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シンポジウム（第 155 回東邦医学会例会）
座長のことば

東邦大学における間質性肺炎合併肺癌治療の現状
伊豫田

明

東邦大学医学部外科学講座呼吸器外科学分野（大森）

肺癌は部位別がん死亡率第一位の悪性腫瘍であり，中で

する調査研究」班代表研究者，日本医療研究開発機構研究

も間質性肺炎に合併した肺癌は治療に難渋することが多

費（難治性疾患実用化研究事業）
「びまん性肺疾患に対する

い ．
間質性肺炎合併肺癌は治療における問題点から日本呼

エビデンスを構築する新規戦略的研究」班代表研究者とし

吸器外科学会を中心とした多施設共同研究が施行され，最

て，日本全国の著名な研究者をまとめられ，その間，ATS/

も問題となる術後間質性肺炎急性増悪率 9.3％，術後間質性

ERS/JRS/ALAT IPF Guideline Committee Member，特

肺炎急性増悪発症例の致死率 43.9％が報告された．一般的

発性肺線維症の治療ガイドライン 2017 作成委員会委員長，

な肺癌に関する手術関連死亡率が 30 日死亡率 0.43％，90

難治性びまん性肺疾患診療の手引き作成委員会委員長とし

日死亡率 1.3％であることを考えると極めて手術療法およ

て，びまん性肺疾患に関する我が国独自の研究成果を短期

びその周術期管理に難渋する可能性が高い疾患であること

間でまとめあげて世界に発信し，多くの研究業績を積み上

が容易に想像できる．しかしながら，間質性肺炎合併肺癌

げられた結果，特発性肺線維症の治療を大きく前進させた

に対する治療は間質性肺炎急性増悪の問題からかなり限定

功労者として知られている．その結果，全国から間質性肺

され，根治的な放射線療法や化学療法・分子標的治療が施

炎患者が集まり，その治療経過中に肺癌が発生することか

行困難なことが多いことから，外科治療が最も有効かつ唯

ら，大森病院では必然的に間質性肺炎合併肺癌手術症例を

一の治療となる症例が多いのが現状である．

多く経験させていただいている2）．おかげで，昨年大阪国際

1）

一言で間質性肺炎といっても，膠原病，薬剤など原因が

会議場で開催された第 60 回日本肺癌学会総会

シンポジ

明らかなものから原因不明の特発性間質性肺炎まであり，

ウム「間質性肺炎合併肺癌に対する治療とその対策」にお

特発性間質性肺炎もさらに 9 つの病型に分かれる．特発性

いて，私が日本の外科分野を代表し「間質性肺炎合併肺癌

間質性肺炎の 1 病型である特発性肺線維症を例に挙げれ

に対する外科診療」として発表させていただいたことは大

ば，その診断において画像所見を含めた診断基準が定めら

変名誉なことであった．今後も間質性肺炎の先進的な診

れてはいるものの診断の精度は施設間の差が大きく正確な

断・治療＝東邦大学との認識から，他院では治療が困難な

診断を行うためには高度に専門的な知識が必要なのは言う

多くの難治性患者が本間

までもない．間質性肺炎の重症度を含めた正確な病態の把

紹介，来院されることが予想される．呼吸器外科としてそ

握は，手術におけるリスクの評価および手術適応の決定に

れに備えるためには，大森，大橋，佐倉病院の呼吸器外科

おいて重要であるが，そのためには間質性肺炎を専門とす

医が，それぞれの施設での間質性肺炎合併肺癌治療の現状

る呼吸器内科，さらに麻酔科，病理科，放射線科を含めた

を把握し，診断・治療に関する最新の知見を共有するため

複数の診療科との multidisciplinary discussion が必須であ

の積極的な情報交換を行うことは，社会のニーズにこたえ

る．しかしながら現在本邦で系統的な間質性肺炎に関する

るためにも極めて重要なことである．

multidisciplinary discussion，および精度の高い診断治療が
行える専門施設はほとんどないのが現状である．
当院では国内大学初となる間質性肺炎センターを教授
本間

栄教授，岸

一馬教授を頼って

間質性肺炎合併肺癌に対する手術において最も注意すべ
き点は肺癌に対する根治性を高めながら，術後急性増悪を
起こさないよう徹底した低侵襲の手術と周術期管理を施行

栄先生が開設された．本間先生は厚生労働科学研究

することであるが容易ではない1，3）．手術については，間質

費補助金難治性疾患等政策研究事業「びまん性肺疾患に関

性肺炎急性増悪の予防を意識した術式に加えて，急性増悪
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を起こした場合でも急性増悪に対して十分な治療ができる

ることに加えて，他院で治療が困難な症例に対して適切な

ように備えておくことが重要である．また，周術期管理に

治療を行い，優れた結果を出していくことが求められる．

ついては外科のみでなく，呼吸器内科医と常に情報を共有

高木啓吾先生が述べられていた「諦めない医療」こそが東

しながらの対応が求められる．急性増悪時の治療は一刻の

邦大学呼吸器外科学分野の神髄である．講演を聞けなかっ

猶予もなく，治療開始の数時間の差が予後を左右する．し

た先生方，本病態に興味のある先生方にも，当大学での間

たがって常日頃から，
間質性肺炎合併肺癌の手術の際には，

質性肺炎合併肺癌に対する手術適応，手術方法，周術期管

様々な留意点に備える必要性を各医師が認識することが大

理の実際など診断・治療の現状をご理解いただくために本

切である．

稿がご参考になれば幸いである．

上記のような背景から東邦医学会例会において本シンポ
ジウムを企画した．本シンポジウムは，間質性肺炎研究の
分野で日本のリーダーの一人である坂本

晋先生（大森病

院呼吸器センター内科准教授）に間質性肺炎に関する基調
講演をお願いし，桐林孝治先生には大橋病院で治療を行っ
た経験症例提示，佐野
病院からは東

厚先生には佐倉病院の現状，大森

陽子医師が，これまでの大森病院での診断

から治療における体制，手術および術前術後管理における
間質性肺炎術後急性増悪の予防戦略，さらに発症した際の
治療の現状，実際の手術症例の提示，これまで積み重ねて
きた多くの難治性症例約 80 症例の治療成績について報告
した．3 病院の呼吸器外科専門医のほとんどが参加し，有
意義な意見交換がなされたことをここに報告する．
今後の東邦大学呼吸器外科学分野（大森，大橋，佐倉）
の発展のためには，通常の呼吸器外科診療を安全に遂行す
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