
とか強度変調放射線治療とか、いろい
ろな方法が編み出されています。放射
線をかけている最中というのは実は腫
瘍の動きがわからないのです。腫瘍が
動いても見えないので、例えば肺がん
は呼吸で動くのですけれども、それが
照射している最中は見えないのです。
それを実際に見ながら治療をしたいが、
ずっと透視を出していると患者さんは
被ばくしてしまいます。MRIをずっと
撮りながら、それでがんを追跡しなが
ら、３次元のMRI画像を見ながら治療
しようという方法が出てきています。
私のところでもやっとそういう装置を
導入して、世界で５番目か６番目にな
るのですけれども、がんを実際見なが

ら治療していこうとしています。将来
的に外部照射はその方向で置き換えら
れていくのだと思います。
　大西　がんの種類によっては有効と
いうのもあるのですか。先ほど肺がん
が出ましたけれども。
　伊丹　消化管は非常に放射線に弱く、
なかなかかける量が限られたのですけ
れども、膵臓を見ながらかけられて、
腸が入ってきたら放射線をやめるとい
うような工夫ができるので、膵臓がん
などにもっと放射線量をかけて応用で
きるのではないかと思っています。
　大西　膵臓がんは特に難治性ですか
らね。随分進歩してきたということで
すね。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）

東京大学消化管外科学教授
瀬　戸　泰　之

（聞き手　齊藤郁夫）

鏡視下手術・ロボット手術の現状と展望

　齊藤　ロボット手術はいつごろから
実際できるようになったのでしょうか。
　瀬戸　日本と欧米、特にアメリカと
は事情が違っていて、アメリカではだ
いたい2000年前後ぐらいからロボット
手術が行われ出しました。FDAでもそ
のくらいに認可されているのです。日
本で、薬事承認といって、いわゆる医
療の現場で使っていいというお墨付き
が出たのが2009年11月になるので、少
しアメリカと日本では時期的には、ず
れがあります。
　齊藤　今、症例数としてはどれぐら
いですか。
　瀬戸　日本の症例数でいうと、今言
ったように、2009年11月に薬事承認が
通ってから、年ごとに症例数は増えて
います。2010年に日本全国で年間約
500例ぐらいしか行われていなかった
のですが、2016年には全国で約１万
7,000例がロボット手術を受けていると
いう、年ごとに増えている状況です。
　齊藤　保険で認められているのです
ね。

　瀬戸　保険で認められているのは本
当に限られていまして、日本の現状は
泌尿器科領域だけで、前立腺の悪性腫
瘍が2012年に認められました。2016年
に、腎の悪性腫瘍、特に腎の部分切除
が保険で認められるようになりました。
それ以外は通常の保険は認められてい
ないのが現状です。
　齊藤　消化管などはどうしているの
でしょうか。
　瀬戸　基本的には臨床試験として行
われているところが多いと思います。
本当に効果があるか、あるいは安全か
どうかを確かめるために臨床試験を行
っていますが、その費用はだいたい研
究費として出されているか、あるいは
患者さん自身の負担、いわゆる自由診
療の範疇になっていると思います。
　齊藤　アメリカあるいは世界ではど
のような状況ですか。
　瀬戸　アメリカでは保険とか、そう
いう縛りはなくて、基本的にはアメリ
カでも泌尿器科領域、産婦人科領域は
ほとんどがダ・ヴィンチの手術で行わ

ドクターサロン61巻９月号（8 . 2017） （703）  6362 （702） ドクターサロン61巻９月号（8 . 2017）

1709本文.indd   62-63 17/08/10   14:18



　瀬戸　それはないことはないと思い
ます。今まで例えば腹腔鏡手術という
歴史の中でも、どうしても出血がコン
トロールできないとか、そういう場合
には開腹せざるを得ない。もちろんこ
ういったダ・ヴィンチなどのロボット
手術を導入するにあたっても、厚生労
働省の指導の中にはきちんとこういう
緊急事態に備えられるような施設で行
うことがプログラム指導としてありま
す。ただ、我々の施設はあまりないの
ですけれども、そういう体制を整えて
初めてこういったロボット手術を導入
できることになると思います。
　齊藤　実際、訓練のシミュレーター
はどのように行うのですか。
　瀬戸　基本的にはロボット、コンソ
ールと私たちは呼びますけれども、外
科医が入るコックピットみたいなもの
ですが、そこにいろいろハンドルとか
アクセル、足元にもフットペダルがだ
いたい４つぐらいある。それを操作し
て、手元でも操作して、なおかつ外科
医が実は３本、手を持っています。そ
れも全部手元で操作するのですけれど
も、それを全く同一の環境、シミュレ
ーターの中で、糸結びをしたり、止血
操作をしたりを行います。それには点
数がつきます。なので、自分の習熟度
が一目瞭然、数字としてわかる。それ
を踏まえて、いわゆるロボット手術を
行っていいというcertificationが与えら
れることになります。

