
理 念

・私たちは生命の尊さと人間愛を基調に、力を合わせて病
める人々を守ります。

・私たちは、地域の基幹病院としての自覚を持ち、常に新
しくより高い知識の習得と技術の研鑽に励みます。

基 本 方 針

農業協同組合員によって創設された厚生連尾道総合病院
は、その組合員及び地域すべての住民のための保健・医療・
福祉・介護活動を通じて、医師会と連携し地域に貢献します。
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― 巻 頭 言 ―

Our hospital is your hospital

Your knowledge is our knowledge

病院長 黒 田 義 則

６回目の巻頭言を認めることの幸せを噛み締めております。

これまでは、医学部の卒業生が研修先を選ぶ時の判断となる知恵の五箇条を中心に書い

て参りましたが、今回は最後の執筆となりますので、少し趣を変えたいと思います。

５年前に院長職を拝命し、それ以降の私の行動規範といいますか、私の背骨を貫いてい

た心意気の一端を披露したいと思います。以下は、医学部６年生のアドバンストコース終

了時に手渡していた医師として終生心がけてもらいたいモラルをうたいあげた文章と、臨

床研修医室の扉に貼っております教育者としての宣言書です。

１．洗心（二週間の外科・内科のアドバンストコース終了時に渡したもの）
近年の医療の昏迷の原因は医療行政の失敗もさることながら、

我々医療人のモラル・社会的見識の無さにも起因する。

君達医学生は常に心を清らかに、奢ることなく、自省の念を忘れず、

医の原点を忘れずに勉学を続けて欲しい。

私のストイシズムですが、将来権力を求めず、金銭の虜にならず、

患者の喜びを我が喜びとし、人の役に立つという幸せを知って欲しい。

２．宣言書（臨床研修医室の扉に貼っているもの）
『研修医は未来を求めている』

未来を求めている

希望にあふれている

愛を求めている

いっぱい、知りたがっている

一方、彼らは役に立ちたがっている

それが彼等の育つ力

我々は思いっきり育ってゆくのを手伝おう

この６年という時間は、私を変革してくれました。昔は自分中心の世界にしか生きてこ

なかった私を滅私という生き方に変えました。言い換えれば、大きな心の財産を頂いた訳

です。心より感謝申し上げます。

本誌が益々充実することを祈念しております。

― 遠 雷 ―

第２０号，２０１０年
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第１部 「１６年間の患者会活動を通して」

私は皮膚科の開業医ですが，１９９３年に乳がん

を体験した事により，医者と患者の両方の立場

を活かして患者会活動を続けてきました。

まず医者が患者になって分かった事として，

「患者の立場がいかに弱いか，患者は思ったこ

との半分も言えない，医者の一言が与える影響

の大きさ，患者にとって主治医の存在の大きさ

は医者の考える以上のものである。」というこ

とを実感しました。そこで，医者と患者の両方

の立場がわかる人間がすべきこととして，両者

のコミュニケーションの改善を目指し，患者会

「乳腺疾患患者の会 のぞみの会」を１９９３年夏

に立ち上げました。

その後，!乳腺疾患患者の会 のぞみの会，

"ピンクリボンキャンペーン，#がん患者大集

会，$リレーフォーライフの４つの活動を主体

にしてこの１６年間邁進して来ました。

!乳腺疾患患者の会 のぞみの会：１９９３年の

ぞみの会を立ち上げました。のぞみの会の活動

として交流会（患者同士の交流，親睦を深める，

悩みを分かち合い励ましあう），講演会，勉強

会の開催，親睦会としてお花見会，バスツアー

の開催等を実施して来ました。

２００３年５月～１２月，中国新聞紙上において

「のぞみを胸に」と題してのぞみの会の活動状

況等を連載致しました。２００４年６月にはマンモ

グラフィー検診を取り入れて貰う為，マンモグ

ラフィー検診の署名活動を全国的に展開し，７

万人近くの署名を集め，厚生労働大臣に要望提

出しました。翌年には全国に３９億円の予算がつ

き，２５０台マンモグラフィーが整備されました。

また広島県知事，広島市長にもマンモグラフィ

ー検診の要望書を提出しました。

"ピンクリボンキャンペーン：２００４年５月よ

り広島県の他の女性団体と合同でピンクリボン

キャンペーンを展開しています。ピンクリボン

キャンペーンでは，乳がんの関心の無い人たち

に対して乳がん検診及びマンモグラフィー検診

を啓発する活動を行って来ました。通常のピン

クリボン活動だけでなく，「ピンクリボン de

カープ」，「ピンクリボン de サンフレッチェ」，

「ピンクリボン de で広響等，大きな活動の輪

が広がっています。

#がん患者大集会：２００５年大阪市おいて第１

回がん患者大集会が，がん患者によるがん患者

のための集会として初めて開催され，厚生労働

大臣にがん患者に対する支援と情報の公開等を

呼び掛けました。その後９月にはがん患者団体

支援機構を設立し，浜中は理事として参加しま

した。引き続き２００６年に第２回がん患者大集会

（東京都），２００７年には第３回がん患者大集会

を広島市で開催し，浜中は実行委員長として運

営致しました。

第３回がん患者大集会ではがん患者に対して，

心と体のいたみを取り除くことを目的として，

緩和ケアをテーマに開催しました。治療の初期

段階からの緩和ケアの実施を要望し，全ての医

師が緩和ケアの基礎知識を習得する事，全ての

がん拠点病院，及び主要病院において，緩和ケ

ア病棟の設置，或いは緩和ケアチームの結成の

義務づけを設置すること，在宅緩和ケアの体制

整備，緩和ケアの国民に対してキャンペーンの

― 特 別 講 演 ―

患者発のがん医療改革
－１６年の患者会活動を通して－

浜 中 和 子

浜中皮ふ科クリニック 院長

第２０号，２０１０年
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実施等の要望書を提出しました。

!リレーフォーライフ：２００６年にはアメリカ

発祥のがん患者のためのチャリティーイベント

「リレーフォーライフ」が日本で初めてつくば

市で開催されました。がん患者と家族その支援

者らが集まり，がんの征圧とがん患者への支援，

がん患者及び亡くなった方への鎮魂（ルミナリ

エ）等の内容で多くの参加者をえて開催されま

した。その後もリレーフォーライフは各地で開

催され，２００９年には中国地方で初めてリレーフ

ォーライフ広島が開催される運びとなりました。

その過程において２００６年６月にはがん対策基

本法が成立し，さらにこの基本法に基づき，が

ん医療の均てん化とがん難民の解消へむけて，

「都道府県がん対策推進計画」が策定されまし

た。これらの動きにより，わが国のがん医療は

この数年の間に大きく改善されて来ています。

第２部 「第４回がん患者大集会事前
アンケート」の報告

１）はじめに

私達の身近なところでがん医療の改善を推進

する為に，第４回がん患者大集会のテーマを

「考えよう，私の町のがん医療」と掲げ，各地

域での実態を明らかにする為に２００８年９月から

１１月にかけてアンケートを実施致しました。調

査方法としては，各地域で行ったプレイベント

会場で実施，あるいは共催団体等各患者団体に

郵送で送り回答してもらいました。

２）結果と考察

○３６都道府県から，総計２２９８件の回答があり，

有効回答数は２０６５件でした。県別な偏りがあり，

東北ブロックではその殆どを秋田県が占め，関

東地区では群馬県で，北信越では石川県が主体

です。中部地区では愛知県，岐阜県，静岡県。

関西は奈良県と大阪府ですが少数です。中国地

方では広島県，四国では愛媛県，九州では福岡

県がほとんどです。（図１）

○年代は５０代が最も多く，次いで６０代，４０代と

なっています。男女比は３：７で乳がん患者が

多かったせいかも知れません。立場としては，

患者体験者が３２％，家族，遺族が２４％，医療関

係者が２３％でした。（図２）

○疾患別では，乳がんが３３％と最も多く，次い

で肺がん，大腸がん，胃がんの順になっていま

した。（図３）

○さて，国のがん対策基本法について，全国平

【図１】

【図２】

【図３】
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均では良く知っていると大体知っているを合わ

せても３０％でした。ブロック別では，四国ブロ

ックでは患者会におけるアンケートなので，

６０％を超えています。最も低いのが，中部，北

信越でした。（図４）

○都道府県のがん対策推進計画については，認

知度はさらに低く全国平均で大体知っているま

でで２０％止まり，４０％が全く知らないと答えて

います。全く知らない割合がもっと多いのが関

西の５０％，次いで九州，中部でした。（図５）

患者，家族，医療者を対象としたアンケートで

さえ，このようにがん対策についての関心が低

いことが問題だと思います。

○がん対策で重要と思う分野については，最も

多かったのががん検診で，多くの人ががん検診

の重要性を認識しています。次いでがんの予防，

専門医の育成，緩和ケア，の順でした。（図６）

○また患者と家族が最も困っている事は，不安

等の心の問題がトップで，副作用・後遺症，治

療法についてと具体的な治療に関する問題が最

も多く，つづいて治療費等の経済的問題，など

が挙げられていました。（図７）

○がん医療に関する情報の入手について，「全

くできていない」が６．３％，「あまりできていな

【図４】

【図６】

【図７】

【図５】

【図８】
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い」が４０．０％と，患者，家族に情報が十分に届

いていないことを示していました。とくに東北

では７０％，北信越で６６％の人が不十分であると

答えていました。（図８）

○必要な情報の内容については，治療法がトッ

プで，さらに専門医，専門病院，緩和ケア，セ

カンドオピニオンなどが挙げられていました。

（図９）

○近くにがん診療連携拠点病院があると答えた

のは全国平均では６０％近くで，四国では，９０％

近くが認識しています。一方関西の３０％の方が

無いと答えています。また関東地区では分から

ないと答えた方も３０％近くありました。（図１０）

○拠点病院での相談支援センターの設置の義務

付けについては，全国平均では知っているが

４０％，知らないが５０％でした。この傾向はばら

つきがあり，四国の７０％，東北の５５％位が知っ

ています。知らないが最も多かったのは，関西，

北信越，関東の順です。（図１１）

○相談支援センターを，実際に利用している人

は全国では１０％のみで，８０％の人が利用した事

がないと答えています。（図１２）

○がん登録については，全国の約６０％の人がそ

の必要性を感じていますが，分からないと答え

【図１１】

【図９】

【図１２】

【図１０】

【図１３】
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た方も多く，まだまだがん登録に関する理解が

足らないのではと思われます。（図１３）

○患者が自ら出来ることはがんの早期発見，早

期治療を受ける事で，そのためにはがん検診が

必要です。今回のアンケートではがん検診の受

診率は圧倒的に高く６割あまりの方が受けてい

ました。自治体の検診，人間ドック，治療中の

病院で実施しているという結果でした。（図１４）

○最後を迎えたい場所として，自宅が最も多く

３８％余り，次いでホスピス，緩和ケア病棟２２％，

病院は９％でした。２５％の方は考えていないと

いう返事でした。（図１５）

○しかし在宅医療を支える施設については半数

近くの人がそれを知らないと答えており，この

状況にも改善が必要と思われました。（図１６）

３）まとめ

２００８年４月から実施されている都道府県のが

ん対策推進計画は，がん医療の均てん化へ向け

て重要な役割を担っていますが，今回のアンケ

ートにおいて，その認知度がまだまだ低い事が

判明しました。対象が患者，家族，医療関係者

が主体であるにも関わらずその２０％が知ってい

ると答えたのみで，４０％が「全く知らない」と

答えています。

患者や家族が困っていることは「不安など心

の問題」，「副作用，後遺症」「治療法」が上位

に挙げられ，まだまだ対策が不充分な状況下に

あります。さらに，これらの状況を改善するの

に必要ながん医療に関する情報の入手について，

半数近くの人が十分な入手ができていないと答

えており，情報不足の現状が浮き彫りになりま

した。

診療連携拠点病院には相談支援センターの設

置が義務付けられている事を知らない人も半数

に上り，実際に相談支援センターを利用した人

は，ほんの１０％でした。各地の相談支援センタ

ーをもっと多くの人にアピールし，内容を充実

させ，その有効活用に患者も参加していく必要

があると思います。

都道府県はがん対策推進計画をより充実させ，

各項目について数値目標を掲げ，それを年次的

に評価し，改善していって欲しいと願っていま

す。患者側もこれらの対策の内容をもっと知る

必要があり，今後もがん対策の進捗状況を注視

していくことが大事であると思います。又，行

【図１６】

【図１４】

【図１５】
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政，医療，患者が協働してがん医療の改善に向

けて取り組む姿勢が重要です。

がん患者大集会では，今後もこのテーマを引

き続き取り上げて，地域格差の解消に取り組み

たいと考えています。

参 考 文 献

１）浜中和子：のぞみを胸に．広島，ガリバー

プロダクツ，２００４．

２）浜中和子：患者発の医療改革，医療白書

２００８年度版：１３６－１４１，２００８．

３）浜中和子：考えよう，私の町のがん医療

第４回がん患者大集会アンケート結果報告，

がん治療最前線 vol．６５：６－１０，２００９．
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【は じ め に】

現在，我が国の糖尿病患者数は増加の一途を

辿っている。患者数８８０万人以上，予備軍を含

めると２，２１０万人という実態を見ても，いまや

２１世紀の国民病と言っても過言ではない。

以前より歯周病は，糖尿病の合併症として捉

えられていたが，一方で重度の歯周病は逆に軽

微な慢性炎症として糖尿病の血糖コントロール

に負の影響を及ぼす可能性が示唆されている。

すなわち炎症巣のマクロファージより放出され

る TNF-! がインスリン抵抗性を増加させ，そ

の結果糖尿病が悪化するのではないか，という

ものである。従って，この歯周病と糖尿病の関

連性を一層明らかにすることは歯科医療の価値

をさらに押し上げるものと期待される。

しかしながら，!どのような糖尿病患者を標

的として，"どのような時期に，#どういった

歯周病治療を施すことが血糖コントロール改善

に寄与するのかについては不明な点が多い。そ

こで地域の糖尿病専門医や中核病院において管

理を受けている糖尿病患者を，地域の歯科医師

に病診連携事業の一環として紹介してもらい，

口腔内診査を行ったうえで，重度の歯周病が発

見された患者に対して血糖コントロール改善を

目的とした抗菌的歯周病治療を施し，その効果

を評価する調査事業を計画した。（これを本会

では「Hiroshima Study」と呼称している）本調

査の目的はこれらの結果から，糖尿病患者に対

する有効な歯周病治療指針の確立を目指すこと

である。

【調 査 対 象】

調査対象者は，糖尿病専門医・中核病院・地

域開業医において管理を受けている糖尿病患者

で，以下の条件に当たらない患者とし，年齢・

性別は問わないこととした。

!１型糖尿病，妊娠糖尿病，"BMI が３０

（kg／m2）以上，#残存歯数が１０本未満，$過

去３ヶ月以内のスケーリング経験者，%過去１

ヶ月以内の抗生物質服用者，&抗炎症療法患者，

'慢性消耗性疾患保有者（結核，ALDS 等），

(急性期疾患保有者（重度外傷，急性肝炎等），

)うつ病患者

【調 査 方 法】

１）地域連携システムの構築

まず対象となる患者を紹介してもらうため

に，地域における医科歯科連携システムを構

築するため，尾道市内の糖尿病専門病院，地

域中核病院，及び地域医師会に対し，本調査

研究についての説明を行い，協力を得ること

ができた。さらに調査研究の内容については，

講演会や医師会の会合等においても説明を行

った。

２）患者啓発活動

本研究には糖尿病患者に歯周病治療の必要

性を理解してもらう必要もあったため，患者

啓発活動を行った。

まず啓発用のポスターとリーフレット（図

１）を作製し，糖尿病専門病院，地域中核病

院，市内の全開業医，及び全歯科医院に配布

― 特 別 講 演 ―

糖尿病と歯周病
～ Hiroshima Study ～

宗 永 泰 一

*尾道市歯科医師会会長
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し，院内に掲載してもらった。また病院にお

いて開催されている糖尿病教室や，患者対象

の講演会等でも歯周病治療の必要性と啓発を

行った。

３）治療プロトコール

本研究で用いた歯周病治療プロトコールは

広島大学大学院医歯薬学総合研究科顎口腔頚

部医科学講座の西村英紀らが考案したもので，

抗菌剤を中心とした治療法である。（図２）

すなわち治療前の状態として歯周組織検査

を行い，高感度 CRP，HbA1c，FBS 等を測

定した後，初日にブラッシング指導と，局所

抗生剤である塩酸ミノサイクリン軟膏（ペリ

オクリン）を全歯周ポケット内に注入し，必

要があれば経口抗生剤のアジスロマオシン

（ジスロマック）を３日間投与する。その後，

週に１度，歯肉縁上に露出した歯石を，でき

るだけ出血させないように除去し，治療開始

１ヶ月目に，再度高感度 CRP とその他の糖

尿病関連検査を行う。その後は必要があれば

SRP（スケーリング・ルートプレーニング）

を行ってもよい。一方，基本治療で充分な効

果が得られた患者に対しては supportive ther-

apy を行う。その後，８週目，１２週目，２４週

目にも同様の諸検査を行い，６ヶ月間経過を

追う，というプロトコールである。

４）調査実施手順

まず医科から糖尿病患者が紹介されてくる

と，歯科において問診及び口腔内診査を行う。

これにより除外条件に該当すれば対象者では

なくなるので，その後は一般の歯周病治療を

行う。除外されなかった患者には歯周組織検

査及びパノラマレントゲンを撮影する。レン

トゲン上で歯槽骨の吸収程度を測定し，５０％

を超える吸収率であれば，患者に本調査研究

の意義と内容を説明し同意を得た後，医科に

治療前の検査を依頼する。この検査項目のう

ち，高感度 CRP が１０００ng／ml 以上の人を重

度歯周炎患者の被験者とする。１０００ng／ml 以

下の人は対象群とし，その後は一般の歯周病

治療を行う。被験者に該当した人には，前述

した治療プロトコールに沿った歯周病治療を

行い，治療開始後，４，８，１２，２４週目に医

科で所定の検査を行ってもらう。こうして２４

週まで経過を追えた患者のデータを集積し分

析を行う。

【調 査 結 果】

１）調査対象者の分析

平成２０年３月から９月までに医科から紹介

された糖尿病患者数は４８名であり，男性２６名，

女性２２名であった。紹介元医療機関は，糖尿

病専門医より２５名，地域中核病院から１１名，

医科の内科開業医から９名，他の歯科医院か

らの紹介も３名あった。

この紹介患者のうち，対象および方法で述

べた条件により分類したものが図３である。

被験者は４名，コントロール１０名，未定２名

で，残りのうち３２名は除外となった。除外患

者の内訳は，骨吸収率不足１６名，非同意５名，

残存歯数不足４名，その他７名であった。

図１ ポスターとリーフレット

図２ 治療プロトコール
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２）被験者の結果

今回の研究期間では，紹介者数が少なかっ

た上に除外ケースも多く，統計的には考察す

ることができないため，被験者とコントロー

ルの高感度 CRP と HbA1c の変化について

の結果を数例ずつ提示する。

まず重度歯周炎患者に該当した被験者にお

いては，プロトコールに基づき抗菌剤を用い

た歯周治療を行った結果，炎症マーカーであ

る高感度 CRP は１ヶ月後には１０００ng／ml 以

下まで急激に減少した。これに対し糖尿病の

指標である HbA1c は，治療開始１ヶ月後よ

り減少し始め，３～６ヶ月までに０．５～２．０ポ

イントも低下し，今回設定した重度歯周炎に

該当した患者においては，この二つのパラメ

ーターが相関していることが示唆された。

（図４）

３）コントロール群の結果

これに対し，軽度の歯周炎患者と分類され

たコントロール群においては，高感度 CRP，

HbA1c とも，大きな変化は見られず，高感

度 CRP が１０００ng／ml 以下では，歯周病治療

が糖尿病の改善にはあまり結びつかないこと

が示唆された。（図５）

【考 察】

古くから歯周病は糖尿病の合併症として捉え

られており，多くの疫学調査がなされてきた。

これらの中で最も信頼できるものは Diabetes

Care に掲載された米国ピマ・インディアンを

対象とした調査である１）。アリゾナ州に居住す

るピマ・インディアン族は世界で最も高頻度

（成人の約半数）に２型糖尿病を発症する民族

であることから，単純に性と年齢をそろえ糖尿

病群と非糖尿病群における歯周組織の状態を比

較すればいいからである。事実この論文によれ

ば，糖尿病群は非糖尿病群に比べ約２．６倍も歯

周病の新規発症率が高いという結論が得られて

おり，このことから歯周病が糖尿病の第６番目

の合併症と考えられるようになった２）。

ところが，１９９８年に九州大学の Saito らは

「糖尿病があろうがなかろうが HbA1c 値と独

立して，肥満が歯周病の重症度と密接に関連す

る」という研究成果を発表した３）。このことか

ら，歯周病は糖尿病単独の合併症というよりも，

むしろ肥満が密接に関連した病態である，いわ

ゆるメタボリック症候群の合併症として捉える

ことが重要であると考えられた。すなわち肥満

図３ 患者分類と除外理由

図５ コントロールの高感度 CRP 及び HbA1c の推移

図４ 被験者の高感度 CRP 及び HbA1c の推移
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に密接に関連したアディポサイトカインやイン

スリン抵抗性の問題，そして近年肥満そのもの

が慢性炎症であると捉えられるようになったこ

とから，このような種々の要因が複雑に作用す

ることによって糖尿病患者の歯周病を重症化し

ているものと考えている。

１９９７年，米国歯周病学会会誌に２型糖尿病患

者の歯周病を治療することで HbA1c の値が改

善したとの報告がなされた４）。現在糖尿病患者

が激増している背景には，ライフスタイルの急

激な欧米化に伴う肥満の増加と，それに伴うイ

ンスリン抵抗性の増大が関与している。肥満患

者の内臓脂肪組織には腫瘍壊死因子（TNF-!）

が高発現しており，TNF-! を実験動物に接種

することでインスリン抵抗性が惹起されること

から，TNF-! がインスリン抵抗性の原因分子

ではないかと推察された。TNF-! は脂肪細胞

からも産生されるが，一般的には単球・マクロ

ファージから産生され炎症反応において重要な

役割を担うサイトカインであると捉えられてい

る。そこで，糖尿病患者に歯周治療を施すこと

で，歯周炎症に起因する TNF-! の産生量が低

下するので，インスリン抵抗性が改善し，結果

的に HbA1c 値が改善するのではないかと考え

た。これを受け，実際に２型糖尿病患者の歯周

治療に伴って血中 TNF-! 濃度が低下するかど

うかを調べたところ，ほとんどの患者で歯周治

療によって血中 TNF-! 濃度が低下すること，

さらにそれに伴って HbA1c 値が改善すること

を見出した。また，同時にインスリン抵抗性を

示す HOMA-R 指数も改善することから，グリ

コヘモグロビン値の改善はインスリン抵抗性の

改善を介したものであると考えられた５）。

では歯周治療によって血中濃度が低下する

TNF-! の由来細胞は何であるかを考えるに，

歯周治療によって低下する TNF-! 量はごく微

量であり，この低下をもって末梢のインスリン

抵抗性が改善したとは考えづらい。むしろこう

いった例では高感度 CRP 値も低下することか

ら，肝臓におけるクッパー細胞や脂肪肝におけ

る脂肪細胞がそのソースではないかと考えられ

る６）。すなわち，重症の歯周炎患者では歯周病

細菌抗原が絶えず血中に入り込み，それらが体

内循環を介して肝臓に集積する。その結果，肝

臓での抗原濃度が上昇し，クッパー細胞や脂肪

細胞からの TNF-! 産生が亢進するとともに，

IL-６が産生される。TNF-! は肝細胞や脂肪細

胞におけるインスリン抵抗性に，IL-６は肝細

胞からの CRP 産生に関与しているのではない

かと考えている。

ところが，この歯周治療によってグリコヘモ

グロビン値が改善するということについては，

!どのような糖尿病患者に対し，"どのような

時期に，#どういった内容の歯周病治療を施せ

ば，最もよく改善できるのかについての詳細な

知見は得られていない。ただこれを検証するに

は，種々の状態の糖尿病患者に対し，様々な歯

周治療を行ってみる必要があり，そのためには

広域においての介入調査研究が必要と思われた。

そこでこの度，広島県歯科医師会は糖尿病患者

の歯周治療指針の確立を目指した研究「Hiro-

shima Study」を開始した。これは地域におけ

る医科と歯科の連携構築の元に，糖尿病患者に

対しいろいろな歯周治療を行うことで，血糖コ

ントロールにおいて最も効果的な歯周治療法を

確立しようとするものである。

まず県内で最も医科歯科の連携が取れている

と思われる尾道市において調査を実施した。市

内の糖尿病専門病院と地域中核病院に対し，調

査の意義，目的，方法等を説明し協力を要請し

承諾を得るのと同時に，尾道市医師会に協力依

頼を行った。また尾道市歯科医師会においても

会員に対し調査研究の説明会を開催し協力医を

募った。また薬剤師会にも協力を要請した。こ

れら協力医療機関には啓発用ポスター及びリー

フレットを配布，掲示してもらい，糖尿病患者

の啓発を行った。さらに病院で行われている糖

尿病教室での教育講演，糖尿病患者の会が主催

する講演会での講演，地域健康まつり等のイベ

ントでの啓発活動，新聞や地域広報誌での広報

活動，地域ラジオ局番組への出演等も行った。

平成２０年３月より調査を開始し，同９月まで

に医科から紹介された患者数は，４８名であり，

当初の予想より少数にとどまった。その理由と
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しては，啓発期間が短かったことや医師の日常

診療における多忙性，糖尿病歯周病の関連性の

患者の認識不足等が考えられた。

被験者に対して行う歯周治療法として，今回

は広島大学大学院医歯薬学総合研究科顎口腔頚

部医科学講座健康増進歯学分野の西村英紀教授

が考案した治療法を用いた。すなわち，治療初

日にブラッシング指導と全歯周ポケットへのペ

リオクリン注入，およびジスロマックを投与し，

その後週に１回，非出血性のスケーリングとペ

リオクリン注入を行い，それが終了した後は，

必要ならば SRP を行う。一方，基本治療で充

分な効果が得られた患者に対しては supportive

therapy を行う，という比較的侵襲の少ない治

療法である。これは歯周炎のマーカーとして高

感度 CRP を用いているため，侵襲が大きいと

それ自体がこの値を上昇させる因子となってし

まうからである。高感度 CRP を歯周炎のマー

カーとして用いた根拠は次の通りである。すな

わち，CRP を上昇させる最も一般的な慢性炎

症状態は肥満であるが，非肥満２型糖尿病患者

において歯周病細菌 Porphyromonas gingivalis

に対する血清抗体価と高感度 CRP 値との関連

性を検討した結果，P. gingivalis 菌に対する抗

体価と CRP 値との間に有意な正の相関が認め

られ，歯周病菌に感染すると CRP 値も上昇す

ることがわかった。さらに実際に歯周病患者に

歯周治療を施すことで CRP 値は低下するのか

どうかを検討するため，メタボリック症候群の

定義を２つ以上満たす重度歯周炎患者に対して

歯周治療を施し治療前後での CRP 値を比較し

たところ，CRP 値は歯周治療によって有意に

低下した，という報告に基づいている。本調査

においては，この高感度 CRP が１０００ng／ml 以

上を示した患者を重度歯周病として被験者に，

それ以下の患者をコントルールとして分類した。

今回，「被験者」に分類された患者の高感度

CRP と HbA1c の推移を比較検討してみると，

プロトコールに基づいた歯周治療により，１ヶ

月後には高感度 CRP は，全ての症例で１０００

ng／ml まで急激に減少している。すなわち今回

用いた抗菌剤を中心とした歯周治療法は，歯周

病原菌抑制という意味で，非常に効果的な治療

法と言うことができる。その後，この値は再上

昇する傾向が認められるが，これは抗菌療法後

の SRP や歯周外科処置の影響と考えられる。

これに対し糖尿病マーカーである HbA1c も，

高感度 CRP と同様に１ヶ月後から減少し始め，

その後高感度 CRP が上昇に転じても，この

HbA1c は継続して減少している。次に「コン

トロール」患者の結果を見てみると，今回調査

できた症例において，３ヶ月間は高感度 CRP

も HbA1c もほとんど有意な変化をしていなか

った。すなわち高感度 CRP が１０００ng／ml 以下

の軽度歯周炎患者においては，歯周治療は血糖

コントロールには大きな影響を及ぼしてはいな

かった。

以上まとめると，今回広島県歯科医師会は広

島大学大学院医歯薬学総合研究科の協力を得て，

糖尿病患者の歯周病治療指針の確立を目指した

介入調査事業を開始した。その結果，抗菌剤を

用いた歯周治療の血糖コントロールに対する有

効性が示唆されたが，症例数が少なく今後はさ

らに広域において本調査を行い，例数を増やす

必要があると思われる。また本研究は，地域に

おける医科歯科連携および患者啓発という面か

らも有益なものと思われ，今後さらに継続し展

開して行く意義があると考える。
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第二次世界大戦後，日本人の平均寿命は伸び

続け，２１世紀には男性が７０歳後半，女性は８０歳

半ば，と延長し，逆説的に言うと中々死に難く

なってきた。このような高齢化社会の中で，前

立腺がんは近年，急激に増加し続けており，臨

床的にも診断から治療にわたって高齢者特有の

問題もあって，個々の状態に応じた多様な対応

が求められている。ここでは，前立腺がん診療

の基本となる事項を中心に現況を概説する。

!．疫 学 的 事 項

我が国において，癌は１９８１年には死亡率（人

口１０万対）第一位となり，その後も死因として

増加し続けている。その死因を年代別に見ると

（図１），２０歳代，３０歳代はいずれも自殺が第

一位であるが，４０代以降は順次減少するのに対

して，癌による死亡は２０代で第三位，３０代で第

二位，４０代以降は心疾患や脳血管障害を抜いて

最多である。

性別にみると，男性の死亡数第一位は肺癌，

ついで胃癌，肝臓癌，大腸癌の順で多いが，近

年，前立腺検診の普及と理解，簡便な PSA 検

査の普及，さらには本疾患への認知度の高まり

もあって急激に増加しており，罹患率は１０万人

当たり１９．９人と第６位，癌死亡数は９，２６５人で，

男性において第７位となっている（図２）１）。

日本人男性における前立腺がん患者数は増加

しているが，発症率そのものが実際に増加して

きたか否かについて PSA の年齢階層別の分布

パターンを異なった期間で比較した報告があ

る２）。具体的には，１９９２年と２００１年に行った全

前立腺がん検診例における PSA 値の年齢階層

別分布パターンを比較した結果，両者に分布パ

ターンの差異を認めなかった。これは前立腺よ

り分泌される特異的な糖タンパクである PSA

が前立腺がん発症率の傾向を反映すると仮定す

ると，発症率は前立腺がんの生物学的特性が異

なって増えているのではないとしている（図

３）２）。また，前立腺がんは高齢者に多く，人

口１０万人対罹患率は，５０歳２．９人に比して７０歳

で１３０．７人と，年齢がリスク因子として大きな

ものであり，患者数の増加は高齢化社会へシフ

トしたことも要因の一つであろう。

― 特 別 講 演 ―

前立腺がん診療の基本と現況

碓 井 亜

!独労働者健康福祉機構中国労災病院 病院長

図２．性別ごとの癌死亡数と順位

図１．死因の年代別変化
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!．前立腺の解剖と病理

前立腺は男性のみにあるクルミ大の器官で，

膀胱の出口に位置して尿道を取り巻いて存在す

る。精液の一部である前立腺液を産生し，これ

は授精活動における精子の運動や保護に不可欠

なものである。前立腺の解剖学的構造として，

腹側は線維筋性間質が存在し，移行域が尿道を

取り囲み，中心域と共にいわゆる内腺を構成し

ている。直腸に面する背側に辺縁域があり，こ

れが前立腺液を産生し，産生された分泌物を移

送する導管がよく発達したゾーンである。言い

換えれば，発生学的に本来の前立腺であり，癌

の発生しやすい，いわゆる外腺である（図４）。

前立腺の発癌は，活性化された癌原物質の暴

露や炎症などによって生じた活性酸素が遺伝子

に損傷を与え，Proliferative inflammatory atro-

phy（PIA），ついで Prostatic intraepithelial neo-

plasia（PIN），といった前癌病変を経て前立腺

がんとなって行く３）。したがって，微細な前が

ん病巣から臨床癌へと増大して行くには長い長

い期間がかかっている。

"．前立腺がんの臨床的な特徴

臨床的な特徴として，（１）潜在癌から進行

癌まで幅広く認められ，癌の進展度に応じた治

療法が多様，（２）PSA という臓器特異的腫瘍

マーカーがある，（３）内分泌治療がきわめて

有効である，といったことをあげることができ

る。

（１）癌の進展度と多様な治療法

癌の進展度は，臨床的に偶然発見された病期

A（ラテント癌／潜在癌），前立腺内に癌病巣

が限局した病期 B，局所浸潤癌の病期 C，周囲

臓器に浸潤あるいは遠隔転移巣を有する病期

D まで４つの臨床病期に分けられ（図５），病

期 A は臨床癌に進展するまでの期間は１０年以

上と推定されている。直腸診と画像診断による

臨床病期は治療方針を決定する上で大変重要で

あるが，組織所見，患者の年齢や背景などを勘

案し，治療法を広く選択することができる。な

お，初回生検で前がん病変とされている high

grade PIN が認められた場合には，前立腺がん

の存在する危険度が高いので再生検が推奨され

ているが，再度の検査時期に関するガイドライ

ンは現時点ではまだない。

図３．日本人男性の前立腺がん発症率は増加しているのか？

図４．前立腺の Zonal anatomy
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（２）腫瘍マーカーとしての PSA

PSA は，前立腺上皮細胞から分泌されるカ

リクレイン様セリンプロテアーゼで，臓器特異

度の高い糖タンパクである。正常および前立腺

肥大症の細胞で産生された PSA は腺腔内に分

泌された後に導管を通って体外へと排泄されて

いくが，前立腺がん病巣部には導管が存在しな

いので直接リンパ・血中へ排泄される。従って，

単位組織量あたりの PSA 産生量は低くても，

前立腺がんではほとんどが血中に移行するので

比較的早期の前立腺がんでも発見しやすいとい

う大きな特徴がある。一方，PSA は正常前立

腺や前立腺肥大症でも産生されており，PSA

抗体を用いた免疫組織学的染色法では前立腺が

んより明らかに強い反応が認められることが多

い。そのため，組織に物理的な圧迫・損傷を生

じうる尿閉やカテーテル導尿後，また前立腺炎

や前立腺針生検後には PSA が血中に移行，上

昇して誤った陽性となる危険性が高いので留意

する。

血中 PSA の基準値は４ng／ml とされており，

高値例は前立腺針生検を勧める。高値例の約

１／３に前立腺がんが認められ，直腸内前立腺

触診（DRE）で硬結触知所見と合わせると約半

数が癌陽性である。なお，PSA 値４～１０ng／ml

をグレーゾーンと呼び，このレベルの男性の約

７０％が不必要な生検検査を受けることになるの

で，単位重量当たりの PSA 値（PSAD），PSA

molecular form（％ free PSA）の併用による生

検検査の絞り込みが検討されたが，ガイドライ

ンでの推奨レベルとしてはグレード C であ

る１）。逆に基準値以下（２～４ng／ml）でも約

１／４に前立腺がんが発見されるので，１度の

生検検査のみで癌がないと判断することは避

け，年に１回程度の PSA 検査で追跡する。こ

のように PSA は鋭敏で有用な検査法であるが，

万能ではない。なお，高齢になるほど PSA は

上昇するので，４０歳代２．０ng／ml，５０歳代３．０

ng／ml，６０歳代４．０ng／ml，７０歳代５．０ng／ml とい

ったように年代ごとにカットオフ値を設定し，

結果として無駄となる針生検を減らすと共に，

若年者の診断を向上させる年齢階層別 PSA も

役立つ。

（３）内分泌療法の有効性

前立腺は男性ホルモンの影響下にあり，除去

によって増殖は阻止され，男性ホルモン投与に

図５．前立腺がんの臨床病期
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よって増殖が刺激されるという Huggins 博士

の研究成果から，前立腺癌に対する各種内分泌

療法が半世紀以上にわたって行われてきた４）。

その後の研究の進展と共に，血中レベル，細胞

内レベル，さらには遺伝子レベルといった情報

伝達機構の解明がなされ，これらを契機として

新規薬剤が開発されて，副作用の多い女性ホル

モン剤から選択性のより高く，副作用の少ない

抗男性ホルモン剤へと改善され続けている。

!．診断・治療のポイント

前立腺がん診断の流れは，PSA 値測定，直

腸内前立腺触診（DRE）および経直腸的超音波

検査といったスクリーニング検査をまず行い，

癌の疑診例には前立腺生検によって組織学的に

診断する。この前立腺生検は，６～１０か所の多

部位生検を行うのが標準であるが，陰性の結果

でも担癌を完全に否定するものではなく，追跡

によって PSA 上昇などの癌を疑う場合には，

再生検する。２回目の生検では２０％，３回目お

よび４回目では，それぞれ５％および４％に癌

が見つかる可能性がある１）。確定診断例には，

MRI，CT，骨シンチグラフィーを行って局所

浸潤や遠隔臓器転移巣の有無を検索するが，

PSA１０ng／ml 未満，無症状，高・中分化癌，と

いった条件が揃えば高価な骨シンチグラフィー

は不必要である１）。

前立腺がんの治療法を大別すると，!前立腺

全摘除術，"放射線療法，#薬物療法，$積極

的な経過観察，の４つの選択肢がある。

! 前立腺全摘除術：最も根治が期待できる治

療法である。PSA 値１０ng／ml 以下，Gleason score

７以下，局所限局癌といった条件にあったもの

が標準的な適応となる。手術は下腹部からアプ

ローチする恥骨後式と会陰部切開から前立腺に

到達する会陰式があり，腹腔鏡下前立腺全摘除

術も施設によって選択できる。手術時間は３～

４時間，１～２週間程度の入院期間となる。手

術の合併症として，腹圧性尿失禁と性機能障害

があるが，神経温存例では約半数に勃起機能の

保持が期待される。腹圧性尿失禁については，

術後３カ月の時点で約２／３の症例がパッドフ

リーとなる。

" 放射線療法：体外から前立腺部に放射線を

照射し，がん細胞を死滅させる外照射法が一般

的である。手術に比べて身体的負担は少なく，

高齢者でも治療可能で，治療による痛みはない。

外来での治療も可能であるが，１日１回，週５

回の照射を７～８週間，継続する必要がある。

副作用として，早期には頻尿，排尿困難，下

痢，肛門痛が，晩期には尿道狭窄，直腸潰瘍，

性機能障害があり，さらには放射線誘発による

直腸がんのリスクが上昇する。内照射療法は周

囲臓器への放射線の影響が少ないという利点が

あり，局所に限局した高・中分化癌が適応とな

る。手技としては，前立腺がん病巣部に１２５I シ

ードを刺入する密封小線源療法と１９２Ir 高線量率

組織内照射があり，入院期間が短く，身体的負

担も手術に比して軽い。

# 薬物療法：前立腺がんにおいて，内分泌療

法にまさる化学療法はまだなく，この治療の特

徴は身体への負担が放射線療法や手術療法に比

較すると比較的少ないことである。Luteinizing

hormone-releasing hormone（LH-RH）アゴニス

ト剤単独あるいは抗アンドロゲン剤の併用療法

が最も一般的な治療である。一方では，各種内

分泌療法の効果は進行例では２年程度，と根治

的ではなく，また性機能に関連する副作用もあ

る，といった欠点もある。

$ 積極的な経過観察：PSA 監視療法とも呼

ばれており，前立腺がんの診断が確定されてい

る患者に治療が必要となるまで治療を延期する

待機療法で，早期の治療による生活の質の低下

を回避することを目標とするものである。適応

症例について，見解の一致には達していないが，

生命予後に影響を与えにくい病巣と推定される

ものが基準となり，小病巣・高分化癌に十分な

説明と定期的な PSA 監視の条件のもとに選択

する。

以上のごとく，前立腺がんの治療法の概略を
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述べたが，選択に際しては，個々の臨床病期，

組織所見，PSA 値を勘案し，年齢や全身状態，

さらには精神的な側面も含めて専門医と相談し

て，個性にあった納得のいく治療法を選択し，

医師，患者共に最終目標を共有することであろ

う。

!．前立腺がん検診の意義

癌において，早期の発見と治療は，予後を左

右する大きな要因である。前立腺がんおいては，

確定診断に必要な針生検検査の合併症として感

染や出血の危険性もあり，さらには癌が生命予

後に影響しない症例に過剰な治療を行う危険性

を指摘する意見もある。

２００７年９月厚生労働省研究班（前立腺がん検

診の有効性評価に関する検証，主任研究者浜島

ちさと）は，「現時点で，集団検診として PSA

を（市町村や職場で）実施することは認められ

ない」とする指針案をまとめた。これは検診で

の早期発見による死亡率の減少効果が不明な上，

精密検査による合併症のマイナス面が無視でき

ないとしたものである。この指針案は，市町村

の７割に影響が危惧され，普及しつつある

PSA 検診の現場に混乱を起こさせるので，直

ちに日本および米国泌尿器科学会は「前立腺が

ん検診受診による利益と不利益を広く住民に啓

発した上で，５０歳以上の男性に PSA 検診の受

診を推奨」する学会指針を公表し，論争が続い

ていた。その後，ヨーロッパでの PSA 検診に

よる死亡率減少効果に関する試験において，前

立腺がん死亡率は，PSA 検診によるスクリー

ニング群が対照群より２０％低く，PSA 検診の

有効性が明らかとなり，過剰治療に留意の上，

治療法を選択することが警告された５）。

このようなことから，日本泌尿器科学会は，

日本放射線腫瘍学会，日本人泌尿器疾患予防医

学研究会および前立腺研究財団の協力のもとに

「前立腺がん検診ガイドライン：２０１０年増補版」

を刊行した（日本泌尿器科学会ホームページ：

前立腺がん検診ガイドライン２０１０年増補版（ダ

イジェスト版）を参照）。これは，現場の医師，

保健師，医療行政担当者，受診対象者に前立腺

がん検診の意義および診療の実態を正しく理解

していただくことを目的としたものである。そ

の要旨は，「日本泌尿器科学会は，前立腺がん

死亡率を低下させる PSA 検診を推奨します。

実施に当たっては，検診受診による利益と不利

益を正しく住民に啓発した上で，適切な前立腺

がん検診システムを目指します。」としている。

以上，前立腺がんの疫学，解剖と病理，臨床

的な特徴，診断と治療の基本となる事項につい

て述べ，昨今，話題となっている前立腺がん検

診に関する現状を概説した。
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!．は じ め に

近年，膵癌患者の数は年々増加傾向にあるが，

診断時に進行した症例が多く予後は不良である。

臓器別の癌年間死亡者数の報告では，男性は５

位，女性は４位にランクされている１）。一方，

平成２１年９月に膵癌診療ガイドライン（GL）

が改訂され，危険因子，診断，治療法等の見直

しが行われた２）。

本稿では膵癌の診断と治療の現状，問題点，

新たな展開を概説するとともに，尾三地区のが

ん診療連携拠点病院である当院および尾道市民

病院を基幹病院として，尾道市医師会と協働で

取り組んできた尾道市医師会膵癌早期診断プロ

ジェクトの成果についても報告する。

"．膵癌の危険因子

表１に GL に記載されている危険因子を示す。

今回の改訂で膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）

が新たに加えられた。当院では２００１年以降，分

枝型 IPMN の治療方針を決定し，前向きに取

り扱ってきた（のう胞径が２５mm 以上，主膵管

径７mm 以上，のう胞内結節を認める症例は手

術適応）。その結果，１年以上経過観察が可能

であった８０例中（平均観察期間４．９年），６例

（７．５％）に通常型膵癌の併発を認め（図１）

（表２），厳密な経過観察が可能であった症例

は早期診断が可能であった。他施設の報告でも

通常型膵癌の併存は３～９％と報告されてお

― 総 説 ―

予後改善を目指した膵癌の診断と治療の最前線
（尾道市医師会膵癌早期診断プロジェクト）

花田 敬士（１）・飯星 知博（１）・平野 巨通（１）・佐上晋太郎（１）・弓削 亮（１）
（６）小野川靖二（１）・福本 晃（１）・天野 始（２）・日野 文明（２）・大林 諒人（２）（６）

則行 敏生（３）・中原 雅浩（３）・福田 敏勝（３）・黒田 義則（３）・森 浩希（４）

目崎 一成（４）・高澤 信好（４）・木曽 哲司（４）・伊藤 勝陽（４）・米原 修治（５）

豊田 直之（６）・中井 肇（７）・片山 壽（８）

（１）JA 尾道総合病院内視鏡センター
（２）JA 尾道総合病院消化器内科
（３）JA 尾道総合病院外科
（４）JA 尾道総合病院放射線科
（５）JA 尾道総合病院病理
（６）JA 尾道総合病院地域連携室
（７）尾道市立市民病院外科
（８）尾道市医師会

表１：膵癌の危険因子

図１：膵 IPMN に通常型膵癌（Stage!）が併発
した１例
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り３－５），IPMN の厳密な経過観察が通常型膵癌

の併存を早期に発見できる可能性が高い。

!．小膵癌の診断

従来，膵癌の早期診断は腫瘍径２cm 以下が

その目標とされてきた。ところが，２００７年に日

本膵臓学会が集計した膵癌登録症例６）から，腫

瘍径２cm 以下の症例が Stage!に該当する割

合は約２５％にすぎないことが明らかとなり，現

在さらに小径である１cm のレベルでの診断が

求められている７）。

１cm 以下の膵癌は，その７５％程度が膵癌取

り扱い規約での Stage!に該当し，Stage!の５

年生存率は約５５％と良好である（図２）６）。１

cm 以下の膵癌の場合，US，CT で直接腫瘍が

描出される頻度は少ない。膵癌は分枝膵管から

発生することが多く，腫瘍が分枝膵管を閉塞し

た結果，軽微な膵管拡張や小のう胞性病変を間

接所見として認めることが多い。一方，超音波

内視鏡（EUS）は分解能が高いため，１cm レ

ベルの膵癌においても高率な直接腫瘍描出が期

待できる。現在当センターで展開している膵癌

診断アルゴリズムを図３に示す。US，CT など

で間接所見がみられた場合，積極的に EUS を

施行し，所見に応じて EUS ガイド下穿刺吸引

細胞組織診（EUS-FNA），内視鏡的逆行性膵胆

管造影（ERCP）を施行して確定診断を行う。

当院では尾道市医師会と連携し，GL に記載

された危険因子を有する症例に積極的に US，

血中膵酵素測定を行う重要性を啓蒙した結果，

連携施設から膵精査を目的とする紹介件数が増

加するとともに，EUS の施行症例数が大幅に

増加し，膵癌症例数は“小膵癌”を含めて大幅

に増加した（表３）。特に１cm 以下の症例は

２００７年以降，１４例診断可能となった。

Stage０に該当する上皮内癌はさらに良好な

予後が期待できるが，当院では，MRCP，EUS

などで限局的な膵管狭窄がみられ，画像上“小

表２：分枝型膵 IPMN の経過観察中に発生した通常型膵癌

図２：膵癌各 Stage 別の生存曲線（文献６より
引用） 図３：膵癌早期発見のためのアルゴリズム
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膵癌”が否定できない症例に積極的に内視鏡的

経鼻膵管ドレナージ（ENPD）を施行している

（図４）。一晩のチューブ留置により，計６回

程度繰り返し細胞診を行うことで，２００７年１０月

以降，５例の上皮内癌（Stage０）を診断可能

であった（表４）。短期間で多数の膵上皮内癌

を確定診断できたことからこの方法は大きな反

響を呼び，全国から問い合わせが相次いでい

る。

表３：尾道総合病院における膵癌診断件数の推移

表４：尾道総合病院における膵上皮内癌症例

図４：内視鏡的経鼻膵管ドレナージ（ENPD）の実際
内視鏡的逆行性膵管造影では膵体部主膵管に現局的な不正狭窄がみられ（A），

狭窄より尾則に５Fr．の ENPD チューブを経鼻的に留置し（B，C），計６回膵液
細胞診を行った結果，腺癌と診断された。体尾部切除の結果上皮内癌であった。
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!．正確な組織診断

