
新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅵ）

国立がん研究センター中央病院大腸外科科長
金　光　幸　秀

（聞き手　大西　真）

大腸がん治療の進歩

　大西　金光先生、大腸がん治療の進
歩ということでうかがいます。
　最初に大腸がんの疫学的なことをう
かがいたいのですが、例えば最近、女
性でだいぶ患者さんが増えたとか、い
ろいろな話が聞こえてきます。最近の
状況についてまず教えていただけます
か。
　金光　大腸がんになる患者さんの総
数で見ると、1990年ごろは約６万人で、
2012年に13万人を超えていて、この約
20年間で２倍以上に増えていると考え
られています。
　大西　大腸がんの中でもいろいろな
部位がありますが、結腸がんが多いの
でしょうか。
　金光　そうですね。日本人の場合は
S状結腸がんと直腸がんが一番多いの
ですが、最近はS状結腸がん、直腸が
んよりも、特に右側の結腸のがんが増
えてきていて、相対的に結腸がん全体
が増えてきている傾向が見られます。
　大西　特に女性患者さんが増えてい
ると聞いたのですが、疫学データはあ

るのでしょうか。
　金光　総数でいくと、男性のほうが
女性より1.3倍多いのですが、罹患数で
見ると、女性は乳がんに次いで２番目
に多いがんになっています。死亡数で
いくと、今、女性のがん死因の１位が
大腸がんなのです。
　大西　年齢的には高齢の方が多いの
でしょうか。
　金光　40歳過ぎると増えてきて、高
齢になるほどなりやすくなってきます。
　大西　２倍以上に増えてきた原因は
何かわかっているのでしょうか。
　金光　一番大きいのは食生活の欧米
化といわれていて、あとはやはり高齢
化です。高齢になることで、がん自体
になりやすくなって、その中で食生活
の欧米化も加わって大腸がんが増えて
いる。
　大西　問診で血縁の方にがんにかか
った方はいますか、と聞くことがある
のですが、そういう場合は少しリスク
があるのでしょうか。
　金光　基本的にはないです。遺伝で

大腸がんになる割合は、大腸がん全体
の中で数％です。
　大西　次に、検査法もいろいろ進歩
してきていると思いますが、そのあた
りを幾つか紹介いただけますか。
　金光　まず検診で便潜血陽性となっ
た場合に、精密検査でまず受けられる
といいのが大腸内視鏡検査です。大腸
内視鏡検査は、ポリープも含めて小さ
い病変が見つけやすいので、今でも標
準検査の一つなのです。しかし最近は、
大腸内視鏡検査がやりづらい方、癒着
等があってカメラが入らないような方
には、限定的ですけれども、カプセル
内視鏡が保険で使えるようになってい

ます。もとは小腸を見るための内視鏡
カプセルが先に保険で認められていて、
今は限定的に大腸の内視鏡のカプセル
も使えるようになっています。
　大西　CTなども最近導入されてい
ると聞いているのですが。
　金光　CTも非常に細かいスライス
ができるマルチスライスCTが発達し
て、あらかじめ腸に空気を入れて膨ら
ませた状態でマルチスライスCTを撮
ると、３次元で腸管を再構築すること
ができます。それによってスクリーニ
ング検査の一つとして、カメラを入れ
なくても、苦痛を味わわなくてもその
病変が見つけられる場合があります。

表１　がん罹患数予測

◦がん罹患数予測（2016年）

男女計 　 男性 　 女性 　
部位 罹患数 部位 罹患数 部位 罹患数
全がん 1,010,200 全がん 576,100 全がん 434,100
　 　 　 　 　 　
大腸   147,200 前立腺  92,600 乳房  90,000
胃   133,900 胃  91,300 大腸  62,500
肺   133,800 肺  90,600 肺  43,200
前立腺    92,600 大腸  84,700 胃  42,600
乳房（女性）    90,000 肝臓  29,000 子宮  30,200

◦2016年のがん罹患数予測は約101万200例（男性57万6,100例、女性43万4,100例）。
◦2015年のがん統計予測（98万2,100例）と比較すると、男女計で約２万8,000例増加。
◦大腸、胃、肺、前立腺、乳房（女性）の順にがん罹患数が多い。
◦ 部位別の順位を2015年のがん統計予測（大腸、肺、胃、前立腺、女性乳房）と比較す
ると、胃が第３位から第２位に、肺が第２位から第３位になった。
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　大西　感度はいいのでしょうか。
　金光　感度はいいのですが、小さい
病変の同定率はちょっと低いようです。
　大西　スクリーニングとしては非常
にいいですね。
　金光　はい。そこでチェックされて、
最終的には大腸内視鏡を組み合わせる
ことになると思います。
　大西　超拡大内視鏡というものも最
近進歩しているようですね。
　金光　はい。カメラ自体が高精細・
高感度なカメラになって、非常にミク
ロなレベルに近づき、腫瘍の表面形態
を観察できるようになっています。
　大西　パターンなどを見るのですね。
　金光　そうですね。その辺のパター

