
はふだん患者さんとより密に接してい
るスタッフが、患者さんの悩みや不安
を敏感に感じ取っていることの表れで
あると考えられます。医師もこのこと
を受け止め、多職種との連携をより密
に行っていく必要があります。
　齊藤　ドクターあるいはナースにし
ても、自分の主たる領域と患者さんが
ちょっと違うことで、戸惑いがあるの
でしょうか。
　滝田　そうなのだと思います。
　齊藤　そうしますと、この間をつな
ぐ動きにはどのようなことが考えられ
るのでしょうか。
　滝田　一つは、そういう問題をより
重く受け止めている多職種スタッフと
の連携を、より密にするようなシステ
ムづくり、あるいはピアサポートの場
をつくっていく、そういったことが重
要ではないかと考えられます。
　齊藤　患者さんが少ないので、集ま

りをつくるのもなかなか難しいのです
ね。
　滝田　そうなります。
　齊藤　それについては、呼びかけて
集まっていくということでしょうか。
　滝田　一つの施設ではなかなかそう
いうサポートの場をつくるのは難しい
こともあるので、多施設で共同でそう
いう場を提供していくことが重要なの
ではないかと考えられます。
　齊藤　非常に重要な領域ということ
で、これからの方向性を教えていただ
けますか。
　滝田　これからの方向性としては、
この世代のがん治療を行っていくうえ
での難しさや課題を、内科医あるいは
小児科医が分野を超えて共有し、そし
て問題解決に取り組んでいくことだと
考えられます。
　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（Ⅴ）

昭和大学病院乳腺外科准教授
明　石　定　子

（聞き手　大西　真）

乳がん治療の進歩

　大西　明石先生、乳がん治療の進歩
について話をうかがいたいと思います。
　今、乳がんがいろいろ大きな社会的
な問題にもなっていますが、日本の乳
がんの状況はどのようになっているの
でしょうか。
　明石　従来、乳がんというのは欧米
型のがんで、アメリカやヨーロッパで
多いがんだったのですが、日本でも食
生活の欧米化や、未産、高齢出産が増
えたりという影響で、今、非常に増え
ていまして、11人に１人という高い割
合で乳がんを発症されています。年間
で９万人ぐらいの方が新たに乳がんに
かかられるということです。
　大西　年齢のピークみたいなものは
あるのですか。
　明石　乳がんの特徴としては、若い
方でなることが多く、40代後半に１つ
目のピークがある。ほかのがんだと、
高齢になるに従ってかかる方が増え、
胃がんや大腸がんは60代、70代で増え
てくるのですが、乳がんの場合は40代
後半に１つ目のピークがあって、まだ

お子さんが小さかったり、社会の中で
いろいろお仕事も忙しい時期にかから
れる方が多いのが特徴です。
　大西　遺伝性乳がんがよくトピック
スになりますが、そのあたりを少し詳
しく教えていただけますか。
　明石　アメリカの有名な女優さんの
ことですごく話題になりましたが、特
殊な、BRCA１とかBRCA２という遺
伝子変異を持った方の場合、一生涯の
うちに高い確率で乳がんにかかります。
特に若くて発症する方が比較的多い、
あるいは、両方の乳房で乳がんになる
方だったりとか、乳がんになりやすい
特徴があります。親から受け継いだ遺
伝子によって乳がんになる方というの
は乳がん全体の中では、だいたい10％
前後ぐらいいらっしゃるだろうと推定
されています。
　もし遺伝性乳がんだということがわ
かった場合、特に若くして発症した方
は、乳房を温存すると、残した乳房に
また次のがんが出てきてしまうことが
起こりうるので、全摘と再建という選
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くなったりとかいったことが、センチ
ネルリンパ節生検だけですめばだいぶ
楽で、患者さんにとっては大きなメリ
ットとなります。
　大西　今、乳がん検診が盛んに行わ
れているのですが、その課題、問題点
があれば教えていただけますか。
　明石　検診の目的は、乳がんで亡く
なる方を減らすことですが、今のとこ
ろ、乳がん死を減らすことができると
わかっているのはマンモグラフィによ
る検診だけなのです。触診による検診
では実は乳がん死を減らすことができ
ないのです。
　ただ、マンモグラフィも万能の検査
ではなくて、若くて比較的乳腺組織が
しっかり残っているような方、授乳経
験がない方などの場合、マンモグラフ
ィを撮っても真っ白に写り、がん自体
も白く写るので、よく見えない。マス
クされてしまうということが起こるの
です。なので、その方の乳房の状態に
よっては、マンモグラフィを撮っても、
本当に異常がないのか、ただ単に隠れ
ていて見えていないだけなのかがわか
りづらいこともあります。そういうも
のを高濃度乳房、あるいはdense breast
などといいます。
　大西　白っぽく見えてしまうのです
ね。
　明石　そうですね。
　大西　そういう場合は超音波検診を
併用するのですね。