膵癌が疑われる場合，細胞診，組織診は治療

方針の決定に極めて重要な意味をもつ。これを

実践する内視鏡的アプローチ法として，前述し

た ERCP を応用した方法の他，近年 EUS-FNA

が普及してきた。EUS-FNA の正診率は穿刺針，

穿刺方法の改良などにより向上し，偶発症の報

告も極めて少数で，平成２２年４月からは保険収

載（４０００点）されたことから，膵癌の確定診断

には今後必須となる可能性が高い。当院では，

EUS-FNA を平成１７年から導入しており，平成

２２年６月までに約２００例を施行している。膵疾

患における正診率は８４％と良好な成績である。

"．正確な進行度診断

現行 GL の膵癌切除不能症例は，Stage!a の

一部と Stage!b である。進行癌における手術

適応は CT・MRI を用いて決定する場合が多い

が，進行度の判定に迷う場合がある。EUS は

US，CT で指摘できない微量な腹水を描出し，

FNA によって癌性腹水を証明できる場合があ

る（図５）。一方，Stage!a と診断された症例

において腹腔鏡を施行し，約３０％の症例に肝表

面，腹膜の微小な転移，播種を診断可能であっ

たとの報告もあり８），不要な手術を避けるため

にも重要なポイントである。

#．膵頭十二指腸切除術後症例における
内視鏡的治療

膵頭部癌における標準的術式である膵頭十二

指腸切除術（PD）後の症例では，急性期の肝

管空腸吻合不全による胆汁の腹腔内漏出を経験

図５：EUS-FNA による微量腹水の診断（膵癌症例）

図６：小腸バルーン内視鏡を用いた膵癌術後肝内結石症例に対する内視鏡的治療
肝管空腸吻合部を同定し（A），拡張バルーンで狭窄を拡張後（B），ガイドワイ

ヤーを留置し，バスケット鉗子で肝内結石を排石した。
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する場合がある。また近年，進行膵癌術後の補

助化学療法として gemcitabine 投与の有用性が

確立され，長期生存を達成する症例が増加し，

術後の肝管空腸吻合狭窄による肝内結石症など

を経験する機会が増加している。このような症

例でも，内視鏡的に肝管空腸吻合部を同定し，

胆道ドレナージや吻合狭窄に対するバルーン拡

張，砕排石術等が可能な場合がある。前方斜視

鏡である XK２４０（オリンパス社製）は起上鉗

子装置を有しており，アプローチに有用である

が，Roux-en-Y 再建等の場合，小腸バルーン内

視鏡を用いたアプローチが有用である（図６）。

当院では２００９年４月以降９例に施行し，７例で

目的とする手技を完遂可能であった。

!．内視鏡的胆道ステント治療

総胆管浸潤を伴う膵頭部癌症例には閉塞性黄

疸を併発することがある。近年，内視鏡的胆道

ステント療法が普及し，PTCD を行う症例は激

減した。内視鏡的胆道ステントには，プラスチ

ックステント（PS）を用いる方法と，metallic

stent（MS）を用いる方法がある。MS の場合

は，症例によりカバ－の有無を使い分ける。大

量の癌性腹水貯留や performance status が不良

なため，best supportive care の適応となる症例

では，cost performance の観点から PS を用い

ることが多い。MS は PS より高価であるが，

長期の開存期間が期待できるため，抗腫瘍療法

を考慮する症例ではよい適応である。現在発売

されている MS には様々な種類があり，それ

ぞれに短縮性，柔軟性，拡張力，直立する力が

異なるため，ステント毎の特徴を理解する必要

がある９）（表５）。また，膵癌の集学的治療成

績の向上により，ステント挿入後の長期生存例

が増加しており，MS の交換を要する症例も発

生している。

"．尾道地区における膵癌診断成績の変
遷

２００５年尾道市医師会 end of life ケア委員会の

中に早期膵癌診断プロジェクトが発足して５年

が経過した。膵管拡張や膵小のう胞性病変を有

する症例を，地域連携クリニカルパスを用いて

病診連携の中で見守ること，また基幹病院で精

査を，連携施設で各種血液検査を分担して施行

することを骨子とした取り組みである１０）。

その成果は，当院における EUS 検査数，新

規膵癌診断症例数，特に切除可能な小膵癌の症

例の増加に現れている。当院における２００８年の

新規膵癌登録数は４１件であったが，読売新聞平

成２２年１月３１日付けに掲載された全国主要病院

の膵癌登録数によると（表６）広島県の単一施

設での比較において最多であり，うち２０件

（４９％）が切除可能であった。術後５年生存の

症例も現れてきており，尾道地区の良好な地域

連携が，膵癌早期発見に大きく寄与しているこ

とがうかがえる。

他地区でも同様の取り組みが始まっている。

表５：各種胆道メタリックステントの特徴
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熊本市医師会では，当地区でのプロジェクトを

参考に，平成２１年１０月から同様の取り組みが開

始された。熊本市ヘルスケアセンターを中心に

現在膵癌早期診断プロジェクトが展開されてお

り，その成果が期待される１１）。

今後，膵癌早期診断プロジェクトを発展させ

るとともに，本プロジェクトを各地に展開し，

地域医療圏における膵癌早期診断のモデルの構

築を目指していきたい。なお，平成２２年６月に

筆者は日本膵臓学会膵癌診療ガイドライン改訂

委員会委員（委員長：産業医科大学消化器外科

山口幸二教授）を委嘱された。次回の改訂ガイ

ドラインは２０１３年に発行予定であるが，尾道地

区で得られた多くの知見を次回のガイドライン

改訂に生かすべく，今後も努力していく所存で

ある。

!．お わ り に

膵癌の診断と治療の最前線ならびに尾道市医

師会早期膵癌プロジェクトの成果について概説

した。日頃から本プロジェクトに御協力いただ

いている当院医師，スタッフ，並びに尾道市医

師会連携施設の諸先生方に心から感謝申し上げ

る。
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!．は じ め に

外傷による内胸動脈単独損傷は頻度の低い疾

患ではあるが１），初診時には状態が落ち着いて

いても後に血腫の増大により呼吸，循環動態に

影響を及ぼしたり２），遅発性に出血性ショッ

ク３，４，５）に陥ったりすることが報告されている。

今回我々は交通外傷より９時間後に独歩来院し，

CT にて縦隔血腫が認められた内胸動脈単独損

傷に対し，動脈塞栓術にて止血し得た症例を経

験したので報告する。

"．症 例

４８歳男性，早朝に車対車の正面衝突によりハ

ンドルで左前胸部を打撲する。シートベルト着

用，エアバッグも作動していた。現場より救急

車で救急病院へ搬送され，胸部単純写真上異常 なく鎮痛剤，シップを処方され帰宅していた。

夕刻になって体動時の胸痛，息苦しさ，左胸部

圧迫感が出現したため当院受診。

既往歴は２年前より高血圧，脳梗塞につき内

服加療中（抗凝固剤含む）。

来院時血圧１１７／８７mmHg，HR９４，SpO2９６％

血液検査では RBC４３１x１０４／!l，Hb１４．１g／dl，胸

部単純写真にて縦隔陰影の拡大を認めた。胸部

CT 早期相（図１）では前縦隔に大きな血腫を

認め，血腫の内部に造影剤の血管外漏出を認め

た。後期相（図２）では血管外漏出する造影剤

の増量を認め，出血が継続している状況と考え

られた。CTA（図３）では左内胸動脈分枝の損

傷が推測された。同日血管造影施行し，左内胸

動脈分枝からの出血を確認（図４），マイクロ

コイル計４個を用いて分枝の近位部を塞栓（図

― 症 例 報 告 ―

外傷による内胸動脈損傷に対し動脈塞栓術を施行した一例

目崎 一成・森 浩希・高澤 信好・木曽 哲司

JA 尾道総合病院放射線科

図２ 造影 CT 後期相では血管外漏出は更に広がっ
ており出血の継続が疑われた。

図１ 造影 CT 早期相では内胸動脈から離れた部位
に造影剤の漏出を認め，内胸動脈分枝からの
出血が示唆された。
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５）した。他血管からの血管外漏出なく，手技

を終了した。

翌日の CT で，血腫の縮小（図６），造影剤

の血管外漏出の消失を確認した。塞栓術から３

日後に貧血の進行もなく，症状も軽減され退院

となった。

!．考 察

胸部外傷における内胸動脈損傷の報告は稀で

あるが１），それらの報告によると本症例のよう

に初診時には安定していても，縦隔血腫の増大

により呼吸，循環動態への影響や出血性のショ

ックを生じることがあり，これらに対する十分

な注意が必要とされている。本症例は胸骨の骨

図４ 左内胸動脈からの造影では CTA での血管外
漏出に一致する部分に出血源と思しき染影を
認めた。

図３ CTA では左内胸動脈に近接する造影剤の血
管外漏出が認められた。

図５ マイクロコイル４個を用いて，血管損傷部の
分枝の近位での左内胸動脈の塞栓術を施行し
た。

図６ 塞栓術翌日の CT では血腫は縮小し，左内胸
動脈は弱いながらも血流を認めたが，造影剤
の血管外漏出は消失していた。
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折は認めず，血胸もごく少量であったため，受

傷直後の他院胸部単純写真では所見が得られな

かったものと推測される。胸壁の鈍的外傷の際

には対側の内胸動脈，腹壁動脈，肋間動脈等の

合併損傷４）にも留意する必要がある。胸部外傷

に伴う内胸動脈損傷１８例について検討した

Cliff らの報告６）によると加療された１４例中１２

例が動脈塞栓術を施行されており，血管造影が

施行しうる状況であれば動脈塞栓が第一選択の

治療と考えられる。

!．ま と め

内胸動脈損傷に対し動脈塞栓術を施行し止血

しえた症例を報告した。胸部外傷に起因する内

胸動脈損傷は稀な疾患ではあるが，遅発性のシ

ョックを起こし得る疾患であり，胸部損傷の際

には十分留意しておく必要がある。

文 献

１）小鹿雅博，佐藤信博ら：動脈塞栓術を施行

した鈍的外傷による内胸動脈損傷の１例．日

外傷会誌１８：３８４－３８７，２００４．

２）松田直之，星野弘勝ら：外傷性内胸動脈損

傷に対する動脈塞栓術の１例．日臨救医誌

４：２５２，２００１．

３）檜垣 聡，篠塚 健ら：胸部鈍的外傷に対

して動脈塞栓術を施行した１症例．日外傷会

誌２３：２１３，２００９．

４）安部智之，中塚昭男ら：胸部刺傷後左内胸

動脈に発生した仮性動脈瘤の一例．日臨外会

誌６９（７）：１６３３－１６３７，２００８．

５）Hiroaki Nomori, Takashi Ootsuka et al:

Bilateral internal thoracic artery injury induced

by blunt trauma. Jpn J Thoracic Cardiovasc

Surg５１：２１４－２１６，２００３．

６）Cliff J. Whigham Jr., Richard G. Fisher et al:

Traumatic injury of the internal mammary

artery: embolization versus surgical and nonop-

erative management. Emergency Radiology９：

２０１－２０７，２００２．
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!．緒 言

前立腺癌は，治療抵抗性となり進行していく

と後腹膜リンパ節に転移をきたすことはあるが，

初診時に巨大なリンパ節転移を伴うことは比較

的稀である。今回われわれは巨大な後腹膜リン

パ節転移を初診時から認めた前立腺癌の１例を

経験したので，若干の文献的考察を加えて報告

する。

"．症 例

患 者：５９歳，男性。

主 訴：顕微鏡的血尿，腹部腫瘤。

既往歴：特記すべきことなし。

現病歴：顕微鏡的血尿の精査のため近医を受

診。診察にて腹部腫瘤を触知し，直腸診にて前

立腺は著明に腫大し硬さはないものの表面が不

整であったため，緊急にて胸腹部 CT が行われ

た。その結果，縦隔および後腹膜の著明なリン

パ節の腫大があり悪性リンパ腫の可能性が考え

られ，また前立腺は境界不鮮明に腫大し腰椎，

骨盤骨には骨硬化像を認めたため前立腺癌の存

在も疑われた。これらの精査を目的として当科

を紹介受診した。

現症：胸腹部には表在リンパ節は触知しなか

った。腹部は軽度膨隆し，可動性のない硬い腫

瘤を触知した。直腸診では前立腺は境界不鮮明

に著明に腫大し，硬さはないものの表面が不整

で可動性は認めなかった。

血液学的検査所見：末梢血では WBC１２，３００

／mm3，RBC３９５万／mm3，Hb１２．６g ／ dl，Ht

３７．１％と軽度の白血球増多と貧血を認めた。血

液生化学検査では ALP９４４IU／l，LDH２７５IU／l

などの異常があった。PSA は１２，９１４．９０ng／ml

（正常：４．０以下）と著明に上昇していた。可

溶性 IL-２レセプターは６７９U／ml（正常：１４５－

５１９）と軽度上昇。NSE１１ng／ml（正常：１０以

下）。尿沈渣では RBC やや多数／HPF。

X 線学的検査所見：胸部 CT では縦隔に大小

の多発性のリンパ節腫大を認めた（図１）。腹

部 CT では大動脈周囲のリンパ節の著明な腫大

を認めた。骨盤内では左側優位の著明なリンパ

節腫大があり，膀胱はそれにより右側へ偏移し

ていた（図２）。また腰椎，骨盤骨には多発性

の骨硬化像を認めた。以上の所見から前立腺癌

が強く疑われたが，悪性リンパ腫の存在も疑う

必要があると考えられた。

尿路造影では両側尿管は外方へ偏移し，膀胱

は右側へ偏移し変形していた（図３）。

骨シンチでは頭蓋骨，胸椎，肋骨，腰椎，骨

― 症 例 報 告 ―

初診時より巨大な後腹膜リンパ節転移を認めた前立腺癌の１例

森山 浩之１・金岡 隆平１・石 光広１・米原 修治２・木曽 哲司３

森 浩希３・福島 雅之４

１JA 尾道総合病院泌尿器科
２JA 尾道総合病院病理研究検査科
３JA 尾道総合病院放射線科
４福島クリニック

図１ 診断時の胸部 CT
縦隔に大小の多発性のリンパ節腫大を認めた。
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盤骨に集積亢進を認め，骨転移と考えられた

（図４）。

まずは前立腺癌の存在を確認するため，前立

腺針生検を施行した。

前立腺針生検の病理組織学的所見：１０ヵ所生

検を行ったが，いずれの生検組織にも腺癌が検

出された（図５）。Gleason score は３＋５，４

＋４，３＋３，４＋３，３＋４であった。

治療経過：検査結果から T３bN１M１b，Stage

D２前立腺癌と診断した。悪性リンパ腫の合併

の可能性も否定できなかったが，まずは前立腺

癌に対して LH-RH アゴニストと非ステロイド

図２ 診断時の腹部 CT
大動脈周囲のリンパ節の著明な腫大を認めた。骨

盤内では左側優位の著明なリンパ節腫大があり，膀
胱はそれにより右側へ偏移していた。 図４ 骨シンチ

頭蓋骨，胸椎，肋骨，腰椎，骨盤骨に集積亢進を
認め，骨転移と考えられた。

図５ 病理組織学的所見
前立腺針生検では採取した１０ヵ所すべての組織

において腺癌が検出された。

図３ 尿路造影
両側尿管は外方へ偏移し，膀胱は右側へ偏移し変

形していた。

厚生連尾道総合病院医報

―３２―



性抗男性ホルモン剤による Maximum androgen

blockade（MAB）療法を開始した。治療開始後

１ヵ月では PSA は１６６．５０５ng／ml と下降し，胸

腹部 CT でもリンパ節の腫大は残存しているも

のの著明に縮小していた（図６，図７）。また

前立腺は，診断時の CT では周囲の腫大したリ

ンパ節腫瘤と一塊となって同定不能であった

が，若干腫大した構造として描出されていた。

図６ MAB 療法１ヵ月後の胸部 CT
大小の腫大リンパ節は著明縮小していた。

図８ MAB 療法５ヵ月後の骨シンチ
集積亢進は軽減していた。

図７ MAB 療法１ヵ月後の腹部 CT
後腹膜の腫大リンパ節には残存は認めるものの著

明に縮小していた。膀胱も正常位置に復していた。

図９ MAB 療法５ヵ月後の腹部 CT
後腹膜および骨盤内リンパ節はさらに縮小してい

た。
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治療開始後２ヵ月の可溶性 IL-２レセプターは

４５７U／ml と正常化していた。

以上の経過から，初診時にみられた著明な縦

隔および後腹膜のリンパ節腫大は前立腺癌の転

移であったと判断した。治療開始後５ヵ月では，

PSA は２．４５０ng／ml とさらに下降していた。骨

シンチでも集積亢進は軽減し（図８），腹部

CT でも後腹膜および骨盤内リンパ節はさらに

縮小しており（図９）順調な治療経過である。

その後も PSA は下降を続けているが，今後

は現 MAB 療法での PSA nadir を確認した後，

早期に抗癌剤の併用を開始しようと考えている。

!．考 案

近年，PSA 検査の普及に伴い比較的早期に

発見される前立腺癌が増えてきてはいるが，発

見時すでに転移を有している進行癌の症例も依

然として多いのが現状である。前立腺癌の転移

は骨がもっとも多く（７０～８９％），リンパ節，

肺と続く１）。転移巣の症状を契機として前立腺

癌が診断される例の多くは骨転移による疼痛で

あり２），リンパ節転移による症状，特に腹部腫

瘤を主訴とする症例は稀である。Corriere ら３）

は５２５例の前立腺癌患者のなかでリンパ節を体

外から触知したものは２例，竹内ら４）は１１０例

中６例のみに認めたと報告している。

自験例のようなリンパ節転移により腹部腫瘤

を呈した前立腺癌については，２００４年大仁田

ら５）が本邦１９例目の報告を行っているが，われ

われの検索ではその後２例の報告６，７）をみるの

みであり自験例は本邦２２例目の報告ということ

になる。報告例のほとんどが中分化～低分化の

悪性度の高い癌であり，PSA はいずれの例で

も１００ng／ml 以上と異常高値を示している５）。

治療としては通常の進行前立腺癌と同様にホル

モン療法が行われ，最近の症例では抗男性ホル

モン剤と LH-RH アゴニストを用いた MAB 療

法が用いられているが，いずれの症例でも初期

治療の効果は認めている。中川ら８）は前立腺癌

の巨大リンパ節転移例の特徴として経過が長い

ことをあげているが，Tolia ら９）は治療開始後

１０ヵ月で再燃後死亡した症例を報告しているし，

山本ら７）の症例も治療開始後６ヵ月でホルモン

抵抗性となり１２ヵ月で PSA が診断時以上に上

昇しているなど必ずしも経過が長いというわけ

ではないようである。また骨転移症例が少ない

ことも特徴としている８）が，増田ら１０）の報告で

は１２例中８例に骨転移を認めており必ずしも骨

転移が少ないとはいえない。

鑑別診断としては悪性リンパ腫があるが，最

近の症例では可溶性 IL-２レセプターの測定が

鑑別のために行われている。本症では可溶性

IL-２レセプターの異常はあっても軽度であり，

高度なリンパ節腫大に伴い上昇するものと考え

られる。自験例では，可溶性 IL-２レセプター

は治療開始前には軽度の異常を示したが，前立

腺癌に対する治療による腫大リンパ節の著明縮

小後には正常化している。腫大リンパ節に対す

る無用な検査を省略するためには，巨大なリン

パ節腫大があるにもかかわらず可溶性 IL-２レ

セプターの上昇が軽度である場合は，前立腺癌

に対する治療を先行させ治療経過をみた上でリ

ンパ節腫大の原因を再検討すればよいと思われ

る。

Batson１１）は前立腺の静脈系は下大静脈だけで

はなく椎骨静脈にも流入すると指摘している。

前立腺の静脈系には弁機構がないため，何らか

の原因で腹腔内圧が上昇すると静脈血の逆流が

発生するため，椎骨静脈に流入することにな

る。これが下部脊椎骨，骨盤骨に転移が多い理

由の一つである。椎骨静脈系によって前立腺静

脈系は胸部，腹部，骨盤の静脈と交通するた

め１２），今回のリンパ節転移もこのような交通に

よって生じた可能性がある。もしこの経路によ

るリンパ節転移であるならば，前述の前立腺癌

の巨大リンパ節転移例には骨転移が少ないとい

う見解にはこの点からも矛盾が生じる。

腹部に腫瘤を触れる男性患者を診察した際に

は前立腺癌のリンパ節転移の可能性も考え，直

腸診や PSA の測定などを行っておく必要があ

る。

前述のごとく本症では初期治療効果は良好で

あるが決して経過が長いわけではなく，高悪性

度の前立腺癌としての治療計画を立てていく必
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要性があると考えられる。

!．結 語

初診時より巨大な後腹膜リンパ節転移を認め

た前立腺癌の１例を経験し，若干の文献的考察

を加えて報告した。

文 献

１）久末伸一，高木良雄，ら：頚部リンパ節転

移により発見された前立腺癌の２例．臨泌，

５２：６７１－６７３，１９９８．

２）山中秀寿：前立腺癌 !診断，ベッドサイ

ド泌尿器科学－診断・治療編 改訂第３版

（吉田 修編集）南江堂２００４．P４５９－４６５．

３）Corriere JN Jr, Cornog JL, et al: Prognosis in

patients with carcinoma of the prostate. Cancer,

２５：９１１－９１８，１９９２．

４）竹内弘幸，山内昭正，ら：前立腺腫瘍の症

例と解説．横山正之，山田 喬編：泌尿器疾

患，初版，文光堂，東京，p２６４－２６７，１９８０．

５）大仁田亨，古川正隆，ら：巨大な後腹膜腫

瘤を呈した前立腺癌の１例．佐世保紀要，

３０：７１－７４，２００４．

６）甲野拓郎，北村雅哉，ら：腹部腫瘤を触知

した前立腺癌リンパ節転移の１例．泌尿器外

科，１７：１１１９－１１２２，２００４．

７）山本哲平，中川龍男，ら：巨大な傍大動脈

リンパ節腫大をきたした前立腺癌の１例．長

野松代総合病院医報，２０：４４－４７：２００８．

８）中川泰始，宮崎茂典，ら：腹部腫瘤を主訴

とした前立腺癌の一例．泌尿紀要，３４：

１８１１，１９８８．

９）Tolia BM, Nabizadeh ", et al: Carcinoma of

prostate presenting as retroperitoneal mass.

Urology,１２：４３４－４３７，１９７８．

１０）増田 均，山田巧己，ら：リンパ節転移に

伴う症状を主訴にした前立腺癌の３例．泌尿

紀要，３８：１２６０，１９９２．

１１）Batson OV: The function of the vertebral

veins and their role in the spread of metastasis.

Clin Ortho Related Res,３１２：４－９，１９９５．

１２）瀬戸輝一，矢谷隆一：前立腺癌転移様式よ

りの臨床病理学的解析．前立腺癌班研究報告，

６：２４－３３，１９８５．
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!．緒 言

非特異性限局性尿管炎は比較的に稀な疾患で，

尿路感染に伴って起こる一部分症としてとらえ

られている。急性期を経過すると炎症は急速に

消腿していくが，その中で限局性に炎症が進行

し，尿管狭窄などの所見を呈するものを非特異

性限局性尿管炎と呼び，臨床的に重要な意味を

持ってくる。原因として，尿路結石，尿路感染，

膠原病，血流障害などが考えられる。

今回，我々は尿管腫瘍との鑑別が困難で，腎

尿管全摘を施行した非特異性限局性尿管炎の１

例を経験したので，若干の文献的考察を加えて

報告する。

"．症 例

患 者 ６７歳 女性

主 訴 残尿感

既往歴 高血圧，胆石にて胆摘施行，甲状腺

腫瘍（詳細不明）

現病歴 H２２年１月１３日残尿感を自覚され当

科初診。検尿にて膀胱炎疑われ，抗生剤内服治

療開始。その際エコー検査にて，右水腎症指摘

され，精査 CT にて右尿管腫瘍を疑われた。

初診時所見 身長１５１cm，体重６８kg，血圧１３１／

８４mmHg，脈拍７４／分，体温３６．７℃

その他理学的所見に明らかな異常は認めなか

った。

入院時検査所見

血液生化学検査には異常値はなく，検尿・沈

渣では尿中白血球は異常なく顕微鏡的血尿のみ

を認めた。また，尿細胞診は陰性であった。

膀胱内視鏡検査所見

膀胱内に明らかな腫瘍性病変は認めなかった

が，右尿管口周囲の粘膜に若干の浮腫状変化を

認めた。

X 線学的検査所見

腹部 CT では右水尿管を認め，下部尿管で尿

管口から４cm に渡り全周性の濃染と内腔の狭

小化を認めた。（図１）

骨盤部 MRI においても，下部尿管壁に全周

性の壁肥厚と濃染像を認め，周囲に異常構造は

認めなかった。（図２）

逆行性尿管造影にて下部尿管に４cm の内腔

の狭窄を認め，カテーテルが通過困難であった。

狭窄部位の粘膜面は比較的整であった。（図３）

治療経過 尿細胞診が陰性で，尿路造影にて

― 症 例 報 告 ―

『非特異性限局性尿管炎の１例』

金岡 隆平１・石 光広１・森山 浩之１・米原 修治２・森 浩希３

目崎 一成３

１JA 尾道総合病院泌尿器科
２JA 尾道総合病院病理研究検査科
３JA 尾道総合病院放射線科

図１ CT
右尿管拡張と右水腎症を認める。下部尿管～尿

管口に４cm に渡り濃染が認められ，内腔が狭小
化している。
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狭窄部位の粘膜面が比較的整であるも，CT，

MRI の所見にて完全には尿管腫瘍が否定でき

なかったため，診断治療を兼ね，全身麻酔下に

右腎尿管全摘術を施行した。

切除標本 切除した標本では下部尿管壁の肥

厚は認めるも，粘膜面に明らかな腫瘍露出は認

めなかった。（図４）

病理組織学的所見

右尿管壁肥厚部の粘膜上皮には炎症性変化を

認め，粘膜下層には浮腫とリンパ球，形質細胞，

好酸球の浸潤を認めた。悪性所見は認められな

かった。（図５）

術後経過

術後経過良好にて術後１０日目に退院。現在明

らかな臨床症状は認めていない。

!．考 察

非特異性尿管炎は，腎，膀胱，尿道，内性器

などの細菌感染巣よりの上行性及び下行性の感

染に随伴して発生することが多く，尿路感染症

の一部分症として問題視されることが少ないが，

尿管に狭窄を生じ，腎機能に障害を及ぼすと臨

床的に重要な意義を有する１）。

Campbell によると，感染経路は，１）管内

性感染，２）尿管壁への直接感染，３）リンパ

図４ 切除標本
下部尿管は全周性に肥厚を認めるが，粘膜面に

明らかな腫瘍性病変は認められなかった。
図２ MRI

右尿管下端部で尿管口まで約４cm の範囲で壁の
肥厚が認められる。尿管壁が全周性に肥厚し濃染を
示しており，周囲に異常構造は認められない。

図５ 病理組織学的所見
右尿管の壁肥厚部では，移行上皮に炎症性変化

を認め，粘膜下層に浮腫とリンパ球，形質細胞，
好酸球の浸潤を認める。

図３ 逆行性尿路造影
右下部尿管に４cm の内腔の狭窄を認め，カテ

ーテルが通過困難であった。狭窄部位の粘膜面は
比較的整であった。
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行性感染，４）血行性感染がある。限局性尿管

炎に由来する狭窄発生部位は下部尿管が圧倒的

に多い２）。これは尿管炎の原因が尿道炎，膀胱

炎，前立腺炎などの下部尿路感染時の尿停滞に

伴う上行感染による尿管壁の弾力性減弱，また

は肥厚を来すためと考えられる。

非特異性限局性尿管炎の大半は急性期を経過

すると炎症は急速に消退していくが，その中で

限局性に炎症が再燃し反復すると，炎症反応は

慢性化して内腔の閉塞が漸次に進行して腰痛，

下腹部痛などの症状が持続してくる。

Dahl３）は，非特異性限局性尿管炎の診断基準

として，既往に腹膜炎，放射線治療，腎尿管の

手術，結核，腫瘍，尿管結石などがないことを

あげている。さらに診断は手術により，明確な

尿管の病巣部を確認し，尿管病巣が外因性のも

のではなく，組織検査で内因性の炎症病巣を示

すことを必要条件としており，本症例はこの診

断基準を満たしている。

非特異性尿管炎として病理所見が報告された

症例を検討すると，１）粘膜下に多数の小胞を

生ずる cistic-type（ureteritis cystica），２）粘膜

及び粘膜下に腺管構造を呈する gradular-type

（ureteritis glandularis），３）粘膜下層にリンパ

濾胞を生ずる folicular-type，４）粘膜下層にび

まん性に炎症細胞浸潤，線維化を示す prolifer-

ative-type に分類される。このうち３），４）が

いわゆる非特異性限局性尿管炎として報告され

ている４）。

本症例は，本邦報告５０例目であり，男女比は

２６対２４で性差を認めず，患側は右側２２例，左側

２３例，両側３例と左右差を認めない。部位は上

部尿管１４例，中部尿管３例，下部尿管２６例とや

や下部尿管に多く，症状として疼痛を３５例，血

尿を２４例に認めた５）。治療は腎尿管全摘が１９例

と多く，やはり尿管腫瘍との鑑別がはっきりし

なかったために，やむをえず尿管腫瘍の術式に

準じたものと考えられる。ついで尿管尿管吻合

術が１０例，尿管膀胱新吻合術が１０例であった。

保存的にステント留置にて様子観察したものが

２例あり，またステロイド使用にて改善した１

例があった。

本疾患の確定診断は，病理学的診断であり，

術前に悪性所見を完全に否定することは難しい。

ただ，尿管癌が疑われるものの，悪性の根拠に

乏しい本症例では，尿管鏡検査や同部位の生検，

術中の迅速病理組織診などを行ってもよかった

と思われる。また，保存的療法を行うときは定

期的な尿路造影，血液学的検査，尿細胞診にて

悪性所見の発生を厳重に経過観察する必要があ

る。

!．結 語

尿管腫瘍と鑑別困難であった非特異性限局尿

管炎を若干の文献的考察を加え報告した。

文 献

１）森山浩之，田中繁之，福重満，竹本剛，福

原敏行：非特異性限局性尿管炎の１例 臨床

泌尿器科４５／９，６８７－６８９，１９９１．

２）斉藤 清，高橋俊博：非特異的限局性尿管

炎の治療の検討．西日泌尿５１：６２７－６３１，

１９８９．

３）Dahl, D. S.: Segmental ureteritis: A report of

４ surgical cases. J. Urol.１０５：６４２－６４６，

１９７１．

４）横井圭介，小林弘明，安藤正，小幡浩司：

非特異性尿管炎による尿管狭窄の１例 日本

泌尿器科学会雑誌８０（３），４４９－４５０，１９８９－

０３－０２．

５）西田 智保，島本 憲司，横山 雅好：尿

管腫瘍と鑑別困難であった非特異的限局性尿

管炎 臨床泌尿器科６２／１３ １０９２－１０９５，

２００８．
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!．緒 言

尿膜管由来による疾患は稀なものとされてい

たが画像診断の進歩に伴い近年その報告は増加

している。

しかし悪性腫瘍も合併することがあり，悪性

腫瘍を合併した場合はその予後はきわめて悪い。

今回我々は排尿痛を契機に診断された感染性

尿膜管のう胞についての１例を若干の文献的考

察を加え報告する。

"．症 例

患 者：５１歳男性

主 訴：終末時排尿時痛

家族歴：特記事項なし

既往歴：慢性 C 型肝炎

現病歴：２０１０年１月１９日終末時排尿時痛出現

し同月２２日近医泌尿器科受診。膀胱鏡にて膀胱

頂部から前壁にかけて母指頭大の隆起性病変を

認めたため同月２６日当院当科紹介受診となる。

現 症：身長１７０cm，体重６２kg。血圧１４４／８７

mmH，発熱なし。

血液生化学所見：WBC７１７０ Hb１４．７ Plt２４．６

万 T-Bil０．５４GOT１００GPT８５ALP２８３ !-GTP５２１

TP７．３ Alb７．３ BUN９．７ Cr０．８ Na１４２ K４．０ Cl

１０５HBs 抗原（－） HCV 抗体（２＋）

尿所見 検尿・尿沈査：異常なし。

腫瘍マーカー：CEA１０．８（０－５．５）

CA１９－９ ６１．９（０－３７）

尿細胞診：悪性所見なし。

膀胱鏡所見：膀胱頂部付近に超拇指頭大の

solid な腫瘤を認め，腫瘤表面には発赤，充血

所見を認めた。（図１）

画像所見

造影 MRI：膀胱の前壁～頂部正中に径約２

cm の嚢状構造。周囲は被膜に覆われており，

膀胱壁内に存在するようにみえる。内部はいず

れの撮影でも尿よりは高い信号強度を示し，T

２強調像では２層に分ける水平面を形成してい

る。Dynamic study では有意の造影効果は無い

ようにみえる。存在位置からは尿膜管由来の構

造であることが疑われるが，積極的に腫瘍や膿

瘍といえるような増強効果はみられず，あると

すれば尿膜管のう胞のように思われる。ただし

粘膜下腫瘍が壊死を伴った状態との区別は困難

である。膀胱内腔との連続性はないものと思わ

れる。リンパ節の有意な腫大は認めない，との

コメントであった。（図２－A，B）

― 症 例 報 告 ―

膀胱内に発生した感染性尿膜管のう胞の１例

石 光広１・金岡 隆平１・森山 浩之１・森 浩希２・米原 修治３

福島 雅之４

１JA 尾道総合病院泌尿器科
２JA 尾道総合病院放射線科
３JA 尾道総合病院病理研究検査科
４泌尿器科福島クリニック

図１．膀胱鏡所見：膀胱頂部付近に超拇指頭大の
solid な腫瘤を認め，腫瘤表面には発赤，
充血所見を認めた。
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以上より，臨床診断は感染性尿膜管のう胞の

診断。しかし腫瘍マーカーの高値も認め尿膜管

癌も完全否定できなかったため，２０１０年３月１６

日，全身硬膜外麻酔下に尿膜管切除術（膀胱部

分切除術）を施行した。

手術所見

下腹部正中切開にて臍下部より約１０cm の縦

切開を加え，腹直筋前鞘を縦切開した。腹直筋

を十分にわけ，レチウス腔に到達し腹膜を切開。

この地点ではのう胞は明らかでなく経尿道的に

膀胱鏡にて隆起性病変を確認しながら膀胱と腹

膜の間を鈍的，鋭的剥離を行った後，腹膜を縫

合し膀胱壁に指示糸をかけ余剰正常膀胱粘膜を

付け尿膜管のう胞を切除した。のう胞より膿の

流出を認めた。膀胱粘膜を２層縫合し膀胱洗浄，

創洗浄を十分行い閉鎖式ドレーンを留置して閉

腹した。

手術時間１時間５３分，出血量約５０ml。

摘出臓器の肉眼像

横白色で表面平滑，割面には緑色調の膿が充

満していたが，膿はのう胞壁内に限局していた。

病理組織学的所見

のう胞内腔面は transitional epithelium 及び

colonic mucosa に類似した粘液産生を示す円柱

上皮よりなり，尿膜管のう胞の診断であった。

図２－A．MRI 所見：（T2 強調矢状断像）
図３－A．病理組織学的所見（弱拡大：HE 染色）

のう胞内腔面は transitional epithe-
lium 及び：colonic mucosa に類似し
た粘液産生を示す円柱上皮よりなり，
尿膜管のう胞の診断であった。

図２－B．MRI 所見：（T2 強調像）膀胱の前壁～頂
部正中に径約２cm の嚢状構造を認めた。
周囲は被膜に覆われており，膀胱壁内に
存在するようにみえ，内部はいずれの撮
影でも尿よりは高い信号強度を示し，T
２強調像では２層に分ける水平面を形成
している。Dynamic study では有意の造
影効果は無いようにみえる。存在位置か
らは尿膜管由来の構造であることが疑わ
れた。

図３－B．病理組織学的所見（強拡大：HE 染色）
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悪性所見は認めなかった。（図３－A，B）

術後経過

術後２日目で膀胱前窩のドレーン抜去，同５

日目で尿道バルーンカテーテル抜去。抜去後排

尿時痛も消失し経過良好で術後１０日目に退院と

なった。現在の地点で再燃，再発を認めていな

い。

!．考 察

尿膜管は腹膜と腹直筋膜の間を膀胱頂部から

臍方向に走る索状の上皮性構造物である。その

上端は出生時には臍に達しているものの，出生

後膀胱から約５．５cm のところに位置するとさ

れている。また尿膜管は内径約０．５～１．０mm の

管腔構造をとり成人においても１／２～１／３

の例で膀胱と交通を持つとされている１）。

尿膜管疾患の分類は，発生学的立場に立った

辻の分類２）や形態学的見地に立った BIichert-

Toft の分類３）がよく用いられている。（図４）

A は先天的に尿膜管が臍と膀胱の両方に開口

している尿膜管開口型であり，生後より臍から

尿の排泄がみられるのが特徴である。B は生後

いったん閉鎖した尿膜管が何らかの原因で種々

の程度で部分的に臍にも膀胱にも開口しない尿

膜管のう胞型であり，C は臍のみに開口する尿

膜管洞型，D は膀胱のみに開口する尿膜管憩

室型である。

今回我々が経験したのは B のタイプであり

膀胱内に突出したが膀胱内には開口していない

ものと思われる。

感染経路については，血行性（あるいはリン

パ行性）または膀胱からの上行性感染が考えら

れる。尿膜管異常のタイプにより，あるいは膀

胱との交通路の有無により異なると思われる。

基本的には，膀胱との交通がなければ血行性

（あるいはリンパ行性）経路が，膀胱との交通

があれば膀胱からの上行性経路が考えやすいと

思われる。自験例では膀胱鏡にて明らかな膀胱

との交通は無く，前述したように血行性（ある

いはリンパ行性）経路が考えやすいと思われた。

めずらしい症例では竹本ら４）の魚骨の消化管穿

通による尿膜管膿瘍の報告などが散見される。

感染性尿膜管のう胞についての起炎菌としては

一般に Escherichia coli，Staphylococcus が多い

とされている５）が，自験例ではともに起炎菌を

同定する事ができなかった。本性の診断は困難

な場合が多い。もし尿膜管が膀胱や臍と交通が

あれば排膿を認めるため診断は比較的容易とな

る。しかしさまざまな画像診断を駆使しても尿

膜管癌との鑑別が困難な場合がある。

尿膜管癌は比較的稀な疾患とされてきたが，

近年では本邦でも報告が増え，３００例を超えて

いる６）。しかし尿膜管のう胞を伴った尿膜管癌

の報告は更に少なく，調べ得た範囲では三方

ら７），時永ら８）など，本邦では６例が報告され

ている。尿膜管癌の予後は不良で，５年生存率

は６．５－４３％とされている９）。

そのほかには滑筋腫，間質細胞腫，神経線維

腫，血管腫，顆粒細胞種などの良性非上皮性腫

瘍がある。

自験例の MRI 検査では尿膜管のう胞の診断

であったが，血清腫瘍マーカーの上昇，また前

図４．Classification of urachal anomalies
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述した事によりドレナージは試みず，膀胱部分

切除に踏み切った。以前我々は同様の尿膜管の

う胞について悪性所見を完全に除外した上で経

尿道的に切除を行い経過良好な症例を経験して

いるが１０），尿膜管癌の合併が少しでも疑われる

時には尿膜管の摘除と共に膀胱部分切除術を行

うのがよいと思われた。

!．結 語

感染性尿膜管のう胞の１例を報告すると共に

若干の文献的考察をくわえた。
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!．は じ め に

嚥下は外部から水分や食物を口に取り込み，

咽頭と食道を通過させて胃へ送り込む運動であ

る。このいずれかに異常が起こることを嚥下障

害という。嚥下障害になると，食物を摂取でき

なくなるので脱水や栄養不良が起こってくる。

食物が気道に入ると肺炎の危険が生じる。また，

食べる楽しみを喪失し，QOL の低下などが起

こってくる。今回は，当科で行っている VE に

よる嚥下機能評価を中心に嚥下機能について説

明した。

"．嚥 下 各 期

嚥下はその進行に合わせて以下の６段階に分

けられる。

１）認知期

食物であることを認知する段階である。色

合い，香り，形態などによってそれが食物で

あるということを認識し，それを食べたいと

いう意欲が出てスムーズな嚥下が誘発される。

この段階では，視神経，嗅神経，触覚，聴神

経が関与する。目で見ること，匂いを嗅ぐこ

と，箸やフォークで食物の感触を触知するこ

と，ぐつぐつと煮えている音を聞くこと，食

器の音を聞くことなどで，食物を認知し食べ

ようとする行為が起こる。

食物を認知することなく，いきなり食品が

咽頭に入ると，嚥下反射が充分に起こらなか

ったり，タイミングがずれたりする。食べる

以前に，意識がはっきりしている必要がある。

意識障害があったり，睡眠剤などで覚醒が悪

い状態であったり，痴呆があったりすると，

食物を認知できず，あるいは食べるのに適さ

ない物を口に入れたりすることになり，安全

に食事ができない。無理やり食べさせると誤

嚥の危険があり，また食事が苦痛になってし

まう。

２）捕 食

食物が口元までくると口唇と前歯で口内に

取り込む。取り込んだ後は，口唇は閉鎖する。

口唇が開いたままだと，食物がこぼれたり，

唾液が流れ出たりする。

３）準備期

食物を咀嚼し，唾液と混ぜ合わせ，飲み込

みやすい大きさと形になるよう食塊を形成す

る。固形の食物は舌の運動と頬の適度な緊張

によって歯のかみ合わせの面に保持され，噛

み砕かれて唾液と混ぜ合わせられる。ゼリー

等は舌と硬口蓋の間で押しつぶすように咀嚼

される。食物は咀嚼されながら飲み込みやす

い大きさと形に整えられ，咽頭に送り込まれ

る前に舌の中央部を凹ませて保持される。

咀嚼は三叉神経，顔面神経，舌下神経の協

調運動で行われる。食物を咀嚼する間に，味

や食感を楽しみ，その刺激が脳幹から大脳に

伝えられ，脳幹網様体を賦活して覚醒レベル

を上げることになり，摂食嚥下全体に好影響

をもたらす。

口腔内保持が困難であれば，咀嚼と食塊形

成が不充分となる。舌癌や口腔癌の術後で器

質的障害がある場合も同様である。そのよう

― カンファレンス ―

当科での嚥下機能評価

森 直樹１）・岩田 和宏２）・竹田 和正３）・古家 裕巳１）・長 陽子１）

山根利予子４）

１）JA 尾道総合病院耳鼻咽喉科
２）安佐市民病院耳鼻咽喉科
３）神戸大学医学部耳鼻咽喉科
４）JA 尾道総合病院 ST
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な場合には補助器具を用いて，ゼリー状のも

のを流し込むような嚥下をすることになる。

４）口腔期

食塊を奥舌に送り込む段階である。舌が口

蓋前部に固定され，前方から後方に向かって

順に挙上すると，食塊が奥舌に送り込まれる。

食塊が奥舌に送り込まれると同時に軟口蓋が

挙上し，鼻腔への通り道を塞ぎ，食塊の鼻咽

腔逆流を防ぐと共に食塊を咽頭に送る圧力を

保つようにする。舌が口蓋前部に固定され，

軟口蓋で鼻咽腔が閉鎖された状態で口腔内圧

が上昇すると，食塊が咽頭に送り込まれる。

口腔期の病的状態では，口腔内に食物が溜

め込まれたままで嚥下できなかったり，嚥下

後も口腔内に食物が残ったり，咽頭にだらだ

らと食物が流れ込んだりするようになる。舌

の運動障害，軟口蓋の運動障害がある場合の

他に，感覚障害があると，食塊を奥舌に送り

込んだのか，あるいは残っているのかが解か

らない。手術後等で組織が欠損していてもス

ムーズな嚥下が困難になる。

５）咽頭期

嚥下反射で食塊を咽頭から食道に一瞬で運

ぶ段階である。軟口蓋が後方へ動き，舌骨が

前上方に動き，甲状軟骨（のどぼとけ）と輪

状軟骨（輪状咽頭筋が付着）が前上方に動く

と，輪状咽頭筋（下咽頭収縮筋）が弛緩し食

道入口部が開く。舌根部は後下方へ動き咽頭

後壁へ押し付けられて，食塊を咽頭から食道

に押し出す力を生じさせる。喉頭蓋は後屈し

て気管入口部を塞ぎ声門が閉鎖することによ

って，誤嚥が防止される。文字で書くと長い

が，この間は０．５秒である。

嚥下反射が遅れて起こったり，弱かったり，

誘発されなかったりすると，食塊の早期流入

や咽頭残留が生じる。喉頭閉鎖のタイミング

がずれたり，閉鎖が不充分であったりすると，

食塊が気管内へ流入する。食道入口部が開大

しないと，食塊の通過が障害される。この

０．５秒の間にいずれもが絶妙のタイミングで

起こって，安全に食塊が食道に送り込まれる

ことになる。

６）食道期

食塊が食道に入ると，食道の蠕動運動が起

こり，胃へ運ばれる。食道内の食塊の移送に

は蠕動運動，重力，腹腔内圧が関係する。臥

位よりも座位や立位の方が，食塊の通過は良

好である。

食道期の病的状態としては，食道蠕動運動

の障害，胃食道逆流症，アカラシア，食道裂

孔ヘルニアなどがある。胃食道逆流症がある

と，胃酸や消化液，細菌を含んだ食物が咽頭

に逆流し，これを誤嚥することで肺炎を生じ

る。食後２時間位は起座位をとるように留意

する。

!．誤 嚥

誤嚥を時期によって分類すると，嚥下前の誤

嚥，嚥下中の誤嚥，嚥下後の誤嚥に分けられる。

嚥下前の誤嚥とは，嚥下反射が起こる前にだら

だらと気道に食塊が入ってしまう状態である。

嚥下中の誤嚥は，嚥下反射に喉頭閉鎖のタイミ

ングが合わず，食塊が気管に入り込む状態であ

る。嚥下後の誤嚥としては，梨状陥凹部に残留

していた食塊が気管に入る，あるいは逆流して

咽頭に停滞していた食物が気管に入る状態であ

る。

"．VE（videoendoscopic examination
of swallowing：ファイバースコー
プを用いた嚥下検査）

当科では喉頭ファイバースコープを用いて，

嚥下検査を行っている。VE である。透視下に

行う VF は人手不足の問題から，実施できてい

ない。VE では，まず嚥下を行わない状態での

観察を行う。観察内容としては以下のような点

を中心にする。下咽頭癌や頸部食道癌等の器質

的異常の有無を観察する。軟口蓋の動きを観察

し，鼻咽腔閉鎖の状態を確認する。咽頭，喉頭

にミオクローヌス等の不随意運動がないか観察

する。喉頭蓋谷や梨状陥凹に唾液の貯留がない

か確認する。嚥下障害があると，これらの部位

に唾液や食物残渣が観察される。また，吸気時

に貯留物が喉頭や気管内に流入していないかど
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うかも観察する。咽頭喉頭に麻痺や知覚低下が

