第 27 回日本バイオセラピィ学会学術集会総会 市民公開講座

第４の治療をめざして

がん免疫療法の現状と展望
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患者の視点で患者や家族の微妙な気持ちを伝える

日本バイオセラピィ学会 理事長

ご挨拶

和歌山県立医科大学 医学部長・第２外科 教授
山上裕機

LINE スタンプ「患者の気持ち」

第 27 回日本バイオセラピィ学会学術集会総会
市民公開講座
「第４の治療をめざして

「市民のためのがんペプチドワクチンの会（以下：CCN）」では、がん患者
や家族の皆さんの微妙な気持ちを表した LINE スタンプ「患者の気持ち」を

ー

公開しました。今までは、病気に罹患している患者や家族の皆さんは、微妙

がん免疫療法の現状と展望」
の開催にあたって

な気持ちを LINE で伝えることは難しいのが実情でした。そこで、患者や家
族の微妙な気持ちを LINE で伝えることができるよう、漫画家・三ツ矢宮子

このたび、第 27 回日本バイオセラピィ学会主催の

さんにボランティアで描いていただきました。可愛い犬と猫のキャラクター

市民公開講座を開催することとなりました。テーマは、

が患者や家族の気持ちを表しています。本スタンプはあらゆる病気に罹患し

『第４の治療をめざして−がん免疫療法の現状と展望』と致しました。がん免疫

ている方や家族の皆さんはもちろん、未病の方や中・高校生の皆さんにも使っ

療法をとりまく現況や展望につきまして、免疫療法を専門とする医師の先生方

ていただけるスタンプです。是非ともご活用ください。

や市民のためのがんペプチドワクチンの会の方々にご講演いただきます。講師
の先生方には、がん免疫療法の中でも、近い将来新規のがん治療法として確立

● 利用方法
①

スマートフォンの LINE にアクセスする。

② 「スタンプショップ」表示する。
③

画面を下にドラッグして「名前で検索」を表示する。

④

検索欄に「患者の気持ち」を入力して検索する。

されることが期待されております『がんペプチドワクチン療法』を中心に、基
本的ながんペプチドワクチン療法の原理や臨床試験などわかりやすくお話しい
ただき、皆様と情報を共有するだけでなく、一緒にがん治療について考えてい
きたいと思います。今回の市民公開講座を通して一人でも多くの皆様にがん治
療の現状を知っていただき、この市民公開講座が少しでも皆様のお役にたちま
したら幸いです。
略歴
1981 年、和歌山県立医科大学卒業後同大学附属病院診療医研修、国立田辺病院外科、和歌山県立医
科大学消化器外科助手、同講師、同大学 第２外科講師（大学の機構改革で講座名変更）を経て、2001
年和歌山県立医科大学第２外科教授。
2006 年、和歌山県立医科大学附属病院副院長、2010 年和歌山県立医科大学 副学長、2014 年和歌
山県立医科大学医学部長、現在に至る
この間、1992 年、アメリカ国立医学研究所（NIH）の国立がん研究所（NCI）Visiting Associate と
して癌免疫遺伝子治療の基礎研究に従事（主任：Dr. Jeﬀrey Schlom，腫瘍免疫研究室）

専門領域
「患者の気持ち」一覧

肝胆膵悪性腫瘍の手術、特に膵癌の手術、消化器癌の集学的治療，特に免疫療法，遺伝子治療
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第 27 回日本バイオセラピィ学会学術集会総会会長
ご挨拶

第 27 回日本バイオセラピィ学会学術集会総会
事務局 ご挨拶

大阪大学大学院医学系研究科機能診断料学講座 教授
杉山治夫
この度は、山上裕機

日本バイオセラピイ学会理事

長、および、會田昭一郎
ワクチンの会

市民のためのがんペプチド

代表のご支援を受け、日本バイオセラ

大阪大学大学院医学系研究科 癌ワクチン療法学寄附講座 教授
坪井昭博
この度は市民公開講座の実行委員として携わらせて
いただきます。
体にはがん細胞（異常な細胞）を排除する機構（免疫）

