




福井大学医学部附属病院における最新のがん治療を解説する

「がん診療最前線」
福井大学医学部附属病院

がん診療推進センター

センター長　片 山  寛 次

　世界に類を見ない早さで我が国の高齢化は進み、現在 2 人に 1 人ががんに罹り、

3 人に 1 人ががんで死亡します。幸福度が全国 1 位といわれる福井県にあっても、

高齢者率は高く、予防対策や検診の普及啓発にも関わらず多くの県民が進行がん

を罹患しています。

　本院は、福井県で唯一の特定機能病院でありまた医育機関です。今後ますます

県内各医療機関との機能分化を促進し、本大学病院の理念である「最高・最新の

医療を安心と信頼の下で」、がん診療においても高度急性期医療に特化してまいり

ます。

　この小冊子は、福井大学医学部附属病院が提供する最新のがん治療について各

診療科の専門医が解説するものです。本院を受診されるときの参考にしていただ

けましたら幸いです。

　今後も、県民の皆様に最新の医療を提示できるように、地方大学であっても世

界レベルの医療を提供し、医療レベルにおいても県民幸福度を高く維持するべく、

がんに関する研究開発をも進めてまいります。
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　がん診療推進センターは、以下の11の部門から構成されています。

⃝院内がん登録部門：本院に受診し、治療を受けたがん患者さんを疾患毎、治療毎に詳しく記録
し、福井県のがん登録部門と厚労省にデータを提出しています。年間 1400 例ほどとなってい
ます。また、がんの治療を受けた患者さんの経過を定期的に問い合わせ、治療の結果や生存率
から治療効果を検討する資料の作成を行っています。
⃝緩和ケアチーム：外科医、内科医、精神科医、麻酔科医、泌尿器科医、放射線治療医、がん専

門薬剤師、がん専門看護師、緩和ケア認定看護師、理学療法士、メディカルソーシャルワーカー、
管理栄養士など多診療科医師と各専門スタッフが患者さんやご家族の身体的精神的苦痛に対処
しています。入院患者さんだけではなく、外来通院治療中の患者さんにも緩和ケア外来で対応
しています。
⃝通院治療センター：抗がん剤による治療をできるだけ通院で行う事で社会生活と治療を両立さ

せることを目指しています。化学療法の専門医師、専門薬剤師、緩和ケアの認定看護師などに
より、安全で QOL を重視した通院治療を行っています。例年、治療を休まず継続するために、
正月休みや5月、9月の大型連休には、途中で治療日を決めて実施しています。
⃝がん相談支援部門：がん相談窓口にてがんに関する相談や質問に対応しています。専門的な質

問に対しては、大学病院の全ての診療科や部門の相談員に繋いで、できるだけ質問にお応えし
ています。また、外来に常時設置しています患者・家族サロン「やわらぎ」の管理やそこでの
患者さん家族の交流、時折の催し物を開催しています。隣接するがん相談支援センターでは、
がんに関する小冊子や本を手に取ったり、パソコンで文献や資料を検索しプリントする事がで
きます。また、治療と仕事を両立するための支援を行っています。厚労省の出先機関から専門
の相談員が月 2 回出向して相談に当たります。窓口で相談日の調整や紹介を行っていますので
是非ご相談下さい。
⃝がん診療標準化部門：がんの化学療法や集学的治療は、それぞれのがん治療ガイドラインに記

載された治療や治療効果が実証された治療法（レジメン）を登録してそれに従って行わなけれ
ばなりません。患者さんに必要と考えられる新たな治療法は、必要に応じて倫理委員会承認を
経て、がん診療標準化部門に申請し、がん診療推進センター運営委員会委員による審査で了承
されて初めて使うことができます。大学の使命として安全かつ最新の治療を行う上で不可欠な
業務です。
⃝がん患者会支援：福井大学がん経験者の会（みのり会）は、がんを体験した、または治療中の

患者さんとご家族が主体の患者会です。年に 4 回の集いとレクリエーションの会などが開催さ
れ、がんに関する情報収集や共有、会員相互の懇親の場所となっています。がん診療推進セン
ターは、看護科スタッフを中心にその支援を行っています。本院がん相談窓口にて案内や会員
手続きを行っていますので是非ご参加下さい。
⃝リンパ浮腫ケア外来：福井県内で唯一のリンパ浮腫ケア外来を週 2 回開いています。乳がんや

婦人科、泌尿器科その他の術後リンパ浮腫の治療と自己ケアの指導等を行っています。本院以
外の患者さんにもご利用頂いています。

がん診療推進センター
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⃝がん地域連携部門：がん患者さんが転院や退院、在宅移行する際に連絡、準備や環境調整を行
い、大学病院の入院治療から地域の医療スタッフへのスムーズな受け渡しを行います。また、
大学のスタッフが在宅へも出向いて必要な支援を行います。
⃝腹水濾過濃縮再静注法（CART）支援：がん性腹水など難治性の腹水による腹部膨満や食欲低

下、経口摂取不能、呼吸困難などの症状で苦しんでおられる患者さんに対する治療法です。腹
水を抜いて捨てることを繰り返すと、血中の重要なタンパク質がすぐに枯渇して高度の低蛋白
血症となり、生命を維持する事が困難になります。CART により安全に腹水中のタンパク質を
血液に戻すことで栄養状態や免疫能を維持する事ができます。外来からの 1 泊 2 日での治療も
できます。
⃝がん専門スタッフ教育・育成部門：医師やスタッフに対して新しい治療法や薬剤に関する情報

を提供する、がん診療講習会を開催しています。大学病院の使命として、全ての講習会は県内
多くの医療機関にも案内し、研修の機会として利用していただいています。平成28年度は15
回、県民公開講座1回開催しています。
⃝キャンサーボード部門：当該診療科だけではがん治療や方針決定が困難な場合には、主治医の

依頼により必要な診療科や部門から専門医師やスタッフを招集してキャンサーボードを開催し
ます。関連する幾つかの診療科以外に、腫瘍内科医、放射線診断医、放射線治療医、病理医、
がん専門薬剤師、緩和ケアチーム、栄養サポートチームなどが参加します。

　当院に受診したがん患者さんの診断・治療内容等について登録を行っています。登録内容につ
いては 「がん登録等の推進に関する法律（平成25年法律第111号）」に基づいて行い、また登録
データは国のがん対策に活用され、各種がんの現状把握するための重要な情報源となっていま
す。その貴重な情報源を活用し、がん種ごとの分析を行っていく事を今後の課題として、日々登
録業務に励んでいます。登録件数は年々増加しており、それ故に“がん”に罹患する人が増加し
ているんだなと実感しています。一言で“がん”といっても、がんの発生した部位、がんの組織
型や進行具合、さらには患者さん、ご家族の思いによって治療内容は様々です。その情報を、漏
れなく登録していく事を目標に、これからも院内がん登録業務に取り組んでいきます。

貴重ながんに関するデータの蓄積

院内がん登録部門
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　緩和ケアチームは、入院と外来で、該当する診療科から診察依頼があり、かつ緩和ケアが必要
な患者さんを中心にサポートを行っています。入院の患者さんの場合には、疼痛や不眠、嘔気、
せん妄といった様々な症状や不安などに対する精神的なサポートを行っています。最近では早期
からの緩和ケアが必要と言われています。治療が進むにあたり、様々な症状が出現することが、
治療を継続していく上での妨げとなります。病気と向き合っている患者さんは一人で抱え込むこ
とが多いため、精神的に不安な状況の中で治療を受けていることが多く見受けられます。そのた
め、医療者側が話を聞くだけで苦痛緩和となることがあり、緩和ケアは決して終末期の患者さん
だけに行われるものではなく、治療と同時に行っていくものだと考えています。症状の原因を特
定し、薬剤等の調節を行うことも重要ですが、患者さんの精神的な支えとなることはさらに重要
なことであり、そのためにはより多くの職種によるサポートが必要であると感じています。
　私達緩和ケアチームは、患者さんを中心として考えた上で、医療者がその周囲から支えていく
ことができるような環境作りを常に心がけています。そのため、病棟看護師や多職種の医療者と
協力していける体制作りを同時に心がけています。

　緩和ケア外来は、悪性腫瘍や生命に関わる疾患による苦痛症状全般に対応しています。苦痛症状は
様々で、痛みや呼吸苦等の身体的苦痛はもちろん、不安や不眠、抑うつなどの精神的苦痛、仕事や経
済的問題など社会的苦痛、スピリチュアルペイン（自己の存在と意味の消滅から生じる苦痛）にも各
種専門家と連携して相談を受けます。（資料 3　緩和ケア外来受診者割合

（依頼内容別））また、病状が進むと、それまで行われていた治療を中止し
なければならなくなったり、家での生活が困難になったりすることがありま
す。その際は、患者さんの意思決定支援や、療養場所決定支援、在宅緩和
ケアの紹介なども地域医療連携部と連携してサポートします。
　緩和ケア外来は、主に週 3 回完全予約制で診療しています。外来には医
師だけでなく認定看護師が同席し、医師にはなかなか話せない内容も気軽
に相談できるといった声が多く聞かれます。実際の相談内容としては、疼
痛 30%、抑うつ 23%、不眠
25%、不安 18%、食欲不振
2%と多岐に渡っています。
　積極的治療が終了した患者
だけでなく、診断直後や抗が
ん剤等の積極的治療中であっ
ても、希望がございましたら、
お気楽にご相談ください。

緩和ケアチーム

緩和ケア外来

緩和ケア部門

資料1　診療風景

資料2　�緩和ケア外来受診者割合
（部位別）

肺がん
7％

その他
18％

尿路系がん
18％

消化管がん
21％乳がん

18％

婦人科がん
18％

資料3　�緩和ケア外来受診者割合
（依頼内容別）

社会経済的問題
2％食欲不振

2％

精神_不安
18％

精神_不眠
25％

精神_抑うつ
23％

疼痛
30％

依頼内容（複数回答）
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　通院がん化学療法部門では、より多くの患者さんが、入院することなく通院によるがん化学療法
が受けられるように、徹底した安全管理を行っています。何かと負担が大きいがん治療ではありま
すが、少しでも快適に治療を継続できるように、薬剤の管理と安全管理はもちろんのこと、患者さ
んの意向など様々な工夫をしています。
　外来でのがん化学療法には多くのメリットがあります。通院での治療のため、治療日以外は日常
生活が制限されることがほとんどありません。仕事を続けながら治療を受けることができます。高
齢の方でも、自宅で普段どおりに過ごすことができ、これが筋肉の衰えを防ぐ廃用予防につながりま
す。食事も普段通り自宅で摂ることにより、個人の体調に合わせる事ができ食欲増進につながります。
　外来での治療は、通院治療センターとよばれる専用のエリアで行われます。当センターにはリク
ライニングベッド12床、ベッド8床、個室2室あり、短時間の治療から長時間におよぶ治療まで対
応しています。それぞれにテレビがついており、無料で視聴できます。治療をうける方専用エリア
ですので、風邪や胃腸炎といった流行性疾患の方が在室することはなく、安心して治療をうけるこ
とができます。このようなリッラクスした環境の中、スタッフから日常生活での注意事項や体調不
良時の対応について説明を行い、前回の治療後に吐き気やしびれなどの治療にともなう悩みがない
か確認します。治療の影響で食事量が減ってしまった患者さんには、吐き気止めの調節や、調理法
の工夫、栄養補助食品のアドバイスなどを行います。また有害事象に限らず、治療に対する質問や
相談したいことがあれば、気軽に相談できる雰囲気作りを
スタッフ一同心がけています。
　当センターでは特に安全対策に力をいれています。通院
治療センター専従医師と担当主治医とともに化学療法の管
理をします。さらに専任の看護師を含む4名のスタッフと日
本医療薬学会がん専門薬剤師も加わり、薬剤の投与量・投
与速度が適切か、吐き気止め対策が過不足なく行われてい
るか、治療を受ける一人ひとりの患者さんについて確認作
業を行っています。また治療中に、抗がん剤の血管外漏出や、
アレルギー反応等の予期せぬ有害事象が発生した際には、
即座に緊急処置がとれる体制が整っています。
　このように、外来でがん化学療法を安心・安全に受けて
いただけるように、医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・
検査技師など多職種が共同して病院全体で取り組んでいま
す。仕事や家事などを続けながら普段の日常生活の一部と
して治療を続けることが出来ることで、患者さんの生活の
質の向上につながる医療を提供したいと考えています。

安心・安全、外来でのがん化学療法

通院がん化学療法部門（通院治療センター）

資料1　リクライニング　12床

資料2　ベッド　8床
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　がん相談支援センターには、がんの相談に対応する専従の看護師と専任のメディカルソーシャ
ルワーカーが配置されています。さらには、各種がんの専門の診療科医師が相談員として登録さ
れており、必要な時に随時対応いたします。がんに関するあらゆる医療相談、専門医に関する相
談、アスベスト・中皮腫に関する相談、セカンドオピニオン、他の施設のがん診療に関する情報
提供、緩和ケア相談、両立支援などに応じています。
　がん相談支援センターにパソコンを設置し、インターネットで常にがんに関する情報を得るこ
とができる環境にあります。さらにプリンターで印刷することも可能です。その他、各種書物や
雑誌も常時設置していますのでどうぞお気軽にご利用ください。
　がん相談支援センターの隣りには、患者・家族サロン「やわらぎ」と名付けられた部屋を用意
しています。患者さんやご家族が交流すること・病気の情報を収集すること・病気に関する相談
をすることを目的に開設いたしました。これまでに、「クリスマスリース作り」、「トールペイン
ト教室」、「栄養相談」、「レディースサロン」、「ウィッグ相談会（毎月第 2 水曜日）」、「各がん種
の会」など様々なイベントを開催いたしました。その中でも、「レディースサロン」は、患者さ
んの声で立ち上がった定期的なイベントです。がん種を問わない女性患者のおしゃべりサロンで
す。患者さんの要望で、毎月第 2 金曜日 13 時から実施しており、年代は、20 代～ 60 代で、常
に4～8人が参加しています。“自分の経験を伝えることで、心配事が1つでも解決できれば”“1
人じゃないよと伝えたい”“治療しながらの家事のコツを教えたい”など治療を経験された患者
さんだから伝えられることがあり、そんな思いから立ち上がったサロンですので、是非みなさん
お越しください。今後も、患者さんの要望による多種多様なイベントを開催していきたいと思っ
ていますので、いつでも相談員にお伝えください。

　がんの診断を受けても、毎日の暮らしは続きます。診断を受け止め、治療の選択を考えていく
忙しい時期に、多くの方は仕事の引継ぎやさまざまな生活の段取りにも直面します。治療がある
程度一段落した後も、職場復帰や経済問題などについて悩む方は少なくありません。
　第 2 期がん対策推進基本計画に「がん患者や家族の就労支援」が盛り込まれ、全国の医療機関
でもさまざまな取り組みが始まっています。当院でも、＂お仕事に関する相談会＂を毎月第 4 木
曜日 13：30 ～ 15：00 サロンやわらぎで行っています。また随時、ハローワークの相談担当や
産業保健センター、社会保険労務士とも連携し、両立支援を行っています。
当院の窓口は、医療ソーシャルワーカーとがん相談員が対応します。
　実際の相談内容は、“治療をしながら仕事はできるのか”“休職の予定が
立てづらい時はどうしたらいいのか”“上司や部下にどう説明したらいいの
か”“副作用による外見の変化にはどうしたらよいか”“傷病手当や社会保
険はどうなりますか”“家事の負担を軽減するにはどうすればいいでしょう
か”など様々です。仕事を探すことだけではなく、仕事を継続していくため
にどうしていけばいいのかという相談にも対応していますのでどうぞお気軽
にがん相談窓口にご相談ください。