ないかどうか確認する。咽頭麻痺があると咽頭

収縮が不良となり，梨状陥凹には唾液の貯留が

多くなる。声帯麻痺では声門閉鎖が不充分にな

り，気管内に流入しやすくなる。また，咽頭喉

頭の知覚が低下していると，咳反射や嚥下反射

が起きにくくなる。誤嚥しそうな危険な時に咳

が出ないと，喀出できないので誤嚥してしまう

ことになる。随意的に咳をして貰って痰の喀出

を観察する。気管内の分泌物の性状や誤嚥して

いた食物が出てこないか，咳によって気管内の

誤嚥物をしっかり喀出できるかを確認する。

次に実際に食物を嚥下している状態の観察を，

エンゲリード!（嚥下検査用のゼリー）やメチ

レンブルーで着色した冷水，そしてこれにトロ

ミをつけたものを用いて行う。ゼリーや水を口

腔内に保持できるか，咽頭への早期流入が生じ

ないか，上咽頭，鼻腔への逆流がないかを観察

する。正常な嚥下では，食塊が咽頭へ送り込ま

れるのとほぼ同時に嚥下反射が起こり，咽頭収

縮が起こるので，ファイバースコープの視野は

白くなって咽頭を観察できなくなる。食塊が喉

頭蓋谷や梨状陥凹に達するのが観察できる時は，

嚥下反射の惹起が遅延していることになる。嚥

下反射が終了し咽頭収縮がとれると，ファイバ

ースコープの視野が回復する。嚥下反射終了後

に食塊が喉頭蓋谷や梨状陥凹に残留していない

かを確認する。残留があれば，空嚥下を繰り返

して，残留量の変化を観察する。残留している

食塊が喉頭内へ流入していないかも確認する。

嚥下運動終了後に声門から気管入口部を観察し

て，誤嚥していないかを確認する。咳をして貰

って，喀出物があるかどうかを確認する。気道

の知覚が低下していると誤嚥しても咳が出ない

ので，随意的に咳をして貰って確認することが

必要である。

!．水がムセやすい理由

喉頭蓋が後屈して気道を閉鎖する時，わずか

ではあるが間隙が残っている。水のようにさら

さらした液体はこの隙き間から気道に入りかか

る。しかし，声門，声門前庭が同時に閉鎖し，

さらに，わずかな呼気が起こることで排出圧を

保ち，流入が防止されている。このタイミング

がずれると，健常者でもむせやすい。液体にト

ロミをつけると，粘度が増すことによって変形

の速度が遅くなり，多少タイミングがずれても

気道に入りにくくなる。従って，錠剤を水で内

服するのは粘度の異なるものが同時に存在する

ので，嚥下は非常に難しい。

"．嚥下に影響を及ぼす状態

１）気管切開の嚥下に及ぼす影響

嚥下時には，声門が閉鎖し，気道内圧が高

くなっている。この時に食道入口部が弛緩す

ることで，食道内圧が陰圧となり，食塊は気

道ではなく食道に誘導される。気管切開され

ていると，気管孔より空気の出入りがあるの

で気道内圧が高まらず，誤嚥しやすくなる。

気管チューブのカフは，誤嚥した唾液や食

物をカフの部位で止め，気管の末梢に入らな

いようにするという利点がある。しかし，こ

のカフは喉頭挙上の時には摩擦抵抗の原因と

なったり，また，カフが食道を圧迫して食塊

の送り込みを阻害する原因となったりする。

２）嚥下と呼吸の関係

咽頭は食物の通路であると同時に，空気の

通路でもある。嚥下している時は，喉頭が閉

鎖されているので，この間は呼吸が停止して

いる。嚥下性無呼吸の状態である。食事をす

る時には嚥下のたびに嚥下性無呼吸が起こる

ので，呼吸機能が悪い患者では血中酸素濃度

が低下することになる。嚥下のためには，呼

吸機能も大切なのである。

３）直立姿勢

嚥下のためには姿勢保持や歩行などの直立

のための理学療法も必要である。胸腰椎の後

彎が強くなると，代償的に頸椎の前彎が強く

なる。嚥下には舌骨上筋群と舌骨下筋群及び

茎突咽頭筋による喉頭挙上運動が必要である。

胸腰椎後彎・頸椎前彎の状態では，頭部支持

のため舌骨上下筋群と茎突咽頭筋が過緊張と

なり，円滑な喉頭挙上運動が障害される。ま

た，腹直筋の弛緩は咳や喀出力の減弱をもた

第２０号，２０１０年

―４７―



らし，呼吸も浅く弱くなり，誤嚥しやすい状

態となってしまう。

咽頭喉頭の麻痺はない患者で，嚥下反射は

やや遅れるが，いったん嚥下反射が惹起され

ればそれなりの嚥下運動が起こるという症例

がある。それなりの嚥下運動があるのに，何

故無事に嚥下できないのか考えさせられる症

例である。このような時は，患者さんの姿勢

を見てみよう。姿勢保持のための理学療法は

嚥下のためにも大切なのである。

４）嚥下には体力が必要

片麻痺や失調でようやく車椅子に座ること

ができるかどうかの状態であったり，寝たき

りで消え入りそうな声で問いかけに返事をす

るような状態では，嚥下するだけの体力がな

い。安全に嚥下するためには，体力も必要で

ある。

５）口腔ケア

絶食状態などで口腔乾燥がある場合，舌苔

と痰の付着が見られる。円滑に摂食訓練を行

うためには，口腔乾燥に対する口腔ケアが必

要である。舌苔や痰が付着していたり，痂疲

化している状態では，汚染された粘液が気管

内に流入することになり，絶飲食になってい

ても肺炎を起こすことになる。

!．ま と め

食べる楽しみは QOL のためにも大切な要素

である。嚥下は単に口腔，咽頭・喉頭，食道の

みの問題ではなく，認知力，覚醒，呼吸，姿勢，

筋力，体力も含めた全身状態も大きく関与して

くる。嚥下リハビリテーションのためには，こ

れらのことを評価し，総合的に考えて行ってい

く必要がある。
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!．は じ め に

胃や大腸の内視鏡検査は一般的な検査法とな

っているが，小腸の内視鏡的観察は小腸の解剖

学的位置や４～６メートルに及ぶ長さにより困

難であった。また，以前よりプッシュ式小腸内

視鏡，ロープウェイ式小腸内視鏡，術中小腸内

視鏡などがあったが一般的な検査ではなかった。

近年，カプセル内視鏡１）とダブルバルーン内視

鏡２）が開発され，全小腸の内視鏡観察が可能と

なり，その有用性についての報告やさらには両

者の比較が多くされるようになった３－６）。

本稿ではこの新しい小腸の検査について紹介

する。

"．カプセル内視鏡検査

"－１ 検査の概要

最初に実用化されたカプセル内視鏡はイスラ

エルの Given Imaging 社によって開発された１）。

被検者はカプセル内視鏡を嚥下するのみで，あ

とは腸管の自然な蠕動運動によってカプセル内

視鏡が進行し，その間に内視鏡写真を撮影する。

ほとんど苦痛なく検査が可能であることが特徴

である。ただし，生検などは不能である。

現在，保険適用となっているのは上部及び下

部消化管の検査（内視鏡検査を含む）を行って

も原因不明の消化管出血を伴う患者とされてい

る。

"－２ 検査システム

カプセル内視鏡検査は，画像を撮影するカメ

ラの内蔵されたカプセル内視鏡（図１）とカプ

セル内視鏡の発信した画像情報を受信するセン

サーアレイと受信した画像情報を記録するデー

タレコーダと画像情報をダウンロードし再生す

る解析ソフトの入ったワークステーションから

なる（図２）。

"－３ 検査の手順

!前日の夕食以降絶食（下剤などを追加する

施設もある）。"センサーアレイを腹部に貼付

し，データレコーダを装着。#カプセル内視鏡

― カンファレンス ―

小腸疾患の新しい診断法
－カプセル内視鏡・ダブルバルーン内視鏡を中心に－

福 本 晃

JA 尾道総合病院内視鏡センター

図１

図２
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を嚥下。!約８時間後にセンサーアレイを取り

外し，データレコーダを回収。"データレコー

ダの情報をワークステーションにダウンロード。

#専用のソフトを使用し画像を解析。となる。

従ってリアルタイムに検査ができるわけではな

い。

!－４ 偶発症

カプセル内視鏡に特徴的な唯一といって良い

偶発症として滞留（retention）がある。定義と

して消化管の狭窄の口側に少なくとも２週間以

上とどまることとされている７）。要するに腸管

内に予期し得ぬ狭窄などがあるとカプセル内視

鏡が通過せずに体内にとどまってしまうことが

あるということである。摘出のために手術や後

述するダブルバルーン内視鏡の追加が必要にな

る。従って消化管狭窄が疑われる症例では原則

的に禁忌である。また，確定診断の済んでいる

クローン病患者も消化管狭窄を伴っていること

が多いので禁忌とされている。

!－５ カプセル内視鏡検査の問題点

前述のようにリアルタイム検査ではなく，腸

管の蠕動運動にてのみ進行するため，関心領域

を往復観察することはできない。また，送気，

送水もできないので小腸のケルクリングひだに

隠れてしまう様な病変や正常粘膜に覆われた粘

膜下腫瘍を見落とす可能性がある。また，カプ

セル内視鏡のバッテリー時間内（８～１０時間）

に盲腸まで到達しない症例も１～２割存在し必

ず全小腸観察ができないこともある。

"．ダブルバルーン内視鏡検査

"－１ 検査の概要

自治医科大学の Yamamoto らによって開発

された検査法である２）。腸管の伸展を防ぎ，か

つ短縮することによって深部小腸に挿入が可能

となっている。挿入原理については後述する。

検査は１時間以上かかることが多く，基本的に

鎮静を要する。通常の消化管内視鏡検査と同様

に生検，止血術などが可能である。保険適用に

関してはカプセル内視鏡の様な制限はない。

"－２ 検査のシステム

先端部の側面にバルーン拡張のための送気口

の開いたスコープ，スコープ先端に装着するバ

ルーン，先端にバルーンの付いた軟性のオーバ

チューブ，それぞれのバルーンの拡張と収縮を

制御するバルーンポンプコントローラから成る

（図３）。

"－３ 検査の手順

"－３－１ 挿入の原理

軟性のオーバチューブを用いることによって

腸管を伸展することなくスコープが挿入できる

ことが特徴である。スコープ先端に装着したバ

ルーンとオーバチューブ先端のバルーン（この

２つをあわせて“ダブル”バルーンである）を

拡張することによって腸管を固定し，交互に挿

入と短縮を繰り返し，オーバチューブ上に腸管

をたたみ込むことによって深部小腸への挿入が

可能となる。オーバチューブ内は親水性のコー

ティングがなされていて，水を注入することに

よりスコープが滑らかに操作できるようになっ

ている。通常は透視下で内視鏡の挿入形態をみ

ながら施行する８）。

"－３－２ 挿入経路と検査手順

挿入経路には経口的挿入と経肛門的挿入があ

る。

経口的挿入は順行性挿入とも言い，文字通り

口腔・食道・胃・十二指腸を経由し空腸へ挿入

していく。通常の上部消化管内視鏡検査と同様

に前日の夕食後からの絶食のみで検査可能であ

図３
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る。

経肛門的挿入は逆行性挿入とも言い，大腸内

視鏡と同様にまず肛門から挿入し盲腸まで到達

し回盲弁を経由し回腸へ挿入する。小腸は絶食

のみでほとんど空虚となっているが大腸内に便

が残っていると挿入ができないので大腸内視鏡

検査と同様に下剤などの前処置が必要である。

経口的挿入の場合，一回の検査で全小腸観察

できることもあるが，全小腸観察を試みる場合，

通常は検査日を分けて両挿入を組み合わせて行

う。その際には先行する挿入経路の検査時に最

挿入部に点墨やクリップなどでマーキングを施

行し，反対側からの挿入でマーキングが確認で

きれば両挿入あわせて全小腸が観察できたこと

になる。

!－４ ダブルバルーン内視鏡検査の偶発症

通常の上下部消化管内視鏡検査の偶発症であ

る消化管出血や消化管穿孔の他に，ダブルバル

ーン内視鏡検査に特有の合併症として急性膵炎

がある９）。その原因は明らかではないが，経口

的挿入時に生じる（経肛門的挿入での報告はな

い）。検査後に上腹部痛などを訴える場合には

膵炎を疑い血液検査，腹部 CT などを考慮しな

ければならない。

他には，長時間の検査で鎮静剤を使用するた

め，経口的挿入の際に誤嚥性肺炎を生じること

がある。検査中は口腔内の吸引などを行い予防

することが必要である。

!－５ ダブルバルーン内視鏡検査の問題点

検査に要する人員，時間，場所の点で通常の

消化管内視鏡検査とは異なる。まず，スコープ

の挿入・操作を行う術者とオーバチューブを担

当する助手の２人が必要である（１人法で施行

する施設もある）。さらに透視の管理や処置具

の担当者も必要であり最低３人は検査に要する。

また，１回の検査に１時間以上要することが多

い。透視下で行うことが多く，透視室の確保も

必要である。このような事情から十分な人員の

確保ができない夜間の緊急ダブルバルーン内視

鏡は困難なことが多い。また，検査時間，鎮静

の必要性などから，通常の上下部消化管内視鏡

よりも検査適応に関しては被検者の全身状態を

図４
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十分考慮し，慎重に判断する必要がある。腹部

手術の既往などで癒着があると経口的挿入，経

肛門的挿入を組み合わせても全小腸観察が困難

となることがある。

!．実 際 の 症 例

症例は黒色便を主訴に前医で上下部消化管内

視鏡検査検査を施行されるも出血源が認められ

ず，紹介となった。まず，カプセル内視鏡検査

を施行したところ，空腸に発赤調の隆起性病変

を認めた（図４a）。病変が空腸にあることが分

かったため，経口的挿入のダブルバルーン内視

鏡検査を施行した。空腸に血管性病変（血管腫）

を認めた（図４b）。小病変であったため，クリ

ップにて付着部を結紮後，高張ナトリウム・エ

ピネフリン液局注による止血術を施行した（図

４c）。以後，黒色便は消失した。

"．お わ り に

小腸疾患の新しい診断法であるカプセル内視

鏡とダブルバルーン内視鏡についてその概要と

実際について述べた。未だ一般的な検査ではな

いが，今まで発見できなかった様な病変も検出

が検出できるようになってきており，今後の小

腸病変の内視鏡診断学の発展が期待される。
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!．は じ め に

全身麻酔は鎮静，鎮痛，筋弛緩の３つの要素

から成り立っている。鎮静とは意識を消失して

いる状態で，鎮痛とは手術による痛みを取り除

くこと，筋弛緩は気管挿管や手術操作の刺激に

よる患者の体動を抑制する，手術操作を容易か

つ安全に行うことができるようにする目的があ

る。この要素が１つでも欠けると全身麻酔によ

る手術を行うことができない。現在この３つの

要素を単一の薬剤で満たすことは不可能なため，

各要素を満たす薬剤を組み合わせて投与する麻

酔方法が行われており，バランス麻酔と呼ばれ

ている。本邦でも２００７年にオピオイド鎮痛薬

（麻薬性鎮痛薬）のレミフェンタニル，非脱分

極性筋弛緩薬のロクロニウムが相次いで発売さ

れ，使用可能となった。これらの薬剤の特徴は

いずれも短時間作用性であること，長時間投与

でも蓄積性がないことであり，このことが麻酔

管理にもたらす変化について述べる。

"．レミフェンタニル（アルチバ#）

レミフェンタニルは英国 Glaxo 社（現：

Glaxo Smith Kline 社）によって合成された選

択的 !－オピオイド受容体アゴニストであり，

血液中及び組織内の非特異的エステラーゼによ

り代謝される超短時間作用性のオピオイド鎮痛

薬である。海外では１９９６年より使用されていた

が，本邦でも２００７年に使用可能となった。薬効

分類は全身麻酔用鎮痛剤（麻薬指定）で製品名

はアルチバ静注用２mg／５mg である。当院で

は２mg の剤型を採用している。

１．調製方法

レミフェンタニル製剤は凍結乾燥製剤であるた

め，注射液として投与直前に溶解する必要があ

る１）。注射液の調製には，生理食塩液または

５％ブドウ糖注射液を適量（２～５ml）バイ

アル内に注入し（２mg バイアルの場合は全量

２０ml となるよう），溶解液を１００!g/ml（＝０．１

mg/ml）となるよう希釈する１）。

２．用法・用量

シリンジポンプを使用し持続静脈内投与を行

う。麻酔導入時の基本投与速度は０．５!g／kg／

min，麻酔維持時の基本投与速度は０．２５!g／kg／

min とされ，患者の全身状態を観察し適宜増減

する。またレミフェンタニルは安定剤としてグ

リシンが添加されているため硬膜外腔およびく

も膜下腔への投与は行えない（グリシンは興奮

性アミノ酸であるため，脊髄くも膜下腔・硬膜

外腔に投与すると直接的に神経興奮作用が生じ

る）２）。

３．特 性

本邦初の超短時間作用性のオピオイド鎮痛剤

であり，鎮痛作用の発現と消失が速やかである，

侵襲刺激に応じた鎮痛のコントロールが期待で

きる（用量調節が容易），血液中および組織内

の非特異的エステラーゼによって速やかに代謝

され蓄積性がないこと，投与時間は麻酔からの

覚醒に影響を与えないといったことがあげられ

る。

― カンファレンス ―

麻酔関連新薬と麻酔管理の変化
－レミフェンタニルとロクロニウム－

石 橋 優 和

JA 尾道総合病院麻酔科
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!鎮痛作用の発現

フェンタニルが約３分であるのに対しレミフ

ェンタニルは約１分とより速やかである（図

１）。この理由は，レミフェンタニルの pKa

（薬物の５０％がイオン化される pH）が７．２６と

血液の pH よりも低いため，血液中では５０％以

上が非イオン化型で存在しており，イオン化型

と比べて脂質に溶解しやすく，容易に血液脳関

門を通過して薬物作用部位（効果部位）に移行

するためである２）。

"鎮痛作用の消失

わが国で行われた臨床試験において得られた

日本人の薬物動態パラメーター３）でも持続投与

中止後に速やかに血中から消失し，用量が異な

っても半減期は延長しない（図２）。

#用量調節が容易

薬物動態シミュレーション用ソフトウェアの

TIVAtrainer!（Euro SIVA：欧州静脈麻酔学会）

を使用し，レミフェンタニルの薬物動態パラメ

ーターを用いて投与速度変更による血中濃度お

よび効果部位（脳内）濃度の変化をシミュレー

ション解析したところ，レミフェンタニルは持

続投与速度の変更により，血中濃度および効果

部位濃度が速やかに変化し，血中濃度に効果部

位濃度が良好に追随する（血中濃度 ≒ 効果

部位濃度と考えられる）（図３）。このことはレ

ミフェンタニルの優れた調節性を示し，手術中

の変動する侵襲刺激に迅速に対応できるため鎮

痛のコントロールを容易にする。

$非特異的エステラーゼによる代謝

血液中および組織内の非特異的エステラーゼ

によって速やかに代謝され，腎機能，肝機能に

依存しないため腎機能障害患者および肝機能障

害患者に対しての用量の調節は必要としない。

図４，５は肝および腎機能障害患者と正常者に

おけるレミフェンタニル血中濃度の推移を示し

たものであるが，両者の間に大きな差は認めら

図２ 持続静脈内投与時の血中濃度の推移（文献
４より引用）

方法：亜酸化窒素，セボフルランによる全身麻酔
での手術施行患者３７例に，レミフェンタニ
ル０．１２５，０．２５，０．５μg／kg／分を持続静脈
内投与した。

図１ オピオイドの効果発現状況の比較（文献３
より引用改変）

方法：レミフェンタニルとフェンタニルを単回静
脈内投与したときの効果部位濃度の推移を
各薬物の薬物動態パラメータを用い，シミ
ュレーション解析した。

＊効果部位：実際の効果を発現すると考えられる
仮想の部位（脳の想定） 図３ 持続投与速度変更による血中・効果部位濃

度推移（文献１より引用）
方法：レミフェンタニルの薬物動態パラメータを

用いて，血中濃度と効果部位濃度をシミュ
レーション解析した。
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れない。

!投与時間は麻酔からの覚醒に影響を与えない

オピオイド鎮痛剤の作用持続時間を比較する

とフェンタニルが２０～３０分，モルヒネが１８０～

２４０分であるのに対しレミフェンタニルは３～

１０分と非常に短い７）。それゆえシリンジポンプ

での持続投与が必要となる。Context-Sensitive

Half-Time（CSHT）とは，薬物を一定の血漿中

濃度を維持するために持続静注したとき，投与

中止後血漿中濃度が５０％に減少するのに必要な

時間（半減期）を表す。一般に CSHT は持続

投与時間によって変化するが，レミフェンタニ

ルの CSHT は投与時間にかかわらず約３分と

一定である（図６）。言いかえると長時間投与

であっても蓄積性がないことがわかる。CSHT

が時間とともに急激に増大するフェンタニルと

対照的な特性である。

４．術後疼痛対策

レミフェンタニルはフェンタニルより用量調

節が容易で覚醒遅延の要因になりにくく，作用

の遷延がないため術後呼吸抑制の懸念が少ない。

さらに術中鎮痛では硬膜外麻酔を併用しなくて

も十分な鎮痛を確保できる。しかしレミフェン

タニルは蓄積性がなく，投与終了により速やか

に作用が消失するためレミフェンタニルを使用

した麻酔管理においては術後疼痛管理がさらに

重要となり，術直後から疼痛対策が必要となる。

レミフェンタニルは，投与中止により５～１０分

で鎮痛作用が消失する。そのため，術後疼痛管

理はレミフェンタニルの投与終了前から開始す

る必要がある。レミフェンタニルの投与終了時

期は，他の鎮痛剤による術後鎮痛の効果が十分

になった時点とし，術後鎮痛への切り替え時に

必要な鎮痛レベルを維持する様に注意する１）

（図７）。

図４ 肝機能障害患者及び肝機能正常者の血中濃
度推移（文献５より引用）

〈投与方法〉
肝機能障害患者注）１０例及び肝機能正常者１０例

に，レミフェンタニル０．０１２５（低用量群）または
０．０２５μg／kg／分（高用量群）で１時間持続静脈
内投与後，０．０２５（低用量群）または０．０５μg／kg／
分（高用量群）で３時間持続静脈内投与した。
注）血清アルブミン≦３．２g／dL，プロトロンビン

時間延長，病歴，肝生検により評価

図６ 持続静脈内投与後に血中濃度が半分になる
時間（文献３より引用改変）

方法：レミフェンタニルとフェンタニルの持続静
脈内投与時間と投与終了後の各々の血中薬
物濃度が５０％低下するまでの時間（CSHT）
の関係を各薬物の薬物動態パラメータを用
い，シミュレーション解析した。

図５ 腎機能障害患者及び腎機能正常者の血中濃
度推移（文献６より引用）

〈投与方法〉
腎機能障害患者注１）１５例にレミフェンタニル

０．０１２５（低用量群）または０．０２５μg／kg／分（高
用量群）で１時間持続静脈内投与後，０．０２５（低
用量群）または０．０５μg／kg／分（高用量群）で３
時間持続静脈内投与し，腎機能正常者注２）８例に
は高用量群と同じ用量を投与した。
注１）CLcr≦３０mL／min／１．７３m2

注２）平均 CLcr；約８８mL／min／１．７３m2
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#．ロクロニウム（エスラックス$）

国内に存在する筋弛緩剤を作用機序から分類

すると，脱分極性筋弛緩剤としてスキサメトニ

ウム（サクシン"→２００９年７月にスキサメトニ

ウム"に販売名称変更），非脱分極性の筋弛緩剤

としてベクロニウム（マスキュラックス"），パ

ンクロニウム（ミオブロック"）がある。ロク

ロニウム（エスラックス"）も非脱分極性の筋

弛緩剤であり，作用持続時間はベクロニウムと

同様の中時間作用性の筋弛緩剤に分類される。

短時間作用性のスキサメトニウムがもっとも作

用発現が速いため，迅速に気管挿管する必要が

あるときはスキサメトニウムが使用されてきた

が，多様な副作用のため避けられるなら使用し

たくない薬物であった。筋弛緩薬の開発の歴史

はスキサメトニウム並みの速い作用発現を実現

できる副作用の少ない非脱分極性筋弛緩薬の開

発の歴史でもある。本邦でもベクロニウム発売

以来１９年ぶり，欧米から遅れること１３年にして

ようやく２００７年１０月に臨床使用が可能となった。

その名前の由来（rapid onset curonium）どおり

これまでのベクロニウムに比べて作用発現が速

い８）。

１．調 製

ベクロニウムは水溶液中での安定性に問題が

あり水溶液製剤にできなかったため凍結乾燥品

であり，使用直前に溶解させる必要があったが，

ロクロニウムは水溶性製剤のため用時溶解の必

要がない。

２．用法・用量

通常，成人には挿管用量としてロクロニウム

０．６mg／kg を静脈内投与し，術中必要に応じて

０．１～０．２mg／kg を追加投与する。持続注入に

より投与する場合は，７!g／kg／分の投与速度

で持続注入を開始する。なお，年齢，症状に応

じて適宜増減するが，挿管用量の上限は０．９

mg／kg までとする。また，用法及び用量に関

連する使用上の注意として，作用持続時間は用

量に依存して長くなるため０．９mg／kg を挿管用

量として投与する際は注意すること，持続注入

により投与する場合は筋弛緩モニタリング装置

を用いて適切に注入速度を調節することとなっ

ている。

３．特 性

!力 価

ベクロニウム（マスキュラックス"）とロク

ロニウム（エスラックス"）の力価を比較する

とベクロニウムの ED９５は０．０５mg／kg，ロクロ

ニウムは０．３mg／kg となる。すなわち，ベクロ

ニウムの力価はロクロニウムの力価の６分の１

と低くなっている。挿管量は通常，ED９５の約

２倍量で設定されるので，ベクロニウムの挿管

量０．１～０．２mg／kg に相当するロクロニウムの

挿管量は０．６～０．９mg／kg となる。これをふま

えてロクロニウムでは０．６mg／kg が挿管量とし

て標準的に使用される。

"作用発現

力価が低い筋弛緩薬ほど作用発現が速いこと

が知られている９）。力価が低いロクロニウムは

作用発現がベクロニウムより速いため挿管完了

時間を短縮できる。国内の臨床試験として，ベ

クロニウムと比較した第!相試験の結果ではロ

クロニウムの作用発現時間は，０．６mg／kg 投与

図７ 周術期の疼痛管理の概念図
（文献１より引用）
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群，０．９mg／kg 投与群ともベクロニウム０．１mg／

kg 投与群より有意に速い結果であった。また

ロクロニウム０．６mg／kg 投与群より０．９mg／kg

投与群の方が更に速くなる傾向が示されてい

る１０）（図８）。

!作用持続時間

同じ臨床試験で挿管用量を投与した時の作用

持続時間をベクロニウムと比較した（図９）。

ロクロニウム０．９mg／kg 投与群は０．６mg／kg 投

与群に比べ，作用持続時間が有意に長くなるが

ロクロニウム群とベクロニウム群では有意差は

認められない（なお，本試験はセボフルラン麻

酔下での結果であり，セボフルランとの相互作

用によりロクロニウム・ベクロニウム両剤とも

若干作用持続時間が長い結果となっている）１０）。

以上からロクロニウムは作用持続時間において

ベクロニウムとほぼ同等の中時間作用性である。

また作用持続時間は用量依存的で，調節性に優

れる。ベクロニウムと異なり，代謝をほとんど

受けず，また代謝物にほとんど活性がなく長時

間投与を行っても蓄積されないことから持続投

与に適している。

４．筋弛緩の拮抗

筋弛緩拮抗薬として臨床的に広く使われてい

る薬剤は抗コリンエステラーゼ薬であり，現在

日本ではネオスチグミンとエドロホニウムが使

用されている。作用機序はアセチルコリンの分

解を阻害することにより神経筋接合部でのアセ

チルコリン濃度を上昇させることで，筋弛緩薬

がアセチルコリン受容体の " サブユニットか

ら遊離し，神経筋接合部から拡散する。これは

内因性のアセチルコリンによる反応であり，強

い神経筋遮断状態にある場合，すなわち筋弛緩

薬の血中濃度が高い場合は拮抗できない１１）。あ

る程度筋弛緩が回復してから投与しなければな

らない。そこで現在発売が待たれているのが新

しい筋弛緩拮抗薬であるスガマデクスである。

１９９９年に開発され，日本では２００５年より臨床試

験が開始されており現在製造販売承認を申請中

の段階である。スガマデクスはロクロニウムに

対する特異的拮抗薬であり抗コリンエステラー

ゼ薬による筋弛緩薬の拮抗とはまったく別の方

法で，ロクロニウムによる筋弛緩効果を迅速か

つ確実に拮抗する。その臨床使用が可能になれ

ば深い筋弛緩状態でも完全な拮抗が可能となり，

手術終了直前まで深い筋弛緩状態に維持するこ

ともできる（本稿執筆時，スガマデクスは２０１０

年４月に本邦でも発売開始となり，臨床使用が

可能となった）。

"．ま と め

レミフェンタニル導入により麻酔管理の変化

として覚醒遅延をきたしにくい，作用の遷延が

ないといった利点がある。またロクロニウム導

入により調節性がより容易となり，スガマデク

スが導入されれば筋弛緩作用の遷延がなくなる。

すなわちオピオイド・筋弛緩残存による手術室

滞在時間の延長や呼吸器合併症を減少させるこ

とが期待できる。

図８ 挿管用量を投与した時の作用発現時間

図９ 挿管用量を投与した時の作用持続時間
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!．は じ め に

腎，尿管疾患に対する腎摘，腎部分切除，腎

尿管全摘は，以前は開放手術で行っており経腹

的，経腰的いずれにせよ，創長は長く，患者へ

の侵襲が大きいとされていた。

そこで，当科でも創長が短く，低侵襲で術後

の回復が早い鏡視下手術を行うようになり，

２００２年８月～２００９年１０月までの７年間の鏡視下

腎摘，腎部分切除，および腎尿管全摘術につい

て検討を行ったので報告する。

"．後腹膜鏡下腎摘除術

方法は，全身麻酔下，腎体位にてカメラポー

ト，第１ポート，第２ポートをそれぞれ，中腋

窩線，前腋窩線，後腋窩線上に作成し PDB バ

ルーンにて後腹膜腔を拡張する。円錐外筋膜を

切開し，腎門部に到達し，腎動脈をクリップ，

腎静脈をエンド GIA にてそれぞれ切断し，

Gerota 筋膜の外側面を露出するよう周囲との

剥離を行い，副腎との間を切断，尿管を切断し

腎を周囲と遊離させる。

カメラポートと第２ポート間を皮膚切開し，

外内腹斜筋，腹横筋は筋肉を切断することなく，

muscle splitting にて筋層を掻き分けることで手

術侵襲を軽減し後腹膜腔に到達し腎を摘出する。

後腹膜鏡下腎摘除術，対象患者は２００２年８月

から計７８例で性別は男性４４例，女性３４例，患側

は左腎４２例，右腎３６例，年齢は３５～８７歳（平均

６５．２歳）であった。７８例中悪性腫瘍は７３例でそ

のうち腎細胞癌が６８例と９割以上で，その他悪

性上皮血管筋脂肪腫，ベリニ菅癌，腎盂・尿菅

癌であり，良性腫瘍は腎血管筋脂肪腫，腎上皮

間質混合腫瘍，膿腎症など５例認めた。

気腹時間は６５～２４０分（平均１５９分），出血量

は少量～２１００ml（平均１０６ml），合併症は腹膜

― カンファレンス ―

厚生連尾道総合病院泌尿器科における７年間の
鏡視下腎摘，腎部分切除，および腎尿管全摘術

金岡 隆平１・沖 真実２・井上 省吾２・林 哲太郎２・吉野 干城３

石 光広１・梶原 充２・田辺 徹行４・森山 浩之１

１JA 尾道総合病院 泌尿器科
２広島大学付属病院 泌尿器科
３中電病院 泌尿器科
４福山医療センター 泌尿器科
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開放８例，ポート出血３例，気胸１例（注射器

による脱気のみで保存的に回復），５００ml 以上

の術中出血２例，皮下気腫１例認めたが，重篤

な合併症は認めず，手術途中で開腹術に移行し

た症例はなかった。

創長は短く，筋肉を切開せず，後腹膜腔のみ

での操作のため術後翌日よりの歩行，食事が開

始でき，開腹術と比較すると，明らかに低侵襲

といえる。（図１～図５）

!．後腹膜鏡補助下腎部分切除術

腎腫瘍に対しての腎部分切除の適応は，両腎

に腫瘍がある，健側腎機能がない又は著しく悪

いため腎摘することで透析に移行する可能性が

ある，腫瘍径が小さく突出型である，などが挙

げられるが，近年の画像診断技術の進歩や検診

の普及により，偶然発見される小径腎癌症例が

増加しており，腎部分切除術と根治的腎摘除術

の予後が遜色ないことが判明し，CDK（慢性

腎疾患）の概念から積極的に腎部分切除を行わ

れるようになってきている。

方法は，まず全身麻酔下，砕石位にて患側に

尿管カテーテルを挿入する。その後，腎体位に

て後腹膜鏡下腎摘術同様にポートを作成し（前

腋窩腺上の第２ポートは縦切開），PDB バルー

ンにて後腹膜腔を拡張する。腎動脈遮断するた

め，クリップをかけれるよう腎動脈を十分剥離

露出し，腎腫瘍を直視下におくためには，腎全

体を下方へ可動しやすくする必要があり，腎周

囲を十分剥離し，副腎との間を遊離する。

前腋窩線上の第２ポートを抜き，直視下手術

用にポート穴から頭側に向け，６cm 程度の皮

膚切開を追加する。外内腹斜筋は筋肉を切断す

ることなく，muscle splitting にて筋層を掻き分

けることで手術侵襲を軽減する。小切開にラッ

プディスクやウンドリトラクターを装着し腎を

直視下にとらえることを確認する。再び第２ポ

ートを挿入し，腎動脈をクリップにて遮断し阻

血開始し，直視下に切り替え，腎腫瘍を周囲５

mm に正常腎をつけ切開していく。明らかな出

血，腎杯開放などに対してはバイクリルなどの

吸収糸を用いて処置を行い，始めに挿入してお

いた尿管ステントからインジゴカルミンを注入

することでその他の腎杯開放からの尿漏がない

ことを確認し，腎洞部に周囲脂肪を詰め，腎実

質を縫合する。

再び後腹膜鏡下に切り替え腎動脈クリップを

はずし，出血がないことを確認し手術を終了す

図３

図４

図５
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る。

このような開放，後腹膜鏡手術を併用する術

式を当科では行っており，２００２年８月からは計

４例行われており，性別は男性２例，女性２例，

患側は左腎３例，右腎１例，年齢は４７～７３歳で

腎癌が３例，後腎性腺種が１例だった。

総手術時間２３１分，２４２分，２２７分，１８０分，阻

血時間３０分，５１分，３５分，４７分，出血量２６９ml，

１７０ml，少量，１７６ml，４例とも切除辺縁に腫

瘍の露出は認めなかった。

術後の腎機能の温存程度は阻血時間とのみ相

関しており，今後，さらなる阻血時間の短縮が

課題とされている。（図６～７）

!．後腹膜鏡補助下経尿道的尿管引き抜
き術併用腎尿管全摘

腎盂癌，尿菅癌では一般的に患側尿路（腎尿

管）全摘が必要であり，後腹膜鏡補助下での手

術により侵襲をより少なく行えている。

特に，腎盂，上部尿菅癌では，経尿道的尿管

引き抜き術を併用することで，より一層の低侵

襲手術を行っている。

方法は１）砕石位にて，逆行性に患側腎盂に

尿管カテーテルを挿入する。２）内視鏡を経尿

道的内視鏡手術用にかえ，尿管口周囲の粘膜を

全周にわたって電気凝固する。（A）３）腎体

位に体位を変更し，型のごとく後腹膜鏡下腎摘

除術を行うが，尿管は切断しないでおく。４）

腎摘後，muscle splitting 創より腎を取り出し，

尿管を切断した後，尿管と尿管カテーテルとを

縫合固定する。（B）５）助手により尿道側の

尿管カテーテルを引っぱってもらうことにより，

尿管が裏返った状態で尿道より出てくる。（C）

『後腹膜鏡下経尿道的尿管引き抜き術併用腎

尿管全摘術』がもっとも有用と思われる腎盂・

上部尿管腫瘍の症例（術式 A）について検討

したところ性別は男１６例，女４例，年齢は４７～

８６歳（平均６８．４歳），総手術時間は１４０～３２７分

（平均２１３分）開腹では２１０分。気腹時間は７０～

１９６分（平均１１３分）術中出血量は少量～７５０ml

（平均１０９ml）開腹では３５１ml。歩行開始およ

び経口摂取開始は術後１日目，尿道留置カテー

テルの抜去は４～５日目（通常法では７～１４日）

経尿道的尿管引き抜き術の適応（Clayman や

Johnson による）としては１）low grade，low

stage の腎盂尿管腫瘍

２）下部尿管に腫瘍が存在しないこと３）尿

管が周囲組織と癒着していないこと（骨盤内手

術，炎症，放射線療法の既往のないこと）４）

重複腎盂尿管でないこと（最近，井上らが重複

腎盂尿管例においても成功したという報告をし

ている）

当科では１９９１年より本法を開始し，今回の症

例を含め５９例に施行し，５８例で成功している。

子宮筋腫の術後の症例，子宮癌の術後の症例，

腹部大動脈瘤術後の症例が各１例づつあったが，

これらでも問題なく施行できた。尿管切石術々

後の症例では，引き抜きは不成功に終わり，直

接尿管自体に手術操作が行われた例，治療量の

放射線が引き抜かれる尿管に照射された例など

図６
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には，行わないほうが望ましいと思われた。

いずれにせよ，本手術も，創長は短くでき，

開腹手術のみで行われるより明らかに低侵襲な

手術であると考えられる。（図８～１０）
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Ⅰ．緒 言

心房細動（atrial fibrillation: AF）は，頻度の

高い不整脈であり，その頻度は加齢と共に上昇

し，脳梗塞など血栓症や，頻脈による心機能低

下を引き起す疾患である。臨床的にはその持続

期間から，発作性（paroxysmal AF），持続性

（persistent AF），及び永続性（permanent AF）

に分類される。発症後７日以内に洞調律に戻れ

ば paroxysmal AF，７日以上持続すれば persis-

tent AF，permanent AF は電気的，薬理学的に

除細動不能のものとされている。persistent AF

と permanent AF をまとめて，慢性心房細動

（chronic AF）と呼んでいる。心房細動の治療

は血栓症の予防（ワーファリン）と rhythm

control（洞調律の維持），又は rate control（薬

物による心房細動の徐拍化）を患者の QOL，

心機能，全身状態など考えて行う。

抗不整脈薬による rhythm control は，徐々に

薬剤抵抗性になることが知られており，又副作

用により内服継続が困難な場合もある。１９９８年

に Haissaguerre らにより AF の多くが肺静脈

（PV）由来の異常興奮によって引き起こされ，

この起源を標的にした通電（アブレーション）

により AF が消失することが報告された１）。た

だし，肺静脈内の異常興奮部位をピンポイント

でアブレーションする方法は術後の再発が多い

上に肺静脈狭窄が起こる問題があった。肺静脈

周囲心房筋も AF の発生・維持に関与している

ことが報告され２），より左房側で肺静脈入口部

周囲を取り囲む形でアブレーションを行い，左

房と肺静脈を電気的に隔離する肺静脈隔離術

（PV isolation: PVI）が行われるようになった

（図１）。現在では Ensite system，Navx sys-

tem，CARTO system 等の３D mapping 下に上

下肺静脈を一括して隔離する，肺静脈環状隔離

法（circumferential PVI）が心房細動アブレー

ションの主流になっている３，４）。PVI の治療戦

略も改善され，成功率は上昇し，合併症の発生

も減少してきたため，当科においても２００６年よ

り PVI を開始した。２００８年以降，EnSite sys-

tem や Navx system 等の３D mapping を導入

し，症例数も徐々に増加している。心房細動に

対する PVI の適応，方法，治療成績と今後の

課題について報告する。

Ⅱ．対 象 と 方 法

対 象：２００６年１２月から２００９年１２月までに

AF に対してカテーテルアブレーション（PVI）

を行った２９症例（男性１６例，女性１３例 平均年

齢６３．７±７．５歳）を対象とした。患者背景を表

１に示す。全例が有症候性で，発作性が２１例，

持続性が７例，永続性が１例であった（図２）。

― 連携フォーラム ―

心房細動に対する高周波カテーテルアブレーション
（肺静脈隔離術）について

尾 木 浩

JA 尾道総合病院循環器科

図１．肺静脈隔離術（PV isolation）
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方 法：全例においてワーファリンによる抗

凝固療法を１カ月以上前から行い，アブレーシ

ョン前に経食道心エコーで左房，左心耳に血栓

のないことを確認した。３D CT により左房，

肺静脈，左心耳，食道の解剖学的な位置関係，

大きさを調べた。アブレーションの方法は右内

頚静脈より右房・冠静脈洞用のカテーテル電極

を挿入し，ブロッケンブロー法で左房にシース

を３本挿入した。ヘパリン投与後に左上肺静脈，

右上肺静脈にそれぞれシースを挿入し，シース

より肺静脈造影を行い，左右肺静脈・左房の位

置関係を確認した。多電極 array カテーテル

（Multielectrode array: MEA）と ring 電極，ア

ブレーションカテーテルを左房に挿入し，

MEA の先端を左心耳に留置し，電極カテーテ

ルで左房，肺静脈，食道の geometry を作成し

た。Geometry 作成後に ring 電極を肺静脈に留

置し，Non-Contact Mapping System である En-

Site ArrayTM（ESI）を用いて circumferential PVI

を行った（図３，４）。アブレーションカテー

テルは主に８mm tip（ablaze）を使用，３０～３５

W，５５度に設定し，１回２０～３０秒間のアブレー

ションを行い，局所の電位の減高を確認した。

表１ 患者背景

図２．当院で AF に対し PVI を行った症例

図３．Ensite system 使用下の肺静脈隔離術（PVI）
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Circumferential PVI にて肺静脈電位が消失した

後，左房－肺静脈間の興奮伝導の両方向性ブロ

ックを確認し，ESI でもブロックを確認した。

Circumferential PVI 後に冠静脈洞からの burst

pacing により，AF の誘発も行った。術中 ACT

（activated coagulation time）＞３００秒となるよう

にヘパリンを調節した。又，アブレーション中

はプロポフォール，チアミラールナトリウム，

ペンタゾシンにて鎮静，鎮痛を行った。

Ⅲ．結 果

circumferential PVI は急性期に全例で成功し

た。１例（paroxysmal AF）で上大静脈起源の

AF も認め，上大静脈の電気的隔離を追加した。

１回目のアブレーションで洞調律の維持成功は

２３例（７９．３％）で，慢性期に５例（paroxysmal

AF３例，persistent AF２例）で AF の再発を認

め，１例（paroxysmal AF の症例）で左房起源

の心房頻拍（AT）を認めた。AF 再発例のうち

２例（２例とも paroxysmal AF）は２回目のア

ブレーションを行い成功した。AT を認めた症

例も，右上肺静脈の前壁側で左房―肺静脈の伝

導が再開しており，同部位へのアブレーション

にて AT は消失し，更に左房―肺静脈の両方向

性ブロックを確認した。複数回での洞調律の維

持率は２６例（８９．７％）であった。１８例で通常型

心房粗動に対するアブレーションも行った。１

例で心タンポナーデを認めたが，他に重篤な合

併症は認めなかった。

Ⅳ．考 察

近年，AF に対する PVI は治療成績が向上し，

特に paroxysmal AF においては初回のアブレー

ションで抑制できる確率は５０～８０％で，２回目

で抑制できる確率は８０～９０％と報告されてい

る５，６）。当科でも同程度の成績であった。薬物

治療とアブレーションを比較した前向き試験で

は，アブレーションの優位性が報告されてい

る７）。ただし，PVI を行った症例の長期予後は

明らかではない。persistent AF，permanent AF

など AF が慢性化すると成功率は下がり，根治

のために複数回のアブレーションを必要とする

ことがある。肺静脈起源以外の AF も２０～３０％

存在するとの報告もあり８），根治率の低下の原

因となっている。非肺静脈起源としては上大静

脈，左房後壁，肺静脈入口部近傍に多い。当科

では上大静脈起源の AF を１例認め，PVI 施行

後に上大静脈の電気的隔離を追加し，１回目の

アブレーションで洞調律を維持している。ただ

し，上大静脈でのアブレーションは右横隔神経，

洞結節への障害に注意を要する。我々は上大静

脈では設定を１５～２０W，５０度に下げ，アブレー

ション部位をまずペーシングし，twitching 現

象の有無を確認後，アブレーションを行ってい

る。左房拡大例でも，PVI による根治が難しく

なるため，一般的にはエコーでの左房径４５mm

以下が適応とされているが，施設によって適応

基準が異なっている。PVI 後に AT が発生する

事があるが，これは心房のリモデリングや線維

化，アブレーションによる伝導遅延に伴い発生

する９）。PVI 後の AT にはマクロリエントリー

性（macroreentrant AT）と巣状興奮パターンを

示す focal AT に分類され，左房―肺静脈の再

伝導が関与していることが多い。PVI 後の AT

は AF よりも症状が悪化することがあり，肺静

脈を再隔離するともに１０），AT に対するアブレ

ーションも検討すべきである。当科でも PVI

後の AT を１例認めたが，肺静脈を再隔離する

ことで，AT は消失した。安全性に関しては，

AF におけるアブレーションは発作性上室性頻

拍と比べ，脳梗塞，心タンポナーデ，左心房食

図４．３D マッピングシステム： EnSite ArrayTM

（ESI）
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道瘻，出血など重篤な合併症の risk も高く，

患者に十分に説明する必要があり１１），特に高齢

者で合併症の頻度が増加する。現時点での日本

循環器学会のガイドラインでは AF における洞

調律維持目的のアブレーションの適応で class Ⅰ

はなく，自覚症状が強く，QOL 低下を伴う薬

剤抵抗性の paroxysmal AF が class Ⅱ a である。

欧米のガイドラインでは我が国より PVI の適

応は広く，今後 PVI の治療成績，安全性が高

まれば，我が国でも適応が拡大する可能性があ

ると思われる。当科では AF に対する PVI を，

原則７５歳以下，薬剤抵抗性又は副作用で薬剤が

使用できない症例，有症候性，左房径は５０mm

以下で左房内血栓がない症例を適応としている。

多くが paroxysmal AF だが，persistent AF，per-

manent AF 症例でも左房径が４５mm 以下で，薬

剤治療抵抗性，QOL が低下していれば，アブ

レーションを行うこともある。

Ⅴ．結 語

AF に対する PVI は特に paroxysmal AF にお

いて有用である。手技時間の短縮，合併症の軽

減，persistent AF，permanent AF における成功

率など克服すべき課題も多いが，手技がより安

全になり，長期成績が明らかになれば，今後

PVI の適応は更に拡大すると思われる。
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!．は じ め に

