
　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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肝臓学会で肝臓治療ガイドラインを出
しており、治療アルゴリズムを設定し
ています。これは、まず肝障害度と呼
んでいますが、肝臓の働きがどうか、
例えば肝硬変でも初期のものなのか、
ある程度進んでいるのか、非常に進ん
でいるのか、段階によって治療の選択
が変わってきます。次に、がんの数が
何個あるか。１個か、２～３個か、４
個以上か。次には腫瘍の大きさです。
一般には３㎝以内か、３㎝を超えるか。
　こういったことから考えて、肝障害
度はABC評価で、Cが一番進んでいる
肝硬変とすると、A・Bの場合には個
数が少なければ肝切除かRFAを行う。
ただ、個数が多かったり、サイズが大
きかったりする場合には肝動脈塞栓術
の選択になってくる。そういう状況で
す。もっとたくさん、４～７個以上に
なると、RFAや肝切除は原則適用外に
なってしまって、肝動脈塞栓術か、あ
るいは抗がん剤を肝動脈に動注する。
あるいは、最近は分子標的薬というも
のがあって、こういった薬をのんでも
らう。そういった治療も選択肢に入っ
てきます。
　齊藤　この３本柱は基本的には独立
して３本立っているのですね。併用は
通常ないのですか。
　小池　肝動脈塞栓術とRFAを併用す
ることはあります。ちょっと個数が多
い場合では最初に肝動脈塞栓をやって
おいて、２カ月後ぐらいにRFAで焼灼

することはあります。
　齊藤　最近のトピックの、様々な新
しい分子標的薬等はどうですか。
　小池　実は肝細胞がんに関しては、
2009年に１つ承認されて、それ以降、
全く新しい薬が出ていないのです。ソ
ラフェニブという薬に関しても、著効
を示すところまではいかない。大きく
なるのを抑えるというぐらいなので、
選択としてはほかの３本柱の治療がう
まくいかないとき、そういう選択がな
されるのが現状です。
　齊藤　予後に関してはどうですか。
　小池　これは施設によって、あるい
は先ほど言ったサーベイランスで見つ
かった患者さんか、そうでないかによ
って少し変わってきます。全体の予後
としては、国立がん研究センターの統
計を見ると、５年生存率がまだ30％弱
です。これはがんで言うと、膵がん、
胆管がんの次、下から３番目です。肺
がんと近い状態です。ただ、きちっと
サーベイランスをされて早く見つかっ
たがんに関しては、今、初発の患者さ
んだと、私たちのところでは５年生存
率が62％まで上がっています（図２）。
肝切除もだいたい同じぐらいよい生存
率になっています。
　齊藤　治療法によっても違ってくる
のですね。
　小池　どの治療が選択できるかによ
って変わってきます。個数が多くて、
切除もRFAも最初からできないと、予

放射線のリスクもないエコーが、日本
で一番手軽に行われています。ただ太
っているとだめなのです。太っている
と、あるはずのがんも見つからないこ
とがあるので、アメリカでは高度肥満
者が多く、エコーは無力のようです。
　齊藤　non-B/non-Cもハイリスクの
方はエコーを定期的に行うといい、と
いうことですか。
　小池　C型、B型がわかっている人
は定期的に通っているので、４カ月な
り半年に１回、エコーができるのです
が、ウイルスのいない人たちはなかな
か定期的に消化器の外来に来られない
のです。そうすると、いきなり大きな
肝がんが見つかったり、あるいは複数、
多数になっていて、治療法が限られる
という現状です。

　齊藤　今のエコー等で肝がんが見つ
かった後の対策はどうなりますか。
　小池　私たちがいつも言っている肝
がん治療の３本柱というものがありま
して、まず、古くからある肝切除。そ
れから経皮的な治療として、皮膚から
肝臓を刺す、ラジオ波焼灼術（RFA）、
これが２つ目の治療。３つ目は肝動脈
塞栓術です。肝がんを、動脈を詰めて
兵糧攻めにするという治療。これらが
３本柱です。ただし、根治性という意
味では肝切除とラジオ波が双璧を成し
ていて、肝動脈塞栓術に関しては少し
落ちる。根治性は求めないほうがいい。
そんな治療法になります。
　齊藤　治療法の選択の基本的な考え
方はどうなりますか。
　小池　私が今理事をやっている日本

