
ん患者さんがウイルス療法を使う時代
が来る、と私は思っています。そうな
るとウイルスが体内から体外に出てい
くことも考えて、環境への影響も考え
なくてはいけません。ヘルペスウイル
スは接触感染しかしなくて、しかもヒ
トのみを宿主とするウイルスで、さら
にヒトのがん細胞でしか増えないので
すから、環境への影響が全くないと言
っても過言ではありません。
　齊藤　当面の臨床に使われる過程と
してはどういうことになりますか。
　藤堂　将来どのように使われるかと
いうことですね。単純ヘルペスウイル
ス１型を用いたウイルス療法に関して
は、腫瘍内投与が主になります。ただ
し、腫瘍内に投与しても、免疫を介し
て全身の転移あるいは再発予防に効く
ことになります。ですから、将来この
ウイルス療法が普通に使えるようにな
ったとしたら、免疫の効果を考えて、
がんのなるべく早い段階で使ったほう
がいいのです。将来は、例えば、がん
が見つかったらまず最初にウイルスを
投与して、それから手術を計画すると
か、あるいは抗がん剤で免疫が下がる

前にウイルス療法を行うというように、
今行われている標準治療をかなり様変
わりさせるような使い方になるのでは
ないかと思っています。
　齊藤　いつごろそうなりそうでしょ
うか。
　藤堂　日本で開発しているG47Δの
臨床試験が非常にうまくいったと仮定
して、薬になるまで約２年。でも、数
年以内には日本でもウイルス療法が実
用化されるだろうと考えています。
　齊藤　その後、がん治療の考え方が
大きく変わっていくだろうと。
　藤堂　今、脳腫瘍を先頭に開発して
いますけれども、すべてのがんに対し
て適応がある。すべてのがん患者さん
が使えるということですし、さらに今
話題になっている免疫チェックポイン
ト阻害薬と非常に相性がいいものです
から、免疫を使ってがんを根治させる。
それから、がん幹細胞も殺してしまう
ので、全摘できなかったがんも根治す
る可能性がでてくるという時代になる
と思います。
　齊藤　どうも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（Ⅳ）

慶應義塾大学病理学教授
坂　元　亨　宇

（聞き手　大西　真）

難治がんへの取り組み

　大西　坂元先生、まず、難治がんが
どういうものなのか教えていただけま
すか。
　坂元　難治がんに関して、おそらく
明確に定義されたものはないのだと思
いますが、一般的にいわゆる５年生存
率が低いがん、治りにくいがんという
ことになると思います。そのように治
療が困難ながんの原因として考えられ
るのが、患者さんが実際に病院に来て、
診断された時点ですでに進行がんであ
ること、あるいはある段階で見つかっ
て、手術ができたとしても、手術によ
る根治が難しいがんであること、ある
いは仮に手術で十分根治できたと思っ
ても、その後、早期に再発してしまう
がんなどが、いわゆる難治がんに相当
すると考えています。
　大西　まず早期診断が困難な場合と
はどういうケースがありますか。
　坂元　実際、なかなか早期に診断さ
れない、早期診断に関しても定義が比
較的広く用いられていると思いますが、
早期診断が難しい最大の理由としては、

