
埼玉医科大学消化管内科教授
今　枝　博　之

（聞き手　山内俊一）

　大腸ポリープの切除後、ポリープの再発を防ぐための対策として予防薬の服
用はあるのでしょうか。ご教示ください。

＜群馬県開業医＞

大腸ポリープの予防薬

　山内　今枝先生、大腸ポリープのが
ん化というのは非常によく知られた話
ですが、がん化するポリープに特徴は
あるのでしょうか。
　今枝　ポリープは、小さいものから
徐々に大きくなっていきますが、１㎝
を超すと、がんを伴ってくる率が28％
ぐらいといわれていますので、大きい
ものほど、がん化しやすいという報告
になっています。
　山内　そうしますと、一定の大きさ
になったら積極的に切除していくとい
う方針でよいのでしょうか。
　今枝　日本の場合には、５㎜以上の
場合には取ったほうがよいといわれて
ますが、小さいものでも取ったほうが
よい（クリーンコロン）という考えも
あります。
　山内　さて、質問に移りますが、ポ

リープの再発とがん化の抑制は、厳密
には多少違うかもしれませんが、今の
ところはまだ区別されていないとみて
よいでしょうか。
　今枝　いろいろなデータを見ますと、
がんの発生率を見ているデータと、が
んまでいかない腺腫の発生率を比較し
ているデータがあり、それぞれで有効
だというデータは出ています。
　山内　一応一緒に考えていこうとい
うところですね。
　今枝　はい。
　山内　予防薬として期待されるもの
には、どのようなものがあるのでしょ
うか。
　今枝　実際のところ、海外でも日本
でも、まだ大腸がんの予防の薬自体が
保険で認可されていません。有効な薬
はありますが、実際には保険診療では
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われます。
　山内　ほぼ半減するのですね。
　今枝　はい。
　山内　それ以外にもいろいろなスタ
ディが出ているとみてよいのでしょう
か。
　今枝　それ以外ですと、50,000人の
男性医療関係者におけるコホート研究
では18年間フォローし、大腸がんの相
対危険度が0.79でした。また、内視鏡
後のフォローアップで、ダブルブライ
ンドに割り付けしたメタ解析のデータ
が出てきています。これは腺腫に関す
るデータでは88％、advanced lesion 
（２㎝以上の腺腫や粘膜内がん、繊毛
状腺腫、粘膜下層への浸潤がん）は72
％の抑制率といわれています。
　山内　全体としてはオッズ比が、先
ほどの0.6前後で出ているという状況で
すね。
　今枝　はい。
　山内　そうしますと、けっこう有用
な薬剤だと期待できるのですが、残念
ながら、先ほど話がありましたように、
これは保険適用がなかなか難しいとい
うことです。たまたま心血管障害のよ
うな方がいらっしゃったときには、こ
ういった話をついでにしておくと、服
薬率がよくなるのでしょうね。
　今枝　はい。一石二鳥が期待される
薬です。ただし、低用量アスピリンと
いえども胃十二指腸潰瘍をきたすこと
もあったり、最近では下部消化管、特

に小腸にびらんや潰瘍をきたして貧血
を認めることもあり、消化管粘膜傷害
に注意が必要です。
　山内　そういった薬あたりが代表的
かと思われますが、それ以外にもノミ
ネートされている薬はあるのでしょう
か。
　今枝　海外からの報告で、一つはビ
スホスホネート製剤の報告もあります。
それ自体、オッズ比は0.82ということ
で、まあまあのデータになるかと思い
ます。あとはスタチン系の薬ですが、
スタチン自体は有効率がそれほどよく
ないようで、多少抑制効果があるので
はないか、という報告になっています。
　それと、以前から糖尿病薬で使われ
ていますメトホルミン自体も、もとも
とメトホルミンをのんでいらっしゃる
方が発がん率が低いのではないかとい
うデータで、その中でも大腸がんのリ
スクも下がるのではないかという報告
もあります。
　山内　そのあたりの薬が代表的なと
ころなのでしょうが、NSAIDsは別と
して、だいたい慢性疾患というか、生
活習慣病に絡むような薬が非常に多い
印象もあります。結局、食事の因子も
よく出てくるのですが、直接関係ある
かどうかは別にして、食事の増悪因子
とか、逆に改善する抑制因子などとい
ったものでは、どういったものが挙げ
られているのでしょうか。
　今枝　一般的に大腸がんの増悪因子