ン化を、豊富な画像を蓄積したデータ
で自動認識して、医師がいらなくなる
時代が来るかもしれません。
　大西　AIか何かを使うのですね。
　金光　そういう研究も今急速に進ん
でいます。
　大西　最初の話に戻るのですが、便
潜血がけっこう使われていますが、あ
れも感度というか、陽性はどのように
考えたらよいでしょうか。
　金光　便潜血で陽性になって、実際
それで大腸がんが見つかる方は７％ぐ
らいといわれています。偽陽性が多い
のです。ただ、とても安い検査ですの
で、その中で７％の大腸がんを見つけ
るというのは、コストパフォーマンス

は非常に高いと考えられています。
　大西　よく２回行う場合もあります
が、あれは少し確率を増すのですね。
　金光　そうですね。通常、２日間や
ります。
　大西　あと、陽性でも面倒で検査に
行かない場合もあると思うのですが。
　金光　問題なのは、日本人の方は、
恥ずかしいのか、陽性になっても精密
検査に行く方が今のところは３割か４
割です。
　大西　ハードルがちょっと高いです
からね。
　金光　半分以上の人は痔だろうとし
て様子を見てしまうのです。
　大西　そういう意味では､ 先ほどの
CTなどが発達するといいのかもしれ
ませんね。
　金光　そうですね。
　大西　次に治療をうかがいたいので
すが、早期ですと内視鏡の治療も発達
していると思いますが、治療の現状を
教えていただけますか。
　金光　早期がんの場合は、内視鏡で
取れる場合も多くて、サイズが２㎝以
下の早期がんだと、内視鏡でポリペク
トミーとか、EMRといった簡単なや
り方で取ることが多いです。２㎝以上
の早期がんは、粘膜をはぐように切除
する、ESDという、ちょっと技術がい
るのですが、そういうもので取る場合
も多いです。内視鏡的切除の適応を超
えて、粘膜下層に深く入っているもの

は手術の対象になってきます。
　大西　最近ダ・ヴィンチなどロボッ
ト手術も発達していますが、手術をど
のように選択するか、その考え方はど
うしたらいいでしょうか。
　金光　手術は、従来方法の開腹手術
で大きな傷を開けるもの、小さい傷で
済む腹腔鏡手術、あとロボット手術が
あるのですが、標準治療としてはまず
開腹手術です。ただ、開腹で大きく開
けなくても、小さい傷でできる段階の
がんも多いものですから、そういうも
のは腹腔鏡手術あるいはロボットを適
用していけばいいと思うのです。何で
もかんでも小さい傷で行おうとするの
はちょっと危ないです。
　大西　人工肛門はどうなるのだと患
者さんから聞かれますが、そのあたり
はどうなのでしょうか。
　金光　直腸がんで、肛門に近いとこ
ろにできてしまったものは人工肛門に
なってしまう場合もあるのですが、患
者さんが心配されるのは永久の人工肛
門です。つないだうえで一時的につく
る場合もあるのですが、永久人工肛門
になるかどうかで病院選びをされるこ
とが多いようです。まず大事なのは、
がんを残さずにしっかり取ってもらう
ことです。そのうえで肛門を残せるか
どうかと考えたときに、どちらもバラ
ンスよく達成できる場合に、肛門は残
しましょうということになると思うの
です。

表２　がん死亡数予測

◦がん死亡数予測（2016年）

男女計 　 男性 　 女性 　
部位 死亡数 部位 死亡数 部位 死亡数
全がん 374,000 全がん 220,300 全がん 153,700
　 　 　 　 　 　
肺  77,300 肺  55,200 大腸  24,000
大腸  51,600 胃  31,700 肺  22,100
胃  48,500 大腸  27,600 胃  16,800
膵臓  33,700 肝臓  18,300 膵臓  16,600
肝臓  28,100 膵臓  17,100 乳房  14,000

