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呼吸器内科の紹介呼吸器内科の紹介
【 ス タッフ 紹 介 】　

【当センター呼吸器内科の特色】　
呼吸器内科では肺癌を主体とした胸部悪性腫瘍（胸腺腫などの縦隔腫瘍、悪性胸膜中皮腫も含む）の内科治療をし

ています。
特色として①豊富な診断・治療実績に根ざした迅速・正確な診断（遺伝子検査も含めた専門的診断）→迅速かつ最も

適切な治療へ ②チーム医療の実践による最適な治療方針 ③新規治療へのアクセスが可能 なことがあげられます。

①当センターでの肺癌の診断数は、1995年以降で約7000例であり、豊富な診断・治療実績があります。30年前の
開院当時から気管支鏡専門の熟練した医師が指導し、その技術が引き継がれており、気管支鏡診断には自信を持っ
ております。以前は細胞診で癌細胞の証明さえできれば適切な治療ができましたが、それでは最適な個別化治療は
できません。当院では可能な限り十分量の組織を採取して、遺伝子診断を行えるようにして、可能な限り個別化治
療を実践しております。
また、肺癌が強く疑われる場合は、確定診断と全身検索を並行して行い、原則的にご紹介いただいて約２週間で確
定診断と病期診断のうえ、治療方針が示せるようにしております。緊急に治療が必要とされると判断した場合には数
日以内に確定診断を行い緩和照射などの処置につなげることもあります。急がれる場合や緊急の相談がある際には、
直接電話連絡をいただけましたら幸いです。
②当センターでの確定診断を行った全例に対して毎週行っている呼吸器合同カンファレンス（呼吸器内科、呼吸器外科、
放射線診断科、放射線治療科、病理診断科）で診断と治療方針の検討をしています。各領域のスペシャリストが一例
一例丹念に画像、病理、病歴を検討して、治療方針をたてており、その結果に基づいた最適な治療につなげています。
また、内科治療についても毎週２回行っている呼吸器内科のカンファレンスでその治療経過も含めた検討を行い、
その時点、その時点での最適な治療方針を検討しています。どの医師が最初に見ても、どの医師が担当しても、当
科として最良と思える治療が提供できるよう、日々努力しています。
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呼吸器内科スタッフ
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里内 浦田

伊藤河服部現在、８名のスタッフ（部長１名、医長７名）で
診療にあたっております。当科での肺癌診療実
績が10年以上となるスタッフが３名おり、患者さ
んの治療方針は毎週行っているカンファレンスで
呼吸器内科全体のチームとして決定し、肺癌に
対する専門的診断・治療を実践しております。



肺癌の治療、最近のトピックス
肺癌の治療成績は私（里内）が最初に赴任した1995年当時と比べて、格段に良くなりました。また、副作用も軽くなり、
外来治療の比率が高くなっています。
特に２０１０年頃から診断・治療の進歩のスピードがとても速くなっており、ここ１－２年の間に期待の新薬も５剤以上

承認される見通しになっています。

1) 局所進行肺癌の内科治療 ; 根治的放射線治療が可能な局所進行癌 ( 非小細胞癌 Stage III と
一部の (手術不能の )II 期、小細胞癌では I-III 期 )
合併症の無い75歳くらいまでの患者さんには抗がん剤治療(プラチナ製剤を含めた２剤併用療法)と放射線治療の併

用 (化学放射線治療 )を同時併用で行うことが推奨されています。年齢や臓器機能に応じて、併用する抗がん剤を変え
たり、逐次併用（化学療法のあと放射線治療）にすることや放射線治療単独とすることを検討します。内科治療でも根
治の可能性のある進行度です。抗がん剤治療や化学放射線治療の後、手術を行うことで根治をねらうこともあり、
集学的治療・チーム治療の力がもっとも試されるところです。

