
の中ですし、３割負担で、さらに年収
に応じて高額療養費制度があるので、
ご自身の負担はそれほど大きくはなら
ないと思います。
　齊藤　ただ、国全体としては多いと
いうことで、今何か試みがなされてい
ますか。
　藤原　ニボルマブの事態、あるいは
ハーボニーというC型肝炎の薬を端緒
にして、日本でも費用対効果分析をこ
のような薬の使用に際して導入し、効
果の高い、しかも価格が高い薬はいい
けれども、効果があまり高くないのに
値段が高い薬は診療現場では慎重に使
うことを検討する動きが、中医協の中
の費用対効果専門部会で進んでいます。
　齊藤　使うからにはしっかり効く患
者さんに使っていこうということで、
何か新しい動きがありますか。
　藤原　使う中で、今から世の中に出
てくるのは遺伝子情報、ゲノムの情報
に基づいた薬、分子標的薬を使うのが
潮流になると思います。その中で、こ
としに入って厚生労働省ではがんゲノ
ム医療推進コンソーシアム懇談会とい

うものを設置していて、そこで2018年
度診療報酬改訂に向けて様々な議論が
されています。例えば、がんゲノム医
療中核拠点をいろいろな地域につくっ
て、そこでゲノム解析をして分子標的
薬を投与することも考えられています
し、網羅的に遺伝子解析をして、これ
には次世代シークエンサーを使います
が、様々な遺伝子、100ぐらいの遺伝
子を一度に解析して、その結果を基に
薬を投与することも試みることが議論
されています。
　齊藤　従来は一つひとつのドライバ
ージーンを探していっていたのですね。
　藤原　そうですね。コンパニオン診
断というのを聞かれたことがあるかも
しれませんけれども、一つの薬に一つ
の診断、体外診断薬で遺伝子異常を検
出して投与するというのが一般的だっ
たのですけれども、次世代シークエン
サーを使えば、100以上の遺伝子異常
が一度に見つかりますので、コンパニ
オン診断の概念が、だんだんとこれか
らは変わってくると思っています。
　齊藤　ありがとうございました。

新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅲ）

国立がん研究センター中央病院放射線治療科長
伊　丹　　純

（聞き手　大西　真）

放射線治療・粒子線治療の動向

　大西　伊丹先生、放射線治療・粒子
線治療の動向について教えていただけ
たらと思います。
　まず、放射線治療の種類とか現況、
いろいろ盛んに行われていると思いま
すが、そのあたりから教えていただけ
ますか。
　伊丹　放射線治療は、外から放射線
をかける外部照射、それから放射線の
線源、照射線の源を腫瘍の中に直接刺
入したりする内部照射、腔内照射とか
組織内照射、内部照射。あと、液体状
の放射線同位元素を注射して行う内用
療法の３つに大きく分けられます。ど
れも腫瘍に放射線のエネルギーをでき
るだけ集中させようと、いろいろな工
夫をする中で、粒子線治療とか、この
後のホウ素中性子捕捉療法（BNCT）
が出てきました。とにかく大きく分け
て、外から照射するもの、腫瘍の中に
線源を直接入れるもの、血液を介して
腫瘍に集中させるものに分けることが
できます。
　大西　それぞれの特徴といいますか、

利点などあると思いますが、まず外か
らの照射に関して教えていただけます
か。
　伊丹　外からの照射は、今の放射線
治療の90％ぐらいを占める治療で、患
者さんに寝ていただいて、周りを機械
が動いて放射線治療をしてくれます。
患者さんは特に痛みもないですし、非
常に集中してかけられるので、昔、テ
レコバルトなどを使っていたときは非
常に成績が悪かったのですけれども、
今は非常に切れ味のいい放射線で、い
い成績が得られるようになってきまし
た。
　もう一つの内部照射、小線源治療と
いうものですけれども、これは患者さ
んには、経皮的に線源を直接がんの中
に入れていくので、我々の技術も必要
としますし、患者さんも多少痛いので、
しっかり全身麻酔とかを使って行うよ
うなかたちになります。
　内用療法は注射すれば自然に患部に
集中するような薬を使います。例えば、
最近ではラジウム223というα線を出
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副作用で正常組織までも被ばくするの
ですが、正常組織の被ばくが非常に少
ないことで注目されています。
　ただ、歴史は古いのですけれども、
今まで中性子源というのは原子炉しか
なかったのです。しかし最近、加速技
術が進歩して、加速器で十分量の熱中
性子が得られるようになってきて、や
っと病院レベルでできるようになって
きました。今まで非常に効果は高かっ
たのですけれども、患者さんを原子炉
まで連れていかなければならなくて、
それがまたなかなかたいへんで、そん
なに多くの患者さんを治療できなかっ
たということがあるのですけれども、
それが最近、病院に設置できるように
なりました。特に日本で集中的に開発
されていますし、今後、世界に誇る技
術になるのではないかと思います。
　大西　例えばどういったがんで行わ
れているのでしょうか。
　伊丹　特に再発性の脳腫瘍です。脳
腫瘍も再発すると非常に予後が悪いわ
けですけれども、このBNCTで完全寛
解、完全に治癒させることも可能であ
るといわれていますし、あと普通の放
射線が効きにくい悪性黒色腫とか皮膚
の腫瘍や、耳鼻科関係の腫瘍も非常に
いい標的なのではないかといわれてい
ます。
　大西　腫瘍部分にホウ素が取り込ま
れて、選択的に治療されるということ
ですか。

