
最近ではミルタザピンといった薬を使
うこともあります。
　山内　実際にそういった薬剤の効果
はいかがでしょう。
　馬場　抗うつ薬を使う場合は、患者
さんによってはいい睡眠がとれる場合
もあるのですが、ベンゾジアゼピンの
睡眠薬のように、のんで、比較的速や
かに効果を実感するような、睡眠に引
き込まれるような効き方ではないので、
少し物足りなく感じるかもしれません。
　山内　ベンゾジアゼピンではないと
いう売りのものにゾルピデム酒石酸塩
がありますが、これはいかがでしょう。
　馬場　これも最終的にはベンゾジア
ゼピン受容体に結合するのですけれど
も、通常のベンゾジアゼピンよりは依
存性や耐性も少ないですし、筋弛緩作
用が少ないのでふらつきや転倒のリス
クも少なく、通常のベンゾジアゼピン
よりは推奨されるだろうと思います。
ベンゾジアゼピンをこれに置換してい
くのも一つの手だろうと思います。
　山内　抗うつ作用のSSRIといった系

統の薬剤の位置づけはいかがでしょう
か。
　馬場　実はSSRIにはあまり睡眠に対
していい働きはなく、逆に睡眠深度を
浅くしてしまったりする場合もあるの
です。ですので、睡眠に対しては、SSRI
やSNRIはお勧めできません。SSRIの
ような抗うつ薬は不安に対する効果は
強いので、例えばパニック発作がある
ような患者さんであれば、ベンゾジア
ゼピンは頓服として使っていただいて、
根本的に発作を予防するためにはSSRI
などを使ったほうがよいかと思います。
　山内　ベースに使って、発作のとき
には頓服するということですね。
　馬場　そういうことです。
　山内　アルプラゾラムが特効薬とし
て一世を風靡したことがありますが、
現在でも頓服としてはいいのですね。
　馬場　私もよく処方します。ベース
にSSRIを使いながら、アルプラゾラム
を頓用として処方する場合が多いです。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　がんワクチン治療の質問です。
がんワクチン療法といういい方のほう
がよく使われているようですけれども、
何となくわかったようでわからない方
も多いのではないかと思うのです。ま
ず基本的なところ、がんワクチン治療
が生まれた背景や、どうして効くのか、
効くことが予想されているのか、その
あたりをまず教えてください。
　和田　今お話にありましたように、
ワクチンというと、感染のワクチンが
一般的で、インフルエンザワクチン、
はしかのワクチン、感染を予防するワ
クチンなどが皆さんのイメージに一番
近いかと思います。では、がんのワク
チンはどうなのか。確かにがんのワク
チンの中にも予防のワクチンといった
ものがあります。肝炎ウイルスやヒト
パピローマウイルスが原因となり、が
んに発展するといったことがわかって

きましたので、それを予防するワクチ
ン治療も行われていますが、がんの原
因になるとわかっているものはそう多
くはありません。予防のがんワクチン
というのはまだまだ開発途上というこ
とになります。
　では、どの段階でがんワクチンを行
っているのかといいますと、がんにな
った後、すなわち治療の場面でがんワ
クチンが現在広く行われています。
　がんワクチンは抗がん剤とは違いま
す。抗がん剤は入れた薬がそのままが
んをやっつけますが、がんワクチンは
ワクチンがそのままがんをやっつける
わけではありません。ワクチンが体の
中の免疫を活性化し、活性化した免疫
ががんをやっつける、これががんワク
チンの仕組みになります。
　池脇　そうすると、ワクチンが直接
ではなくて、ワクチンが何かを介して

