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第 8回 
がんワクチン療法研究会 
学術集会 

 
 

プログラム・講演抄録集 
 
 
 
 

会  期：２０１1年１１月１９日（土） 

 

会  場：東京女子医科大学病院 総合外来センター５階大会議室 

      TEL (03)5367-9945 若松河田町 若松口 

 

総会会長：村垣 善浩  

  （東京女子医科大学先端生命医科学研究所 先端工学外科/脳神経外科 兼任） 



第８回学術集会の開催にあたって        

 

総会会長 村垣 善浩  

（東京女子医科大学先端生命医科学研究所 先端工学外科/脳神経外科 兼任） 

 

今回第８回がんワクチン療法研究会学術集会を開催させていただくことになり大変光栄に

存じます。この学術集会が、個々の先生方の経験をより科学的に検証するための方法論を含

めた議論の端緒となればと思っております。検証することにより、副作用の極めて尐ないが

んワクチンを、効果があると予想される患者さんに “自信をもって”治療の選択肢として提

示することができるようになるからです。 

私自身も悪性脳腫瘍に対する免疫療法を始めて１１年になります。当時東京女子医科大学

の主任教授であった堀智勝先生（現がんワクチン療法研究会名誉会長）の御指示のもと、理

化学研究所の遺伝基盤研究部細胞材料室の室長であった大野忠夫先生（現セルメディシン社

代表取締役）との共同研究を始めました。丸山隆志講師とともに当初はナチュラルキラー（NK）

細胞等を用いる細胞免疫治療を施行し、著明な効果を示した患者さんが尐数ですが存在し、

免疫療法の“実力”を経験しました。一方で臨床上の理由で細胞治療を実施できない患者さ

んが多数のため、ホルマリン固定標本から作成される自家腫瘍ワクチンの臨床研究に移行し

ました。そして 2005年より筑波大学脳神経外科（松村明先生、坪井康次先生ら）と共同で開

始した前向きの探索試験（第 I/II相）の結果で、皮膚反応の大きい患者さんが小さい患者さ

んと比較し再発までの時間が長いというワクチンの効果の結果が判明しました。各々の患者

さんからの経験から前向き探索試験でようやく一つの事実を確認できたのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



さて、本学術集会の内容ですが、招待講演を東京女子医科大学で長年がん免疫療法を主導

してこられた有賀淳教授にお願いしました。消化器がんに対する自家がんワクチンや樹状細

胞がんワクチンそしてペプチドワクチン含め幅広く免疫療法と患者さんに届けるための薬事

承認についての戦略についてのお話を伺える予定です。また本学泌尿器科の小林博人先生か

らは自己活性化 γδ型 T 細胞を用いた免疫細胞療法について、そして古倉聡先生、倉西文仁

先生、小寺由人先生からは免疫療法に関する大きなトピックである治療予測因子についてご

発表いただきます。本学術集会の主題の一つである自家腫瘍ワクチンに関しては、小池直人

先生からのリンパ節転移の１例、三好立先生からはがん治療症例、丸山隆志先生からは脳腫

瘍治療症例、石川栄一先生からは施行中の臨床試験の治療成績についてのご報告があります。

また、南直秀先生からは効果判定が迅速な伴侶動物の治療成績について伺います。 

肝がんにおいて海外ランダム化試験で効果が検証されている自家腫瘍ワクチンですが、他

のがんにおいても経験から探索試験にそして最終的には検証試験（第 III 相）へと評価を進

めていくべきと思われます。患者さんが参加したいと思われる適切な試験計画によって、ど

のような患者さんにどのようながんワクチン（免疫）療法を行えば効果があるのかを明確に

示せる時代になるよう、本学術集会で議論を始めたいと考えます。 

本学術集会がワクチンを中心としたがん免疫療法に関わる方々にとってご参考になるよう

に準備させていただきます。多くの皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【プログラム】 
 

13:30-13:35 開会挨拶  村垣善浩（東京女子医科大学） 

 

13:35-14:15 会長講演 （ 座長：大野忠夫 セルメディシン株式会社 ） 

          経験から検証に発展するがん免疫療法 

村垣善浩  東京女子医科大学  

 

14:15-14:51 セッション１：症例報告・予測因子（ 座長：丸山隆志 東京女子医科大学 ） 

 

１． 術後リンパ節転移を来した肝細胞癌に対し自家がんワクチン療法を施行した一例 

小池直人 1、眞崎義隆 2、河上牧夫 3 

聖隷佐倉市民病院 1 外科、2 呼吸器外科、3 病理 

 

２． 自家癌ワクチン投与前後の T-cell 分画の変化と予後 

倉西文仁 1)、黒田義則 1)、則行敏生 1)、中原雅浩 1)、福田敏勝 1)、住谷大輔 1) 山木 実 1)、 

浜岡道則 1)、田口和浩 1)、高橋 元 1)、山口恵美 1)、大野忠夫２)   
１尾道総合病院 外科、２Cell-Medicine, Inc. 

