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特集
－Feature－ 　消化器内科

病気と治療

膵臓がんについて

食欲不振 黄疸腹痛

膵臓

ー そもそも「膵臓」とはどのような臓器？

　膵臓は胃の裏側に位置する臓器で、食べ物を消化

する消化酵素を作って十二指腸に分泌する働きと、

血糖を下げることで知られているインスリンなどの

ホルモンを産生し血液中に分泌する働きを担ってい

ます。そのため、膵臓の機能が低下すると、食べたも

のが消化されずに便として出て行くため、軟便にな

ったり、便の回数が増えたり、さらに血糖値が上昇す

ることがあります。

ー 膵臓がんの症状は？

　膵臓がんは近年増加傾向にありますが、多くが進

行がんで発見されるため、5年生存率が10%以下と

きわめて予後不良です。他のがんが早期発見や治療

法の進歩により、予後が改善しているにもかかわら

ず、膵臓がんは予後不良のままで、がん死亡数の順

位において、男性で4位、女性で3位と、徐々に順位

をあげています（※）。早期発見のため、どのような症

状に気をつけたらとよく尋ねられますが、残念なが

ら膵臓がんに特異的な症状はありません。膵臓がん

と診断された方の主な症状として、腹痛・食欲不振・

食後早期の膨満感・黄疸・糖尿病の発症・背部痛な

どが挙げられます。多くのがんと同様、進行して初め

て症状が出てきますので、症状が出たときにはすで

に手遅れということもあるわけです。

（※）国立がん研究センターがん情報サービス「最新がん統計」より

ー どのような人が発症しやすいの？

　慢性膵炎や膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）の方

は、膵臓がんになりやすいといわれていますので、

定期的な経過観察をお勧めします。また肥満・喫

煙・大量飲酒も膵臓がんの危険因子といわれていま

すので、生活習慣も見直しましょう。さらに、血のつ

ながりのある方で膵臓がんになられた方がいらっし

ゃる場合は、一度は検査を受けましょう。

ー 膵臓がんを早期発見するためには？

　上記膵臓がんの症状のある方、糖尿病治療中に体

重は減っているのにHbA1cが悪化した方は、かかり

つけの先生に相談して、まずは腹部エコー検査を受

けましょう。エコー検査は体への負担がなく簡便な

検査ですので、最初の検査にはうってつけです。しか

し、膵臓全体をくまなく観察するには不十分ですの

で、症状が続く場合は、さらなる検査（腹部MRIや超

音波内視鏡検査）が必要となります。
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がん

検査

　膵臓がんが疑われたら腹部エコー・MRI・超音波内

視鏡（EUS）・造影CT検査で、膵臓がんの位置・大き

さ・周囲臓器への広がりを調べます。さらに、

FDG-PET/CT（※1）や造影MRIで肝臓を含めた離れた

臓器にがんが転移していないかどうかを確認します。

　膵臓がんの中には治療法の異なる特殊ながんがあ

りますので、EUS下穿刺生検もしくは内視鏡下逆行性

膵管造影下に膵液などを採取し、病理学的に診断し

ます。

（※1）がん細胞は正常な細胞よりも分裂が盛んに行われるため、
ブドウ糖をたくさん必要とします。この性質を利用し、ブド
ウ糖に似た性質を持っている薬剤を使用することで、がん
がどこにあるのか、あるいはがんの広がり具合・転移して
いる場所などを見つける検査です。

ー 当院での検査・治療のながれ

治療

　膵臓がんと診断されたら、周囲臓器への広がりや

転移の有無で、切除可能か不能かを診断し、可能であ

れば抗がん剤を投与してから切除（抗がん剤を省く場

合もあります）、不能であれば抗がん剤単独もしくは

放射線治療と併用治療を行います。抗がん剤が効かな

くなれば、遺伝子パネル検査（※2）などで、個々のがん

の遺伝子異常を調べ、他の保険適応のある薬剤を探

します。

（※2）患者さんのがん組織や血液からDNAなどを取り出し、
「がん関連遺伝子」に変異があるかどうかを解析します。
患者さんが持つ遺伝子変異の組み合わせが明らかになる
ことで、患者さん一人ひとりに適した治療を行うことにつ
ながると期待されています。