がん相談支援センター

がんと仕事の両立支援

医療相談支援部門
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　標準化部門はがん診療推進センターの中でがん診療の標準化を担う部門です。がん化学療法に
精通した内科系診療科医師 3 名、外科系診療科医師 2 名、薬剤師 1 名、看護師 1 名で構成され、
抗がん剤を用いたがん化学療法レジメン（抗がん剤治療の内容などをまとめたもの）の病院内で
の統一化作業を行っています。
　同じ抗がん剤でも、がんの種類によって使い方が異なります。また同じがんであっても、診断
された時に最初に実施される化学療法と、薬の効果が不十分な時や再発した際に行われる化学療
法は異なってきます。さらに、患者さんが高齢者か若い方かなど様々な患者さんの状態にあわせ
て、担当医が最適と判断した化学療法が患者さんに提案されます。先進的かつ専門性の高い高度
な医療を提供する大学病院では、標準治療と言われる現在一般的に行われる化学療法を受ける患
者さんに加え、各診療科の臨床試験に参加される患者さんがいます。いずれの患者さんも抗がん
剤の種類や投与量、投与開始時刻と投与時間、投与の順序、吐気止めなどの副作用対策の薬剤を
含めた化学療法レジメンに基づいて抗がん剤が投与されます。臨床試験であれ、また標準治療で
あれ、異なる診療科の患者さんであれ、提供される化学療法レジメンの内容を統一し、患者さん
が副作用対策も含めた最適な化学療法を受けることができるよう、また分かりやすくすることに
よって人的なミスが起こらないようなレジメン作成を支援するのが標準化部門の使命です。もち
ろん個々の患者さんの病状や合併症などの状態に応じて、担当医が薬剤の投与量を調整します。
　実際の診療の現場で化学療法レジメンを使用する前には、必ずがん診療推進センターでの審査
承認が必要です。新規に化学療法レジメン申請を行うということは、担当医（診療科）が同じ病
気の患者さんに対してこれまで使用経験のない抗がん剤や、また抗がん剤の新しい組み合わせで
の治療を行うことを意味します。化学療法
レジメンを申請した医師（診療科）がこれ
から使用したい化学療法レジメンのことを
まず十分に理解していることが必須になり
ます。そのため、これから行いたい化学療
法レジメンの期待できる治療効果や起こり
うる副作用についてこれまでの文献報告な
どからまとめることを申請医師（診療科）
に依頼し、申請された化学療法レジメンの
科学的な妥当性などの内容確認を行うとと
もに、研修医や看護師にも分かりやすい記
載内容にする支援作業を行っています。大
学病院で化学療法を受けられる患者さん
が、より効果の期待できる治療をより安全
に受けることができるように、私たちは縁
の下の力持ちとして機能していきたいと考
えています。

抗がん剤治療の裏方を担う
がん診療標準化部門

がん診療標準化部門

資料　最適な化学療法が安全に行われる仕組み
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　「がん」と告知された時、辛い治療を受けてい
る時、この先どうなっていくのだろうという先の
見えない不安や辛さは皆さん常に抱えているので
はないでしょうか。他のがんの人たちはどんな思
いでいるのだろう、話をしたい、聴いてみたいと
いう患者さん達の声から生まれたのが、がん体験
者の会「みのり会」です。
　会員は、がん患者さんやご家族の方、連れ添
いの方や親をがんで亡くされた遺族の方など様々
です。通院している病院やがん種は問わず、全て
のがん患者・家族の方が対象です。また会員の
方限定ではなく、一度覗いてみたいという患者・
家族の方々も多く参加されています。会員数は医
療者も含め 50 名前後で、「みのり会」会員を中
心に当院の職員、看護学科教員が協力して運営
しています。 （事務局は福井大学医学部看護学科）
　実際の活動は、年1回の総会と年4回の定例会、
定例会前の4回の運営委員会の開催、年2回（春
と秋）の親睦会、「みのり会」会報やリーフレッ
トの発行、リレー・フォー・ライフへの参加、さ
らには社会への情報発信として講演会やセミ
ナーへの参加、当院主催による県民公開シンポジ
ウムでの講演、大学での非常勤講師などの活動
を通して、がん患者さんとご家族の生活の質の維
持と向上を常に目指しています。
　定例会では、医療関係者を含む会員同士の交
流や情報交換、病気に関する講演、がん体験者
による「語りの聴講」を開催しています。自分の
病気の経験を語ることで、自分が頑張ってきたこ
とを改めて振り返る機会となり、それを聴いた
方々は自分も頑張らなくてはという思いや、ひと
りじゃないという気持ちになるとの声が聞かれま
す。総会の後は、落語で笑ったり、ゴスペルの歌
声で癒されたりと楽しいひと時も大事にしていま
す。「一人じゃないよ。分かり合える仲間がいる、
分かち合える体験がある」を合言葉に勇気や元
気をもらい充実した時を過ごします。定例会での
講演は、総会時の会員向けアンケートを基に、毎
回講師の調整をしています。また定例会や親睦会
では、日本アニマルセラピー協会認定のセラピー

がん体験者の会「みのり会」

がん患者会後援部門

資料1　みのり会定例会の風景

資料2　�親睦会：
バーベキュー

資料2　�親睦会：

資料3　�リレー・フォー・ライフジャパン
in福井への参加

会員からのメッセージ

・繋がりを深め、広げたい。
・�いろいろながん患者さんが、立場が違うもの同士で
和気あいあいできて良いです。
・ほっとできるひと時をありがとう。
・会に参加するだけで気持ちが軽くなります。
・今後も同様に、そして発展することを望みます。
・�入会して長いですが「卒業」しなくていいですよね。
楽しく気楽な仲間がいて居心地がいいです。
・さあ、くじけず負けず前を向いて歩こう!
・�心に平安を保ちつつ、病魔に打ち勝ちいつまでも
健やかであるように。� 他

（アンケートより一部抜粋）
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犬ラッキーとアニマルセラピストも参加し、セラピー犬ラッキーの優しいまなざしで癒されています。
　「みのり会」の活動として福井県がんサバイバーネットワーク会議にも参加しています。がん医療
を良くしていくためには、がん患者さんの声は欠かせません。地域で生活するがん患者として、壁を
取っ払い、各患者会・がんサロンが連携し、患者同士が学び合い、意見を出し合い「患者力」を高め、

「病院間の垣根を越えたがん患者・家族・支援者の交流会」を開催しています。患者だからこその目
線で様々な情報を発信していけるように頑張っています。
　是非、参加してみたいと思うがん患者さんやご家族の方がいらっしゃいましたら、一度「みのり会」
事務局にご連絡ください。

がん看護リンクナース

　当院では、病棟・外来など各単位で、がん看護の中心となる看護師を看護の質向上委員（がん看
護分野）として選出しています。委員は、「がん患者さんやご家族が病状・現状を理解し、治療や療
養場所の選択ができるようサポートすること」を目標に活動しています。各病棟単位でがん看護の
充実に向けた目標を立て、解決に向けて取り組みます。例えば医師の病状説明同席、苦痛症状への
早期介入へのシステムづくりなどがあります。当院は、急性期病院であるという特徴から、診断後
早期に介入し必要な情報・ケアの提供を行い、治療や療養を支援する使命があります。さらに、患
者・家族が自分らしく過ごせるように入院から外来・地域への継続的なかかわりを行う支援体制の
充実が必要です。そのために、委員を中心に、看護スタッフ一同がん看護の向上に努力しています。

看護の質向上委員会（がん看護分野）

コラム

注釈：患者さん団体がつくった使える心構えと10箇条です。NPO法人 ささえあい医療人権センターCOMLより他の医療
機関の専門医の意見も参考にしたいときは、セカンドオピニオンを申し出ましょう。X 線画像やデータなどは患者さん自身
のものです。

賢い患者になるための5つの心構え
1. 病気は自分のものであるという「自覚」を持つこと
2. 自分はどんな医療を受けたいかをしっかり考えること

（意識化）
3. 望んでいる医療など、自分の気持ちを言葉に置き換え

ること（言語化）
4. 対話能力を身に付けること（コミュニケーション能力）
5. 一人で悩まず誰かに相談すること

新・医者にかかる10箇条
1. 伝えたいことはメモして準備
2. 対話の始まりはあいさつから
3. よりよい関係づくりはあなたにも責任が
4. 自覚症状と病歴はあなたの伝える大切な情報
5. これからの見通しを聞きましょう
6. その後の変化も伝える努力を
7. 大事なことはメモをとって確認
8. 納得できないときは何度でも質問を
9. 医療にも不確実なことや限界がある
10. 治療方法を決めるのはあなたです
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　私たちの体には、血管と同じようにリンパ管が張り巡らされており、リンパの流れは，栄養素
や老廃物などを運ぶ働きをしています。主にがんの治療で行われるリンパ節郭清またはリンパ節
郭清と放射線療法が原因で、リンパ液が皮膚の下にたまって腕や足が腫れることがあり、「リン
パ浮腫」と呼ばれています。
　リンパ浮腫ケア外来は、専門的知識と技術を習得したリンパ浮腫セラピストが、がん治療に
よってリンパ管が損傷したために発症するリンパ浮腫に対し
ケアを行う外来です。
　リンパ浮腫は、一旦発症すると治癒が困難な慢性疾患とな
り、下肢や上肢の浮腫により痛みや上下肢の動きが悪くなり
日常生活に支障をきたします。浮腫によって生じる支障を最
小限にできるように、リンパ浮腫セラピストの資格を持った
看護師が支援します。外来でのケア内容として、複合的理学
療法（皮膚ケア、リンパドレナージ（マッサージ）、圧迫療法、
圧迫下での運動）とセルフケア指導を行います。浮腫の症状
に応じてドレナージや圧迫方法を一緒に考え、生活に支障が
ない方法を検討しながらケアを行っています。形成外科では、
リンパ浮腫に対する外科的治療を行っており、複合的理学療法と一緒に行うことで症状の改善が
期待できます。ケア外来は、毎週火曜・木曜の午後1時～5時、自費診療（初回：5400円、再診：
4320円）で行っています。
　リンパ浮腫ケア外来では、リンパ浮腫を抱えながら生活をする困難さを理解し、患者さん自身
でケアを行えるよう一緒に考えながらケアの継続を支援していきます。
　リンパ浮腫について疑問・不安に感じている方は、ご相談ください。

お問い合わせ先
　がん診療推進センター　0776-61-3111　　内線　3355

リンパ浮腫ケアはセルフケアが重要

資料1　リンパ浮腫ケア外来の風景

リンパ浮腫ケア外来

アドバンス・ケア・プランニング：ACP とは
　よりよい療養生活を送るために、将来の意思決定能力の低下に備えて、今後の治療・療養につ
いてあらかじめ話し合うことです。判断能力の低下に備えて、今後の治療・療養について主治医と
医療者のチームと患者・家族があらかじめ話し合う課程で、（1）現在気がかりな事、（2）患者さ
んの価値観や目標、（3）現在の病状や今後の見通し、（4）治療や療養に関する選択肢、（5）延命
治療や死後の処置に関するリビングウィル（生前意思表明）も含みます。
　これらを患者さん・家族と主治医・医療チームが共同作業を行い、情報共有することで、意思決
定能力が低下、喪失したときの医療方針を決める重要な参考になります。 

コラム

1111



　日本での乳がん罹患者数は11人に1人といわれており、増加傾向にあります。乳がんの発症に関
連している因子には、環境要因と遺伝要因があります。90～ 95％の乳がんは環境要因により発症
し、食生活、喫煙、飲酒、ホルモン補充療法、家族歴，良性乳腺疾患などがあります。家族や姉妹、親
戚の中に乳がんにかかった方がいる場合、一般の人に比べて2～4倍乳がんになるリスクが高いと
いわれています。乳がんでは、乳がんや卵巣がんの家族歴があるケースがよく知られています。この
ような場合、乳がん卵巣がんの発症に遺伝要因（がんになりやすい体質）が関与していることが推測
されます。遺伝要因により発症する乳がんは乳がん全体の約5～10％と言われています。遺伝性乳
がんの可能性が疑われる患者さんは以下の表に当てはまる方です（表1）。このような遺伝性乳がん
患者さんを診断する方法として、遺伝子検査があります。乳がんに関連する遺伝子にBRCA1と
BRCA2が分かっています。普通の検査と同じように採血をして検査を行います。また、遺伝子検査
には患者様によって利点を感じたり欠点を感じたりする場合があり、良い点もありますが悪い点も
あるため、遺伝について正しく理解していくためのカウンセリングが必要となります。
　当院には臨床遺伝専門医がおり、乳がん・卵巣がん症候群についてカウンセリングを行っていま
す。カウンセリングでは、家系図をもとに遺伝に関連する病歴を確認し、乳がん・卵巣がん症候群に
なりやすい体質かどうかについて説明を行っています。そして、乳がん・卵巣がんの早期発見の検査
方法をお伝えしています。また、遺伝カウンセリングを学んだ、緩和ケア認定看護師・乳がん看護認
定看護師も同席し精神的サポートを行っています。遺伝子検査によって起こりうる問題や効果につ
いて医師と一緒に検討し、患者さんの知りたい情報の提供と不安の軽減に努めています。
　乳がん・卵巣がんの患者さんで、遺伝に関する疑問や不安をお持ちの場合は遺伝外来にご相談く
ださい。

お問い合わせ先
　がん診療推進センター　0776-61-3111　　内線　3355

遺伝外来（乳がん・卵巣がん症候群）

遺伝外来

表　遺伝性乳がん卵巣がん症候群の特徴

・若年で乳がんを発症する
・トリプルネガティブ（エストロゲン受容体、プロゲステロン受容体をもっていなくて、

HER2発現がないタイプ）の乳がんを発症する
・両方の乳房にがんを発症する
・片方の乳房に複数回乳がんを発症する
・乳がんと卵巣がん（卵管がん、腹膜がんを含む）の両方を発症する
・男性で乳がんを発症する
・家系内にすい臓がんや前立腺がんになった人がいる
・家系内に乳がんや卵巣がんになった人がいる

参考資料　日本HBOCコンソーシアム「遺伝性乳がん卵巣がん症候群（HBOC）をご理解いただくために」の冊子より抜粋
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　近年、がん患者さんの治療は入院から外来へ移行しつつありま
す。病気を患っていても、住み慣れた地域（自宅）での療養を選
ぶがん患者さんも増加傾向です。
　病院と地域で患者さんがより良い治療、ケアを受けるために、
スムーズな情報共有が必要とされています。
　福井県では、平成 23 年度から福井県下統一在宅緩和ケア地域
連携パスの開発、運用を開始し、平成 27 年度からは名称を「や
わらぎ日記」として、本院がん診療推進センターが普及促進活動の中心を担っています。
　在宅では、病院等の施設と比較し、
①「生活の場」のため関わる職種が多い
②関わる職種各々が違う建物にいて、別々のタイミングで関わる
③患者毎にチーム編成が異なる
以上の理由により情報共有が困難な状況にあると言われています。
　そのような中、地域連携パスの種々のメリットが明らかになってきています。
　パスのメリットとして、多職種間や患者家族との情報共有だけでなく、医療者が患者を診る際
の指標になる（教育効果）、コミュニケーションツールになる、心理的なつながりを強めるなど
があります。
　また、やわらぎ日記の最初のページには、「患者家族の希望欄」があります。
　緩和ケアにおいて大切なことの一つに、ただ苦痛を取り除くだけでなく、生きていく糧となる
ような希望を支えることがあります。患者家族の希望は、病状や病気の時期によって変化するた
め、その都度書き込めるような希望欄を複数設けてあります。
　やわらぎ日記を一般の方々にも知っていただくために、その内容を紹介したパンフレットも作
成しました。実際にパンフレットを見た方々から、“わかりやすい”と好評を頂いています。
　地域連携パスは、現在福井県だけではなく北陸三県にその範囲を拡大中です。同時に、パスの
有用性に関する臨床研究も進めています。
　地域連携パスの普及促進だけでなく、当センターでは、連携する県内外の医療機関や、訪問看
護ステーション等への訪問、多職種向けセミナー等も開催しています。
　これまでに訪問した施設数は拠点病院 5 箇所、個人病院 2 箇所、在宅療養支援診療所 4 箇所、
訪問看護ステーション 9 箇所、2015 年からの 3 年間で開催した多職種向けセミナーは 8 回に上
ります。
　いずれの活動も、地域連携に効果的と言われる顔の見える関係づくりに貢献するものと考えてい
ます。
　このように、当センターでは、院内だけでなく地域全体を良くするための活動にも力を入れて
います。 http://www.yawaraginikki.com