2) 進行肺癌の内科治療（放射線治療不能なIII 期と IV期）
抗がん剤治療 (合併症の無い75歳くらいまでの患者さんにはプラチナ製剤を含めた２剤併用療法 )が初回治療として
行われます。血管新生阻害剤（アバスチンⓇが使用できる患者さんではアバスチンⓇの併用（３剤併用療法）で奏効率が
あがることがわかっています。抗がん剤治療のみでは根治は狙えませんので、患者さんの体力、希望に応じて、緩和
治療のみも選択肢になります。
再発時にも体力があれば、希望に応じて抗がん剤治療を繰り返すことになります。腫瘍の遺伝子変異の状況に応じて、

患者さんによっては分子標的治療薬も用いられます(3)-(1)参照）。また、免疫チェックポイント阻害剤が承認され、一
部の患者さんに大きな効果がもたらされるようになりました（3）-(2)参照）。

3) 最近のトピックス
(1)個別化治療（図１）少し前までは肺癌の治療は小細胞癌か非小細胞
癌かを分けるだけで行われていました。癌は遺伝子の傷が積み重
なってできたもので、その性質・抗がん剤への反応性は個々に違っ
ています。ここ10年ほどでDNAシークエンサーの性能が格段に
向上し、遺伝子解析が比較的安価に非常に高スピードで行われる
ようになり、個々のがんにおける遺伝子異常の研究が飛躍的に進
んできました。それぞれの癌でその増殖・生存に大きく関与する
遺伝子異常をDriver Oncogene（ドライバー癌遺伝子）と呼びま
すが、Driver Oncogeneを治療標的にした分子標的薬は、その
Driver Oncogeneをもつ患者さんに大きな効果をもたらすこと

が多いことがわかっています。EGFR遺伝子変異やALK融合遺伝子はDriver Oncogeneでありそのキードラッグで
ある分子標的薬（EGFRの阻害薬：イレッサⓇ ,タルセバⓇ ,ジオトリフⓇ、ALKの阻害薬：ザーコリⓇ ,アレセンサⓇな
ど )で大きな効果が得られる可能性が高いので、進行非小細胞肺癌の治療では、まずこれらの遺伝子異常の検査を
行ってから治療方針を決定するようになっています。しかし、このようなキードラッグが効果をもたらした患者さん
でも投与を継続するうちに耐性を生じて再発するため根治はできません。しかし、その耐性獲得が生じたときの遺
伝子異常の研究も早いスピードで進んでおり、耐性遺伝子変異に効果を有する分子標的薬も次々に開発され、効
果が示されています。EGFR遺伝子変異や、ALK融合遺伝子を持たない患者さんにはさらに低頻度のDriver 
Oncogeneがあることが予想され、そのような比較的稀なDriver Oncogeneも次々に報告され、それぞれに対
する治療薬の開発も今までにないスピードで進んでいます。
　現在、十分量の組織採取があれば、臨床試験という形でそのDriver 変異や耐性遺伝子変異等を検索する全国
的なシステムが構築されており、診断時や治療経過中に治療ターゲットになりうる遺伝子異常がとらえられると、治
験という形ですが効果が期待される治療薬にアクセスできるようになっています。診断時に遺伝子検査をして、可
能な限り個別化治療を行い、分子標的薬での耐性が起こった際にも再度組織採取をして、その耐性機序により別
の適切な分子標的薬の治療をする・・そのような時代が肺癌ではすでに始まっています。

