
平成 27 年度 第２回神戸市がん対策推進懇話会 議事要旨（抜粋） 

 

 

日時 平成 27 年 11 月 12 日（木） 午後１時 56 分～午後 3時 53 分 

 

場所 神戸市役所１号館 14 階 大会議室 

 

議題 

（１）がん治療の現状に関する懇話会委員からの報告 

Ⅰ．がん治療の現状 

Ⅱ．がんの診断と放射線治療（足立委員）：説明資料参照 

Ⅲ．外科診療と化学療法  

Ⅳ．周術期口腔機能管理と医療連携 

Ⅴ．在宅医療・在宅緩和ケア 

Ⅵ．在宅医療・在宅緩和ケア：神戸市内での先駆的な取り組み 

 

議題（１）がん治療の現状に関する懇話会委員からの報告 

Ⅱ．がんの診断と放射線治療（兵庫県立がんセンター 足立 秀治） 

〇委員 

（胸部の画像診断について） 

肺がんを中心として話をさせていただく。胸部の画像診断については、現在主に胸部Ｘ

線写真とＣＴ、ＰＥＴなどが、肺がんの早期発見のために用いられている。 

１）胸部Ｘ線写真 

以前はフィルムを用いて行われていたが、最近はデジタル画像が主体となる。胸部Ｘ線

写真は１枚の平面の写真だが、胸郭を構成する筋肉、気管支、肺血管、などの構造物が重

なって投影され、立体像を１枚の写真（平面）に投影したものであるという見方が重要で

ある。胸部の病変が疑われた場合には、胸部Ｘ線写真は簡便性と経済性から、まず最初に

行う検査法と考えられている。胸部Ｘ線写真ではデジタル画像の進歩により、比較読影、

画像処理で引き算した画像（差分画像）で病変部を見つけることもよく行われており、コ

ンピュータ支援診断システムの開発も行われている。ただ、ＣＴで見たら大きな肺がんの

場合でも、単純写真で見ると他の臓器との重なりのため見つけにくい場合がある。胸部Ｘ

線写真の特徴は、非常に簡単で安く、全体がよくわかることで、問題点としては重なりの

ため診断困難な部分があり、正常の影を異常と考える場合があることである。 

 

２）ＣＴ 

コンピュータ技術の著しい発展とＣＴ装置、ソフトなどの飛躍的進歩によって、ＣＴ



は、早く、広い範囲をきれいに撮影可能となった。造影ＣＴも非常にコントラストが良好

で、時間要素も入れた４Ｄ（空間的な３次元と時間の４次元）の画像が撮影可能となっ

た。現在のＣＴは横断画像だけではなく体積データを収集しておいて、そこから任意の断

層像を得ることができる。広い範囲を撮るので、（読影する）放射線科医にとっては負担

が大きいが、ＣＴの被曝線量の低減技術も開発され急速な進歩がみられる。高分解能ＣＴ

という技術では、非常に薄く撮影して見やすく処理をすることで、病変の周囲の状態など

が非常によくわかる。最近では、ＣＴ画像の解析により、ある程度病理像と予後まで類推

できるようになってきた。ＣＴでは病変の有無がよくわかるため、見落としが少なく、周

囲組織への拡がり診断が容易であるが確定診断はできないため、診断を確定するために

は、（切除した組織を）病理の先生に診てもらう必要がある。 

 