ピイ学会の、がん患者団体との協働の初の市民公開講

を本来備えています。それが十分に働いていなくてが

座を開催することができました。がん免疫療法は 30

んが成長してきているのを、十分に働ける状態にしよ

〜 40 年ほど前、大変な期待を集めデビューいたしま

うというのががんに対する免疫療法です。近年注目さ

したが、期待どうりの効果が得られず、その後、世間

れるようになったのは、免疫ががん細胞を攻撃する機

からは忘れ去られました。しかし、その後、基礎免疫

序が分かり、それを利用して攻撃力を高める方法が確

学の大きな進歩によって、医学理論に基づいた、確かながん免疫療法が次々と

立してきたことと、がん患者内で免疫が抑制されて十分働きにくくなっている

研究開発されるようになりました。一部は、薬として承認されております。今

メカニズムが明らかになり、それを克服する方法の開発が進んできたことがあ

後は、次々と素晴らしい、がん免疫療法薬が世に出てくるものと思います。が

ります。そのためがんに対する免疫療法は、手術、放射線療法、化学療法に並

ん免疫療法の革新的時代を迎えようとしていると思います。本市民講座が、我々

び第４の治療として注目されるようになっています。

研究開者とがんペプチドワクチンの会の会員の皆様方、そしてここにご参加い
ただきました皆様方と一緒に考え、討論いたしたく存じます。

本市民講座ではその中でペプチドワクチン療法（攻撃側の活性化）と免疫抑制
状態の解除方法の現状と展望についてご講演いただきます。また、市民のため
のがんペプチドワクチンの会からは、評価についてご意見いただく予定となっ
ています。活発な討論で理解が深められたら幸いです。

略歴

略歴

昭和 50 年 3 月大阪大学医学部卒業後、昭和 54 年 3 月同大学大学院医学研究科博士課程修了、医学博士、

1991 年

昭和 58 年 3 月大阪大学医学部第三内科・助手を経て、平成 7 年 4 月大阪大学医学部病態生体情報学教授。

大阪府立成人病センター、大阪大学医学部附属病院第３内科を経て、2002 年から大阪大学大学院医学

平成 15 年 4 月大阪大学大学院医学系研究科機能診断科学教授、現在に至る

系研究科癌ワクチン療法学寄附講座准教授、H2011 年同教授就任、現在に至る。

熊本大学医学部卒業 その後、大阪大学医学部附属病院（第３内科）
、大阪府立羽曳野病院、

この間、荻村孝特別研究賞（1996 年）
、ゆうかり賞（2004 年）
、高松宮妃癌研究基金学術賞（2011 年）
、
第２１回日本組織適合性学会大会長賞（2012 年）
、ベルギー アントワープ大学 名誉博士号（2014 年）
、

専門領域

大阪大学総長顕彰（2014 年）を受賞

血液内科、腫瘍免疫学
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市民のためのがんペプチドワクチンの会

