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小線源治療システムを更新して
～三次元画像誘導小線源治療
の導入とその有効性～

放射線部　　　　　　　　
　診療放射線技師（医学物理士）

小坂 賢吾

1．はじめに
放射線治療は身体の外から経皮的に照射する「外部

放射線治療（外部照射）」と身体の内部に線源を入れ
て照射する「密封小線源治療（内部照射）」に大別さ
れます。密封小線源治療は、密封された放射性同位元
素の小さな線源を用いた照射方法で、線源を到達可能
な体腔内に挿入（腔内照射）、組織に刺入（組織内照射）、
表面に密着（表面照射）することにより照射を行いま
す。

当センターでは子宮頸がん、子宮体がん、膣がん等
に代表される婦人科がんに対し、腔内照射を行ってい
ます。治療症例数は年々増加傾向にあります（図 1）。

図 1. 小線源治療症例数の推移
（2014 年は 1 月から 11 月の 11 ヶ月間）

本稿では、更新された小線源治療システムの構成、
小線源治療の概要、旧システムで実施していた二次元
治療計画の問題点、新システム導入後から開始した三
次元治療計画の流れとその有効性についてご紹介しま
す。

2．新小線源治療システムの構成と画像誘導小
線源治療について
2015 年 5 月に 12 年間使用した旧システムから最新

の小線源治療システムに更新しました。新システムは
192Ir 線源を使用した照射装置 microSelectron HDR V3

（Elekta）、治療計画装置 Oncentra Brachy（Elekta）、
大口径 CT 装置 Aquilion LB（東芝）、外科用 X 線
透視装置 Clearscope1000（東芝）、超音波診断装置
Xario100（東芝）から構成されています（図 2）。中
でも治療室内に CT 装置が導入されたメリットは大き
く、CT 画像を用いて膀胱および直腸などの子宮周囲
の臓器を正確に描出することができます。臓器ごとの
線量を把握し線量低減を図ることで、晩期有害事象の
軽減が期待されます。さらに、画像所見と内診所見と
を合わせれば、腫瘍の正確な進展範囲を考慮した治療
計画が立案でき、腫瘍に高線量を投与することが可能
となります 1）。

近年、CT 画像や MRI 画像などの三次元画像を用
いた小線源治療計画は画像誘導小線源治療（Image-
Guided Brachytherapy：IGBT）と呼ばれ、放射線治療
における投与線量の概念を変える進歩とされています 2）。

新システム導入後から IGBT を開始しており、2015
年 10 月現在、17 症例 57 件の治療を行っています。

図 2. 大口径 CT 装置（左）、照射装置（右）

3．小線源治療の特徴
小線源治療で用いる線源は、線源近傍で高線量、線

源からの距離が離れるにつれ、指数関数的に線量が減
弱するという物理的性質を持っています。この性質を
利用して、腫瘍に直接高線量を投与し、周囲の正常組
織への線量を低減し、究極の線量分布を生み出すこと
ができます。しかし、線源から距離が大きく離れた位
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置では十分な線量を投与できないので、大きな病変に
は治療できません（図 3）。

図 3. 線源の距離に対する減弱

4. 遠隔操作式後充填法
線源の装填には、遠隔操作式後充填法（Remote 

Afterloading System: RALS）方式を採用しています。
RALS は遠隔操作で線源を扱う装置のことで、小線源
を格納した照射装置とアプリケータと呼ばれる中空の
管を接続し、遠隔操作により線源をアプリケータ内に
挿入し、線源の停留位置や時間を調整し、照射を行い
ます（図 4）3）。また、照射前にアプリケータ挿入時
の線量分布を評価し、後から線源を挿入することがで
きます。このため、術者の被ばくが皆無で、より正確
な線源配置が可能という利点があります。

図 4. 遠隔操作式後充填装置の概要

5. 二次元治療計画の問題点
旧システムでは、正面側面 2 方向の X 線写真を利

用した二次元治療計画を行ってきました（図 5）。こ
の場合は、マンチェスター法に基づく評価点（A 点）
を用いて腫瘍の投与線量を決定し、膀胱および直腸線

量については ICRU38 という国際基準に基づいて評価
し（図 6,7）、良好な治療成績が得られていました。し
かし、二次元治療計画では腫瘍と膀胱や直腸など正常
臓器の位置を正確に把握することはできず、腫瘍への
正確な線量投与や周囲臓器の線量評価は困難でした。

