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肺がんについて

あ なみ けん たろう

肺がんとは
　日本人のがん（悪性新生物）による死亡数は増え

続けており、昭和56年以降、死因第1位が続いてい

ます。2018年の調査では日本人が一生のうちにが

んと診断される確率は男性65.0％、女性50.2%で

あり、2人に1人ががんになる時代です。

　がんの中でも肺がんの割合は高く、日本では罹患

数（新たにがんと診断された数）では3位、死亡数

では1位で、年間約12万人が新たに肺がんとなり、

7万人が亡くなっています。

　世界でも罹患数は乳がんに次いで2位、死亡数は

1位で2位の大腸がんの2倍近くとなっています。

図1（国立がん研究センター　がん情報サービスより） 図2（国立がん研究センター　がん情報サービス　がんの統計2019より）

肺がんの症状
　病変が小さい時は無症状です。呼吸器外科にやっ

てくる患者さんの大部分は無症状で、他の病気でレ

ントゲンやCTを撮った際に病変を発見されたり、

検診で異常を指摘されたりすることが多いです。

　病変が大きくなって周囲の骨や筋肉に浸潤すると

痛みが出たり、気管支を閉塞すると息苦しくなった

りすることがあります。血痰が出ることもあります。

症状が出た時には既に他の臓器に転移していること

も多く、それが死亡の多さに繋がっていると思われ

ます。肺がんが転移しやすい臓器は脳、肝臓、骨、

副腎などです。

肺がんの原因
　最も影響が大きいのは喫煙です。喫煙者は非喫煙

者に比べて3～5倍肺がんになりやすいとされてい

ます。周囲の人がタバコを吸う受動喫煙でも1.3倍

です。近年、加熱式タバコや電子タバコを吸う人が

増えています。こうしたものにどれくらいの発がん

性があるのかはまだ分かっていませんが、吸わない

に越したことはないと思い

ます。

　他にアスベスト（石綿）

や重金属、排気ガス、粉塵

なども肺がんのリスクを高

めるとされています。

肺がんの診断
　通常の検診では胸部X線（レントゲン）検査を行

いますが、小さな病変の場合、レントゲンでは骨や

心臓の影に重なってわからない事も多々あります。

機会があればCT検診を受ける

ことをお勧めします。

　CTで病変を確認したら、気

管支鏡などを使って病変の一

部を採取し（生検）、顕微鏡で細胞を見て診断をつ

けます。肺がんの中にも小細胞がんと非小細胞がん

（腺がん、扁平上皮がん、大細胞がんなど）があり、

それによっても治療方針が変わってきます。またが

んの遺伝子を検査することで、そのがんに効きやす

い抗がん剤（分子標的薬）が分かることもあります。

　がんの診断がつけば、PET-CTやMRIを撮って周

囲の臓器への浸潤の有無、リンパ節や他の臓器への

転移の有無などを検査し、病期（0期～4期）を判

断します。

　病変が小さすぎる場合や位置的に生検が困難な場

合は、手術で病変を切除して診断をつけるしかない

こともあります。

肺がんの治療
　治療には外科治療（手術）、放射線治療、薬物治

療（抗がん剤治療）があります。病期、年齢、体力、

併存症の有無、本人・家族の希望などを考慮しなが

ら、3つの治療を組み合わせて行っていきます。

　初期の肺がん（0～1期）であれば手術のみで済

みますが、2期や3期では術後に薬物治療を行った

り、手術の前に薬物治療＋放射線治療を行ったりす

ることもあります。他の臓器に転移している場合は

4期となり、手術せずに薬物治療となります。

　ここ20年の間に分子標的薬や免疫チェックポイ

ント阻害薬といった新たな薬が登場し、肺がんの薬

物治療は飛躍的に進歩していますが、今のところ手

術で取り切れる腫瘍に対しては手術が第一選択です。

しかし高齢で体力的に手術が難しい患者さんや、喫

煙などのために肺機能が悪い患者さんに対しては手

術の代わりに定位放射線治療を行う例も増えていま

す。

手術
　肺は右が3つ（上葉・中葉・下葉）、左が2つ

（上葉・下葉）の肺葉に分かれており、がんの場合

には基本的に肺葉切除を行います。がんの位置に

よっては二葉切除や片肺全摘が必要となることもあ

ります。病変が小さい場合や、肺機能が悪くてあま

り大きくは切れない場合には縮小手術（区域切除や

部分切除）を行うこともあります。

 

　肺がんの手術は以前は15cmほどの開胸で行われ

ていましたが、現在はなるべく小さな傷を目指した

胸腔鏡手術が多くの施設で行われています。施設に

よって多少やり方に違いがあります。当院では側胸

部に5～8cmの傷を1つ、1～2cmの傷を3つで行う

ことが多いです。経過が順調なら術後1週間ほどで

退院可能です。

　