図１　ウイルス以外の肝がん（非B非C型）が増えている

東大消化器内科2,369人の肝細胞がん患者
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肝臓学会で肝臓治療ガイドラインを出
しており、治療アルゴリズムを設定し
ています。これは、まず肝障害度と呼
んでいますが、肝臓の働きがどうか、
例えば肝硬変でも初期のものなのか、
ある程度進んでいるのか、非常に進ん
でいるのか、段階によって治療の選択
が変わってきます。次に、がんの数が
何個あるか。１個か、２～３個か、４
個以上か。次には腫瘍の大きさです。
一般には３㎝以内か、３㎝を超えるか。
　こういったことから考えて、肝障害
度はABC評価で、Cが一番進んでいる
肝硬変とすると、A・Bの場合には個
数が少なければ肝切除かRFAを行う。
ただ、個数が多かったり、サイズが大
きかったりする場合には肝動脈塞栓術
の選択になってくる。そういう状況で
す。もっとたくさん、４～７個以上に
なると、RFAや肝切除は原則適用外に
なってしまって、肝動脈塞栓術か、あ
るいは抗がん剤を肝動脈に動注する。
あるいは、最近は分子標的薬というも
のがあって、こういった薬をのんでも
らう。そういった治療も選択肢に入っ
てきます。
　齊藤　この３本柱は基本的には独立
して３本立っているのですね。併用は
通常ないのですか。
　小池　肝動脈塞栓術とRFAを併用す
ることはあります。ちょっと個数が多
い場合では最初に肝動脈塞栓をやって
おいて、２カ月後ぐらいにRFAで焼灼

することはあります。
　齊藤　最近のトピックの、様々な新
しい分子標的薬等はどうですか。
　小池　実は肝細胞がんに関しては、
2009年に１つ承認されて、それ以降、
全く新しい薬が出ていないのです。ソ
ラフェニブという薬に関しても、著効
を示すところまではいかない。大きく
なるのを抑えるというぐらいなので、
選択としてはほかの３本柱の治療がう
まくいかないとき、そういう選択がな
されるのが現状です。
　齊藤　予後に関してはどうですか。
　小池　これは施設によって、あるい
は先ほど言ったサーベイランスで見つ
かった患者さんか、そうでないかによ
って少し変わってきます。全体の予後
としては、国立がん研究センターの統
計を見ると、５年生存率がまだ30％弱
です。これはがんで言うと、膵がん、
胆管がんの次、下から３番目です。肺
がんと近い状態です。ただ、きちっと
サーベイランスをされて早く見つかっ
たがんに関しては、今、初発の患者さ
んだと、私たちのところでは５年生存
率が62％まで上がっています（図２）。
肝切除もだいたい同じぐらいよい生存
率になっています。
　齊藤　治療法によっても違ってくる
のですね。
　小池　どの治療が選択できるかによ
って変わってきます。個数が多くて、
切除もRFAも最初からできないと、予

放射線のリスクもないエコーが、日本
で一番手軽に行われています。ただ太
っているとだめなのです。太っている
と、あるはずのがんも見つからないこ
とがあるので、アメリカでは高度肥満
者が多く、エコーは無力のようです。
　齊藤　non-B/non-Cもハイリスクの
方はエコーを定期的に行うといい、と
いうことですか。
　小池　C型、B型がわかっている人
は定期的に通っているので、４カ月な
り半年に１回、エコーができるのです
が、ウイルスのいない人たちはなかな
か定期的に消化器の外来に来られない
のです。そうすると、いきなり大きな
肝がんが見つかったり、あるいは複数、
多数になっていて、治療法が限られる
という現状です。

