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膵臓がん治療の進歩

　齊藤　膵臓がんの治療の進歩という
ことでうかがいます。まず膵臓がんの
疫学は今どんな状況なのでしょうか。
　伊佐山　膵臓がんは、最難治がんと
いう言葉がふさわしいがんです。通常
ですと、予後については５年生存率が
何十％と言われますが、膵がんは生存
期間中央値何カ月と表されることが多
いです。相対５年生存率、要はがんに
なって５年以上経過していれば根治し
ているのではないかと考えられる数字
ですが、全がん種中、膵がんが最悪で、
今のところ６％ぐらい。我々はもっと
低いだろうと思っています。
　死亡者数も増加傾向で、最近は年間
３万人を超え、肝がんを抜いて全がん
種中、第４位の死亡者数になりました。
ただ、膵臓がんになる方も３万人ぐら
いなので、現時点では膵がんになった
方はほぼ全員膵がんで亡くなるといえ
ると思います。このように非常に予後
が悪いがんであることは明白です。
　齊藤　非常に重要な領域なのですね。
　伊佐山　はい、そう思います。

　齊藤　なおかつ難しいとなると、戦
略としては早期に発見することですか。
　伊佐山　膵がんの早期発見には、早
期膵がんの発見とそこにある膵がんを
早期に発見することの２通りがありま
す。今は早期胃がんなどは非常に多く
見つかって、みんな内視鏡で治る時代
になってきていますが、膵がんに関し
てはまだ早期膵がんという定義があま
りはっきりしていません。それと、そ
こにある膵がんをいかに早く見つける
かということとは、多少似たようなと
ころでもあり、違うところでもあるの
ですが、別々の戦略が必要だと我々は
考えています。
　齊藤　まずはマーカーとか危険因子
を参考にしますか。
　伊佐山　特に早期膵がんを見つけよ
うというときには、ただやみくもに探
しても難しいと思います。高危険群を
徹底的にスクリーニングすること、あ
るいは経過観察することで早期膵がん
を見つけるという戦略が考えられます。
そういったものが、例えば肝臓がんで

あればC型肝炎とか、胃がんであれば
ピロリの感染症による萎縮性胃炎など
があるのですが、膵臓がんに関しては
そういった高危険群がないのが現状で
す。
　現在我々が考えている高危険群とい
うのは、一つには家族歴がある患者さ
ん、それからいわゆるIPMNといわれ
ている膵囊胞を持っている方が膵臓 
がんの高危険群だといわれています。
IPMNそのもののがん化もありますが、
IPMNと全然関係ない場所に急に膵臓
がんがぽんとできることがあります。
そのため、我々は膵囊胞は膵がんの高
危険群と考えて一生懸命追いかけてい
るところです。
　齊藤　糖尿病もいわれていますか。
　伊佐山　糖尿病と膵がんの関係は非
常に深いと思います。糖尿病は、膵が
んができた結果なのか、膵がんが発生
する原因なのか。非常に長くいろいろ
なことが言われてきているのですが、
我々は両方あると思っています。膵臓
がんができたことによって糖尿病が出
てくる方はたくさんいらっしゃるので、
新規の糖尿病の方は１回は、膵臓がん
がないかどうかみるべきだと思います
し、長くみている方が急に糖尿病のコ
ントロールが悪くなったときには、膵
臓がんができている可能性があります
ので、こういうときには膵臓をしっか
りみるべきだと思います。
　おそらくは、十数年に及ぶ高インス