　明石　そうですね、超音波検診の併
用が効果的です。何がいいかは結論が
出ていないのですが、日本では超音波
検診が広く普及していますから。特に
日本人の７万人近い女性に参加してい
ただいたJ-STARTという大きな試験
があるのですが、その結果が一昨年発
表されました。40歳代の女性を対象に
しているのですが、マンモグラフィに
超音波検診を併用した場合、乳がんの
発見率は増えるという結果が出ていま
す。今後、超音波による検診も前向き
に考えていくことが必要だと思います。
　ただ、超音波検診を併用することで
検出率は高くなったのですが、乳がん
死を減らすかどうかについてはまだデ
ータが出ていないので、本格的に国の
対策として超音波検診を導入するべき
かどうかは、まだ結論が出ていません。
　大西　若い方だと超音波検診がいい
という方もいらっしゃいますが。
　明石　若い方はdense breastのこと
が多いからです。
　大西　最後に、乳がん治療における
妊よう性の温存、これも重要な課題か
と思いますが、そのあたりはいかがで
すか。
　明石　乳がんになる方は若い方が多
いのですが、晩婚化ということもあっ
て、これからお子さんをと考えていた
ところ、乳がんがわかってしまうとい
うこともしばしばあるのです。抗がん
剤治療を行うことによって卵巣機能が

択肢をすることが多いです。
　大西　日本でもそうですか。
　明石　たとえしこりが小さくて乳房
温存可能でも、もちろんご本人の選択
の自由はあるのですけれども、残して
きた乳房にまたがんが出てきてしまう
と、また手術。遺伝性乳がんの方は反
対側に出ることも多いので、そうする
と何度も手術をすることになってしま
うこともありますので、全摘・再建を
したほうがよい、という判断をするこ
とが多いです。
　大西　次に手術のことをうかがいた
いのですが、再建術や手術方法の変遷、
生検のことなど、教えていただけます
か。
　明石　私が大学を出た駆け出しのこ
ろは、乳がんの患者さんには選択肢が
なくて、乳房を全部取る、リンパ節は
全部取る。選択肢がそれしかなかった
のです。でも、1990年代に入って徐々
に乳房温存手術が可能になってきて、
残せるようになってきたのです。しか
し、がんのできる場所によっては変形
が大きくなってしまう。残すには乳房
温存しかなかった時代は、多少変形し
ても、ないよりはいいというか、無理
してでも残すことが多かったのです。
しかし、今は再建が保険適用になりま
したので、変形するのであれば、全部
取ってきれいに再建するという選択が
可能になりました。
　大西　同時再建と２期の再建とあり