療養の場が変わっても、いつでもどこでも
切れ目のないケアのために
～在宅緩和ケア地域連携パスやわらぎ日記の活用～

地域連携（やわらぎ日記）
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がんゲノム医療

　ゲノム解析の進歩により、次世代シークエンサーによる網羅的遺伝子解析技術は基礎研究から臨
床応用に大きく展開され、いわゆるクリニカルシーケンス（CS）に基づく精密がん医療（Precision 
Cancer Medicine）の時代が訪れようとしています。欧米ではすでに手術や検査などで得られたが
ん組織から DNA を抽出して、がん関連遺伝子変異を網羅的に解析し、最適な薬をリストアップする
ゲノム医療が日常臨床に導入され、普及しつつあります。一方、わが国においては第 3 期がん対策推
進基本計画において、がんゲノム医療の推進がうたわれ、ようやくCSの臨床実装が開始され始めた
ところです。福井大学医学部附属病院は、がんゲノム医療中核拠点病院となった京都大学と名古屋
大学の両大学医学部附属病院と連携するがんゲノム医療連携病院に認定され、福井県でがんゲノム
医療の提供体制を構築しました。2018 年9月から国立がん研究センターが推進しているNCCオン
コパネルを利用したCSが当院で実施可能となります。対象は原発不明がん、標準治療不応の固形が
んで先進医療として今年度は実施され、その後は保険適応での実施を予定しています。NCC オンコ
パネルの適応とならない対象に対しては自費診療となりますが、米国 CLIA 認証を受けた民間のク
リニカルシークエンス（Onco Prime）の実施も可能です。CS を臨床に導入するには返却されてく
るレポートを腫瘍内科医、臨床遺伝専門医、遺伝カウンセラー、バイオインフォマティシャン、基礎
研究者などによる CS カンファレンスを中核病院と共同して開催し、より正確な情報を担当医に返
却する体制を構築しました。過去の報告では抗がん薬の臨床的有用性との関連がある遺伝子変異が
約 50% で検出されています。ただ多くが適応外の薬剤となるため、実際に治療に結びついた症例は
10% 程度ですが、変異と薬剤がマッチした症例では著効し長期生存している場合もあります。がん
ゲノム医療は課題も残されていますが、がん患者さんそれぞれに効果の期待できる薬剤をみつける
個別化医療の実現につながり、治療の最適化が図れるものと考えます。
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　CART とは、腹水濾過濃縮再静注法の略で、肝硬変やがんの転移などによって貯まった、難治性
の腹水（又は胸水）を濾過して濃縮し、血管にもどすことでアルブミンなどの有用なタンパク成分
を回収する治療法です。がんの腹膜（おなかのなか）転移や胸膜（むねのなか）への転移は、進行し
た胃や腸のがん、膵臓がん、婦人科がんなどでおこり、貯まった水が消化管を圧迫して食べれなく
なったり、肺を押し上げて呼吸できなくなったりします。やむを得ずに管をいれて抜いて捨てて
も、血中のタンパク濃度が下がるので余計に水が貯まりやすくなり、抜いて捨てる頻度が高くな
るので短期間で著しい低タンパク血症を来して生存できなくなります。
　CART によって腹水や胸水からアルブミンと
グロブリンという大切なタンパクだけを血液中
に戻すことで血中のタンパク質が増加し、腹水
がたまりにくくなります。保険診療です。在宅の
方は1泊2日の入院で治療が受けれます。

CART

HIPEC（腹腔内温熱化学療法）

　腹膜転移をできるだけ切除して、残った腹膜の広い範
囲を、熱を加えることで効果が上がる抗がん剤を含む環
流液で治療します。適応疾患は、大腸がんの腹膜転移、
腹膜偽粘液腫、卵巣がん、腹膜原発がんその他です。

腹膜偽粘液腫に対するHIPEC
　腹膜偽粘液腫とは、虫垂の嚢胞腺腫またはがんが破裂
して腫瘍細胞が腹腔内に散らばり、細胞が作る粘液が腹
腔内に大量に貯まる状態をいいます。唯一効果的な治療
は、腫瘍と腹膜を切除し、術中に腹腔内温熱化学療法（HIPEC）を行います。欧米各国では治
療センターを設置して標準治療として積極的に行い良好な成績を報告していますが、わが国では
未だに標準的治療とは認められず、この治療が行われる施設は 6 施設しかありません。本学病院
ではすでに 30 年近くこの治療を継続しています。この治療を受けるために県外からも患者さん
が来られています。

資料1　CARTの一連の流れ

資料1　�HIPECの治療を受けた患者さんの
生存率
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化学療法の専門家集団
　がん治療には手術、放射線療法、化学療法（抗がん
薬）の 3 つがあります。手術はがん組織を切除し体外
へ除去する方法、放射線療法はがん組織に照射しがん
細胞を殺す方法、化学療法は抗がん薬を点滴や内服で
体内に投与しがん細胞を殺す方法です。福井大学医学
部附属病院血液・腫瘍内科では主として、血液がんである白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫
を中心に治療をおこなっています。血液がんでは診断時既にがん細胞が循環血液中に存在して全
身に散らばっています。そのため手術や放射線療法ではなく、最初から抗がん薬による化学療法
をおこないます。このように血液がんの治療の根幹は抗がん薬であり、当科は抗がん薬治療（化
学療法）のプロフェッショナル集団です。当科に所属する医師の多くが日本内科学会総合内科専
門医・指導医、日本血液学会血液内科専門医・指導医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医・
指導医です。なお一般的には抗がん剤と言われていますが、学会では抗がん薬と言うよう勧めて
います。接着剤じゃなくあくまでも薬であるからです。

血液・腫瘍内科の担当する疾患と治療

血液がん

　当科では血液がんとそれ以外のがんを担当します。代表的な血液がんには白血病、悪性リンパ
腫、多発性骨髄腫があります。血液中には 3 種類の血液細胞、つまり菌と戦う白血球（顆粒球と
リンパ球の2種類）、酸素を運搬する赤血球、止血を担う血小板があります。白血球ががん細胞に
変化して主として骨髄で増殖するのが白血病です。白血球特にリンパ球ががん細胞に変化して主
としてリンパ組織で増殖するのが悪性リンパ腫です。白血球特に B リンパ球の最終成熟段階であ
る形質細胞ががん細胞に変化したのが多発性骨髄腫です。白血病に対しては日本成人白血病治療
研究グループ JALSG の一員として、悪性リンパ腫に対しては日本臨床腫瘍研究グループ JCOG
の一員として、共通の治療法を用いて病気のタイプ毎にもっとも適切な抗がん薬治療を行います。

白血病

　日本では白血病の専門家が日本成人白血病治療研究グループ（Japan Adult Leukemia Study 
Group, JALSG）を作り、共通の治療法を用いて治療成績を向上させる努力をしています。福井
大学医学部附属病院血液・腫瘍内科は JALSG の再発・難治急性骨髄性白血病委員会委員長を務
めています。また日本血液学会血液がん診療ガイドライン作成委員として白血病を担当していま
す。新治療の開発と標準治療の底上げにより、患者さん毎に最適の白血病治療をおこないます。

抗がん薬のプロフェッショナル・
がん専門内科

〇血液がんの最先端治療

〇プロフェッショナルによる至適抗がん薬治療

血液・腫瘍内科診療の特色

血液・腫瘍内科
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血液がん以外のがん

　当科が担当する血液がん以外のがんとして原発不明がんがあります。これは転移巣があるのに
どこに原発巣があるかわからないがんです。CT や PET を駆使しても見つけることのできないが
んです。すべてのがんの 2-3 ％を占めるとされます。この原発不明がんについても最適の抗がん
薬治療をおこないます。また、全身性の悪性黒色腫や四肢以外の軟部腫瘍といった非典型がんに
対しても、さまざまな分子標的薬による治療をおこなっています。

新病棟に17床の無菌個室

　抗がん薬の副作用で正常血液（白血球、赤血球、血小板）
が激減します。特に問題となるのが白血球減少による感染症
の合併です。白血球が回復するまでは無菌室に入ります。平
成26年に新築された北病棟7階の無菌エリア内に17床の無
菌個室を有しています。

たくさんの新薬治験

　現在、福井大学医学部附属病院血液・腫瘍内科では 7 つの
治験を行っています。治験とはまだ薬として認可されていな
い「薬の候補」を用いる治療の事を言います。保険で認めら
れた薬剤で十分な効果が得られなかった患者さんにとっては
大きな福音であると考えます。急性骨髄性白血病に対する脱
メチル化薬グアデシタビン、FLT3 阻害薬ジルテリチニブと
キザルチニブ、Bcl-2 阻害薬ベネトクラクス、骨髄異形成症
候群に対するポロ様キナーゼ阻害薬リゴサチブ、悪性リンパ
腫に対するヒ素化合物ダリナパルシンなどです。昨年まで当
科でおこなっていた悪性リンパ腫に対する治験薬フォロデシンは治験が終了し、今年 6 月新しい
抗がん薬として厚生労働省に認可される予定です。

資料1　福井大学医学部附属病院
北7階病棟　無菌室

〇急性骨髄性白血病に対して
グアデシタビン
ジルテリチニブ
キザルチニブ
ベネトクラクス

〇骨髄異形成症候群に対して
リゴサチブ

〇悪性リンパ腫に対して
ダリナパルシン

治験薬

「症状に関する質問票」について

　通院治療センター、放射線治療部などでは、治療を受け
る患者さんにこのような質問票を渡しています。次回受診
時までに、感じている体や心の苦痛を自己評価してきてもら
い、外来で主治医に見てもらい、治療室のスタッフもチェッ
クします。食事のことや経済的なこと、仕事の継続に関する
事など、希望や必要に応じて、緩和ケアチーム、管理栄養士、
メディカルソーシャルワーカー、専門医に連絡し、治療中時
間中に相談させていただけます。また、主治医、スタッフに
対する質問などありましたら箇条書きにして持参していただ
ければ聞き忘れがなくて良いですよ。ご利用ください。

コラム
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小児科

　小児がんとは小児期にできる悪性腫瘍の総称であり、日本における新規発症は年間 2,000 ～
2,500 人ほどと考えられています。白血病や悪性リンパ腫など血液のがん以外にも脳腫瘍、横紋
筋肉腫、神経芽腫、胚細胞腫瘍、肝芽腫、ウイルムス腫瘍、骨肉腫、ユーイング肉腫、網膜芽腫
などの固形腫瘍があります。多くは抗がん薬（化学療法）や放射線治療が良く効きます。過去
30 年間の治療方法の進歩により、今では小児がんのこどもの 7 ～ 8 割は病気を克服できるよう
になりました。
　現在、私たち小児がんの専門医が取り組むべき課題は、さらなる治療成績の向上に加え、いか
に副作用を少なく治療を終えることができるのか、すなわち、後遺症と呼ばれる晩期障害を軽減
し小児がんを克服した後の人生の質を低下させないような治療法を開発することです。小児がん
は大変稀な病気であることから、よりよい治療を行うためには全国の専門医師が力をあわせなけ
ればなりません。そこで、2014 年 12 月に日本小児がん研究グループ（Japan Childrenʼs 
Cancer Group； JCCG）が発足し、最適化された治療法開発のための多数の臨床試験を実施し
ています。
　急性リンパ性白血病の治療法について解説します。長引く発熱、倦怠感、顔色不良、関節痛な
ど様々な症状のために病院を受診されます。血液検査では貧血や、血小板数の減少、白血球の異
常などから白血病が疑われます。診断のためには血液の工場である骨髄と呼ばれる骨の中の細胞
を調べる必要があります。骨髄検査では、顕微鏡で細胞の数や形を確認します。骨髄細胞中に通
常の細胞とは形態の異なる異常細胞が一様に増加している様子が観察されると白血病と診断され
ます。さらに、採取した骨髄を用いて細胞表面マーカー検査を行います。これにより骨髄性かリ
ンパ性、リンパ性の中でも T 細胞性か B 細胞性かなど白血病細胞の種類を特定することができま
す。また、白血病細胞がどのような染色体や遺伝子の異常を持っているかどうかも検査します。
これらの検査を行うのは、診断された白血病が治りやすいタイプなのかそれとも治りにくいタイ
プなのかを知るためです。また、実際に治療を開始した際の治療後早期の抗がん薬の効き具合も
重要です。治療反応性を血液検査や骨髄検査で評価します。初発時の白血球数、診断時年齢に加
えて、白血病細胞の種類、染色体、遺伝子、治療反応性などを予後因子と呼びます。予後因子を
正確に見極めることにより患者さんそれぞれにあった治療を選択することが可能となり、将来の
晩期障害の発生を減少につながります。治療は長期間となります。最初に、白血病細胞を減少さ
せる治療を寛解導入療法と呼びます。寛解導入療法により通常の血液検査や骨髄検査では確認で
きないレベルまで白血病細胞を減らすことを目指します。次に、さらにしっかりと白血病細胞を
減少させるために強化療法と呼ばれる治療を行います。強化療法終了時までの約 1 年間は入院に
より治療を行います。その後は、ゼロに近づいた白血病細胞を根絶させるために維持療法と呼ば
れる治療を約 1 年間、外来通院で行います。合計 2 年で治療は終了します。治療終了後は再発の
有無や晩期障害の出現に注意しながら外来で定期的に経過をフォローしていきます。
　一方、かたまりを作る固形腫瘍の場合にも、病気の種類、発生部位、広がり具合に加え、細胞