(2)免疫療法：つい最近まで、がんの免疫治療で治療効果が証明されるものは一部の癌をのぞいてありませんでした。
がんが生じた場合、免疫システムで排除されるため、免疫機能がしっかり働いていれば臨床的ながんは生じないと考
えられます。私たちが臨床上目にするがん患者さんのがんは、なんらかの機構でそのがんが免疫の監視機構から逃
避している状態にあると考えられ、そのため単純にリンパ球を輸注したりしても効果がなかったものと考えられます。
　現在、メラノーマや非小細胞肺癌に承認されているオプジーボⓇという抗がん剤は抗 PD-1抗体です。PD-1は、
免疫細胞（T細胞や抗原提示細胞など）に広く発現しいて免疫細胞のブレーキ役になっています、このような免疫反
応の調節をする因子を免疫チェックポイント分子といいます。腫瘍細胞がPD-L1という分子を発現していると、T細
胞上のPD-1と結合し、T細胞による排除が行われなくなると考えられており、これが一つのがんの免疫機構からの
逃避の機序とされています。PD-1の抗体でこの反応をブロックすると免疫反応のブレーキが解除され、免疫反応
で腫瘍が障害されるようになり、効果を発揮します（図２）。
　人によって免疫からの逃避機構や免疫状態が異なりますので、
このような免疫チェックポイント阻害剤は非小細胞肺癌の一部の方
にしか効果を示さないのですが、効果があれば長時間持続するこ
とがあることが知られており、治験で投与されていた患者さんの
中には、その治療開始時から数年がんがほとんど消えた状態のま
まの方もおられます。先に免疫チェックポイント阻害剤の治験がな
されていたメラノーマでは１０年以上効果が持続している人も一定
の割合であることも報告されており、「Durable response (持続
的効果 )」が期待されている大きなポイントです。このような免疫
チェックポイント因子は複数あり、それ以外の免疫を調整する因子
もありますので、それらの因子に作用する治療薬も開発中です。
　免疫療法で効果が得られる患者さんの率を上げようと、免疫チェックポイント阻害剤同士や免疫チェックポイント
阻害剤と従来の抗がん剤との併用療法などの治験が複数多く行われており、今後さらに肺癌の治療成績の向上に
つながることが期待されています。
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③当科では多くの治療実績があり、現時点で行える最適な治療を行っています。それに加えて、未承認薬の治験や現
在承認されている薬での新規治療の効果をみる臨床試験を多く行っております。肺癌の治療の進歩は現在めざまし
いものがあります（３．を参照ください）。当科では豊富な治験実績があり、現在も常時30件程度（うち症例登録中が
10件程度）の治験を行っています。分子標的治療、免疫治療薬の開発のスピードアップにより画期的新薬に指定さ
れるような薬剤の治験も最近では多くなっており、効果が期待される新薬・新規治療の治験ではそれに参加すること
により、標準治療では得られなかった効果を得られる可能性が有ります。
臨床試験や治験参加による治療は、未承認薬や今までに行われていない併用療法などでの治療になりますので、思っ
たような効果がない場合も予期しなかった副作用が出るリスクも考えられます。治験や臨床試験に参加するには参加
の条件もあります。当院では、条件に合う患者さんに対して、十分な説明のもと、同意が得られれば、そのような
治療を受けていただくオプションがあるということになります。

