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肺がん診療のご案内

茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター

肺がんとは
がんは正常の細胞がその機能を失い、無秩序に増えることで発生する病気
です。
（この変化が）呼吸をつかさどる臓器である肺(気管・気管支・肺胞)の
細胞におこった状態が肺がんです。
肺がんは世界的に増加傾向にあります。肺がんは治りにくいがんで、その死
亡者数は増加の一途にあり、
１９９８年には日本国内の悪性腫瘍による死亡
の中で１番多い原因となりました。
肺がん発生の原因として喫煙の影響が大きいと考えられており、喫煙指数
（=１日の喫煙本数×喫煙年数）が600を超える重喫煙者では非喫煙者に比
べ4.5倍も肺癌発生のリスクが高くなります。
肺がんの自覚症状は初期には全くない場合が多く、早期に発見するには検
診受診が必要です。しかし、胸部レントゲン写真による検診では早期発見率
が低く、最近ではＣＴ検診の有用性が報告されています。
他のがんと同様に手術・放射線治療・化学療法が肺がん治療の３本柱で、が
んの進行度に応じて治療法が選択されます。
肺がんと診断された患者さん全体では治る人は２０％弱であり、肺がんが難
治性であると言われるゆえんです。肺がんが難治である最大の理由は進行
した状態で発見されることが多いからであり、早期に発見されさえすれば
治癒可能です。予防のための禁煙の推進とともに、早期発見のための検診
受診を怠らないことが重要です。
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当院の肺がん診療の特色
当院は全国がんセンター協議会加盟施設であり、地域がん診療拠点施設に認定されています。
また呼吸器悪性疾患の診療に必要な各種学会の認定施設であり、
それぞれの領域の専門医が在籍しています。

学会認定施設
◎日本内科学会

◎日本臨床腫瘍学会

◎日本外科学会

◎日本呼吸器学会

◎日本呼吸器外科学会

◎日本胸部外科学会

◎日本呼吸器内視鏡学会

◎日本医学放射線学会

◎日本放射線腫瘍学会

◎日本核医学会

◎日本病理学会

◎日本臨床細胞学会

【 集 学 的 治 療とＥ Ｂ Ｍ の 実 践 】
難治性がんの代表的疾患である肺がんは、手術、放射線、抗がん剤、緩和療法などを複合する
集学的治療により生存率の改善が期待されつつあります。しかし、その治療選択を画一的に
行うことは難しいため、当院では質の高い臨床研究から得られたエビデンスに基づき、さらに
個々の患者さんの状況にあわせて内科、外科、放射線科、病理医師により治療計画を立案し
ています。
（ＥＢＭ：Evidence-Based Medicine＝根拠に基づく医療の実践）
当 院 の 呼 吸 器 診 療に携 わる各 診 療 科 はそ れ ぞ れ の 領 域 の 厚 生 労 働 省 の 班 会 議や
JCOG(Japan Clinical Oncology Group)など多施設共同研究に参加しており、各種の臨
床試験に参加することも可能です。

【自己 決 定とＱ Ｏ Ｌ への 配 慮 】
専門の医師による「がん相談専門外来（セカンドオピニオン外来）」を行っているほか、平成
１９年１月に相談支援センターを開設いたしました。相談支援センターでは様々な悩みや不
安を抱える患者さまが安心して治療を受けられるよう、患者さまご本人やご家族を支援す
るため、看護職の相談員と医療ソーシャルワーカーが患者さまの利用できる助成制度や福
祉サービスなどの様々な情報提供や相談業務を行っています。
また、緩和ケアや在宅治療など患者さまの生活の質（ＱＯＬ）を重視した医療への取り組みも
積極的に行っています。

グループカンファレンス

毎週木曜日朝に呼吸器グループの臨床各科が集ま
り、症例検討会を行っています。このカンファレンス
で診療方針が決定されます。

毎週金曜日夕方に開催されるこのカンファレン
スでは主に手術症例の画像と病理所見の比較検
討を行っています。
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肺がんの診断
放射線診断
【 画 像 診 断（64MDCT・PET/CT）】
当院には64列の多列検出器を搭載したMDCTやがん診療の新し

CT画像

い診断装置であるPET/CT等の最新鋭の放射線診断機器が導入
されており、肺がんをはじめとする呼吸器疾患の診断の精度向上
に寄与しています。特に、茨城県内で初めて導入されたPET/CT装
置は、①肺腫瘍の良悪性の判定、②病期診断（肺がんの進行度や遠
隔転移の有無の判定を行い適切な治療法を決定します）、③再発

ＰＥＴ画像

診断（手術や放射線化学療法治療後の再発の有無を診断します）
に不可欠の検査となっています。この検査は、FDGというがんに集
積する放射性薬剤を投与して30分程度、横になって撮像をするだ
けで苦痛なくがんの広がりが診断できるものです。同時にCTの撮

ＰＥＴ/CT
融合画像

影も行われますので、従来の肺がんの画像診断に必要であった胸
部CT検査、腹部CT検査、骨シンチグラフィなどが一回のPET/CT
検査ですむようになり、患者様の負担も少なくなりました。また、従
来の検査と比較してPET/CT検査の診断精度は高いことが報告さ
れています。

