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は じめに

わが国では大腸がんが年々増加して

おり、悪性腫瘍による死因のなかでも

多いがんとなっています。このような

大腸癌の増加には、わが国の食生活の

変化、すなわち肉食、高脂肪、高蛋白、

低残渣食が関与していると考えられて

います。また、大腸がんの一部は同一

家系内に高頻度に発生することがあ

り、遺伝性大腸癌と総称されています。

胃癌と同様に、大腸がんも早期がん

と進行がんに大別されます。早期がん

は粘膜下層と呼ばれる大腸表面直下の

部分までに留まるものであり、大部分

は無症状です。一方、進行がんはさら

に深部まで入り込んだがんで、当然早

期がんより大きいものが多いのです

が、必ずしも血便などの症状が出現す

るわけではありません。従って、大腸

がんをできるだけ早期に発見するため

には、無症状であっても大腸を直接、

あるいは間接的に検査することが重要

となります。

大腸がんの診断においては、主に内

視鏡検査が用いられています。従来必

ずしも簡単な検査ではなかった大腸内

視鏡検査は、内視鏡機器の進歩と熟達

した内視鏡医が育成されたことにより

普及しています。その結果、がんのみ

ならず前癌状態の良性病変、あるいは

一部ががん化した病変などを解像度の

高い内視鏡視鏡を用いて診断すること

が可能となりました。さらには、2014

年から大腸カプセル内視鏡検査も使用

できるようになり、大腸がん発見率の

向上に寄与するものと期待されていま

す。一方、CT、MRI、PETなどの画像

解像度の向上も著しく、これらの方法

は大腸がんの広がりを診断するために

必要不可欠な検査法となっています。

大腸がんの治療方針は、がんの広が

りと深さによって大きく異なります。

前述の粘膜下層のうち比較的浅い部分

までに留まるものは転移の頻度がまれ

なため内視鏡治療で根治できる可能性

がありますが、深い部分まで入り込ん

だ場合は外科的治療が第一選択となり

ます。内視鏡治療としてはポリペクト

ミーや内視鏡的粘膜切除術、内視鏡的

粘膜下層剥離術などの手技が用いら

れ、外科的治療としては腹腔鏡下大腸

切除術やロボット手術と開腹術があり

ます。一方、より進行した大腸がんに

対しては、従来よりも優れた効果を有

する抗癌薬が開発されていますし、放

射線療法を用いることもあります。九

州大学病院では、これらの治療法を単

2

大腸がん大腸がん



独、あるいは組み合わせて患者さんに

提供することでより良い大腸がんの治

療を心がけています。

大腸がんの診断と内視鏡治療を消化

管内科や放射線科が行い、手術を消化

管外科、化学療法を腫瘍内科、放射線

療法を放射線科が主に担当していま

す。以下に当院における大腸がんの診

断・治療の現状や臨床研究・治験につ

いてお示し致します。また、当院にお

ける大腸がん診療に関するデータもお

示しし、患者さんからの質問が多い疑

問にお答え致します。

診 断

【１】大腸内視鏡検査

内視鏡スコープを肛門から挿入し

て、全大腸（直腸、Ｓ状結腸、下行結

腸、横行結腸、上行結腸、盲腸）を観

察する検査です。検査を受ける前に大

腸を下剤で洗浄してきれいにする必要

があるため、検査前日の眠る前と検査

当日朝から下剤を飲む必要があります

（内服する下剤の種類は異なります）。

検査に対して苦痛が強い方には、希望

により鎮静剤を使用して苦痛の軽減を

図ります。病変（がん、ポリープなど）

