市民支援型寄付講座によるがんペプチドワクチン臨床研究の成果
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“日本初”の市民支援による寄付講座が 2013 年 9 月に和歌山県立医科大学に創設され、食道がん
および膵臓がんに対するがんペプチドワクチンの臨床研究が開始されました。しかし、市民からの
寄付予定額（3,000 万円）が 1,500 万円に留まり、残念ながら 2015 年 7 月「市民支援型寄付講座」
は休止となりました。ただ、臨床研究は和歌山医科大学外科学第 2 講座の研究として継続され、
2017 年 9 月に終了しました。残念ながら食道がんおよび膵臓がんに対して、がんペプチドワクチ
ンの効果は証明されませんでしたが、次の一歩につながる成果を得ることができましたので、臨床
研究を担当された勝田先生（胃がん）と宮澤先生（膵臓がん）に、寄付講座の総括をしていただき
ました。

はじめに
がんペプチドワクチン治療学講座は、
“日本初”の市民支援による寄付講座として 2013 年 9 月に和
歌山県立医科大学に創設され、食道がんおよび膵臓がんに対する新規がんペプチドワクチンの研究
を開始しました。しかし、市民からの寄付が予定額に達せず（3,000 万円の半額の 1,500 万円に留
まる）、残念ながら 2015 年 7 月「市民支援型寄付講座」は休止となりました。
講座休止までの 1 年半で研究を完遂することはできませんでしたが、その後も臨床研究は継続さ
れ、研究成果を得ることができました。また、本講座の理念は現在も継続し、がんワクチン創薬に
向けた基礎研究および新規臨床研究も開始されています。
これまでのところ、がんワクチン治療の確立には至っていないものの、がんワクチン研究の発展に
おいてがんペプチドワクチン治療学講座は大きな役割を果たしたことは間違いありません。ここで
は、これまでのがんペプチドワクチン治療学講座における成果を報告するとともに、がんワクチン
治療開発の現状と今後の展望を明らかにします。

寄付講座によるがんペプチドワクチン治療学講座の開設
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寄付講座を担当された山上先生、宮澤先生、勝田先生（左から）
和歌山県立医科大学では新たながんワクチン療法※として、がんペプチドワクチン療法の開発を行
ってきました。これらの研究開発をさらに発展させるべく、“日本初”の市民支援による寄付講座
として「がんペプチドワクチン治療学講座」が開設されました。がんが進行し現在の標準療法では
治療法がない、と宣告された多くの患者さん達にとって、新規治療法の開発が望まれていました。
しかし、新薬の開発には規制も多く、また、これまでわが国で展開されてきたがんペプチドワクチ
ン臨床試験の枠組みでは、ヒト白血球型抗原（HLA）の型の不一致や試験の適格基準を満たさない
などの理由で治療を提供できない患者さんが多数でした。こうした背景の中で、がんペプチドワク
チン治療薬の開発研究を迅速に進めることが、国際的な見地からも患者さんが待望する治療法の早
期実現の見地からも必須の課題です。また、多様な患者さんにより幅広く治療を提供できるように
裾野を広げる研究の展開が求められます。
そこで、和歌山県立医科大学外科学第 2 講座はがんペプチドワクチン療法の研究開発をさらに加速
発展させるための基礎研究/臨床研究を展開する、
“全国初”のがん患者団体寄付による「がんペプ
チドワクチン治療学講座」を開講しました。当講座では多施設におけるがんペプチドワクチンに関
する臨床試験を展開し、その研究成果を国内外に発信することで全国のがん治療の質を向上させる
とともに、新規がん治療法を開発することで患者さんの治療選択肢を増やすこと、さらに、がんペ
プチドワクチン治療に取り組むことによって、標準療法では対応できないがん患者さんに希望の火
を灯していくこと、加えて、がんワクチン開発のすそ野を広げる若手研究者の育成と基礎研究の充
実を目的としました。
2013 年 9 月の寄付講座開設と同時に、上記目的を達成するため、３つの臨床研究が施行されまし
た。一つは食道がんを対象に多施設共同研究として施行した「標準療法不応または不耐の進行・再
発食道がんに対する新規腫瘍抗原 URLC10 および KIF20A と腫瘍新生血管関連遺伝子 VEGFR-1 およ
び VEGFR-2 由来ペプチドを用いた新規ペプチドワクチン療法」です。さらに、膵がんに対して多施
設共同で施行した「初期治療として Gemcitabine で治療する膵臓がん患者に 6 種類の multipeptides cocktail を併用する第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験」。そして、膵がんに対して単施設で施行した「
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S-1 の隔日投与療法を併用するペプチドワクチン療法の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験」です。

また、がんペプチドワクチン研究を行う研究者の育成のため、寄付口座開設後に和歌山県立医科大
学の医師、看護師らによるがんペプチドワクチン研究チームが結成されました。研究チームでは、
毎月チーム勉強会を開催しがん免疫療法に関する知識の蓄積のみならず、臨床研究の進め方につい
ての基礎的な考え方や実践方法についての議論を重ね、若手医師研究者や看護師研究者の育成を行
ってきました。
この中で、がんペプチドワクチンに関する付随研究として看護師研究者が主導する「がんペプチド
ワクチン治療患者と化学療法施行患者の経時的な QOL 変化の比較検討」が施行されました。また、
これらの研究を通じて日々のがん治療患者さんに対する診療および看護を進める中で、がん治療患
者さんの想いを率直に表現できるツールの開発が立案され、看護師研究者を中心に患者さんの気持
ちを表す SNS ツールが開発されました。
さらに、若手医師研究者による、より効果の強いがんペプチドワクチンの開発に関するマウス基礎
研究として、「患者生体内でペプチドワクチンが樹状細胞に選択的に送達される新規治療法の開発
研究」が施行された。がんペプチドワクチン研究チームは現在も活動を継続しています。加えて、
がんペプチドワクチン治療学講座開設前後に複数の医師主導治験が開始され、一部はがんペプチド
ワクチン開発に関する非常に有望な成果を得ることができました。

がんペプチドワクチン治療学講座による臨床研究の狙い
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●より高い臨床効果を目指す