ますが。
　明石　そうですね。どちらも保険適
用になっていますので、今は同時再建
を選ばれる方も多いです。手術が終わ
った時点で少し膨らみがあるほうが、
ご本人も気持ち的なダメージが少ない
ので。
　大西　リンパ節生検の問題は何かあ
りますか。
　明石　早期発見の乳がんが増えてき
たことから、リンパ節を全部取って顕
微鏡で調べてみても、今では７割の方
はリンパ節の転移を認めなくなりまし
た。ただ、リンパ節転移の個数、転移
があるかないかが、その方の今後の再
発を占う大事な要素になり、術後の抗
がん剤や放射線治療を決定するために
必要ですので、それは本人ともどもや
はり知りたい。それで少ないリンパ節
で正確に予測できるのがセンチネルリ
ンパ節生検です。最初にもし転移する
としたら、センチネルリンパ節なので、
それだけを取って顕微鏡で見てみる。
そこに転移がなければ、残りのリンパ
節は大丈夫という判断ができ、残りの
リンパ節を取らずにすみます。
　大西　わきの下のリンパ節ですね。
　明石　そうです。わきの下のリンパ
節です。全部取ってしまうと、術後、
腕のむくみが出たりとかしますが。
　大西　リンパ浮腫になりますね。
　明石　そうですね。リンパ浮腫の問
題であるとか、ちょっと腕が上げづら
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くなったりとかいったことが、センチ
ネルリンパ節生検だけですめばだいぶ
楽で、患者さんにとっては大きなメリ
ットとなります。
　大西　今、乳がん検診が盛んに行わ
れているのですが、その課題、問題点
があれば教えていただけますか。
　明石　検診の目的は、乳がんで亡く
なる方を減らすことですが、今のとこ
ろ、乳がん死を減らすことができると
わかっているのはマンモグラフィによ
る検診だけなのです。触診による検診
では実は乳がん死を減らすことができ
ないのです。
　ただ、マンモグラフィも万能の検査
ではなくて、若くて比較的乳腺組織が
しっかり残っているような方、授乳経
験がない方などの場合、マンモグラフ
ィを撮っても真っ白に写り、がん自体
も白く写るので、よく見えない。マス
クされてしまうということが起こるの
です。なので、その方の乳房の状態に
よっては、マンモグラフィを撮っても、
本当に異常がないのか、ただ単に隠れ
ていて見えていないだけなのかがわか
りづらいこともあります。そういうも
のを高濃度乳房、あるいはdense breast
などといいます。
　大西　白っぽく見えてしまうのです
ね。
　明石　そうですね。
　大西　そういう場合は超音波検診を
併用するのですね。

　明石　そうですね、超音波検診の併
用が効果的です。何がいいかは結論が
出ていないのですが、日本では超音波
検診が広く普及していますから。特に
日本人の７万人近い女性に参加してい
ただいたJ-STARTという大きな試験
があるのですが、その結果が一昨年発
表されました。40歳代の女性を対象に
しているのですが、マンモグラフィに
超音波検診を併用した場合、乳がんの
発見率は増えるという結果が出ていま
す。今後、超音波による検診も前向き
に考えていくことが必要だと思います。
　ただ、超音波検診を併用することで
検出率は高くなったのですが、乳がん
死を減らすかどうかについてはまだデ
ータが出ていないので、本格的に国の
対策として超音波検診を導入するべき
かどうかは、まだ結論が出ていません。
　大西　若い方だと超音波検診がいい
という方もいらっしゃいますが。
　明石　若い方はdense breastのこと
が多いからです。
　大西　最後に、乳がん治療における
妊よう性の温存、これも重要な課題か
と思いますが、そのあたりはいかがで
すか。
　明石　乳がんになる方は若い方が多
いのですが、晩婚化ということもあっ
て、これからお子さんをと考えていた
ところ、乳がんがわかってしまうとい
うこともしばしばあるのです。抗がん
剤治療を行うことによって卵巣機能が

択肢をすることが多いです。
　大西　日本でもそうですか。
　明石　たとえしこりが小さくて乳房
温存可能でも、もちろんご本人の選択
の自由はあるのですけれども、残して
きた乳房にまたがんが出てきてしまう
と、また手術。遺伝性乳がんの方は反
対側に出ることも多いので、そうする
と何度も手術をすることになってしま
うこともありますので、全摘・再建を
したほうがよい、という判断をするこ
とが多いです。
　大西　次に手術のことをうかがいた
いのですが、再建術や手術方法の変遷、
生検のことなど、教えていただけます
か。
　明石　私が大学を出た駆け出しのこ
ろは、乳がんの患者さんには選択肢が
なくて、乳房を全部取る、リンパ節は
全部取る。選択肢がそれしかなかった
のです。でも、1990年代に入って徐々
に乳房温存手術が可能になってきて、
残せるようになってきたのです。しか
し、がんのできる場所によっては変形
が大きくなってしまう。残すには乳房
温存しかなかった時代は、多少変形し
ても、ないよりはいいというか、無理
してでも残すことが多かったのです。
しかし、今は再建が保険適用になりま
したので、変形するのであれば、全部
取ってきれいに再建するという選択が
可能になりました。
　大西　同時再建と２期の再建とあり