糖尿病による合併症は細小血管障害と大血管

障害に分類される。細小血管障害は糖尿病三大

合併症で知られている，糖尿病性腎症，網膜症，

神経障害である。大血管障害は第４の合併症と

も言われ，脳血管疾患，虚血性心疾患，末梢動

脈疾患が含まれる。

本稿では，当院の連携フォーラムで講演した

末梢動脈疾患（peripheral arterial disease; PAD）

の疫学，診断法，治療法について重要なポイン

トを解説する。

（日本では「閉塞性動脈硬化症 ASO」と呼ば

れるが，海外では「末梢動脈疾患 PAD」とい

う疾患名が一般的である。現在，日本において

は PAD の９０％は ASO である。従って，以下

の文章では PAD を ASO の同義語として記載

する）。

"．疫 学

PAD の患者数は，動脈硬化病変の増加とと

もに年々増加の一途をたどっており，日本では

５０～８０万人の患者が存在していると推定されて

いる。

PAD の危険因子としては，高血圧，糖尿病，

脂質異常症，喫煙，年齢などが挙げられている。

近年発表された PAD のガイドラインである

TASC（Trans-Atlantic Inter-Society Consensus）

#によると１），PAD の発症と進展に最も関与

している危険因子は糖尿病と喫煙（ともにオッ

ズ比３～４）である。その他，高血圧や脂質異

常症のオッズ比が１．５～２，腎不全が１．５～２．５，

年齢が２～３となっている。

これらの危険因子は，その他の動脈硬化性疾

患である脳血管障害や心血管疾患に共通してお

り，PAD に併存する可能性が高い。動脈疾患

患者の大規模追跡疫学調査である REACH 研

究では，PAD 患者のうち，脳血管疾患を合併

する割合は２４％，虚血性心疾患を合併する割合

は５１％と報告されている２）。このことから，

PAD は単一臓器にのみ発生する疾患ではなく，

全身疾患として認識しなければならない，とい

う polyvascular disease の概念が提唱されてい

る。

Polyvascular disease の一部分症である PAD

の生存率は，合併する重要臓器の虚血病変の進

行度に影響される。よって，PAD と診断され

た場合には，積極的に脳血管障害や心血管疾患

の有無を検査し，必要であれば PAD と並行し

て加療を行うことで，予後を改善することが可

能となる。

２００４年，米国糖尿病協会から，“糖尿病患者

の PAD は見逃されている！”との勧告がなさ

れた。さらに翌年，Lancet に“世界で３０秒に

１本糖尿病患者の足が切断されている！”とい

う衝撃的な見出しで，特集が組まれた。実際，

欧米の糖尿病足病変の有病率は日本の２～５倍，

下肢切断率も３～６倍に上っており，糖尿病患

者の入院理由の第一位となっている。日本では

欧米に比べてその頻度は低いものの，５年前と

比較するとその頻度は５倍になっており，今後

欧米並みに増加することが予測される。米国糖

尿病学会では PAD のスクリーニング対象を，

!５０歳以上の糖尿病患者全員，"５０歳未満でも

高血圧，脂質異常症，喫煙，糖尿病歴１０年以上

の患者，として，糖尿病患者の下肢切断回避に

― 連携フォーラム ―

糖尿病による末梢動脈疾患とその治療法

濱 本 正 樹

JA 尾道総合病院心臓血管外科
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力を注いでいる３）。

!．診 断 法

PAD の診断は，他疾患と同様に五感を最大

限に活用して行う。

（１）問 診

PAD の診断では，一見すると加齢に伴う身

体機能の衰えと勘違いするような以下の症状に

対して，注意する必要がある。

%朝晩に手足の冷えを強く感じる。

%厚手の靴下が手放せない。

%歩くとふくらはぎが痛くなり，休むと回復

する。

%以前は歩けた距離が今は歩けない。

%歩くと痛みが出るので湿布を貼っている。

%足の傷が治りにくい。

血管疾患（動脈および静脈）の診断上のポイ

ントは，たとえ両側に病変があっても片側に症

状が出現する（左右差がある）ことである。従

って，問診で症状の左右差を尋ねることも大事

である。

（２）視 診

急性動脈閉塞症では側副血行路が未発達で，

発症からの時間に応じて皮膚の色調にチアノー

ゼや蒼白色の変化が出てくる。一方，慢性動脈

閉塞症では，側副血行路が発達し，安静時には

皮膚色調の変化はない。しかし，下肢挙上試験

あるいは下垂試験を行うと，虚血側の色調変化

を認め，診断の一助になる。

（３）触 診

下肢には，大腿動脈（鼡径部），膝窩動脈

（膝裏），後脛骨動脈（下腿内果のアキレス腱

側），足背動脈（足背で第１趾と２趾の間）の

４か所で，動脈を触知することができる。これ

らの動脈触知の有無と左右差で，おおよその病

変の位置が推測できる。ただし，足背動脈は先

天的なバリエーションが存在し，触知困難なこ

とがある。従って，後脛骨動脈を触知できるよ

うに，日頃から繰り返し訓練しておく方が良い。

（４）聴 診

動脈が触知できない場合，ドップラー装置を

用いて動脈拍動音を聴取できるかどうかを確認

する。拍動音の強さや性質によって，血流の良

悪を大まかに判断することができる。

以上の診察によって PAD の疑いがある場合，

あるいは PAD を鑑別しておきたい場合に，次

に解説する足関節上腕血圧比（ankle bracheal

pressure index: ABI）の測定が大変有用である。

（５）ABI の測定

非侵襲診断法であり，スクリーニング目的に

最も多用されているのが，足関節上腕血圧比の

測定である。これは足関節収縮期血圧を上肢収

縮期血圧（左右で高い方）で除して求める。正

常値は０．９～１．３である。０．９以下で PAD が疑

われる。ただし，糖尿病や維持透析患者では，

動脈の中膜石灰化により狭窄が存在していても

ABI が正常～高値を示すため，解釈に注意を

要する。

ABI の測定で異常値が出た場合に，病変の

位置と程度を確認し，治療法を選択するために

画像検査を実施する。

（６）画像診断

画像検査は!造影 CT 検査，"MRA 検査，

#血管造影検査，$超音波検査，などがあげら

れる。当院で最も多用している検査は，外来で

施行可能な!造影 CT 検査である。被爆と造影

剤の使用という欠点はあるものの，空間分解能

が高く詳細な三次元像が得られる。下肢動脈全

体を評価でき，石灰化の有無を確認できるなど，

手術に必要な多くの情報も得ることができる。

"MRA 検査は空間分解能が CT や血管造影検

査に比べて劣るため，当院ではあまり施行して

いないが，造影剤を使用しないため画像スクリ

ーニングには有用である。#血管造影検査は

CT よりも少ない造影剤で鮮明な画像を得るこ

とができ，画像診断の golden standard である。

しかし入院を要することとカテーテルを挿入す

るという侵襲性が欠点である。$超音波検査

は，造影剤を使用せずに非侵襲的に繰り返し検

査できる利点を有し，当院でも積極的に行って

いる。リニア型探触子（７～１０MHz）あるい

はコンベックス型探触子（３～５MHz）を用
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いて，腸骨動脈～大腿動脈～膝窩動脈～下腿動

脈まで幅広く検査することができる。血管壁の

性状（内膜肥厚，プラーク，石灰化の有無）や

血流の有無，血流波形のパターンを観察し，動

脈の開存性や血行動態を評価することができる。

しかし，部分的な評価にとどまり，下肢動脈全

体像の把握が困難である。

!．重症度分類

慢性動脈閉塞の臨床症状の重症度分類として

有名なのが Fontaine 分類である。'度（軽症）

～*度（重症）まで４段階あり，'度が無症状，

しびれ感，冷感，(度が間欠性跛行，)度が安

静時疼痛，*度が潰瘍や壊死である。間欠性跛

行とは，歩き始めは無症状であるが，しばらく

歩くと下肢のだるさや痛みで歩けなくなり，数

分休むと再び歩ける症状を指す。この間欠性跛

行を主訴とする PAD 患者が７０～８０％を占める。

間欠性跛行を生じた患者の５年後の転帰を図

１に示す。７０～８０％は病期の進行はなく安定し

た跛行を呈する。１０～２０％は症状が増悪し，跛

行距離が短縮する。５～１０％が Fontaine )度

や*度である重症虚血肢に進行する。この重症

虚血肢を呈した患者の内，下肢切断に至るのが

約４０％で，心血管合併症で死亡するのが約２０％

である。従って，間欠性跛行を呈する患者の内，

下肢切断に至る割合は１～３％ということにな

る１）。

"．糖尿病に合併する PAD の特徴

糖尿病に合併する PAD は diabetic atheroscle-

rosis と言われ，以下のような特徴を有する。

!若年より発症する，"大動脈・腸骨・大腿動

脈領域である中枢病変から下腿動脈領域である

末梢病変まで，両側性・多発性に発症する（図

２A），#下腿動脈の粥状硬化性多発分節閉塞

を呈し，末梢血管抵抗が上昇している（図２

B），$内膜に加えて，中膜硬化症（Moenke-

berg 型石灰化）を有する，%末梢神経障害に

伴う微小循環障害（生理的動静脈シャントが常

に開放状態となる）を有する，&血小板凝集能

の亢進や赤血球変形能の低下を認める。糖尿病

合併 PAD は非糖尿病例に比べ，以上のような

特徴を有するがために，下肢の虚血はより複雑

化かつ重症化しており，治療を難しくしている。

図２．糖尿病に合併した PAD の造影 CT 像
A．両側外腸骨動脈の高度狭窄（矢印），両側浅
大腿動脈の閉塞（括弧）を認める。腹部大動
脈には広範な石灰化像（白い斑点）を認める。
下腿動脈は３本とも開存していた。

B．腹部大動脈から膝窩動脈まで狭窄および閉塞
病変は認めないが，３本ある下腿動脈は，左
は１本（後脛骨動脈）のみ末梢へ灌流し，右
は３本とも閉塞している。図１．間欠性跛行患者の５年後の転帰
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#．治 療 法

PAD に対する治療は，!薬物療法，"運動

療法，#血行再建術（血管内治療（カテーテル

治療）と手術療法），$再生治療の大きく４つ

に分けられる。

Fontaine 分類別の治療法の選択を表に示す

（表１）。PAD の大部分を占める Fontaine &度

（間欠性跛行）の患者に対する治療目的は，歩

行能力の回復による QOL の改善である。薬物

療法，運動療法，血行再建術（血管内治療，手

術）を単独あるいは組み合わせて治療を行う。

画像検査で治療可能な狭窄もしくは閉塞病変を

認めていても，無症状（Fontaine %度）であれ

ば積極的な治療対象にはならない。Fontaine '

度および(度の重症下肢虚血は，肢切断の回避

が主目的であり，早急な血行再建術が最も有効

で第一選択の治療となる。

! 薬物療法

内服薬と注射薬に分けられる。内服薬は，血

小板凝集抑制作用と血管収縮抑制作用を併せ持

つ薬剤を用いる。使用頻度の高い薬剤は，シロ

スタゾール（プレタール)），塩酸サルポグレラ

ート（アンプラーグ)），ベラプロストナトリウ

ム（ドルナー)，プロサイリン)）である。

プレタール)は，跛行症状を改善する第一選

択薬として TASC &にも記されており，唯一

エビデンスの確立した内服薬である。使用上の

注意点としては，頻脈を認めるため，うっ血性

心不全患者には禁忌となっている。アンプラー

グ)は１日の内服回数が多い（１日３回毎食後）

欠点があるが，２日間の休薬で効果が消失する

ため，手術や観血的検査前の長期間の抗血小板

薬中止がためらわれる患者には最適の内服薬で

ある。内服薬は Fontaine 分類%～&の軽症例

から中等症例に使用される。尚，抗血小板作用

しかないアスピリンなどは治療効果がないこと

が報告されている４）。

血行再建術後にも抗血小板薬は必須となるが，

人工血管を用いたバイパス術後には抗凝固薬で

あるワーファリンも併用する。

注射薬には，血管拡張薬であるアルプロスタ

ジル（パルクス)，リプル)），抗血栓薬である

アルガトロバン（スロンノン)，ノバスタン)）

を用いる。注射薬は手術療法（動脈バイパス

術）後や Fontaine 分類'～(の重症例に用い

られる。薬物療法で症状が軽減するのは軽症例

のみであり，中等症から重症例は血管内治療や

手術療法を施行できなければ，症状の軽減は得

られない。

" 運動療法

対象は Fontaine %～&の軽症例である。

TASC &では，すべての PAD 患者に対する初

期治療の一環として，監視下運動療法を推奨し

ている。ドレッドミルやトラックを利用し，中

等度の跛行が生じるまで歩行を行い，休憩をは

さんで再び同様の歩行運動を行う，歩行―安静

―歩行の間欠的歩行運動が基本となる。虚血を

誘発しないと血管新生は起こらないので，跛行

症状が出現するまで歩行運動を行う必要がある。

時間は，最初は１日３０分，週３回行い，歩行時

間の増加に応じて，１日６０分，週５回の頻度ま

で延長する５）。運動療法の問題は，このプログ

ラムを実施できる施設と監督者が必要である，

という点であり，すべての施設で実施できるわ

けではない。監視下運動療法が困難であれば，

在宅で積極的に運動をして頂くよう指導する必

要がある。

また，血行再建術（血管内治療，手術）後の

運動療法も重要である。それは血行再建術によ

り血流が改善しても，必ずしも歩行距離は延長

しないからである。その原因は筋力低下や関節

可動域の悪化などによる歩行能力の低下であり，

術後の適切な運動療法，運動指導が歩行距離を

延ばすことにつながる。

表１．PAD に対する Fontaine 分類別の治療方法
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! 血行再建術（血管内治療，手術療法）（図

３）

狭窄あるいは閉塞した血管を治療用バルーン

やステントを用いて拡張し，再灌流を得る方法

が血管内治療であり，人工血管や自家静脈を用

いてバイパス経路を作成する方法が手術療法で

ある。薬物療法や運動療法に比べて侵襲性は高

いが，最も効果的に血流を増加させることがで

きる。Fontaine !～#度の患者が対象である

が，Fontaine "，#では第一選択となる。血管

内治療と手術療法の選択は，治療対象病変の性

状（狭窄か閉塞か），部位（腸骨動脈領域か，

大腿膝窩動脈領域か，下腿動脈領域か），病変

長，患者の状態（脳血管および心血管疾患など

の合併疾患の有無やその程度など）により，個

別に判断する。大まかな基準では，血管内治療

は腸骨動脈および大腿動脈の短距離の狭窄病変

が第一選択として推奨されており，手術はすべ

ての領域の長距離の狭窄および閉塞病変が適応

となる。しかし，近年，デバイスの進歩により

血管内治療の適応が拡大し，かなり末梢の病変

や長距離の閉塞病変に対しても施行されている。

血管内治療と手術の治療成績（開存率）を見る

と，血管内治療が手術を上回ることはない。低

侵襲を謳い文句に血管内治療の適応を無制限に

拡大することは慎重でなければならない。

" 血管再生治療

血管再生治療は，骨髄細胞，血管内皮幹細胞，

iPS 細胞，ES 細胞など細胞を用いた細胞治療

と血管新生因子を用いた遺伝子治療に分けられ

る。

細胞治療は，自己骨髄単核球細胞移植の有用

性を報告した TACT study６）以来，多くの施設

で実施されている。骨髄には血管内皮前駆細胞

や血管新生を促すサイトカインを分泌する間質

細胞や造血幹細胞が多く含まれる。全身麻酔下

に腸骨骨髄から採取したこれらの細胞群を採取・

濃縮して虚血部に筋注する。適応は，Fontaine

"～#度で上記のいかなる治療を行っても治癒

しない症例となっている。

遺伝子治療は，血管新生を促進する増殖因子

をコードした遺伝子を導入して，局所で増殖因

子を分泌させ，血管新生を刺激する方法である。

１９９４年に米国タフツ大学が，内皮細胞増殖因子

VEGF の naked plasmid を PAD 患者に筋注し，

血流改善効果を示したのが，下肢虚血に対する

世界初の遺伝子治療となった７）。血管新生活性

を有する増殖因子には，VEGF の他に肝細胞増

殖因子 HGF や線維芽細胞増殖因子 FGF など

があり，これらの増殖因子を用いた臨床試験が

数多く進行中である。この中で PAD 患者への

多施設二重盲検試験（第"層臨床試験）で有用

性が証明されているのは HGF のみである８）。

現在，認可を受けて臨床使用されている遺伝子

治療はまだ存在しないが，その有用性と安全性

について十分に検討されれば，多くの患者にと

って有効な治療法となる可能性がある。

図３．症例（７６歳，男性）
５０m 歩行すると両下肢（特に左が強い）のふ
くらはぎの痛みが出現していた。既往歴として，
糖尿病，脂質異常症，高血圧がある。ABI は，左
０．２７，右０．４９と低下していた。造影 CT 検査では，
両側外腸骨動脈の高度狭窄，両側浅大腿動脈の閉
塞を認めた。治療は，血管内治療とバイパス手術
の hybrid 治療を行った。まず，左外腸骨動脈狭
窄に対して血管内治療（ステント留置術；図 A
黒矢印）を行った。その１ヶ月後に大腿―大腿動
脈交差バイパス術（図 A 白矢印），両側大腿―膝
窩動脈バイパス術（図 B 白矢頭）を行った。術
後 ABI は左０．８６，右０．８２と改善し，症状も消失
した。
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!．ま と め

以上，末梢動脈疾患の疫学，診断，治療につ

いて報告を行った。
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!．は じ め に

AFP 産生胃癌および胃癌肉腫はともに頻度

の低い腫瘍であり，今回のような AFP 産生性

の胃癌肉腫は文献上も報告例がない。今回我々

は貴重な症例を経験したのでここに報告する。

"．症 例

【患 者】６０代，男性

【主 訴】腹部膨満感

【現病歴】初診２ヶ月前頃より食欲低下が出現

し，腹部膨満感および体重減少を自覚した。２

日前に近医を受診し，上部消化管内視鏡検査に

て胃前庭部小弯側を中心として全周性に広がる

Borrmann３型の病変を認め，進行胃癌を強く

疑われた。精査加療目的にて当院紹介入院した。

【既往歴】４０年前 虫垂炎で虫垂切除。３０年前

より高血圧。５年前に喘息の治療歴あり。

【家族歴】兄一人が肝癌

【入院時現症】身長１６２．５cm 体重５６．４kg 血

圧１６０／８２mmHg 体温３６．４℃ 脈拍１１６回／分

SpO2９５％（room air）眼瞼結膜に貧血を認めず

心肺に異常を認めず。腹部は心窩部に移動性，

圧痛のない硬結を触知する。頚部リンパ節，鎖

骨上リンパ節を触知せず。

【入院時血液検査所見】

Hb１１．１g／dl と軽度の貧血，および Alb３．７g／dl

と軽度の低蛋白血症を認めた。また CRP は

２．７７mg／dl と軽度上昇していた。腫瘍マーカー

は CEA，SLX が高値であったが CA１９‐９は正

常範囲内であった。（表１）

【上部消化管内視鏡検査所見】

入院時の上部消化管内視鏡検査（GIF）では，

数ヶ所の潰瘍を伴う胃前庭部小弯側を中心とし

て大弯側まで及ぶ全周性の腫瘍を認めた。病変

は幽門輪を超えて十二指腸球部まで及んでおり，

口側は体下部まで粗造な粘膜面として広がって

いた。体下部の粘膜面より生検し，中分化型腺

癌を認めた。（図１，２）

― Ｃ Ｐ Ｃ ―

興味ある経過を呈した胃腫瘍の一例

寿美 裕介１）・花田 敬士２）・米原 修治３）

１）JA 尾道総合病院臨床研修医
２）JA 尾道総合病院内視鏡センター
３）JA 尾道総合病院病理研究検査科

表１ 入院時血液検査所見

図１ 上部消化管内視鏡検査（入院時）
前庭部小弯側を中心とする全周性の腫瘍をみとめた。
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【腹部 CT 所見】

胃壁の肥厚を認め，腫瘍は胃体下部より十二

指腸球部に及んでいた。腹腔動脈周囲リンパ節

である９番リンパ節，左腎静脈より足側の大動

脈周囲リンパ節の腫大も認めた。肝臓へ明らか

な転移は認めず，肝表面に少量の腹水を認めた。

（図３）

【臨床経過】

以上より進行胃癌 cT４ N３MX cStage!と診

断。手術療法の適応なく，進行胃癌に対する化

学療法の標準的なレジメである S‐１単独療法を

開始した。入院後８日目より S‐１（１２０mg／day）

を開始するも，開始後７日目に頚部に皮疹が出

現したため一時中断し，消退を待ってから８０

mg／day に減量して CDDP（８０mg／day）を併用

するレジメに変更した。１クール終了時に効果

判定のための GIF を行った。前壁側は体下部

まで進展していたが，その他の部位はほぼ前庭

部に限局しており，腫瘍の肉眼的縮小を認め

た。（図４）そのためこのレジメを継続し，５

か月間で合計４クール施行した。４クール終了

時に GIF を行ったところ，小弯側は粗造な粘

膜面が胃体上部まで，大弯側は体中部まで広が

っており，前庭部周囲の腫瘍は明らかに増大し

ていた。（図５）同時期に撮影した腹部 CT で

も胃壁の肥厚は増悪しており，小弯側，腹腔動

脈周囲，腹部大動脈周囲のリンパ節も増大して

いた。以上より PD と判定し，レジメを S‐１

図２ 生検組織の HE 染色弱拡大像

図４ 上部消化管内視鏡検査（１クール後）
腫瘍の明らかな肉眼的縮小を認めた。

図５ 上部消化管内視鏡検査（４クール後）
粗造な粘膜面の増大を認めた。

図３ 腹部 CT（入院時）
胃体下部から十二指腸球部にわたる壁肥厚および大
動脈周囲リンパ節の腫大を認めた。肝への転移は認
めなかった。肝表面に少量の腹水を認めた。
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（８０mg／body）＋CPT１１（１２０mg／body）に変更し

た（初診後６ヶ月目より開始した）。

２クール目終了時の CT，GIF では縮小効果

なく，N. C. であった。３クール目終了時点で

CEA が前回１６８．２→２４７．８ng／ml，CA１９‐９が

３４．５→４５．０U／ml と上昇傾向を認めたため，S‐

１（８０mg／body）＋PCT（１２０mg／body）にレジメを

変更した。S‐１＋PCT １クール施行後は外来

化学療法を継続する予定であったが，食後の膨

満感が増悪し食事摂取困難となったため入院し

た。GIF を施行したところ腫瘍は増大し，幽門

輪の認識は困難でスコープは通過しなかった。

小弯側は穹窿部まで広がっていたが，胃体中部

大弯側の粘膜は正常で進展性も良好であった。

同時に施行した上部消化管造影検査では，前庭

部から十二指腸球部にかけて狭窄しており，ガ

ストログラフィンはほとんど通過しなかった。

このままでは食事摂取できず，化学療法の継続

も困難となるため胃空腸吻合術を施行した。腹

腔内には少量の腹水を認め，洗浄細胞診を行っ

たところ adenocarcinoma を認めた。胃体下部

から幽門部にかけて壁の肥厚および漿膜への浸

潤を胃表面に多数認めた。大網，横行結腸間膜

より尾側では腸間膜のリンパ節腫大や播種性病

変はごく軽度であった。リンパ節（４d）を生

検した結果，papillary adenocarcinoma を認めた。

術後経過は良好であり，術後１７日目より S‐１＋

PCT ２クール目を施行した。２クール目終了

後の CT による評価では大動脈周囲，胃周囲の

リンパ節腫大は増大し，腹膜播種像も増悪がみ

られた。肝 S６に新たに低濃度陰影を認め，肝

転移が疑われた。一旦退院するも，再び食事摂

取量低下し，再入院となった。胆道系酵素の上

昇を伴う肝機能障害を認め，術後６２日目（死亡

前３２日目）に内視鏡的逆行性膵胆管造影（ERCP）

を施行した。十二指腸乳頭への腫瘍浸潤，リン

パ節による圧排と考えられる中部胆管の狭窄を

認め，内視鏡的胆道ドレナージ術を施行した。

肝機能障害は改善したが，腹水の増量，腎機能

障害が出現。初診より１３カ月後に死亡した。

!．病理解剖所見

胃には前庭部小弯側に４cm 大の腫瘤を認め，

胃全体に壁の肥厚を伴っていた。（図６）組織

学的には淡明な円柱状細胞質を持つ腫瘍細胞が

乳頭状に増殖する papillary adenocarcinoma の

像と，紡錘形の肉腫様腫瘍細胞が多核巨細胞を

混在して彌慢性に錯綜性増殖する像が混在して

いた。（図７，８）免疫組織化学的染色では pap-

illary adenocarcinoma には !-fetoprotein 陽性，

肉腫様腫瘍細胞には !-fetoprotein 陽性，vim-

entin 陽性，cytokeratin AE１／AE３陽性所見を認

めた。これらの所見より !-fetoprotein 産生紡錘

細胞癌と考えられた。腫瘍のリンパ管浸襲像は

高度であり，食道や十二指腸のリンパ管内には

図６ 胃肉眼所見
壁は全体に肥厚しており，前庭部に４㎝の腫瘍を認
める。

図７ HE 染色弱拡大
乳頭状に増殖する papillary adenocarcinoma の像
である。α-fetoprotein 陽性であった。
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広範囲に腫瘍塞栓の形成を認めた。腫瘍の浸潤

転移はその他に肝，両側腎，左副腎，横隔膜，

大網，腹膜，リンパ節（胃周囲，膵周囲，肝門

部，腸管膜，傍大動脈，気管周囲）に認めたが，

転移巣はおおむね papillary adenocarcinoma の

像であり，腸管膜への転移巣のみが紡錘細胞腫

瘍であった。

肝臓は重量２０００g で多発性に最大径４cm 大

の転移性腫瘍結節を認めた。

肺は重量右６００g，左４５０g で腫瘍の転移は認

めなかったが，良はいとも高度の急性鬱血性肺

水腫の像であった。

腎重量は右１６０g，左１８０g で，両腎とも下部

尿管ネフローゼを伴っていた。

【直接死因】腫瘍の肝転移，癌性腹膜炎による

全身衰弱に加えて，両側の胸水貯留，両肺の急

性鬱血水腫による呼吸不全が重視された。

!．考 察

肉腫様変化を伴った癌は一般に carcinosar-

coma と呼ばれ，胃における carcinosarcoma は

１９０４年に Queckensted らによって初めて報告さ

れた。Ikeda らの調査によれば世界的に４５症例

が報告されており，大部分が日本からのもので

ある１）２）６）。疫学としては２．５：１で男性に多く，

平均年齢は５９．２歳（２９－８０歳）である。診断上，

特異な臨床症状はなく，腫瘍の局在としては前

庭部に生じることが多く，隆起性病変および壁

の肥厚を８３－９１％に認める２）。組織学的には腺

構造の上皮成分が肉腫様の紡錘形細胞と混在し，

肉腫様の部分に骨格筋や骨，上皮様の部分に神

経内分泌細胞といった異種の成分を含むことが

ある。確定診断は免疫学的染色による検索が必

要で，CEA，EMA，pancreatin， chromogranin

A，CD５６，synaptophysin などが癌腫部分で陽

性となり，desmin，vimentin，! smooth muscle／

sarcomatic actin が肉腫部分で陽性となる８）。報

告が少ないため確立された治療法はなく，外科

手術が唯一の根治術となるが，５０％以上が術後

一年以内に再発する（ただし術後７年無再発の

症例もある）。進行が早いため発見時はすでに

進行癌であることが多く，根治不能な症例が多

い。他の胃癌に比べ転移は少ないものの致死率

は非常に高く１００％であり１）３）６），平均生存期間

は１０－１５ヵ月といわれている２）。

本症例では６０代男性で，前庭部を中心とした

全周性の進行癌で発見されており，これまでの

特徴に合致している。また，化学療法を行った

が初診から約１３ヵ月後に死亡した。

!-fetoprotein（AFP）は胎児期内胚葉および

卵黄嚢で産生される胎児性蛋白であり，出生後

はアルブミンに置換され成人血漿中には痕跡程

度の低値となるが，肝細胞癌や卵黄嚢癌などの

胚細胞性腫瘍では血中に増加し，これらの疾患

の診断に有用である。しかし他の消化器癌にお

いても血清 AFP が高値を示す症例は多く報告

されており，胃癌においてもその胃癌細胞自身

が AFP を産生することがあり AFP 産生胃癌と

呼ばれる。診断は!術前より血清 AFP 値が異

常高値を示し，胃癌の消長と相関すること，"

免疫組織学的に AFP の局在が証明されること

により可能である９）。胃癌症例に占める割合は

２．７～５．４％と報告されており，平均年齢は約６０

歳で，やや男性に多い。組織学的には粘液産生

陰性でグリコーゲン陽性の明細胞や，好酸性顆

粒状の胞体に富む細胞が，乳頭状，管状あるい

は髄様に増殖している。本症を疑う場合は，血

清 AFP を測定し，免疫組織学的検索を施して

診断を確定する。画像上，CT ではまだらに造

図８ HE 染色弱拡大
紡錘型の内腫瘍細胞が錯綜性に増殖している。
α-fetoprotein 陽性，vimentin 陽性，AE１／AE３陽性
であった。
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影される奇怪な胃壁の肥厚や血管内腫瘍栓など

が観察される。本疾患における確立された特異

的治療法はなく，S‐１，cisplatin，paclitaxel な

どを中心とした化学療法が行われることが多い

が，一般に化学療法に抵抗性を示すが，５‐FU，

cisplatin，leucovorin，etoposide の併用療法が有

効であったという報告がある。AFP 産生胃癌

は高率に肝転移をする予後不良の疾患であり，

約３割は発見された時点ですでに肝転移を伴っ

ている。５年生存率は１０～２０％程度である。

本症例は papillary adenocarcinoma および肉

腫様腫瘍細胞より免疫組織学的に AFP 陽性で

あったため，AFP 産生胃癌であった。また，

保存血清を用いて AFP 値を測定し，経過表に

加えた表を示す。（表２）初診時の保存血清が

なかったため不明ではあるが，初診後２ヵ月目

には２６４５ng／ml と異常高値を示しており，以後

上昇し続け，１２ヶ月目の値は１６８６６ng／ml であ

った。これは腫瘍の増大と相関していたものと

考えられる。

本症例は初回の化学療法が奏効したにもかか

わらず，以後は治療抵抗性に腫瘍が増大し続け

た。これは，すなわち初回の化学療法に感受性

のある細胞は死滅したものの，その化学療法に

より，もしくはもともと，!-fetoprotein 産生紡

錘細胞癌という腫瘍細胞が治療抵抗性に生存し

ており，増殖し続けた結果であったのかもしれ

ない。その観点からいえば，本症例における初

診時の保存血清が入手できなかったことは非常

に悔やまれる。本症例のような !-fetoprotein 産

生紡錘細胞癌というのは文献検索上報告例がな

く，非常にまれな疾患であった。

!．結 語

本症例は !-fetoprotein 産生紡錘細胞癌であり，

文献検索上報告例がなく，非常にまれな疾患で

あった。
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!．は じ め に

劇症型心筋炎は心筋炎の中でも急激に発症し

予後不良な疾患である。また，本疾患は特異的

な症状がなく早期発見は非常に困難といわれて

いる。

急性咽頭炎，感冒性嘔吐下痢症で加療中に心

肺停止状態になり，病理解剖の結果劇症型心筋

炎と診断された症例を経験したので文献的考察

を加え報告する。

"．症 例

【症 例】３歳８ヶ月，女児。

【主 訴】心肺停止。

【既往歴】特記すべきことはない。

【現病歴】第一病日より感冒症状が出現し，前

医を受診した。咽頭炎と診断され点滴加療を受

けた。しかし，その後も症状が改善せず，第３

病日午前１１時頃，胸腹部痛と嘔吐が出現し，前

医を再診した。感冒性嘔吐下痢症と診断され，

メトクロプラミド５mg を点滴され帰宅した。

帰宅後，家でぐったりしているところを家族が

気付き，自家用車で当院に救急受診した。しか

し来院途中，呼吸停止を母親が認め，心肺停止

状態で緊急入院した。

【入院時血液検査成績】炎症反応に異常は認め

ないが，血ガスの PH が６．５２４と著明なアシド

ーシスを示し，CPK も上昇を認めた（表１）。

【入院後の経過】１３時１０分心電図モニター上

PEA であった。心肺蘇生を施行した。時折，

心拍再開するもすぐに Asystole になった。そ

の後も改善することなく１６時４８分死亡を確認し

た。

なお病理解剖施行時，心筋炎の可能性があっ

たためトロポニン T を保存血で検査した結果，

陽性であった。

#．病理解剖所見

心臓重量８０g，期待重量６５g と重量増加を認

めた（図１）。肉眼的には左室心内膜縁の心筋

に新鮮な点状出血を認めた。組織学的には左右

両心室の心筋には多巣性に contraction band

necrosis を認め（図２），一部では新鮮出血を

伴っていた（図３）。心室中隔の心筋には２×

１mm 大の心筋の脱落とリンパ球の集簇を認め，

心外膜直下の心筋には１×１mm 大のリンパ球

の浸潤巣を認めた（図４）。これらの所見から

は acute viral myocarditis の像と考えられた。

肺は重量右１８５g，左１６５g で両肺とも高度の

急性鬱血水腫と新鮮な肺胞内出血を伴っていた

（図３）。

― Ｃ Ｐ Ｃ ―

急性咽頭炎，感冒性嘔吐下痢症で
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図３．肺 病理所見
肺胞内にうっ血の所見を認め，肺胞内出血の所

見を認めた。循環不全と長時間に及ぶ心臓マッサ
ージの為と考えられたある

図１．心臓 肉眼的所見
心臓重量の増加が認められた。また，心筋に点

状出血を認めた。

図２．心臓 病理所見
a（中拡大） b（強拡大） c（中拡大）

a：左室心内膜緑化の心筋に新鮮な点状出血を認めた。
b：contraction band necrosis を認めた。
c：リンパ球の集簇を認めた。
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【直接死因】ウイルス性心筋炎による循環不全

が重視された。

"．心筋炎について

疫学：心筋炎は心筋を主座とした炎症性疾患で

ある。軽症例は診断困難であるため，わが国に

おける発症率や死亡率の詳細は不明である。日

本病理解剖検輯報によれば，１９５８年から２０年間

で３７７８４１剖検例中４３４例の症候性心筋炎が報告

されている。すなわち，剖検１０万人あたり１１５

人程度である１）。心筋炎は感染症，薬物，膠原

病，川崎病等による心筋障害によって生じる。

特にウイルス感染によるものが多いとされてお

り，中でもピコルナウイルス科のコクサッキー

B 群ウイルスがヒト心筋に親和性が高いと言わ

れている２）３）。

分類：発症形式より劇症，急性，慢性活動性，

慢性持続性に分類される４）。劇症型心筋炎には

明確な定義は存在しない。わが国では一般的な

認識として「血行動態の破綻を急激にきたし，

致死的経過をとる急性心筋炎」を劇症型心筋炎

ととらえ５）「体外循環補助を必要とする重症度

を有するもの」をその対象としている。今回の

症例は感冒様症状出現から３日後に心肺停止状

態となるなど急激な経過をたどったため劇症型

と考えられる。

症状：発症初期より血行動態の破綻をきたす症

例もあるが，一方で軽い初期症状から急速に劇

症化する症例が存在する。初発症状としては通

常の心筋炎と同様に，発熱に伴うかぜ様症状

（６３％）や嘔吐，下痢などの消化器症状（２３％）

がある４）。身体所見には発熱の他，循環不全を

合併している場合には，虚脱様外観，低血圧，

脈圧減少，尿量減少などが参考になる。脈拍は

発熱に伴い上昇するが，完全房室ブロックによ

り極端な徐脈を示すことで発見されることがあ

る。

検査：血液生化学検査では感度，特異度の面か

らトロポニン T の測定が重要である。特に経

時的にトロポニン T が陽性である場合劇症化

の可能性が高いと言われている６）。一方，

ANP，BNP，血液ガス分析などは血行動態の指

標として有用である。劇症型では急速に進行す

るため胸部レントゲン変化を認めないことが多

く注意が必要である。心電図は非常に感度が高

く，ST 上昇，異常 Q 波の出現，低電位差ある

いは R 波増高などを認める２）。一回の検査で

なく経時的な変化を追うことにより劇症化を予

見でき，特に QRS 幅の増大や心室性不整脈の

頻発は劇症化に向かう予兆となる５）。心エコー

では心膜液貯留に加え，炎症部位に一致した一

過性の壁運動低下が特徴的である。典型例では

全周性求心性肥厚とびまん性壁運動低下，心腔

の狭小化を認める７）８）。診断は「急性心筋炎の

臨床診断の手引き」に従い行う。基本的に急性

心筋梗塞が除外診断でき，心筋生検で「心内膜

心筋生検による急性心筋炎の診断基準」に示さ

れる活動性病変が確認されれば診断は確定する。

治療：劇症型心筋炎は致死的不整脈や心ポンプ

失調を起こし急激に低心拍に陥る。そのため，

中枢神経系合併症が生じるので，障害を最小限

に抑える必要がある。劇症型心筋炎に伴う心室

頻拍は薬物，直流電流の成功率は高くない。一

旦，成功してもすぐに再発することが多くその

場合はすみやかに PCPS 導入に踏み切る必要が

ある。心ポンプ失調に対して管理初期から意識

レベルの低下，乏尿，多臓器不全を呈している

患者には PCPS を導入する。徐々に進行する場

合は循環指標を確認しながら，強心薬，IABP，

PCPS と順次治療法を追加し強化していく。

その他に免疫抑制療法による治療が推奨され

ることがある。奏効した症例報告が多数見られ

るが，確立されたエビデンスはない。しかし心

筋炎に対する根治療法が存在しない現状では，

難治例での使用が是認される４）。劇症型心筋炎

での平均的な PCPS 試用期間が一週間程度であ

ることを考えると，劇症化開始から２，３日で

改善が見られない場合は試みる根拠となり，次

の二つの療法が挙げられる。

! ステロイド短期大量療法：ステロイドは抗

炎症薬，免疫反応抑制薬として広くその有効性

が確認され，劇症型心筋炎においても有効性が

報告されていた。しかし，心筋炎での大規模臨

床試験でウィルス感染における心筋炎には奏効
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しなかったという報告がある９）。その他，奏効

例として高度な伝導障害や壁肥厚の存在，巨細

胞性，及び好酸球性の組織病変では奏効すると

報告されている１０）。

! 大量免疫グロブリン：大量免疫グロブリン

療法もウイルス及び自己免疫性心筋炎への有効

性が報告される１１）。一方，有効性に否定的な大

規模臨床試験の報告も見られる。生物製剤であ

り，コスト面でも慎重に使用する必要がある。

"．考 察

劇症型心筋炎は早期発見し，PCPS の導入を

行うことで救命が可能である。しかし，自験例

では心肺停止状態で搬送されたため，救命は非

常に困難であったと思われる。よって，今回の

症例の教訓として早期発見が重要である。一見

するとただの感冒様症状や消化器症状であって

も，血圧低下，脈の不整や虚脱様外観などに気

付いた場合，心電図，胸部レントゲン，心エコ

ー検査を施行するなど劇症型心筋炎の可能性も

念頭に置き診察する必要があると考えた。

#．結 語

感冒様症状で加療中に心肺停止状態となった

劇症型心筋炎を経験したので報告した。
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!．は じ め に

一般に Clostridium difficile（以下 C. difficile）

腸炎は，そのほとんどが抗菌薬の使用により腸

内細菌叢のバランスが崩れた結果 C. difficile

が増殖して起こる疾患である。C. difficile の産

生する毒素により腸管上皮のバリア機構が破壊

され，下痢と偽膜形成を引き起こす。C. diffi-

cile は嫌気性菌であり，芽胞を介して経口感染

する。病院内にはこの芽胞が広く存在し，２０％

～７０％の場所から検出されるという報告もあ

る１）。また本菌は胃酸抵抗性であるため，容易

に腸管に到達し無症候性の腸内菌叢集落を作

る１，２，３）。その中でも偽膜形成を引き越す偽膜

性腸炎（pseudomembranous colitis: PMC）は C.

difficile 症（Clostridium difficile infection，以下

CDI と略）の約１０％程度とされ４），CDI は院内

感染の中でも最も多い疾患であると考えられて

いる。

今回我々は，CDI の中でも最も重症度が高

く，致死的疾患である劇症型 C. difficile 腸炎

の関与を強く疑った１例を経験したので報告す

る。

"．症 例

【症 例】８３歳，女性

【主 訴】嘔吐，下痢

【既往歴】

慢性心不全，逆流性食道炎（食道裂孔ヘルニ

ア），慢性胃炎，骨粗鬆症

X 年１０月 左顔面帯状疱疹

X 年１０月～多発脳梗塞（塩酸チクロピジン

内服中）

【生活歴・家族歴】特記事項なし

【現病歴】

X 年１２月１５日より寒気，頭痛，食思不振，

倦怠感が出現し，１２月１６日に近医受診。水溶性

下痢・嘔吐も出現しており，ウイルス性腸炎と

判断され，乳酸リンゲル液点滴を施行された。

１７日には嘔吐・下痢増悪し，１８日の往診時，

下痢・嘔吐による脱水・全身衰弱が激しかった。

血圧１０８mmHg 及び手指チアノーゼを認めため

同日当院に救急搬送され，精査加療目的に入院

となった。

【入院時現症】

意識レベルは清明，血圧１１０／８０mmHg，脈拍

１１８回／分，整，体温３５．８℃，SpO2９８％。腹部は

平坦・軟，臍上部に圧痛を認め，腸蠕動音は亢

進していた。

【胸部 X 線所見・心電図】特記事項なし

【入院時検査所見】

血液検査では WBC３５７００／!l と高度上昇して

おり（Myelo１１％，Meta２０％，Stab４２％，Seg１４

％，Ly９％，Mo４％と骨髄球を認めるほどの

左方移動あり），Plt１１．２×１０４／!l であった。凝

固系では PT 及び APTT 延長，AT-!の低下を

認め，生化学検査では肝機能・腎機能障害も認

めた。また CRP２８．５５mg／dl と高値であった。

尿検査では潜血（３＋），便潜血陽性以外に異

常を認めなかった（表１）。

【入院時暫定診断】感染性（細菌性）腸炎と随

伴する敗血症・DIC と診断し，抗生剤の投与

― Ｃ Ｐ Ｃ ―

発症３日にて敗血症・DIC を呈し，死亡前に
診断困難であった劇症型 Clostridium difficile 腸炎の１例
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及び DIC に対する治療を開始した（表２）。

【入院後経過】入院第２病日には血圧・尿量の

低下と共に，末梢循環不全による四肢の冷感も

増強したため，アルブミン製剤及びドパミン投

与を開始した。同日の胸腹部 CT では大量の胸

腹水，横行結腸から直腸にかけて腸管拡張およ

び浮腫を認めたが，悪性腫瘍を示唆するような

明らかな所見は認めなかった（図１）。入院第

３病日には WBC１０１６００／!l と著しい増加を認

めた。また Plt２．０×１０４／!l と著明低下し，凝固

系も増悪傾向であり，生化学検査においても

DIC による肝機能・腎機能障害の進行を認め

た（表３）。

第１病日に提出した培養では表４に示す結果

が得られた。尿培養においては Enterococcus

faecalis, Coagulase negative Staphylococus が検

出されたが，いずれも菌量が少なかった。便培

養においてもグラム陽性桿菌 少数，グラム陽

性球菌（３＋）が検出されるも，Salmonella 属

（サルモネラ菌，腸チフス，パラチフス），

Shigella 属（細菌性赤痢），O-１５７を含む腸管出

表１．入院時検査所見

表２．初期治療

図１ 胸腹部 CT（第２病日）
a，b：両側の胸水，及び大量の腹水貯留を認める。
c，d：横行結腸～直腸にかけて腸管浮腫および拡張像を認めるが，悪性腫瘍を示

唆するような明らかな所見は認めない。
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血性大腸菌などは検出されなかった。また便中

CD トキシン A も陰性であり，病的意義を有

する起因菌は特定できなかった。

CT では明らかな悪性腫瘍は認めなかったが，

大量の胸腹水の原因として悪性腫瘍による可能

性もあったため腹水採取を行った。やや混濁し

た黄褐色の滲出性腹水（Rivalta 反応陽性）で

あり，腹水中の細胞数も WBC１７４００／!l と著明

に増加していた。腹水中 CEA６８７．１ng／ml は高

値であり，血中腫瘍マーカーでも CEA１０１．０ng

／ml，CA１９‐９６０３．０ng／ml と高値を示した。大

腸癌の perforation や癌性腹膜炎を疑い，腹水

細胞診を２回行ったが，いずれも陰性であった。

その後，第４病日には意識レベルが JCS１０～

３０に低下した。また呼吸困難が増強し SpO2８５

～９５％（O2 ７L／min）であり，成人急性呼吸

促迫症候群（ARDS）が疑われた。第５病日に

は意識レベルが３ケタへと低下し，末梢チアノ

ーゼの増強および血圧・脈拍低下を来たし，同

日死亡した。

死亡後，第１・２・３病日に提出した血液培

表３．入院第３病日 血液検査所見

表４．培養結果

図２
a，b：偽膜形成を伴う急性大腸炎の像を呈する
c，d：粘膜下出血および炎症細胞の浸潤を認める
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養および第３病日に提出した腹水培養の結果，

好気培養・嫌気培養いずれも陰性であった。

!．病理解剖所見

【主病変】

肉眼的には盲腸から直腸まで連続して全大腸

にわたって偽膜形成を伴う急性大腸炎の像が見

られ，特に横行結腸では黄褐色の偽膜形成が広

範囲にわたっていた（図２a，b）。また腹腔内

には漿液性の腹水を２２００ml 認めた。組織学的

には粘膜下出血および多数の炎症細胞の浸潤を

認めた（図２c，d）。

【副病変】

膵臓は重量８０g，膵頭部から膵体部にわたり

膵管内粘液性腫瘍（IPMN）の像を認め，膵体

部では borderline malignancy の像を呈していた。

肝臓は重量７００g で，肉眼的には brown atro-

phy の像であった。組織学的には DIC に伴う

と考えられる高度の小葉中心性肝細胞変性を認

めた。

肺は重量 右２４０g，左２４０g であり，上葉に

は DIC に伴う考えられる diffuse alveolar dam-

age を軽度に認め，下葉には急性鬱血水腫，胸

水貯留による圧迫性無気肺を認めた。

また他に子宮体部の平滑筋腫，両側卵巣の

germinal inclusion cysts などを認めた。

【直接死因】

DIC に伴う多臓器不全が重視される。

"．考 察

偽膜性腸炎（PMC）は，そのほとんどが抗

菌薬の使用により腸内細菌叢のバランスが崩れ

た結果 C. difficile が増殖し，その産生する毒

素によって引き起こされる疾患である。症状と

しては下痢を主体とするが，程度の軽いものか

ら粘液を伴うもの，さらには重篤なものまで多

彩である。合併症として，蜂窩織炎，敗血症，

膿瘍，関節炎，脱水，電解質異常などを来たす。

重症例（３％）では広範な潰瘍形成を伴い血性

下痢となる。最も重篤な例では，中毒性巨大結

腸症（toxic megacolon）を呈し，致死的な状態

（死亡率は全体でみると２～５％，高齢者では，

１０～２０％，中毒性巨大結腸症では３０～８０％）と

されている５，６）。

C. difficile の毒性は ToxinA と ToxinB の２

つによって示される。ToxinA は腸管における

水分の過分泌や腸管の出血壊死を起こすのに対

し，ToxinB は細胞毒で細胞骨格の破壊をもた

らす。C. difficile の毒素産生株は全体の３０％程

度と考えられ７，８），培養での本菌検出と菌の病

原性とは全く異なる。従って本菌の分離培養は

起因菌判別には用いられないため，一般的には

行われないが，抗菌薬の感受性や毒素の直接証

明には欠かないものであり，特に ToxinB を検

出することが Golden Standard と考えられてい

る９，１０）。また症状からは他疾患（病原性大腸菌

感染，ウイルス感染，Salmonella，Shigella，

Staphylococcus aureus，その他の感染症や炎症

性腸疾患）との判別が難しいため，本疾患を形

態学的に捉えられ，特異度の高い内視鏡検査は

重要である（表５）。また最近 ToxinA 陰性で

ToxinB のみを有する株（分離株の２～３％に

存在９，１０））や ToxinB を有しない株の他，毒素

産生能が著しく高い強毒素株（BI／NAP１／０２７）

も存在する。さらに強毒素株の一部にはフルオ

ロキノロン耐性の変異株があり，この強毒変異

株による偽膜性大腸炎の重症化と大規模な集団

発症例が報告されている４）。

CDI の発症例のほとんどが抗菌薬使用例で

あり，抗菌薬投与後の偽膜性腸炎（antibiotic-

associated pseudomembranous colitis: AAPMC）

の原因医薬品としてリンコマイシンやクリンダ

マイシンが注目されていた。しかし現在ではほ

とんど全ての抗菌薬が原因医薬品となりうると

される１２）。また発症前の抗菌薬投与の関係ない

偽膜性腸炎（non-AAPMC）と呼ばれ，その原

因医薬品として抗癌剤，抗ウイルス薬，金製剤

表５ C. difficile 検出に用いる各検査の感度・特
異度
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などによる報告されている１３，１４）。AAPMC およ

び non-AAPMMC のいずれにおいても高齢者，

免疫不全，腎不全，心不全，手術侵襲，集中治

療管理下，悪性腫瘍，肝硬変，糖尿病，腸虚血

症例は発症リスクが高い。さらに市中発症例の

報告も増加傾向であり１７，１８），その中には重症化

と集団発症が報告されている１９）。その要因とし

てフルオロキノロン耐性株の出現と強毒素株の

出現にあると考えられており，市中感染症にお

けるキノロン系抗菌薬の濫用が示唆されている。

偽膜性腸炎の治療は基本的に原因抗菌薬を中

止し，メトロニダゾール経口剤の内服（本邦で

は２０１０年４月時点で保険適応外である）もしく

はバンコマイシン経口内服である。偽膜性腸炎

に対する有効性はメトロニダゾールとバンコマ

イシンの比較でほぼと同等とされるが，重症例

においてはバンコマイシンの方が優れてい

る２０）。経口バンコマイシン投与によるバンコマ

イシン耐性菌の出現誘導について根拠となるエ

ビデンスは現時点ではないもののバンコマイシ

ン耐性菌の出現を助長する懸念から，欧米では

重症例やメトロニダゾールによる治療失敗例を

除いてはメトロニダゾールが第一選択薬として

使用されている。内科的治療不応例や中毒性巨

大結腸症，激症例については内科的治療として

バンコマイシンの注腸投与およびメトロニダゾ

ールの静注（本邦ではメトロニダゾール注射薬

はない）を追加し，また外科的治療として大腸

亜全摘術が行われる。

本症例は敗血症もしくは悪性腫瘍に伴う

DIC の可能性が考えられたが，明らかな起因

菌の同定ができず，病理解剖にて偽膜性腸炎と

診断された。本症例は発症前に抗菌薬の投与を

受けておらず，治療経過中の各種検査にても

ToxinA 陰性であった。この原因としては本症

例の毒素産生株が前述した様に ToxinB のみを

産生する株（現在は多くの医療機関で ToxinA

および B の両方が検出できるキットが用いら

れているが当時は ToxinA のみしか検出できな

いキットが一般的であった）もしくは検査キッ

トの偽陰性の可能性が考えられる。加えて治療

経過中の培養（血液・腹水）および剖検にて得

られた検体の培養でも C. dfficile は検出されな

かった。原因として C. difficile は“difficile”