がんワクチンの臨床効果を得るには、目印となる適切な抗原の選択が極めて重要となります。効果
的で安全な CTL を誘導する理想的な抗原の条件として、副作用を避けるためのがんに対する特異的
な発現、免疫寛容からの逃避を避けるための発がん特性、および高い免疫原性が必要となります。
近年のゲノムベースの技術開発により、正常細胞と比較した悪性細胞の包括的遺伝子発現プロファ
イルが得られるようになりました。これにより、がん特異的発現だけでなく腫瘍増殖に重要な役割
を果たす発がん機能も有する分子を標的抗原とするワクチンの開発が進められています。
本研究における食道がんワクチンの開発においては、このようにして同定された新規がん抗原
kinesin family member20A(KIF20A)および lymphocyte antigen6 complex locusK (LY6K)由来のエ
ピトープペプチドが選択されました。また、腫瘍そのものを標的とするがんワクチン療法には、臨
床効果を制限する潜在的な問題も指摘されています。一つはがん組織における腫瘍抗原の消失であ
り、もう一つはがん組織における HLA クラス I 欠損です。
他方、腫瘍周囲の血管新生は、血管内皮増殖因子受容体である VEGFR1 および VEGFR2 の発現に関連
しますが、この VEGFR1 および VEGFR2 は腫瘍血管内皮細胞において強く発現し腫瘍の成長および
進行において重要な役割を果たすとともに、HLA 分子を安定に発現することが示されています。
したがって、本研究では腫瘍新生血管を標的とした VEGFR1 および VEGFR2 に由来するエピトープペ
プチドも選択されました。すなわち、本研究の狙いは食道がん細胞の増殖に関連する２つの標的抗
原（KIF20A、LY6K）に対する CTL を誘導するとともに、食道がん細胞を栄養する腫瘍新生血管関連
抗原（VEGFR1、VEGFR2）に対する CTL も誘導するべく、これらの抗原に対するカクテルペプチドを
投与し、がんの増殖を 2 方向性に抑制することでより高い臨床効果を得ることです。
一方、膵臓がんに対しては、腫瘍新生血管を標的とした VEGFR1 および VEGFR2 に由来するエピトー
プペプチドに加えて、膵臓がん細胞の増殖に関連する 4 つの標的抗原（FOXM1、DEPDC1、KIF20A、
URLC10）に対する CTL を誘導するエピトープペプチドを加えた合計 6 つの multi-peptides cocktail
を選択しました。
●より多くの患者さんの参加を目指す

ペプチドワクチンは、HLA classⅠ-ペプチド複合体により CTL を活性化するというメカニズムから
、患者さんの HLAtype により投与するペプチドワクチンが拘束されるという問題があります。本邦
におけるこれまでのペプチドワクチンの治験開発は、主に日本人の 60％を占める HLA*A24 陽性の
患者さんを対象に行われており、HLA*A24 陰性の患者に対する開発は全く進んでいませんでした。
しかし、我々の講座の理念はより多くの患者さんに希望の灯をともすとともに、ワクチン開発の研
究のすそ野を広げていくことであります。そこで本研究では、HLA*A24 陽性患者さんに加え、
HLA*A02 陽性患者さんも対象とする研究デザインとしました。なお、HLA の A ルーカスにおいてそ
れぞれ二つのアレルが存在するが、日本人における HLA*A のタイプとしては、HLA*A24 陽性かつ
HLA*A 02 陰性が約 40％、HLA*A24 陰性かつ HLA*A02 陽性が約 20％、HLA*A HL24 陽性かつ HLA*A02
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陽性が約 20％、HLA*A24 陰性かつ HLA*A02 陰性が約 20％であることがわかっています。したがっ
て、本研究においては、HLAtype が HLA*A24 陰性かつ HLA*A02 陰性の患者さんを除く約 80％が参加
できることとなりました。

がんペプチドワクチン治療学講座による臨床研究の成果
●食道がんに対するがんペプチドワクチン臨床研究

・重篤な有害事象および副作用は認めませんでした。
・これまでの進行がんに対するペプチドワクチンの臨床研究の結果と同じく、本研究によるペプチ
ドワクチン治療単独でも進行がんの腫瘍縮小効果を得ることは難しいと考えられました。
・腫瘍縮小の奏功率は低いものの生存期間の延長が示唆される結果となり、さらに大規模な検討に
よる本ペプチドカクテルワクチンの有用性検証試験の施行が望まれます。
・同一抗原に対する異なる HLA タイプのペプチドを同時に投与することの有用性を検討する試験
はこれまでにほとんど報告がなく、本研究によりペプチドワクチン開発の今後の方向性について非
常に示唆に富む結果を得ることができました。
→詳細は後送 A
●膵がんに対するがんペプチドクチン臨床研究
・ペプチドワクチンの注射部位反応に関して糜爛を形成する強い皮膚反応が生じていますが、注射

部位に潰瘍形成を認めた患者では生存期間の延長を認めました。
・潰瘍形成を伴うような注射部位の皮膚反応が見られた症例では生存期間の延長が示唆されまし
た。
→詳細は後送 B

付随研究の成果
●看護研究

・本研究は一部解析が現在も進行中ですが、食道がんペプチドワクチン療法患者の QOL の変化で
は、治療中を通じて Global health status が維持されることが明らかになりました。
・症状有害事象である Symptom scales も治療中大きな変動なく横ばいか、経時的にゆるやかに改
善されることが示唆されました。
→詳細は後送 C
●LINE スタンプ作製
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和歌山医科大学附属病院がんペプチドワクチン研究チームによる LIEN スタンプ
・がんの臨床研究を進める中で、研究チームでは患者さんの深い想いに触れる機会が多くなり、患
者さんが悩みや思いをうまく伝えられるように LINE スタンプを作成しました。
・スタンプ発売時には、県内の複数の新聞やテレビで報道されるなど注目され、作成したスタンプ
はスタンプショップクリエイターズで現在も購入が可能です。
→詳細は後送 D
●基礎研究
生体内における樹状細胞への腫瘍抗原送達システムによる新規がんペプチドワクチン療法の開発

・より効率良く抗原特異的 CTL が誘導できると考えました。実際我々が作製した XCL1 と抗原を連
結したワクチンは、 抗原特異的 CTL を強力に誘導し、さらにマウスモデルにて効果的な腫瘍増殖
抑制を確認できました。
・適切な腫瘍抗体を標的とするエピトープペプチドに対する XCL1 との連結ワクチンを開発し臨床
応用することで、画期的なペプチドワクチン療法が開発されることが期待されます。
→詳細は後送 E

●厚生労働省科研費研究
がん免疫療法の有効例を抽出するための効果予測因子の同定は重要な課題です。第 II 相医師主導
治験として実施した「膵がんに対する術後再発予防のための 2 方向性新規ペプチドワクチン療法の
開発」におけるペプチドワクチン有効例から効果予測因子を検討しました。
・膵がん術後患者に対する治験薬の投与は安全で、ワクチンの投与により術後の再発が予防される
ことが示唆されました。
・膵がんの手術後は、がんペプチドワクチンが有用性を発揮できる良い対象集団であることが明ら
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かとなりました。
→詳細は後送 F
●樹状細胞ワクチン研究
標準療法不応もしくは不耐膵がんと診断された患者を対象として、対照製品群（プラセボおよび S1 併用療法群）に対する被験製品群（TLP0-001 および S-1 併用療法群）の安全性および全生存期間
を指標とする有効性を評価する研究に取り組んでいます。
→詳細は後送 G

