
とですね。あまり時間をおいてしまう
と成分が変性してしまうし、完全に密
閉した状態でお持ちいただけることに
はなりませんので、時間とともに細菌
などが入り込んできます。ですから、
いらしたときにはすごく汚れた尿にな
っていることが多いです。
　山内　朝一番の尿を、それも可能な
限り中間尿的なものを取っていただく。

　和久本　そうですね。特に高齢の方
だとなかなかたいへんだと思いますが、
できたら中間尿で。どうしても正確な
状況が知りたいということであれば、
カテーテル採尿となるので、それは病
院にお越しいただいてからでいいと思
います。
　山内　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（Ⅲ）

慶應義塾大学外科学教授
北　川　雄　光

（聞き手　大西　真）

次世代のがん医療提供体制に向けて

　大西　北川先生、次世代のがん医療
提供体制に向けてという、ちょっと大
きなタイトルなのですが、その辺に関
してうかがいたいと思います。
　先生は慶應大学病院の腫瘍センター
で仕事をされていますが、センターの
特徴といいますか、設立の経緯から教
えていただけますか。
　北川　最初に、腫瘍センターという
組織をつくる前に、包括先進医療セン
ターという組織をつくって、がん患者
さんの外来化学療法を始めたのがきっ
かけです。当時、がん患者さんの化学
療法を入院ではなくて外来でやりまし
ょうという国全体の動きもありました
ので、それに向けて、より安全な外来
化学療法センターとして設立し、2009
年から正式に腫瘍センターが発足しま
した。
　大西　外来で集約的にいろいろな患
者さんの化学療法を行うことから立ち
上がったのですね。
　北川　最初は部門として外来化学療
法部門というのができたのですが、そ

れに加えて放射線治療部門、それから
内視鏡治療や低侵襲手術を行う低侵襲
療法研究開発部門、リハビリテーショ
ン部門、緩和医療部門と、がん治療に
関連する様々な部門を設立しそこに集
約しました。
　大西　普通ですと外来化学療法に特
化したようなところも多いと思うので
すけれども、関連分野を集約したので
すね。
　北川　そうです。今あるフロアでは、
がん患者さんの化学療法を行う場合に
治療前の口腔ケアを開始します。歯
科・口腔ケアとか、あるいは術後の患
者さんのリハビリテーションとか、疼
痛の緩和とか、あるいはサイコオンコ
ロジーのような心のケアをする外来が
化学療法センターの中に設置してある
ので、患者さんは我々の腫瘍センター
にいらっしゃると、自分の悩みすべて
に対応できる仕組みになっています。
　大西　2009年にできてからいろいろ
発展してきたと思うのですけれども、
これまでの取り組みについて教えてい
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　北川　まずは、がんの告知について
は、現在はしっかりとしますけれども、
やはりステップを踏んでいかないとい
けない。患者さん本人のいろいろな背
景をよく拝見しながら行いますので、
最初は「がんの疑いがあるのですよ」
というところから入って、徐々に正確
な話をしていくことになります。ただ
し、今は紹介医の段階でしっかりと話
をしていただいていることもあります
ので、その情報も初診の段階で前もっ
て把握して、それを材料にしながら判
断している状況です。
　大西　今後の展開、課題についてう
かがいたいのですけれども、がんとい
うのは集学的治療とよくいわれますが、
それは今後どのように展開すると思わ
れますか。
　北川　今、非常にいい薬も出ていま
す。例えば従来ですと手術の適応にな
らなかったような患者さんも、抗がん
剤、あるいは放射線治療、最近では免
疫療法関係の新しい薬で、むしろ手術
できるようになることもあるのです。
ですから、常に一人の患者さんを初診
時だけでなく、経過中に複数の専門家、
多職種の専門家が診ることを大事にし
ています。そうしますと、例えば手術
ができるようになったときの判断、そ
れから手術のタイミング、あるいは別
の抗がん剤治療に移るときのタイミン
グ、そういったことが遅れることなく
適切にできる。集学的治療の体制はよ

