 に受診されたため血管内治療にて右の

thoracodorsal A と thoracoacromial A の血流遮断。19 ヶ月後の 2004/2 に再発したため、

HIFU(102.4w/384sec)を照射し、スライドの如く 10 日後、52 日後、150 日後と腫瘍中心

部の壊死と縮小、更に追加治療で 411 日後の中心部壊死、1580 日後も縮小所見が認めら

れている。 
症例 8 
Stage IIa 左乳癌(23x20x18mm) 
2016/6/17 血管内治療 (Nivolumab ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ 20mg, Pembrolizumab ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ 5mg, 
ipilimumab ﾔｰﾎﾞｲ 2mg, bortezomib ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ 0.7mg, maxacarcitol ｵｷｻﾛｰﾙ 10μg, 
Thrombomodulin3200U )施行で腫瘍血管血流低減を認め、同年 9/21HIFU 追加療法施

行、10/22、2017/3/16、8/18 腫瘍周辺組織の壊死と縮小を認めている。 
 



治療方針の決定には、先ず準備データとして、治療開始直前の画像データは必須であり、

その他血液生化学検査、凝固系、感染症のチェックも行っている。 
又、画像データのための機器として 
DSA 撮影装置 
MRI 診断装置 
超音波診断装置 
更に心電図、脈波、動脈圧測定機器、酸素飽和度モニター 
も活用し 
pH メーター、粘度計、粒度分布測定装置（後述）、スターラーなども併用している。 
 
血管内治療に使用する薬剤も時期と共に変遷してきている。 
当初(1978～1986)は主血管とその枝の腫瘍血管閉塞の目的で、gelform powder, micro-
collagen，続いてチエナムの併用(1986～)を行っていたが、1986 年からは選択的に腫瘍血

流のみを単独で低下させる薬剤として、minocycline, bleomycin, pamidronate(ﾋﾞｽﾌｫﾈｰﾄ
製 剤 ) 、 OK432 、 GOGM, abraxan, Trastumab, Bevacizumab, Panitumumab, 
Pertuzumab 等 か ら 、 maxacarcitol( 活 性 型 ﾋ ﾞ ﾀ ﾐ ﾝ D), etanercept( 抗 ﾘ ｳ ﾏ ﾁ 薬 ), 
thrombomodulin(抗血栓薬)と、様々な薬剤を、有効性のデータ報告を元に組み合わせて、

使用している。 
 
薬剤の投与形態を独自に工夫することによって、選択性や到達度を挙げる工夫も実施して

いる。例えば抗がん剤の gemisitabine HCl(genzar)の水溶剤とグリチルリチンの加水分解

物である glycirrhizinate anmonium の水溶剤を混ぜて数秒後に混濁したものからナノ化

薬剤が出来ることも見いだした。（GG emulsion として国際特許出願中） 
GG との混合で、Adriamycin 10mg（GAG）は 82nm、Taxoter10mg（GTG）が 60 
nm、Oxaliplatin と Abraxane（GOGA）とで 62nm、GOG+Mitomycin4mg（GOGM）

で 72nm。 
ナノ薬剤の浸透性を上げるのに 
Particular size <120nm : がん組織間質への移行 
Particular size <60nm : がん細胞膜内への移行 
Particular size <40nm : ガン細胞の核膜内への移行 
が可能となる事が解っている。 
ナノ化薬剤は腫瘍血管からその外に漏れて、その部位に停滞するが、正常血管では漏出せ

ず変化は起こらない。この特性によって選択的な腫瘍への血流低下を図る事が出来る。 
 
併用薬も、経口投与を含めて徐々に追加・変更してきた。（資料スライド表 3-C） 
内分泌治療薬： 
Zoladex（HR+進行乳癌/進行前立腺癌）、faslodex（進行・転移性乳癌）:日本未承認 
Toremifen（ﾌｪｱｽﾄﾝ：抗ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ薬）、ｱﾛﾏﾀｰｾﾞ阻害薬（anastrozole:ｱﾘﾐﾃﾞｯｸｽ、
exemestane:ｱﾛﾏｼﾝ、letrozole:ﾌｪﾏｰﾗ） 
Bicalutamide:ｶｿﾃﾞｯｸｽ（抗ｱﾝﾄﾞﾛｹﾞﾝ薬）、raloxifen:ｴﾋﾞｽﾀ（SERM） 
血管新生阻害： 
ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ 50mg/day 
Capecitabin:ｾﾞﾛｰﾀﾞ 500-1000mg/day 
チェックポイント阻害治療： 
Metformine 500-1000mg /day 
脱メチル化 HDAC 阻害 
ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸 200-400ng/day 
 



