
落ちてしまい、妊娠ができなくなって
しまうこともあります。あらかじめ妊
娠希望の方は受精卵を凍結保存してお
いて、治療が一段落した時点で卵子を
戻すことも選択可能になっています。
　大西　今少しお話が出た抗がん剤も、
最近かなり進歩しているのでしょうか。
　明石　抗がん剤そのものもいろいろ
出てきていますし、抗体療法で、がん

のあるポイントをターゲットにした薬
が出ていて、全員に効くわけではない
のですが、副作用も少なくて、効く人
にはとてもよく効くようです。
　大西　個別医療のような、その人に
合った方法ということですね。
　明石　そうですね。
　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（Ⅴ）

国立がん研究センター中央病院胃外科医長
深　川　剛　生

（聞き手　齊藤郁夫）

胃・食道がん治療の進歩

　齊藤　胃・食道がんについて、統計
的には今、どういう状況になっていま
すか。
　深川　がん研究振興財団による最新
の統計を見ますと、がんによる死亡の
うち、胃がんは男性では肺がんに次ぐ
２位、女性では大腸がん、肺がんに次
ぐ３位です。食道がんでいうと、数が
ちょっと少ないので、男性では８位、
女性では16位となっています。
　齊藤　まだまだ重要な領域というこ
とで、ガイドラインがつくられている
のですね。
　深川　そうなのです。今はがんの治
療は各臓器別にガイドラインがつくら
れていて、当然胃がんの治療の方針は
日本胃癌学会が編集する『胃がん治療
ガイドライン』に基づいて行われてい
ます。この冊子は一般の方も購入する
ことが可能です。
　齊藤　胃がん検診で、早期に発見さ
れることも増えてきているのでしょう
か。
　深川　そのとおりです。早期胃がん

が見つかるのは日本の特徴的な状況で、
これは当然検診の影響もありますし、
少しおなかの調子が悪い場合にすぐに
内視鏡を受けることができる医療の簡
便さが大きいです。それから、日本の
患者さんは胃がんのことについてとて
も認識が深いので、そのことをよく知
って対応されているのが要因だと思い
ます。
　齊藤　内視鏡で治療が可能になって
きているのですか。
　深川　国立がん研究センター中央病
院ですと、年間400例で早期胃がんの
内視鏡切除が行われています。この数
は外科手術の数とほとんど同等ですか
ら、少なくとも半分の患者さんは内視
鏡切除で治療が可能ということになり
ます。
　齊藤　治療可能なのは、どういった
患者さんになりますか。
　深川　がんの程度ということでは、
一番大事な問題は胃がんの深さです。
胃がんは胃の表面の粘膜に発生し、進
行するに従ってどんどん深く入ってい
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ますし、それが標準化されています。
　齊藤　胃がんで大きく取る場合、手
術の仕方も変わってきているのですか。
　深川　そうなのです。歴史的な話に
なりますが、1980年代や90年代は、と
にかくとことん取るという拡大手術が
多かったのですが、徐々にそういう手
術が患者さんを治すことにどのような
ベネフィットがあるのか、数多くの臨
床試験を行って、科学的にいろいろと
わかるようになってきました。そうす
ると、例えばリンパ節の取り方だった
ら、昔は大動脈の近くまで広く深く取
っていたのが、そこまでは必要ない、
いわゆる標準的なやり方でいいとか、
膵臓や脾臓もかつては取っていたので
すが、もうそれはやらなくていいなど、
いろいろなことがわかってきて、徐々
に確実な標準治療が確立されてきまし
た。これが最近の進歩だと思います。
　齊藤　外科手術に加えて、最近は腹
腔鏡手術、あるいはロボット手術など
も聞きますが、どうなのでしょうか。
　深川　とにかく今の外科のテクニカ
ルな分野では、どのように腹腔鏡手術
をしていくのか、どのように低侵襲手
術をしていくのかが大きなトピックの
一つだと思います。
　一般の方に再確認していただきたい
のは、腹腔鏡手術をやるからといって、
それは決して軽い楽な手術をしている
わけではない。おなかの中で、胃をど
れぐらい取るかとか、リンパ節郭清を