り密な連携で行っていく方向です。
　大西　新しい治療もできて、ますま
すそれが求められるのですね。
　北川　そうですね。
　大西　最近、個別化医療ということ
が非常に注目されていると思いますけ
れども、それは今後どのように展開さ
れますか。
　北川　まず慶應義塾大学の特徴とし
ては、早くから低侵襲治療、内視鏡治
療ですとか腹腔鏡、胸腔鏡治療などに
取り組んでいます。特に乳がんで行わ
れているセンチネルリンパ節生検とい
うのは、がんの転移がリンパ節に起こ
っていればしっかりとリンパ節を郭清
する、なければ縮小手術を行うという
手法で、消化器がん、特に胃がんにも、
すでに臨床応用しています。これは先
進医療として今行っているのですが、
特殊な手法を用いてリンパ節転移診断
を手術中に行って、そして転移がない
患者さんには、非常に小さな、胃を残
す手術を施行しています。
　個別化という観点からは、これから
は何といってもゲノム医療の実践だと
思います。これに関しては、もちろん
慶應義塾大学としても体制を整備して
いますが、日本全体で体制をつくって
いかなければいけないと思っています。
私自身は、日本癌治療学会という学会
の理事長を担当させていただいていま
すが、日本癌学会、日本臨床腫瘍学会
の先生方と一緒に、日本全体でデータ

ただけますか。
　北川　がん患者さんにとって、疑い
であってもがんと診断されると非常に
心配ですよね。紹介医の先生方に「こ
れはがんかもしれない」と説明される
と、いても立ってもいられないという
ことがあります。そこで我々、腫瘍セ
ンターではがん専門初診外来というも
のを設けまして、いつでもどの部位の
がんでも、初診予約がすぐに入れられ
るような状況でお受けいたします。
　我々、がん専門医はそれぞれ専門分
野があるのですが、まず入り口のとこ
ろではすべての腫瘍関連の疾患に対応
することにしています。私自身は消化
器外科医ですし、特に食道がんや胃が
んが専門なのですけれども、例えば乳
がんや大腸がん、肺がん、腎がんとい
った患者さんがいらっしゃっても、そ
のときにすぐに必要な検査を行うよう
にしています。その日のうちに主な必
要な検査をしてしまう迅速性と、それ
から門戸を広くとって、診断がついた
ところですぐに専門のクラスターカン
ファレンス、キャンサーボードのよう
な様々な専門家が集結した組織で治療
方針を決めるようにしています。
　大西　専門病院ですと予約までだい
ぶ待つとか、入院まで待つとかありま
すね。腫瘍のほうはあまり待てないで
すよね。
　北川　患者さんからも、それから紹
介医の先生からもよくうかがうのは、

どの科にかかったらよいのかわからな
いという不安です。例えば、外科手術
なのか、放射線治療なのか、内科の化
学療法なのか、最初わからないので、
それでは窓口を一つにして、専門家が
カンファレンスで、みんなで寄り集ま
って診断をし、すぐに適切な治療に患
者さんがたどり着けるように、という
のが私どもの取り組みです。
　大西　最初の入り口がちょっと別の
ところに行ってしまうと、時間がかか
ったり、方針も少しぶれたり、あとで
困ることがありますよね。それが、多
職種がまとまって十分検討できるよう
になったのですね。
　北川　そういうことです。私は月曜
日を担当していますが、多いときは初
診の患者さんが20人以上いらっしゃっ
て、しかもいろいろな臓器の患者さん
なのです。私どもでは、初診の予約を
いただいたときに、若手の医師が頑張
って患者さんとやり取りをし、大まか
な病歴をうかがって、必要な検査はそ
の日に組んでおきます。いらしたその
日にかなり重要な検査が済んでしまう
ことから、喜んでいただいています。
　大西　それは素晴らしい取り組みで
すね。専門科が分かれてしまうと、外
来がまたあっちに行ったり、こっちに
行ったり、時間がかかってしまう。あ
と、非常に不安な方が多いと思うので
すけれども、その辺の対応は初診のと
きはどうされているのでしょうか。
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　北川　まずは、がんの告知について
は、現在はしっかりとしますけれども、
やはりステップを踏んでいかないとい
けない。患者さん本人のいろいろな背
景をよく拝見しながら行いますので、
最初は「がんの疑いがあるのですよ」
というところから入って、徐々に正確
な話をしていくことになります。ただ
し、今は紹介医の段階でしっかりと話
をしていただいていることもあります
ので、その情報も初診の段階で前もっ
て把握して、それを材料にしながら判
断している状況です。
　大西　今後の展開、課題についてう
かがいたいのですけれども、がんとい
うのは集学的治療とよくいわれますが、
それは今後どのように展開すると思わ
れますか。
　北川　今、非常にいい薬も出ていま
す。例えば従来ですと手術の適応にな
らなかったような患者さんも、抗がん
剤、あるいは放射線治療、最近では免
疫療法関係の新しい薬で、むしろ手術
できるようになることもあるのです。
ですから、常に一人の患者さんを初診
時だけでなく、経過中に複数の専門家、
多職種の専門家が診ることを大事にし
ています。そうしますと、例えば手術
ができるようになったときの判断、そ
れから手術のタイミング、あるいは別
の抗がん剤治療に移るときのタイミン
グ、そういったことが遅れることなく
適切にできる。集学的治療の体制はよ

