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肺がんと肺がん外科治療についてのお話

呼吸器外科　部長 　　　平 井 恭 二
（ひ ら い  　 き ょ う じ ）

肺がんの発生理由
　日本人のなかで最も多くの方が亡くなっている原因のがんは（原発部位別による死亡数）、1998年以
後は胃がんであったのに対して、肺がんが現在第1位となっています。罹患数について肺がんは第3位
であるのにも関わらず、そういう結果になるのは現代の発達した医療においても肺がんの治療が困難で
あることが原因と言えます。
　肺がんは、正常な肺の細胞に遺伝子変異が蓄積して発生した異常な細胞の集団であり、それゆえに遺
伝子の病気といえます。この異常な細胞が肺のなかで無秩序に増殖し異常な細胞の集塊を形成します。
最初は肺内のみで増殖しますが、遺伝子変異が蓄積すると他の臓器に転移して増殖するようになります。
　肺がんになりやすいか否かは各個人で異なっています。環境因子、いわゆる発癌性物質の吸入は、肺
がんになりやすいかを決定する重要な因子です。明らかに分っていることは、喫煙が肺がんになるリス
クを増加させる要因となっていることです。今年の11月の米科学雑誌のサイエンスによると、1箱/日
のペースで1年間喫煙すると、肺の細胞において遺伝子150個の変異が生じるとの報告がありました。
さらに、環境要因だけでなく、遺伝子要因も肺がんのかかりやすさに関与しているとも考えられています。
人間のDNAの塩基配列には個人差があり、この個人差を遺伝子多型と呼びます。この遺伝子多型が体格、
性格や病気のなりやすさなどの個人差を形成するものといわれています。この遺伝子多型による発癌物
質を代謝する酵素やDNAについた傷を修復する酵素の活性の個人差は、遺伝子変異頻度の個人差を生み
出し、これが肺がんのなりやすさの原因とされています。
肺がんの種類
　肺がんは発生する部位によって肺の入り口近傍に発生するタイプ（肺門型）、肺門より遠い部位に発生
するタイプ（肺野型）、肺内には大きながんはみられないのに胸水にがん細胞が検出されるタイプ（胸水型）
に分類されます。
　また、肺がんは顕微鏡で検査するとその癌細胞の形やその集団の形態によって大きく2種類に分類さ
れます。小細胞肺がんと非小細胞肺がんという分類です。さらに、非小細胞肺がんは腺がん、扁平上皮
がん、大細胞がんなどに分けられます。　
肺がんの外科治療
　肺がんの治療ガイドラインでは非小細胞肺がんの病期ⅢA期までが外科治療の良い適応とされていま
す。肺の構造は右肺が3つ、左肺が2つの肺葉に分かれ、さらに肺葉を細かく分けると左右合わせて18
の区域と呼ばれる部分に分けられます。従来、がんが発生した肺葉に対して肺葉切除術とリンパ節郭清
という術式が標準術式として行われていました。近年検診の普及により小さな肺がんが発見され、病変
によっては区域切除術でも十分ではないかとの考えが呼吸器外科医の中で浸透しつつあります。現在、
区域切除にするか肺葉切除にするかは腫瘍の性状、局在、腫瘍径、リンパ節転移の有無さらに、患者側
の呼吸機能予備能力など考慮して決定されています。
　肺がん手術での低侵襲手術については、従来の開胸術（創部が大きく肋骨切除を伴う手術）に取って
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病気の話
 前立腺がんとは？

泌尿器科　部長　　鈴木　康友
（すずき　　やすとも）

　国立がん研究センターの発表によると、前立腺がん
が2015年の男性がん罹患数（その年に新たに癌の診
断を受けた数）第1位になったとの報告されており、
非常に注目すべき病気です。そこで前立腺がんについ
てお話ししたいと思います。

　まず前立腺ですが、骨盤の中にあり、膀胱の下に尿
道を取り囲むようにして存在するくるみぐらいの臓器
です。役割は精液の安定化やおしっこの機能に関与し
ていると言われています。前立腺はみかんのように皮