小児がんについて
～こどもと家族の笑顔のために～
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の形態による病理組織学的な評価や遺伝子や染色体検査を行ったうえで治療方針を決定します。
小児の固形腫瘍の多くは抗がん剤治療や放射線治療が効く場合も多く、診断時に転移を伴ってい
たとしても決してあきらめることはありません。化学療法に加えて、放射線治療、外科的切除術
など小児科以外の診療科とも協力して治療を進めることも少なくありません。
　小児がんの多くは長い入院治療が必要となります。そこで、私たちは病気のこども自身が治療
に向き合って頑張れるよう、年齢や性格に応じて丁寧にわかりやすく説明を行います。また、こ
どもを支えるためにはご家族全員が協力していく必要がありますが、ご家族は病気以外にも多く
の不安を抱える場合も少なくありません。成長や発達に影響しないか、勉強が遅れて元の学校に
戻れないのではないか、友人関係に問題が生じないか、様々な心配がわいてくるかもしれません。
当院では小児がんのお子さんやご家族が安心して治療に向かえるよう、小児科医、看護師、臨床
心理士、院内学校の先生、リハビリテーション、栄養士、薬剤師、メディカルソーシャルワーカー、
病棟保育士、ホスピタルプレイスペシャリスト（遊びを通じて療養を支える専門家）など、多く
の専門スタッフが協力して治療に取り組んでいます。
　当院はJCCG参加施設として小児がん専門医による全国共通の治療ができる県内唯一の専門病
院です。その他、移植施設診療科としての認定を受けており造血幹細胞移植が必要な患者さんの
診療も受け入れております。また、必要な際に他の専門施設との緊密な連携をとることが可能で
す。近年、小児がんを取り巻く環境は変化しつつあります。がん対策推進基本計画では、国のが
ん対策として小児がんが重要項目として取り上げられました。今後、より安心して小児がんの治
療を受けられる環境づくりがさらに進んでいくことが期待されます。当院でもこどもとご家族が
安心して治療を受けられるよう日々取り組んでいます。

　　　　小児病棟には、さまざまな年代の子どもたちが入院します。子どもたちは、成長発
達途上にあるため、年齢や発達、個性によってひとりひとり、病気の理解の仕方や反応が異な
ります。小児がんの治療は、長期間の入院が必要になります。小児がんは治療が終われば終了
ではなく、治療が終わって後も長期的なフォローアップが必要です。そして、病気が分かるの
はいつも突然です。子ども、親、そしてきょうだいも、気持ちの整理がつかないまま治療に臨
まなくてはなりません。その中で、治療を確実に遂行できるよう環境を整えながら、子どもた
ちやその家族の気持ちも大切にしています。きょうだいにも入院中の生活の説明をしたり、面
会できるタイミングを考えたりします。入院生活はとても長期間になるため、その中で子ども
たちはどんどん成長していきます。入院した時は出来なったことも退院する時にはできるよう
になっていたりします。いつの間にか感染予防行動の手洗いやうがいを自分からできるように
なったり、薬も自分から飲めるようになったりします。しかし、感染予防のため、お部屋から
出られない時間が多いため、ストレスもたまっています。そのため、院内学級の先生がベッド
サイドで授業をしてくれたり、病棟保育士が遊んでくれたりすることが子どもたちにとっての
癒しの時間になっています。週 1 回のボランティアさんによる絵本の読み聞かせや、2 ヶ月に 1
回はクリニクラウンのイベントがあります。子どもたちにとって遊びの時間はとても大切な時
間です。その一方で、退院の時は、子どもたちは、
元の生活に戻ることや、学校に戻ること、友達
との関係に不安を抱くことがあります。入院中
だけでなく、退院してからの生活も支えていけ
るような看護師でありたいと考えています。
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歯科口腔外科では，①口腔がん治療，②がん患者の周術期口腔機能管理（口腔ケア）に重点を
置き, 安心・安全な医療を提供できるように取り組んでいます。

①口腔がん治療
口腔は咀嚼・発音・嚥下といった機能を有しており、治療の際にこれらの機能をできるだけ損

なわないための配慮が必要となります。また顔貌の変形は患者さんの精神面に及ぼす影響も大き
いため、機能面のみならず審美面への配慮も必要であり、機能・形態を含めた総合的な治療が必
要となります。当科では、形成外科による微小血管吻合技術を用いた顎骨や口腔軟組織の再建、
耳鼻咽喉科・頭頸部外科による気道管理や腫瘍進展症例での治療協力や支援、麻酔科による ICU
での全身管理など、様々な科とのチーム医療により口腔がん治療を行っています。これにより、
以前は困難であった広範囲の病変切除が可能となり、悪性腫瘍に対する治療効果を挙げる一方
で、良好な機能と形態の回復が得られています。

腫瘍切除後に骨欠損が下顎骨に生じると、舌や喉
頭は支点を失い機能障害を起こします。二期的な再
建では瘢痕拘縮が加わり、機能や形態の回復が難し
くなるため、顎骨および周囲軟組織の即時再建を行
う必要があります。顎骨の再建材料には大別して生
物材料と非生物材料がありますが、前者では血管柄
付き腓骨筋皮弁を用い（写真１）、また後者では金
属材料を用い（写真 2）、軟組織の欠損が多い場合
には軟組織皮弁を併用しています。当科では術前の
CT データを基に 3 次元実体モデルを作製し、より
精度の高い治療を行っています（写真 3）。また再
建の際には咬合や顎関節機能に配慮した治療を心掛
けています。

歯および歯槽骨が失われた場合には、咀嚼機能や
審美性を回復する必要があります。当科ではこのよ
うな症例においては、インプラント（人工歯根）を
支台として欠損部を補綴する顎顔面インプラント治
療を行っています。まず CT のデータをシミュレー
ションソフトにて分析し、インプラント埋入部位の
骨量・骨質や神経・血管の走行について 3 次元的に
評価し、治療計画を立案します。 そのデータをも
とにサージカルガイドを作製し、短時間で正確なイ
ンプラント手術ができるようにしています。このよ
うな治療に加えて、顎骨やその周囲組織に生じた欠
損部を非観血的あるいは観血的処置との併用により

歯科口腔外科

写真1　遊離腓骨筋皮弁による再建

写真2　金属プレートと大胸筋皮弁による再建

写真3　CTデータから作製した3次元実体モデル
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人工物で補填修復し、損なわれた機
能・形態をはかる顎顔面補綴という
方法を用いて口腔機能のリハビリ
テーションを行うこともあります。

② がん患者の周術期口腔管理
（口腔ケア）
がん治療の進歩により、がんは治

る病気、あるいは長く共存できる病
気となり、多くの方が治療を乗り越えて社会復帰を果た
しています。しかし治療が強力かつ徹底的に行われるた
め、副作用や合併症が問題となっています。がん治療中
には、口腔にも様々な副作用が現れます。疼痛のみなら
ず、食事や会話が困難になり、また細菌感染を引き起こ
すなど、がん治療そのものに支障をきたすことがありま
す。当科では平成 24 年 5 月1日より ｢周術期口腔ケア外
来｣ を開設し、主にがん化学療法、放射線療法、がんの
外科手術 , 緩和ケアを受ける方の口腔管理を行い、口腔
機能の維持と副作用軽減に取り組んでいます（写真6）。

写真4　�インプラント埋入のシ
ミュレーション

写真5　�インプラント埋入のた
めのサージカルガイド

写真6　がん治療における口腔ケアの役割

意思決定支援とは

　治療の方針は、主治医と相談して決めましょう。患者さんはできるだけご家族と、主治医は他
の医療者、看護師などと同席することが望ましいです。厚労省からも、「医療・ケアの決定プロ
セスに関するガイドライン」などが作られています。
　医師からの説明は、インフォームドコンセント：IC と呼ばれます。「説明と同意」と訳されて
きましたが、「説明を受けて同意した内容」が正しい意味です。（1）症状とその原因、（2）診断
と治療の適応、（3）治療の方法、（4）治療の意義と有効性 （施設における成績）、（5）治療に
よる合併症、危険性、（6）他の治療法の有無とその成績、（7）治療をしなかった場合の結果、（8）
治療後予測される健康度や寿命、などからなります。説明した内容は同意書として双方の参加者
が署名し記録されます。
　最近、IC に対して、シェアドデシジョンメーキング：SDM という考え方が主流になりつつあ
ります。協働的意思決定と訳されます。医療者は医療のプロとして、患者家族に医学的に最も望
ましいと思われる選択肢を伝えます。患者さんは、自分自身のプロとして、医療者に、病気や治
療が自分の人生、生き様にどのような意味をもつか、等、自分の人生に関する情報を提供します。
両者がお互いの意向を理解した上で治療方針の着地点を決めます。
　IC も、SDM も、治療選択の決定権は患者自身にある。患者家族に全ての治療の選択肢に関す
る情報を提供する。という点では同じですが、IC では、医療者は前もって決めた選択肢への着
地を期待し、そこに向かって説明して同意を求めます。したがって、医療者の誘導の影響が大き
いと言われます。SDMでは、患者さんの人生観に基づく意向も反映されるので、得られる選択は、
必ずしも医学的に最良ではない事もありますが、対話によって得られた最良の選択とされます。
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　乳がんの治療は、手術、放射線治療、薬物治療（ホルモン剤、抗がん剤、抗体治療薬）があり
ます。当科では 2003 年から米国の NCCN 乳がん治療ガイドラインにもとづいて、これらの治
療を組み合わせて行っています。乳がん 5 年生存率は、2002 年以前と 2003 年以降で比較した
ところ、82％から93％へ有意に改善していましたので当科の最新治療をご説明いたします。
　乳房手術には、乳房を一部切除する乳房温存切除と、乳房を全部切除する乳房切除術がありま
す。当科では放射線治療を併用した乳房温存手術を2000年から2016年までに246例行ってい
ますが、乳房内再発を認めておりません。乳房切除術を受けた方は形成外科の先生に、乳がん手
術と同時に乳房再建手術を施行いただいています。
　腋窩リンパ節に関しては、乳がんが最初に転移するセンチネルリンパ節を摘出して、転移が無
ければ、腋窩リンパ節廓清を省略し、手の腫れや拳上障害を予防しています。腋窩リンパ節転移
が多い患者さんには、腋窩リンパ節を切除する手術に加えて、放射線治療を鎖骨周囲や胸の筋肉
にあてて、乳房周囲の再発を予防しています。
　ホルモン療法は、乳がん術後の再発予防や、再発後の治療に大変有効です。当科では、転移や
再発乳がんの患者さんを対象に、エストロゲンを用いた PET 検査を臨床試験で行い、副作用の
少ないホルモン療法が有効であるかを予測しています。
　化学療法は、腋窩リンパ節転移のある乳がん患者さんを中心に行っています。再発予防効果は
高く、副作用で苦しむ患者さんは少なくなりました。Her2 タンパクが乳がん細胞に存在する患
者さんにはハーセプチン、パージェタ、カドサイラという抗体治療薬を用いてさらに再発を予防
し、薬の有効期間が約3倍に延長しています。
　若くして乳がん・卵巣がんにかかり、またはそれらのがんの家族歴が濃厚な患者様には、親か
ら受け継いだ BRCA1/2 遺伝子に変異があります。その可能性が高い方には、乳がん卵巣がんの
予防方法や、早期発見方法、BRCA 1/2 遺伝子検査について、臨床遺伝専門医がご説明してい
ます。

乳がんの治療

乳腺・内分泌外科

資料　�福井大学附属病院乳腺内分泌外科で治療
された乳がん患者さんの5年生存率
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　乳がん切除手術により、乳房の変形や欠損が生じます。乳がん治療の進歩によって、乳房温存
手術も行われるようになってきていますが、あくまでも部分切除術であり、切除量が増えるに伴
い変形が強くなることは避けられないことです。乳房の変形や欠損は日々目の当たりにすること
になるので、がん治療と割り切って受け止めにくいところがあります。乳房再建手術により乳房
の形を取り戻すことで日々の生活を前向きに向き合えるようになります。
　乳房再建手術は、自分の体の一部（自家組織）を移植する方法と人工乳房（シリコンインプラ
ント）を用いる方法の2通りあります。
　自家組織を移植する方法は、皮膚・脂肪・筋肉などが余裕のある部位から脂肪や筋肉の一部を
乳房欠損部分に移動させます。血流がある状態を保ったままで移植するので再建乳房は自然な軟
らかさや温かみを持ちます。腹直筋皮弁法もしくは広背筋皮弁法を選択することが一般的です。
　腹直筋皮弁法は、下腹部にある腹直筋という筋肉とその上にある脂肪を用いた再建法です（資
料 1）。利点は、十分なボリュームが得られること、様々な乳房の形態に対応できること、傷跡
が下着に隠れることです。欠点は、手術時間が長くなること、出産には不向きであることです。
　広背筋皮弁法は、脇の下から背中にかけてある広背筋という筋肉とその上にある脂肪を乳房欠
損部分に移動させます（資料 2）。利点は、乳房の形を作りやすいことと、傷跡が衣服に隠れる
ことです。欠点は、十分なボリュームが得られないことがあるということです。
　シリコンインプラントを用いる方法は、体の他の部分を傷つけないことやインプラントの選び
方で大きさや形の調整が可能なことが利点です。欠点は、人工物であるため自家組織による再建
乳房と比べるとやや硬く温かみに欠けること、インプラントの耐久性の問題で 10 ～ 20 年で入
れ替える場合もあることです。乳がん切除後の乳房欠損部は皮膚が不足しているので、乳房イン
プラントを用いた再建術は手術が 2 回必要になり
ます。1 回目手術でティッシュ・エキスパンダー
という膨らませることができる風船のようなも
のをしぼませた状態で乳房欠損部の筋肉の下に
挿入します（資料 3）。術後に食塩水を少しずつ
注入して、エキスパンダーを膨らまし乳房欠損部
の皮膚を伸ばしていきます。十分に乳房の皮膚を
伸ばした後、2 回目手術でエキスパンダーを取り
出し乳房インプラントに入れ替えます（資料4）。
　シリコンインプラントを用いた手術も保険診
療で受けられるようになり、乳房再建手術を受け
ていただく環境は格段によくなっています。当院
では乳腺・内分泌外科医と形成外科医が連携を
密にとりながら安心して治療を受けていただけ
るような体制をとっています。悩まれている場合
は遠慮なくご相談ください。

乳がん切除後の乳房再建手術

形成外科

資料1　腹直筋皮弁法 資料2　広背筋皮弁法

資料3　エキスパンダー挿入 資料4　インプラント挿入
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　消化器内科では①肝臓、②上部消化管（食道・胃）、③下部消化管（小腸・大腸）、④胆道・膵
臓の領域において、各々専門のスタッフが中心となりがん診療に努めています。それぞれの分野
における診療内容の特色を紹介します。

　肝臓領域では、肝細胞がんに対し経皮的ラジオ波焼灼療法（RFA）を積極的に行っています。
肝予備能の低下があり肝切除が困難な例に対し 2 つのアプローチで根治を目指しています。1 つ
は肝動脈化学塞栓術（TACE）との併用です。腫瘍径が 2cm を越える病変に対しては TACE を
先行して行い、RFAの壊死範囲の拡大をはかり局所再発を防ぐよう取り組んでいます。もう1つ
は最新の画像診断技術を導入して精度の高い RFA を行っています。CT・MRI の画像情報から観
察中の超音波画像に対応する任意多断面再構成像をリアルタイムに同時表示する real-time 
virtual sonography を用いています。CT・MRI で指摘された病変をより確実に描出することが
可能で、脈管との位置関係の把握が容易なため、正確で安全な RFA を実践しています。治療前
に超音波の画像情報を取得することによって焼灼範囲の評価もリアルタイムに行うことも可能で
す。肝細胞がんの予後改善に日々努力を重ねています。

　上部消化管においては内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）を中心に診療しています。2015 年の
1 年間において 76 例の早期胃がんの治療を行い、そのうち病理組織診断結果により治癒切除と
最終診断された割合は 92% でした。これは胃がん診療ガイドラインが定める内視鏡治療の絶対
適応病変だけではなく、25 例（32.9%）の適応拡大病変も含まれているためであり、他の先進
施設と遜色のない治療成績です。85 歳以上の高齢者の方であっても安全に治療を行うことが可
能であり、治療患者全体の 12 ％を占めています。また、他の医療機関で病変の大きさや年齢に
より内視鏡的治療が困難と判断された症例でも積極的に治療を行っています。さらには早期胃が
ん症例に対しては全例ピロリ菌の感染診断を行い、陽性者には除菌治療を併せて施行していま
す。早期胃がんの内視鏡治療とピロリ菌感染に対する診断・治療は当科の特色ですので、一度受
診をご検討頂ければと思います。