今後の展望
市民のためのがんペプチドワクチンの会のご寄付により開設された、がんペプチドワクチン治療学
講座は、直接のご支援により施行した臨床試験の成果に加え、様々な治験の遂行や新規治験の開始
、さらには基礎研究や付随研究へと大きく広がっています。現在は、「がんペプチドワクチン治療
学講座」というかたちは休止している状態ですが、講座の意思は和歌山県立医科大学第 2 外科から
院内の研究者、さらに全国の研究機関に広がり、現在の様々な研究につながっていると考えていま
す。
なお、最新の知見に基づいた今後の展望としては、がんワクチン療法開発における標的抗原として
、昨今注目されているのがネオアンチゲンです。腫瘍形成プロセスにおいてがん細胞に蓄積される
遺伝的変化は、突然変異蛋白の発現をもたらします。このような突然変異蛋白のうち、がん細胞に
おいてのみ発現し免疫系によって認識される抗原は、ネオアンチゲンとして知られています。
すなわち、各腫瘍は異なる突然変異を有し、個々の腫瘍は個別のネオアンチゲンを発現します。こ
れまで我々が開発している腫瘍関連抗原に対する T 細胞の免疫応答が T 細胞の誘導における中枢
性の免疫寛容により耐性を生じえるのに対して、ネオアンチゲンはがん細胞における突然変異の蓄
積後に生成されるので耐性がありません。
したがって、ネオアンチゲンは腫瘍関連抗原よりも免疫原性および腫瘍特異性が高い可能性があり
ます。Whole-exome シークエンシングにより個々の腫瘍のネオアンチゲン同定し、個別のネオアン
チゲンに由来する候補エピトープのリストをコンピュータアルゴリズムによって検索するアプロ
ーチが、現在、欧米を中心にパーソナライズされた治療用がんワクチンの作製に応用開発されてい
ます。
一方、現状のコンピュータアルゴリズムで同定された候補エピトープの中で、実際に免疫原性を有
し腫瘍を攻撃する活性化 CTL を誘導するエピトープを最終的に選択することは困難であると考え
られています。がん治療用ワクチンは患者に迅速に送達される必要がありますが、In vitro（体内
）実験により候補エピトープの免疫原性を評価するには時間がかかってしまいます。今後のペプチ
ド免疫原性予測アルゴリズムのさらなる開発によりこの問題が克服されることに期待しています。
初期の臨床試験では、各患者の突然変異に基づく個別化がんワクチンが免疫原性を有し、臨床的有
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用性が示唆されています。
最後に、がんに対するワクチン療法は積極的に開発されてきましたが、これまで本邦では保険承認
に至っていません。臨床的な有用性を証明するワクチンの開発には、適切な標的抗原、免疫アジュ
バント、治療対象、試験デザインなどを選択し理想的な組み合わせを探索、検証する必要がありま
す。
一方で、がんワクチンが効果を発揮するには腫瘍自身が誘導する免疫抑制に対処することが重要で
あり、免疫チェックポイント阻害剤など確立された免疫療法との併用は魅力的な治療戦略です。し
かし、免疫チェックポイント阻害剤の理想的なパートナーとして、がん細胞を撃退する強力な CTL
を誘導できるワクチンを開発することが本質的に必須と考えています。「がんペプチドワクチン治
療学講座」は、引き続き研究を発展させていきます。

8

※がんワクチン療法

がんワクチン療法は、がんに対する免疫療法です。免疫とは「疫を免れる」という意であり、外敵
・異物から生体を守る生体防御機構の要であります。外敵・異物には「抗原」という目印が存在し
、それを標的に免疫機構は反応・機能して外敵・異物の情報を記憶し、それらの再度の侵入に迅速
に対応します。がんにも抗原性が存在し免疫機構が反応していることが解明され今日に至っていま
す。
近年、免疫療法はがんの魅力的な治療法となりました。一つは、Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen4
（CTLA-4）や Programmed cell death1（PD-1）またはそのリガンド PD-L1 に特異的なヒト化モノ
クローナル抗体を用いる免疫チェックポイント阻害剤です。
これらの免疫チェックポイントは腫瘍反応性 T 細胞の免疫抑制に関与し、抗体によるこれらの分子
の遮断は、腫瘍に対する T 細胞の免疫応答を増強します。また、キメラ抗原受容体 T 細胞（CAR-T
）療法のような養子免疫療法は、特に血液学的ながんを有する患者にとって著名な臨床効果が注目
されています。
一方、がんワクチン療法は、合成したワクチン抗原をいわばがんに対する目印として免疫すること
で抗腫瘍免疫系を刺激し腫瘍退縮を誘導する治療法です。ここで注目すべきは、がんワクチン療法
、免疫チェックポイント阻害剤および CAR-T において、いずれも細胞傷害性 T リンパ球（cytotoxic
T lymphocytes：CTL）ががん細胞の攻撃において主導的役割を果たす点です。

aCTL ががん細胞と正常細胞とを区別するために認識するマーカーは、細胞表面上に発現されるペ
プチド-ヒト白血球抗原（HLA）複合体です。がんワクチン療法は、樹状細胞（dendritic cell; DC
）のような抗原提示細胞（antigen presenting cell：APC）の HLA クラス I／クラス II 分子に濃
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縮抗原を送達し、がん細胞を攻撃する抗原特異的 CTL の活性化および増殖を促進します。
がんワクチンの臨床的有用性は、これまでのほとんどの研究で明確に示されていません。しかしな
がら、最近のいくつかの臨床試験では、がんワクチンの有望な結果も報告されています。例えば、
免疫細胞ベースのワクチンである Sipuleucel-T は、ホルモン不応性前立腺がん患者の全生存期間
を延長させ、2010 年には、米国食品医薬品局（FDA）の承認を得た最初の治療用がんワクチンとな
りました。
がんワクチンとしては、ペプチド、タンパク質、APC、腫瘍溶解物、腫瘍細胞、DNA、mRNA およびウ
イルスベクターなどを接種する様々な戦略が研究されています。ペプチドワクチンの特徴としては
、他のワクチン接種と比較して比較的製造コストが安価であり、医療費抑制の観点から開発による
費用対効果が高い治療法となることが期待されます。
さらに、ペプチドワクチンは、そのエピトープ探索において、近年高度に開発が進むコンピュータ
アルゴリズムを利用してがん抗原由来の候補 MHC クラス I 拘束ペプチドエピトープのアミノ酸配
列をスクリーニングし、その後これらの候補エピトープの免疫原性を実際に試験することで、実験
的に特異的 CTL の誘導を確認することができます。したがって、標的抗原に対する強い免疫応答を
誘導する理想的なエピトープを選択することができる利点があります。
がんペプチドは、腫瘍抗原タンパク質の小断片であり、HLA と複合体を形成してがん細胞の表面上
に発現します。がんペプチドワクチン療法では、腫瘍抗原由来の合成エピトープペプチドを大量に
患者に投与します。これらのペプチドは、生体内で DC のような APC 表面上の HLA と複合体を形成
し、ナイーブ CTL がペプチドと HLA クラス I の複合体を認識することで増殖活性化します。これら
の活性化 CTL は、がん細胞表面に提示された同一のペプチドを認識し、がん細胞を攻撃します。
がんワクチン療法の特徴

