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第７回 幡多ふれあい医療公開講座 
日時：平成２４年４月１５日（日）１３：３０～１６：３２ 

場所：四万十市立中央公民館 大ホール 

主催：幡多けんみん病院 

後援：四万十市、宿毛市、土佐清水市、黒潮町、大月町、三原村、幡多福祉保健所、幡多医師会 

プログラム：講演１ 肺がんの見つけ方とその治療 

講師：四万十市民病院 外科部長 石井泰則 

講演２ 知っていただきたい胃がんのはなし（怖いがん、怖くないがん、その治療法） 

講師：幡多けんみん病院 外科部長 秋森豊一 

内容： 

13:30～14:23 肺がんの見つけ方とその治療                         

○講師：四万十市民病院 外科部長 石井泰則 

○日本人の死亡原因 

・日本人の死亡原因の第１位は「がん」 

・がん死亡の第１位は「肺がん」 

・非喫煙者 白色の肺 

 喫煙者  タールで黒くなった肺 

 

○肺がんの原因 

・一番の原因はタバコ 

・しかし、タバコを吸わない人も肺がんになる 

 

○肺がんの種類 

・小細胞肺がん 進行が早いため、抗がん剤を使うことが多い 

・非小細胞肺がん 

 

○肺がんの種類と特徴 

１）非小細胞肺がん 

 ・線がん：抹消肺野に多く、非喫煙者にも、男女とも、若年～高齢者まで 

 ・扁平上皮がん：重喫煙者、肺門部（X-Pで見つけにくい）、喫煙者に多いことから男性に多い 

 ・大細胞がん：分化度低く進行が早い、小細胞がんに近い 

２）小細胞肺がん 

 ・重喫煙者、男性、進行早い、発見時に転移している → そのため、全身に効果が行き渡る

抗ガン剤の使用となる 

 ・化学療法に反応が良い 

 このように非小細胞肺がんと小細胞肺がんに区別して治療方針が立てられる。 
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○肺がんを見つけるには 

・自覚症状なし 

  検診（胸部レントゲン） 

  ＣＴ検診 胸部レントゲンで見つめにくいものを検診する 

・咳、痰、胸痛など自覚症状あり 

  呼吸器内科または呼吸器外科受診 

・特にタバコを吸われる方は検診を必ず受けてください。 

 

○肺がんの症状 

・咳（特に長引く咳）、痰、血痰 ← 特に多い 

 喀血（かっけつ）、胸痛 ← 多い 

 呼吸困難、発熱、リンパ節腫大、全身倦怠感、体重減少、か声（声のかすれ）、意識障害 など 

・早期がんでは自覚症状はないことが多い 

 

○胸部レントゲン 

・利点 

 簡単、痛くない検査、コストが安い（約５００円）、末梢のがんは見つけやすい 

・欠点 

 小さな、早期肺がんは見つけにくい。心臓、骨、横隔膜に隠れた部分が見えにくい 

 

○ＣＴ（体の輪切り） 

・利点 

 小さな病変も見えてくる。胸部レントゲンで隠れやすい肺がんも見つけやすい。早期肺がんを

見つけるには必要。 

・欠点 

 コストが少し高くなる（約５，０００円） 

 

○腺がんの例 

 

○肺がん腫瘍マーカー 

・血液検査で調べる 

  肺がん：ＣＥＡ、ＳＬＸ 

  扁平上皮がん：ＣＹＦＲＡ、ＳＣＣ 

  小細胞がん：ＰｒｏＧＲＰ、ＮＳＥ 

マーカーだけは早期がんでは上昇なし！ 血液だけで肺がんは見つけられない！ 

 

○喀痰細胞診（かくたんさいぼうしん） 

・３日間痰を集めてもらって痰の細胞を検査 
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・喀痰細胞診のみで陽性の人もある 

・３日間連続で６０％以上の陽性率 

 

○カメラで肺をのぞいてみる（気管支鏡検査） 

 

○針で細胞をとってくる（ＣＴガイド針生検） 

 

○ＰＥＴ検査（転移検索） 

・放射線でラベルしたブドウ糖が肺がんで取り込まれ赤くなる 

 

