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当センター・消化器外科
患者さんの動向から思うこと

副院長＆消化器外科部長
富永 正寛

消化器外科は大きく食道胃腸領域と肝胆膵領域に分
かれます。食道胃腸領域の特徴としてはやはり鏡視下
手術が主流になりつつあり、当院でも最近は食道がん
はほぼ100%胸腔鏡下手術、胃がんは40%強、大腸が
んは約75%が腹腔鏡下手術となっています（図1）。一

方、肝胆膵領域の特徴は、3次元の脈管構築を念頭に
おいた比較的侵襲の大きな手術が多いということにな
ります。それもあって肝胆膵領域では食道胃腸領域程、
鏡視下手術がすすんではいませんが、それでも肝臓な
ら表面近くの部分切除や外側区域切除、膵臓なら廓清
のない膵体尾部切除は腹腔鏡下手術の保険適応になっ
ていますし、4月からは施設基準を満たす必要があり
ますが、肝葉切除や膵頭十二指腸切除も一応鏡視下手
術の保険適応になるようです。

ここで過去5年間の各種がんの消化器外科手術の年
度推移を図2に示します。2013年をピークにやや総手
術数が低下していますが、ほぼ年間700例で推移して

います。手術の内容的には胃腸関連の比較的低いス
テージ（比較的進行度の低い）のがん患者さんの手術が
やや減少傾向にあり、肝胆膵関連の手術は横ばい〜や
や増加傾向にあります。また、外来で初診患者さんを
診察していると確かに以前より検診をうけて症状がな
くとも受診を促された患者さんもいる反面、これまで
一切検診をうけたことがない、或は会社勤務の間だけ
でその後は全く病気を気にしていない患者さんが体調
を悪くしてから来院するケースも以前同様かなりある
ようで、両極端のようです。また、図3には2014年に
当院を受診した各消化器がんの初診患者さんについて

治療前のstage別の比率を示しており、図4では2014年
の初診患者さんの各疾患ごとの発見経緯をまとめてい

図 1. 過去 2 年間の各疾患別手術における鏡視下手術の割合

図 2. 年間の各疾患別外科手術数

図 3. 各疾患における当院治療前の stage 別比率（2014 年）
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ます。検診で見つかりやすいがんと見つかりにくいが
んもあって、食道胃腸領域は検診のおかげか、がんの
早い段階で受診しているケースも多くなった印象があ
る一方で、肝胆膵領域については肝がんは肝障害や肝
炎での経過観察中、また胆道・膵がんはやはり有症状
で受診時にすでにstageの進んだ病態であることが多
く、この点が課題でもあります。ただ、膵癌で経過観
察中に発見されたり、治療前のstageが0やI期の多く
は、IPMN（膵管内乳頭粘液性腫瘍）等で経過を追う
中で結節状の腫瘍合併を疑う症例で通常の浸潤型膵癌
とは少し異なります。聞くところによると兵庫県の検
診率は、残念ながら全国的にも低位で推移しており、
がんは初期には全く症状がないことを認識し、症状の
有無にかかわらず検診を受けて、何か異常を指摘され
たら、是非専門病院を受診して精密検査を受けていた
だきたいと思います。この検診をうけるという個人の
意思こそが、がんを手遅れにしない唯一の診断法だと
思います。

さらにがんに罹患した際に、どの領域のがんに関し
ても一つの治療が終わればそれで終了というわけにい
かないのが、がんです。経過観察はもちろんですが、
重複がんの治療、局所再発や転移の際の治療、また術
前・術後の化学療法や放射線療法の併用など、これ
らは1診療科ですべてできることではなく、複数の専
門領域の診療科がチームで取り組まねば決して患者さ
んにとって将来良い結果にはつながりません。消化器
がんの中で最近特に当初より複数の診療科で連携し治
療法を組み合わせる必要があるのが、食道がんや大腸
がん肝転移症例ではないかと思います。食道がんは最
初から手術、放射線照射、化学療法の3本柱が治療選
択肢の土俵に上がってきますし、stage II・IIIで食事
摂取がある程度可能であれば術前化学療法（NAC）を
行って手術という段取りが多くなります。大腸がんの
場合は抗癌剤や分子標的薬等の化学療法の進歩は目覚
ましく、その治療法も変遷してきました。特に当初切
除不能の多発肝転移であっても、この化学療法と肝切
除を内科・外科で相談しながらタイミングよく組み合
わせることで格段に予後が改善しています。

がんセンターの消化器外科では、科内での食道胃腸
/肝胆膵の其々のカンファレンスが毎週あるとともに、
消化器内科、放射線診断科/治療科、病理診断科との

院内合同カンファレンスも定期的に開催されており、
個々の患者さんにとってベストの治療方針を絶えず検
討しています。がんセンターは今年で築32年を迎え老
朽化した病院ではありますが、がん登録の患者数もこ
のところ続けて西日本一であることからも、がん患者
さんの診断・治療・フォローを含めたチーム医療とい
う観点からは、どこにも引けを取らない全国でも有数
の病院と自負しております。さらに兵庫県としても老
朽化した病院に対して県立がんセンターの現地での新
築建替を今年明言しています。今後も、がんセンター
はこの明石の地で兵庫県の皆さんのがん診療の中核を
担っていきたいと考えていますので、がんと診断され
た患者さんはもちろん、検診で異常を指摘された患者
さんもがんセンターの門をたたいていただいて、早期
発見・早期治療に繋げていただきたいと思います。

