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泌尿器科のご紹介 

泌尿器科部長 米瀬 淳二 

 

泌尿器科では、尿路悪性腫瘍、および男性生殖器の悪性腫瘍の

治療を担当しています。具体的な臓器には、頭のほうから並べ

ると副腎 腎 腎盂尿管 膀胱 前立腺 陰茎 精巣が主な対

象臓器となります。これらの疾患の診断治療および治療後の経

過観察を一貫して担当しています。 

 現在の泌尿器科スタッフは部長 1 名 副部長 3 名 副医長 3

名 レジデント 4 名 前部長である顧問 1 名の 12 名ですが、そ

のほかに画像診断医、放射線治療医、腫瘍内科医、病理診断医、

看護師、薬剤師など他職種と協力して日常診療を行っています。

また拡大手術や転移巣の切除には、消化器外科医、呼吸器外科

医、整形外科医など当該科の協力を得て早期がんから進行がんまで病状と患者さんの状態

に適した治療を提供できるような態勢を整えています。代表的ながんに関して具体的に少

し説明をします。 

 腎がん 腎臓の近位尿細管から発生するがんで、組織学的には腎細胞がんと呼ばれます。

検診超音波で発見されたような 4cm 以下の早期がんに関しては腎温存手術(腎部分切除)が

推奨されています、部分切除に関しては、傷の小ささよりも腎機能温存が優先すると考え

ていますが両立できる症例に関してはミニマム創内視鏡手術を行っています。部分切除不

可能な限局がんには従来同様片側の全摘のほか、今年から腹腔鏡下手術も開始しました。

一方で小さな転移があっても条件を満たせば原発巣である腎を切除して薬物療法(いわゆ

る抗がん剤は効きにくく、インターフェロンや分子標的薬が有効です)が行われます。また、

転移巣に関しても切除可能であればやはり関連各科と相談して切除を検討します。転移が

んに対する薬物療法では、新規分子標的薬の治験も多数行っており薬物療法についても十
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分な経験があります。 