ご挨拶

プログラム
14：30

受付開始

15：00

開会
司会：市民のためのがんペプチドワクチンの会 理事 …………………………… 福士智子

市民のためのがんペプチドワクチンの会
代表理事 會田昭一郎

＜第一部

患者が選ぶがん治療：今、すぐペプチドワクチン治療を受けたい＞

15：00〜15：
０５

市民のためのがんペプチドワクチンの会 代表理事

舌がんを克服して 15 年、その経験を生かして少しでもほ
かの患者さんたちのためになればと「市民のためのがん治療

15：05〜15：
３５

べく辿りついたのが「がんペプチドワクチン」です。
未承認薬である「がんペプチドワクチン」に対応するため、

………………………… 會田昭一郎

患者家族の訴え
市民のためのがんペプチドワクチンの会 会員 ……………………………… 齋藤博之

の会」を設立、その 10 年余の活動で、3 大療法に行き詰まっ
た患者さんたちに何とか科学的根拠に基づいた治療を提供す

ご挨拶

＜第二部

第４の治療をめざして－がん免疫療法の現状と展望－＞

15：35〜15：45

開会挨拶

総会

日本バイオセラピィ学会 理事長／
和歌山県立医科大学 医学部長・第２外科 教授 ……………………………… 山上裕機

「市民のためのがん治療の会」の有志と「市民のためのがんペ
プチドワクチンの会」を設立、わが国唯一の「がんペプチドワクチン」の正しい普及啓発

第27回日本バイオセラピィ学会学術集会総会 会長／

を行っています。これまでの実績を評価していただき、「第 27 回日本バイオセラピィ学

大阪大学大学院医学系研究科機能診断料学講座 教授

会学術集会総会」市民公開講座の企画・運営をお任せいただきました。

理事

佐原

15：45〜16：00

基調講演

……………………… 杉山治夫

ペプチドがんワクチンの原理

大阪大学大学院医学系研究科癌免疫学（大塚製薬）共同研究講座 特任教授 … 岡

勉

芳弘

座長：山上裕機、杉山治夫

2001 年社代表。29 歳の時に出版社を興して以来、単行本、
月刊誌、週刊誌等でライフサイエンスや環境、IT 分野での執
筆・編集者として活動。国民生活センター時代の會田さんに
出会い、市民のためのがん治療の会の協力会員として出版活
動等をサポート。その後、市民のためのがんペプチドワクチ
ンの会で、一日も早くペプチドワクチンを標準治療として実
現できるよう活動を展開しています。

16：00〜17：00

がん免疫療法の現状と展望
座長：山上裕機、杉山治夫

16：00〜16：15 テーラーメードがんペプチドワクチン療法
久留米大学先端癌治療研究センター 教授 …………………………………… 山田

亮

16：15〜16：30 創薬のためのがんペプチドワクチン臨床研究〜市民のみなさまのご支援と希望〜
和歌山県立医科大学外科学第2講座・がんペプチドワクチン治療学講座 助教

宮澤基樹

16：30〜16：45 脳腫瘍に対するWT1ペプチドワクチン療法
大阪大学脳神経外科学 准教授 ……………………………………………… 橋本直哉
16：45〜17：00 免疫チェックポイント阻害剤と免疫応答

理事

国立がん研究センター早期・探索臨床研究センター中央病院先端医療科 …… 北野滋久

福士智子

看護師。病院で母親の付き添いをしていた 18 歳の今頃、
医療職を目指すと決めた時からここに辿り着くことになって
いたのかもしれません。8 年前に、父の肺がんのセカンドオ
ピニオンを通じて會田さんに出会い、微力ながら携わってき
ました。ペプチドワクチン治療の早期実現に向けて力の限り

17：00〜17：15

市民のためのがんペプチドワクチンの会の活動
市民のためのがんペプチドワクチンの会 代表 ………………………………… 會田昭一郎

17：15〜17：55

パネルディスカッション
座長：大阪大学大学院医学系研究科癌ワクチン療法学寄附講座 教授 …………… 坪井昭博

17：55〜18：00

閉会挨拶
市民のためのがんペプチドワクチンの会 理事 ……………………………… 佐原 勉

サポートしていきたいと思います。

※都合により、日程、講師等に変更のある場合もございますのでお含みおき下さい。
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ボランティアストーリー

使用スライド

市民のためのがんペプチドワクチンの会 会員
齋藤博之
突然のことだった。まさか末期進行がんと宣告されるな
んて。夢だろう……。
いつもと変わらないありふれた日常。
お産後、いつものように妻は胃のあたりが調子わるい
なぁ、背中も少し痛むんだよね〜、なんて食卓の場で言っ
てくる。
検査の結果「すい臓に４ｃｍくらいの腫瘍がみられます。
ここでは治療できないので、県立病院で検査入院をして
より詳しく調べ、処置を仰ぎましょう！」
、
「なにか質問あり
ますか？」と言われたが、私たち二人とも絶句してしまい、
すい臓ってどこ？ 腫瘍ってなに？ がん！
？ なぜ今すぐで

写真は齋藤博之さん、道子さん、向日葵さん、明莉さん

はなく年明けの 2 週間後にしか検査うけられないんだろう……、そう思い返せたのはその日の夜、二人
の娘たちを寝かせてから寝室で二人抱き合いながら、スマホで調べた『すい臓