図 4. 各疾患における当院初診患者の発見経緯（2014 年）
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転移性骨腫瘍に対する集学的
治療とチーム医療

整形外科　　
藤田 郁夫

１．はじめに
骨転移は進行がんの約60 〜 70%に発生し、病的骨

折や背椎麻痺を来たすとQOLの低下を来すだけでな
く生命予後にも影響を及ぼします。がんの生存率の向
上に伴い骨転移患者数も増加しており、骨転移に対し
て診療科、職種横断的に早期よりチーム医療で介入し、
疼痛緩和、麻痺、骨折の予防、QOLの維持を図るこ
とが求められています。本稿では基本的な骨転移の診
断と治療法、当院での骨転移に対するチーム医療につ
いてご紹介いたします。

２．骨転移の診断と治療
1）骨転移の症状

初期は無症状ですが、進行すると痛みが出現します。
安静時や夜間にも痛み、進行性に悪化します。脊椎転
移では脊髄や神経根の圧迫による神経痛、下肢麻痺や
膀胱直腸障害が生じます。側胸部の締め付ける様な痛
みは脊髄麻痺の前駆症状のことがあるので注意が必要
です。

２）骨転移の画像診断
画像検査では単純レントゲン、CT, MRI, 骨シンチ、

PET-CTが用いられます。どの検査も一長一短があり、
病状に応じて各検査を組み合わせて診断を行うことが
重要です。単純レントゲンは簡単に撮影できますが、
初期病変の検出は困難です。症状が進行した腎癌、肺
癌など溶骨性の造骨性転移では透過性が亢進します。

（図1A）
一方、前立腺癌、乳癌などの造骨性転移では透過性

が低下します。（図1B）。簡単に撮影できますが、初
期病変の検出は困難です。CTは詳細に骨破壊が描出
されるため、病的骨折リスクの評価に有用です。し
かし骨破壊を伴わない骨梁間の転移は検出できず注意
が必要です（図2）。MRIは初期病変や骨梁間転移の検
出に有用で、また脊椎転移の麻痺の評価では必須の検
査です（図3）。撮影範囲が限られるため、問診や身体
所見から責任病巣を推測し正しい部位を撮影すること
が重要です。全身のスクリーニングには骨シンチと
PET-CTが用いられます。骨シンチは、感度が高くス
クリーニングには最適ですが、腫瘍ではなく骨代謝が
亢進した部位に陽性所見がでるため、外傷や炎症では
偽陽性、溶骨性や骨梁間転移では偽陰性となります。
FDG-PET/CTはFDGが腫瘍細胞に集積するため、と
くに溶骨性転移は骨シンチよりも鋭敏に検出します。
またCTを併用するため病変部位を正確に同定するこ
とができます（図4）。

図１A：溶骨性転移  左：腎癌大腿骨転移  右：肺癌骨盤転移

図１B：造骨性転移　乳癌の骨盤、大腿骨転移

図２：骨梁間の転移　中耳 PNET/Ewing 肉腫の腰椎転移。
　CT（左）では描出されず、MRI（右）で診断できた。

図３ 乳癌胸椎転移　胸髄の圧迫を認める
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３）骨転移の治療の概要
骨転移の治療は、疼痛管理、骨関連事象（病的骨折、

骨病変に対する放射線治療、外科的手術、脊髄圧迫、
高カルシウム血症）の予防、ADLの維持が柱となりま
す。緊急的な対応を要するのは脊髄麻痺、病的骨折で、
手術や放射線治療など局所治療を最優先させます。

画像検査で発見された自覚症状がない骨転移は、原
発腫瘍に対する抗腫瘍薬、骨関連事象の予防のために
骨修飾薬（ゾレドロン酸、デノスマブ）を投与します。
自覚症状がある場合は、痛みに対しては薬物療法と放
射線治療が選択されます。リハビリテーションとして
杖による免荷歩行や体動の指導、コルセットなど装具
療法を行い、病的骨折を予防します。病的骨折や麻痺
に対しては整形外科的な処置を行います（図５）。

４）骨転移の薬物療法
他の遠隔転移と同様に進行がんとして抗がん剤や内

分泌薬を投与します。さらに原発の種類に関わらず骨
転移に有効な薬剤がゾレドロン酸（ゾメタ）、デノスマ
ブ（ランマーク）などの骨修飾薬です。乳癌、前立腺癌、
肺癌を対象とした大規模臨床試験で、ゾレドロン酸が
骨関連事象の発現時期を遅らせ、かつ発生率も低下さ
せることが明らかになり、各癌腫の診療ガイドライン
で骨修飾薬が推奨されています（図６）。骨修飾薬の注
意すべき副作用は顎骨壊死、腎障害、低Ca血症、イ
ンフルエンザ様の急性期反応です。顎骨壊死は、頻度
は少ないのですが発生すると重篤であるため、当センター
では骨修飾薬の投与前に歯科口腔外科で歯科検診と必

