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肺がんについて

◆がんとはどのような病気か
　私たちの体はたくさんの細胞があつまってできていま
す。その数は約37兆個あるといわれ、毎日細胞が分裂
し新しくなっています。細胞が分裂するときに、変異が
起こることがあります。変異した細胞は本来の正常な機
能をもたない不良品のような細胞です。実はこういった
細胞の変異は日々私たちの体のなかで起こっており、そ
のほとんどは体のなかで正常に修正あるいは排除される
ことで、正常に保たれています。しかし、変異した異常
細胞が修正・排除されないと、その異常な細胞は無秩序
に増えていきます。こういった異常細胞が増殖したもの
を腫瘍といい、そのなかでも悪性の腫瘍をがんとよびま
す。がんは周囲の正常組織をむしばんで広がる浸潤や、
血液の流れにのってよその臓器にうつる転移によって、
全身に広がっていきます。

　現在、日本人の２人に１人は生涯のうちにがんを発症
するといわれており、また日本人の３人に１人はがんが
原因でなくなるとされています。現在、日本人のがんで
罹患数のトップは大腸がんで、ついで胃がん、肺がんと
続きます。しかし、がんによる死亡者数をみると大腸が
ん・胃がんを抜いて肺がんがトップとなります。肺がん
は日本人のがんによる死亡原因の１位なのです。

◆肺がんとはどのような病気か
　肺がんは、肺を構成する気管支や肺胞の細胞ががん化
したものです。主たる原因は喫煙ですが、近年は非喫煙
者でも発症する人が増えています。肺がんは採取した組
織を顕微鏡で調べる検査（病理検査）の結果により、主
に４種類の組織型に分類されます。大きくはまず小細胞
肺がんとそれ以外の非小細胞肺がん（腺がん・扁平上皮
がん・大細胞がん）に分かれます。小細胞肺がんとそれ
以外の３種類を分ける理由は、その悪性度が大きく異な
るからです。
小細胞肺がん：
　小細胞肺がんは肺がん全体の15%を占め、比較的小
さな細胞が密集して広がっていることから、その名前
で呼ばれます。男性に多くほとんどが喫煙者です。肺
がんの中でも極めて悪性度が高く、増殖が速く転移し
やすいがんです。そのため手術の適応になりにくいで
すが、一方で薬物療法や放射線療法に対する効果が高
いのが特徴です。肺の入り口近く（肺門部）に発生す
ることが多く、診断時に痰の中にがん細胞がみられる
ことがあります。
腺がん（非小細胞肺がん）：
　腺がんは日本人の肺がんで最も多いタイプで
（60％）、特に非喫煙者の女性が多いとされています。
気管支や肺胞などの表面を覆う細胞に似た形や性質を
持つがんです。肺の奥の方に発生することがほとんど
で、初期には症状が出にくいがんです。数年たっても
ほとんど増大しないようなおとなしいものから、急速
に進行するものまでさまざまなパターンがみられます。
扁平上皮がん（非小細胞肺がん）：
　扁平上皮がんは腺がんに次いで二番目に多いタイプ
です（20%）。男性に多くみられ、そのほとんどが喫
煙者です。皮膚の表面のように角質を作る細胞（扁平
上皮）に似た形をしています。
大細胞がん（非小細胞肺がん）：
　大細胞がんは比較的まれな肺がんです。大きな細胞
からなるがんで、小細胞肺がんではないが、腺がんや
扁平上皮がんなどの特徴がどこにもみつからない場合
に、大細胞がんと診断します。さまざまな性質を持っ
ており、増殖が速いことが多く、また、非小細胞肺が
んに分類されていますが小細胞肺がんと似た性質を
持っていることもあります。

◆どのような検査で
肺がんと診断されるのか

　まず、肺がんを疑う症状は次のようなものになります。
① 呼吸器に関連する症状。咳が長く続いたり息切れが
したり胸の痛みを感じたりすることがあります。

② 肺がんがよその臓器に転移した結果でてくる症状。
転移した臓器によってそれぞれ特徴的な症状がでます
(例：脳→頭痛・吐き気　肝臓→黄疸　骨→疼痛など)。

③ 自覚症状はないけれど健診や偶然とったレントゲン
で肺に影がうつっているというケース。

　この中で、②については肺がんがすでによその臓器に
転移していることになりますので、かなり進行している
ということになります。①についても肺がんが比較的太
い気管支や胸壁に浸潤していることを示唆するため、治
療がむずかしくなってきます。自覚症状が出始める前に
③でみつけるということが重要になってきます。
　肺がんを疑う症状を認めた場合は、喀痰細胞診、胸部
単純X線検査、胸部CT検査などをまず行います。なか
でもCT検査はより詳細で確実な所見が得られるため、
非常に重要な検査です。
　最初の検査で、肺がんを疑う所見を認めた場合は、そ
の診断を確定させる必要がでてきます。
　画像の所見だけでは、診断は確定しないため、なんら
かの形で病変の一部（組織や細胞）をとってくる必要が
あります。よく行われるのは
気管支鏡です。胃カメラのよ
うな内視鏡をつかって病変の
一部をとってきます。的中率
は50％前後とされています。
肺がんの疑いが強ければ、未
診断のままでも手術を行うこ
とがあります。その場合は、
術野で生検を行い術中迅速診
断で肺がんの診断を確定して
から治療としての肺切除を追
加します。