３）ＰＥＴ－ＣＴ 

ＦＤＧを用いたＰＥＴはブドウ糖の代謝の亢進した部を画像化する検査で、最近はＣＴ

と一体となったＰＥＴ－ＣＴが普及している。がん細胞はブドウ糖の代謝が非常に増加す

る性質があるため、ＰＥＴ－ＣＴではＰＥＴでの糖代謝を加味した診断と、ＣＴでの形態

診断を重ね合わせて正確な位置がわかり、１回の検査で全身の検査ができるメリットがあ

る。検診やドックでがんの存在診断として使われる場合もあるが、保険診療としては、が

んが確定した場合の拡がり診断（病期診断）や再発診断などに用いられる。 

欠点としては、ＰＥＴのみでは画質が劣るため正確な位置の判断が難しく、ＣＴとの重ね

合わせが必要となり被曝線量も若干増加する。今後の肺がんの画像診断は、基本的には胸

部写真とＣＴが基本になり、転移の検索に関してはＰＥＴやＭＲＩなどの検査法が必要と

なる。いずれにしても、きれいに、早く、患者さんに優しい検査を行い、正確な診断を行

った上で最適な治療に繋げる必要がある。また肺がんの個別化治療への展開へも行われて

いる。 

（放射線治療について） 

放射線は、細胞分裂時に遺伝子に作用して細胞が増えない様にする作用や、細胞が新し

い細胞に置き変わるときに脱落する仕組みを促すことでがん細胞を消滅させる作用があ

り、この作用を利用してがんを治療する。最近、高齢化でがん患者がふえていることや、

欧米での治療の適用が日本にも普及していること、分子標的治療を含め、抗がん剤の進歩

により生存期間が延長し緩和照射（がんの完全治療をめざすのではなく、増大を抑える目

的の放射線治療）を行う機会がふえていることが原因で、非常に放射線治療患者が増加し

ている。ＣＴの発達とともに、三次元での治療が行われるようになり、ＣＴを用いた治療

計画により腫瘍部位に対して正確な放射線照射が行われる。喉頭がんは非常に放射線が効

く疾患で、早期のものでは、ほぼ100％治癒ができる。手術で摘出すると機能が失われて

声が出なくなるが、放射線治療では声を失わずに完治ができる非常によい適応である。高

度な放射線治療が進歩しており、定位放射線治療、強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）、Ｉ



ＧＲＴと言われる画像誘導放射線治療などがある。いずれにしても、病巣部に放射線をし

っかり照射し、正常部はできるだけ線量を低減する技術の進歩がみられる。定位放射線治

療を行った早期肺がん症例では、いろんな方向から放射線を当てて、10 グレイ/回の照射

で、ピンポイントにがんを狙い撃ちして、5 回の治療で腫瘍は消えており、ほぼ手術に匹

敵するようなデータが得られつつある。ＩＭＲＴは、腫瘍の形に合わせてビームの角度、

強度を変更して照射を行い、病巣部以外の当てたくないところの線量を制限する放射線治

療で、最近は非常に増加している。 

粒子線治療は、①線量の集中性が高く、病巣部に線量を集中し、病巣以外の線量を減少

することができることと、②生物学的特性が高く、放射線治療が効きにくかった腫瘍に対

しても効果があるのが特徴である。小児悪性腫瘍、骨軟部腫瘍、悪性黒色腫、肝がんなど

に用いられている。陽子線や重粒子線治療の特徴は、エネルギーによって人体の中へ入る

深さが定まることで、ある程度入ったところでピークになる（ブラックピーク）という特

徴があり、がんの病巣に一致させてこの部分でピークになるように線量分布をコントロー

ルすることで、正常部の放射線を減らして病巣部に線量を集中させる。来年(平成29 年）

秋に、小児を中心とした粒子線治療施設が神戸市にもできる予定である。 

 

（意見交換） 

〇委員 

放射線治療が手術にも劣らない成績になっているということだったが、外科へ行った

ら、手術を優先させるのか、放射線のほうへ行くのかというのはどうするのか。 

〇委員 

当院（中央市民病院）では、毎週、呼吸器外科医と呼吸器内科医と放射線治療医でカ

ンファレンスをして治療方針を決めている。定位照射は、僕は外科ではあるが、割りと

容認派で、手術を受けたくないという方がおられるのでそちらに行ってもらって、後か

ら手術するのは難しくはないので、それから手術しましょうかというふうなことも言っ

ており、外科の中では珍しいほうかもしれない。 

〇委員 

がんセンターでも、呼吸器カンファレンス（肺がん症例検討会）を通じて、最適な治

療を検討している。検討会には呼吸器外科、呼吸器内科、放射線診断・治療科と病理診

断科の医師が参加して全ての症例の検討を行い、合議の上で最適な治療法を考えてい

る。 

〇会長 

大学（神戸大学）も同じように、トゥモール・ボード（腫瘍の検討会）で、最近は腫

瘍内科医も入って、カンファレンスをやっており、そういうところがふえていってくれ

るといい。 

 