PET/CTの画像
PET/CT検査で左上肺野の径
10mmの肺結節（
）と縦隔リン
パ節（ ）にFDG集積が認められ左
上葉肺癌と縦隔リンパ節転移と診
断された症例です。

【CT 下肺生検】
当院では気管支鏡で診断困難な肺野末梢側の病変や縦隔病変などの組織学的診
断のために、CTで腫瘤の位置を確かめながら体表から生検針を刺入して組織を
採取するCT下肺生検を行っており、高い正診率を得ています。気管支鏡検査と同
様に本検査で組織学的確定診断を得ることで手術適応の最終判断、適切な化学療
法（抗がん剤）の選択等が可能になります。下図は年度ごとのCT下肺生検の件数
を示します。2006年度に件数が減少していますが、これはPET/CT等の最新鋭診
断機器の導入によって侵襲的な手技によらずとも肺病変の診断が可能になったこ
とによるものです。

CT下生検の施行件数の推移
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内視鏡検査
【気 管支内視鏡検査】
気管支内視鏡検査では通常の気管支鏡の他、極細径気管支鏡、超音波気管支
鏡を施 行することができます。極 細 径 気 管 支 鏡 は直 径が2 . 2 m m（ 通 常 は
6.0mm）ときわめて細いため、患者さんの負担が少なく、末梢気道病変での診
断精度の向上に期待が持たれています。超音波気管支鏡については胸腔内リン
パ節の細胞診診断の精度を向上させ、適切な原因診断、進展度診断を可能にし
ました。また中枢気道閉塞性病変に対しては処置としてステントやレーザーを
使用する手技を行っています。

気管支鏡検査の様子

当院では年間約300例の気管支鏡検査を
行っています。検査の目的に応じて様々
な種類の気管支鏡を使い分けています。

気管支鏡で見た肺がん

気管支の中に腫瘍（
）が見えていま
す。通常、このような腫瘍はレントゲンや
CT検査では確認することは出来ません。

局所麻酔下胸腔鏡（全183例）
による
診断のうちわけ

【局 所麻酔下胸腔鏡検査】

その他
11例

悪性胸膜
中皮腫 3例

胸水の診断治療に関しては、全国的にも施行施
設の少ない局所麻酔下胸腔鏡を積極的に取り

非特異胸水
19例

入れています。5年間で180例を超える検査症
例があり、全国でも有数の実績です。アスベス
ト吸入と関連を持つことで注目されている悪
性胸膜中皮腫では発症早期に多くの患者さん
で胸水を認めることから、早期の診断治療に期
待が持たれています。

結核
22例
感染症
43例

肺がん
58例

転移性肺腫瘍
27例
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肺がんの診断
病理診断
【病理 診断の重 要性】
患者様の体より採取された病変の組織や細胞から顕微鏡標本を作成し、光学顕微鏡を用いて
組織学的な検索を行うのが病理診断です。肺がんの診療において、病期や組織型を診断する
病理診断は非常に重要な位置を占めており、細胞診断、生検組織診断によって治療方針が決
定されるのみならず、手術中の迅速病理診断によって手術方針が決定されるなど肺がん診療
において不可欠な存在となっています。

【 病 理 診 断 スタッフと 業 務 】
当院では２名の常勤病理医（両名とも日本病理学会認定病理専門医および日本臨床細胞学会
認定細胞診専門医）と3名の日本臨床細胞学会認定細胞検査士が勤務しており、呼吸器材料
の病理診断にあたっています。当院では、次のような病理診断業務を行っています。

細胞診断
痰や胸水、また気管支鏡検査で採取された検体を顕微鏡で調べて、その中にがん細胞がいるか
どうか判断するのが細胞診断です。

生検組織診断
肺の組織の一部を内視鏡や生検針を用いて採取して、それらを顕微鏡標本にします。それらを顕
微鏡で調べる検査を生検といいます。この生検の診断結果に基づき治療方針が立てられます。

手術中の迅速診断
病変が体の奥にあり生検が難しい場合には、手術中に病変を採取し、30分ほどで標本を作製し
病理診断が行われます。診断結果は手術執刀医に連絡され、手術方針が決定されます。病変が
取り切れたかどうかの断端の評価や、転移の有無の評価もこの方法で行われます。

手術検体の組織診断
手術で摘出された肺を、病理医が肉眼で病変を確認し、診断に必要な部分を切り取ります。病理
医は、それから作製された顕微鏡標本を観察し、がんの性質や転移の有無を確認し、臨床医に
報告します。手術後の追加治療方針などがこれにより決定されます。

細胞診検査
手術で得られた肺の
切除面のがん細胞の
有無を、細胞診で検査
しているところです。
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顕微鏡で見た
肺がん
（扁平上皮がん）
の組織像
病理医は顕微鏡でこのよう
な組織を観察して、臨床医
に報告します。