◆肺がんの病期（ステージ）とは何ですか
　病期（ステージ）は、がんの進行の程度を示す言葉で
大きく４つに分かれます。肺がんでは、原発巣の大きさ、
広がり、リンパ節やほかの臓器への転移の有無によって
決定されます。肺がんの治療方針は、組織型とこの病期
でほぼ決まるため、病期の決定は重要になります。
　肺がんの病期は大きく４つに分かれており、そのなか
でまた細かく分かれています。
　Ⅰ～Ⅱ期はがんが肺やその周囲までの局所にとどまっ
ている時期、Ⅲ期は肺の周りの組織や臓器への進展は
あっても別の臓器への転移は認められない時期、Ⅳ期は
離れた臓器への転移（遠隔転移）や胸水がある時期です。
Ⅰ期は手術のよい適応ですが、Ⅱ期やⅢ期になると術後
再発のリスクがある程度でてくるため、手術のあとに薬
物治療を追加します。Ⅳ期になると手術でとりきること
が不可能になるため、原則として手術の適応となりませ
ん。

◆肺がんでは
どのような治療が行われますか

　肺がんの治療は大きく３つあります。手術、放射線療
法、薬物療法です。がんが一か所にとどまっているうち
は手術や放射線療法などの局所療法が有効ですが、全身
に広がっている場合は薬物療法が選択されます。重要な
のは、肺がんを根治する力を持っているのは原則として
手術のみだということです。小さい早期の病変であれば
放射線療法で根治できることもあります。逆に薬物療法
のみでは、残念ながら肺がんを根治することはできませ
ん。患者さん個々の治療法の決定は、診断時の病気や患
者さんの体の状態などを総合的に考慮して、ベストと思
われるものが選択されます。

◆肺がんでは
どのような手術が行われますか

　肺がんに対する手術は、原則として根治を目的として
行います。肺を切除するということは、それだけ呼吸器
を低下させることになるので、それに見合うメリット
（肺がんの治療につながる）があってはじめてゆるされ
るものです。そのため、がんが限られた範囲にとどまっ
ている、全身状態が手術に耐えられる、術後の呼吸機能
が保たれるなどが手術を行う条件になります。
　がんの手術の場合は、がんの部分だけなく、がんのあ
る肺葉や　周囲のリンパ節なども一緒に取り除きます。
これはがんを取り残さず確実に除去するためです。
　手術が適応されるケースは、がんが限られた範囲にと
どまっている場合です。具体的には非小細胞肺がんのⅠ
期・Ⅱ期・一部のⅢＡ期と、小細胞がんのⅠ期です。
　手術そのものに耐えられない場合は、これらのケース
でも手術以外の方法を検討することになります。
　手術について考えるときに、肺の解剖学的な構造が非
常に重要になってきます。肺は左右に分かれてあります
が、それぞれ右肺は３つの葉（上葉・中葉・下葉）、左
肺は２つの葉（上葉・下葉）に分かれています。その
各々の大きさ（容積）は、大体右肺上葉20％、中葉10％、
下葉25％、左肺上葉25％、下葉20％です。肺がんの手術
では、肺を葉単位でとることが多いので、重要な構造と
なっています。

　現在、肺がんに対する標準的な術式は肺葉切除です。
がんの発生した肺葉を丸ごと取り除きます。がんが肺の
付け根にあり、病変のある肺葉以外の肺葉も残せない場
合は肺全的といって片側の肺をすべてとることもありま
す。体への負担はより大きくなります。肺門型の肺がん
が減ったこともあり、最近はあまり行われません。
　最近では、CT検査の普及で比較的早期の小さい肺が
んが見つかることも珍しくなくなってきました。その場
合、肺葉全部をとるのではなく、より切除範囲を限定す
ることで呼吸機能をより多く温存できるように手術を行
うことがあります。それを縮小手術といいます。具体的
には肺葉の中のより細かい区分けとなる区域切除や、肺
の一部分をくさび状に切除するくさび状切除（部分切
除）などです。現在、縮小手術の妥当性を比較研究する
臨床試験が行われており、今後、小さい病変に対しては
縮小手術が標準術式となる可能性があります。

◆まとめ
　肺がんは現在、日本におけるがんによる死亡原因の１
位です。
　一口に肺がんといってもその病状や病態はひとりひと
り異なります。
　肺がんを根治するためには早期発見・早期治療が重要
です。症状が出てからでは手遅れとなることがほとんど
です。
　まずは健診を、それもより精密に調べられるCT健診
を受けることをおすすめします。

異常な細胞ができる

異常な細胞が増えて
かたまりになる
悪性のものをがんという
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肺がんについて

