
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。

ドクターサロン61巻10月号（9 . 2017） （763）  4342 （762） ドクターサロン61巻10月号（9 . 2017）

1710本文.indd   42-43 17/09/12   15:56



で、多くのがんに一定の効果が示され
ています。
　大西　そうしますと、少し話が出ま
したが、効く人と効かない人を事前に
どう見分けるか、そのあたりの今後の
課題を教えていただけますか。
　河上　それが重要な課題です。奏効
率がだいたい10～30％ですので、効く
方と効かない方をできれば治療前、あ
るいは治療早期に見分けることが非常
に重要です。それから、続けて効くも
のの、いったい、いつまで続けたらい
いのかということもあって、それらを
決めるのに、我々の世界ではバイオマ
ーカーと呼ぶものを見つけることが、
今、世界に注目されている第一課題で
す。
　大西　幾つかその成果は出てきてい
るのでしょうか。
　河上　がん種によって機序が微妙に
異なるので、がんごとに決めなければ
いけません。例えば悪性黒色腫などで
はT細胞が最初に治療をする前に、が
んにきちんといること。T細胞が機能
すると、インターフェロンなどが分泌
されて、相手方のがん細胞や、がんの
中にいる免疫細胞にPD-L１が発現しま
す。エフェクターT細胞はPD-１を出
しており、相手方のがん細胞や周りの
細胞がPD-L１を出すようになる。PD-
１とPD-L１が結合してT細胞を抑制し
て、がんが排除できない状況になって
いる方に、阻害抗体を投与すると効く

ことがわかりました。ということは、
逆に言うと、PD-L１が出ている方や、
T細胞ががんにいる方、インターフェ
ロンγが少し出ている方は、そういう
ものが治療効果を予測するバイオマー
カーになる可能性があるのです。
　実は研究レベルではかなりのことが
できますが、実臨床となると簡単な検
査しかできません。今唯一臨床で使わ
れているのが、PD-L１です。肺がんの
治療ではPD-１抗体投与前に、PD-L１
が50％以上の肺がんに出ているとき、
ファーストラインで抗体を使ってもい
いと最近承認されています。今後いろ
いろなことが研究されると思います。
　また、もっと機序を解析すると、が
ん細胞は遺伝子の異常の病気ですから、
いろいろな遺伝子に傷がついています。
そうすると突然変異に由来する変異抗
原ができて、それに対してT細胞が反
応していることがわかってきました。
そうすると、例えばDNAシークエン
スで、がん細胞のDNA突然変異数を
測定して数が多いとT細胞応答が起こ
りやすくなる。それもバイオマーカー
になるということで、研究レベルでは
幾つかの因子が注目されて研究されて
います。将来的には臨床でも使えるよ
うになると思います。
　大西　いわゆる個別医療、プレシジ
ョン・メディシン、そのあたりのアメ
リカや今後の日本の動向は非常に重要
になっていくと思うのですが、そのあ

　大西　様々な薬が出てきたのですね。
次にT細胞養子免疫療法ですか、これ
は以前からも行われていたと思うので
すが、最近はどのような状況なのでし
ょうか。
　河上　チェックポイント阻害剤もT
細胞上の分子に対する阻害抗体を投与
しますが、エフェクター細胞は、いわ
ゆるキラーT細胞です。私はもともと
アメリカの国立がん研究所に10年いま
したが、そこのボスのスティーブ・ロ
ーゼンバックは、養子免疫療法を世界
一実施した研究者です。
　最初はLAK療法も行いましたが、
LAK細胞はがんに行かないという問題
があり、その後、T細胞療法、特に培
養腫瘍浸潤リンパ球を使ったTIL療法
が行われました。これは一定の治療効
果を少なくともメラノーマで示しまし
た。しかし、多くのがんではうまくい
かないこともあり、最近は人工的に遺
伝子を改変してがんを攻撃するT細胞
をつくることが行われています。
　具体的には、がん抗原はいろいろあ
るので、がん抗原を認識するT細胞 
受容体、あるいはキメラ抗原受容体
（CAR：chimeric antigen receptor）、
これは抗体ががん抗原を認識する部位
とT細胞の定常部位を隔合させて人工
的につくるものですが、こういう人工
的な操作をすると、自然では存在しな
い抗腫瘍T細胞をあっという間につく
ることが可能なのです。

　特に、私はもともと血液内科医です
が、B細胞性の急性白血病、慢性白血
病、悪性リンパ腫、これらで化学療法
が効かない人にも、CD19というもの
をターゲットとしたCAR-T細胞が使
用され、非常によく効くという結果が
出ています。今、治験が進んでいます
ので、今後承認されると思います。
　大西　随分盛んになっているのです
ね。
　河上　非常に盛んに行われています。
　大西　がん免疫療法の特徴、奏効率
や治癒率、生存率などはどのようなぐ
あいですか。
　河上　チェックポイント阻害剤は特
にPD-１とその相手方のPD-L１の阻害
抗体が一番注目されています。単独で
も様々ながんで10～20％、多くて30％
ぐらいですが、明らかに効きます。特
徴的なのは、一度効いた人は比較的持
続的な抗腫瘍効果があります。例えば
CTLA-４の抗体、イピリムマブという
薬は、10年生存が進行した悪性黒色腫
で約20％なのです。
　大西　すごいですね。
　河上　それからPD-１抗体ニボルマ
ブ、オプジーボでは５年生存が34％と
いう成績が出ました。生存曲線を見る
と、３年を超えるとだいたい平坦にな
るのです。ということは、３年を超え
て生存する方は、かなり治癒に近い状
態かもしれないということです。逆に
効かないがんが幾つか挙がったぐらい

