
まだわかっていないのですね。
　平形　わかっていないですね。網膜
症の進行は、特に増殖糖尿病網膜症は
先ほど話したように、目の中の構造、
特に目の中の硝子体という液体に新生
血管が絡んでいるため、全身に関係な
く、目の所見によって進行することが
十分ありうるのです。とにかく患者さ
んに自覚症状がなく急に変化する。そ
れが治療時期に一致する人がいるので
す。やはり病態の説明をして、眼科の
意見を必ず確認しておく。眼科の先生
から患者さんにもよく病態を理解して
いただいておくことが一番大切だと思
います。
　山内　最後に、黄斑浮腫に対して、
近年、抗VEGF薬が用いられることが
多くなりましたが、現在、こちらに関
する評価としてはいかがなのでしょう
か。
　平形　抗VEGF療法というものは、
現在、黄斑浮腫の治療の第一選択とな
っています。黄斑浮腫といっても、先
ほど話したように、比較的網膜症が軽

いものから発症しうる。増殖期になれ
ば、その頻度が上がる。黄斑浮腫にも
いろいろな病態がありますが、黄斑領
域の局所的な血管の瘤から限局して浮
腫が起きるタイプがあります。そうい
うものに対しては、限定したところへ
のレーザー光凝固ということで、かな
り早く治療ができます。一方、黄斑部
の全体的にどことなく、すべての血管
からびまん性に血液成分が漏出してい
るびまん性の黄斑浮腫に対しては、神
経の環境をよくするという意味におい
ては、今は抗VEGF療法が第一選択で
す。それは血管の透過性亢進にVEGF
がかなり関与していることがわかった
からです。
　ただ、どうしてもほかの因子の関与
で抗VEGF療法に反応が悪いものに対
してはステロイドの局所投与を行いま
す。線維の膜を伴っているような黄斑
浮腫に対しては硝子体手術が選択肢に
なっています。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅳ）

東京医科歯科大学ゲノム病理学分野教授
石　川　俊　平

（聞き手　齊藤郁夫）

AIのヘルスケアへの応用

　齊藤　人工知能、AIと略すことにな
ると思いますが、AIの医療・介護、ヘ
ルスケア領域への応用ということでう
かがいます。
　まず、人工知能、これはどういうも
のなのでしょうか。
　石川　人工知能というと、人のよう
なかたちをして、人のようなことを考
えて、人と同じようなことをするよう
なイメージをお持ちの方が多いと思う
のですが、今応用されつつある人工知
能というのは、どちらかというと人そ
のものというよりも、人が考えること、
人がやりたいと思うようなことをいろ
いろなプログラムを使ってやるという
ような何かの目的に特化した、そうい
う人工知能のほうが今は使われている
と思います。
　齊藤　人工知能というのは、その知
能が勉強しないといけないのでしょう
か。
　石川　そうですね。
　齊藤　これはディープラーニングと
いうことなのですか。

　石川　同じようにディープラーニン
グという言葉もよく聞かれるようにな
ってきたのですが、これは特に最近の
人工知能ブームの火つけ役になった非
常に重要な手法の一つです。簡単にい
うとニューラルネットワークといって、
人の脳がものを考えるように、例えば
ニューロンやシナプスを仮定し、たく
さんの画像を見せたり、たくさんの分
子を見せたり、音声を聞かせたりと、
柔軟に学習していく、そういうプログ
ラムのことをいいます。
　非常に柔軟性が高くて、いろいろな
状況に応用できることが最近よくわか
るようになってきました。医療分野で
あると主に画像ですね。CTの画像や
病理の画像など、こういうものに幅広
く応用できるようになってきました。
　齊藤　今、医療への応用で画像が出
てきましたけれども、病理あるいはCT
はそれぞれの専門の先生がこれまで診
断していたわけです。そこにAIを使っ
ていくということですか。
　石川　AIでよく使われているディー
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ると、この変異が重要であるとか、そ
の変異に対応する薬は何かとか、こう
いう治験が走っているとか、そういう
ものを医師に対しプライオリティーを
つけて見せてくれるという技術ができ
つつあるのです。
　実際に現在パブメドみたいなところ
だと、何千万も医療の文献があって、
個人個人の医師では処理しきれないデ
ータがあります。こういうワトソンの
ような、自然言語処理といいますが、
言語をベースにした人工知能を使うと、
非常に重要な情報が優先順位をつけて
上がってきます。こちらも世界中でい
ろいろなアプリケーションが広がりつ
つあります。
　齊藤　こういうAI領域もあるという
ことですが、これは介護にも使われて
きているのですか。
　石川　介護になると家庭での介護を
含めて、患者さんに対し介護士の方が
手取り足取りやってくださっています。
それもおそらく、よく言われているこ
とですが、人工知能を搭載したロボッ
トができるようになってくるだろうと
思われます。
　今までのロボットは、ロボットをつ
くる技術としてはあったのですが、何
が足りなかったかというと、物を認識
する能力でした。例えば片付けをする
のに、ここにゴミがあります、コップ
があります、そういうものをきちんと
認識してつかむとか、そういうことは

