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犬、猫の平均寿命が長くなり、死因のトップが「がん」に

■ 診療内容と特徴

なりつつあることを反映して、当センターの全症例中 30％
以上が腫瘍疾患である。そのために腫瘍科は非常に慌ただし

2008 年５〜 10 月の６カ月間で 300 症例以上を腫瘍科で診

く、他科の協力を得ながら可能なかぎり迅速に患者を受け入

察している（表１、２）
。

れられるよう努めている。また、依頼内容も「診断のみ」
、
「治療のみ」、「腫瘍についての説明のみ希望」、「診断から治

腫瘍科の特徴としては、診断面ではＸ線、超音波、ＣＴ、

療まですべてお任せしたい」、「診断後の治療は紹介元の病院

およびＭＲＩ検査などによる画像検査が充実していることであ

で、定期検診は当施設で」など多岐にわたり、それぞれの依

り、さらに本年中にはPET検査も可能になる予定である。また、

頼内容に応じて紹介元病院と連携をとりながら診察を進めて

細胞診や組織診断による病理検査だけではなく、フローサイ

いる。

トメトリーを利用した腫瘍細胞の性状解析も行っている。
治療面での特徴は、外科療法、化学療法、および放射線療

■ スタッフ

法の３本柱だけではなく、４本目の免疫療法も実施できるこ
とである。それぞれの治療法の長所と短所をよく理解し、さ

2008 年３月現在、腫瘍科は獣医師７名および看護師３名

らに腫瘍の種類、ステージ、症例の状態、飼い主の希望など

のスタッフを有している。獣医師の内訳は、非常勤科長（酪

さまざまな因子を考慮して、個々の症例に合わせたテーラー

農学園大学、廉澤剛）１名、腫瘍科外来担当の医長と勤務医

メイドの治療をめざしている。

の３名、臨床開発部門と兼任して免疫療法を担当する勤務医

診断の特徴：フローサイトメトリー（FCM）
■ 法によるリンパ腫のフェノタイピング
（図１）

１名、放射線治療担当の非常勤勤務医１名、常勤研修医１名、
および非常勤研修医１名である。腫瘍科外来を担当する獣医

リンパ腫は、その由来によりＴ細胞型、Ｂ細胞型の２つの

師３名は、臨床経験９年以上で、いずれも一般開業と二次診
療施設の両者での診療経験があり、また、それぞれ３年間以

サブタイプに大きく分けられる。FCM 法は細胞表面または

上非常勤科長の元で研修を積んでいる。

細胞質内の蛋白を、蛍光標識モノクローナル抗体を用いて染
色し、目的とする蛋白を持っている細胞の頻度を測定する。
当センターでは、この FCM 法によりリンパ腫の T/B 分類を行

表１

確定診断の内訳

表２

い、治療のプランニングに役立てている。また、T/B サブタ

主たる治療法

イプの偏りを証明することを高分化型リンパ腫の診断の一助

17％

外科療法

54％

腺癌

11％

化学療法

23％

肥満細胞腫

10％

免疫療法

11％

り、細胞診担当医と連携し腫瘍細胞の光学的な情報を反映し

扁平上皮癌

７％

放射線療法

11％

た精密な検査を行っている。

悪性黒色腫

７％
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としている。院内検査のため検査結果の即日報告が可能であ
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腫瘍と免疫反応

点線より上は抗腫瘍免疫反応、下は
腫瘍免疫の抑制機序を示す。
腫瘍組織にて腫瘍抗原（腫瘍の目印）
を取り込んだ未熟な樹状細胞（DC）は、
成熟しながらリンパ節へと移動し、リ
ンパ球に腫瘍抗原を提示する。その際、
DC よりインターロイキン 12（IL ‑ 12）
が十分に産生されるとⅠ型ヘルパー T
リンパ球（Th１）が誘導される。Th１
が産生する IL ‑２、IFN ‑ g は近くで腫瘍
抗原の提示を受けているキラーＴ細胞
を活性化し、活性化した Tc は腫瘍抗原
を目印に腫瘍細胞を攻撃する。
一 方、 腫 瘍 細 胞 は IAP や TGF ‑ b、
VEGF などの免疫抑制物質を産生する。
それらの多くは IL ‑ 12 や IFN ‑ g の産生
や作用を阻害し抗腫瘍免疫反応を起こ
り に く く す る。 ま た、 制 御 性 Ｔ 細 胞
（Treg）は同じ抗原に反応する Tc を抑
制し、その抗原を示している細胞に対
する免疫反応が起こらないようにする