〇委員 

レントゲン、胸部写真で、臓器が重なって見えにくい、診断がつきにくいことがある

今の検診方法はこれでいいのだろうか。メディカルクラスターが整備されて、診断や治

療が受けられるというのは、本当にがん患者からすると一部になるのかなと思うが、こ

ういうふうなところで診断、治療が受けられるような、手順的なものがあるのか。 

〇委員 

肺がんについては、基本的には年に１回、経年的に胸部Ｘ線写真でのがん検診を行

い、精度管理をして、前年度の対比読影をするということで、かなりの死亡率の低減効

果があることが日本や海外のデータで確認されている。胸部Ｘ線写真でがんの検出が困

難な場合があり、ＣＴ検診が試行的に用いられている段階だが、なかなか政策として一

般の方を対象にＣＴ検診を行うところまで追いついておらず、データもまだ出ていな

い。まずは肺がん検診として胸部Ｘ線写真を年に１回ちゃんと受けることを心がけてほ

しい。 

あとは、何か異常所見や症状があれば、かかりつけの先生へ、まず相談するということ

が基本で、そこから、がんセンターや各病院への連携、紹介いただけるようなシステム

になっている。 

〇会長 

集団検診とは、人間ドック、がんドックはお金のかけ方も全然違う。 

〇委員 

兵庫県の場合、精度管理が十分できていないので、そこは力を入れていきたい。ま

た、専門的な医療機関での治療が済んだ後は、かかりつけ医に戻っていただいて、専門

の先生とかかりつけ医が連携していくということを患者さんにもご理解いただいて、限

られた医療資源で適切な医療が受けられるようにということをご記憶いただきたい。 

〇事務局 

放射線治療や化学療法による副作用で、患者さんの脱毛とかスキントラブルに対処す

るような啓発支援について、ご紹介いただけることがあれば、お教えいただきたい。 

〇委員 

化学療法に関しては、化学療法の認定の看護師がおり、今はほとんど化学療法を外来

でする。外来部門で支援を積極的にされているところは、拠点病院はほとんど、そうい

う体制を整えており、がん相談支援センターでいろいろな情報や、どういう薬を使った

らいいかということも支援等はされている。 

〇委員 

化学療法でみんなが髪の毛が抜けるとは限らないし、薬の組み合わせで違い、また抜

けたとしてもウィッグなどを患者さんに紹介したりする。 

 



1

神戸市がん対策推進懇話会
平成27年11月12日14:00-16:00

兵庫県立がんセンター 足立秀治

がんの診断と放射線治療の進歩

ー肺がんを中心にー



・胸部Ｘ線写真

・コンピュータ断層撮影法

（computed tomography, 以下 CT)

・陽電子放出断層撮影

( positron emission tomography, 以下 PET)

胸部の画像検査法
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胸部Ｘ線写真
・Ｘ線管球で発生したＸ線が，体内を通過して、吸収され透過し

たＸ線を画像化

• 以前はフィルムを用いて撮影していたが、最近はデジタル画

像が主体。フィルムではなく、モニターで読影
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胸部Ｘ線写真

胸部を構成する筋肉や気管支，肺血管などが重なって投影される



簡便性や経済性から、胸部の病変が疑われた場
合に、最初に行うべき検査法

 フィルムからデジタル画像へ
 画質改善の取組み、フィルム、増感紙の改良

 ＣＲなど、デジタル画像（技術）の進歩

 コンピューターの進歩、PACSの整備で、モニター診断へ

比較読影、サブトラクション（差分画像）、コンピュ
ータ支援診断（CAD） などの読影システムの構築

胸部X線写真
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60才代、男性、右上葉の肺腺がん

大きながんでも見えにくいことあり



7
50才代，女性，左上葉の肺腺がん

非常に淡い影の肺がんもあり！
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胸部Ｘ線写真の特徴と問題点
特徴：

