
国立がん研究センター中央病院肝胆膵内科長
奥　坂　拓　志

（聞き手　池田志斈）

　最近、膵がんの方を何人も経験しています。相対的に増加しているのではと
の印象を持っていますがいかがでしょうか。また、治療について、最近の知見
も併せてご教示ください。

＜三重県開業医＞

膵がんの最近の知見

　池田　奥坂先生、膵がんの患者さん
は増えているのではないかという質問
なのですが、統計的なことは報告され
ているのでしょうか。
　奥坂　最新の膵臓がんの死亡者数は
年間３万3,000人となっています。これ
は年々増えていまして、１年前が３万
1,000人、10年前までさかのぼると２万
3,000人。この10年間で約１万人増えた
という状況です。
　池田　すごい伸び数ですね。今後は
胃がんなども抜いて上位に入ってくる
こともあるのでしょうか。今、胃がん
はピロリ菌の駆除など、いろいろな対
処法があり、だんだん減ってくるので
はないかといわれていますね。
　奥坂　まだ少し胃がんとの差がある
ので、そこまでいくかどうかわかりま

せんが、最近、４位だった肝臓がんが
膵臓がんに抜かれて５位になりました。
　池田　確実に増えているのですね。
そのような患者さんにはどのような背
景があるのでしょうか。
　奥坂　膵臓がんの大部分の方がなぜ
罹患したかはわからないのですが、日
本で増えている理由はおそらく高齢化、
膵臓がんになりやすい人たちが増えて
いることが原因だろうといわれていま
す。
　池田　大ざっぱでいいのですが、膵
臓がんになる方とは何歳以上なのでし
ょうか。
　奥坂　年齢を経るごとにだんだん増
えるのですが、50歳、60歳を超えてく
るとかなり増えてきます。
　池田　長生きする方が多いので増え

てきているという一面があるのですね。
　奥坂　そうですね。
　池田　逆に、新聞等で意外と若い方
で膵臓がんになっているという話も
時々出るのですが、若い方は増えてい
ないのでしょうか。
　奥坂　統計上は若い人の伸びはそれ
ほどではないのですが、おそらく診断
の精度がかなりよくなっているので、
昔わからなかったような方が罹患した
ことがわかるようになった、というこ
とだと思います。
　池田　診断法の進化ということです
が、一番のポイントは何でしょうか。
　奥坂　いろいろな検査がよくなりま
したが、特に造影CTがかなり鮮明に
わかるようになっていると思います。
　池田　画像がクリアになったという
ことですね。
　奥坂　そうですね。
　池田　以前だと直径１㎝に満たない
ような膵がんはなかなか見つけられな
かったのですが、現在はどうなのでし
ょうか。
　奥坂　現在でも１㎝以下になるとか
なり難しいのですが、それでも小さい
もの、昔では絶対わからなかったよう
なものが造影CTでわかってくること
が増えていると思います。
　池田　かなり進化したのですね。従
来、膵がんかどうかわからなかったよ
うな人たちも診断がつくようになった。
それで精度が上がってきたので、膵が

んの方が増えるようになるということ
ですか。
　奥坂　そうですね。
　池田　巷で今注目されている、線虫
を使った、あるいはマイクロRNAを
使った診断ですが、まだ実験レベルな
のでしょうか。
　奥坂　まだ臨床で使う状況にはない
と思います。
　池田　次の質問ですが、治療につい
ての最近の知見で、膵がんも幾つか形
があると思うのですが、いわゆる膵が
ん、膵管がんは、どのような治療法が
あるのでしょうか。
　奥坂　進行がん、切除できないよう
な患者さんたちに対しては、抗がん剤
治療、化学療法をする状況ですが、こ
れまではいわゆる単剤治療が、膵臓が
んの場合はメインだったのですが、最
近になってようやく多剤併用療法が出
てきました。
　池田　どのようなものでしょうか。
　奥坂　多剤併用療法の代表は２つあ
りまして、１つはFOLFIRINOXとい
って抗がん剤４つ、正確に言いますと、
３つの抗がん剤と増強させるための薬
１つを入れたものがあります。
　池田　どのような治療スケジュール
になるのですか。
　奥坂　その４つの薬を最初の日に投
与して、そのうちの１つだけを３日間
かけてゆっくり入れます。これを２週
間に１回ずつ繰り返すという投与の仕
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国立がん研究センター中央病院肝胆膵内科長
奥　坂　拓　志

