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はじめに
造血器腫瘍には悪性リンパ腫、白血病、骨髄腫、骨髄増殖腫瘍などがあります。悪性リンパ腫は、
最も発症頻度が高く、腫瘍の発症頻度は年間 10 万人あたり 15～16 人になり、全悪性腫瘍の中でも６
番目です。当院でも、高い発症頻度で患者さんが発生していると思われるため、悪性リンパ腫の疾患
概念、診断アプローチ、代表的なリンパ腫病型の標準治療法をお示ししたいと思います。

疾患概念
悪性リンパ腫は、リンパ系組織に主として存在するリンパ球が、一定の分化過程で悪性化した腫瘍
をいいます。歴史的に、Reed-Sternberg 細胞を有する特徴をもったホジキンリンパ腫（Hodgkin
lymphoma：HL）と、そうでない非ホジキンリンパ腫（non-Hodgkin lymphoma：NHL）とに大別されます。
NHL は、腫瘍細胞の細胞起源の種類に基づいてＢ(細胞)リンパ腫、Ｔ（細胞）リンパ腫、natural killer：
NK（細胞）リンパ腫または NK／T（細胞）リンパ腫に大別されます。さらに細かな特徴により HL は５
種類、NHL は 20 種類以上のリンパ腫に分類されます。治療の観点からは、NHL は３種類に分類できま
す。無治療で観察した場合の経過が年単位でゆっくりと進行するものを低悪性度もしくは緩徐進行型
リンパ腫（indolent lymphoma）といい、濾胞性リンパ腫（follicular lymphoma：FL）がその代表的
疾患です。月単位で病勢が進行するものを中悪性度もしくは aggressive リンパ腫といい、びまん性
大細胞型Ｂ細胞性リンパ腫（diffuse large B-cell lymphoma：DLBCL）がその代表的疾患です。さら
に、無治療では病勢が週単位で進行して生命に関わる状態になるものを高悪性度もしくは高度
aggressive リンパ腫といい、急性白血病と同等の病態を示す、リンパ芽球性リンパ腫やバーキットリ
ンパ腫がその代表的疾患です。
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疾患概念
ここでは、リンパ節腫脹もしくはリンパ腫を疑って受診した場合の初診時の対応について述べます。
治療は、血液・腫瘍内科医に患者を紹介し、専門医の手で実施することが重要ですが、初期に対応さ
れる一般内科医、総合内科医、家庭医の先生に知っておいていただきたい（HL、および NHL の中で代
表的な DLBCL と FL における）標準的治療方針についてお示しします。治療がきわめて専門的で、治
療後も、専門医が５年以上にわたり継続的に定期診療・観察を行うため、標準的治療方針の記述のみ
とします。

初診時の対応
１．簡潔な問診手順
リンパ節腫脹を主訴として受診したのであれば、次の２点がリンパ腫に特徴的な症状であるため特
に留意が必要です。
(1)

体重減少（特に過去６か月間以内の体重の 10％以上の減少）
、原因不明の 38.5℃以上の発熱、
シーツを交換するほどの盗汗の三つをＢ症状といい、全身の掻痒感や皮疹などの全身症状を伴
っているか、腫脹が突然発症したのか徐々に大きくなってきたのか、有痛性か無痛性かなどは
腫瘍を疑う点で重要です。全身の掻痒感や皮疹、無熱の期間を挟んで数週間続く特徴的な熱型
を認める（Pel-Epstein fever）場合にはホジキンリンパ腫の可能性を考慮します。

(2)

アルコール摂取によるリンパ節腫脹部位の疼痛があるときにはホジキンリンパ腫の可能性を
強く疑います。

リンパ腫を強く疑うか、診断されて受診したのであれば、次の点への留意が必要です。
(1)

HTLV—1 ウイルスによる成人Ｔ細胞白血病リンパ腫（ATLL：adult T-cell leukemia／lymphoma）
の可能性があれば本人、両親、先祖の出身地を確認する。