症例 9 
右乳癌ラジオ波治療後再発 45 歳女性 
2008 年 2 月、針生検にて浸潤性乳管癌と診断 cT2N0M0 
ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ受容体・ﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ受容体強陽性、 HER2 蛋白スコア 0 
2008 年 3 月、化学療法（TC4 ｺｰｽ）で縮小効果あり、他院で 6 月にラジオ波凝固治療希望 
2010 年 3 月局所に再発、4 月に Clinica E.T.を受診された。 
計 5 回の血管内治療と内分泌治療を行ったが徐々に癌は進行し増大を認めた。 
2012 年 1 月に Metformine の内服を開始して 10 ヶ月後画像上は完全寛解を認めた。（ｽﾗｲ

ﾄﾞ写真あり。）この効果は 2016 年諸島まで継続できたが、一時中断したこともあり再燃、

RCBT+ｲﾌﾟﾗﾝｽによる分子標的治療を併用して今の所コントロ－ル出来ている。 
 
症例 10 
2011 年 9 月 30 日肺の腺癌＋大細胞癌にて術後（stage IIB）の 70 歳男性 
術後の化学療法を拒否して受診された。E-cadherin と Rassif 1A にメチル化を認めた為、

脱メチル化を狙って、valproic acid 400mg/day を再発予防目的で内服開始。 
2011 年 12 月に一時的に細胞増殖を示す尿 diacetylspermine の上昇が認められたがその後

正常化し、その後胸水も消失、PET の異常集積も消えた。（ｽﾗｲﾄﾞ写真あり。） 
2017 年夏の時点で再発を認めず経過。 
 
Clinica E.T./EAST の標的治療 
 
1. 腫瘍細胞への標的治療 

EGFR 突然変異が見られる膵臓癌→末梢血 Free DNA の解析を行う 
Erlotinib37.5mg/day の少量内服治療＋mAbs の血管内治療の併用 
 
内分泌治療不応の乳癌、前立腺癌→CDK4/6阻害剤 
Pabrociclib125mg/5-7days の少量間欠内服服治療 
PDL1 抗体 atezolizumab を用いた腫瘍血管低減治療 
 
BRCA1 の DNA methylation の見られる卵巣癌、乳癌、膵臓癌→poly-ADP-ribose 
polymerase(PARP)詐害剤の olaparib の内服治療併用 
 

2. 腫瘍細胞周囲への標的治療 
腫瘍血管密度の低減による癌ニッチの酸素化 

          ↓ 
RCBT（局所 check point blockade 治療）による腫瘍周囲の免疫細胞のチェックポイ

ント阻害＋チェックポイント蛋白の洗浄効果のため metformine 500-1000mg/day の

内服治療併用 
 
ここでナノ化薬剤の治療成績について述べる 
背景 
2002 年ナノ化薬 GG 懸濁液が出来たことにより、消化管、腹膜、脊椎や神経栄養枝を含

む領域の治療がより安全となった。 
対象 
2002/7/11〜2004/11/25 の間に連続して治療を行った 781 例の癌患者さんに 2440 回の血管

内治療を施行したが、そのうち GG 懸濁液を用いて治療し、治療前と治療後 1 ヶ月画像に

よる腫瘍サイズの評価が可能であった 319 例、777 回の治療について腫瘍の縮小効果をそ

の最大径を用いて retrospective に評価。 



原発巣による症例の内訳は、頭頸部癌 23 例(43 回）、乳癌 86 例(275 回）、肺・縦隔癌 44
例(91 回）、消化器癌 82 例(172 回)、肝胆膵癌 37 例(79 回)、泌尿生殖器癌 33 例(86 回)，
その他 14 例(31 回)であった。 
結果 
乳癌における治療後 1 ヶ月の縮小効果は病期を I,II,III を合わせた群 44 例と IV のみの群

