
新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅴ）

慶應義塾大学外科学教授
淺　村　尚　生

（聞き手　大西　真）

肺がん治療の進歩

　大西　淺村先生、肺がん治療の進歩
というテーマでうかがいたいと思いま
す。
　最初に、肺がんの疫学の現状、特に
日本の現状について教えていただけま
すか。
　淺村　今、日本人の２人に１人がが
んになる時代といわれているのですが、
日本人の死因としてがんは第１位です。
ただ、これは意外と知られていないこ
とですが、実はがん死、すべての部位
のがんのうち５人に１人、20％の死因
は実は肺がん単独なのです。特に男性
においては、25％、４人に１人は肺が
んで亡くなっているのが特徴です。で
すから、いかに肺がんによる死亡が多
いかということと、これを何とかしな
ければいけないという意味において、
肺がんのコントロール、制御は非常に
重要な意味を持っています。
　大西　禁煙対策も重要かと思います
が。
　淺村　もちろん、たばこが重要な肺
がんの原因であることはわかっていて、

肺がんの発生リスクは約４倍ぐらいに
なると知られているのですが、ある意
味では４倍程度ということです。我々
の臨床では、たばこを吸わない方の高
分化腺がんの発生のほうが問題です。
ただ、原因はわかっていません。これ
に対しては、おそらく検診以外に発見
する方法がないのです。
　大西　検診のお話が出たのですが、
どのような検査が早期発見に有効なの
でしょうか。
　淺村　実は２年前、『ニューイング
ランド・ジャーナル・オブ・メディシ
ン』に非常に画期的な論文がアメリカ
から発表されました。NLST（National 
Lung Screening Trial）という、アメ
リカのNCI（国立がん研究所）が行っ
た無作為化試験です。肺がんの高リス
クの方を対象として、これは１年に１
回、胸部X線写真で検診をする群と、
low dose CTで検診をする群を比較し
て、死亡率をみるものですが、CTを
行うCT群で死亡率が明らかに低下す
ることが示されました。つまり、肺が

んが早期で見つかって治療するために
死亡率が低下することが初めて示され
たのです。ですから、おそらく今後は、
コストの問題はあるにしろ、切除して
治癒させることが可能な肺がんをCT
によっていかに見つけるかがキーにな
ってくると思います。
　大西　年に１回程度のCTを検診な
どに取り入れていくことが重要ですね。
　淺村　そういう方向性だろうと思い
ます。ただ、検診という場合はコスト
の問題から離れられないので、今後、
その辺を詰めていく必要があるかと思
います。
　大西　治療の話に移りますが、肺が
んの治療にもいろいろあると思うので
すが、まず原則から教えていただけま
すか。
　淺村　肺がんの特徴は、比較的早い
段階で全身に転移しやすいことが挙げ
られます。例えば、胃がんなどの場合、
手術に回ってくる患者さんの切除率は
非常に高く、70～80％だと思います。
ところが、肺がんの場合は今でもおそ
らく40％程度です。つまり、初診で私
どもの外来にいらっしゃった段階で、
半分以上の患者さんは手術できない。
それが肺がんの特徴です。
　したがって、肺がんは見つかったと
きに比較的進行がんが多いことから、
手術療法、放射線治療、抗がん剤によ
る化学療法を非常にきちんと使い分け
ていかないと、なかなかいい成績が上