当科の紹介は以上です。肺癌診療に特化した診療料ですので、当センターでの治療や診断が必要な患者さんがおられまし
たら、ご紹介よろしくお願いいたします。
また、肺癌患者さんの予後が改善したことにより、うまく治療が続けられる患者さんでは外来治療を中心に長期間当院での
治療を続けられる方も多くなりました。そのような方の連携診療については大変お世話になり感謝しております。今後も地域
での連携診療につきましてもよろしくお願いいたします。
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応の調節をする因子を免疫チェックポイント分子といいます。腫瘍細胞がPD-L1という分子を発現していると、T細
胞上のPD-1と結合し、T細胞による排除が行われなくなると考えられており、これが一つのがんの免疫機構からの
逃避の機序とされています。PD-1の抗体でこの反応をブロックすると免疫反応のブレーキが解除され、免疫反応
で腫瘍が障害されるようになり、効果を発揮します（図２）。
　人によって免疫からの逃避機構や免疫状態が異なりますので、
このような免疫チェックポイント阻害剤は非小細胞肺癌の一部の方
にしか効果を示さないのですが、効果があれば長時間持続するこ
とがあることが知られており、治験で投与されていた患者さんの
中には、その治療開始時から数年がんがほとんど消えた状態のま
まの方もおられます。先に免疫チェックポイント阻害剤の治験がな
されていたメラノーマでは１０年以上効果が持続している人も一定
の割合であることも報告されており、「Durable response (持続
的効果 )」が期待されている大きなポイントです。このような免疫
チェックポイント因子は複数あり、それ以外の免疫を調整する因子
もありますので、それらの因子に作用する治療薬も開発中です。
　免疫療法で効果が得られる患者さんの率を上げようと、免疫チェックポイント阻害剤同士や免疫チェックポイント
阻害剤と従来の抗がん剤との併用療法などの治験が複数多く行われており、今後さらに肺癌の治療成績の向上に
つながることが期待されています。
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③当科では多くの治療実績があり、現時点で行える最適な治療を行っています。それに加えて、未承認薬の治験や現
在承認されている薬での新規治療の効果をみる臨床試験を多く行っております。肺癌の治療の進歩は現在めざまし
いものがあります（３．を参照ください）。当科では豊富な治験実績があり、現在も常時30件程度（うち症例登録中が
10件程度）の治験を行っています。分子標的治療、免疫治療薬の開発のスピードアップにより画期的新薬に指定さ
れるような薬剤の治験も最近では多くなっており、効果が期待される新薬・新規治療の治験ではそれに参加すること
により、標準治療では得られなかった効果を得られる可能性が有ります。
臨床試験や治験参加による治療は、未承認薬や今までに行われていない併用療法などでの治療になりますので、思っ
たような効果がない場合も予期しなかった副作用が出るリスクも考えられます。治験や臨床試験に参加するには参加
の条件もあります。当院では、条件に合う患者さんに対して、十分な説明のもと、同意が得られれば、そのような
治療を受けていただくオプションがあるということになります。

当科の紹介は以上です。肺癌診療に特化した診療料ですので、当センターでの治療や診断が必要な患者さんがおられまし
たら、ご紹介よろしくお願いいたします。
また、肺癌患者さんの予後が改善したことにより、うまく治療が続けられる患者さんでは外来治療を中心に長期間当院での
治療を続けられる方も多くなりました。そのような方の連携診療については大変お世話になり感謝しております。今後も地域
での連携診療につきましてもよろしくお願いいたします。

図1

図2

（文責；里内）
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呼吸器内科の紹介呼吸器内科の紹介
【 ス タッフ 紹 介 】　

【当センター呼吸器内科の特色】　

今年度も最前線で診療をされている医療機関の先生にお集まりいただき、医療連携をさらに進めていくた
め、下記の通り「地域医療連携交流会」を開催いたします。多数のご参加をお待ちしております。

呼吸器内科では肺癌を主体とした胸部悪性腫瘍（胸腺腫などの縦隔腫瘍、悪性胸膜中皮腫も含む）の内科治療をし
ています。
特色として①豊富な診断・治療実績に根ざした迅速・正確な診断（遺伝子検査も含めた専門的診断）→迅速かつ最も
適切な治療へ ②チーム医療の実践による最適な治療方針 ③新規治療へのアクセスが可能 なことがあげられます。

①当センターでの肺癌の診断数は、1995年以降で約7000例であり、豊富な診断・治療実績があります。30年前の
開院当時から気管支鏡専門の熟練した医師が指導し、その技術が引き継がれており、気管支鏡診断には自信を持っ
ております。以前は細胞診で癌細胞の証明さえできれば適切な治療ができましたが、それでは最適な個別化治療は
できません。当院では可能な限り十分量の組織を採取して、遺伝子診断を行えるようにして、可能な限り個別化治
療を実践しております。
また、肺癌が強く疑われる場合は、確定診断と全身検索を並行して行い、原則的にご紹介いただいて約２週間で確
定診断と病期診断のうえ、治療方針が示せるようにしております。緊急に治療が必要とされると判断した場合には数
日以内に確定診断を行い緩和照射などの処置につなげることもあります。急がれる場合や緊急の相談がある際には、
直接電話連絡をいただけましたら幸いです。
②当センターでの確定診断を行った全例に対して毎週行っている呼吸器合同カンファレンス（呼吸器内科、呼吸器外科、
放射線診断科、放射線治療科、病理診断科）で診断と治療方針の検討をしています。各領域のスペシャリストが一例
一例丹念に画像、病理、病歴を検討して、治療方針をたてており、その結果に基づいた最適な治療につなげています。
また、内科治療についても毎週２回行っている呼吸器内科のカンファレンスでその治療経過も含めた検討を行い、
その時点、その時点での最適な治療方針を検討しています。どの医師が最初に見ても、どの医師が担当しても、当
科として最良と思える治療が提供できるよう、日々努力しています。