図5　創の比較

まとめ
・肺がんは死亡数の最も多いがんですが、早期なら

手術だけで完治することもあります。

・予防のために禁煙しましょう。

・早期発見のために検診を受けましょう。がん罹患数の順位（2018年）
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図5　創の比較

まとめ
・肺がんは死亡数の最も多いがんですが、早期なら

手術だけで完治することもあります。

・予防のために禁煙しましょう。

・早期発見のために検診を受けましょう。

胸腔鏡手術の創 開胸手術の創

図4　肺の構造
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新年会・節分会を開催しました
　入所フロアでは毎月レクリエーションとしてお楽しみ会を開催しておりますが、今回は１月の新年会と２
月の節分会をお届けします。
　１月12日に新年会を開催しました。最初の出し物「ソーラン節」では、職員によるダイナミックな動き
と掛け声で会場を盛り上げます。続いて春の歌の合唱です。職員手作りの歌詞カードを配り「１月１日」
「春よ来い」などを、距離を取ってマスク越しではありますがみんなで声高らかに歌います。最後にシェモ
ア職員のヒロイン２人組による“ピンクレディ”の「UFO」の物まねです。さすが昔取った杵づか！まばゆ
い衣装にシャープなダンスで入所者の方々を魅了しました。
　２月７日は節分会を開催しました。職員扮した鬼に向かって、入所者が豆（痛くないようにボール等）を
ぶつけて厄を払ったり、何故か入所者が鬼になったりと、職員も共に楽しい時間を過ごせました。
　新年をお祝いし、厄も払いましたので、入所者の方々にとってどうか幸せな１年になりますよう職員一同
願っております。

厚生連だより 大分 ５
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当施設の昼食をご紹介いたします！！
　結果説明までの待ち時間を利用し、がん検診を受診された方には、無料で昼食を提供しています。
レストランは2020年４月に全面リフォームを行い、４人掛けテーブルに加え、カウンターテーブル
を新規に設置しました。さらに、松花堂弁当形式から、ランチ皿形式へ変更しました。  

昼食のついていない方や付添
いの方には有料になりますが、
ご提供できます。

テーブルには、飛沫防止パネ
ルを設置しており、感染対策
もしておりますので、ご安心
ください。  

● 2021年度献立 ●

レストランの特徴

鶏肉の野菜あんかけ
根菜のうま煮、大根とツナのゴマドレサラダ
白ごはん、味噌汁

白身魚のイタリアンソース
根菜のうま煮、大根とツナのゴマドレサラダ
うどん

【ごはん・肉定食】 【うどん・魚定食】

エネルギー
塩　分

ごはん うどん
667kcal 577kcal
2.6ｇ 3.3ｇ

エネルギー
塩　分

ごはん うどん
595kcal 504kcal
2.5ｇ 3.1ｇ

●管理栄養士監修の献立により、身体
にやさしい食材を使用し、量と味付
けは、食事摂取基準に準じて作成し
ています。ご飯は１食200gで計量
をしています。

●主食は白ごはんか麦入りごはん、う
どんを、主菜は肉料理か魚料理を選
ぶ事ができます。

●味噌汁は、0.8％濃度にしており、
食事摂取基準に準じた適塩が体験で
きます。

●希望者には、昼食のレシピをお渡し
しています。食卓には、栄養情報の
ワンポイントも紹介しています。

●生涯健康県おおいた21健康応援団
の登録も受けています。  

開店時間　9：45～14：00
Restaurant

厚生連だより 大分２ 厚生連だより 大分６



レトルト食品の
　　　　寄贈について

ＪＡ大分厚生連のＳＤＧｓへの取り組み

５．地域に根差した福祉サービスの展開

　介護老人保健施設シェモア鶴見では、その名前
（ “シェモア” フランス語で「我が家」）の通り、
「我が家」と同じように暮らし、看護や介護、医
療ケアを通して、同様の生活の質をなるべく保っ
ていけるように利用者の方を支えています。
　また、看護、医学的管理の下での介護や機能訓
練、その他必要な医療とサービスを提供すること
で、利用者の能力に応じた日常生活を営むことが
できるようにし、１日でも早く家庭での生活に戻
ることができるように支援することを目的として
います。

介護老人保健施設シェモア鶴見

レクリエーションの様子

厚生連だより 大分 ７

　オミクロン株の感染終息が治まらない中、地域で活躍されている
株式会社アローファーム様より、医療現場への支援として草地和牛
レトルト食品1,350食の寄贈をいただきました。
　アローファーム様では、自社内で自然放牧を行いながら育てた和
牛を使用したレトルト食品販売を行っており、カレー、シチューや
パスタソースなど多くの商品をネット通販などを通じて販売してい
る会社です。
　毎日多くの患者へ感染予防に努めながら
診療に携わっている私たちへの熱いご支援、
本当にありがとうございました。