図 6. 腫瘍の線量評価点 4）

図 7. 膀胱および直腸の線量評価点 4）

6．三次元画像誘導小線源治療（3D-IGBT）の流れ
上記の二次元治療計画の問題点を解消するために、

当センターでは新システム導入後から CT 画像を用いた
3D-IGBT を開始しています。当センターの 3D-IGBT の
流れをご紹介します。前処置から治療終了まで全体の所
要時間は、1 患者あたり2.5 ～ 3 時間となります。
・ 前処置

アプリケータの挿入には、身体的・精神的苦痛を伴
うため、麻酔科と協力し、全身麻酔・鎮静薬の投与を
行っています。この処置により、疼痛の軽減と心身の
緊張や不安の緩和に努めています。
・ アプリケータの選択・挿入

子宮の傾きや膣の大きさに合わせた適切なアプリ
ケータを選択します。アプリケータは画像ゆがみの発
生が少ない CT 専用の非金属製のアプリケータを用い
ています。
・ CT 画像の取得

膣と子宮全体が十分に含まれる範囲を撮影し、取得
した画像を用い、穿孔の有無や子宮底部まで正確にア
プリケータが挿入されたかなど、アプリケータの配置
が適切か否かの判断を行います。図 5. 正面側面 X 線写真（二次元治療計画）
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・ 治療計画
アプリケータの走行入力や線源停留位置入力などの

治療計画の立案と臓器ごとの線量を評価するための輪
郭入力を行います（図 8）。輪郭入力は、GEC-ESTRO
という国際的なグループの推奨する基準 5）を参考に
CT 画像上で腫瘍と直腸、膀胱、S 状結腸、近接する
小腸などをリスク臓器として抽出します（図 9）。

図 8. 治療計画風景

図 9. 腫瘍の輪郭入力ガイドライン 5）

治療計画の評価には、輪郭入力した腫瘍やリスク
臓器の関心領域内の各線量値の体積割合をヒストグ
ラム表示した線量体積ヒストグラム（Dose Volume 
Histogram: DVH）を用います。腫瘍およびリスク臓
器に関する DVH 曲線を利用して、計算された線量分
布の良し悪しを評価します（図 10）。最終的に、投与
線量の増減や線源停留比率などの調整を行い、腫瘍と
リスク臓器の線量バランスが妥当となるよう、適宜、
計画の修正を図ります。図 11,12 に最終的な線量分布
図を示します。

図 10. DVH 曲線

図 11. 矢状断再構成 CT 画像と線量分布図

図 12. 水平断 CT 画像と線量分布図

・照射
治療計画データを照射装置に転送し、医師との確認

後、照射を開始します。実際の照射時間は、10 ～ 20
分程度になります。

7．3D-IGBTで何が可能となるか
3D-IGBT は究極の放射線治療とも言われ、投与線

量の概念を変える大きな進歩とされています。当セン
ターでは、全国の先進施設と同様に 3D-IGBT を導入
し、治療成績の向上と正常組織障害の低減に取り組ん
でいます。子宮頸がんに対する 3D-IGBT が、従来法
と比較して予後を改善させるという報告 6）や、リス
ク臓器が受ける線量と晩期有害事象の出現率との関係
を示した報告 7）もあり、詳細な線量解析を行うこと
で個々の患者・腫瘍の状態に合わせた個別化治療の実
現を目標としています。

8. 最後に
全国有数の症例数を誇る当センターの婦人科がん、

特に子宮頸がんの放射線治療において、小線源治療は
最も重要な役割を担っています。今後も、より多くの
患者様により良い治療を安全に提供できるよう技術の
研鑽に努めていきたいと考えています。
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がん、遺伝子、バイオバンク

研究部　　
須藤　保

１．ひとつの受精卵から始まる
平成 27 年がんセンター研究部は出産ラッシュでし

て、5 人の赤ちゃんが産まれました（院外共同研究員
も含む）。便利な世の中になったもので、出産直後に

「産まれました」というメールとともに生後間もない
赤ちゃんの写真が添付されて送られてきます。そして
首も座ってきた 3 か月ごろになるとベビーカーをコロ
コロいわせて遊びに来てくれます。赤ちゃんを抱っこ
させてもらって可愛い可愛いと思うと同時に、かつて
周産期医療にも携わった産婦人科医の習性でサッと乳
児検診的視診触診を行い、最後に研究者の端くれとし
て生物学的観察を。そして改めて生命の神秘さに驚嘆
してしまいます。