を発見した場合または病変が疑われる

場合には、一部組織を採取（生検）し

て顕微鏡で細胞の観察を行い、病変の

種類および悪性か良性かの診断を行い

ます（病理診断）。最近では病変の表

面構造を拡大して観察することのでき

る拡大内視鏡が普及してきており、病

変に特殊な染色を施した後や狭帯域光

観察（NBI）（画像強調観察の一種）を

用いて表面模様を観察することで良・

悪性の判断や、悪性である際は、その

深さを推測することが可能になってき

ています（拡大内視鏡検査）。また内

視鏡から病変に対して超音波（エコー）

を直接あてることでがんの深さやリン

パ節転移の有無を診断することができ

ます（超音波内視鏡検査）。

【２】注腸造影検査

肛門から検査用の管を挿入し、そこ

からバリウムと空気を注入して体の向

きを変えながらX線写真を撮る検査で

す。検査を受ける前には大腸をきれい

にする必要があり、検査前日は検査食

を食べて、夜に下剤を服用します。検

査後にもバリウムが腸管内に残らない

ように下剤の服用を行います。この検

査で大腸がんの位置や大きさを客観的

に診断できます。また大腸がんのある

場所では粘膜模様やひだの異常、腸管
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壁の変形の有無を観察し、その所見か

ら病変の深さを診断します。

【３】CT検査/MRI検査

CT検査（コンピューター断層撮影

法）は、身体に多方向からＸ線を照射

して得られた情報をコンピューターで

処理し身体の断面像を描出する検査

で、MRI検査（核磁気共鳴画像法）は

磁気の力を利用して身体の断面像など

を描出することのできる検査です。造

影剤を使用することで、そのコントラ

ストにより診断能が上昇しますが、強

い腎障害のある方や造影剤にアレル

ギーのある方は基本的に使用できませ

ん。CTやMRIでは大腸がんの広がり

や転移の有無をみますが、それぞれに

メリットとデメリットがあり、大腸が

んの発生部位やその広がり方でCTと

MRIのどちらの検査が必要か（もしく

は両方とも）の判断を行います。

【４】腹部超音波検査

超音波（エコー）検査は、体内にあ

る臓器などに超音波が当たって跳ね

返ってきた信号が映像になって映し出

される検査です。主として肝臓への転

移の診断に用いられます。

【５】PET検査

がん細胞は分裂が盛んで、エネル

ギー源となるブドウ糖を正常な細胞よ

りも何倍も取り込むという性質を持っ

ています。PET（陽電子放射断層撮影

法）はその性質を利用した検査で、陽

電子を放出するブドウ糖に近い成分

（FDG）を体内に注射し、体内での薬

剤の分布を画像化します。FDGが異

常に集まる場所を見つけることで、が

んの発生部位の特定や転移の診断に用

います。

【６】腫瘍マーカー

がんの種類によって多くのマーカー

があり、大腸がんではCEAやCA19-9

が一般的です。ただし腫瘍マーカーの

異常だけでは、大腸がんの有無や進行

度合いの判断はできません。大腸がん

が存在しても腫瘍マーカーが上昇しな

いこともあります。しかし腫瘍マー

カーは定期的に測定して経過を追うこ

とにより、がんに対する治療効果の判

定やがんの再発の有無などの一つの指

標となります。

外 科的治療

大腸がんの多くは大腸ポリープが大
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きくなって生じます。ポリープを経ず