リン状態を受けて、膵臓のがん化が出
てくるのではないかと我々は考えてい
ます。ですから、糖尿病の方を診てい
る医師は、常に膵臓がんを意識して診
ていただければと考えます。
　齊藤　症状ではどうなのでしょうか。
　伊佐山　たいへん難しい質問です。
というのは、確かに症状はあるのです
が、特異的なもの、膵臓がんだったら
この症状、というものがなかなかない
のですが、やはり痛みが一番の症状で
す。我々がよく経験する症例は、おな
かが痛くて近所のクリニックに行って、
胃も大腸も内視鏡検査も受けたが、潰
瘍は見つからなかった。慢性胃炎があ
って胃薬をもらってのんでいるけれど、
あまりよくならないと思っていたら、
実は膵臓がんだった、というような症
例です。こういう方はけっこういらっ
しゃる。ですから、上部内視鏡検査で
潰瘍が見つからない、でも痛いという
方の場合には、超音波やCT、MRIを施
行する必要があります。この時点でで
きれば膵臓がんを疑ってほしいと思い
ます。
　痛みの特徴としては、食事とあまり
関係なく、何となくじわっと重ったる
い感じが長く続くことが挙げられます。
普通の胃の痛みは、食事によって悪く
なったり、あるいは逆におなかがへる
と悪くなったりしますが、膵臓がんは
そういったものとちょっと違うのです。
食事とは関係ない痛みを訴える方を診
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膵臓がん治療の進歩

　齊藤　膵臓がんの治療の進歩という
ことでうかがいます。まず膵臓がんの
疫学は今どんな状況なのでしょうか。
　伊佐山　膵臓がんは、最難治がんと
いう言葉がふさわしいがんです。通常
ですと、予後については５年生存率が
何十％と言われますが、膵がんは生存
期間中央値何カ月と表されることが多
いです。相対５年生存率、要はがんに
なって５年以上経過していれば根治し
ているのではないかと考えられる数字
ですが、全がん種中、膵がんが最悪で、
今のところ６％ぐらい。我々はもっと
低いだろうと思っています。
　死亡者数も増加傾向で、最近は年間
３万人を超え、肝がんを抜いて全がん
種中、第４位の死亡者数になりました。
ただ、膵臓がんになる方も３万人ぐら
いなので、現時点では膵がんになった
方はほぼ全員膵がんで亡くなるといえ
ると思います。このように非常に予後
が悪いがんであることは明白です。
　齊藤　非常に重要な領域なのですね。
　伊佐山　はい、そう思います。

　齊藤　なおかつ難しいとなると、戦
略としては早期に発見することですか。
　伊佐山　膵がんの早期発見には、早
期膵がんの発見とそこにある膵がんを
早期に発見することの２通りがありま
す。今は早期胃がんなどは非常に多く
見つかって、みんな内視鏡で治る時代
になってきていますが、膵がんに関し
てはまだ早期膵がんという定義があま
りはっきりしていません。それと、そ
こにある膵がんをいかに早く見つける
かということとは、多少似たようなと
ころでもあり、違うところでもあるの
ですが、別々の戦略が必要だと我々は
考えています。
　齊藤　まずはマーカーとか危険因子
を参考にしますか。
　伊佐山　特に早期膵がんを見つけよ
うというときには、ただやみくもに探
しても難しいと思います。高危険群を
徹底的にスクリーニングすること、あ
るいは経過観察することで早期膵がん
を見つけるという戦略が考えられます。
そういったものが、例えば肝臓がんで

あればC型肝炎とか、胃がんであれば
ピロリの感染症による萎縮性胃炎など
があるのですが、膵臓がんに関しては
そういった高危険群がないのが現状で
す。
　現在我々が考えている高危険群とい
うのは、一つには家族歴がある患者さ
ん、それからいわゆるIPMNといわれ
ている膵囊胞を持っている方が膵臓 
がんの高危険群だといわれています。
IPMNそのもののがん化もありますが、
IPMNと全然関係ない場所に急に膵臓
がんがぽんとできることがあります。
そのため、我々は膵囊胞は膵がんの高
危険群と考えて一生懸命追いかけてい
るところです。
　齊藤　糖尿病もいわれていますか。
　伊佐山　糖尿病と膵がんの関係は非
常に深いと思います。糖尿病は、膵が
んができた結果なのか、膵がんが発生
する原因なのか。非常に長くいろいろ
なことが言われてきているのですが、
我々は両方あると思っています。膵臓
がんができたことによって糖尿病が出
てくる方はたくさんいらっしゃるので、
新規の糖尿病の方は１回は、膵臓がん
がないかどうかみるべきだと思います
し、長くみている方が急に糖尿病のコ
ントロールが悪くなったときには、膵
臓がんができている可能性があります
ので、こういうときには膵臓をしっか
りみるべきだと思います。
　おそらくは、十数年に及ぶ高インス