○診断 

１）どんな種類？（組織型） 

２）早期？ 進行？（病気分類） 

３）体力は？ （全身状態のチェック） 

   ↓ 

  どのように治療するか決める 

 

○開胸手術と胸腔鏡手術 

    開胸手術          胸腔鏡手術 

・利点 よく見える、安全      傷が小さい 

    大きな肺がん（合併切除）  痛みが比較的少ない 

・欠点 傷が大きい         出血など急な対応しにくい 

                  癒着症例はできない 

・基本は安全第一、症例によって使い分ける 

 

○薬による治療 化学療法 抗ガン剤の適用 

 

○肺がん化学療法 

・基本：２種類の抗ガン剤を適用 

    プラチナ製剤＋新規抗ガン剤＋血管新生阻害剤 

・最近は出来るだけ外来通院で行う 

 

○抗ガン剤副作用 

１．吐き気 

２．食欲不振    制吐剤が進歩 以前のように嘔吐する人は少ない 

３．脱毛 

４．脱力感 

５．しびれ 
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６．白血球減少   → Ｇ－ＣＳＦ注射 

７．血小板減少 

８．貧血 

９．肝障害など 

組み合わせによっては自覚症状がほとんどないものもある 

 

○肺がんの分子標的薬 

１）ゲフィニチブ、エルロチニブ がん細胞の増殖のスイッチを切る薬 

２）血管新生阻害薬 ベバシズマブ（アバスチン） がんを養う血管を作らせない薬 

 

○放射線治療の適応 

・適応：化学療法と併用 

    定位照射（ピンポイントで狙い撃ち） 

    疼痛コントロール（骨移転） 

    脳移転（ガンマナイフ、サイバーナイフ、全脳照射） 

 

○まとめ 

１．肺がんの症状は咳、痰、血痰、胸痛などが多い（早期がんでは自覚症状はない） 

２．胸部レントゲン検査が大切 

３．早期肺がんの発見にはＣＴ検査が重要 

４．治療は組織型、進行度、全身状態で決める 

５．手術、抗ガン剤、放射線治療を組み合わせて行う 

 

○肺がんにならないためには 

・タバコをやめましょう！ 

 

○なる肺がんを早く見つけるには？ 

・検診（胸部Ｘ腺、ＣＴ）を受けましょう！ 

・症状があれば、呼吸器科を受診！ 

 

14:23～14:42 質疑  

女性①Ｑ：肺がんだとわかった場合、四万十市民病院で治療してもらえるものか。 

Ａ：四万十市民病院で手術も出来るしやっている。検診だけでも出来る。半分の人は高知市へ行き、

半分の人は近くで出来るならと地元で治療している。放射線治療の場合には、県立病院に紹介

している。この幡多地域でも全ての治療が可能である。遠慮せずに、よそで手術をしたいので

あれば、遠慮なく言って欲しい。 

 

女性①Ｑ：毎年ガン検診を受けているが、息子がタバコを吸うので、検診を受けさせた方がいいか。 
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Ａ：タバコを吸っているなら是非検診を、それもＣＴ検診を年に１度は受診を。 

 

Ｑ①：なかなかタバコをやめられない。 

Ａ：禁煙外来もある。 

 

女性②Ｑ：私は６５歳になったが、肺がんになりやすい年齢は？ 

Ａ：線がんは若い人でもなる。年をとったら検診を。 

 

女性③Ｑ：肺がんではないが私はがんを２回やっている。市民病院でもＰＥＴは可能か。 

Ａ：今は高知大学でやるしかない。個人では予約を取りにくいので病院から紹介し予約を取る。 

 

女性③Ｑ：ＰＥＴ検査はなりやすい人を優先しないといけないと思うが、どういう基準か。 

Ａ：保険が利かない検査なので、めったやたらにやってもらえない。ガンの発生から転移を確認す

るためなど保険適用のＰＥＴ検査もある。 

 

女性④Ｑ：タバコをやめた人の体験談を聞きたい。それを知らないと、なかなかタバコをやめられ

ない。 

Ａ：肺がんだと分かると、いっぺんにタバコをやめます。そうでは無い人は、なかなかタバコをや

められない。ニコチンの中毒作用は２週間で切れるが、手持ちぶさたなどが残り、これは禁煙

剤では止められず、体を慣らしていくしかない。保険が利く期間が３ヶ月と決まっているので、

自分がやめるという決意がないと、人がいくら言ってもやめられない。タバコをやめれば、が

んになりにくく、ご飯が美味しく、喫煙の場所も少なく、良いことがいっぱいある。 

 