　下部消化管では早期大腸がんの診断と治療に全力を注いでいます。他のがんと同様に大腸がん
でも早期発見が非常に重要であり、検診（便潜血）陽性者の大腸内視鏡がその第一歩となります。
当院では平成 29 年 1 月より全例で拡大および NBI 観察が可能となり質的診断の精度が飛躍的に
上昇しました。また、通常の大腸内視鏡に不安がある患者さんには大腸カプセル内視鏡も積極的
に行っています。一方、早期がんの治療は従来からのポリペクトミーや内視鏡的粘膜切除術

（EMR）での治療はもとより、サイズの大きい症例や治療困難例には内視鏡的粘膜下層剥離術
（ESD）での一括切除を行っており、こちらは北陸随一の治療実績を誇ります。さらに、先日、
当院の光学医療診療部に次世代シークエンサーが導入されました。これは内視鏡検査・治療で得

消化器がんの内科的治療

消化器内科
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られたがん組織の遺伝子情報を網羅的に解析できる機器で、まさに次世代のがん診療に求められ
る設備が整ったといえます。

　胆道・膵臓領域のがんは自覚症状に乏しく進行した状況で発見されることも多く、しばしば難
治性です。根治治療のためには早期発見が重要であり、当科では最新の内視鏡を用いて様々な診
断検査や治療を行っています。内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査（ERCP）は内視鏡を用いて胆
管・膵管を造影する検査です。さらに胆管膵管の内腔の観察が可能な内視鏡も使用して、がんの
早期診断に努めています。一方、がんにより胆道が閉塞した場合にはステントを留置する内視鏡
的胆道ドレナージ術を行っています。このようなERCP関連の内視鏡検査や治療を当科では年間
300 件以上施行していますので、様々な症例に対応することが可能です。また、超音波内視鏡
ガイド下穿刺吸引細胞診（EUS-FNA）を県内においていち早く導入し、膵がんや様々ながんの
早期発見や診断のために積極的に行っています。これらの検査でがんと診断された場合は、進行
して手術が困難な状態であれば抗がん剤による化学療法を当科で施行しています。

最新型ハイブリッドPET/MRI画像の臨床応用

　ポジトロン CT（PET）は 1970 年代中頃に開発され、主に脳や心臓の研究に用いられてきま
したが、1990 年代に全身撮影用 PET 装置が開発されると、［18F］フルオロデオキシグルコー
ス（FDG）によるブドウ糖代謝画像が、がんのスクリーニングや病期診断を目的とする臨床検
査として利用可能となり、徐々に普及しはじめました。2000 年代前半に FDG-PET の保険診療
が認められると、PET を導入する施設も飛躍的に増え、現在国内では約 400 の PET 施設が主に
がん診療用検査として、病期診断や再発検査の目的で FDG-PET を利用しています。その後
PET/CT 一体型装置の登場により、放射線診断医やその他のがん診療医にとっても馴染みやす
い検査となり、骨シンチ並みの一般検査として定着しました。PET/MRI 一体型装置の開発は
1990 年代中頃から始まり、2010 年代に入りようやく臨床用装置が利用可能となりました。福
井大学では、国内 3 番目の施設として 2015 年 9 月に GE 社製 Signa PET/MR を導入し、翌 10
月より直ちに研究および診療に利用しはじめ、現在は最大 6 人／日のペースで稼働しています。
一体型 PET/MR 装置では、MR 装置の撮
像部（トンネル部）内に PET の検出器が
入るため、PET と MRI の同時収集が可能
であり、融合画像上も両者のズレは全く
なく、病変の正確な位置の確認等に大変
有用です。また、世界的にも最新の画像
機器ですので、臨床研究においても応用
が期待されています。

コラム
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早期胃がんに対する治療
　早期胃がんの患者さんに対しては胃カメラだけで治療が可能か、腹腔鏡を行いて、小さな傷で
胃の切除を行うかを判断して、最善の治療をお勧めしています。腹腔鏡での手術の場合はおへそ
を含めた5－6か所の1センチ程の傷で手術できますので痛みが少なく、入院も短くできます。

進行胃がんに対する治療
　進行胃がんの患者さんには、少しでも再発を防ぐために、がんが大きな方や明らかにリンパ節
転移がある場合には術前の抗がん剤治療を勧めます。2 ヶ月くらいかかりますが、がんが小さく
なった場合ははじめから手術を行う方法より再発が少なくなります。（資料1）

腹膜転移がある胃がんに対する治療
　がんが大きな方や腹膜転移しやすい組織型である場合は、全身麻酔でおなかの内全体を観察する
腹腔鏡検査を行っています。胃がんが治らない大きな原因である腹膜転移は、CT や PET 検査では
正確に判断できません。胃の外側にがんが露出していたり腹膜転移がある場合は、おなかの内にカ
テーテルと皮下に腹腔ポートという注入部を埋め込み、そこから抗がん剤をおなかの内へ投与する
治療（腹腔内投与）を全身投与と組み合わせて投与することで、従来の方法では効果がなかった症
例も改善しています。まだ研究段
階なので、学内審査を経て 2002
年から先進医療として行っていま
す。全国でも施行施設は限られて
おり、県内では当院だけです。治
療には条件がありますのでお問い
合わせください。進行胃がんと言
われた場合には早期の段階からの
受診をお願いします。（資料2）

　肝胆膵の外科手術は高度な技術が必要です。当院は日本肝胆膵外科学会が認定する高度技能専
門医修練施設であり、県内で唯一高度技能専門医が手術を担当しています。

胃がん

資料1　術前化学療法の効果
（原発巣とリンパ節転移が縮小）

資料2　腹腔内投与による播種の変化

治療前 治療後 

治療前 治療後 

肝胆膵がん

消化器外科

2626



肝臓がんの最新治療
　外科で治療する肝臓の病気はがんが多く、肝がんや、他のが
んの肝転移などです。肝臓の内部には多くの血管が走行してい
るので、切除手術では、取る部分の血管のみを切り、残す方の
血管は確実に残すことが必要です。当科では、手術前の CT 画
像から専用のコンピューターを用いて肝切除 3D シュミレー
ションを行っています（資料 3）。どの血管を切ると何パーセ
ントの切除になるかを、立体画像で術前に細かく検討します。
正常な肝臓は約 70% まで切除可能ですが、慢性肝炎や肝硬変
の方では、可能な限り肝臓を残すために精密なシュミレーショ
ン必要です。手術する医師が画像作成することで、患者さんの
肝臓の立体構造を正確に把握できます。また、手術に加えラジオ波療法、肝動脈化学塞栓療法な
どの治療技術を駆使しています。

胆道がんの最新治療
　胆道系のがんとしては、胆管がん・胆嚢がんがあります。術前に病気がどの程度進行している
のか、手術で取りきれるかを診断することが重要です。当院では最新の画像診断を使用してがん
の範囲を確認し、内視鏡的精密診断（胆道生検や胆道内超音波検査）を行って、切除可能かを判
断します。切除では膵頭十二指腸切除や肝切除＋膵頭十二指腸切除などの高難度の手術を積極的
に行い、良好な治療成績となっています。

膵臓がんの最新治療
　膵臓がんは最も治りにくいがんの一つです。症状が出にくいので早期発見が難しく、発見時に
は既に他の臓器に転移している事も多いです。また、膵臓の周りには重要な血管や神経が多いた
め、取り切ることが困難な原因の 1 つとなっています。膵臓がんの最も有効な治療は完全な切除
ですが、最近は有効な抗がん剤が開発されており、治療の幅が広がってきています。
　当科では、これまで行われてきた切除後の化学療法だけではなく、進んだ症例では術前にも化学
療法や時には放射線療法も加え、より確実に膵がんを切除しています。これにより、以前なら切除
できなかった症例でも、血管や神経を残しつつ、膵臓がんを確実に切除できるようになってきまし
た。
　膵臓がん症例の7割程度は、診断時すでに遠隔転移があって切除ができない状態で、治療の中心
は化学療法や放射線療法の併用となります。当科では、切除できない症例でも黄疸や消化管の通過
障害を改善させて社会復帰するためのバイ
パス手術を併用するなどの集学的治療を
行っています。
　資料 4 は、切除不能膵臓がんに対して化
学療法を行った症例における CT 検査での
変化を示しています。この症例は腫瘍の縮
小と腫瘍マーカーの正常化が得られ、根治
切除を行う事ができました。 資料4

資料3　肝切除3Dシュミレーション
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大腸がんに対する治療
　大腸がんの治療は近年、急速な進歩を遂げており、低侵襲の腹腔鏡下手術から高度拡大手術に
て治癒を目指しています。遠隔転移を認めて治癒が難しい症例も、化学療法を先行して行うこと
で、手術が可能となることを目指しています。化学療法の治療は効果によって何段階もあります
が、治療に精通した医師がそれぞれの症例にあった治療を行っています。高齢など通常の化学療
法が難しい方には患者さんの希望に配慮し、治療法を共に考えます。様々な取り組みにより、当
科における大腸がん術後の成績は、全国平均と比べ優れた成績を得ています（資料 1：当科の 5
年生存率）。以下は当科の治療の特色です。
　患者さんに優しい腹腔鏡下手術：この手術は、5-10mm の小さな 4 か所の傷から行う、術後
の痛みが軽く社会復帰も早い手術です。当科では 500 例を超える大腸がんを腹腔鏡手術で行っ
ており、最近は技術の進歩により、進行がんを含め
大腸がんの 70% 以上の症例を腹腔鏡手術で行って
います。さらに下部直腸がんに対する究極の肛門温
存手術も適応を拡大し、良好な成績を得ています。
　人工肛門を回避する直腸がん手術：多くの施設で
は、肛門に近い下部直腸がんに対して肛門も切除し
人工肛門を造設しています。当科では、治癒度を下
げずに人工肛門を回避できる手術を行っています。

（資料 2：ISR の図）。この手術は高度の技術を必要
としますが、当科スタッフは充分な技量、経験を
持っていますので、安心して手術を受けていただけ
ます。

大腸がん腹膜播種症例に対するHIPEC
　腹膜転移以外の遠隔転移（肺・肝臓）は切除や化
学療法が効いて長期生存が得られる場合があります
が、腹膜転移は切除や化学療法の効果は少なく、現
在も標準的治療法はありません。当科で行っている
HIPEC は、腹膜播種が散在するおなかの中の腹膜
を熱に感受性のある抗がん剤と生食で灌流する方法
です。大腸がん腹膜播種の一般的な予後は、腹腔内
全域に拡がった症例では約 6 ヶ月とされています
が、当科の成績は 20 ヶ月以上と優れた成績が得ら
れています（資料 3：HIPEC の生存曲線）。現在で
は県外から HIPEC を目的に受診される患者さんが
多数おられます。

大腸がん

2006-2015年 

生存期間 （月） 
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0 12 24 36 48 60 

 

99.0% 
92.4% 

88.1% 

67.8% 

28.6% 
（％） 

Stage0,Ⅰ(214症例) 

StageⅡ(238症例) 

StageⅢa(167症例) 

StageⅣ(166症例) 

StageⅢb(94症例) 

大腸癌治療ガイドラインの 
全国調査（5年生存率） 
Stage0 94.0% 
stageI 91.6% 
stageII 84.8% 
stageIIIa 77.7% 
stageIIIb 60.0% 
stageIV 18.8% 

資料1　大腸がん症例の進行度別生存曲線

全内括約筋切除 

部分内括約筋切除 

部分内括約筋切除 

全内括約筋切除 

資料2　直腸括約筋間切除術（ISR）
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生存期間 

P1+P2（10症例） 
 5年生存率 67.5% 

P3（31症例） 
 5年生存率 28.2% 
 生存期間中央値：28か月 

P1：癌の近くにのみ播種を認める． 
P2：癌の遠くに少数の播種を認める． 
P3：癌の遠くに多数の播種を認める． 

月 

％ 

切除のみの他施設の報告 
（生存期間中央値） 

  P1：17.9-34.6か月. 
  P2： 8.4-22.3か月. 
  P3： 3.4-13.3か月. 

資料3　大腸がん腹膜播種に対して
HIPECを施行した症例の生存曲線
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　頭頸部とは顔面から頸部（首）までの部分を意味します。こ
の範囲に含まれる、耳、鼻・副鼻腔、口腔・舌、のど（咽頭・
喉頭）、甲状腺、唾液腺（耳下腺・顎下腺）などにできるがん
が頭頸部がんです。脳・脊髄や目は除きます。頭頸部がんは全
てのがんの 5 ％程度であり発生頻度は決して多くありません。
しかし頭頸部がんは喫煙、飲酒が発がん因子と言われ、近年増
加傾向にあります。早期がんでは抗腫瘍薬（抗がん剤）を併用
した放射線治療、または手術による切除で根治が期待できま
す。進行がんでは抗腫瘍薬、放射線治療、手術の併用が必要で
あり、三者併用療法や集学的治療とも呼ばれます。頭頸部には
口、鼻、のど、耳など重要な器官が集中しており、呼吸・食事

（咀しゃく・嚥下）、発声、味覚、聴覚など人間が生きる上で必
要不可欠な機能を担っています。特に進行した頭頸部がん治療
ではこれらの機能を温存するために、機能再建や美容的な配慮
を視野に入れた専門的な外科治療技術が要求されます。切除によって大きな欠損を生じた場合、
欠損部に体の他の部分から皮膚や筋肉、骨、腸管などの組織を移植して修復（再建）します。移
植する組織の栄養血管（動脈・静脈）を欠損部位の血管とマイクロサージャリーを用いてつなぎ
合わせる遊離組織移植が現在の再建術の主流です。代表的な方法として、お腹や腕の皮膚、筋肉
を移植する腹直筋皮弁・前腕皮弁や、腸を食道のかわりに移植する遊離空腸移植などがあり、当
院では形成外科、消化器外科、心臓血管外科、脳神経外科、歯科口腔外科と協力してチーム医療
で取り組んでいます。
　資料 1、2 に軟口蓋～硬口蓋まで進展した舌がん、頸部リンパ節転移症例（扁平上皮癌 
T4aN2cM0 stage IVA）を示します。耳鼻咽喉科・頭頸部外科医による右頸部郭清術と下顎正
中離断・腫瘍全摘術（資料3）、形成外科医による遊離外側大腿皮弁を用いた再建術（資料4，5）
を施行しました。術野展開のために離断した下顎骨は歯科口腔外科医により噛み合わせを考慮の
上、チタンプレートで固定されています。放射線化学療法も併用し術後は経口摂取、会話も可能
で良好な経過を得ています（資料6）。
　当科では、2016 年は 133 人の新規の頭頸部がんの治療を行いました（表 1）。このうちの
104 人の頭頸部がんに手術治療を行い、その 14 人に遊離組織を用いた再建術を併用しました。
また当科では甲状腺がんの治療にも力を入れています。毎年 100 人前後の甲状腺手術を行い、
そのうち約半数が甲状腺がんになっています。当院は手術、抗腫瘍薬、放射線治療など頭頸部が
ん治療全般の技術・知識を持つ日本頭頸部がん専門医がいる福井県内唯一の病院です。がんの根
治、機能温存を目標に日夜精力的に診療に従事しています。
　頭頸部領域で腫瘍を疑わせる病変や腫脹を認めた場合は、精密検査及び診断から治療までを専