現在までのがんワクチン開発に関する臨床研究を通して、がんワクチンの効果判定法についての方
向性が明らかになってきました。既存の抗がん剤は比較的速やかに効果が確認されることから、抗
がん剤投与による腫瘍縮小を確認することが効果判定の指標とされました。
一方、がんワクチンの作用機序は患者さん自身の CTL の活性化を介しており、ワクチンによる抗原
提示・抗原処理・リンパ球の活性化・がん細胞の死滅といった一連の過程には生体内で一定の時間
を要することから、がんワクチンの臨床効果は、緩やかに、長期間にわたって現れます。
したがって、既存の抗がん剤に対する効果判定と同じ方法ではがんワクチン療法の評価は困難で
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す。現状では、進行がんに対するがんワクチン療法の効果判定は腫瘍縮小にとらわれず、全生存期
間の延長を確認することが最も適していると考えています。また、今後はがんワクチン開発におけ
る独自のサロゲート評価方法を開発することが必要であると考えられます。
この考えを支持するように、米国の FDA は、2011 年 11 月に「Guidance for Industry: Clinical
Considerations for Therapeutic Cancer Vaccines（企業向けガイダンス・がん治療用ワクチンの
ための臨床学的考察）」として企業向けのワクチンガイダンスを発行しました。この中で FDA は、
がんワクチンの開発において従来の細胞傷害性薬剤や生物製剤の開発とは異なった臨床試験デザ
インを考慮する必要がある、と明記しています。
本邦においては、日本バイオセラピィ学会主導でがんペプチドワクチンに特化したガイダンスとし
て 2012 年 12 月に「がん治療用ペプチドワクチンガイダンス」が発行されました。さらに、2016 年
には日本臨床腫瘍学会主導で「がん免疫療法ガイドライン」が作成されました。本邦のガイダンス
およびガイドラインにおいても、FDA のガイダンス同様にがんワクチンの免疫系を介した遅発性効
果を考慮し、適切な対象を選択すること、長期にわたる継続的投与による腫瘍縮小にとらわれない
生命予後を主目的とした研究デザインを立案すること、遅発性効果を解析可能な科学的手法で評価
することなどを推奨しています。

→A
●食道がんに対するがんペプチドワクチン臨床研究
名称：

標準療法不応または不耐の進行・再発食道がんに対する新規腫瘍抗原 URLC10 および KIF20A と
腫 瘍新生血管関連遺伝子 VEGFR-1 および VEGFR-2 由来ペプチドを用いた新規ペプチドワクチン
療法
研究目的：

本臨床試験は、標準療法不応・不耐食道がんの患者を対象として、試験薬 URLC10、KIF20A、 VEGFR1 および VEGFR-2 由来ペプチドワクチン療法の安全性を確認した上で、探索的に有効性を評価す
ることを目的とします。
参加施設：

本研究にて患者さんにワクチンを投与した施設は以下です（順不同）。
参加施設

研究責任者

岐阜大学

第 2 外科

吉田和弘

神奈川県立がんセンター

免疫療法部

和田

川崎医科大学

臨床腫瘍学

山口佳之
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聡

和歌山県立医科大学

第 2 外科

山上裕機

方法：

本臨床試験は、標準療法不応または不耐の進行・再発食道がんの患者を対象としました。なお、標
準療法不応とは 5FU および CDDP を含む治療を受けた結果、当該治療に不応と判断された状態と定
義しました。
不応：治療を実施（減量や休薬も含む）するも、原疾患の増悪（画像上明らかな腫瘍増大はなくと
も、臨床的に判断される原疾患の増悪を含む）がみられた状態を指します。
不耐：治療の実施および継続が臨床的に不可能と判断された状態を指します。
本臨床試験の試験治療は、試験薬（LY6K、KIF20A、VEGFR-1 および VEGFR-2 由来ペプチド）の投
与としました。試験治療は 4 週 1 コースとし、1 コース（4 週）につき day1、day8、day15、day22
の週 1 回（計 4 回）投与しました。1 回につき LY6K、KIF20A、VEGFR-1 および VEGFR-2 由来ペプチ
ドを 1mL 皮下投与しました。本試験では被験者の HLAtype に応じた HLA 拘束性の LY6K ペプチド
1.0mg、KIF20A ペプチド 1.0mg、VEGFR-1 ペプチド 1.0mg、VEGFR-2 ペプチド 1.0mg を用いました。
また、被験者の HLAtype が HLA*A24 かつ HLA*A2 の場合は両方のペプチドを投与しました。なお、
マルチペプチドワクチンカクテルとしては同用量の安全性は確立されていないため、初期被験者 9
例（HLA*A24:3 名、HLA*A2:3 名、HLA*A24 かつ HLA*A2:3 名）に対しては第Ⅰ相試験として重点的
に安全性を確認しました。
安全性評価項目としては、(1)有害事象の発現(2 臨床検査値、バイタルサイン、12 誘導心電図の
変化、胸部 CT 検査の変化とし、ワクチン投与と因果関係が否定できない重篤な有害事象の発現を
検討しました。主要な有効性評価項目は全生存期間としました。また、副次評価項目として、
RECISTv1.1 日本語訳 JCOG 版に基づく腫瘍縮小効果を評価しました。探索的研究として、一部の施
設において別途同意が得られた患者さんにおいては、QOL 評価を実施しました。
結果：

安全性を確認する第Ⅰ相は和歌山県立医科大学で施行されました。HLA*A24 のワクチンを投与した
3 名、HLA*A2 ワクチンを投与した 3 名、さらに HLA*A24 と HLA*A2 の両方を投与した 3 名いずれも
重篤な有害事象および副作用は認めませんでした。
第Ⅰ相パートで安全性が確認されたことを受け、第Ⅱ相パートは、多施設共同研究として施行され
ました。和歌山県立医科大学より 13 症例、神奈川県立がんセンターより 5 症例、岐阜大学より 2
症例、川崎医科大学より 1 症例の登録がありました。ワクチン投与と関連する Grade3 以上の重篤
な有害事象は認めず、本治療の安全性が確認されました。本臨床試験に登録された全 30 症例にお
ける有効性に関する主要評価項目の全生存期間は、Median Survival time（MST）が 171 日でした
。
本研究デザインは比較対象のないシングルアーム試験であるため、生存期間延長に関する明確なエ
ビデンスが示されてわけではありませんが、本試験の参加対象が他に治療法のない標準療法不応症
例であることを鑑みると、生存期間の延長が示唆される結果でした。一方で、RECIST 評価による腫
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瘍縮小を認めた症例は 30 例中 1 例で奏効率は 3.3％でした。これまでの進行がんに対するペプチ
ドワクチンの臨床研究の結果と同じく、本研究によるペプチドワクチン治療単独でも進行がんの腫
瘍縮小効果を得ることは難しいと考えられました。
HLA タイプを指標とするサブグループ解析では、本試験のプロトコールに従い、HLA*A24 のワクチ
ン投与が 17 例、HLA*A2 ワクチン投与が 8 例、さらに HLA*A24 と HLA*A2 の両方投与が 5 例に行わ
れました。少ない症例の解析ですが、それぞれのグループの MST を比較すると、HLA*A24 ワクチン
群が 139 日、HLA*A2 ワクチン群が 198 日、さらに HLA*A24 と HLA*A2 の両方ワクチン群が 212 日と
差を認めました。
考察：