妊娠 2 か月頃には心臓の拍動が始まり、魚や爬虫類
と区別がつかない形からヒトらしい姿かたちとなり、
約 50cm まで成長しおぎゃーと産まれてきます。呼吸
をし、人見知りをしては泣いて、お腹が空いては泣い
て、おっぱいを飲んで、おしっこやうんちもして、ヒ
トとしての生命機能は十分兼ね備えています。これを
発生生物学的な言葉に置き換えると、ひとつの受精卵
から細胞が増殖し運命決定され、それらが細胞移動し
て器官形成し臓器としての分化機能を獲得ということ
です。もう一つ重要な点はこれらがお母さんの体内（子
宮内）で起こるということです。私たちは自分と違う
ものが体内にあると、それを異物と認識して排除する
防御機構（免疫）を持っていますが、他人であるお父
さんの要素を半分持った赤ちゃんは排除されることな
く育まれます。このようにわずか 10 か月という短期
間に劇的に変化し成体を形成するプロセスを可能にし
ているのが、「細胞増殖」「細胞移動」「免疫寛容」と
いうものです。最終的に 200 種類 60 兆個（！）の細
胞からなる個体を短期間のうちに作り上げるために、
人類が進化の過程で獲得した巧みな戦略なのでしょ
う。

２．がんは昔を思い出したのか
しかしこの世に産まれた後は、方針はガラリと変わ

ります。成体として高度な細胞社会を営んでいく必要
があるわけですから、「細胞増殖」ではなく細胞数を
一定に維持すること、「細胞移動」ではなく固定した
臓器として機能すること、「免疫寛容」ではなく外部
からの異物（細菌やウイルスなど）の侵入に対して免
疫を発動することが生命機能の維持にとても大切に
なってきます。かつて胎児期の戦略であった「細胞増
殖」「細胞移動」「免疫寛容」は封印されないといけま
せん。

ところでがんというのは、ある臓器に発生して際限
なく増えて固まりを作り、周辺や離れた臓器に拡がり、
また異端者として排除されることを逃れている集団と
いうことができます。これは「細胞増殖」「細胞移動」「免
疫寛容」そのもので、すなわちがんはかつての胎児期
の振る舞いを再現しているといえます。

３．設計図である遺伝子を変化させて
ではがんはどのようにして以前の自分の振る舞いを

再現するのでしょうか。細胞は自分自身の中に設計図
を持ち、そこに刻まれた情報をもとにして自らのすが
たかたちや振る舞いを決めています。この設計図が遺
伝子です（図１　ここでは DNA と同義で扱います）。
この設計図は胎児期と成体では変わるものではありま
せん。ただ設計図のどの部分（遺伝子セット）を使う
かが異なっています。成体では「胎児用遺伝子セット」
を封印して「成体用遺伝子セット」を使用しているわ
けです。自然の摂理として胎児→成体という流れで
すから、「成体用遺伝子セット」から「胎児用遺伝子
セット」に再び戻ることは通常ありません（ちなみに
この成熟細胞の初期化を可能にしたのは山中伸弥先生
の iPS 技術です）。ところが正常細胞が外的な要因（放
射能、紫外線、喫煙など）や内的な要因（ホルモン、
活性酸素など）にさらされると、設計図たる遺伝子に
変化（変異）が生じ、その結果偶発的に「胎児用遺伝
子セット」の封印が解かれ、「細胞増殖」「細胞移動」「免
疫寛容」というかつての戦略を再現することになりま
す。（iPS 技術で細胞を初期化する際にがん遺伝子が
使われていたことは大変興味深いです）。

それに対して、成体もみすみす指をくわえてみてい
るわけではありません。遺伝子に変異が起これば直ち
に修復を施し、修復不能と判断すれば、その細胞は排

図 2
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除するセーフガードを備えています。しかし年月が長
くなると、どうしても見逃しが起こります。これがが
んの発生です。

４．がんの遺伝子診断
従来のがんに対する薬（いわゆる抗がん剤）を選択

するにあたって、どのような遺伝子変異を獲得してが
んになったのか、その原因を知ることはそれほど重要
ではありませんでした。結果としてのがん細胞に効く
かどうかが大事であって、薬の開発もそのような視点
でなされてきました。しかし近年がん研究の進歩とそ
の成果によって、原因である遺伝子変異に対する治療

（分子標的薬）が普及しつつあります。原因を明らか
にして、それに対する薬を選択する、副作用を予測す
る、あるいは適切な薬剤濃度を決めるという医療です

（図２）。そうなると遺伝子変異を検出する検査、つま
り遺伝子診断がとても重要になります。

図 2

５．バイオバンク～目の前の患者さんのために、
そして子や孫の世代のために～
細胞の中の遺伝子はとても壊れやすいもので、体か

ら取り出されるとどんどん分解されていきます。シュ
レッダーに掛けられた設計図を読み解くのが困難であ
るように、裁断化された遺伝子を用いては正確な診断
ができなくなってしまいます。したがって従来とは異
なった方法（具体的にはマイナス 80 ～ 150℃のよう
な超低温）で検体を保存することが大切です。一方で
遺伝子はその人その人で異なりますので「究極の個人
情報」とも言えます。今まで以上に患者さんのプライ
バシーを守りつつ適切な環境で保存する。これがバイ
オバンクです。