の部分と身の部分に分かれていて、前立腺がんはみか
んの皮の部分に発生することが多いです。

　次に前立腺がんの診断ですが、最も重要なのは前立
腺特異抗原（PSA）です。一般にPSAは前立腺がん
の進行具合と相関しているため、前立腺がん診断や治
療において有用な検査です。PSAが4.0ng/dl以上で
あると前立腺がんの可能性が高くなるので、前立腺組
織を採取する前立腺生検を施行します。前立腺がんの
診断がついた場合は、前立腺がんの広がりを調べるた
めに画像検査を行った後、PSA値や前立腺がんの悪
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代わり最近では腫瘍径が小さく、早期肺がんであれば胸腔鏡手術（胸腔鏡を使
用した創部が小さく、肋骨切除しない手術）が良いというのが最近の流れとなっ
ています。胸腔鏡手術は全国的に普及しつつありますが、胸腔鏡手術の厳密な
適応や手術方法は定められておらず、施設ごとの判断に委ねられているのが現
状です。胸腔鏡手術は手術手技が開胸術に比較して困難ですが、術後回復が早
く有効性が数々の論文で証明されております。日本の胸腔鏡手術は一般的には

3ないし4個の円筒状のトラカールを肋間（肋骨と肋骨の
間）に留置して行う胸腔鏡が主に行われていますが、この
術式は意外に術後創部周囲に疼痛が遷延することが多いた
め、私どもの施設では1カ所の3～4cmの小さい切開創（写
真 -1a）でさらに創部には柔らかく組織に優しいプロテク
ターを装着して胸腔鏡手術を行っています（単孔式胸腔鏡

手術）（写真-1b）。われわれの施設での術後の在院日数は5～ 9日であり、創部痛も少なく患者側のメリッ
トは大きいものと考えられます。
　先に述べた肺がんの外科手術は、いずれの場合も患者さん側のインフォームドコンセントが得られ、医
師側との信頼関係が成立した上で行われるものです。胸腔鏡手術にするか開胸手術か、または、区域切
除術か肺葉切除にするかは外科医師側の判断に委ねられることになりますが、患者さん側も手術説明を
よく聞いた上で十分納得して手術を受けることが重要です。
　当科での肺がんの手術症例は年間50～ 60例であり、早期肺がんはもとより進行肺がんまでの外科治
療を積極的に行っています。

図１a 図１b
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診断の話
分子生物学的創薬で変わるがんの化学療法

病理診断科　部長　　羽鳥　努
（はとり　つとむ）

　病理診断科は、患者さんから採取された生検材料や
手術材料を、顕微鏡で観察し、診断するところです。
直接患者さんにお会いする機会はあまりありませんが、
当院では3名の病理医が、年間約15,000件の診断を
行っています。
　がん（悪性腫瘍）かどうかの診断のほかに、どのよ
うな性質のがんか、からだのなかでどれくらい広がっ
ているかなどの診断も行い、その結果によって、治療
方針が決められていきます。
　最近、この分野で発達が著しいのが、分子標的治療と
呼ばれている分野です。これまでの薬剤は、既存の物質
の性質を調べ、その過程で薬としての役割が発見され、
治療薬として使われるようになり、有効性の機序もわ
かっていくことが多いですが、分子標的治療薬の場合、
初めから治療の有効性の機序を想定し、その過程から
物質を合成していくという開発がされていきます。
　自己免疫疾患などのがん以外の疾患でも分子標的治
療薬が開発されていますが、もっとも多いのは、がん
の治療です。治療機序が明らかなので、がんでのタン
パク質の有無をあらかじめ調べることにより、治療薬
の有効性を予測することができます。
　病理組織標本上で、特定のたんぱく質の有無を確認
することが可能で、当院でも、自動染色装置を導入し、
迅速で精度の高い分析が可能となっています。開院以