簡単に撮影できて安い，胸部の全体がよくわかる
肺や心臓、大動脈などの形がわかる
病変の有無，変化，性状，など

問題点：
臓器との重なりのため見えにくい（診断しにくい）部あり

心臓，血管，横隔膜，など
肺の約2/3は他臓器と重なる

正常の影を異常ありと考える場合あり
（乳首，肺血管，肋骨，等）

胸部Ｘ線写真では肺がん（異常影）の発見が困難なことあり



CTの進歩
撮影時間の短縮:

スライスあたり4.5分から0.275秒へ

スリップリングを用いたらせんCTへ：
管球の連続回転が可能
一回の息止めで体積データを取得

検出器の進歩:
1列から4列, 16列, 64列，320列へ
（多列検出器型CT，以下MDCT)

さらに面検出器CTへ！
薄層（0.5mm-1mm厚）での
再構成
高コントラストの造影CT

コンピューターの進歩：
膨大なデータ処理、3D、4D画像
MPR画像（多断面再構成画像）
手術支援画像（シミュレーション）

被ばく低減技術の開発：
逐次近似再構成法など

コンピュータ技術の著しい発展と
CT装置、ソフトなどの飛躍的進歩
早く，広い範囲を，きれいに撮影

東芝メディカル（株）のHPより引用

CT≠横断像、CTは体積データ
（任意の断層像が得られる）
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肺がん原発巣

縦隔リンパ節転移

多数の小さな肺内転移



11肺腺癌、胸膜播種

辺縁の状態、
内部構造、
気管支、血管、
胸膜などとの
関係がよくわか
る

11

１．スライス厚を薄く
（0.5-2mm程度の

薄層ＣＴ）

２．関数変更（辺縁
部を見やすく）

３．FOVを小さくして
空間分解能を改善

高分解能CT
High Resolution 

CT, HRCT
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HRCT（薄層ＣＴ）の画像所見は、病理像（ルーペ像）を反映
ＨＲＣＴでのGGOは、肺胞置換型の進展部位に一致

高分解能CT （High Resolution CT, HRCT）
薄層CT （Thin section CT, TSCT）

肺腺癌（Invasive adenocarcinoma ）
lepidic predominant

1mm厚
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右肺腺癌，癌性リンパ管症，cT4N2M1a, stageⅣ

16列MDCT（全肺の体積データ）： HRCTでは、肺小葉単位での解析が可能
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CTでわかること

• 病変があるかどうか（見落としが少ない）

• 病変と気管支，血管，胸膜との位置関係

周囲組織への拡がり方がよくわかる

• 病変の形がよくわかる

切除肺の肉眼所見（ルーペ像）を表す

しかし，悪性か良性かの確定診断はできない

診断を確定するためには、細胞や組織などを取って、
病理の先生にみてもらう必要あり！
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胸部の画像診断

・胸部Ｘ線写真

・CT

・ＰＥＴ-CT

2002年頃から臨床導入

18F-FDGを用い糖代謝の亢進部を画像化

癌に特異的な集積ではない！
（腫瘍部、炎症部、生理的にも集積あり）



PETの特徴：

・ ブドウ糖の代謝を利用した画像診断
18F- FDGを2ml静注，約60分後の体内での

分布を調べる （半減期110分）

→ がんの位置，拡がり，転移の有無，再発，などがわかる

・ PETでは代謝情報（機能）を加えた診断ができる（悪性度の診断）

X線写真，CTは形態診断

ＰＥＴ画像とCT画像との重ね合わせで，

正確な位置がわかる

・ １回の検査で全身の検査が可能

PETの欠点：

・ PETだけでは形や位置の診断は困難

→ CTとの画像の重ね合わせが必要

PET/CT （PETとCTが一体となった装置）
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PETが有用であった症例
肺癌の転移検索中に大腸がんを指摘



右肺上葉
小細胞癌

肺癌化学療法後
効果判定

治療前

治療後

化学療法後の効果判定，

残存腫瘍の有無の診断

に役立つ
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胸部Ｘ線写真、CT （薄層CT±造影）が基本
まずは肺がんを見つける ➡ がんの広がりを正確に診断