の名の通り培養が難しい（difficult）ことが考

えられる。新鮮な検体を数時間以内にかつ嫌気

条件下で専用の培地での培養を行えば表５に示

すような感度・特異度が得られるとされる。し

かし実際の臨床上では検体提出以前に C. diffi-

cile を示唆する所見に乏しい場合には，感度・

特異度ともに表５の値よりも低いと考えられる。

次に本症例に対する治療についてであるが，

入院時より嘔気・嘔吐が強く，腸管拡張も広範

囲であり，DIC の状態であったことから，前

述したような重症例に対する治療法として，腸

管穿孔の危険性が伴うバンコマイシンの注腸投

与および大腸亜全摘術の実行が非常に困難であ

ったと思われる。さらに発症３日で大量の胸腹

水を認めていることから強毒素株による C.

difficile 腸炎であったと可能性が高い。

また発症要因については発症前に抗菌薬の投

与歴を認めないものの，発症２か月前に帯状発

疹かつ多発のラクナ梗塞であったことから免疫

低下状態であったと考えられ，年齢を加味する

と十分な発症リスクはあったと考えられる。

以上より事前の抗菌薬投与や明らかに C.

difficile を示唆する所見は認めないものの，培

養での検出や Toxin 検出などの発症までの経

過，剖検時の全大腸における偽膜形成および大

量の胸腹水を認めたことから強毒素株による劇

症型偽膜性腸炎（non AA-PMC）であると判断

した。

!．結 語

C. difficile 症は無症状のものから劇症型まで

さまざま病期を示す多様な疾患であり，最近で

は院内発症のみならず市中発症の例も増加して

いる。また抗菌薬の関連しない偽膜性腸炎も存

在しており，前述したその他のリスク因子およ

び強毒素株・フルオロキノロン耐性株の出現も

あいまって今後十分に留意しなければならない

疾患である。今回我々は，劇症型偽膜性腸炎の

一剖検例を経験したので報告した。
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!．は じ め に

印環細胞癌（signet-ring cell carcinoma）は消

化管，特に胃を原発臓器とすることが多く，他

の臓器が原発部位となることは稀である。「肺

癌取扱い規約」では，肺原発の印環細胞癌は肺

腺癌の特殊型と位置づけられている。今回我々

は，腰痛を契機に受診され，肺癌，骨転移と診

断した肺原発印環細胞癌の一剖検例を経験した

ので報告する。

"．症 例

【患 者】５８歳，男性

【主 訴】腰痛

【既往歴】特記事項なし

【嗜好歴】喫煙歴：３０本／日×４０年（現喫煙者），

アルコール歴：３合／日

【現病歴】X 年１月頃から，腰痛を自覚する

ようになった。軽快しないため，３月に整形外

科医院を受診した。腰痛症と診断され，鎮痛剤

を服用したが改善しないため，４月に内科医院

を受診した。精査のため，胸腹部 CT 検査を受

けたところ，左肺上葉の腫瘤陰影と腰椎に骨融

解像を指摘された。肺癌，骨転移の疑いとして，

当院に紹介となった。

【身体，理学所見】身長：１６３cm，体重：５０kg，

血圧：１３６／１０８，脈拍：６３回／分，体温：３６．６℃，

SpO2：９６％（room air），胸部：正常肺胞呼吸

音，心雑音は聴取しない，腹部：特記すべき所

見なし，表在リンパ節：触知せず，四肢：紅斑，

浮腫などは認めない

【入院時血液検査所見】（表１）WBC：１０８００／

!l および CRP：０．９０mg／dl と軽度の上昇を認

めた。BUN：２９．３mg／dl と軽度の上昇を認めた

が，食事摂取不良による脱水のためと考えた。

腫瘍マーカーは CEA：５．７ng／dl，シフラ：５．７

ng／dl と軽度の上昇を認めた。

― Ｃ Ｐ Ｃ ―

肺原発印環細胞癌の一剖検例

住元 庸二１）・尾! 紀仁２）・米原 修治３）

１）JA 尾道総合病院臨床研修医
２）JA 尾道総合病院呼吸器内科
３）JA 尾道総合病院病理研究検査科

表１．入院時血液検査所見
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【胸部単純 X 線所見】（図１）左上肺野の縦隔

と接する部位に２cm 大の結節影を認めた。

【胸部 CT 所見】（図２）左 S1+2 の縦隔と接す

る領域に径２cm 大の内部に空洞を有する結節

影，第３肋骨の溶骨性変化を認めた。腫瘍は扁

平状で，頭側に浸潤しており，第２胸椎への直

接浸潤を認めた。

【腹部 CT 所見】（図２）肝右葉 S５に径３cm

の低吸収領域と第３腰椎に溶骨性変化を認めた。

【入院後経過】画像所見より，肺癌（喫煙者，

COPD の合併），多発性の骨転移および肝転移

と診断した。肺癌としての病期分類のため，骨

シンチグラフィー（図３），頭部 MRI（図４）

を追加施行した。また，気管支鏡を用いた左肺

上葉の結節影からの検体の採取は，胸部 CT で

腫瘍と連結する責任気管支の存在がはっきりし

ないこと，腰痛のため透視台への移動が困難で

あることなどから，施行せず，肝右葉の転移巣

図１．胸部単純 X 線所見
左上肺野の縦隔と接する部位に２cm 大の結節影

を認めた。

図３．骨シンチグラフィー
TH２‐４，L３，左第３肋骨以外にも TH１０に集

積を認め，多発骨転移の状態と判断した。

図２．胸腹部 CT 所見
a，b：左 S1+2 の縦隔と接する領域に径２cm 大の内部に空洞を有

する結節影，第３肋骨の溶骨性変化を認めた。腫瘍は扁平
状で，頭側に浸潤しており，第２胸椎への直接浸潤を認め
た。

c，d：肝右葉 S５に径３cm の低吸収領域と第３腰椎に溶骨性変
化を認めた。
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からの経皮的針生検を施行した。

【病理検査結果】（図５）肝生検の HE 染色像

では，細胞質内に粘液を多く含み，それにより

核が扁在化した異型細胞を認めた。いわゆる

signet-ring cell carcinoma の像と診断した。原発

部位を想定するために免疫組織化学染色を追加

施行したところ，cytokeratin７陽性，cytokeratin

２０陰性，TTF-１陰性，PE１０陰性であった。以

上の結果より，肺が原発部位として矛盾せず，

肺原発の印環細胞癌と診断した。

【臨床経過!】疼痛緩和を目的として，骨転移

巣（Th２～４，Th１０，L３）に対し，各３０Gy の

放射線照射を行った。加えて，麻薬を導入とし，

オキシコンチン１２０mg／day で良好な疼痛コン

トロールが得られた。症状が軽快したため，臨

床的に印環細胞癌の頻度の高い消化管系の精査

を行った。上部消化管内視鏡検査では，上部～

中部食道にかけて白苔を伴う線状びらんを認め

たが，放射線治療後の食道炎と考えた。胃の穹

窿部，小弯側に１０mm 大の SMT，幽門輪にび

らんを認めた。十二指腸では，bulbus 後壁にリ

ンパ嚢腫が多数認められ，２nd portion はやや

ただれていた。下部消化管内視鏡検査では，回

盲部まで挿入し，便貯留あるも，可視範囲内は

粗大病変は認めなかった。以上より消化管内に

原発巣はないと考えた。

以上より，肺原発の印環細胞癌，T４ N２ M

１，clinical Stage#と診断した。EGFR 遺伝子

変異は認めなかった。

【臨床経過"】（表２）１次化学療法として，

カルボプラチン（AUC＝６，Day１）＋パクリ

タキセル（８０mg／m2，Day１，８ and １５）療法

を行った。化学療法毎にゾレドロン酸も併用し

た。しかし，２コース目の Day８で全身倦怠感

が強くなり，化学療法を一時中断とした。２コ

ース終了後の効果判定目的の CT では，原発巣

の縮小傾向を認めたが，肝右葉 S５の病巣は８

cm 大と増大，さらに肝全体に多発する転移巣

図４．頭部 MRI
特記すべき異常なし。

図５．病理検査結果
（a：HE 染色，弱拡大像 ｂ：HE 染色，強拡大
像 c，d，e，f：免疫組織化学的染色）
a，b：肝生検の HE 染色像では，正常な肝組織

はほとんど認めず，細胞質内に粘液を多く
含み，それにより核が扁在化した異型細胞
を認めた。いわゆる signet-ring cell car-
cinoma の像と判断した。

c，d， e， f ：cytokeratin７陽 性，cytokeratin
２０陰性，TTF-１陰性，PE１０陰性
であった。

表２．臨床経過!
腫瘍マーカの推移では，CEA，CYFRA の軽度の

上昇を認めた。
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を認め（図６），治療効果判定としては，「PD:

Progressive Disease」と判断した。

【臨床経過!】（表３）２次化学療法として，

ゲムシタビン（１０００mg／m2，Day１ and ８）＋

ナベルビン（２５mg／m2，Day１ and ８）療法に

て化学療法を継続としたが，１コース目の Day

８で全身倦怠感が強くなり，これ以上の化学療

法の継続は断念と判断し，Best Supportive Care

（BSC）とした。２次化学療法中止後，自宅療

養としていたが，徐々に PS が低下し，自宅で

の療養が困難となったため，９月末に再入院と

なった。入院後は，疼痛コントロールを中心に

BSC を継続とした。１０月初旬，意識レベル低

下，循環不全をきたし，永眠された。

"．病理解剖所見

【主病変】（図７）剖検時，胸腔内には右５００

ml，左１２０ml の漿液性胸水，腹腔内には９５０ml

の漿液性腹水を認めた。肺重量は右２５０g，左

３５０g であり，左肺上葉 S1+2 には６×３×３cm

大の灰白色，弾性硬の腫瘤を認めた。組織学的

には広範な壊死を伴う poorly differentiated ade-

nocarcinoma，signet-ring cell carcinoma の像で

あった。肝転移巣では，部分的に spindle cell

carcinoma の像を呈し，骨転移巣では明瞭な腺

管を形成する acinar adenocarcinoma の像を呈し

た。右肺上葉には，１×０．５cm 大の localized

bronchiole-alveolar carcinoma，non-mucinous type，

Noguchi’s TypeA の像を認めた。甲状腺は重量

１０g であり，甲状腺右葉には肺癌の転移を認め，

甲状腺左葉には adenomatous nodules とともに，

２mm 大の原発性 papillary adenocarcinoma の像

を認めた。肝臓は重量４８３０g で，肺癌の多発性

転移を認めた以外には，非腫瘍部肝実質では高

度の小葉中心性肝細胞変性，高度の肝内胆汁う

っ滞を認めた。腎重量は右１４０g，左１３０g で，

両側腎ともに多巣性に新鮮な梗塞巣を認めた。

左腎髄質には４mm 大の renomedullary fibroma

を認めた。胃体部では，１×１×１cm 大の

図６．胸腹部 CT（化学療法２コース終了後）
a，b：原発巣の縮小傾向を認めた。
c，d：肝右葉 S５の病巣は８cm 大と増大，さらに肝全体に多

発する転移巣を認めた。

表３．臨床経過!
腫瘍マーカーの推移では，CYFRA の著明な上昇

がみられた。
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benign GIST を認めた。

【直接死因】肺癌の肝転移および小葉中心性肝

細胞変性による肝機能不全が重視された。

!．考 察

肺原発の印環細胞癌は，肺癌取扱い規約第６

版では，腺癌の特殊型の１つとして分類されて

いる。報告例は僅かではあるが原発性肺癌のな

かで，印環細胞癌成分を伴うものは０．１４～１．５

％の頻度でみられると報告されている。平均発

症年齢は５４．０～６７．８歳で，性別比はやや男性に

多く，治療は非小細胞癌に準じて治療されるが，

反応性は乏しいと報告されている。

組織学的には，細胞質内の多量な粘液貯留と

偏在した核を持ついわゆる印環細胞の形態を呈

し，他の組織型と比較して高度なリンパ管浸潤，

静脈浸潤，リンパ節転移を認める傾向にあると

いわれている。通常の腺癌細胞と混在すること

が多く，印環細胞癌成分が多いほど予後が不良

とされている。消化管原発と肺原発の印環細胞

癌との鑑別になりうる特徴的な形態像はないが，

肺原発の印環細胞癌では原発性肺腺癌と同様に

cytokeratin７陽性，cytokeratin２０陰性を示すこと

が多く，今回の症例も同様の結果であった。

cytokeratin は上皮系マーカーであり，cytokera-

tin７陽性，cytokeratin２０陰性では，原発巣とし

て肺，乳腺，卵巣などが挙げられ，cytokeratin

７陰性，cytokeratin２０陽性では，原発巣として

大腸，前立腺，腎，肝などが挙げられる。

本症例は，５８歳の男性で腰痛を契機に，肺原

発の印環細胞癌が発見された。確定診断時に

は，T４ N２ M１，Stage!であり，肺癌の標

準的化学療法を施行したが，約５ヶ月の経過で

永眠された。

病理解剖所見では，左肺上葉 S1+2 原発の印環

細胞癌は，両肺，胸膜，心臓，肝臓，両腎，甲

状腺，腹膜，脾臓，骨髄，大動脈周囲リンパ節

などの様々な臓器へ転移，浸潤していた。また，

右肺上葉に原発性肺胞上皮癌，甲状腺左葉に原

発性乳頭癌を認め，三重癌の診断であった。

"．結 語

稀な組織型である肺原発印環細胞癌の一剖検

例を経験したので報告した。化学療法を施行し

たが，反応は乏しく，約５ヶ月の経過で永眠さ

れた。組織標本では，大部分を印環細胞癌成分

が占めており，既報告の如く，予後は極めて不

良であった。
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図７．病理解剖所見
a：左肺上葉 S1+2 には６×３×３cm 大の灰白色，
弾性硬の腫瘤を認めた。

b：HE 染色弱拡大
c：HE 染色中拡大
d：HE 染色強拡大（細胞質内の多量な粘液貯留と
偏在した核を持つ signet-ring cell carcinoma
の像を認めた。）
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!．は じ め に

胸部症状を主訴に来院する患者の中には，原

因が消化器疾患である場合も多い。今回，胸部

症状にて来院し，診断，治療に難渋した十二指

腸水平脚の潰瘍穿孔の一症例を経験したので報

告する。

"．症 例

【患 者】８２歳 女性

【主 訴】胸部苦悶感

【既往歴】３７歳：虫垂炎切除術，４７歳：子宮後

屈手術，７２歳：小脳梗塞，７７歳：下行結腸憩室

穿孔，腹膜炎，人工肛門造設，術後脳梗塞，左

片麻痺，８０歳：出血性胃潰瘍（多発性胃潰瘍），

８２歳：出血性胃潰瘍，糖尿病，不整脈。高血圧

症，虚血性心疾患，慢性気管支炎，認知症，う

つ状態，口腔内カンジダ症

【現病歴】脳梗塞後遺症のため自宅療養中。日

常生活は車いすレベルであり，X 年１０月頃よ

り気力低下，認知症の進行，血糖の上昇を認め

た。その後やや状態は安定するも，X 年１２月

受診日の夕方から上記主訴のため，かかりつけ

医より当院紹介となる。

【身体，理学所見】

血圧１４５／９６mmHg，脈拍１７０回／分 不整，体

温３５．４℃，SpO2 １００％（room air）。胆汁様嘔

吐あり。四肢冷感あり。

胸部に異常所見なく，腹部に２か所の手術創

と人工肛門を認めた。また，仙骨部に褥創を認

めた。右上腹部に圧痛があったが，反跳痛，筋

性防御は認められなかった。

【入院時血液検査所見】（表１）

WBC１６４００!／l，CRP２７．６１mg／dl と炎症反応

の上昇，ALP４３２IU／l，"-GTP１４０IU／l と胆道系

酵素の上昇を認めた。CPK-MB は２２IU／l と軽

度上昇していたが，トロポニン T は陽性であ

った。Na１５０mEq／l，K２．９mEq／l と電解質異常

を認めた。HbA１c は９．１％と高値であったが，

FBS は５７mg／dl で低血糖の状態であった。また，

CEA１４．６ng／ml，Ca１９‐９１１７．７U／ml であり，

腫瘍マーカーの上昇を認めた。

【心電図所見】HR１８０回／分，narrowQRS で上

室性頻拍，!，"，aVF で negativeT を認めた。

【胸部単純 X 線所見】（図１）CTR５５％，左

CPangle は鈍であった。

【腹部 CT 所見】（図２）胆嚢拡張，胆石を認

めた。胃から十二指腸２nd portion までの拡張

があり，３rd portion には不均一な造影濃染を

認めた。十二指腸２nd portion 内側，３rd por-

tion 腹側，背側に低吸収域を認めた。膵尾部に

嚢胞状の低吸収域，膵の萎縮，腎結石，尿管結

石を認めた。

― Ｃ Ｐ Ｃ ―

胸部苦悶感にて受診した１症例

花岡 理子１）・則行 敏生２）・石# 康代２）・米原 修治３）

１）JA 尾道総合病院臨床研修医
２）JA 尾道総合病院外科
３）JA 尾道総合病院病理研究検査科

表１：検査データ（入院時）
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【内視鏡所見】胃は前庭～胃体下部小湾に白色，

粗!な粘膜面を認め，十二指腸は観察範囲内で

は粘膜面は正常であった。

【入院後経過】

胸部苦悶感にて来院したが，心電図，心エコ

ーでは心血管系の異常は認められなかった。腹

部所見，CT 所見などから急性膵炎・腸閉塞疑

いにて保存的治療（絶食，補液，抗生剤投与）

を開始した。症状や検査所見との改善を認めて

いたが，治療の効果判定のため施行した入院５

日目の CT（図３）にて，十二指腸３rd portion

の壁肥厚及び壁外の fluid collection を認め，主

病変は十二指腸の炎症が疑われた。上部内視鏡

検査を施行したが，観察範囲では原因となる病

変は認められず，同時に施行した上部消化管造

影では通過障害も認められなかった（図４）。

保存的治療を継続したが，入院８日目より腹

図３：造影 CT（入院５日目）
胃壁の浮腫性変化を認め，十二指腸２nd－３rd

portion の壁肥厚及び壁外の低吸収域の増加を認め
る。胸水量も増加。

図１：胸部 X-p（入院時）
CTR５５％，左 CP angle は鈍

図２：造影 CT（入院時）
胆嚢拡張，胆石を認め，胃・十二指腸２nd

portion までの拡張があり，３rd portion には不均
一な造影濃染を認める。十二指腸２nd portion 内
側，３rd portion 腹側，背側に低吸収域を認め，膵
尾部には嚢胞状の低吸収域も認められる。また膵の
萎縮，腎結石，尿管結石を認める。

図４：腹部 X-p（入院６日目）
十二指腸２nd portion よりガストロフィンを

注入。ガストロフィンは小腸側まで流出してお
り，通過障害は認めず。
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痛の増強，入院１１日目に黒色便，N-G tube か

ら血性排液を認めたため，CT 検査を再度施行

した。CT にて十二指腸周囲の低吸収域の増大，

ニボー形成を認め（図５），消化管穿孔と判断

し，緊急手術となった。

術中所見は，既往の腹膜炎手術の影響による

癒着が強かった。ウィンスロー孔周囲より黒褐

色の液体の排液を認めたが，明らかな膵炎は認

められなかった。全身状態が不良であること，

癒着が強いこと，CT 所見から膵十二指腸後面

の膿瘍腔と腎動脈，下大動脈と近接が想定され

ることなどから，深部までの剥離はリスクが大

きいと考え，膿瘍ドレナージ術・十二指腸減圧

のためのチューブ留置術を施行した。明らかな

膿瘍形成の原因は同定できなかった。

術後人工呼吸器から離脱できず，術後８日目

（入院１８日目）に膵前面ドレーンから大量の出

血を認め，永眠された。

!．病理解剖所見

【主病変】肉眼的所見として，十二指腸水平脚

には１．５cm 大の穿孔性潰瘍の形成を認め，こ

の部を中心として，膵周囲に膿瘍を形成し，６０

g の血腫を形成していた（図６）。十二指腸水

平脚のマクロ像では，粘膜上皮の連続性が破綻

し，周囲の粘膜下層にリンパ球浸潤を認めた。

腹膜にはびまん性に線維素性腹膜炎を認めた。

膵臓は重量１００g で，急性膵炎は認めなかった

が，膵体部及び膵尾部には，分枝膵管の拡張と

粘膜の貯留を認め，組織学的には intraductal

図５：造影 CT（入院１１日目）
十二指腸周囲に低吸収域の増大，ニボー形成を認め
た。

図６：膵，十二指腸の肉眼所見
十二指腸水平脚に１．５cm 大の穿孔を認める。

第２０号，２０１０年

―９９―



papillary-mucinous adenoma であった。心臓は

重量４８０g で，左室心筋の肥大を認めた。組織

学的には左室心筋には繊維化を伴っていた。肺

は重量右２００g，左２３０g で，下葉を中心とする

中等度の急性うっ血水腫を認め，右肺は５００ml

の胸水貯留による圧迫性無気肺に陥っていた。

【副病変】胃角部前壁に認めた１．５cm×０．５cm

大の U１－!の急性潰瘍，脂肪肝，子宮体部

の平滑筋種，右腎の不完全重複腎盂尿管などが

挙げられた。

【直接死因】後腹膜腹腔動脈末梢枝からの出血

と思われる大量出血による循環不全が重視され

た。

!．考 察

十二指腸潰瘍は球部に発生することが最も多

く，潰瘍の約９０％は幽門から３cm 以内の場所

に生じ，直径は通常１cm 以下である。Pylori

菌と NSAID による障害が十二指腸潰瘍の原因

の大部分を占めるとされている。また，球部は

胃粘膜と十二指腸粘膜の境界部であり，胃酸の

暴露を受けやすいことも一因である。その他，

十二指腸潰瘍と強い関連のある病原因子として，

全身性肥満細胞症，慢性呼吸器疾患，慢性腎不

全，肝硬変，腎結石，#１アンチトリプシン欠

損症等の慢性疾患が考えられている１）。

十二指腸潰瘍の発生に関しては，攻撃因子と

防御因子の不均衡により生じるという説が有力

であり，本症例に関しても，多発性胃潰瘍の既

往から胃酸の分泌が増加していたと考えられた。

ストレス等による，攻撃因子の増加した状態に，

糖尿病などの基礎疾患による防御因子の低下も

加わり，十二指腸潰瘍を生じたと考えられた。

これまでの十二指腸潰瘍水平脚穿孔報告例は，

慢性膵炎や炎症性腸疾患等の基礎疾患を有すも

のであったが２－４），本症例にはこれらの基礎疾

患は認められなかった。

病理解剖所見で，潰瘍堤を伴わない１．５cm

大の十二指腸水平脚潰瘍であったことから，

Dieulafoy 潰瘍と考えられた。Dieulafoy 潰瘍は

全消化管出血の１－２％を占めるとされ，中高

年に多く，男女比は２：１で男性に多い。小さ

な粘膜欠損をともなう露出血管（動脈）からの

大出血をきたす病変で，多くは胃上部（食道・

胃接合部の６cm 以内）の小弯にみられるが，

まれに下部食道，上部小腸，右側大腸，直腸に

みられることもある。病因的には粘膜下層にお

いて異常に太い動脈の蛇行がみられ，その形態

学的特徴から胃動脈瘤，粘膜下動脈奇形とも称

せられている。通常，消化管粘膜下層に太い動

脈は存在しない。本症の本態を先天的な血管異

常とする考えや，動脈硬化などに起因する後天

的なものとする考えがある。また，何故に突然

破綻するかについては，動脈拍動による直上部

粘膜の圧萎縮によるとするものや，部分的な機

械的損傷によるとするもの，偶然的にびらんや

潰瘍が発生するとするものなどがある５．６）。今

回の症例では，動脈硬化等の後天的要因に起因

した可能性が考えられる。

"．結 語

胸部症状により来院し，急性膵炎，イレウス

疑いにて治療を開始したが，十二指腸水平脚と

いうまれな部位に Dieulafoy 潰瘍の穿孔から後

腹膜膿瘍を形成した症例を経験したので報告す

る。

図７：病理画像：十二指腸水平脚のマクロ像では，
粘膜上皮の連続性が破綻し，周囲の粘膜下層
にリンパ球浸潤を認めた。
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!．は じ め に

２０１０年２月７日尾道市公会堂において市民の

ためのがん講演会が開催された。当院は厚生労

働省から尾三因地区のがん診療連携拠点病院に

指定されており，今回初めて市民向けの本格的

ながん講演会を開催した。本稿では基調講演の

内容について概説する。

"．がんの現状と検診

１９８１年以降日本人の死亡原因の１位はがんと

なった。年間の罹患者は６０万人に上り，死亡は

３０万人，男性の３人に１人，女性の４人に１人

はがんで死亡している。２０２０年には２人に１人

はがんで死亡すると予測されている。

表１，表２にがんにかかる患者数（男性は胃

がん，女性は乳がんが最多），がんで死亡する

患者数（男性は肺がん，女性は大腸がんが最

多）を示す。

#．が ん の 特 徴

がんは別名『悪性腫瘍』と呼ばれ，!勝手に

大きくなる（自律性増殖）"周囲に広がり（浸

潤），遠くに飛んでいく（転移）#正常な組織

の栄養を奪い，体が弱る（悪液質）$原因は遺

伝子に傷がつくことが特徴である。

細胞の情報を有する核内の遺伝子変異が積み

重なった結果，がん細胞が発生するとされる。

その遺伝子変異を起こす原因として，環境要因

（日頃の生活習慣），宿主要因（体質）などが

あげられる。

$．一次予防と二次予防

がんには『かかると治りにくいがん』と『か

かっても治りやすいがん』がある。前者は肺が

ん，肝がん，膵臓がん，胆道がんなどで，かか

らないこと，すなわち一次予防が重要である。

後者は乳がん，子宮がん，胃がん，大腸がんな

どで，早期発見・早期治療すなわち二次予防が

重要である。一次予防の要点，および要因と発

がん部位の関係を図１，表３に示す。二次予防

は検診が重要であるが，現在提唱されている各

― 市民公開講座 ―

― 基調講演 ―

がん検診・診断・治療のトピックス

花 田 敬 士

JA 広島厚生連尾道総合病院内視鏡センター
（がん診療連携拠点病院運営委員長）

表１：がんにかかる患者数（２００４年）

表２：がんで亡くなる患者数（２００８年）
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種がんに対する検診の概要を図２に示す。

!．がん検診の現状と今後

がん検診の意義は早期発見にあることはいう

までもない。現在効果が証明されている検診の

項目を表４に示す。検診でのがん発見率は，胃

がんで消化管透視：０．１％，内視鏡：０．２９％，

早期がんの比率は７０％，大腸がんで便潜血及び

内視鏡：０．２９％，早期がんの比率は６２％，肺が

んで喀痰検査及びヘリカル CT：０．４４％，早期

がんの比率は６２％，乳がんでマンモグラフィ

ー：０．２９％，早期がんの比率は５０～７０％とされ

ている。

平成１９年にがん対策基本法が制定され，全国

の各自治体にはがん検診受診率の向上が求めら

れているが，尾道市の受診率は最低の胃がん検

診が７．２％，最高の乳がんでも１９．７％であり，

今後効果が期待される項目，例えば腹部超音波

検査，胃内視鏡検査の追加や職場・社会全体の

検診受診に対する理解をすすめていくことが重

要であろう。

"．がん診断のトピックス

新しいがんの画像診断法の一つにポジトロン

エミッショントモグラフィー（PET）があげら

れる（図３A，B）。この方法は被験者の体内に

糖を投与し，がんが存在する部位に糖が集積す

る性質を利用した診断法である。苦痛が少なく，

一度に体全体の検査が可能であるなどの長所も

あるが，検診目的の場合は自費になること，備

後地区に整備された施設がなく，倉敷市や広島

市に紹介が必要であることなどが短所である。

また，がんは遺伝子の異常が原因であり，血

液・尿等の検体から遺伝子の変異を発見するこ

とで，がんの早期発見・検診に応用できないか

という研究が行われている。つまり，がんが形

作られ，画像で発見される前の段階で早期診断

表４：効果が証明されている検診項目

図１：がんの一次予防

表３：がんの要因と発がん部位の関係

図２：がんの二次予防（検診）
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しようとするコンセプトである。この分野の研

究は急速に進歩してきており，２００７年１１月には，

がん抑制遺伝子の一つである p５３タンパクの異

常発現に対する抗体（抗 p５３抗体）を血中測定

する方法が，食道がん，乳がん，大腸がんにお

いて保険収載された。問題点として，遺伝子の

異常とがんの関係がすべて明らかになっていな

いこと，遺伝子異常が明らかになった場合の治

療方針の決定，検出法が標準化されていないこ

と，コストが高価であることなどがあげられる

が，今後の分子生物学の発展とともに一般診療

にもますます普及していくことが予想される。

!．がん治療のトピックス

近年のがん治療法の進歩は著しい。外科的治

療，内視鏡的治療，放射線治療，抗がん剤を中

心とした化学療法などであるが，図４にその例

を示す。なかでも化学療法における分子標的治

療の進歩が著しい。図５にその概念を示すが，

がん細胞がもつ特異な性質を狙い撃ちするため，

正常細胞への影響が少なく，高い治療効果とと

もに副作用の軽減が期待されている。表５に現

在保険適応となっている代表的な分子標的治療

薬を示す。またその他話題の治療法として，!

細胞免疫療法（自身の免疫担当細胞を取り出し

て増やして用いる，あるいはがん細胞の性質を

変えさせて，がん細胞を攻撃），"自家ワクチ

ン療法（自身のがん細胞を使って，がんに対す

る免疫反応を強くしてがん細胞を攻撃），#サ

イトカイン療法（がん細胞を抑えるように作用

するタンパク質を使って治療）があげられる。

図４：がん治療法の進歩
図３A：新しいがん画像診断法

図５：分子標的治療の理論図３B：PET の実際

表５：保険収載されている代表的な分子標的治療薬
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!．尾三因地区がん治療の今後

がん診療連携拠点病院である当院は，診断・

治療法に関する新しい情報を国立がんセンター，

大学病院と共有することが求められる。また，

尾三因地区医師会の良好な病診連携を生かして，

診療所，市中病院と一体となり，がん患者にお

ける専門的な知識，技術，薬剤，副作用の管理，

治療法の決定に関与することが必要である（図

６）。現在当院で行っているがん診療連携拠点

病院としての取り組みを図７に示す。

"．啓 蒙 活 動

現在国内において展開されているがんの啓蒙

活動について簡単に述べる。疾患別では，ピン

クリボン（乳がん），パープルリボン（膵臓が

ん）が，大腸がんの検診の啓蒙として，ブレー

ブサークルなどがある（図８）。今後他臓器の

がんに関しても同様な活動の展開が期待される。

#．お わ り に

平成２２年２月７日に開催された市民のための

がん講演会における基調講演の内容について概

説した。最後に，今回の講演会に際して御協力

いただいた尾道市，尾道市医師会，当院医師，

看護師，地域連携室をはじめとするスタッフ，

尾道ケーブルテレビの各位，ならびに７００名を

越える多数の御参加をいただいた市民の皆様に

厚くお礼申し上げる。

図８：がんの啓蒙活動

図６：尾三因地域がん治療の今後

図７：がん診療連携拠点病院としての取り組み
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!．は じ め に

胃がんは早期に発見すれば，内視鏡を使った

治療法で根治することができるようになってき

ました。

胃がんの診断，治療についてお話します。

"．胃 が ん と は

１．胃がんの性質

胃の壁は粘膜・粘膜筋板・粘膜下層・筋層・

しょう膜下層・しょう膜と層構造をしています。

胃がんはその中の一番内側である粘膜から発生

します。一番内側にあるため，バリウムを使っ

た胃透視検査や内視鏡を使い，胃の粘膜面を観

察し診断します。

ごく早期の場合，胃がんは粘膜内部にとどま

っていますが，進行してくると徐々に粘膜下層・

筋層へと浸潤します。また，粘膜下層には血管・

リンパ管があるため，進行してきた癌はこれら

の流れに乗って遠方へと広がっていきます。

（図１）

このため，粘膜下層に深く浸潤してしまった

癌は遠方へ転移している可能性があるため，内

視鏡を使った治療では根治できません。

２．胃がんの原因

食事との関係では，塩分との関係が知られて

います。

塩分濃度の高い食品を摂取すると，胃粘膜の

障害や炎症を引き起こし発がんを促進すると考

えられています。以前は高塩分食品の摂取の多

い東北地方の日本海沿岸に多く発生していまし

た。現在は電気冷蔵庫の普及により塩蔵食品が

少なくなり，地域格差は解消されつつあります。

喫煙とは肺がんだけでなく他部位の癌との関

連も示されており，胃がんとも高い関連がある

ことが知られています。

最近ではヘリコバクター・ピロリ菌との関連

が知られるようになりました。

胃がん患者はピロリ菌の感染率が高い事，除

菌により胃の異時性がん発生が抑制されるなど

のデータから，１９９４年 WHO がヘリコバクタ

ーピロリ菌を胃がんの発生原因として認定して

います。ヘリコバクターピロリ菌の感染により

慢性胃炎が引き起こされ，これらから胃がんや

― 市民公開講座 ―

内視鏡を使った早期胃がん治療

小 野 川 靖 二

JA 尾道総合病院 内科部長

図２

図１
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悪性リンパ腫など悪性疾患が発生すると考えら

れています。（図２）

３．胃がんの診断方法・進行度・治療法

胃がんの存在診断には胃透視や内視鏡検査を，

広がりには腹部超音波検査や CT 検査，注腸検

査などがあります。

胃癌学会から「胃癌取扱い規約」や「胃癌治

療ガイドライン」が出版され，進行度判定や各

進行度に応じた治療法が記載されています。

（図３，４）

これらに沿って治療方針を立案し，治療して

いきます。

!．早期胃がんの内視鏡治療とは

当院では「胃癌治療ガイドライン」に則って，

早期胃がんを診断し治療しています。具体的に

は「分化型・２cm 以下・陥凹型では潰瘍の無

いもの」を基本としています。（図５）

最近の研究により，これらの適応の範囲から

外れるものであっても，遠隔転移が無く安全に

内視鏡治療できる病変があることがわかってき

ました。これらはコンセンサスが得られつつあ

ることから，当院においてもガイドラインの適

応を拡大して内視鏡切除を行っています。

当院での適応拡大は

２cm を超える潰瘍変化のない分化型の粘膜

内癌

３cm 以下の潰瘍変化のある分化型の粘膜内

癌

３cm 以下の分化型の SM１癌（粘膜下層浅

層への浸潤癌）

として，積極的に内視鏡切除の範囲を拡大し

ています。（図６，７）

大きさの範囲拡大の必須条件として病変の一

括切除が挙げられます。通常の粘膜切除術

（EMR 法）（図８）では２cm を超える病変の

一括切除は困難でした。現在では早期胃癌粘膜

下層切開剥離術（ESD 法）（図９）が開発され

普及してきています。当院においても２００２年よ

り導入して大きな病変に対する切除に対応して

きました。

ESD 法は病変の周囲を切開した後に，粘膜

下層をはがすように切除する方法であり，病変

図５

図３

図４
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を確実に切除することができます。現在では内

視鏡治療の中心的な手技となっており，当院に

おいても件数は年々増加し，２００９年は胃病変の

内視鏡治療７９件のうちの６７件が ESD 法にて行

われました。（図１０）

!．最 後 に

胃がんは早期の段階で発見されれば，内視鏡

的に確実に切除できます。検診などで早期発見・

早期治療を心がけて下さい。

図１０

図６

図７

図８

図９
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!．は じ め に

近年，食生活の欧米化によりわが国の大腸癌

罹患率及び死亡率は著しく増加している。２００８

年の人口動態統計によれば，女性の大腸癌死亡

は全悪性新生物による死亡の中で最多，男性は

肺癌，胃癌についで多く，過去５０年間に約１０倍

となった（図１）。この間，大腸内視鏡検査な

どの診断法は格段に進歩し，また多くの大腸癌

の治療法が開発され，大腸癌の治療成績は着実

に向上している。今回は大腸癌治療法（図２）

のなかでも特に外科的治療を中心とした以下の

３点の最近の知見について，当科での経験とと

もに報告する。

― 市民公開講座 ―

ここまで進んだ大腸癌外科治療

中 原 雅 浩

JA 尾道総合病院 外科

大腸がんの治療戦略

図２

大腸癌の疫学－２

図１
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１）腹腔鏡下手術（図３）

腹腔鏡下手術が１９９０年に日本で初めて胆嚢摘

出術に導入されて以降，本法は種々の消化器疾

患に対して行われている。なかでも大腸はその

解剖学的特徴から，剥離，授動を行えば小さな

創から取り出すことができ，最も腹腔鏡下手術

に適した臓器であるといえる。１９９２年に早期大

腸癌に対して初めて腹腔鏡下手術が施行されて

以来，開腹手術に比べ低侵襲で整容性に優れて

いる点から（図４），広く受け入れられるよう

になった。また，複数の術後の予後は海外の大

規模比較試験により，短期成績のみならず長期

成績でも，腹腔鏡下手術は開腹手術と同等であ

ることが報告されている。その結果，導入初期

は早期癌のみの適応であったが，進行大腸癌に

も適応が拡げられ，右肩上がりに症例数は増加

している。第９回日本内視鏡下学会アンケート

調査によると，２００７年には国内で年間約９０００例

の腹腔鏡下大腸癌手術が行われており，そのう

ち約６０％を進行癌が占めていた（図５）。当科

でも１９９５年に導入，徐々に症例数は増加し，

２００８年までには６００例の経験を数え（うち進行

大腸癌４００例）（図６），２０１０年７月には７３０例を

越えている。私見ではあるが，現在当科では腹

腔鏡下手術は大腸癌外科治療のスタンダート治

療と位置付けている。今後，さらに腹腔鏡下手

術のメリットが証明されれば，将来的には，開

腹手術に代わり腹腔鏡下手術が大腸癌外科治療

の標準治療になるかもしれない。

２）内肛門括約筋切除術（図７）

近年の下部直腸癌の手術では，手術手技や機

器の発達により肛門温存術が増加している。し

かし肛門近傍の症例，具体的には腫瘍下縁が肛

門縁から６cm 以内，では，腹会陰式直腸切断

術が標準手術法であり永久的ストーマが必要と

大腸がんに対する年次別腹腔鏡下手術数

図５

当科における腹腔鏡下大腸手術数

腹腔鏡による結腸右半切除術の創部

図６

図３

腹腔鏡下手術のメリット（患者側）

図４
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内肛門括約筋切除術
（内肛門括約筋のみを切除）

下部直腸進行癌で
肛門を残せるギリギリの距離

図７ 図８

内肛門括約筋温存手術の手術手技

→がんの下縁が肛門縁より６cm 以内
腹会陰式直腸切断術

図９

図１０

肛門を残せる手術の適応拡大
→ストーマ造設手術の減少

図１１
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なる（図８，９）。しかし最近では肛門にきわ

めて近い直腸癌（肛門縁から腫瘍下縁が５cm

以内）に対し，肛門括約筋のうち，外肛門括約

筋は温存し，内肛門括約筋のみ切除する手術方

法（intersphincteric resection; ISR）が注目され，

臨床応用されるようになった（図１０）。複数施

設の報告によれば，腫瘍学的な予後は腹会陰式

直腸切断術と比較しても劣っておらず，また術

後排便機能障害も容認できる結果であった。現

時点では，新しい術式であるため，術後の長期

成績は未だ不明であり，本術式の選択には慎重

でなければならな。しかし，今後は超低位直腸

癌に対する肛門温存術式，永久的ストーマを回

避できる術式，として大きな選択肢の一つとな

りうる可能性がある（図１１）。当科でも２００８年

までに７例を経験した。全例，術後合併症はな

く，再発はなく排便機能も容認範囲内と考える

（図１２）。

３）肝転移の外科治療

大腸癌の肝転移に対する最も治療効果の高い

治療は外科的切除である（図１３）。すなわち手

術以外の治療法，例えば化学療法，熱凝固療法，

では５年以上の長期生存を得る事は困難である

が，肝切除により２０－４０％の５年生存率が得ら

れる。そのため切除可能であれば切除するとい

うのが原則である。切除適応となる肝転移は全

肝転移の２５％程度である。適応は，１）耐術可

能，２）原発巣が制御されているか，制御可能，

３）肝転移巣を遺残なく切除可能，４）十分な

残肝機能がある，とされている。転移個数によ

る手術適応は従来は３－４個までとされていた

が，肝切除術の安全性が向上したことを背景に，

それ以上の多発病変に対しても切除が試みられ

ている。肝切除の時期に対しては，原発巣切除

と同時に肝転移巣を切除するのがよいとされて

いた。しかし，術後早期に残肝再発や遠隔転移

が出現することがあり，原発巣切除後３ヶ月程

度の待機時期を置いて肝転移を切除する方法も

選択の一つである。当科の過去５年の肝転移切

除症例は２０例，術後合併症も少なく平均１７．７日

で退院となっており安全性の高い手術と考えら

れた（図１４，１５）。また肝転移切除後の予後も

良好であり（図１６），切除可能な肝転移に対し

当科での ISR 症例の臨床的特徴 肝転移の治療

図１２

図１３

肝転移患者の背景

図１４
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ては積極的に切除を考慮すべきと考える（図１７，

１８）。

!．お わ り に

外科的治療を中心とした３点の最近の知見に

ついて，当科での経験とともに報告した。これ

らの治療法は今後の大腸癌治療のスタンダート

になっていくと考えられる。

肝切除術後合併症・在院期間 肝転移切除症例－２

図１５

肝切除後生存期間
図１８

図１６

肝転移切除症例－１

図１７
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!．は じ め に

昨今の内視鏡治療の進歩に伴い，介助者に要

求される技術や知識も高まっている。今回，内

視鏡技師（以下技師）が直接介助した内視鏡治

療での偶発症を分析し，安全かつ的確な介助技

術を提供できているかを検証した。

"．対 象

２００７年１月から２００９年１０月までに当院で技師

介助下に実施された上部 ESD（以下 ESD），下

部 EMR（以下 EMR），EVL，緊急内視鏡で発

生した偶発症。

#．当センターのスタッフ指導法

当センターでは，２００５年から指導マニュアル

及び技術チェックリストを活用した新人教育を

実施している。消化器内視鏡技師資格を有する

スタッフを対象とし，２週目から EMR，EVL

介助，３ヶ月目から緊急内視鏡待機当番の参入，

２年目から ESD 介助を実施している１）（図１）。

$．偶発症の定義

ESD：翌日再検まで及び再検後の吐下血，術

中及び術後の穿孔。

EMR：術後止血処置，術中及び術後の穿孔。

EVL：術中及び術後の出血。

緊急内視鏡：通常業務（平日８：３０～１７：

００）以外に実施した内視鏡で，止血後の再出血，

及び異物回収時の処置に伴う粘膜損傷。

― 看 護 研 究 ―

内視鏡治療における内視鏡技師の役割
－偶発症の分析から－

楠見 朗子１・森田恵理子１・栗本 保美１・内畠夫佐子１・三木 仁１

花田 敬士２・小野川靖二２・福本 晃２

１JA 尾道総合病院内視鏡センター内視鏡技師
２JA 尾道総合病院内視鏡センター医師

図１
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!．結果および考察

対象期間に関わった技師は６名で，経験年数

は１年～９年。ESD：１７１件中，再出血６件（４

％），穿孔２件（１％）。EMR：１０４２件中，再処

置４１件（４％）（うち出血あり１５件（２％）），

穿孔０件。EVL：６２件中，出血０件。緊急内視

鏡：１４０件中，止血処置１３１件，異物回収９件，

再出血は１４件で粘膜損傷はなかった（図２，３，

４）。

２０１０年１月に報告された消化器内視鏡関連の

偶発症に関する第５回全国調査報告と比較する

と，ESD の偶発症は２．９６１％，EMR は０．５１２％

であり，当院での偶発症発生率が多い傾向があ

った２）。今回の検討では，再検時の明らかな出

血，未出血でも発赤が目立つものや黒色便があ

るものは出血としてカウントしたため，EMR

の偶発症発生率が多くなったものと思われる。

個々の処置について，ESD 後出血は，経験の

浅い術者による１件と透析及び抗凝固剤併用患

者が１件，終了時の予防止血不十分が４件であ

った。後者の４件は，術中の出血コントロール

に難渋しており，術中記録で“出血注意”など

の申し送りがされていた。穿孔は術中に発生し

ており，スコープ操作時，患者の体動時に各１

例であったが，いずれもクリッピングにより対

応可能であった。EMR 後出血は，全例切除時

の生切れや過焼灼はなく，クリップによる予防

止血が施され，明らかな出血なく終了していた。

術後出血症例の特徴として病変サイズ１０mm 以

上のもの，術中に出血を認めたもの，複数個の

切除，抗凝固薬の服用，経験の浅い術者との実

施があげられた。緊急内視鏡後の再出血は

ESD 後が６件，初回処置時の条件が悪く，再

検時に止血を完了したものが８件であった。特

徴は，抗凝固薬，癌などの患者因子の影響があ

った。技師別で偶発症の発生状況をみると，経

験９年の技師が１２件と最も多く，介助した症例

は ESD や EMR では腫瘍のサイズが大きいな

ど，施術に難渋した症例が多数を占めた。経験

が豊富で指導者としての役割も担っており，よ

図２

図３

図４ 図５
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りハイリスクな症例に多く遭遇していると考え

られた。一方，症例を選ぶことが不可能な緊急

内視鏡時の偶発症発生は他の技師と同等であっ

た（図５）。対象者全員が安全かつ的確に介助

業務を遂行していると考えられ，確立された教

育システムが効果的に機能していると思われた。

!．結 語

技師が直接介助に関わった内視鏡治療におけ

る偶発症発生率を分析し，介助が適切に遂行さ

れているかを検証した。確立された教育システ

ム下で指導を受けた技師は，内視鏡治療の直接

介助において安全かつ的確な介助技術を提供可

能である。
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!．は じ め に

当院では平成１５年より時代の変化に対応する

医療機関づくりと職場活性化を目指すために，

人材育成研究所の立川義博先生指導のもとに小

集団活動・TQM（Total Quality Management）

活動を行っている。手術室は様々なテーマで業

務改善を行っている。（表１）今年度は年間

４６００例の手術に必要な SPD カード運用に着目

して活動を行った。その結果，在庫の減少，

SPD カードへの意識の向上が見られたので報

告する。

物品を管理するに当たり，約２０００枚の SPD

カードが動いている。しかし現状は，カードを

紛失したり，出し忘れたりし，手術が始まる前

に物品がないことに気が付き，スタッフから間

に合うようにして欲しいという事態が常におき

ていた。カード管理を行っている管理者として，

どうにか解決できないものかと考え，科長・主

任・スタッフ１名を中心に手術室スタッフ全員

と SPD スタッフ，施設資材課と協力しながら

活動を行なった。

"．活 動 テ ー マ

手術室の果てまで探して Q……

SPD カードの紛失をなくす

#．活 動 期 間

平成２１年６月９日～平成２２年３月３１日

$．現 状 の 把 握

手術室で管理している SPD カードの枚数

― 活 動 報 告 ―

手術物品管理の効率化
～SPD カードの紛失を失くす～

檀上美由紀１・光貞由美子１・亀田 美代１・生田公美子１

１JA 尾道総合病院手術科

年 度 テ ー マ メンバー ◎リーダー

平成１５年度
いつも我が家に帰ります。放浪禁止の旅
～各部屋の物品の定数・定位置化～

◎ 矯安 裕子
三笠 榊原 助永

平成１６年度
糸のポイ捨て撲滅キャンペーン
～糸も積もれば金となる～

◎ 博田 恵子
花谷 戸端 若狭 矯安 松本

平成１７年度
世にも奇妙な手術伝票
～手術伝票の改善～

◎ 松本 真弓
榊原 中浜 杉野原 松浦

平成１８年度
私の元へプレイバック
～床にゴミを落とさずきれいなままで～

◎ 松浦麻里子
中原 川口 秋本（外科医師）
掛田 助永 和田

平成１９年度
空に太陽があるうちに
～準備・片付け円滑にして患者様への迷惑を
なくそう～

◎ 助永るみ子
佐々木 吉田 古木 岡田 阿部（助手）
貞近 岩本 柏原

平成２０年度
スリッパをウオッシュ
～目指せ！スリッパ一足制!～

◎ 細井 哲宏
吉田 古木 佐々木 岡田 阿部（助手）
中浜 柏原 花野

表１ 年度別テーマ一覧
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………………………２０００枚

手術室の SPD カードが１日に動いている枚数

………………………５０～６０枚

手術の物品を準備するにあたって物品がなく

て困ったと SPD に連絡があった件数

１９件／７月（実際の紛失は１３件）

その内緊急を要した件数…５件／７月

SPD カード再発行件数

２１枚／７月（二重発行・注文中も含む）

!．目標値の設定

実態調査を中心に目標値を設定していった

SPD カード紛失件数 １３件／月→５件／月

緊急を要した件数 ５件／月→０件／月

"．原 因 の 究 明

フイッシュボーンを用い原因をカテゴリー別

に分類した。（図１）

１）SPD カードを物品の箱・袋についたま

ま捨てている

重 要 要 因 対 策 項 目 協力性 継続性 実現性 効果性 総合判定 ランク

箱・袋に付いたまま気が付かず
捨てている

使用する時必ずカードを外さ
ないと使用できないようにカ
ードを貼る

２ ３ ３ ３ １１ １

決まった場所にカードが貼って
ない
テープが外れてカードが落ちる

カードの貼る位置を統一する ２ ３ ３ ２ １０ ２

物品の収納場所が間違っている
カードと物の位置を統一させ
る

２ ２ ３ ２ ９ ３

カードが出ているか解らない
（カードの種類の理解ができて
いない）

カードの種類を理解する ２ ２ ２ ２ ８ ４

大切なカードという意識がない
SPD カードについて勉強会
を行う

２ ２ ２ １ ７ ５

図１

表２ 対策の検討
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２）決まった場所にカードが貼ってない為見

落としやすい。テープが外れてカードが

落ちる。

３）納品された物品が違った収納場所に収め

られている。

４）スタッフが物品の入荷まで何日かかるの

か，またサプライ品・部門品・預託品に

ついて知らない。

その為在庫が減少していることや，完

全になくなってから出すことがある。

５）在庫がなくなっても「物品が無い」こと

を上司に報告することで補充されている

ので，スタッフ個人は困らない。大切な

カードという意識が無い。

!．対策・行動内容

原因の究明の中から重要要因を抽出しメンバ

ーで具体策を出しランク付けしていった。（表２）

１）TQM メンバーと SPD・スタッフで物品

別にカードの利用状況を把握した。

２）箱・袋のどの位置にカードを貼るかを検

討し統一した。

３）SPD スタッフがカードのバーコードを

物品の収納棚に貼り，収納時カードと物

品の位置を一致させた。SPD スタッフ

が手術室に入り棚卸を行った。

４）手術室スタッフに対し SPD カードの種

類を理解してもらうために勉強会を行っ

た。カードについて関心を持ってもらう

ために TQM ニュースとして勉強会の内

容・対策・行動状況を新聞にして掲示し

た。（図２）

"．成 果 の 確 認

《有形効果》

SPD カード紛失件数

……１３件／７月→３件／１１月

緊急を要した件数

……５件／７月→０件／１１月

目標達成できた

《無形効果》

スタッフの意識変革

!SPD カードに関心を持ちカードを捨てるこ

とが少なくなった。

!預託品・部門品の注文まで時間を考えてカー

ドを出すようになった。他部門との連携がは

かれた。

!SPD が棚卸に入り不動在庫。不必要物品が

減少した。

#．活 動 の 反 省

!手術時，物品が不足して困ることが無くなっ

た。

!スタッフが SPD カードの重要性に気付き在

庫がなくなる前にカードを SPD に出し発注

がかけられるようになった。

!SPD が棚卸をすることにより余分な在庫が

少なくなった

!SPD のコンピューターシステム上カードを

図２ 図３
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二重発行しており在庫が増える原因だと分か

った（図３）

!二重発行することで在庫が増えていく。

これに対しては，カードの紛失を発見した

ときはすぐにカードを作成せず伝票に物品名

を記入し，物品とともに納品することにした。

後日カードが発見されれば伝票は捨てるこ

とにする。カードが出てこなかった場合は再

発行する取り決めを SPD と作った。

!．今 後 の 課 題

部門品の発注状況が注文中なのか，カードの

紛失なのか把握できてない為，施設資材課が注

文用紙をスキャンし院内ホームページで随時チ

ェックできるよう施設資材課と連携を図る。

SPD のシステム上カードの二重発行を防ぐ

ことが出来なかった為，紛失したと思われるカ

ードをすぐ再発行をせず，一旦，伝票対応とし

不明が確定したときに再発行する必要がある。

"．お わ り に

この活動の今回の活動により結果物品が不足

し手術に支障をきたすことが無くなり手術がよ

り安全にスピーディに実施できるようになった。

今後，継続させるとともに新たな対策もスタ

ッフとともに考え改善を行っていきたい。また，

日々の業務の中で問題点を取り上げ業務の効率

化・見える化を考え活動していきたい。
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著 書

論 文 発 表

学 会 発 表

院内カンファレンス





著 書

内 科（消化器内科・内視鏡センター）
（分担執筆）

《消化器内科・内視鏡センター》

１）花田敬士，飯星知博，（石井康隆）．内視鏡による慢性膵炎の診断 ―ERCP から EUS まで－

胆膵内視鏡診療の実際．pp１６１～１６６，中島正継監修，日本メディカルセンター，東京，２００９．

２）花田敬士．先天性胆道拡張症．今日の消化器疾患治療指針．pp８４５－８４７，幕内雅俊，菅野健太

郎，工藤正俊編，医学書院，東京，２０１０．

３）花田敬士．ラジアル型 EUS を用いた小膵癌拾い上げのための戦略．p４－５，安田健治朗監

修，オリンパスメディカルシステムズ，東京，２００９．

看 護 科（内視鏡センター）
１）田村君英編，技師＆ナースのための消化器内視鏡ガイド 検査 治療 看護，学研メディカル

秀潤社，２０１０．４．３０発刊（楠見朗子，花田敬士共著）

第２０号，２０１０年

―１２５―



論 文 発 表

内 科
《消化器内科・内視鏡センター》

１）Hanada K, Iiboshi T, (Ishii Y). Endoscopic ultrasound-guided choledochoduodenostomy for palliative

biliary drainage in cases with inoperable pancreas head carcinoma.

