
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

ドクターサロン61巻10月号（9 . 2017） （767）  4746 （766） ドクターサロン61巻10月号（9 . 2017）

1710本文.indd   46-47 17/09/12   15:56



胞に感染させると、そこでウイルスが
増えます。増える過程で、感染を受け
たがん細胞は物理的に破壊されるので
す。ですから、遺伝子治療ではなくて、
ウイルス療法という名前になっている
のです。
　その増えたウイルスはまた周囲のが
ん細胞に感染して、また増えて壊して、
増えて壊して、を繰り返していくのが、
一義的なウイルス療法の効果のメカニ
ズムなのです。さらに、がん細胞でウ
イルスが増えると、免疫がそのウイル
スを排除するのですが、免疫がウイル
スを排除する過程で、がん細胞と一緒
に排除するので、免疫ががん細胞を認
識するようになるのが２つ目のメカニ
ズムです。そのがんに対する免疫が、
今度はウイルスがなくなった後も働い
て、むしろ後になってがん細胞を免疫
が攻撃するようになるのです。
　齊藤　アメリカ、ヨーロッパではす
でにこのような治療が承認されている
のですか。
　藤堂　ウイルス療法の開発が進歩し
てから、世界では多くのグループがウ
イルス療法開発を行っています。今現
在、ヘルペスウイルス以外にも、いろ
いろなウイルスを使ったウイルス療法
の開発が行われています。我々と同じ
ようにヘルペスウイルスを用いて開発
を行った別のグループは、第二世代の
ヘルペスウイルスを用いて、悪性黒色
腫に対する開発をどんどん欧米で進め、

これが2015年、アメリカ、次いでヨー
ロッパで薬として国の認可を受けてい
ます。
　齊藤　先生は主としてヘルペスウイ
ルスを使われているということですけ
れども、これは何か特徴をとらえてい
るのでしょうか。
　藤堂　いろいろなウイルスが開発に
用いられていると申しましたが、ヘル
ペスウイルスは特にがん治療に有利な
特徴をたくさん持っています。１つは、
ほぼあらゆる種類の細胞に感染ができ
るということで、いろいろながんに応
用できるということになります。それ
から、抗ウイルス薬が存在するから、
必要とあれば治療を中断することがで
きます。非常に大きな特徴は、実はヘ
ルペスウイルスは血中に抗体があって
も、それが治療効果に影響しないとい
うことです。ヘルペスウイルスは、成
人になると、７～８割の人はすでに抗
体を持っているのですが、抗体があっ
ても治療効果が下がらず、また何度で
も繰り返して打つことができる。それ
から、先ほど申しましたように、ワク
チン効果が非常に高いのがもう一つの
特徴です。
　齊藤　そういうものが広く使われる
ようになると、ヘルペスウイルスがが
ん患者さんから周辺に出ていくことも
起こり得ますね。
　藤堂　そうですね。ですから、ウイ
ルス療法が普及して、ほぼすべてのが

果を見たということですが、どんどん
進歩しているということでしょうか。
　藤堂　1991年に発表されたのは今で
いう第一世代の単純ヘルペスウイルス
１型で、これはウイルスの１つの遺伝
子を改変させて、がん細胞でよりよく
増えるように、正常ではあまり増えな
いようにしたウイルスなのです。しか
し、それでは臨床に使うには、やや安
全性に乏しいことから、その後、さら
に第二世代、２つのウイルス遺伝子を
改変させたウイルスがつくられました。
　私は1995年にアメリカに行きました
ので、当時、第二世代がちょうどでき
たばかりのころでした。私はそこのグ
ループに加わって、第二世代のウイル
スを悪性脳腫瘍の治療として臨床に応
用する、いわゆるトランスレーショナ
ルリサーチを行っていました。1998年
には実際に第二世代のヘルペスウイル
スを使った臨床試験を行ったのです。
　齊藤　今から約20年前、そういうこ
とが行われてきて、さらに進歩してき
ているのですね。
　藤堂　そうです。実は第二世代のウ
イルスを臨床試験に持っていく過程で
様々な、非臨床試験といいますか、前
臨床の動物実験を行っています。その
ときに一つ大きな発見をしました。ウ
イルスががん細胞を直接破壊するのが
ウイルス療法の原理ですが、ウイルス
を腫瘍の中に打って、ウイルスががん
細胞で増える過程で、さらに、がんに

