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Ⅰ　はじめに
　近年，癌と糖質の関係が注目され，その中で
も，糖質制限高脂肪食であるケトン食の癌治療に
おける可能性が期待されている．われわれは，
2013年より，日本の基幹病院では，初めて，癌
ケトン食療法を開始した．2015年横浜で行われ
た第 53回日本癌治療学会学術集会を皮切りに，
日本国内のさまざまな学会で，その臨床結果を発
表してきた．この総説では，癌ケトン食療法の背

景や，われわれが用いているレジメが，どのよう
に決定されたのかを解説する．いくつかの症例の
臨床結果を紹介し，癌ケトン食療法の可能性を述
べたい．

Ⅱ　癌と糖質の関係について
　画像診断や内視鏡検査の進歩により，早期発見
され切除可能となった胃癌・大腸癌などでは，患
者の生命予後は改善しているが，膵癌など，進行
癌で発見される癌腫は，明らかに予後が改善され
ているとはいえない状況である．従来，癌の発生
には，脂肪分の過剰摂取が大腸癌や乳癌の最大の
リスクファクターといわれてきたが，アメリカで
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行われた約 5万人の閉経女性を対象にした 8年間
の追跡調査では，大腸癌と乳癌に関して，脂肪摂
取は発症リスクとはならないことが報告され
た 1）．
　イヌイット民族は，1910年以前は，魚やアザ
ラシなどを摂取し，ケトン食類似（低炭水化物高
脂肪食）の伝統的食習慣を維持していたが，総摂
取エネルギーのうち，脂質が 40％を超える形で
摂取しても，すべての年齢層でデンマーク人より
もイヌイット民族のほうが，血中脂質が低く，急
性心筋梗塞，多発性硬化症，糖尿病の羅患率にお
いても，デンマーク人と比べてイヌイット民族の
ほうが低いことが報告された．さらに，驚いたこ
とに，癌患者の発生率が極めて低かった．しか
し，1910年以降は欧米型の食文化が流入し，
1950年代からは欧米型の癌（大腸癌・肺癌・乳
癌・前立腺癌）が急激に増加した 2）（図 1）．
　本邦においても，食生活の欧米化に伴い，胃癌
に代わり，大腸癌・乳癌・肺癌・前立腺癌などの
欧米に多くみられる癌が増加し，厚生労働省研究
班が全国 9地域で 40～69歳の男女約 4万人を，
1990年から 2003年まで追跡調査した結果，Cペ

プタイド値が高い男性は，低い男性に比べ最大で
3倍大腸癌になりやすいことが報告されている 3）．
　癌細胞では，好気条件でも，ミトコンドリアの
酸化的リン酸化よりも，嫌気的解糖系で ATPを
産生するワールブルグ効果が知られている（図
2）．嫌気的解糖系は酸化的リン酸化と比較し
て，効率が悪く，大量の糖を取り込むことにな
る．その機序は不明であるが．糖取り込みを利用
して癌を局在診断する FDG-PETに応用されてい
る．発癌との関係についても，HER-2/neu発現
遺伝子改変マウスにおいては，一般食投与群で
は，1年で 50％のマウスで乳癌が発症したが，低
炭水化物高タンパク質食投与群では，1年では，
発癌はみられなかった 4）．ヒトにおいては，ドイ
ツでは 16人の末期癌患者に対して，糖質制限高
脂肪食の食事を指導したところ，5人の患者で，
不眠や精神不安，食欲不振などの QOLが改善し
たことが報告されている 5）．これらのことから，
「糖質制限高脂肪食」であるケトン食療法は，癌
患者に対する治療選択肢の一つとなり得るのでは
と期待されている．

（文献2を改変）
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図 1　生活習慣の変化はイヌイットの発癌リスクを上昇させた
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Ⅲ　ケトン食の歴史について
　ケトン食は，最近，話題に上がることが多いの
で，新たな食事療法と誤解されることもあるが，
すでに長い歴史があり，主にてんかんの領域で臨
床応用されている．その由来は古く，ヒポクラテ
スの時代において，てんかんに対して，絶食の効
果が報告されていたことにまで遡る．1921年ア
メリ力のWilderによって絶食より身体への負担
が少ない食事としてケトン食が考えられ，てんか
ん患者において劇的な発作軽減効果が報告され
た．その後，てんかんの領域においては，抗てん
かん薬の開発により，ケトン食療法は，一時下火
になった．しかし，薬剤抵抗性てんかん患者の治
療において，1990年代からアメリカで，ケトン
食の臨床効果が見直されるようになり，現在で
は，薬剤抵抗性のけいれん発作においては，セカ
ンドライン的な位置づけとなっている 6）．大阪大
学医学部小児科においては，難治性てんかん患者
（Glut-1欠損症）に対して，20年以上のケトン食
の指導経験があり，ケトン食の有効性と安全性が
確認されている 7）．そこで，大阪大学連合小児発
達学研究科，実務を担当している大阪大学医学部