兵庫県立がんセンターでは、平成 28 年度よりバイ
オバンク室を稼働させることを目指しています。目的
は２つです。ひとつは、検査部や病理診断科と協力し
て質が高い遺伝子診断が行えるように検体を保存する
ことです。そして、もうひとつ。それは将来の新たな
治療法や診断法の開発のためです。先にも述べました
が、これからのがん医療は発がんに至った原因に焦点
を当てた診断や治療法が選択される時代になってきま
す。まだまだ未解明なことがあり、そこを解き明かし
ていくことが、病に悩み苦しむ方やその家族への福音
になることは間違いありません。「目の前の患者さん」

と「子や孫の世代」のために（図３）。兵庫県立がん
センターバイオバンク室はその一翼を担ってまいりま
す。

図 3

兵庫県立がんセンターがん登
録室の取り組み

がん登録室　　
山口 真理子 

当センターでは、昭和 37（1962）年財団法人兵庫
県がんセンター附属病院としての発足以来、地域がん
登録を実施しています。現在、「地域がん登録」は、
健康増進法に基づく努力義務により、全ての都道府県
で実施されています。また、施設別のデータを解析す
るため平成 19（2007）年より「院内がん登録」も実
施されるようになりました。

1．院内がん登録の経緯
我が国のがん対策は、がん対策基本法（平成 18 年

法律第 98 号）及び同法の規定に基づく「がん対策推
進基本計画」により、総合的かつ計画的に推進されて
います。がん診療連携拠点病院は、全国どこでも質の
高いがん医療を提供することができるよう、がん医療
の均てん化を戦略目標とする「第 3 次対がん 10 か年
総合戦略」等に基づき、「がん診療連携拠点病院の整
備に関する指針」（以下「指針」）が平成 20 年 3 月 1
日付で厚生労働省健康局長から各都道府県知事に通知
されました（健発第 0301001 号）。この「指針」にお
いて、院内がん登録は、指定要件①健康局長総務課長
が定める「標準登録様式」に基づく院内登録を実施す
ること②がん対策情報センターによる研修を受講した
専従の院内がん登録の実務を担う者を 1 人以上配置す
ること③毎年、院内がん登録の集計結果等をがん対策
情報センターに情報提供すること④院内がん登録を活
用することにより、当該都道府県が行う地域がん登録
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図 5. 来院経路
図 5 より、当センターは他院紹介来院が多い。

　図 6. 2013 年症例
 　二次医療圏別患者割合

図 8. 発見経緯
図 8 より、全国、兵庫県に比べてがん検診で発見さ

れる割合が高い。

表 1. 部位別集計
部位別

（病名） 全体 男性 女性 部位別
（病名） 全体 男性 女性

肺 532 384 148 口腔・咽
頭 122 89 33

子宮頸部 448 0 448 肝臓 119 85 34
胃 441 323 118 膵臓 111 66 45

乳房 385 2 383 卵巣 74 0 74

大腸 369 212 157 胆嚢・胆
管 57 31 26

（結腸） (213) (118) (95) 喉頭 49 48 1
（直腸） (156) (94) (62) 骨・軟部 45 24 21
前立腺 208 208 0 白血病 44 24 20

皮膚（悪性黒
色腫を含む） 194 89 105 甲状腺 28 9 19

食道 191 161 30 多発性
骨髄腫 20 6 14

腎・他の
尿路 136 98 38 他の造血

器腫瘍 20 12 8

悪性
リンパ腫 134 79 55 脳・中枢

神経系 12 6 6

膀胱 131 106 25 その他 136 80 56
子宮体部 126 0 126 提出数 4,132 2,142 1,990

事業に積極的に協力することが定められており、当室
も平成 19 年（2007）年症例より「標準登録様式」に沿っ
た内容を医師の協力を得ながら登録しています。

病院で診断あるいは治療した全ての患者さんのがん
についての情報（腫瘍・診断・治療情報など）を、診
療科を問わず当室で集め、調査した情報から個人情報
を除き、国に報告しています。この調査を複数の拠点
病院が同じ方法で行い国が集約することで、その情報
を全国地域別や施設別に比較できるようになり、病院
ごとの特徴やがん診療実態がわかるようになりました。

