
福島県立医科大学附属病院内視鏡診療部部長
引　地　拓　人

（聞き手　山内俊一）

　早期胃がんに対して、広く内視鏡的治療が行われています。しかし、なかに
は放置しておいてもあまり進行しない症例もあると聞きます。分化度の高い早
期胃がんの自然史はどの程度まで判明しているのでしょうか。
 ＜高知県開業医＞

早期胃がん

　山内　引地先生、まず胃がんに関し
て、分化度と悪性度、これには相関は
あるのでしょうか。
　引地　一般的には分化型と未分化型
に分類されます。何をもって悪性度が
高いと判断するかは難しいところです
が、未分化型のほうが、進行が速い症
例が多いのは事実です。
　山内　やはり分化型のほうが比較的
ゆっくりとした進展ということなので
しょうか。
　引地　そうですね。分化型はがんが
塊をつくりながら成長していくので、
パラパラ増殖する未分化型に比べれば
進展はゆっくりの場合が多いかと思い
ます。
　山内　わかりにくいのですが、がん
の場合、進展という言葉を使ってしま

いますが、広がりと浸潤、これはまた
別のものなのでしょうね。
　引地　広がりという言葉はがんが横
に広がっていくこと、浸潤という言葉
はがんが奥に潜っていくことと考えま
すと、別のものになります。その場合、
生命にかかわってくるのは、奧に潜っ
ていくほうである浸潤になります。が
んがいくら横に広がっていっても、表
層である粘膜層にとどまっていれば、
予後にはかかわりません。これに対し
て、がんが粘膜下層、さらには筋層、
漿膜層へと深く浸潤していきますと、
生命予後にかかわってくることになり
ます。
　山内　もう一つ、転移しやすいとか、
しにくいとかいう概念がまた別にあっ
て、当然転移があるがんは予後が悪い

わけですが、転移に関係する因子とし
てはどちらが関係するものなのでしょ
うか。
　引地　先ほど申しそびれましたが、
それは浸潤のほうです。がんが粘膜層
内にあるときにはほとんど転移するこ
とはないといわれているのですが、粘
膜下層に入りますと10～20％ぐらいの
割合で転移をします。それから、筋層
に入ってくると50％ぐらいの割合で胃
がんの転移が起こります。したがって、
浸潤のほうが転移に関する要因です。
　山内　そうしますと、胃がんに関し
てですけれども、いわゆる分化型とい
うのは、比較的浸潤が少ない。進展す
るとしても、わりに平面のほうに広が
っていくパターンが多いということで、
比較的予後がいいと考えてよいのでし
ょうね。
　引地　はじめに少し話をしましたよ
うに、分化型は未分化型に比べれば浸
潤のスピードは遅いと考えられていま
す。しかし、分化型でも粘膜下層に浸
潤をすれば転移の可能性がでてきます。
　山内　この質問には、放置しておい
てもあまり進行しない症例もあると聞
きますとあるのですが、実際にあるの
でしょうか。
　引地　放置ということですが、確か
に高齢社会になり、心臓や肺の病気な
どの合併症がある場合には、胃がんが
みつかっても患者さん本人が治療を希
望しないとか、治療自体のリスクも考

慮して経過をみる場合もあります。そ
の際も経過をみるということで、年に
１回程度、内視鏡検査で進行の具合を
みることはあります。
　山内　そういった方の中には比較的
進行がゆっくりだなというケースもあ
るということでしょうか。
　引地　胃がんができた時点から何年
で内視鏡でみえるようになって、始め
粘膜層内の胃がんだったものが粘膜下
層まで浸潤するのに何年かかるのかを
調べた研究はほとんどなく、詳しいこ
とはわかっていません。ただ、症例報
告で胃がんが発見されてから胃がんで
なくなるまでの報告が、がん研有明病
院と、静岡がんセンターからあります。
面白いことに、その２つの論文で書か
れていることは同じで、分化型の胃が
んが粘膜層内と思われる段階でみつか
ってから粘膜下層に浸潤したと思われ
るまでが、３年とされています。一方、
大阪国際がんセンターの胃がんと診断
されて１年以上経過観察をした21例の
報告では、粘膜層内のままで110カ月
も進行しない胃がん症例があったとさ
れています。
　山内　３年といいますとけっこう長
いと言えば長いですね。考え方によっ
ては、あまり進行しないという表現が
出てくるかもしれないですね。ちなみ
に、これは俗説かもしれませんが、高
齢者のがんは進行しにくいというのを
よく聞きますが、宿主と同じでゆっく
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期胃がんの自然史はどの程度まで判明しているのでしょうか。
 ＜高知県開業医＞
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て、分化度と悪性度、これには相関は
あるのでしょうか。
　引地　一般的には分化型と未分化型
に分類されます。何をもって悪性度が
高いと判断するかは難しいところです
が、未分化型のほうが、進行が速い症
例が多いのは事実です。
　山内　やはり分化型のほうが比較的
ゆっくりとした進展ということなので
しょうか。
　引地　そうですね。分化型はがんが
塊をつくりながら成長していくので、
パラパラ増殖する未分化型に比べれば
進展はゆっくりの場合が多いかと思い
ます。
　山内　わかりにくいのですが、がん
の場合、進展という言葉を使ってしま