(2)

過去６か月間以内の体重の 10％以上の減少、発熱、盗汗のＢ症状の有無を確認する。

(3)

全身掻痒感、発疹歴などリンパ腫関連症状の有無を確認する。

(4)

リンパ節腫脹に気づいている場合には発症が急性であったか否か、腫脹の進展のスピードな
ど進行の早さを確認する。急激な進展であれば高悪性度非ホジキンリンパ腫を疑い緊急入院、
迅速診断などが必要となる。

(5)

歯のブラッシングや月経時などにおける出血傾向の有無の確認。

(6)

腹痛，消化管出血，下痢の有無の確認。

２．見落としのない理学所見の取り方
理学所見として次の点への留意が必要です。
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(1)

上大静脈症候群などの緊急対応が必要な所見の有無を確認。

(2)

全身の表在リンパ節領域をくまなく観察して、リンパ節腫脹の有無を確認する。

(3)

皮膚浸潤あるいは魚鱗癬やその他のリンパ腫関連の皮膚症状を確認する。

(4)

肝脾腫，腎腫大など触診などで判断可能な臓器腫大の確認。

(5)

触診で可能な腹腔内腫瘤の確認。

(6)

口腔内、皮膚などの出血斑の確認。口腔内は扁桃腫大の有無も確認。

(7)

女性では乳房リンパ腫浸潤、男性では睾丸へのリンパ腫浸潤（腫瘤）の有無の確認。

(8)

performance status（PS）を必ず確認する（予後因子です）
。

３．検査オーダーの組み立て
NHL では予後因子として国際予後因子（International Prognostic Index：IPI）が重要です。検査
で把握できるものは①病期、②LDH、③節外病変部位の数の三つが、必須確認項目です。HL では予後
因子として国際予後スコアー（International Prognostic Score：IPS）が重要で、①血清アルブミン
値４g／dL 以下、②ヘモグロビン値 10.5g／dL 以下、③男性、④45 歳以上、⑤臨床病期 V 期、⑥白血
球数増多（15,000／μL 以上）、⑦リンパ球減少症（600／μL 以下、白血球数の８％以下、またはその
両方）の七つが予後因子であり、必須確認項目です。なお、治療の組み立ての上で最も重要なものは
臨床病期の決定であり、これらを念頭において次の検査を実施します。
白血球分画と網状球を含む末梢血血球検査、血沈、血液生化学（AST、ALT、LDH、Alk-phos、

(1)

総ビリルビン、Ca を含む電解質、総蛋白、アルブミン、血糖、クレアチニン、尿酸は必須）
、IL2R（非ホジキンリンパ腫は保険適応ですが、病勢の参考値であり診断的特異性はなく、診断はあ
くまでも病変部位の生検による病理診断です）、凝固検査（PT、aPTT、fibrinogen など）
、血液
ガス、血清蛋白分画、免疫グロブリン定量、β2 ミクログロブリン、HBs-Ag、HBs 抗体、HBc 抗
体、HCV 抗体、HIV、HTLV-1、EB ウイルス抗体価などの血液検査、HBs 抗体と HBc 抗体は HBs 抗
原陰性例でも陽性のことがあり、化学療法や rituximab などの抗体療法後に肝炎ウイルスの再
活性化による劇症肝炎を予防するためにも検査が必須です。
(2)

検尿、検便（便潜血）
。

(3)

骨髄穿刺、骨髄生検。穿刺骨髄液はスメア以外に、表面抗原検査（flow-cytometry）と染色体
検査を実施します。

(4)

胸腹部の単純 X 線撮影、頸部から骨盤（鼠径部を必ず含むことが必須）までの全身 CT 検査。

(5)

FDG-PET 検査

(6)