 膀胱がん 腎盂尿管がん これらのがんは、尿路の粘膜から発生するので尿路上皮がん

と呼ばれます。無症候性の肉眼的血尿で発見されることが多く、体内で代謝されて尿中に

排泄された発がん物質が原因という説が有力視されています。つまり尿に接している部分

に発生しやすいということになります、また内腔から発生するので早期であれば特に膀胱

では経尿道的な手術で根治可能です。正確な深達度の診断のため、症例によっては 2 回経

尿道的切除（セカンドＴＵＲ）を行います。取りきれたと思っても多発や再発しやすいた

め BCG や抗がん剤の膀胱内注入で再発予防を行うことが重要です。一方で尿管や腎盂は早

期に症状が出にくく、壁の薄い尿管では発見時浸潤がんということも多いのが現状です、

経尿道的な尿管鏡手術もまだ一般的ではなく、片方の腎盂尿管をすべてとる腎尿管全摘術

と十分なリンパ節廓清が標準的治療です。郭清の必要のない場合にはミニマム創手術も行

っています。浸潤性の膀胱がんでは、基本的には膀胱全摘を行い、尿路変向(腹部より尿を

袋に採取する)ないしは回腸を利用した新膀胱を作り尿道につないで自然排尿型の新膀胱

を作成します。局所進行がんには、抗がん剤治療と拡大手術を組み合わせて根治を目指し

ます。一方で、抗がん剤や放射線治療と膀胱部分切除を組み合わせた膀胱温存も適応があ

れば行っています。転移再発がんには、病状や体力に応じた抗がん剤治療を行っています。 

 前立腺がん 近年ＰＳＡの普及と食事の欧米化により急速に頻度が高まっているがんで

す。最近米国では、すぐに治療の必要のないがんを見つけて過剰治療が行われているとい

う非難もあります。当院では、生検前に MRI を撮影し、生検適応症例には、立体的多部位

生検を行い正確な診断を行い。低リスクの限局性前立腺がんに対しては、無治療経過観察

や小線源治療を、中間リスクや高リスクの限局性前立腺がんには前立腺全摘術や内分泌治

療併用の IMRT(強度変調放射線治療)を他院に先駆けて行ってきました。手術ロボットであ

るダヴィンチの急速な普及により導入の遅れた当院での前立腺症例数は減少しましたが、

手術室増設に伴い、今年中にダヴ

ィンチを導入しますので、いろい

ろなリスクの患者さんに対する

治療体制が整います。転移再発が

んに関しては、ホルモン治療や抗

がん剤治療を行っています。 

 精巣がん 少ないがんですが

若年者に多く重要な疾患です。睾

丸の無痛性の腫大で発症します。

転移がない時点で来院すれば睾

丸を摘出することで根治できま

す。一方転移進行例には迅速な対

応が必要です。抗がん剤治療を強

力な支持療法とともに徹底的に行い。転移巣が残存すれば摘出を行います、負担のかかる

治療ですが超進行例に対しても 80％近い治癒率が期待できます。 

これからもチーム医療を進め、患者さんへベストの治療を提供し、安心して患者さんを

ご紹介頂けるように努めてまいります。 
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整形外科・サルコーマセンターご紹介 

副院長（整形外科部長） 松本 誠一 

 