使用できないというところです。
　ただ、海外や日本からの報告で、一
般的によくいわれているのは非ステロ
イド系抗炎症薬（NSAIDs）の中で、
当初はスリンダクに、家族性大腸腺腫
症に関して発がんの予防や、ポリープ
を縮小するという報告がありましたが、
胃潰瘍や吻合部潰瘍、小腸潰瘍を起こ
すということで、実用化はされません
でした。
　山内　両面の作用を持っているもの
はなかなか難しいというところですね。
　今枝　その後に消化管の障害が少な
いといわれているCOX２選択的阻害薬
が出てきています。ただ、最近では重
篤な心血管への障害が起きるというこ
とで、この薬自体も実用化はされませ
んでした。
　山内　そうしますと、そちらのほう
が行き詰まったというところで、別の
ものも出てきているのでしょうか。
　今枝　古い薬ですけれども、アスピ
リン、特に低用量アスピリン自体がそ
もそも心血管のイベントの予防に関し
ても使われていましたが、大腸がんや
腺腫への予防の有用性が海外でも多数
報告されています。
　山内　最初はもちろん経験的なとこ
ろで出てきた話でしょうけれども、そ
の後、当然臨床試験のようなもので、
厳密な比較試験が行われているのでし
ょうね。
　今枝　1988年に最初に症例対象研究

が報告されて、かなり発がんを抑える
という報告がありました。その後、メ
タ解析のデータが出てきていますし、
あとはコホート研究で大規模なスタデ
ィの研究も出てきていて、かなり発が
んの抑制力もあります。
　また、腺腫のデータも出てきていま
す。内視鏡でフォローし、その後にア
スピリンを投与する群とプラセボを投
与する群で比較して、内視鏡でフォロ
ーしたところ、腺腫の発生率がかなり
抑制されたという報告があります。ア
スピリンの有用性が報告されています。
　山内　代表的なスタディを少し紹介
願えますか。
　今枝　1988年に出たものはKuneの報
告で、症例対象研究ですが、その後のコ
ホート研究のレビューで、Flossmann
という先生が幾つかのスタディをレビ
ューされています。
　これらは海外のデータですけれども、
その後、日本でちょうどJ-CAPP study
という報告がありまして、これもかな
り大規模でした。大腸の腫瘍に対して
内視鏡で摘除した後に、低用量アスピ
リン群とプラセボ群で振り分け、２年
後に内視鏡でポリープの発生率を見て
いるデータでは、抑制効果があるとい
う報告になっています。
　山内　実際のオッズ比などではどの
あたりの値が出ているのでしょうか。
　今枝　日本での報告ですと、オッズ
比が0.6ということで、かなり有用と思
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われます。
　山内　ほぼ半減するのですね。
　今枝　はい。
　山内　それ以外にもいろいろなスタ
ディが出ているとみてよいのでしょう
か。
　今枝　それ以外ですと、50,000人の
男性医療関係者におけるコホート研究
では18年間フォローし、大腸がんの相
対危険度が0.79でした。また、内視鏡
後のフォローアップで、ダブルブライ
ンドに割り付けしたメタ解析のデータ
が出てきています。これは腺腫に関す
るデータでは88％、advanced lesion 
（２㎝以上の腺腫や粘膜内がん、繊毛
状腺腫、粘膜下層への浸潤がん）は72
％の抑制率といわれています。
　山内　全体としてはオッズ比が、先
ほどの0.6前後で出ているという状況で
すね。
　今枝　はい。
　山内　そうしますと、けっこう有用
な薬剤だと期待できるのですが、残念
ながら、先ほど話がありましたように、
これは保険適用がなかなか難しいとい
うことです。たまたま心血管障害のよ
うな方がいらっしゃったときには、こ
ういった話をついでにしておくと、服
薬率がよくなるのでしょうね。
　今枝　はい。一石二鳥が期待される
薬です。ただし、低用量アスピリンと
いえども胃十二指腸潰瘍をきたすこと
もあったり、最近では下部消化管、特