がんワクチン治療

神奈川県立がんセンターがんワクチンセンター医長
和　田　　聡

（聞き手　池脇克則）

　がんワクチン治療についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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免疫力をアップさせて、最終的にやっ
つける、そういうきっかけをつくるの
がワクチン治療ですね。
　和田　そうですね。
　池脇　いつぐらいからそういったも
のが注目されてきたのでしょうか。国
内に限らず、海外でも研究対象だと思
うのですけれども、歴史的な背景はど
うなのでしょう。
　和田　がんワクチンにおける歴史的
な背景で最初だといわれているのが、
1890年代、アメリカのウィリアム・コ
ーリーという整形外科医によるコーリ
ーワクチンです。がん患者さんを診て
いる中で、ある肉腫の患者さんが感染
症を引き起こした後に、がんが消えた
のを見て、感染を起こすことによって
がんは治せるのではないかということ
に着目しました。そして、今ではもち
ろんあり得ないのですけれども、それ
に近い菌を別の患者さんの肉腫に投与
したところ、患者さんの肉腫が小さく
なっていったことから、これをコーリ
ーの毒、コーリーワクチンというかた
ちでがんワクチンが始められたといわ
れています。
　池脇　1890年というとだいぶ前です
ね。
　和田　そうです。もう100年以上前
の話になり、歴史としては長いと思い
ます。
　池脇　その後、次のブレークスルー
というか、何かがあるように思うので

すけれども。
　和田　長い間、暗黒の時というか、
ワクチンをやっても効かない時代があ
りました。先ほどのコーリーワクチン
は、菌を使って体の中の、どんな免疫
かわからないのだけれども、何かの免
疫を活性化して、がんをやっつけた。
そういったものが長い間使われて、例
えばBCGやキノコ類に使われるレンチ
ナンなどを使って、体の中の免疫を活
性化してがんをやっつけようといった
試みが行われてきました。
　そんな中で、1991年にベルギーのチ
ェリー・ブーン博士が、腫瘍の中に腫
瘍特異的な物質があることを発見しま
した。実は人間の中で腫瘍は育ってい
きますから、自分の持っている正常細
胞を含みながら、がん細胞は増えてい
くのですけれども、そのがん細胞に特
異的な物質があることを見つけて、こ
れを腫瘍抗原と名づけ、そこから腫瘍
特異的ながんワクチンが発達してきた
ことになります。
　池脇　日本でも活発に研究が行われ
ていると思うのですけれども、ワクチ
ン治療の、最初のワクチンから最終的
に腫瘍を攻撃するまでの道のりにおい
て、どういう細胞がそこに関与してく
るのでしょうか。
　和田　がんワクチンといっても、た
くさん種類があるわけですが、先ほど
の腫瘍抗原が見つかってから、最初は
この大きな蛋白物質をワクチンとして

使うことが試みられました。また、そ
の蛋白物質のもととなるDNAをワク
チンとしても使っていたわけですが、
これらのワクチンではなかなか効果が
得られなかったのです。
　その中で、実はワクチンによって、
がんをやっつける細胞がわかってきま
した。一般的に免疫というのは自然免
疫と獲得免疫に分けられますが、ワク
チンによって効果を発揮する免疫は獲
得免疫であるということがわかってき
ました。また獲得免疫の中に、T細胞・ 
B細胞がありますが、特にT細胞が重
要であることがわかってきました。そ
のT細胞が先ほどのがん抗原、腫瘍抗
原の全部を認識するのではなく、その
一部のペプチドを認識することもわか
ってきました。
　ペプチドというのは、アミノ酸が 
９～25個ぐらい集まったものですが、
それぐらい小さな物質をT細胞が認識
できるということがわかりました。そ
れによって、腫瘍抗原を全体としてワ
クチン接種するのではなく、T細胞を
刺激するようなペプチドをワクチンに
するようになりました。ペプチドワク
チンというものがそこから発達してき
たということになります。
　池脇　がんの特異的な蛋白物質の中
のさらに一部ペプチド、これを使うよ
うになってだいぶ研究が進んできたと
いうことでしょうか。
　和田　そうですね。それによって、