免疫の働きを抑えてしまうさまざまな物質をつくり出すこと

■ 治療の特徴

があげられる。これらの物質のなかには、患者の元気や食欲
を抑える働きを持ち、生活の質（QOL）の低下を招くものも

当施設の治療の大きな特徴である免疫療法に関しての概要
と、実際に行っている免疫療法を紹介する。

ある（図２）
。
われわれは、がんを患った犬の免疫状態を検討し、ヒトや

がんの免疫逃避機構

実験動物で報告されているがんの免疫逃避機構のいくつか

免疫不全状態にあるヒトや動物では、がんの発生が多くみ

は、犬にも存在することを明らかにしてきた。例えば、がん

られる。このことは動物の免疫状態とがんの発生に関係があ

を患った犬では免疫抑制物質である IAP や TGF ‑ b といった

ることを示している。目に見えるほど大きく発育したがんは、

物質の血液中の濃度値は高く、抗腫瘍リンパ球の司令官であ

その発育過程で免疫監視機構をすり抜けてきている。すり抜

る Th１の割合は低いことがわかった（図３）
。また、がんが

ける方法は大きく２つに分けられる。まず１つは、がん細胞

進行している患者ほど、免疫反応を押さえ込む Treg の割合

そのものが闘うべき相手として免疫システムに認識されにく

が増加し、腫瘍細胞を攻撃する Tc の割合が減少しているこ

いということがある。もう１つは、がん細胞の多くのものが

ともわかった（Horiuchi, et al., 投稿中）
。これらのことから、
進行したがん患者ほどがんに対する免疫反応、つまりがんに
対する抵抗力がなくなってしまっていると考えられる。
先で述べたようなことより、がんを発症した動物は免疫の

P<0.01

働きが不十分であると考えられる。がん治療における免疫治

Th1（％）

40

療とは、免疫の力によるがんに対する抵抗力を再び補強・活

35

性化してがんに対抗していこうという治療法である。当セン

30

ターでは活性化リンパ球療法と樹状細胞‑腫瘍細胞融合ワク
チン（DC ワクチン）の２種類の免疫療法を行っており、さら

25

に放射線療法と併用で行う樹状細胞局所注入療法の臨床応用
を始めている。

20

活性化リンパ球療法

15

活性化リンパ球療法は患者末梢血中のリンパ球を分離し、

10

体外で活性化刺激を加えながら２週間ほど培養することで大

5

量の活性化リンパ球をつくり出し、点滴で患者に戻す治療法
である。活性化したリンパ球は腫瘍細胞を攻撃するだけでな

0
mean±S.D.

Healthy subject

Patients

く、さまざまな生理活性物質を分泌し、それらの物質は腫瘍

29.91±6.19

18.70±4.32

組織から分泌され、体の状態を悪くする物質と拮抗するた

図３ 健常犬と担がん犬の Th１％の比較
（Horiuchi, et al., Microbiol Immunol, 51（11）：1135 ‑ 1138. 2007.
より引用）

め、活性化リンパ球療法はがんを患った動物の QOL の改善
にも効果があると考えられている。
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DC ワクチン療法
樹状細胞（DC）は、免疫の実行部隊であるリンパ球にが
んの情報を示し、攻撃するための情報を与える指揮官のよう
な細胞である。DC ワクチン療法とは患者末梢血由来の単球
から培養した樹状細胞にがんの情報を取り込ませてがん患者
に投与する治療法であり、がん細胞に対して特異的な免疫反
応を誘導することができる（写真１）。人医学においてはさ
まざまながんで臨床試験が行われており、その成績は縮小
が認められたものが５％程度、不変状態を維持できたものが
30 〜 50％程度といった報告が多く認められる。
DC 局所注入療法は放射線療法と併用して行う。放射線療法
によって、ごく稀に放射線照射領域外の腫瘍にも縮小が起こ
ることが報告されている。この効果はアブスコーパル効果と
呼ばれ、抗腫瘍免疫の賦活化によって引き起こされると考え
られている。DC 局所注入療法はこの放射線による抗腫瘍免疫