　齊藤　そういった資格ができる。患
者さんの場合はどういったかたちにな
るのでしょうか。
　瀬戸　おそらくこれから新しくそう
いった手術を導入する場合には、この
４月から基準が新しくなりますけれど
も、指導できる人を呼んで、そこで始
めるような体制は必要だと思います。
　齊藤　ロボットですと、１人のドク
ターに対し１人の患者さん、ではなく
なるようなかたちもできるのでしょう
か。
　瀬戸　新しいタイプは２人コンソー
ルができたりしますけれども、基本的
には主たる外科医は１人です。なので、
ソノサージャリー、１人の外科医が手
術を行う。外科医は先ほど言ったよう
に３本の手を持つので、しかもその中
にカメラを持ちますから、基本的には
外科医１人でできるのです。
　齊藤　２台のコンソールのあるもの
だと２人でできるのですね。
　瀬戸　そうです。それは教育用とい
う意味です。自動車の教習所をイメー
ジしていただければいいと思います。
　齊藤　従来はのぞくことが教育だっ
たわけですね。
　瀬戸　今は実際に動かしながら、一
緒に、同じ道具を持てるということで
す。
　齊藤　そうなると、この技術がかな
り広がっていって、そういうテクニッ
クが一部の神業のドクターだけから開

れています。例えば、2004年、アメリ
カで前立腺の手術はロボットは10％も
なかったのですけれども、2015年にな
ると８割以上がロボット手術で行われ
ていますし、産婦人科の悪性腫瘍、例
えば子宮がんなども、だいたい８割以
上がアメリカでは今はロボット手術に
なっています。
　齊藤　日本の消化管等の手術の見通
しはどうなのでしょうか。
　瀬戸　今、ロボットを扱っている外
科医中心に、外科系学会社会保険委員
会連合を通じて2018年の保険改訂に向
けて、例えば食道がんや胃がん、直腸
がんに対して、何とかロボット手術を
保険診療として使わせてもらいたいと
申請を出す準備を進めているところで
す。
　齊藤　近々そういう時代が来そうだ
ということですね。
　瀬戸　そうですね。ただ、保険に通
るかどうかは最終的に厚生労働省の判
断になりますけれども、世界的な趨勢
でいくと、年ごとに世界的にも10％ぐ
らいずつ症例数が増えていますし、時
代としてこういった手術が増えていく
ことは間違いないと思います。
　齊藤　ロボット手術のメリット、利
点はどんなところにあるのでしょうか。
　瀬戸　メリットはいろいろあります。
一番のメリットは、実際操作するのは
人間、医師ですけれども、医師の関節
域よりもよく動く。ロボットの手の先

は７つの関節域がある。それと、tremor 
filterといって、外科医の震えを先に伝
えないという手ぶれ防止機能もありま
す。あと視野の問題でいうと、３Dと
いって本当に奥行きも見える。倍率も
こちらで自由に操作できるということ
で、自分が見えるものよりもよく見え
て、自分の手よりもよく動いて、それ
を手元で操作できるという大きなメリ
ットがあります。なおかつ、人間の手
が入らないような狭い空間、特に骨盤
とか、そういうところに非常に有用だ
と考えられています。
　齊藤　昔から行われてきた開腹手術
はかなり減っていると思いますが、外
科の若い医師のトレーニングは大丈夫
なのでしょうか。
　瀬戸　開腹手術がなくなるというこ
とはないと思います。それぞれの適応
対象がありますので。ただ、こういっ
たロボット手術は特にトレーニングシ
ステムでしっかり出来上がる。シミュ
レーターも使えばすごくうまくトレー
ニングできるので、おそらくは同時並
行してトレーニングしていくことが必
要になると思います。ただ、どちらか
というと、こういったロボットの手術
が主流になると、こちらのトレーニン
グに将来的には重きを置かれるかもし
れません。
　齊藤　想定外の事態になって開腹に
移行する、ということもなくはないの
ですか。
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　瀬戸　それはないことはないと思い
ます。今まで例えば腹腔鏡手術という
歴史の中でも、どうしても出血がコン
トロールできないとか、そういう場合
には開腹せざるを得ない。もちろんこ
ういったダ・ヴィンチなどのロボット
手術を導入するにあたっても、厚生労
働省の指導の中にはきちんとこういう
緊急事態に備えられるような施設で行
うことがプログラム指導としてありま
す。ただ、我々の施設はあまりないの
ですけれども、そういう体制を整えて
初めてこういったロボット手術を導入
できることになると思います。
　齊藤　実際、訓練のシミュレーター
はどのように行うのですか。
　瀬戸　基本的にはロボット、コンソ
ールと私たちは呼びますけれども、外
科医が入るコックピットみたいなもの
ですが、そこにいろいろハンドルとか
アクセル、足元にもフットペダルがだ
いたい４つぐらいある。それを操作し
て、手元でも操作して、なおかつ外科
医が実は３本、手を持っています。そ
れも全部手元で操作するのですけれど
も、それを全く同一の環境、シミュレ
ーターの中で、糸結びをしたり、止血
操作をしたりを行います。それには点
数がつきます。なので、自分の習熟度
が一目瞭然、数字としてわかる。それ
を踏まえて、いわゆるロボット手術を
行っていいというcertificationが与えら
れることになります。