【EUS下穿刺生検】

【治療の流れ】

さいごに

　膵臓がんと診断されれば、手術に勝る

治療法はありません。手術可能な早い段

階で、発見することが非常に重要ですので、

定期的な腹部エコー検査など、かかりつ

けの先生にご相談ください。

消化器内科
診療部長　保田　宏明

【専門医・資格等】
日本内科学会総合内科専門医
日本消化器病学会専門医・指導医
日本消化器内視鏡学会専門医・指導医
日本超音波医学会認定超音波専門医・指導医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
日本膵臓学会指導医
日本胆道学会指導医
日本消化器がん検診学会総合認定医・指導医
日本医師会認定産業医

切除不能
（遠隔転移）

切除不能
（局所進行）

切除可能
境界切除可能

化学療法

化学療法放射線療法手術
（外科治療）

再評価

補助療法
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済生会滋賀県病院　災害派遣医療チーム

▲熊本県球磨村豪雨▲大阪北部地震

ご存じ
ですか D isaster M edical A ssistance T eam 

　皆さんは災害派遣医療チームDMAT（ディーマット）をご存知ですか？

「DMATは知っているけど、どんな活動をしているのか詳しくは知らない」「前

にドラマで取り上げられたことがあったよね…？」という方も多いのではないで

しょうか。当院にもDMATが組織化されおり、隊員が多く在籍しています。

　今回は当院のDMATについて、ご紹介します。

　DMATとは災害派遣医療チーム（Disaster Medical 
Assistance Team）の頭文字の略称です。DMATは大
規模災害や多数傷病者が発生した事故などの現場で、
48時間以内に活動できる機動性を持った専門的な訓
練を受けた医療チームで、医師・看護
師・業務調整員で構成されています。
　当院ではこのDMATを5～6チーム
組織しており、周辺地域の災害はもと
より、遠方の災害でも多くの命を救う
べく準備を整えています。

災害派遣医療チーム「DMAT」 と 災害拠点病院
DMATとは？

当院のDMAT隊員在籍数

済生会滋賀県病院DMAT活動実績

日本DMAT隊員　  ※2022年10月末現在

■ 医師 7名
■ 看護師 12名
■ 業務調整員
　　　• 薬剤師 1名
　　　• 放射線技師 3名
　　　• 救急救命士 2名
　　　• 理学療法士 1名

2005年4月　JR福知山線列車脱線事故

2011年3月　東日本大震災

2016年4月　熊本地震

2018年6月　大阪北部地震

2020年7月　熊本県球磨村豪雨

▼
・・・
▼
・・・
▼
・・・
▼
・・・
▼

合計 26名

　当院は1996年に滋賀県より湖南圏域の地域災害
拠点病院に指定を受けました。その指定要件の中に
は、災害派遣医療チーム（DMAT）を保有し派遣体制
があることや、災害発生時に他の医療機関のDMATや
医療チームの支援を受け入れる体制を
整えておくこと、救命医療を行うため
の高度診療機能があること、その他に
も、医療設備、ヘリポート、緊急車両、
資機材等の備蓄機能を保有している
ことなどがあります。

当院は地域災害拠点病院です

災害の規模に
応じて

5～6チームで
活動します1チームは4名構成
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リハビリ通信