写真１ DC ワクチン療法
樹状細胞と腫瘍細胞の融合細胞

の賦活化を利用する治療法である。放射線照射により腫瘍細
胞に細胞死を誘導した後、DC を腫瘍内に注入すると、DC は

血リンパ球を、悪性黒色腫細胞株と融合した樹状細胞で刺激

腫瘍細胞を貪食し、腫瘍抗原をリンパ球に提示する。この機

し、抗腫瘍性サイトカインである IFN ‑γを産生するリンパ球

序により全身の抗腫瘍免疫が賦活化できると考えられる。

の頻度を測定したものである。DC 局所注入療法によって悪
性黒色腫に反応するリンパ球が増加していることがわかる。
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図４は DC 局所注入療法を行った悪性黒色腫罹患犬の末梢
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免疫学的モニタリング
当センターは免疫状態を検討するための測定機器を完備し
ており、加療中の患者の免疫状態を経時的に測定し、治療の
プランニングに役立てている。図５は、DC ワクチン療法開
始前と３回投与後の IFN ‑γ産生能を持つリンパ球の割合を
検討したものである。DC ワクチン開始前と比較して３回投
与後では抗腫瘍性リンパ球の割合が著しく増加している。

■ 症例紹介

担当医：冨永牧子

＜症例１＞
プロフィールおよび来院経過：ゴールデン・レトリーバー、
避妊雌、８歳齢、体重 34kg。
主訴および来院経過：右鼻梁部の腫脹に気づき紹介元病院

写真２

症例１の初診時外観写真。右鼻梁部の腫脹が認められる

を受診した。FNA にて異型性の少ない線維芽細胞が多数認
められ、高分化な線維肉腫の可能性も否定できないことか
ら、再度 Tru ‑ cut 生検を実施したところ、高分化型線維肉
腫と診断された。精査および治療希望により紹介受診され
た。
初診時検査所見：右上顎犬歯〜第４前臼歯レベルにかけて
約８×４×３cm の腫瘤病変が認められた（写真２）
。同部
位は硬く、可動性なし。痛みなし。鼻汁・鼻出血なし。
ＣＴ検査にて一部骨浸潤が認められた（写真３）
。体表
リンパ節の腫大は認められず、ほかの臓器にも明らかな転
移・異常所見は認められなかった。血液検査においても明
らかな異常は認められなかった。ご家族と相談の結果、右
上顎片側切除術を実施することとした。
手術方法：CO２レーザーを用いて口唇の皮膚を剥離し、上
顎骨切除部位を露出させた（写真４）
。硬口蓋を切開し、切
除部位にて骨を露出させた。先にサジタルソーを用いて頬
骨弓を一部切除し顎動脈を結紮してから、頬骨の一部と涙

写真３ 症例１のＣＴ画像（造影後、第３前臼歯レベル）。造影増
強される腫瘤病変と一部骨浸潤が認められる

骨および犬歯〜第２後臼歯まで含めて広範囲に右上顎骨を
切除した（写真５）
。切除後は出血の有無を確認し、３‑０
。
PDS にて口唇粘膜と硬口蓋を縫合した（写真６、７、８）
病理組織学的診断：高分化型線維肉腫（切除縁に腫瘍細胞
は認められない）。
術後経過：術後２日目より食事開始。元気・食欲あり。
術後８日目に鎮静下にて口腔内をチェックしたところ、
一部創離開していたため再縫合した。
術後９日目、退院。
術後 14 日目、再診。元気・食欲あり。食後くしゃみあ
り。鎮静下にて口腔内チェックしたところ、２カ所（約５
。
mm）離開していたため、再々縫合した（写真９、10）
以後紹介元病院での定期健診を依頼し、当施設での治療
を終了とした。