要があれば予防的歯科処置を行っています。
骨転移の痛みに対してはWHOの癌疼痛治療法に基

づいて、アセトアミノフェン、NSAIDsなど非オピオ
イド鎮痛剤から開始し、痛みが強い場合はオピオイド
鎮痛剤を使用します。また症状によってはステロイド、
抗痙攣薬、抗うつ薬などの鎮痛補助薬を併用します。

５）整形外科的治療
整形外科では病的骨折、麻痺のリスク評価と治療方

針の決定、装具、リハビリテーションの処方、手術を
行います。

四肢の骨転移では、病的骨折、切迫骨折が手術適応
となります。切迫骨折とは骨転移により骨の強度が低
下し、今にも病的骨折をきたしそうな状態を呼びます

（図7）。切迫骨折のリスク評価ではMirelsスコア（表1）

図６ 乳癌の上腕骨病的骨折。　ゾレドロン酸とギプス固
定のみで、破壊された骨が再生し骨癒合した。

図７ 病的骨折と切迫骨折

表１：Mirels スコア

図 4 PET-CT
乳 癌 の 多 発 骨 転 移。CT（ 右 ）
の併用で胸椎椎体、右肩甲骨に
転移があることがわかる。

図５ 骨転移の治療方針　
  Bone management の概念図 ( 眞鍋 2012)
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が最も広く使用されており合計9点以上が切迫骨折と
なり予防的固定術の適応とされます。手術法は予後に
よって術式が選択されます。予後が12 ヵ月未満では
根治性は低いが低侵襲の姑息的手術の適応となり、髄
内釘固定、腫瘍掻爬＋プレート固定術などが選択され
ます（図8）。予後が12 ヵ月以上見込まれる単発転移で

は、根治的手術の適応となり広範切除＋骨格再建術を
行います（図9）。術後は多くの場合、腫瘍の増大や再

発を予防するために放射線治療を行います。
脊椎転移は腫瘍によって脊髄が圧迫され進行性の麻

痺が生じた際に手術適応になります。予後が３−６ヶ
月未満の症例や完全麻痺となって48時間以上経過した
症例は適応外となります。また放射線感受性が非常
に高い腫瘍（多発性骨髄腫、悪性リンパ腫、胚細胞腫
瘍など）では放射線治療の適応となります。手術は主
に後方除圧術＋後方固定術が選択されます（図10）。ま

た脊椎の不安定性による疼痛も固定術の適応になりま
す。

６）放射線治療
放射線治療では、除痛、骨折、脊髄麻痺の予防、腫

瘍の縮小、破壊された骨の再生など効果が期待できま
す。外照射は通常は分割照射（3Gy x10回など）が行わ
れますが、病状や部位によっては１回照射（8Gy x 1回）
が選択されます。他の治療で痛みの緩和が得られない
場合にストロンチウム89静脈注射による内照射が行わ
れ、特に骨硬化性転移で有効とされています。

３．骨転移のチーム医療：
「骨転移カンファレンス」について

前述の通り骨転移の治療方針は、骨転移の部位、症
状、骨折や麻痺の危険性、生命予後、原発腫瘍の治療
状況を患者ごとに総合的に判断して決める必要があり
ます。当センターでは2015年春より「病的骨折ゼロ」「脊
髄麻痺ゼロ」を目標に「骨転移カンファレンス」を開始
しました（図11）。

2016年4月からは県立粒子線医療センターとテレビ会
議形式で合同開催し、悪性骨軟部腫瘍の粒子線治療の
適応についても検討しています。主な参加者は原発腫瘍
の担当科、整形外科、放射線科治療科、緩和ケア内科、
腫瘍内科などの医師、理学療法士、作業療法士、看護
師で、週１回開催しています。１例ごとに病的骨折、脊
髄麻痺のリスク評価を行い、次いで薬物療法、放射線
治療、手術の適応、リハビリ、安静度を討論し治療方

図 11 骨転移カンファレンス

図 12 骨転移カンファレンスの症例（全 115 例）

図８ 姑息的手術

髄内釘固定
（ 腫 瘍 は 切

除せず）

腫瘍を掻爬
後 に骨セメ
ント充填、プ
レート固定

図 9 根治的手術

大腿骨を en bloc で切除後
に人工関節で再建

図 10 後方除圧 + 後方固定術

椎弓切除後に腫瘍を切除し除圧、
椎弓根スクリューとロッドで固定。
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超音波内視鏡（EUS）のススメ

消化器内科　　
三木 生也

消化器内科で扱う領域は、消化器癌の化学療法、消
化器内視鏡検査・内視鏡治療、肝疾患関連処置など多
岐に渡ります。今回は、高い有用性と幅広い応用性か
ら注目されている超音波内視鏡（EUS）について御紹介
させていただきます。