どれぐらいするのかは、これまでの開
腹手術と全く同等にすべきです。その
比較ですが、日本で行われた臨床試験
を見ると、そのスタンスとしては、安
全性や合併症の発生率は、腹腔鏡手術
は開腹手術に劣るものではない。非劣
性が証明されたというのが現状であっ
て、例えばがんがどれぐらい治るかと
いう５年生存率のデータもまだ出てい
ません。
　ですから、日本胃癌学会が出してい
る『胃がん治療ガイドライン』では、
臨床的に早期胃がん、ステージ１と考
えられるものに対しては、腹腔鏡手術
はいわゆる日常診療でのオプションの
一つとしてよいという位置づけです。
しかも、胃の全摘の手術であるとか、
進行胃がんに対する腹腔鏡手術はまだ
標準手術としては認められていない。
臨床試験で検討している最中であると
いうのが現実的なところです。
　齊藤　手術のお話がありましたが、
化学療法、抗がん剤についてはどうな
のでしょうか。
　深川　今後の流れは、抗がん剤を避
けては通れません。例えば早期がんは、
抗がん剤を使わなくても、いわゆる外
科的な治療、あるいは内視鏡的な治療
でほぼ治ってしまいますが、進行胃が
んでいうと、まだ十分に皆さんが治っ
ているわけではない。大事な臨床試験
が行われまして、それはACTS-GCと
いう臨床試験なのですが、2006年に結

きますが、基本的に粘膜にとどまって
いる場合は、胃の外のリンパ節転移が
ないと考えられるので、そこを削るだ
けで十分と考えられます。
　齊藤　これが400例で、症例数が増
えてきて、適応も広がったのですか。
　深川　適応拡大は大事な問題です。
胃がんの中にはいろいろなタイプがあ
るのですが、未分化型がんは、わりと
細胞がばらつく傾向にあって、これま
では未分化型がんが見つかれば「これ
は手術だね」ということになっていま
した。しかし最近は小さいもので非常
に表面的なものであれば内視鏡切除で
も問題なしと、適応が徐々に拡大され
てきています。
　齊藤　要は、内視鏡の先生が早期に
発見できる、いろいろな進歩もあると
いうことですか。
　深川　そうなのです。日本は胃がん
の患者さんが多かったので、いわゆる
診断治療がとても発達しました。内 
視鏡の先生方は拡大内視鏡や色素法、
NBIなど、いろいろな新しい技術を駆
使して、非常に小さい、見つけにくい
早期胃がんも見つけるようになったの
が大きな進歩ではないかと思います。
　齊藤　専門病院ではこういうことが
可能だと思うのですが、技術の均てん
化は今、どのような状況でしょうか。
　深川　内視鏡治療が始まってからか
なりの年数が経ちますが、当初はいわ
ゆる専門病院、ハイボリュームセンタ