上部消化管内視鏡検査（GIF）
：胃はリンパ腫、とくに MALT リンパ腫、DLBCL、マントル細胞リ
ンパ腫などの好発部位であり、CT 検査や PET／CT 検査でも見落とすことが多く、上部消化管の
内視鏡検査は必須です。

(7)

病変部位の生検（確定診断をするための唯一の必須検査です）
。通常のように手術室で生検検
体を生食に浸した滅菌ガーゼにくるみ、滅菌シャーレに入れて病理検査室に送ると、重要な情
報が永久に失われリンパ腫の病型が同定できないことが多いので、生のまま生検検体を病理室
に送ることが極めて重要です。このため、生検標本は摘出時にホルマリンに漬けず、必ず生検体
での表面抗原検査と染色体検査、生検体の凍結保存の検体を分けた上で、ホルマリン固定用の
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検体のみをホルマリン処理します。
(8)

心電図、心エコー（ほとんどのリンパ腫では治療でドキソルビシンが key drug であり、治療
前と治療中、治療後の心機能検査が必須となります）。

(9)

すべての検査について、必要性、目的、方法、危険性などについての説明同意が必要です。

標準的治療方針
１．ホジキンリンパ腫（Hodgkin lymphoma：HL)
HL は、臨床病期が重要な予後予測因子であり、血液検査、骨髄穿刺、CT 検査などの検査で Cotswolds
分類により臨床病期を正確に決定することが最も重要です。PET（PET／CT）検査は、治療の効果判定
に必須であり、治療前にも必須検査です。効果判定時の PET（PET／CT）検査で、治療開始前の FDGPET 検査陽性画像の消失が確認されれば（CT 検査のみで腫瘤残存があっても）完全奏効（complete
response：CR）と判定します。
bulky 病変とは「かさばり病変」ともいい、胸部単純 X 線撮影で胸郭横径の 1／3 を超える縦隔腫
瘤、もしくは直径 10cm を超える腫瘤病変と定義します。
(1)

限局期（ⅠA 期、ⅠB 期、ⅡA 期、bulky 病変ありも含む）
限局期とは、bulky 病変やＢ症状を有する症例を含めたすべての臨床病期Ⅰ期とＢ症状を除
くすべての臨床病期Ⅱ期（ⅡA 期，ⅡA 期 bulky もしくはⅡ期 EA）をいいます。標準的治療法
は、ABVD（ABVd、ドキソルビシン 25mg／m2，day1，15，ブレオマイシン 10mg／m2，day1，15，ビ
ンブラスチン 6mg／m2，day1，15，ダカルバジン 375（250）mg／m2，day1，15）療法を予後良好
限局期 HL の場合は２コース、予後不良限局期 HL の場合は４コース終了後に病変部位に限定し
た区域照射（involved field radio therapy：IFRT）を行う combined modality therapy です。
限局症例への広範囲放射線照射（マントル照射など）治療は、広範囲の照射に伴う毒性（肺毒
性、心毒性、小児の発育障害、甲状腺機能低下症、二次発癌特に若い女性での乳癌などの固形
癌）の発生が明らかになっており、実施すべきではありません。

(2)

進行期（ⅡB 期、Ⅲ期、Ⅳ期）
進行期とはＢ症状を有するⅡB 期（bulkyⅡB 期も含む）と、すべてのⅢ期、Ⅳ期をいいます。
６コースもしくは８コースを投与します。進行期ホジキンリンパ腫に対する標準的治療法は６
コースもしくは８コースの ABVD（ABVd）療法です。４コース終了後と６コース終了後に PET（PET
／CT）検査で効果判定し、４コース後で CR であれば６コースで治療を終了します。６コース後
の PET（PET／CT）検査で CR ならば２コースを追加して８コースで終了します。６コース後の
PET（PET／CT）検査でも CR でなければ治療抵抗性と判断し、救援治療法に移行します。最近、
抗腫瘍薬である MMAE を抱合した抗 CD30 抗体、brentuximab vedotin が上市され、ABVD 療法の
中のブレオマイシンを除いた AVD 療法と brentuximab vedotin を併用した併用療法と ABVD 療法
とのランダム化比較試験によって、brentuximab vedotin＋AVD 療法が無増悪生存で有意に優れ
ていることが検証され、新たな標準的治療法となりました。
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(3)