いますが、広がりと浸潤、これはまた
別のものなのでしょうね。
　引地　広がりという言葉はがんが横
に広がっていくこと、浸潤という言葉
はがんが奥に潜っていくことと考えま
すと、別のものになります。その場合、
生命にかかわってくるのは、奧に潜っ
ていくほうである浸潤になります。が
んがいくら横に広がっていっても、表
層である粘膜層にとどまっていれば、
予後にはかかわりません。これに対し
て、がんが粘膜下層、さらには筋層、
漿膜層へと深く浸潤していきますと、
生命予後にかかわってくることになり
ます。
　山内　もう一つ、転移しやすいとか、
しにくいとかいう概念がまた別にあっ
て、当然転移があるがんは予後が悪い

わけですが、転移に関係する因子とし
てはどちらが関係するものなのでしょ
うか。
　引地　先ほど申しそびれましたが、
それは浸潤のほうです。がんが粘膜層
内にあるときにはほとんど転移するこ
とはないといわれているのですが、粘
膜下層に入りますと10～20％ぐらいの
割合で転移をします。それから、筋層
に入ってくると50％ぐらいの割合で胃
がんの転移が起こります。したがって、
浸潤のほうが転移に関する要因です。
　山内　そうしますと、胃がんに関し
てですけれども、いわゆる分化型とい
うのは、比較的浸潤が少ない。進展す
るとしても、わりに平面のほうに広が
っていくパターンが多いということで、
比較的予後がいいと考えてよいのでし
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　引地　はじめに少し話をしましたよ
うに、分化型は未分化型に比べれば浸
潤のスピードは遅いと考えられていま
す。しかし、分化型でも粘膜下層に浸
潤をすれば転移の可能性がでてきます。
　山内　この質問には、放置しておい
てもあまり進行しない症例もあると聞
きますとあるのですが、実際にあるの
でしょうか。
　引地　放置ということですが、確か
に高齢社会になり、心臓や肺の病気な
どの合併症がある場合には、胃がんが
みつかっても患者さん本人が治療を希
望しないとか、治療自体のリスクも考

慮して経過をみる場合もあります。そ
の際も経過をみるということで、年に
１回程度、内視鏡検査で進行の具合を
みることはあります。
　山内　そういった方の中には比較的
進行がゆっくりだなというケースもあ
るということでしょうか。
　引地　胃がんができた時点から何年
で内視鏡でみえるようになって、始め
粘膜層内の胃がんだったものが粘膜下
層まで浸潤するのに何年かかるのかを
調べた研究はほとんどなく、詳しいこ
とはわかっていません。ただ、症例報
告で胃がんが発見されてから胃がんで
なくなるまでの報告が、がん研有明病
院と、静岡がんセンターからあります。
面白いことに、その２つの論文で書か
れていることは同じで、分化型の胃が
んが粘膜層内と思われる段階でみつか
ってから粘膜下層に浸潤したと思われ
るまでが、３年とされています。一方、
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報告では、粘膜層内のままで110カ月
も進行しない胃がん症例があったとさ
れています。
　山内　３年といいますとけっこう長
いと言えば長いですね。考え方によっ
ては、あまり進行しないという表現が
出てくるかもしれないですね。ちなみ
に、これは俗説かもしれませんが、高
齢者のがんは進行しにくいというのを
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りと進んでいくという感じのもので、
これは胃がんの場合、実際に内視鏡な
どでフォローできるものですが、いか
がですか。
　引地　確かに以前は高齢者の胃がん
は進行が遅いという説もあったと思う
のですが、今はそれは否定的です。高
齢者でも進行が速い人は速いというか、
胃がんの進展のスピードは変わらない
とされています。
　山内　そうしますと少し印象談かも
しれないと見てよいのですね。
　引地　高齢者だから何もしなくてい
いというわけではないように思います。
　山内　話は戻りますが、分化型、未
分化型というのはクラシックな手法に
よるといいますか、いい意味も含めて
形態学、病理学からきた分類だと思う
のです。これと例えば最近の分子生物
学はいろいろなテクノロジーを駆使し
て分類していると思うのですが、この
両者の間につながりはあるのでしょう
か。
　引地　そのあたりは、私も詳しい知
識がなく申し訳ないのですが、現段階
ではまだまだ分子生物レベルのことよ
りは、がんの組織型というか、分化型・
未分化型のほうが胃がんの進行に関し
て関係があると考えられていると思い
ます。
　山内　病理学的知見というのは非常
に有効ということですね。
　引地　それを優先して考えているの