ーの専門治療だったのです。しかし今
は消化管内視鏡の教育がすごくうまく
いっていて、各地域の大きな病院であ
れば、ハイボリュームセンターとほぼ
同等の治療ができるのではないかと思
います。
　齊藤　患者さんにとっては非常にい
いことですね。
　深川　内視鏡切除だけだと、胃を切
ったりするわけではないですから、そ
の後の生活にほとんど影響しないので、
本当によいことだと思います。
　齊藤　そこではすまない方が手術に
なるのですか。
　深川　先ほど申し上げましたように、
内視鏡切除には適応があって、例えば
がんが粘膜にとどまっている場合です。
しかし、それよりがんが深く浸潤して
いくと、徐々にがんが進行していく。
それに従って胃の外のリンパ節転移が
出てきますから、そうなるときちんと
リンパ節を取るような外科の手術が必
要になってきます。
　齊藤　世界の中でも日本は非常に進
んでいるということですが。
　深川　まず、日本では胃がんの患者
さんがすごく多かったので、私たちの
先輩の外科医が、胃がんの手術をどの
ようにすればいいのかを考えてきまし
た。専門用語でD２リンパ節郭清とい
っています。これは日本のやり方が世
界標準です。日本のことを学ぼうと私
どもの病院にも海外から見学に来られ
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ますし、それが標準化されています。
　齊藤　胃がんで大きく取る場合、手
術の仕方も変わってきているのですか。
　深川　そうなのです。歴史的な話に
なりますが、1980年代や90年代は、と
にかくとことん取るという拡大手術が
多かったのですが、徐々にそういう手
術が患者さんを治すことにどのような
ベネフィットがあるのか、数多くの臨
床試験を行って、科学的にいろいろと
わかるようになってきました。そうす
ると、例えばリンパ節の取り方だった
ら、昔は大動脈の近くまで広く深く取
っていたのが、そこまでは必要ない、
いわゆる標準的なやり方でいいとか、
膵臓や脾臓もかつては取っていたので
すが、もうそれはやらなくていいなど、
いろいろなことがわかってきて、徐々
に確実な標準治療が確立されてきまし
た。これが最近の進歩だと思います。
　齊藤　外科手術に加えて、最近は腹
腔鏡手術、あるいはロボット手術など
も聞きますが、どうなのでしょうか。
　深川　とにかく今の外科のテクニカ
ルな分野では、どのように腹腔鏡手術
をしていくのか、どのように低侵襲手
術をしていくのかが大きなトピックの
一つだと思います。
　一般の方に再確認していただきたい
のは、腹腔鏡手術をやるからといって、
それは決して軽い楽な手術をしている
わけではない。おなかの中で、胃をど
れぐらい取るかとか、リンパ節郭清を

どれぐらいするのかは、これまでの開
腹手術と全く同等にすべきです。その
比較ですが、日本で行われた臨床試験
を見ると、そのスタンスとしては、安
全性や合併症の発生率は、腹腔鏡手術
は開腹手術に劣るものではない。非劣
性が証明されたというのが現状であっ
て、例えばがんがどれぐらい治るかと
いう５年生存率のデータもまだ出てい
ません。
　ですから、日本胃癌学会が出してい
る『胃がん治療ガイドライン』では、
臨床的に早期胃がん、ステージ１と考
えられるものに対しては、腹腔鏡手術
はいわゆる日常診療でのオプションの
一つとしてよいという位置づけです。
しかも、胃の全摘の手術であるとか、
進行胃がんに対する腹腔鏡手術はまだ
標準手術としては認められていない。
臨床試験で検討している最中であると
いうのが現実的なところです。
　齊藤　手術のお話がありましたが、
化学療法、抗がん剤についてはどうな
のでしょうか。
　深川　今後の流れは、抗がん剤を避
けては通れません。例えば早期がんは、
抗がん剤を使わなくても、いわゆる外
科的な治療、あるいは内視鏡的な治療
でほぼ治ってしまいますが、進行胃が
んでいうと、まだ十分に皆さんが治っ
ているわけではない。大事な臨床試験
が行われまして、それはACTS-GCと
いう臨床試験なのですが、2006年に結

きますが、基本的に粘膜にとどまって
いる場合は、胃の外のリンパ節転移が
ないと考えられるので、そこを削るだ
けで十分と考えられます。
　齊藤　これが400例で、症例数が増
えてきて、適応も広がったのですか。
　深川　適応拡大は大事な問題です。
胃がんの中にはいろいろなタイプがあ
るのですが、未分化型がんは、わりと
細胞がばらつく傾向にあって、これま
では未分化型がんが見つかれば「これ
は手術だね」ということになっていま
した。しかし最近は小さいもので非常
に表面的なものであれば内視鏡切除で
も問題なしと、適応が徐々に拡大され
てきています。
　齊藤　要は、内視鏡の先生が早期に
発見できる、いろいろな進歩もあると
いうことですか。
　深川　そうなのです。日本は胃がん
の患者さんが多かったので、いわゆる
診断治療がとても発達しました。内 
視鏡の先生方は拡大内視鏡や色素法、
NBIなど、いろいろな新しい技術を駆
使して、非常に小さい、見つけにくい
早期胃がんも見つけるようになったの
が大きな進歩ではないかと思います。
　齊藤　専門病院ではこういうことが
可能だと思うのですが、技術の均てん
化は今、どのような状況でしょうか。
　深川　内視鏡治療が始まってからか
なりの年数が経ちますが、当初はいわ
ゆる専門病院、ハイボリュームセンタ