　伊丹　そうなのです。ですから、薬
に頼っているような感じなのですけれ
ども、薬ががんに集中して入ることが
保証されれば、がんのところに集中的
にエネルギーを投与できるので治る。
その薬が本当にがんに集中して集積す
るかどうかは、陽電子断層撮影、PET
で事前に判定できるので、ある程度
BNCTの効果が予想できるのです。
　大西　随分進歩してきたのですね。
最近のトピックスとしては、ほかにも
ありますか。
　伊丹　小線源治療といって、内部治
療ですが、これは前立腺などで非常に
多く行われるようになってきましたし、
もちろん外科的なダ・ヴィンチという
方法もあるのですけれども、それに遜
色ない治療法です。先ほど少しお話し
したラジウム223というα線が注目され
ていますし、あとは粒子線治療、BNCT
をどのようにがんの治療の中で位置づ
けていくかは、非常に重要な問題だと
思っています。
　大西　随分進歩してきたのですね。
今後の展望ですが、何かありますか。
　伊丹　放射線治療医の目標は、がん
にだけ放射線をかける。がんにだけ放
射線をかければ、いくらでもかけるこ
とができる。ところが現状ではどうし
ても、わずかですけれども、正常組織
に放射線がかかってしまう。これをど
のように今後、がんに集中させていく
か。そのために外部照射では定位照射

す放射性同位元素を注射すると、骨転
移のところに集中して集積されて、前
立腺がんなどの骨転移では生存期間が
延びたという報告もある、素晴らしい
集中性の高い治療で、いずれもだんだ
ん副作用は少なくなってきています。
　大西　放射線治療の効果といいます
か、がんもいろいろありますので、非
常によく効くものもあるかと思います。
そのあたりの放射線治療の位置づけは
どのようになっていますか。
　伊丹　例えば、放射線治療は生理学
的機能や審美性を残していくことがで
きるので、頭頸部、耳鼻科関係のがん
には非常に大きな力を発揮します。そ
れから、肺がん、食道がんなどでは、
手術された方でも術後照射などをする
ことがありますし、根治的な放射線治
療も抗がん剤と併用して行うことが非
常に多いです。そうすると、手術と同
様の成績が上げられて、昔に比べて本
当に成績が向上しています。
　あと、婦人科のがんとか泌尿器科系
のがん、その辺には非常に大きな力を
発揮します。
　大西　随分進歩してきたということ
ですね。先ほど話がありました粒子線
治療というのはどのようなもので、ど
のような場合に適応になるのでしょう
か。
　伊丹　粒子線治療は、大きく分けて、
重粒子線、日本ではほとんど炭素、カ
ーボンを加速するかたちの重粒子線と、