り密な連携で行っていく方向です。
　大西　新しい治療もできて、ますま
すそれが求められるのですね。
　北川　そうですね。
　大西　最近、個別化医療ということ
が非常に注目されていると思いますけ
れども、それは今後どのように展開さ
れますか。
　北川　まず慶應義塾大学の特徴とし
ては、早くから低侵襲治療、内視鏡治
療ですとか腹腔鏡、胸腔鏡治療などに
取り組んでいます。特に乳がんで行わ
れているセンチネルリンパ節生検とい
うのは、がんの転移がリンパ節に起こ
っていればしっかりとリンパ節を郭清
する、なければ縮小手術を行うという
手法で、消化器がん、特に胃がんにも、
すでに臨床応用しています。これは先
進医療として今行っているのですが、
特殊な手法を用いてリンパ節転移診断
を手術中に行って、そして転移がない
患者さんには、非常に小さな、胃を残
す手術を施行しています。
　個別化という観点からは、これから
は何といってもゲノム医療の実践だと
思います。これに関しては、もちろん
慶應義塾大学としても体制を整備して
いますが、日本全体で体制をつくって
いかなければいけないと思っています。
私自身は、日本癌治療学会という学会
の理事長を担当させていただいていま
すが、日本癌学会、日本臨床腫瘍学会
の先生方と一緒に、日本全体でデータ

ただけますか。
　北川　がん患者さんにとって、疑い
であってもがんと診断されると非常に
心配ですよね。紹介医の先生方に「こ
れはがんかもしれない」と説明される
と、いても立ってもいられないという
ことがあります。そこで我々、腫瘍セ
ンターではがん専門初診外来というも
のを設けまして、いつでもどの部位の
がんでも、初診予約がすぐに入れられ
るような状況でお受けいたします。
　我々、がん専門医はそれぞれ専門分
野があるのですが、まず入り口のとこ
ろではすべての腫瘍関連の疾患に対応
することにしています。私自身は消化
器外科医ですし、特に食道がんや胃が
んが専門なのですけれども、例えば乳
がんや大腸がん、肺がん、腎がんとい
った患者さんがいらっしゃっても、そ
のときにすぐに必要な検査を行うよう
にしています。その日のうちに主な必
要な検査をしてしまう迅速性と、それ
から門戸を広くとって、診断がついた
ところですぐに専門のクラスターカン
ファレンス、キャンサーボードのよう
な様々な専門家が集結した組織で治療
方針を決めるようにしています。
　大西　専門病院ですと予約までだい
ぶ待つとか、入院まで待つとかありま
すね。腫瘍のほうはあまり待てないで
すよね。
　北川　患者さんからも、それから紹
介医の先生からもよくうかがうのは、