再発例に対する治療方針
ABVD（ABVd）療法（限局期では ABVD（ABVd）療法後に IFRT）によって、CR が得られた後に再
発した場合には、まず救援化学療法を実施します。部分奏効か CR の効果が得られた場合には、
初回の化学療法後の完全奏効期間の長さにかかわらず、65 歳以下の若年の初回再発例では自家
造血幹細胞移植併用の大量化学療法の施行が標準的治療です。救援化学療法には小椋らが開発
した CHASE 療法や、DHAP 療法、ESHAP 療法、ICE 療法があり、大量化学療法には小椋らが開発し
た LEED 療法、BEAC 療法、BEAM 療法などのレジメンがありますが、最良の標準レジメンは確立
されていません。同種移植の有効性は確立していないため臨床研究として実施されるべきです。
自家末梢血幹細胞移植併用の大量化学療法の適応がない 66 歳以上の高齢者などでは、上述の
brentuximab vedotin や免疫チェックポイント阻害薬などの新薬が使用されます。

２．非ホジキンリンパ腫（non-Hodgkin lymphoma：NHL）
確立している標準的治療法は、びまん性大細胞型Ｂ細胞性リンパ腫（diffuse large B-cell
lymphoma：DLBCL）と DLBCL 以外の aggressive NHL のみであり、多くの NHL では標準的治療法が確立
されていません。
前述の臨床分類の中で indolent lymphoma を代表する濾胞性リンパ腫と、aggressive
NHL を代表する DLBCL について標準的治療法を示します。
(1)

低悪性度（indolent）NHL、濾胞性リンパ腫（follicular lymphoma：FL）再発例に対する治療
方針
①

初発限局早期
FL は我が国では NHL の約 20％を占め、最も発生頻度の高い indolent NHL です。初発時に
約 50％以上に骨髄浸潤が認められ、約 85〜90％がⅢ期、Ⅳ期の進行期で診断されます。10
〜15％を占める I 期、non—bulkyⅡ期の限局期には病変部位への区域照射(involved field
radiation therapy:IFRT)を行うことで 50〜60％の 10 年の治療成功生存割合、
また 60〜80％
の全生存割合が期待でき、長期間の疾患制御が可能で、標準的治療法と位置づけられていま
す。最近では、リツキシマブやリツキシマブと化学療法の併用も実臨床では使用される傾向
にあります。しかし、遅発性再発も多く認められ、限局期といえども確実な治癒を得るのは
困難です。

②

初発進行期 FL
②－1 初発、低腫瘍量、無症候性進行期 FL
初発、低腫瘍量、無症候性進行期 FL には「リツキシマブ単剤」もしくは「注意深い経過観
察」が標準的治療方針です。初発進行期 FL の治療方針決定には FL の腫瘍量が「低腫瘍量」
か「高腫瘍量」かの判定が重要で有り、一般的には Groupe d’Etude des Lymphomes
Folliculaires （GELF）規準（GELF criteria）が用いられます。GELF criteria は次に示す
七つの因子の内、一つでも有する場合を高腫瘍量と定義し、一つも有しない場合を低腫瘍量
と定義します。