◆がんとはどのような病気か
　私たちの体はたくさんの細胞があつまってできていま
す。その数は約37兆個あるといわれ、毎日細胞が分裂
し新しくなっています。細胞が分裂するときに、変異が
起こることがあります。変異した細胞は本来の正常な機
能をもたない不良品のような細胞です。実はこういった
細胞の変異は日々私たちの体のなかで起こっており、そ
のほとんどは体のなかで正常に修正あるいは排除される
ことで、正常に保たれています。しかし、変異した異常
細胞が修正・排除されないと、その異常な細胞は無秩序
に増えていきます。こういった異常細胞が増殖したもの
を腫瘍といい、そのなかでも悪性の腫瘍をがんとよびま
す。がんは周囲の正常組織をむしばんで広がる浸潤や、
血液の流れにのってよその臓器にうつる転移によって、
全身に広がっていきます。

　現在、日本人の２人に１人は生涯のうちにがんを発症
するといわれており、また日本人の３人に１人はがんが
原因でなくなるとされています。現在、日本人のがんで
罹患数のトップは大腸がんで、ついで胃がん、肺がんと
続きます。しかし、がんによる死亡者数をみると大腸が
ん・胃がんを抜いて肺がんがトップとなります。肺がん
は日本人のがんによる死亡原因の１位なのです。

◆肺がんとはどのような病気か
　肺がんは、肺を構成する気管支や肺胞の細胞ががん化
したものです。主たる原因は喫煙ですが、近年は非喫煙
者でも発症する人が増えています。肺がんは採取した組
織を顕微鏡で調べる検査（病理検査）の結果により、主
に４種類の組織型に分類されます。大きくはまず小細胞
肺がんとそれ以外の非小細胞肺がん（腺がん・扁平上皮
がん・大細胞がん）に分かれます。小細胞肺がんとそれ
以外の３種類を分ける理由は、その悪性度が大きく異な
るからです。
小細胞肺がん：
　小細胞肺がんは肺がん全体の15%を占め、比較的小
さな細胞が密集して広がっていることから、その名前
で呼ばれます。男性に多くほとんどが喫煙者です。肺
がんの中でも極めて悪性度が高く、増殖が速く転移し
やすいがんです。そのため手術の適応になりにくいで
すが、一方で薬物療法や放射線療法に対する効果が高
いのが特徴です。肺の入り口近く（肺門部）に発生す
ることが多く、診断時に痰の中にがん細胞がみられる
ことがあります。
腺がん（非小細胞肺がん）：
　腺がんは日本人の肺がんで最も多いタイプで
（60％）、特に非喫煙者の女性が多いとされています。
気管支や肺胞などの表面を覆う細胞に似た形や性質を
持つがんです。肺の奥の方に発生することがほとんど
で、初期には症状が出にくいがんです。数年たっても
ほとんど増大しないようなおとなしいものから、急速
に進行するものまでさまざまなパターンがみられます。
扁平上皮がん（非小細胞肺がん）：
　扁平上皮がんは腺がんに次いで二番目に多いタイプ
です（20%）。男性に多くみられ、そのほとんどが喫
煙者です。皮膚の表面のように角質を作る細胞（扁平
上皮）に似た形をしています。
大細胞がん（非小細胞肺がん）：
　大細胞がんは比較的まれな肺がんです。大きな細胞
からなるがんで、小細胞肺がんではないが、腺がんや
扁平上皮がんなどの特徴がどこにもみつからない場合
に、大細胞がんと診断します。さまざまな性質を持っ
ており、増殖が速いことが多く、また、非小細胞肺が
んに分類されていますが小細胞肺がんと似た性質を
持っていることもあります。

◆どのような検査で
肺がんと診断されるのか

　まず、肺がんを疑う症状は次のようなものになります。
① 呼吸器に関連する症状。咳が長く続いたり息切れが
したり胸の痛みを感じたりすることがあります。

② 肺がんがよその臓器に転移した結果でてくる症状。
転移した臓器によってそれぞれ特徴的な症状がでます
(例：脳→頭痛・吐き気　肝臓→黄疸　骨→疼痛など)。

③ 自覚症状はないけれど健診や偶然とったレントゲン
で肺に影がうつっているというケース。

　この中で、②については肺がんがすでによその臓器に
転移していることになりますので、かなり進行している
ということになります。①についても肺がんが比較的太
い気管支や胸壁に浸潤していることを示唆するため、治
療がむずかしくなってきます。自覚症状が出始める前に
③でみつけるということが重要になってきます。
　肺がんを疑う症状を認めた場合は、喀痰細胞診、胸部
単純X線検査、胸部CT検査などをまず行います。なか
でもCT検査はより詳細で確実な所見が得られるため、
非常に重要な検査です。
　最初の検査で、肺がんを疑う所見を認めた場合は、そ
の診断を確定させる必要がでてきます。
　画像の所見だけでは、診断は確定しないため、なんら
かの形で病変の一部（組織や細胞）をとってくる必要が
あります。よく行われるのは
気管支鏡です。胃カメラのよ
うな内視鏡をつかって病変の
一部をとってきます。的中率
は50％前後とされています。
肺がんの疑いが強ければ、未
診断のままでも手術を行うこ
とがあります。その場合は、
術野で生検を行い術中迅速診
断で肺がんの診断を確定して
から治療としての肺切除を追
加します。