腫瘍』の二文字でみつかっ

た数々の恐ろしい病名、難治であることにただただ無性に涙がとまらなかった。
検査入院より 3 日後の夜、待合室で待つ子供たちと親族に心配させまいと夫婦二人で受けた面談の結
果は、『膵体部がん、肝臓複数転移がある末期進行がん、ステージ IVｂ』という３大標準治療では手の
施しようがない、完治は望めないといった状態であることが告げられてしまいました。
そんな中で見つけた、すい臓がんペプチドワクチンというまだ未承認薬の治験という制度、実施機関を
知り、当日のうちに問い合わせの電話を入れ、担当者からの連絡を待ちました。ただただ現在の抗がん
剤治療の効果が表れるようにとの願いと万一、効果がなかった場合にスムーズにより効果的にがんペプチ
ドワクチンの治験が受けられるようにと願いが交錯しつつも、いずれも希望を持って祈り、闘い続けてお
りました。
吐き気・嘔吐、口内炎などの副作用が日に日に進行していく妻と共通理解を持ちながらも、服用する
経口薬の多さや味に妻は何度も苦しい思いを強いられて闘ってきましたが、いよいよ腹部の痛みが日に日
に増し、あとはペプチドワクチンの接種をと、県立のがんセンターへ紹介状が提出されることとなりました。
ところが血液検査の結果、HLA 遺伝子型判定が 02：06：01、11：01：01 で、HLA 型が日本人の 6
割の型ではなく、治験拒否をされてしまい絶望しました。
何としてでもこのがんペプチドワクチンを接種させてあげたいと八方手をつくして可能性を探り、2013
年 1 月 11 日（金）に「市民のためのがんペプチドワクチンの会」に巡り会い、早速セカンドオピニオン
で治療先を紹介してもらい、希望を持って挑んできましたが、残念ながら妻は 38 歳になったばかりの若
さで、二人の幼子を残して翌 5 月に逝ってしまいました。
膵臓がんは平均罹患年齢が 72 才と言われており、一般には 60 才を超えてから罹る病気とされていま
す。しかし、私の妻のように 30 代の女性で膵臓がん、それも必ず母親と娘さんが膵臓がんというケース
が多々あると聞いたことがあります。
亡き妻の無念の想いを受け継ぎ、これから大人になる子供達のためにも、誰でもどこでもがんペプチド
ワクチン療法を受けることができるよう、一刻も早く第 4 の標準治療にするために活動を行っています。
そのためにも、がんペプチドワクチン臨床試験実施のために、一人でも多くの方のご支援を受けられるよ
うに活動しております！
齋藤博之

新潟県在住

会社員

41歳

CCN会員でもあり2013年5月より2娘と父子家庭になる
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ペプチドがんワクチンの原理

使用スライド

大阪大学大学院医学系研究科 癌免疫学（大塚製薬）共同研究講座
特任教授 岡 芳弘
がんに対する治療法として、従来からの手術療法、化学療法、放射線療法などに加えて、
免疫療法が注目を浴びている。それは、免疫学や分子生物学などの進歩により、がん免疫
療法の理論的ならびに実験的構築が可能になったことによる。つまり、
「科学的根拠に基
づいたがん免疫療法」が実臨床に提供される時代となった。がんに対する免疫療法には、
大きく分けて、がん抗原と呼ばれる分子を標的とした、つまり、がん抗原特異的なものと、
がん抗原の同定に拠らないものがある。ペプチドがんワクチンは前者に属し、がん抗原を
発現しているがん細胞を特異的に攻撃することを狙うものである。その原理は、がん抗原
の一部分（がん抗原ペプチド：通常、アミノ酸９−１０個からなる）を皮膚に注射し、それにより、
一連の免疫反応を誘起し、そのがん抗原を発現するがん細胞（固形がん、および、白血病な
どの造血器腫瘍）を狙い撃ちできる細胞障害性 T リンパ球、いわゆるキラー T 細胞を誘導・

活性化することによる。また、ヘルパー T 細胞を誘導できるがん抗原ペプチドも同定さ
れている。現在、ペプチドがんワクチンの投与によるがん抗原特異的な免疫反応やそれに
基づくと考えられる臨床反応の報告が蓄積されつつあるが、継続的な基盤的ならびに臨床
研究により、ペプチドがんワクチン治療のさらなる発展や確立が期待される。