に初めから大腸がんができる場合もあ

ります。がんは大腸粘膜から発生しま

す。そして進行すると壁に食い込み

（浸潤）、大腸壁にある血管やリンパ管

に侵入します。さらにがんが大きくな

ると、腸がつまる腸閉塞（お腹が張っ

てガスや便が出ず、嘔吐が出現する）、

がんから出血して貧血になる、周囲臓

器に浸潤する、なども起こります。大

腸のリンパ管を通りリンパ節へ転移

（離れたところにしこりを作る）した

り、血管に入って血液中を流れ、肝臓、

肺、脳、骨などに転移することがあり

ます。また、がんが大腸の壁を突き破

りお腹の中に広がり（腹膜播種）、お腹

に水がたまったり（腹水）、しこりを

作って腸や尿管（腎臓から膀胱へ尿が

通る管）を塞いだりすることもありま

す。大腸がんの外科治療（手術）は、

これら大腸がんを取り除き、症状がで

ないようにする、もしくは症状を取り

除く治療法です。大腸を切ってつなぎ

合わせることが基本です。大腸は1.5

ｍもある長い器官なので、がんのため

に一部を切除しても機能障害はほとん

どありません。直腸の場合のみ、便の

貯留能が低下したり、肛門機能が損な

われたりすることがあります。がん

が、肺や肝臓などに転移していなけれ

ば、手術と手術後の一定期間の薬物療

法だけで、かなりの割合の大腸がんを

治癒させることができます。

大腸がんに対する外科治療

結腸（盲腸、上行結腸、横行結腸、

下行結腸、S状結腸）、直腸それぞれに

発生したがんを切除することをそれぞ

れ結腸切除術、直腸切除術と呼び、肛

門にがんが近いため肛門温存が不可能

で直腸を切除して人工肛門にする場

合、直腸切断術と呼びます。

手術法としてはお腹を10-20cm切

開して手術を行う開腹手術が従来は行

われていました。しかし現在では一部

の高度進行がんのみが開腹手術の適応

になります。

高度進行がんであっても手術前に腫

瘍内科や放射線科と連携してがん薬物

療法や放射線治療を行うことでがんが

縮小して後述の鏡視下手術が可能にな

ることがあります。

大腸の鏡視下手術

鏡視下手術とは腹腔鏡というテレビ

カメラで腹腔内（おなかの中）を見な

がら行う手術のことです。腹腔鏡手術

とも呼ばれます。当院では早期結腸が
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んを対象に1993年から腹腔鏡下手術を

開始しました。徐々に進行結腸がんや

直腸がんにも適応を拡大して、現在で

は９割以上の患者さんに腹腔鏡手術を

行っています。腹腔鏡手術では、全身

麻酔で１-５か所の５mmから12mm

の小さな傷をつけて器械を挿入し、お

腹に二酸化炭素を注入して気腹（お腹

を炭酸ガスで膨らませる）することで

お腹の中に空間をつくり、その空間を

利用して３人で手術操作を行います。

良性疾患や早期大腸がんを対象に単孔

式手術（１つの小さな傷から行う手術）

も積極的に導入しています。腫瘍の大

きさに合わせへその傷を３-５cm程

度に延長し、病変部を取り出します。

ロボット支援下手術

最近では従来の腹腔鏡手術に加えて

手術支援ロボットを使用したロボット

支援下手術が大腸がん領域では直腸が

んにかぎり、平成30年度より保険収載

されています。ロボット支援下手術で

は３次元画像情報による立体認識の向

上と多関節のロボットアームによる自

由で直感的な操作性、人間の手ではど

うしても発生する手ぶれを補正して安

定した手術が可能になり、当院でも積

極的に行っています。現在、消化管外

科では胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術、腹

腔鏡下胃切除術、腹腔鏡下胃全摘術、

腹腔鏡下噴門側胃切除、腹腔鏡下直腸

切除、切断術を対象にロボット支援下

手術を施行しており、大腸がんでは直

腸がんの患者さんを対象に手術を行っ

ています。

鏡視下手術の適応及びメリット

基本的にすべての大腸がん手術が適

応となります。手術歴のある方やご高

齢の方でも行うことができます。一般

的な除外基準は、10cm以上の腫瘍・

大きな他臓器への浸潤・腸閉塞・高度
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な癒着が予想される開腹歴などです。