まず、市民のためのがんペプチドワクチンの会のご寄付により施行した本研究において、他に治療
法のない進行食道がん患者さん 30 例に対して研究治療を行うことができました。このことは、全
国多施設の患者さんにご協力いただくことができ、いわゆる他に治療法がないと宣告された患者さ
んに希望の灯をともすことを一つの目的とした本研究は一定の成果を得たと考えています。
本研究の科学的成果として、進行食道がんに対する LY6K、KIF20A、VEGFR-1 および VEGFR-2 由来エ
ピトープペプチドのカクテル療法として HLA*A24 拘束性ペプチド、HLA*A2 拘束性ペプチド、さら
に、HLA*A24 拘束性ペプチドと HLA*A2 拘束性ペプチドの混合ペプチドがいずれも安全に投与でき
ることが確認されました。また、本ペプチドワクチン療法は腫瘍縮小の奏功率は低いものの生存期
間の延長が示唆される結果となり、さらに大規模な検討による本ペプチドカクテルワクチンの有用
性検証試験の施行が望まれます。一方で、少数例の検討ながら HLA のタイプにより MST に差がある
傾向を認めたことは興味深いところです。
今回の検討では、HLA*A2 症例が HLA*A24 症例よりも MST が延長する傾向を認めましたが、このこ
とに関しては抗原やエピトープを変更することで異なる結果が得られる可能性があると考えてい
ます。しかし、HLA*A24 かつ HLA*A2 症例が最も MST が延長したことは、同一抗原に対するエピト
ープであっても異なる HLA に拘束性のペプチドをカクテルして投与することで臨床効果が増強す
る可能性を示唆していると考えます。本研究のように、同一抗原に対する異なる HLA タイプのペプ
チドを同時に投与することの有用性を検討する試験はこれまでにほとんど報告がなく、本研究によ
りペプチドワクチン開発の今後の方向性について非常に示唆に富む結果を得ることができました。
なお、食道がんに対するペプチドワクチンの開発としては、切除後食道がん患者に対する 5 つのが
ん抗原由来ペプチドカクテルワクチンの第 III 相試験が企業治験として現在進行中です。

→B
●膵がんに対するがんペプチドクチン臨床研究
名称：

Gemcitabine を１次治療とする局所進行および転移性膵がんに対する新規ペプチドカクテルワク
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チン療法-第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験研究目的：

本臨床試験は、1 次治療として Gemcitabine 単剤投与を行う局所進行および転移性膵がん患者を対
象として、試験薬 FOXM1、DEPDC1、KIF20A、URLC10、VEGFR-1 および VEGFR-2 ペプチドの安全性を
確認した上で、ペプチドワクチンの有効性を探索的に評価することを目的としています。
参加施設：

本研究にて患者さんにワクチンを投与した施設は以下の通りです（順不同）。
参加施設
手稲渓仁会病院

研究責任者
消化器病センター

真口宏介

神奈川県立がんセンター

免疫療法部

和田

聡

和歌山県立医科大学

第 2 外科

山上裕機

方法：

本臨床試験の試験治療は、試験薬（FOXM1、DEPDC1、KIF20A、URLC10、VEGFR-1 および VEGFR-2 ペプ
チド）を投与します。4 週を 1 コースとします。1～6 コースまでは 1 コースにつき day1、day8、
day15、day22 の週 1 回（計 4 回）投与します。7 コース以降は day1 のみ投与し、day8、day15、
day22 は休薬します。1 回につき試験薬を 1 mL 皮下投与します。
1 次治療として併用する Gemcitabine は 1 コース（4 週）につき day1、day8、day15 の週 1 回（計
3 回）投与し、day22 は投与しません。1 回につき Gemcitabine として 1、000mg/m2 を点滴静注す
る。Gemcitabine 中止後にペプチドワクチンと併用する 2 次治療以降については規定せず、添付文
書や臨床試験プロトコールに準じた投与を行います。
結果：

1 次治療の登録患者は 17 例、1 次治療に関しては観察期間が最も長い症例で 44.5 ヵ月、生存期間
中央値は 7.23 ヵ月です。ペプチドワクチンの注射部位反応に関しても 16 例中 4 例(25％)で潰瘍
あるいは糜爛を形成する強い皮膚反応が生じています。注射部位に潰瘍形成を認めた患者では生存
期間の延長を認めました（Log-rank

p=0.021）。

考察：

潰瘍形成を伴うような注射部位の皮膚反応が見られた症例では生存期間の延長が示唆されました。
VERFR2 単剤のペプチドワクチンを用いた PEGASUS-PC 試験では潰瘍形成を伴う注射部位の皮膚反応
を認めた症例は 10％に過ぎませんでしたが、本試験のカクテルワクチンでは 25%と免疫応答の誘導
率に上昇を認めました。
●標準療法不応膵がんに対するペプチドカクテルワクチン療法
名称：

標準療法不応膵がんに対する新規腫瘍抗原 KIF20A と標準療法不応・不耐膵がんに対する TS-1 隔日
投与併用新規ペプチドカクテルワクチン療法

-第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験14

注）本研究も治療学講座で行った臨床研究です。臨床研究を行う際に、講座の趣旨として標準療法不応の患者さんを
対象にした研究で下記試験を多施設に提案しましたが、予後の悪い膵癌についてはもっと早い段階でワクチンを投与
する研究にすべきだという意見が多数を占め、上記試験を多施設で行うこととしました（一次治療併用のワクチン療
法）。しかし、標準療法不応の患者さんに対して希望の灯をともしていく研究も必要ということで、下記研究は単施設
（和歌山医大のみ）で行いました。

研究目的：

本臨床試験は、標準療法不応膵がんの患者を対象として、TS-1 隔日投与法と併用する試験薬 KIF20A
と VEGFR-1 および VEGFR-2 由来ペプチドの安全性を確認した上で、探索的に有効性を評価すること
を目的とします。
方法：

標準療法不応膵がんに対しては副作用を軽減し有効性も損なわない TS-1 隔日投与法(Yamaue、 et
al. Cancer Chemother Pharmacol.2013)を併用した同じく 6 種のペプチドカクテルワクチンの臨
床試験を開始しました。
結果：

登録症例は 20 例の生存期間中央値が 105 日（95％CI 0.00-231）と約 3 か月であり、S-1 単剤の過
去の報告と比較しても、生命予後の延長効果を示唆するような結果は得られませんでした。
考察：

標準療法が不応となった進行膵がんでのカクテルワクチンの有効性は認めませんでした。今後は免
疫チェックポイント阻害剤との併用や免疫応答をより効率的に誘導できる樹状細胞ワクチン療法
を考慮する必要があります。