略歴
1980 年 3 月

大阪大学医学部卒業

1980 年 7 月

大阪大学医学部付属病院 第３内科 研修医

1981 年 7 月

大阪府済生会富田林病院 内科 医員

1983 年 7 月

大阪大学医学部付属病院 第３内科 研究生

1983 年 9 月

大阪大学医学部付属病院 第３内科、輸血部 医員

1992 年 9 月

（スイス）バーゼル免疫学研究所 研究員（Scientiﬁc
Member）

1995 年 9 月

大阪大学医学部第３内科（現、呼吸器・免疫アレルギー
内科学）助手

2006 年 1 月

大阪大学大学院医学系研究科 呼吸器・免疫アレルギー内科学 講師
2012 年 4 月より、大阪大学医学部付属病院 病院教授を兼任

2014 年 1 月

大阪大学大学院医学系研究科 癌免疫学（大塚製薬）共同研究講座 特任教授
現在に至る
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テーラーメイドがんペプチドワクチン療法

使用スライド

久留米大学先端癌治療研究センター教授
山田 亮
がん細胞を殺すリンパ球（細胞傷害性Ｔ細胞、CTL、あるいはキラーＴ細胞とよばれています）
は、がん細胞上の抗原ペプチドを目印として認識します。そこで、目印と同じペプチドを
投与し、患者さんの体内でがんを殺すリンパ球を増やし、がんの進行を抑えるのががんペ
プチドワクチン療法です。感染症ワクチンの大部分は予防ワクチンですが、がんワクチン
は逆に治療目的のワクチンが大部分です。がん細胞はもともと正常な細胞が変異したため
に、目印となる部分はごくわずかです。また、がんの進行にともなう免疫力の低下がみら
れるために、有効なワクチンを開発するためにはさまざまな工夫が必要です。久留米大学
では、個々の患者さんの白血球型や免疫状態に合わせてペプチドの組み合わせを変えるワ
クチンを開発し、テーラーメイドがんペプチドワクチンと名付けました。31 種類のペプ
チドの中から最大 4 種を選択して毎週ないし 2 週毎に皮下注射するものです。2013 年
にオープンした「がんワクチンセンター」では、すべての種類のがんを対象とした、テー
ラーメイドがんペプチドワクチンの多数の臨床試験が進行中で、新規患者さんの参加を受
け付けています。本日は、その現状について紹介します。

学歴
S55 年 北里大学薬学部薬学科卒業
S57 年 北里大学大学院薬学研究科修了（薬学修士）
S61 年 九州大学大学院医学研究科修了（医学博士）
（生体防御医学
研究所免疫部門）

職歴
S57 年 九州大学生体防御医学研究所免疫部門助手
S61 年 久留米大学医学部免疫学講座助手
S63 年－ 64 年 米国カンサス大学微生物学部門研究員
S64 年－ H 元年 米国ハーバード大学ダナファーバー癌研究所研究員
H７年

久留米大学医学部免疫学講座講師

H12 年 久留米大学医学部免疫学講座助教授
H15 年－現在

久留米大学先端癌治療研究センター教授（現職）
（がんワクチン分子部門）

H21 年－ H25 年

久留米大学先端癌治療研究センター 所長

学会役職
日本癌学会評議員、日本がん免疫学会評議員
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創薬のためのがんペプチドワクチン臨床研究

使用スライド

和歌山県立医科大学外科学第 2 講座・がんペプチドワクチン治療学講座
助教 宮澤基樹
がんが進行し、標準的な治療法を受けても効果がない患者さんは新規治療法の開発を待
望しています。一方、医療者もがんに対する新規治療の開発を進めていくことが責務と考
えています。がんペプチドワクチン治療学講座はこうした患者さんと医療者の思いが結実
し、がんに対する新規治療法であるがんペプチドワクチン療法の研究開発を加速発展させ
るため、全国初の試みとしてがん患者団体「市民のためのがんペプチドワクチンの会」の
ご寄附をもとに和歌山県立医科大学で開講しました。本講座ではより多くの患者さんに投
与が可能になるように、ペプチドワクチンの種類を拡充するとともに、多施設共同研究と
して全国的に展開しています。本講座では難治がんであるすい臓がん、食道がんに対して
医師主導の臨床研究、治験を行っており、今回の講演ではこれらのがんペプチドワクチン
の臨床研究について詳細をわかりやすく説明させていただきたいと思います。