来のすべての病理標本を保存しており、長期経過後の
再発等においても分析が可能な体制を整えています。
大学病院として、最新の情報を収集、共有し、診療に
役立てています。医療の分野は、進歩が速く、数年前
の情報が現在の医療水準に合わないことがしばしば起
こります。また、がんといっても、それぞれに個性が
あり、ある患者さんにあてはまることが、別の患者さ
んには全く当てはまらないこともまれではありません。
　現代では、ネットやテレビ番組を通じ、様々な情報
を得ることが可能ですが、現在の医療水準に当てはま
らないもの、特定の事例でしか当てはまらない情報な
ども多数見受けられます。そのような情報に惑わされ
ず、信頼できる医療機関で、ご自身の病態について、
きちんとした説明を受けることが何よりも大切です。

性度と進行具合を加味し、前立腺がんの治療方針を立
てます。
　前立腺がんが前立腺内にとどまっている場合の治療
は、ごく早期であればPSAによる経過観察する方法
もありますが、一般的に70～ 75歳以下であれば手
術や放射線などの根治治療を行います。
　前立腺がんが進行または転移している場合や、75
歳以上の高齢者や体力が低下し
ている患者さんには男性ホルモ
ンを抑制するホルモン療法を行
います。進行しているがんでも
この治療は数年間効果が持続す
ることが多いですが、効かなく
なると命に関わる病気になりま
す。しかし、最近では新規のホ
ルモン薬や抗癌剤が使えるよう

になり少しずつ予後改善が期待出来ます。
　前立腺がんは増加していますが、PSAという優れ
た腫瘍マーカーがあるため、早期診断早期治療が可能
となっております。よって50歳を過ぎたらPSA検査
を行うことが大事です。また、前立腺がんの治療は色々
ですので、前立腺がんが見つかった場合は主治医の先
生とよく話し合って治療法を決めることが大切です。

悪性度が比較的高いと診断され
た乳がん

Her2タンパク陽性像。個々の細
胞の辺縁部の細胞膜という部分
が褐色に濃く染まっており、こ
の部分にタンパク質が過剰に存
在していることが証明された。
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予防の話
静脈血栓塞栓予防

医療安全管理部　医療安全管理者　看護係長　　矢野　綾子
（や の  　 あ や こ ）

静脈血栓塞栓症を予防するために効果的な運動 ～ご注意～（運動を開始する前に）
●本プログラムへの参加は、皆様の自由意思を尊重するものであり、強制するものではありません。
●医師から運動制限や運動中止などの指示がある場合は、医師にご確認ください。
●心臓疾患や血圧の変動がある場合も必ず、医師にご確認ください。
●痛みなどが増強した場合や気分が悪くなった場合は、無理せず中止しましょう。
●一度に長時間行うよりも、1回10～ 15分くらいを1日2回～ 3回行う方が効果的と言えます。
●無理のない範囲で、ゆっくり、休みながら行ってください。

　静脈血栓塞栓症という病気をご存知でしょうか？ロ
ングフライト症候群やエコノミークラス症候群と言え
ば、海外旅行をされる方はご存知の方も多いと思いま
す。長時間同じ姿勢を取り続けるとこで起こりやすく
なると言われています。
　静脈血栓塞栓症とは、静脈に血栓と呼ばれる血の塊
が生じることをいい、足や下腹部の深い静脈に血栓が
生じることを深部静脈血栓症といい、足や下腹部にで
きた血栓が歩行などをきかっけに肺に移動し肺の動脈
を塞いでしまうのが肺血栓塞栓症と言います。入院中
の患者さんの場合でも、静脈血栓塞栓症を起こすこと
があります。ベッドで寝たきりで過ごすことが多くな

ると、足の静脈に血栓ができやすくなります。また、
お腹の手術をした人や、骨や関節の手術を受けた人は
受けていない人よりも静脈血栓塞栓症の危険が高くな
ります。そのため、病院では弾性ストッキングの着用
や間欠的空気圧迫装置の使用、抗凝固療法や早期離床
と言った様々な予防を行っています。今回は当院の医
師、看護師、薬剤師、臨床工学士、理学療法士からな
るワーキンググループで静脈血栓塞栓症予防の一つと
して作成した予防運動をご紹介したいと思います。こ
れは寝たままでも行える運動のため、これから手術を
受けられる方、ベッド上での安静が必要な方などにお
勧めです。

