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肺がんの薬物療法特　集

肺がん治療における化学療法について
～免疫チェックポイント阻害剤の幕開け～

化学療法部　安藤　真弘

　がん治療は、日々進歩しています。特に肺がん領域での化学療法薬の開発は著しく、毎年の
ように診療ガイドラインが改定されています。いわゆる従来の抗癌剤は、殺細胞性抗癌剤と呼
ばれ、細胞分裂の盛んな細胞に作用し、その分裂を抑えるものでした。ですから正常な細胞も
同時に障害を受けてしまいます。血液を作る細胞、消化管粘膜の細胞、毛根細胞などは細胞分
裂が活発なため、最初に影響をうけてしまい、これが副作用として現れます。患者さんは、ま
ずこの副作用を克服しなければ、病気にも勝つことはできません。まさに両刃の剣となります。

　そこで2002年に、がん細胞だけを選んで攻撃する分子標的薬という薬剤が開発されました。
これはがん細胞の表面に存在する、がんの増殖に関わる遺伝子や蛋白質に特異的に作用し、細
胞増殖を妨げ、細胞死に誘導するものです。このがん細胞の遺伝子解析により、治療の個別化
や、効果の予測が可能となりました。本邦では、EGFR遺伝子変異に対してゲフィチニブ、エ
ルロチニブ、アファチニブ、オシメルチニブが使用可能で、いずれも一日１〜２回内服するだ
けです。副作用は、様々な湿疹、爪の障害、胃腸障害、肝障害、肺障害などがありますが、ほ
ぼ外来で対処可能です。腫瘍縮小効果が一度得られれば、長期間持続します。当院では最高で
10年間、内服治療を継続した患者さんがいらっしゃいました。ALK、ROS-１遺伝子転座に対
しても有効な薬剤が開発されています。

　そして近年、免疫チェックポイント阻害剤が登場しました。以前より、がんの免疫療法は様々
な形で行われていました。しかし多くのワクチン療法やリンパ球療法などは保険外診療として
行われ、効果も限定的でした。免疫細胞はがん細胞を異物と判断し、それを攻撃、排除する力
を持っています。何らかの原因によって、がん細胞が免疫細胞の攻撃を逃れたり、働きを抑え
たりすると、がんが増殖してしまいます。がん細胞自身が免疫細胞の働きを止めてしまう物質
を持っていることがわかりました。このひとつがPD-L１です。PD-L１が免疫細胞の表面にあ
るPD-１と結合してしまうと、その免疫細胞はがん細胞を攻撃しなくなってしまうのです。こ
のPD-L１とPD-１の結合を妨げる薬が免疫チェックポイント阻害剤とよばれます。薬剤自身
ががん細胞に作用するのではなく、患者さんが本来持っているがんに対する免疫力を回復させ
るという、まったく新しい概念の薬剤です。本邦では2015年12月よりニボルマブ、2017年２月
よりぺムブロリズマブ、2018年４月よりアテゾリズマブが使用可能となりました。当院では、
２回点滴投与しただけで、半年以上腫瘍が縮小している患者さんがいらっしゃいます（写真参
照）。また副作用の種類や発現時期も異なります。免疫機能を混乱させてしまうために、もと
もと自己免疫疾患を有する患者さんには特に注意が必要です。さらに偽性増悪といって、治療
後に一度腫瘍が大きくなり、その後徐々に縮小してくることもあります。がんを攻撃しようと
リンパ球が集まってくるために、増大したように見えるといわれています。従来の効果判定と



異なり、総合的な判断が必要です。さらに、2019年
には初回治療として、殺細胞性抗癌剤と免疫チェッ
クポイント阻害剤の併用療法も承認されました。抗
腫瘍効果は非常に高まり、延命効果も優れています
が、未だ完治には至りません。多くの薬剤を使え
ば、それだけ副作用も多様化してしまいます。この
ように、がん治療とは個々の臓器だけをみるのでは
なく、長期にわたって全身に目を配る必要がありま
す。常に患者さんの病状と希望に応じた治療法を選
択して、最良の医療を提供できるように心がけてい
ます。

免疫チェックポイント阻害薬と薬剤師のかかわり
薬剤部　合津　貴志

　ノーベル賞で話題となったオプジーボ®などの免疫チェックポイント阻害薬は非小細胞肺が
んや胃がんなど多くのがん種で使用され、がん細胞とたたかう免疫のはたらきを強めることで
効果を発揮する一方、はたらきが強くなった免疫が正常組織も攻撃することで様々な副作用が
起こることがあります。これは従来の抗がん薬とは異なり、間質性肺疾患、甲状腺機能障害、
１型糖尿病など免疫がかかわる副作用で、現れる時期も様々でまれに重症化することもあり、
早期に発見し適切に対処することが重要となります。さらに昨年には非小細胞肺がんの１次治
療で免疫チェックポイント阻害薬と従来の抗がん薬との併用が可能となり、現れる副作用がよ
り複雑になっており、患者さんの不安も大きくなるかと思います。
　薬剤師は、免疫チェックポイント阻害薬開始時に副作用とその初期症状や副作用への対処に
ついて説明を行います。しかし、多くの情報を一度に患者さんに理解していただくことは困難
なことが多く、時間をかけて副作用を説明するほか、患者さん自身も治療日誌を利用して些細
な体調変化にも気づき、積極的に治療に参加していただける工夫をします。
　また入院治療から外来治療に移行する場合は、薬剤師外来（診察前面談）で副作用の確認を行
い、場合によっては副作用に対処するお薬や必要な検査を医師へ提案することもあります。
　薬剤師は患者さんとそのご家族を中心とした医師、看護師などの医療チームにおいて、患者
さんの副作用に対する自己管理力も向上するようなかかわりをもつことで、副作用の早期発見・
早期治療につなげて安心・安全な治療を受けていただけるよう今まで以上にサポートします。

