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受賞理由：免役チェックポイント阻害
因子の発見とがん治療への応用  



Ｊ．Ａｌｌｉｓｏｎと本庶佑の同時受賞 



二人はいわばライバルだった 
テキサス州立大-ＭＤアンダーソン癌センター 

ジェームズ・Ｐ・アリソン 

  京都大学特別教授 

本庶 祐 



「癌」は大昔から知られていた 

ヒポクラテス・医学の父と云われる 
     ＢＣ460～370頃 • 「癌」を表す「Cancer」は、か

に座 (Cancer) と同じ単語で

あり、乳癌の腫瘍が蟹の脚
のような広がりを見せたとこ
ろから、医学の父と呼ばれ
るヒポクラテスが「蟹」の意
味として古代ギリシア語で
「καρκίνος (Carcinos)」と名づ

け、これをアウルス・コルネ
リウス・ケルススが「Cancer」
とラテン語訳したものである。  



 
漢字の「癌」は 

  疒+嵒（岩の異体字）の合意形声文字で、本来

は「乳がん」の意味である。触診すると岩のよう
にこりこりしているからで、江戸期日本において
は「岩」と書かれた文書もある。 

有吉佐和子の小説「華岡青洲の妻」には、乳が
んを表す「岩（がん）」ということばが頻出する 



「悪性腫瘍」は 

• 「悪性新生物」とも呼ばれることがあるが、
Malignant neoplasmの訳語として作られた言
葉で、Malignant「悪性の」、Neo「新しく」、
Plasm「形成されたもの」を意味する。 



癌は死病とされて来たが、 
今では死因の最たるもの 



日本人にとって辛い数字だ 



人類はかなりの病気を克服したが・・ 



   この半年で癌で逝った人々 
        加藤剛           樹木希林         星由里子 
         輪島            衣笠祥雄         浅利慶太   

 



癌治療の画期的な４番目の手法 



免疫療法の歴史は古いのだが 



丸山ワクチンは有名だが 
厚労省の認可が取れず、保険適用無し 

• 丸山 千里（まるやま ちさ
と、1901年（明治34年）11
月27日 - 1992年（平成4
年）3月6日）皮膚科医。
第6代日本医科大学学長、
同大学名誉教授。 

• 皮膚結核および癌の治
療薬を目指していた丸山
ワクチンの開発者。 

• 既に４０万人の実績あり。 







本庶氏のプレゼン例 



PD-1（Programmed cell death 1） 

PD-1は1992年にT細胞の細胞死誘導時
に発現が増強される遺伝子として京都
大学本庶佑の研究室メンバーであった
石田靖雅らによって 同定・命名された。 
T細胞は胸腺で作られるが、その際自己
攻撃性を獲得した危険なT細胞がアポ
トーシスで自死する際に重要な役割を果
たすものであって欲しい、という願いをこ
めて、Programmed Death-1と命名した 
1998年に作製されたPD-1欠損マウスが
脾腫、血中免疫グロブリンの増加、脾B
細胞の抗IgM刺激 に対する反応性亢進
等を来したことから、 PD-1は生体内にお
いて免疫反応を負に制御している事が
示されるに至った 
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ＰＤ-1の発見者は 
始めはその機能が判らなかった偶然の発見 

1992年、免疫細胞の一種であ
るT細胞の細胞死が誘導され
る際、T細胞表面での発現が
増強されるPD-1という分子とそ
の遺伝子を同定・命名した 
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卵巣癌が消えた 



メラノーマ（悪性黒色腫）の二重盲検試験 



薬品の開発・製造に更に１０年を要した 

optimal(最適な) 

 + 

 PD-1  

 + 

 nivolumab(一般名) 
 

 から命名 



日・小野薬品、米ＢＭＳの共同開発 



世界の製薬大手が追随している 

• 米メルク＝ 

        キイトルーダ 

• 英アストラゼネカ＝ 

        イミフィンジ 

• スイス・ロシュ＝ 

        テセントリク 

• 独メルク＝ 

        パペンチオ  



• 小野薬品工業株式会社
（ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.） 

• 大阪市中央区久太郎町1
丁目8番2号 

• 創業：享保2年（1717年） 

• 会社設立：昭和22年
（1947年） 

• 資本金 ：17,358百万円 

• 従業員数：3,199名 

 



「オプジーボビル」と云われる東京社屋 



小野はＢＭＳと組んで開発に踏み切った 
ＢＭＳは売上２兆円の米製薬企業 



小野薬品工業の業績推移 



京都生まれだが宇部高校卒業 



京都大学医学部へ（右端） 



本庶佑の座右の銘＝６つのＣ 



２０１３年文化勲章（高倉健と共に） 



トラキチの夢はエイジシュート 



学会略歴 

• 1979年 - 大阪大学医学部教授 
• 1982年 - 京都大学医学部教授 
• 1988年 - 京都大学遺伝子実験施設施設長 
• 1989年 - 弘前大学医学部教授（客員部門） 
• 1995年  