Dig Endosc２１Suppl １，S７５－７８，２００９．

２）花田敬士，飯星知博，福本 晃，小野靖二，平野巨通．『胆膵内視鏡のトラブルシューティン

グ』 EUS-FNA 針先が見えない．

消化器内視鏡 ２１：１８８８～１８８９，２００９．

３）福本 晃，佐上晋太郎，弓削 亮，飯星知博，小野川靖二，平野巨通，花田敬士，天野始，日

野文明，大林諒人，（今川宏樹），（宍戸孝好），（岡 志郎），（田中信治），（茶山一彰）．小腸ダ

ブルバルーン内視鏡診断．

臨床と研究 ８６：１４２７～１４３２，２００９．

４）（峯 徹哉），（明石隆吉），（五十嵐良典），（入澤篤志），（神澤輝美），（川口義明），（須賀俊博），

（西森 功），（大槻 眞），（伊藤鉄英），（大原弘隆），（川 茂幸），（木田光広），（田中滋城），

（吉田 仁），花田敬士，（下瀬川 徹）．ERCP 後急性膵炎を巡る問題 ERCP 後膵炎の診断．

肝・胆・膵 ５９：２７５～２８０，２００９．

５）飯星知博，花田敬士，（石井康隆），（向井伸一），福本 晃，小野川靖二，平野巨通，佐上晋太

郎，弓削 亮，天野 始，日野文明，大林諒人，福田敏勝，黒田義則，米原修治．切除不能胆

道癌における Interventional Oncology．

消化器科 ４８：６５９～６６４，２００９．

６）（石井康隆），花田敬士，（向井伸一），飯星知博，小野川請二，平野巨通．超音波内視鏡ガイド

下胆管十二指腸吻合術（EUS-CDS）．

消化器内視鏡 ２１：９１７～９２１，２００９．

７）花田敬士，飯星知博，平野巨通，（石井康隆），福本 晃，小野川靖二，佐上晋太郎，弓削 亮，

天野 始，日野文明，大林諒人．切除不能悪性胆道閉塞に対する超音波内視鏡下胆道ドレナー

ジ（EUS-BD）．

胆と膵 ３０：４８１～４８６，２００９．

８）楠見朗子，森田恵理子，内畠夫佐子，栗本保美，三木 仁，花田敬士，小野川靖二，藤越貞子．

患者を看るための内視鏡診療体制とは．

厚生連尾道総合病院医報 １９：１２１～１２４，２００９．

９）内畠夫佐子，楠見朗子，森田恵理子，栗本保美，三木 仁，花田敬士，小野川靖二，福本 晃．

内視鏡技師による ESD，PEG 予定患者に対する術前訪問の試み．

厚生連尾道総合病院医報 １９：１１９～１２０，２００９．

１０）花田敬士，飯星知博，平野巨通，石井康隆，（向井伸一），小野川靖二，天野 始，日野文明，

大林諒人．１cm 以下の小膵癌診断における EUS の位置づけ．

胆と膵 ３０：３４３～３４８，２００９．

１１）（峯 徹哉），（明石隆吉），（五十嵐良典），（入澤篤志），（神澤輝美），（川口義明），（須賀俊博），

（西森 功），（大槻 眞），（伊藤鉄英），（大原弘隆），（川 茂幸），（木田光広），（田中滋城），
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（吉田 仁），花田敬士，（下瀬川 徹）．ERCP の偶発症と対策 ERCP 後膵炎の取り組み．

消化器内視鏡 ２０：１８５９～１８６３，２００８．

１２）（石井康隆），花田敬士，（向井伸一），飯星知博，小野川靖二，平野巨通，天野 始，日野文明，

大林諒人，福田敏勝，黒田義則，米原修治．画像検査にて典型像および非典型像を呈した膵

SPN の２例．

肝胆膵画像 １１：４１３～４２０，２００９．

１３）友野勝幸，（石井康隆），花田敬士，飯星知博，（林 詠子），米原修治．超音波内視鏡下穿刺吸

引細胞組織診（EUS-FNA）が治療方針の立案に有用であった Stage!b 膵低分化内分泌癌（小

細胞癌）の１例．

厚生連尾道総合病院医報 １９：１０３－１０８，２００９．

《腎臓内科》

１４）勝谷昌平，（山内崇宏），（頼岡徳在）．SMAP 出口部作製と術後の管理．腎と透析 ６６ 別冊

腹膜透析 ２００９：１３６－１４０，２００９．

１５）勝谷昌平，（山内崇宏），（頼岡徳在）．スタイレットを使用しない CAPD カテーテル挿入の経

験．

中国腎不全学会誌 １７：２０７－２０８，２００９．

１６）吉田 博，岡田敏子，高橋初美，上角絹子，増田尚美，（山内崇宏），勝谷昌平．９０歳の超高齢

者の腹膜透析導入の経験 在宅治療移行に向けての関わり．

中国腎不全学会誌 １７：１９３－１９４，２００９

１７）（山内崇宏），勝谷昌平，（頼岡徳在）．慢性腎不全患者に対するリネゾリドの影響．

中国腎不全学会誌 １７：２７－２８，２００９．

１８）勝谷昌平，（山内崇宏），（頼岡徳在）．当院における高齢者の腹膜透析の対策と工夫．

中国腎不全学会誌 １７：１３－１４，２００９．

《呼吸器内科》

１９）風呂中 修，（尾崎紀仁），塩谷咲千子，則行敏生，下田清美，米原修治，佐々木健司，神田真

規，相部晴香，平谷由香，（益田 健），（北口聡一）．非小細胞肺癌における EGFR 遺伝子変

異の測定とゲフィチニブ療法の有無と全生存期間に関する検討．

広島医学 ６３：１３６－１３９，２０１０．

２０）高橋 元，風呂中 修，米原修治．胸部異常陰影を来たしたアスベスト暴露労働者の１剖検例．

厚生連尾道総合病院医報 １９：１０９－１１３，２００９．

外 科
１）則行敏生，濱本正樹，高澤好信，加藤清美，（橋本昌弘），倉西文仁，中原雅浩，福田敏勝，

（石崎康代），（奥田 浩），（秋本悦志），米原修治

集学的治療を施行した弓部大動脈浸潤胸腺癌の１例

胸部外科 ６２：４１７－４２１，２００９．

２）（楠部潤子），中原雅浩，福田敏勝，倉西文仁，黒田義則

Kugel 法施行後，術後動脈出血をきたしたソケイヘルニアの１例

日本臨床外科学会雑誌 ７０：１２３２－１２３５，２００９．
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３）田口和浩，則行敏生，風呂中修，黒田義則，（秋本悦志），倉西文仁，中原雅浩，福田敏勝，

（石崎康代），（奥田 浩），（橋本昌和），米原修治

急速な気管内進展を来した下顎骨骨肉腫肺転移

胸部外科 ６２：５７１－５７４，２００９．

４）（岩子 寛），中原雅浩，黒田義則，（石崎康代），濱本正樹，米原修治

外科的切除が有効であった直腸癌心臓転移の１例

手術 ６３：１５８９－１５９２，２００９．

５）森山浩之，中原雅浩，（岩子 寛），（沖 真実），（梶原 充），目崎一成，（弘田祐一），（弘田

真紀）

術前診断が可能であったソケイ部ヘルニアの１例

広島医学 ６２：３４９－３５２，２００９．

６）中原雅浩，（橋本昌和），（藤國宣明），（岩子 寛），（黒田義則），米原修治

PET／CT で陽性を呈し診断に苦慮した急性虫垂炎の１例

日本臨床外科学会雑誌 ７０：３２６６－３３６９，２００９．

心臓血管外科
１）濱本正樹，古川智邦

左腎動脈を巻き込んだ腹部大動脈瘤に対する手術経験

～腹腔動脈上大動脈遮断と腎冷却法を用いた安全な手術を目指して～

厚生連尾道総合病院医報 １９：５１－５７，２００９

２）濱本正樹，古川智邦

下行大動脈瘤に対する人工血管置換術

～術中脊髄虚血を回避するための一般市中病院での取り組み～

厚生連尾道総合病院医報 １９：５９－６４，２００９

皮 膚 科
１）中村吏江，鼻岡佳子，森本謙一，石川哲三，篠田勧

熱傷瘢痕に生じた悪性黒色腫の１例

臨床皮膚科６３巻８号 Page５８１－５８４，２００９．

２）中村吏江，鼻岡佳子，森本謙一，石井康隆

ホウ酸団子誤食により toxic epidermal necrolysis 様皮膚剥離を生じた１例

臨床皮膚科６３巻１０号 Page７３７－７４１，２００９．

３）Vibrio vulnificus infection: A case infected by contaminated fishing gear

Kenichi MORIMOTO, Keiko HANAOKA, Rie NAKAMURA, Tetsuzo ISHIKAWA, Susumu

SHINODA

J Dermatol３６（１１），Page６２０－６２１，２００９．

４）爪白癬に対するイトラコナゾールパルス療法の治療効果と爪混濁比の経時的推移

田中稔彦，鍋島裕紀子，秀 道広，森本謙一，高路 修，鼻岡佳子，堀内賢二，森 保，

新見直正，森川博文，柳瀬哲至，行徳英一，岡部 勉，仁熊利之

西日本皮膚科７１巻６号 Page６０３－６０８，２００９．
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脳神経外科
１）門田 秀二

症候性頭蓋内動脈狭窄に対するシロスタゾールの血管内皮改善作用について

－２症例の経験から－

Progress in Medicine ２９：１２４２－１２４４，２００９．

耳鼻咽喉科
１）長 陽子，（横井秀格），（小野倫嗣），（八尾 亨），（加瀬 香），（中澤詠子），（芳川 洋），

（池田勝久）

多発脳神経障害と Hunt 症候群．

耳鼻臨床 １０３：２；１１７～１２０，２０１０．

泌 尿 器 科
１）沖 真実，梶原 充，森山浩之

緊急の経尿道的ドレナージ手術を行った前立腺膿瘍の２例．

広島医学 ６２：２０３－２０６，２００９．

２）森山浩之，沖 真実，（梶原 充），（松尾恵輔）

巨大後腹膜膿瘍の１例．

広島医学 ６２：２５０－２５２，２００９．

３）森山浩之，沖 真実，（梶原 充），（林 詠子），米原修治，森 浩希，高澤信好，木曽哲司

前立腺神経内分泌癌の１例．

広島医学 ６２：２９７－３００，２００９．

４）森山浩之，中原雅浩，（岩子 寛），（沖 真実），（梶原 充），目崎一成，（弘田祐一），

（弘田真紀）

術前診断が可能であった鼠径部膀胱ヘルニアの１例．

広島医学 ６２：３４９－３５２，２００９．

５）森山浩之，（沖 真実），（梶原 充），（林 詠子），米原修治，（児玉光人）

前立腺印環細胞癌の１例．

広島医学 ６２：４１１－４１３，２００９．

６）（梶原 充），（沖 真実），森山浩之，（池田 洋）

後期高齢過活動膀胱患者に対するトルテロジンの安全性，忍容性および有効性 ―使用実態下

における検討―．

新薬と臨牀 ５８：９０－９５，２００９．

７）（梶原 充），（沖 真実），森山浩之，米原修治，（瀬尾一史）

外尿道口尖圭コンジローマの２例．

西日本泌尿器科 ７１：５９６－５９９，２００９．

８）（梶原 充），（沖 真実），森山浩之

陰茎皮膚に生じた淋菌性膿瘍の１例．

西日本泌尿器科 ７１：６４７－６４９，２００９．
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９）（沖 真実），石 光広，森山浩之，（梶原 充），（林 詠子），米原修治，（長澤弘明）

自然破裂した腎血管筋脂肪腫の１例．

厚生連尾道総合病院医報 １９：６５－６８，２００９．

１０）森山浩之，（沖 真実），石 光広，（梶原 充），（林 詠子），米原修治，目崎一成，

（児玉光人）

停留精巣術後に発生した精巣腫瘍の１例．

厚生連尾道総合病院医報 １９：６９－７２，２００９．

１１）（梶原 充），（沖 真実），森山浩之，高澤信好，森 浩希，米原修治

精巣摘除術後鼠径部リンパ節転移が疑われた stage!seminoma の１例．

厚生連尾道総合病院医報 １９：７３－７７，２００９．

１２）（梶原 充），（沖 真実），森山浩之，目崎一成，森 浩希，米原修治
１８F-FDG PET の前立腺集積亢進により診断された PSA１．７４ng／ml の前立腺癌の１例．

西日本泌尿器科 ７２：１０８－１１１，２０１０．

１３）金岡隆平，石 光広，森山浩之，目崎一成，森 浩希，米原修治

後腎性腺腫の１例．

広島医学 ６３：１８１－１８４，２０１０．

１４）森山浩之，（梶原 充），（沖 真実），金岡隆平，石 光広，米原修治

Micropapillary bladder carcinoma６症例の臨床的および病理学的検討： CA１９－９の有用性の示唆．

泌尿器外科 ２３：３４３－３４８，２０１０．

病理研究検査科
１）岩子 寛，中原雅浩，黒田義則，石嵜康代，濱本正樹，米原修治

外科的切除が有効であった直腸癌心臓転移の１例

手術 ６３：１５８９～１５９２．２００９．

２）則行敏生，濱本正樹，高澤好信，加藤清美，橋本昌弘，倉西文仁，中原雅浩，福田敏勝，

石嵜康代，奥田 浩，秋本悦志，米原修治

集学的治療を施行した弓部大動脈浸潤胸腺癌の１例

胸部外科 ６２：４１７～４２１．２００９．

３）田口和浩，則行敏生，風呂中修，黒田義則，秋本悦志，倉西文仁，中原雅浩，福田敏勝，

石嵜康代，奥田 浩，橋本昌和，米原修治

急速な気管支内進展をきたした下顎骨骨肉腫肺転移

胸部外科 ６２：５７１～５７４．２００９．

４）花田敬士，飯星知博，平野巨通，石井康隆，向井伸一，小野川靖二 天野 始，日野文明，

大林諒人，福田敏勝，黒田義則，米原修治

１cm 以下の小膵癌診断における EUS の位置づけ

胆と膵 ３０：３４３～３４８．２００９．

５）森山浩之，沖 真実，梶原 充，米原修治

Micropapillary bladder carcinoma の１例

西日本泌尿器科 ７１：６３～６５．２００９．

６）森山浩之，沖 真実，梶原 充，米原修治，山辺瑞穂，本多元陽

経尿道的切除術にて治療した膀胱平滑筋腫の１例
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広島医学 ６２：１５１～１５３．２００９．

７）森山浩之，沖 真実，梶原 充，林 詠子，米原修治，森 浩希，高澤信好，木曽哲司

前立腺神経内分泌癌の１例

広島医学 ６２：２９７～３００．２００９．

８）沖 真実，石 光広，森山浩之，梶原 充，林 詠子，米原修治，長澤弘明

自然破裂した腎血管筋脂肪腫の１例

厚生連尾道総合病院医報 １９：６５～６８．２００９．

９）森山浩之，沖 真実，石 光広，梶原 充，林 詠子，米原修治，目崎一成，児玉光人

停留精巣術後に発生した精巣腫瘍の１例

厚生連尾道総合病院医報 １９：６９～７２．２００９．

１０）梶原 充，沖 真実，森山浩之，高澤信好，森 浩希，米原修治

精巣摘術後鼠頚部リンパ節転移が疑われた stage ! seminoma の１例

厚生連尾道総合病院医報 １９：７３～７８．２００９．

看 護 科
１）増田尚美

電子カルテシステム導入に向けて

―個人情報の保護と情報のセキュリティ，看護記録の課題―

厚生連尾道総合病院医報 １９：９３－９４，２００９．

看 護 科（内視鏡センター）
１）楠見朗子，森田恵理子，内畠夫佐子，栗本保美，三木 仁

患者を“看”るための内視鏡診療体制とは

厚生連尾道総合病院医報 １９：１２１－１２４，２００９．

２）内畠夫佐子，楠見朗子，森田恵理子，栗本保美，三木 仁

内視鏡技師による ESD，PEG 予定患者に対する術前訪問の試み

厚生連尾道総合病院医報 １９：１１９－１２０，２００９．

３）楠見朗子，森田恵理子，内畠夫佐子，栗本保美，三木 仁

内視鏡センターにおける効果的な新人教育 －故障予防の観点から－

日本消化器内視鏡技師会会報 ４４：５４－５５，２０１０．

４）三木 仁，楠見朗子，森田恵理子，内畠夫佐子，栗本保美

直接吸引機器の吸引効率について －基礎的検討－

日本消化器内視鏡技師会会報 ４４：１５３－１５４，２０１０．

５）楠見朗子，森田恵理子，内畠夫佐子，栗本保美，三木 仁

医師・技師から発案された効率的な内視鏡センターレイアウト

日本消化器内視鏡技師会会報 ４４：１７７－１７８，２０１０．
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薬 剤 部
１）池本雅章，小笠原康雄，岡野太一，加塩孝次，川上恵子，栗原晋太郎，菅原隆文，橋本佳浩，

本田和穂，松本俊治，武郷 徹，八島加八，安原昌宏，安原昌子，米澤久美，佐和章弘，

糸岐良三，徳島 寛，三牧 祐一，木平 健治

広島県下１１施設における抗菌薬使用率と耐性菌分離率に関するサーベイランス

広島県病院薬剤師会誌 vol．４５ No．１（３－８）

２）安原昌子，比良大輔，橋本佳浩，金本隆司，佐和章弘

診断群別包括払い制度（DPC）導入が注射用抗菌薬の使用動向や購入金額などに与える影響

日本病院薬剤師会雑誌 第４６巻４号（５２７－５３０）２０１０年

地域医療連携室
１）豊田直之

患者の在宅復帰を支援するための退院時共同指導ケアカンファランスとは

地域連携 network１２；１６－２４，２００９

２）大林諒人

教えてドクター「Ｂ型肝炎による肝硬変や肝がんは適切な治療で予防可能」

リビングふくやま，５月３０日版

３）大林諒人，藤越貞子，豊田直之

連携室がコーディネートする退院時共同指導ケアカンファランス

急性期病院経営情報誌 Nextage１４；１２－１３，２００９

４）豊田直之

実践！連携に効く！尾道方式

パート１．患者・家族への働きかけ

地域連携 network１３；３６－４２，２０１０
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学 会 発 表

内 科
【国際学会】

《消化器内科・内視鏡センター》

１）４０th Anniversary Joint Meeting of the American Pancreatic Association and Japan Pancreas Society

（２００９．１１．４－７，Honolulu, USA）

Ductal Carcinoma of the Pancreas During Prospective Follow-up of the Branch Duct Intraductal

Papillary Mucinous Neoplasm of the Pancreas.

Hanada K, Iiboshi T,（Ishii Y）, Hirano N, Amano H, Hino F, Fukuda T, Kuroda Y, Yonehara S.

《腎臓内科》

２）４th Asian Chapter Meeting of International Society for Peritoneal Dialysis（２００９．１０．１５－１８，

Beijing, China）

The catheter insertion by SAMP preserves renal function.

Katsutani M, （Yamauchi T）, （Ochiai M）, （Hamaguchi N）, （Yorioka N）

『全国学会』

《消化器内科・内視鏡センター》

１）第９５回日本消化器病学会総会（札幌 H２１．５．７－９）

潰瘍性大腸炎に対する白血球除去療法後の緩解維持に関する検討

小野川靖二，（石井康隆），（向井伸一），飯星知博，平野巨通，花田敬士，天野 始，

日野文明，大林諒人

２）第９５回日本消化器病学会総会（札幌 H２１．５．７－９）

分枝型膵管内乳頭腫瘍（IPMN）の厳密な経過観察は膵癌早期発見につながるか？

花田敬士，飯星知博，（石井康隆）

３）第９５回日本消化器病学会総会（札幌 H２１．５．７－９）

非切除胆道癌診療の現状―多施設共同アンケート調査―

（伊佐山浩通），花田敬士，（安田一朗），（真口宏介），（長谷部 修），（岡部純弘），

（前谷 容），（戸田信夫），（向井 強），（佐々木 !），（伊藤由紀子），（八木岡 浩），

（外川 修），（中井陽介）

４）第７７回日本消化器内視鏡学会総会（名古屋 H２１．５．２１～２３）

ランチョンセミナー（オリンパスメディカル）

EUS の新たな潮流～膵癌早期発見から Inerventional EUS の最前線まで～

花田敬士

５）第７７回日本消化器内視鏡学会総会（名古屋 H２１．５．２１～２３）

サテライトセミナー（Boston Scientific Japan）

最新・内視鏡的胆道ステント留置術実践テクニック

花田敬士

６）第７７回日本消化器内視鏡学会総会（名古屋 H２１．５．２１～２３）

ビデオシンポジウム５

出血性小腸病変に対するポリカドール局注療法の有用性と安全性
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福本 晃，（田中信治），（茶山一彰）

７）第７７回日本消化器内視鏡学会総会（名古屋 H２１．５．２１～２３）

安全な超音波内視鏡ガイド下胆道ドレナージ（EUS-BD）をめざして―不成功例から学ぶ―

（石井康隆），花田敬士，飯星知博

８）第７７回日本消化器内視鏡学会総会（名古屋 H２１．５．２１～２３）

膵腫瘍性病変に対する EUS-FNAB において２５G は有用か？―２２G との比較―

花田敬士，飯星知博，（石井康隆）

９）第７７回日本消化器内視鏡学会総会（名古屋 H２１．５．２１～２３）

第５回超音波内視鏡下生検法の診断精度向上のための研究会

２cm 以下の膵内分泌腫瘍の診断における EUS-FNA の有用性

（石井康隆），花田敬士，飯星知博

１０）第６２回日本消化器内視鏡技師学会（広島 H２１．５．２３）

シンポジウム

患者を“看る”ための内視鏡診療体制とは

楠見朗子，森田恵理子，内畠夫佐子，栗本保美，三木 仁，花田敬士，小野川靖二，

藤越貞子

１１）第６２回日本消化器内視鏡技師学会（広島 H２１．５．２３）

内視鏡技師による ESD，PEG 予定患者に対する術前訪問の試み

内畠夫佐子，楠見朗子，森田恵理子，栗本保美，三木 仁，花田敬士，小野川靖二，

（向井伸一）

１２）第４０回日本膵臓学会（東京 H２１．７．３０－３１）

ワークショップ３ 膵画像診断の新展開

１cm 以下通常型膵癌の拾い上げを意識した画像診断法の展開

花田敬士，飯星知博，（石井康隆），福田敏勝

１３）第４０回日本膵臓学会（東京 H２１．７．３０－３１）

内視鏡的経鼻膵管ドレナージ留置下で施行した膵液細胞診にて診断しえた膵上皮内癌の３例

飯星知博，花田敬士，（石井康隆）

１４）第４０回日本膵臓学会（東京 H２１．７．３０－３１）

分枝型 IPMN の自然経過を明らかにする

（真口宏介），（柳澤昭夫），（丹野誠志），（山口武人），（水野伸匡），（羽鳥 隆），

（土井隆一郎），（飛田浩輔），（小林 剛），花田敬士，（貞苅良彦）

１５）第４５回日本胆道学会（幕張 H２１．９．１８－１９）

ワークショップ２ 胆道専門医によるこだわりの PTCD

切除不能肝門部胆管癌に対する PTCD ルートの工夫

花田敬士，飯星知博，平野巨通

１６）第４５回日本胆道学会（幕張 H２１．９．１８－１９）

シンポジウム３ 胆道癌に対する化学療法と標準化

非切除胆道癌化学療法の現状―多施設アンケート調査―

花田敬士，（伊佐山浩通），Members of JEIBIC

１７）第４５回日本胆道学会（幕張 H２１．９．１８－１９）

胆道癌患者を看るための内視鏡検査の体制整備

楠見朗子，森田恵理子，内畠夫佐子，栗本保美，三木 仁，花田敬士，飯星知博，
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平野巨通

１８）第１７回日本消化器病学会週間（JDDW２００９）（京都 H２１．１０．１４－１７）

パネルディスカッション１９ ERCP 関連手技による偶発症

膵管ガイドワイヤー法プレカット法における膵管ステントの有用性

花田敬士，飯星知博，（石井康隆）

１９）第１７回日本消化器病学会週間（JDDW２００９）（京都 H２１．１０．１４－１７）

シンポジウム２４ IPMN に対する診断・治療戦略

膵管内乳頭腫瘍（IPMN）の手術適応

花田敬士，飯星知博，平野巨通

２０）第１７回日本消化器病学会週間（JDDW２００９）（京都 H２１．１０．１４－１７）

当院における膵癌の治療成績（EUS-FNA の有用性について）

飯星知博，花田敬士，（石井康隆）

２１）第１７回日本消化器病学会週間（JDDW２００９）（京都 H２１．１０．１４－１７）

Infliximab での緩解維持効果が不十分なクローン病の２例

小野川靖二，福本 晃，花田敬士，飯星知博，平野巨通，弓削 亮，佐上晋太郎，

天野 始，日野文明，大林諒人

２２）第６３回日本消化器内視鏡技師学会（京都 H２１．１０．１７）

直接吸引機器の試行

三木 仁，楠見朗子，森田恵理子，内畠夫佐子，栗本保美，花田敬士，小野川靖二，

福本 晃

２３）第６３回日本消化器内視鏡技師学会（京都 H２１．１０．１７）

医師・技師から発案された効率的な内視鏡センターレイアウト

楠見朗子，森田恵理子，内畠夫佐子，栗本保美，三木 仁，花田敬士，小野川靖二，

福本 晃

２４）第６３回日本消化器内視鏡技師学会（京都 H２１．１０．１７）

当センターのおける効果的な教育方法とは 故障予防の現状

楠見朗子，森田恵理子，内畠夫佐子，栗本保美，三木 仁，花田敬士，小野川靖二，

福本 晃

２５）第２０回日本消化器内視鏡学会東海セミナー（名古屋 H２２．１．２４）

膵がんの内視鏡診断と内視鏡治療

花田敬士

《腎臓内科》

２６）第５４回日本透析医学会学術集会・総会（横浜 H２１．６．５－７）

当院における後期高齢者の腹膜透析導入症例の検討

勝谷昌平，（山内崇宏），（頼岡徳在）

《呼吸器内科》

２７）第４９回日本呼吸器学会学術講演会（東京 H２１．６．１２－１４）

特発性間質性肺炎における N‐アセチルシステイン吸入療法の有用性の検討

風呂中 修，（尾崎紀仁）

２８）第５０回日本肺癌学会総会（東京 H２１．１１．１２－１３）

肺癌患者における血清 KL‐６値測定の臨床的意義

風呂中 修，（尾崎紀仁），塩谷咲千子
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【全国研究会】

《消化器内科・内視鏡センター》

１）第３２回日本膵・胆管合流異常研究会（東京 H２１．８．２９）

胆道内膵液逆流症に伴う早期胆嚢癌の臨床像

花田敬士，飯星知博，平野巨通，弓削 亮，佐上晋太郎，福田敏勝，黒田義則，米原修治

２）第５１回日本消化器画像診断研究会（仙台 H２１．９．４－５）

ENPD 留置下の膵液細胞診にて診断された膵上皮内癌の１例

弓削 亮，飯星知博，花田敬士，佐上晋太郎，福本 晃，小野川靖二，平野巨通，

天野 始，日野文明，大林諒人，福田敏勝，黒田義則，米原修治

３）第６回 EUS-FNA Club JAPAN（東京 H２１．９．１９）

EUS-FNA で診断が困難であった膵体部前面の腫瘍性病変

佐上晋太郎，花田敬士，飯星知博

４）リリーインターネット講演会（福山 H２１．１０．２７）

膵癌診療ガイドラインの改定をめぐって

花田敬士

５）第５２回日本消化器画像診断研究会（東京 H２２．２．１３）

通常型膵癌との鑑別に苦慮した非機能性悪性膵内分泌腫瘍の１例

花岡理子，花田敬士，飯星知博

６）第７回 EUS-FNA Club JAPAN（東京 H２２．２．１３）

術前診断が困難であった自己免疫性膵炎の１例

弓削 亮，飯星知博，花田敬士，佐上晋太郎，福本 晃，小野川靖二，平野巨通，

天野 始，日野文明，大林諒人

７）TV Takeda Alimentary Conference（東京 H２２．２．２３）

胆管結石の内視鏡治療の基本―排石のコツ―

花田敬士

《腎臓内科》

８）第２１回日本サイコネフロロジー研究会（札幌 H２１．６．２０－２１）

家族が透析導入に拒否的であった糖尿病性腎不全患者の PD 導入を通して

勝谷昌平，（山内祟宏），山本絵里奈，山口莉加，佐藤裕子，高橋初美，上角絹子，

増田尚美，細川真喜子

９）第１５回日本腹膜透析研究会（静岡 H２１．１１．２８－２９）

高齢腹膜透析患者におけるイコデキストリン透析液１日１回交換

勝谷昌平，（山内崇宏），（頼岡徳在）

１０）第１５回日本腹膜透析研究会（静岡 H２１．１１．２８－２９）

PD 導入の受け入れが困難であった患者家族への関わりを通して

吉田 博，山本絵里奈，山口莉加，佐藤裕子，田中千枝子，上角絹子，増田尚美，

細川真喜子，（山内崇宏），勝谷昌平

１１）第１回 Aska Peritoneal Dialysis Educational Society（裾野 H２１．４．９－１０）

教育講演：SMAP の出口部作製

勝谷昌平

１２）第２回 Aska Peritoneal Dialysis Educational Society（裾野 H２１．１０．２４－２５）

教育講演：SMAP の出口部作製
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勝谷昌平

【学会地方会】

《消化器内科・内視鏡センター》

１）第９１回日本消化器病学会中国支部例会（岡山 H２１．６．１４）

急性膵炎を契機に診断された膵上皮内癌の１例

弓削 亮，飯星知博，花田敬士，平野巨通

２）第９１回日本消化器病学会中国支部例会（岡山 H２１．６．１４）

膵癌術後化学療法後剖検にて診断された血管内大細胞型 B 細胞リンパ腫の１例

田口和浩，花田敬士，佐上晋太郎，弓削 亮，福本 晃，飯星知博，小野川靖二，

平野巨通，天野 始，日野文明，大林諒人，福田敏勝，黒田義則，米原修治

３）第１０２回日本消化器内視鏡学会中国地方会（米子 H２１．７．５）

早期胃癌に対し計８回 ESD を施行した１例

佐上晋太郎，小野川靖二，福本 晃，弓削 亮，飯星知博，平野巨通，花田敬士，

天野 始，日野文明，大林諒人

４）第１０１回日本内科学会中国地方会（広島 H２１．１１．１４）

膵管内乳頭腺癌と通常型膵癌の併存が認められた１例

住元庸二，天野 始，花田敬士，飯星知博，平野巨通，佐上晋太郎，弓削 亮，

小野川靖二，福本 晃，米原修治

５）第９２回日本消化器病学会中国支部例会・第１０３回日本消化器内視鏡学会中国地方会

（広島 H２１．１１．２８－２９）

ランチョンセミナー

膵胆道疾患における新しい内視鏡的アプローチの実際

花田敬士

６）第９２回日本消化器病学会中国支部例会・第１０３回日本消化器内視鏡学会中国地方会

（広島 H２１．１１．２８－２９）

人工肛門静脈瘤及び回腸導管静脈瘤破裂の１例

住元庸二，天野 始，花田敬士，飯星知博，平野巨通，佐上晋太郎，弓削 亮，

小野川靖二，福本 晃，日野文明，大林諒人

７）第９２回日本消化器病学会中国支部例会・第１０３回日本消化器内視鏡学会中国地方会

（広島 H２１．１１．２８－２９）

日本住血吸虫症の既往歴がある転移性肝癌の１例

沼田賢治，天野 始，花田敬士，平野巨通，小野川靖二，飯星知博，福本 晃，

弓削 亮，佐上晋太郎，日野文明，大林諒人

８）第９２回日本消化器病学会中国支部例会・第１０３回日本消化器内視鏡学会中国地方会

（広島 H２１．１１．２８－２９）

全周性の胆嚢腺筋腫症に早期胆嚢癌を併発した１例

友野勝幸，飯星知博，花田敬士，佐上晋太郎，弓削 亮，福本 晃，小野川靖二，

平野巨通，天野 始，日野文明，大林諒人，中原雅浩，黒田義則，米原修治

９）第９２回日本消化器病学会中国支部例会・第１０３回日本消化器内視鏡学会中国地方会

（広島 H２１．１１．２８－２９）

主膵管拡張を契機に診断された膵上皮内癌の１例

田口和浩，花田敬士，佐上晋太郎，弓削 亮，福本 晃，飯星知博，小野川靖二，
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平野巨通，天野 始，日野文明，大林諒人，（石崎康代），福田敏勝，黒田義則，米原修治

１０）第９２回日本消化器病学会中国支部例会・第１０３回日本消化器内視鏡学会中国地方会

（広島 H２１．１１．２８－２９）

膵上皮内癌の診断における内視鏡的経鼻膵管ドレナージ（ENPD）留置下で施行した膵液細胞

診の有用性

飯星知博，花田敬士，佐上晋太郎，弓削 亮，福本 晃，小野川靖二，平野巨通，

天野 始，日野文明，大林諒人，福田敏勝，黒田義則，米原修治

１１）第９２回日本消化器病学会中国支部例会・第１０３回日本消化器内視鏡学会中国地方会

（広島 H２１．１１．２８－２９）

繰り返しのカプセル内視鏡検査が発見の契機となった小腸静脈瘤の１例

佐上晋太郎，小野川靖二，福本 晃，天野 始，花田敬士，平野巨通，飯星知博，

弓削 亮，日野文明，大林諒人，福田敏勝，（佐伯吉弘），米原修治

１２）第９２回日本消化器病学会中国支部例会・第１０３回日本消化器内視鏡学会中国地方会

（広島 H２１．１１．２８－２９）

Helicobactor pylori 陰性の胃腺腫の１例

弓削 亮，福本 晃，佐上晋太郎，花田敬士，小野川靖二，平野巨通，飯星知博，

天野 始，日野文明，大林諒人

《腎臓内科》

１３）第１００回日本内科学会中国地方会（出雲 H２１．５．３０）

尿所見および腎機能の急激な悪化を機に MPO-ANCA 陽性が判明した慢性腎臓病の一例

勝谷昌平，（山内崇宏），（頼岡!在）

１４）第３９回日本腎臓学会西部学術大会（和歌山 H２１．１０．１６－１７）

総合感冒薬の服用後に急性尿細管間質性腎炎を生じた一例

（山内祟宏），勝谷昌平，（落合真理子），（浜口直樹），（頼岡徳在）

１５）第１０１回日本内科学会中国地方会（広島 H２１．１１．１４）

フルニエ壊疽を合併した糖尿病性ネフローゼ患者の１例

名護元志，（山内崇宏），勝谷昌平，日野文明，大林諒人，堀 郁子，（中村史江），

森本謙一，（頼岡徳在）

１６）第１０１回日本内科学会中国地方会（広島 H２１．１１．１４）

アシクロビル脳症を呈した腹膜透析患者の一例

（長島信行），（江崎 隆），（平塩秀磨），（横山敬生），（頼岡!在），（川瀬佳代子），

（山内崇宏），勝谷昌平，（落合真理子），（浜口直樹）

《呼吸器内科》

１７）第１００回日本内科学会地方会（出雲 H２１．５．３０）

肺多形癌，術後４年後に腎転移を来たした１例

（尾崎紀仁），塩谷咲千子，風呂中 修

１８）第４４回日本呼吸器学会中国四国地方会（松江 H２１．７．１７）

肺癌，手術後に CEA の著明な上昇を認めた関節リウマチ患者の１例

塩谷咲千子，（尾崎紀仁），風呂中 修，則行敏生

１９）第４４回日本呼吸器学会中国四国地方会（松江 H２１．７．１７）

肺扁平上皮癌切除後，対側肺に腫瘤影を認め，外科的切除にて２次性肺癌と診断した１例

沼田賢治，塩谷咲千子，（尾崎紀仁），風呂中 修，則行敏生
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２０）第４５回日本超音波医学会中国四国地方会（広島 H２１．９．１２）

呼吸器領域疾患における経食道的 EUS-FNA の有効性の検討

塩谷咲千子，（尾崎紀仁），風呂中 修，飯星知博，花田敬士

２１）第１０１回日本内科学会中国地方会（広島 H２１．１１．１４）

経皮的肝針生検にて診断した肺原発印環細胞癌の１例

（尾崎紀仁），塩谷咲千子，風呂中 修

【地方研究会】

《消化器内科・内視鏡センター》

１）第１１１回広島消化器病同好会．（広島 H２１．４．１１）

内視鏡的経鼻膵管ドレナージ（ENPD）留置下で施行した膵液細胞診にて診断しえた膵上皮内

癌の３例（優秀賞受賞）

飯星知博，花田敬士，（石井康隆）

２）尾道動脈硬化性疾患研究会．（尾道 H２１．４．２２）

動脈硬化治療の最前線

日野文明

３）第１３回尾三因消化器内視鏡研究会（尾道 H２１．６．１２）

パネルディスカッション

胃癌における ESD の現状

小野川靖二

４）第３４回福島県消化器治療内視鏡研究会（郡山 H２１．６．１３）

特別講演

切除不能悪性胆道閉塞に対する胆道ステントの戦略―剖検例の知見を交えて―

花田敬士

５）第２回 PBOCH（Pancreato-biliary Oncology Club in Hiroshima）（広島 H２１．７．４）

胆道閉塞に対するプラスティックステントの治療成績と有用性の検討

飯星知博

６）機能性消化管疾患ミーティング（三原 H２１．７．８）

特別講演

過敏性腸症候群・診断と治療のポイント

小野川靖二

７）大塚製薬工場社内勉強会（福山 H２１．７．１０）

特別講演

膵癌診断の最前線―地域で取り組む小膵癌拾い上げの実践―

花田敬士

８）Wallflex Biliary RX Stent 中四国セミナー（岡山 H２１．７．１１）

Wallflex Biliary RX Stent の使用経験

花田敬士

９）三原地区消化器セミナー（三原 H２１．７．１７）

特別講演

膵癌の診断と治療 最前線

花田敬士

１０）肝栄養講演会（広島 H２１．７．２８）
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特別講演

PTO とその関連

天野 始

１１）第１０５回尾道消化器病同好会（尾道 H２１．７．２８）

ENPD 留置下の膵液細胞診にて診断された膵上皮内癌の１例

弓削 亮，飯星知博，花田敬士，佐上晋太郎，福本 晃，小野川靖二，平野巨通，

天野 始，日野文明，大林諒人，福田敏勝，黒田義則，米原修治

１２）向島肝炎・肝癌勉強会（尾道 H２１．７．３０）

特別講演

当院における肝炎・肝癌治療について

天野 始

１３）第１４回熊本消化器内視鏡研究会（熊本 H２１．８．２１）

特別講演

高齢者における内視鏡治療の実践

花田敬士

１４）第８回松永プライマリケア勉強会（尾道 H２１．９．１７）

特別講演

脂質異常症と動脈硬化退縮に向けての最新の知見

日野文明

１５）第１２回尾三地域がん連携フォーラム（尾道 H２１．９．２９）

もっと知ってほしい膵がんの最新情報―パープルリボンキャラバン in 尾道―

基調講演

診断の立場から

花田敬士

１６）備後地区クローン病勉強会（福山 H２１．１０．２９）

症例呈示

小野川靖二

１７）山口胆膵学術講演会（小郡 H２１．１０．３０）

膵 IPMN の診断と治療上の問題点

花田敬士

１８）ERCP-EUS 手技研究会（広島 H２１．１０．３１）

低侵襲 ERCP～細径デバイスの可能性について

花田敬士

１９）新浜セミナー講演会（尾道 H２１．１１．０９）

B 型肝炎の最近の話題

大林諒人

２０）第１４回尾三因消化器内視鏡研究会（尾道 H２１．１１．１３）

パネルディスカッション（内視鏡的逆行性膵胆管造影）

飯星知博

２１）第４回広島胆膵症例徹底検討会（広島 H２１．１１．１７）

ミニレクチャー

花田敬士
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２２）肝炎インターフェロン治療助成対象患者等講習会（尾道 H２１．１１．１８）

最新の肝炎治療について

大林諒人

２３）第１０６回尾道消化器病同好会（尾道 H２１．１１．２４）

ミニレクチャー

膵疾患診断基準・ガイドラインの改訂をめぐって

花田敬士

２４）第３０回備後肝胆膵研究会（福山 H２１．１１．２６）

シンポジウム

膵・胆道癌に対する化学療法を中心とした治療戦略

花田敬士

２５）第６２回備後脳神経外科医会（福山 H２１．１１．２７）

抗凝固療法における問題点～上部消化管合併症を中心に～

小野川靖二

２６）第１回中国地区胆膵診療戦略セミナー（広島 H２１．１２．０５）

パネルディスカッション

肝門部胆管癌に対する治療戦略

花田敬士

２７）尾道市がん医学講演会（尾道 H２１．１２．１１）

がん予防に役立つ分かりやすい話

花田敬士

２８）尾道市市民公開講座（尾道 H２１．１２．１３）

―ご存知ですか C 型肝炎―

進行した C 型慢性肝炎の治療について

天野 始

２９）第１０５回備後内視鏡研究会（福山 H２２．１．２８）

What is this？

弓削 亮

３０）第２回岐阜消化器内視鏡セミナー（岐阜 H２２．１．２９）

特別講演

膵 IPMN の診断と手術適応の問題点―国際ガイドラインの検証―

花田敬士

３１）尾道市市民公開講座（尾道 H２２．２．７）

市民のためのがん最前線

基調講演

がんの診断と治療・最近のトピックス

花田敬士

３２）尾道市市民公開講座（尾道 H２２．２．７）

市民のためのがん最前線

内視鏡を使った早期胃がん治療

小野川靖二

３３）第５回世羅プライマリーケア研究会（甲山 H２２．２．１２）
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糖尿病の病態と治療の現況