5

ア

各々が長径３cm 以上の FL 病変を、三つ以上のリンパ節領域に認める

イ

長径７cm 以上の巨大病変 FL が一つでもあること

ウ

症候性の脾腫大

エ

臓器圧迫症状

オ

胸水もしくは腹水

カ

Ｂ症状もしくは全身症状

キ

LDH もしくはβ２ミクログロブリンの正常値超の高値

低腫瘍量かつ無症候性の FL では、全身症状の出現や腫瘍増大まで無治療観察するか、も
しくは rituximab 単剤投与後に続いてのリツキシマブ維持療法が治療オプションです。確立
した標準治療はありません。
②－２ 初発、高腫瘍量、症候性進行期 FL
リツキシマブ登場以前の 1980 年前後に Stanford 大学から提唱された「注意深い経過観
察：Watch＆wait」が、初発進行期 FL に対して長い間、標準的治療方針でしたが、初発進行
期 FL に対して、R-CHOP 対 CHOP、R-CVP 対 CVP、R-FCM 対 FCM といった、実施された殆どのラ
ンダム化比較試験において、リツキシマブを化学療法に併用した、いわゆる R-chemo が化学
療法よりも全生存割合において有意に優れていることが検証され、初発進行期濾胞性リンパ
腫、少なくとも高腫瘍量の症例には R-chemo が標準的治療法となり現在にいたっています。
ただし、治癒をもたらしうる標準的治療法は未だに確立していません。
リツキシマブと CHOP 療法併用の R-CHOP 療法を６コース実施後、２年間、リツキシマブを
２か月毎に投与する維持療法が、もっとも良好な無増悪生存を期待できる治療法ですが、維
持療法なしの R-CHOP 療法との間での生存割合の有意差が認められないので、６コースの RCHOP 療法も治療オプションです。リツキシマブとベンダムスチン（bendamustine、Ｂ）との
併用療法である R-B 療法は、少なくとも R-CHOP 療法と同等もしくは優れている無増悪生存
が期待でき、初発進行期高腫瘍量 FL の治療オプションとなっています。最近では、新たな
抗 CD20 抗体のオビヌツズマブ（obinutuzumab、GA-101、G）が初発進行期高腫瘍量に対する、
R-CHOP もしくは R-B 対 G-CHOP もしくは G-B 療法とのランダム化比較試験において、オビヌ
ツズマブ併用化学療法群である G-CHOP や G-B の無増悪生存割合における優位性が検証され
ました。
また、リツキシマブ抵抗性再発・難治 FL に対してのベンダムスチン（Ｂ）対、G-B 療法の
ランダム化比較試験においても G-B 療法の無増悪生存割合における優位性が検証された結
果、FL に対してのオビヌツズマブが承認され、G-CHOP、G-B 療法も初発進行期高腫瘍量 FL の
治療オプションとなりました。
(2)

びまん性大細胞型Ｂ細胞リンパ腫（diffuse large B-cell lymphoma：DLBCL）
全 NHL の 30〜40％を占めもっとも頻度の高いリンパ腫です。臨床病期と IPI（最近では NCCNIPI）に基づいて治療方針を組み立てます。
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①

初発限局期 DLBCL
Ⅰ期、non-bulkyⅡ期の限局期に対しては R-CHOP 療法３コース後に IFRT を実施するか、

もしくは R-CHOP 療法６コースが標準的治療法です。IFRT により、放射線障害が強く発現し
やすい頸部・咽喉頭部領域や腸管の限局期 DLBCL では R-CHOP 療法６コースが推奨されます。
② 初発進行期 DLBCL
bulkyⅡ期、Ⅲ期、Ⅳ期の進行期に対しては R-CHOP 療法６コースもしくは８コースが標準
的治療法です。IPI による high-intermediate risk および high risk 群初発 DLBCL に対す
る、up-front の自家造血幹細胞移植併用の大量化学療法は、ランダム化比較試験によって全
生存割合に対する R-CHOP と比べての優位性が認められなかったため標準治療法ではありま
せん。
Bcl-２もしくは Bcl-６（あるいは両方）と myc が同時に発現している DLBCL は double hit
(免疫化学染色での陽性例は double expressor といいます)DLBCL、triple hit (三つとも発
現している場合は、triple expressor といいます)DLBCL と称され、限局期や IPI による low
risk 群であっても R-CHOP 療法での予後は極めて不良であり、標準治療法は確立していませ
んが、DA-EPOC-R 等の治療法が試みられています。
③