ドクターサロン61巻10月号（9 . 2017） （765）  4544 （764） ドクターサロン61巻10月号（9 . 2017）

1710本文.indd   45 17/09/12   15:56



で、多くのがんに一定の効果が示され
ています。
　大西　そうしますと、少し話が出ま
したが、効く人と効かない人を事前に
どう見分けるか、そのあたりの今後の
課題を教えていただけますか。
　河上　それが重要な課題です。奏効
率がだいたい10～30％ですので、効く
方と効かない方をできれば治療前、あ
るいは治療早期に見分けることが非常
に重要です。それから、続けて効くも
のの、いったい、いつまで続けたらい
いのかということもあって、それらを
決めるのに、我々の世界ではバイオマ
ーカーと呼ぶものを見つけることが、
今、世界に注目されている第一課題で
す。
　大西　幾つかその成果は出てきてい
るのでしょうか。
　河上　がん種によって機序が微妙に
異なるので、がんごとに決めなければ
いけません。例えば悪性黒色腫などで
はT細胞が最初に治療をする前に、が
んにきちんといること。T細胞が機能
すると、インターフェロンなどが分泌
されて、相手方のがん細胞や、がんの
中にいる免疫細胞にPD-L１が発現しま
す。エフェクターT細胞はPD-１を出
しており、相手方のがん細胞や周りの
細胞がPD-L１を出すようになる。PD-
１とPD-L１が結合してT細胞を抑制し
て、がんが排除できない状況になって
いる方に、阻害抗体を投与すると効く

ことがわかりました。ということは、
逆に言うと、PD-L１が出ている方や、
T細胞ががんにいる方、インターフェ
ロンγが少し出ている方は、そういう
ものが治療効果を予測するバイオマー
カーになる可能性があるのです。
　実は研究レベルではかなりのことが
できますが、実臨床となると簡単な検
査しかできません。今唯一臨床で使わ
れているのが、PD-L１です。肺がんの
治療ではPD-１抗体投与前に、PD-L１
が50％以上の肺がんに出ているとき、
ファーストラインで抗体を使ってもい
いと最近承認されています。今後いろ
いろなことが研究されると思います。
　また、もっと機序を解析すると、が
ん細胞は遺伝子の異常の病気ですから、
いろいろな遺伝子に傷がついています。
そうすると突然変異に由来する変異抗
原ができて、それに対してT細胞が反
応していることがわかってきました。
そうすると、例えばDNAシークエン
スで、がん細胞のDNA突然変異数を
測定して数が多いとT細胞応答が起こ
りやすくなる。それもバイオマーカー
になるということで、研究レベルでは
幾つかの因子が注目されて研究されて
います。将来的には臨床でも使えるよ
うになると思います。
　大西　いわゆる個別医療、プレシジ
ョン・メディシン、そのあたりのアメ
リカや今後の日本の動向は非常に重要
になっていくと思うのですが、そのあ

　大西　様々な薬が出てきたのですね。
次にT細胞養子免疫療法ですか、これ
は以前からも行われていたと思うので
すが、最近はどのような状況なのでし
ょうか。
　河上　チェックポイント阻害剤もT
細胞上の分子に対する阻害抗体を投与
しますが、エフェクター細胞は、いわ
ゆるキラーT細胞です。私はもともと
アメリカの国立がん研究所に10年いま
したが、そこのボスのスティーブ・ロ
ーゼンバックは、養子免疫療法を世界
一実施した研究者です。
　最初はLAK療法も行いましたが、
LAK細胞はがんに行かないという問題
があり、その後、T細胞療法、特に培
養腫瘍浸潤リンパ球を使ったTIL療法
が行われました。これは一定の治療効
果を少なくともメラノーマで示しまし
た。しかし、多くのがんではうまくい
かないこともあり、最近は人工的に遺
伝子を改変してがんを攻撃するT細胞
をつくることが行われています。
　具体的には、がん抗原はいろいろあ
るので、がん抗原を認識するT細胞 
受容体、あるいはキメラ抗原受容体
（CAR：chimeric antigen receptor）、
これは抗体ががん抗原を認識する部位
とT細胞の定常部位を隔合させて人工
的につくるものですが、こういう人工
的な操作をすると、自然では存在しな
い抗腫瘍T細胞をあっという間につく
ることが可能なのです。