そもそも患者さん自身が症状を訴えに
くいために、なかなか病気に気づかな
い。結果として病院に来ないので、診
断されないということです。
　一方で、最近ではいわゆる一般的な
健康診断だけではなくて、がんになり
やすい年齢や背景因子がある方を、ハ
イリスクグループと呼んでいると思い
ますが、そのような、よりリスクの高
いグループがまだほとんどわかってい
ないがんなどにおいては、そのような
囲い込みが医療側からもできない場合
に、どうしても早期診断が難しくなる
かと思います。
　膵臓がんはそのような意味でも、症
状も訴えにくいし、症状が出た段階で
は非常に進行している。あるいは、膵
臓がんにどのような方がなりやすいか
も、なかなかわかっていません。どの
ような方を積極的に診断・検査してい
いかがまだわかっていない状況だと思
います。
　大西　比較的早めに診断されても、
なかなか根治が難しい場合があります
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がん、これは膵臓にできるがんの中で
もいわゆる浸潤性膵管がんと呼ばれる
タイプのがんで、膵臓がんの中で最も
頻度が多いのです。このタイプのがん
は非常に難治ながんで、最近のデータ
では頻度はまだ肝臓がんよりも少ない
ですが、がんの死因の５位にまでなっ
てきていて、非常に大きな問題だと思
います。
　大西　だいぶ様変わりしてきたので
すね。膵臓がん、早期発見は難しいと
思うのですが、そのあたりの工夫はだ
いぶされているのでしょうか。
　坂元　膵臓という場所が体の奥深い
ところにあって、まず患者さん自身が
気づきにくく、痛みを訴えたときには
もうすでに神経などに浸潤しています。
画像的にもなかなか診断が難しいので、
健康診断の超音波などで膵管のちょっ
とした拡張や狭窄の異常が見つかる場
合もありますが、これも非常に難しい
と思われます。
　画像診断よりも広くスクリーニング
可能な方法として、血液の生化学的な
検査、いわゆる腫瘍マーカーの診断も
期待されています。従来から有効とさ
れているCA19-９などは必ずしも早期
診断には役立たない。ということで、
今多くの研究者がもっと違うアプロー
チ、例えば血中DNAや血中のμRNA、
あるいはアミノ酸などの低分子の変化
を検出することで、膵臓がんを早期に
見つけられないかという多くの取り組

みがされてきています。
　大西　リスクファクターは幾つか想
定されているところもありますが、ま
だよくわからないところもあるのでし
ょうか。
　坂元　ある程度の影響があるという
意味では、糖尿病や喫煙などとの関係
は言われていると思います。家族性に
膵臓がんが発生するという方も、まれ
ではありますがいます。特にアメリカ
などでそのような症例を蓄積し、非常
に強い遺伝的な要因などについても研
究が進んでいると思います。しかし、
まだまだそれはごく一部の例に限られ
ますので、例えば肝臓がんにおける慢
性肝炎のようなかたち、あるいはウイ
ルス感染のようなかたちでリスクファ
クターが明確にあるかというと、なか
なか難しいのが実情ではないかと思い
ます。
　大西　飲酒でよく膵炎などになりま
すけれども、必ずしも膵臓がんとは結
びつかないのですか。
　坂元　私の知っている範囲ではあま
り関係なかったと思います。
　大西　糖尿病の方や喫煙のほうが言
われていますね。
　坂元　糖尿病の場合もちょっと難し
いのが、膵臓がんがあったために糖尿
病になられる方もいますので、本当に
糖尿病が原因なのか、結果の場合も含
まれると思いますが、ただ、少なくと
も何らかの影響はあると思います。

ね。そういう場合はどういったケース
が考えられますか。
　坂元　比較的早めに見つかったこと
に関しては、がんが比較的小さい段階
と一般的に考えられると思いますが、
がんの大きさが例えば２㎝ぐらいで比
較的小さいと思われるがんであっても、
すでに遠くに転移している場合もある。
一番多いのはリンパ節への転移とか、
周囲の臓器への浸潤が、塊としては２
㎝ぐらいに見えていても、意外と周り
まで浸潤している場合があります。こ
のような場合は、その大きさから手術
ができると思って手術をしていても、
完全に手術で取り切れないことになり
ます。
　一方で、小さい段階で、なぜそのよ
うに早くから周りに浸潤や転移をする
のかを考えると、がんというのは一般
的には大きくなるにつれて徐々にたち
が悪くなると考えられていますが、こ
の難治がんと呼ばれるがんは非常に早
い段階からがん自体のたちが悪い。い
わゆる悪性度が高いと言えるのではな
いかと思います。
　大西　その悪性度の高さはある程度
予測できるのでしょうか。
　坂元　これに関しては、今、悪性度
を規定するいろいろな遺伝子や分子の
異常、そしてその生物学的な特徴、例
えばがん細胞の運動性が非常に高いと
か、生存能が高いとか、いろいろなス
トレスや薬剤への抵抗性が強いとか、