→C
●看護研究
研究目的：

がんに対する治療効果判定において、治療による生存期間の延長と共に治療中の Quality of Life
（QOL）は重要です。既存の薬物療法においても、治療中の QOL に着目することの重要性が認識さ
れ始めていますが、現状は治療に伴う副作用に関連した著しい QOL の低下を来すことも少なくあり
ません。一方、がんペプチドワクチン療法は一般に腫瘍抗原由来もしくは腫瘍新生血管関連遺伝子
由来のエピトープペプチドを投与し、投与したペプチドに対して誘導される特異的細胞傷害性 T リ
ンパ球（CTL）が抗原特異的にがんを攻撃するため、抗がん剤治療や放射線治療と比べて副作用が
極めて少ないと考えられ、治療期間中の QOL 維持が期待されます。
したがって、がんペプチドワクチン治療による有効性を評価するにあたり、治療による QOL の推移
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を客観的に評価することは極めて重要であると考えます。しかし、がんペプチドワクチン治療患者
の QOL を客観的に評価した報告はほとんどありません。そこで、和歌山県立医科大学で行われたペ
プチドワクチンの臨床試験被験患者と同時期に化学療法を施行した患者の QOL の推移を前向きに
経時的に評価することを目的としました。
方法：

食道がんおよび膵臓がんの患者さんで、和歌山県立医科大学でペプチドワクチンの臨床研究に参加
した患者さん、および、同時期に化学療法を施行した患者さんのうち、本臨床研究に関する文書に
よる同意が得られた患者さんを対象にしました。データ収集の方法は、治療開始の day1、day8、
day15、day22、day29、day85、day169 に担当医または看護師が調査票を患者に渡し、患者自らが
QOL 調査票に記入後担当医又は看護師が回収することとしました。QOL 調査票は、EuroQol Group が
開発した EQ-5D の日本語版と EORTC-C30 の日本語版を用いました。
結果：

本研究は、一部解析が現在も進行中ですが、食道がんを対象とした研究の結果の一部を報告します
。食道がんペプチドワクチン療法患者の QOL の変化では、治療中を通じて Global health status
が維持されることが明らかになりました。また、症状有害事象である Symptom scales も治療中大
きな変動なく横ばいか、経時的にゆるやかに改善されることが示唆されました。
一方、化学療法（DCS）施行患者の QOL 変化では、Global health status が 1 週目、2 週目に著し
く低下することが明らかとなりました。しかし、一コース終了時には治療前の水準まで回復してお
り、コース毎の QOL 変化のみを観察していたのでは、このような QOL の変化がとらえられないこと
が示唆されました。
症状有害事象としての Symptom scales の変化では、治療中に疼痛はゆるやかに改善されましたも
のの、吐き気、便秘、倦怠感、食欲不振は 1 週目に増悪し、下痢は 2 週目をピークに増悪しました
。しかし、いずれも 1 コース終了時には治療開始前の状態に改善しており、症状有害事象について
も、少なくとも weekly に評価することが必要と考えられました。
考察：

ペプチドワクチン療法治療中患者では、QOL 評価としての Global health status が維持されるこ
とが明らかとなりました。また、Patient reported outcome（PRO）による QOL 評価では、化学療
法の症状有害事象の増悪が経時的に評価できることも明らかになりました。がんペプチドワクチン
療法では、症状有害事象は少なく治療期間中の QOL が維持されることが示唆され、今後はさまざま
ながん腫に対する治療においても、PRO を用いた QOL や有害事象を経時的に評価することが有用と
考えられます。

→D
●LINE スタンプ作製
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和歌山医科大学附属病院がんペプチドワクチン研究チームによる LIEN スタンプ
目的：

がんの臨床研究を進める中で、研究チームでは患者さんの深い想いに触れる機会が多くなりました
。ちょうどその頃、市民のためのがんペプチドワクチンの会が、患者さんが悩みや思いをうまく伝
えられるように LINE スタンプ「患者の気持ち２」を作成したいという相談がありました。作成の
趣旨に賛同した和歌山県立医科大学附属病院がんペプチドワクチン研究チームの看護師と医師は、
患者さんのための LINE スタンプを作成し市民のためのがんペプチドワクチンの会に提供しました
。
方法・結果：
患者さんや家族にとって、想いを伝えることは大切であるが、なかなか自己の気持ちをストレート
に表現することは難しいのが実際です。作成に当たっては、日々がん患者さんと接する立場から悩
みや思いを受け止め、生活の質を評価する項目に沿って患者さんの気持ちを分析し、普段なかなか
言葉にできない患者さんや家族の想いが LINE スタンプでうまく伝えられるよう配慮しました。
LINE スタンプは、メッセージの文章に添えて喜怒哀楽などを表現するイラストです。イラスト作
成も本研究チームが主導して行いました。感謝の気持ち、治療に対する前向きな気持ちや不安な気
持ちなどに加え、痛みや食欲不振などの症状についても、症状の程度に応じて表現できるよう工夫
しました。
考察：
スタンプ発売時には、県内の複数の新聞やテレビで報道されるなど注目された。作成したスタンプ
17

は、スタンプショップクリエイターズで現在も購入が可能です。

→E
基礎研究果

がんペプチドワクチン治療学講座では、さらに効果の期待されるがんワクチン開発に関する基礎的
研究の充実も重要と考えました。そこでいくつかの基礎研究が行われましたが、そのうちの一つを
紹介します。以下の研究は、和歌山県立医科大学外科学第 2 講座の山上裕機教授、生体調整部門教
授の改正恒康教授のご指導の下で大学院生；水本有紀が中心となって行った研究です。
●生体内における樹状細胞への腫瘍抗原送達システムによる新規がんペプチドワクチン療法の開
発
研究目的：