EUSには大きく分けて2種類の機器があります。一
つは、細径プローブと呼ばれるもので、通常の内視鏡
スコープの鉗子チャンネルを通して病変部近傍にあて
がうことで、早期消化管癌の壁深達度を診断して内視
鏡的切除術の可否を決定したり、胆管や膵管の中に挿
入することで腫瘍・非腫瘍の鑑別や胆道癌の進展範囲
を診断したりするものです。今回ご紹介するのは、も
う一つのEUS機器でありますEUS専用機と呼ばれるも
のです。EUS専用機とは、スコープの先端に超音波観
測装置が内蔵されており、通常の内視鏡と同じように
経口的に（もしくは経肛門的に）挿入することで、消化
管を介して極めて近接した状態で膵臓や胆嚢などの消
化管近傍臓器を観察することができるために、体表エ
コーやCTやMRIよりもさらに詳細に病変を観察でき、
見たいものを見たい断面でリアルタイムに観察できる
内視鏡です。胆嚢・胆管・膵臓だけでなく、CT画像
では一見消化管から遠くにあるように思える副腎・脾
臓・腹腔内リンパ節や微量腹水さらには縦隔臓器や直
腸周囲臓器についても広範囲に詳細に観察すること
が可能です。観察だけであれば絶食のみの前処置で外
来施行が可能で、鎮静下にて10−30分程度（観察部位
によって異なります）での施行が可能な検査です。ま
た、下剤処置をすれば直腸周囲を観察することも可能
です。EUS専用機にはラジアル型とコンベックス型の
2種類があり、それぞれ一長一短あります。当院では、
取り扱いには多少の熟練を要するものの肝門部を含め

針を決定しています。2015年5月から11 ヶ月で115例
を検討し、肺癌、乳癌が上位を占めました（図12）。

開始して１年弱ですが、カンファレンスを通して他
の診療科の考え方、治療方針への理解が深まり、参加
者全体の骨転移診療のレベルが向上しています。また
診療科間の風通しが良くなり外来での緊急対応など連
携もスムーズになりました。そして、一度に治療方針
が決まるため患者負担が軽減し、早期に治療が開始で
きるメリットを実感しています。

４．最後に
以前は終末期医療として対処療法のみが行われてい

た骨転移ですが、治療薬の進歩に加え、集学的にチー
ム医療でアプローチすることによりQOLを維持し、
更には予後の改善も目指せる時代になっています。今
後も研鑽を積み、骨転移の患者さんのお力になれるよ
う努めていきたいと考えています。
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皮的ドレナージによる外瘻とは別のアプローチ法とし
て、胃や十二指腸から肝膿瘍や胆嚢・胆管に対してド
レナージを施行することで外瘻に伴うQOL低下をき
たすことなく内瘻化に成功した症例や、術後の腹腔内
膿瘍に対して経消化管的にドレナージを施行すること
で再手術を回避できた症例も経験しております（一部
は超音波内視鏡下瘻孔形成術として保険適応ですが、
難易度と合併症リスクを含め、適応は慎重に決定して
います）。

現在ではEUSの有用性が少しずつ認知されるように
なり、関係診療科は、消化器外科・呼吸器内科・呼吸
器外科・血液内科・婦人科・腫瘍内科など多岐に渡る
ようになり、現在では年間約100例のEUS-FNAならび
に関連処置を施行しております。EUSならびにEUS-
FNA関連処置は、微小膵癌の検索（DM悪化時や膵管
拡張時には必須です）等の肝胆膵疾患や消化管粘膜下
腫瘍のような消化器疾患における有用性だけでなく、
縦隔・腹腔内リンパ節・副腎・直腸周囲病変・腹腔内
膿瘍等さまざまな疾患に対しても極めて強力な診断・
治療ツールとなっていることを御認識いただきます
ようお願いするとともに、良悪性に関わらず、また、
EUSでの観察可否に迷われるような症例でも、ぜひ一
度、兵庫県立がんセンター消化器内科にご紹介くださ
い。当科で検討させていただいた上で観察・穿刺が
可能であればEUS-FNAまで短期間（おおむね1週間以
内）に施行させていただいております。

ての詳細観察が可能で、必要な際には針生検も施行で
きるために、コンベックス型EUSをルーチーンで使用
しています。

コンベックス型EUSの最大の利点は、体表エコー
やCT等の一般的な検査以上の詳細な画像が得られる
点、さらにはリアルタイムに病変内部や病変周囲の脈
管走行を確認しながら安全な経路で経消化管的に病変
部から針生検を行うことで（超音波内視鏡下針生検： 
EUS-FNA）病理学的確定診断が可能な点です。EUS-
FNAでは原則1泊2日の入院で施行していますが、こ
れまでのところ出血・穿孔・感染等の合併症は経験し
ておりません。

EUS-FNAはH22年より保険適応となっており、他
の一般病院でもEUS専用機が普及するようになってき
たようですが、他のモダリティー以上に詳細観察が可
能であるという有用性や消化器分野以外への応用性は
あまり重要視されていないのが現状のようです。当院
では豊富な症例を基に、特殊疾患を含めた鑑別診断や
胆膵疾患の手術適応まで決定しうるような詳細な観察
を心がけており、他院では診断困難であった症例を御
紹介いただく機会も増えてまいりました。また、消化
管周囲であれば、あらゆる部位で詳細な観察が可能と
いうEUS専用機の特性を活かして、当院では、一般的
に用いられている胆管・胆嚢・膵疾患や粘膜下腫瘍の
みならず、あらゆる癌でのリンパ節転移診断、肝腫瘍・
縦隔腫瘍・肺腫瘍・縦隔-腹腔内-直腸周囲の腫大リン
パ節・副腎・脾臓・腹膜播種診断・微量腹水に対する
EUS-FNAも施行しています。これにより、肺癌の診

