
【A. 診療スタッフのご紹介】
　呼吸器外科は、宮澤秀樹主任部長、伊藤祥隆部長、新納英樹医長の 3
名の常勤医と、レジデントの髙山哲也医師の計 4 名の医師が診療を担当
しております。
　外来担当は、以下の表のとおりです。

　再診は午前のみで予約制です。初診の患者さんは、地域連携室を通じて
の予約をお願いします。

【B. 診療内容のご紹介】
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看 護 部 の 紹 介

薬 剤 部 の 紹 介

栄養管理科の 紹介

呼吸器外科

向暑の候、皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
今月の各部・各診療科の紹介は、呼吸器外科と内科（腫瘍）です。

呼吸器外科スタッフ
後列左より　髙山医師、新納医長、邑田看護師
前列左より　伊藤部長、宮澤主任部長

月 火 水 木 金

初診・再診 宮澤 宮澤 宮澤 宮澤

再診 伊藤 新納

再診 新納 伊藤

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

原発性肺がん 138 135 144 134

転移性肺腫瘍 18 7 18 14

その他の肺悪性腫瘍 2

気胸 29 21 22 22

縦隔腫瘍 11 10 8 10

膿胸 6 7 5 5

その他 33 23 34 23

呼吸器外科領域手術総数 241 215 231 210

甲状腺・副甲状腺手術数 82 78 84 87



　年間に肺悪性腫瘍手術を150 例（原発性肺癌 135 例、転移性肺腫瘍 15 例）行い、縦隔腫瘍、気胸などを含め胸
部外科手術全体では 220 例となります。また甲状腺、副甲状腺手術は 80 例で、その他にも気管支ステント留置術な
どの手術も含めると年間約 320 例の手術を行っています。
　肺悪性腫瘍に対しては全体の 90％にて創が小さい完全鏡視下手術を行い、術後の疼痛軽減や早期離床、早期退院
を実践しています。さらにいわゆる早期肺癌や再手術例に対しては、根治性は損なわずに肺機能の温存図るべく肺区
域切除を積極的に選択します。一方で周囲組織浸潤を伴う進行肺癌に関しては術前化学療法や放射線療法などを内科
との連携で行い、拡大手術も含めて可能な限り手術による摘出を目指します。術後は病理診断の結果を十分に検討し、
必要に応じて術後補助化学療法を行うことで癌の根治性を高める努力をしています。
　また種々の原因による気道 狭窄に対する気管・気管支ステント留置術を中心とした肺や気管支病変に対する気管支
インターベンションを積極的に進めています。
　県内で最多となる３名の呼吸器外科専門医が常勤で在籍しておりますので、いずれの診療についても十分な多面的
検討の元に確かな技術で行っております。
　上記以外にもがん診療連携拠点病院、地域中核病院としての責任を全うすべく最新の医学知識と技術を持って誠心
誠意、治療を行っていますので今後ともよろしくお願い致します。

【C. 最近の話題】
　悪性腫瘍術後の予後改善や高齢化、さらには検診検査機器の精度向上などにより、様々な領域で第二癌・第三癌が
発見されることも珍しくありません。呼吸器外科領域も例外ではなく、近年は当院でも肺の再手術症例が散見されます。
肺のような容量依存臓器の場合、切除範囲は即ち患者の QOL に直結するため、とりわけ再手術においては根治性と
のバランスが肝要です。一般的には肺癌に対しては肺葉切除が標準手術とされ、区域切除または部分切除は縮小手術
の位置づけですが、区域切除の肺葉切除に対する非劣勢を証明する臨床試験が現在進行中であり、部分切除はさてお
き区域切除については準標準手術たりうる可能性があります。このため当院では初発の小型肺癌に対してはもとより、
対側肺への再手術症例に対しても QOL 維持の観点から積極的に区域切除を行っています。一方で同側肺の異時性多
発肺癌の場合にはさらに問題は難しく、癒着等の関係から残肺全摘となることも少なくありません。この場合 QOL の
低下はさらに著しいため、機能温存と予後改善効果との間に慎重な術式選択を要します。

＜症例1＞70 歳代、女性。2014 年に原発性肺癌に対して左肺下葉切除を施行。以後外来にて経過観察していましたが、
経過で右下葉にφ12mm の結節が出現・増大してきた（図 1）ため、外科的切除の適応と判断しました。呼吸機能温
存を図るべく胸腔鏡下に右 S8 区域切除を施行しました（図 2）。術後経過は良好であり、術後第 5 病日に自宅退院し
ました。なお最終病理診断は cT1bN0M0 病理病期ⅠA2 期の浸潤型腺癌でした。