学歴・職歴
平成 13 年 3 月和歌山県立医科大学 卒業後、同大学 研修医、研究生、
臨床研究医を経て公立那賀病院外科 医員。
和歌山県立医科大学外科学第 2 講座大学院を経て、 平成 21 年和歌
山県立医科大学外科学第 2 講座学内助教。
平成 25 年 9 月－現在 同 第 2 講座・がんペプチドワクチン治療学講座
学内助教、現職、医学博士

専門領域
消化器外科、特に膵臓の外科、がんペプチドワクチン

所属学会
日本外科学会専門医、日本消化器外科学会専門医、日本肝胆膵外科学会、日本膵臓学会、日本癌学会、
日本癌治療学会、日本臨床外科学会、日本消化器内視鏡学会、日本バイオセラピィ学会
受賞歴：第 38 回日本膵臓学会学会賞、第 32 回癌免疫外科研究会奨励賞、第 23 回日本肝胆膵外
科学会・学術集会会長賞、第 37 回和歌山医学会青洲賞、4th AOPA and KPBA Poster Award
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脳腫瘍に対する WT1 ペプチドワクチン療法

使用スライド

大阪大学脳神経外科学 准教授
橋本直哉
悪性脳腫瘍であるグリオーマに対する治療は、2006 年のテモゾロミド（テモダール）の
認可以来、本剤との同調放射線化学療法が標準と考えられてきた。しかしながら、膠芽腫
を例に挙げれば、放射線単独治療と全生存期間中央値を比較すると、わずか 2.5 ヵ月の
延長を認めるのみであり、新たな治療法が模索されてきた。
私どもは未だ画期的な治療法が少ないグリオーマの領域において、WT1 遺伝子産物を
標的としたペプチドワクチン免疫療法の臨床試験を行い、その安全性と有効性を示し、手
術／放射線／化学療法につぐ第４の治療法として確立することを試みている。現在は、再
発のグリオーマのみならず、初発の悪性グリオーマに対して既存の標準治療と組み合わせ
る臨床第 I 相試験を終了、その安全性を示すとともに、従来は困難であると考えられてき
た化学療法と免疫療法の同調の有効性を提唱している。
本講演では、脳腫瘍全般とその治療法についてイントロダクションを行い、上記の複数
の臨床試験結果について述べ、その有効性と今後の展望を紹介する。

略歴
1990 年京都府立医科大学卒業後、京都府立医科大学附属病院、済
生会滋賀県病院、松下記念病院で臨床研修などを経る。
1996 年 7 月 Clinical Fellow, Epilepsy Unit, Department of
Neurosurgery, The University of Texas at Houston, USA
1999 年京都府立医科大学脳神経外科・助手
2002 年（財）大阪脳神経外科病院脳神経外科、 大阪大学大学院脳
神経外科学・助教、同准教授、現職
2013 大阪大学医学部附属病院病院教授
医学博士

資格等
日本脳神経外科学会専門医、外国医師臨床修練指導医、日本癌治療認定医機構認定医、日本脳卒中
学会認定脳卒中専門医

専門領域
脳腫瘍の集学的治療と免疫療法、脳腫瘍外科と画像支援、遺伝子診断
所属学会日本脳神経外科学会（評議員）
、日本脳腫瘍学会（理事）
、日本癌学会、日本癌治療学会、
日本てんかん学会、日本臨床腫瘍学会（暫定指導医）
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免疫チェックポイント阻害剤と免疫応答

使用スライド

国立がん研究センター 早期・探索臨床研究センター 中央病院
先端医療科／免疫療法開発分野（併任）医師 北野 滋久
近年、新規がん免疫療法として CTLA-4 および PD-1/PD-L1 経路をブロックして T 細
胞を活性化させてがんを攻撃させる抗体療法（抗免疫チェックポイント抗体療法）の開発が
進んでいる。2011 年 3 月に抗 CTLA-4 抗体（ipilimumab） が進行悪性黒色腫に対する
治療として米国 FDA の承認を受けている。2014 年 7 月には、進行悪性黒色腫に対して
Programmed death-1（PD-1）をブロックする抗体療法 Nivolumab が世界に先立ち本
邦で承認され、次いで同年９月には同様の作用機序をもつ pembrolizumab が米国で承
認された。とくに、抗 PD-1 抗体療法、抗 PD-L1 抗体については、悪性黒色腫のみならず、
非小細胞肺がん、腎細胞がん、頭頸部がん、胃がん、膀胱がん等で臨床第 III 相試験が進行中・
準備中であり、今後の開発に大きな期待が寄せられている。