どの科にかかったらよいのかわからな
いという不安です。例えば、外科手術
なのか、放射線治療なのか、内科の化
学療法なのか、最初わからないので、
それでは窓口を一つにして、専門家が
カンファレンスで、みんなで寄り集ま
って診断をし、すぐに適切な治療に患
者さんがたどり着けるように、という
のが私どもの取り組みです。
　大西　最初の入り口がちょっと別の
ところに行ってしまうと、時間がかか
ったり、方針も少しぶれたり、あとで
困ることがありますよね。それが、多
職種がまとまって十分検討できるよう
になったのですね。
　北川　そういうことです。私は月曜
日を担当していますが、多いときは初
診の患者さんが20人以上いらっしゃっ
て、しかもいろいろな臓器の患者さん
なのです。私どもでは、初診の予約を
いただいたときに、若手の医師が頑張
って患者さんとやり取りをし、大まか
な病歴をうかがって、必要な検査はそ
の日に組んでおきます。いらしたその
日にかなり重要な検査が済んでしまう
ことから、喜んでいただいています。
　大西　それは素晴らしい取り組みで
すね。専門科が分かれてしまうと、外
来がまたあっちに行ったり、こっちに
行ったり、時間がかかってしまう。あ
と、非常に不安な方が多いと思うので
すけれども、その辺の対応は初診のと
きはどうされているのでしょうか。
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ベースをつくり、またゲノム医療のシ
ステムを構築していって、今日本で行
われている皆保険制度の中で、患者さ
んに利益のあるような個別化医療を推
進できるような体制をつくろうとして
いるところです。
　大西　今後、非常に重要な課題にな
っていますね。
　北川　まだまだ欧米諸国に比べると
足りない面もあるのですが、今後、い
ろいろな学会、いろいろな職種、ある
いはもちろん厚生労働省からも指導を
いただきながら、オールジャパンでい
い体制をつくっていきたいと思ってい
ます。
　大西　個別化予防という考え方も、
今後は出てくるのでしょうか。
　北川　患者さんの生活習慣を把握し
たり、あるいは先ほど出ましたゲノム
医療で、頻度は少ないですけれども、
もともと素因を持った方に発生するが
んも知られています。そういうものが
あらかじめわかった場合に、患者さん

にきちんと説明をしながら、その患者
さんに適したフォローアップというか、
適切な検査体制をつくっていくと、よ
り早期に対応できるのではないかと考
えています。これは先ほどのゲノム医
療の社会実装と並行して、予防も行っ
ていかなければいけないと考えていま
す。
　大西　そのあたりは非常に重要な点
ですね。将来、日本の体制整備はかな
り進んでいくのでしょうか。
　北川　今、国立がん研究センターを
中心に、そういった医療が幾つかの施
設ではすでに行われています。ただし、
それをしっかり行うためには体制を支
える様々な職種のサポートが必要です。
例えば、遺伝カウンセラーといった
方々ですね。医師とは別に、遺伝情報
を患者さんに正しく伝える、特殊な技
能の方がまだまだ少ないので、学会を
中心に育成を行っていきたいと思いま
す。
　大西　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（Ⅲ）

慶應義塾大学消化器内科准教授
佐　藤　俊　朗

（聞き手　大西　真）

ヒトがんのモデル系

　大西　佐藤先生、ヒトがんのモデル
系ということで、先生の研究を中心に
最新の情報をうかがえればと思います。
　まず、先生の研究の背景として、大
腸がんは最近だいぶ増えていると思い
ますけれども、その疫学的なところか
ら教えていただけますか。
　佐藤　もともと欧米に多いがんだっ
たのですが、原因ははっきりとはわか
ってはいないのです。日本でも年々増
加傾向にあり、現在、日本のがん死亡
の第２位になっているということです。
食事の欧米化がかなり関連しているの
ではないか、あと腸内細菌とか、そう
いったものも食事の欧米化とともに変
わってきたので、その辺も関連してい
るのではないかと、今かなり興味が持
たれているところだと思います。
　大西　大腸がんの、がんとしての何
か臨床的な特徴はありますか。
　佐藤　がん自体は、早期発見が一つ
できると内視鏡で取ることができるの
で、かなり予防というか、早期検出が
大事ながんです。例えば便潜血検査と

か、あるいは大腸の内視鏡検査などを
受けていただくことで大部分が予防で
きる可能性があるのですけれども、そ
うはいっても全員受けられているわけ
ではないので、中には進行した状態で
見つかってしまうことがあります。
　大西　腸管上皮の細胞増殖能のこと
もかなりわかってきているのでしょう
か。
　佐藤　基本的には小腸、大腸の細胞
は非常に増殖速度が速い。体内でも一
番速い部類に属していると思います。
　大西　すごい増殖速度なのですね。
　佐藤　そうですね。大便のほとんど
が腸内細菌の死骸と上皮細胞の死骸と
考えられていて、だいたい４～５日で
ほとんどの上皮細胞は入れ替わってし
まいますので、そのくらい新陳代謝が
早い組織なのです。
　大西　これまで先生がいろいろ研究
をされてきた培養について、その成果
をうかがいたいのですけれども、まず
先生の論文でマウスのオルガノイド培
養ですか、そのあたりを教えていただ
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