なかなかできなかったのです。それも、
先ほど画像に人工知能が使われるとい
う話がありましたが、実際の画像とし
て物をとらえてつかむ。例えば、固い
ものなら固いもののつかみ方、やわら
かいものならやわらかいもののつかみ
方がありますが、そのように変えたり、
料理をしたり、掃除をしたり、そうい
うところにもかなり人工知能は使われ
ようとしています。
　齊藤　国内、国外で今の状況、産業
界はどのようになっていくのでしょう
か。
　石川　例えば、今言ったロボットで
は、物をつかむようなロボット以外に
も、例えば患者さんと会話するだけの
ロボットなら映画のセリフなどをずっ
と人工知能に読み込ませると同じよう
な会話ができるようになるわけです。
そういうものを製造する企業が出てき
たり、当然今まで大量のデータをため
込んでいたIT系企業も、まさに人工知
能で医療分野にも乗り出してきます。
　日本は特にものづくりなどが盛んで
すから自分たちでロボットをつくって、
その中で物を認識して学習していく、
ものづくりとカップリングしたような
人工知能のあり方というものもありま
す。実際にそういう企業がたくさん出
てきていますし、これらはヘルスケア
だけが専門の企業というわけではあり
ません。血液の中のいろいろな生化学
の値までいかなくても人の姿勢や動き

プラーニングという手法は、非常に簡
単というか、病理の画像だと、例えば
がんの画像をたくさんコンピュータに
読み込ませる。あとこれはがんである
とか、これはがんでないとか、そうい
う答えを用意する。そういうものを何
千枚、何万枚とたくさん読ませていく
と自動的に規則を見つけ出す。今まで
規則というのは学者たちが自分で考え
てプログラムしていたのですが、ニュ
ーラルネットワークが自分で考え答え
を出してくれる、そういうものです。
　例えばがんですと、もちろんこれが
がんであるかがんでないかの識別もそ
うなのですが、非常にプラクティカル
な側面をいいますと、手術のリンパ節
などで転移を探したりというのは非常
に病理医の中では手間のかかる仕事で
す。それを自動でやってくれるとか、
そういう病理診断の補助に使われる技
術がまさにできつつあると思います。
　齊藤　病理医の負担が非常に増えつ
つある中で、こういったものが大きな
負担軽減につながるということでしょ
うか。
　石川　そうですね。当たり前のこと
ですが今まで病理医の診断は、いろい
ろなCTの画像解析も含めてですが、人
の中にしか知識は蓄積してこなかった。
これが病理医の方、放射線科医の方が
引退しても、どんどん知識としてコン
ピューターの中に蓄えていけるので、
それがいろいろなところで利用できる

ようになるということが一つのメリッ
トだと思います。
　齊藤　遠隔医療でも可能になってく
るのですね。
　石川　そうですね。そういう医療機
関、僻地、僻地まで行かなくても、最
近は一人病理医とか一人放射線科医の
ように、一人でやられている方が多い
ので、そういう方が客観性を持って、
同じスタンダードでできるということ
です。患者さん自身が自分のいろいろ
な画像とか病理のスライドとかを持た
れて、自分で判断するようなことも、
おそらくオプションの一つとしてでき
るようになるのではないかと思います。
　齊藤　医療の情報には言葉の、ある
いは数字の情報もありますが、これは
どうするのでしょうか。
　石川　今、画像の話をしましたが、
画像以外に多くの医療情報が存在する
ところ、カルテとかには、それぞれの
診断医が書いた文書のようなかたちで、
非構造化されたデータといいますが、
そのまま残っているデータがたくさん
あるわけです。こういうものを読み解
いて、基本は例えば単語ごとに分解し
てその構築を理解してその意味も理解
する、そういう人工知能もあるのです。
これが最近よくいわれているIBMのワ
トソンなどで、いろいろな医療情報の
中から重要な情報を見つけ出したり、
最近だとゲノムの情報、例えばがんの
シーケンスをしてそのファイルを入れ
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ると、この変異が重要であるとか、そ
の変異に対応する薬は何かとか、こう
いう治験が走っているとか、そういう
ものを医師に対しプライオリティーを
つけて見せてくれるという技術ができ
つつあるのです。
　実際に現在パブメドみたいなところ
だと、何千万も医療の文献があって、
個人個人の医師では処理しきれないデ
ータがあります。こういうワトソンの
ような、自然言語処理といいますが、
言語をベースにした人工知能を使うと、
非常に重要な情報が優先順位をつけて
上がってきます。こちらも世界中でい
ろいろなアプリケーションが広がりつ
つあります。
　齊藤　こういうAI領域もあるという
ことですが、これは介護にも使われて
きているのですか。
　石川　介護になると家庭での介護を
含めて、患者さんに対し介護士の方が
手取り足取りやってくださっています。
それもおそらく、よく言われているこ
とですが、人工知能を搭載したロボッ
トができるようになってくるだろうと
思われます。
　今までのロボットは、ロボットをつ
くる技術としてはあったのですが、何
が足りなかったかというと、物を認識
する能力でした。例えば片付けをする
のに、ここにゴミがあります、コップ
があります、そういうものをきちんと
認識してつかむとか、そういうことは