げられないことになります。
　大西　いろいろ組み合わせていくの
ですね。
　淺村　そういうことです。
　大西　外科手術はどのような方向に
行こうとしているのでしょうか。
　淺村　これはほかの臓器と一緒です。
手術がたいへんだった時代から、なる
べく患者さんへの侵襲を軽くして、負
担の少ない手術にしていくという方向
です。1960年ぐらいから、肺がんの手
術といえば、基本的には肺を全摘する
のではなく、肺葉切除、lobectomyが
ゴールドスタンダードとして確立され
ていて、これは今も変わっていません。
つまり肺を切除する範囲としては肺葉
切除が基本。そして、肺門と縦隔のリ
ンパ節を郭清するのが標準手術です。
　大西　なるべく胸腔鏡手術をするこ
とになるのでしょうか。
　淺村　そうですね。胸腔鏡の手術は
非常に一般化してきました。ただ、胸
腔鏡手術を行うとどんなメリットがあ
るのか。これについては、実はきちっ
とした検証はされていないのです。一
つの論文とて、現在の小さい開胸に比
べて有利であることは証明されていな
いのと、僕ら外科医が懸念しているの
は、胸腔鏡の場合、特に肺の場合は非
常に大きな出血が起こりうるので、こ
れへの対処がどうしてもやりにくい。
その辺はまだ整理がついていないとい
ったほうがいいかもしれません。
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　大西　今、ダ・ヴィンチ手術などの
ロボット手術がはやっていますけれど
も、肺の領域はどうなのでしょうか。
　淺村　肺の領域でも、ロボットを使
ったロボティクスサージャリーは行わ
れつつあります。しかし、胸腔鏡と同
じように、ロボットで行うとどのよう
なメリットが患者さんにあるのか。手
術時間は一般には長い。早く家へ帰れ
るのかというと変わりません。痛みも
どうやらあまり変わらない。コストは
むしろ高いといったぐあいで、現在は
ロボットで手術ができることはわかっ
てはきたけれども、それでは患者さん
にどんな恩恵があるのかはまだわかっ
ていない。それが正直なところです。
　大西　もう一つの治療法である放射
線治療について教えていただけますか。
　淺村　放射線治療は、肺がん治療で
は非常に大きな意味を持っています。
特に３期の肺がんですね。放射線治療
は、私がレジデントのころと比べると
劇的に進歩しました。一つは、多様な
線種、例えば重粒子線であったり、陽
子線、そういった選択肢が広がった。
それから定位放射線治療（SBRT）、こ
れが非常に精度が上がりました。です
から、肺の広い範囲を傷めることなく、
当該のターゲットだけを効率よく焼け
るようになったという意味からも、放
射線の精度が上がり、線量の正確な計
算等々によって、副作用の軽減も図ら
れています。

　大西　もう一つの治療法の柱である
化学療法ですが、これも近年進歩があ
りますね。
　淺村　化学療法は、私がついていけ
ないぐらい大きい進歩をしました。主
には全身治療として４期の患者さんに
行われますが、cytotoxic agentといわ
れる従来の抗がん剤治療に加えて、今
はやりの分子標的薬治療が肺がんの中
で非常に進歩しました。特に、EGFR
に対するTKIという分子標的薬治療が
非常によく効くことがわかっています。
　それから、ごく近年、免疫治療、抗
PD-L１抗体が肺がんの予後を改善さ
せることが明らかになり、免疫療法も
大きな治療法の一つになってきたので、
非常に多様な治療になったといえると
思います。
　大西　具体的に、どのぐらい生存曲
線が延びたなど、そういうデータもあ
るのでしょうか。
　淺村　明らかに４期については、特
に薬が効いてくれば画期的に予後が延
びるという現象が起きています。特に、
今高価であると問題になっていますが、
PD-L１抗体の免疫療法で、今までに
経験したことがないような予後の延長
が認められています。通常４期という
と、だいたい無理ない範囲で中間生存
期間が12カ月前後だったのですが、こ
れが２年以上に延びていく現象も見ら
れていて、一部の患者さんについては
大きな恩恵がもたらされていると思い

ます。
　大西　いわゆるプレシジョン・メデ
ィシンですか、個別化医療、あれは肺
がんの領域でもかなりこれから行われ
るようになっていくのでしょうか。
　淺村　肺がんでは非常に行われてい
くだろうと思います。特に、先ほど申
し上げた分子標的薬治療については、
肺がんで分子標的薬治療、特にEGFR-
TKIが効く患者さんは、日本人、東洋
人、腺がん、女性、EGFRレセプター

のgeneのmutation（突然変異）がある
ことがわかっているのです。そうなる
と、日本人は特に効くとわかっている
ので、日本人に対する恩恵はよけい大
きいだろうと思います。
　大西　お話をうかがうと、治療法も
選択肢が非常に広がって、急速な進歩
を遂げているのですね。
　淺村　この10年が非常に大きかった
と思います。
　大西　ありがとうございました。
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