断、原因不明のリンパ節腫大の鑑別診断なども可能と
なっており、従来なら試験開腹やCT下生検が必要で
あったような症例でもEUS-FNAを用いることで低侵
襲な診断が可能となっています。具体的には、気管支
鏡でアプローチできないような縦隔リンパ節腫大・縦
隔腫瘤・肺腫瘤、肺癌の化学療法レジメン変更前のリ
ンパ節・副腎などの転移巣からの検体を用いた遺伝子
変異検索、原因不明のリンパ節腫大症例（良悪性診断
だけでなく、リンパ腫診断のためのフローサイトメト
リーや結核診断のための培養検査等も可能です）など
において、積極的にEUS-FNAを施行しております。
さらに発展したEUS-FNA関連手技として、従来の経
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婦人科紹介

婦人科　　
山口　聡

がんセンターは、都道府県がん診療連携拠点病院と
して地域の病院や拠点病院間の連携強化、拠点病院医
師の研修、難治性がんや再発がん等他の医療機関で対
応困難ながんに対する高度専門医療の提供を含めた診
療支援等、がん医療における兵庫県の中核をなす病院
です。その中でも婦人科は全国でも婦人科がん患者数
がベスト3に入るほど、多くの患者さんの診断、治療
に従事しています。先日公表されました日本産科婦人
科学会の婦人科腫瘍委員会2014年度患者年報では子宮
頸がんⅠ-Ⅳ期：136例は全国1位、子宮体がんⅠ-Ⅳ期：
118例は全国2位、卵巣がんⅠ-Ⅳ期：51例は全国6位の
患者数です。婦人科で患者数の多い3つのがんについ
ての当院での取り組み、治療成績を紹介させていただ
きます。最近全がん協10年相対生存率が公表されまし
たが、当院の子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんの10
年生存率を出してみました。これを見ていただければ
わかるように婦人科がんにおいても5年以降の再発死
亡は無視できません。がんの治療は初回治療がスター
トであって、実はゴールが見えないのが現実だと思わ
れます。一人でも多くの婦人科がん患者さんが長期生
存できることを願ってやみません。

子宮頸がん
子宮頸がんに対する治療の中心は手術と放射線治療

です。これらの治療に必要に応じて抗がん剤治療を組
み合わせています。浸潤子宮頸がんで標準的に行われ
ている手術は広汎子宮全摘術です。この手術では子宮
頸部周囲の組織を大きく切除する必要があるため術後
の合併症として排尿障害が発生します（切除範囲に膀
胱につながる神経が含まれてしまいます）。また、骨
盤内のリンパ節廓清を行うため下肢リンパ浮腫が発生
します。そこで、これらの合併症を減少させるために
臨床試験を積極的に組み込んで縮小手術を行っていま
す。腫瘍径が小さい場合には手術の切除範囲を縮小し
た準広汎子宮全摘術を行うことにより排尿障害の軽減
を図ります。一方、腫瘍が大きい場合には術前に抗癌
剤治療を用いて縮小し、合併症を減少させることを試
みています。また、リンパ浮腫の原因になる術後の放
射線治療を回避するために化学療法による代用を行っ
ています。この他に、骨盤神経からの膀胱枝を温存す
る神経温存広汎子宮全摘術は可能な範囲ですべての患
者さんに行っています。進行子宮頸がんや術後治療に
放射線治療を選択する場合には、放射線治療科と連携
し、IMRT（強度変調放射線治療）やRALS（遠隔操作
密封小線源治療）、組織内照射を用いることで放射線
による合併症の軽減を図っています。現在ⅢB期の根

治放射線治療患者さんにはZ-100（丸山ワクチン）の治
験も実施しています。また、若年で卵巣温存希望の患
者さんで、術後に放射線治療必要になることが予想さ
れる場合には手術時に卵巣位置移動術を行い、卵巣を
できる限り照射野から外すようにしています。また、
再発された患者さんに対しては症例ごとに検討し、化
学療法を中心に最適な治療を行っています。

近年、顕著に子宮頸がんは若年化傾向が強く、特に
妊娠を望む年齢層で見つかることが多いため、子宮摘
出・卵巣摘出を余儀なくされる女性が増加しています。
症例によっては、腫瘍の大きさ、組織型、患者さんの
年齢や結婚の有無、挙児希望等に配慮し、妊孕能温存
治療や卵巣機能温存・女性ホルモン補充なども考慮し
た治療選択も可能です。ⅠB1期までの妊孕能温存を
希望する患者さんには、広汎子宮頸部摘出術を行い、
子宮体部を温存することで治療後の妊娠を可能として
います。当院でこの手術を行い無事出産された患者さ
んもおられます。