今年はがん研病院の設立 80 周年になります。しかし整形外科

の歴史は、放射線科や外科に比較するととても短く、1977 年に

大塚に新棟が建築された時に創設されました。従って、整形外

科は今年で 37 周年ということになります。整形外科で扱う腫瘍

は、骨に発生する骨腫瘍と筋肉や脂肪に発生する軟部腫瘍とに

分けられます。発生臓器の機能から言うと主に運動器に生じる

腫瘍と言えます。さらに、遠隔転移を示す悪性腫瘍と転移を生

じない良性腫瘍とに分けられます。骨悪性腫瘍はさらにどこか

の臓器に癌があってそれが骨に転移してくる転移性骨腫瘍と骨

組織そのものに生じる原発性悪性腫瘍に分けることができます。 

転移性骨腫瘍は、癌の増加とともに増え続けており、頻度の

高い疾患です。一方、原発性の悪性骨腫瘍は非常に希な疾患で

あり、その代表である骨肉腫でも日本の年間の新患数は 150 人程度です。骨原発悪性腫瘍

には、その他に軟骨肉腫やユーイング肉腫などがあります。  

軟部悪性腫瘍にも転移性軟部腫瘍はありますが、転移性骨腫瘍に比較して遙かに低頻度

です。原発性の悪性軟部腫瘍は、軟部肉腫と呼ばれます。軟部肉腫の発症率は、骨原発肉

腫の 3 倍程度であり、脂肪肉腫、平滑筋肉腫、横紋筋肉腫、滑膜肉腫など様々な組織型が

あります。しかし、骨・軟部肉腫を合わせても全悪性腫瘍の 1%程度と言われ頻度が低い疾

患です。 

  がん研に整形外科ができた頃は、丁度骨肉腫に対して化学療法が行われ、予後改善と患

肢温存手術が始まるころでした。それ以前すなわち、化学療法が導入される前の骨肉腫の

治療は、画像で骨肉腫が疑われた場合には、緊急に手術室で生検を行い、迅速診断で骨肉

腫との診断が得られれば直ちに切断が行われていました。それでも 5 年生存率は、10-15%

程度でした。1970 年代に強力な化学療法が骨肉腫の肺転移に有効であることが判り、手術

前から化学療法を行い、転移を早くから治療することと原発巣を縮小させて患肢温存を図

る治療法がすすみました。我々が初めに行った仕事は、安全な切除縁の確立でした。すな

わち、肉腫に関しては、腫瘍の辺縁からどの程度離れた部位で正常組織を切れば再発を防

ぐことができるかが判りませんでした。そこで、手術前の画像、切除した手術材料の肉眼

所見、それに顕微鏡所見、最後に長期間経過観察した結果を多くの症例で検討しました。

その結果、身体の中には筋膜や骨膜など腫瘍の進展を妨げる様々な組織（バリアー）が存

在し、これを利用することによって切除する範囲を狭くすることができることが判りまし

た。これらの結果をまとめて切除縁評価法と安全な切除縁を確立するための道筋を明かに

しました。これが 1989年に日本整形外科学会骨・軟部腫瘍委員会によって日本の切除縁評

価法として採用されました。悪性腫瘍を切除した後には、欠損の再建が重要です。1981 年

には、大塚式の人工膝関節を作成しました。1990 年には、一旦切除した骨を熱処理して腫
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瘍を殺した後に再び使用するパスツール処理法を開始しました。この処理法は、欧米と異

なり同種骨の入手が困難なアジア各国で広く用いられました。1992 年には、新しい腫瘍切

除法 In situ preparation 法を開始しました。これは、腫瘍が神経や血管に近接していて、

術前の画像ではそれらを安全に温存できるか否かが判らない場合でも、腫瘍細胞をまき散

らすことなく、判断できる方法です。この手技の開発により、不必要に神経血管を犠牲に

することや、結果として不必要であった術前放射線治療を行わずにすむようになりました。

これら、新しい治療法に加えて、1987 年より、肉腫外科研究会という教育宣伝の場を設け

ております。この会では、我々が提案して評価法に基づいて手術材料や術後経過を見て行

くことにより、安全な術式を確立することを目的としています。毎回、欧米やアジア各国

の肉腫治療専門医を 2-3 名招待し、がん研式の手術法と評価法を理解して頂くようにして

います。同時に本邦の若手腫瘍医の教育を行っており、今年で 26 回になりました。また、

2004年には、大学以外の施設で初めて第 37 回日本整形外科学会骨・軟部学術集会を開催い

たしました。これにより、骨軟部腫瘍診療において日本を代表する病院であることを証明

いたしました。さらに 2013年には、本学会を再度開催することができました。 

 さて肉腫についてみると、肉腫は骨だけでなく身体中どこにでもできます。四肢や体幹

の軟部組織、腹腔や後腹膜腔、縦隔、頸部など様々です。従って、整形外科で扱う肉腫は、

肉腫全体の 60%に過ぎません。他の 40％の肉腫症例は、消化器外科、泌尿器科、婦人科、

頭頚科の領域で手術されます。さらに、一口で肉腫といっても、その性格は様々です。遠

隔転移を起こしやすい悪性度の高いものから転移を滅多に生じない悪性度が低いもの、腫

瘍と正常組織の境界が明瞭なものから不明瞭で術後再発しやすいものなどがあります。肉

腫が転移を生じた場合には抗癌剤治療が必要となりますが、転移がなくても顕微鏡で腫瘍

組織を見て、悪性度が高い場合には、手術に加えて抗がん剤の治療が推奨されます。これ

まで、肉腫の抗癌剤治療は、手術を行う科で片手間に行われてきました。たとえば、整形

外科では、骨肉腫や軟部肉腫の患者さんに手術と抗癌剤治療の両方を行ってきました。そ

れは、肉腫の患者さんが多数の施設に分散し、専門施設に集約化されていないために、肉

腫の薬物療法の専門家が育たないことが原因でした。薬物療法の進歩がゆっくりした時代

であればそれでもなんとか対応できていましたが、近年肉腫においても新規の薬物が次々

に生まれてきております。希な悪性腫瘍である肉腫の治療成績を向上させるためには、肉

腫の専門施設で新しい治療の開発を行い、また専門医を育成することが不可欠です。欧米

では、各国に人口の規模に応じて作られた肉腫専門の数施設に患者さんが集約されていま

すが、本邦では肉腫専門施設はありませんでした。そこで、がん研有明病院では 2012 年 7

月 1 日に本邦で初めての肉腫専門施設サルコーマセンターを創設しました。サルコーマセ

ンターは、各領域の外科医、薬物療法専門医、放射線診断医と治療医、病理医、基礎的な

研究者で構成されております。各科、各研究室が縦割りの組織とするとサルコーマセンタ

ーはそれを繋ぐ横糸の枠割りを果たす組織です。そこでは、幾つかの領域にまたがる肉腫

の患者さんに最もふさわしい治療を検討し、また研究について討論を進めています。新し

い肉腫治療薬の治験が総合腫瘍科により順調に進んでおります。消化器外科、泌尿器科、

頭頚科領域でも肉腫の患者さんがふえております。 
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これまで述

