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（ ）し、病気の診断を行うのが病理医の仕事です。東京大
学医科学研究所附属病院病理部は小さい組織ですが、患者
さんのことを考えて、臨床検査技師及び病理医が全力で診
断にあたっていきたいと思います。
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医科研病院だより

of

泰徳

医科研便りをご覧の皆様、はじめまして。私は2013年4月
1日に病理部長として着任いたしました大田泰徳というもの
です。今回は病理部の紹介をさせていただきたいと思いま
す。病理ってなんですかという方も多いと思いますが、患
者さんの細胞をみて、患者さんの病気の診断を行い、治療
に役立てていただくという部門です。私たちは普段、皆様
に直接お会いする機会は少ないですが、皆様の治療のため
に誠心誠意を尽くして日々の診断業務にあたっています。
病理とは「病気に関する理論」ということであり、病気
の原因や振る舞い、そして治療法について研究する学問の
ことです。古代より人類は病気の原因について知るために
様々な手段を尽くしてきましたが、なかなか画期的な成果
は得られませんでした。ルネッサンスの時代になり、イタ
リアで亡くなられた方を直接解剖して病気の原因を探ると
いうことが行われるようになり、多数症例を行うことによ
り、病気の理解が進みました。今日でも、不幸にして亡く
なられた患者さんに対して解剖を行い、病気の原因や最適
な治療を探ることは剖検と呼ばれていて、医療の進歩に貢
献する重要な検査の一つとなっています。
産業革命の時代になり、科学の進歩に伴って高性能の顕
微鏡が作られるようになると、病気になった患者さんの病
変部において細胞を観察することができるようになりまし
た。その結果、様々な病気において、特徴的な細胞の変化
が起こってくることがわかってきました。この知見を元に、
生きていらっしゃる患者さんの病気の原因となっている細
胞を採取し、その細胞を観察することで、正確な診断がで
きるようになりました。このことは診断に基づいた治療を
行うための第一歩となり、今日では病理検査は確立された
検査となり、正確な診断および最適な治療方針の決定に重
要な検査となっております。

→

皆様が病院にかかっていて、お医者さんから「少し組織
を採取して、検査をしましょう」というようなことを言わ
れることがあるかと思います。このときに採取された組織
は、病理部に運搬され、高度な専門技術を有する臨床検査
技師の手によってプレパラート標本になります。そして、
病変を構成する細胞集団を観察し、病気の性質を判断（ ）

トピックス
◆港区との連携協力締結について
当院では、「市民公開医療懇談会」を毎月開催し、最新
の医療情報などを提供する機会を設け、地域に密着した病
院を目指してきました。このような活動をますます発展さ
せるべく、7月30日に東京大学医科学研究所と港区は、相
互の緊密な連携・協力のもとに、港区の医療、研究、教育、
健康増進、産業振興、地域振興等の分野において、地域社
会及び学術研究の発展に寄与することを目的とした協定を
締結いたしました。
今後、①みなと緩和ケアダイアルの実施、②港区立中学
校における医科学等の健康教育、③最新の医科学情報をみ
なと保健所に展示、④港区民向け健康講座の共同開催、④
（仮称）みなと在宅緩和ケア支援センター開設に向けた事
業の検討、を行っていく予定です。
地域と連携し、様々な分野で貢献できるよう活動してい
きます。

市民公開医療懇談会のようす

◆病院からのお知らせ◆
●臨床検体の取扱いにつきまして
当院での保存・追加採取検体を用いた臨床研究名をお知
りになりたい方は
http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/ore/IMSUT_ORE_7.html
をご覧ください。

す こ や か・ カ フ ェ

レジメン管理委員会

（ ）場で行う際には、どのような注意が必要でしょうか。
医療側の立場でみると、スタッフの共通認識が大切です。
いつ、どの患者さんにどのレジメンが行われるのか、医師・
看護師・薬剤師・関係スタッフが共通認識を持っているこ
と。そのために「化学療法予定表」というものが作成され
ていて、予め行われるレジメンを把握するシステムになっ
ています。そして、主治医がレジメンを予定通り実施する
ことを決定した段階で「実施確認」という作業を病棟のコ
ンピュータ（オーダリングシステム）で行って、それが看
護師や薬剤師に伝達されるシステムになっています。