＜症例 2 ＞70 歳代、女性。2005 年に原発性肺癌に対して右肺上葉 S3 区域切除を施行。以後、外来にて経過観察
していました。数年ぶりに行った胸部 CT にて右下葉に φ9mm のスリガラス様陰影を認めた（図 3）ため、外科的切
除の適応と判断しました。呼吸機能温存を図るべく胸腔鏡下に左 S9+10 区域切除を施行しました（図 4）。術後経過は
良好であり、術後第 4 病日に自宅退院しました。なお最終病理診断は cT1isN0M0 病理病期ⅠA1 期の上皮内腺癌で
した。
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図 2
胸部レントゲン写真　左：術前，右：術後

図 1
右下葉 S8にφ12mmの分葉状の小結節を認めます（矢印）



＜症例 3 ＞ 60 歳代、男性。2008 年に肺分画症に対して右肺下葉切除を施行。今回は職域検診にて右上葉に φ
31mm の結節を指摘された（図 5）ため、外科的切除の適応と判断しました。右肺全摘は著しい呼吸機能低下を生じ
るため、癒着剥離に高度な技術を要しましたが、中葉を温存し胸腔鏡下に右上葉切除を施行しました（図 6）。術後経
過は良好であり、術後第 7 病日に自宅退院しました。なお最終病理診断は cT2aN0M0 病理病期ⅠB 期の扁平上皮癌
でした。

　いずれの症例においても術前とほとんど変わりない日常を送っており、根治性を担保したまま十分な機能温存が図れ
たと考えています。
　今後もますます増えるであろう再手術症例に対しても、術式を工夫することで積極的に手術してゆきたいと考えてい
ます。再手術症例や初発でも呼吸機能の乏しい症例など、当院に一度ご相談・ご紹介いただければ幸いです。

（文責：伊藤）
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【A. 診療体制】
　内科の腫瘍部門は、2018 年 4 月に赴任した小川浩平が担当し
ております。小川は内科（消化器）にも所属しており、実際は主に
消化器がん（食道、胃、大腸、肝、胆、膵、GIST、神経内分泌腫
瘍など）の抗がん剤治療を中心とした、外来・入院診療を行ってい
ます。また、軟部腫瘍・肉腫、原発不明がんといった希少がんに対
する診療も担当しております。外来診療は表のようになりますが、
金曜日の初診枠に関わらず、他の曜日でも可能な限り対応いたしま
すので、患者さんのご連絡・ご紹介をいただけますと幸いです。
　また、毎週火曜日の午後 2 ～ 3 時に、化学療法の「セカンドオピ
ニオン外来」も行っております。消化器がんを中心とした抗がん剤
治療でお悩みの症例がございましたら、是非ご相談ください。

看 護 部 の 紹 介

薬 剤 部 の 紹 介

栄養管理科の 紹介

内科（腫瘍）

写真 3　通院治療センタースタッフ
後列左より　古沢事務員　五箇看護師　坂井看護師　尾崎看護師
前列左より　竹中看護師　小川医師　平看護師　　酒井看護師

図 4
胸部レントゲン写真　左：術前，右：術後

図 6
胸部レントゲン写真　左：術前，右：術後

図 3
左下葉 S9-10にφ9mmのスリガラス様陰影を認めます（矢印）

図 5
右上葉 S1にφ31mmの腫瘤影を認めます



【B. 通院治療センター】
　最近の抗がん剤治療は、ほとんどが外来通院で行われ
ています。治療の場となるのが、2017 年 1月にリニューア
ルした、1 階にある通院治療センターです。新しく広々と
したセンター内には、フルフラットが可能なリクライニング
チェアが 30 床あり、それぞれにポータブルTV（BS も視
聴可）を設置しており、抗がん剤点滴中も快適に過ごせる
ようになっています（写真 1、2）。
　当院の通院治療室が開設された 2008 年度の患者さん
の利用のべ件数は 4791 件でしたが、年々増加し続け、
2017 年度は 10108 件と年間 10000 件の大台を超えま
した（図１）。がん患者数の増加、進歩する治療レジメンの
開発、免疫チェックポイント阻害剤の導入などがあり、今
後もさらなる件数の増加が予想されます（当センターは
40 床までの増床が可能な設計になっております）。
　2018 年 4 月現在のスタッフは、小川（がん薬物療法専
門医）、看護師 4 名（１名はがん看護専門看護師）、薬剤
師 2 名（1名はがん専門薬剤師）で構成されております（写
真 3）。また、抗がん剤投与中のアレルギー反応や血管漏
出が起こった際には、迅速に対応すべく、各診療科の医師
によるバックアップ体制を整えております。