◆肺がんの病期（ステージ）とは何ですか
　病期（ステージ）は、がんの進行の程度を示す言葉で
大きく４つに分かれます。肺がんでは、原発巣の大きさ、
広がり、リンパ節やほかの臓器への転移の有無によって
決定されます。肺がんの治療方針は、組織型とこの病期
でほぼ決まるため、病期の決定は重要になります。
　肺がんの病期は大きく４つに分かれており、そのなか
でまた細かく分かれています。
　Ⅰ～Ⅱ期はがんが肺やその周囲までの局所にとどまっ
ている時期、Ⅲ期は肺の周りの組織や臓器への進展は
あっても別の臓器への転移は認められない時期、Ⅳ期は
離れた臓器への転移（遠隔転移）や胸水がある時期です。
Ⅰ期は手術のよい適応ですが、Ⅱ期やⅢ期になると術後
再発のリスクがある程度でてくるため、手術のあとに薬
物治療を追加します。Ⅳ期になると手術でとりきること
が不可能になるため、原則として手術の適応となりませ
ん。

◆肺がんでは
どのような治療が行われますか

　肺がんの治療は大きく３つあります。手術、放射線療
法、薬物療法です。がんが一か所にとどまっているうち
は手術や放射線療法などの局所療法が有効ですが、全身
に広がっている場合は薬物療法が選択されます。重要な
のは、肺がんを根治する力を持っているのは原則として
手術のみだということです。小さい早期の病変であれば
放射線療法で根治できることもあります。逆に薬物療法
のみでは、残念ながら肺がんを根治することはできませ
ん。患者さん個々の治療法の決定は、診断時の病気や患
者さんの体の状態などを総合的に考慮して、ベストと思
われるものが選択されます。

◆肺がんでは
どのような手術が行われますか

　肺がんに対する手術は、原則として根治を目的として
行います。肺を切除するということは、それだけ呼吸器
を低下させることになるので、それに見合うメリット
（肺がんの治療につながる）があってはじめてゆるされ
るものです。そのため、がんが限られた範囲にとどまっ
ている、全身状態が手術に耐えられる、術後の呼吸機能
が保たれるなどが手術を行う条件になります。
　がんの手術の場合は、がんの部分だけなく、がんのあ
る肺葉や　周囲のリンパ節なども一緒に取り除きます。
これはがんを取り残さず確実に除去するためです。
　手術が適応されるケースは、がんが限られた範囲にと
どまっている場合です。具体的には非小細胞肺がんのⅠ
期・Ⅱ期・一部のⅢＡ期と、小細胞がんのⅠ期です。
　手術そのものに耐えられない場合は、これらのケース
でも手術以外の方法を検討することになります。
　手術について考えるときに、肺の解剖学的な構造が非
常に重要になってきます。肺は左右に分かれてあります
が、それぞれ右肺は３つの葉（上葉・中葉・下葉）、左
肺は２つの葉（上葉・下葉）に分かれています。その
各々の大きさ（容積）は、大体右肺上葉20％、中葉10％、
下葉25％、左肺上葉25％、下葉20％です。肺がんの手術
では、肺を葉単位でとることが多いので、重要な構造と
なっています。

　現在、肺がんに対する標準的な術式は肺葉切除です。
がんの発生した肺葉を丸ごと取り除きます。がんが肺の
付け根にあり、病変のある肺葉以外の肺葉も残せない場
合は肺全的といって片側の肺をすべてとることもありま
す。体への負担はより大きくなります。肺門型の肺がん
が減ったこともあり、最近はあまり行われません。
　最近では、CT検査の普及で比較的早期の小さい肺が
んが見つかることも珍しくなくなってきました。その場
合、肺葉全部をとるのではなく、より切除範囲を限定す
ることで呼吸機能をより多く温存できるように手術を行
うことがあります。それを縮小手術といいます。具体的
には肺葉の中のより細かい区分けとなる区域切除や、肺
の一部分をくさび状に切除するくさび状切除（部分切
除）などです。現在、縮小手術の妥当性を比較研究する
臨床試験が行われており、今後、小さい病変に対しては
縮小手術が標準術式となる可能性があります。

◆まとめ
　肺がんは現在、日本におけるがんによる死亡原因の１
位です。
　一口に肺がんといってもその病状や病態はひとりひと
り異なります。
　肺がんを根治するためには早期発見・早期治療が重要
です。症状が出てからでは手遅れとなることがほとんど
です。
　まずは健診を、それもより精密に調べられるCT健診
を受けることをおすすめします。