231 例で、CR：画像上腫瘍消失、PR：腫瘍径縮小≧50％、MR：腫瘍径縮小≧30％、

NC：腫瘍径縮小＜30％、PD：腫瘍径増大に分類したところ、I,II,III 群では有効

CR/PR/MR と見なされる例は 33/44 例（75％）、IV 群では 76/231 例（33％）と有意差を

認めた。（該当スライド参照） 
一方、全領域の治療 777 回の 1 ヶ月後の縮小効果は、I,II,III 群 88 回と IV 群 689 回で

は、各々有効 CR/PR/MR は前者 50/88 回(56.8％)、後者 179/689（26％）とやはり有意差

を認めた。（該当スライド参照） 
また、最も予後不良とされる膵癌の病期 IV（非切除例：一般的に 1 年生存<30％、5 年生

存０）患者 62 例を 2002 年以降≧3回ナノ化薬剤の継続治療を行ったが、20 例が遠隔転移

の無い IVa、42 例が遠隔転移ありの症例だった。 
スライドの如く局所血管内治療は GOGM か GOAGM、内服による全身投与は

Capecitabin:ｾﾞﾛｰﾀﾞか Thalidomide を用いた。 
スライドに示す生存曲線は IVa20 例で 1.5 年生存 85％、3 年生存 45％、IVb42 例では

各々50％弱と 16％であった。（一般治療からすると驚異的！：熊丸） 
 
第 IV 期の進行癌で、今までは治療法が無いとされた腹膜播種も 
1. PETCT にてカーペット上の腫瘍の広がりが診断可能 
2. ナノ化薬剤と免疫ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ阻害剤 
で治療の可能性が出てきた。 
47 歳女性の S 状結腸癌術後再発（2008 年 stage IIIaS 状結腸癌の摘除後、2011 卵巣転移

で広汎子宮全摘、付属器切除、骨盤リンパ節郭清の後化学療法拒否で、2013 年腹膜播種

再発にて受診）スライドの如く治療施行。 
55 歳女性膵癌手術（全摘）後 6 ヶ月で再発、多発肝転移。血管内治療開始 13 回、2237
日の生存を見た。（該当スライド参照） 
 
RCBT による治療成績 
化学療法剤を用いたナノ化薬剤の局所血管内治療でも、次第に耐性が生じて無効となって

病状の進行が早くなる事が認められる。 
一方、間質への介入である RCBT はこの薬剤自体に強い腫瘍血管低減効果を発揮してい

た。 
2015/1/20～2016/7/14 に連続して PD1 抗体と抗炎症剤の局所投与による癌治療を 286
名の患者に 751 回行った。うち直近の症例から昇順に、治療前及び 1 ヶ月後の画像比較が

可能な 94 例につき、初回治療の病期別短期縮小効果を検討した。更に 4 ヶ月後の画像評

価可能な 35 例につき病期別長期縮小効果も解析した。 
又疾患別の縮小効果も解析し効果の出やすいと思われる疾患群を検討してみた。 
治療薬の内容は、先ず PD1 抗体＊は以下の 3 種で 
Nivolumab ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ 4-45mg(平均 15.6mg) and/or 
Pembrolizumab ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ 2-20mg(平均 9.23mg) and/or 
Ipilimumab ﾔｰﾎﾞｲ 2-4mg(平均 2.2mg) 
と抗炎症剤＊＊として 
bortezomib ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ 0.35-0.7mg and/or 
maxacarcitol ｵｷｻﾛｰﾙ 10-20μg and/or 
etanercept ｴﾝﾌﾞﾚﾙ 25mg and/or 



Thrombomodulin3200-6400U  
の組み合わせで投与した。 
短期縮小効果はｽﾗｲﾄﾞの如く、I,II,III 期群では有効 53.3％（8/15）、IV 群では 17.7％
(14/79)と有意差を認めた。全体としてナノ化薬剤治療より 1 ヶ月後の縮小率は低かっ

た。 
4 ヶ月後の長期縮小効果は、I,II,III 期群では有効 75％（6/8）、IV 群では 26％(7/27)と短

期成績より有効率が高く、IV 群に対して有意差を認めた。(該当ｽﾗｲﾄﾞ参照) 
 
続いてその後導入した PDL1 抗体と抗炎症剤の局所投与による癌治療 98 名の患者に 139
回の治療を行い、治療前と 1 ヶ月後の画像比較可能な 66 例において、短期縮小効果を検

討した。内容はそれまでの治療薬にｾﾝﾄﾘｸを加えて 
Atetolizumab テーｾﾝﾄﾘｸ(98 例：平均 61.3mg) 
 ＋Pembrolizumab (31 例：平均 23.0mg) 
 ＋Nivolumab(10 例：平均 23.0mg） 
 ＋Ipilimumab(23 例：平均 1.1mg) 
と 
bortezomib ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ 0.35-0.7mg and/or 
maxacarcitol ｵｷｻﾛｰﾙ 10-20μg and/or 
etanercept ｴﾝﾌﾞﾚﾙ 25mg and/or 
Thrombomodulin3200-6400U 
とした。 
I,II,III 期群では、40％(4/10）、IV 群では 30％(17/56)に縮小効果を認めた。 
 