（聞き手　池田志斈）

　最近、膵がんの方を何人も経験しています。相対的に増加しているのではと
の印象を持っていますがいかがでしょうか。また、治療について、最近の知見
も併せてご教示ください。

＜三重県開業医＞

膵がんの最近の知見

　池田　奥坂先生、膵がんの患者さん
は増えているのではないかという質問
なのですが、統計的なことは報告され
ているのでしょうか。
　奥坂　最新の膵臓がんの死亡者数は
年間３万3,000人となっています。これ
は年々増えていまして、１年前が３万
1,000人、10年前までさかのぼると２万
3,000人。この10年間で約１万人増えた
という状況です。
　池田　すごい伸び数ですね。今後は
胃がんなども抜いて上位に入ってくる
こともあるのでしょうか。今、胃がん
はピロリ菌の駆除など、いろいろな対
処法があり、だんだん減ってくるので
はないかといわれていますね。
　奥坂　まだ少し胃がんとの差がある
ので、そこまでいくかどうかわかりま

せんが、最近、４位だった肝臓がんが
膵臓がんに抜かれて５位になりました。
　池田　確実に増えているのですね。
そのような患者さんにはどのような背
景があるのでしょうか。
　奥坂　膵臓がんの大部分の方がなぜ
罹患したかはわからないのですが、日
本で増えている理由はおそらく高齢化、
膵臓がんになりやすい人たちが増えて
いることが原因だろうといわれていま
す。
　池田　大ざっぱでいいのですが、膵
臓がんになる方とは何歳以上なのでし
ょうか。
　奥坂　年齢を経るごとにだんだん増
えるのですが、50歳、60歳を超えてく
るとかなり増えてきます。
　池田　長生きする方が多いので増え

てきているという一面があるのですね。
　奥坂　そうですね。
　池田　逆に、新聞等で意外と若い方
で膵臓がんになっているという話も
時々出るのですが、若い方は増えてい
ないのでしょうか。
　奥坂　統計上は若い人の伸びはそれ
ほどではないのですが、おそらく診断
の精度がかなりよくなっているので、
昔わからなかったような方が罹患した
ことがわかるようになった、というこ
とだと思います。
　池田　診断法の進化ということです
が、一番のポイントは何でしょうか。
　奥坂　いろいろな検査がよくなりま
したが、特に造影CTがかなり鮮明に
わかるようになっていると思います。
　池田　画像がクリアになったという
ことですね。
　奥坂　そうですね。
　池田　以前だと直径１㎝に満たない
ような膵がんはなかなか見つけられな
かったのですが、現在はどうなのでし
ょうか。
　奥坂　現在でも１㎝以下になるとか
なり難しいのですが、それでも小さい
もの、昔では絶対わからなかったよう
なものが造影CTでわかってくること
が増えていると思います。
　池田　かなり進化したのですね。従
来、膵がんかどうかわからなかったよ
うな人たちも診断がつくようになった。
それで精度が上がってきたので、膵が