なかなかできなかったのです。それも、
先ほど画像に人工知能が使われるとい
う話がありましたが、実際の画像とし
て物をとらえてつかむ。例えば、固い
ものなら固いもののつかみ方、やわら
かいものならやわらかいもののつかみ
方がありますが、そのように変えたり、
料理をしたり、掃除をしたり、そうい
うところにもかなり人工知能は使われ
ようとしています。
　齊藤　国内、国外で今の状況、産業
界はどのようになっていくのでしょう
か。
　石川　例えば、今言ったロボットで
は、物をつかむようなロボット以外に
も、例えば患者さんと会話するだけの
ロボットなら映画のセリフなどをずっ
と人工知能に読み込ませると同じよう
な会話ができるようになるわけです。
そういうものを製造する企業が出てき
たり、当然今まで大量のデータをため
込んでいたIT系企業も、まさに人工知
能で医療分野にも乗り出してきます。
　日本は特にものづくりなどが盛んで
すから自分たちでロボットをつくって、
その中で物を認識して学習していく、
ものづくりとカップリングしたような
人工知能のあり方というものもありま
す。実際にそういう企業がたくさん出
てきていますし、これらはヘルスケア
だけが専門の企業というわけではあり
ません。血液の中のいろいろな生化学
の値までいかなくても人の姿勢や動き

プラーニングという手法は、非常に簡
単というか、病理の画像だと、例えば
がんの画像をたくさんコンピュータに
読み込ませる。あとこれはがんである
とか、これはがんでないとか、そうい
う答えを用意する。そういうものを何
千枚、何万枚とたくさん読ませていく
と自動的に規則を見つけ出す。今まで
規則というのは学者たちが自分で考え
てプログラムしていたのですが、ニュ
ーラルネットワークが自分で考え答え
を出してくれる、そういうものです。
　例えばがんですと、もちろんこれが
がんであるかがんでないかの識別もそ
うなのですが、非常にプラクティカル
な側面をいいますと、手術のリンパ節
などで転移を探したりというのは非常
に病理医の中では手間のかかる仕事で
す。それを自動でやってくれるとか、
そういう病理診断の補助に使われる技
術がまさにできつつあると思います。
　齊藤　病理医の負担が非常に増えつ
つある中で、こういったものが大きな
負担軽減につながるということでしょ
うか。
　石川　そうですね。当たり前のこと
ですが今まで病理医の診断は、いろい
ろなCTの画像解析も含めてですが、人
の中にしか知識は蓄積してこなかった。
これが病理医の方、放射線科医の方が
引退しても、どんどん知識としてコン
ピューターの中に蓄えていけるので、
それがいろいろなところで利用できる

ようになるということが一つのメリッ
トだと思います。
　齊藤　遠隔医療でも可能になってく
るのですね。
　石川　そうですね。そういう医療機
関、僻地、僻地まで行かなくても、最
近は一人病理医とか一人放射線科医の
ように、一人でやられている方が多い
ので、そういう方が客観性を持って、
同じスタンダードでできるということ
です。患者さん自身が自分のいろいろ
な画像とか病理のスライドとかを持た
れて、自分で判断するようなことも、
おそらくオプションの一つとしてでき
るようになるのではないかと思います。
　齊藤　医療の情報には言葉の、ある
いは数字の情報もありますが、これは
どうするのでしょうか。
　石川　今、画像の話をしましたが、
画像以外に多くの医療情報が存在する
ところ、カルテとかには、それぞれの
診断医が書いた文書のようなかたちで、
非構造化されたデータといいますが、
そのまま残っているデータがたくさん
あるわけです。こういうものを読み解
いて、基本は例えば単語ごとに分解し
てその構築を理解してその意味も理解
する、そういう人工知能もあるのです。
これが最近よくいわれているIBMのワ
トソンなどで、いろいろな医療情報の
中から重要な情報を見つけ出したり、
最近だとゲノムの情報、例えばがんの
シーケンスをしてそのファイルを入れ