べてきたよう

に、がん研整

形外科は、手

術式開発、研

究会、あらた

な診療システ

ム開発により、

手術数だけを

見ても 1977

年から格段に

増えており、

その分だけ社

会への貢献が

できたと思っ

て お り ま す

（図）。 

これからも、高質な医療が平等に提供されるためには、希少疾患を効率的に診療するシス

テムを確立していくことが必要と思われます。皆様のご支援とご理解をお願い申しあげま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月１２日（月）、ＴＫＰガーデンシテ

ィ品川に於きまして、東京都済生会中央

病院・がん研究会有明病院合同職員交流

懇親会が開催されました。当日は両院院

長をはじめ済生会中央病院から１２０名

超、当院から１００名弱が参加し、誠に

盛大な会が催されました。学会会場にも

なるような広い会場でしたがほぼ満杯に

なる盛況ぶりでした。  

 

当院は 2009 年 6 月より済生会中央病院より循環器外来医師派遣を受けるようになり、

それが連携の始まりですが、以来多数科に渡る患者紹介などの実績が積み重ねられ、昨年 9

済生会中央病院との職員交流懇親会開催 

院長補佐（総合内科部長） 関根 今生 
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月 18 日に正式に包括医療連携協定を済生会中央病院との間で文書締結調印し、当日プレス

発表を行いました。この 5 年間双方お互いに連携の絆を深めて来ましたが、2 月 27 日行わ

れた連携医療機関を対象としたが

ん研セミナーの懇親の席で、両院院

長の発案から、お互い顔の見える連

携を図ることを目的として職員交

流懇親会が企画実行された次第で

す。 

 懇親会は廣谷済生会中央病院副

院長の司会の下、門田病院長の挨拶、

関根による連携に至るまでの経過

報告および今後の展望、また済生会

中央病院循環器科医長高橋先生に

よるこの 5 年間の当院からの済生会に紹介された患者さんの動向などの報告講演がされた

後、済生会中央病院塚田副院長の乾杯の音頭の下開催されました。当院からは門田病院長、

太田経営本部長を始め医師、看護師、管理栄養士、臨床検査技師、放射線技師、一般職員

など多数参加しましたが、会場は職種ごとにテーブルが設定されており、お互いの病院の

同職種のものが集い、顔突き合わせての懇親となり、最後に済生会中央病院高木院長の締

めで終会となりましたが、非常に和やかな中、有意義な懇親会となりました。 

 ちなみに、今回の懇親会のコミュニ

ケーションの中、済生会からの報告で

は、レジテント医の研修交流の実施要

請、当院主催のカンファランスへの出

席要請、血液腫瘍科から骨髄他家移植

患者紹介の提案、看護師の手術室・救

命センターへの研修派遣の依頼、薬剤

師の人事交流を含めた薬・薬連携発展

の提案、栄養管理科にあっては科員同

士の密な交流の提案（早速懇親会終了

後 2 次会が実現したようですが）、呼吸器外科からはがん研主催研究会への参加要請、次回

大型船上での懇親会開催の提案などが行われたようです。実際その後レジテント医研修の

交流については両院長公認の下実現の方向で動くなど、この懇親会の成果もあがっていま

す。前記した提案内容はいずれも実現性があり、前向きにそれぞれの職場で進められると

思いますが、今後は患者さんの紹介のみならず、さらなる職員交流を含め、病院間の連携

を深めることは診療の質の向上にもつながることであり、この企画を発案して頂きました

両院長先生には心より感謝致します｡是非とも今後も今回のような懇親会（かなうならば大

型船での東京湾での懇親会）を是非とも企画して頂きたく、切に熱望して報告を終わらせ

て頂きます。 
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平成 26 年 2 月 27 日（木）19 時から、ソラシティカンファランスセンター(御茶ノ水)に