　齊藤　そういった資格ができる。患
者さんの場合はどういったかたちにな
るのでしょうか。
　瀬戸　おそらくこれから新しくそう
いった手術を導入する場合には、この
４月から基準が新しくなりますけれど
も、指導できる人を呼んで、そこで始
めるような体制は必要だと思います。
　齊藤　ロボットですと、１人のドク
ターに対し１人の患者さん、ではなく
なるようなかたちもできるのでしょう
か。
　瀬戸　新しいタイプは２人コンソー
ルができたりしますけれども、基本的
には主たる外科医は１人です。なので、
ソノサージャリー、１人の外科医が手
術を行う。外科医は先ほど言ったよう
に３本の手を持つので、しかもその中
にカメラを持ちますから、基本的には
外科医１人でできるのです。
　齊藤　２台のコンソールのあるもの
だと２人でできるのですね。
　瀬戸　そうです。それは教育用とい
う意味です。自動車の教習所をイメー
ジしていただければいいと思います。
　齊藤　従来はのぞくことが教育だっ
たわけですね。
　瀬戸　今は実際に動かしながら、一
緒に、同じ道具を持てるということで
す。
　齊藤　そうなると、この技術がかな
り広がっていって、そういうテクニッ
クが一部の神業のドクターだけから開

れています。例えば、2004年、アメリ
カで前立腺の手術はロボットは10％も
なかったのですけれども、2015年にな
ると８割以上がロボット手術で行われ
ていますし、産婦人科の悪性腫瘍、例
えば子宮がんなども、だいたい８割以
上がアメリカでは今はロボット手術に
なっています。
　齊藤　日本の消化管等の手術の見通
しはどうなのでしょうか。
　瀬戸　今、ロボットを扱っている外
科医中心に、外科系学会社会保険委員
会連合を通じて2018年の保険改訂に向
けて、例えば食道がんや胃がん、直腸
がんに対して、何とかロボット手術を
保険診療として使わせてもらいたいと
申請を出す準備を進めているところで
す。
　齊藤　近々そういう時代が来そうだ
ということですね。
　瀬戸　そうですね。ただ、保険に通
るかどうかは最終的に厚生労働省の判
断になりますけれども、世界的な趨勢
でいくと、年ごとに世界的にも10％ぐ
らいずつ症例数が増えていますし、時
代としてこういった手術が増えていく
ことは間違いないと思います。
　齊藤　ロボット手術のメリット、利
点はどんなところにあるのでしょうか。
　瀬戸　メリットはいろいろあります。
一番のメリットは、実際操作するのは
人間、医師ですけれども、医師の関節
域よりもよく動く。ロボットの手の先