◦2016年のがん死亡数予測は、約37万4,000人（男性22万300人、女性15万3,700人）。
◦2015年のがん統計予測と比較すると、約3,000人の増加。
◦肺、大腸、胃、膵臓、肝臓の順にがん死亡数が多い。
◦ 2015年のがん統計予測（肺、胃、大腸、膵臓、肝臓の順）から順位の変更はなかった。
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　大西　感度はいいのでしょうか。
　金光　感度はいいのですが、小さい
病変の同定率はちょっと低いようです。
　大西　スクリーニングとしては非常
にいいですね。
　金光　はい。そこでチェックされて、
最終的には大腸内視鏡を組み合わせる
ことになると思います。
　大西　超拡大内視鏡というものも最
近進歩しているようですね。
　金光　はい。カメラ自体が高精細・
高感度なカメラになって、非常にミク
ロなレベルに近づき、腫瘍の表面形態
を観察できるようになっています。
　大西　パターンなどを見るのですね。
　金光　そうですね。その辺のパター

ン化を、豊富な画像を蓄積したデータ
で自動認識して、医師がいらなくなる
時代が来るかもしれません。
　大西　AIか何かを使うのですね。
　金光　そういう研究も今急速に進ん
でいます。
　大西　最初の話に戻るのですが、便
潜血がけっこう使われていますが、あ
れも感度というか、陽性はどのように
考えたらよいでしょうか。
　金光　便潜血で陽性になって、実際
それで大腸がんが見つかる方は７％ぐ
らいといわれています。偽陽性が多い
のです。ただ、とても安い検査ですの
で、その中で７％の大腸がんを見つけ
るというのは、コストパフォーマンス

は非常に高いと考えられています。
　大西　よく２回行う場合もあります
が、あれは少し確率を増すのですね。
　金光　そうですね。通常、２日間や
ります。
　大西　あと、陽性でも面倒で検査に
行かない場合もあると思うのですが。
　金光　問題なのは、日本人の方は、
恥ずかしいのか、陽性になっても精密
検査に行く方が今のところは３割か４
割です。
　大西　ハードルがちょっと高いです
からね。
　金光　半分以上の人は痔だろうとし
て様子を見てしまうのです。
　大西　そういう意味では､ 先ほどの
CTなどが発達するといいのかもしれ
ませんね。
　金光　そうですね。
　大西　次に治療をうかがいたいので
すが、早期ですと内視鏡の治療も発達
していると思いますが、治療の現状を
教えていただけますか。
　金光　早期がんの場合は、内視鏡で
取れる場合も多くて、サイズが２㎝以
下の早期がんだと、内視鏡でポリペク
トミーとか、EMRといった簡単なや
り方で取ることが多いです。２㎝以上
の早期がんは、粘膜をはぐように切除
する、ESDという、ちょっと技術がい
るのですが、そういうもので取る場合
も多いです。内視鏡的切除の適応を超
えて、粘膜下層に深く入っているもの

は手術の対象になってきます。
　大西　最近ダ・ヴィンチなどロボッ
ト手術も発達していますが、手術をど
のように選択するか、その考え方はど
うしたらいいでしょうか。
　金光　手術は、従来方法の開腹手術
で大きな傷を開けるもの、小さい傷で
済む腹腔鏡手術、あとロボット手術が
あるのですが、標準治療としてはまず
開腹手術です。ただ、開腹で大きく開
けなくても、小さい傷でできる段階の
がんも多いものですから、そういうも
のは腹腔鏡手術あるいはロボットを適
用していけばいいと思うのです。何で
もかんでも小さい傷で行おうとするの
はちょっと危ないです。
　大西　人工肛門はどうなるのだと患
者さんから聞かれますが、そのあたり
はどうなのでしょうか。
　金光　直腸がんで、肛門に近いとこ
ろにできてしまったものは人工肛門に
なってしまう場合もあるのですが、患
者さんが心配されるのは永久の人工肛
門です。つないだうえで一時的につく
る場合もあるのですが、永久人工肛門
になるかどうかで病院選びをされるこ
とが多いようです。まず大事なのは、
がんを残さずにしっかり取ってもらう
ことです。そのうえで肛門を残せるか
どうかと考えたときに、どちらもバラ
ンスよく達成できる場合に、肛門は残
しましょうということになると思うの
です。

表２　がん死亡数予測

◦がん死亡数予測（2016年）

男女計 　 男性 　 女性 　
部位 死亡数 部位 死亡数 部位 死亡数
全がん 374,000 全がん 220,300 全がん 153,700
　 　 　 　 　 　
肺  77,300 肺  55,200 大腸  24,000
大腸  51,600 胃  31,700 肺  22,100
胃  48,500 大腸  27,600 胃  16,800
膵臓  33,700 肝臓  18,300 膵臓  16,600
肝臓  28,100 膵臓  17,100 乳房  14,000

