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〔欄灘罰

招請講演

ヒト癌への免疫療法の応用とその問題点

三重大学医学部小児学科教室

  桜 井．  実

APPLICATION OF CANCER IMMUNOTHERAPY
IN MAN AND ITS FUNDAMENTAL PROBLEMS

          Minoru SAKuRAI

乃0珊theエ）ePartmentげP6ゴ翻伽躍θUniver吻， SchoolげM読0物

  Based upon the knowledges of animal experiments， some of the basic problems were discussed

on the application ofimmunotherapy in human cancers，

  It was stressed， from our animal experiments， that the irnmunological eradication of residual

tumor cells was rather strictiy limitted in the imniune host， and the adequate cytoreduction by anti－

cancer agents was essential for the establishment of successfu1 immunotherapy．

  Since the analysis of specific antigens in individual human cancers is still diMcult at present situa－

tien， it was rational to use cryoreserved autologous cancer cells as specific antigen for immunotherapy．

  The clinical use of immunopotentiators should be reevaluated carefUIIy for dose and route of

administeration， and it was proven that immunopotentiators might enhance the tumor death in

experimenta’ P mice， de pending on the minute differences of their doses．

  Among numerous trials of immunotherapy in man， the success佃resu重ts had becn obtained so

far only in patients with miniinal tumor load such as stage 1， and II，

  The newer approach of immunetherapy along wTith intensive chemotherapy is to be evaluated

among patients with advanced cancer，

 1960年台はじめにG．KleinらによりForeyの腫

瘍特異免疫に関する実験が再確認されて以来，実験腫

瘍免疫学は急速な進歩をみるに至った．これらの基礎

的研究を基盤として，免療法の考えが人層にも応用さ

れ，わが国においても種々の癌に対して臨床的にも広

く実施されている．しかし，その効果に関しては，な

お確定的なものはなく，むしろ，免疫療法に対して壊

疑的な見方をする臨床家も多い．人癌における腫瘍免

疫の基礎的事項については未開の分野が多く，今日行

なわれている免疫療法の多くの試みが必ずしも，その

適応，撰択，方法の面で適正ではないとも思われる．

実験腫瘍免疫学でえられた成果の基本を守りつつ，適

正な応用がなされれば，免疫療法は今後，癌治療の重

要な1手段になることは疑いないと思われる．この意

味で，私は当教室で行なってきた基礎的研究をもとに

して，入癌への免疫療法応用に関する問題を取り挙げ，

人癌免疫療法の現況について若干のべたい．

D 腫瘍特異抗原

 免疫療法の目的については種々見解があると少なく

とも，腫瘍細胞をtarget cellとして行なうべきと考

える，一般に，動物腫瘍では，癌化が起ると，腫瘍特

異抗原が発現されることは明らかにされているが，人

癌においては，その存在を証明することが純系動物を

用いる実験腫瘍と異なり，複雑困難となるので特異抗

原に関する研究は最も遅れている．実験腫瘍のうち，

ウイルスに誘導された腫瘍では宿主に関係なく，ウイ

ルス共通の腫瘍特異抗原が存在すること，発癌剤によ

り誘導されたものでは，同種の腫瘍でも，宿主により

異なった特異抗原が発現する。人癌の原因が不詳の現

在，特異抗原の性状がいかなるものかを推測すること

はできない．したがって，特異免疫療法を行なう際に

は，特異抗原として自家腫瘍細胞を用いることが望ま

しいと考えられる・
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 小児リンパ性白血病は，私どもの研究結果を含めて，