　特に、私はもともと血液内科医です
が、B細胞性の急性白血病、慢性白血
病、悪性リンパ腫、これらで化学療法
が効かない人にも、CD19というもの
をターゲットとしたCAR-T細胞が使
用され、非常によく効くという結果が
出ています。今、治験が進んでいます
ので、今後承認されると思います。
　大西　随分盛んになっているのです
ね。
　河上　非常に盛んに行われています。
　大西　がん免疫療法の特徴、奏効率
や治癒率、生存率などはどのようなぐ
あいですか。
　河上　チェックポイント阻害剤は特
にPD-１とその相手方のPD-L１の阻害
抗体が一番注目されています。単独で
も様々ながんで10～20％、多くて30％
ぐらいですが、明らかに効きます。特
徴的なのは、一度効いた人は比較的持
続的な抗腫瘍効果があります。例えば
CTLA-４の抗体、イピリムマブという
薬は、10年生存が進行した悪性黒色腫
で約20％なのです。
　大西　すごいですね。
　河上　それからPD-１抗体ニボルマ
ブ、オプジーボでは５年生存が34％と
いう成績が出ました。生存曲線を見る
と、３年を超えるとだいたい平坦にな
るのです。ということは、３年を超え
て生存する方は、かなり治癒に近い状
態かもしれないということです。逆に
効かないがんが幾つか挙がったぐらい

ドクターサロン61巻10月号（9 . 2017） （765）  4544 （764） ドクターサロン61巻10月号（9 . 2017）

1710本文.indd   45 17/09/12   15:56



たりを教えていただけますか。
　河上　免疫療法のためのバイオマー
カーを見つけることは、まさにプレシ
ジョン・メディシンで、アメリカでは
オバマ前大統領がプレシジョン・メデ
ィシンをスタートしたのです。政権が
代わったので、今後どうなるか注目し
ていますが。それから、新しいがん治
療を開発するためのムーショットプロ
ジェクトもスタートしました。遺伝子
解析とか様々な解析によって個別化し
ていく。免疫療法はそのうちの典型的
な例です。例えば、DNAをシークエ
ンスすることによって効く人、効かな
い人を見分ける研究がものすごく盛ん
に行われている状況です。
　大西　今後はそういったことが臨床
の現場でかなり応用されてくるのです
ね。
　河上　少しずつ進んでいくと思いま
す。
　大西　特にどのあたりが日本では進

んでいるのでしょうか。
　河上　圧倒的にアメリカで研究が進
んでいますが、日本人の場合は遺伝的
な背景も環境因子も違うので、日本は
日本でしっかりと、日本人に対し同じ
ような研究をやらなければいけないで
すし、日本に多いがんもあります。例
えば胃がんとか肝臓がんは日本に多い
ですので、その辺のがんは日本でしっ
かりやることが非常に重要だと思って
います。
　大西　それはまさに産学協同という
か、そういった体制で行っていかなけ
ればいけない感じですね。
　河上　そうですね。
　大西　今後は非常に大きな展開が期
待されると考えてよいでしょうか。
　河上　どんどん進むと思います。
　大西　患者さんにとってはいろいろ
なチョイスができる時代になったので
すね。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）

東京大学医科学研究所先端医療研究センター先端がん治療分野教授
藤　堂　具　紀

（聞き手　齊藤郁夫）

ウイルス療法

　齊藤　ウイルスを使ってがんを治療
しようとする、非常に興味深いお話で
すが、いつごろからこういうことを先
生は発想されていたのでしょうか。
　藤堂　もともとは、大学生のころか
ら何となく、がんはウイルスで治るの
ではないかと、何の根拠もなく思って
いました。私は脳外科医になってから、
脳外科医の最大のチャレンジは悪性脳
腫瘍の治療ということで研究を進めて
いたのですが、そのときに既存の治療
法とは全く異なるアプローチでないと
悪性脳腫瘍の根治は不可能だろうと考
えていました。その矢先の1991年、「サ
イエンス」という雑誌に脳外科の先生
がウイルスを用いてがんを治すという
論文を発表されて、これがやるべきこ
とだと思って、その研究に入ったので
す。
　齊藤　アメリカの脳外科医がそうい
った、基礎的な研究をされたというこ
とですが、どんなことを行ったのでし
ょうか。
　藤堂　実はウイルスを使ったがん研

究の歴史は比較的古くて、ウイルスが
がん細胞でよく増えることは昔から知
られていました。文献をひもといてみ
ると、1950年代や60年代には、いわゆ
る野生型ウイルスとか自然弱毒ウイル
スを用いてがんを治すという、今でい
う臨床試験が随分行われたのです。し
かしそれが結局治療法として確立しな
かったのは、病原性を人為的に制御す
る方法がなかったからです。
　それを、1991年にマルトゥーザとい
う脳外科の先生が単純ヘルペスウイル
ス１型の遺伝子を改変して、がん細胞
だけで増えるウイルスを人工的につく
って治療に用いるという論文を発表し
たのです。ウイルスの遺伝子組み換え
という手法がウイルスの作用を人為的
に制御する手段になることが発表され、
それ以降、ウイルス療法の開発が飛躍
的に進歩しています。
　私はアメリカの、そのマルトゥーザ
先生のところに留学して、1995年から
ウイルス療法の研究を始めました。
　齊藤　まずつくられた第一世代の効
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