ーの専門治療だったのです。しかし今
は消化管内視鏡の教育がすごくうまく
いっていて、各地域の大きな病院であ
れば、ハイボリュームセンターとほぼ
同等の治療ができるのではないかと思
います。
　齊藤　患者さんにとっては非常にい
いことですね。
　深川　内視鏡切除だけだと、胃を切
ったりするわけではないですから、そ
の後の生活にほとんど影響しないので、
本当によいことだと思います。
　齊藤　そこではすまない方が手術に
なるのですか。
　深川　先ほど申し上げましたように、
内視鏡切除には適応があって、例えば
がんが粘膜にとどまっている場合です。
しかし、それよりがんが深く浸潤して
いくと、徐々にがんが進行していく。
それに従って胃の外のリンパ節転移が
出てきますから、そうなるときちんと
リンパ節を取るような外科の手術が必
要になってきます。
　齊藤　世界の中でも日本は非常に進
んでいるということですが。
　深川　まず、日本では胃がんの患者
さんがすごく多かったので、私たちの
先輩の外科医が、胃がんの手術をどの
ようにすればいいのかを考えてきまし
た。専門用語でD２リンパ節郭清とい
っています。これは日本のやり方が世
界標準です。日本のことを学ぼうと私
どもの病院にも海外から見学に来られ
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　深川　私の専門から少し離れますの
で、ざっとご説明しますが、基本的に
は胃がんと同様に、表面にできたもの
は内視鏡で削る。少し深くなったもの
は手術をしないといけない。それから
遠隔転移があるものは化学療法の適応
であるのは同じだと思います。ただし、

食道がんの場合、放射線治療で効果が
あるので、手術、化学療法、放射線治
療の３つを合わせた集学的治療が、食
道がんではすごく大事になってきてい
ます。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

果が出て、進行胃がんの手術の後に
TS-１という抗がん剤をのむことで生
存率が上昇したのです。その結果が出
て以降は、進行胃がんの場合はTS-１
を術後にのむという補助療法が標準化
されました。これはこの10年でたぶん
一番大きな進歩ではないかと思います。
　齊藤　術後に薬をのむという話があ
りましたが、術前にのむこともあるの
ですか。
　深川　これは術前化学療法というや
り方です。欧米では、いろいろな臨床
試験の結果、手術の前に抗がん剤を投
与するのがほぼ標準化されていますが、
日本では手術を先にやると成績がすご
くよかったものですから。まだ術前化
学療法に関する十分な根拠がなく、現
在、臨床試験で検討中です。
　齊藤　さらに進行したがんの場合は
どうなりますか。
　深川　今まで手術をする前提で話を
させていただいていますが、例えば最
初に見つかった時点で、肝臓やおなか
の中の腹膜、あるいは大動脈とか、遠
くのリンパ節に転移しているような患
者さんがいらっしゃいます。その場合
は、その転移は胃から遠く離れたとこ
ろにある転移、遠隔転移ということに
なって、残念ながらなかなか完全に治
すことは難しい状態になっています。
　そういう場合には基本的には化学療
法が適応になるわけですが、いろいろ
な種類の化学療法が出てきて、その進