当科における子宮頸がん5年生存率はⅠ期93.7%、Ⅱ
期72.0%、Ⅲ期65.3%、Ⅳ期24.2%、10年生存率はⅠ期
91.5%、Ⅱ期66.1%、Ⅲ期59.1%、Ⅳ期24.2%です。

子宮体がん
子宮体がんにおける初回治療の中心は手術です。当

科では再発の危険性を十分考慮し、系統的なリンパ節
郭清を含めた手術を行うことで、進行期や組織診断を
正確に行い、再発のリスクを推定し、適切な術後治療

（多くの場合は化学療法）を選択します。一方で過度に
負担の大きい手術や不必要な術後治療は行わないよう

子宮頚がんの症例数

子宮頚がん（1996-2005 年 ) 10 年全生存率
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に心がけています。また、手術の低侵襲化と安全管理
を目的とした鏡視下手術にも積極的に取り組み、以前
より良性疾患に対する腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）も
導入しており、今年度5月からは初期子宮体癌に対す
る腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術も始める予定です。進行
症例に対しては初回治療から化学療法を導入していま
す。また若年の子宮内膜異型増殖症や初期子宮体癌の
患者には、妊孕能温存希望の有無や病状を考慮したう
えで、黄体ホルモン（MPA）大量療法を行うことで子
宮を温存することも可能です。再発時には手術療法や
化学療法、ホルモン療法、放射線治療を含め症例ごと
に適切な治療を検討しています。

当科における子宮体がん5年生存率はⅠ期96.0%、Ⅱ
期88.3%、Ⅲ期59.6%、Ⅳ期24.0%、10年生存率はⅠ期
95.6%、Ⅱ期83.5%、Ⅲ期57.1%、Ⅳ期24.0%です。

卵巣がん
卵巣がんは、明らかな増加傾向にあり、しかも症状

に乏しいために半数以上が進行癌として発見され、進
行卵巣がんの予後は極めて不良で、婦人科がんによる
死因の第一位となっています。手術によりがんの診断
を確定するのが一般的ですが、腹水や子宮体部の細胞
診から、がんの診断がつくこともあります。卵巣がん
の治療の基本は手術と化学療法です。手術でできる限
り残存腫瘍を少なくした上で、抗がん剤治療を6サイ
クル程度行うのが一般的ですが、進行卵巣がんにお
いては初回手術時に腫瘍摘出が困難な場合も多く、あ
えて無理な手術をせず腫瘍生検のみで終わることもあ
ります。その場合も病理組織診断後に抗がん剤投与を
行い腫瘍の縮小が得られれば再度根治を目指した手術
を行っています。残存腫瘍の大きさが予後に影響する

ことから、消化器外科や泌尿器科の協力により消化管
切除などを含め腹腔内病巣を可及的に摘出していま
す。一部のⅠ期卵巣がんにおいては適切な手術を行え
ば、術後の抗がん剤治療を省略しても再発のリスクが
上がらないことが推測され、Ⅰ期卵巣がんの患者さ
んを対象に術後の抗がん剤治療を省略する臨床試験

（JGOG3020）を行っています。また、妊孕能温存を希
望される患者さんには子宮と健側の正常卵巣を温存す
る臨床試験（JCOG1203）も行っています。一方、進行
卵巣がんにおいては腹腔内化学療法によって抗癌剤の
効果を大きく高められる可能性があり、当科では腹腔
内化学療法の臨床試験（GOTIC/JGOG 3019）にも参加
しています。また最近では分子標的薬のベバシズマブ
も保険承認され初回治療、再発治療に症例を検討した
上で使用しています。卵巣がんの化学療法は多様化し
てきており、腫瘍内科とも連携して臨床試験や新薬開
発治験にも積極的に取り組んでいます。

当科における卵巣がん5年生存率はⅠ期85.9%、Ⅱ
期70.4%、Ⅲ期38.5%、Ⅳ期22.1%、10年生存率はⅠ期
79.7%、Ⅱ期70.4%、Ⅲ期22.8%、Ⅳ期13.3%です。

婦人科では、初回の治療はもちろん再発がんに対す
る治療や緩和医療にも取り組んでいます。できるだけ
広い視点で治療法を考えることで「患者さん一人一人
にとって最適の治療を提供すること」を目指していま
す。また、ガイドラインに沿った標準治療の一歩先を
行く最新の治療として様々な臨床試験や新薬の治験
を積極的に取り入れ、できる限り多くの治療の選択肢
を提供していきたいと考えています。手術内容や治療
方針は科内のカンファレンスの意見はもちろん病理診
断科・放射線診断科・放射線治療科・腫瘍内科など幅
広い診療科の専門医の意見も取り入れています。さら

子宮体がんの症例数（旧分類）

子宮体がん (1996-2005) 10 年全生存率

卵巣がん・卵管がん・腹膜がんの症例数（旧分類）

卵巣がん (1996-2005) 10 年全生存率
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に看護師・薬剤師・栄養士・ソーシャルワーカーなど
多くの医療スタッフとともにチーム医療を実践してい
ます。今後も地域医療の発展向上に貢献できるようス
タッフ全員一丸となって邁進していく所存ですので、
患者様のご紹介どうかよろしくお願いいたします。