　４月になり、人も場所も仕事も大
きく変化する季節となりました。毎
日慌ただしい日々が続いていますが、
ふと窓の外を眺めると、山に積もっ
ていた雪も消え、周囲に花が咲き誇
るようになっており、心が軽くなる
瞬間があります。
　人は、変化を受け入れ努力するこ
とで、大きく成長するそうです。大
変な状況の人もそうでない人も、一
度深呼吸をしてから頑張っていきま
しょう！　　　　　　　  （M.M）

2月の健診/受診結果
国 東
姫 島
杵 築
山 香
大 分
由 布
臼 杵
野 津
佐 伯
豊後大野
竹 田
豊後高田
中 津
宇 佐
安心院
日 田
玖 珠
九 重

Ｊ
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お
　
お
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受診者数総合計
2,745名

（うちJA 540名）

Ｊ Ａ べ っ ぷ 日 出
大 分 大 山 町 農 協
J A 下 郷

《２月健診》

東部事業部
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編集後記

10

ビーコンプラザ

市役所

別府公園 鶴見丘高校

緑丘小学校

中部中学校

実相寺サッカー
競技場

鶴見台中学校

別府駅

流
川
通
り

富
士
見
　
通
り

JR日豊本線

九
州
横
断
　
道
路

至 日出町

至 大分市 的ヶ浜公園

マルショク

別府国際観光港

別　府　湾

実相寺サッカー
     競技場

実相寺野球場

鶴見台
中学校
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健康の
ワンポイント

が大切です！

フレイルを予防するためには
運動（体操）　食事（栄養）　口の健康　社会とのつながり

体操 自宅でも介護予防に取り組んでみましょう！

社会とのつながり お友達やご近所の方とのつながりを大切に、今の活動を続けていきましょう！

めじろん元気アップ体操 筋力強化
元気な高齢者はさらにいきいきと！！　
要介護状態になった高齢者が再び元気になって
自分らしい人生を送れるために

ビッグ４家庭で続ける運動 足腰を鍛える バランス運動

運動の強さや回数について
①ゆっくり動かし、筋肉を意識する
②止める時間は２～３秒、慣れたら数秒
③回数はできる範囲で多めにする

④楽になったら、回数や時間を増やす
⑤全部するなら１セットずつで良い
⑥できるだけ毎日、少なくとも週２、３回

基本の姿勢
・深く腰掛ける
・背筋をまっすぐ
・腹筋を意識する

腹筋を
意識

背
筋
を
の
ば
す

１ 立つ動き、階段が楽になります　動いても疲れ難くなります

膝伸ばし（ももの前側）
①椅子に座り、
片脚をゆっくり上げ伸ばす
②膝が伸びた状態でさらに　　
伸ばすつもりで　　　　　　
太腿に力を入れ続ける

椅子座り立ち（ももの前側）
①椅子にゆっくり
　座ったり立ったりする
②可能なら、椅子に座る直前に
　立ち上がるか、椅子なしで行う

２ 転び難くなります　歩きが元気になります

足踏み・膝上げ
①座ってゆっくり足踏みをする
②あるいは、
　片膝ずつ上げて止める

もも上げ
①太腿をできるだけ高く上げる
②できれば、
　太腿を上げたところで
　しばらく静止する

３ バランスが良くなります　歩くのが楽になります

片足立ち（脚全体）
①椅子の横に立ち、
片手を背もたれにそえる
②椅子と反対側の膝を
　上げて止める

片足立ち（脚全体）
①片手指先を壁に軽く着き、
　壁と反対側の脚を上げて止める
②できれば、手を壁から離す

４ 転び難くなります　歩きが元気になります

つま先立ち
（ふくらはぎ・アキレス腱）
①椅子の後ろに立ち、
　両手で背もたれをもつ
②かかとの上げ下げを
　ゆっくりくり返す

つま先立ち
（ふくらはぎ・アキレス腱）
①膝が曲がらないように
　かかとを高く上げる
②かかとの上げ下げを
　ゆっくりくり返す

とめる

とめる
とめるゆっくり

ゆっくり

腸
腰
筋

腸
腰
筋

※壁や椅子のそばでする

めじろん元気アップ体操 検索 大分県ホームページにてめじろん元気アップ体操動画を見ることができます。

「聞こえ」は、人や社会とのつながりのなかで重要なカギです
「聞こえづらさ」が
　　　　　フレイルの原因に！？
・人との会話やかかわりが少なくなる
・認知症のリスクは、軽度難聴で約２倍、
　中等度難聴で３倍となる
・聴力が10dB悪くなるごとに、
　転倒リスクが1.4倍高くなる

聞き取りにくい時の工夫
遠慮せず、「聞こえにくいのでゆっく
り・はっきり話してください」とお願
いしましょう。また、静かな環境の方
が聞き取りやすくなります。普通の声の大きさ
が聞こえにくいと感じたら補聴器の使用を検討
しましょう。購入の際は耳鼻科に受診し、認定
補聴器技能者のいるお店での購入がお薦めです。