は７つの関節域がある。それと、tremor 
filterといって、外科医の震えを先に伝
えないという手ぶれ防止機能もありま
す。あと視野の問題でいうと、３Dと
いって本当に奥行きも見える。倍率も
こちらで自由に操作できるということ
で、自分が見えるものよりもよく見え
て、自分の手よりもよく動いて、それ
を手元で操作できるという大きなメリ
ットがあります。なおかつ、人間の手
が入らないような狭い空間、特に骨盤
とか、そういうところに非常に有用だ
と考えられています。
　齊藤　昔から行われてきた開腹手術
はかなり減っていると思いますが、外
科の若い医師のトレーニングは大丈夫
なのでしょうか。
　瀬戸　開腹手術がなくなるというこ
とはないと思います。それぞれの適応
対象がありますので。ただ、こういっ
たロボット手術は特にトレーニングシ
ステムでしっかり出来上がる。シミュ
レーターも使えばすごくうまくトレー
ニングできるので、おそらくは同時並
行してトレーニングしていくことが必
要になると思います。ただ、どちらか
というと、こういったロボットの手術
が主流になると、こちらのトレーニン
グに将来的には重きを置かれるかもし
れません。
　齊藤　想定外の事態になって開腹に
移行する、ということもなくはないの
ですか。
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放されることになるのでしょうか。
　瀬戸　そうなると思います。そうい
う意味では均てん化にも貢献すると思
います。
　齊藤　あと、値段が問題になります
ね。
　瀬戸　そうですね。今おっしゃられ
たように、コストが最大の問題で、や
はり高額です。それはどうしてかとい
うと、もともとの機械が約３億円する。
それ以外に、１症例当たりの鉗子、腕
ですね、それがだいたい30万～50万円
するので、通常の手術に比べると高額
であることは間違いない。それを凌駕
するようなメリットがあるかどうかは
これから検証が必要なのですけれども、
それが何とか安くなってくれると、お
そらくより普及していくと思います。
　齊藤　患者さんの立場に立って、疾
患があって、内視鏡的な手術もできる
し、ロボットでもいけることになった
場合、どちらを選ぶか、決定要因はど
うなのですか。
　瀬戸　おそらくは価格が同じであれ
ば、皆さんロボットを選ばれると思い
ます。操作性が違いますし、機能もロ
ボットが格段に優れているので、価格
が同じであればロボットだと思うので
すが、基本的にはコストの問題が残っ
てしまいます。

　齊藤　現況ではロボットのほうが多
いのですか。
　瀬戸　いや、そんなことはないです。
ただ、保険が通っている泌尿器科の前
立腺はおそらくロボットで受けられる
人のほうが多いと思いますけれども。
　齊藤　ロボットも進化していくので
すね。そうすると、病院としては買い
替えていかないといけないということ
ですか。
　瀬戸　そうですね。それは経営者の
立場に立たないと、私もわからないの
ですけれども、現状でいうと、おそら
く５～６年ぐらいのタイムスパンで新
しいものが出てきてしまう。それはい
ろいろな道具も一緒だと思うのですけ
れども、そういうことは念頭に置いて
いかなければいけないかと思います。
　齊藤　今の機械は何世代目ですか。
　瀬戸　今３世代目です。日本に導入
されてから３世代目です。
　齊藤　機械も変わる、技術も変わる
ということで、外科医の位置づけは変
わっていくのでしょうか。
　瀬戸　外科医がやる基本的なことは
変わらないですし、変えません。外科
医の意識、気持ちは変わらないと思い
ます。ただ、道具が変わる。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　Longitudinal Associations Between Ambient Air Pollution With Insulin 
Sensitivity, β-Cell Function, and Adiposity in Los Angeles Latino Children.
　Alderete TL, Habre R, Toledo-Corral CM, Berhane K, Chen Z, Lurmann 
FW, Weigensberg MJ, Goran MI, Gilliland FD.
　Diabetes. 66 (7) : 1789〜1796, 2017.

　大気汚染（ambient air pollution：AAP）への暴露が肥満と２型糖尿病発症に
寄与している可能性をエビデンスが示唆している。本研究の目的は、増加した高
濃度二酸化窒素（NO2）への暴露と空気力学的直径が2.5未満（PM2.5）の粒子が、
インスリン感受性（SI）やβ細胞機能および肥満の長期測定値に悪影響を及ぼす
かどうかを、糖尿病発症ハイリスクの小児を対象に決定することである。
　カリフォルニア州ロサンゼルスの過体重および肥満のラテン系小児（８～15歳； 
n＝314）を2001～2012年に登録し、平均3.4年（標準偏差3.1年）間追跡した。体
脂肪率を含む共変量を補正後のアウトカムとAAP暴露との関連を評価するため
に線形混合効果モデルが適合した。NO2とPM2.5の高値は、肥満とは独立して、SI
のより速い低下と18歳時のSIの低値と相関した。NO2の暴露はβ細胞機能に負の
影響を及ぼし、disposition index（DI）のより速い低下と18歳時のDIの低値によ
って証明された。フォローアップ中の高濃度のNO2とPM2.5への暴露はまた18歳時
のBMIの高値と相関した。
　AAPの暴露はSIとβ細胞機能への直接的影響を介して２型糖尿病発症に寄与し
ている可能性がある。

糖尿病シリーズ（513）

東北医科薬科大学若林病院院長

佐　藤　　譲
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