日野文明

３４）第１９回山陽膵・胆道疾患研究会（広島 H２２．２．１８）

症例出題３

繆 旭

３５）因島医師会学術講演会病診連携勉強会（因島 H２２．２．２４）

肝炎インターフェロン治療費助成制度について

大林諒人

３６）因島医師会学術講演会病診連携勉強会（因島 H２２．２．２４）

当院での肝炎・肝癌治療について

天野 始

３７）因島医師会学術講演会病診連携勉強会（因島 H２２．２．２４）

膵癌診断と治療に関する TOPICS

花田敬士

３８）備後 UC カンファレンス（福山 H２２．３．４）

タクロリムスを使用した UC の２症例

小野川靖二

３９）第１２回熊本 EUS セミナー（熊本 H２２．３．５）

地域医療における EUS の役割～小膵癌スクリーニングの戦略～

花田敬士

４０）第４回尾道 EUS ライブ（尾道 H２２．３．６）

ラジアルスコープを用いた標準的描出法

コンベックススコープを用いた EUS―FNA

花田敬士

４１）抗 TNF! 治療セミナー（福山 H２２．３．１６）

クローン病・関節リウマチに対するインフリキシマブ使用方法

小野川靖二

《腎臓内科》

４２）PD café（広島 H２１．６．２８）

視力障害のある独居高齢患者への導入

（山内祟宏），勝谷昌平

４３）第１８回中国腎不全研究会（広島 H２１．９．２７）

病診連携により良好な管理が得られている高齢者 CKD の２症例

勝谷昌平，（山内祟宏），（頼岡徳在）

４４）第１８回中国腎不全研究会（広島 H２１．９．２７）

SMAP における出口部作製は縦切開が良い

勝谷昌平，（山内祟宏），（頼岡徳在）

４５）第１８回中国腎不全研究会（広島 H２１．９．２７）

当院での CAPD カテーテル留置術５０例の検討

（山内祟宏），勝谷昌平，（頼岡徳在）

４６）第１８回中国腎不全研究会（広島 H２１．９．２７）

高度の視力障害を有する独居高齢者の PD 導入
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吉田 博，山本絵里奈，山口莉加，佐藤裕子，田中千枝子，上角絹子，増田尚美，

細川真喜子，（山内崇宏），勝谷昌平

４７）第７回広島腎カンファレンス（広島 H２１．１２．１０）

当院で経験した急性尿細管間質性腎炎の２例

（山内祟宏），勝谷昌平

４８）第２０回備後透析懇話会（福山 H２１．１２．１３）

当院における後期高齢者の腹膜透析導入症例の検討

勝谷昌平，（山内崇宏）

４９）第２０回備後透析懇話会（福山 H２１．１２．１３）

当院での CAPD カテーテル留置術５０例の検討

（山内祟宏），勝谷昌平

５０）腹膜透析講演会（大田 H２１．１２．１９）

特別講演

PD カテーテル留置術と周術期管理

勝谷昌平

５１）因島医師会学術講演会病診連携勉強会（因島 H２２．２．２４）

慢性腎臓病について

勝谷昌平

《呼吸器内科》

５２）第３回広島呼吸器 Clinical Conference（広島 H２１．５．１５）

胸部異常陰影を呈したアスベスト曝露労働者の一剖検例（優秀賞受賞）

高橋 元，風呂中 修

５３）第３５回尾三因医学会（三原 H２１．６．２８）

Gefitinib が著効した EGFR 遺伝子変異陽性肺腺癌の２例

（尾崎紀仁），塩谷咲千子，風呂中 修

５４）第１５９回東部地区 病理・細胞診合同研修会（福山 H２１．９．２６）

NSCLC における EGFR 遺伝子変異測定と EGFR-TKI 使用の現状について

風呂中 修

５５）Lung Cancer Seminar２００９（広島 H２１．１０．２３）

肺癌骨転移に関する検討～ICTP 測定とゾレドロン酸併用療法について～

風呂中 修

５６）第８０回尾道地区内科会（尾道 H２２．２．１０）

メソトレキセート，ステロイド内服中に急性呼吸不全をきたした関節リウマチ患者

塩谷咲千子

５７）因島医師会学術講演会病診連携勉強会（因島 H２２．２．２４）

肺癌診療の最近の話題

風呂中 修

小 児 科
１）第１５回広島小児糖尿病研究会（広島２１．５．２９）

ダンピング症候群，ファンコニー症候群を認めた重症心身障害児の１例
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友野勝幸，佐々木伸孝

２）第１５４回日本小児科学会広島地方会（広島２１．６．７）

新生児におけるけいれんの検討

－２００８年度 JA 尾道総合病院 NICU－

原 香住，今井清香，泉 陽子，玉浦志保，岩本 立，辻 徹郎，佐々木伸孝

３）第４６回日本小児アレルギー学会（福岡２１．１２．５）

乳幼児 RS ウイルス感染症児でのプロスタグランジン D２のリンパ球

レセプター CRTH２の発現は有意に増加する

（大野令央義），（小林正夫），佐々木伸孝，（宮河真一郎），（岡野里香），（兵藤純夫），

（坂野 堯）

４）第１５５回日本小児科学会広島地方会（広島２１．１２．１３）

日本紅斑熱の１男児例

泉 陽子，今井清香，原 香住，玉浦志保，岩本 立，辻 徹郎，佐々木伸孝，

（宇根幸治）

５）第２７回広島小児アレルギー研究会（広島２２．２．１８）

幼児期より長期管理を開始した気管支喘息小児の就学時～学童期前半における気道過敏性につ

いての検討

辻 徹郎

外 科
１）第２６回日本呼吸器外科学会総会（北九州市２１．５．１４－５．１５）

肺癌術後再発の診断治療

則行敏生，下田清美，倉西文仁，中原雅浩，福田敏勝，（石崎康代），（藤國宣明），

（橋本昌和），（岩子 寛），（新津宏明），黒田義則

２）第２２回備後外科手術手技研究会（福山２１．５．２８）

大腸憩室症に対する腹腔鏡手術

中原雅浩

３）第２２回備後外科手術手技研究会（福山２１．５．２８）

多発性肝嚢胞

福田敏勝

４）第１１回尾三地域癌連携フォーラム（尾道２１．５．２８）

当院の乳癌治療

倉西文仁

５）備後ストーマリハビリテーション研究会（尾道２１．６．１３）

直腸癌治療の最近の知見

中原雅浩

６）第２６回日本呼吸器外科学会総会（北九州市 H２１．５．１４－１５）

肺癌術後再発の診断治療

則行敏生，下田清美，倉西文仁，中原雅浩，福田敏勝，（石崎康代），（藤國宣明），

（橋本昌和），（岩子 寛），（新津宏明），黒田義則

７）第４５回広島大学第二外科同門研修会（広島２１．６．２０）
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多発性肝嚢胞に対し手術施行した１症例の報告

（新津宏明）

８）第３５回尾三因医学会（三原２１．６．２８）

C 型肝細胞癌に対する集学的治療として腹腔鏡下ラジオ波焼灼療法と脾臓摘出術を施行した１

例

花岡理子，福田敏勝，住元庸二，濱岡道則，（新津宏明），（佐伯吉弘），下田清美，

（石崎康代），中原雅浩，則行敏生，倉西文仁，黒田義則

９）第３５回尾三因医学会（三原２１．６．２８）

Von Recklinghausen 病に合併した大腸 GIST の１例

住元庸二，中原雅浩，倉西文仁，則行敏生，福田敏勝，（石崎康代），下田清美，

（新津宏明），（佐伯吉弘），濱岡道則，花岡理子，黒田義則，米原修治

１０）第１７１回広島外科会（広島２１．７．２５）

完全内臓逆に合併した胆嚢結石症に対して腹腔鏡胆嚢摘出術を施行した１例

濱岡道則，（石崎康代），住元庸二，花岡理子，（新津宏明），（佐伯吉弘），下田清美，

福田敏勝，中原雅浩，則行敏生，倉西文仁，黒田義則

１１）第１４回中国四国内視鏡外科研究会，第８４回中国四国外科学会総会（山口２１．９．１０）

腹腔鏡下に切除した後腹膜神経節神経細胞腫の１例

壽美裕介，則行敏生，黒田義則，倉西文仁，中原雅浩，福田敏勝，（石崎康代），

下田清美，（佐伯吉弘），（新津宏明），濱岡道則，米原修治

１２）第４７回日本癌治療学会（横浜２１．１０．２２－２４）

自家癌ワクチン，放射線，RFA にて PR となった進行再発胃癌の１例

（新津宏明），倉西文仁，則行敏生，中原雅浩，福田敏勝，（石崎康代），下田清美，

（佐伯吉弘），濱岡道則，黒田義則

１３）第６２回広島医学会総会（広島２１．１１．８）

術中小腸内視鏡が出血源の同定に有用であった小腸動静脈奇形の１例

（佐伯吉弘），福田敏勝，（新津宏明），濱岡道則，（石崎康代），下田清美，中原雅浩，

則行敏生，倉西文仁，黒田義則，（福本 晃），野川靖二，米原修治

１４）第６回がんワクチン療法研究会（京都２１．１１．３０）

自家癌ワクチン，放射線，RFA にて PR となった進行再発胃癌の１例

倉西文仁

１５）第２２回日本内視鏡外科学会総会（東京２１．１２．３－１２．５）

C 型肝細胞癌に対する集学的治療として腹腔鏡下脾臓摘出術とラジオ波焼灼療法を施行した１

例

福田敏勝，花岡理子，濱岡道則，（新津宏明），（佐伯吉弘），下田清美，（石崎康代），

中原雅浩，則行敏生，倉西文仁，黒田義則

１６）第７１回日本臨床外科医学会総会（京都２１．１１．１９－２１）

尾道市における地域連携クリニカルパスの現況について

（中井 肇），（公文龍也），（久保田暢人），（村田利弘），（上塚大一），（宇田征史），

（川真田修），（太田 保），福田敏勝，黒田義則

１７）第７１回日本臨床外科医学会総会（京都 H２１．１１．１９－２１）

急性膵炎を契機に発見された膵上皮内癌の１

（藤國宣明），福田敏勝，（新津宏明），（橋本昌和），下田清美，（岩子 寛），（石崎康代），
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中原雅浩，則行敏生，倉西文仁，黒田義則

１８）地域住民のニーズに答える癌医療 看護のネットワークづくり（三原 ２１．１２．５）

外来化学療法をうけるがん患者の治療について

則行敏生

１９）第３２回広島内視鏡下外科手術研究会（広島２１．１．２９）

LADG 後 B‐１再建（胃後壁十二指腸吻合）の治療成績

福田敏勝，濱岡道則，（新津宏明），（佐伯吉弘），下田清美，（石崎康代），中原雅浩，

則行敏生，倉西文仁，黒田義則

２０）市民公開講座（尾道２１．２．７）

市民のための癌最前線

大腸癌について

中原雅浩

２１）第４０回広島乳腺疾患研究会（広島２１．２．２０）

当院における後期高齢者乳癌手術症例の検討

濱岡道則，倉西文仁，（新津宏明），（佐伯吉弘），下田清美，（石崎康代），福田敏勝，

中原雅浩，則行敏生，黒田義則

２２）より容易に単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術を行うために

中原雅浩，福田敏勝，（佐伯吉弘），倉西文仁，則行敏生，（石崎康代），（新津宏明），

濱岡道則，下田清美，黒田義則

２３）第１７４回広島外科会（広島２１．２．２７）

限局性胸膜中皮腫の１例

沼田賢治，則行敏生，黒田義則，倉西文仁，中原雅浩，福田敏勝，（石崎康代），

下田清美，（佐伯吉弘），（新津宏明），濱岡道則，田口和浩，風呂中修，尾崎紀仁，

塩谷咲千子，米原修治

心臓血管外科
１）第５２回関西胸部外科学会学術集会（岡山２１．６．４～５）

高度左心機能低下を伴った巨大左室瘤に対する左室形成術

古川智邦，濱本正樹

２）第４３回広島循環器病研究会（広島２１．６．６）

高度左心機能低下を伴った巨大左室瘤に対する左室形成術

古川智邦，濱本正樹

３）第７回 KCH-CVS 心臓疾患研究会プログラム（倉敷２１．６．２０）

高度左心機能低下を伴った巨大左室瘤に対する左室形成術

古川智邦，濱本正樹

４）三原市医師会学術講演会（三原２１．９．６）

チームで心臓血管病に挑む

濱本正樹，古川智邦

５）日本糖尿病協会尾道支部 糖友会サイフォン 糖尿病講演会（尾道２１．１０．４）

糖尿病に伴う下肢血流障害とその治療法

濱本正樹
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６）第１２回倉敷心臓疾患最先端治療研究会（高松２１．１１．１４）

心室中隔穿孔に右室自由壁破裂を合併した１救命例

古川智邦，濱本正樹

７）第４４回広島循環器病研究会（広島２１．１２．５）

右冠動脈起始異常・弁輪部病変を伴った連合弁膜症の感染性心内膜炎

古川智邦，濱本正樹

８）第１８回広島心血管手術手技研究会（広島２２．１．２３）

右室自由壁破裂を合併した心室中隔穿孔

濱本正樹，古川智邦

９）第１８回広島心血管手術手技研究会（広島２２．１．２３）

抜去不能となった PCI デバイスに対する手術

古川智邦，濱本正樹

１０）第１０回 連携フォーラム（尾道２２．２．２５）

糖尿病による末梢動脈疾患とその治療

濱本正樹

整 形 外 科
１）初期内側型変形性膝関節症における半月板内高信号症例の検討

中林昭裕 中部日本整形外科・災害外科学会 ２００９／１０／２－３ 神戸

小 児 外 科
１）第４８回日本小児外科学会中国四国地方会（周南市２１．９．１２．）

新生児 MRSA 腸炎後に結腸狭窄を来した１例

和田知久，原 香住，今井清香，岩本 立，辻 徹郎，佐々木伸孝，小野川靖二

産 婦 人 科
１）尾道産婦人科医会（平成２１年３月１４日）

当科における緊急母体搬送の検討

佐々木 克

２）第６０回日本産科婦人科学会広島地方部会（平成２１年９月６日）

統合失調症合併妊娠に関する一考察

佐々木克・江川美砂・藤東猶也・松岡敏夫・中郷賢二郎

３）第６２回日本産婦人科学会中国四国合同地方部会（平成２１年９月２７日）

卵巣悪性腫瘍に脳梗塞を併発した１症例 ～Trousseau 症候群の疑い～

江川美砂・藤東猶也・佐々木克・松岡敏夫・中郷賢二郎・門田秀二

４）第５回備後婦人科悪性腫瘍研究会（平成２２年１月２９日）

子宮頸部悪性腺腫とその類縁疾患の診断と治療

藤東猶也

５）第５６回広島大学医学部産科婦人科学教室同門会総会（平成２２年２月１１日）
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子宮頸部悪性腺腫とその類縁疾患の診断と治療

江川美砂・藤東猶也・佐々木克・松岡敏夫・中郷賢二郎・米原修治

皮 膚 科
１）第１２５回日本皮膚科学会広島地方会（広島 H２１．９）

頭部に生じたエクリン汗孔腫の１例

松阪由紀，堀内賢二，中山宏文，水野正晴

２）第１２５回日本皮膚科学会広島地方会（広島 H２１．９）

神経線維腫症２型の２例

堀 郁子，中村吏江，森本謙一，門田秀二，米原修治，岩田和宏

３）第１２５回日本皮膚科学会広島地方会（広島 H２１．９）

イミキモドクリーム外用にて消退した乳房外 Paget 病の１例

中村吏江，堀 郁子，森本謙一，米原修治，鼻岡佳子

４）第６１回 日本皮膚科学会西部支部学術大会（別府 H２１．１０）

乳頭部に紅斑を認めた浸潤性乳管癌の３例

鼻岡佳子，中村吏江，森本謙一，米原修治，倉西文仁

５）第６１回 日本皮膚科学会西部支部学術大会（別府 H２１．１０）

イミキモド外用にて消退した乳房外 Paget 病の１例

中村吏江，鼻岡佳子，堀 郁子，森本謙一，米原修治

６）第１２６回日本皮膚科学会広島地方会（広島 H２２．３）

動静脈瘻に伴った難治性足潰瘍の１例

中村吏江，堀 郁子，森本謙一，古川智邦，濱本正樹

７）第１２６回日本皮膚科学会広島地方会（広島 H２２．３）

好酸球性蜂巣炎（Wells 症候群）の１例

松阪由紀，堀内賢二，中山宏文，矢村宗久

８）第１２６回日本皮膚科学会広島地方会（広島 H２２．３）

日本紅斑熱の７例

堀 郁子，中村吏江，森本謙一

耳鼻咽喉科
１）日本耳鼻咽喉科学会広島県地方部会（広島２１．４．１１．）

当科で経験した多形腺腫由来癌症例

古家裕巳，（西 康行），（上田 勉），（平川治男）

２）第３５回日本耳鼻咽喉科学会中国四国地方連合学会（高松２１．６．２０．～２１．）

当科で経験した頭頸部粘表皮癌症例

古家裕巳，（西 康行），（上田 勉），（平川治男）

３）第３５回日本耳鼻咽喉科学会中国四国地方連合学会（高松２１．６．２０．～２１．）

慢性外耳道炎による両側外耳道狭窄症の１例

長 陽子，（呉 奎真），（大久保剛），（石野岳史），（井門謙太郎），（竹野幸夫），（平川勝洋）

４）広島頭頸部腫瘍研究会（広島２２．３．１０．）
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中耳癌の一例

森 直樹，竹田和正，古家裕巳

脳神経外科
１）第６８回日本脳神経外科学会（東京２１．１０．１４）

下垂体疾患患者におけるストレスコーピングの検討

迫口哲彦

２）備後脳神経外科医会（福山２１．１１．２７）

HELLP 症候群について

門田秀二，川本仁志，迫口哲彦

３）第２７回 日本こども病院神経外科医会（善通寺２１．１１．２８－２９）

今後の治療方針に悩む重篤な kyphosis を合併しているキアリー!型奇形の１例

門田秀二

４）第１６回日本神経内視鏡学会（富山２１．１２．４）

鞍上部腫瘍に対する内視鏡下拡大経蝶形骨洞手術

迫口哲彦

５）第２０回日本間脳下垂体腫瘍学会（西宮２２．２．２１）

下垂体近傍腫瘍に対する開頭手術における内視鏡の応用

迫口哲彦

６）第２６回尾道御調脳神経疾患懇話会（尾道２２．２．２５）

トルーソー症候群の経験

門田秀二，川本仁志，迫口哲彦

泌 尿 器 科
１）第９７回日本泌尿器科学会総会（岡山２１．４．１８）

７５歳以上の後期高齢者過活動膀胱に対する徐放性酒石酸トルテロジンの安全性，忍容性および

治療効果

（梶原 充），沖 真実，森山浩之，（池田 洋）

２）広島県北部泌尿器科勉強会（三次２１．７．３）

最近当科で経験した比較的稀な前立腺癌の２例

森山浩之

３）第６１回日本泌尿器科学会西日本総会（高松２１．１１．６）

８０歳以上の高齢者過活動膀胱に対するトルテロジンの安全性，忍容性および有効性の検討

（梶原 充），（沖 真実），（正路晃一），（宮本克利），（増本弘史），（井上省吾），

（桐谷玲子），（小林加直），（大原慎也），（亭島 淳），（三田耕司），森山浩之，（松原昭郎）

４）第６１回日本泌尿器科学会西日本総会（高松２１．１１．７）

男性下部尿路症の診察おける OAB-SS の有用性について

（梶原 充），（沖 真実），（正路晃一），（宮本克利），（増本弘史），（井上省吾），

（桐谷玲子），（小林加直），（大原慎也），（亭島 淳），（三田耕司），森山浩之，（松原昭郎）

５）第１４４回 日本泌尿器科学会 広島地方会学術集会（広島２１．１１．２８）
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スミチニブ内服中に消化管穿孔を発症した転移性腎細胞癌の１例

金岡隆平，森山浩之，石 光広，平野巨通，山内崇宏，中原雅浩，濱岡道則，新津宏明，

米原修治

６）第１４４回 日本泌尿器科学会 広島地方会学術集会（広島２１．１１．２８）

JA 尾道総合病院における平成２０年の入院，手術統計

石 光広，金岡隆平，森山浩之

７）第１４５回 日本泌尿器科学会 広島地方会学術集会（広島２２．２．６）

後腎性腺腫の１例

金岡隆平，石 光広，森山浩之，目崎一成，森 浩希，米原修治

眼 科
１）平成２１年８月１日 第８１回備後地区眼科医会 症例検討会

「日光網膜症の１例」

小林 賢，胡田麻里

２）平成２１年１１月２９日 第６８回広島地方眼科学会

「日光網膜症の１例」

小林 賢，胡田麻里

３）平成２２年２月６日 第８２回備後地区眼科医会 症例検討会

「縫合糸による瞼結膜乳頭増殖を生じた１例」

小林 賢，胡田麻里

放 射 線 科
１）第４９回広島県東部放射線医会（福山 平成２１年６月１８日）

腹痛で受診し，翌日撮影の CT で原因が判明した症例

森 浩希

２）広島県がん診療従事者対象緩和ケア研修会 尾道総合病院主催第１回

（尾道 平成２１年７月４，５日）

緩和ケア概論（企画責任者兼務）

高澤信好

３）広島県がん診療従事者対象緩和ケア研修会 三次市民中央病院主催第１回

（三次 平成２１年７月１９日）

地域連携について

高澤信好

４）第５０回広島県東部放射線医会（福山 平成２１年９月１７日）

多量の free-air を認めた急性腹症の一例

目崎一成

５）第４９回日本核医学会学術総会（旭川 平成２１年１０月２日）

骨シンチを省略して CT で骨転移検索を代用することが可能かどうかの検討

森 浩希

６）第１６回ひろしま核医学技術検討会（福山 平成２２年２月６日）

厚生連尾道総合病院医報
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腫瘍の核医学検査について

森 浩希

麻 酔 科
１）第１２回日本臨床救急医学会総会・学術集会（大阪国際会議場 平成２１年６月１１日，１２日）

病院外心停止症例の県単位での集計の意義

（山野上敬夫），瀬浪正樹，（廣畑泰三），（宮加谷靖介），（廣橋伸之），（藤原健悟），

（玉岡秀利）

２）第１９回日本ペインクリニック学会，中国・四国合同地方会

（松山市総合コミュニティセンター 平成２１年６月６日）

CRPS・脳脊髄液減少症など

座長 瀬浪正樹

３）広島県病院薬剤師会東部支部学術講演会（福山ニューキャッスルホテル 平成２１年７月１４日）

姿を変える痛み―痛みのメカニズム―

瀬浪正樹

４）尾道市医師会救急蘇生委員会学術講演会（尾道国際ホテル 平成２１年９月９日）

災害医療と DMAT

瀬浪正樹

５）世羅中央病院救急症例検討会（世羅中央病院 平成２１年１１月２７日）

災害医療と DMAT

瀬浪正樹

病理研究検査科
１）岡山県北細胞診セミナー（真庭２１／８／１，２）

スライドカンファレンス

「軟部組織腫瘍の１例」

佐々木健司

２）第４８回日本臨床細胞学会 秋期大会（福岡２１／１０／３０，３１）

「耳下腺上皮筋上皮癌の穿刺吸引細胞診の１例」

佐々木健司，神田真規，米原修治，森 直樹

３）第３５回日本臨床細胞学会 広島県支部総会（広島２２／２／２７）

「穿刺吸引細胞診で診断し得た唾液腺導管癌の１例」

神田真規，齋藤久美子，相部晴香，佐々木健司，米原修治，森 直樹

臨床研究検査科
１）第４１回日本臨床検査自動化学会（２００９．１０．１０!）

『二試薬系の総蛋白とアルブミンの測定試薬の基礎的検討』

臨床研究検査科 ○佐々木恵子 石嵜康恵 永金理恵 細谷勝己
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看 護 科
１）第１８回備後ストーマリハビリ研究会（尾道 H２１．６．１３）

高度な円背患者のストーマケア

家族の要望に沿った装具洗選択への援助

新６病棟 藤原 誠

２）第２５回日本静脈経腸栄養学会（千葉 H２２．２．２５～２６）

当院 NST 活動における各種別の特徴

新４病棟 貝原恵子，安友裕穂

岡本尚子，久保 幸，江本田智洋，石嵜泰恵，平井俊明

松谷郁美，山根利予子，浜原一枝，山内崇弘，小野川靖二

３）第１９回備後ストーマリハビリテーション研究会（福山 H２１．１１．１４）

当院におけるストーマ造設術を受けた患者の現状

新６病棟 柏原実保

４）第１８回中国腎不全研究会（広島 H２１．９．２７）

高度の視力障害を有する独居高齢者の PD 導入

南４ 吉田 博

５）第１５回日本腹膜透析研究会総会・学術集会（静岡 H２１．１１．２８．２９）

PD 導入の受け入れが困難であった患者家族への関わりを通して

南４病棟 吉田 博，山本絵梨奈，山口梨加，佐藤裕子

田中千枝子，上角絹子，増田尚美，細川真喜子，山内崇宏，勝谷昌平

６）第３２回 JA 広島厚生連医学学会（広島 H２２．２．２０）

TQM 活動を通し手術物品管理の効率化

手術室 檀上美由紀，亀田美代，生田公美子，光貞由美子

７）第９回広島県看護協会 三原・尾道支部 看護研究発表会（三原 H２２．２．１３）

当院における外来化学療法室の現状と今後の課題

～肺がん患者への副作用アンケート調査を実施して～

外来 木曽江里子

８）第５回備後糖尿病療法指導士会（尾道 H２２．１．３０）

手術を受ける患者へ糖尿病教育の介入を試みて

～受け入れが難しかった症例の考察～

新６病棟 貞安妙美，徳永陽子，樋本瑞江

南３病棟 箱崎弘美，内海元美

日野文明 福田敏勝

看 護 科（内視鏡センター）
１）第６２回 日本消化器内視鏡技師研究会（広島２００９．５．２３）

「患者を“看”るための内視鏡診療体制とは」（シンポジウム）

楠見朗子，森田恵理子，内畠夫佐子，栗本保美，三木 仁

２）第６２回 日本消化器内視鏡技師研究会（広島２００９．５．２３）

「内視鏡技師による ESD，PEG 予定患者に対する術前訪問の試み」（一般演題）

厚生連尾道総合病院医報
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森田恵理子，楠見朗子，内畠夫佐子，栗本保美，三木 仁

３）第４５回 日本胆道学会学術集会（幕張２００９．９．１９）

「胆道癌患者を“看”るための内視鏡検査の体制整備」（一般演題）

楠見朗子，森田恵理子，内畠夫佐子，栗本保美，三木 仁

４）第６３回 日本消化器内視鏡技師学会（京都２００９．１０．１７）

「内視鏡センターにおける効果的な新人教育－故障予防の観点から－」

（パネルディスカッション）

楠見朗子，森田恵理子，内畠夫佐子，栗本保美，三木 仁

５）第６３回 日本消化器内視鏡技師学会（京都２００９．１０．１７）

「医師・技師から発案された効率的な内視鏡センターレイアウト」（要望演題）

楠見朗子，森田恵理子，内畠夫佐子，栗本保美，三木 仁

６）第６３回 日本消化器内視鏡技師学会（京都２００９．１０．１７）

「直接吸引機器の吸引効率について―基礎的検討―」（一般演題）

三木 仁，楠見朗子，森田恵理子，内畠夫佐子，栗本保美

７）第６回 広島県内視鏡技師研究会（広島２００９．１１．８）

「緊急内視鏡について」（シンポジウム）

楠見朗子

院内看護研究発表会
１）第１回（平成２１年７月１１日）

!嚥下機能障害のある患者の口腔内細菌数の変化

～水道水と液体はみがきを比較して～

新４病棟 ○岡本奈緒，笹木美希，宮本陽子

"肝臓病，膵臓癌術直後の患者に対する体位変換の検討

～術直後からの体位変換手順を作成して～

新６病棟 ○山根鮎里，斎藤美幸，藤原 誠，中上小百合，横田祐枝

#夫の立ち合い分娩満足度向上に向けて

～当院で立ち合い分娩をされた夫へのアンケート調査より～

南２病棟 ○佐原香織，大谷ひとみ，河渕香里

$NICU へ入院した児の母親に対する育児支援の検討

～退院後のアンケート調査より～

南２（NICU）病棟 ○杼原裕美，水戸川月美，植田佳代子，田中朱美子，村上由佳

%肺がん患者の化学療法により副作用についてのアンケート調査

～セルフケア支援について考える～

外来 ○木曽江里子，京泉由美子，大本典子，新宅英子

２）第２回（平成２１年１０月１７日）

!化学療法時の口腔炎予防

～フォイパン含嗽・口腔ケア指導を取り入れた関わりからの報告～

北３病棟 ○中宗由季，井上京子，森原千加子，浜原一江（歯科）

"人工膝関節置換術後の膝の炎症に対する効果的なアイシングの統一

～マニュアルを作成して～
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新５病棟 ○山本悦子，高畑美恵子，箱田泰子，迫田千年

!自己管理可能と判断された患者の内服管理の現状

～内服管理の実態調査より～

南４病棟 ○濱田莉加，小林千穂，佐藤裕子，河野沙知，吉田 博

"ファーラー位のポジショニングを考える

南３病棟 ○音野みすず，定金裕美，村上智哉

#感染症患児への統一した指導と感染予防の取り組み

～当病棟の現状把握と患者参加の感染予防の徹底を目指して～

新２病棟 ○村上明子，垣内弘子，小早川尚子

院内看護研修会（講演）
１）個人情報保護法について（平成２１年５月２１日）

～医療従事者に求められること～

大元弁護士事務所 花田玲子

２）電子カルテ導入に向けて基礎編（１）（平成２１年６月１９日）

～電子カルテって何？からあなたの疑問に応え，今から準備できることは何か知ろう～

広島大学病院 看護管理室 医療情報担当 副看護師長 坂田香代

３）看護専門職に求められる倫理とは（平成２１年８月５日）

広島県看護協会 前会長 野尻昭代

尾道看護専門学校
１）第３２回広島県農村医学研究会「一年生の食事の患者体験よりの学び」（広島２２．２．２０）

矢野初美・船山幸代

看護専門学校活動報告
１）進路説明会（府中東高２１．５．１３，尾道商業高５．２７，１１．１１，総合技術高５．１３，１０．２１，

久井高５．１６，松永高（定）５．２７，油木高５．２０，神辺高５．２３，１１．２０，１２．１１，福山商業高１０．２８，

戸手高６．２９，２．２４福山英数学館２２．１．２９，因島高７．１３，２２．１．２５，２．２２三原東高７．１５，

賀茂高（定）７．２２，瀬戸田高２２．２．１５，河内高２１．１０．１５，豊田高１０．１９，２２．２．１５，

如水館高２２．３．１７，三次青陵高１２．１０，尾道高６．２０，２２．２．１０，山陽女子学園高，２２．２．６，

呉地区２１．１１．４，三次地区９．２８，福山地区４．２０，７．１５，９．２９，三原地区６．１３，６．１７．２２．３．１１，

尾道地区６．１０．１２，１６，広島地区７．１９，（中）１２．２１，（西）２２．１．２８，東広島地区１１．２５）

藤田照美，児山憲二，後藤通雄，畠ゆかり，矢野初美

２）ふれあい看護体験（尾道５．１２）

中満美幸

３）JA 広島県厚生連看護職リフレッシュ研修・講師（１０．２９，１２．１０）

藤田照美

４）広島県看護協会・認定看護管理者制度教育課程運営委員会・（ファースト，サードレベル講師）

藤田照美
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５）四病院看護部長・副部長会議（尾道７．１３）

藤田照美，畠ゆかり，矢野初美，得沢世津子，濱川英子，中満美幸，高垣由美子，

船山幸代，山北理恵

６）院内講師会議（尾道８．１２，２２．２．２８）

藤田照美，畠ゆかり，矢野初美，得沢世津子，濱川英子，中満美幸，高垣由美子，

船山幸代，山北理恵

７）院外講師会議（尾道８．１４）

藤田照美，畠ゆかり，矢野初美，得沢世津子，濱川英子，中満美幸，高垣由美子，

船山幸代，山北理恵

８）広島県看護協会 健康祭り 進路相談（尾道１１．８）

高垣由美子

９）広島県看護協会 一日町の保健室 健康相談（尾道１２．９）

得沢世津子

１０）介護福祉士国家試験実施試験委員（広島３．６，３．７）

畠ゆかり

薬 剤 部
１）第４０回全国厚生連病院薬剤長会議学術総会（長崎２１．１０．２３）

抗菌薬届出制導入を契機とした適正使用推進の現状

安原昌子，内海孝子，高橋謙吾，川端慶子，比良大輔，平井俊明，下岡由紀，砂取広之，

松谷郁美，木村昌昭，平田加代子，橋本佳浩，住田重明

２）第１９回日本医療薬学会年会（長崎２１．１０．２４－２５）

広島県下１１施設における抗菌薬使用率と耐性菌分離率に関するサーベイランス

池本雅章，小笠原康雄，岡野太一，加塩孝次，川上恵子，栗原晋太郎，菅原隆文，

橋本佳浩，本田和穂，松本俊治，武郷 徹，八島加八，安原昌宏，安原昌子，米澤久美，

佐和章弘，糸岐良三，徳島 寛，三牧祐一，木平健治

３）平成２１年度広島県病院薬剤師会研究発表会（広島２１．１０．３１）

DPC および抗菌薬届出制が抗菌薬使用率（AUD）に及ぼす影響

安原昌子，比良大輔，橋本佳浩，金本隆司，佐和章弘

４）第４８回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会（徳島２１．１１．７－８）

DPC および抗菌薬届出制が抗菌薬使用率（AUD）に及ぼす影響

安原昌子，比良大輔，橋本佳浩，金本隆司，佐和章弘

５）第２４回厚生連薬局管理者研修講座（東京２１．１１．１２－１３）

当院における外来化学療法における薬薬連携の取り組み

橋本佳浩

６）第２２回広島院内感染対策研究会（広島２２．２．１３）

DPC および抗菌薬届出制が抗菌薬使用率（AUD）に及ぼす影響

安原昌子，比良大輔，橋本佳浩，金本隆司，佐和章弘
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心理療法室
１）第２回パリアティブケア研究会合同事例検討会（大阪 H２１．６．６～６．７）

末期肺がんの状態にある老年期女性との面接―意識状態に変化のある患者に沿うことと心理士

の夢の活用について

吉岡彩子

２）第１６回パリアティブケア研究会（広島 H２１．９．１２）

家族のために生きようとする乳がん末期の状態にある女性の事例

吉岡彩子

地域医療連携室
１）広島県看護協会尾道・三原支部研修会（尾道２１．１０．１０）

シンポジウム「在宅支援に向けた各職種の役割」

豊田直之

２）新浜セミナー（尾道２１．１１．９）

Ｂ型肝炎の最近の話題

大林諒人

３）平成２１年度肝炎インターフェロン治療費助成対象患者等講習会（尾道２１．１１．１８）

最新の肝炎治療について（インターフェロン治療を中心に）

大林諒人

４）広島保健福祉学会第１０回学術大会（広島２１．１２．５）

パネルディスカッション「地域住民のニーズに応えるがん医療・看護のネットワークづくり」

地域で生活する患者および家族の支援について

豊田直之

５）第３２回ＪＡ広島厚生連医学会（広島２２．２．２０）

患者支援のための地域医療連携の現状分析

豊田直之

６）因島医師会学術講演会―病診連携勉強会―（因島２２．２．２４）

肝炎インターフェロン治療費助成制度について

大林諒人
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院内カンファレンス

第２４０回院内カンファレンス（２１．４．３０）

当科での嚥下機能評価について

耳鼻咽喉科 森 直樹

当院における肺癌治療について

呼吸器外科 尾崎 紀仁

CPC（２１．５．１４）

CPC 胸部異常陰影を来たしたアスベスト曝露労働者の一剖検例

研修医 高橋 元

第１１回尾三地域がん連携フォーラム（２１．５．２８）

当院の乳がん治療

外科 倉西 文仁

「患者発のがん医療改革」～１６年間の患者会活動を通して～

浜中皮膚科クリニック 浜中 和子

CPC（２１．６．４）

CPC 興味ある経過を呈した胃腫瘍の一例

研修医 寿美 裕介

第２４１回院内カンファレンス（２１．６．２５）

新しい小腸疾患の診断法 －ダブルバルン内視鏡，カプセル内視鏡を中心に－

消化器内科 福本 晃

麻酔関連新薬と麻酔管理の変化 －アルチバとエスラックス－

麻酔科 石橋 優和

第２４２回院内カンファレンス（２１．７．１６）

第１回尾道総合病院クリニカルパス研究会（第１７回院内クリニカルパス大会）

総合診療科 石川 哲大

第２４３回院内カンファレンス（２１．８．２７）

第９回連携フォーラム

日本紅斑熱の１例

皮膚科 堀 郁子

心房細動のアブレーション

循環器科 尾木 浩

糖尿病と歯周病

尾道市歯科医師会 宗永 泰一

第１２回尾三地域がん連携フォーラム（２１．９．２９）

患者の立場から

Pan CAN JAPAN 眞島 喜幸

診断の立場から

消化器内科 花田 敬士

外科・化学療法の立場から

広島大学病院 第一外科 村上 義昭
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CPC（２１．１０．２２）

CPC 急性咽頭炎，感冒性嘔吐下痢症で加療中に心肺停止状態で搬送された一例

研修医 沼田 賢治

第２４４回院内カンファレンス（２１．１０．２９）

当会における鏡視下腎摘および腎尿管全摘術

泌尿器科 金岡 隆平

呼吸器疾患領域における経食道的 EUS-FNA の有用性に関する検討

呼吸器内科 塩谷咲千子

第１３回尾三地域がん連携フォーラム（２１．１１．１９）

前立腺がん診療の基本と現況

労働者健康福祉機構中国労災病院 碓井 亞

CPC（２１．１１．２６）

CPC 発症３日にて敗血症・DIC を呈し，死亡前に診断困難であった劇症型 Clostridium

difficile）腸炎の一例

研修医 名護 元志

第２４５回院内カンファレンス（２２．２．２５）

第１０回連携フォーラム

CPC 肺原発印環細胞癌の一剖検例

研修医 住元 庸二

当院小児科におけるインフルエンザの現況

小児科 原 香住

糖尿病による末梢動脈疾患とその治療

心臓血管外科 濱本 正樹

CPC（２１．３．１８）

CPC 胸部苦悶感にて受診した一症例

研修医 花岡 理子
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職 場 だ よ り

委 員 会 報 告

院 内 主 要 行 事





職 場 だ よ り

内 科

部 長 福 本 晃

昨年４月から尾道総合病院にお世話になっている福本です。当院の内科は消化器内科１０名，呼吸

器内科３名，腎臓内科２名の計１５人の体制となっています。週２回，朝の診療前に合同でカンファ

レンスを行っており，緊急入院した患者や興味のある症例の呈示および治療方針決定のためのディ

スカッションを行っており，特に研修医やレジデントの先生には大変勉強になっているものと思わ

れます。

私自身は消化器内科が専門で，主な仕事場となるのは内視鏡センターですが，内視鏡・処置具な

どの医療機器が充実していることのみならずスタッフのレベルの高さには驚いています。内視鏡技

師も待機を組んで２４時間態勢で緊急内視鏡に対応していただけるので，内視鏡医は夜間の緊急内視

鏡でも治療に専念することができ大変心強く思っています。

消化器内科の中はさらに，消化管，肝臓，胆膵とさらに細分化され，それぞれの特殊検査・治療

があります。基本的には各専領域に特化して診療にあたっていますが，今年度からは卒後１０年目の

中堅クラスの医師もローテーションで各分野の検査・治療を研修する試みを開始しております。私

自身は消化管を専門としていますが，肝動脈化学塞栓療法や十二指腸乳頭切開術などを初めて実際

にさせていただき，非常に新鮮な気持ちで勉強できています。

一方，日中は，消化器内科のご多分に漏れず，検査に忙殺される毎日で，病棟へはなかなか顔を

出すことができず，指示出しなども遅くなりがちで大変ご迷惑をおかけしていると思います。その

様な状況ですが，病棟スタッフはあたたかく（？）受け入れてくれて，本当に働きやすい環境（他

の病院と比べても）と感謝しています。

以上，取り留めもなく書いてしまいましたが今回の内科の職場だよりとさせていただきます。

内視鏡センター

主 任 楠 見 朗 子

内視鏡センターは，昨年と同様の２４時間体制を維持しつつ移転に向けての外来体制整備の一環と

して，５月よりスタッフを１名増員し透視室の業務も行うこととなりました。

透視下の検査は，ルートブロックや気管支鏡検査，卵管造影など未経験の検査があり毎日が勉強

です。一方，内視鏡的逆行性膵胆管造影（ERCP）関連検査や経皮経肝胆道ドレナージ（PTBD），

注腸検査，胃透視など既存の知識を活かせる検査も多く視野が広がりつつあります。また，透視下

検査を通じて他科の医師やコメディカルスタッフと関わることが増えたことにより，緊急内視鏡検

査発生時の連携がよりいっそう円滑になったと感じています。

治療においては，超音波内視鏡検査（EUS）を活用した微小膵臓癌の発見や内視鏡的粘膜下層剥

離術（ESD），カプセル内視鏡，小腸内視鏡（DBE）など最新の検査や治療を地域と連携しながら

積極的に実施し，これらの成績を学会活動や執筆活動により全国に情報を発信しています。特に超
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平成２１年 内視鏡検査成績
上部消化管検査
観察のみ ３３８２
止血処置 １１０
ポリペク・EMR １２
ESD ７１
EUS（胆膵） ２７１
EUS（消化管） ３８
EUS-FNA ５０
EVL １９
EIS ４
胃瘻造設 ５４
ボタン交換 ７６
マーキング ２２
バルン拡張 ２６
異物除去 ８
ステント挿入 ２
APC ７
イレウス管 ６
十二指腸瘻 ３
カプセル ３
EBD １
S-B ２
中止 ２
小 計 ４１６０

下部消化管検査
観察のみ １６３０
ポリペク・EMR ３７２
止血 １９
マーキング １４
EUS ５
ESD ２
APC ４
DBE ３
ガス抜き １

小 計 ２０５６

緊急内視鏡
上部観察 ２５
上部止血 ３９
ENBD 他 ２０
異物除去 ５
EVL ７
ガス抜き １
ERBD ４
ERCP 断念 １
S-B １
上部止血断念 ２
大腸 EVL １
大腸観察 ２
大腸止血 ４
大腸断念 １
BF 洗浄 ２
小 計 １１５

胆・膵領域検査
内視鏡的十二指腸乳頭切開術（EST） ９５
内視鏡的十二指腸乳頭拡張術（EPBD） ３
内視鏡的経鼻胆道ドレナージ（ENBD） ３７
内視鏡的膵管ドレナージ（ENPD） １２
内視鏡的胆道ステント挿入術（EBD） １２０
内視鏡的膵管外瘻造設術（EPD） １５
内視鏡的膵管ステント挿入術 １５
内視鏡的胆道砕石術 ３３
経皮的胆嚢ドレナージ（PTGBD） ７
経皮的胆管外瘻造設術（PTCD） ５
経皮的胆道ステント挿入術 ２
超音波内視鏡下胆管十二指腸吻合術 １

小 計 ３４５

音波内視鏡下穿刺吸引検査（EUS-FNA）は，４月の診療報酬改定により保険収載され，ますます

の発展が見込まれる中，近隣施設のリーダー的存在として技術啓蒙活動を続けていく役割を担って

います。平成２１年の検査・治療成績は下表の通りです。

新病院移転を控え，ますます忙しい毎日が予見されますが，現状のレベルを落とすことなく研鑽

を続け，連携施設や患者様に信頼されるセンターをめざして努力していきます。

循 環 器 科

部 長 尾 木 浩

今年３月で三浦史晴先生，中野良規先生が異動となり，新しく上田健太郎先生（H６年卒），渡

邉義和先生（H１７年卒）が安佐市民病院から赴任し，森島主任部長と私と４名で診療を行っており

ます。

主な疾患として，虚血性心疾患（急性心筋梗塞，狭心症），様々な不整脈（発作性上室性頻拍

（PSVT），WPW 症候群，心房粗動，心房細動，心室頻拍，心室細動，洞不全症候群，房室ブロッ

ク等），心不全，肺塞栓，弁膜症，心筋症，心筋炎等があります。

虚血性心疾患においてはベアメタルステント（BMS）の弱点であった再狭窄が，薬剤溶出性ス

テント（DES）の登場により再狭窄の頻度はかなり減りましたが，遅発性ステント血栓が問題とな

っております。このため，２種類の抗血小板薬を１年以上内服する必要がありますが，副作用，外

科手術などで内服継続が困難な場合もあり，当科では再狭窄の risk が高い症例や BMS で再狭窄を
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来たした症例などを DES の適応としております。

不整脈に関しては，頻脈性不整脈は薬物治療，心臓電気生理学的検査（EPS），高周波カテーテ

ルアブレーション（RFCA），植込み型除細動器（ICD）植込みを行っております。特に PSVT，

WPW 症候群，通常型心房粗動はアブレーションにより殆どの症例で根治出来るため，これらの症

例では積極的にアブレーションを行います。薬剤抵抗性で，QOL 低下を伴う発作性心房細動に対

してもアブレーションを行っております。又，Navx system 等の登場によりカテ室で心臓の３D

mapping が可能となり，特に心房細動や器質的心疾患を伴う不整脈において，治療成績の向上，治

療時間の短縮，被爆の軽減につながっています。徐脈性不整脈に対しては EPS，ペースメーカー

植込みを行っております。
２００９年１月～１２月当科の治療数

症例数

PCI（風船治療・ステント治療） １３１

RFCA ６１

Pacemaker 植込み ２９

CRT 植込み ３

ICD 植込み ２

CRTD 植込み ４

CRTD への upgrade １

PM 電池交換 １３

ICD 電池交換 １

心不全は原疾患が様々ですが，原疾患の治療，薬物

治療に加え，症例によってはペースメーカーによる心

臓再同期療法（CRT），両室ペーシング機能付き植込

み型除細動器（CRTD），適応サーボ換気（ASV）な

ども行います。

以前と比べ，循環器科の検査・治療が多岐にわた

り，急患もあり，毎日人手不足を感じていますが，心

臓血管外科，病棟・外来・心カテ室スタッフ，臨床工

学科，生理検査，リハビリなど多くの方に助けてもら

い，チーム医療を実感しています。これからも治療に

励もう思いますので，よろしくお願いいたします。

小 児 科

副 部 長 玉 浦 志 保

私が産育休明けて２００９年４月に職場復帰してから１年が経ちました．この１年間働いて感じたこ

とを書いてみます。

わが子は７ヶ月半で保育園に入れました。感染症はある程度覚悟の上入れたのですが，意外にも，

小児科医の母乳はいろんな抗体が含まれているのか（笑）そんなに発熱でお迎えに呼ばれることは

ありませんでした。しかし，園で何か流行ると必ずもらってきました。新型インフルエンザ，RS

ウイルス，手足口病，嘔吐下痢症（２回）など。そのたびに発熱はしますが，そんなに長引くこと

もなく翌日には解熱してくれて，親孝行な息子です。ある日，息子が嘔吐下痢になり何度も嘔吐し

ており，仕事を終えて帰宅するとぐったりとしんどそうでした。点滴を持って帰った私は息子に点

滴してやろうと針を刺しました。しかし入らず。息子は痛みにギャーギャー泣き，２回目のトライ，

入らず。そして３回目，今度こそと思ったのに入らず。息子は泣き疲れてぐったり。私はぐったり

している息子に３度も傷めつけてしまい，ごめんよと抱きしめてやることしかできず，情けなくて

涙が出てきました。昼間にみてもらっていたおばあちゃんの話をよくよく聞くと，昼まで吐いてい

たけれどもその後は嘔吐はなく，少しずつ水分もとることができ，尿も出ているとのこと，大丈夫

かなと判断し，かなりへこみつつもそのまま就寝。翌朝，母の心配をよそにきゃんきゃん走り回っ

ている笑顔の息子をみると気が抜けました。以前から「嘔吐下痢＝点滴」は要らない，とはわかっ

ていながら，今回のことで本当に実感しました。子供の回復力はすごいと思います。母になってか

ら，点滴などの処置に失敗すると，わが子を泣かせているようで余計へこみます。そのため以前よ
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りも処置の時の私なりの心構えがだいぶ違うように感じます。絶対点滴入れるぞ！と気合が入りま

