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膵のはたらきと病気（膵がん）
　～知られざる機能と治療～

鶴見病院 肝胆膵疾患センター長　柴　田　浩　平

○はじめに
　膵臓がんとは悪い病気や、なったら治らない病気のイ
メージがあると思います。膵臓の機能と膵がんの特徴や危
険因子、治療方法について解説します。

○膵臓はどこにあるのか？
　膵臓はお腹の中で背中側にあります。ちょうど大きな大
動脈や背骨の前にあります。
　お腹の前から見ると、胃の後ろ側にあり見えません。膵
臓はすべての動物において、胃の次にある十二指腸と密接
に関連した位置にあります。（図1）

○膵臓の働き
（１）消化液の分泌
　膵臓の働きを食べ物の消
化・吸収の流れにそってみ
ていきましょう。
　食べ物は口から入ると食
道・胃、十二指腸、小腸、
大腸の順に進んでいきます。
まず、口に入った食べ物は歯で噛み砕かれて細くなり、唾
液と混ざり合います。次に食道を通って胃へ送られ、胃酸
（H+）と蛋白質分解酵素であるペプシンにより消化が行
われます。胃で３～６時間消化されると、食べ物は粥状に
なり、十二指腸に送られます。十二指腸では膵臓から膵液
が分泌されて、胃とは逆にアルカリ性の環境になります。
膵液は重炭酸イオン（HCO3-）と炭水化物・タンパク
質・脂質を分解する消化酵素（アミラーゼ・トリプシン・
リパーゼなど）を豊富に含んでおり、胆汁と混和されて食
べ物を強力に消化していきます。
　逆流性食道炎や十二指腸潰瘍は、胃で産生される強力な
胃酸が影響している疾患です。胃の中は、粘液により強力
な胃酸から守られていますが、近接する食道や十二指腸は
そうではありません。そのため、強力な胃酸が食道に逆流
する、あるいは十二指腸に流れ込むと、食道や十二指腸に
粘膜障害→潰瘍ができる場合があるわけです。
　膵液は１日におよそ1,000～1,500ml分泌されています。
食物を加工して摂取する人間は、常に膵臓に負担をかけた
暮らしをしており、他動物と比較しても人間の膵臓は発達
しています。
（２）血液にホルモンを出す
　膵臓は消化液を出すと同時に、体内における円滑な栄養
素の活用のために、血液中にインスリンやグルカゴン、ガ
ストリンといった消化管ホルモンを分泌します。このよう
に膵臓は、消化→栄養吸収→栄養を生体内で活用すると
いった生物の栄養摂取を精緻にコントロールする役割を果
たしています。
　膵臓から分泌されるインスリンは、吸収されたグルコー

スを、人間の全ての細胞内に届ける働きがあり、結果とし
て血液中のブドウ糖値（血糖値）を下げる働きがあります。
糖尿病はこのインスリンの分泌ができない（1型糖尿病：
血液中のインスリン値は低下します）、あるいはインスリ
ンは出ていても細胞がうまく受け取ることができない（2
型糖尿病：血液中のインスリン値は上昇します）などが原
因で発症し、血糖値は上昇します。細胞がブドウ糖を受け
取れないことは、細胞の働きを損なっていくことになり、
糖尿病に起因する各種障害や発がんなどにも影響している
と考えられています。
　これら膵が分泌する消化管ホルモンは、膵臓内にある小
さな膵島（ランゲルハンス島）と呼ばれる細胞組織で行わ
れています。

膵機能不全になると・・・
　消化不良がおこり、細胞に栄養は行き届かず、体重が減
少します。脂溶性下痢（油が浮いたような軟便）が見られ、
大量の軟便で臭いが強いこともあります。また糖尿病を発
症し、口渇・多尿などの症状が見られる場合もあります。
特に生活習慣も変わっていないのに、糖尿病を発症・悪化
した場合には、膵がんや慢性膵炎に起因する膵機能低下で
ある場合があり、こうした場合には膵臓の画像検査
（CT、エコー、MRI）を行うことで、膵がんの発見に結
びつく場合があります。

膵がんはなぜおそろしい？
　死亡率を死因順位別にみると、第１位悪性新生物、第２
位心疾患、第３位肺炎となっています。
　死因の年次推移をみると、悪性新生物は一貫として上昇
を続け、昭和56年以降死因順位第１位となり、平成23年
には全死亡者のおよそ3.5人に１人は悪性新生物で死亡し
ています。（図2）

