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きり絵・佐藤廣士さん

時】 2015 年 1 月 18 日
（日）
【場

所】 東京都難病相談・支援センター
【主

催】 NPO 法人

質問者１ 「動注」というのは短縮
した名前ですよね。正式には何と
いうのですか。カテーテルのこと
ですか。
小尾 動注化学療法です。肝動脈
にカテーテルという管を入れて、そ
こから抗がん剤を入れていきます。
司会 カテーテルは肝動脈塞栓術
でも使いますが、あれとはまたち
ょっと違って、行っていない病院も
多々ありますし、ご存じない方も
たくさんいらっしゃると思います。
講演会などでの説明があまりない
治療法の１つですので、これを機会
に、こういう治療もあるということ
を皆さんに知っていただきたくて、
ご専門でいらっしゃる小尾先生を
お呼びしました。では早速、先生の
ご講演をお願いいたします。
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小尾俊太郎先生
公益財団法人佐々木研究所附属杏雲堂病院 消化器肝臓内科 科長

今講演録は昨年１月に行われた東京肝臓友の会主催による公開
相談会の内容です。少し前になりますが、肝がんの方には参考にな
る内容です。掲載にあたりお忙しい中ご監修いただいた小尾先生
には紙面にて厚く御礼申し上げます。

司会（米澤） 東京肝臓友の会の米
澤です。今日はお天気も良く、皆
さんにお集まりいただけて、ほっと
しています。肝がん部会は立ち上
がって２年になります。年２回は
開催したいのですがなかなか難し
く、今年度はこれが最初の部会で
す。１年ぐらい前に交流会をしま
したが、今日は先生をお呼びしてい
ます。公益財団法人佐々木研究所
附属杏雲堂病院、お茶の水にある病
院で、ご存じの方もいらっしゃると
思います。そこの消化器肝臓内科
科長で病棟部の部長でもいらっし
ゃる小尾俊太郎先生にお越しいた
だいています。
肝がんの治療については皆さん
もご存じかもしれませんが、一般的
な肝がんの治療について少しお話
をいただいて、先生のご専門でいら
っしゃる動注化学療法をお話しい
ただきます。知っている方はいら
っしゃいますか。パラパラですね。

 		

小尾俊太郎 先生
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動注療法を含めた肝がん治療公開相談会
演 者

公益財団法人佐々木研究所附属杏雲堂病院 消化器肝臓内科 科長

１．はじめに
小尾 はじめまして。杏雲堂病院
の小尾と申します。目線を合わせ
たほうが、会の趣旨に合うと思いま
すので、失礼ですが座らせていただ
きます。座談会なので、途中でわか
らないことがあったら遠慮なく止
めていただいて結構です。できる
だけわかりやすく説明したいと思
います。
僕自身は今のところ健康に恵ま
れていて、病気になったわけではな
いのですが、ついこの間、父親が病
気で倒れました。今は何とかやっ
ていますが、久しぶりに仕事以外で
病院に行って、
「みんな、こんなに
苦しんでいるんだ」と、病院の理不
尽さというものをしみじみ感じて
きました。例えばおじいちゃんが
入院しても、お孫さんは面会できな
いんですね。
「子供は感染源となる
ので病院に入れません」と。言われ
てみればそうかもしれませんが、し
かし僕よりも孫に会いたいのでは
ないかなと思ったりしました。血
液のがんで白血球の値が下がって
いるような人は別ですが、そうでは