肺がんの組織型

肺がんの病期

肺がん

非小細胞肺がん

小細胞肺がん

約15％
比較的細胞が小さい。
進行が速く、転移しやすい。
肺門部にできることが多い。

腺がん 約60％
肺がんの中で最も多く、
近年増加している。
肺野部にできることが多い

扁平上皮がん 約20％
タバコとの関連が強い。
肺門部にできることが多い

大細胞がん 約5％
比較的細胞が大きい。
肺野部にできることが多い

肺がんの検査と確定診断までの流れ

肺がんの疑い

気管支鏡

透視下またはＣＴガイド下生検

エコー下生検

試験的開胸手術

確定診断

喀痰細胞診

胸部単純Ｘ線（レントゲン）検査

胸部ＣＴ（コンピュータ断層撮影）検査

・異常な影や
　リンパ節の
　腫れがある
　場合
・喀痰細胞診が
　陽性の場合

●原発巣　●リンパ節転移　●遠隔転移

肺がんの病期は、次の３つの要素の組み合わせによって決められます
　●もともと発生したがんの部位（原発巣）がどこまで広がっているか
　●リンパ節への転移があるかどうか
　●遠隔転移があるかどうか

遠隔転移：がん細胞がリンパ管や血管に入って流れて行き、離れた別の臓器に転移すること

ⅠＡ期 ⅠＢ期 ⅡＡ期 ⅡＢ期 ⅢＡ期 ⅢＢ期 ⅢＣ期

Ⅳ期
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肺がんについて

◆がんとはどのような病気か
　私たちの体はたくさんの細胞があつまってできていま
す。その数は約37兆個あるといわれ、毎日細胞が分裂
し新しくなっています。細胞が分裂するときに、変異が
起こることがあります。変異した細胞は本来の正常な機
能をもたない不良品のような細胞です。実はこういった
細胞の変異は日々私たちの体のなかで起こっており、そ
のほとんどは体のなかで正常に修正あるいは排除される
ことで、正常に保たれています。しかし、変異した異常
細胞が修正・排除されないと、その異常な細胞は無秩序
に増えていきます。こういった異常細胞が増殖したもの
を腫瘍といい、そのなかでも悪性の腫瘍をがんとよびま
す。がんは周囲の正常組織をむしばんで広がる浸潤や、
血液の流れにのってよその臓器にうつる転移によって、
全身に広がっていきます。

　現在、日本人の２人に１人は生涯のうちにがんを発症
するといわれており、また日本人の３人に１人はがんが
原因でなくなるとされています。現在、日本人のがんで
罹患数のトップは大腸がんで、ついで胃がん、肺がんと
続きます。しかし、がんによる死亡者数をみると大腸が
ん・胃がんを抜いて肺がんがトップとなります。肺がん
は日本人のがんによる死亡原因の１位なのです。

◆肺がんとはどのような病気か
　肺がんは、肺を構成する気管支や肺胞の細胞ががん化
したものです。主たる原因は喫煙ですが、近年は非喫煙
者でも発症する人が増えています。肺がんは採取した組
織を顕微鏡で調べる検査（病理検査）の結果により、主
に４種類の組織型に分類されます。大きくはまず小細胞
肺がんとそれ以外の非小細胞肺がん（腺がん・扁平上皮
がん・大細胞がん）に分かれます。小細胞肺がんとそれ
以外の３種類を分ける理由は、その悪性度が大きく異な
るからです。
小細胞肺がん：
　小細胞肺がんは肺がん全体の15%を占め、比較的小
さな細胞が密集して広がっていることから、その名前
で呼ばれます。男性に多くほとんどが喫煙者です。肺
がんの中でも極めて悪性度が高く、増殖が速く転移し
やすいがんです。そのため手術の適応になりにくいで
すが、一方で薬物療法や放射線療法に対する効果が高
いのが特徴です。肺の入り口近く（肺門部）に発生す
ることが多く、診断時に痰の中にがん細胞がみられる
ことがあります。

腺がん（非小細胞肺がん）：
　腺がんは日本人の肺がんで最も多いタイプで
（60％）、特に非喫煙者の女性が多いとされています。
気管支や肺胞などの表面を覆う細胞に似た形や性質を
持つがんです。肺の奥の方に発生することがほとんど
で、初期には症状が出にくいがんです。数年たっても
ほとんど増大しないようなおとなしいものから、急速
に進行するものまでさまざまなパターンがみられます。

扁平上皮がん（非小細胞肺がん）：
　扁平上皮がんは腺がんに次いで二番目に多いタイプ
です（20%）。男性に多くみられ、そのほとんどが喫
煙者です。皮膚の表面のように角質を作る細胞（扁平
上皮）に似た形をしています。

大細胞がん（非小細胞肺がん）：
　大細胞がんは比較的まれな肺がんです。大きな細胞
からなるがんで、小細胞肺がんではないが、腺がんや
扁平上皮がんなどの特徴がどこにもみつからない場合
に、大細胞がんと診断します。さまざまな性質を持っ
ており、増殖が速いことが多く、また、非小細胞肺が
んに分類されていますが小細胞肺がんと似た性質を
持っていることもあります。