血管新生能が非常に高いとか、増殖能
が高い、などの指標で検討されている
と思います。また、そのような異常を
きたすメカニズムというか、分子異常
なども、ある程度はわかってきていま
す。
　ただ、これもまた非常に難しいので
すが、先ほど紹介した膵臓がんは悪性
度が非常に高いがんだと病理学的には
考えられているのですが、その原因と
なる非常に珍しい遺伝子の異常などが
あるかというと、必ずしもそうではな
い。まだまだよくわかっていないと言
えるかと思います。
　大西　もともと難治がんというと幾
つか知られていますが、どういったが
んが今まで言われていたのでしょうか。
　坂元　代表的なものとしては、胃の
スキルスがんです。これは比較的若い
女性にも多くて、早期発見が難しいが
んで、日本人に比較的多いがんとして、
早期胃がんが治療されることが多い現
在においても、いまだに難治のがんだ
と思われます。
　肺のがんも一般的に難治のがんです
が、肺のがんの中でも特に小細胞がん、
これはいまだに早期診断も難しいです
し、また、一時的には治療に反応しま
すけれども、ほとんどが早期に再発を
きたし、ほとんどの症例でいまだに手
術ができないことから非常に難治なが
んだと思います。
　そして、先ほどから話している膵臓
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がん、これは膵臓にできるがんの中で
もいわゆる浸潤性膵管がんと呼ばれる
タイプのがんで、膵臓がんの中で最も
頻度が多いのです。このタイプのがん
は非常に難治ながんで、最近のデータ
では頻度はまだ肝臓がんよりも少ない
ですが、がんの死因の５位にまでなっ
てきていて、非常に大きな問題だと思
います。
　大西　だいぶ様変わりしてきたので
すね。膵臓がん、早期発見は難しいと
思うのですが、そのあたりの工夫はだ
いぶされているのでしょうか。
　坂元　膵臓という場所が体の奥深い
ところにあって、まず患者さん自身が
気づきにくく、痛みを訴えたときには
もうすでに神経などに浸潤しています。
画像的にもなかなか診断が難しいので、
健康診断の超音波などで膵管のちょっ
とした拡張や狭窄の異常が見つかる場
合もありますが、これも非常に難しい
と思われます。
　画像診断よりも広くスクリーニング
可能な方法として、血液の生化学的な
検査、いわゆる腫瘍マーカーの診断も
期待されています。従来から有効とさ
れているCA19-９などは必ずしも早期
診断には役立たない。ということで、
今多くの研究者がもっと違うアプロー
チ、例えば血中DNAや血中のμRNA、
あるいはアミノ酸などの低分子の変化
を検出することで、膵臓がんを早期に
見つけられないかという多くの取り組

みがされてきています。
　大西　リスクファクターは幾つか想
定されているところもありますが、ま
だよくわからないところもあるのでし
ょうか。
　坂元　ある程度の影響があるという
意味では、糖尿病や喫煙などとの関係
は言われていると思います。家族性に
膵臓がんが発生するという方も、まれ
ではありますがいます。特にアメリカ
などでそのような症例を蓄積し、非常
に強い遺伝的な要因などについても研
究が進んでいると思います。しかし、
まだまだそれはごく一部の例に限られ
ますので、例えば肝臓がんにおける慢
性肝炎のようなかたち、あるいはウイ
ルス感染のようなかたちでリスクファ
クターが明確にあるかというと、なか
なか難しいのが実情ではないかと思い
ます。
　大西　飲酒でよく膵炎などになりま
すけれども、必ずしも膵臓がんとは結
びつかないのですか。
　坂元　私の知っている範囲ではあま
り関係なかったと思います。
　大西　糖尿病の方や喫煙のほうが言
われていますね。
　坂元　糖尿病の場合もちょっと難し
いのが、膵臓がんがあったために糖尿
病になられる方もいますので、本当に
糖尿病が原因なのか、結果の場合も含
まれると思いますが、ただ、少なくと
も何らかの影響はあると思います。