再発 DLBCL
DLBCL などの aggressive NHL の初回寛解後の 65 歳以下の若年再発例に対しては救援化学

療法に奏効（CR もしくは、部分奏効（partial response：PR）
）すれば自家造血幹細胞移植
併用での大量化学療法を実施することが標準的治療法として確立しています。初回化学療法
に治療抵抗例でも救援化学療法に奏効すれば自家造血幹細胞移植併用での大量化学療法が
有効とされます。救援化学療法には R-DHAP、R-ESHAP、R-ICE などの米国で開発された治療
法と、小椋らが開発した CHASER などの治療法が報告されていますが、ランダム化比較試験
が実施されたのは R-DHAP 対 RICE であり、両群間に有効性の有意差を認めなかったため、標
準的レジメンは確立していません。また、大量化学療法も、小椋らが開発した LEED 療法な
ど複数のレジメンが報告されていますが、標準レジメンは確立していません。

今後の展望
HL 治療における、抗腫瘍剤抱合抗体である brentuximab vedotin、nivolumab のような免疫チェッ
クポイント阻害薬、新規抗 CD20 抗体である obinutuzumab など、多くの新規薬剤が開発、上市されて
きていて、今後も難治性のリンパ腫の治療成績が向上することが期待されています。
今年度から血液・腫瘍内科は常勤体制を確立しておりますので、良性・悪性を問わず血液疾患が疑
われるような患者さんをお気軽にご相談、ご紹介いただければと存じます。

7

がん地域連携パスの取り組みについて
がん相談支援センター
がん地域連携パスコーディネーター
戸島 美子（左） 近藤 文代（右）
がん医療の多様化と高度化に伴い、国立がん研究センターから公表された、2008 から 2009 年５年
生存率は平均 65.8％となっています。そして、今後もがん患者の数は増え続けることが予想されてい
ます。
がん患者が地域の中で安心して療養できるためには、病院や診療所・クリニック等がその特徴を活
かしながら役割を分担し、切れ目のない医療を提供することが必要です。
厚生労働省は、がん対策として平成 19 年に「がん対策推進基本計画」を策定しました。その中で、
がん診療拠点病院の役割として５大がん（胃がん・大腸がん・乳がん・肝臓がん・肺がん）の地域連
携クリティカルパス（平成 24 年４月１日から施行）を整備し、地域の医療機関と診断・治療の連携
協力体制、退院時共同診療計画を作成し病病連携、病診連携を行うことを開始しました。
当院は、平成 24 年９月からがん地域連携パスの運用を開始し、今年で７年目となります。平成 30
年８月末現在、がん地域連携パスの登録連携医療機関数は 178 件となっており、地域のチーム医療を
推進することができ、累計運用件数は愛知県内でトップの 1,065 件となっています。
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がん地域連携パスのメリット
 かかりつけ医（連携医）と基幹病院の主治医と複数の医師のサポートが得られる
 かかりつけ医（連携医）と基幹病院で情報を共有しており、異常時には基幹病院