て「第三回がん研究会有明病院紹介セミナー」を開催いたしました。 

当日は、医療機関の先生方など１０３名のご参加を頂き、以下の講演に引き続き当院の

医師との顔の見える交流が行われました。 

第一部講演会 

１．挨拶 がん研有明病院病院長 門田 守人 

２．講演 

 ①「乳がん外科治療の現状」乳腺センター長 岩瀬 拓士 

②「根治性と安全性の両立を目指した食道がん手術の工夫」 

消化器外科食道担当部長 渡邊 雅之 

③「医療連携の取り組みについて」医療連携課 係長 石井 英徳 

 

第二部は、山口副院長の挨拶から始まり、江東区医師会長 岡本 克郎 先生にお言葉

を頂き、松本副院長の乾杯の発声で懇談会は始まりました。各診療科の特色や診療実績を

パネルにして展示し、ご参加頂きました先生方と当院の医師が熱心にお話されていた光景

が印象的でした。 

 

 ご出席の方へアンケートを取らせていただいた結果、「がん研の生の情報に接することが

でき、有益であった。」など好意的なご意見を頂きました。 

 

 来年２月にも第四回のセミナーを開催予定です。先生方には改めてご案内をさせて頂き

ます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

第一部 講演会風景             第二部 懇親会会場風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三回がん研有明病院紹介セミナー開催報告 
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お知らせ  

グランドカンファランスのお知らせ 

当院では、コメディカルも含めた MDT(multi-disciplinary team)meetingとして、毎月 1

回(原則第 4火曜日 18:00～19:30)グランドカンファランスを行っています。 

診断－病理所見－治療－病理所見－結果(予後)といった全体の流れを重視し、各診療科が

輪番で症例を選択しています。  

また、毎回会終了後にアンケートを実施し、出席者満足度などを調査し、常に改善を図っ

ています。  

外部施設の先生方にもご参加いただき、がん研有明病院の診療を第三者から評価してもら

い、さらに連携を深める機会とさせていただきたいと考えております。 

ぜひご参加ください(事前申込みは必要ありません)。  

詳細は、当院ホームページ トップページの「お知らせ」をご覧ください。 

医療連携課のご案内 

医療連携課では、医療機関の先生方からご紹介をいただいた患者さんの診察・セカンドオピニ

オンの予約調整を行っております。また、経過報告書の管理、診察に関するご案内等を行ってお

ります。お問い合わせの窓口としてご信頼いただけますように、迅速･確実な対応を心がけて行き

ます。 

ご紹介は、 下記の電話・FAX でお申込みいただけます。（患者さん自身でお電話いただき予

約することもできます。） 

電話 ： ０３－３５７０－０５０６（医療機関様用） 

      ０３－３５７０－０５４１（患者様用） 

FAX ： ０３－３５７０－０２５４ 

 

 

 

 

公益財団法人 がん研究会有明病院              発行： 医療連携課 

〒135-8550 東京都江東区有明３－８－３１ 

TEL 03-3570-0253   FAX 03-3570-0286    (E-mail)：renkei@jfcr.or.jp 

ホームページアドレス：http://www.jfcr.or.jp/ 

≪編集後記≫ 

当院では「がんけんキャンサーねっと」というシステムを導入いたしまして、ご紹介頂いた患者

さんの電子カルテの一部の情報を登録頂いた先生のインターネットに繋がっている PC から閲覧い

ただけるようになりました。文書でやり取りをしなくても情報閲覧が可能です。もちろん個人情報

のセキュリティーは万全の態勢で保護されています。医療連携の体制も IT 化されてまいりました、

患者さんの立場になり、医療連携の効率を図って行きたいと思います。（石井） 

 

http://www.jfcr.or.jp/