が現状です。
　山内　あと、がんに関して、よく話
題になるのは、良性から悪性への転化
というのですか、変化ですね。このあ
たり、例えば胃がんの場合、良性腫瘍
と思われたものが悪性に進展する、あ
るいは悪性がさらにもっと悪いものに
なっていく。そのあたりはいかがなの
でしょうか。
　引地　実はかなり難しいところです。
大腸がんの場合、一般的には良性腫瘍
の腺腫ができて、それがだんだんがん
に変わっていくという説が一つありま
す。ただ胃がんに関しては、病理医に
よって意見が分かれるところです。腺
腫様の病変が進行してがんに変わった
場合に、腺腫からがんに変わったと診
断する病理医もいれば、そういった症
例は初めから胃がんだったと考えるべ
きという病理医がいます。ただ、自分
の経験則からの話をさせていただきま
すと、胃がんは初めから胃がんとして
発症する症例が多いのですが、ときに
明らかな腺腫からがんに変化したと思
われる症例を経験することがあります。
　また、少し話は変わりますが、先ほ
どあった分化型に関しては、分化型の
がんが進行の過程で、浸潤に伴い未分
化型の成分が出現してくるということ
があり、途中でがんの性質が変わると
いうことは時々経験するところです。
　山内　例えば内視鏡でのぞいて少し
組織を見てみたりすると、奧のほうで

変化があったりすることもあるのでし
ょうか。
　引地　進行がんに関しては、奧のほ
うでは未分化型であるということもあ
ります。ただし、通常の内視鏡検査で
は、がんの表面しかみることができま
せんので、それを内視鏡で調べること
は難しいのが現状です。
　山内　分化型であれば、原則的に早
期胃がんですと、表面に広がっていく
ということで、治療としては最近ESD
が非常に広まっていますね。平面に広
がっているがんに関しては、平面の広
がりが広くてもESDの適用になると見
てよいのでしょうか。
　引地　ESDの導入当初は、分化型で、
かつ粘膜層にとどまるものでも、２㎝
以下のものだけが適応でした。しかし、
これは従来のEMRの時代のスネアリ
ングで一括切除できる病変に制約があ
った時代のものでした。ただし、ある
程度の広がりをもったものでも粘膜層
にとどまる分化型のがんは転移リスク
がきわめて低いことがわかっており、
JCOGという全国の多施設共同試験の
結果を受けて、２年前の2018年のガイ
ドラインからは、先生がおっしゃるよ
うに、粘膜層内にとどまっている分化
型であれば大きさを問わずESDの適応
であると変わっています。一方、未分
化型のがんに関しては、分化型に比べ
ると転移リスクが高いこともあり、ま
だESDの絶対適応とされてはおらず、