リン状態を受けて、膵臓のがん化が出
てくるのではないかと我々は考えてい
ます。ですから、糖尿病の方を診てい
る医師は、常に膵臓がんを意識して診
ていただければと考えます。
　齊藤　症状ではどうなのでしょうか。
　伊佐山　たいへん難しい質問です。
というのは、確かに症状はあるのです
が、特異的なもの、膵臓がんだったら
この症状、というものがなかなかない
のですが、やはり痛みが一番の症状で
す。我々がよく経験する症例は、おな
かが痛くて近所のクリニックに行って、
胃も大腸も内視鏡検査も受けたが、潰
瘍は見つからなかった。慢性胃炎があ
って胃薬をもらってのんでいるけれど、
あまりよくならないと思っていたら、
実は膵臓がんだった、というような症
例です。こういう方はけっこういらっ
しゃる。ですから、上部内視鏡検査で
潰瘍が見つからない、でも痛いという
方の場合には、超音波やCT、MRIを施
行する必要があります。この時点でで
きれば膵臓がんを疑ってほしいと思い
ます。
　痛みの特徴としては、食事とあまり
関係なく、何となくじわっと重ったる
い感じが長く続くことが挙げられます。
普通の胃の痛みは、食事によって悪く
なったり、あるいは逆におなかがへる
と悪くなったりしますが、膵臓がんは
そういったものとちょっと違うのです。
食事とは関係ない痛みを訴える方を診
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たときには一応膵臓がんを疑ってほし
いと考えます。
　齊藤　画像診断を一歩進めるという
ことですけれども、どういった画像診
断を行えばよいでしょうか。
　伊佐山　そこにがんがあることを疑
ったときには造影CTです。造影剤を
使わない単純CTは膵がんの発見には
全く役に立たないことがわかっていま
す。やはり造影、しかもダイナミック
CTが非常に重要です。あとは超音波
内視鏡です。超音波内視鏡で膵臓がん
を描出するのが一番強力なモダリティ
ーだと思っています。
　齊藤　超音波内視鏡とはどういった
ものなのでしょうか。
　伊佐山　これは内視鏡の先端に超音
波がついていて、エコーを胃の中、あ
るいは十二指腸から当てるものです。
そうすると、皮１枚のところに膵臓が
あるので、非常に膵臓がよく見えます。
これによって小さい膵臓がんでも見つ
けることができます。膵臓がんを超音
波内視鏡で見逃す確率はけっこう低い
と思っているのですが、超音波内視鏡
を受けるところまでたどり着かれる方
が少ないのが問題だと思います。
　齊藤　技術的にかなり難しいのでし
ょうか。
　伊佐山　専門家でないとなかなか使
えません。専門家がいる病院でないと
常備していないこともあるので、普及
率はまだまだ低い状況です。そういう

ことで、膵臓がん、あるいは膵臓を専
門とする医師に紹介いただいたり、患
者さん自身で調べて受診されることも
重要ではないかと思っています。
　齊藤　生検も可能なのですか。
　伊佐山　昔は膵臓がんの生検はたい
へんでしたが、今は超音波内視鏡で見
ながら腫瘍に針を刺して施行していま
す。吸引圧をかけながら針を動かして
組織や細胞を取ってくるのが非常に正
診率が高く、90～95％もあります。高
い確率で診断ができるようになり、診
断は格段に進歩したと思います。
　齊藤　発見できた場合、治療の基本
的な方針はどういうことになりますか。
　伊佐山　治る方は手術になりますが、
根治が得られる方は20㎜以下、あるい
は本当は10㎜以下の方です。手術で根
治を期待するのですが、切除率も20％
以下ですし、手術した方の生存期間中
央値が20カ月、非常に手術の成績も悪
いです。手術の成績を上げるために、
現在では手術の前に術前化学療法を行
って、なるべく腫瘍を小さくしておく
ようになりました。あるいは、手術が
終わった後に、さらに残った小さい腫
瘍をたたくための補助化学療法も標準
治療です。手術だけではなくて、手術
と化学療法を組み合わせて治療をして
いく考え方が非常に重要です。
　齊藤　手術で切除できる人が20％で
すか。
　伊佐山　20％いないと思います。