今回、国指定のがん診療連携拠点病院が提出した
院内がん登録 2013 年症例の全国集計報告書が平成 27

（2015）年 7 月に国立がん研究センターがん対策情報
センターより報告されましたので全国と当院の登録
データを比較した結果などを報告します。

2．当センターの特徴

図 1.2012 年当室開室後、登録した登録数推移

図 2.2013 年症例男女比

図 3. 男女別年齢階層

図 4. 症例区分
図 4 より、全国・兵庫県に比べて他施設診断・自施

設治療が多い。

図 7. 近隣紹介元
 医療施設割合
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2013 年症例
　院内がん登録全国集計ランキング登録数上位の腫瘍

1. 全国 1 位（子宮頸癌 ) 3. 全国 6 位（膀胱癌 )
2. 全国 3 位（子宮体癌）  全国 6 位（皮膚癌）

図 9. 子宮頸癌のステージ別割合推移

図 10. 子宮頚癌治療区分別 3 年推移

3．地域がん登録について
地域がん登録は、兵庫県が健康財団に委託し兵庫県

がん診療連携病院を対象にがん患者の登録情報を収集
し、がん罹患数の把握、がん検診、がん医療の評価を
行うことができるがん登録事業です。この地域がん登
録は、地域の罹患把握を目的として各拠点病院から患
者が重複登録されている場合は、名寄せ（同一人物か
どうか照合）する必要があるため個人情報も含めて必
要項目を提出する必要があり、兵庫県個人情報保護審
議会から本人の同意を得ずに情報提供することが認め
られています。

当センターでは、兵庫県（健康財団）へ毎年約
4000 人の情報提供をしており、このデータは個人情
報の漏えいを防ぐためデータパスワード設定や暗号化
にてデータ提出をしています。

また、診療報酬に関わる「機能評価係数 II」におい
て「地域がん登録」への届出件数が重要な評価の対象
となっています。

4．兵庫県院内がん登録実務者の育成事業
当センターは、都道府県がん診療連携拠点病院とし

て、兵庫県のがん登録の精度向上を目的とし県内の院
内がん登録実務者の育成にも取り組んでいます。

冒頭に述べた「指針」において、院内がん登録の質
的向上に向けて①都道府県内の医療機関が実施する院
内がん登録の精度の向上のため、院内がん登録実務者
として国立がん研究センターの実施する指導者研修を
修了した者を配置している。②都道府県内の院内がん
登録に関する情報の収集および院内がん登録実務者の
育成等を行っている。という要件が通知されており、
当室においても平成 26 年度に 12 の要件を満たす事が
できました。

平成 26 年度より兵庫県がん診療連携拠点病院のが
ん登録実務者対象に初級者研修会と実務者ミーティン
グを年に 4 回開催（表 2）しています。また、メーリ
ングリストを構築し日々各病院の実務者からの登録上
の相談に対応しています。

表 2. 平成 26 年度実施報告
開催日 参加者人数

第 1 回 H26.5.14 65 名
第 2 回 H26.9.26 51 名（初級者研修 31 名）
第 3 回 H26.12.19 51 名（初級者研修 26 名）
第 4 回 H27.2.26 45 名（初級者研修 29 名）

5．全がん協について
全がん協（全国がん協議会）「わが国におけるがん

登録の整備に関する研究」班の 34 施設に加盟してい
ます。この研究では、5 年・10 年相対生存率調査・
KapWeb（生存率解析ソフト）の開発を行っており、
加盟施設の院内がん登録データ情報を基に患者さんが
アクセスできるようになっています。（相談支援セン
ターでも検索ソフトがあります。）当室ではこの研究
に加盟することで、院内がん登録した情報を活用し、
がん医療に役立てられるよう追跡調査を行っていま
す。平成 26 年 12 月より、がん登録や生存確認の必要
性を患者さんに理解を頂けるよう初診時に包括同意書
の取得も開始しました。平成 24 年 12 月研究班へ提出
した登録数消息判明率は、5 年生存率調査（2007 年症

図 11.  2007 年症例の 5 年生存率生存率
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例）（図 11）2,147 件約 97.4% 10 年生存率調査（2002
年症例）（図 12）1,436 件約 96.4%となっており、毎年
Aランク評価を受け、全がん協ホームページで 5大癌・
食道・子宮頸部の生存率公表がされます。

図 12.  2002 年症例の 10 年生存率

6．QI 研究の参加
院内がん登録とDPC（EFファイル）レセプト情報
を使ってQI 測定を行う研究（国立がん研究センター）
に平成 26 年度より参加しています。