対する免疫ができてくることを見つけ
ました。つまり、ウイルス療法という
治療は、がんワクチンとして非常に効
率よく働くという、一つの発見でした。
　一方で、第二世代のヘルペスウイル
スは臨床試験でも、また非臨床試験で
も、安全であることは間違いないこと
がわかったのですが、効果の面でまだ
改善の余地があると感じました。そこ
で安全性を保ったまま、がん細胞に対
する効果を何とか上げられないかとい
う発想で開発したのが第三世代、つま
りもう一つ遺伝子改変を加えた、G47Δ
という名前をつけたウイルスなのです。
それはがん細胞でよりよく増えるよう
になったことと、先ほど申し上げたが
んに対するワクチン効果が強くなった
こと、そういう２つの特徴を持ってい
るものです。ですから、安全になって、
かつ抗腫瘍効果が上がったという、臨
床において非常に実用性の高いウイル
スをつくって、それを持って2003年に
日本に帰ってきました。
　齊藤　作用機序の話がありましたが、
がん細胞でウイルスが増えて、それが
増殖するときに細胞が壊れるという、
直接的効果というのでしょうか、それ
プラス、その過程でがんに対する免疫
ができるのでしょうか。
　藤堂　そうです。ウイルス療法の本
来のメカニズムは、がん細胞だけで増
えるように遺伝子組み換えをしたウイ
ルスを使うのです。ですから、がん細
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胞に感染させると、そこでウイルスが
増えます。増える過程で、感染を受け
たがん細胞は物理的に破壊されるので
す。ですから、遺伝子治療ではなくて、
ウイルス療法という名前になっている
のです。
　その増えたウイルスはまた周囲のが
ん細胞に感染して、また増えて壊して、
増えて壊して、を繰り返していくのが、
一義的なウイルス療法の効果のメカニ
ズムなのです。さらに、がん細胞でウ
イルスが増えると、免疫がそのウイル
スを排除するのですが、免疫がウイル
スを排除する過程で、がん細胞と一緒
に排除するので、免疫ががん細胞を認
識するようになるのが２つ目のメカニ
ズムです。そのがんに対する免疫が、
今度はウイルスがなくなった後も働い
て、むしろ後になってがん細胞を免疫
が攻撃するようになるのです。
　齊藤　アメリカ、ヨーロッパではす
でにこのような治療が承認されている
のですか。
　藤堂　ウイルス療法の開発が進歩し
てから、世界では多くのグループがウ
イルス療法開発を行っています。今現
在、ヘルペスウイルス以外にも、いろ
いろなウイルスを使ったウイルス療法
の開発が行われています。我々と同じ
ようにヘルペスウイルスを用いて開発
を行った別のグループは、第二世代の
ヘルペスウイルスを用いて、悪性黒色
腫に対する開発をどんどん欧米で進め、

これが2015年、アメリカ、次いでヨー
ロッパで薬として国の認可を受けてい
ます。
　齊藤　先生は主としてヘルペスウイ
ルスを使われているということですけ
れども、これは何か特徴をとらえてい
るのでしょうか。
　藤堂　いろいろなウイルスが開発に
用いられていると申しましたが、ヘル
ペスウイルスは特にがん治療に有利な
特徴をたくさん持っています。１つは、
ほぼあらゆる種類の細胞に感染ができ
るということで、いろいろながんに応
用できるということになります。それ
から、抗ウイルス薬が存在するから、
必要とあれば治療を中断することがで
きます。非常に大きな特徴は、実はヘ
ルペスウイルスは血中に抗体があって
も、それが治療効果に影響しないとい
うことです。ヘルペスウイルスは、成
人になると、７～８割の人はすでに抗
体を持っているのですが、抗体があっ
ても治療効果が下がらず、また何度で
も繰り返して打つことができる。それ
から、先ほど申しましたように、ワク
チン効果が非常に高いのがもう一つの
特徴です。
　齊藤　そういうものが広く使われる
ようになると、ヘルペスウイルスがが
ん患者さんから周辺に出ていくことも
起こり得ますね。
　藤堂　そうですね。ですから、ウイ
ルス療法が普及して、ほぼすべてのが

果を見たということですが、どんどん
進歩しているということでしょうか。
　藤堂　1991年に発表されたのは今で
いう第一世代の単純ヘルペスウイルス
１型で、これはウイルスの１つの遺伝
子を改変させて、がん細胞でよりよく
増えるように、正常ではあまり増えな
いようにしたウイルスなのです。しか
し、それでは臨床に使うには、やや安
全性に乏しいことから、その後、さら
に第二世代、２つのウイルス遺伝子を
改変させたウイルスがつくられました。
　私は1995年にアメリカに行きました
ので、当時、第二世代がちょうどでき
たばかりのころでした。私はそこのグ
ループに加わって、第二世代のウイル
スを悪性脳腫瘍の治療として臨床に応
用する、いわゆるトランスレーショナ
ルリサーチを行っていました。1998年
には実際に第二世代のヘルペスウイル
スを使った臨床試験を行ったのです。
　齊藤　今から約20年前、そういうこ
とが行われてきて、さらに進歩してき
ているのですね。
　藤堂　そうです。実は第二世代のウ
イルスを臨床試験に持っていく過程で
様々な、非臨床試験といいますか、前
臨床の動物実験を行っています。その
ときに一つ大きな発見をしました。ウ
イルスががん細胞を直接破壊するのが
ウイルス療法の原理ですが、ウイルス
を腫瘍の中に打って、ウイルスががん
細胞で増える過程で、さらに、がんに