◦2016年のがん死亡数予測は、約37万4,000人（男性22万300人、女性15万3,700人）。
◦2015年のがん統計予測と比較すると、約3,000人の増加。
◦肺、大腸、胃、膵臓、肝臓の順にがん死亡数が多い。
◦ 2015年のがん統計予測（肺、胃、大腸、膵臓、肝臓の順）から順位の変更はなかった。
 （© 2015 国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センター）
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　大西　その辺の温存術もかなり進歩
しているのでしょうか。
　金光　進歩していますが、やはり注
意が必要で、経験を積んだ外科医が微
妙なバランスを持って行わなければい
けないところで、専門性があるところ
です。
　大西　あとは、残念ながら手術がで
きないケースなどは化学療法になるか
と思いますが、化学療法もかなり最近
進歩してきているのでしょうか。
　金光　一昔前は手術できない患者さ
んの平均余命は１年未満だったのです
が、今は抗がん剤、分子標的薬がもの
すごく進歩しました。生存期間中央値、
つまり半分ぐらいの人がどれぐらい生
きられるかで表現するのですが、生存
期間中央値で見ると、今では30カ月ぐ
らいまで延びてきています。この20年
ぐらいで化学療法はものすごく進歩し
ています。ただ、そのあたりが限界で、
基本的に手術できない場合は治癒がで
きない。それに対して、延命を目的に
するのが抗がん剤治療になります。

　大西　何かスタンダードなプロトコ
ールはあるのでしょうか。
　金光　今は遺伝子検査をして、それ
による結果で抗がん剤が効く・効かな
いが予測できるのです。
　大西　いわゆるプレシジョンメディ
シンというような感じですね。
　金光　そうですね。個別化医療です。
今はまず、多くはRAS遺伝子の変異を
見て、それを入り口にして、化学療法、
分子標的薬の選択をしていく、そうい
うアルゴリズムができています。
　大西　非常に進歩してきたのですね。
　金光　ものすごく進歩しています。
　大西　放射線療法などを行う場合も
あるのでしょうか。
　金光　放射線は補助的な治療でして、
放射線で治癒はできないのです。補助
としては、がんを縮小する、あるいは
痛み、がんの周囲の組織の浮腫をとる
ことで痛みをとる、そういうものが目
的になります。
　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（Ⅵ）

東京大学消化器内科教授
小　池　和　彦

（聞き手　齊藤郁夫）

肝臓がん治療の進歩

　齊藤　肝臓がん治療の進歩というこ
とでうかがいます。まず肝がんの動向
はどうでしょうか。
　小池　日本で今、肝がんで亡くなら
れる方が年間３万人弱です。これは幸
いなことといいますか、2005年ぐらい
がピークで、だんだんと減ってきてい
る。しかし、まだ日本ではがんの死因
としては５位なのです。
　この中で、成因としてはC型肝炎が
圧倒的に多いのです。ただ、最近は抗
ウイルス薬が非常に発達してきて、C
型肝炎が原因の肝がんは相対的に減っ
てきています。今から20年前ですと、
80％ぐらいがC型の肝がんで、B型が15
％ぐらい。その２つでほぼ全部を占め
ていたのですが、今、C型は60％を切
るぐらいまで減ってきています。B型
はあまり変わりがなくて、その代わり
増えてきているのがB型肝炎ウイルス
もC型肝炎ウイルスもいない、non-B/
non-C、非B非C型の肝がんです。最近
では30％を超えていて、外科で手術を
受ける人を見ると、50％以上がnon-B/

non-C肝がんになってきているのです
（図１）。
　non-B/non-C肝がんはいったい何か
ということですが、まだ少しわからな
いところもありますが、古くからのア
ルコール性の肝硬変という人がnon-B/
non-Cの中に20％ぐらいいるのです。
それ以外の方はいわゆる大酒飲みでは
ない。一般的には肥満がある。それか
ら、糖尿病というのもキーワードです。
肝臓の中に脂肪の粒がたまる脂肪肝、
それがより悪いかたちの非アルコール
性脂肪肝炎（NASH）、そういう方に
出てくる肝がんが、どんどん増えてい
るのが現状ではないかと思います。
　齊藤　診断はどのように行うのでし
ょうか。
　小池　診断は血液を見て判断します。
C型もB型も血液を見て、ウイルスが
いれば、それが原因ではないかと考え
られるし、ないものがnon-B/non-Cと
いうかたちになっているのです。
　齊藤　発見のきっかけは何ですか。
　小池　肝がんでは一番侵襲の少ない、
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