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１ 研 究 成 果 ①

　新開発の放射線増感剤（過酸化水素含有ヒアルロン酸　
　　　　　　　　　　ナトリウム）による著明な臨床効果
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はじめに
　現在の放射線治療に汎用されているリニアックのエックス線および電子線のような低 LET (linear energy transfer) 
放射線の効果のうち、約３分の２は間接作用によるとされており、生体内・細胞内の水の放射線分解によって生じる
ヒドロキシルラジカルなどのラジカル形成によるものであり、従って、腫瘍組織に酸素が存在しなければ放射線効果
は３分の１にまで低下するとされてきた。したがって、従来から、低酸素状態の腫瘍組織の酸素分圧を上昇させるた
めの多くの試みがなされてきたが、放射線治療の臨床において使用可能で有効な低酸素性腫瘍細胞増感剤は、未だ開
発されていない現況にあった。また、高圧酸素ユニットなどを用いて、患者の腫瘍組織の酸素分圧を高めた状態で放
射線照射を行うという、高圧酸素下での放射線治療の試みも行われてきたが、それによる効果も定かではなかった。
　ところで、種々の癌組織を、生検等で採取直後に液体窒素中に超低温保存して、凍結下にクライオスタットを用い
て癌組織などの薄切切片を作成し、種々のモノクローナル抗体を用いて免疫組織化学染色を行う手法は広く用いられ
ているが、この時の前処置として、バックグラウンドの非特異的染色を防ぐために通常、0.3% 程度の薄い過酸化水素
を用いて内因性ペルオキシダーゼ　ブロックを行うのが一般的である。これを行わないと、多くの癌組織および放射
線治療に抵抗性であった癌組織の免疫組織化学染色は、組織のペルオキシダーゼによる茶褐色の非特異的染色により、
不成功に終わることが常である。これにおいて、0.3% 程度の薄い過酸化水素水溶液に浸したスライドグラス上の癌組
織薄切切片をよく観察していると、浸してから数分後には、薄切切片の表面に微細な気泡が多数出現してくるのが分
かる。これが、まさに酸素の泡であり、この泡は薄切癌組織のペルオキシダーゼにより過酸化水素が分解されて生じ
るものであり、生体の最も重要な抗酸化酵素であるペルオキシダーゼは、過量の過酸化水素により失活する。すなわち、
免疫組織化学染色における前処置としての内因性ペルオキシダーゼ　ブロックという手技は、現在のライナックによ
る低 LET 放射線治療のネックとなっている腫瘍組織の低酸素状態と多量の抗酸化酵素の存在という二つの大きな要
因を解決する方法を示す試験管内モデルであったと言うことができる。
　小川らは、すでに十数年以上以前からこの現象に気づいていたが、果たしてこれをいかに実際の癌放射線治療の臨
床において生かすことができるかを現実のものとするには、さらに数年の歳月を要したところである。
　以上のごとく、本研究の目的としては、現在の放射線治療に汎用されているリニアックを利用しつつ、過酸化水
素により腫瘍組織の抗酸化酵素ペルオキシダーゼ / カタラーゼを不活性化するとともに、この時に発生する酸素に
より腫瘍局所の酸素分圧を上昇させる。これによって、低 LET 放射線抵抗性腫瘍を高感受性に変換する。この理論
に基づいて、種々の局所進行悪性腫瘍に対する放射線治療効果を飛躍的に高めるための「酵素標的・増感放射線療法 
KORTUC: Kochi Oxydol-Radiation Therapy for Unresectable Carcinomas 」を世界で初めて考案し、腫瘍組織への局
注用の放射線増感剤を開発し、これを普及させる。

材料・方法
１．この方法の背景：上記のごとく、低 LET 放射線抵抗性の腫瘍には、低濃度の過酸化水素を作用させることによっ
て、細胞内のペルオキシダーゼを失活させ酸素を発生させ、放射線高感受性に変換し得ると考えた。
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　放射線抵抗性の骨肉腫細胞株である HS-Os-1 を用いて、放射線照射時の培養液に 0.1mM という低濃度の過酸化水
素を添加することにより容易にアポトーシスを誘導でき、過酸化水素が強い放射線増感剤であることを示した。

２．KORTUC I: 「表在性の局所進行癌に対して過酸化水素の放射線増感作用を利用した放射線治療」として本学医学
部倫理委員会の承認を得た。この方法では、表在性の局所進行悪性腫瘍に対して、過酸化水素水（オキシドール）を
浸したガーゼをボーラスとして、毎回の放射線照射時に腫瘍表面を被覆し、数分間軽くマッサージを行う。