肺がんの治療
外科的治療
当院の呼吸器外科では3人の専門医が中心として診療にあたっています。呼吸器外科の手術
症例は年々増加しており、特に肺がんについては急速に症例が増えています。
2006年は110例の肺がんの手術を含め、約170例の呼吸器外科手術を行いました。
呼吸器外科の手術では分離換気という特殊な麻酔を必要としますが、当院では熟練した常勤
の日本麻酔学会専門医がこれらの麻酔を行っております。
厚生労働省主催の複数の研究班に班長、班員、班友として参加するとともに全国がんセンター
協議会を中心とした多施設共同研究班（JCOG）にも属し、全国的な臨床研究にも数多く参加
しています。このような情報に基づき、現在国内で施行可能な最新の治療を行っております。
肺がんについては早期の肺がんに対しては画像所見を参考とした積極的縮小手術を行うと共
に、局所進行肺がんに対しては化学療法や放射線療法を組み合わせた集学的治療を行ってお
ります。また胸腔鏡を利用した低侵襲手術の導入も進めており、術後在院期間も約8日と短く
なっております。

肺がん手術症例数の推移
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総数
0

110

173

＊疾患が重複した場合、それぞれの疾患に症例数として
加えました。このため各疾患の合計数と総数とは一致
いたしません。

肺がん手術の様子
当院では体に優しい手技を目指して胸腔
鏡下手術の導入を進めております。しかし
ながら、がんの手術において最も重要な
要素は根治性（がんが治る程度）や安全性
です 。当 院 ではこれらの 3 要 素（ 低 侵 襲
性、根治性、安全性）のバランスを考え、手
術手技の改良を進めております。
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肺がんの治療
放射線治療
当院の放射線治療は学会認定医1名と専任技師3名および看護師1名が担当しています。治療機器は最
新の治療技術に対応できるものを揃えており、同時に治療精度の維持・管理にも力をいれています。医
師および技師は全員医学物理士資格を有し、技師2名は放射線治療品質管理士資格も取得しています。
治療機器は、体の外から病巣を狙い撃つリニアックという外部照射装置と、体内に放射性物質を送り込
んで病巣の内部から照射を行う小線源治療装置の2種類の治療を病気に応じて使い分けます。
体幹部の腫瘍にいわゆるピンポイント照射を行うため、
リニアック治療室内に照準確認用装置を設置し
ています(写真)。また、特に肺腫瘍を正確に治療するための呼吸同期照射装置も整備しています。頭部
のピンポイント照射のためには、頭部専用定位照射装置を導入しています。
当院では結節型の原発性肺がん、転移性肺腫瘍に対する大線量少分割法3次元照射を1990年に開始
し、1999年までに58病変を治療しました。この経験をもとに、2000年から精度を高めた体幹部定位照
射を開始（線量分布は図参照）、最近は年間15病変程の治療を手がけています（グラフ参照）。治療期間
は2週間で、外来通院治療でも場合により対応可能です。

肺がん放射線治療症例数の推移
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肺がん新患患者数

定位照射の線量分布図

リニアック治療室

白く描出された結節が処方線量の90％以
上の線量があたる領域（緑線）内に含まれ
ています。

向かって右がリニアック本体で、X線および電子線による治療がで
きます。向かって左は照準確認のためのX線透視装置です。

内科的治療 〜抗がん剤治療〜
内科的治療は主に抗がん剤を用いた治療（化学療法）となりますが、患者さんの状態に合わせ
て放射線、手術などの治療を組み合わせて行っています。また、疼痛そのほかの苦痛にも薬、放
射線療法などにより早期から平行して対応しております。抗がん剤には、様々な副作用のある
ものもあり、それらに対処できる経験のあるスタッフのもと治療を行っております。
抗がん剤の決定に際しては、ガイドラインの他、日々発表されている新たなエビデンスのある治
療方法を検討し、お奨めするほか、当院内科はJCOG(Japan Clinical Oncology Group)な
どの多施設共同研究に参加しており、患者様の意志に沿う形で最先端の臨床試験に参加するこ
ともできます。
様々な理由で、積極的には治療を望まれない方や、なるべく自宅で過ごされたい方など、それ
ぞれの希望に応じて対応しておりますので、安心してご相談ください。

肺がん新規患者数および治療内容の推移(呼吸器内科担当)
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※術後補助化学療法の症例は含みません。

緩和ケア・在宅医療
がんそのものに対する治療のみならず、がんによる痛みや苦しみに対す
る積極的な緩和ケアを早期に導入しております。緩和ケアにより痛みや
苦しみを取り除くことで患者さまの望むＱＯＬの高い生活が送れるよう
になり、患者さまの身体・精神状態が改善されることでがんそのものに
対する治療にも効果が期待できます。痛みの改善にはモルヒネなどが使
用されますが医療用麻薬の使用に不安を感じる患者さまが一般的です
ので、十分なインフォームドコンセントを行っています。
また、穏やかな時間をご自宅で過ごしたいとの希望をお持ちの患者さん
には地域の医療機関等と連携を図り、在宅での治療を行っています。
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