ね。そういう場合はどういったケース
が考えられますか。
　坂元　比較的早めに見つかったこと
に関しては、がんが比較的小さい段階
と一般的に考えられると思いますが、
がんの大きさが例えば２㎝ぐらいで比
較的小さいと思われるがんであっても、
すでに遠くに転移している場合もある。
一番多いのはリンパ節への転移とか、
周囲の臓器への浸潤が、塊としては２
㎝ぐらいに見えていても、意外と周り
まで浸潤している場合があります。こ
のような場合は、その大きさから手術
ができると思って手術をしていても、
完全に手術で取り切れないことになり
ます。
　一方で、小さい段階で、なぜそのよ
うに早くから周りに浸潤や転移をする
のかを考えると、がんというのは一般
的には大きくなるにつれて徐々にたち
が悪くなると考えられていますが、こ
の難治がんと呼ばれるがんは非常に早
い段階からがん自体のたちが悪い。い
わゆる悪性度が高いと言えるのではな
いかと思います。
　大西　その悪性度の高さはある程度
予測できるのでしょうか。
　坂元　これに関しては、今、悪性度
を規定するいろいろな遺伝子や分子の
異常、そしてその生物学的な特徴、例
えばがん細胞の運動性が非常に高いと
か、生存能が高いとか、いろいろなス
トレスや薬剤への抵抗性が強いとか、

血管新生能が非常に高いとか、増殖能
が高い、などの指標で検討されている
と思います。また、そのような異常を
きたすメカニズムというか、分子異常
なども、ある程度はわかってきていま
す。
　ただ、これもまた非常に難しいので
すが、先ほど紹介した膵臓がんは悪性
度が非常に高いがんだと病理学的には
考えられているのですが、その原因と
なる非常に珍しい遺伝子の異常などが
あるかというと、必ずしもそうではな
い。まだまだよくわかっていないと言
えるかと思います。
　大西　もともと難治がんというと幾
つか知られていますが、どういったが
んが今まで言われていたのでしょうか。
　坂元　代表的なものとしては、胃の
スキルスがんです。これは比較的若い
女性にも多くて、早期発見が難しいが
んで、日本人に比較的多いがんとして、
早期胃がんが治療されることが多い現
在においても、いまだに難治のがんだ
と思われます。
　肺のがんも一般的に難治のがんです
が、肺のがんの中でも特に小細胞がん、
これはいまだに早期診断も難しいです
し、また、一時的には治療に反応しま
すけれども、ほとんどが早期に再発を
きたし、ほとんどの症例でいまだに手
術ができないことから非常に難治なが
んだと思います。
　そして、先ほどから話している膵臓

ドクターサロン61巻10月号（9 . 2017） （773）  5352 （772） ドクターサロン61巻10月号（9 . 2017）

1710本文.indd   52-53 17/09/12   15:56



　大西　非常に独特なキャラクターが
あるのですね。
　坂元　非常にフレキシブルというか、
可塑性が高い。今、可塑性というと、
一般にiPSのような幹細胞、stem cell
の話がよく出てきますが、膵臓がんの
場合、未熟に幼若化はしないのですが、

わりと顔かたちを自由自在に変えて、
その環境に適した増え方をするため、
なかなか通常の抗がん剤だけでは治療
ができないのではないかと思っていま
す。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

　大西　加齢なども関係あるのでしょ
うか。最近増えているように思います
ね。
　坂元　加齢もあると思うのですけれ
ども、中高年に多い、いわゆる通常の
がんの中では比較的若めというか、40
代、50代でも多く発症します。そうい
う意味では、まだそのあたりもよくわ
かっていないのです。
　大西　ほかのがんとの関係はあまり
いわれていないのですか。
　坂元　いわゆる多発性というか、家
族性腫瘍で、複数のがんが生じること
に関しても、膵臓がんの場合、必ずし
もそういうものは多くはないと考えら
れています。
　大西　遺伝子変化や病理などで、何
か最近の知見はありますか。
　坂元　病理学的に膵臓がんは非常に
興味深いがんでして、これは表現が難
しいのですが、一般にがんがどれぐら
い正常からずれているかを分化度とい
う尺度で表現します。高分化から中分
化、低分化と。低分化になればなるほ
ど正常構造からずれているのですが、
膵臓がんは非常にたちが悪いわりに、
顔つきは正常に近い高分化なものが多
いのです。高分化な顔をしていて非常
に浸潤性が強いのが、ほかのがんと大
きく違うところです。
　先ほど紹介したスキルス胃がんは低
分化ながんですので、非常に浸潤性が
強いことは理解しやすいのですが、膵

