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新連載シリーズは当院での肝胆膵領域の診療です。
初回は当院外科部長 ( 肝胆膵外科高度技能専門医 )
篠浦 先 医師が『 肝臓がん 』についてお伝えします。
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第1回

肝臓がん

原発性肝がんは年間 4 万 5 千人の罹患があり、5 大がんの一つとなっています。肝が
んのうちの肝細胞がんの発生原因としては慢性肝炎、肝硬変が知られており、その原因と
しては本邦では C 型肝炎ウィルスが最も多く、約 7 割を占め、次いで B 型肝炎ウィルス
が約 1 割といった状況です。ただ、2011 年のテラプレビルに端を発する DAAｓ（Direct
Acting Antivirals）の登場により、現在では 90％以上の方の C 型肝炎ウィルスの陰性化
（sustained virological response; SVR）が可能となりました。今後肝臓の背景肝は急激に
様変わりをしてくるものと考えられます。背景肝としては非アルコール性脂肪肝炎（Non
Alcoholic Steatohepatitis; NASH）の増加が見込まれますが、相対的には肝がんは減少して
いくものと思われます。

肝臓がんの治療
肝細胞がんはがんの中でも最も治療方法の多いがんの一つと考えられます。肝癌診療ガ
イドライン（2013 年版）には、治療方法として

① 手術

② 穿刺局所療法

化学塞栓療法（Transcatheter Arterial ChemoEmbolization; TACE） ④ 化学療法

③ 肝動脈
⑤ 放射

線治療が挙げられています。

腹腔鏡下肝切除手術
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手術としては、通常の肝切除以外にも肝移植という選択肢もあり、局所療法について
はエタノール注入（Percutaneous Ethanol Injection; PEI）、経皮的マイクロ波凝固療法
（Percutaneous Microwave Coagulation Therapy; PMCT）、ラ ジ オ 波 焼 灼 療 法
（Radiofrequency Ablation; RFA）があり、肝動脈化学塞栓治療についても塞栓物質にお
いて、DEB-TACE といわれる薬剤溶出性ビーズ (drug-eluting beads; DEB) を用いた治療
が新たに登場してきています。化学療法につきましても、分子標的薬としては、今まで
はソラフェニブのみであったものが、2017 年 6 月よりレゴラフェニブが加わり、治療
の選択肢は広がりをみせています。また、放射線治療につきましても、定位放射線治療や、
保険適応外とはなりますが、粒子線治療の効果も報告されてきています。

ラジオ波凝固装置

肝動脈塞栓治療

このように治療が多岐に渡るために、その治療
選択については悩ましいことも多く、個々の症例
により、２つまたは場合によっては３つの治療選
択の余地がある場合や、治療の組み合わせについ
てもその適応が細かく設定される必要がありま
す。その為、治療決定については、内科、外科、
放射線科のそれぞれの分野の専門家の意見の集約
が必須と考えられます。
肝切除については、近年、腹腔鏡手術が増加傾
向です。当院でもこの半年で４例の腹腔鏡下肝切
除を行いました。今後も症例によっては腹腔鏡手
術を積極的に行ってまいります。

日本外科学会専門医 日本消化器外科学会消化器外科専門医
日本肝胆膵外科学会肝胆膵外科高度技能専門医
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医

篠浦

先

外来診療担当医の変更について
津山中央病院

小児科に変更がありました。別紙、外来診療担当医表にてご確認下さい。ホームページ

（http://www.tch.or.jp）でもご覧いただけます。

研究会、教室のご案内
■美作地区胸腹部画像診断研究会
日時／通常毎月第 4 金曜日 19:00 〜（8・12 月を除く）
場所／津山中央病院 医療研修センター ２階講義室
※変更がある場合がございますので、詳細はお問合わせ下さい
■津山中央記念病院 糖尿病教室
日時／毎週火・水曜日 13:30 〜（30 〜 60 分程度）
場所／津山中央記念病院２階会議室

■津山中央病院 糖尿病教室
日時／毎週月曜日 13:00 〜 14:00
場所／津山中央健康管理センター３階
A 会議室

ＣＣセミナー（地域連携セミナー）のご案内（10 月）
当院では、地域連携セミナーとして、ＣＣセミナーを開催しています。
地域の医療従事者の方に自由にご参加いただけます。

10 月

日時：平成29年10月4日（水）19:00~20:15
内容：
『 胃がん・食道がん診療の今と未来 』
講師：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 消化器外科学 教授 藤原 俊義
場所：慈風会記念ホール

先生

日時：平成29年10月5日（木）19:00~
内容：
『 夜間頻尿の病態と治療戦略 』
講師：津山中央病院 泌尿器科 明比 直樹 医師
対象：医師
場所：真庭リバーサイドホテル
※講演会終了後、懇親会を開催致します。
日時：平成29年10月12日（木）19:00~20:00
内容：
『 切らずに治すがん陽子線治療 』
講師：津山中央病院 放射線科 脇 隆博 医師
場所：高梁国際ホテル クリスタルホール

11

月

日時：平成29年11月16日（木）19:00~
内容：連携登録医懇親会
場所：津山鶴山ホテル

岡山県緩和ケア研修会（津山中央病院主催）のご案内

日時／平成 29 年 11 月 4 日（土）5 日（日） 津山中央健康管理センター ３Ｆ 慈風会記念ホール
対象／医師、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、ＭＳＷ等、がんに関わるすべての医療従事者
※申し込み締め切り 平成 29 年 10 月 6 日（金） 必着
詳しくはホームページをご覧ください。 http://www.tch.or.jp/2017110405.html

私たち津山慈風会は、
地域の皆さんに
やさしく寄り添います
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CC セミナー

in

美作

を開催しました

平成 29 年 7 月 20 日（木）湯郷グランドホテ

ルにて『CC セミナー in 美作』を開催致しました。
15 施設 16 名の医師の方々にご参加頂きました。
講演は『

肝臓病と糖尿病診療の接点

題して、当院内科

』と

下村泰之 医師が行いました。

講演後の懇親会では、和やかな雰囲気で顔の

見える関係を築けたのではと感じました。

今後も地域の先生方との連携を深める内容の

津山中央病院 内科 主任
下村 泰之 医師

講演会を続けていきたいと考えておりますので、
宜しくお願い申し上げます。

地域連携室主任リーダー
高橋 稔

津山中央病院

林

院長

今後の出張 CC セミナー予定

地域連携担当
津山中央病院 竹中院長補佐
当院の取り組みを随時 Facebook で発信しております。

○10/5
出張 CC セミナー in 真庭
内容：『 夜間頻尿の病態と治療戦略 』
講師：津山中央病院 泌尿器科 明比 直樹 医師
対象：医師
○10/12 陽子線セミナー
in 高梁
内容：『 切らずに治すがん陽子線治療 』
講師：津山中央病院 放射線科 脇 隆博 医師
対象：医療従事者
津山中央病院

診察予約のお願い

予約時間よりも早く診察になる傾向にあります

連携医各位
日頃より連携診療にご協力いただきましてありがとうございます。別表は 7 月に
実施致しました待ち時間調査の結果です。ご覧の通り紹介状がありましても、予約
の有無によって診察までの待ち時間に随分差があることがわかります。予約を取っ
て来院して頂けましたら待ち時間が少なくてすみますので、是非、地域連携を通し
ての予約来院をおすすめ致します。
患者さんの待ち時間短縮のためにご協力をよろしくお願い致します。
津山中央病院外来運営委員会