◆どのような検査で
肺がんと診断されるのか

　まず、肺がんを疑う症状は次のようなものになります。
① 呼吸器に関連する症状。咳が長く続いたり息切れが
したり胸の痛みを感じたりすることがあります。

② 肺がんがよその臓器に転移した結果でてくる症状。
転移した臓器によってそれぞれ特徴的な症状がでます
(例：脳→頭痛・吐き気　肝臓→黄疸　骨→疼痛など)。

③ 自覚症状はないけれど健診や偶然とったレントゲン
で肺に影がうつっているというケース。

　この中で、②については肺がんがすでによその臓器に
転移していることになりますので、かなり進行している
ということになります。①についても肺がんが比較的太
い気管支や胸壁に浸潤していることを示唆するため、治
療がむずかしくなってきます。自覚症状が出始める前に
③でみつけるということが重要になってきます。
　肺がんを疑う症状を認めた場合は、喀痰細胞診、胸部
単純X線検査、胸部CT検査などをまず行います。なか
でもCT検査はより詳細で確実な所見が得られるため、
非常に重要な検査です。
　最初の検査で、肺がんを疑う所見を認めた場合は、そ
の診断を確定させる必要がでてきます。
　画像の所見だけでは、診断は確定しないため、なんら
かの形で病変の一部（組織や細胞）をとってくる必要が
あります。よく行われるのは
気管支鏡です。胃カメラのよ
うな内視鏡をつかって病変の
一部をとってきます。的中率
は50％前後とされています。
肺がんの疑いが強ければ、未
診断のままでも手術を行うこ
とがあります。その場合は、
術野で生検を行い術中迅速診
断で肺がんの診断を確定して
から治療としての肺切除を追
加します。

◆肺がんの病期（ステージ）とは何ですか
　病期（ステージ）は、がんの進行の程度を示す言葉で
大きく４つに分かれます。肺がんでは、原発巣の大きさ、
広がり、リンパ節やほかの臓器への転移の有無によって
決定されます。肺がんの治療方針は、組織型とこの病期
でほぼ決まるため、病期の決定は重要になります。
　肺がんの病期は大きく４つに分かれており、そのなか
でまた細かく分かれています。
　Ⅰ～Ⅱ期はがんが肺やその周囲までの局所にとどまっ
ている時期、Ⅲ期は肺の周りの組織や臓器への進展は
あっても別の臓器への転移は認められない時期、Ⅳ期は
離れた臓器への転移（遠隔転移）や胸水がある時期です。
Ⅰ期は手術のよい適応ですが、Ⅱ期やⅢ期になると術後
再発のリスクがある程度でてくるため、手術のあとに薬
物治療を追加します。Ⅳ期になると手術でとりきること
が不可能になるため、原則として手術の適応となりませ
ん。

◆肺がんでは
どのような治療が行われますか

　肺がんの治療は大きく３つあります。手術、放射線療
法、薬物療法です。がんが一か所にとどまっているうち
は手術や放射線療法などの局所療法が有効ですが、全身
に広がっている場合は薬物療法が選択されます。重要な
のは、肺がんを根治する力を持っているのは原則として
手術のみだということです。小さい早期の病変であれば
放射線療法で根治できることもあります。逆に薬物療法
のみでは、残念ながら肺がんを根治することはできませ
ん。患者さん個々の治療法の決定は、診断時の病気や患
者さんの体の状態などを総合的に考慮して、ベストと思
われるものが選択されます。

◆肺がんでは
どのような手術が行われますか

　肺がんに対する手術は、原則として根治を目的として
行います。肺を切除するということは、それだけ呼吸器
を低下させることになるので、それに見合うメリット
（肺がんの治療につながる）があってはじめてゆるされ
るものです。そのため、がんが限られた範囲にとどまっ
ている、全身状態が手術に耐えられる、術後の呼吸機能
が保たれるなどが手術を行う条件になります。
　がんの手術の場合は、がんの部分だけなく、がんのあ
る肺葉や　周囲のリンパ節なども一緒に取り除きます。
これはがんを取り残さず確実に除去するためです。
　手術が適応されるケースは、がんが限られた範囲にと
どまっている場合です。具体的には非小細胞肺がんのⅠ
期・Ⅱ期・一部のⅢＡ期と、小細胞がんのⅠ期です。
　手術そのものに耐えられない場合は、これらのケース
でも手術以外の方法を検討することになります。
　手術について考えるときに、肺の解剖学的な構造が非
常に重要になってきます。肺は左右に分かれてあります
が、それぞれ右肺は３つの葉（上葉・中葉・下葉）、左
肺は２つの葉（上葉・下葉）に分かれています。その
各々の大きさ（容積）は、大体右肺上葉20％、中葉10％、
下葉25％、左肺上葉25％、下葉20％です。肺がんの手術
では、肺を葉単位でとることが多いので、重要な構造と
なっています。