患

者

ですぐ対応可能
 地域で安心して切れ目なく標準的治療が受けられる
 基幹病院への頻繁な通院が不要
 基幹病院通院の不便さや外来での長い待ち時間から解放

 地域のチーム医療を推進
 フォローアップの継続が可能

連 携 医

 基幹病院へ情報提供時に「がん治療連携指導料」300 点が算定可能（１回／月）
他に「特定疾患療養管理料」

２回／月が算定可能

「悪性腫瘍特異物質管理料」 １回／月が算定可能

 地域のチーム医療を推進

当

院

 フォローアップの継続が可能
 「がん地域連携計画策定料」750 点が算定可能

平成 30 年７月から新たに ESD（内視鏡的粘膜下層剥離術）後及び EMR（内視鏡的粘膜切除術）後の
胃がん・大腸がんのがん地域連携パスの運用も開始しました。これによって、消化器内科のがん患者
を拾い上げ、５年間継続してフォローしていくことができます。また、平成 28 年４月から当院独自
の「前立腺がん」の地域共同診療を行っていましたが、平成 30 年８月に県統一の前立腺がんパスが
承認され、今後運用を始めます。
当院でのがん地域連携パスの運用は、医師、看護師、事務、コーディネーターなどの多職種が関わ
り地域との連携をサポートしています。専従の看護師２名がコーディネーターとなり、当院の定期受
診時には毎回面談をしています。面会時には、連携医を受診しているか、必要な薬をしっかり内服し
ているかなどの確認を行い、がん地域連携パスがスムーズに運用できるよう対応しています。また、
日常生活の中で困ったことや不安な事がないかを確認し、術後に想定される症状を具体的に伝え、ど
のように対応したらよいか共に考えセルフケマネジメントができるよう支援するとともに、主治医や
認定看護師、がん相談支援センターにつなぐことで、患者が安全・安心にその人らしく地域で療養で
きることや、可能な限り元の生活に戻れるように精神的なサポートを行っています。
平成 30 年 11 月 15 日（木）には連携医の皆様とネットワーク会議を開催し、ESD 及び EMR 後の胃が
ん・大腸がんの地域連携パス、県統一の前立腺がんパスについての説明とがん地域連携パスの現況報
告を行います。がん地域連携パスに関するご意見をいただき、よりよい運用に努めて参りたいと思い
ますので、多数のご参加をお待ちいたしております。今後も皆様のご理解とご協力をお願いいたしま
す。
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リハビリテーション支援ロボットを導入！！！
リハビリにもロボットの時代が到来

リハビリテーション技術室

平成 30 年６月９日（土）
、リハビリテーション支
援ロボット「ウェルウォーク」を導入しました。ウ
ェルウォークは、患者さんの状態に合わせて、補助
する力を簡単に設定することができます。また、患
者さんは目の前の大型モニタで自分の歩く姿をリ
アルタイムに確認しながら歩行練習することがで
きます。
ウェルウォークは、トヨタ自動車㈱が開発しまし
た。平成 19 年末から開発が進められ、平成 23 年か
ら医療現場での実証実験が開始され、平成 29 年秋
から順次レンタルが開始されました。東海地方の自
治体病院では、初の導入であり、急性期病院での導
入は先駆的な取り組みです。

特徴と利点
ロボット脚とハーネスによって最適な歩行補助を実現
これまでは、脳卒中などにより脚に麻痺が生じた場合、理学療法士が補助しながら歩行のリハビリ
を実施していました。しかし、従来のリハビリは補助する力が一定ではありませんでしたが、ウェル
ウォークによって、最適な補助による効率の良いリハビリを提供することができます。
患者さんは、トレッドミルに上がりロボット脚を装着し、ハーネスで固定されます。ロボット脚が
歩行練習中に、体重を支持する時（立脚時）に膝折れがないように膝が伸びた状態を保持するととも
に、振出しをする時（遊脚時）には膝を曲げる補助をすることでスムーズな脚の振出しをサポートし
ます。また、ハーネスによって必要な分の体重支持を行います。このロボット脚とハーネスから得ら
れるサポートは、必要最小限となるよう簡単に設定ができます。それによって、患者さんのできる範
囲で最大限の努力を要することに加え、通常の歩行練習よりも歩ける距離が長くなるため、リハビリ
としても効率が良いものとなります。

ロボット脚の仕組み

膝折れがないよう、
膝を伸ばす力を補
助します。
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スムーズに振り出
せるよう、膝を曲げ
る補助をします。