脳転移検索は脳の造影MRI、全身転移検索は造影CT、PET/CT、などを

診断困難時に、MRI、骨シンチなど追加

 形態診断（横断像、MPR、3D） → 機能診断（血流・換気）へ

 3D→4Dへ （CT angio、呼吸ダイナミックCT）

 手術支援画像（シミュレーション）

「きれいに、はやく、患者にやさしく」 （高画質、高速、広範囲、被ばく低減）

個別化治療への展開
 分子標的治療（EGFR変異陽性症例）

 肺がん遺伝子変異(ALK)症例

 血管新生阻害薬（ベバシズマブ）：治療前にがんの血管浸潤や空洞化を確認

 PETでは、新しいトレーサー（くすり）の開発

肺がんの画像診断 ー今後の展開ー

使いこなして正確な診断を
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放射線の作用：

・細胞が分裂してふえるときに必要な遺伝子に作
用して、細胞がふえないようにする

・細胞が新しい細胞に置き換わるときに脱落する
仕組みを促すことで、がん細胞を消滅させたり、
少なくしたりする

放射線治療

放射線治療はこのような作用を利用してがんを治療します



放射線治療の増加

1. 高齢化：がん罹患患者の増加

2. EBMの普及：欧米での放射線治療の適応が日本

の診療にも普及

3. 薬物療法の進歩による生存期間延長：骨転移、

脳転移などへの緩和照射を行う機会が増えた



放射線治療の進歩

• 1980年代までの放射線治療

 2次元；X線シミュレーターによる位置づけ

• 1990年代；CTシミュレーター

 CTによって腫瘍の範囲を正確にカバー

 CTと同じ方向、2次元からの放射線治療

• 1990年代中旬

 3次元放射線治療

• 2000年代

 3次元治療計画；合併症予測



2次元治療

以前の治療は、X線
透視を使って照射範
囲を決定していた。

現在は、CTを使って
腫瘍部位を正確に
把握して照射範囲を
決定する。



頭頚部がん

喉頭（声門）がん

30歳代、男性

ｃT2N0M0, Ⅱ期

治療前

終了 1ヵ月後

終了 2ヵ月後放射線治療後治療前

声を失わず
に完治！

局所制御率：T1で80-90％

機能を温存して
完治をめざす



放射線治療の進歩
• がんの形に合わせて放射線を集中する技術が進歩

 定位放射線治療：Stereotactic Radiotherapy、SRT

（病巣部に多方向から放射線をしっかり照射して、正常組織に当たる線量を極

力減少させる技術)

 強度変調放射線治療：Intensity Modulated Radiation Therapy、IMRT 

(多分割絞りという絞りを使い、照射中に絞りの形状を変化させて、放射線のか

かり方に偏りを作り出す仕組み)

• リニアックで毎回の照射時に画像を取得することにより治療位置のずれ
が減少
 画像誘導放射線治療 ： Image Guided Radiation Therapy、IGRT;

・ 粒子線治療
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粒子線治療の特徴

1. 線量集中性が良い

周囲の正常組織の障害を減らして、腫瘍に大線量

を照射することができる。

2. 生物学的特性が高い

酸素効果がない、致死障害からの回復がない。

従来の放射線療法できかなかった腫瘍に対しても

効果がある。

肝癌、骨軟部腫瘍、悪性黒色腫、など



粒子線(陽子線、
重粒子線）は、その
エネルギーによって
人体内に入る深さ
が定まり、その飛程
の終端近くでエネ
ルギーを急激に放
出して止まる
（ブラッグ・ピーク）

粒子線治療の特徴

放射線医学総合研究所のHPより引用



陽子線治療による全中枢神経照射
左上；通常照射 左下；トモセラピー 右下；陽子線

Fossati P (Cancer Treat Rev35:79-96.2009)



ご静聴ありがとうございました

協力を頂いた先生（敬称略）：
県立がんセンター 副島俊典、竹中大祐
県立粒子線医療センター 沖本智昭

ご参照下さい：
兵庫県立がんセンター http://www.hyogo-cc.jp/index.html
兵庫県がん診療連携協議会 http://www.hyogo-ganshinryo.jp/
がん対策情報センター http://ganjoho.jp/public/dia_tre/index.html

http://www.hyogo-cc.jp/index.html
http://www.hyogo-ganshinryo.jp/