んの方が増えるようになるということ
ですか。
　奥坂　そうですね。
　池田　巷で今注目されている、線虫
を使った、あるいはマイクロRNAを
使った診断ですが、まだ実験レベルな
のでしょうか。
　奥坂　まだ臨床で使う状況にはない
と思います。
　池田　次の質問ですが、治療につい
ての最近の知見で、膵がんも幾つか形
があると思うのですが、いわゆる膵が
ん、膵管がんは、どのような治療法が
あるのでしょうか。
　奥坂　進行がん、切除できないよう
な患者さんたちに対しては、抗がん剤
治療、化学療法をする状況ですが、こ
れまではいわゆる単剤治療が、膵臓が
んの場合はメインだったのですが、最
近になってようやく多剤併用療法が出
てきました。
　池田　どのようなものでしょうか。
　奥坂　多剤併用療法の代表は２つあ
りまして、１つはFOLFIRINOXとい
って抗がん剤４つ、正確に言いますと、
３つの抗がん剤と増強させるための薬
１つを入れたものがあります。
　池田　どのような治療スケジュール
になるのですか。
　奥坂　その４つの薬を最初の日に投
与して、そのうちの１つだけを３日間
かけてゆっくり入れます。これを２週
間に１回ずつ繰り返すという投与の仕
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方になります。
　池田　１日目に４種類、２日目には
４番目の薬、３日目も４番目の薬、と
いうのが一つのレジュメですね。
　奥坂　４番目の薬は１日目から３日
目まで連続で投与します。
　池田　それを２週間に１回ずつです
ね。入院して行われるのですか。
　奥坂　１回目は入院していただきま
すが、２回目以降は外来で投与します。
　池田　そういう意味では患者さんの
利便性は高いのですが、気になるのは
効果と副作用です。まず効果はどうな
のでしょうか。
　奥坂　従来の単剤で使っていた抗が
ん剤に比べると、圧倒的にこの薬のほ
うが強い、効果が高いことがわかって
います。
　池田　単剤よりも、４剤併用はかな
り効果があるのですね。
　奥坂　そうですね。
　池田　それから副作用について、何
か特有な副作用はありますか。
　奥坂　４つ使うと、それなりの副作
用が出てきます。例えば、吐き気など
はそれなりにあるので、強力な吐き気
どめも併用しながら投与することが必
要です。
　池田　もう一つ多剤の併用療法があ
るとうかがったのですが、どのような
ものですか。
　奥坂　もう一つはゲムシタビンとナ
ブパクリタキセルという２剤を併用す

る治療方法です。こちらはこの２つの
薬を１週間に１回、外来で投与してい
きます。
　池田　１週間に１回ということは毎
週ですね。
　奥坂　毎週ですが、３回投与して１
回お休みにします。
　池田　３週やって、次の４週目は１
回お休み。それをずっと繰り返してい
くのですね。
　奥坂　そうですね。
　池田　やはりこれも効果はいいので
すか。
　奥坂　これも１剤の治療に比べると
圧倒的に効果が高くなります。
　池田　このレジュメの特異的な副作
用はどのようなものでしょうか。
　奥坂　先ほどの４剤に比べると、１
回１回の副作用は弱めになるのですが、
長く投与していると、末梢神経障害と
いって、手や足にしびれが強く起こっ
てくるという特徴的な治療法です。
　池田　ということは、続ければ続け
るほどそういった可能性が高くなって、
しびれが一度出ると、なかなか取れな
いということですね。
　奥坂　そうですね。
　池田　患者さんのQOLがだいぶ下が
ってしまいますね。
　奥坂　長く続けていますと、生活の
質はだいぶ落ちてしまいます。
　池田　この２つのレジュメは、どち
らを初めに、などあるのでしょうか。

　奥坂　いえ、どちらがよりよいかは
現段階でわかっていません。医師と患
者さんの間で相談して決めるという状
況です。
　池田　これから比較試験のようなも
のはされるのでしょうか。
　奥坂　ここはやはり明らかにする必
要があるので、日本で比較試験がこれ
から始まる状況です。
　池田　決めていただいたほうがすっ
きりするかと思いますね。将来的なこ
とになるかもしれませんが、最近注目
されている免疫チェックポイント阻害
薬について、これは膵がんに関しては
いかがでしょうか。
　奥坂　免疫チェックポイント阻害薬
は、膵がんでもかなり期待が持たれて
きました。ただ、現在までのところは、
あまりいいデータがありません。たぶ
ん免疫チェックポイント阻害薬だけで
は不十分なので、その効果を高めるよ
うな薬も併用するなど、新しく開発を
続けないといけないだろうと思います。
　池田　何かプラスアルファの薬の候
補は考えられているのでしょうか。
　奥坂　例えば、コロニー刺激因子１
受容体阻害剤という薬が一つの候補と
なっています。
　池田　これと免疫チェックポイント
阻害薬を併用することで、効果が上が
らないかを研究しているのですね。
　奥坂　そうですね。
　池田　今まではいわゆる膵がんで、