ドクターサロン61巻10月号（9 . 2017） （761）  4140 （760） ドクターサロン61巻10月号（9 . 2017）

1710本文.indd   41 17/09/12   15:56



方とか、そういう人の行動履歴をとら
えるだけで十分ヘルスケアの情報にな
るのです。そういうものを家庭の中に
センサーとして置くのです。こうした
センサーが病院の中以外にも、家庭の
中でのヘルスケアという視点でたくさ
んのデータをためて人工知能に使われ
ていくことが行われつつあります。
　齊藤　そうなると、近い未来ではど
うでしょう。
　石川　今のようなロボットが出てき
たり、かなり正確な診断が人工知能で
できるようになると、医療の人の役割
は当然変わってくると思うのです。状
況によっては人工知能のほうが正確な
判断を下すことも当然あっていいと思
うのですが、先ほどのようなディープ
ラーニングですと、時々「おっ」と思
うような答えを出す。しかもその中身
が、なぜそういう判断をしたかがなか
なか見えにくいときがあるのです。そ
ういうものも含めて人のコンパニオン
として使っていく使い方がしばらくは
続いていくと思うのですが、それも将
来的にはどんどん人のいろいろな機能
を置き換えていくようなところは当然
出てきていいと思います。

　こうしたことによって、いろいろな
人が仕事を失ってしまうのではという
ことをよく聞くのですが、当然、将来
的には仕事の内容はどんどん変わって
いく。そういう創造的な破壊はあって
いいと思うのですが、少なくとも今は
人工知能が読み込むデータをつくるの
にかなり人がいるのです。
　齊藤　教えるほうの、ですね。
　石川　データのノイズを取ったり、
きれいなデータを用意したりと、今
我々の研究を含めて人工知能の現場と
いうのは、人工知能を導入することに
よって余計に人が必要な状況になって
いるのです。先ほどのIBMのワトソン
なども、ワトソンヘルスケアというも
のをつくって、数千人の人を雇ってい
るのです。そのほとんどが医師なので
すが、何をしているかというと、機械
に教え込むデータをきれいにして、こ
れは合っている、これは間違っている
というトレーニングを日々行っている
のです。しばらくは人工知能のために
人がたくさん必要になるという、ちょ
っと逆の状況になるかと思っています。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅳ）

慶應義塾大学医学部先端医科学研究所細胞情報研究部門教授
河　上　　裕

（聞き手　大西　真）

がんの免疫療法

　大西　河上先生、がんの免疫療法の
ここ数年の進歩は目覚ましいものがあ
るかと思うのですが、そのあたりを教
えていただけますか。
　河上　がんの免疫療法は歴史があり
ます。もともとは1900年ごろ、Coley
ワクチンという細菌をつぶしたワクチ
ンで始まったのですが、この５年間で
大きな進歩があり、免疫チェックポイ
ント阻害剤という薬が、いろいろなが
んで一定の効果を示すことから、日本
でもすでに５つのがんで承認されまし
た。これからどんどん進むと思います。
　大西　具体的に、５つのがんという
のは、どういうがんでしょうか。
　河上　最初は悪性黒色腫という皮膚
のがんで、２番目が肺がん、それから
腎臓がんとホジキンリンパ腫と頭頸部
がんの５つが今、承認されています。
アメリカではそれに加えて、膀胱がん
とマイクロサテライト不安定性がんも
承認されています。
　大西　ここ最近、だいぶ進歩してき
たのですね。

　河上　随分変わりました。
　大西　今話に出た免疫チェックポイ
ント阻害剤の現状ですが、オプジーボ
などいろいろ話題になっていますが、
免疫チェックポイント阻害剤の現状を
少し詳しく教えていただけますか。
　河上　がんの薬というと、多くのも
のはがん細胞を標的とする薬だったの
ですけれども、この免疫療法、チェッ
クポイント阻害剤はT細胞というがん
を攻撃する、特にキラーT細胞上の分
子に対する阻害抗体で、アメリカでは
最初にCTLA-４に対する阻害抗体（ヤ
ーボイ）が承認され、その後PD-１に
対する抗体（オプジーボとキートルー
ダ）が承認されたのです。
　日本ではPD-１の抗体が世界で初め
て承認されたのですが、最初は悪性黒
色腫でしたが、腎臓がんや肺がんなど
いろいろながんでも効くことがわかり
ました。ただ、単独投与では奏効率が
10～30％です。実は効かない人のほう
が多いということなので、これが今の
課題になっています。
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