リハビリテーション技術科　言語聴覚士　籏生　麻衣子

コロナ禍による子どものことば・発達について

　私の職業は言語聴覚士です。職業に「言語」とついていることもあるからか、様々な人から「うちの

子どもは全然話さない」「孫のことばがおかしい」などの相談をよく受けます。そして最近「コロナの

影響で子どもの成長に影響が出ているのでは」という声もよく聞きます。

　実際コロナはどれくらい子どもたちのことばや成長に影響を及ぼしているのでしょうか。

　最近小さい子どもの様子を観察するといくつか気づくことがあります。それ

はコロナ禍以前よりも聞き取りにくいことばを話す子が増えたことです。口全

体の動きが小さい子、マスクをはずしても小さな声でモゴモゴと話す子、「ポカ

ン口」という常に口を開けたままの子が多くみられます。しかし、このような

子ども達が他の運動面やコミュニケーション能力が乏しいのかというと、そう

とも言えません。つまりはマスクをしている弊害なのでしょう。これはコロナ

の影響だと思います。

　ではコロナ禍でいろんな場所に行けず、出会えるはずだった人と会えなかった子どもは、ことばの

発達に影響を受けたと言えるのでしょうか？影響がなかったとは言えませんが、コロナ禍だからこそ

家族との時間が増えた子もおり、一概にことばの発達につながるとは言えない気がします。経験の

不足自体がことばの発達に必ずしも影響するわけではないからです。

　なにより私自身が一番ことばに関係していると思うこと、それは『外遊びが減ったこと』です。家の

中で過ごすことが圧倒的に増えたということは、明らかにコロナの影響だと思います。ことばと運動

機能は関係ないと思われがちですが、実は全身使ってたくさん遊ぶことはことばの発達につながり

ます。身体の発達が口の発達につながるからです。私は口の発達がゆっくりの子どもを見かけたら、

親御さんに「たくさん体を使って遊んでください」と言います。両

足ジャンプ、片足けんけん、よじ登る、飛び降りる、ハイハイ、転が

る。できるなら親子で鬼ごっこや、公園の遊具で遊んでください。

いっぱい声を出して走り回ってください。もしも外遊びが苦手な子

どもなら、家の中で一緒に転がったり、親によじ登らせてみたり、

いっぱいじゃれてみてください。体操教室やスポーツを習いに行

くより、まずは全身を使って遊ぶことが大切です。

　ただ、これですべてが解決するわけではありません。もちろん専門家に相談した方が良い子もいま

す。それでも子どもたちの健やかな成長を促すために、コロナ禍でもできることをする。それが子ども

たちの笑顔につながるのではと思います。
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News ＆ Topics

災害時の知識・技術向上のために
院内災害訓練を実施

　11月12日（土）、滋賀県高島市から京都府宇

治市に至る花折断層帯の中南部を震源とする震

度７の地震発生を想定した院内災害訓練を行い

ました。　

　当院は災害拠点病院の指定を受けており、年

に1回以上の災害訓練を行っています。職員の災

害に関する知識と技術の向上を目的として、本年

度は院内災害対策本部並びにドクターヘリ本部

の運営訓練を実施しました。

　訓練中は様々な情報を収集・処理し、ドクター

ヘリへの活動指示や病院機能の維持・回復に努

めました。訓練終了後には振り返りを行い、引継

ぎ事項のまとめや反省点等を話し合いました。

　今回の訓練を踏まえ、引き続き災害拠点病院

としてより良い体制づくりに取り組んでいきます。

　11月15日（火）・29日（火）の2日間、東近江市

にあるブラジル人学校「日本ラチーノ学院」にて、な

でしこプラン事業として小・中学生104名の子ども

たちを対象に、無料健康診断を実施しました。

　コロナ禍のため2019年から訪問することが出来

ていませんでしたが、今回感染対策を徹底し、3年

ぶりの実施となりました。

　ラチーノ学院は日本の学校として認可を受けて

いないため、学校健康診断が対象外となっています。

そこで滋賀県国際課の方々に協力頂き、学校に赴き

健康診断を行っています。日本語が通じない生徒が

多い中、通訳の出来る教員にお手伝い頂きスムーズ

に実施することが出来ました。

　子どもたちの健康を守り、早期の受診に繋げるた

め、今後も健康診断を継続していきます。

ブラジル人学校で無料健康診断を3年ぶりに実施

「なでしこプラン」とは？
済生会では生活困窮者を支援する事業「なでしこプラン」を実施しています。ホームレスや家庭内
暴力（DV）被害者、刑務所出所者、障害者、高齢者、在留外国人等で、医療・福祉サービスにアク
セスできない人たちを対象に巡回健診、予防接種、健康相談等を行うものです。
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公式LINE友達募集中！