更に疾患別の縮小効果判定のために、評価を CR4 点、PR3 点、MR2 点、NC1 点、PD0 点

として各疾患群ごとに加算し、件数で除して疾患群ごとのポイント平均値を全体のポイン

ト平均と比較した。ポイント＞1 を縮小傾向と定めた。 
PD1 抗体治療では、スライドの如く、頭頸部癌で短期効果 1.83、長期効果 3.67、肺癌で短

期 1.79、長期 2.33、泌尿生殖器癌で短期 1.55、長期 1.60、肉腫で短期 1.67、長期 2.50 で

あり、全体の平均では短期 1.11、長期 1.54 であった。 
乳癌(0.76、1.00)、消化器癌（0.78，1.00）、肝胆膵癌（0.76、0.67）では効果が低かった。 
又、PD1 抗体と PDL1 抗体の RCBT の比較では、頭頸部癌(1.83 vs1.1)、乳癌(0.76 vs 
1.53)、肺癌(1.79 vs 1.0)、消化器癌（0.78 vs 1.23）、肝胆膵癌（0.76 vs 1.0）、泌尿生殖器癌

(1.55 vs 1.7)、肉腫(1.67 vs 3.0)であり、PDL1 抗体治療の方が（特に乳癌）PD1 抗体治療よ

り有効と思われた。 
続いて、ナノ化薬剤治療と RCBT 治療の成績の比較してみた。 
ナノ化薬剤＋抗炎症剤治療 2137 標本の A 群(2010-2014)と、RCBT＋抗炎症剤治療 325 標

本(2015-)を、年齢、性別、病期、疾患別に比較した。 
A 群のナノ化薬剤は前述の 
Gemisitabine、glycirrhizinate、Oxaliplatin、Mitomycin、Abraxane に上記抗炎症剤＊

＊を加えたもの、 
B 群の RCBT も前述の 
PD1 抗体＊の 3 種に同様の抗炎症剤＊＊を加えた治療である。(容量はスライド参照） 
対象患者の内訳は男女比（男％）A 40.24、B37.54、平均年齢 A58.8、B58.7、病期は A 群

で 0 期６，I 期 33、II 期 63、III 期 156、IV 期 1879（87.9％）、B 群で 0 期１，I 期８ 
、II 期 13、III 期 33、IV 期 270（83.1％）で分布に有意差は無かった。 
疾患別の解析でも効果に明らかな有意差は無かったが、B 群の方が治療間隔が延長してい

た。 
（A 群 46 日、B 群 56.8 日：当該スライド参照） 



 
RCBT 治療の治療成績で解析したところ、2015/1/20～2017/2/28 に 324 例（男性 142 例/
女性 182 例、平均艶麗 61.6 歳、stage IV 267 例 82％）に対して 982 回実施したが、画像

診断上の 180 日間憎悪（-）生存率は 57％（50/88）だった。 
 
興味深い症例を以下に提示する。 
76 歳男性 右副鼻腔原発 非ﾎｼﾞｷﾝ悪性ﾘﾝﾊﾟ腫(びまん性大細胞型) stage I：2011/7 化学療法

による QOL 低下を危惧して受診され 7/8 血管内治療（ｴﾝﾌﾞﾚﾙ、ｵｷｻﾛｰﾙ、ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ、ﾋﾞﾀﾞｰ

ｻﾞ）1 回のみの治療施行。5 年以上続く完全寛解を見ている。 
74 歳男性 2014/9 発症の肝癌、両葉の腫瘍切除後：RFA、TACE5 回施行したが、門脈腫

瘍塞栓、多発肝内転移で余命 6 ヶ月を宣告され受診。2016/12、2017/1,2 の 3 回治療(ｵﾌﾟ
ｼﾞｰﾌﾎﾞ、ﾔｰﾎﾞｲ、ｾﾝﾄﾘｸ、ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ、ﾄﾛﾝﾎﾞﾓﾃﾞｭﾘﾝ)を行った。現時点（2017 年末）でバイオ