小さな物質で免疫を活性化できること
がわかり、また腫瘍特異的なワクチン
ができることから、1990年代後半から
いろいろな工夫がなされながら臨床試
験が行われているのが現状です。
　池脇　私がかじった知識では、白血
球の血液型といわれているHLAが、こ
のがんワクチン療法では非常に大切な
ものとか。これはどのようにかかわっ
てくるのでしょうか。
　和田　先ほどT細胞が認識できるの
は一部のペプチドだという話をしまし
たが、T細胞というのはペプチドその
ものは認識できないのです。実は、ペ
プチドがお皿に乗っていないとT細胞
は認識できない。このお皿のことを、
白血球の型（HLA）といいます。移植
手術などではよく使われますが、皆さ
んがいわれる血液型というのは赤血球
の型になります。それに対してT細胞
が認識するのは白血球の型に乗ったペ
プチドであり、それらを総合的に見て
認識するシステムになっています。
　池脇　ペプチドとお皿の組み合わせ、
それが最終的に免疫のT細胞に働いて
活性化し、あとはT細胞ががんをター
ゲットにしてくれる。
　和田　そうですね。いわゆるワクチ
ンによって教育を受けたT細胞という
のは、お皿に乗ったペプチドを見つけ
に体の中をめぐっていくわけですが、
そのペプチド自体はがんにしか発現し
ない。ですので、がんのみをやっつけ
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免疫力をアップさせて、最終的にやっ
つける、そういうきっかけをつくるの
がワクチン治療ですね。
　和田　そうですね。
　池脇　いつぐらいからそういったも
のが注目されてきたのでしょうか。国
内に限らず、海外でも研究対象だと思
うのですけれども、歴史的な背景はど
うなのでしょう。
　和田　がんワクチンにおける歴史的
な背景で最初だといわれているのが、
1890年代、アメリカのウィリアム・コ
ーリーという整形外科医によるコーリ
ーワクチンです。がん患者さんを診て
いる中で、ある肉腫の患者さんが感染
症を引き起こした後に、がんが消えた
のを見て、感染を起こすことによって
がんは治せるのではないかということ
に着目しました。そして、今ではもち
ろんあり得ないのですけれども、それ
に近い菌を別の患者さんの肉腫に投与
したところ、患者さんの肉腫が小さく
なっていったことから、これをコーリ
ーの毒、コーリーワクチンというかた
ちでがんワクチンが始められたといわ
れています。
　池脇　1890年というとだいぶ前です
ね。
　和田　そうです。もう100年以上前
の話になり、歴史としては長いと思い
ます。
　池脇　その後、次のブレークスルー
というか、何かがあるように思うので

すけれども。
　和田　長い間、暗黒の時というか、
ワクチンをやっても効かない時代があ
りました。先ほどのコーリーワクチン
は、菌を使って体の中の、どんな免疫
かわからないのだけれども、何かの免
疫を活性化して、がんをやっつけた。
そういったものが長い間使われて、例
えばBCGやキノコ類に使われるレンチ
ナンなどを使って、体の中の免疫を活
性化してがんをやっつけようといった
試みが行われてきました。
　そんな中で、1991年にベルギーのチ
ェリー・ブーン博士が、腫瘍の中に腫
瘍特異的な物質があることを発見しま
した。実は人間の中で腫瘍は育ってい
きますから、自分の持っている正常細
胞を含みながら、がん細胞は増えてい
くのですけれども、そのがん細胞に特
異的な物質があることを見つけて、こ
れを腫瘍抗原と名づけ、そこから腫瘍
特異的ながんワクチンが発達してきた
ことになります。
　池脇　日本でも活発に研究が行われ
ていると思うのですけれども、ワクチ
ン治療の、最初のワクチンから最終的
に腫瘍を攻撃するまでの道のりにおい
て、どういう細胞がそこに関与してく
るのでしょうか。
　和田　がんワクチンといっても、た
くさん種類があるわけですが、先ほど
の腫瘍抗原が見つかってから、最初は
この大きな蛋白物質をワクチンとして

使うことが試みられました。また、そ
の蛋白物質のもととなるDNAをワク
チンとしても使っていたわけですが、
これらのワクチンではなかなか効果が
得られなかったのです。
　その中で、実はワクチンによって、
がんをやっつける細胞がわかってきま
した。一般的に免疫というのは自然免
疫と獲得免疫に分けられますが、ワク
チンによって効果を発揮する免疫は獲
得免疫であるということがわかってき
ました。また獲得免疫の中に、T細胞・ 
B細胞がありますが、特にT細胞が重
要であることがわかってきました。そ
のT細胞が先ほどのがん抗原、腫瘍抗
原の全部を認識するのではなく、その
一部のペプチドを認識することもわか
ってきました。
　ペプチドというのは、アミノ酸が 
９～25個ぐらい集まったものですが、
それぐらい小さな物質をT細胞が認識
できるということがわかりました。そ
れによって、腫瘍抗原を全体としてワ
クチン接種するのではなく、T細胞を
刺激するようなペプチドをワクチンに
するようになりました。ペプチドワク
チンというものがそこから発達してき
たということになります。
　池脇　がんの特異的な蛋白物質の中
のさらに一部ペプチド、これを使うよ
うになってだいぶ研究が進んできたと
いうことでしょうか。
　和田　そうですね。それによって、