7．全国がん登録について
平成 25 年 12 月 6 日に医療機関に患者の情報提供を
義務づけ、がんに関する全国規模のデータベースを整
備するなどとした「がん登録等の推進に関する法律（平
成 25 年 12 月 13 日法律第 111 号）」が衆議院本会議で
可決され、成立しました。この法律では、病院又は指
定された診療所が原発性のがんについて、当該施設な
どにおける初診の診断が行われたとき、一定の期間内
に、その診療過程で得られた当該のがんに対する情報
を施設所在地の都道府県知事に届けることが義務づけ
られています。
そして平成 28 年 1 月には「全国がん登録」が開始
され、がん対策の一層の充実に資するため、がん対策
を科学的知見に基づき実施する上で基礎となるがんの
罹患、診療、転帰などに関するデータベースの整備や、
病院におけるがん医療の分析及び評価などを目的とし
た「院内がん登録」の更なる充実が求められています。
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頭頸部外科の紹介
【スタッフ紹介】

現在、岩江信法部長を筆頭に 5 名（頭頸部がん専門
医 2 名 : 岩江 / 米澤、耳鼻咽喉科専門医指導医 2 名 :
岩江 / 米澤、耳鼻咽喉科専門医 4 名 : 岩江 / 平山 / 米
澤 / 松居、気管食道科専門医 2 名 : 岩江 / 米澤、内分
泌外科専門医 1 名 : 岩江、がん治療認定医 2 名 : 岩江
/ 米澤）体制で診療に当たっております。

頭頸部外科スタッフ
岩江信法（部長　H2 卒） 平山裕次（医長　H9 卒）
米澤宏一郎（医長　H15 卒） 松居秀敏（フェロー H19 卒）
繁治純（フェロー H22 卒）
　

【当センター頭頸部外科の特色】
当科では頭頸部癌を中心に唾液腺・甲状腺を含めた

頸部の良性腫瘍なども対象として、診断・治療を行っ
ております。当科の特色として以下の点が挙げられま
す。

1.豊富な手術件数
火・木曜日は午前・午後に、水・金曜日は午後に手

術枠を設けております。頭頸部癌の手術だけでも年間
200 件前後を行っており、近年はさらに増加傾向です

（図 1）。内訳を見ると、2014 年度の頸部郭清術は 100
件を超えており、頸部リンパ節転移を来したような、
より進行した癌が当科に紹介され治療されていること
が伺えます（図 2）

図１．頭頸部癌手術件数の推移

図 2．頭頸部癌手術の内訳

2. 根治性と機能温存に配慮した治療法選択
当科の基本方針として、根治性を損なわず、機能温

存に配慮した治療法選択を心掛けております。近年は
局所制御、低侵襲、入院期間の短縮といった観点から、
比較的早期の喉頭癌を中心に経口的レーザー治療を積
極的に行っており、年間 20 件以上に実施するように
なってきました。

3. 音声・嚥下リハビリ、理学療法の充実
頭頸部癌治療には五感、すなわち視覚、聴覚、触覚、

味覚、嗅覚に関わる日常生活にとって大変重要な臓器
に機能障害を来す可能性が常にあり、時として根治性
のためにはこれら機能障害を避けられないケースがあ
ります。そのような際には、医師、看護師、当院リハ
ビリ科所属の言語聴覚士（ST）、理学療法士（PT）、
作業療法士（OT）が治療前から介入し、治療後、時
として退院後も継続することで、機能悪化防止はもち
ろんのこと機能の維持・回復にも努めています。

4. 頭頸部癌グループによるチーム医療
当院には頭頸部癌治療に精通した放射線治療医、腫

瘍内科医、歯科口腔外科医がおり、毎週行われる合同
カンファレンスで患者さん一人ひとりについて議論・
検討し、最適な治療が行われております。

5. 他癌グループとのチーム医療連携
表在性下咽頭癌に対する上部消化管内視鏡を

用 い た 経 口 的 切 除（ELPS:endoscopiclaryngo-
pharyngealsurgery）を消化器内科医に依頼して施行し
てもらっています。喉頭温存の可否が問題になるよう
な頸部食道癌に対する根治手術では消化器外科医と共
同で手術にあたっています。悪性黒色腫や顔面皮膚癌
などに対する頸部制御目的の頸部リンパ節郭清術など
は、センチネルリンパ節生検とあわせ皮膚科医と共同
で治療にあたっております。
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【当科で実施している治療の特徴】

1. 手　術

1）経口的喉頭 / 咽頭腫瘍切除術
従 来 お こ な わ れ て き た 喉 頭 微 細 手 術（LMS:

laryngealmicrosurgery）の手技を発展させた経口的
ビデオ喉頭鏡下手術（TOVS:Transoralvideolaryngos
copicsurgery）の導入により、上記の ELPS では対応
困難な深部浸潤が疑われるような症例や早期の声門上
癌に対しても、頸部外切開を行うことなく喉頭を保存
して治療が出来るようになってきております。