　現在、肺がんに対する標準的な術式は肺葉切除です。
がんの発生した肺葉を丸ごと取り除きます。がんが肺の
付け根にあり、病変のある肺葉以外の肺葉も残せない場
合は肺全的といって片側の肺をすべてとることもありま
す。体への負担はより大きくなります。肺門型の肺がん
が減ったこともあり、最近はあまり行われません。
　最近では、CT検査の普及で比較的早期の小さい肺が
んが見つかることも珍しくなくなってきました。その場
合、肺葉全部をとるのではなく、より切除範囲を限定す
ることで呼吸機能をより多く温存できるように手術を行
うことがあります。それを縮小手術といいます。具体的
には肺葉の中のより細かい区分けとなる区域切除や、肺
の一部分をくさび状に切除するくさび状切除（部分切
除）などです。現在、縮小手術の妥当性を比較研究する
臨床試験が行われており、今後、小さい病変に対しては
縮小手術が標準術式となる可能性があります。

◆まとめ
　肺がんは現在、日本におけるがんによる死亡原因の１
位です。
　一口に肺がんといってもその病状や病態はひとりひと
り異なります。
　肺がんを根治するためには早期発見・早期治療が重要
です。症状が出てからでは手遅れとなることがほとんど
です。
　まずは健診を、それもより精密に調べられるCT健診
を受けることをおすすめします。

手　術 放射線療法

薬物療法
（化学療法）

肺がんそのものに的を絞って行われる治療法

前身にがん細胞が広がっている可能性がある場合

局所療法

前身療法

肺がんの切除方法

肺がんの切除方法

標準手術

肺葉切除

縮小手術

がんのある肺葉を取り除く

一側肺全摘
がんが発生した側の肺を
すべて取り除く

楔状切除
がんのある部分を含めて、
がんより１～２㎝
離れた正常と思われる肺
をくさび形に取り除く

区域切除
がんのある部分を含めて
区域を取り除く手術で、
楔状切除より大きい範囲を取る

くさびじょう

右肺の場合

上葉

中葉

下葉
腫瘍

右肺の場合

上葉

中葉

下葉
腫瘍



元 気 い っ ぱ い ！ ひ よ こ の 園 児 た ち

みんなで鬼退治！ 豆まきをしました！
　２月１日㈮、２月３日が節分ということで、園児みんなで豆まきを行いました。
今年は始めに節分の紙芝居の読み聞かせをしました。そのあと、園児みんなで鬼の
お面をかぶり、豆まきを行いました。園児たちは「おにはそと！　ふくはうち！」
と元気よく声を出して豆まきをしていました。
　豆まきは鬼を退治することで福を呼び込むと言われています。今回の豆まきで園
児たちに福が訪れることを願っています。

厚生連だより 大分 ５

節分レクを実施！

大分県厚生連
介護老人保健施設

みんなで豆
まき！ 鬼のお面を

かぶって

記念撮影

本格的な鬼の衣装でレクは盛り上がりました。 鬼に向かってボールを投げる利用者さん

　２月15日（金）杵築市にあります介護老人保健施設しおはまで、入所の方たち
で『節分レク』を行いました。
　職員が鬼に扮装し、利用者が豆に見立ててボールを投げて、鬼退治をしました。
職員の鬼が本格的な紛争で利用者に大変好評でした。ホールには『おにはーそと！
ふくはーうち！』の声が響き渡り、利用者さんも無病息災を祈って投げているよう
でした。
　今回のレクを通して、無病息災と福が皆様としおはまにも訪れますように・・・
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見て・聴いて・知ろう
市民公開講座の開催

　２月９日㈯、トキハ別府店７階大会議場にて鶴見病院主催の公開講座を開催しました。
　初めに鶴見病院　呼吸器外科科長　小林良司医師が「肺がん診療の基本とこれから」と
題し、肺がんになった時の治療方法、肺がんの予防法、肺がんになる原因など、肺がんに
関する様々な内容で講演を行いました。とてもわかりやすい講演でみなさん興味をもって
聞いていました。続いて、鶴見病院　乳腺外科部長　末廣修治医師が「乳がんの標準治療

と最近の話題」と題し、乳がんの治療法の
説明と、最近話題になっている治療法や情
報について詳しく説明がありました。最近
の事例や実際にあった事例を踏まえた内容
でとてもわかりやすい講演でした。
　今回も非常に多くの方にご参加いただき
ありがとうございました。
　次回は、５月にトキハ別府店で開催予定
ですので、是非ご参加ください。

講演を行う小林医師 講演を行う末廣医師

もっと知ろうがんのこと
vol.1

市民公開講座の様子

『日本語パートナーズ事業』に鶴見病院が協力！

72名の方が予防接種を受けました ３回に分けて予防接種を行いました

　２月20日㈬鶴見病院が、立命館アジア太平洋大学（ＡＰＵ）で“日本語パートナーズ事業”の
参加者に集団予防接種を行いました。
　日本語パートナーズ事業とは、中央省庁と各研究機関の要請を受けた（独）国際交流基金日本語
交際センターが主催する国策事業です。これまでに、3,000人以上の日本語教師をASEAN諸国
の教育現場に派遣し、現地で授業の補佐や日本文化の紹介活動などを行うとともに、派遣者自身
も現地の言語や文化を学んで相互理解を深め、各国との交流拡大を目的としています。これまで
本事業を実施していた国内３県に大分県が加わり、立命館アジア太平洋大学（ＡＰＵ）が実施拠
点として選ばれたことで、このたび、海外渡航にあたる予防接種を鶴見病院が受託することにな
りました。
　鶴見病院では、以前より県北唯一の海外渡航外来を設置し、これまで培った経験を生かして、
これからも海外交流に微力ながら貢献してまいります。