ますが。
　明石　そうですね。どちらも保険適
用になっていますので、今は同時再建
を選ばれる方も多いです。手術が終わ
った時点で少し膨らみがあるほうが、
ご本人も気持ち的なダメージが少ない
ので。
　大西　リンパ節生検の問題は何かあ
りますか。
　明石　早期発見の乳がんが増えてき
たことから、リンパ節を全部取って顕
微鏡で調べてみても、今では７割の方
はリンパ節の転移を認めなくなりまし
た。ただ、リンパ節転移の個数、転移
があるかないかが、その方の今後の再
発を占う大事な要素になり、術後の抗
がん剤や放射線治療を決定するために
必要ですので、それは本人ともどもや
はり知りたい。それで少ないリンパ節
で正確に予測できるのがセンチネルリ
ンパ節生検です。最初にもし転移する
としたら、センチネルリンパ節なので、
それだけを取って顕微鏡で見てみる。
そこに転移がなければ、残りのリンパ
節は大丈夫という判断ができ、残りの
リンパ節を取らずにすみます。
　大西　わきの下のリンパ節ですね。
　明石　そうです。わきの下のリンパ
節です。全部取ってしまうと、術後、
腕のむくみが出たりとかしますが。
　大西　リンパ浮腫になりますね。
　明石　そうですね。リンパ浮腫の問
題であるとか、ちょっと腕が上げづら
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落ちてしまい、妊娠ができなくなって
しまうこともあります。あらかじめ妊
娠希望の方は受精卵を凍結保存してお
いて、治療が一段落した時点で卵子を
戻すことも選択可能になっています。
　大西　今少しお話が出た抗がん剤も、
最近かなり進歩しているのでしょうか。
　明石　抗がん剤そのものもいろいろ
出てきていますし、抗体療法で、がん

のあるポイントをターゲットにした薬
が出ていて、全員に効くわけではない
のですが、副作用も少なくて、効く人
にはとてもよく効くようです。
　大西　個別医療のような、その人に
合った方法ということですね。
　明石　そうですね。
　大西　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（Ⅴ）

国立がん研究センター中央病院胃外科医長
深　川　剛　生

（聞き手　齊藤郁夫）

胃・食道がん治療の進歩

　齊藤　胃・食道がんについて、統計
的には今、どういう状況になっていま
すか。
　深川　がん研究振興財団による最新
の統計を見ますと、がんによる死亡の
うち、胃がんは男性では肺がんに次ぐ
２位、女性では大腸がん、肺がんに次
ぐ３位です。食道がんでいうと、数が
ちょっと少ないので、男性では８位、
女性では16位となっています。
　齊藤　まだまだ重要な領域というこ
とで、ガイドラインがつくられている
のですね。
　深川　そうなのです。今はがんの治
療は各臓器別にガイドラインがつくら
れていて、当然胃がんの治療の方針は
日本胃癌学会が編集する『胃がん治療
ガイドライン』に基づいて行われてい
ます。この冊子は一般の方も購入する
ことが可能です。
　齊藤　胃がん検診で、早期に発見さ
れることも増えてきているのでしょう
か。
　深川　そのとおりです。早期胃がん

が見つかるのは日本の特徴的な状況で、
これは当然検診の影響もありますし、
少しおなかの調子が悪い場合にすぐに
内視鏡を受けることができる医療の簡
便さが大きいです。それから、日本の
患者さんは胃がんのことについてとて
も認識が深いので、そのことをよく知
って対応されているのが要因だと思い
ます。
　齊藤　内視鏡で治療が可能になって
きているのですか。
　深川　国立がん研究センター中央病
院ですと、年間400例で早期胃がんの
内視鏡切除が行われています。この数
は外科手術の数とほとんど同等ですか
ら、少なくとも半分の患者さんは内視
鏡切除で治療が可能ということになり
ます。
　齊藤　治療可能なのは、どういった
患者さんになりますか。
　深川　がんの程度ということでは、
一番大事な問題は胃がんの深さです。
胃がんは胃の表面の粘膜に発生し、進
行するに従ってどんどん深く入ってい
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