＜表紙の医師＞
副院長兼化学療法部部長　安藤　真弘
【専　　門】呼吸器内科（肺がんの化学療法）
【卒業大学】日本医科大学
【認 定 等】�日本内科学会認定医、日本呼吸器学会専門医、
　　　　　日本医科大学客員講師
【所属学会等】日本内科学会、日本呼吸器学会、日本臨床腫瘍学会、
　　　　　日本癌治療学会、日本肺癌学会



新 任 医 師 紹 介
【プロフィール】
卒業大学：日本医科大学
認 定 等：外科専門医
所属学会等：�日本外科学会、日本消化器外科学会、日本消化器病学会、
　　　　　日本消化器内視鏡学会
専　　門：消化器外科

消化器外科医員
川島　万平

「看護の日」のイベントを開催しました
　５月11日（土）、病院外来ホールにて「看護の日」のイベントを開催しました。ナイチン
ゲールの誕生日である５月12日は「看護の日」に制定されています。当イベントもその日
にちなんで毎年行われています。
　当日は、入院患者さんやそのご家族など多くの方にご参加いただきました。会場には、
血行促進のための「フラダンスを一緒に踊ってみよ
うコーナー」や、加湿器にもなる「ペーパーフラワー
コーナー」を設けました。また、オルゴールメロ
ディーのしらべを聴きながらデトックスウォーター
を味わっていただいたり、アロマオイルハンドマッ
サージで心地よさを感じていただいたりと、参加さ
れた方たちは、リラックスされた表情で癒しのひと
ときを過ごされていました。

　郡山コミュニティ放送 KOCOラジの「トトロ！健康通信」に、６月から当院の医師が出
演しています。
　この番組は、「元気をつづけていくために、どうすればいいか」をテーマに、パーソナリ
ティのちばえみさんと当院の医師がお送りする健康増進のためのラジオ番組です。
　ラジオの他、スマートフォンのアプリでも聴くことが
できます。

【番 組 名】 トトロ！健康通信
【放送時間】 毎週火曜日20：00～（18分間）
　　　　　 毎週水曜日10：20～（再放送）
【放 送 局】 KOCOラジ　周波数79.1MHz

ラジオ番組に出演しています



　２月27日（水）、郡山市民の皆さんを対象にした『第１回市民公開講座』が郡山医師
会主催で開催されました。第一回目の講師として当院の坪井永保理事長が「タバコ
は“健康キラー ”です！～受動喫煙や加熱式タバコそして禁煙外来についてもお話し
ます～」と題して、受動喫煙やCOPDなどのたばこによる健康被害や、あまり知ら
れていない加熱式たばこの仕組みのほか、通常のたばことの健康被害の差など、様々

な面から喫煙のリスクや健康被害を紹介し
ました。
　当日は、平日ながら多くの市民の方にご
参加いただきました。講演終了後も坪井理
事長のところへ参加者の方々が訪れており、
みなさんの積極的な禁煙に対する意識の高
さが伺える会となっていました。

郡山医師会主催 第１回市民公開講座

　３月９日（土）、病院外来ホールにてバザーを開催しました。
　患者さんなどから寄付していただいた食器・服・文房具・洗剤など500点以上を
販売しました。
　毎年楽しみにしてくださっている患者さんや、面会の途中で寄ってくださる方、
入院患者さんやそのご家族など、たくさんの方
においでいただきました。
　売上金は「あすなろカフェ」の運営など、患者
さんのために大切に使わせていただきます。
　ありがとうございました。

あすなろカフェ バザー



　４月29日（月）に郡山シティーマラソンが開催されました。平成最後のシティーマラソ
ンは、ピンクリボンin郡山とマラソンが初めてコラボし、開成山球場内にブースを設け、
当院からも看護師がお手伝いとして参加して、検診の呼びかけ・パンフレット配り・乳が
ん触診モデルでしこりをチェックするなどの啓発活動を行いました。
　はじめての企画ということもあり、興味を示す人、戸惑う人、質問してくれる人と様々
でした。
　当院のマラソンクラブは、総勢13名でお揃いのピンクリボンTシャツとフラスカートで、
５キロコース、10キロコースを走り、沿道のギャラリーにピンクリボンのアピールをし
ました。多くの方々から声援を受け、少しは乳がん受診率アップに役立てたかなと自負し
ながら、みんなで来年も頑張ることを誓いました。