司会：石井先生に市民病院に来ていただき、幡多地域でほとんどの治療が出来るようになった。 

 

14:42～14:55 休憩  

 

14:55～ 知っていただきたい胃がんのはなし（怖いがん、怖くないがん、その治療法）      

○講師：幡多けんみん病院 外科部長 秋森豊一 

○今日の話し 

１．胃について 

２．胃がんについて 

３．胃がんの治療について 

 

○五臓六腑について 

・五臓六腑（ごぞうろっぷ）とは、伝統中国医学において人間の内臓全体を言い表すときに用い

られたことば。 

・「五臓」とは、肝・心・脾・肺・腎を指す。心包を加え六臓とすることもある。 
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・「六腑」とは、胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦を指す。関係臓器がない三焦をはずして五腑と

することもある。 

 

○胃（胃袋）の働き 

・袋としての機能 

 １日３回の食事摂取で体の栄養を保てる 

・消化・吸収を助ける（胃酸と蠕動（ぜんどう）） 

噛まずに食べたものもきちんと吸収される 

 

○胃の病気 

・胃炎（薬での治療でコントロール可能） 

・胃潰瘍（今でも、孔が開いたりすると手術の必要がある） 

・胃がん（早い段階のものでは 

 

○罹患率 

・男性は女性の倍ほどの発症率 

・５０～６０代から急増する 

・胃がんによる年代別死亡者は年齢とともに増加する 

 

○胃がんについて 

・がん細胞は小さく、１立方ｃｍの中にガン細胞は１０億個入る 

 

○がん 

１．がんの細胞は肉眼では見えない 

２．ある程度数が増えて初めて見える（１ｃｍのさいころの大きさで１０億個のがん細胞の塊） 

３．消化管のがんは必ず粘膜（表面からでいてくる） 

４．出来たところで大きくなる、進んでくると転移する 

５．早い段階のがんであれば適切な治療をすれば、ほとんどが治る 

 

○胃がんの診断（検査） 

・検診：バリウム造影（検診、精密検査） 

    胃カメラ（診断、治療） 

・精密検査：ＣＴ、ＭＲＩ（診断、術後のフォロー） 

      骨シンチ（骨転移） 

      ＰＥＴ－ＣＴ（染まらないものもあり、保険適用なし） 

 

○がんの治療 

・早い段階のがんであれば適切な治療をすれば、ほとんどが治る 
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・適切な治療とは？ 

 スタンダードな治療（効果のはっきり分かっているもの） 

  １．切除 

  ２．抗癌剤 

  ３．放射線治療 

・胃がんに関しては取り除くことがベスト 

粘膜がんであれば内視鏡切除（胃カメラで切除） 

リンパ節転移の可能性のあるものは手術 

 

○がんの再発 

・体の中にがん細胞が残っていれば必ず大きな塊となって見えてくる 

・残ったがんが別の場所に飛び火（転移）をする 

・治療をしてから再発まで 

   治療終了後の１年間に５０％が再発します 

   ２年までで７５％ 

   ３年までに８７．５％ 

   ４年までで９３％ 

 

○がんの治癒 

・あなたのがんは治りましたよと言われるとき 

  最終の治療をしてから５年がめど 

  手術で終われば術後５年 

  手術後に抗ガン剤を使えば抗ガン剤終了から５年 

・どんなに早段階のものでも５年は病院と縁を切らないでください。治療後退院されるときに、

あなたはまだ執行猶予中で５年間診させていただきますと話している。 

・５年間の経過観察も病気の早い段階の人と、進んだ段階の人ではチェックの仕方が多少違う 

 

○最後に 

・検診は受けてください（早い段階のがんであればほとんど治ります） 

・胃がんといわれても怖がらないでください（一緒にがんと闘い克服しましょう） 

・遠慮せず何でも相談してください 

・納得のいく適切な治療を受けましょう 

 