　齊藤　手術もぎりぎりできるかもし
れないという領域の人もいるのですか。
　伊佐山　そうですね。最近、膵がん
取扱規格第７版という新しいものでは、
切除可能性分類というものができ、切
除が可能な方と、border-line resectable
という、手術してもぎりぎり取り切れ
ない、あるいは取ってもすぐ再発する
という方を分けるようになりました。
そういった方に対して術前化学療法を
行うという考えに合わせて、分類が変
わってきたところです。切除可能性分
類というものができたことを、ぜひ覚
えておいていただきたいと思います。
　齊藤　手術ができない方の対策はあ
るのでしょうか。
　伊佐山　できるだけ生存期間を延ば
すために、全身化学療法を強力に行い
ます。これは分子標的薬や抗体療法、
免疫チェックポイント阻害剤のような
新しいタイプのものではなく、昔から
されている殺細胞効果という、腫瘍そ
のものをたたくような、旧タイプの化
学療法です。最近発展してきて、患者
さんの余命はだんだん延びてきていま
す。
　抗腫瘍療法だけでなく、膵臓という
場所、胆管が詰まるとか、消化管が詰
まることに対する治療も重要です。患
者さんは黄疸や、食事が取れないと苦
しむ方がけっこういらっしゃいますの
で、そういった方に対しての内視鏡的
なステント治療も、かなり進歩してい

ます。
　齊藤　今、precision medicineがい
われていますが、見通しはどうでしょ
うか。
　伊佐山　今、いろいろなところで膵
臓がんに対してのブレイクスルーを狙
って、基礎的な検討あるいは臨床試験
が行われています。しかし、やはりタ
ーゲットとする、すごくいいドライバ
ージーンのようなものがきちんと見つ
かっていないので、precision medicine
はできていません。それから、いわゆ
る分子標的薬、抗体療法、そういった
治療法もよい成績が出ていません。免
疫チェックポイントの阻害剤も膵がん
に対してはあまりいい成績が出ていな
いので、もう一段、もう二段、研究を
していかないと、いい治療法は見つか
らないのではと思います。研究者が増
えて、世間の注目がすごく集まって、
研究が進んでいかないと、いい治療法
が出てこないというのが、今の膵臓が
んの現状だと思います。
　齊藤　これからさらに伸びていく余
地のある領域ですね。
　伊佐山　そうですね。ここから10年、
15年は、膵臓がんの時代だと私は認識
しています。日本の総力を挙げて膵臓
がんを何とかしていかなくてはいけな
いと思っており、医療界だけではなく
社会を挙げて取り組んでいく問題だと
思っています。
　齊藤　ありがとうございました。
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たときには一応膵臓がんを疑ってほし
いと考えます。
　齊藤　画像診断を一歩進めるという
ことですけれども、どういった画像診
断を行えばよいでしょうか。
　伊佐山　そこにがんがあることを疑
ったときには造影CTです。造影剤を
使わない単純CTは膵がんの発見には
全く役に立たないことがわかっていま
す。やはり造影、しかもダイナミック
CTが非常に重要です。あとは超音波
内視鏡です。超音波内視鏡で膵臓がん
を描出するのが一番強力なモダリティ
ーだと思っています。
　齊藤　超音波内視鏡とはどういった
ものなのでしょうか。
　伊佐山　これは内視鏡の先端に超音
波がついていて、エコーを胃の中、あ
るいは十二指腸から当てるものです。
そうすると、皮１枚のところに膵臓が
あるので、非常に膵臓がよく見えます。
これによって小さい膵臓がんでも見つ
けることができます。膵臓がんを超音
波内視鏡で見逃す確率はけっこう低い
と思っているのですが、超音波内視鏡
を受けるところまでたどり着かれる方
が少ないのが問題だと思います。
　齊藤　技術的にかなり難しいのでし
ょうか。
　伊佐山　専門家でないとなかなか使
えません。専門家がいる病院でないと
常備していないこともあるので、普及
率はまだまだ低い状況です。そういう