→

抗がん剤レジメン管理について
大野

伸広

皆さん、こんにちは。医科研病院で「抗がん剤レジメン
管理委員会」の大野と申します。
最近五十肩がひどくて、文字を書くのも辛い状況なので
すが（泣）、すこやか・カフェに登場できるということで
頑張って筆をとりました。（実際はパソコンで作成しまし
た。）

【レジメン】レジメン（regimen）という言葉をご存知で 【抗がん剤の調製】抗がん剤は、注射薬であることが多く
しょうか。耳慣れない方も多いと察しますが、「抗がん剤
生理食塩水などの溶媒と混合され投与されます。この混合
の投与量、投与スケジュール、治療期間を示した治療計画」 作業を「混合調製」または単に「調製」といいます。この
を指す言葉です。こう書いても難しく感じますが、料理に
際に、1．安全で清潔な抗がん剤を患者さんに提供すること、
おけるレシピのようなものです。レジメンは一つの薬剤の
同時に、2．医療関係者側も抗がん剤の暴露から護る、と
ものもあれば、多剤併用の複雑なレジメンもあります。そ
いうことが大切です。適切と判断され、登録されたレジメ
れぞれに有効性や有害事象などが報告されているのが常で
ンで使用される抗がん剤は薬剤師が調製し、病棟に運ばれ
す。抗がん剤の治療を受けられる方は、そのレジメンの成
ます。
り立ちや治療成績などをお聞きになってみて下さい。病気
写真がその調製の様子です。ガウンを着て、マスク・手
の特徴や治療の進歩の歴史も垣間見られるはずです。
袋を装着し、「安全キャビネット」という装置の中で清潔
このレジメンが、＜安全に＞＜効率良く＞遂行できるよ
操作にて行われています。さらに、後ろでその様子をチェ
う設置されているのが、
「抗がん剤レジメン管理委員会」
（以
ックする人がいます（ダブルチェック）。厳重で、ちょっ
下レジメン委員会）です。
とものものしい作業に見えませんか？このように、慎重に
間違いの無いように行われているのです。
【レジメン管理】レジメン委員会の仕事は、
「レジメン管理」
なのですが、具体的にはレジメンに関する＜申請＞＜審
査＞＜登録＞＜運用＞＜監視＞などを行うものです。
医師から、がん薬物療法（化学療法といいます）のレジ
メンを申請してもらいます。そのレジメンが適切かどうか
を審査します。例えば、投与する時間や順番は大丈夫か、
吐き気止め等は適切に使用されているか、など。何より大
事なのは、そのレジメンに科学的根拠（エビデンス）が伴
っているかどうか。意外に思われるでしょうけれども、効
果や副作用に関してよく分かっていないレジメンも実は少
なくありません。
そのために月1回の定例会の他、迅速審査委員会などを
設け、適切なレジメンが適切に運用されているかを吟味し
ています。つまり、適切な抗がん剤が正しく投与されてい
薬剤師による抗がん剤の調製の様子
るかを審査・監視しています。考えれば当然のことですね。
あまり大きな声では言えませんが、私が医科研病院に来
た頃（遠い昔です）は、同じ化学療法でも医師によってや
安全で適切な治療が遂行されるよう、今後ますますの充
り方が異なっていました。5人の医師がいれば5つのレジメ
実を目指します。
ンがあったようなもので、これでは効率も良くありません
みなさんのご協力、ご意見等よろしくお願いいたします。
し、間違いのもとになり一番大事な安全管理の面で問題で
す。レジメンを画一化することで、効率性・安全性が期待
できるのです。

→

【レジメン運用】では、そのレジメンを実際に臨床の
（ ）
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（ ）給している。伝え聞くところによると自転車の平均単
価は日本で￥10,000前後なのに対して欧州では￥50,000近
くもするとか。自転車を取り巻く環境が大きく変化してコ
ストパフォーマンスに優れたモノが巷に溢れているという
現実に我々は気付いていない。
そう日本では、もはや使い捨て感覚に近い自転車だが、
欧州では「高価でも長く大切に使おう」という心情が根強
いようだ。なにやら「昭和という時代」の呪縛をふと思い
起こさせてくれる、そんな懐かしい心根がそこにはうかが
える。