大型モニタと技師のアドバイスで最適なフィードバックを実現
理学療法士は、歩行練習中の介助の負担が軽くなることで、
患者さんの歩き方の観察に集中することができ、歩き方の注意
点をより的確に患者さんに伝えることができます。また、患者
さんは自身の歩き方を正面のモニタで常に確認することがで
きるため、自身の歩き方を把握しやすくなります。それによっ
て、歩き方の修正がしやすくなり、歩行が上達するのを早める
効果が期待できます。
ウェルウォークを導入したことによって、歩行の回復する早
さが従来のリハビリと比べ 1.6 倍になったという報告もあり、
患者さんにより質の高いリハビリを提供できると考えていま
す。

使用実績
毎日４～５名の患者さんがウェルウォークを使用しています。その中の事例を紹介します。
患者さんは脳梗塞を発症し、右半身に重度の麻痺があります。大腿近位から足部まである長い装具
を装着した上で、理学療法士の全面的な介助のもと歩行練習を行っている状況でした。ウェルウォー
クでのリハビリ当初は、ハーネスによる体重補助のサポートを要しましたが、積極的な歩行練習によ
り、サポートがない状態で歩行練習をすることができるようになりました。

ウェルウォークの使用事例
50 歳代 男性
アテローム血栓性脳梗塞（左放線冠領域）
右半身に重度の運動麻痺
ハーネスによる
体重補助量
歩行距離

２５ ㎏

０㎏

３０ ｍ

１５０ ｍ

ウェルウォークの十分なサポートによって早期か
ら十分な量の歩行練習が可能となり、少しずつサポー
トを減らしても歩行練習できるようになりました。

今後の展望
急性期病院におけるウェルウォークの有効性は未だ十分に確立されていないため、データ収集等を
積極的に行い、有効性の検討を進めていき、理学療法士の習熟度を上げられるよう努力していきます。
なお、当院におけるウェルウォークは、主に入院でリハビリを実施されている患者さんを対象とさ
せていただいています。

11

＼ 緩和ケア研修会開催します ／
「がん対策推進基本計画」では、
「がん診療に携わる
全ての医療従事者が基本的な緩和ケアを理解し、知識
と技術を習得する」ことを目標としています。また、
「がん診療連携拠点病院」の役割として、定期的な緩
和ケア研修会の開催が求められていることから、当院
では、がん治療に携わる地域の医師を始めとした医療

昨年度の緩和ケア研修会グループワークの様子

従事者を対象に、
「緩和ケア研修会」を開催しており、これまでに 135 名の方が修了されています。
今年度から緩和ケア研修会の開催指針が変更され、事前の e-learning による学習（e-learning 修
了後、２年以内に全体研修を受講する必要あり）と各病院が開催する１日の全体研修の受講完了をも
って緩和ケア研修会の修了証が交付されることとなりました。
今年度の当院における緩和ケア研修会（全体研修）は 11 月３日（土・祝）に開催を予定しておりま
すので、未受講の方はお申込みくださいますようお願いいたします。

問い合わせ

医事課

＼ ３Ｄプリンタ導入 ／
３Ｄプリンタとは、CT 画像等から作成した、３Ｄデータ
を元に立体を造形する機器です。当院が導入した３Ｄプリ
ンタは、熱溶解積層方式を採用しており、ノズルからフィ
ラメント状の樹脂を熱で溶かしながら押し出し、樹脂を積

熱溶解積層方式のイメージ

み上げて目的の構造物を作成します。
CT 画像等を基に作成された３Ｄデータから、骨や臓器
モデルを作成することができるため術中に視認できな
い部位の把握が可能となり、より安全な手術を提供する
ことに役立ちます。また、骨や臓器モデルを作成するこ
とによって、術前や術中に正確な計測ができるため、金
属プレートなどの診療材料の加工が可能となり、手術時
間の短縮にも役立ちます。
脊椎の 3D モデル
ホームページ
医療連携室
Trinity Vol.28
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