1.つま先を上げる運動

3.足首をまわす運動

2.足首を外転・内転させる運動

仰向けに寝て、両足首を上にゆっくりとそらします。
そのまま3秒止めて、ゆっくりと戻します。この運
動を20回程度行いましょう。

仰向けになったら、足首をゆっくりと内回しします。
そのあと、足首をゆっくりと外回しします。
それぞれ20回程度を目安に行いましょう。

仰向けになって、両足首を上にゆっくりとそらします。
その状態のまま、足首を左右にゆっくりと動かします。
20回程度を目安に行いましょう。
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備えの話
糖尿病患者さんのための災害時の備え

看護部　糖尿病看護認定看護師　　鈴木　千賀子
（す ず き 　  ち か こ ）

　大災害が起こると、日本ではすぐに災害対策本部が
設置され、救援活動が開始されます。
　しかし、どこでもすぐに物資が届くとはかぎりませ
ん。災害後3日間は「自分の身は自分で守る」という
意識を持つことが大切です。糖尿病の患者さんは食事
や排せつ、睡眠、休養、活動が直接病状に関係するた
め、薬物療法をしている方もそうでない方も、治療を
中断しないように調整しなければなりません。
1．糖尿病治療薬について
1）インスリン注射
　・ 1型糖尿病の方、1日4回以上注射を行っている

方は中止しないようにしましょう。
　・ アルコール綿がなくても注射は行いましょう。
　・ 食事の時間や食べられる量が予想できない場合

は、直後に、食事の量に合わせて注射しましょう。
　・ 他の人のものは使えません。
2）内服薬
　・インスリンの分泌を促す薬は、食事

に合わせて飲みましょう。
　・食事の量がいつもの量の2分の1程度であれば、

薬も半分とし、食べられるかどうかわからないと
きは食後に飲みましょう。

3）インスリン以外の注射薬（GLP1受容体作動薬）
　・食事の量にかかわらず、食べられる場合は注射し

ましょう。
　＊薬がないときは、医療スタッフに相談しましょう
　＊災害時に備えて、薬の名前を手帳や携帯電話に記

録しておきましょう。
2．生活の注意点
1）水分はしっかりとりましょう

トイレが不便なため、水分補給を制限しがちです
が、水分が不足すると便秘や脱水症状をおこし、
血糖コントロールが悪化してしまいます。
また、血管内に血栓ができやすくなってしまう為
水分をこまめにとり、定期的に体を動かして、エ
コノミークラス症候群などに注意しましょう。

2）感染症やけがを予防しましょう
糖尿病患者さんは肺炎などの感染症にかかりやす
く、重篤化しやすくなります。マスクの着用、手
指衛生、うがい、歯磨き、義歯洗
浄をこころがけましょう。
また、神経障害があるとけがに気
づきにくくなっているため、特に
足のけがに注意して、足の清潔を保ちましょう。

3）食事の目安量を覚えておきましょう
災害のあと、しばらくは食事がおにぎりや菓子パ
ン、インスタントラーメンなどが中心となり、エ
ネルギー量や栄養素、塩分のバランスがくずれや

4.足の筋肉を意識する運動

仰向けに寝て、膝の下に丸めたタオルを入れます。タオルを下に押し付けるように足に力を入れます。
この時足首を上にそらせ、そのまま息を吐きながら5秒～ 7秒止めます。左右20回程度行いましょう。

6.かかとを上げる運動5.タオルギャザー運動

膝を立て両方の足のかかとを上げたり、降ろしたり
して足裏全体とふくらはぎの筋肉を刺激します。
足が疲労感を感じるくらい運動するのが理想的で
すが、まずは20回を目安におこないましょう。

足指を開いたり閉じたり、曲げたり伸ばしたりしてタ
オルやシーツを手繰り寄せるように動かします。
指先だけでなく、足裏全体を用いる様動かしましょう。
この運動は5回程度行いましょう。
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します
解説