マーカーも安定し通常の日常生活が送れている。 
88 歳男性 CML 治療中(ｸﾞﾘﾍﾞｯｸ内服)に、血尿を契機に膀胱癌(T2N0M0)：膀胱全摘を勧め

られたが拒否。ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ 10mg＋抗炎症薬 4 剤の血管内治療 2015/9/24、とｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ点滴

投与 10mg：2016/3/5 と 4/2 の 2 回で、ｸﾞﾘﾍﾞｯｸ減量可能で、膀胱癌の消失と CML の寛解

(BCR-RNA の値より）をみた。他にもう 1 例肺癌の RCBT 治療で、併発の CML 寛解あ

り。 
66 歳女性 肺腺癌術後：2009/12 右肺上葉切除後の 2011/10～2014/4 の間に再発 stage 
IV(脳、縦隔リンパ節、大腿骨転移)で化学療法＋放射線療法もうけていた。2015/2,5 の 2
回の血管内治療（両側気管支動脈、右甲状腺動脈、内胸動脈、左大体内側回旋動脈にｵﾌﾟ

ｼﾞｰﾎﾞ、ﾔｰﾎﾞｲ、ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝと抗炎症剤 4 種を投与）で現在（2017 年末）迄新たな再発もなく

健在である。 
55 歳女性 右乳癌で温存治療希望で初診。2007/8/22HIFU 治療にて原発巣は画像上消失。 
2014/8 に PETCT 似て第 8 胸椎転移を認めた。2015/8/25 施行したナノ化薬剤と内分泌治

療 1 回では、直後には効果が見られなかったが、2016/6/18 までのフォローで転移巣の縮

小化が徐々に認められた。別の乳癌肝転移の 1 例で、治療後経過が変わらず、その後急に

縮小効果を示した症例も経験している。 
51 歳女性 子宮内膜組織診で類内膜腺癌 G1 の診断を受け、子宮全摘を拒否して温存希望

で受診。2015/12 ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ/ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ＋抗炎症剤による血管内治療 2 回後、8 ヶ月後に再燃。

2016/12/12 のｾﾝﾄﾘｸ/ｷｲﾄﾙｰﾀﾞによる再治療で、画像上 CR を認め現在に至っている。 
73 歳女性 子宮内膜癌 G2 にて 2010/2/15 準広汎子宮全摘術＋両側付属器切除＋骨盤・傍

大動脈リンパ節郭清を施行し、術後の化学療法 6 クール実施。2012/11 に右骨盤内で腹膜

再発があり化学療法後摘出。2015 年には PETCT で膣、大腿骨、骨盤リンパ節に再発を認

め同年 4 月から化学療法/放射線療法追加。同年 12 月に PETCT で多発肝転移、肺転移、

大腿骨転移が判明し、2016/1 右大腿骨に追加商社と化学療法追加。2016/3/24 の PETCT
で肝転移の増大を認めたため主治医からは緩和ケアを勧められた。2016/5/20 当院で初夏

一両 3 ヶ月後には広汎肝転移はほぼ消失、1 年以上経過して他部位を含めて再燃の兆候な

し。 
 
まとめ 
1. ナノ化薬剤による治療と RCBT によって、既存の標準治療が不可能である進行癌にお

いて、身体負担を少なくしながら、一定の腫瘍縮小効果を期待できる。特に RCBT で

は腫瘍縮小効果が持続し、治療間隔の延長も期待でき、QOL 上でも優れていると考え

られた。 
2. 肺癌、膀胱癌、頭頸部癌、卵巣癌、子宮体癌、肉腫、肝癌、乳癌などで RCBT による

腫瘍縮小効果がより期待される。一方膵癌などでは効果が少なく、ナノ化薬剤との併

用を検討すべきと思われた。 



3. RCBT の副作用としては、間質性肺炎 1 例、1 型糖尿病 2 例、甲状腺機能低下 2 例、

アレルギー性紫斑病 2 例、多彩な皮疹 1 例を認めた。（全身投与に比べかなり低頻度

と思われる）また、腫瘍気管浸潤のある肺癌で治療後腫瘍退縮によって気管食道瘘と

難治性肺炎を認めた。 
4. RCBT は局所治療にとどまらない可能性がある。免疫学的な効果の他、以上血管血流

低減作用も期待できる。投与されて CD8+リンパ球が集まる間質に分布するため、広

範囲に用いることが出来、短期の少量投与によって極めて経済的で副作用の少ない治

療と考えられる。 
 
 

以上 
  文責 熊丸 