 

３． 末梢血サイトカイン分泌能から評価した養子免疫療法のresponder 予測についての 

 検討 

古倉聡1)2)、石川剛1)2)、坂元直行3)、宇野賀津子4)、吉川敏一1) 

京都府立医科大学 消化器内科1)、京都府立医科大学 がん免疫細胞制御学2)、医聖会 百万

遍クリニック3)、ルイ・パストゥール医学研究センター4) 

 

 

14:51-15:27 セッション２：臨床試験（ 座長：倉西文仁 JA 尾道総合病院 ） 

 

４． 当院における自家がんワクチン療法施行症例の検討 

三好 立１），朝日厚子１），丸山隆志２），片岡達治１） 

銀座並木通りクリニック１），東京女子医科大学脳神経外科２） 

 

５． 悪性神経膠腫に対する自家腫瘍ワクチンを用いた免疫療法の治療成績 

丸山隆志１,２、村垣善浩２、伊関 洋２、大野忠夫３、岡田芳和１ 
１東京女子医科大学 脳神経外科、２東京女子医科大学大学院医学研究科 先端生命医科学研

究所、３セルメディシン株式会社 

 

 

 

 

 



６． 膠芽腫患者に対する自家腫瘍ワクチンと放射線・化学療法を用いた臨床多施設共同 

 試験の経過報告 

石川栄一１、山本哲哉１、中井 啓１、高野晋吾１、丸山隆志２、田中雅彦２、生田聡子２、

橋本幸一３、原田義則３、上前洋二４、大野忠夫４、唐沢克之５、松谷雅生６、阿部竜也７、

村垣善浩２、松村 明１ 

1.筑波大学 人間総合科学研究科 脳神経外科 2.東京女子医科大学 脳神経外科 3.

筑波大学 CREILセンター 4.セルメディシン株式会社 5.都立駒込病院 放射線診療科

6.埼玉医科大学 脳神経外科 7.大分大学 脳神経外科 

 

15:27-15:42 がんワクチン療法研究会総会 

15:42-15:54 コーヒーブレイク 

15:54-16:30 セッション３：細胞免疫療法（ 座長：石川栄一 筑波大学） 

 

７． 泌尿器がんに対する自己活性化 γδ 型 T細胞を用いた免疫細胞療法 

小林 博人 

東京女子医科大学 泌尿器科 

 

８． 原発性肝癌に対する術後免疫療法において FOXp3 比率は再発危険因子となるか？ 

小寺 由人、有賀 淳 

東京女子医科大学消化器病センター 外科 

 

９． 猫の乳腺腺癌に対する樹状細胞を用いた免疫細胞療法の１例 

  南 直秀、 黒飛裕美、 大薗三千代、石井宏志 

東京動物医療センタ－ 

 
 

 

16:30-17:30 特別講演 （ 座長：村垣善浩 東京女子医科大学 ） 

          消化器がんに対するがんワクチン療法の現状と展望 

         有賀淳  東京女子医科大学先端生命医科学研究所 

 

 

17:30-17:40 閉会挨拶 坪井康次（筑波大学） 

 

17:45-  懇親会 

 

 

 

 



参 加 者 へ の 御 案 内 

 

１． 会  長：村垣 善浩（東京女子医科大学病院先端生命 

医科学研究所 先端工学外科/脳神経外科 兼任） 

２． 期  日：2011年 11月 19日（土）13：30- 

３． 会  場：東京女子医科大学病院外来センター5 階大会 

議室  

東京都新宿区河田町 8-1  

（若松河田駅 徒歩 5 分） 

      〈TEL〉03-5367-9945（代）03-3353-8111 

〈FAX〉03-3359-6046 

 

４． 受  付：１３：００より 会場前にて行います。 

５． 参 加 費：２，０００円  

※名札ならびにプログラム抄録集をお渡しいたします。 

 （専門会員にはプログラム抄録集を事前に送付いたします。） 

６． 懇 親 会：講演終了後に立食の意見交換会を予定しております。 

          会 場：東京女子医科大学先端生命医科学研究所 TWINS 2階ラウンジ（立食） 

         時 間：17：45（講演終了後）〜19：30（予定） 

７． 関連集会：運営委員会  27日（土）12：30～13：15 東京女子医科大学病院外来センター5 階小会議室 

 

 

【座長の先生方へ】 
１） 開始予定時刻の１０分前までに、次座長席にお着き下さい。 

２） 時間厳守にご協力下さい。 

 

【演者の先生方へ】 
１）講演時間は、一般演題 発表：８分・討論４分です。時間厳守でお願いします。 

２）演者の先生方に各自のノートパソコン持ち込みでの発表をお願いします． 

パソコンの持ち込みが困難な先生のために， Windows XP Pro，Microsoft Power Point 2003, PowerBook 
G4(OSX10.4.11)および Microsoft office for mac 2008 がインストールされたパソコンを準備しています． 

３）USBメモリ，CD-R等でデータをご持参の上，発表の 30 分前までに受付に提出をお願いします． 

４）但し，スライド上での図の位置ずれや動画の再生等，問題が生じる可能性がありますのでご了承下さい．  

 

【討論者の方々へ】 
１） 討論者は座長の許可を得た上で、所属・氏名を明確に述べ、討論を簡潔に進めて下さい。 

２） 討論にはプロジェクターを用いないで下さい。 

 

            【本研究会に関する問い合わせ先】 

 
 
 
 

第 8 回総会会長：村垣 善浩 
東京女子医科大学病院先端生命医科学研究所    
先端工学外科/脳神経外科 兼任 

〒162-8666 東京都新宿区河田町 8-1 

TEL: 03-5367-9945  FAX: 03-3359-6046 

 

がんワクチン療法研究会(AsCaVaTh)事務局 
〒305-8575 つくば市天王台 1-1-1 

筑波大学陽子線医学利用研究センター 

TEL: 029-853-7108 FAX: 029-853-7102 

E-mail: ascavath@pmrc.tsukuba.ac.jp 

http://www.ascavath.org/ 
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