３．続いて、マウスを用いた実験的検討により過酸化水素のマウス移植腫瘍に対する腫瘍内局注による安全性を確認
した。8 週齢雌の C3H/He マウス（約 20 グラム）の右下腿に移植した SCCVII 腫瘍に対して、約 0.5% の過酸化水素・
リン酸緩衝液 (PBS) を 0.25ml 局注したところ、マウスは激しい疼痛を感じていることが確認された。したがって、注
射局所の疼痛を緩和させるとともに過酸化水素を長時間滞留させることを目的として、過酸化水素に注射可能な種々
の物質を混和してマウス腫瘍局所に注射した。これには、ゼラチンやリポソーム、グリセオール、ヒアルロン酸など
を用いた。この結果、過酸化水素にヒアルロン酸ナトリウムを混和することが最も好ましいことが判明した（未発表
データ）。
　これに基づいて、KORTUC II として：「低濃度の過酸化水素とヒアルロン酸を含有する放射線増感剤の腫瘍内局注
による増感・放射線治療 / 化学療法―皮膚や骨・軟部組織、乳房などの局所進行癌および転移リンパ節に対して」と
して本学医学部倫理委員会の承認を得た。これは、表面に露出していない腫瘍に対しては、過酸化水素を腫瘍内部に
注入する必要があるためである。したがって、過酸化水素の患部への刺激を軽減し、人体に注入しても安全で、かつ
過酸化水素の分解を遅延・抑制させて腫瘍局所に長時間滞留させ、放射線増感効果を有効に発揮できるように工夫し
た局注用の放射線増感剤を新しく開発した。これは、0.5% 過酸化水素を含有する 0.83% ヒアルロン酸ナトリウムであ
り、なお、ヒアルロン酸は過酸化水素によりその分子が切断され粘稠度が低下するため、用時に無菌的に混和して使
用するものである。この最大量 6ml を、週に 1 ～ 2 回、放射線治療の直前に主にパワードプラー超音波ガイド下に腫
瘍局所に注入した。

４．KORTUC III: 「低濃度の過酸化水素とヒアルロン酸を含有する放射線増感剤の腫瘍局所注入による増感放射線治
療 / 化学療法―進行肝細胞がん治療への応用―」として本学医学部倫理委員会の承認を得た。
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５．KORTUC IV: 「低濃度の過酸化水素とヒアルロン酸を含有する放射線増感剤の腫瘍局所注入による増感放射線治
療 / 化学療法―局所的切除不能の進行膵臓がん患者に対する開創照射への応用」として本学医学部倫理委員会の承認
を得た。

結果
１．KORTUC I: いずれも再発・局所進行の悪性黒色腫（左下腿部）、悪性線維性組織球腫 MFH, （右下腹部）、外陰
部パジェット病の各 1 例に施行し、いずれも著効を得た。この治療に伴う明らかな有害事象は、軽度の皮膚・粘膜炎
以外には認めなかった。さらに、出血を伴う局所進行皮膚扁平上皮癌（右鼠径部）、再発・局所進行頸部皮膚癌の各 1
例についても有効であった。

２．KORTUC II: これまでに 50 例以上に実施し、70% 以上の症例で著効を得、なかでも局所進行 / 高齢者乳癌 15 例
では、うち 12 例で cCR (clinically complete response) を持続中である（平均経過観察期間 12 ヶ月）。KORTUC II の

初期経験については現在、論文投稿中である。

 

考察・結論
　本治療法は、過酸化水素の適切な濃度・量および投与法・剤形の工夫により、種々の臓器組織の悪性腫瘍に対する
新しい酵素標的・増感放射線療法として幅広く応用できる。過酸化水素を用いた放射線増感については、約 40 年前に、
過酸化水素の動脈内投与についての報告があり、あまり効果がなかったためか、その後、この方法は消滅したようで
ある。我々が開発した腫瘍内局注法は、ヒアルロン酸製剤の出現とともにパワードプラー超音波や多列検出器型コン
ピュータ断層装置 (MDCT) など、最近の科学技術の進歩によって可能になったものである。とくに、乳癌に対しては、
非手術での乳房温存療法が可能になったと言える。この増感放射線療法については、KORTC VII まですでに考案し
ているため、今後、倫理委員会への申請を順次追加し、承認・適応疾患の拡大を図る予定である。

報道
　　高知新聞朝刊１面トップ記事：2007 年 12 月 13 日
　　高知新聞朝刊社説：2007 年 12 月 14 日
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　　高知新聞朝刊：2007 年 12 月 28 日
　　高知放送ラジオ：2008 年２月「新しい増感放射線療法」
   　 NHK まるごと情報市：2008 年４月 17 日
　　NHK ニュース　おはよう日本（全国）：2008 年４月 30 日
　　NHK 四国のニュース：2008 年５月５日
　　NHK「とさ金」：2008 年６月６日、６月９日（再放送）
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