なくて、例えば腰痛で整形外科に入 普及させるように努力しています。
院しているおじいちゃんやおばあ 私もそれに関わっていて、私どもの
ちゃんにも、一律子どもが面会でき 病院でもそういう教室をやってい
ないというのもどうかなあ……と ます。それは肝臓に限らず、食道、
か、あと、面会時間も結構制限され 胃、十二指腸、小腸、大腸、それと肝
いて、守らないと怒られます。普段 臓・胆嚢・膵臓が僕らの消化器内
ではあまり気がつかなかったこと 科の範疇なので、それらをまとめて
を気がつかせていただいて、いい機 「お腹いきいき教室」という形でや
っています。
会をいただきました。
外来は時間も限られて十分な説
肝臓病はもともとＣ型肝炎がす
ごく多いのですが、今はｎｏｎ─Ｂ 明ができませんし、短時間で患者さ
ｎｏｎ─Ｃ（ノンビー・ノンシー） んもよく理解できないと思います。
という、いわゆるメタボ肝がんです 同じ話を何度もするのでこちらも
ね。糖尿病外来に通っていて、ある 大変です。患者さんをまとめてお
日気がついたらお腹が張っていて、 話したほうがいいこともあるわけ
どーんと大きい肝臓がんが見つか で、その一環として、こういう座談
る、という人が増えています。
会もいいのではないかと思います。
糖尿病には「糖尿病教室」という 全く知らない人たちが集まって病
のがありまして、食べ物をどうした 気の話をするというのは、どう運営
らいいかは栄養士さんが出てきて したらいいのかとか、何をしゃべっ
説明して、検査技師さんがヘモグロ たらいいのかと結構難しく考えが
ビンＡ１Ｃ（エーワンシー）という ちです。しかし平たく考えると、自
言葉の読み方を説明したり、薬剤師 分が病気になったとき、一人ではつ
さんがお薬のこととかを説明して らい。
「なったことないから、お前
くれます。そういう糖尿病教室と にはわからないだろう」というのが
同じものがあってよいのではない 本音だろうし、病気になった者でな
かと医者仲間が考えて、主に慶應大 ければわからないというのは、その
学の加藤眞三教授が発起人になっ とおりだと思います。ですから、ど
て、肝臓病教室を日本全国の病院で こかで一線を引く必要はあります

が、同じ病気を抱えた人たちが集ま
って話したりして、悩みのある当事
者同士が絆を持つのは悪いことで
はないと思います。僕もできる限
りそれには協力したいと思ってお
りますので、今日はこちらに参りま
した。
一般的な話がほとんどで、難しい
話をするつもりは毛頭ありません。
あと、肝がん部会ということですの
で、主に原発性肝がんの患者さんに
ターゲットを絞って話します。内
服の経口剤の話は一切する気もあ
りません。医者の見地からすれば、
本当はがんの人に経口剤を投与す
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れば、ウイルスを消して再発率が抑
２．まず自己紹介から
えられるのではないか？というの
はありますが、厚生省が認めていま
ま ず 自己 紹 介 をします。
「小尾
せんので、そのほかの話をしたいと
（おび）
」という名前はだいたいこ
思っています。
「生きる」と書いてあります。
（図 の辺では読んでもらえません。長
１）皆さんも自分で望んでいると思 野との県境、山梨県の北杜市長坂
（図２）八ヶ
いますし、単純に、僕は皆さんに生 町が僕の出身地です。
きてもらいたいのです。修飾語を 岳や清里の清泉寮があります。清
つけるならば、
「少しでもいい状態 里を開拓したポール・ラッシュの
で、少しでも長く生きてもらいた ことは聞いたことがあると思いま
い」
。動注化学療法はかなり変わっ す。夏に行くと結構いいところで
た治療法で、世界では全く認めら す。冬は寒くてしょうがありませ
れていません。なぜかというと、今 ん。八ヶ岳の伏流水で湧き水がじ
の世界の流れでは、同じような患者 ゃんじゃん出ます。昔も今も田ん
さんを無治療と治療する人たちの ぼしかありませんから水が大事で、
２つに分けて比較して、治療した人 水がないと水戦争になります。昔
たちの生存率がよくなければ、その は「おらが村にも水を」と喧嘩にな
治療法は認められません。治療す りました。そこで溜まった流れの
る人をくじ引きで決めて、
「あなた 真ん中に三角形の石を置いて、喧嘩
は治療します」
「あなたは治療しま しないように湧き水を三等分に分
せん」
。そんなくじ引きは、常識で けて、この地域の人々が幸せに暮ら
も倫理的にもできません。だから、 したとさ、という昔話があります。
いいことはわかっていても証明で 本当かどうかはわかりませんが、武
きないのが動注化学療法なのです。 田信玄が考案して三等分にしたと
（図２下）水
今日は、動注化学療法をする・しな いう三分一湧水です。
いに限らず患者さんを最後まで診 だけはきれいなところで、汚す人や
させていただいている僕の観点か 物がありません。ですからサント
リーの白州蒸留所がありますし、ワ
ら、お話をしたいと思います。