写真４ 症例１の術中写真。腫瘤より口唇皮膚を剥離し、頬骨弓
を露出させたところ

＜症例２＞
プロフィール：雑種犬、避妊雌、13 歳齢、体重 19kg。

初診時検査所見：元気・食欲あり。呼吸音は荒いが、咳は

主訴および来院経過：１カ月前からのいびきと呼吸状態の

みられない。

悪化を主訴に紹介元病院を受診した。気管支拡張剤の内服

触診にて喉頭自体の腫大が感知された。頸部Ｘ線検査に

にて改善が認められず、頸部の触診にて腫瘍が疑われたた

て咽喉頭部に気道を占拠するように腫瘤病変が認められた

め、精査および治療希望にて紹介受診した。

（写真 11）
。胸部Ｘ線検査や血液検査にて明らかな異常は
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写真５

症例１の術中写真。右上顎骨を切除したところ

写真６

症例１の術中写真。口唇粘膜と硬口蓋を縫合したところ

写真７

症例１の切除検体（外側観）

写真８

症例１の切除検体（内側観）

写真９ 症例１の術後 14 日目の口腔内写真。術創の一部離開が認
められた。下顎犬歯が当たることによる上口唇の潰瘍も認められ
た

認められなかった。

写真 10

症例１の術後 14 日目外観写真

り腫瘤のパンチ生検を実施し終了とした（写真 13）。

永久気管開口術＋ＣＴ検査：ＣＴ検査を実施する際に、気

腫瘤病変は舌根部から咽喉頭領域を占拠するように

管挿管を実施できない可能性が考えられたため、ご家族よ

存在し、舌骨を巻き込み喉頭蓋への浸潤も認められた

り永久気管開口術実施の了承を得て、手術室にて緊急気管

（写真 14）
。

切開の準備を整えた状態で麻酔導入した。

病理組織学的診断：肉腫の可能性（組織の大部分が壊死組

気管挿管は困難であったため、緊急気管切開し気管

織であったが、一部で紡錘形の細胞が認められたため肉腫

チューブを挿入した。麻酔が安定してから永久気管開口術

の可能性が示唆される）
。

を実施した（写真 12）。術後移動しＣＴ撮影後、口腔側よ

術後経過：術後１日目より１日２回ネブライザーを実施

42

写真 11 症例２の頸部Ｘ線写真（ラテラル像）。咽喉頭部に腫瘤
病変が認められ、気道を狭窄している

写真 13

写真 12

症例２の術中写真。永久気管開口術終了後

症例２の口腔内写真。舌根部に腫瘤病変が認められる

し、サクションにて痰を除去した。元気・食欲は手術翌日
からあり、術後５日目に退院した。

写真 14 症例２のＣＴ画像。舌骨を巻き込み、咽喉頭領域を占拠
するように腫瘤病変が認められる

ご家族に腫瘍の切除は困難であることを説明し、緩和的
放射線療法と PEG チューブの設置を提示し相談した結果、

が、１例１例を大事に診ていくことで、スムーズな連携を図

現時点では自力採食可能なこともあって治療をしないこと

ることができればと思っている。

になった。紹介元病院での気管開口部の管理と対症療法の
実施を依頼し、当施設での治療を終了とした。

■ まとめ
腫瘍患者は人間同様、「治す」ことができない例が少なか
らずある。だからこそ、たとえ治せなくてもその患者１例１
例にとって最善の方法をご家族とともに考えていくことが大
事だと考えている。
現在の腫瘍科の体勢に落ち着いたのは 2008 年７月になっ
てからで、科としての歴史は非常に浅いが、腫瘍科内でも定
期的に症例検討会を実施し、非常勤科長や看護師、他科の獣
医師たちとも腫瘍以外の多様な角度からも意見を交わすなど
し、常によりよい方法を検討し実施するよう努めている。
すべての患者に対し理想通りに行えることばかりではない
し、また時に紹介元病院のお世話になることもあると思う

日本動物高度医療センターの連絡先
〒 213 ‑ 0032 神奈川県川崎市高津区久地２‑５‑８
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