〒874-8585　大分県別府市大字鶴見４３３３番地
TEL 0977-23-7114　FAX 0977-23-7657　http://www.ok-tsurumi.com

バス　別府駅より　　「鶴見病院経由鉄輪行」乗車「鶴見病院前」で下車
　　　別府駅西口より「国立別府病院行き」乗車「鶴見病院東口」で下車　徒歩１分
　車　　別府駅より　車で７分
　　　別府インターチェンジより　車で１０分

ACCESS

　訪問看護は病状や療養生活をプロの医療職が見守り、身体ケアと生活上のアドバイスで、自立した
生活が自宅で送れるように支援します。
　また、主治医の治療方針やケアプランに沿って、他のサービスと連携しながら看護を行いますので、
安心して在宅療養が続けられます。
　当訪問看護ステーションつるみは、主治医と連携を密に行い、地域医療・保健・福祉とも連携し、
質の高い看護を提供します。また、鶴見病院の関連施設のため、救急体制も整っています。

～みなさん！ 訪問看護をご存じですか？～

訪問看護サービスの内容

★病状、障害、全身状態の観察
　（必要時、主治医へ連絡いたします）

★日常生活の援助
　（栄養、排泄、清潔など）

★医療処置や医療機器の管理
　（床ずれの予防・処置やカテーテル管理、
　　点滴や人工呼吸器等、対応しております）

★在宅療養に関する相談・助言・介護予防

★機能訓練などのリハビリテーション ★ターミナルケア

【申込方法】
○訪問看護ステーション、主治医、ケアマネー
ジャへご相談ください。訪問看護を利用する
場合は、主治医の指示書が必要です。指示書
は訪問看護ステーションに提供されます。

【患者相談窓口】

【営業日、時間】
○月曜日～金曜日　8:30～17:00
　※土日、祝日、年末年始を除きます。

○窓　口　大分県厚生連 鶴見病院
　　　　　　１階　患者相談窓口
　　　　　電話：0977-23-7111

○時　間
　平　日　8:30～17:00（休日・祝日を除く）
　土曜日　8:30～12:00（第1、第3を除く）

厚生連だより 大分 ７



　３月になりました。
今年は暖冬ということ
もあってか、２月にし

ては比較的暖かいなと感じるひ
と月でした。
　今年度も残すところあと１ヶ
月となり、年度末で慌ただしい
日々が続きます。花粉症が気に
なる方もいると思いますが体調
管理に気を付けて３月を乗り切
りましょう。　　　　（S.S）
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～花粉症の対策について～
健康管理センター

１月の健診/受診結果
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受診者数総合計 2,469名
（うちJA 359名）
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《１月健診》

東部事業部
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北部事業部
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2
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※鶴見病院のホームーページへの
　アクセスはこちら
　
http://www.ok-tsurumi.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/

★外出時の花粉症対策★
○花粉情報をこまめにチェック
花粉が飛散しやすいのは、
　①天気が晴れや曇りの時　　②気温が高い時
　③湿度が低い時　　④風が強い時　　⑤前日が雨の時
となります。当日や週間天気予報をこまめに確認し注意しましょう。

○外出時は完全防備を
　外出時は帽子・メガネ・マスク・マフラーを身につけましょう。マス
クは内側を少し湿らせておくと湿度が保たれるのでオススメです。メガ
ネも花粉対策用のものを使用すれば、眼に入る花粉の量を大きく減らす
ことができます。

○外出を控えめに
　花粉の飛散の多い日は特に注意が必要です。１日のうち飛散の多い時
間帯（地域によって差があるが、13時～15時頃）の外出もなるべく控
えましょう。

○帰宅後は玄関でシャットアウト
　衣服、ペットなどについた花粉はきちんと外ではらい、なるべく室内
に持ち込まないようにしましょう。

★家の中での花粉症対策★
○ドア・窓をキチンと閉める
　花粉の飛散が多いときは、きちんとドアや窓を閉めて、花粉の侵入を
防ぐことが大切です。

○掃除はこまめに
　防いでいるつもりでも、室内にはかなり花粉が侵入しています。床が
フローリングであれば毎日拭き掃除を行うと効果的です。

★就寝時の花粉症対策★
○枕元の花粉を拭き取る
　床の上はもちろん、ベッドにも花粉はたまっています。寝ているとき
に花粉を吸い込まないように、枕まわりを水で少し湿らせたティッシュ
やタオルで拭き取りましょう。

○空気清浄機を活用
　空気清浄機を使いながら寝るのもぐっすり睡眠をとるためのポイント
です。また、風邪の予防にも役立ちます。