– 京都大学大学院医学研究科教授 
– 京都大学大学院医学研究科研究科長 
– 京都大学医学部学部長 

• 1999年 - 文部省高等教育局科学官 
• 2002年  

– 京都大学大学院医学研究科研究科長 
– 京都大学医学部学部長 

• 2004年 - 日本学術振興会学術システム研究センター所長 
• 2005年 - 京都大学大学院医学研究科特任教授 
• 2006年  

– 京都大学大学院医学研究科客員教授 
– 内閣府総合科学技術会議議員 

• 2012年 - 静岡県公立大学法人理事長 
• 2015年 - 公益財団法人先端医療振興財団（現・神戸医療産業都市推進機構）理事長 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1979%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1979%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E6%8E%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/1982%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1982%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1988%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1988%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1989%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1989%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%98%E5%89%8D%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/1995%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1995%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91%E9%95%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E9%83%A8%E9%95%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/1999%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1999%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%9C%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%AD%89%E6%95%99%E8%82%B2%E5%B1%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/2002%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2002%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2004%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2004%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%AD%A6%E8%A1%93%E6%8C%AF%E8%88%88%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/2005%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2005%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E4%BB%BB%E6%95%99%E6%8E%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/2006%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2006%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%A2%E5%93%A1%E6%95%99%E6%8E%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E9%96%A3%E5%BA%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8F%E5%90%88%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%8A%80%E8%A1%93%E4%BC%9A%E8%AD%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%B0%E5%93%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/2012%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2012%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E5%85%AC%E7%AB%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%B3%95%E4%BA%BA
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学術賞受賞記録 

• 1978年 - 日本生化学会奨励賞 
• 1981年   野口英世記念医学賞（第25回） 

       朝日賞『免疫遺伝学への貢献 

• 1984年   大阪科学賞 
–     木原賞 

• 1985年 - ベルツ賞[26] 
• 1988年 - 武田医学賞 
• 1992年 - ベーリング北里賞 
• 1993年 - 上原賞 
• 1996年 - 恩賜賞・日本学士院賞[27] 
• 2012年 - ロベルト・コッホ賞[28][29] 
• 2014年   唐奨[30] 

–     ウィリアム・コーリー賞 

• 2016年   京都賞基礎科学部門 
–      慶應医学賞 
–      トムソン・ロイター引用栄誉賞 （現クラリベイト・アナリティクス引用栄誉賞） 

• 2017年   復旦・中植科学賞 
–      ウォーレン・アルパート財団賞[31] 

• 2018年 - ノーベル生理学・医学賞 
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現在の適応症は未だ限定的 

• 悪性黒色腫 
（承認取得日は日本：2014年7月、米国：2014年12月、欧州：
2015年6月） 

 

• 非小細胞肺癌 
（承認取得日は日本：2015年12月、米国：2015年10月、欧州：
2015年7月[・2016年4月） 

 

• 腎細胞癌 
（承認取得日は日本：2016年9月、米国：2015年11月、欧州：
2016年4月 

 



副作用は無いとは云えない 











 



日本の薬価引き下げの経緯 

• 2014年当時、オプジーボの薬価は100mgで72万9,849円であり、1
年間使用すると3,500万円になった。日本の医療財政の大きな負
担になるので厚労省は、オプジーボ薬価の引下げを中央社会保
険医療協議会(中医協)に提案した。  

• 2016年10月14日、政府の経済財政諮問会議で、世界での薬価と
の著しい乖離が指摘され、総理大臣官邸の判断も一気に50%引き
下げやむなしの方向に傾き、11月16日に開かれた中医協で、2017
年2月1日からの50%の薬価引き下げが了承された。  

• 2017年、オプジーボの薬価は下げられたものの販売量は急激に
増えたため、年間の売上高は1,003億円に達した。  

• 2018年、皮膚がんだけでなく肺がんの治療にも使えることや、海
外との価格差などを考慮し、4月より再度価格引き下げ（約20%）が
行われた。これにより100mg当たり、27万8029円となった。 
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当初の保険適用は悪性黒色腫のみ 



胃癌には条件付きの保険適用 



オプジーボは保険行政を破滅させる？ 







日本の薬価は高過ぎる！？ 



ペニシリンに匹敵するとまで言われたが・・ 

オプジーボは万能の夢の新薬ではない！ 

• 全ての癌には効かない 

• 基本的に他の抗ガン剤で
の治療の後に進行・再発し
たガンにしか効果が証明さ
れていない 

• 効果が出る人は投与した
人全体の「2割」程度 

• 副作用が重い（皮疹、甲状
腺機能の悪化あるいはリウ
マチやギランバレー症候群
等の自己免疫疾患） 

• 値段が高過ぎる 

 

 

 



本庶氏の憂える日本の基礎研究 







 
ところで日本人受賞者数は？ 

２６ or ２７ 
 



英国籍のこの人を数えれば・・・ 



この人の癌は夙に知られている 
大金を投じたと云われる新薬は？ 



Kindleで詳細が読めます 
￥540.00 