附属病院栄養マネジメント部にお願いし，癌ケト
ン食療法のレジメの検討に入った．

Ⅳ　癌ケトン食療法のレジメの検討
　2010年の厚生労働省の栄養の報告書に基づく
と，糖質制限とは，1日糖質摂取量が 100 g以下
を指し，高脂肪食とは，総エネルギー量の 30％
以上を脂質から摂取することを指す．つまり，
「糖質制限高脂肪食」といっても幅があり，前述
のドイツの臨床研究では，糖質の摂取量が 1日
70 g以下，1回 20 g以下という条件であった．
日本における癌患者に対するケトン食療法のエビ
デンスは皆無であり，その他に確立された癌患者
に対する食事療法も存在しないことから，癌患者
用のレジメを一から検討する必要があった．
　初めに懸念された点は，成人の癌患者が，ケト
ン食を本当に食べられるのかという点であった，
ケトン食は，修正アトキンス食でも，油の量が多
く，幼少期から慣れ親しんだ子供でも継続が難し
いといわれている．成人男子なら，1日 2,000～
2,400 kcal摂取のうち，200～240 g程度の糖質を
摂取しているといわれる．糖質制限食で，主食の
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図 2　癌細胞におけるワールブルグ効果
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ごはん類などを完全に除いても，制限できる 1日
糖質量は，せいぜい 50 g程度である．筆者自身
も糖質制限食を 1カ月試し，なかなか困難である
ことを実感した．さらに，癌患者にとって，数少
ない楽しみのひとつである食事を制限する価値が
あるのかと厳しいコメントもあった．
　ケトン食のレジメを決定するうえで，基本にな
るのは，炭水化物と糖質の関係，ケトン比であ
る．炭水化物は，図 3aに示すように，糖質と食
物繊維から構成される．その糖質量を踏まえ，ケ
トン比が計算される．ケトン比とは脂質÷（タン

パク質＋糖質）になる．てんかんの領域では，ケ
トン比 2：1から 3：1に目標設定されている．ケ
トンフォーミュラは，あらかじめケトン比 3：1

を確保できるように成分調整されている．脂質
は，さまざまなコレステロール，リン脂質，脂肪
酸などで構成されている．脂肪酸は，長鎖炭化水
素の 1価のカルボン酸で，炭素数 8-12個のもの
を中鎖脂肪酸，それ以上のものを長鎖脂肪酸と呼
び，血中ケトン体を産生するためには，中鎖脂肪
酸が有効であるといわれている．ココナッツオイ
ルは，高濃度に中鎖脂肪酸を含むが，それでも

炭水化物

食物繊維

糖質

多糖

糖アルコール

人工甘味料

糖類

単糖
（ブドウ糖、果糖類）

二糖
（ショ糖、麦芽糖など）

初回～１週間
糖 質：10 g
タンパク質 ：60g 脂質：140ｇ ケトン比２：１
エネルギー：30kcal/kg × 標準体重 (kcal)

３カ月～
糖 質：30 g
タンパク質 ：70g 脂質： 100～ 120ｇ ケトン比1：1
エネルギー：30kcal/kg × 標準体重 (kcal)

2週目～３カ月
糖 質：20 g
タンパク質 ：70g 脂質：120～140ｇ ケトン比２：１～１：１
エネルギー：30kcal/kg × 標準体重 (kcal)

a.

b. ケトン比＝脂質 ÷（タンパク質＋糖質）

c.

図 3　炭水化物と糖質の関係と癌ケトン食療法導入方法
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60％程度であり，これらを精製したものがMCT

オイルになる．
　成人の癌患者がケトン食を始めるにあたって，
十分な血中ケトン体の上昇が必要と想定された
が，理想体重 50 kg，30 kcal/kg/日のエネル
ギー量を設定した場合，導入期に 2：1のケトン
比を達成しようとすると，必然的に，1日の糖質
量が 10 gとなった．小児の難治性てんかん患者
では，1日あたり 10 gの糖質量を守ることで，
発作の軽減が臨床的に確認されているとのこと
だったので，導入初期は 1日糖質量を 10 gとし
た．しかし，アドヒアランスに焦点をあてると，
1日あたり糖質量が，10 gか 20 gかで，献立メ
ニューが，大きく異なってくる．1日糖質量 10 g