ことで、膵臓がん、あるいは膵臓を専
門とする医師に紹介いただいたり、患
者さん自身で調べて受診されることも
重要ではないかと思っています。
　齊藤　生検も可能なのですか。
　伊佐山　昔は膵臓がんの生検はたい
へんでしたが、今は超音波内視鏡で見
ながら腫瘍に針を刺して施行していま
す。吸引圧をかけながら針を動かして
組織や細胞を取ってくるのが非常に正
診率が高く、90～95％もあります。高
い確率で診断ができるようになり、診
断は格段に進歩したと思います。
　齊藤　発見できた場合、治療の基本
的な方針はどういうことになりますか。
　伊佐山　治る方は手術になりますが、
根治が得られる方は20㎜以下、あるい
は本当は10㎜以下の方です。手術で根
治を期待するのですが、切除率も20％
以下ですし、手術した方の生存期間中
央値が20カ月、非常に手術の成績も悪
いです。手術の成績を上げるために、
現在では手術の前に術前化学療法を行
って、なるべく腫瘍を小さくしておく
ようになりました。あるいは、手術が
終わった後に、さらに残った小さい腫
瘍をたたくための補助化学療法も標準
治療です。手術だけではなくて、手術
と化学療法を組み合わせて治療をして
いく考え方が非常に重要です。
　齊藤　手術で切除できる人が20％で
すか。
　伊佐山　20％いないと思います。

　齊藤　手術もぎりぎりできるかもし
れないという領域の人もいるのですか。
　伊佐山　そうですね。最近、膵がん
取扱規格第７版という新しいものでは、
切除可能性分類というものができ、切
除が可能な方と、border-line resectable
という、手術してもぎりぎり取り切れ
ない、あるいは取ってもすぐ再発する
という方を分けるようになりました。
そういった方に対して術前化学療法を
行うという考えに合わせて、分類が変
わってきたところです。切除可能性分
類というものができたことを、ぜひ覚
えておいていただきたいと思います。
　齊藤　手術ができない方の対策はあ
るのでしょうか。
　伊佐山　できるだけ生存期間を延ば
すために、全身化学療法を強力に行い
ます。これは分子標的薬や抗体療法、
免疫チェックポイント阻害剤のような
新しいタイプのものではなく、昔から
されている殺細胞効果という、腫瘍そ
のものをたたくような、旧タイプの化
学療法です。最近発展してきて、患者
さんの余命はだんだん延びてきていま
す。
　抗腫瘍療法だけでなく、膵臓という
場所、胆管が詰まるとか、消化管が詰
まることに対する治療も重要です。患
者さんは黄疸や、食事が取れないと苦
しむ方がけっこういらっしゃいますの
で、そういった方に対しての内視鏡的
なステント治療も、かなり進歩してい

ます。
　齊藤　今、precision medicineがい
われていますが、見通しはどうでしょ
うか。
　伊佐山　今、いろいろなところで膵
臓がんに対してのブレイクスルーを狙
って、基礎的な検討あるいは臨床試験
が行われています。しかし、やはりタ
ーゲットとする、すごくいいドライバ
ージーンのようなものがきちんと見つ
かっていないので、precision medicine
はできていません。それから、いわゆ
る分子標的薬、抗体療法、そういった
治療法もよい成績が出ていません。免
疫チェックポイントの阻害剤も膵がん
に対してはあまりいい成績が出ていな
いので、もう一段、もう二段、研究を
していかないと、いい治療法は見つか
らないのではと思います。研究者が増
えて、世間の注目がすごく集まって、
研究が進んでいかないと、いい治療法
が出てこないというのが、今の膵臓が
んの現状だと思います。
　齊藤　これからさらに伸びていく余
地のある領域ですね。
　伊佐山　そうですね。ここから10年、
15年は、膵臓がんの時代だと私は認識
しています。日本の総力を挙げて膵臓
がんを何とかしていかなくてはいけな
いと思っており、医療界だけではなく
社会を挙げて取り組んでいく問題だと
思っています。
　齊藤　ありがとうございました。
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