対する免疫ができてくることを見つけ
ました。つまり、ウイルス療法という
治療は、がんワクチンとして非常に効
率よく働くという、一つの発見でした。
　一方で、第二世代のヘルペスウイル
スは臨床試験でも、また非臨床試験で
も、安全であることは間違いないこと
がわかったのですが、効果の面でまだ
改善の余地があると感じました。そこ
で安全性を保ったまま、がん細胞に対
する効果を何とか上げられないかとい
う発想で開発したのが第三世代、つま
りもう一つ遺伝子改変を加えた、G47Δ
という名前をつけたウイルスなのです。
それはがん細胞でよりよく増えるよう
になったことと、先ほど申し上げたが
んに対するワクチン効果が強くなった
こと、そういう２つの特徴を持ってい
るものです。ですから、安全になって、
かつ抗腫瘍効果が上がったという、臨
床において非常に実用性の高いウイル
スをつくって、それを持って2003年に
日本に帰ってきました。
　齊藤　作用機序の話がありましたが、
がん細胞でウイルスが増えて、それが
増殖するときに細胞が壊れるという、
直接的効果というのでしょうか、それ
プラス、その過程でがんに対する免疫
ができるのでしょうか。
　藤堂　そうです。ウイルス療法の本
来のメカニズムは、がん細胞だけで増
えるように遺伝子組み換えをしたウイ
ルスを使うのです。ですから、がん細
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ん患者さんがウイルス療法を使う時代
が来る、と私は思っています。そうな
るとウイルスが体内から体外に出てい
くことも考えて、環境への影響も考え
なくてはいけません。ヘルペスウイル
スは接触感染しかしなくて、しかもヒ
トのみを宿主とするウイルスで、さら
にヒトのがん細胞でしか増えないので
すから、環境への影響が全くないと言
っても過言ではありません。
　齊藤　当面の臨床に使われる過程と
してはどういうことになりますか。
　藤堂　将来どのように使われるかと
いうことですね。単純ヘルペスウイル
ス１型を用いたウイルス療法に関して
は、腫瘍内投与が主になります。ただ
し、腫瘍内に投与しても、免疫を介し
て全身の転移あるいは再発予防に効く
ことになります。ですから、将来この
ウイルス療法が普通に使えるようにな
ったとしたら、免疫の効果を考えて、
がんのなるべく早い段階で使ったほう
がいいのです。将来は、例えば、がん
が見つかったらまず最初にウイルスを
投与して、それから手術を計画すると
か、あるいは抗がん剤で免疫が下がる

前にウイルス療法を行うというように、
今行われている標準治療をかなり様変
わりさせるような使い方になるのでは
ないかと思っています。
　齊藤　いつごろそうなりそうでしょ
うか。
　藤堂　日本で開発しているG47Δの
臨床試験が非常にうまくいったと仮定
して、薬になるまで約２年。でも、数
年以内には日本でもウイルス療法が実
用化されるだろうと考えています。
　齊藤　その後、がん治療の考え方が
大きく変わっていくだろうと。
　藤堂　今、脳腫瘍を先頭に開発して
いますけれども、すべてのがんに対し
て適応がある。すべてのがん患者さん
が使えるということですし、さらに今
話題になっている免疫チェックポイン
ト阻害薬と非常に相性がいいものです
から、免疫を使ってがんを根治させる。
それから、がん幹細胞も殺してしまう
ので、全摘できなかったがんも根治す
る可能性がでてくるという時代になる
と思います。
　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）

慶應義塾大学病理学教授
坂　元　亨　宇

（聞き手　大西　真）

難治がんへの取り組み

　大西　坂元先生、まず、難治がんが
どういうものなのか教えていただけま
すか。
　坂元　難治がんに関して、おそらく
明確に定義されたものはないのだと思
いますが、一般的にいわゆる５年生存
率が低いがん、治りにくいがんという
ことになると思います。そのように治
療が困難ながんの原因として考えられ
るのが、患者さんが実際に病院に来て、
診断された時点ですでに進行がんであ
ること、あるいはある段階で見つかっ
て、手術ができたとしても、手術によ
る根治が難しいがんであること、ある
いは仮に手術で十分根治できたと思っ
ても、その後、早期に再発してしまう
がんなどが、いわゆる難治がんに相当
すると考えています。
　大西　まず早期診断が困難な場合と
はどういうケースがありますか。
　坂元　実際、なかなか早期に診断さ
れない、早期診断に関しても定義が比
較的広く用いられていると思いますが、
早期診断が難しい最大の理由としては、

そもそも患者さん自身が症状を訴えに
くいために、なかなか病気に気づかな
い。結果として病院に来ないので、診
断されないということです。
　一方で、最近ではいわゆる一般的な
健康診断だけではなくて、がんになり
やすい年齢や背景因子がある方を、ハ
イリスクグループと呼んでいると思い
ますが、そのような、よりリスクの高
いグループがまだほとんどわかってい
ないがんなどにおいては、そのような
囲い込みが医療側からもできない場合
に、どうしても早期診断が難しくなる
かと思います。
　膵臓がんはそのような意味でも、症
状も訴えにくいし、症状が出た段階で
は非常に進行している。あるいは、膵
臓がんにどのような方がなりやすいか
も、なかなかわかっていません。どの
ような方を積極的に診断・検査してい
いかがまだわかっていない状況だと思
います。
　大西　比較的早めに診断されても、
なかなか根治が難しい場合があります
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