2）喉頭部分切除術、喉頭亜全摘術
経口的切除が適応にならない比較的進行した喉頭癌

や放射線治療後に局所再発をきたしたような喉頭癌に
対しても、声帯を含めた喉頭の大部分または一部を残
すことで、根治性を損なうことなく、発声機能を温存
する治療も積極的に行っております。声の質に関して
は経口的切除に比べると劣り、また一部の症例では術
後の嚥下困難が持続することがありますが、喉頭全摘
後に造設される永久気管孔は不要なため、より生理的
な気道を保つことが可能となり、患者さんの術後の負
担は軽減されます（図 3、4）。

図 3．咽頭垂直部切除　切除範囲

図 4．咽頭亜全摘　切除範囲

2. 化学放射線療法

1）高用量シスプラチン併用による化学放射線治療
以前には喉頭全摘術が第一選択であったような進行

喉頭癌、下咽頭癌に対しても近年は放射線治療と抗癌
剤治療の進歩により、手術治療とほぼ同等の根治性で
化学放射線療法が行える症例も増えております。進行
頭頸部癌に対する化学放射線療法の世界的標準と言
われる高用量シスプラチン（3-Weekly,CDDP100mg/
m2）併用の化学放射線療法についても、有害事象に
対する管理の問題などから実臨床では減量したレジメ
ンで行われることも珍しくありませんが、当科では高
い完遂率で原法どおりの治療が可能です（図 5）。

図 6．高用量シスプラチン完遂率

2）臨床試験や治験への積極的な参加
当科は JCOG（日本臨床腫瘍研究グループ）頭頸部

がんグループに所属しており、放射線治療科、腫瘍内
科、放射線診断科等と協力しあって臨床試験にも積極
的に参加しております。「局所進行頭頸部扁平上皮癌
術後の再発ハイリスク患者に対する術後補助化学放射
線療法に関するランダム化試験」について言えば、常
に全国トップクラスの登録数を維持しており、従来の
標準治療のみならず、臨床試験に参加した治療を受け
られる環境が整っていることは、患者さんにとっても
有意義なことと考えます。また近年は次々と登場して
くる頭頸部癌を標的とした新しい分子標的薬に対する
global phase II/III 試験への参加も増加しており、標
準治療が終了し今までであれば BSC となっていた再
発者に対しても治療の選択肢を提示できる機会が増え
ています。

【地域医療を担っておられる先生方へ】
地域の先生方には、日頃から当科の診療にご協力頂

き、改めて御礼申し上げます。地域に根差し、かつ最
新・最善の頭頸部癌治療の提供を常に目指しておりま
す。是非、今後とも多くの患者さんのご紹介を賜りま
すようお願い申し上げます。

1．当科にご紹介いただいた場合
まずは月、水、金それぞれの初診医が診察の上、必

要時には放射線治療医、腫瘍内科医と合同カンファレ
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ンスにて相談のうえ、患者さんに最適な治療方針を提
案させて頂きます。

2．当科での手術後（治療後）について
当科での治療内容については、主治医または担当医

より診療情報を郵送させて頂いております。もし当科
での診療経過などでご不明な点があれば、地域医療連
携室までご連絡下さい。

また、退院後は原則的に当科外来でフォローさせて
頂いておりますが、症例によっては放射線治療科、腫
瘍内科などと連携を取りながら診察を行っておりま
す。残念ながら、マンパワーや設備の問題から、すべ
ての患者さんを終末期までフォロー出来ない現状があ
り、かかりつけの先生方、地域の先生方にはご負担を
お願いすることもあるかも知れませんが、何卒ご理解
のほどよろしくお願いいたします。なお、お困りの際
には可能な限り対応させて頂きますので、地域医療連
携室までお気軽にご相談下さい。

腫瘍内科について
平素より当科の活動にご理解・ご支援を賜り有難う

ございます。腫瘍内科は、臓器横断的にがん薬物療法
の専門家が診療を行う必要性が高まったことを受け
て、2005 年 4 月に開設された、比較的新しい科です。
「兵庫県民のがんによる苦悩を最小化する」をビジョ

ン、「抗悪性腫瘍薬の早期開発を通じ兵庫県民に最新
のがん診療を提供する」をミッションとして活動して
おり、現在は部長 1 名、スタッフ 4 名の体制で、月曜
日から金曜日まで毎日「日本臨床腫瘍学会認定がん薬
物療法専門医」が最低 1 名は外来診療を行っておりま
す。スタッフは全員固形腫瘍全般に対応できる研鑽を
積んでおりますが、特に乳がん、婦人科がん（特に卵
巣がん）、頭頸部がん、希少がん（原発不明がんや肉
腫など）の診療に注力しております。