頭頸部がんの治療

表1「2016年症例の内訳」

部　位 症例数
外耳がん 1
鼻・副鼻腔がん 2
舌がん・口腔がん 28
上咽頭がん 1
中咽頭がん 9
下咽頭がん 4
喉頭がん 13
甲状腺がん 69
唾液腺がん 2
原発不明がん 4

計 133

耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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門的に責任を持って行います。頭頸部がんは切除範囲が小さいほど機能障害も少なくて済みます
ので、頭頸部に少しでも異常やがんの疑いを認める場合は積極的に受診、御紹介いただけると幸
いです。

資料1　�右舌縁から軟口蓋～硬口蓋
に進展する腫瘍

資料2　�右舌縁から軟口蓋～硬口蓋
に進展する腫瘍（斜線部）

資料4　遊離外側大腿皮弁を採取 資料5　遊離外側大腿皮弁による再建 資料6　治療後

資料3　�右頸部郭清術と下顎正中離
断・腫瘍全摘術（切除後）

がんの治療をしているとき最も大切なことは栄養=免疫能の維持です。
（以下、日本静脈経腸栄養学会とヨーロッパ静脈経腸栄養学会ガイドラインから抄出）
1．治療の前に栄養状態を評価して低栄養と判断されたら積極的に栄養管理を行う
2． 口から食べる、食べれないときは経鼻や胃瘻、腸瘻などで腸を使うことで免疫能が維持され

る。腸が使えないとき、十分でないときのみ静脈栄養を行う。
3． 化学療法、放射線療法などにより食事摂取が十分出来ないときに短期間であっても経腸栄養

で補うことは治療の結果につながる。
4．進行がんの患者に栄養管理を行うことでがんが進行するということはない。
5．がんの治療中は、腎機能が低下していない限り、タンパク質を多めに取る。
6．穀物、糖などの炭水化物より、脂肪を取る。
7．栄養剤による捕食でも必要カロリー、必要蛋白を満たさないなら人工栄養を行う。
8． 人工的栄養法は、できるかぎり腸を使った栄養を行うが腸が使えない場合短期間なら静脈栄

養を行う。
9．運動は、筋肉量、身体機能、代謝機能を保つために推奨する。

癌治療中の栄養で大切な事　体重を維持しましょう。タンパク質
を取りましょう。筋肉を維持しましょう（貯筋しましょう）。運動
しましょう。体重、食事の量が減ったら、主治医、院内栄養サポー
トチーム（NST）、栄養部に相談ください。

コラム
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　2016 年の統計では、現在日本の死因第一位を占めるがんの中で最も多いのが肺がんであり、
毎年 7 万人を超える方が肺がんにより命を落としています。肺がんは肺から発生したがんを意味
し、他の臓器のがんが肺へ転移した場合（転移性肺がん）は肺がんとは別のがんです。
　肺がんは、咳、痰、痰に血が混ざる、胸が痛いなどの症状がきっかけで見つかる場合や、検診
などのエックス線写真で発見される場合があります。肺がんの確定診断をするためには、病気の
部分（エックス線写真における異常な影の部分）にがん細胞があることを確かめる必要がありま
す。その多くは気管支鏡という細いカメラを肺の中に入れる、気管支鏡検査によって行います。
本院の呼吸器内科では、この気管支鏡検査に、病気の部分までカメラを到達しやすくするナビ
ゲーションシステムや、超音波内視鏡、ガイドシースシステムといった最先端の技術を駆使して、
より安全で正確に検査を行っています。
　肺がん組織を顕微鏡で調べると、ほとんどが腺がん、扁平上皮がん、小細胞がん、大細胞がん
の4種類に分けられます。小細胞がんは病気の進行が早く、手術が不可能なことが多いのですが、
放射線治療や抗がん剤による治療（全身化学療法）がよく効くことから、治療面で他の 3 種類と
は区別されます。小細胞肺がん以外の種類をまとめて非小細胞肺がんと呼びます。どちらもがん
の進み具合（病期）によって治療法が異なります。
　呼吸器内科では、手術が不可能な状態での治療を行うことが多いため、当科で行う化学療法や
緩和療法についてご紹介しましょう。非小細胞肺がんの治療には、がん遺伝子によって産生され
るタンパク質や、がんを栄養とする血管を標的としたお薬による分子標的治療があります。また、
免疫チェックポイント阻害剤が近年次々と開発され、この数年で治療法が大きく変化してきまし
た。当科では、肺がん診療ガイドラインに基づいた標準治療を基本として、患者さんおひとりお
ひとりの生活や人生を大切にしながら、最適な治療を行っています。また当科では、従来の保険
診療では調べられない、希少遺伝子の調査も他施設と合同で行っており、それぞれの病気に最適
な治療が可能となっています。
　肺がんの治療は進歩が著しく、多様化しており、肺がんの種類、病期に加えて、患者さんの元
気さの度合い、合併症の有無によりふさわしい治療法が異なります。肺がんの内科的治療は、時
に長く続き、不安や様々な気持ちのつらさ、ご家族の心配やご不安が募ることもあるかもしれま
せん。当院の呼吸器内科では、患者さんの症状だけでなく、がんに関わるあらゆるつらさを和ら
げられるような緩和医療も大切にしながら、患者さんが快適に生活できる診療を心がけています。

患者さんの生活を大切にしながら
行う最先端の肺がん治療

呼吸器内科

がん教育について
　2018 年 3 月に厚労省が全国患者会とともにまとめた第 3 期がん対策基本法では、がん予防、がん
医療の充実、がんとの共生の3つを柱とし、これを支える基盤として、（1）がん研究 （2）人材育成 （3）
がん教育と普及啓発を提唱しています。がん教育では、福井大学はすでに数年来、がん診療推進セン
ター医師が附属中学校での「命の講義」を行ってきており、2017年からは、福井県教育庁依頼により、
県内小中高の全ての保健体育教師、養護教員を対象に 3 回の講義を行ってきました。また、先進県に
おける指導者を招いて福井県としてのモデル授業を行って来ました。2018 年からは実際に小学校、
中学校に赴き、地域のモデル授業を展開します。また、教育に携わる人材にがん教育の基本を学ばせ
る事を目標に、 2018 年から全国に先駆けて教育学部におけるがん教育演習 180 分を必修にし、本学
がん診療推進センター医師が講義を行っています。

コラム
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　呼吸器外科は主に胸部の手術を行う診療科です。その多くは肺がんに対する手術ですが、
それ以外にも、気胸や手掌多汗症などの良性疾患、悪性や良性の縦隔腫瘍、胸膜疾患、そ
して、漏斗胸などの手術を行なっています。また、手術以外にも、肺がんの化学療法、放
射線療法、交通事故の胸部外傷の治療を、他の診療科の医師と連携し、積極的に行なって
います。
　治療に関しては、『患者の立場を考え、患者の要求から出発する、患者とともにたたかう』をモッ
トーに、患者さんの気持ちに寄り添った治療を心がけています。手術では、術後の社会復帰がス
ムーズに出来るよう、低侵襲の手術を行なっています。また、その他の治療に際しても、診療科
員は緩和治療の講習会を受講し、病気の治療だけでなく、精神的なサポートも心がけています。
　健康診断で異常を指摘された方、胸部の疾患に対してご相談のある方、セカンドオピニオンを希
望される方はいつでもご相談ください。

1）　原発性肺がん
　近年肺がんの方は増加傾向を示し、当科診療の中心となる疾
患です。当院では呼吸器センターとして、呼吸器内科と病棟を
共有し、診断から治療まで迅速な治療を行っています。両科の
医師が参加する検討会を毎週開催し、症例毎に最適の治療法を
検討しています。呼吸器を患う患者さんの増加に伴い、治療法
は日々進歩しており、呼吸器センターとして最新の治療ができ
るよう努めています。予め診療情報がある場合は、当院受診前
から検査、治療方針の検討を行い、迅速な治療につながる体制
をとっています。
　肺がん治療は手術、化学療法、放射線治療が基本となります。
さらに、最近話題の免疫療法も導入し治療に加えております。
当科の診療範囲は手術を基本とし、周術期の化学療法を主体に
行っております。放射線治療は、当院放射線科医師と協力し
行っています。当院では毎年県内でトップクラスの手術件数があり、近年増加傾向です。また、
周術期および在院の死亡率は0.5%と全国平均と遜色ない安全な治療を行っています。
　当科での手術は、早期の術後の社会復帰をサポートできるよう、開胸創の縮小に努めてきまし
た。ここ数年の標準術式では最大の切開は 5cm で胸腔鏡を補助に使って行っています（上図）。
また、近年増加した小型肺がんに対しては、積極的な縮小手術を心がけ、可能であれば胸腔鏡下
手術を行なっています。術中指で触らないような病変に対しては、手術室設置の CT を用いて、
安全な切除を心がけています。
　肺がんの化学療法は近年発展が著しい分野です。新規の抗がん剤も多数発表されていますが、

患者さんのことを考えた
胸部のがん診療

資料1

呼吸器外科
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病院薬剤師と密接に連携し、呼吸器センターとして遅滞のない導入を行ない、治療効果に繋がる
よう努めています。

2）　転移性肺がん、診断不能な肺腫瘍
　消化器悪性腫瘍や肺以外の臓器から発生したがんからの転移性肺腫瘍や、良性悪性の判定が困
難な腫瘍が対象となります。転移性の腫瘍は、悪性腫瘍の治療歴がある方が対象となり、原発巣
の診療科の医師と連携し、依頼があれば迅速な対応を心がけています。
　触診による同定困難な病変に対しても、手術室設置の CT を活用し、安全な切除を行なってい
ます。

3）　縦隔悪性腫瘍（胸腺腫、胚細胞腫瘍など）
　基本的に縦隔腫瘍は良性腫瘍のことが多いのですが、一部に悪性腫瘍が混在し、また病理学的
に良性とされても再発、転移をする腫瘍もあります。無症状で指摘されることが多い疾患ですが、
悪性疾患の可能性が否定できないこともあり、当科では何らかの方法で診断確定をお勧めしてい
ます。診断は、部位、大きさから、治療も兼ねて手術による摘出となることが多く、基本的に当
科では負担の少ない胸腔鏡下手術を行っています。なお、部位サイズによっては、CT を用いた
腫瘍採取を行い、診断確定した後に、手術や化学療法など治療方針を決定しています。また、胸
腺の胸膜播種症例に対しても、臨床試験として、温熱灌流化学療法を行い、局所コントロールに
努めています。
　また、重症筋無力症に対する拡大胸腺摘除術も、当院神経内科の治療と合わせて行っておりま
す。術前画像を検討し、可能であれば胸腔鏡下手術を行い、重症筋無力症治療に支障がないよう
心がけています。

4）　胸膜腫瘍（主に悪性胸膜中皮腫）
　近年、石綿（アスベスト）曝露に伴う悪性胸膜中皮腫が問題となっています。
　当科では、呼吸器内科、放射線科の医師と連携し、診断から治療まで、一貫した集学的診療を
行っています。臨床試験にて、悪性胸膜病変に対する温熱灌流化学療法も症例を選んで行ってい
ます。

がんにならない“新”12箇条（対がん研究振興財団2011年公開）

1条：たばこは吸わない  7条：適度に運動
2条：他人のたばこの煙をできるだけ避ける  8条：適切な体重維持
3条：お酒はほどほどに  9条：ウイルスや細菌の感染予防と治療
4条：バランスのとれた食生活を 10条：定期的ながん検診を
5条：塩辛い食品は控えめに 11条：身体の異常に気がついたら、すぐに受診を
6条：野菜や果物は豊富に 12条：正しいがん情報でがんを知ることから

注意！　健康人ががんにならないための食生活と、治療中のがん患者さんに必要な食事とは違
います！治療中の栄養管理については、30ページのコラムをご覧ください。

コラム
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　骨・軟部腫瘍ってご存じでしょうか？　骨・軟部腫瘍とは、骨や筋肉・皮下組織などの軟部組織に
発生した腫瘍の総称です。代表的な疾患は“骨肉腫”です。“骨肉腫”っていうと「あーあれか！」と
思い出す方も多いのではないでしょうか。 人生の最も初々しい時期に罹患するので、主人公が罹患す
るテレビドラマがいくつもあります。（とは言いましても、最近日本では、中高年に発生する骨肉腫が
増加しています。不思議ですね。）
　骨・軟部腫瘍には良性腫瘍と悪性腫瘍があります。良性骨腫瘍は偶然発見される場合が多いため、
経過観察だけで済むことが多いのですが、病変の増大により痛みが生じ、骨折を来しそうな状況（切
迫骨折と言います）になりますと手術を行います（資料1）。
　良性軟部腫瘍の代表的なものは脂肪腫です。小さな脂肪腫は特に切除の必要はありません。しかし、
良性腫瘍であっても、10cm を超えるような大きな腫瘍や、整容的に問題がある場合は切除をします。
神経鞘腫のように強い疼痛やしびれの原因になっている場合も手術治療を行います。
　悪性骨・軟部腫瘍の診断・治療は高度な専門性を要するので、
骨・軟部腫瘍に習熟した医師（整形外科医、病理医、小児科医、腫
瘍内科医、放射線科医、リハビリテーション専門医、緩和ケアチー
ムなど、がん専門ナース）がチームとして行動できる体制ができて
いる医療機関での治療が必要となります。これまで、福井県にはそ
のような施設が存在していませんでしたが、骨・軟部腫瘍を専門と
する私（松峯）が昨年12 月に福井大学に就任して以来、そのような
体制を急ピッチで作っています。福井大学が県内で唯一の悪性骨・
軟部腫瘍の治療施設となります。
　悪性骨・軟部腫瘍の代表的疾患は、先ほども言及した骨肉腫です。

“骨肉腫”は、一般に知られた大腸がん、乳がん、前立腺がん、胃が
んのようながんと違って、頻度は大変低いのですが、小児から青年
期にかけて発症することが多い難治性の疾患です。骨肉腫はこの 30
年ほどで急速に治療成績が改善しました。その最も大きな理由が抗
がん剤治療の導入です。抗がん剤治療は、手術の前後に行います。
抗がん剤治療の導入前には生存率が 10 ％程度でしたが、現在では
80 ％程度に向上しました。また、四肢に発生した骨肉腫の場合、か
つては切断術が行われていましたが、現在では切断する機会は大幅
に減少しました。現在では、骨腫瘍切除後に発生する大きな骨欠損
部は、腫瘍用人工関節で再建します。現在の腫瘍用人工関節は、ゴ
ルフ、水泳、軽いテニスなどレクレーションレベルであれば可能なぐ
らい性能が上がっています（資料2）。
　我々は、これらの新しい治療法を積極的に取り込んで最先端の医
療を行います。さらに、放射線治療を併用した術中対外照射自家骨
移植やカスタムメイド腫瘍用人工関節（資料 3）、転移性骨腫瘍に対
する磁性体温熱療法（資料4）などの先進的な手術手技の開発を行っ
ています。今後、さらに福井県の皆様に世界一高度な医療を届けた
いと考えています。