近い将来でも２㎝以下の粘膜層内のも
のだけが適応となる方向であるのが現
状です。
　山内　最近のESDの進歩を簡単にご
説明願いたいのですが、例えばかなり
簡便になって、極端な場合、日帰り手
術ですか、こういったものまでいって
いるのでしょうか。
　引地　日帰り手術は、海外では導入
されている国もあると聞きますが、日
本ではまだ一般的ではありません。通
常は１週間近い入院が必要になってき
ています。その理由として、ESDでの
治療後は、比較的大きな範囲の粘膜欠
損部が残りますが、その部分を外科手
術のように縫うわけではないので、や
や深めの傷として、そこが潰瘍として
残るのです。その潰瘍から出血するリ
スクが一般的に５％ぐらいあります。
したがって、通常は短い施設でも４日
ぐらい、長い施設では１週間ぐらい入
院しているのが現状です。
　山内　成功率を高めるには、どのぐ
らいまで取るかということですが、普
通がんは少し広めに取りますね。
　引地　そうですね。
　山内　やはり同じようにしてかなり
広く取ると考えてよいのでしょうか。
　引地　広すぎるのもよくないので、
例えば２㎝ぐらいのがんでしたら、だ
いたい周囲を１㎝ぐらい広めに取って
いきますので、３～４㎝程度の切除に
なります。過不足なく切除をすること
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りと進んでいくという感じのもので、
これは胃がんの場合、実際に内視鏡な
どでフォローできるものですが、いか
がですか。
　引地　確かに以前は高齢者の胃がん
は進行が遅いという説もあったと思う
のですが、今はそれは否定的です。高
齢者でも進行が速い人は速いというか、
胃がんの進展のスピードは変わらない
とされています。
　山内　そうしますと少し印象談かも
しれないと見てよいのですね。
　引地　高齢者だから何もしなくてい
いというわけではないように思います。
　山内　話は戻りますが、分化型、未
分化型というのはクラシックな手法に
よるといいますか、いい意味も含めて
形態学、病理学からきた分類だと思う
のです。これと例えば最近の分子生物
学はいろいろなテクノロジーを駆使し
て分類していると思うのですが、この
両者の間につながりはあるのでしょう
か。
　引地　そのあたりは、私も詳しい知
識がなく申し訳ないのですが、現段階
ではまだまだ分子生物レベルのことよ
りは、がんの組織型というか、分化型・
未分化型のほうが胃がんの進行に関し
て関係があると考えられていると思い
ます。
　山内　病理学的知見というのは非常
に有効ということですね。
　引地　それを優先して考えているの

が現状です。
　山内　あと、がんに関して、よく話
題になるのは、良性から悪性への転化
というのですか、変化ですね。このあ
たり、例えば胃がんの場合、良性腫瘍
と思われたものが悪性に進展する、あ
るいは悪性がさらにもっと悪いものに
なっていく。そのあたりはいかがなの
でしょうか。
　引地　実はかなり難しいところです。
大腸がんの場合、一般的には良性腫瘍
の腺腫ができて、それがだんだんがん
に変わっていくという説が一つありま
す。ただ胃がんに関しては、病理医に
よって意見が分かれるところです。腺
腫様の病変が進行してがんに変わった
場合に、腺腫からがんに変わったと診
断する病理医もいれば、そういった症
例は初めから胃がんだったと考えるべ
きという病理医がいます。ただ、自分
の経験則からの話をさせていただきま
すと、胃がんは初めから胃がんとして
発症する症例が多いのですが、ときに
明らかな腺腫からがんに変化したと思
われる症例を経験することがあります。
　また、少し話は変わりますが、先ほ
どあった分化型に関しては、分化型の
がんが進行の過程で、浸潤に伴い未分
化型の成分が出現してくるということ
があり、途中でがんの性質が変わると
いうことは時々経験するところです。
　山内　例えば内視鏡でのぞいて少し
組織を見てみたりすると、奧のほうで

変化があったりすることもあるのでし
ょうか。
　引地　進行がんに関しては、奧のほ
うでは未分化型であるということもあ
ります。ただし、通常の内視鏡検査で
は、がんの表面しかみることができま
せんので、それを内視鏡で調べること
は難しいのが現状です。
　山内　分化型であれば、原則的に早
期胃がんですと、表面に広がっていく
ということで、治療としては最近ESD
が非常に広まっていますね。平面に広
がっているがんに関しては、平面の広
がりが広くてもESDの適用になると見
てよいのでしょうか。
　引地　ESDの導入当初は、分化型で、
かつ粘膜層にとどまるものでも、２㎝
以下のものだけが適応でした。しかし、
これは従来のEMRの時代のスネアリ
ングで一括切除できる病変に制約があ
った時代のものでした。ただし、ある
程度の広がりをもったものでも粘膜層
にとどまる分化型のがんは転移リスク
がきわめて低いことがわかっており、
JCOGという全国の多施設共同試験の
結果を受けて、２年前の2018年のガイ
ドラインからは、先生がおっしゃるよ
うに、粘膜層内にとどまっている分化
型であれば大きさを問わずESDの適応
であると変わっています。一方、未分
化型のがんに関しては、分化型に比べ
ると転移リスクが高いこともあり、ま
だESDの絶対適応とされてはおらず、