里内 美弥子（部長 H元年卒） 浦田 佳子（医長 H９年卒）
島田 天美子（医長 H９年卒） 服部 剛弘（医長 H９年卒）
山本 正嗣（医長 H14年卒） 河野 祐子（医長 H14年卒）
河　良崇（医長 H16年卒） 伊藤 彰一（医長 H18年卒）

呼吸器外科スタッフ

山本

島田

河野

里内 浦田

伊藤河服部

一般の方、患者さん・ご家族ならびに医療関係者対象一般の方、患者さん・ご家族ならびに医療関係者対象

医師対象医師対象

兵庫県立がんセンター 第15回がんフォーラム開催のご案内兵庫県立がんセンター 第15回がんフォーラム開催のご案内

兵庫県立がんセンター地域医療連携交流会開催のご案内兵庫県立がんセンター地域医療連携交流会開催のご案内

テーマ：「チームで取り組む 肝臓・胆道・膵臓領域のがん」
第１部 肝臓がん（肝細胞がん） 　 
○ 背景疾患・診断と内科的治療 消化器内科医長・津村英隆 　 
○ 放射線科的治療 兵庫県立粒子線医療センター院長・沖本智昭 　 
○ 外科的治療 副院長＆消化器外科部長・富永正寛
第２部 胆嚢・肝外胆管・膵臓がん 
○ 診断と内科的治療 消化器内科医長・三木生也 
○ 外科的治療 診療部長＆消化器外科部長・藤野泰宏 
　 がん登録の現状 がん登録室・山口真理子

日　　時：平成28年2月18日（木）18時～20時45分（予定）
 1部：18：00-19：20　呼吸器外科及び乳腺外科より講演・各科紹介
 2部：19：20-20：45　意見交換会
場　　所：ホテルキャッスルプラザ（西明石駅より徒歩3分）
テ ー マ：「地域医療連携、知ってほしいこと、知りたいこと」
対　　象：医師・歯科医師　

がん相談支援センターのご案内
「がん相談支援センター」では、がんに関する不安や仕事、経済的問題やがん治療に関する一般
的な情報提供も行っております。
患者さんやご家族だけでなく、地域医療関係者にもご利用いただけます。相談料は無料です。
■対応時間：平日9時～12時　13時～16時
■ご予約・お問合せは　078－929－1151まで。
「相談支援センターにつないで」とお伝え下さい。

お気軽にご相談ください

現在、８名のスタッフ（部長１名、医長７名）で
診療にあたっております。当科での肺癌診療実
績が10年以上となるスタッフが３名おり、患者さ
んの治療方針は毎週行っているカンファレンスで
呼吸器内科全体のチームとして決定し、肺癌に
対する専門的診断・治療を実践しております。

日　  時：平成28年 2月13日（土） 午後2時～４時30分
 （開場　午後1時30分）
会　  場：子午線ホール（アスピア明石北館9階）
主　  催：兵庫県立がんセンター　
共　  催：兵庫県明石健康福祉事務所、兵庫県がん診療連携協議会 
後　  援：兵庫県医師会、明石市、明石市医師会、神戸市医師会、
 兵庫県看護協会、神戸新聞社 