しかし状況によっては鏡視下手術が可

能なこともありますのでぜひご相談く

ださい。現時点では手術が必要な大腸

がんの患者さんには、どの部位・進行

度においても鏡視下手術の可能性を考

え、積極的に考慮致します。当院にお

ける大腸がんに対する鏡視下手術の割

合は、2010年以降は90パーセントを超

えています。

鏡視下手術のメリットの一つは傷が

小さいことです。さらにそれ以外にも

多くのメリットがあります。腸管が直

接外気に触れないため、腸管の蠕動運

動が障害されにくく早期の食事開始が

可能です。このため癒着も少なく、腸

閉塞のような手術後の障害も生じにく

いとされています。また開腹に比べ手

術中の視野が良いこともあげられま

す。現在のカメラは解像度が高く、手

術の映像を拡大して見ることができま

す。したがって、手術の確実性が増し、

出血量も開腹手術と比べると格段に少

なくて済みます。直腸がんでは性機能

や排尿機能に携わる神経や肛門温存の

割合も増加しました。

直腸がんに対する手術を含めた

集学的治療

直腸がんの場合は周囲臓器にがんが

浸潤することがあります。男性であれ

ば前立腺、性嚢、女性であれば膣や子

宮などの周囲臓器をがんと一緒に取り

除かなければならないこともありま

す。術前がん化学療法や放射線治療に

よって腫瘍を縮小させ周囲臓器への侵

襲を少しでも減らし、周囲臓器を温存

したり、遺残なくがんを切除する工夫

もしています。局所に高度に進行した

直腸がんの場合、男性では直腸、膀胱、

前立腺、精嚢、女性では直腸、子宮、

膣、膀胱を切除し、便及び尿の通り道

の変更を行う（人工肛門）、骨盤内臓全

摘術という手術が必要になります。遠

隔転移が無く、がんが骨盤内のみの局

所で進行している場合には治療効果の

高い手術です。手術は消化管外科だけ

なく、婦人科や泌尿器科と連携する

チーム医療があって初めて施行できる

手術と考えています。

遠隔転移がある場合の集学的治

療

大腸がんの転移で頻度の高いものは

肝転移、次に肺転移です。この10数年

で大腸がんの薬物療法は飛躍的に進化
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しました。これによって大腸がんの治

療は大きく変化しています。以前では

切除が不可能と思われていたような大

腸がんの肝転移や肺転移もがん薬物療

法を併用することで切除が可能とな

り、場合によっては根治できることも

あります。転移があっても積極的に手

術を考慮して治療にあたります。

化 学療法

大腸がんに対して抗がん剤による化

学療法を行う場面は、大きくわけて、

切除不能の進行・再発大腸がんに行わ

れる化学療法、および、がん根治術の

前後に行われる術前後（周術期）補助

化学療法の２つがあります。大腸がん

の化学療法は劇的な進歩を遂げてきて

おり、切除不能進行・再発の場合でも、

平均的な生存期間が従来の１年程度か

ら、２年半〜３年に向上しただけでな

く、従来では切除不能であった高度な

転移のある場合でも、化学療法によっ

て腫瘍が縮小し、外科手術による切除

が可能となる例も見られるようになり

ました。また、抗がん剤の選択にあ

たっては、がんの遺伝子異常の種類に

応じた治療や、一部の大腸がんでは免

疫チェックポイント阻害剤による免疫

療法の有効性が示されるなど、治療の

個別化・最適化が進んでいます。

【切除不能の進行・再発大腸癌に

対する化学療法】

切除不能の進行・再発大腸がんに対

する化学療法に関しては、新規の抗が

ん剤が本邦でも多数用いられるように

なり、治療成績は向上してきました。

抗がん剤は、殺細胞性抗がん剤、分子

標的抗がん剤、近年登場した免疫

チェックポイント阻害剤と呼ばれるも

のの３系統に分かれます。後の【化学

療法の個別化】の項でも述べますが、

免疫チェックポイント阻害薬は、高頻

度マイクロサテライト不安定性を有す

る一部の大腸がんに対して用いられま

す。切除不能の進行・再発大腸がんに

は、まず、殺細胞性抗がん剤、分子標

的抗がん剤の２系統の薬を組み合わせ

て治療を行うことを考えます。殺細胞

性抗がん剤には、オキサリプラチン、

イリノテカン、5-FUなどがあります。

それに抗がん剤の作用を助けるロイコ

ボリンをそれぞれ組み合わせたもの

が、FOLFOX療法とFOLFIRI療法に

なります。どちらも薬剤を約48時間か

けて点滴する方法ですが、中心静脈注

射ポートと、飲料用ペットボトル大の
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インフュージョンポンプと呼ばれる器

