
　池脇　大腸癌の集学的治療のup-date、
大腸癌に対する治療ということですけ
れども、大腸癌が増えて、今、大腸癌
が癌の中では一番多いと記憶していま
すが、正しいですか。
　栁　確かに非常な勢いで増えていま
す。特に女性で増えています。
　池脇　男性では大腸癌が一番多いの
は本当なのですね。
　栁　はい。
　池脇　女性でもおそらく乳癌の次ぐ
らいですか。
　栁　女性の場合は結腸癌が一番が多
くなるというのは見えています。
　池脇　そういう意味では、癌の中で
も横ばいのものもあれば、大腸癌のよ
うに急速に増えているものもある。こ
れは何か理由があるのでしょうか。
　栁　やはり食事や環境が欧米化して
いる中で、欧米と同様の傾向で、日本

でも大腸癌が増えていくのは当然の成
り行きかなと思います。
　池脇　癌のリスクというと喫煙が一
般的ですが、今言われた食生活、私は
動脈硬化を専門にしているのですけれ
ども、動脈硬化のリスクとかぶってい
るようなところがありますね。例えば
肉を食べるとか、食物繊維が少ないと
か、それがどうして大腸癌を誘発する
のか。メカニズムはわかっているので
すか。
　栁　まだはっきりわかっているわけ
ではないのですが、大腸粘膜に対して
非常に有害な物質が生成されて、それ
が作用するのはまず間違いないと思い
ます。
　池脇　患者さんの数が増えているわ
けですが、健診での便潜血検査が普及
して、そこで見つかる例も増えている
のではないでしょうか。

　栁　自分の身を守るためには毎年、
便潜血検査を受けていただくことが大
事です。
　池脇　先生は外科医として大腸癌の
治療にかかわっていますが、当然ほか
の癌と同じようにステージがあると思
うのですけれども、大腸癌の場合はど
うなっているのでしょうか。
　栁　ほかの癌も一緒ですけれども、
大腸癌は１～４期まであります。普通
の癌であれば、４期というと末期に当
たるわけですけれども、大腸癌の場合
には治療を工夫することによってかな
り治癒まで持っていける症例を増やせ
ることが最近わかってきまして、単に
４期という概念です。ですから、通常
であれば４期の癌というのは諦めがち
になるのですけれども、我々は積極的
な治療対象にしています。
　池脇　そこが今回の集学的治療とい
うことになると思うのですけれども、
もう一度確認しますと、４期は、今先
生が言われたように、遠隔の転移があ
るという症例ですね。３期も若干周辺
に癌が広がっている状況ですか。
　栁　そうですね。
　池脇　１期と２期は、基本的にはそ
こにとどまっているということなので、
場合によっては内視鏡的な手術で何と
か完治まで持っていけるステージなの
ですね。
　栁　そうですね。１期と２期に関し
ては、外科医の腕の見せどころといい

ますか、ほかの科の先生の手を煩わせ
ずに、外科医のみで治療がされる。そ
れから消化管の内視鏡医で治療される
場合が多いです。
　池脇　それがおそらく集学的治療と
いう意味にも関連してくると思うので
すけれども、改めて治療の前に、「集
学的」を入れることが意味するものは
何なのでしょう。
　栁　外科医の立場からすると、過去
100年近く、外科医の力だけではどう
しようもなかった症例が、昨今、ほか
の治療方法が非常に進みまして、それ
らの治療を利用することで飛躍的に患
者さんの生命予後を延ばすことができ
るようになってきました。つまり、外
科の手術プラスほかの治療法を加える、
それを集学的治療というのですけれど
も、これを行うことによって助かる患
者さんがたくさん出てきたのです。
　池脇　具体的には外科の手術プラス
何が加わったのでしょうか。
　栁　治療法の三種の神器といわれる
ものが、外科の手術に加えて、抗癌剤
治療、すなわち化学療法、それと放射
線治療、この３つが非常に重要なファ
クターとなります。
　池脇　抗癌剤でも放射線でも、以前
からあったのだと思うのです。今こう
やって先生の言う集学的な治療によっ
て、以前は手遅れのようなものも助か
るようになった。おそらく先生方の手
術のテクニック、腕がよくなったのも