に小腸にびらんや潰瘍をきたして貧血
を認めることもあり、消化管粘膜傷害
に注意が必要です。
　山内　そういった薬あたりが代表的
かと思われますが、それ以外にもノミ
ネートされている薬はあるのでしょう
か。
　今枝　海外からの報告で、一つはビ
スホスホネート製剤の報告もあります。
それ自体、オッズ比は0.82ということ
で、まあまあのデータになるかと思い
ます。あとはスタチン系の薬ですが、
スタチン自体は有効率がそれほどよく
ないようで、多少抑制効果があるので
はないか、という報告になっています。
　それと、以前から糖尿病薬で使われ
ていますメトホルミン自体も、もとも
とメトホルミンをのんでいらっしゃる
方が発がん率が低いのではないかとい
うデータで、その中でも大腸がんのリ
スクも下がるのではないかという報告
もあります。
　山内　そのあたりの薬が代表的なと
ころなのでしょうが、NSAIDsは別と
して、だいたい慢性疾患というか、生
活習慣病に絡むような薬が非常に多い
印象もあります。結局、食事の因子も
よく出てくるのですが、直接関係ある
かどうかは別にして、食事の増悪因子
とか、逆に改善する抑制因子などとい
ったものでは、どういったものが挙げ
られているのでしょうか。
　今枝　一般的に大腸がんの増悪因子

使用できないというところです。
　ただ、海外や日本からの報告で、一
般的によくいわれているのは非ステロ
イド系抗炎症薬（NSAIDs）の中で、
当初はスリンダクに、家族性大腸腺腫
症に関して発がんの予防や、ポリープ
を縮小するという報告がありましたが、
胃潰瘍や吻合部潰瘍、小腸潰瘍を起こ
すということで、実用化はされません
でした。
　山内　両面の作用を持っているもの
はなかなか難しいというところですね。
　今枝　その後に消化管の障害が少な
いといわれているCOX２選択的阻害薬
が出てきています。ただ、最近では重
篤な心血管への障害が起きるというこ
とで、この薬自体も実用化はされませ
んでした。
　山内　そうしますと、そちらのほう
が行き詰まったというところで、別の
ものも出てきているのでしょうか。
　今枝　古い薬ですけれども、アスピ
リン、特に低用量アスピリン自体がそ
もそも心血管のイベントの予防に関し
ても使われていましたが、大腸がんや
腺腫への予防の有用性が海外でも多数
報告されています。
　山内　最初はもちろん経験的なとこ
ろで出てきた話でしょうけれども、そ
の後、当然臨床試験のようなもので、
厳密な比較試験が行われているのでし
ょうね。
　今枝　1988年に最初に症例対象研究

が報告されて、かなり発がんを抑える
という報告がありました。その後、メ
タ解析のデータが出てきていますし、
あとはコホート研究で大規模なスタデ
ィの研究も出てきていて、かなり発が
んの抑制力もあります。
　また、腺腫のデータも出てきていま
す。内視鏡でフォローし、その後にア
スピリンを投与する群とプラセボを投
与する群で比較して、内視鏡でフォロ
ーしたところ、腺腫の発生率がかなり
抑制されたという報告があります。ア
スピリンの有用性が報告されています。
　山内　代表的なスタディを少し紹介
願えますか。
　今枝　1988年に出たものはKuneの報
告で、症例対象研究ですが、その後のコ
ホート研究のレビューで、Flossmann
という先生が幾つかのスタディをレビ
ューされています。
　これらは海外のデータですけれども、
その後、日本でちょうどJ-CAPP study
という報告がありまして、これもかな
り大規模でした。大腸の腫瘍に対して
内視鏡で摘除した後に、低用量アスピ
リン群とプラセボ群で振り分け、２年
後に内視鏡でポリープの発生率を見て
いるデータでは、抑制効果があるとい
う報告になっています。
　山内　実際のオッズ比などではどの
あたりの値が出ているのでしょうか。
　今枝　日本での報告ですと、オッズ
比が0.6ということで、かなり有用と思
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といわれている食事は、特に肉でも赤
身の肉や加工肉などが、メタ解析で少
し悪さをするのではないかといわれて
います。また、肥満の方でカロリー摂
取が高い方が特になるのですが、脂肪
摂取を少なくしても大腸がん発症の減
少効果はみられませんでした。
　山内　何となく脂肪摂取、食事の欧
米化ということで、つい脂肪食がと思
っていたのですが、実際ははっきりと
したデータは出ていないのですね。
　今枝　最近、高脂肪食によりマウス
の腸幹細胞や前駆細胞の増殖が直接促
進され、発がんに関与すると報告され、
注目されています。高カロリーの摂取
と肥満には注意が必要です。
　山内　それ以外に何かありますか。
　今枝　お酒自体もたくさん飲み過ぎ
ると大腸がんの発がん率が上がるとい
われていますし、喫煙も悪さをすると
いわれています。
　山内　生活習慣病と絡むようなもの
が多いですね。
　今枝　そうですね。
　山内　逆に、多少なりとも抑制する
のではないかといわれるものには、ど
ういったものがあるでしょうか。
　今枝　食事の中で食物繊維、特に野