近い将来でも２㎝以下の粘膜層内のも
のだけが適応となる方向であるのが現
状です。
　山内　最近のESDの進歩を簡単にご
説明願いたいのですが、例えばかなり
簡便になって、極端な場合、日帰り手
術ですか、こういったものまでいって
いるのでしょうか。
　引地　日帰り手術は、海外では導入
されている国もあると聞きますが、日
本ではまだ一般的ではありません。通
常は１週間近い入院が必要になってき
ています。その理由として、ESDでの
治療後は、比較的大きな範囲の粘膜欠
損部が残りますが、その部分を外科手
術のように縫うわけではないので、や
や深めの傷として、そこが潰瘍として
残るのです。その潰瘍から出血するリ
スクが一般的に５％ぐらいあります。
したがって、通常は短い施設でも４日
ぐらい、長い施設では１週間ぐらい入
院しているのが現状です。
　山内　成功率を高めるには、どのぐ
らいまで取るかということですが、普
通がんは少し広めに取りますね。
　引地　そうですね。
　山内　やはり同じようにしてかなり
広く取ると考えてよいのでしょうか。
　引地　広すぎるのもよくないので、
例えば２㎝ぐらいのがんでしたら、だ
いたい周囲を１㎝ぐらい広めに取って
いきますので、３～４㎝程度の切除に
なります。過不足なく切除をすること
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が大事ですが、かつ広すぎずに、的確
な広さの切除をすることが大事です。
　山内　いずれにしても、非常に普及
してきましたし、成績も非常にいいよ
うですね。これでかなり多くの患者さ
んが精神的にも楽な気持ちで胃がんに
向かい合えると考えてよいのですね。
　引地　それほど大きながんでなけれ
ば、治療後に症状がない方もおり、本
当にがんの治療をしたのか？といわれ

ることもあります。外科の手術は昔か
らある素晴らしい治療法ですし、もち
ろん外科手術をしなければいけない胃
がんもあるのですが、粘膜層の深さで
みつかった胃がんに対するESDは、お
なかを傷をつけず、食生活も変わらず
できる、負担が小さい良い治療法だと
思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

順天堂大学腎臓内科先任准教授
合　田　朋　仁

（聞き手　山内俊一）

　77歳男性、BMI 21.7、糖尿病50歳指摘、網膜症なし、神経症状なし。この５
年間は内服薬ビルダグリプチン50㎎/分１、ビタバスタチンカルシウム２㎎/分１、
テルミサルタン40㎎でBP 100/68㎜Hg、食後血糖154、空腹時血糖110、HbA1c 
6.8～7.3％、eGFR 27、BUN 30、Cr 1.89前後ですが、テステープで尿蛋白（＋）
です。今後の腎機能悪化予防に追加する薬などがあればご教示ください。
 ＜東京都開業医＞

糖尿病腎症の管理

　山内　合田先生、まず今よく話題に
なっていますが、糖尿病の腎臓障害、
これはDKD、一方で、腎糸球体硬化
症ですね、この系統のもの、さらに糖
尿病腎症、クラシックなもの、このあ
たりの厳密な区別からお話をうかがえ
ますか。
　合田　最近、糖尿病性腎臓病（DKD： 
diabetic kidney disease）という概念が
提唱されています。DKDは、腎臓病
の障害に糖尿病が部分的に関与してい
る場合と捉えられています。このため、
古典的な糖尿病性腎症（DN：diabetic 
nephropathy）を包括する概念です。
　具体的な症例をあげて説明しますと、
糖尿病を発症する以前から高血圧を発

症している患者さんは多くいると思い
ます。これらの患者さんが腎障害を併
発した場合、どちらが主原因となって
腎臓が悪くなったのかは区別が困難か
もしれません。このような場合でもDN
とDKDを可能なかぎり区別すること
が重要です。なぜなら、この２つの疾
患では、腎予後が随分異なるためです。
　私たち腎臓内科医が糖尿病患者さん
を診察する場合、どのように、この２
つの疾患を区別しているかについて、
質問の患者さんで説明します。患者さ
んは年齢77歳で糖尿病歴27年と長期で
あるにもかかわらず、網膜症や神経症
などの細小血管合併症の合併はなく、
腎機能（GFR）だけ低下しているのは、
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