具を用いることで外来通院での治療が

可能となっています。また、オキサリ

プラチン、イリノテカン、5-FU、ロイ

コボリンの全てを組み合わせた

FOLFOXIRI療法を行う場合もありま

す。これらの治療に加え、中心静脈

ポートなどの器具を用いず、外来での

点滴と、5-FU、ロイコボリンにかわる

内服薬（カペシタビンまたはS-1）の

組み合わせによる治療も可能で、オキ

サリプラチンとカペシタビンによる

CapeOX療法、オキサリプラチンと

S-1によるSOX療法、イリノテカンと

カペシタビンによるCapeIRI、イリノ

テカンとS-1によるIRIS療法などあり

ます。これらの治療法は効果の面でほ

ぼ同等と考えられており、順序を問わ

ず5-FU（またはカペシタビン、S-1）、

オキサリプラチン、イリノテカンの３

剤で十分に治療することが大切と考え

られています。ただ、年齢や体調、病

気の進行速度を考慮して、5-FUやカ

ペシタビン、S-1のどれか１つの殺細

胞性抗がん剤を用いる場合もありま

す。

分子標的抗がん剤には、ベバシズマ

ブ、ラムシルマブ、アフリベルセプト、

セツキシマブ、パニツムマブがあり、

治療成績の向上に寄与しています。ベ

バシズマブ、ラムシルマブ、アフリベ

ルセプトは、腫瘍細胞に酸素や栄養を

送る血管の成長を妨げるなどして腫瘍

の増殖を抑える薬剤です。セツキシマ

ブ、パニツムマブは、ともに腫瘍細胞

の表面にある増殖刺激の入り口をブ

ロックして腫瘍増殖を抑える薬剤で

す。これらの分子標的抗がん剤と、上

記の殺細胞性抗がん剤を組み合わせる

ことでさらに治療成績が向上すること

が知られています。これらの抗がん剤

により治療成績が向上したことで、当

初は切除困難と判断された転移巣が切

除可能となるケースが増えてきていま

す（コンバージョン：治療方針の転換）。

これらの有効性の高い治療を優先的

に実施しますが、治療に抵抗性になっ

た場合、体調や臓器機能が良好に保た

れている方には、トリフルリジン・チ

ピラシル（TFTD/TPI）やレゴラフェ

ニブという抗がん剤が使用可能です。

これらの薬剤は、腫瘍を十分に縮小さ

せるほどの効果が出ることはまれです

が、病状進行を遅らせることで延命効

果があることが知られています。

【術前後（周術期）補助化学療法】

臨床病期Ⅲ期の大腸がんには、根治
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的な手術の後に一定期間の化学療法を

行なうこと（術後補助化学療法）で再

発する可能性をより低く抑えられるこ

とがわかっており、当院でも術後状態

に問題がなければ補助化学療法をお勧

めしています。5-FUとロイコボリン、

内服薬のUFTとロイコボリン、カペシ

タビン、S-1のいずれかの治療や、

5-FUとロイコボリンとオキサリプラ

チンを組み合わせたFOLFOX療法や、

カペシタビンとオキサリプラチンを組

み合わせたCapeOX療法を行います。

状況によってはII期の大腸がんに補助

化学療法を行うこともあります。ま

た、術前に化学療法を行うこと（術前

補助化学療法）もあります。

大腸がんのうち直腸癌では根治切除

後に局所再発が問題となることがあ

り、欧米では術前に化学放射線療法が

広く行われています。国内でも状況に

よっては術前化学放射線療法や、術前

化学療法を行う場合があります。

大腸がんでは、臨床病期Ⅳ期で遠隔

転移巣があっても、完全切除が可能な

場合には肝転移や肺転移を中心に切除

を考慮することが勧められています。

それにより長期生存につながる場合も

ありますが、一方で切除後の再発率も

高いため、病巣の広がりや合併症の有

無などを総合的に考慮し、患者さんご

とに最良と考えられる治療計画を提案

しています。

【化学療法の個別化】

大腸がんの化学療法では、いくつか

の治療薬について効果を予想できるも

のがあります。セツキシマブ、パニツ

ムマブに関しては、がん細胞のRAS遺

伝子、BRAF遺伝子検査を行うことで、

治療前から効果の期待できない患者さ

んを診断することが可能です。また、

近年、遺伝子検査に加え、大腸がんの

できる場所によっても分子標的薬の効

果が変わる可能性も報告されており、

治療選択の参考にすることがありま

す。さらに、高頻度マイクロサテライ

ト不安定性を有する大腸がんに対し

て、免疫チェックポイント阻害剤であ

るニボルマブやペムブロリズマブが使

用できるようになっています。高頻度

マイクロサテライト不安定性を有する

大腸がんは、臨床病期Ⅳ期では全体の

５％未満と少ない割合ですが、免疫

チェックポイント阻害剤の高い有効性

が示されています。また、遺伝子パネ

ル検査が保険適応になり、がんでどの

ような遺伝子異常が生じているか調べ

られるようになりました。このような
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遺伝子パネル検査も、患者さんの状況