がんペプチドワクチンの効果が発揮されるためには抗原提示細胞、特に樹状細胞(Dendritic
cell:DC)によりペプチド抗原が適切に細胞傷害性 T 細胞(CTL)に提示されることが重要です。近年、
DC は不均一な集団であること、またそのサブセットによる機能的多様性が明らかになっています。
その中には、がんに対する免疫応答を活性化させるサブセットばかりでなく、逆にブレーキをかけ
る機能を持ったサブセットも存在します。
がんに対する CTL を強力に誘導することが明らかとなっているマウスの CD8+/CD103+DC およびヒ
トの CD141+(BDCA3+)DC はケモカイン受容体 XCR1 を高率に発現することが明らかとなり、XCR1+DC
という新たな DC サブセットとして分類されました。さらに、我々はケモカイン XCL1 が XCR1 に特
異的に結合することを利用し、XCL1 とがん抗原ペプチドを連結させることでがん抗原ペプチドを
XCR1+DC へ特異的に送達させる新規がんペプチドワクチン開発を行うこととしました。
方法：
抗 原 と し て Ovalbumin(OVA) 由 来 の MHC classI 拘 束 性 ペ プ チ ド (OVA257-264) を 用 い 、 マ ウ ス
XCL1(mXCL1)と連結させたワクチン(mXCL1-OVA ペプチドワクチン)を作成しました。
C57BL/6 マウスの骨髄細胞を採取し骨髄由来 DC(BMDC)を得ました。1×106 個の BMDC を pore サイズ
5.0µm の transwell(Corning)の upper chamber に載せ、lower chamber は 0、10、30、100、300ng/ml
の濃度を振った mXCL1 または mXCL1-OVA ペプチドワクチンを含む medium で満たして 2 時間
incubation 後、lower chamber の細胞数をフローサイトメーターでカウントしました。
C57BL/6 マウスに mXCL1-OVA ペプチドワクチンと、樹状細胞のなかでは XCR1+DC で発現する Tolllike receptor3(TLR3)の agonist である poly(I:C)を免疫アジュバントとしてともに皮下投与し、
7 日後にマウス脾細胞を採取、フローサイトメーターにて解析し CTL からの抗原特異的な IFNγ 産
生を評価しました。
OVA 抗原を発現するマウス悪性黒色腫細胞株 B16-OVA を C57BL/6 マウスの皮下に 5×105 個接種し、
腫瘍接種後 7、14 日目に mXCL1-OVA ペプチドワクチン+poly(I:C)を接種し。腫瘍径を継時的に測定
しました。
結果：
mXCL1-OVA ペプチドの発現ベクターを作成して mXCL1-OVA ペプチドワクチンを精製し、Western
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blotting および CBB protein assay により精製を確認しました。作製した mXCL1-OVA ペプチドワ
クチンについて XCL1 リガンドとしての機能が保たれているかを XCL1 が示す走化性について解析
しました。Transwell の upper chamber に BMDC を播種し lower chamber に XCL1 を添加すると、
XCR1 を発現している DC は走化性を示し lower chamber に遊走します。
そこで lower chamber に mXCL1-OVA ペプチドワクチン添加し、BMDC の遊走を検討した結果、濃度
依存的な XCR1+DC の遊走が確認できました。この遊走能はマウス XCL1 でみられるものと同等であ
ったことから、精製された mXCL1-OVA ペプチドワクチンは、機能的な活性を保持していることが確
認できました。
次に、mXCL1-OVA ペプチドワクチンの投与により抗原特異的 CTL が誘導されるかを検討しました。
マウスに、PBS、OVA257-264 ペプチド+poly(I:C)、OVA タンパク+poly(I:C)または mXCL1-OVA ペプチド
ワクチンと poly(I:C)を投与し、誘導される抗原特異的 CTL について検討しました。その結果、PBS
、OVA257-264 ペプチド+poly(I:C)投与群ではほとんど抗原特異的 CTL は誘導されませんでした。また
、OVA タンパク+poly(I:C)群ではわずかに CTL が誘導されたのに対して、mXCL1-OVA ペプチドワク
チン+poly(I:C)群は、その 4 倍以上の抗原特異的 CTL の誘導を認めました(CD8+ T 細胞中の IFNγ+
細胞の割合の平均はそれぞれ、 1.9％ vs 8.3％)。すなわち、mXCL1-OVA ペプチドワクチンは、非
常に効率よく抗原特異的 CTL を誘導できることが明らかになりました。
次に、mXCL1-OVA ペプチドワクチンが、in vivo（生体外）における腫瘍増殖を抑制できるかを検討
しました。B16-OVA をマウスに移植し、移植後 7、14 日後に PBS、OVA257-264 ペプチド+poly(I:C)、
OVA タンパク+poly(I:C)、および mXCL1-OVA ペプチドワクチン+poly(I:C)を免疫し、腫瘍増殖を比
較検討しました。その結果、 mXCL1-OVA ペプチドワクチン+poly(I:C)投与群は、腫瘍接種から 18
後日には他のワクチン投与群と比較して腫瘍の増殖が有意に抑制されました。
考察：
本研究では、 DC サブセットの中でも CTL の誘導能に優れた XCR1+DC に選択的に抗原を送達できれ
ば、より効率良く抗原特異的 CTL が誘導できると考えました。実際我々が作製した XCL1 と抗原を
連結したワクチンは、抗原特異的 CTL を強力に誘導し、さらにマウスモデルにて効果的な腫瘍増殖
抑制を確認できました。今後、適切な腫瘍抗体を標的とするエピトープペプチドに対する XCL1 と
の連結ワクチンを開発し臨床応用することで、画期的なペプチドワクチン療法が開発されることが
期待されます。

→F
●厚生労働省科研費研究
研究目的：
がん免疫療法の有効例を抽出するための効果予測因子の同定は重要な課題です。第 II 相医師主導
治験として実施した「膵がんに対する術後再発予防のための 2 方向性新規ペプチドワクチン療法の
開発」におけるペプチドワクチン有効例から効果予測因子を検討しました。
参加施設：
手稲渓仁会病院
がん研究会有明病院

消化器病センター
消化器内科
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真口宏介
石井 浩

愛知県がんセンター中央病院
和歌山県立医科大学
方法：

消化器内科
第 2 外科

山雄健次
山上裕機

HLA-A24:02 陽性、肉眼的治癒切除後膵がん患者 30 例を対象として、Gemcitabine の併用下でペプ
チ ド ワ ク チ ン カ ク テ ル OCV-C01 を 用 い た 多 施 設 共 同 第 II 相 臨 床 治 験 を 実 施 し ま し た （
UMIN000007991）。4 週 1 コースとし、OCV-C01（KIF20A ペプチド：3mg、VEGFR1 ペプチド：2mg、VEGFR2
ペプチド：2mg）は週 1 回の投与で 12 コースまで、Gemcitabine（1、000 mg/m2）は週 1 回 3 週投
与、4 週目は休薬で 6 コースまで実施しました。フォローアップ期間は登録から 18 ヵ月としまし
た。主要評価項目は disease-free survival(DFS)とし、副次的評価項目には免疫学的解析（ELISPOT
assay、切除標本における KIF20A 発現解析）を含めました。
結果：
DFS 中央値は 15.8(95％CI、11.1-20.6)ヵ月でした。プロトコールに準じた解析対象集団（per
protocol set）27 例において、KIF20A 特異的 CTL 陽性例は陰性例と比較して有意に DFS の延長を
認めました(p=0.027)。また、切除標本における KIF20A 発現陽性例は陰性例と比較して有意に DFS
の延長を認めました(p=0.014)。KIF20A 発現と KIF20A 特異的 CTL 誘導には有意な相関関係を認め
ました(p=0.009）。さらに、病理学的治癒切除が得られた患者 23 例のうち、KIF20A 発現陽性の 4 例
では再発を認めず、有意に DFS の延長を認めました(p=0.011)。この 4 例ではいずれも治療前に特
異的 CTL 発現が陰性、治療後に陽性に転じていました。

Int J Cancer. 2017;140(4):973-982.
考察：

本研究の結果から、膵がん術後患者に対する治験薬の投与は安全で、ワクチンの投与により術後の
再発が予防されることが示唆されました。膵がんの手術後は、がんペプチドワクチンが有用性を発
揮できる良い対象集団であることが明らかとなりました。本研究の問題点として、治験薬の標的抗
原とした KIF20A は、膵がん切除標本おける発現がわずか 23％と低率でした。したがって、今後は
膵がんにおいてより高発現の腫瘍抗原を標的とすることで、さらなる治療効果の上乗せが期待でき
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ます。
●新しい治験の開始
WT1 ペプチドワクチン治験