→

自転車のある風景②
放射線部

井下

富夫

→

近頃、ツーキニストが増殖しているらしい。メディアに
よる自転車通勤者の呼称で5〜6年前から静かなブームを迎
えて震災3. 11の後から都内で急増しているように見受けら
れる。かく言う私も6年くらいツーキニストをやっている。
田舎の友人達に話すと一様に驚きの反応で迎えられる。
天命を知るべき年齢にあって自転車通勤などあり得ない
と。いわゆる「地方」では自転車という交通手段は中高生
の専売特許であって「いい歳をしたオヤジ」のそれは奇異
な目で見られるようだ。
一方、自転車先進国の欧州では自転車レースがとても盛
んで人気が高い。
「いい歳をしたオヤジ達」が休日になる
と自慢のロードレーサーで自転車散歩に出かけるようだ。
徒党を組んでの路上井戸端会議、あれこれと世間話をしな
がらのんびりと目的地へ向かうという。マルセイユ在住の
ある邦人は、休日の朝、しばしばこの一団がアパート前を
通過してその喧騒で目が覚めるのだ、とボヤいておられた。
オランダやデンマークでは電車にそのまま自転車を積み込
めるスペースが確保され、市内に自転車シェアリングのシ
ステムが整備されているとか。
だが、そんな欧州の人々が自転車発展途上国の日本を熱
い眼差しで見ているという。ズバリ日本の自転車は安価で
そこそこ性能がいいということ。
（デザインの評価は別ら
しい。
）
最近、大手の自転車メーカーはその生産拠点を自国から
台湾・中国へと移しており、自転車パーツの「シマノ」は、
今や世界市場を席巻して高品質なパーツを低価格で供
（ ）

ある自転車クラブのツアーに参加してオタクの方々のお
話を聞く機会があった。そのお一人がミニベロにハマって
いるという。いわゆる小径車（ミニサイクル）のことで折
りたたんで輪行袋に入れれば、夜行寝台列車にも積載でき
るので遠方への自転車旅行に旅立てるという。だが、この
ご時勢、夜行寝台は絶滅寸前なので（ちなみに自転車は夜
行バスには載せてもらえない。
）いっそのことクルマのラ
ゲッジルームに詰め込んで出掛けてみる。旅先の不案内な
細道でもミニベロならすんなりと入っていけるし、徒歩と
は雲泥の差で芳しい景色の只中を風のように駆け抜けてゆ
けるのだ。時にはガイドブックを放り出して事前のプラン
から脱線してみるのもひとつの手だし、欧州の人々のよう
に散歩する感覚で憧れの街を、美しい季節を、じっくりと
走ってみては・・・。
これからの季節、爽やかな風を纏って見知らぬ街へ、そ
の路地裏を大切な誰かと彷徨ってみるのも一興かと。声高
に叫ばれるエコやメタボの呪縛を思いっきり蹴飛ばして今
の自分をおおらかに見つめ直すには、いい手立てかもしれ
ない。

東京大学医科学研究所附属病院・ご利用案内
診

内

療

科

科（総合、血液腫瘍、感染症、アレルギー・免疫、代謝・内分泌、
循環器、消化器）
小児科（小児細胞移植）
外 科（一般、腫瘍、消化器、乳腺）、整形外科（関節）
脳腫瘍外科、放射線科、麻酔科、遺伝相談

東京大学医科学研究所
附属病院
表門より200m
西門より250m

外来診療日

月曜日〜金曜日（祝日および年末年始を除く）

診療受付時間

８：３０〜１１：３０（初診・再診）
１２：３０〜１６：００（再診のみ）
※予約時間の１５分前までに受付にお越しください。
（ 確実にご受診いただくために、ぜひ予約をお取りください ）
予約専用電話（予約受付および変更）
診察：０３−５４４９−５５６０
検査：０３−５４４９−５３５５
受付時間 ８：３０〜１７：００（外来診療日のみ）

アクセス

東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線で「白金台駅」下車
JR 山手線目黒駅東口から都バス品93大井町競馬場行で「白金
台駅」下車、
あるいは都バス黒77千駄ケ谷行か橋86新橋駅行で「東大医科研
西門下車」、
または駅より歩いて約15分、タクシーで約５分（１メーター）
JR 品川駅から都バス品93目黒駅行で「白金台駅」下車
東京メトロ日比谷線広尾駅から都バス広尾橋から黒77
または橋86目黒駅行で「東大医科研病院西門」下車
※患者専用駐車スペースも数台分ございます。ご利用は受付にお
申し出ください。