に応じて行っています。

当院では、これらの治療法よりもさ

らに有効な治療法、あるいは副作用な

どの負担がより少ない治療法を開発す

る目的で多数の臨床試験を実施してい

ます。臨床試験に参加するには、事前

に病状・体調等の審査を通過する必要

があり、すべての患者さんが参加でき

るわけではありませんが、担当医から

案内があった場合には、ご一考いただ

けますと幸いです。

内 視鏡的治療

大腸は直腸と結腸に分類され、多く

の領域は粘膜層、粘膜下層、固有筋層、

漿膜下層、漿膜の５層構造となってい

ます。大腸がんは粘膜層から発生しま

すが、がんの深さ（深達度）が粘膜下

層までにとどまるものを早期大腸がん

と呼びます。内視鏡治療は患者さんの

体への負担が少ないという大きなメ

リットがありますが、大腸の内側から

の治療となるため、深達度が深い病変

や、リンパ節転移といった大腸の外に

ある病変は治療することが出来ませ

ん。したがって、早期大腸がんのうち

深達度が浅く、リンパ節や他の臓器に

転移がないものが内視鏡治療の対象と

なります。内視鏡治療を行う前には、

上述した条件を満たす病変かどうか診

断するために内視鏡以外の検査も必要

となります。また、内視鏡治療で切除

した組織を顕微鏡できちんと診断する

こと（病理組織学的診断）が重要とな

ります。

早期大腸がんに対する内視鏡治療と

して主なものに、内視鏡的粘膜切除術

（EMR）と内視鏡的粘膜下層剥離術

（ESD）があります。EMRは1980年代

に日本で開発された治療法で、病変の

下に薬液を注射して擬似的に病変を隆

起させた後に、スネアで病変を縛って

焼き切る方法です。この方法は安全か

つ簡便であること、比較的短時間で終

了できることより、良性腫瘍の大腸腺

腫や早期大腸がんの標準的な内視鏡治

療法として全国に普及しています。し

かし、EMRは大きな病変や内視鏡治

療後に再発してきた病変をきれいに切

除することができないという欠点があ

りました。そこで、この欠点を補う治

療法として内視鏡的粘膜下層剥離術

（ESD）という方法が行われています。

ESDはEMRをベースとして開発され

た早期大腸がんに対する治療法で、病

変周囲や病変の下を特殊な電気メスを
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用いて切開して剥がしていく方法です