宿主間に共通する白血病細胞特異抗原が存在すること

を示唆する報告が多いので，特異免疫療法の抗原とし

て，他家白血病細胞も使用している．腫瘍細胞の抗原

性は弱く，抗原処理の仕方によっては免疫接種により，

腫蕩増殖を促進する，いわゆる immunological en－

hancementを起す可能性もあるので注意を要する．弱

い腫瘍抗原性を増強させる方法は今後検討されるべき

重要な問題であるが，現在細胞のneuraminidase処

理，化学物質による細胞膜のmodification， viral

oncolysisなどの研究がすすめられている．

2） 免疫療法が成立するための条件

 人癌の免疫療法は動物実験での基礎的データーを無

視してはありえないと思われるが，この意味で私ども

の行なった実験腫瘍における若干の知見をのべたい．

A／Jaxニウスに自然発症し，株化したリンパ肉腫では

1×106個を正常無処置マウスに皮下移植すると平均

13・6日後に全身性Iymphomatosisを起して死亡する．

しかし，腫蕩細胞移植後7日目にL－asparaginase 15

00単位を腹腔内に投与すると一旦，皮下腫瘤，脾腫は

消失するが，結局lymphomatosisにて死亡する．こ

のように化学療法により部分的に治療したマウスに種

々の免疫療法を行なった．Fig． 1はその治療実験例

を示した．これらの結果は抗原処理の方法や使用した

免疫賦活剤により成績はことなるがX線または紫外線

照射細胞とBCGの併用で30～40％の完全治癒がえ
られた．

 つぎにBDF1マウスにL1210白血病細胞1×106

を移植し3日後にmcthyl CCNUで部分治療し，種

々の免疫賦活剤と照射腫瘍細胞とを併用して治療を行

なった．Fig．2はその1実験例である．しかし，こ

のような免疫療法の成績は各実験ごとに相異がみられ

た．その主要因として免疫療法に先がけて行なう化学

療法の効果が重要である．すなわち，実験マウスの

うち，化学療法のみを受けた対照群のマウスの50％

dcathの日数が延長するほど免疫療法による効果が

えられることhX’ L1210白血病で明らかにきれた（Fig・

3），また，免疫療法により治癒されたマウスリンパ

球は位差顕徴三下で観察した結果，抗腫瘍性をえて

おり，生細胞の再移植実験でも特異抗腫瘍免疫能がえ

られていることが証明された．しかし，ここで注目す

べきは，L1210白血病およびリンパ肉腫ともに宿主

の抗移植能は限られており1×104個を越えるとほと
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化学療法などによるcytoreductionが充分に行なわ

れることが免疫療法成立の条件となると考えられる．

化学療法の効果が期待できないstage III， IV，の進

行癌に免疫療法の効果を求めることはきわめて困難で

あるといわぎるをえない．

3）免疫賦活剤（immunopotentiator）

 免疫賦活剤が腫瘍免疫療法に応用できるためには，

究極的に宿主の抗腫瘍性の成立を昂揚させるものでな

ければならない．BCGとその製剤は古くから使用さ

れているが，わが国では， OK 432や操担子菌類多

糖体も広く使用されているが，臨床応用に関する基礎

的知見は少ない．ただ留意すべきは，免疫賦活剤は動

物実験でもみられたように，投与方法，量により効果

が非常に異なる可能性があること，投与量により腫瘍

死が促進きれる可能性があることである。このような

事実は前述した2系のマウスで認められている．
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4） 人悪性腫瘍の免疫療法の現況