　その中でも毎年膵がんに罹患する人数は10万人あたり
20～25人で、近年増加傾向にあります。
　また、部位別５年生存率（図3）を見ると膵がんは6.7％
と一番低い数値となっています。この結果は世界共通であ
り、罹患数と死亡数がほぼ同数という特徴があります。成
績が悪い原因として、初期の段階で見つからない場合がほ

とんどであることです（大多数がⅢ期以上で見つかりま
す）。膵機能低下症状（体重減少・下痢・糖尿病の悪化な
ど）で見つかるときには、進行しており切除できないこと
が多く、黄疸(主に膵頭部がん)で見つかる場合は、切除が
できる比較的早期の段階であることが多いと言えます。

○膵がんにならないようするには？～生活習慣で注意すること～
【喫煙】
　生活習慣のなかで、肺がんの危険因子とし
て唯一確立しています。
　一日の喫煙量や年数とも関係しますが、喫
煙者は1.7倍膵がんになる危険性が高く、受動
喫煙の場合は1.5倍膵がんになる危険が高いと
いう結果がヨーロッパの調査により明らかになりました。
【肥満】
　直接証明されているわけではありませんが、膵臓に負担
をかける食生活が関係していると思います。いろいろな食
事があり、栄養が偏り、肥満傾向にある人が多くなってき
ました。そんな中、肥満になると膵がんになりやすいとい
うデータもあります。
【飲酒と嗜好（コーヒー）】
　飲酒とコーヒーが膵がんの発症を高めるとは十分に確か
められていませんが、慢性膵炎は飲酒が原因で発症し、膵
がんになる確率が高いと言われています。
【食事】
　最近の調査により、脂肪をたくさん摂る人は摂らない人
よりも1.23倍膵がんになりやすく、特に肉や乳製品に含
まれる飽和脂肪酸を多く摂ると、1.43倍膵がんになりや
すいと言われています。

その他の要因
【遺伝】
　家族の中（一親等以内）に膵がん患者がいる人はいない
人に比べ、膵がんになる危険が1.8倍高くなるという結果
が出ています。
【糖尿病】
　糖尿病歴のある患者は男性2.1倍、女性1.5倍で膵がん
になる危険が高いです。
【慢性膵炎】
　膵が線維化を起こして硬くなり、膵機能が低下します。
大部分の患者はお酒が原因ですが、遺伝性もあります。慢
性膵炎の患者は膵がんになる危険が高いです。

○膵がんに対する治療
　過半数の患者は手術ができません。そのことから、手術
以外に抗がん剤や放射線治療、緩和医療の４本柱で治療を
行なっていきます。複数の方法で治療していくことを、集

学的治療と言います。（図4）
【手術】
　膵頭部と膵体尾部を切除する
方法があります。膵頭部を切除
する場合は、膵頭部が十二指腸
に頭を突っ込むように入り込ん
でおり、膵頭部で膵管と胆管は十二指腸乳頭で合流する入
り組んだ解剖になっていますので（図5）、膵頭十二指腸
切除術という消化管再建が３カ所ある複雑で難しい手術が
必要となります。膵体尾部切除は、脾臓を摘出する場合と
温存する場合がありますが、膵頭部切除のような消化管再
建は通常不要です。切除可能であれば、治癒する可能性も
出てきます。

【抗がん剤】
 10年ほど前より①ジェムザール（注射）②ティーエスワ
ン（内服薬）の２種類でしたが、近年は③フォルフィリノ
クス療法や④ジェムザール＋アブラキサン療法など、効果
が高い治療方法が認められるようになりました。切除不能
進行再発膵がんでも、以前よりは１年程度は寿命が延長し
ている印象で、今後更に進歩する可能性があります。抗が
ん剤だけで治ると言うことは皆無ですので、手術とのコン
ビネーション（手術前あるいは手術後に抗がん剤治療を行
う）が重要です。
【放射線治療】
 局所進行切除不能膵がんなどが対象になります。抗がん
剤よりも効果が長く、治療効果が高い場合もあります。た
だし放射線治療も最終的にはがんが再燃することが多く、
放射線治療後に手術を行うことで治癒をめざす試みもあり
ます。
【緩和医療】
 膵がんにより、痛みや心身の不調を緩和する治療になり
ます。深刻な内臓痛を誘発することが多く、モルヒネ等の
麻薬を使用して除痛していきます。余命が短いと判断され
たら、当院では専門の病棟（ホームケア病棟）で看取りを
行います。