骨・軟部腫瘍

整形外科

資料2　�大腿骨に発生した骨肉腫
と術後X線写真

資料3　�3D積層造形技術で作製した
カスタムメイドインプラント

資料4　�膀胱がん骨転移にたいす
る磁性体温熱療法

資料1　�良性骨腫瘍に対する人工
骨充填
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得意な診療等の内容
　子宮頸がんは、国内で毎年約 1 万人が発症し、近年
は特に 20, 30 代の若年の患者さんが増えています。
治療は、ごく初期であれば患部だけの部分切除術（術
後妊娠可能）、そして、進行すると子宮全体を摘出（術
後妊娠不可能）することが標準治療となります。その
為、妊娠・出産を希望しているにもかかわらず進行し
て発見された若年患者さんとそのご家族には、辛い選
択をしていただかなくてはなりませんでした。現在
は、このような患者さんに対し、「広汎子宮頸部摘出
術（腫瘍の根治性を低下させず子宮温存を目的とした
術式）」が臨床試験として行われるようになりました。
県内の 1 例目は、2014 年に当科が倫理審査委員会の
許可を得ておこないました。その後、数例に対し行っ
てきています。本手術の目的は、腫瘍が再発・転移を起こさないことだけではなく、患者さんが
妊娠し出産していただくことです。現在施行している多くの施設における問題点は、妊娠率の低
さや早産率の高さです。我々は、本手術を施行する施設には、高度な腫瘍治療・不妊治療・周産
期治療が備わっていないといけないと考えています。当院はその3つをバランスよく備えた本手
術に一番適した施設と考えています。

症例数又は診療実績等
　年間3-4例を予定しています。現在は、年間1-2例行っています。

当科の対象とする疾患（患者さん）
　産科婦人科疾患すべてに対応しています。婦人科は、女性ヘルスケア

（更年期・尿失禁）から腹腔鏡手術・悪性腫瘍手術。産科は妊娠に関す
るすべての疾患。

お問い合わせ先
子宮頸がんに関するお問い合わせは、下記あて連絡願います。
子宮頸がんは、月曜日の吉田外来、火曜日の黒川外来 で対応しています。

外来 ℡ 0776-61-3111（内線3287）  　教室HP　http://sanfujin.lqbos.ac／
国立大学法人福井大学医学部附属病院 産科婦人科

妊娠・出産を希望する若年子宮頸がん
患者に対する子宮温存手術

資料1

産科婦人科
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はじめに
　皮膚科は皮膚に生じる全ての疾患を診療する科ですが、当科で特に力を入れている診療の1つが皮
膚がんです。皮膚がんの治療はそのほとんどが「外科手術」を基本とします。皮膚がんの病変部位を周
囲の皮膚と一緒に切り取るわけですが、がんを退治するためには皮膚に大きな欠損が生じることにな
ります。したがって、欠損部位は「植皮術」や「皮弁術」などを用いて再建することが必要になります。
皮膚がんは体表の病気なので、手術治療に際しては整容面に配慮することもとても重要になります。
勿論、整容面を考えるあまり、がんの根治性がおろそかになっては本末転倒です。この両者のバラン
スをとるためには、正確な診断がなければなりません。正確に診断することで、過不足のない正確な
切除の範囲を決めることができます。さらにがんの性質や進行度を正確に評価することで、手術以外
の治療の可能性も含めて、その患者さんに最も適切な治療法を選択することができます。当科で行っ
ている皮膚がんの診断・治療についてお話しします。

皮膚がんの診断
　皮膚がんの診断に限らず、皮膚科の病気の診断は、皮膚科医
が患者さんの話を聞き、皮膚の病変を肉眼的に十分観察するこ
とが第一です。しかし、それでも診断がつかない場合は、確定診
断をつけるために病変を一部（または全部）切り取って、それを
病理組織学的に検討する「皮膚生検」を行うことがしばしば必
要になります。ただ、皮膚生検はとても有用な検査ですが、患者
さんに痛みを伴う検査であり、傷痕も全く残らない、というわけ
ではありません。そこで近年、肉眼的な診察と皮膚生検の間を
埋める検査として「ダーモスコピー」が登場し、当科でも皮膚がんの診断にとても役立っています。
ダーモスコピーには「ダーモスコープ」という高性能の虫眼鏡のような機器を使用します（資料 1）。
ダーモスコープはレンズを直接病変部に密着して使用し、病変部を拡大することで、様々な情報をも
たらしてくれます。ダーモスコピーの利点としては、①簡便な検査であり、短時間の観察で様々な皮膚
病の状態を把握できる ②患者さんに痛みを伴わない検査である、というのがあります。ダーモスコ
ピーを行うことで、皮膚生検が必要なホクロ（悪性黒色腫）なのかそうでないホクロ（色素性母斑）な
のかをある程度鑑別することができますし、「基底細胞がん」という皮膚がんにいたってはダーモスコ
ピーだけで、そのほとんどを診断することができます。当科ではダーモスコピー検査を積極的に行う
のは勿論、皮膚生検の結果に関しても、当院の病理専門医と一緒に組織を確認するなどして、正確な
診断を下せるよう心がけています。

皮膚がんの治療
　次に治療法をがんの種類別にお示しします。

皮膚がんの診断・治療について

資料1　ダーモスコープ
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　「悪性黒色腫」は、いわゆる「ホクロのがん」です（資料 2）。皮
膚の「メラノサイト」という細胞ががん化して発症する疾患で、
進行すると様々な臓器に転移し、命にかかわる事もあります。
早く発見できた場合は、原発巣の「拡大切除」や、リンパ節の転
移を調べる「センチネルリンパ節生検」、一定の領域のリンパ節
を脂肪組織ごと摘出する「リンパ節郭清」などの手術を行うこと
があります。しかし、実際は、患者さんが悪性黒色腫に気付かな
い場合や、皮膚だけではなく眼や腸などに発生することもある
ので、発見されたときにすでに遠隔転移をおこしており、手術ができないことも少なくありません。今
まではそういった手術することができない進行した悪性黒色腫の患者さんに対する有効な治療はあ
りませんでしたが、近年様々な薬が開発され、保険適応となり、進行期の悪性黒色腫の患者さんに対
する治療の良い選択肢となっています。現在は、「免疫チェックポイント阻害剤」という薬に分類され
る、「ニボルマブ」や「イピリムマブ」、悪性黒色腫に特定の遺伝子変異があった場合のみ使用できる「分
子標的薬」の「ベムラフェニブ」や「ダブラフェニブ/トラメチニブ併用」などの治療薬が保険収載され、
当科でもがんの遺伝子変異の有無や、病気の進行の状況などに応じてこれらの薬を使用しています。
　「乳房外 Paget 病」は高齢者の外陰部にできることが多い皮膚がんです。診断が非常に難しく、しば
しば湿疹やたむしと誤診されて治療されていることもあります。多くの場合は皮膚の浅いところにが
ん細胞がとどまっているので、原発巣の手術治療だけで治癒しますが、進行した場合はリンパ節の手
術（所属リンパ節郭清術）が必要になったり、命にかかわる転移をおこすこともあります。手術の出来
ない患者さんに対しては放射線治療が効くことが多く、治療の選択肢の一つとなっています。
　「有棘細胞がん」は高齢者の顔面にできることの多い皮膚がんです。有棘細胞がんも転移すること
がありますが、一般的に高齢者の患者さんが多いので、治療は患者さんの年齢や状態、希望に応じて
治療法を選択していきます。基本的には手術治療が第一選択になりますが、延命のための大手術を行
う場合もあれば、生活の質を落とさないように局部の手術だけを行う場合もあります。手術ができな
い場合は放射線治療を行ったり、「Mohs ペースト」や「亜鉛華デンプン」といった外用剤による緩和
治療などを行うこともあります。
　「基底細胞がん」は基本的に転移せず、命を落とすことは通常ありません。しかし、そうは言っても
やはりがんなので、どんどん大きくなります。放置すればがんが大きくなって痛みが出たり、出血した
りと、生活の質を落とすことになるので、当科では高齢の患者さんにも積極的に手術治療を勧めてい
ます。高齢の患者さんに対しては、できるだけ体に負担をかけない局所麻酔手術や、「人工真皮」を用
いた短時間で整容的にも優れた手術法を行っています。

最後に
　以上紹介した以外にも様々な皮膚がんがありますが、一般的に皮膚がんも他のがんと同様に早期
発見がとても重要になります。早期に発見すれば、大きな手術や化学療法を必要とせずに完治する皮
膚がんも多いですが、早期の皮膚がんの診断は専門的な診断法を必要とする場合も少なくありませ
ん。当科では専門医が診療を担当する「皮膚外科・腫瘍外来」という外来を設けており、皮膚がんの診
断や治療を重点的に行っています。当外来は地域の先生方とも連携した診療を心がけており、皮膚が
んが心配な患者さんや、診察されている地域の先生方におかれましては、気になる皮膚のできものが
あればお気軽にご相談いただければ幸いです。

資料2　悪性黒色腫
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手術支援ロボットで行う低侵襲手術
　低侵襲手術とは、体に負担の少ない、患者さんに優しい手術のことです。皮膚の切る範囲を減
らすことで、出血を少なく、手術時間を短くすることが可能となることで低侵襲手術を実現させ
ます。 その中心になるのが腹

ふく

腔
くう

鏡手術です。腹腔鏡手術とは、体に数ヶ所の小さな穴をあけ、炭
酸ガスを注入し内視鏡をお腹の空間に挿入して行う手術のことです。当科では学会が認定した腹
腔鏡手術の技術認定医 4 名を中心に 2016 年には 100 件を
超える腹腔鏡手術を施行しています。
　ロボット手術は腹腔鏡手術をより安全に、容易に行うた
めに開発されたものです。ロボットが自動的に手術を行う
わけではなく、操作するのはロボット手術に関する認定を
受けた医師です。ダビンチは内視鏡カメラやメスなどを装
着したアームを医師がモニターを見ながら操作する機械で
す。アームは人間より精細で自由に動き、手振れもないた
めに難易度の高い手術も可能となります。

ロボットで行う前立腺がん手術
　前立腺がんは 2015 年には日本人男性のがんのうち、新たに診断される患者が最も多くなりま
した。手術を支援するロボット「ダビンチ」は日本では前立腺がんに対する保険診療が、ほかの
がんに先駆けて 2012 年に認められました。当院では 2013 年にダビンチを福井県内で初めて導
入しました。
　前立腺がんの手術は前立腺を全て摘出します。摘出には開腹手術と低侵襲な腹腔鏡手術があり
ます。腹腔鏡手術は、開腹手術に比べて出血量が少なく、骨盤の一番奥の狭い場所にある前立腺
を取り残す危険が減る利点がある一方、高い技術が求められます。当然のことですが、前立腺が
んの手術治療は「正確に摘出すること」が大切です。ロボットの鮮明な 3 次元の映像や、細かく
正確な動きによって正確な摘出が可能になります。
　ロボットが最も威力を発揮するのが縫う操作です。前立腺を摘出した後、膀

ぼう

胱
こう

と尿道を縫いつ
なぐのは難易度の高い手技ですが、ロボットを使うと複雑な操作が可能になるため、丁寧かつ正
確に縫合することができます。
　また、ロボット支援での細かな操作によって、前立腺のすぐ下にある尿漏れを防ぐ筋肉「尿道
括
かつ

約
やく

筋
きん

」の損傷も少なくすることができます。これにより尿漏れの頻度や回復期間の短縮につな
がります。前立腺摘出時には、前立腺のそばにある勃起神経も一般には一緒に取りますが、術後
の勃起機能温存のために、可能な患者さんには神経を温存する術式があります。温存する場合は、
正確なロボット操作が有効となります。
　当院では、前立腺がんに対して2016年までに130例以上のロボット手術を行いました。ロボッ
トの導入により手術時間が短縮され、輸血もほぼ不要となりました。術後の痛みが軽く、手術翌
日から食事、歩行が可能であり入院期間も短縮されています。現在は早期がん患者さんのみを対
象にしていますが、転移までには至らない「局所進行前立腺がん」への対象拡大が検討課題です。
　当院では、前立腺がんに対して放射線治療である「密封小線源治療」も低侵襲治療として施行
しており、手術以外の治療選択肢もありますのでご相談ください。

ロボットで行う腎がん手術
　腎がんの根治的な治療は手術です。かつては開腹で病側の腎臓を全て摘出する手術が主に行わ

資料1　ロボット手術の風景
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れていました。その後、手術により縫合された傷を小さくすることで痛みなどの負担を小さくで
きる腹腔鏡手術に移行してきました。大きな腎がんの場合には、開腹しないと取れないことがあ
りますが、腫瘍の大きさがある程度までの範囲に留まっていれば、腹腔鏡手術が可能になりました。
　一方、早期発見の腎がんでは、腫瘍のある部分だけを切除して正常な腎組織は温存する手術方
法が、腎臓全体を摘出する方法と比べて、治療効果に差がないことがわかってきました。そのた
め小さな腎がんの手術は、可能であれば腫瘍のある部分だけを切除するという術式に変わり、さ
らに腹腔鏡を用いた部分切除が広まってきました。
　腹腔鏡を用いた部分切除術には課題があります。ひとつは出血の危険性です。腎臓は血流が豊
富な臓器であるため、部分切除の際には迅速な止血操作が重要になります。また、切除した部分
を縫う必要がありますが、縫合の手技が難しいということも課題です。
　ロボット手術では、これらの課題を克服できます。2016 年 4 月からロボットを用いた腎がん
の部分切除手術が保険適応になりました。鮮明な 3 次元映像を見ながら、細かく正確な動きがで
きるロボット手術は、従来の腹腔鏡手術に比べて、切除や止血、縫合の正確さやスピードが圧倒
的に違います。その優れた操作性によって、より正確に、かつ少量の出血で迅速な手術ができる
ようになり、部分切除が可能となる腫瘍の対象が広がりました。
　腎腫瘍を切除するときには、腎臓の大きな血管である腎動脈を遮断して、出血しないように血
流を止めてから切除しますが、血流を止めている時間が短ければ短いほど腎機能は温存されます。
ロボット手術は操作が速いので従来の腹腔鏡手術より遮断時間を大きく短縮することができます。
　腎がんは腫瘍を確実に取り切ることができれば、治療後の経過が悪くなるようながんではあり
ません。ロボット支援によりがんを確実に取り切り、術後の腎機能をなるべく多く残すことが患
者さんのメリットとなります。これまでは腫瘍の大きさや場所の問題のため部分切除が困難で、
病側の腎臓をすべて摘出せざるを得なかった腫瘍であっても、ロボットの導入により部分切除を
受けるチャンスが広がりました。
　ロボット手術の最大のメリットは、縫合手技が容易なことです。手術中に縫合を必要としない
腎摘除術は、現在のところロボット手術の適応とはなっていませんので、従来の腹腔鏡手術で行
うことになります。
　今後はロボット支援手術が保険診療の対象となるがんの種類がさらに増えることが期待されます。

アピアランス支援

　アピアランスとは外見・外観・容姿・見かけなどのことで、がん治療は、傷あと・脱毛・皮
膚の変色・爪の変化など様々な外見の変化をもたらすこともあります。
　近年、がん医療の進歩により治療を継続しながら社会生活を送る患者が増加する中で、治療
に伴う外見の変化に対する患者側の意識が高まり、医療現場にお
けるサポートの重要性が認識され始めるようになりました。当院
でも、ウイッグ相談会を開催したり、常時サロンにウイッグの見
本が見られるようになっており、試着や情報提供等をさせていた
だいています。また、福井県でもアピアランス支援として、今年
4月以降に購入した補整具（ウイッグ、帽子、弾性ストッキング等）
の購入費に対し、1万円を上限に助成する制度が始まりました。
　これからも、自分らしく普段どおりの生活がおくることができ
るよう、サポート体制を充実させていきたいと考えております。