となると，野菜などの摂取がむずかしく，ケトン
フォーミュラやMCTオイルによるエネルギー補
充が必須である．そこで，1日糖質量 10 gの制
限は 1週間をめどとし，2週目より，1日糖質量
20 gとした．次に，どの程度まで，ケトン食を
続けるべきかとの議論になった．その際，難治性
てんかん患者では，ケトン食を 3カ月継続する
と，ケトン食を中止しても，その後，発作軽減効
果がみられるとの貴重なアドバイスをいただくこ
とができた．そこで，ケトン食を 3カ月継続し，
PET-CTで介入効果を評価し，患者自身にケトン
食継続を決定してもらうこととした．3カ月以降
継続を希望した患者は，1日糖質量 30 gとし
た．1年近い打ち合わせ作業と倫理委員会の承認
作業を経て，筆者自身のケトン食に対する理解も
深まり，結果として，継続率と再現性の高い癌ケ
トン食療法のレジメが構築できたと思われる．

V　大阪大学における癌ケトン食療法
　われわれは，2012年 11月に大阪大学ゲノム審
査委員会の承認を得て，2013年より「癌患者に
対するケトン食（低炭水化物高脂肪食）の有用性
の検討」（承認番号 526）を開始した．大阪大学
における癌ケトン食療法では，栄養マネジメント
部の指導の下，最初の 1週間は，体重が 50 kgの

場 合，1日 摂 取 エ ネ ル ギー1,500 kcal， 脂 質
140 g，タンパク質 60 g，糖質 10 g，ケトン比
2：1を栄養摂取の目標としている．2週目～3カ
月目では，血中ケトン体の値を参考に，1日摂取
エネルギー1,400～1,600 kcal，脂質 120～140 g，
タンパク質 70 g，糖質 20 g，ケトン比 1：1～2：
1を目標とした．上記の目標達成のために，
MCTオイル，ケトンフォーミュラを適宜使用し
ている．3カ月目以降は，糖質の 1日摂取量は
30 g以下，1回摂取量を 10 g以下としている
（図 3c）．日常のちょっとした疑問や献立メ
ニューに対するアドバイスなどが質問できる体制
を構築し，アドヒアランスの向上に努めている．
　癌ケトン食療法での研究デザインを図 4aに示
す．単施設オープントライアル試験で，適応基準
は，病理学的に診断された悪性腫瘍患者で，臨床
病期 IV期，PS2以下を対象とした．経口摂取不
可能な患者，PS3以上，糖尿病を合併している患
者は除外とした．癌ケトン食療法での臨床評価項
目を図 4bに示す．主要評価項目は導入 3カ月後
での PET-CTによる画像の評価とし，副次評価
項目　ケトン食導入後 12カ月後での生存率とし
た．その他の癌治療に関しては，併用可能とし
た．
　当初は，肺癌の患者を対象とし，癌治療におけ
る支持療法としての可能性を探索していた．とこ
ろが，初期の 5例において，予想以上の臨床効果
を示す患者がみられ，2014年 11月に倫理委員会
に変更申請を行い，その他の癌患者も対象とし
た．
　2018年 12月現在，55例の臨床病期Ⅳ期の癌患
者が臨床研究に参加している．現在，データを固
定し，その臨床効果を解析している．すでに，5

年以上癌ケトン食療法を継続し長期延命している
症例も認められる．安全性に関しては，当初心配
されたケトン食導入による極端な低血糖は，今の
ところみられていない．吐き気などの消化器症状
の悪化は，一部の症例において認められるもの
の，十分に対処可能である．ここでは，一部の症
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例の癌ケトン食療法導入後の臨床経過を紹介す
る．
　（症例 1）56歳，女性．X-1年 6月，胸水貯留
精査のため近医を受診され，肺腺癌（cT2aN-

0M1a, adenocarcinoma, Stage IV, EGFR遺伝子変
異陽性）と診断された．X-1年 7月から同年 11

月まで，CBDCA＋PEM＋BEVを 6コース施行
し，胸水貯留は改善した．X-1年 12月から X年
2月まで，PEM＋BEVを 4コース施行するも，
CEA上昇がみられ，癌の支持療法を希望され，X

年 2月当科を紹介された．本症例では，3カ月癌

ケトン食を導入し，3カ月後の PET-CTでは原発
巣のわずかな縮小を認めた．しかし，X年 6月紹
介医の病院での頭部MRIにて脳転移（5 mm）を
認め，本人希望もあり，いったん癌ケトン食療法
は中止となった．しかし，γ-ナイフ治療により転
移病変は消失した ．同時期より，エルロチニブ
内服を開始したところ，X＋1年 1月 原発巣縮小
より，紹介医の病院にて肺原発巣手術，完全寛解
となった．1年後の診察では，仕事復帰もされ，
体重変化なく，夕食は糖質を控え，オリーブ油・
ココナッツオイルなど，油の摂取を心がけている