（文責：山口　聡）　

【スタッフ】
後列左から　清水　亜麻・鈴木　一弘・山本　香澄・
　　　　　　小菊　愛・塩﨑　隆也・北井　美穂・
　　　　　　森本　明美
前列左から　長尾　昌二・山口　聡・
　　　　　　須藤　保（臨床研究部）

癌に合併する血栓症

循環器内科　
野中 顕子

近年、癌に血栓症が合併することは広く知られるよ
うになり、また逆に、静脈血栓症をみたら癌を疑えと
言われるようにもなりました。

一昔前の、“癌患者さんだから、いつ急変してもお
かしくないよね。”だとか、“癌だからD-dimer高くて
当たり前よね。”というのも、かなりの高確率で血栓症
が犯人であったんだと思われます。

その昔、動物は出血により命を失う事が多かったた
め、常人の理解の範疇を超える種類の凝固因子が発達
し、一方で線溶系の因子はプラスミノーゲンとその周
辺のみ。この解離が近代においては静脈血栓塞栓症

（VTE: Venous Thromboembolism: 肺血栓塞栓症と深
部静脈血栓症の総称）というlife-threateningな疾患の
原因ともなっている。進化というのは根が深いもので
す。

当院の癌患者さんにおける静脈血栓症合併率です
が、2015年の1年間に当院に初診で受診された癌患者
さんの中で、D-dimer高値や下肢浮腫などの症状から
下肢深部静脈血栓（DVT）が疑われてエコー検査した
患者さんの中で、実際にDVT合併率が多かった疾患
は軟部腫瘍（14%）、卵巣癌（11.8%）、悪性黒色腫（7.8%）、
多発性骨髄腫（7.1%）、膵がん（6.1%）胃がん（5.6%）大腸・
直腸がん（5.1%）肺がん（3.0%）でした。

また、違う年度ではありますが、sub-massive以上
のVTE（目安として、うおぉ IVCフィルターいる？
と悩む症例）発症した症例数が多かったのは卵巣がん

（8例）と肺がん（6例）でしたが、以下のような血栓分布
でした。

D-dimerは5.0 〜 170.2μg/mlと 振 れ 幅 大 き く、
D-dimerの絶対値と血栓量とは無関係。

またこれらのほとんどの患者さんが寝たきりではな
く普通に日常生活されており、そこそこ元気に歩いて
外来受診されています。一般的には避難所生活や長時
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た。（肺がんは13例）。婦人科の先生が、血栓症合併リ
スクが高そうな患者さんには採血結果すら待たずに初
診時に下肢静脈エコー検査をするようになっているこ
の頃であり、それの影響か偶然かはわかりませんが、
いずれにしても以上のような事を考えていた私として
は嬉しく思った出来事でした。

必要時は迅速な対応が要求される生理検査・放射線
部、およびIVCフィルター留置に対しても的確・迅速
に対応される放射線科医との連携がうまくとれてこ
その血栓症治療であり、massive VTE患者発生時は、
水面下で一瞬にしてその患者さん専用のチームが出来
上がり、そして治療方針が決まれば一旦解散、あとは
主治医と私とで地道に癌治療・血栓治療を継続する。
この小さな盛り上がり感は、かつては心臓カテーテル
治療にも多少なりとも従事した事のある私にとっては
循環器っぽい一瞬でもあり、好きか嫌いかと言えば好
きな瞬間です。

血栓は、生き物。
この10年間当がんセンターで血栓診療に従事し、こ

う思うに至りました。
がんの病状・化学療法で使用する薬剤の種類・術後

経過・生活習慣・抗血栓薬など、血栓という生き物とっ
ての色んな環境因子によって、最初小さかった血栓が
あっという間に育ったり、大きかった血栓がうそのよ
うに溶けて消えてしまったり。

個々の患者さんにとって、今、どの環境因子が最も
影響しているのかを推測しつつ治療にあたる。そう言
えば4.5年前までは“癌の治療の前に、血栓治療をして
下さい”という今から思えば奇妙な依頼がよくありま
したが、今では、“癌の治療をしないと血栓も消えな
いですから、血栓療法と並行して化学療法をします。
薬剤の相互作用はどうでしょうか。”などという会話が
普通になされる時代になっています。

循環器内科医としての私自身は主流からかけ離れた
ところで溺れかけつつどっぷり浸かっている現状です
が、置かれた場所でで咲きなさいと言われるように、
もうしばらくはこの仕事を粛々と続けていく所存で
す。

当がんセンター循環器内科では院内で治療中の患者
さんだけを診療対象としていますので、循環器疾患メ
インの患者さんを近隣の先生方と直接紹介し合う事は
少ないののですが、当科での水面下での治療の一つを
拙文ながら紹介させていただきました。今後の何らか
の参考になれば幸いです。

間の乗り物など、下肢運動制限・脱水を余儀なくされ
る特殊環境でVTEが起こると思われていますが、癌
患者さんはそうではない。

では何でしょうか。
卵巣癌に合併するmassiveVTEは、全例で下肢DVT

を有していました。動脈系の血栓症を合併した卵巣癌
も2例あったことから、全身の抗凝固能亢進がベース
にありつつ、　腹腔内の巨大腫瘤で骨盤内静脈が圧排
され、静脈環流が阻害されることがDVT発症の主た
る原因かと思われます。その一方で、肺がんの1例では、
下肢DVTなく下大静脈〜腎静脈のDVTのみ認められ
ました。肺がん患者さんはすべて、腹腔内巨大腫瘤は
持っていません。