イナリーもありますし、
「南アルプ
スの天然水」とかのペットボトルに
なって水も売られています。国蝶
のオオムラサキが普通に飛んでい
ます。
（図２右下）
私は、受験で落ちたら村の青年
団でもやって〝食える農業（職業と
して成り立つ農業）
〟を目指そうか
と思ったのですが、滑り込みセーフ
で医者になれたので
医者をやっています。
肝臓を専門にやり出
した理由は、山梨県
の東の端に小さな村
がありまして、東大
の教授だった小俣政
男先生がそこの出身
なのです。僕が医者
になりたての頃に小
俣先生と一番最初に
大学病院で会ったと
き、
「君は、どこの出
身だ」
「はい、山梨の
出身です」「私も山梨
だ。だとしたら、君
はうちに来なさい」
という 話 になって、
肝臓をやることにな
りました。

東大病院で肝臓を診ていたので
すが、みんなだんだん具合が悪くな
って、大学病院では面倒を見切れな
くなります。大学病院は大学病院
の使命がありまして、名前のとお
り医学部「附属病院」なのです。患
者さんを診ることはもちろん大事
な仕事の１つですが、医学部の学生
の教育のためにある施設ですし、医
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学研究に寄与するための施設です。
ですから肝臓の患者さんが多いか
らといって、消化器内科のベッドを
全部肝臓の患者さんで埋めること
は物理的にもできません。一部に
は例えば消化管や胃や腸の患者さ
んも入れなければいけない。する
と、どうしても診きれなくなってく
るし、
「ちょっと具合が悪いので入
院させてくれ」と患者さんに言われ
ても、ベッドがいっぱいでなかなか
入院していただけない。それから、
さらに具合が悪くなって、いわゆる
標準的治療法ができなくなったら
「では別の病院に行ってください」
となってしまいます。これはちょ
っと問題じゃないかな、と思ってい
ました。そんな時周囲を見渡して
みると、大学のすぐ目の前に比較的
空いている病院がありました。こ
れはいいと思って、そこで患者さん
を診るようにしたのが杏雲堂病院
に来たきっかけです。
ですから、カテーテル治療や手術
やラジオ波といった大学病院でや
る普通の治療ももちろんしますが、
それよりももうちょっと症状の進
んだ人たちを相手に治療をさせて
もらっています。その観点から、皆

当院では年間 人ぐらい亡くな
さんに少しでも役に立つことがお
りますので、今まで１、
０００人以
話しできれば、と思います。
上の患者さんを看取らせていただ
きました。３日に１人ぐらい看取
っています。すると、どうすればど
３．自分で治療を選択する
うなるのかというのがおぼろげな
時代に
がらわかってくるのです。
僕は 年から杏雲堂病院に行き
『白い巨塔』の最初のバージョン
始めました。今では年間１、
０００ が出た昭和 年頃は、間違っても
人ぐらいの患者さんが出たり入っ 「あなたはがんです」
たりします。もちろん延べ数です。 なんて患者さんに言
これは累積死亡患者数のグラフで いませんでした。診
す。酷かもしれませんが、現実です。 断がつかなかったこ
ですから講演会でも比較的お話す ともあったかもしれ
るようにしています。
（図３）人間 ません。患者さんも、
は必ず亡くなります。僕もいずれ お医者さんの言うな
亡くなります。全ての人が生まれ りでした。手術にな
た瞬間に、亡くなるリスクを背負う ったら、それこそ水
のです。だからこそ今日を精いっ 盃でもして手術場に
ぱい生きてほしい。明日はどうな 行って、助かればい
るかわからない。こんなことを言 いけれども、その頃
っている僕が、来年の今頃に末期の の肝臓がんの手術は
肺がんになっているかもしれませ ひどい致死率でした
ん。誰が肺がんになるかなんてわ から、ばたばた死ん
かっていないのですから。だから でしまった。だから
こそ、今日一日できることをとりあ こそ患者さんにもが
えず精いっぱいやるのが一番いい んであることを伏せ
のではないか。それで冒頭の「生き ていたわけです。
し か し 今 の 時 代、
る」
という話になりました。