ピンクリボン in 郡山シティーマラソンに参加して
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坪井病院

令和元年度
あすなろ健康講座年間予定 入場無料・予約不要

日　時 講演内容 講　　師

第45回 ４月20日（土）
婦人科がんの予防 坂本　且一（婦人科部長）

腸内フローラのお話し 油座由美子（栄養部）

第46回 ６月22日（土）
大腸の健康 山岸　杏彌（消化器外科　医長）

緩和ケアについて 千葉久美子（看護部　課長）

第47回 ９月28日（土）
消化器のお話し（仮） 山下　直行（ 副院長兼消化器外科

部長）

ガンになったら考えること 楡　　恵子（副院長兼看護部長）

第48回 11月２日（土）
間質性肺炎だからといってあきらめないで！

～最新の知見と治療について～ 杉野　圭史（呼吸器内科副部長）

慢性呼吸器疾患看護認定看護師の役割とは（仮） 熊谷　幸枝（ 慢性呼吸器疾患看護
認定看護師）

第49回 2020年　　
２月15日（土）

肺の病気について（仮） 坪井　永保（理事長　呼吸器内科）

呼吸とリハビリテーションについて リハビリスタッフ

※午後１時30分から体験コーナーを設けております
血圧測定、体脂肪測定、肺年齢測定など。

会　場：安積総合学習センター
郡山市安積町荒井字南赤坂265
TEL（024）945−6466

時　間：14時から15時
主　催：一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院
連絡先：一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院　広報室

〒963−0197　福島県郡山市安積町長久保一丁目10番地13
　　　　　　　　電話：024−946−0808



坪井病院リハビリテーションセンター
ストレッチ③

　今回は、太ももの後ろにあるハムストリングスのストレッチをご紹介します。ハムストリングスは、
猫背などの姿勢により短くなり硬くなっていきます。ハムストリングスの柔軟性の低下が、腰痛や転倒
の原因となることがあります。日々の生活に無理のない範囲でストレッチを取り入れてみてください。
　ハムストリングスを伸ばしてみましょう。呼吸を止めずに、10秒から30秒程度を目安として行ってみ
てください。運動中は痛みのない無理のない範囲で行いましょう。

注意：痛みなどが出現した場合は中止してください。

①寝て行う膝を抱えるストレッチ
仰向けになり片膝をお腹につけるように抱
えます。
反対側の足はのばします。

②長座位で行う前屈ストレッチ
両足を伸ばし、前屈をします。
この時、膝は伸ばしたままとします。

④立って行うストレッチ
背筋を伸ばし立ちます。
膝を曲げないように前屈します。

③椅子に座って行う前屈ストレッチ
椅子に座り片足を前方に出します。
前方の足のつま先に向かい手を伸ばし前屈
します。



講師派遣料無料
　坪井病院では、皆様の健康に役立つ情報を提供するため、医師・薬剤師・看護師・作業療法士・理学療法
士・管理栄養士・歯科衛生士など当院スタッフが企業や組合、公民館等へ出向き各種講座を行っております。
　どなたでもご利用できますので、お気軽にお問合せください。

　●いのちの教室
　●がんとともに生きる〜あなたらしく生きるために〜
　●緩和ケアのおはなし〜痛みと上手につき合うために〜
　●食べることは生きること
　●ちょっと役立つお薬のはなし
　●いい眠りしていますか？
　●それでもたばこを続けますか？
　●健康で長生きするための体づくり
　●女性の健康は家族の健康
　●病院の賢い使い方
　●消化器のお話し
　※講師の日程調整がございますので、講演日の１カ月前までにお申し込みください。
　　日程等が合わない場合はやむを得ずお断りする場合がございます。
　※所要時間は約60分～90分程度です。
上記以外の題目や、所要時間などご相談いただければ、可能な限り対応いたしますので、お気軽にお問合
せください。

　＜お問合せ・お申込み＞　坪井病院広報室　電話：024−946−0808

坪井病院出前講座

一般財団法人
慈山会医学研究所付属

福島県郡山市安積町長久保一丁目10番地13

TEL 024−946−0808（代）
URL　http://www.tsuboi-hp.or.jp

●診療受付時間
月〜金曜日　午前８時30分〜11時30分
　　　　　　午後１時30分〜４時
　　土曜日　午前８時30分〜11時30分
予約専用ダイヤル／024―947―1599
（受付時間／月〜金曜日：午前９時〜午後４時）

●休診日
土曜日午後、第５土曜日、日曜日、祝日
年末年始（12月30日〜１月３日）

一般財団法人慈山会医学研究所

ケアステーション あすなろ
福島県郡山市駅前一丁目12番３号

TEL 024−923−5121
〈事業所番号：0760390369〉

●営業日・営業時間
月曜日〜金曜日：午前８時30分〜午後５時

第２・４土曜日：午前８時30分〜午後１時

●休日
土曜日午後、第１・３・５土曜日、日曜日、祝日

年末年始（12月30日〜１月3日）

坪井病院