小さな物質で免疫を活性化できること
がわかり、また腫瘍特異的なワクチン
ができることから、1990年代後半から
いろいろな工夫がなされながら臨床試
験が行われているのが現状です。
　池脇　私がかじった知識では、白血
球の血液型といわれているHLAが、こ
のがんワクチン療法では非常に大切な
ものとか。これはどのようにかかわっ
てくるのでしょうか。
　和田　先ほどT細胞が認識できるの
は一部のペプチドだという話をしまし
たが、T細胞というのはペプチドその
ものは認識できないのです。実は、ペ
プチドがお皿に乗っていないとT細胞
は認識できない。このお皿のことを、
白血球の型（HLA）といいます。移植
手術などではよく使われますが、皆さ
んがいわれる血液型というのは赤血球
の型になります。それに対してT細胞
が認識するのは白血球の型に乗ったペ
プチドであり、それらを総合的に見て
認識するシステムになっています。
　池脇　ペプチドとお皿の組み合わせ、
それが最終的に免疫のT細胞に働いて
活性化し、あとはT細胞ががんをター
ゲットにしてくれる。
　和田　そうですね。いわゆるワクチ
ンによって教育を受けたT細胞という
のは、お皿に乗ったペプチドを見つけ
に体の中をめぐっていくわけですが、
そのペプチド自体はがんにしか発現し
ない。ですので、がんのみをやっつけ
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られる。すなわち、副作用が少ない治
療ができるだろうと考えられています。
　池脇　非常に画期的な治療法になる
可能性がありますね。抗原ペプチドに
いいものがあれば、もっと進展しそう
な気がするのですが、現状はどうなの
でしょう。
　和田　抗原という意味では、何百種
類、何千種類という抗原が現在わかっ
てきています。ただ、その中のすべて
が免疫を活性化するわけではありませ
ん。免疫を活性化することがわかった
ものに関して、いろいろな臨床試験と
いうかたちで効果の検証が行われてい
るわけですが、1990年代後半から20年
近く経つ今でも、ペプチドワクチンに
関しては、まだ薬には至っていないの
が現状です。
　池脇　先生の施設も含め、臨床治験
というかたちでその効果あるいは安全
性を検証されているのだと思いますけ
れども、試験の現状、あるいは今後の
展望を含めてお聞きしたいのですが。
　和田　今お話ししましたように、ペ
プチドワクチンとしてはまだ薬になっ
ていないのが現状です。ただ、これま
で多数の臨床試験が行われたことによ
って、その欠点もわかってきました。
今我々が相手にしている腫瘍、特に固
形がんの腫瘍は、heterogeneityという
か、バラエティに富んでいる。その中
の一つのペプチド、一つの抗原だけで
も何とかなるのだろうと考えられて行

われてきたのですが、それがなかなか
難しかったことから、それを幾つか組
み合わせるカクテルという方法が今行
われてきています。
　また、腫瘍抗原、腫瘍特異的という
話をしたのですけれども、実は腫瘍特
異的ではあるのですが、小さいころに
あった胎性の抗原などが、正常でも少
量ながら発現していた。それが、がん
だから強く発現しているということか
ら腫瘍抗原ととらえられている部分も
あるのですが、人間の体はもともと自
分の体に存在したものに対しては、免
疫は反応できないというプログラムが
あります。それを強く刺激することに
よって少し反応を起こし、がんをやっ
つけようというのが今行われている方
法ですが、免疫の能力自体は弱いです。
これが強くなってしまうと自己免疫反
応を起こしてしまうので、起こらない
ような仕組みになっています。
　では標的とする抗原はそれでいいの
かということが、現在、欠点としてわ
かってきまして、本当にがん特異的な
ものは何だろうかということが最近検
証されました。一つにがん細胞は変異
（mutation）を起こすのですが、この
変異を起こした細胞、変異を起こした
物質は、もともと我々の体内にはない
ものですから、いわゆる異物として考
えられやすい。こういったものを今後、
ワクチンとすることによって、強い効
果が得られるだろうと考えられていま