インターネットを開けばいくらで
も情報は出てきます。専門家でな
ければ医学書を見られないという
ことも全くありません。どうする
かを自分で選択できる。いいか悪
いかは別として、患者さん自身が病
気のことをある程度わかっていな
いと治療方針が立てられない時代
になりつつあります。ひと昔前の
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ジコメン・メディカル（医療情報）No.32
◆ AIH 全体の予後は 10 年生存率 95％と良好である。しかし、死亡例の約 30％が診断初期の半年以内
に認められ、急性肝炎期例を含む急性肝不全の対応が予後の改善に重要と言える。急性肝炎様発症
AIH の予後を比較すると、急性肝炎期例の死亡率は 32％、急性憎悪期例は 4％で前者の予後が不良。
（肝胆膵、69 巻、6 号、2014 年）
◆急性肝炎を機に診断に至った PBC の例：高血圧、骨粗鬆症でアムロジピン、バルサルタン、ファモ
チジン、エルデカルシトール投与後 7 ヶ月で倦怠感、食思低下、更に黄疸を認め入院。ALT 774、γ
-GTP 128、T-Bil 18.4、抗 M2 抗体 10 などから急性肝炎と診断し薬剤中止のみで経過観察。5 ヶ月後
ALT 29、
ALP 499 などで肝生検実施、
PBC と診断しウルソ投与。
（臨床と研究、
91 巻、
8 号、
平成 26 年）
◆ PSC-AIH オーバーラップ症候群：PSC では AIH 様の病変が見られることが知られている。成人、
小児いずれも見られるが、特に小児例では AIH の病態の合併が注目されている。欧米のコンセンサ
スでは独立した疾患としては存在せず、肝炎性の強い PSC とされる。胆管病変は PSC の胆管病変
と区別出来ず、ほぼ全例で肝内胆管が傷害される特徴を示した。高率に潰瘍性大腸炎を合併。
（肝胆
膵、68 巻、1 号、2014 年）
◆ PBC には家族集積性
（患者同胞の発症危険率 10.5）
や、
一卵性双生児における concordance rate（60
％）
が高いことからその発症には強い遺伝的素因の関与が示唆されていた。ゲノムワイド関連解析
で疾患感受性遺伝子が同定され、疾患発症経路の理解が深まったが、組織や臓器特異性を説明するに
は至っていない。発症経路上に治療の新しい分子標的が含まれる可能性あり。
（分子消化器病、
11 巻、
2 号、2014）
（文責：PBC・AIH・PSC 部会 三浦）

東京肝臓友の会「サポーター制度」について
「年齢が高くインターフェロン治療ができずに、ウイルスを排除することはずっとあきらめていたけれど、
飲み薬でウイルスを追い出すことができました。本当にうれしい。ずっと会員でしたがもう治ったので会を
辞めたいと思います。
」
C 型肝炎の飲み薬が 4 種類も保険適用になり、会員の方からこのような電話がたくさんかかってくるよう
になりました。私たちも本当によかったとスタッフはみな嬉しくなります。
東京肝臓友の会の会員数は、2008 年ころから退会者が増え現在約 2,000 人です。ピーク時にはこの倍の約
4,000 人でした。会員さんがみんな治って、
「東京肝臓友の会解散！！」となったらどんなに素晴らしいこと
かと思います。しかし、C 型肝炎の会員さんの中には、この治療を受けられない肝硬変が進んでしまった方、
肝がんがたくさんできてしまった方などがまだ数多くいらっしゃいます。また、B 型肝炎の方はウイルスを
排除できる薬がまだ開発されていませんし、自己免疫性肝疾患、難病の会員の方も 200 名以上いらっしゃい
ます。
病気が治って退会されるのはやむを得ないことです。病気のことはもう忘れたい、という気持ちもよく理
解できます。でも、同じ会員さんの中にはこのような方がいらっしゃるということを、少し考えて下さったら、
とてもありがたいと私たちは考えます。
東京肝臓友の会は皆さんの年会費 3,000 円をベースに運営しています。皆さんが一斉に退会されたとき、
会の運営は立ち行かなくなってしまいます。そこで、会報を送らずに、会員のままでいていただく「サポー
ター制度」をつくりました。治った会員さんに、まだ治すことができない会員さんのサポーターとなってい
ただきたいのです。会費は 2,000 円でけっこうです。ぜひご協力ください。
最後にウイルスを追い出すことに成功したみなさんにお伝えしたい事があります。
「おめでとうございます。ウイルスを排除しても肝臓がんが発症することがありますから、くれぐれも定
期検診だけは忘れずに行ってください。
」
事務局長 米澤敦子