陽子線治療、陽子を加速する陽子線治
療に分けられるのですけれども、両方
とも非常に大きい施設を必要とします。
大きな原子を加速しなければいけませ
んので、非常に高い電力を必要としま
す。なかなか施設的にはたいへんなの
ですけれども、出てきた放射線は、が
んに集中してかけることができる。普
通のX線だと、がんを突き抜けてしま
うのですけれども、それがなくて、が
んのところで止まってくれることから、
正常組織の被ばくが非常に少なくなり
ます。
　さらに、重粒子線の場合は生物学的
な効果が非常に高くて、普通の放射線
治療ではとても治らないような、例え
ば悪性黒色腫とか肉腫なども制御する
ことが可能で、注目されています。
　大西　難治性のケースの場合は特に
効果を発揮するということですね。
　伊丹　そう思います。
　大西　使い方によっては素晴らしい
ですね。最近、ホウ素中性子捕捉療法
というものも出てきたのですか。
　伊丹　けっこう歴史は古いのですけ
れども、点滴静注すると、がんに非常
に集中して集積するような毒性の少な
いホウ素製剤があるのです。そのホウ
素製剤が、がんに集中して投与された
後に、熱中性子をかけると、核反応を
起こして、ホウ素が吸収されたがんだ
け死んでしまうという、非常に選択性
の高い治療です。放射線はどうしても
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副作用で正常組織までも被ばくするの
ですが、正常組織の被ばくが非常に少
ないことで注目されています。
　ただ、歴史は古いのですけれども、
今まで中性子源というのは原子炉しか
なかったのです。しかし最近、加速技
術が進歩して、加速器で十分量の熱中
性子が得られるようになってきて、や
っと病院レベルでできるようになって
きました。今まで非常に効果は高かっ
たのですけれども、患者さんを原子炉
まで連れていかなければならなくて、
それがまたなかなかたいへんで、そん
なに多くの患者さんを治療できなかっ
たということがあるのですけれども、
それが最近、病院に設置できるように
なりました。特に日本で集中的に開発
されていますし、今後、世界に誇る技
術になるのではないかと思います。
　大西　例えばどういったがんで行わ
れているのでしょうか。
　伊丹　特に再発性の脳腫瘍です。脳
腫瘍も再発すると非常に予後が悪いわ
けですけれども、このBNCTで完全寛
解、完全に治癒させることも可能であ
るといわれていますし、あと普通の放
射線が効きにくい悪性黒色腫とか皮膚
の腫瘍や、耳鼻科関係の腫瘍も非常に
いい標的なのではないかといわれてい
ます。
　大西　腫瘍部分にホウ素が取り込ま
れて、選択的に治療されるということ
ですか。

　伊丹　そうなのです。ですから、薬
に頼っているような感じなのですけれ
ども、薬ががんに集中して入ることが
保証されれば、がんのところに集中的
にエネルギーを投与できるので治る。
その薬が本当にがんに集中して集積す
るかどうかは、陽電子断層撮影、PET
で事前に判定できるので、ある程度
BNCTの効果が予想できるのです。
　大西　随分進歩してきたのですね。
最近のトピックスとしては、ほかにも
ありますか。
　伊丹　小線源治療といって、内部治
療ですが、これは前立腺などで非常に
多く行われるようになってきましたし、
もちろん外科的なダ・ヴィンチという
方法もあるのですけれども、それに遜
色ない治療法です。先ほど少しお話し
したラジウム223というα線が注目され
ていますし、あとは粒子線治療、BNCT
をどのようにがんの治療の中で位置づ
けていくかは、非常に重要な問題だと
思っています。
　大西　随分進歩してきたのですね。
今後の展望ですが、何かありますか。
　伊丹　放射線治療医の目標は、がん
にだけ放射線をかける。がんにだけ放
射線をかければ、いくらでもかけるこ
とができる。ところが現状ではどうし
ても、わずかですけれども、正常組織
に放射線がかかってしまう。これをど
のように今後、がんに集中させていく
か。そのために外部照射では定位照射

す放射性同位元素を注射すると、骨転
移のところに集中して集積されて、前
立腺がんなどの骨転移では生存期間が
延びたという報告もある、素晴らしい
集中性の高い治療で、いずれもだんだ
ん副作用は少なくなってきています。
　大西　放射線治療の効果といいます
か、がんもいろいろありますので、非
常によく効くものもあるかと思います。
そのあたりの放射線治療の位置づけは
どのようになっていますか。
　伊丹　例えば、放射線治療は生理学
的機能や審美性を残していくことがで
きるので、頭頸部、耳鼻科関係のがん
には非常に大きな力を発揮します。そ
れから、肺がん、食道がんなどでは、
手術された方でも術後照射などをする
ことがありますし、根治的な放射線治
療も抗がん剤と併用して行うことが非
常に多いです。そうすると、手術と同
様の成績が上げられて、昔に比べて本
当に成績が向上しています。
　あと、婦人科のがんとか泌尿器科系
のがん、その辺には非常に大きな力を
発揮します。
　大西　随分進歩してきたということ
ですね。先ほど話がありました粒子線
治療というのはどのようなもので、ど
のような場合に適応になるのでしょう
か。
　伊丹　粒子線治療は、大きく分けて、
重粒子線、日本ではほとんど炭素、カ
ーボンを加速するかたちの重粒子線と、