　11月16日（水）、当院1階エントランスホール

にてホスピタルコンサートを行いました。この催

しは日本の歌や童謡、世界の名曲などの音楽を

通じて、患者さんや地域の皆さんに癒しとやすら

ぎをお届けすることを目的に企画したもので、メ

ゾソプラノ歌手の萩野美智子さんとピアノ伴奏

の遠藤玲子さんをお招きしました。

　コンサートではMCを交えながら「瑠璃色の地

球」「アヴェ・マリア」など、合計8曲を披露いた

だき、華麗な歌声とピアノの音色が吹き抜けの外

来フロア全体に響き渡っていました。当日は多く

の方に参加いただき「とても素敵だった」「心が

癒された」などの感想がありました。

　院内イベントはコロナ禍で2019年から開催自

粛しており、今回3年ぶりの開催となりました。コ

ロナ禍の状況を見ながらではありますが、今後も

患者さんや地域の皆さんに心温まる時間をお届

けできるイベントを開催できたらと思います。

ホスピタルコンサート開催

　12月4日（日）より、従来の区画を変更して新

たに「車いす優先区画」および「思いやり区画」

を設置いたします。この区画は滋賀県「だれもが

すみたくなる滋賀のまちづくり条例」に基づき設

置するものです。

　ご利用の皆さんには、上記条例の主旨をご理

解いただき、適切な駐車場の使用にご理解とご

協力をいただきますようお願い申しあげます。

車いす用駐車場の区画変更について

Information

患者さんやご家族、地域の方を対象に、

当院のお知らせや健康、イベント情報など

最新情報をお届けします！

是非お友達登録よろしくお願いします。

友達追加方法その1

LINEアプリの｢その他｣
→｢友だち追加｣より右記
のバーコードを読み取る

友達追加方法その2

@306osnjq

LINEアプリの
｢その他｣→｢友だち追加｣より ID検索｣

利用対象者

車いす優先区画

車いすを利用する外来患者さん

思いやり区画

移動に配慮が必要な人
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中庄一丁目

御殿浜
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膳所焼美術館

びわ湖

まちの診療所紹介

大津市 にしやまスマイルクリニック

守山市 いろは歯科矯正歯科

火 水 木 金 土

●

／

▲

午　前

午　後

夜　診

▲

往診

●

／

●

／

▲

往診

●

●

往診
●

～7:30

●

／

／

診療時間 月

院長　西山　敬三 先生

　2022年11月に守山市大門町に歯科医院を開設しました、院長の入江裕介
です。　　　
　歯を削って詰めてを繰り返す治療の時代は終わりつつあります。これから
の歯科医院は“守る”を基本とした予防歯科の時代です。
　“ずっと歯を守りたい”、“もっと笑顔になりたい”といった患者様の気持
ちを大切に診療にあたっています。
　一般歯科治療から矯正、インプラント治療まで幅広い診療に対応しており
ます。お口のことでお困りの際は、どうぞ、お気軽にご相談ください。

地域の皆様がいつまでも健康で笑顔でいられるように
お一人おひとりに合った、安心で良質な医療をご提供します。　

　これまでの経験と知識を活かし、地域の皆様が『気軽に相談できるクリニッ
ク』であるとともに、循環器疾患・生活習慣病の専門家として良質な医療を提供
させて頂きます。
　すでにお持ちの疾病に対する治療管理はもちろんのこと、かかりつけ医とし
てお身体全体の定期的評価を行うことで、今後発症しうる3大疾病（がん・心疾
患・脳血管疾患）の早期発見・早期治療に努めていきます。超高齢社会の進展に
伴い、皆様が医療や介護が必要な状態になっても、できる限り住み慣れた地域
で安心して笑顔で生活を継続して頂けるように、健康増進・介護予防（転倒予
防・認知症予防など）・訪問診療にも積極的に取り組んでいきます。
　かかりつけ医として地域の皆様に信頼していただけるクリニックになれるよう、
スタッフ一同努力を重ねて参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

院長　入江　裕介 先生

「かかりつけ医」は患者さんやご家族が、身近に日常的な治療及び健康管理について相談できるお医者さんです。
体調の変化で気になることを気軽に相談できる関係性を築くことで、病気の早期発見や予防につながります。
自宅や職場の近くにかかりつけ医をもっていただくことをお勧めします。

かかりつけ医をもちましょう

【治療のご案内】
• 医院の目の前に大型駐車場を16台完備しています。
• 専用のキッズルームをご用意しています。お子様連れの方でも安心してご来院いただ

けます。
• カウンセリングを重視しており、2つのカウンセリングルームがあります。
• 治療・メンテナンスに関しては完全個室の治療室で行います。
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▲HPはこちら
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いろは歯科矯正歯科

滋賀県守山市大門町111-1
ＴＥＬ.077-598-1684
【診療科目】
　歯科、矯正歯科、小児歯科、口腔外科

【診療時間】
　火～土曜日　〈午前〉8：30～1：00　
　火～金曜日　〈午後〉2：00～5：30

【休診日】
　月曜日、日曜日

▲HPはこちら

滋賀県大津市御殿浜23-11
TEL.077-548-6663

【診療科目】
　内科・循環器内科・消化器内科

【診療時間】
　〈午前〉9：00～12：00
　〈午後〉2：30～4：30
　〈夜診〉4：30～6：30

【休診日】
　日曜日、祝日
●･･･西山 敬三　内科・循環器内科
▲･･･西山 順博　内科・消化器内科（内視鏡検査）

発行元　社会福祉法人 恩賜
財団 済生会滋賀県病院

〒520-3046　滋賀県栗東市大橋二丁目4番1号
TEL （077）552-1221（代）　URL https://www.saiseikai-shiga.jp/

かけはしNo.207　2023年1月病院理念
私たちは、済生会の「救療済生」の精神に基づき、安全で質の高い医療
の提供と、心温まるサービスを実践し、地域の皆様の安心と幸せな未来
へ貢献します。