支持療法を駆使してできるだけ治療強度を保つこと
で治療成績の向上に努めており、乳癌や卵巣癌だけで
なく、胚細胞腫瘍、一部の肉腫などの化学療法感受性
腫瘍に関しては、5 年無再発を達成してフォローアッ
プを卒業される方も出てこられています。

また、難治がん（再発がんや、原発不明癌などの希
少がん）に関しても最大限標準治療を提供した上で、
積極的に臨床試験に参加して標準治療から一歩踏み込
んだ試験的な治療の選択肢の提供に務めており、特に
原発不明癌では複数の長期生存患者（現在も存命中）
を経験しております。

お蔭様で、院内外からこのような活動を高く御評価
頂き、図 1 の如く新患の受診件数も毎年増加しており、
スタッフ一同日々診療に自己研鑽に励んでおります。

ここ数年新薬の治験の受託件数も増えてきており、
血管新生阻害薬、上皮成長因子受容体（EGFR）阻害
薬、PARP 阻害薬、葉酸受容体α阻害薬、FGFR 阻害薬、
PI3K 阻害薬、免疫チェックポイント阻害薬などの治
験を受託し、試験的な治療を希望される患者さんには
できるだけ選択肢を提供できるよう努めております。

特に免疫チェックポイント阻害薬の治験では中四国地
方や近畿東部などの遠方からも問い合わせや受診があ
り、新薬への皆様の期待に身の引き締まる思いです。
第一相試験などの早期開発治験や、グローバル治験に
も参画する機会があることで、我々スタッフも日々進
歩するがん医療の最前線での動向を肌で実感し治験に
参加されていない患者さんの診療にも良い影響が出て
いることを実感しております。

一方で進行がんの治療においては緩和治療も重要で
あり、がん治療の早い段階から将来の展望を共有しで
きるだけご本人の希望に沿った生活ができるよう支援
する Advance Care Planning にも積極的に取り組ん
でおり、地域の緩和ケアを担っておられる先生方にも
日々お世話になっております。

科の最新トピックとしましては、まもなく希少がん
に対するバスケット治験（希少疾患に対して有望な新
薬を開発する際の手法の一つで、同じデザインで複数
の異なる癌種を対象とした治験を同時進行します）が
開始予定です。

患者さんをご紹介頂きます際には、診療情報提供書
を地域医療連携室宛に FAX 頂きますと、通常数日以
内に予約取得可能です。急ぐ場合には主治医の先生か
らお電話頂ければできるだけ柔軟に対応いたします。
若年患者の急速に増大する腫瘍などの特に急がれる場
合には、連絡当日に受診、入院したケースや、遠方か
らのご紹介で、翌日救急車にて来院され、そのまま入
院して検査後同日に治療を開始し、その後元気に独歩
退院されたケースもございます。

図 1

左から、朴将源医員、柴田祥宏医長、尾上琢磨医長、
根来俊一部長、松本光史科
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編集後記
今回は、多くの診療科の診療を支えてくださる部門が中心です。放射線部、研究部、そして、がん登録室から

の話題です。特にがん登録室は、いかにも裏方のお仕事に思われるでしょうが、がん治療戦略の重要な一環を担っ
ています。その業務内容をご理解頂ければ幸いです。診療科からは頭頸部外科、腫瘍内科からの話題をお送りし
ます。（村田洋三）

広報委員
村田　洋三（委員長）、藤井　稔人（副委員長）、村井　美加（副委員長）、山口　聡、梶本　和義、高垣　正広、
山重　政司、橋口　くに子、杠　真美子、井上　泰彦、逸見　結衣、足立　洋子、千葉　智実、込山　豊蔵、
山村　英樹、向　政子、吉良　美憂

兵庫県立がんセンター　　〒 673-8558　明石市北王子町 13-70　TEL：078-929-1151　FAX：078-929-2387

専攻医
☆ 27年 10月	放射線治療科	 窪田　光
☆ 27年		8月	 麻酔科	 小阪　真之
☆ 27年 10月	婦人科	 山下　紗弥

フェロー
☆ 27年		6月	 消化器内科	 徳山　長裕

新任医師紹介（平成 27年 6月～平成 28年 1月）

☆ 27 年 10 月

形成外科医長
榊原　俊介

婦人科医長
松村　聡子

婦人科医長
塩﨑　隆也

☆ 28 年 1 月 ☆ 27 年 9 月