図 4　癌ケトン食療法での研究デザイン

a．導入基準

単施設オープントライアル試験

適応基準：
切除標本や生検による病理により診断された
悪性腫瘍患者で、Stage IV、PS２以下を対象とする。

患者本人ならびに家族が
食事療法を継続することを了承していること

除外基準：
経口摂取不可能な癌患者、または、PS３以上の癌患者
糖尿病を合併している患者

b．臨床評価項目

治療前 1カ月後 2カ月後 3カ月後 12カ月後

ケトン食指導・継続率 ● ● ● ● ●

癌治療のQOLスコア
EORTC QLQ-C30 ● ● ● ● ●

消化器症状スコア
GSRS ● ● ● ● ●

採血（末梢血、一般生
化学）検尿
血中ケトン体分画

● ● ● ● ●

PET-CT ● ● ●

１）主要評価項目 ケトン食導入3カ月後でのPET-CTによる画像の評価
２）副次評価項目 ケトン食導入後12カ月後での生存率の評価
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とのことであった．2年後の診察では，エルロチ
ニブ内服継続にて，寛解持続し，ゴルフを 1日に
2ラウンドできるまで，体力が回復していた．
（症 例 2）65歳， 女 性．X-1年 7月 子 宮 体 癌
（pT3aN0M0，stageⅢa，clear cell carcinoma）と
診断され，子宮全摘・両側付属器摘除・骨盤リン
パ節郭清・傍大動脈リンパ節郭清・ダグラス窩腹
膜剥離術が施行された．12月退院後，化学療法
TAC療法 6コースを終了した．その後，温熱療
法，自家癌ワクチン，レトロネクチン誘導 Tリ
ンパ球療法なども試されたが，7月より腹痛が出
現．腹水貯留．胸部 CTにて胸部のリンパ節転
移，胸水を指摘され入院，化学療法が施行され

た．8月に癌ケトン食療法を導入希望され，図 5
に示すように，CA125は低下し，胸水も減少し
た．そこで，化学療法の再開を進めたが，QOL

の悪化を嫌がり，再開は拒否された．その後，自
宅で家族と過ごされ，デパートに出かけたりして
いた．12月の中旬から腹水，下肢の浮腫も横ば
いとなり，経口摂取が減少し，X＋1年 1月永眠
された．患者の家族からは，「少しいい時期に，
家族と過ごすことができたことは，わずかな間で
したが，私たちにとってかけがえのない時間でし
た．」と感謝が伝えられた．今でも，心に深く印
象に残る症例であった．

図 5　子宮体癌再発患者癌ケトン食療法導入後の推移
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Ⅵ　癌ケトン食療法の課題
　癌ケトン食療法の第一の課題は，その作用機序
の解明であろう．癌細胞はケトン体を利用でき
ず，糖質を過剰に必要とするため，ケトン食は，
癌を兵糧攻めにしているという仮説があるが，筆
者は非常に疑問である．なぜなら，癌ケトン食療
法を導入しても，患者は，血糖値が正常化し，一
定化するだけで，極端な低血糖を示すことはない
からである．筆者らは，現在，その機序解明のた
め，マウスの実験を進めている．その作用機序が
明らかになれば，化学療法などの従来の癌治療と
の有効な組み合わせが明らかになると思われる．
　われわれのレジメは，再現性・継続性が高い方
法であるが，ケトンフォーミュラの使用量は，あ
くまで血中ケトン体を参考に経験的に使用されて
いるにすぎない．今後，ケトンフォーミュラや
MCTオイルの至適用量を決定する必要がある．
レジメのさらなる進化とケトン食療法の標準化作
業が必要である．
　三つ目としては，患者・医療関係者への教育・
エビデンスの構築である．食事療法なので，患者
が自己流で行っている場合をよく目にするが，残
念ながら，血中ケトン体は上昇しておらず，低血

糖や栄養バランスの悪化などが認められる．癌ケ
トン食療法を実行していくためには，十分に経験
を積んだ管理栄養士の協力が欠かせない．主治医
の理解も必要である．そのため，われわれは，癌
ケトン食研究会立ち上げ，すでに活動を開始して
いる．今後は，関係者の協力を得て，多施設共同
研究による癌ケトン食療法のエビデンス構築を
行っていきたいと考えている．

Ⅶ　おわりに
　大阪大学における癌ケトン食療法の取り組みに
ついて概説した．癌ケトン食療法は，単独で抗腫
瘍効果を示すものではなく，従来の癌治療と組み
合わせることで効果を発揮する強力な支持療法で
あると筆者は考えている（図 6）．今後も，癌ケ
トン食療法のデータを蓄積し，報告していきたい
と考えている．

謝辞
　癌ケトン食療法レジメ検討に協力いただいた大
阪大学連合小児発達学研究科下野九理子先生，患
者の栄養指導に協力いただいた大阪大学医学部附
属病院栄養マネジメント部長井直子先生，ケトン
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図 6　癌治療における癌ケトン食療法の役割
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フォーミュラ・MCTオイルの提供をしてくれた
株式会社明治，日清オイリオの方々に，心から感
謝申し上げます．
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