大腸癌の集学的治療のup-date

明和病院副院長
栁　　秀　憲

（聞き手　池脇克則）

　大腸癌の集学的治療のup-dateについてご教示ください。
＜千葉県勤務医＞
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あるのだと思いますけれども、それ以
外の要素は何なのでしょう。
　栁　一番大きなファクターは抗癌剤
の治療が進んだことです。非常に強力
な治療。細胞傷害性の以前からある抗
癌剤だけではなくて、分子標的治療薬
といわれるものを併用することによっ
て非常に効果が出るようになってきま
した。
　池脇　大腸癌は手術がメインで、化
学療法、抗癌剤というのは再発予防の
ためだと思っていましたが、先生の意
味しているのはおそらく手術の前に抗
癌剤、ということですか。
　栁　大腸癌の診断時に全く手術でき
ないものが、昨今の化学療法を行うこ

とで外科医が関与できる、手術できる
までになる症例が非常に多くなってい
ます。代表的な１例を供覧します（写
真）。
　池脇　そういう意味なのですね。そ
れは以前からある抗癌剤ではなくて、
新規の抗癌剤が登場したということな
のでしょうか。
　栁　そうですね。1990年以降、数々
開発されたものです。
　池脇　そういったものに関しては、
いろいろなものの組み合わせの中で、
例えばこういうものが先生が言われた
ような効果が発揮できるといった、エ
ビデンスがだいぶ積み上げられてきた
のでしょうか。

　栁　この10年、15年でかなり積み上
げられていますので、我々はそれを利
用させていただく立場にあります。
　池脇　もう一つ、抗癌剤の中でも最
近は分子標的薬なるものもあって、大
腸癌の領域でもそういったものが使わ
れているのでしょうか。
　栁　大腸癌では現在、主に２種類、
抗VEGF抗体と抗EGFR抗体が使われ
ています。
　池脇　いわゆる抗癌剤の通常のもの
と、そういった分子標的薬の役割とは、
ちょっと違うのでしょうか。
　栁　通常ある抗癌剤の力を長引かせ
る、あるいはより強力にする。それと、
非常に速いスピードで小さくすること
ができるようになったので、外科が関
与できる立場になってきたことです。
　池脇　先生自身は大腸外科医として
手術を担当する。当然抗癌剤だとか、
そちらは専門の方が入ってくるのです
ね。
　栁　現在、どんどん分業化して、専
門性が高まっているのですけれども、
ここで気をつけなければいけないのは、
それぞれの分野で独立していくと、今
言っている集学的治療のタイミングを
逸する可能性が出てくるので、常に外
科医と腫瘍内科医の関係を密にしてお
くのが大事だと思います。
　池脇　どちらがメインというよりも、
対等な立場で、密接に連携しながら、
患者さんの長期の治療計画を立ててい

く。外科も、例えば肝転移、肺転移が
あるとなると、肝臓や呼吸器外科の先
生も入ってこないといけないですね。
　栁　それぞれの外科の手技が非常に
専門性が高いので、大腸専門医だけで
はとても解決できなくて、常にリアル
タイムに呼吸器外科医なり肝臓外科医
と連絡を取り合える関係が大事かと思
います。
　池脇　外科医がメスを振るえる状態
にするために、抗癌剤で腫瘍を外科的
に取れるような状況にするのが前提と
いうことですね。
　栁　そうですね。初めから取れるも
のはいいのですけれども、取れないも
の、取りにくいものに関してそれをや
っていただくのは非常に重要なことで
す。
　池脇　以前でしたら、４期というと、
先生も、家族も、本人も諦めてしまう。
緩和的な治療になってしまう。それが
今、そういう集学的治療で、具体的に
はどの程度治療成績が変わっているの
でしょうか。
　栁　以前であれば５カ月しかもたな
かった命が、今、通常に抗癌剤をやる
だけでも30カ月を超えるまでになって
いるのですけれども、さらに外科医の
手が加わって、「体の中から癌細胞が
なくなりましたね、消えましたね」と
いう言葉が出た瞬間に、40～50％の５
年生存率が得られます。延命ではなく
て、５年生存率が得られるようになっ