米国国立がん研究所による免疫原性、発がん特性、特異性を含む客観的基準に基づいたがん抗原の
ランキングを行ったパイロット研究では、WT1 抗原が第 1 位となりました。WT1 は様々な悪性腫瘍
において高頻度に発現し、発がん機能を果たすことが示されており、WT1 に対する細胞性および液
性の免疫応答ががん患者において自然に誘導されることは WT1 の強い免疫原性を示すと考えられ
ます。WT1 ペプチドベースの免疫療法の臨床研究が、小児を含む様々な悪性腫瘍患者において行わ
れ有望な結果も得られています。
研究目的：
転移性膵がんに対する WT1 ペプチドカクテルワクチン（DSP-7888）療法の安全性および有効性を
探索的に検討します。
方法：
【投与方法】
(1)治験薬 コース数により DSP-7888 を次の用量、用法で皮内投与します。2 コースまで週 1 回投
与（10.5mg（600μL）を 6 ヵ所にわけて投与）3 コース以降 2 週毎に投与（3.5mg（200μL）を 2
ヵ所にわけて投与）投与部位は限定しませんが、可能な限り両上腕または両大腿部などの所属リン
パ節近傍とします。ただし、発赤や硬結の副作用が懸念されるため、患者の日常生活の妨げになら
ない部位を 選択します。
(2)併用薬 GEM+nab-PTX を 1 コースにつき Day1、Day8、Day15 に点滴静注投与し、Day22 は投与し
ません。
【投与期間】
4 週間を 1 コースとし、2 コース終了後、RECIST PD であれば治療を中止します。2 コース終了後、
PD でなければ、治験薬を 2 週間に 1 回投与、GEM+nab-PTX は変更せずに継続します。継続した場
合、2 コース毎に画像評価し、RECIST PD で治療を中止します。ただし、RECIST 評価にかかわら
ず、治験薬の最長投与期間は登録後 6 ヵ月間もしくは 6 コースとします
展望：
本研究では転移性切除不能膵がんを対象に 1 次治療としての GEM＋nab-PTX に WT1-7888 を併用し
た第Ⅰ相医師主導治験を行い、主要評価項目である安全性について調査するとともに、探索的項目
として治験製品投与による臨床免疫学的効果と腫瘍局所の浸潤リンパ球や WT1 の発現、免疫チェッ
クポイント分子の発現との関連を調査します。2017 年 11 月に症例登録開始し、2018 年 2 月に 6 例
の登録を終了しました。今後は 6 ヵ月のフォローアップを行い、安全性、有効性に関するデータ、
探索的研究のデータを解析予定です。

→G
●樹状細胞ワクチン研究
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予防用ワクチンとは対照的に治療用がんワクチンは、強力な CTL を惹起するために腫瘍細胞によっ
て獲得された免疫寛容を打破しなければなりません。樹状細胞ワクチンはペプチドワクチンよりも
効率よく強力な CTL を誘導することができる有望な治療戦略の一つと考えられます。ペプチドワク
チン療法では、投与されたペプチドが患者生体内の DC に表出する HLA に直接送達されることを期
待していますが、同時に樹状細胞（Dendritic cell;DC）以外の non-professional な抗原提示細胞
の HLA 上にも送達されることとなります。また、生体内の樹状細胞は通常未熟な状態で存在してお
り、ペプチドワクチンが活性化 CTL を十分に誘導できない可能性が指摘されています。
そこで、ペプチドワクチン療法においては、通常 DC を成熟化させるワクチンアジュバントをペプ
チドとともに投与します。様々なワクチンアジュバントの開発も精力的に進められていますが、樹
状細胞を強力に成熟化させるアジュバントは一般に全身性の炎症反応を惹起するため、ペプチドワ
クチン療法では生体内で効率的に CTL を誘導し、かつ、重篤な副作用を示さないワクチンアジュバ
ントの開発も課題となっています。
樹状細胞ワクチン療法は、体外において作製した成熟 DC に抗原由来ペプチドをパルスして患者に
投与する治療であり、上述のペプチドワクチン療法の問題点を克服することが期待されます。樹状
細胞ワクチンに用いる DC は、アフェレーシス（成分採血）などで採取した患者の末梢血単球を GMCSF と IL-4 とともに培養することで試験管内において作製することができます。
このようにして作製した DC を試験管内でワクチンアジュバントに暴露して十分成熟化させ、さら
に試験管内でがん抗原をパルスすることで、CTL を効率よく誘導するために理想的な樹状細胞ワク
チンを試験管内で大量に準備することができます。樹状細胞ワクチンの開発においては、腫瘍抗原
ペプチドのみならず抗原タンパクを成熟樹状細胞にパルスして投与する、あるいは腫瘍抗原遺伝子
を遺伝子導入した成熟樹状細胞を投与するといった試みもなされています。
進行膵がん患者を対象とした化学療法併用の WT-1 ペプチドパルス樹状細胞ワクチンのレトロスペ
クティブな報告では、重篤な有害事象なく生存期間を延長することが示唆されました。また、同じ
く進行膵がん患者に対する化学療法併用 WT-1 ペプチドパルス樹状細胞ワクチンの臨床試験におい
ても、ワクチン投与による安全性が確認され、免疫反応陽性症例ではワクチンの腫瘍増殖抑制や生
存期間の延長が示唆されることが報告されています。これらの報告を踏まえ、我々は pivotal study
として、標準療法不応進行膵がんに対する S-1 併用 WT-1 ペプチドパルス樹状細胞（TLP0-001）の
多施設共同プラセボ対象二重盲検ランダム化比較医師主導治験を開始しました。
研究目的：
標準療法不応もしくは不耐膵がんと診断された患者を対象として、対照製品群（プラセボおよび S1 併用療法群）に対する被験製品群（TLP0-001 および S-1 併用療法群）の安全性および全生存期間
を指標とする有効性を評価します。
方法：
本試験は中央登録により被験製品群、対照製品群に 1：1 の比で動的ランダム割り付けする、多施
設共同、二重盲検、ランダム化比較第Ⅲ相試験です。主要目的として、標準療法不応もしくは不耐
膵がんと診断された患者さんを対象として、対照製品群に対する被験製品群の安全性および全生存
期間を指標とする有効性を評価します。ただし、被験製品群として最初の 6 例が 1 コース終了した
時点で安全性に関する中間解析を実施します。安全性が評価されるまでは、和歌山県立医科大学単
独で施行することとし、その後は全国多施設共同研究として展開します。本研究は、全国 185 名の
患者さんにご協力いただく予定です。
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2017ASCO annual meeting, Chicago 2017,6.より改変展望
樹状細胞ワクチンは GMP グレードでの樹状細胞の調整が必要で臨床応用へのハードルは高いので
すが、本邦においても再生医療製品の開発に関する法律が整備されるなどその開発の基盤は整いつ
つあり、今後のさらなる開発が望まれます。
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