略歴
1998 年

三重大学医学部卒業
三重大学医学部

2001 年

第二内科

入局

三重大学大学院医学系研究科
内科学第二講座（現血液・腫瘍内科）

2005 年

三重大学大学院医学系研究科
遺伝子・免疫細胞治療学

助手

2007 年

医学博士

2008 年

三重大学大学医学系研究科
血液・腫瘍内科

2009 年

助教

メモリアルスローンケタリングがんセンター
（ニューヨーク）研究員（visiting investigator）

2013 年

現職

資格
日本内科学会

総合内科専門医

日本臨床腫瘍学会

がん薬物療法専門医、指導医
国際委員会委員

日本がん治療認定機構

がん治療認定医
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臨床試験継続のためのご寄付のお願い

市民のためのがんペプチドワクチンの会の活動・実績

天上の星をみつめ、足元も見る

1年に1回、コーヒー2杯分1,000円の寄付を

市民のためのがんペプチドワクチンの会 代表

會田昭一郎

市民の立場から一刻も早いがんペプチドワクチンの
早期製薬化を支援する CCN は、
3 大標準治療（手術、

寄付講座には年間 1,000 万円、３年間の継続研究のために 3,000 万円の寄付が必要で
す。これは自分たちの要求を、行政などに頼らず、自らの努力で成し遂げようという、新
しい市民運動でもあります。
その実現のためには大きなご寄付もありがたいですが、１万人の方が 1 年に 1 回、コー

放射線、抗がん剤）に行き詰まったがん患者さんと

ヒー 2 杯分 1,000 円の寄付をしていただければ達成できます。広範な方々のちょっとし

家族に夢と希望をもっていただくために、市民団体

たお気持ちでこのプロジェクトを成功させ、和歌山医大に次いで次々に臨床研究のご支援

では

日本初

となる市民による講座を和歌山県立

医科大学に開設し、医師主導のがんペプチドワクチ
ン臨床研究を支援しています。和歌山県立医科大学
に市民による寄付講座を開設し、第 2 外科 山上裕機
教授は 2013 年 9 月から医師主導臨床研究を 3 年間

ができるように、どうぞあたたかいご支援をお願いいたします。
臨床試験継続のためのご寄付は下記からお願いします。
URL：http://www.ccpvc.org/donate.html

の予定で進めています。当会は市民から寄付を募り、
3 年間で 3,000 万円の資金集め、歌山県立医科大学
におけるがんペプチドワクチン臨床研究を支援しま
す。和歌山県立医科大学は第一ステップとして、難
Facebook：

治がんである膵臓がんと食道がんの臨床試験からス

https://www.facebook.com/ccpvc

タートし、各 40 人（合計 80 人）のがん患者の治療

Web：http://www.ccpvc.org/

を行っています。

①従来、HLAの型が不一致で臨床研究に参加できなかった患者も救う
HLA の型が不一致であるなど、現行の臨床研究の適格基準に合わない患者に対するが
んペプチドワクチン療法の探索的臨床試験を多施設共同の試験として展開。より幅広い患
者に向けたペプチドワクチン治療の開発に取り組んでいます。
②全国多施設共同研究を進める
今回は和歌山県立医科大学において臨床研究を行っているため、治療を受けたい患者は
和歌山県立医科大学まで通わなければなりません。そこで、全国の施設での臨床研究を行
い、近くの施設に通えるようにすると共に、研究のレベルアップを図るために、間もなく
全国多施設共同研究を行っています。
③今までに臨床試験に参加した患者数
2013 年 9 月 13 日に臨床研究を開始し、現在までに、3 大標準治療に行き詰まった膵
臓がん 11 名、食道がん 13 名の患者さんが臨床試験に参加しています。
④各地での講演会の開催で、ペプチドワクチンの普及啓発
一人でも多くの方にがんペプチドクチン療法を知っていただくために、全国縦断講演会
を、東京、和歌山県、新潟県、北海道で開催。CCN では、全国各地で講演会を実施する
ためのボランティアを募集中です（詳細は E-mail : info@ccpvc.org にご連絡ください）。
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がんペプチドワクチン療法