卵巣癌ではVTEの原因が物理的な静脈圧迫による
静脈うっ滞＆全身凝固能亢進であるのに対し、肺がん
に合併するVTEの原因は、全身の凝固能亢進のみと
推察できるのではないでしょうか。VTEを合併する
卵巣癌の組織型は様々ですが、肺がんでは6人中5人が
腺癌です。癌は組織因子（凝固因子の一つ）を分泌する
そうですが、肺線癌が放出するムチンも血液凝固能亢
進に一役買っている事からも全身性の凝固能亢進が起
こりやすいことが推測されます。

癌組織自体が放出する組織因子やムチンといった凝
固因子により、全身性凝固能亢進して血栓症を発症す
る病態をTrousseaus syndromeと言いますが、この中
にはヘパリン以外の抗凝固薬が無効なことがあり、抗
血栓治療開始時の薬剤選択に注意を要します。そして、
この患者さんたちの予後ですが、卵巣がんの8人中4人
は化学療法・手術で完全寛解、肺がんでは6人中1人だ
けが完全寛解、がん死が肺がんでは6人中4人でした。

 血栓症を合併する時期が、癌の種類によって異な
るものと思われます。

肺がんは主に終末期に。
卵巣がんは主に初診時に。
コストパフォーマンスではなくライフパフォーマン

スとでもいいましょうか、肺がんの場合は、がん自体
の予後が良くない時期だからムチンも組織因子も血中
に大量放出されてVTE合併するのかな、だとしたら
何らかの症状が出てからの診断・治療でも悪くはない
のかなという一つの考え方だと思います。その一方で、
しつこくD-dimerチェックして怪しければエコーして
無症状の小さいVTEを見つけて、何の症状もないの
に抗凝固薬飲まされる！みたいに思われても良いから
卵巣がんの患者さんには食らいつくように血栓診断・
治療をする。がんの予後が良い可能性も十分あるから、
がん死する前に血栓死させてはならない。そして2015
年1月〜 12月の卵巣がんmassive VTE合併は1例でし
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編集後記
リオデジャネイロオリンピックも日本代表選手の大活躍のうちに幕を閉じ、ようやく暑さもやわらいで過ごし

やすくなって参りました。さて、兵庫県立がんセンター医療ニュースは、がん治療に特化した当センターの診断
や治療の紹介を中心に各部署の話題をお知らせしてきました。本号で第29号を迎えます。消化器外科富永先生か
らは患者さんの動向に関してユニークな視点を交えた考察を、婦人科山口先生からは日本国内有数の患者数を誇
る子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がんに対する取り組みや生存率を、整形外科藤田先生からはがんの生存率向上
に伴って患者数が増加しておりニーズも増している転移性骨腫瘍の治療を、循環器内科野中先生からはがん患者
に見られる静脈血栓症の癌腫別の状況と独自の視点からの考察を、消化器内科三木先生からは高い有用性と幅広
い応用性から非常に注目を集めている超音波内視鏡に関する治療と有用性をお届けいたします。いずれもが診療
科の枠を越えて非常に興味深い内容となっていますので、何かしら皆様のお役に立てることを願ってやみません。

長きにわたり医療情報担当部長を勤めてこられた村田洋三先生の退職に伴い、広報委員会のメンバーにも若干
の変化がありました。また、医療ニュースも今後は異なる形式で発信になることが予定されています。時勢に則
した内容を目指して参りますので今後ともなにとぞよろしくお願い申し上げます。 （岩江　信法）

広報委員
岩江　信法（委員長）、藤井　稔人（副委員長）、村井　美加（副委員長）、水野　石一、梶本　和義、田中　直彦、
野口　吉浩、宮部　世姿子、阿部　千佳子、土井　久典、若林　よう子、山下　美紀、千葉　智実、込山　豊蔵、
山村　英樹、向　政子、吉良　美憂
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専攻医 28年4月〜 6月
 呼吸器外科 大隈　宏通 呼吸器内科 東内　理恵 整形外科 北山　和道
 乳腺外科 曽山　みさを 皮膚科 大野　木之香 放射線診断科 矢入　稔貴
 婦人科 清水　亜麻

フェロー 28年4月〜 6月
 消化器外科 山岸　農 泌尿器科　西岡　遵 婦人科　鈴木 一弘

新任医師紹介（平成 28 年 4 月～平成 28 年 6 月）
☆28年4月

呼吸器内科医長
安田　裕一郎

消化器外科医長
大坪　大

泌尿器科医長
八尾　昭久

☆28年5月

皮膚科
川上　由香里

病理診断科医長
小松　正人

婦人科医長
北井　美穂

放射線治療科医長
関井　修平

放射線診断科部長
前田　弘彰

放射線治療科
窪田　光

皮膚科
新川　衣里子

婦人科医長
千田　時弘

☆28年6月