す。
　今後の発展、展望は、ワクチンによ
って得られるT細胞の活性化にありま
す。よく免疫はアクセルとブレーキに
たとえられます。アクセルばかりを踏
んでいたら自己免疫疾患を起こしてし
まいますから、途中、ブレーキも踏ん
だりするのです。ワクチンというのは、
どちらかというとアクセルを強く踏む
ようなことを主体とした治療法なわけ
ですが、途中でブレーキを踏んでしま

うと、いかに強いワクチンを行ったと
しても、この免疫は活性化できない。
そういったことから、今後はアクセル
とともにブレーキを少し解除するよう
なものとの併用療法が行われていくの
ではないかと考えられています。
　池脇　がんの外科治療、化学療法、
そして放射線治療に続く第４の治療と
して、多くの方に活用される日が来る
のが待ち遠しいです。ありがとうござ
いました。
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られる。すなわち、副作用が少ない治
療ができるだろうと考えられています。
　池脇　非常に画期的な治療法になる
可能性がありますね。抗原ペプチドに
いいものがあれば、もっと進展しそう
な気がするのですが、現状はどうなの
でしょう。
　和田　抗原という意味では、何百種
類、何千種類という抗原が現在わかっ
てきています。ただ、その中のすべて
が免疫を活性化するわけではありませ
ん。免疫を活性化することがわかった
ものに関して、いろいろな臨床試験と
いうかたちで効果の検証が行われてい
るわけですが、1990年代後半から20年
近く経つ今でも、ペプチドワクチンに
関しては、まだ薬には至っていないの
が現状です。
　池脇　先生の施設も含め、臨床治験
というかたちでその効果あるいは安全
性を検証されているのだと思いますけ
れども、試験の現状、あるいは今後の
展望を含めてお聞きしたいのですが。
　和田　今お話ししましたように、ペ
プチドワクチンとしてはまだ薬になっ
ていないのが現状です。ただ、これま
で多数の臨床試験が行われたことによ
って、その欠点もわかってきました。
今我々が相手にしている腫瘍、特に固
形がんの腫瘍は、heterogeneityという
か、バラエティに富んでいる。その中
の一つのペプチド、一つの抗原だけで
も何とかなるのだろうと考えられて行

われてきたのですが、それがなかなか
難しかったことから、それを幾つか組
み合わせるカクテルという方法が今行
われてきています。
　また、腫瘍抗原、腫瘍特異的という
話をしたのですけれども、実は腫瘍特
異的ではあるのですが、小さいころに
あった胎性の抗原などが、正常でも少
量ながら発現していた。それが、がん
だから強く発現しているということか
ら腫瘍抗原ととらえられている部分も
あるのですが、人間の体はもともと自
分の体に存在したものに対しては、免
疫は反応できないというプログラムが
あります。それを強く刺激することに
よって少し反応を起こし、がんをやっ
つけようというのが今行われている方
法ですが、免疫の能力自体は弱いです。
これが強くなってしまうと自己免疫反
応を起こしてしまうので、起こらない
ような仕組みになっています。
　では標的とする抗原はそれでいいの
かということが、現在、欠点としてわ
かってきまして、本当にがん特異的な
ものは何だろうかということが最近検
証されました。一つにがん細胞は変異
（mutation）を起こすのですが、この
変異を起こした細胞、変異を起こした
物質は、もともと我々の体内にはない
ものですから、いわゆる異物として考
えられやすい。こういったものを今後、
ワクチンとすることによって、強い効
果が得られるだろうと考えられていま

す。
　今後の発展、展望は、ワクチンによ
って得られるT細胞の活性化にありま
す。よく免疫はアクセルとブレーキに
たとえられます。アクセルばかりを踏
んでいたら自己免疫疾患を起こしてし
まいますから、途中、ブレーキも踏ん
だりするのです。ワクチンというのは、
どちらかというとアクセルを強く踏む
ようなことを主体とした治療法なわけ
ですが、途中でブレーキを踏んでしま

うと、いかに強いワクチンを行ったと
しても、この免疫は活性化できない。
そういったことから、今後はアクセル
とともにブレーキを少し解除するよう
なものとの併用療法が行われていくの
ではないかと考えられています。
　池脇　がんの外科治療、化学療法、
そして放射線治療に続く第４の治療と
して、多くの方に活用される日が来る
のが待ち遠しいです。ありがとうござ
いました。
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