写真

直腸癌切除不能同時性肝転移症例に対する細胞傷害性化学療法＋
分子標的治療薬による治療の著効例　（40歳代　女性）

40歳代女性の直腸癌切除不能同時性肝転移症例に対して、FOLFOX６＋抗VEGF
抗体、FOLFIRI＋抗EGFR抗体にて５カ月間治療を行い、切除可能となったため、
このあと、計画的二期分割肝切除、直腸癌切除（腹腔鏡下超低位前方切除術）を
行った。治療開始後６年４カ月非胆癌生存中である。

初診時 治療開始５カ月後
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あるのだと思いますけれども、それ以
外の要素は何なのでしょう。
　栁　一番大きなファクターは抗癌剤
の治療が進んだことです。非常に強力
な治療。細胞傷害性の以前からある抗
癌剤だけではなくて、分子標的治療薬
といわれるものを併用することによっ
て非常に効果が出るようになってきま
した。
　池脇　大腸癌は手術がメインで、化
学療法、抗癌剤というのは再発予防の
ためだと思っていましたが、先生の意
味しているのはおそらく手術の前に抗
癌剤、ということですか。
　栁　大腸癌の診断時に全く手術でき
ないものが、昨今の化学療法を行うこ

とで外科医が関与できる、手術できる
までになる症例が非常に多くなってい
ます。代表的な１例を供覧します（写
真）。
　池脇　そういう意味なのですね。そ
れは以前からある抗癌剤ではなくて、
新規の抗癌剤が登場したということな
のでしょうか。
　栁　そうですね。1990年以降、数々
開発されたものです。
　池脇　そういったものに関しては、
いろいろなものの組み合わせの中で、
例えばこういうものが先生が言われた
ような効果が発揮できるといった、エ
ビデンスがだいぶ積み上げられてきた
のでしょうか。

　栁　この10年、15年でかなり積み上
げられていますので、我々はそれを利
用させていただく立場にあります。
　池脇　もう一つ、抗癌剤の中でも最
近は分子標的薬なるものもあって、大
腸癌の領域でもそういったものが使わ
れているのでしょうか。
　栁　大腸癌では現在、主に２種類、
抗VEGF抗体と抗EGFR抗体が使われ
ています。
　池脇　いわゆる抗癌剤の通常のもの
と、そういった分子標的薬の役割とは、
ちょっと違うのでしょうか。
　栁　通常ある抗癌剤の力を長引かせ
る、あるいはより強力にする。それと、
非常に速いスピードで小さくすること
ができるようになったので、外科が関
与できる立場になってきたことです。
　池脇　先生自身は大腸外科医として
手術を担当する。当然抗癌剤だとか、
そちらは専門の方が入ってくるのです
ね。
　栁　現在、どんどん分業化して、専
門性が高まっているのですけれども、
ここで気をつけなければいけないのは、
それぞれの分野で独立していくと、今
言っている集学的治療のタイミングを
逸する可能性が出てくるので、常に外
科医と腫瘍内科医の関係を密にしてお
くのが大事だと思います。
　池脇　どちらがメインというよりも、
対等な立場で、密接に連携しながら、
患者さんの長期の治療計画を立ててい