（下図）。ESDは、EMRによる切除が

困難な病変でもきれいに切除すること

ができるため、がんの取り残しによる

再発が少なく、なおかつ切除した組織

の詳細な病理組織学的診断が可能とな

ることで、外科的治療を含めた追加治

療の必要性に関して十分な検討ができ

ます。ただし、大腸の壁は非常に薄く、

粘膜層および粘膜下層を切開して剥が

しとっていくESDには内視鏡の繊細

な操作が必要であり、EMRよりも高

度な技術が要求されます。

放 射線治療

大腸がんの治療は手術が第一選択で

あり、原発巣の根治目的で放射線治療

を行うことはほとんどありませんが、

手術の補助的な役割や再発・転移時に

放射線治療の適応になります。具体的

には、直腸癌の術前に局所制御率・肛

門括約筋温存率の向上を目的として、

化学放射線療法を行うことがありま

す。また、術後再発巣が骨盤内に限局

して、再切除が難しい場合、根治的放

射線治療の適応になります。脳や肺に

転移があっても、数が少なく、小さい

場合、定位照射が適応になることがあ

ります。その他、症状の改善を目的と

した緩和照射も積極的に行っていま

す。

放射線治療は、腫瘍の性質や進展形

式を考慮して照射範囲を設定し、最適

な治療法、線量分割で、照射を行いま

す。通常１日１回、週５回、１回につ

き1.8〜３グレイ（放射線量の単位）、

総線量30〜60グレイ程度を２〜６週間

かけて行います。１日の照射時間は２

〜３分程度で、その間痛みや熱さを感

じることはありません。

放射線治療の副作用は治療期間中に

生じる急性期有害事象と、治療終了数
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EMRの概要

粘膜下層に
注入された薬液

病変直下の粘膜下層に薬液を注入し、スネアを
かけて切除する。

ESDの概要

④切除した病変を回収する③病変の下を剥がしていく

②病変の下に薬液を注射して盛り上げ、
　印の外側を切開していく

①病変のすぐ外側に印を付ける



カ月後以降に生じる晩期有害事象に分

けられます。急性期有害事象として

は、照射野に一致した皮膚炎、悪心、

嘔吐、全身倦怠感、腸炎、肛門炎、膀

胱炎などが生じることがありますが、

治療終了後には改善していきます。晩

期有害事象には腸閉塞、腸出血・潰瘍・

穿孔、ろう孔形成、骨盤骨折、二次が

んなどがありますが、重篤なものはま

れです。

院 内がん登録情報

2007年から2018年に九州大学病院に

初発で受診され、当院で初回の治療を

受けた大腸がんの患者さんは、2,806

例です。

図１は、九州大学病院で治療を受け

た患者さんの進行度を我が国の大腸癌

取扱い規約に従って集計したもので

す。リンパ節転移がない比較的早期の

状態（ステージⅡまで）で発見された

方が約６割ですが、ステージⅣの方も

15％ほどあります。

図２はステージ別の発見経緯です。

早期のステージではがん検診や健康診

断、人間ドックで発見されたことが多

いことがわかります。

図３にステージごとの治療方法をま

とめています。

・ステージ０（がんが大腸の粘膜に

とどまった状態で発見された場合）で

は、約８割が内視鏡による治療のみで

治療が終了し、それ以外の一部の方に

手術が行われています。

・ステージＩ（がんが大腸の筋層ま

で浸潤し、リンパ節転移がない状態）

では、多くの患者さんに腹腔鏡を含む

外科手術が中心に行われています。九

州大学病院における手術療法の特徴

は、腹腔鏡を使った手術が多く行われ

ていることですが、ステージⅠでは、

約８割の方に内視鏡或いは腹腔鏡を

使った治療が行われており、多くの方

には抗がん剤による治療は行われてい

ません。

・ステージⅡ（がんが筋層を超えて

浸潤しているが、リンパ節転移がない

状態）でも手術療法を中心に治療が行

われていますが、一部には抗がん剤に

よる治療が併せて行われています。

・ステージⅢ（リンパ節（腸管傍リ

ンパ節・中間リンパ節）に癌の転移が

ある状態）では、手術のみで治療され

る症例は半数以下まで低下し、抗がん

剤による治療症例が増加しています。

・ステージⅣ（領域リンパ節より更

に遠くのリンパ節（大動脈周囲など）
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へ転移するか、肝臓、肺、腹膜などへ

がんが転移した状態）でも、手術と抗

がん剤を組み合わせて治療を行うこと

が多いですが、抗がん剤のみの治療と

なることもあります。

図４はステージごとの生存曲線（経

過中の生存率をしめす曲線）です。や

はりステージが進むと生存率が下が

り、他臓器に転移を認めるステージⅣ

ではあまり結果がよくありません。し

かし、手術が有効であるステージⅢま

での場合は抗がん剤の治療との組み合

わせなどにより、ステージⅢでも70％

を越える生存率があります。

大腸 2007-2018年症例のうち悪

性リンパ腫以外

治療前・取扱い規約ステージ（大

腸癌取扱い規約第７〜９版）

取扱い規約について集計を行った。

2014年、2018年に軽度の改訂があったが

ステージングに影響はないため、合算し

た。

※症例２：自施設で診断され、自施設で

初回治療を開始（経過観察も

含む）

症例３：他施設で診断され、自施設で

初回治療を開始（経過観察も

含む）

※図４の生存曲線は全生存率として集

計（がん以外の死因も含む）
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