【Ｃ．消化器がんの薬物療法】
　日本人の死因の第１位は悪性新生物 “がん” です。3 人に 1人が “がん” で亡くなり、2 人に 1人が “がん” に罹患す
る時代であり、今や “がん” は国民病となっています。その “がん” の中でも、死亡数、罹患数とも全体の約半分を消
化器がん（食道、胃、大腸、肝、胆、膵）が占めており、我々にとって、特に身近な疾患群であると言えます。

〇免疫療法の登場
　がん治療としては、これまで、手術、抗がん剤、放射線が主な治療でしたが、最近、
第 4 の治療である “免疫療法（免疫チェックポイント阻害剤）” が登場しました。こ
れまでの「外部からの力を借りてがんを治療する」のに対し、免疫療法は「本来人
間が持っている免疫力（異物を排除しようとする）を高めてがんを治療する」という、
極めて画期的な治療です。免疫チェックポイント阻害剤である抗 PD-1 抗体（ニボル
マブ）は悪性黒色腫（メラノーマ）で最初に承認され、以後、非小細胞肺がん、腎
細胞がんなどで次々に臨床応用され、2017 年 9 月より胃がんでも使用できるよう
になりました。

　以下、大まかに臓器別の薬物療法（最近の動向も含め）を述べさせていただきます。
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月 火 水 木 金

初診（5 診） 小川

再診（13 診） 小川 小川 小川

セカンドオピニオン外来：毎週火曜日　午後2 ～ 3時

入院病棟：中央病棟A8階北、6階北

写真 1　センター室内

図 1　外来化学療法件数の推移

写真 2　リクライニングチェア



〇食道がん：
特徴としては、stage I からⅣまでの全ての病期において抗がん剤治療が行われます。FP（5-FU+CDDP（シスプラチ
ン））が標準治療です。stage I では根治的に放射線治療との併用（chemoradiation:CRT）を行い、stage II と III
では術前療法として行い、あるいは根治的 CRT を行います。stage Ⅳでは延命を目的として行い、時には姑息的 CRT
を行います。2 次治療としては主に PTX（パクリタキセル ) を使用しています。免疫チェックポイント阻害剤も近々承認
されると言われています。

〇胃がん：
1 次治療は HER2 陽性であれば、XP（Cape（カペシタビン )+CDDP
）＋ハーセプチン、HER2 陰性であれば、SP（S-1＋ CDDP） or SOX

（S-1＋ OXA（オキサリプラチン）) が中心です。2 次治療は PTX＋
RAM（ラムシルマブ）、3 次治療はニボルマブあるいは CPT-11（イリ
ノテカン）が推奨されています。また術後補助療法として、最近 S-1+
ドセタキセルの優越性が報告され、今後 pStage III に対する標準治
療になりそうです。

〇大腸がん：
複雑な治療系統であり説明も困難ですが、要約すると1 次治療は
A 群（5-FU or S-1 or Cape）
B 群（OXA or CPT-11）
C 群（血管新生阻害剤の BV（ベバシズマブ） or 抗 EGFR 抗体のセツ
キシマブ、パニツムマブ）
とすると、A＋ B ＋ C の併用が標準です（抗 EGFR 抗体は RAS 遺伝
子に変異がないことが条件）。2 ～ 3 次治療は、A ～ C 群の薬剤を
使い切るように行い、血管新生阻害剤の RAM、アフリベルセプトは
条件付きで投与できます。3 ～ 4 次治療以降は、経口剤であるTAS-
102 or レゴラフェニブを使います。最近の話題として、左側結腸と右
側結腸では治療成績・予後が異なることが明らかにされ、今後はがん
の局在により推奨レジメンが異なってきます。また 7 ～ 8 月には
BRAF の測定も可能になり、BRAF 変異に対しては FOLFOXIRI

（5-FU ＋ OXA＋ CPT-11）＋ BVという強力なレジメンが推奨されます。

〇肝がん :
長い間ソラフェニブが唯一の薬物療法でしたが、最近になりようやく新規薬剤が開発されてきました。昨年ソラフェニ
ブ抵抗性の 2 次治療としてレゴラフェニブ、今年 3 月に 1 次治療としてレンバチニブが新たに加わりました。

〇胆管がん：
GC(GEM（ジェムザール）＋ CDDP) が標準治療です。2 次治療は S-1が中心です。最近、1 次治療において GC に対
する GS(GEM ＋ S-1) の非劣性が示され、今後の治療選択肢の 1つになると思われます。

〇膵がん：
4 つの薬物療法があります。
・GEM
・S-1
・FOLFIRINOX（5-FU ＋ OXA＋ CPT-11）
・GEM ＋ナブパクリタキセル
実地臨床では GEM ＋ナブパクリタキセルが最も頻用されています。2 次治療以降は、4 通りの治療法をなるべく使い
切るようにレジメンを選択していきます。