く。外科も、例えば肝転移、肺転移が
あるとなると、肝臓や呼吸器外科の先
生も入ってこないといけないですね。
　栁　それぞれの外科の手技が非常に
専門性が高いので、大腸専門医だけで
はとても解決できなくて、常にリアル
タイムに呼吸器外科医なり肝臓外科医
と連絡を取り合える関係が大事かと思
います。
　池脇　外科医がメスを振るえる状態
にするために、抗癌剤で腫瘍を外科的
に取れるような状況にするのが前提と
いうことですね。
　栁　そうですね。初めから取れるも
のはいいのですけれども、取れないも
の、取りにくいものに関してそれをや
っていただくのは非常に重要なことで
す。
　池脇　以前でしたら、４期というと、
先生も、家族も、本人も諦めてしまう。
緩和的な治療になってしまう。それが
今、そういう集学的治療で、具体的に
はどの程度治療成績が変わっているの
でしょうか。
　栁　以前であれば５カ月しかもたな
かった命が、今、通常に抗癌剤をやる
だけでも30カ月を超えるまでになって
いるのですけれども、さらに外科医の
手が加わって、「体の中から癌細胞が
なくなりましたね、消えましたね」と
いう言葉が出た瞬間に、40～50％の５
年生存率が得られます。延命ではなく
て、５年生存率が得られるようになっ
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分子標的治療薬による治療の著効例　（40歳代　女性）

40歳代女性の直腸癌切除不能同時性肝転移症例に対して、FOLFOX６＋抗VEGF
抗体、FOLFIRI＋抗EGFR抗体にて５カ月間治療を行い、切除可能となったため、
このあと、計画的二期分割肝切除、直腸癌切除（腹腔鏡下超低位前方切除術）を
行った。治療開始後６年４カ月非胆癌生存中である。

初診時 治療開始５カ月後
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ています。
　池脇　ぜひそういった集学的な治療
が日本全国に広がってほしいのですけ
れども、現実的にはまだ途上というと
ころでしょうか。
　栁　今、それぞれの治療の専門性を
高めている状態で、それぞれがどう密

接に連絡していくかを模索している状
態で、それがキャンサーボードといわ
れる状態なのでしょうけれども、これ
からもまだ模索の状態は続くかもしれ
ません。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　池田　まず抗核抗体、これは有名な
検査ですけれども、実際、技術的には
どういうことが行われるのでしょうか。
　川口　以前ですと、ヒト以外の細胞
を用いて、その細胞の核に結合するよ
うな抗体、IgGがヒトの体の血液中に
あるかどうか、そういう検査だったの
です。非常に感度が悪い検査が行われ
ていました。
　ただ、これは膠原病で非常に特異性
の高い検査だということが50年以上前

からわかってきました。その後、いろ
いろ改良されて、今では蛍光抗体法と
いう方法が主流です。その方法ですと、
HEp２細胞という非常に核が大きな細
胞を用いて行われます。核が非常に大
きいものですから、判定が容易になり
ます。
　しかも、核の中にはいろいろな蛋白
質があります。それは核小体に集まり
やすいもの、あるいはまんべんなく核
の中にあるもの、あるいは非常に細か

抗核抗体

東京女子医科大学リウマチ科臨床教授
川　口　鎮　司

（聞き手　池田志斈）

　抗核抗体についてご教示ください。
　健常者の10〜20％で、陽性（通常80倍以下）を示し、疾患標識自己抗体の
検出はないといわれているようです。今般、膠原病等自己免疫疾患が示唆され
ない症例で640倍の上昇を認めました。
　１．79歳女性で両下肢のしびれで神経内科での検査上特変なく、検血上、唯

一抗核抗体640倍を指摘され、３年後当方での再検上も同値を得ました。
疾患標識自己抗体は認めません。

　２．76歳男性で抗菌薬やステロイド無効の肺炎で、培検上肺粘液産生性肺が
んの病理診断を得ましたが、臨床検査では抗核抗体640倍を示していま
した。自己免疫疾患を疑うような所見は得られていません。

＜大阪府開業医＞
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