臓がんは高分化な像が主体ですが、 
浸潤する先でいわゆる上皮間葉転換
（EMT）と呼ばれる変化を非常に強く、
顕著に起こすことがわかっています。
場所に応じてEMTのような変化を起
こし浸潤性を獲得するのです。
　一方で、これもまた非常に興味深い
のですが、膵臓がんのもう一つの特徴
である神経の周囲への浸潤、これが患
者さんが痛みを訴える理由にもなって
いますし、根治術が難しい理由にもな
っています。神経に浸潤したところで、
今度はまた逆に高分化な顔つきに変わ
ってきます。これを上皮間葉転換の逆
の間葉上皮転換と我々は考えているの
ですが、EMTや逆のMETがダイナミ
ックに起きる、そういうことを自由に
起こせるのが膵がんのたちの悪さに関
係していると考えています。

図　膵がんの組織像

間質に浸潤する低分化な腺がん（左）と、
神経周囲に浸潤する高分化な腺がん（右）
の両極端な像を認める。
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❺❸
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　大西　非常に独特なキャラクターが
あるのですね。
　坂元　非常にフレキシブルというか、
可塑性が高い。今、可塑性というと、
一般にiPSのような幹細胞、stem cell
の話がよく出てきますが、膵臓がんの
場合、未熟に幼若化はしないのですが、

わりと顔かたちを自由自在に変えて、
その環境に適した増え方をするため、
なかなか通常の抗がん剤だけでは治療
ができないのではないかと思っていま
す。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

　大西　加齢なども関係あるのでしょ
うか。最近増えているように思います
ね。
　坂元　加齢もあると思うのですけれ
ども、中高年に多い、いわゆる通常の
がんの中では比較的若めというか、40
代、50代でも多く発症します。そうい
う意味では、まだそのあたりもよくわ
かっていないのです。
　大西　ほかのがんとの関係はあまり
いわれていないのですか。
　坂元　いわゆる多発性というか、家
族性腫瘍で、複数のがんが生じること
に関しても、膵臓がんの場合、必ずし
もそういうものは多くはないと考えら
れています。
　大西　遺伝子変化や病理などで、何
か最近の知見はありますか。
　坂元　病理学的に膵臓がんは非常に
興味深いがんでして、これは表現が難
しいのですが、一般にがんがどれぐら
い正常からずれているかを分化度とい
う尺度で表現します。高分化から中分
化、低分化と。低分化になればなるほ
ど正常構造からずれているのですが、
膵臓がんは非常にたちが悪いわりに、
顔つきは正常に近い高分化なものが多
いのです。高分化な顔をしていて非常
に浸潤性が強いのが、ほかのがんと大
きく違うところです。
　先ほど紹介したスキルス胃がんは低
分化ながんですので、非常に浸潤性が
強いことは理解しやすいのですが、膵

臓がんは高分化な像が主体ですが、 
浸潤する先でいわゆる上皮間葉転換
（EMT）と呼ばれる変化を非常に強く、
顕著に起こすことがわかっています。
場所に応じてEMTのような変化を起
こし浸潤性を獲得するのです。
　一方で、これもまた非常に興味深い
のですが、膵臓がんのもう一つの特徴
である神経の周囲への浸潤、これが患
者さんが痛みを訴える理由にもなって
いますし、根治術が難しい理由にもな
っています。神経に浸潤したところで、
今度はまた逆に高分化な顔つきに変わ
ってきます。これを上皮間葉転換の逆
の間葉上皮転換と我々は考えているの
ですが、EMTや逆のMETがダイナミ
ックに起きる、そういうことを自由に
起こせるのが膵がんのたちの悪さに関
係していると考えています。

図　膵がんの組織像

間質に浸潤する低分化な腺がん（左）と、
神経周囲に浸潤する高分化な腺がん（右）
の両極端な像を認める。
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