菜類や果物を取るとよいのではないか
という報告もありますし、牛乳やカル
シウムの摂取もよいのではないか。あ
とは、例えばコーヒーも４杯以上飲む
と少し差があるのではないか。もう一
つは、緑茶も10杯以上飲むとよいので
はないかという報告もありますので、
いろいろなデータは出ています。
　山内　これもまた逆にいうと、いず
れも生活習慣病の対策と重複するとい
うか、かぶるところもあるので、何か
そういったものが絡むのが大腸ポリー
プ、大腸がんの特徴かという気もしま
すね。
　今枝　生活習慣病自体の影響は大き
いと思います。
　山内　そうしますと、運動などもい
いのでしょうか。
　今枝　運動自体も大腸がんの抑制に
効果があると報告されていて、逆に運
動不足自体が悪さをするともいわれて
います。
　山内　生活習慣病にかなり近い印象
もあるので、そういった対応を今後行
っていったほうがいいということです
ね。
　今枝　そうですね。
　山内　ありがとうございました。

慶應義塾大学医学部医学教育統轄センター教授
鈴　木　秀　和

（聞き手　池田志斈）

　10年以上の長期間にわたって逆流性食道炎のため、PPI（パリエット10㎎/日）
を服用している75歳男性です。BMI 22〜23で、肥満はありませんでしたが、
50代の頃（勤務中）から重度の粘膜病変を認めるGERDがありました。この数
年バレット食道も指摘され、毎年胃食道内視鏡検査を受けています。昨年の再
検査は胃底腺領域のポリープがやや目立ちますが問題ないとの結果でした。ガ
ストリン（空腹時）測定で500pg/mL（＜200）と上昇していました。また、Zn 
87（66〜118）、ビタミンB12 429（233〜914）、フェリチン（CLIA）240.1でし
た。ガストリン上昇に対して、今後どのように対応すればよいでしょうか。

＜京都府開業医＞

長期治療の逆流性食道炎（GERD）

　池田　鈴木先生、逆流性食道炎にて
長期にプロトンポンプインヒビター
（PPI）を使っている方についての質問
で、副作用を心配されているのですが、
PPIの長期投与によって起こる副作用
にはどのようなものがあるのでしょう
か。
　鈴木　PPIの長期投与が徐々に増え
てきましたが、その副作用として考え
られている病態のうち、酸分泌抑制作
用に関係するリスクとしては、胃のカ
ルチノイド腫瘍、これは、最近は神経
内分泌腫瘍（neuroendocrine tumor：

NET）と呼称するようになったのです
が、このNETが発生する可能性が指摘
されています。また、胃のポリープが
多発してきたり、クロストリジウム・
ディフィシル感染症が起こったり、骨
粗鬆症や、鉄やビタミンB12等の吸収障
害が出てくるなどの副作用が考えられ
ます。
　一方で、酸分泌抑制作用に関係しな
いリスクとしては、腎障害、collagenous 
colitis、汎血球減少症、認知症などが
考えられています。
　池田　けっこう、いろいろなものが
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