歩もかなりあるので、以前よりはかな
り生存期間が長くなっています。しか
も、抗がん剤が効いた患者さんは、効
いた時点で頑張って手術を受けること
によって、以前なら治らなかったよう
な胃がんの患者さんが治る場合も出て
きた。これがまた進行胃がんに関する
大きな進歩だと思います。
　齊藤　放射線治療はどうなのでしょ
うか。
　深川　アメリカなどでは術後に放射
線を当てたりするのですが、日本では
あまり放射線は胃がんに効かないと昔
から考えられていて、臨床試験も若干
行われたのですが、一般的ではありま
せん。
　齊藤　胃と食道のつなぎ目のがんに
ついてはどうでしょう。
　深川　胃は大きいですから、いろい
ろなところにがんができるのですが、
日本ではこれまで胃の出口付近、胃の
下のほうにがんができる人が多かった
のです。しかしだんだん胃の上のほう、
食道に近いところにがんができる患者
さんが増えていまして、すでに欧米で
はあまり下のほうにはがんができずに
上のほうばかりで、食道と胃のつなぎ
目にある接合部にできるので、それを
接合部がんといってきました。これを
どのように治療するのかがまた大きな
トピックになっています。
　齊藤　さらに食道がんについて簡単
に話していただけますか。
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　深川　私の専門から少し離れますの
で、ざっとご説明しますが、基本的に
は胃がんと同様に、表面にできたもの
は内視鏡で削る。少し深くなったもの
は手術をしないといけない。それから
遠隔転移があるものは化学療法の適応
であるのは同じだと思います。ただし、

食道がんの場合、放射線治療で効果が
あるので、手術、化学療法、放射線治
療の３つを合わせた集学的治療が、食
道がんではすごく大事になってきてい
ます。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

果が出て、進行胃がんの手術の後に
TS-１という抗がん剤をのむことで生
存率が上昇したのです。その結果が出
て以降は、進行胃がんの場合はTS-１
を術後にのむという補助療法が標準化
されました。これはこの10年でたぶん
一番大きな進歩ではないかと思います。
　齊藤　術後に薬をのむという話があ
りましたが、術前にのむこともあるの
ですか。
　深川　これは術前化学療法というや
り方です。欧米では、いろいろな臨床
試験の結果、手術の前に抗がん剤を投
与するのがほぼ標準化されていますが、
日本では手術を先にやると成績がすご
くよかったものですから。まだ術前化
学療法に関する十分な根拠がなく、現
在、臨床試験で検討中です。
　齊藤　さらに進行したがんの場合は
どうなりますか。
　深川　今まで手術をする前提で話を
させていただいていますが、例えば最
初に見つかった時点で、肝臓やおなか
の中の腹膜、あるいは大動脈とか、遠
くのリンパ節に転移しているような患
者さんがいらっしゃいます。その場合
は、その転移は胃から遠く離れたとこ
ろにある転移、遠隔転移ということに
なって、残念ながらなかなか完全に治
すことは難しい状態になっています。
　そういう場合には基本的には化学療
法が適応になるわけですが、いろいろ
な種類の化学療法が出てきて、その進

歩もかなりあるので、以前よりはかな
り生存期間が長くなっています。しか
も、抗がん剤が効いた患者さんは、効
いた時点で頑張って手術を受けること
によって、以前なら治らなかったよう
な胃がんの患者さんが治る場合も出て
きた。これがまた進行胃がんに関する
大きな進歩だと思います。
　齊藤　放射線治療はどうなのでしょ
うか。
　深川　アメリカなどでは術後に放射
線を当てたりするのですが、日本では
あまり放射線は胃がんに効かないと昔
から考えられていて、臨床試験も若干
行われたのですが、一般的ではありま
せん。
　齊藤　胃と食道のつなぎ目のがんに
ついてはどうでしょう。
　深川　胃は大きいですから、いろい
ろなところにがんができるのですが、
日本ではこれまで胃の出口付近、胃の
下のほうにがんができる人が多かった
のです。しかしだんだん胃の上のほう、
食道に近いところにがんができる患者
さんが増えていまして、すでに欧米で
はあまり下のほうにはがんができずに
上のほうばかりで、食道と胃のつなぎ
目にある接合部にできるので、それを
接合部がんといってきました。これを
どのように治療するのかがまた大きな
トピックになっています。
　齊藤　さらに食道がんについて簡単
に話していただけますか。
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