g

Fig． 4．

 10 2e 3e（days）
Retransplantation of 1．一1210 cells to

BDFi mice cured by chemotherapy

or chernoimmunotherapy．

んどのマウスは腫瘍死するということである（Fig・4）．

したがって腫瘍細胞の抗原性や増殖の速きによっても

違いはあろうが，宿主の獲得できる抗腫瘍能にはかな

り厳しい限界があり免疫療法が成功するかどうかは宿

主に残存する腫瘍細胞の数にかかっているものともい

えよう．それ故に，免疫療法に先駆する腫瘍摘出術，

 MortonやMortonの人癌における免疫療法の秀れ

た成績が1969年に報告され，世界の臨床家の注目を

ひくようになつ忙．わが国においても過去数年間，腫

瘍免疫の研究にたずさわる臨床医が増えている．免疫

療法の評価を適格に下すことはきわめて困難であるが，

世界の趨勢について一べっしてみたい．

 McKneallyらの治療成績は興味深い，肺癌患者を

stagc工がII， IIIに分類し，手術による腫瘍摘出後

BCG（Tice株）を胸腔内に注入し感染させた後，

INH 300 mg を12週聞経口投与して経過観察した．

なお対照群ではBGGを投与せずINHのみが投与

された．その成績はstage Iの患者で26名中2名が再

発したのみで対照群と比べて推計学的に有意の差が認

められたが， stage II IIIの患者ではBCG投与の

効果は認められなかった．Mortonは局所リンパ節に

転移を有したstage II melanomaの患者にBCGと

他家melanoma細胞による免疫療法が有効であった

が，stage III， IVは無効であったという報告を示し

ている．泌尿器に関する腫瘍の免疫療法としてはA．

Moralesらによるsuperficial bladder cancerのBCG

療法の成績が興昧深い．手術療法や局所化学療法にも

かかわらず再発反復する症例に対し，凍結乾燥BGG

120mgを膀胱内に注入し，2時間留置し， きらに

BGGを皮内接種する治療を週1回計6回行なって膀

胱下下に観察したところ，16陣中14名が6～12ヵ月

聞寛解を続けているという．また一部患者の生検では
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腫瘍細胞の浸潤は消失しており，膀胱粒膜下にBCG

による肉芽性炎症が認められたという．以上，免疫療

法の趨勢を効果の面からみるとstage I， IIなどのtu－

mor loadのものに有効で進行癌では無効であること

が臨床的にも立証されているものと思われる．しかし，

免疫療法の新しい方向として，化学療法に，早期より

免疫療法を併用してstagc IVの進行癌に挑戦しょう

という試みがみられる．

 Guttermanらは進行性乳癌患者に術後adriamycin，

cydophosphamide，5FUによる化学療法とBCGに

よる免疫療法を加えたFAC－BCG protocalを作製，

FACのみのものと比較している． もちろんFAC療

法自体がhistolrical control lこ比べて非常によく，

さらにBCGを加えると生存期間が推計学的に有意に

延長している．同様にPinskyらも進行癌にCAM療

法にCor］nebacterium Pareviumを用いて免疫療法を行

ない生存率の有意の延長をみている・いずれも化学療

法が強力かつ有効であり，免疫療法に賦活潮が本来の

目的のほかに，抗腫瘍剤による骨髄および免疫系の抑

制を阻止しているものと思われる．

 そのほか，急性骨髄性白血病ではBekesiらがneu－

raminidase処理白血病細胞を用いた特異免疫療法と

化学療法を併用して従来にはみられなかった良好な治

療成績をあげるとともに，小児の神経芽腫でもMER

（methanol extraction residue of BGG）と化学療法

による免疫化学療法によりPochedlyらが秀れた成績

を報告している．Fig．5は小児急性白血病がmodel

として免疫療法と臨床的に成立する過程を示したもの

である．これは恐らくすべての人癌に適用されるもの

と恵われる。免疫療法の成立に先立って，寛解導入療

法によるcytoreductionが行なわれ， さらに推持強

化療法により充分な残存腫瘍細胞のcytorcductionが

なされた後またはこれに併用して免疫療法が施行され

るのが最も好ましい形である・免疫療法を行なう際に

は，宿主は免疫賦活剤に充分反応すべき免疫能を有し

ている必要があること，免疫学的治癒は，残存腫瘍細

胞がim皿unologacal thresholdを下廻ったときに可能

となる．しかし，免疫療法により，このthresholdを

上昇させることは可能である（Fig．5）．

5） ま と  め

 以上免疫療法を人癌に応用するにあたって，三重大

小児科教室で行なってきた基礎的研究も臨床治療経験

をもとにして若干の知見をのべた．人癌における腫瘍

免疫療法に関する基礎的知識はまだ乏しいが，実験腫

瘍学でえられた事実を十分ふまえながら取組む必要が
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あると思われる．進行癌における免疫療法の効果はそ

れに先駆する化学療法などによるcytoreductionが免

疫療法成立の前提条件となると考えられ，この点，よ

き化学療法のもとによき免疫療法の効果が期待できる

と思われる．

 本論文の詳細は第28回泌尿器科中部連合会において発表し

た．発表の機会を与えていたがいた三重大多田茂教授，座長

の大阪大園田孝夫教授に深謝する．また，長い間腫瘍免疫に

熱意をもやしてこられた恩師井沢道教授に敬意を表するとと

もにその御指導に深謝する．本研究の1部は文部省科学研究

費，厚生省がん研究助成金，子供の癌を守る会助成金の援助

を受けた．
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