アジェンダ
① 一刻も早い創薬を

第 4 のがん治療法への期待

② 治療法の選択は、患者に在る

第1集

③ がん治療薬 / 治療機器の有効性は、もっと患者の視点を重視

「がんの免疫療法」は 50 年以上にわたって大きな期待を受けながらも期待を裏

① 私たちはまず一刻も早い創薬を切望します。いつでもどこでもだれでも、希望する人はペ

切り続けてきた。しかし近年、エビデンスに基づいた科学的ながん免疫療法の

プチドワクチン治療が受けられるようにするには、薬が製品となって市場に出回るようにな

研究が進展し、胃がん / 大腸がん / 肺がん / 肝臓がん / 乳がん / 膵臓がん / 膀

らなければ実現しません。結局、最終的には創薬が重要で、そのために国家的な免疫療法創
薬の方針、つまり基礎研究から臨床研究への国を挙げての取り組みがないと国際競争できま

胱がん / 食道がんなど、広範ながんに対する第 4 の標準治療としての確立を目

せん。そのためにも、市民のためのがんペプチドワクチンの会が行っているような市民レベ

指している。本書は、がんペプチドワクチン療法の最前線を一般の人でもわかり

ルからの盛り上がりが不可欠です。皆さん、手をつなぎ、私たちの願いを国レベルに押し上

やすくまとめたものである。

げましょう。
②「患者が生きたい」「患者を生かしてあげたい」と思う家族などの気持ちを、何人も妨げ
ることはできないはずです。国は国民の身体、生命、財産を守る責務があり、いい加減な治
療法や治療機器を勝手に製造・販売することを禁止しているのは、当然のことです。
動物実験である程度効果が得られた程度の治療法を受けるのは無理かも知れませんが、か
なりの研究実績も蓄積されているような治療法の場合は、一定の審査を経るなどルールを定
めて治療を受けられるようにできないでしょうか。もちろん、患者や家族がその治療法が未
だ研究途上のものであり、不測の有害事象の発生などの可能性を理解したうえでのこととな
ります。それも不可ということは、人道上問題ではないでしょうか。先日、エボラ出血熱に
対して WHO が未承認薬の使用を許可したこと考えれば、人道的な使用を理解できると思い
ます。
国もこのような事情を斟酌し、6 月に政府の規制改革会議が答申に患者申出療養制度を盛
り込んでいます。これは困難な病気を患う患者からの申し出を基に、国内未承認薬や適応外
の医薬品を従来よりも迅速に保険診療と併用できるようにするというもので、一歩前進とい
うところですが、がんペプチドワクチンについても適用されることを強く要求します。
③ 患者にとって「がんが治る」というのは、必ずしもがんの退縮や消滅とは限りません。
患者にとって、別にがんが小さくなって消えてなくなろうが、ちっとも小さくならなかろう
が、健康を害することが無ければ、問題はありません。がんも体に悪い影響さえ与えないの
なら、共存していても一向に構わないのです。
現在の有効性の判定基準のように、がんが小さくなったり消えたりしないと「効いた」と
認めないということになると、がんは小さくならないけれども、患者は長期生存しているよ
うな治り方をする治療法はいつまでたっても「有効性」が認められないことになります。
実はがんペプチドワクチンはこういう効き方をする薬の一つのようです。私たちは、がん
治療法の開発についても、もっと患者主体の判定基準の導入を要求します。
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市民のためのがんペプチドワクチンの会

第１章

がんペプチドワクチン治療

体

裁

四六判 236 頁並製

第２章

がん症例とがんペプチドワクチン治療

定

価

1,400 円（本体 + 税）

胃がん / 大腸がん / 肺がん / 肝臓がん
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