膵管がんの話だったのですが、そのほ
かの神経内分泌腫瘍がありますね。そ
れに関する治療はどうされているので
しょうか。
　奥坂　こちらはかなり薬があります。
代表的なものはソマトスタチンアナロ
グ製剤といって、オクトレオチドやラ
ンレオチドという薬があります。
　池田　どのように使われるのですか。
　奥坂　１カ月に１回、お尻に注射し
ていただく、わりと楽な薬です。
　池田　特に副作用などは心配ないの
でしょうか。
　奥坂　ほとんど副作用はありません
ので、患者さんにとっては本当に楽な
治療です。
　池田　原則的に神経内分泌腫瘍とい
うのは、切除可能であれば切除すると
いうことなのでしょうか。
　奥坂　そうです。
　池田　そして、例えば残存するよう
なものがあるとか、あるいは再発予防
に使われるのでしょうか。
　奥坂　基本は切除できない方か、再
発した方が使います。再発予防に関し
てはまだデータがありません。
　池田　神経内分泌腫瘍も、手術不能
あるいは再発の方ですね。そういった
方にソマトスタチンアナログ製剤を使
うと、予後はどうなのですか。
　奥坂　これは予後がよくなるので使
うのですが、もともとこの病気の方は
非常に元気で長生きされる。先ほどの
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方になります。
　池田　１日目に４種類、２日目には
４番目の薬、３日目も４番目の薬、と
いうのが一つのレジュメですね。
　奥坂　４番目の薬は１日目から３日
目まで連続で投与します。
　池田　それを２週間に１回ずつです
ね。入院して行われるのですか。
　奥坂　１回目は入院していただきま
すが、２回目以降は外来で投与します。
　池田　そういう意味では患者さんの
利便性は高いのですが、気になるのは
効果と副作用です。まず効果はどうな
のでしょうか。
　奥坂　従来の単剤で使っていた抗が
ん剤に比べると、圧倒的にこの薬のほ
うが強い、効果が高いことがわかって
います。
　池田　単剤よりも、４剤併用はかな
り効果があるのですね。
　奥坂　そうですね。
　池田　それから副作用について、何
か特有な副作用はありますか。
　奥坂　４つ使うと、それなりの副作
用が出てきます。例えば、吐き気など
はそれなりにあるので、強力な吐き気
どめも併用しながら投与することが必
要です。
　池田　もう一つ多剤の併用療法があ
るとうかがったのですが、どのような
ものですか。
　奥坂　もう一つはゲムシタビンとナ
ブパクリタキセルという２剤を併用す

る治療方法です。こちらはこの２つの
薬を１週間に１回、外来で投与してい
きます。
　池田　１週間に１回ということは毎
週ですね。
　奥坂　毎週ですが、３回投与して１
回お休みにします。
　池田　３週やって、次の４週目は１
回お休み。それをずっと繰り返してい
くのですね。
　奥坂　そうですね。
　池田　やはりこれも効果はいいので
すか。
　奥坂　これも１剤の治療に比べると
圧倒的に効果が高くなります。
　池田　このレジュメの特異的な副作
用はどのようなものでしょうか。
　奥坂　先ほどの４剤に比べると、１
回１回の副作用は弱めになるのですが、
長く投与していると、末梢神経障害と
いって、手や足にしびれが強く起こっ
てくるという特徴的な治療法です。
　池田　ということは、続ければ続け
るほどそういった可能性が高くなって、
しびれが一度出ると、なかなか取れな
いということですね。
　奥坂　そうですね。
　池田　患者さんのQOLがだいぶ下が
ってしまいますね。
　奥坂　長く続けていますと、生活の
質はだいぶ落ちてしまいます。
　池田　この２つのレジュメは、どち
らを初めに、などあるのでしょうか。

　奥坂　いえ、どちらがよりよいかは
現段階でわかっていません。医師と患
者さんの間で相談して決めるという状
況です。
　池田　これから比較試験のようなも
のはされるのでしょうか。
　奥坂　ここはやはり明らかにする必
要があるので、日本で比較試験がこれ
から始まる状況です。
　池田　決めていただいたほうがすっ
きりするかと思いますね。将来的なこ
とになるかもしれませんが、最近注目
されている免疫チェックポイント阻害
薬について、これは膵がんに関しては
いかがでしょうか。
　奥坂　免疫チェックポイント阻害薬
は、膵がんでもかなり期待が持たれて
きました。ただ、現在までのところは、
あまりいいデータがありません。たぶ
ん免疫チェックポイント阻害薬だけで
は不十分なので、その効果を高めるよ
うな薬も併用するなど、新しく開発を
続けないといけないだろうと思います。
　池田　何かプラスアルファの薬の候
補は考えられているのでしょうか。
　奥坂　例えば、コロニー刺激因子１
受容体阻害剤という薬が一つの候補と
なっています。
　池田　これと免疫チェックポイント
阻害薬を併用することで、効果が上が
らないかを研究しているのですね。
　奥坂　そうですね。
　池田　今まではいわゆる膵がんで、