「患者申出療養制度」について

　平成28年4月から、患者申出制度がスタートしました。この制度は、未承認薬等を迅速に保険外併用療
養として使用したいという「困難な病気と闘う患者さん」の思いに応えるために、患者さんからの申出を
起点とする新たな仕組みとして創設されました。

　我が国においては、国民皆保険の理念の下、必要かつ適切な医療は基本的に保険収載しています。そ
の上で保険収載されていないものの、将来的な保険収載を目指す先進的な医療等については、保険外併
用費制度として一定のルールにより保険診療との併用を認めています。
　保険外療養制度は、保険診療との併用が認められている療養として
　　①評価療養　②患者申出療養　③選定療養　などがあります。 

では、患者申出制度はどんな時に申出するのでしょうか？ 
　たとえば・・・
　　〇 治験、先進医療、患者申出療養のいずれでも実施していない医療を実施してほしい
　　〇 先進医療で実施しているが、実施できる患者の基準から外れている
　　〇 先進医療で実施しているが、自分の身近な保険医療機関で行われていない
　　〇 すでに実施されている患者申出療養が自分の身近な医療機関で行われていない場合　など

　すでに治験・先進医療が行われている治療法の場合は
　　・治験の場合は治験に参加できないかまず検討します。
　　・先進医療の場合は先進医療として実施できないかをまず検討します。

医事課　課長補佐　齊藤　正子
　　　　　　　　　　　 （さいとう まさこ）

すくなります。ふだんから食事の目安量を覚えて
おくことが大切です

　＊菓子パンの食べ過ぎには注意しましょう

4）からだの状態の確認のために、血糖や血圧、体重
を測定しましょう。

　・血糖測定：測定器を持っている方は食事の前や食
後にチェックしてみましょう。測定器がない場合
は医療スタッフに相談してください。

　・血圧測定：血圧が高いときは、塩分のとりすぎや
血圧の薬の中断、過度のストレスの蓄積などが考
えられます。

　・体重測定：体重増加時は食べ過ぎ、運動不足に注
意しましょう。体重の減少が見られた場合、血糖
コントロールの悪化が考えられるため、早めに医
師へ相談してください。

　　　　日頃から医師と薬の調整方法
　　　　などについて相談しておきましょう

 《 組み合わせでおおよそ500kcalとなるもの 》

おにぎり2個 400kcal     牛乳 120kcal

あんぱん 300kcal　バナナ 80kcal　ジュース 100kcal  
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Ｑ１． 患者申出療養制度を利用したら未承認薬を保険で使えるのですか。

Ａ１． 患者申出療養制度は、「保険外併用療養費」の制度です。したがって、未承認薬の費用など、保険適用さ
れていない部分については、患者さんの自己負担となります。

Ｑ2． 患者申出療養はどのような医療が対象になるのですか。

Ａ2． 将来的に保険適用をめざすための計画が立てられる医療であって、計画を立てるために必要なデータ、
科学的根拠があるものが対象となります。

 したがって、現時点である程度の科学的根拠がない医療や、それに基づいた計画を臨床研究中核病院
において作成が困難な場合は、対象となりません。

Ｑ3． 患者からの申出があればどんな医療技術でも受けられるのですか。

Ａ3． 患者さんから申出のあった医療技術について、患者さんのその時点の病状に対してきちんと効く可能性
が高いか（有効性）、また大きな副作用の心配などがないか（安全性）などについて、科学的根拠に基づ
いているか、保険収載をめざした試験計画になっているか、国の会議で確認の上で実施できるか決定さ
れます。

患者申出療養を申出するときは 
　かかりつけの医師など身近な保険医療機関にご相談ください。
　（患者さんの病状にあった治療法について、よく相談していただくことが必要です。）

　　・保険外の治療方法が患者さんに適しているか
　　・既存の患者申出療養や先進医療で行われている、又は治験実施中の治療かどうか
　　・治療のための計画を立てるために十分な情報（科学的根拠）があるか