　齊藤　今のエコー等で肝がんが見つ
かった後の対策はどうなりますか。
　小池　私たちがいつも言っている肝
がん治療の３本柱というものがありま
して、まず、古くからある肝切除。そ
れから経皮的な治療として、皮膚から
肝臓を刺す、ラジオ波焼灼術（RFA）、
これが２つ目の治療。３つ目は肝動脈
塞栓術です。肝がんを、動脈を詰めて
兵糧攻めにするという治療。これらが
３本柱です。ただし、根治性という意
味では肝切除とラジオ波が双璧を成し
ていて、肝動脈塞栓術に関しては少し
落ちる。根治性は求めないほうがいい。
そんな治療法になります。
　齊藤　治療法の選択の基本的な考え
方はどうなりますか。
　小池　私が今理事をやっている日本

図１　ウイルス以外の肝がん（非B非C型）が増えている

東大消化器内科2,369人の肝細胞がん患者
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後が悪くなります。
　齊藤　切除もできればよいのですね。
成因がウイルス由来と非ウイルス由来
ということでしたが、何か差がありま
すか。
　小池　最近はB型肝炎もC型肝炎も
抗ウイルス治療薬が非常に進歩してき
ました。C型肝炎は、３年ぐらい前か
らのみ薬でウイルスを完全に排除でき
る。B型は排除できないのですが、の
み薬でウイルスを抑え込めるのです。
そうすると、今のところB型のほうは、
10年、20年前に比べて非常に生命予後
がよくなっています（図３）。C型はあ
まり変わっていないものの、これから
ウイルス排除の効果が出て、よくなり
ます。それに比して、non-B/non-Cの
人は少し進んだ肝がんで見つかること
も多いので、今のところ予後の改善は

難しい状況です。
　齊藤　日本と欧米との比較はどうで
すか。
　小池　欧米との大きな違いは、まず
１つは発見の時期が日本では早い。こ
れは保険制度も関係していると思いま
すが、小さく見つけて、うまく治療す
るので生命予後が延びる。治療法で一
番違うのは、あちらは肝移植がたくさ
ん行われています。最終的には肝移 
植に持ち込めればいいということで、
RFAはそれまでのつなぎのような治療
で行われているような状況です。
　齊藤　日本はきめ細かく、非常に成
績もよくなってきたということで、こ
れは世界に誇れる成果ですね。
　小池　そのように思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

図２　肝がんラジオ波治療全生存率（N＝1616）

東大消化器内科

図３　B型肝がんでは次第に予後改善しているが、C型肝がんの予後は改善していない。
　　　これまでの抗ウイルス療法の効果の違いと考えられる。

Minami T, et al. Hepatol Res 2015
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後が悪くなります。
　齊藤　切除もできればよいのですね。
成因がウイルス由来と非ウイルス由来
ということでしたが、何か差がありま
すか。
　小池　最近はB型肝炎もC型肝炎も
抗ウイルス治療薬が非常に進歩してき
ました。C型肝炎は、３年ぐらい前か
らのみ薬でウイルスを完全に排除でき
る。B型は排除できないのですが、の
み薬でウイルスを抑え込めるのです。
そうすると、今のところB型のほうは、
10年、20年前に比べて非常に生命予後
がよくなっています（図３）。C型はあ
まり変わっていないものの、これから
ウイルス排除の効果が出て、よくなり
ます。それに比して、non-B/non-Cの
人は少し進んだ肝がんで見つかること
も多いので、今のところ予後の改善は

難しい状況です。
　齊藤　日本と欧米との比較はどうで
すか。
　小池　欧米との大きな違いは、まず
１つは発見の時期が日本では早い。こ
れは保険制度も関係していると思いま
すが、小さく見つけて、うまく治療す
るので生命予後が延びる。治療法で一
番違うのは、あちらは肝移植がたくさ
ん行われています。最終的には肝移 
植に持ち込めればいいということで、
RFAはそれまでのつなぎのような治療
で行われているような状況です。
　齊藤　日本はきめ細かく、非常に成
績もよくなってきたということで、こ
れは世界に誇れる成果ですね。
　小池　そのように思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

図２　肝がんラジオ波治療全生存率（N＝1616）

東大消化器内科

図３　B型肝がんでは次第に予後改善しているが、C型肝がんの予後は改善していない。
　　　これまでの抗ウイルス療法の効果の違いと考えられる。

Minami T, et al. Hepatol Res 2015
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