コラム
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　脳腫瘍は脳から発生する原発性脳腫瘍と全身のがんから転移してくるもの（転移性脳腫瘍）が
あります。原発性脳腫瘍は 10 万人あたり 1 年間で 10 － 12 人の発生率であり、福井県で換算す
ると1年間で80－90人程度の新規の患者さんが発生することになります。当院では、おおよそ
その半数を治療しています（2015 年、脳腫瘍手術 62 件：含む重複、脊髄腫瘍、日本脳神経外
科学会報告資料）。

転移性脳腫瘍
　転移性脳腫瘍は原発巣（胃や大腸、腎臓など初発の部位）
の治療成績が向上したため増加しています。脳への転移で
も抗がん剤や特殊な放射線療法（病巣に集中的に放射線を
照射する定位放射線療法）で上手くコントロールされるよ
うになりました。転移が大きく手術で摘出した方が神経症
状が軽減し、生命予後がよいと判断した場合は積極的に摘
出します。手術室内に設置した CT で確実な摘出を達成し
ています。手術室 CT の稼働は本邦で有数（おそらく日本
一）の症例数です（論文 1、写真）。手術中に手足の運動
神経の電気的な活動を観察しながら摘出（術中電気生理学的検査）を行っています。

原発性脳腫瘍
　原発性脳腫瘍で多いものはグリオーマ（神経膠腫）です。
グリオーマは脳や脊髄のあらゆる部位より発生します。病
巣の場所もいろいろですが、種類も多数あります。遺伝子
検査を含めた正確な組織診断を得ること、それに基づく科
学的根拠のある治療法を選択することが大切です。脳は重
要な機能を持っていますので、腫瘍摘出の際に出来るだけ
保護する必要があります。腫瘍細胞を最大限取り除くこと、
そこにある正常神経細胞は残すこと、これはなかなか難し
い問題です。この相反する問題を解決するために世界中の
脳腫瘍外科医が頭を悩ませてきました。

福井大学では以下の方法が実現できます。
１．手術中に専門の病理医が摘出した組織を検査し診断を行うので、腫瘍の摘出範囲や摘出腔へ

の薬剤塗布など、術中によりよい治療方法の選択ができます。
２．腫瘍細胞内に蛍光物質を取り込ませ特殊な光線で光らせることにより正常脳に隠れた腫瘍組

織を見つけ出します（5ALA　光線力学的診断、論文2、写真2）。
３．術中CTで確実な腫瘍と合併症の超早期の発見。
４．先進的なナビゲーターを用いた手術範囲の明示化。術中 CT とナビゲーターが相互に手術前

写真1　手術室CT写真1　手術室CT

写真2

脳脊髄・神経外科
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情報、術中画像情報を統合して手術室内に情報を与えます。
５．術中電気生理学的検査で麻痺、感覚障害、視力障害の回避。麻酔中でも神経活動が測定でき

ます。運動神経近くの腫瘍を摘出するときは運動神経を刺激して手足が動くことを確認し、麻
痺が残らないように摘出を行います。

６．言葉を守るための覚醒下手術。言葉や複雑な判断能力を手術後に守るためには、麻酔を覚ま
して言葉をしゃべりながら摘出を行います。脳は痛みを感じませんので皮膚を十分に麻酔すれ
ば痛みがなくこのような治療が可能です。

　当院の脳腫瘍手術では、形態を元にしたモニター、機能を維持するモニターを駆使して達成度
の高い安全な手術に心掛けています。
　術後補助療法は放射線治療部門、化学療法部門と協働し
治療を継続しています。
　膠芽腫はグリオーマの中でもっとも多く悪性度の高いも
のです。当院での最近 10 年間の膠芽腫の治療成績は以下
の通りで（表：1年生存率　68.0％、2年生存率32.2％で、
米国や日本全体の脳腫瘍統計でのデータ（1 年生存率　
60.3 ％、2 年生存率　25.4 ％、日本脳腫瘍統計 13 版
2014 年）よりもよい結果です。しかしながら、まだまだ
満足いく結果ではありませんので、治癒を目指した治療の
開発を行っています。

論文
1　第二世代の脳神経外科手術室CT導入-1号機17年の運用から得たノウハウ.　北井隆平他、CI研究、2016
2　5-ALA 蛍光陽性と視認できる悪性神経膠腫、腫瘍細胞密度の検討 - 培養細胞での実験と臨床例との対比 .　

北井隆平他、脳神経外科、2014

福井大学附属病院
膠芽腫の治療成績　2001年以後

資料1　日本脳腫瘍統計13版2014年

　タオル帽子。みなさんご存知でしょうか？
　抗がん剤の副作用で脱毛された患者さんのための手作り帽子。闘病中の患者さんを元気づけ
たいという思いから、ボランティアでの帽子作りが始まり、全国に広がりをみせています。
　福井県でも、グリーフケア福井タオルケア帽子の会が活動されており、当院でもサロンイベ
ント等でタオル帽子を作っています。「闘病中の家族にプレゼントしたい」「治療中にこのタオ
ル帽子が役に立ち、嬉しかった。恩返しのつもりで作りたい。」等、
タオル帽子を作る想いも様々です。
　フェイスタオル１本から、手縫いで 1 個の帽子ができます。タオ
ルなので、肌触りが良く、吸湿性もあり、タオルの色柄も自由に選
べます。一針一針思いを込めて縫いあげられたタオル帽子は、入院
中の患者さんに提供し喜ばれています。
　ご希望があれば、帽子作成の紹介もさせていただきますので、が
ん相談支援センターまでご相談下さい。
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がんに対する放射線療法とは
　放射線治療とは放射線という目に見えない光線を患部にあてて、がんを殺すという治療です。がん
治療において、放射線治療は外科手術、化学療法とともに治療の 3 本柱の一つであり、単独治療とし
て行われる場合もありますが、多くは化学療法や手術療法とも併用されて施行されます。

放射線治療の特徴
　放射線治療の特徴としてはがんを切らずに治すということがあります。がんが治るかどうかはがん
の放射線に対する感受性やがんの進行の程度が影響します。また、がんのある臓器を切除しないので、
正常な臓器を温存し、機能が保たれる可能性があります。また、放射線治療は通常は30回程度に分割
して治療するために 1 回あたりの体に対する負担は少ないという特徴があり、かなりの高齢者でも治
療可能です。

どんながんに有効なのか
　放射線治療が適用されるがんとしては肺がんと乳がんが最も多く、次いで前立腺がん、口やのどな
どの耳鼻科系のがん、また、食道がん、子宮がん、脳腫瘍、悪性リンパ腫などにも応用されます。

放射線治療の方法
　放射線治療の方法には外部照射といって体の外から患部に狙っ
て放射線を照射する方法と小線源治療といって放射線の出る金属
を体の中に入れる方法があります。割合としては外部照射が 9 割以
上と大多数を占めており、小線源治療の頻度は少ないのですが、局
所に高線量を照射できる利点があります。外部照射にはリニアック
という治療機械を使用し、主にX線を用いて治療します。

放射線治療の副作用
　放射線治療ではがんを狙って放射線を照射しますが、どうしてもがんの周りの正常組織にも少ない
割合の放射線が照射されます。また、放射線が通過する組織にも影
響があります。正常組織に放射線がかかるとその部位には一時的な
炎症が発生します。皮膚では紫外線による日焼けと同じような症状
が出る場合がありますが、いずれも治療後 1 ～ 2 週間で徐々に軽快
してきます。

当院における放射線治療の特徴
　新型のリニアックを用いた高精度放射線治療について

強度変調放射線治療（IMRT）とは
　強度変調放射線治療（IMRT）と呼ばれる高度な治療は、放射線を照射する各方向からの放射線に

資料2　�IGRT搭載新リニアックと
同室MDCT

資料1

放射線科
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強弱をつけて、周囲の大事な組織や臓器の線量を低くして、複
雑な形をした病巣の形状に合わせて照射する方法です。マルチ
リーフコリメータ（多分割絞り）と呼ばれる厚さ 0.5cm の遮蔽
体をコンピューターで制御して複雑に動かすことにより放射線
の強弱を作ります。IMRT により正常な組織の副作用を軽減す
ることができます。

IGRT搭載リニアックと同室MDCT
　画像誘導放射線治療（IGRT）とは治療を行う際の位置を決め
る際に従来の治療では皮膚のマークで行っていたのに対し、X
線画像を用いて位置を正確に決めて行う治療です。新リニアッ
クでは治療用の X 線を用いて画像を撮影し、その画像を使用し
て治療の位置を自動で修正することが可能となり、従来に比較
して格段の正確さで治療を行うことが可能となります。
　当院の特徴としては IGRT 搭載の新リニアックと同室に
MDCT（多検出器型の高速CT）が設置されており、この同室CT
を使用してより正確に腫瘍の位置を合わせることが可能です。
　当院ではこの同室MDCTを用いたIGRTで正確に位置の補正
を行い、IMRTの治療を行っています。

IMRTの治療対象について
　当初は限局型前立腺がんを対象として開始致しましたが、そ
の後、頭頚部腫瘍、婦人科腫瘍、脳腫瘍など IMRT の適応される
領域が拡大してきています。

高精度のピンポイント照射（定位的放射線治療）について
　IGRT 搭載の新リニアックと同室 CT を用いて、高精度のピン
ポイント照射が施行可能です。小さな脳腫瘍や肺腫瘍に対し
て、同室CTで正確な位置を決定し、その後に病変部に集中的に
放射線を照射することで、精度が高く、効果も高い治療が可能
です。

前立腺がんのシード小線源治療
　また、泌尿器科と共同で 2006 年より前立腺がんに対する
ヨウ素（I-125）シード線源の永久挿入療法を北陸で最初に開
始し、これまでに 250 例の治療を行い、良好な成績を認めて
います。

資料3　前立腺がんに対するIMRT

資料6　�前立腺がんに対するシード線源
の永久挿入療法

資料5　�小さな肺腫瘍に対する定位
的放射線治療

資料4　同室MD-CTを用いた位置補正
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　“早期からの緩和ケア”という理念の下、がん性疼痛に対して早い段階でのオピオイド（医療
用麻薬）投与が一般的となり、その効果は 80 ～ 90 ％の痛みに対して有効であると言われてい
ます。「麻薬は寿命を縮める」とか、「痛みはなるべく我慢した方がいい」というのは一昔前の考
え方で、逆に長く痛みに曝されると、免疫系という本来生命を守るべき防御機構が抑えられてし
まうことも明らかになってきました。また、痛みによるストレスを放置すると、生体の正常な痛
みを伝える機能にも影響し、本来の痛みとは別の痛み（神経障害性痛）を生じる可能性もありま
す。がん性疼痛は非常に大きなストレスだからこそ、放っておく事はできません。当院のがん診
療では、オピオイドによる鎮痛が不十分な場合に対して、さらなる積極的な除痛に取り組んでい
ます。化学療法、放射線療法、理学療法などと共に、その一翼を担うものとして、われわれ麻酔
科も、神経ブロックというインターベンション治療や漢方医学を使い治療に参加してきました。
　神経ブロックとは、痛みに関与する神経、あるいは神

しん

経
けい

叢
そう

に向かってブロック針を刺入し、直
接またはその近傍に局所麻酔薬または神経破壊
薬を注入して、神経の伝達機能を一時的または
永久的に遮断する方法です。神経ブロックの併
用は様々な理由でオピオイドの軽減に繋がると
考えられ、これは患者さんの疼痛緩和だけでは
なく、日常の生活や活動の制限を大幅に改善す
ることにもなります。一方で神経ブロックには
一定のリスクを伴うことも事実であり、特にが
ん性疼痛においては、神経ががん細胞によって
圧迫され通常の位置と異なった場所に変移して
いたり、神経ブロック施行中の体位の維持が困
難であったり（長時間のうつ伏せや仰向けがで
きないなど）することが多々あります。当院で
は、この点を少しでも改善するため、高度画像
解析装置を用いた神経ブロック法に取り組んで
います。写真に示しますコーンビーム CT で素
早くターゲットの神経周囲組織の 3D 画像を構
築し、最も侵襲の少ないブロック針の刺入経路
を作図します。その後、作図に従って、装置の
ガイドシステムやバイプレーン透視を使って、
針を目標まで進めるというやり方です。これは
従来経験に頼ってきた曖昧な部分をなくすばか
りではなく、手技のスピード化や精度の改善、

痛みの緩和はオーダーメイドで

麻酔科・蘇生科

資料1　�バイプレーン透視＆コーンビームCT

資料2　�腰椎における3D画像解析の一例
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合併症の予防にも繋がると考えています。
　また、日本の伝統医学でもある漢方医学には、漢方方剤による湯

とう

液
えき

治療のほかに、鍼灸治療と
推
すい

拿
な

（マッサージ）治療も含まれます。両者共に麻酔科においては、難治性の慢性痛患者に対し
て古くから用いてきた経緯もあり、馴染みの深い治療法になります。先に述べました緩和ケアの
早期介入に、漢方医学の果たす役割は大きいと考えられますが、西洋医学的ではなく、漢方医学
的な考えに基づく処方や処置の適応はまだまだ少ないのが現状です。当院では医療従事者に緩和
ケアにおいて漢方医学が症状緩和に役立つという知識を浸透させるだけではなく、習得・育成に
も力を入れています。
　痛みというのは個人差が非常に大きなものです。統計的・数値的には確かに 80 ～ 90 ％のが
ん性疼痛がオピオイドによってコントロールされているのかもしれませんが、そこには本人すら
意識しない潜在的な痛みへの我慢がある事を否定できません。当院麻酔科・蘇生科は、神経ブ
ロックや漢方医学、硬軟織り交ぜて、個々の細かい違いに配慮したオーダーメイド的な痛みの緩
和を目指して、それぞれ違う症状を持った患者さんの治療に当たりたいと考えています。

がん薬物療法による皮膚障害について

　近年、科学の進歩によりがん細胞の発生・増殖の仕組みが少しずつ解明されています。それ
に伴い従来の抗がん剤と比べ、よりがん細胞を攻撃でき、正常な細胞への毒性が少ない薬剤が
開発されてきました。これにより従来の抗がん剤で生じていた副作用の頻度は減りましたが、
新たな副作用も出現しています。その中の一つに、にきびの様なぶつぶつ（ざ瘡様皮疹：ざそ
うようひしん）や皮膚の乾燥・亀裂、爪の周りの皮膚の炎症（爪囲炎：そういえん） といった
皮膚障害があげられます。

表）皮膚障害の出やすい分子標的薬・抗がん剤

皮膚障害を生じる抗EGFR阻害薬 注射：アービタックス®/ベクティビックス®
内服： イレッサ®/タルセバ®/ジオトリフ®/タイケルブ®

手足症候群を生じる分子標的薬 インライタ®/スーテント®/ネクサバール®/
スチバーガ®/レンビマ®/ヴォトリエント®

手足症候群を生じる従来の抗がん剤 ゼローダ®/ドキシル®

　最近のがん薬物療法は入院治療から外来通院治療に移行してきています。それに伴い、患者
さんが家庭や職場で社会と接触しながら治療生活を送る事が長くなってきました。この状況で、
身体に出現するつらさのなかで皮膚障害をはじめとした外見に現れる副作用は、つらさの度合
いが高いとされています。
　しかしこれらの薬剤が原因との皮膚障害は、早期から患者さん自身で皮膚ケアにしっかり取
り組むことで、皮膚症状を軽減させられる事が研究結果でもわかっています。十分に皮膚ケア
を行い皮膚症状をコントロールし、適切ながん治療が継続できる事が患者さんの生活の質

（QOL）の向上につながります。これら薬剤を使用される際や皮膚症状でお困りの際は、お気
軽にご相談ください。
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