16:05～16:32 質疑  

男性Ｑ：がんの治療には早期発見が一番でしょうが、先生の話では胃カメラが良いと言うこと。私

は１５年前に胃カメラを飲み死ぬほどの思いをしました、それからはバリウムを飲んでいる。

バリウムにも良いところがあるとも聞くし、バリウムと胃カメラのメリット、デメリットをお

聞かせください。 
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Ａ：喉の違和感がある。森の中に入って木を見るのか、外から森を見るのか。病気を早く見つける

にはカメラが良いと思うが、手術をするには地図がないといけず、バリウムによる検診が要る。

早く見つけるには胃カメラが良いし、バリウムで疑いがあれば必ず胃カメラを薦められる。鼻

から入れるカメラもあり、違和感は減っている。食べ物の流れ方などはバリウムでないと分か

らない。 

 

男性②Ｑ：鼻からと口からの違いは？ 

Ａ：鼻からだと曲がりが少ないので、喉の違和感がない。検査をすることや高画質のカメラでとな

ると太い口からのカメラとなる。しかし検診だけであれば鼻からでも十分。 

司会：全員が胃カメラとなると、器具の数、先生の負担の問題がある。 

 

男性①Ｑ：ＣＴとＭＲＩだと痛みがない。胃カメラよりもＣＴ、ＭＲＩということになるのか。 

Ａ：５ｍｍや１ｃｍぐらいの物でないとＣＴ、ＭＲＩではとれない。また、胃のように動きのある

ものを撮るのはＣＴやＭＲＩでは苦手。胃カメラで見つけられるほどの小さな物はＣＴ、ＭＲ

Ｉでは見つけられない。 

 

女性①Ｑ：胃がんとピロリ菌の関係について、ピロリ菌の検査方法は？ 

Ａ：７割の人にピロリ菌があると言われている。ピロリ菌が胃がんの原因とはいえないが、ピロリ

菌があると胃の粘膜の炎症が進行しやすい。検査は胃の粘膜の中の成分を調べることで行われ

る。 

 

女性②Ｑ：胃がんにならないような生活として、魚の焦げとかはどうか。 

Ａ：極端に焦げたもの、焦げたものがだめか、塩分の強い物がだめか、あまり「これもだめ、あれ

もだめ」と言うと、食事が楽しくなくなる。そのため、検診をしっかりと、 

 

女性③Ｑ：胃カメラはどの程度の間隔で行えばいいか。 

Ａ：がんは数ｍｍになるには数年かかるので、１～２年に一度で良いと思う。 

 

男性③Ｑ：兄貴二人が胃がんで、食べ物に気をつけていたが、胆嚢結石で開けてみたら胃がんで切

除した。２番目の兄も胃がんであったが、膵臓と癒着しているような状態で、胃カメラで見つ

けられなかった。やはり胃カメラもバリウムも両方必要と思う。胃カメラを飲むのがつらいの

は医者の技量によると思う。ピロリ菌も僕は取り除くのに２度かかった。参考になれば。 

 

司会：腹腔鏡手術 県下の中でも有数の治療となり、彼が幡多病院に着てくれて普及してくれてい

る。まだまだどの病院でもやれるという手術ではない。幡多地域では彼が中心になってがんば

っている手術。 
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女性④Ｃ：私も先生に腹腔鏡で手術をしてもらった。その前には胆嚢の手術で開腹し、その大変さ

は雲泥の差であった。 

 

司会：第８回は次回始めて宿毛で行う。整形外科について。第９回、９月９

日でここ中央公民館で行う。題名は未定だが内科の矢野先生と小笠原院

長を予定している。 

 

－ 以上 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 

第８回 平成２４年６月１７日（日）１３:００開場、１３:３０～ 

宿毛市立宿毛文教センター 

“寝たきりにならないために” 

＃１ ひざの痛みについて 

幡多けんみん病院 整形外科副医長 小松誠 

＃２ 高齢者の骨折について 

幡多けんみん病院 整形外科医長  北岡謙一 

 

第９回 平成２４年９月２日（日）１３:００開場、１３：３０～ 

四万十市立中央公民館大ホール 

＃１未定 

四万十市民病院  内科部長  矢野昭起 

＃２ 未定 

大野内科  院長  小笠原望 