　これらを検討し、これに関する情報を収集する必要があります。

患者申出療養の対象となる医療

治　験

該当あり

該当なし

治験に参加

該当なし先進医療

該当あり

患者さんが希望する医療機関が
協力医療機関として参加可能か等を確認

先進医療に参加

患者申出療養

患者さんが希望する医療機関が
協力医療機関として参加可能か等を確認

患者申出療養に参加

患者申出療養に係る費用については
　患者さんは一般の保険診療の場合と比べて、「患者申出療養に係る費用」を多く負担することになります。

１． 未承認薬等（保険診療の対象外）の金額など、費用は患者さんが全額自己負担することになります。
「患者申出療養に係る費用」は、医療の種類や病院によって異なります

２． 「患者申出療養に係る費用」以外の、通常の治療と共通する部分（診察・検査・投薬・入院料等）の費
用は、一般の保険診療と同様に扱われます。

　　つまり、一般保険診療と共通する部分は保険給付されるため、各健康保険制度における一部負担金を支
払うこととなります。
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編

　歳も押し迫って師走となりました。寒気に負けず、
忙しさに負けず、新年を迎えましょう！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（広報委員会）

集 後 記
本誌についてのご意見は、ご意見箱にお入れ
いただくか、下記までお寄せ下さい。

日本医科大学千葉北総病院 医療連携支援センター
〒 270-1694   千葉県印西市鎌苅 1 7 1 5
電 話 0476-99-1810/FAX 0476-99-1991

運営の話
当院の待ち時間の実態
　　～平成27年度 外来患者満足度調査から～

患者サービス委員会（庶務課）　　宇都　健一
（う と 　 け ん い ち ）

　当院が長年頭を悩ませている課題の一つとして、診
察に伴う長い待ち時間があります。当院の待ち時間の
実態を、去る平成28年2月に実施した患者満足度調
査の集計結果から見てみたいと思います。
　調査の結果を見ると、待ち時間にある程度の理解を
いただけているようです。しかし、当然ながら待ち時
間は短い方が良いものであり、それが下のグラフにも
現れております。
　院内でも、副院長を中心とした患者サービス委員会
が待ち時間を緩和できるか、あるいは活用できる手段
があるかを検討しております。ただ、皆さまの受診の
状況はもちろん、患者さんの健康状態も様々ですので、

今日はどの位で診察・検査できるという目安をつける
ことが非常に難しく、なかなか有効な解決策を提示す
るに至っておりません。引き続き検討を行いますので、
どうか長い目で見守っていただけますと幸いです。
　この満足度調査には、728名の方にご協力いただき
ました。この場を借りて御礼申し上げます。すべての
結果をご紹介できないのが残念ですが、今回の結果を
よりよい病院づくりの材料にしていく所存です。
　また、今冬にも患者満足度調査を実施させていただ
く予定です。皆さまご協力のほど何卒よろしくお願い
申し上げます。

1．受付～診察までの待ち時間

受付～診察までの待ち時間

■ 90～120分
■ それ以上

■ ～30分
■ 30～60分
■ 60～90分

135人
22%

252人
41%

134人
22%

51人
8%

46人 7%

その待ち時間は適切か

■ そう思わない
■ わからない

■ そう思う
■ ややそう思う
■ あまりそう思わない

144人
24%

137人
23%133人

22%

160人
26%

31人 5%

２．会計受付～会計終了までの待ち時間

会計受付～会計終了までの待ち時間

350人
61%

167人
29%

25人
4%

12人 2%
24人 4%

受診受付～会計終了まで通しての待ち時間は適切である

144人
24%

199人
33%

136人
22%

93人
15%

35人 6%

その待ち時間はどのくらいが適切か

125人
40%

132人
42%

41人
13%

3人 1% 11人 4%

■ 90～120分
■ それ以上

■ ～30分
■ 30～60分
■ 60～90分

その待ち時間は適切か

■ そう思わない
■ わからない

■ そう思う
■ ややそう思う
■ あまりそう思わない

３．受診受付～会計終了まで通しての待ち時間

■ 90～120分
■ それ以上

■ ～30分
■ 30～60分
■ 60～90分

■ そう思わない
■ わからない

■ そう思う
■ ややそう思う
■ あまりそう思わない

221人
40%

225人
40%

59人
11%

32人 6%
18人 3%