 ○おわりに
　膵がんになると、膵臓の働きは損なわれます。膵がんの
治療は、まだまだ満足できるレベルではありませんが、手
術できる段階で見つかれば、治る可能性が出てきます。こ
の記事を読んで、自分の症状と当てはまるようなことがあ
れば、医療機関で画像検査をうけることをお勧めします。
　ますますがんに対する学問が進んで、膵がんをはじめと
した進行がんの治療に対する新しい知見が生まれることを
願ってやみません。
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図2 悪性新生物
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が高い治療方法が認められるようになりました。切除不能
進行再発膵がんでも、以前よりは１年程度は寿命が延長し
ている印象で、今後更に進歩する可能性があります。抗が
ん剤だけで治ると言うことは皆無ですので、手術とのコン
ビネーション（手術前あるいは手術後に抗がん剤治療を行
う）が重要です。
【放射線治療】
 局所進行切除不能膵がんなどが対象になります。抗がん
剤よりも効果が長く、治療効果が高い場合もあります。た
だし放射線治療も最終的にはがんが再燃することが多く、
放射線治療後に手術を行うことで治癒をめざす試みもあり
ます。
【緩和医療】
 膵がんにより、痛みや心身の不調を緩和する治療になり
ます。深刻な内臓痛を誘発することが多く、モルヒネ等の
麻薬を使用して除痛していきます。余命が短いと判断され
たら、当院では専門の病棟（ホームケア病棟）で看取りを
行います。

 ○おわりに
　膵がんになると、膵臓の働きは損なわれます。膵がんの
治療は、まだまだ満足できるレベルではありませんが、手
術できる段階で見つかれば、治る可能性が出てきます。こ
の記事を読んで、自分の症状と当てはまるようなことがあ
れば、医療機関で画像検査をうけることをお勧めします。
　ますますがんに対する学問が進んで、膵がんをはじめと
した進行がんの治療に対する新しい知見が生まれることを
願ってやみません。

図3

図4

図5



厚生連だより 大分４

～第33回 西日本地区厚生連体育大会～

　９月11日、第33回目となる西日本地区ＪＡ厚生連体育

大会が大分県で開催されました。

　大会前日には開会式が行われ、髙田理事長の大会開会宣

言の後、二宮会長が「体育大会を通じて親睦を深め、各県

の皆さん優勝目指して頑張って下さい」と挨拶を行いまし

た。その後、前夜祭が催され、参加者同士で交流を深めて、

盛会裏に終了しました。

挨拶を行う二宮会長

優勝旗を返還する選手 選手宣誓を行う選手



ＭＶＰに輝いた元島選手

厚生連だより 大分 ５

　大分県は野球の部とバレーの

部に参加。近年、激戦とされる

野球の部において見事優勝を勝

ち取り、バレーの部は８年ぶり

となる参加で大いに盛り上がり

ました。

○２年ぶりに優勝旗を大分へ
　野球の１回戦は徳島県と対戦。試合は塩田選手が

素晴らしいピッチングを披露し、４－２で勝利しま

した。

　決勝戦は高知県と対戦。初回から大分県打線が爆

発し、序盤から試合が動きました。守備ではファイ

ンプレーや継投策が功を奏し、最終的に11－０で

勝利しました。

○大会ＭＶＰは
　元島選手
　今大会合計９盗塁を決めた元

島選手が大会ＭＶＰとなりまし

た。常に次の塁を狙う姿勢で、

相手のバッテリーを翻弄しまし

た。来年は徳島県での開催とな

ります。17年ぶりのＶ２目指

し、多職種で構成される野球部

に今後注目です。

アタックを見事ブロックする選手

力投した塩田選手



★介
護老人保

健施設
シェモア鶴見でのひととき★

厚生連だより 大分６

～敬老会～健康と長寿をお祝いして
　９月14日、シェモア鶴見にて

敬老会を行いました。はじめに

９名の方々の長寿をお祝いして、

表彰式を行いました。

＜喜寿＞増田 マサヨさん、八坂 きみ子さん、山本 イヅエさん
＜百寿＞山口 憲朗さん
＜卒寿＞大森 ツルエさん
＜米寿＞森 日出生さん、羽田野 ヒサキさん、溝口 力男さん、古木 トヨ子さん