（文責：小川）
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がん診療に関する相談支援センター
　ホームページアドレス　http://www.tch.pref.toyama.jp/
地域連携室（医療機関向け）電話076−424−1531／内線3177
　メールアドレス　chiikirenkei@pref.toyama.lg.jp
医療相談室（患者・ご家族向け）電話076−424−1531／内線9130・9307
　メールアドレス　kango@pref.toyama.lg.jp

「地域連携室だより」の送付を希望されない
場合は下記までご連絡下さい。

富山県立中央病院　地域連携室
　代表電話　076（424）1531／内線3177
　予約専用　076（491）7160
　Ｆ　Ａ　Ｘ　076（491）7109

最近、腹部の皮下脂肪に顕著な増加がみられ、この調子だと年内には、生活習慣病予備軍から本
隊に昇格しそうなので、減量作戦を立案するうえで参考になる文献はないかと紀伊国屋書店に行って
みると、表紙にマッチョな男性のイラストが描かれた「プリズナー・トレーニング（圧倒的な強さを手
に入れる究極の自重筋トレ）」という本を発見。

ジムに通わず、専用の器具を買わずに、身近にあるものを利用して、自分の体重を負荷にして関節
と筋力を鍛えるという、ブリコラージュな方法が気に入ったので、早速、購入。この本で紹介されて
いる筋トレ（６系統、各１０種目）で、年内には、腹部の皮下脂肪を筋肉に変えたいと思います。

（医事課　西野）

8月の外来診療に関する医師不在日は、下記のとおりです。
（不在日につきましては、代わりの医師が対応いたします。）

2
科　　名 医　師　名 不　　在　　日 科　　名 医　師　名 不　　在　　日

内　　　科
川端医師 6日(月) 、20日(月)午後

整 形 外 科

中村医師 28日(火)～31日(金)
丸山(美)医師 3日(金) 丸箸医師 1日(水)～3日(金)、13日(月)、14日(火)

谷口医師 13日(月)～15日(水)、22日(水) 、23日(木) 橋本医師 20日(月)、23日(木)、24日(金)

和漢・リウマチ科
藤永医師 20日(月)～22日(水)、31日(金) 笹川医師 7日(火)、8日(水) 
渡辺医師 31日(金) 

脳神経外科
小林医師 6日(月)～10日(金)

精 神 科 瀬尾医師 8日(水) 、10日(金) 神宮字医師 27日(月)、29日(水)

呼吸器外科
宮澤医師 27日(月)～29日(水) 佐藤医師 2日(木)
伊藤医師 1日(水)～3日(金) 

産 婦 人 科
舟本医師 2日(木)、3日(金) 

新納医師 21日(火) 谷村医師 1日(水)～3日(金) 

心臓血管外科
村田医師 20日(月)～24日(金)  

眼 科
山田医師 1日(水)、2日(木)、14日(火)、15日(水)

大高医師 3日(金)、6日(月)、10日(金) 辻屋医師 27日(月)～29日(水)
外川医師 28日(火)、31日(金) 放射線治療科 豊嶋医師 3日(金)

小 児 科 上野医師 1日(水) 歯科口腔外科 小島歯科医師 3日(金)

外　　　科
清水医師 6日(月)午後、16日(木)、20日(月)午後

放射線診断科
阿保医師 8日(水)～10日(金)、13日(月)～15日(水)

松井医師 6日(月)午後、10日(金)、20日(月)午後 望月医師 21日(火)
林　医師 23日(木)

編集後記

★糖尿病療養指導のための講習会
　日 時：平成30年8月24日（金）17時30分から
　場 所：富山県立中央病院 外来診療棟3階 35会議室
　講 義： 「他疾患で入院中の管理（管理マニュアルの活用）」
　問題演習：「富山県立中央病院糖尿病問題集2018解説」
　事例から学び実践へ：「糖尿病患者の経腸、経静脈栄養管理時の留意点」

★中央病院病診連携談話会
　８月はお休みします。
　次回9月19日（水）はホテルグランテラスで開催します。

連携談話会・症例検討会のご案内1

★…医療機関スタッフの方々の公開学習の場と
　　しています。お気軽にご参加ください。看 護 部 の 紹 介

薬 剤 部 の 紹 介

栄養管理科の 紹介

★第114回　富山県立中央病院消化器キャンサーボード
　日 時：平成30年8月2日（木）18時から
　場 所：富山県立中央病院 5階ホール

★富山県立中央病院がんセンター部キャンサーボード
　日 時：平成30年8月20日（月）18時30分から
　場 所：富山県立中央病院 5階ホール
　内 容：消化器がん

小児科病診連携症例検討会
　日 時：平成30年8月23日（木）19時から
　場 所：富山県立中央病院 中央病棟B 1階会議室