陽子線治療、陽子を加速する陽子線治
療に分けられるのですけれども、両方
とも非常に大きい施設を必要とします。
大きな原子を加速しなければいけませ
んので、非常に高い電力を必要としま
す。なかなか施設的にはたいへんなの
ですけれども、出てきた放射線は、が
んに集中してかけることができる。普
通のX線だと、がんを突き抜けてしま
うのですけれども、それがなくて、が
んのところで止まってくれることから、
正常組織の被ばくが非常に少なくなり
ます。
　さらに、重粒子線の場合は生物学的
な効果が非常に高くて、普通の放射線
治療ではとても治らないような、例え
ば悪性黒色腫とか肉腫なども制御する
ことが可能で、注目されています。
　大西　難治性のケースの場合は特に
効果を発揮するということですね。
　伊丹　そう思います。
　大西　使い方によっては素晴らしい
ですね。最近、ホウ素中性子捕捉療法
というものも出てきたのですか。
　伊丹　けっこう歴史は古いのですけ
れども、点滴静注すると、がんに非常
に集中して集積するような毒性の少な
いホウ素製剤があるのです。そのホウ
素製剤が、がんに集中して投与された
後に、熱中性子をかけると、核反応を
起こして、ホウ素が吸収されたがんだ
け死んでしまうという、非常に選択性
の高い治療です。放射線はどうしても
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とか強度変調放射線治療とか、いろい
ろな方法が編み出されています。放射
線をかけている最中というのは実は腫
瘍の動きがわからないのです。腫瘍が
動いても見えないので、例えば肺がん
は呼吸で動くのですけれども、それが
照射している最中は見えないのです。
それを実際に見ながら治療をしたいが、
ずっと透視を出していると患者さんは
被ばくしてしまいます。MRIをずっと
撮りながら、それでがんを追跡しなが
ら、３次元のMRI画像を見ながら治療
しようという方法が出てきています。
私のところでもやっとそういう装置を
導入して、世界で５番目か６番目にな
るのですけれども、がんを実際見なが

ら治療していこうとしています。将来
的に外部照射はその方向で置き換えら
れていくのだと思います。
　大西　がんの種類によっては有効と
いうのもあるのですか。先ほど肺がん
が出ましたけれども。
　伊丹　消化管は非常に放射線に弱く、
なかなかかける量が限られたのですけ
れども、膵臓を見ながらかけられて、
腸が入ってきたら放射線をやめるとい
うような工夫ができるので、膵臓がん
などにもっと放射線量をかけて応用で
きるのではないかと思っています。
　大西　膵臓がんは特に難治性ですか
らね。随分進歩してきたということで
すね。ありがとうございました。

新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅲ）

東京大学消化管外科学教授
瀬　戸　泰　之

（聞き手　齊藤郁夫）

鏡視下手術・ロボット手術の現状と展望

　齊藤　ロボット手術はいつごろから
実際できるようになったのでしょうか。
　瀬戸　日本と欧米、特にアメリカと
は事情が違っていて、アメリカではだ
いたい2000年前後ぐらいからロボット
手術が行われ出しました。FDAでもそ
のくらいに認可されているのです。日
本で、薬事承認といって、いわゆる医
療の現場で使っていいというお墨付き
が出たのが2009年11月になるので、少
しアメリカと日本では時期的には、ず
れがあります。
　齊藤　今、症例数としてはどれぐら
いですか。
　瀬戸　日本の症例数でいうと、今言
ったように、2009年11月に薬事承認が
通ってから、年ごとに症例数は増えて
います。2010年に日本全国で年間約
500例ぐらいしか行われていなかった
のですが、2016年には全国で約１万
7,000例がロボット手術を受けていると
いう、年ごとに増えている状況です。
　齊藤　保険で認められているのです
ね。

　瀬戸　保険で認められているのは本
当に限られていまして、日本の現状は
泌尿器科領域だけで、前立腺の悪性腫
瘍が2012年に認められました。2016年
に、腎の悪性腫瘍、特に腎の部分切除
が保険で認められるようになりました。
それ以外は通常の保険は認められてい
ないのが現状です。
　齊藤　消化管などはどうしているの
でしょうか。
　瀬戸　基本的には臨床試験として行
われているところが多いと思います。
本当に効果があるか、あるいは安全か
どうかを確かめるために臨床試験を行
っていますが、その費用はだいたい研
究費として出されているか、あるいは
患者さん自身の負担、いわゆる自由診
療の範疇になっていると思います。
　齊藤　アメリカあるいは世界ではど
のような状況ですか。
　瀬戸　アメリカでは保険とか、そう
いう縛りはなくて、基本的にはアメリ
カでも泌尿器科領域、産婦人科領域は
ほとんどがダ・ヴィンチの手術で行わ
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