表彰を受ける入所者の方々

一日救急隊長を
体験してきました

　９月９日、別府市消防本部において

一日救急隊長行事が行われ、当会から

は救急部長の直野医師が参加しました。

直野医師は、消防本部や市内の出張所

に赴き実務の説明を受け、救急の現場

を直に体験しました。



● 鍛えるところ　太ももの前面
● 効　能　太ももの前面の引き締め
　　　　　 膝が痛い人にもオススメ
● 回　数　10回×２セット

涼しくなるこの季節、
筋トレを行い、
活力ある毎日を
過ごそう！

筋力
　トレーニング!! リハビリ技術科

考査役科長

脇 屋 裕 文

● 鍛えるところ　背中、お尻
● 効　能　背骨と骨盤を後方から
　　　　 　支える力をつける
● 回　数　10回×２セット

①四つ這いになって、片側の脚と逆の腕を水平に伸ばします。

②５秒間キープして、スタート姿勢に戻ります。

①片方の膝の裏にタオルを丸めて敷きます。

②手は体の後ろについて体を支えてください。

③膝裏に敷いたタオルを押しつぶすようにして膝を伸ばします。

④１,2,3,4と声に出して膝を伸ばし、1,2,3,4で力を抜いていきます。

○四つ這い背のび

○膝のばし

〈悪い例〉
脚が上がりすぎて腰が反っている

手軽にできる

５秒キープ

「1, 2, 3, 4」で
膝を押しつける

「1, 2, 3, 4」で
膝の力を抜く

厚生連だより 大分 ７



※入場無料

正しく知って、正しく治療をしましょう

 「動脈硬化から命を守る」
大分県厚生連 鶴見病院 心臓病センター長　財 前 博 文

時間：１２時３０分～１３時３０分　　場所：南館５階　研修ホール

○９時30分～　開会式セレモニー・餅まき
○10時00分～　キッズチアダンスチームＰＯＮＹ－Ｚ
○10時30分～　アンジェリークバトンスタジオ
○11時00分～　本條秀精会ほんじょうひでせいかい
○11時30分～　ＪＡＣＫ
○13時30分～　別府翔青高校吹奏楽部・別府商業高校吹奏楽部
○14時15分～　大抽選会（当日配布のパンフレットについている抽選券でご応募下さい）
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ビーコンプラザ

市役所

別府公園 鶴見丘高校
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至 大分市 的ヶ浜公園

マルショク

別府国際観光港

別　府　湾

210

大分空港道路

塩浜 至 大分空港

杵築市役所

杵築大橋

杵築警察署

至 別府

守　江　湾

【大分県厚生連】

・介護老人保健施設 しおはま
・しおはま診療所

実相寺サッカー
     競技場

実相寺野球場

鶴見台
中学校

発行／大分県厚生農業協同組合連合会　　〒874-8585 大分県別府市大字鶴見4333番地

TEL 0977-23-7465　FAX 0977-23-7493　http://www.oita-koseiren.com

※健診内容や料金などをご覧になりたい方は
　健康管理センターのホームーページにアクセス

　http://www.ok-kenkou.com/

健康管理センター

８月の健診/受診結果
国 東
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杵 築
山 香
大 分
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豊後大野
竹 田
豊後高田
中 津
宇 佐
安心院

152
1

129
30
18
31
35
55
10
37
34
38
34
45
22
23
78
21
0
8
0

Ｊ
　
Ａ
　
お
　
お
　
い
　
た

受診者数総合計 3,910名
（うちJA 801名）

Ｊ Ａ べ っ ぷ 日 出
Ｊ Ａ 玖 珠 九 重
Ｊ Ａ 九 重 町 飯 田
大 分 大 山 町 農 協
下 郷 農 協

名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名

《８月健診》

　10月に入り、朝晩が肌寒くなってきました。日中は
過ごしやすくなってくる反面、体調を崩しやすい時期で
もあります。体調管理には十分注意し、これからの冬に
向けて体力づくりを行いましょう。　　　　 （T.A）

日時：10月23日（日）9:30～15:00
場所：鶴見病院1階ホール 及び 第1駐車場

第25回 鶴見病院 病院祭の開催
メインテーマ
｢ 心のかけ橋　～よりそい、ふれあい、ゆたかな未来～ ｣

編集
後記

9月20日付で鶴見病院に
赴任した新任医師をご紹介します。

NEW FACE

外　科

𠮷
よし

 村
むら

 健
けん

 司
　し　

東部事業部

中西部事業部

南部事業部

肥後事業部

北部事業部

10月23日㈰に今年で第25回目となる病院祭を開催します。

その他、医療相談等の催し物も行います。是非！ 病院祭にお越しください。

～ お 知 ら せ ～

【特別講演】

【各種イベント】

【自治会・ＪＡコーナー】
地域自治会や各ＪＡによる新鮮な野菜やくだもの等の販売

～主な出店内容～
　・九重“夢”バーガー　　・吉四六もろみからあげ　
　・ソフトクリーム、乳製品　　・産直野菜　　・果物 等