膵管がんの話だったのですが、そのほ
かの神経内分泌腫瘍がありますね。そ
れに関する治療はどうされているので
しょうか。
　奥坂　こちらはかなり薬があります。
代表的なものはソマトスタチンアナロ
グ製剤といって、オクトレオチドやラ
ンレオチドという薬があります。
　池田　どのように使われるのですか。
　奥坂　１カ月に１回、お尻に注射し
ていただく、わりと楽な薬です。
　池田　特に副作用などは心配ないの
でしょうか。
　奥坂　ほとんど副作用はありません
ので、患者さんにとっては本当に楽な
治療です。
　池田　原則的に神経内分泌腫瘍とい
うのは、切除可能であれば切除すると
いうことなのでしょうか。
　奥坂　そうです。
　池田　そして、例えば残存するよう
なものがあるとか、あるいは再発予防
に使われるのでしょうか。
　奥坂　基本は切除できない方か、再
発した方が使います。再発予防に関し
てはまだデータがありません。
　池田　神経内分泌腫瘍も、手術不能
あるいは再発の方ですね。そういった
方にソマトスタチンアナログ製剤を使
うと、予後はどうなのですか。
　奥坂　これは予後がよくなるので使
うのですが、もともとこの病気の方は
非常に元気で長生きされる。先ほどの
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膵管がんの方に比べると、随分生存期
間が長い病気です。全く違う病気です。
　池田　もともとが膵管がんよりも、
そんなに予後は悪くないことから、こ
ういったことが行われるのですね。
　奥坂　そうですね。
　池田　いわゆる膵がんを鎮圧するた

めには、まだまだかなり努力がいるの
ですね。
　奥坂　おっしゃるとおり、診断と治
療の進歩がまだ必要な病気だと思いま
す。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

埼玉医科大学病院総合診療内科教授
宮　川　義　隆

（聞き手　池田志斈）

　好酸球増多についてご教示ください。
　75歳男性。10年以上前から好酸球が12％前後と多く、全身そう痒症があり、
時にステロイド外用剤をつけていましたが、リンパ節などの肥大はなく、内視
鏡でも腫瘍はみられません。抗アレルギー剤を処方したところ、17％に増加し
てしまいました。何かほかに検査や治療が必要でしょうか。ご本人はいたって
元気です。併用薬として、降圧剤（ミカルディス20㎎）、アムロジン2.5㎎、ク
レストール2.5㎎を使用しています。

＜宮城県勤務医＞

好酸球増多

　池田　宮川先生、好酸球増多症の質
問が来ているのですが、直感的に、こ
の年齢、症状から見て、何が原因で好
酸球が増えているとお考えですか。
　宮川　好酸球が増える原因はいろい
ろありますが、外来で特に気をつけた
いのがアレルギー性疾患です。基礎疾
患として例えば喘息やアトピー性皮膚
炎がないかどうかに気をつけます。ほ
かにも、寄生虫感染、薬のアレルギー、
高齢者ではがんが隠れていないかに気
をつけるべきだと思います。
　池田　寄生虫というと、農家の方が
多いのでしょうか。

　宮川　もともと確かに農家の方は自
家用に無農薬の野菜をつくっていたり
して、感染する危険もあります。最近
のグルメブームで、ジビエ料理など火
を通さないで生肉とか生魚を食べる方
も増えており、都心部でも起こりうる
ので注意が必要です。
　池田　生ものですね。それから、が
んというのはどのようなものを考える
のでしょうか。
　宮川　特に高齢者の場合、血液がん
の骨髄異形成症候群とホジキンリンパ
腫で好酸球が増えることがわかってい
ます。
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