す。

そのほかにも，育児を通して知らなかったことをたくさん知ることができました。予防注射，今

までポンポン打って，はいさよならーだったのが，三種混合の追加接種した後息子の腕がめちゃめ

ちゃ腫れて，こんなに腫れるものかと心配になったほどでした。発熱したときのぐったり感が強く

て心配になりますが，熱が下がると嘘のように元気になって走り回ってることなど。世の中のお母

さん方はみんな，わが子の状態で振り回されます。子供が元気がないと母まで心配で食欲もなくな

るし，へこみます。今まで救急外来で発熱の子供を診察していて，そんなお母さん方の気持ちに沿

った診療ができていたのか。母親になった小児科医として，以前よりはお母さんの気持ちにより近

づいた診療ができるのではないかと感じています。

診察に来たお母さん方と話していると，育児に関する相談ごとなども多く聞かれます。自分の体

験談も含め話していると「ママやってる」とわかった瞬間からぐっとお母さんとの距離が近くなり，

お母さん方が笑顔でたくさん話してくれる，というのもよく経験します。ここまでくれば，私が

「育児」をしてるというよりもわが子が「小児科医」を育ててくれているように思います（笑）。

小児科医というのは，出産・育児経験がキャリアの武器になる数少ない職業だと思います。最近

女性医師の職離れが叫ばれていますが，私はこの自分だけの「武器」を片手にできる限り働きたい

と思っています。時間の制約もあり夜勤を免除していただいたりして，非常に申し訳なく思ってい

ますが，「玉浦先生が働いてくれて助かる」と思っていただけるように，自分の存在意義を高めら

れるように，たくさん仕事をしようと心がけています。ただでさえ忙しいうちの小児科の同僚の先

生方が少しでも楽になっていただければと思っています。

最後に，私がこうして働けているのは，園から息子のお迎えの電話があったらすぐに迎えに行っ

てくれる主人と義両親，そして，わが子の体調不良にへこみつつ仕事をしている私に「はよ帰りん

さい」と言ってくださる主任部長をはじめとする小児科スタッフの皆様のおかげです。この場を借

りて感謝申し上げます。現在私は２人目妊娠中。また新たな経験と「キャリア」を身につけてさら

にパワーアップして戻ってまいります！

外 科

主任部長 倉 西 文 仁

今回は内視鏡手術の新しい術式に関して紹介します。

現在腹腔鏡下胆嚢摘出術は腹壁に小孔（３－５箇所）をあけて行うのが常識です。しかし２００６年

アメリカの Fort Laudedale（フロリダ州）にて行われた SAGES（アメリカの内視鏡外科学会）にお

いて初めて口から内視鏡を挿入して胃壁に小孔（１箇所）をあけ脾臓を摘出する手術が発表されま

した。もちろん豚を使用した実験的手術です。これ以後腹壁に穴をあけずに腹腔内に至り，手術を

おこなう方式を NOTES（Normal Orifice Translumenal Endoscopic Surgey：口，膣，肛門という正

常なる人体の開口部からカメラ etc を挿入して腹腔内に至り行う手術）というようになりました。

その後アメリカでは NOTES 研究会まで組織され，積極的にこの術式の研究開発がなされるよう

になりました。

NOTES の長所は何かといいますと腹壁に手術瘢痕を残さないために美容的には現在の内視鏡手

術とは比べ物になりません。また知覚神経の無いところに小孔をあける訳ですから術後の痛みも全

く違ったものになります。
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事実，術後の痛みに関しては２０１０年 Natinal Harbor（Maryland 州）にて行われた SAGES では従

来の腹腔鏡下胆嚢摘出術と NOTES による胆嚢摘出術の術後の痛み止めの使用頻度種類を比較検討

していました。NOTES による胆嚢摘出術では術後の痛み止めの使用が殆どなく術当日退院が可能

でした。無論従来の腹腔鏡下胆嚢摘出術においても朝から手術を行えば夕方には退院可能ですが，

痛みの程度が全く違います。わかりやすく説明しますと従来の腹腔鏡下胆嚢摘出術の場合，痛みを

我慢しながら，しかめっ面をしながらの退院ですが，NOTES による胆嚢摘出術の場合はにこにこ

笑いながらの退院ということになります。

それでは NOTES の欠点は何かといいますと従来の胃カメラを発展させた特殊な装置（Platform）

を必要とします。これは Olympus，Karl Storz が既に開発しています。また是を腹腔内で操作する

ためには内視鏡の技術にも習熟する必要があります。要は NOTES による胆嚢摘出術を行うために

は内視鏡医でありかつ内視鏡外科医である必要があります。

既に世界中でこの術式は試みられており，経膣式胆嚢摘出術，経膣式虫垂切除術 etc 様々な方式

が考えられております。

２０１０年の SAGES では多くの内視鏡外科医は NOTES による胆嚢摘出術を積極的に取り入れてい

く考えはもっていませんでした。学会場にて行われたアンケート調査ではまだ腹腔鏡下胆嚢摘出術

が圧倒的に優勢でした。

いまだ未知の領域であり術後の感染，合併症 etc の問題がまだ完全に解決されていませんので当

然のことと思います。

今後の方向性は全くわかりませんが，NOTES までの移行形態として従来の鉗子をより細く（１０

mm を５mm，５mm を３mm もしくは２mm に置き換えて使用）していく方式がでてくるとおも

ます。しかしながら美容，術後疼痛の点からは全く NOTES に太刀打ちはできません。

日本とアメリカは保険制度の違いがあり同列に論じる事は不可能です。しかしアメリカの外科医

がなにを考えているかはある程度推測できます。

２０１０年の SAGES では NOTES により経膣式虫垂切除術を受けた患者が翌日にこにこしながら退

院していく様子が発表されていました。これを見る限りアメリカの外科医は本気で NOTES にとり

くんでいくようになると思います。

日本では NOTES 研究会が組織されたばかりであり，将来腹腔鏡下胆嚢摘出術がどう扱われてい

くか注意深い観察が必要です。

心臓血管外科

主任部長 濱 本 正 樹

当院に心臓血管外科が開設されて７年の月日が流れました。

平成２１年は開心術数５４例，総手術数２００例以上と，この７年では最多の手術を行うことができま

した。これは当院を信頼して患者様を御紹介下さった近隣の医師の皆様と当院に治療を任せてくだ

さった患者様およびその御家族のおかげです。本当にありがとうございました。また，人数の少な

い心臓血管外科医師（２名）と一緒に患者様の診療を支えて下さった循環器内科医師と看護師，臨

床工学技師，理学療法士，薬剤師，臨床検査技師，放射線技師といった多くのスタッフに感謝した

いと思います。

手術数が増加して診療の大半がそれに費やされてしまうと，つい忘れてしまいがちな大事なこと

があります。一人一人の患者様の本当の顔，手術に期待する思い，手術後の不安や希望，自分の家
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族への思い，などです。手術前と手術後に患者様のベッドサイドにゆっくり腰を下ろして，いろん

な考えや思いを傾聴する。このような落ち着いた時間を必ず確保して，患者様とともに病気に向き

合っていく。そういった診療スタイルを自分の内に構築して，決して崩さないようにしたいと考え

ています。

整 形 外 科

部 長 盛 谷 和 生

４月から中林先生の後任として泉先生が労災病院からやってきました。３月に結婚したばかりで

新婚ほやほやです。奥さんは当院小児科のドクターです。小児科，整形外科と日常診療のみならず，

急患対応におわれ，多忙な毎日を送り，新婚生活がぎくしゃくしていないか心配していましたが，

毎日手をつないで通勤していると聞いて安心しました。

では当科の現況を紹介させていただきます。現在当科は５人体制で診療を行っています。主に膝

疾患，脊椎疾患，外傷疾患を扱い，２１年度の手術数が８５０件を超えました。手術件数をこれ以上増

やすことができないため，手術の質を向上できるように頑張っていきたいと思いますので，これか

らもよろしくお願いします。

小 児 外 科
―平成２１年度 入院統計から―

主任部長 和 田 知 久

過去２年ほど手術症例が１００例をきっていたが，平成２０年度の入院患者総数は１０９例で，このうち

手術症例は１１０例であった。手術症例の中で最も多い疾患はそけいヘルニア，陰嚢および精索水腫

で併せて６２例，５６％であった。続いて睾丸疾患は１３例とほぼ昨年と変わりなかったが，急性虫垂炎

は３例と少なかった。新生児外科症例は６症例でのべ７回の手術を行った。疾患の内訳は先天性十

二指腸閉鎖および狭窄症２例，直腸肛門奇形１例，腹壁破裂１例，腸回転異常１例，胎便病１例で

あった。次に年長児例として尿道下裂２例，中間位直腸肛門奇形の根治術１例であったが，稀な症

例として９歳児の回腸穿孔と腸重積の合併例を経験した。また金沢医科大学の河野先生にお願いし

て鏡視下手術を２例行った。１例は異形成腎に巨大尿管症合併例，他の一例は脳性麻痺に食道裂孔

ヘルニア合併例であった。

産 婦 人 科

主任部長 佐 々 木 克

平成２２年３月で松岡敏夫副院長（昭和４９年卒→JA 府中総合病院へ）と江川美砂先生（平成１７年

卒→広島大学病院へ）が，５月には藤東猶也先生（平成９年卒→開業）が退職され，４月から私

（昭和６０年卒）が婦人科主任部長を拝命することとなりました。平成２年から２０年３月まで勤めて

いた「公立みつぎ総合病院」では，平成７年からいわゆる“年長職”に就いていました。当時は前

任の木阪義憲先生（昭和４８年卒）の後継として昇格しましたが，交代前はノミの心臓ゆえ不安な思
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いばかりが去来していたことを鮮明に思い出します。今回はと申しますと，年を重ね図太くなった

せいもありますが，前回程の不安に苛まれることはありませんでした。幸い就任と同時に，大学か

ら三好博史先生（昭和６１年卒・産科主任部長），JA 広島総合病院から三好剛一先生（平成１５年卒）

そして当院研修からスライドして友野勝幸先生（平成２０年卒）という強力な助っ人布陣を得て，ま

ずまず順調に始動しています。三好博史先生は何と言っても大学准教授として多方面に亘る豊富な

知識と経験があり，三好剛一先生は超音波を中心とした胎児診断に精通し，友野勝幸先生は産婦人

科１年生らしく自由闊達な発想で活躍しています。部長とは名ばかりで，これといった取得もなく

白衣をまとった単なる中年オヤジの私にとっては全てが歩く教材に見えてきます。

当院に赴任して強く感じることは，諸先輩や多くのスタッフの皆様が努力を重ね培ってこられた

伝統の重みです。この土台のうえに「小さくても創意を」の気持ちを忘れず，皆の知識や知恵を集

結して新しいことにも挑戦してみたいと思っています。尚，平成２３年５月の連休明けの新病院への

移転に伴い産婦人科病としての病床数は４０床から３０床へ減少し，さらに電子カルテも新規導入予定

となっています。但し，これまで築かれてきた地域の中核病院としての機能を維持するためには，

病棟や外来運営の大胆な効率化は必要不可欠で，新たな病診連携も模索していかなくてはならない

と考えています。問題は山積していますが，荒波に飲まれないように皆でしっかりと舵取りを行っ

てゆく所存です。皆様の，これまで以上のご協力ならびにご指導を宜しくお願い申し上げます。

【平成２１年の分娩要約】

（１）分娩総数；５１４例

!単胎；４９６例 双胎；１８例（３．５％）

"経腟分娩；３１７例 帝王切開；１９７例（３８．０％）

（２）母体搬送数；８８例（１７．１％）

【平成２１年の婦人科手術要約】

（１）悪性疾患手術件数； ６４例

!子宮体部悪性腫瘍；１５例

"子宮頚部悪性腫瘍；４例（子宮頚部上皮内癌 ２５例）

#卵巣悪性腫瘍； １４例

$その他； ６例

（２）良性疾患手術件数；１３６例

!開腹手術； ９６例

"腟式手術； ２７例

#腹腔鏡下手術； １１例

$子宮鏡下手術； ２例

皮 膚 科

医 師 堀 郁 子

尾道に来て一年余り，この病院や土地柄，人柄に愛着を抱き始めた私が皮膚科を紹介させて頂き

ます。

尾三地区や福山市には皮膚科医が３名いる病院が当院しかありません。そのこともあり重症例や

まれな症例など実に多岐にわたる疾患を目にします。壊死性筋膜炎やガス壊疽といった重症感染症

は本来まれであって欲しいのですが，この一年ですでに４例認め，いずれも緊急手術となり３例が
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耳鼻咽喉科配置表（２０１０．６．１）

月 火 水 木 金

１診 森 長 古家 古家 森

２診 古家 ― 長 ― 長

午後診
・
・
・

手術
・
・

アレルギー外来
小児外来

嚥下機能評価

手術
・
・

特殊検査
術後処置外来
嚥下機能評価

病棟／手術 長 森・古家 森 森・長 古家

救命し得ました。高齢者や外傷患者が多いのも特徴です。また地域特有の疾患である日本紅斑熱の

症例も保健所の協力もあり昨年度は五名が診断に至り治癒しました。入院は手術患者が多く，蜂窩

織炎や帯状疱疹が後に続きます。手術は先程述べた緊急手術も時にありますが，数としては小手術

が多く粉瘤や脂肪腫，母斑等の良性腫瘍が大半です。悪性腫瘍はボーエン病，基底細胞癌，有棘細

胞癌が主で，昨年度は悪性黒色腫の手術症例はありませんでした。腫瘍以外では熱傷や皮膚潰瘍の

植皮術などを行っています。

今年の皮膚科での新しいこととしては，生物学的製剤である TNF! 阻害薬が乾癬に適応になり

ました。関節リウマチや潰瘍性大腸炎では既に使用されていましたが，この治療により難治であっ

た乾癬患者さんの QOL が劇的に改善するのではないかと私たちも期待しています。

現在皮膚科は森本部長，今年度赴任してきました松阪医師と私の３名で診療に当たっています。

近年，皮膚科は部長と女医２人が定着しており，スタッフもいれるとまさに女性ばかりで，部長は

肩身の狭い思いをされているに違いありません。でもうちの部長が寛容なのか，はたまたフェミニ

ンなのかチームワークは抜群です。今後も力を合わせてより良い診療を行えるように頑張っていき

ます。

耳鼻咽喉科
「鳥取城籠城戦」

主任部長 森 直 樹

平成２２年度の耳鼻咽喉科は，森 直樹（昭和６１年卒），古家裕巳（平成１６年卒），長 陽子（平成

１７年卒）の３名で外来診療と入院治療，手術にあたっています。看護科からは斉藤看護師，紙谷看

護師そして沖原看護師が来てくれています。山根言語聴覚士は換わりません。

外来・病棟担当は下記の表のようになっています。手術室の効率的な運用のため，火曜日と木曜

日の診察は１診のみとし，手術を主体とした対応をしています。水曜日と金曜日の午後は言語聴覚

士とともに，入院患者さんの嚥下機能評価を行っています。２００９年の一年間で嚥下機能評価・リハ

ビリは１１２症例でした。

２００９年１年間の手術を振り返ってみます。総件数は２１６例でした。

耳（１９例）：鼓室形成術（非真珠腫）１例，湯浅法 ３例，先天性耳瘻管摘出術 ５例，チュービン

グ ５例，耳硬化症 １例，副耳 １例，外耳道腫瘍 ２例，乳突洞異物 １例。

鼻・副鼻腔（５２例）：内視鏡下鼻内手術４０例，鼻中隔矯正術＋粘膜下下鼻甲介骨切除術 ４例，

Caldwell-Luc 手術 ３例，キリアン手術 １例，鼻腔癌（外切開）３例，上顎洞試験開洞 １例。

咽頭（７１例）：アデノイド切除＋口蓋扁桃摘出術３５例，口蓋扁桃摘出術単独２８例，アデノイド切
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除＋チュービング ４例，アデノイド切除＋口蓋扁桃摘出術＋チュービング ２例，アデノイド切除

術単独 １例，下咽頭乳頭種 １例。

２０１０年手術件数（総数２１６例）

喉頭（３７例）：ラリンゴマイクロサージャリー３５例，喉頭

全摘術 ２例。

頭頸部（３７例）：耳下腺腫瘍１１例，耳下腺癌＋頸部郭清術

２例，顎下腺全摘（唾石）２例，顎下腺腫瘍 １例，顎下

腺癌＋頸部郭清術 ２例，頸瘻・頸嚢手術 ２例，気管切開

術１０例，頸部リンパ節試切 ３例，舌部切 ３例，根治的

頸部郭清術 １例。

昨年同様に扁桃手術が減少し，頭頸部腫瘍の件数が増加

する傾向が続いています。

１５８１年（天正９年）７月，中国侵攻を進める羽柴秀吉の３万の大軍は城将吉川経家以下将兵１４００

人，周辺の村々から城内に逃げ込んだ領民２０００人の立て籠もる鳥取城の包囲網を完成させました。

夏が過ぎ秋風立つ頃には城内は飢餓に苦しめられるようになりました。これ以上の戦いは無理と判

断した経家は，１０月２５日秀吉からの助命の誘いを拒絶し，一旦城を預かったからには全責任をとっ

て死ぬのは武士として当然であるとして，城兵と領民の助命と引き換えに切腹しました。時に経家

３５歳でした。冬まで持ちこたえられれば，山陰の雪で秀吉軍も撤退すると考えていましたが，前城

主の時に目先の利益に目が眩んだ諸兵によって備蓄米の大半が売り払われていたのでした。福山や

三原の病院から常勤の耳鼻咽喉科医の撤退が相次ぎ，尾道は医師不足という敵に包囲されていま

す。一旦診療科を預かったからにはと見得を切りたいところですが，いつまで持ちこたえられるか

心配になってきたこの頃です。今年も引き続きよろしくお願い申し上げます。

脳神経外科

主任部長 門 田 秀 二

脳神経外科の平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの活動の概要は，入院患者３７５件（前

年度比２４件減），手術室での手術 ８０件（前年度比４件増）（全麻手術５１件，前年度比６件増）で，

そのうちメジャー手術は１５件（前年度比４件減）であった。他に脳血管内治療を７件（前年度比２

件増，全例脳動脈瘤コイリング（前年度比５件増））施行した。他に t-PA は５例に使用した。

２００５年１０月の認可から徐々に症例を重ねているが，平成２２年３月３１日までで総計２２例となった。

昨年１０月から広島大学脳神経外科から迫口 哲彦先生（平成１０年卒）に赴任いただき，門田秀二

（昭和６１年卒）・川本仁志（平成２年卒）と３人体制になった。

迫口先生は，鹿児島県出身で広島大学脳神経外科では間脳下垂体腫瘍や神経内視鏡分野で活躍さ

れ，脳神経外科学会専門医であると同時に神経内視鏡学会専門医でもある。当院赴任後には，嚢胞

性疾患や脳内血腫に積極的に神経内視鏡を導入してもらっている。
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泌 尿 器 科

主任部長 森 山 浩 之

当科では２名の医師の交代がありました。平成２１年４月には梶原 充先生が帰学しまして，石

光広先生（平成９年卒）が中電病院から赴任してまいりました。また平成２１年７月には沖 真実先

生が中国労災病院へ転出し，金岡隆平先生（平成１５年卒）が県立広島病院から赴任してまいりまし

た。短期間に２名の交代があるのは大変であると考えていたのですが，石，金岡両先生とも経験豊

富ですぐに当科での仕事に馴染んでくれました。

泌尿器科においても例外ではなく，入局者の減少および開業などによる人員の減少から医局の運

営が厳しい状況になっているとのことです。医局からは定員一人減予定の病院の第一候補に挙げら

れていると伝え聞き，その理由を医局へ問い合わせましたところ「当科が暇だと聞いたから」とい

う回答をいただきました。また当科の皆で，自分たちの勉強であると同時に開業医の先生方へのア

ピールの意味も込めて論文をできるだけ書いていこうという方針でやってきましたことも，「論文

を書けるのは暇だから」というふうにとらえられていると伝え聞きました際には，あいた口がふさ

がりませんでした。このような事態が発生するのも厳しい医療情勢が原因であることは理解できな

いわけではありませんが，当科では研修医制度が開始される前の早い時期から赴任してきていただ

いた若い先生方へ積極的に手術の機会を与えるなどして，ひいては医局に対して貢献してきたつも

りでしたので，このようにとらえられていたことには釈然としない思いが沸き起こりました。この

ような事情でいつまで３人体制で仕事ができるかわかりませんが，院内の皆様にはこれからも先行

き不安な泌尿器科をご支援いただきますようお願いします。

平成２１年に，手術室において麻酔下に行いました手術・処置件数は３５１件でした。そのうちで当

科における代表的な手術を記して筆をおかせていただきます。

２００９年（平成２１年）の代表的な手術内容

腹腔鏡下手術 ２３件（腎摘除術…１１件，腎尿管全摘術…１１件，

腹腔鏡補助腎部分切除術…１件）

開腹腎摘除術 ４件

前立腺癌診断数 ７５件（生検数１３１例で，検出率５７．３％）

前立腺全摘除術 ２７件

対外衝撃波結石破砕術（ESWL） ７８件

経皮的腎結石摘出術（PNL） ２件

経尿道的尿管結石摘出術（TUL） １３件

膀胱全摘術 ２件

経尿道的膀胱腫瘍切除術 ７３件

経尿道的前立腺切除術 １６件

女性尿失禁・骨盤臓器脱手術 ４件 など
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資料２ 平成２１年麻酔症例の集計

手術室利用症例 ４，１６８例

麻酔科管理症例 ２，４２５例
年齢構成 男 性 女 性 合 計

～１カ月 ７ １ ８

～１２カ月 ５ ３ ８

～５歳 ９９ ３６ １３５

～１８歳 ８８ ６６ １５４

～６５歳 ４１０ ６９８ １，１０８

～８５歳 ４５３ ４６２ ９１５

８６歳～ ３１ ６６ ９７

合 計 １，０９３ １，３３２ ２，４２５

ASA PS

１ ３８５ １E ２８

２ １，５４３ ２E ２４７

３ １６３ ３E ５６

４ ０ ４E ３

５ ０ ５E ０

６ ０ ６E ０

合計 ２，０９１ ３３４

麻 酔 科

主任部長 瀬 浪 正 樹

麻酔科は常勤医４名体制で運営されているが，人事異動により平成２２年４月からは久保隆嗣（平

成５年卒）に代わり平成１０年卒の松永亜希が着任している。

当院での麻酔科の業務内容は１．手術麻酔，２．術前診察，３．ペインクリニック（外来，入

院），４．当直，５．研修医の指導，６．救急救命士研修，７．救急蘇生委員会での出動，８．各

種講習会へのインスト参加，９．各種委員会への出席，１０．インドネシア研修医の指導があげられ

る。ペインクリニック外来（資料１）においては受診患者数は前年より微増しており，一日平均

２８．２人（新患０．７９人／日）となっている。また，麻酔科管理手術症例に関しては資料２の通りであ

り，平成２０年よりは１３０例ほど増加した。

資料１ 外来集計

月 再 来 新 患

１ ５０６ １１

２ ５００ １０

３ ６０９ ２８

４ ５６５ １９

５ ５９１ ２０

６ ６５０ １８

７ ６４７ ２２

８ ５８０ ９

９ ５６６ ８

１０ ５５９ １４

１１ ５４９ １８

１２ ５４０ １５

計 ６，８６２ １９２

現在の一番の問題点は人員不足による業務の圧迫である。手術症例の組み立ては麻酔科の医師数

に依存しているが，手術数が多いと手術を横に広げることができず，

手術症例をこなすため遅くまで麻酔をする必要がある。午前中はペイ

ンクリニックと術前診察があるため手術に専念できる医師数に制限が

加わり朝からの手術数を増やす事が出来ない。ペインクリニックでは

ブロックや診察のスキルを初心者に指導する機会をあまり作ることが

できない。待機日数では一人当たりの負担が多くなり，また，講習会

や学会参加，リフレッシュ休暇などで業務に穴をあけることでさらに

残った麻酔科医にしわ寄せがきてしまうことになる。これに対し人員

増が得られた場合の業務改善への期待は大きいものがある。朝から麻

酔に関わる医師が増えさらに新病院では手術室が９室と増加するため

並列での麻酔の増加が期待できる。余力ができることで若手医師への

ペインクリニックの指導や院内の各種委員会への出席や講習会，学会

参加などが容易になってくる。待機の負担日数が減少し疲労度も減少

出来てくるものと思われる。現在 ICU 運営にはほとんど参加できて

いない部分も人員増で可能となってくる。

一日でも早く人員増が達成できることを望むものである。
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体位

仰臥位 １，７１６

腹臥位 １６５

側臥位 １５２

砕石位 ３５４

坐 位 ２８

その他 １０

合計 ２，４２５

性別

男 性 １，０９３

女 性 １，３３２

合 計 ２，４２５

手術部位

開頭 １６

開胸・縦隔 ８０

心臓・大血管 ５２

開胸＋開腹 ６

開腹（上腹部） ３４１

開腹（下腹部） ４１０

帝王切開 １９６

頭頚部・咽喉部 ３２１

胸壁・腹壁・会陰 ４１３

脊椎 １１８

股関節・四肢（含む末梢血管） ４６３

検査 ０

その他 ９

合 計 ２，４２５

麻酔法

全身麻酔（吸入） ３５１

全身麻酔 ５５０

全身麻酔（吸入）＋硬・脊・伝麻 １２５

全身麻酔（TIVA）＋硬・脊・伝麻 ７４４

CSEA ４３２

硬膜外麻酔 ２

脊髄くも膜下麻酔 ２１９

伝達麻酔 ２

その他 ０

合計 ２，４２５

眼 科

主任部長 胡 田 麻 里

眼科は今まで松山医師，胡田，出口医師の３人体制で診療を行っておりましたが，松山医師，出

口医師が退職され，平成２１年４月から小林 賢医師を迎え，現在は胡田，小林医師の２診制で診療

を行っています。３人体制から２人体制に後退した為，オペ件数は以前より減少してしまいました

が，出来るだけパワーダウンすることないように努めているところです。

手術は月曜日，木曜日に行っており，定期手術は現在約１～２ヶ月待ちとなっています。

専門外来としては，火・水・金曜日の午後に網膜硝子体，緑内障，斜視・弱視，未熟児の各外来

を予約制で行っています。網膜硝子体外来では眼底疾患（糖尿病網膜症・網膜静脈閉塞症・黄斑変性

症など）に対して，蛍光眼底造影，網膜電図などの特殊検査，網膜光凝固による治療，抗 VEGF 抗

体製薬の硝子体注射などを行っています。緑内障外来では視野検査やレーザーによる治療を行って

います。斜視・弱視外来では斜視や弱視のある小児に対して特殊検査による評価を行って視機能の

向上を目指しています。NICU外来では未熟児網膜症の検査や網膜光凝固による治療を行っています。

外来の機器補充に関しては，網膜硝子体疾患の診療にいまや必要不可欠である OCT をついに購

入していただきました。

広島市や広島県西部地域の病院では，硝子体，緑内障，小児眼科，神経眼科など病院によってそ

れぞれの病院が担う専門性がありますが，広島県東部地域では眼科常勤医師のいる総合病院が少な

くなった影響か，専門性というよりはさまざまな分野の患者さんを幅広く診させていただいており

ます。今後もどうぞよろしくお願い致します。
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放 射 線 科

主任部長 森 浩 希

早いもので，昨年小生が初めて本欄を執筆してから，あっという間に一年が経過しました。激変

する医療情勢のためか，はたまた単に歳を取ったためか，月日が矢のように過ぎ去っていくのを実

感しています。

当科の常勤医師は昨年までと同様で，木曽哲司（昭和４８年卒），森（平成３年卒），高澤信好（平

成５年卒），目崎一成（平成５年卒）の４名です。木曽，森，目崎が放射線診断に携わり，高澤が

放射線治療を担当しています。伊藤勝陽（昭和４７年卒）は院長代行として主として病院経営・管理

に専心してきましたが，４月から院長として本格的に手腕を発揮することとなりました。来年の新

病院開設に向けて，これまで以上に多忙となることが予想されます。

業務内容として，この一年間の主な画像検査件数は，CT（２台）１０８１２件，MRI（２台）４５７２件，

RI９９３件です。放射線治療患者の総数は３０５人でした。いずれも昨年より若干増加しています。CT

は限界件数と考えていた昨年よりさらに増えており，緊急撮影の増加を反映しています。MRI は

２台体制になって余裕ができました。急患にも対応できるようになり，概ね希望時に撮影可能とな

っています。放射線治療は現行体制では限界に近い数をこなしていますが，適応患者はまだまだ増

加しており，人員や器械整備の充実が求められています。

来年の新病院開設時には医療器械が大幅に更新され，最新の設備が揃う予定です。年々増加する

画像診断への要望に応えることができるものと思われますが，数をこなすだけでなく，質を維持し

高めていくことも求められます。新病院，最新設備にふさわしい画像診断・放射線治療を提供する

ために不断の努力が必要なことを実感しています。

歯科口腔外科

部 長 小 林 雅 史

歯科口腔外科は原主任部長と私の歯科医師と米田歯科技工士，宝利看護師，浜原歯科衛生士，受

付の大村さんの６名で診療にあたっており，原先生を中心にとても明るい診療科です。幸いにも昨

年度は当科が医局幹事を勤めさせていただいたこともあり，他科のいろいろな先生にお声をかけて

いただき，診療だけでなくいろいろな所で楽しくすごさせて頂いています。

当院は地域に根付いた病院ですので尾道を中心とした尾三地区，福山の歯科医院の先生方より多

くの紹介を頂いており，連携を密に対応させていただくことを心がけて診療に従事させて頂いてま

す。外来診療は歯牙ウ蝕，歯周病，義歯の一般診療にとどまらず，粘膜疾患，顎関節症，口腔外傷，

各種炎症，良性・悪性腫瘍など口腔外科領域が中心となっています。また病棟は南４にお世話にな

っており，昨年度は大変助けていただいきました。今後ともよろしくお願いします。手術日は水曜

日です。全身麻酔での顎骨骨折，顎変形症，嚢胞，良性・悪性腫瘍など様々な手術を週１件のペー

スで行っています。悪性腫瘍など大きな症例の場合は，他科の先生方に手術のご協力やご指導を頂

くことがあると思いますのでよろしくお願いします。

当科では院内 NST 委員会のサブグループとして口腔ケアチームを発足させ，活動をしています。

療養型施設での口腔ケアの成果については，周知のとおりでありますが，急性期病院在院時から口

腔ケアを開始すべきであるといわれています。また，癌治療に伴う副作用のひとつに口腔トラブル
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（月） （火） （水） （木） （金）

［ AM］ 渡 辺 石 川 渡 辺 平 野 渡 辺

［ PM］ 渡 辺 石 川 渡 辺 石 川 渡 辺

があげられます。もちろん癌治療を行う医師，看護士は全身の副作用には目を光らせて，症状の予

防や苦痛の緩和には努められていますが，残念ながら口の中で起こるトラブルに関しては後回しに

なっている傾向があります。口内炎や歯肉炎などの痛みによる経口摂取の低下，吐き気や痛み，だ

るさのために口腔内が不衛生になると，口腔内感染を引き起こし，誤嚥性肺炎等の全身感染に広が

る恐れもあります。これらの口腔トラブルは疼痛による患者の苦痛を引き起こし，生活の質を落と

すだけでなく，副作用による治療の減量，延期などの癌治療そのものの効果を落とす原因にもなり

かねません。口腔ケアにより少しでも口腔トラブルの軽減になればと考えています。癌療法中，入

院治療中の患者の口腔ケアも病院歯科の重要な役割と考えていますので，声を掛けていただければ

と思います。

今後ともご指導，ご鞭撻を賜りますようよろしくお願いします。

精神科・神経科

主任部長 木 俣 正 彦

月曜日から金曜日までの勤務時間全てを外来診察に費やすと，疲労困憊してしまい，コンサルテ

ーション・リエゾン活動として病棟患者さんの診察に行くのに，一休みしてからようやく立ち上が

るという状況になります。その上緩和ケアチームの活動に参加せよと言われても実行不能です。体

力的にも，院内で求められている使命を考えても，外来患者を減らさなければならないのは自明の

理です。しかし，これがなかなか難しいのです。初診は既に週に２人とかなり絞っています。予約

は２ヶ月以上先です。再来患者さんで，処方の変更がない方には他院へ転医していただきたいと思

っています。病院移転を機に，なるべく多くの患者さんに転医していただこうと考えています。

尾道市内の精神科は限られています。精神科以外の科でも，処方していただけるように働きかけ

たいと思っています。また，複数の科を受診される方にとって，総合病院はこの上なく便利です。

それも患者さんが減らない原因の一つです。複数科を受診される方で，精神科の処方が固定されて

いる方について，皆様方の科でご処方いただければ幸いです。

患者数は，僅かずつですが減ってきています。予約なしの短時間診察は，名称も利用時間も相変

わらず徹底しません。腐らず焦らずやっていきます。

総合診療科

主任部長 石 川 哲 大

総合診療科は平成２１年４月に創設されました。月曜から金曜日の８：３０～１７：００の急患・救急車

対応が主な業務で，専門分野の疾患に限らず幅広く患者さんを受け入れて診察・診断し，各科での

診療をスムーズに行えるようにしています。スタッフは渡辺憲治 Dr／平野巨通 Dr／石川の３名で，

担当日は下記のごとくです。

平成２１年のゴールデンウィーク明けから【新型インフルエンザ（A／H１N１型）】が大きな問題
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になりましたが，当院では保健所からの要請に先駆けて発熱患者を診療する独自のマニュアルを作

成し，当科外来で発熱患者さんを診察しました。当初一ヶ月間の受診者数は３９名，インフルエンザ

簡易キット検査で A（＋）は０名，B（＋）は５名，擬似陽性として PCR 検査を行なったのは１

名，結果的にインフルエンザ A／H１N１と診断されたのは０名でした。広島県内で４名の新型イン

フルエンザ感染が確認され全国的な拡がりを見せる中，当院では大きな混乱も生じず，今回の対応

方法が今後の感染症対策の基盤となりうると思われました。

当科では，救急患者さんを受け取って迅速・確実に診断し，適切な診療科への連絡・紹介をスム

ーズに行なうことが主な業務ですが，各診療科の専門化が急速に進む中で患者さんの全身を広い視

野で診る，まさに総合診療の考え方の浸透と実践がこれからの課題と言えます。また，開業医さん

が診断や対応に苦慮するような症例の相談があれば快く引き受けることなども当科の大切な役割と

考え，診療科としての特徴をはっきりさせてアピールしてゆきたいと思います。さらに，ER 型救

急外来とトリアージの実践を基盤にした初期臨床研修医の救急部門研修を充実させることも平成２２

年度からの目標として掲げ，若い世代の医師を育てる一端を担いたいと考えています。

病理研究検査科

主任部長 米 原 修 治
科 長 佐 々 木 健 司
科 員 相 部 晴 香

去年秋の人事異動で一名が転出し，府中病院より齋藤久美子が転入してきました。さらに，４月

には，杉山 佳代が新たに加わり，現在は医師１名，技師５名，事務員１名の計７名で業務を行っ

ています。

齋藤は転入直後の１２月に行われた細胞検査士認定試験に見事合格しました。細胞検査士とは日本

臨床細胞学会と日本臨床病理学会とが認定する専門資格です。一次試験（筆記とスライド試験）と

二次試験（実技試験）とを突破しなくては合格できませんが，一次，二次合わせた合格率は２０～

３０％程度しかありません。検査技師が取得できる専門資格のなかでも難関なものの一つとされてい

ます。さらに国際細胞学会が認定する国際細胞検査士資格がありますが，齋藤は国際ライセンス取

得にむけて日々努力しています。一方，杉山は国際細胞検査士の有資格者であり，今までの経験を

生かして，当科のより一層のレベルアップに貢献してもらえるものと期待しています。

昨年より新たにはじめた検査としては，大腸癌治療を目的とした EFGR（Epidermal Growth Factor

Receptor：上皮増殖因子受容体）の免疫組織染色です。EGFR タンパクは主として上皮細胞に発現

が認められますが，同時に様々な悪性腫瘍においても過剰発現します。EGFR 陽性の場合，EGFR

の働きを阻害することが出来るキメラ型モノクローナル抗体治療薬（セツキシマブ）の治療効果が

期待できるといわれています。

医療の進歩とともに病理研究検査科一同成長していきたいと思っています。今後ともご指導，ご

協力よろしくお願いします。
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臨床研究検査科

主任部長 平 野 巨 通
科 長 細 谷 勝 己

臨床研究検査科は昨年１１月より平野主任部長，米原部長，科長以下，主任２名を含む臨床検査技

師２４名（パート３名），助手１名で検体検査，生理検査に対応しています。

今年は自民党から民主党に政権移譲され，初めての診療報酬改定が行われましたが，１０年ぶりに

ネットで０．１９％のプラス改定となりました。

臨床検査領域では「外来迅速検体検査加算」が最大２５点から５０点に倍増され，検査の迅速化に重

点が置かれた内容になっています。また，今まで DPC に包括されていた「検体検査管理加算」が，

機能評価係数として取れることになり増収が期待されます。

さらに「感染防止対策加算（１００点）」や「栄養サポートチーム加算（２００点）」が新設され，チー

ム医療に対する臨床検査技師の役割も大きくなり，積極的に関与していきたいと考えます。

昨年末より勤務体制を２交代制に移行しました。臨床検査科では２交代制によるスタッフの調整

を行っていますが，臨床検査は各部門の専門性が高く，検査項目によっては検査技師が限定される

ことがありますので，急な対応にはご協力をいただきますようお願い致します。

一昨年より始まった特定検診に伴い，全国的な臨床検査デ－タの共有化事業が進められています。

当院でも標準化対応法に沿った標準液，測定試薬を使用し精度管理を厳格に行い適正な検査数値を

確保しています。昨年はコリンエステラーゼやアミラーゼの標準化対応を行いました。また，外部

精度管理も日本臨床検査技師会，日本医師会，広島県医師会の各サーベイに参加し，サーベイ評価

９８％以上の高い得点を得ています。今後も検査室から標準化対応について情報発信していきますの

で，ご理解とご協力をいただきますようお願い致します。

チーム医療においては，糖尿病教室，糖尿病パスの検査説明，NST，ICT に参加しています。社

会保障審議会の基本方針では，病院勤務医の負担軽減としてチーム医療の促進が挙げられており，

臨床検査技師の能力が発揮できるようチーム医療に参画したいと考えます。

昨年は，新型インフルエンザが流行し，国や自治体，保健所の対応も各々差があり混乱した状況

がありました。幸いにも弱毒性のブタインフルエンザでしたが，病院独自の危機管理体制を強化し，

高病原性トリインフルエンザに備える必要があります。皆様のご指導，ご鞭撻とご協力をお願い致

します。

看 護 科
患者・家族・地域の医療施設から信頼される看護の提供を!

看護部長 藤 越 貞 子

「手厚い看護」実践のために，７対１の看護配置をして４年が経過しました。

初年度に当たる平成１８年度の看護職３９２名から平成２１年度は４２３名に増え，院内でも看護職の役割

が拡大してきました。看護職は病棟・外来・手術室以外の地域連携室・医療安全管理室・診療情報

管理室・健康管理室でも活躍しています。

看護科においては，より専門性の高い認定看護師も５分野６人が活動し，さらに次年度は３分野

４人増える予定です。その他学会認定の内視鏡技師・呼吸療法士・糖尿病療法士・NST 専門療法
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士などの資格をもつ看護職も増え，より充実した環境での看護実践ができるようになりました。

看護科の理念を「地域の急性期医療を担う基幹病院として，患者・家族・地域医療施設から信頼

される質の高い看護を提供する」とし，平成２１年度は，看護目標を以下のようにあげ，実践してき

ました。

１．急性期医療に対応できる看護体制を整備する

２．電子化にむけて看護支援システムを構築する

３．患者が満足できる，やさしい看護を実践する

４．リスク感性を身につけ，安全確認を徹底する

５．地域と連携し，退院支援をする。

この４年間で医療情勢も変わり，病院も大きく変わってきました。がん診療連携病院や地域医療

連携病院の指定をうけ，紹介率６４．８％，逆紹介率８０．６％（２１年度３月末平均）となりました。退院

支援や在宅支援のための退院前のケアカンファレンスの実施など地域連携や医療の質が上がってき

たことを実感しています。

平成２３年５月には病院の新築移転があり，同時に電子カルテでの運用が決まっています。紙カル

テから電子化に伴い，患者導線や職員導線も変わってきます。現在，IT 化コンサルタントの方の指

示の元にヒアリングやワーキンググループを作り，業務仕分けや業務改善など運用を検討しています。

患者中心で質の高い看護実践のためには，自己変革も必要です。患者さんや家族，そして地域の

医療施設から信頼される看護の提供ができるよう，看護科一同頑張っていきたいと考えています。

他部門との連携をめざして

新館２階病棟 久 保 幸 江

新館２階病棟は，病床数５８床で，小児科・小児外科・眼科・耳鼻科・内科の混合病棟です。看護

師数３０名・小児科医師８名・小児外科医１名・耳鼻科医３名・眼科医２名・内科医１５名・メディカ

ルクラーク１名・看護助手１名・委託生１名が所属しています。

入院患者数 １か月平均１６０人前後のあらゆる診療科の患者さんを受け入れています。

在院日数 ７日，１日平均入退院数 １０人，休日予定入院を受け入れ月曜日から金曜日まで毎日

が手術日であわただしく過ごしています。

看護師平均年齢 ３４．３歳，元気で明るく看護しています。

耳鼻科での入院患者は手術対象の人が中心ですが，癌治療を対象とする患者も増えています。こ

れからは，緩和ケアチーム，化学療法委員会との連携も大切になってきます。

あわただしい病棟ではありますが，患者の思いを聞きニーズに合わせて他部門と連携を取りなが

ら患者中心の看護ができるようスタッフ全員でがんばりたいと思います。

当院は小児救急医療拠点病院で，３６５日２４時間体制で治療しています。病棟では，緊急入院用の

ベッドを確保しいつでも入院受け入れが出来るよう病床管理を行なっています。少子化で，小児の

入院が減少しているのが現状ですが，流行性疾患や季節的な変動があり厳しい状況もあります。感

染対策にも取り組んでいます。入院疾患は呼吸器疾患が多く入院され，夜間の緊急入院患者数は，

１ヶ月４０名前後で，医師や外来看護師と連携をとりながら救命を第一に考えて対応しています。

今年から，南２階病棟，NICU との看護連携を図るため化学療法，手術，退院支援，母乳のチー

ムを作り学習を行い連携した看護が行なえるよう取り組みはじめました。

当病棟では，他部門と連携をはかり患者さん１人１人に満足していただけるよう，優しい看護・

信頼される看護を提供しています。
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地域医療連携室

科 長 細 川 真 喜 子

当院の地域医療連携室は平成１１年に設置され１１年目を迎えます。診療報酬改正などの医療情勢の

変化を受け止め，疾患の地域完結型の医療を目指し，地域の中核病院として病診連携を強化してき

ました。スタッフは医師（大林諒人）１名，看護師（細川真喜子）１名，社会福祉士（豊田直之，

佐藤敦子）２名，事務（岡田眞由美，藤岡真弓，山崎祥子）３名の体制で業務を行っています。

地域の医療機関や福祉施設と連携し，スムースに治療，検査を受けていただくため，事前紹介

FAX の受付を推進しています。また，紹介状持参される方への「紹介患者受付窓口」を設置し親

切，丁寧な対応を心がけて行っています。

地域医療支援病院の要件である開放病床利用については，少しずつではありますが利用いただい

ています。現在，開放病床登録医は１２９名となっています。共同診療では，登録医がスムースに診

療できるよう連携室より案内させていただいています。医療機器の利用についても，MRI，CT，

内視鏡検査など多くの利用をいただいています。

がん診療連携拠点病院の相談支援センターとして，がん相談業務やふれあいサロンの充実などに

も取り組んでいます。また，市民公開講座「市民のためのがん最前線」は，尾道市との協働で開催

し多くの市民に参加をいただきました。今後も定期的に開催していきますので皆様の御協力よろし

くお願いいたします。

また，医療従事者対象にがん連携フォーラムや連携フォーラムを通して地域の医療機関の先生と

の連携を深めています。

今後もさらに，院内スタッフと協働して院内外の窓口として連携がスムースに行えるよう努力し

ていきたいと思います。

広島県厚生連尾道看護専門学校
★ 風通しの良い教育環境を作ろう！★

庶務課専門員 後 藤 通 雄

本校は，創立４２年目を迎え，今年で１，０６８名を送り出し，それぞれ看護師・助産師・保健師とし

て県内はもとより全国で活躍しています。

本年度は，伊藤学校長が就任１年目になりますが，入学式で１７期生４６名に祝辞として，「看護師

になるんだ」という気持ちを大切にして，多くの困難なことに立ち向かって行ってほしいこと，又，

コンプライアンスの重要性についても述べられた。

４月２９日には，広島県東部地区看護学生スポ－ツ交流会が開催され，７年連続の総合優勝を果た

しました。学生の努力に敬意を表したいと思います。

７月１３日に４病院看護部長・副部長会議，８月１２日に院内講師会議，８月１４日に院外講師会議を

実施し，後期に向けての協力を要請した。７月２３日には厚生連の推薦採用試験が実施され，本校か

ら１５名が受験し全員合格した。

１０月１日～２日に学校祭を自治会主催で尾道国際ホテル・学校で開催し，各クラスの発表・クラ

ブ活動の発表・食堂・バザー等たくさんのイベントが行われ，地域住民の方もたくさん参加されま

した。J-POP のバンドを招待し，ライブ形式でたくさんの曲を披露してもらい，大いに盛り上がり
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ました。

１０月６日には，看護学生研究発表会が広島で開催され，日頃の研究の成果を発表した。

１１月３日に社会人・推薦入学試験，１月１３日に一般入学試験，３月１４日に二次の一般入学試験を

実施し，４４名が入学した。３月５日に卒業式を行い，１５期生・２５名を送り出した。２月２６日に卒業

記念講演会を開催し，サンフレッチェ広島・山出先生から，ジュニア育成の経験・プロサッカー選

手との交流を通して，「社会人としての心構え」について講演していただきました。

１５期生より静脈注射練習キット（かんたんくん）の寄贈を受け，看護実習で有効に使用しており

ます。

最後になりましたが，２月の国家試験については，教職員を始め，院内・院外講師の方々のご協

力を得て，１名の不合格者は出ましたが，それなりの結果がでたと思います。

数年前より学生数が減少傾向にあり，学生確保が学校経営の重点課題となっていますので，今後

とも看護学校の運営・学生確保につきましては，皆様方のご理解と絶大なるご協力をお願いします。

心理療法室

臨床心理士 吉 岡 彩 子

２名の心理士が各科からの依頼に入院・外来を問わず対応しています。普段の面接は精神科外来

２診と外来隣の心理療法室で行っています。

活動内容は大きく分けて４つです。

１）患者様あるいはご家族との面接

２）心理検査・発達検査の実施

３）緩和ケア回診・外来，がんサロン，IC やカンファレンスへの出席

４）スタッフの気がかりごと相談

○平成２１年度実績

受理件数 がん患者４１件，小児科２６件，精神科９件，がん除く身体科２件

総面接回数 がん患者２０８回，小児科７７４回，精神科４７３回，がん除く身体科２８回

心理検査等 発達検査２８件，知能検査２３件，心理検査４件

その他 カンファレンス５４件，IC 同席２件，スタッフ２３回

前年度より常時２名の心理士が勤務する体制となり，様々なカンファレンスに出席することが可

能になりました。心理の視点を現場で活用していただく機会が増えていると感じます。引き続き，

患者さん・ご家族，スタッフの，ちょっとした困りごとから危機的状況にまで幅広く対応していき

たいと考えています。

薬 剤 部

主 任 安 原 昌 子

薬剤部では，二交替制勤務の導入に伴い，新人３名を迎え，薬剤師１７名（庸人１名含む），技術

助手２名パート１名の計２０名の大所帯となりました。
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今年度より薬学教育６年制となって初めての薬学生の長期実務実習（１１週）が開始となり，当薬

剤部でも９月より３名ずつ２回実施される予定となっています。新人教育に加え，社会に貢献でき

る薬剤師の育成も社会から求められるところとなり，さらに気を引き締めて業務に取り組んでいき

たいと考えています。

現在薬剤部では，入院患者への持参薬確認および服薬管理指導業務はもちろんのこと，抗がん剤

無菌調製，抗 MRSA 薬の TDM 解析など，有効で安全な治療に貢献しています。DPC にともなう

後発医薬品の選択・変更，同種・同効薬の絞り込みや抗菌薬届出制導入により，医薬品購入額減少

に効果を上げています。NST，緩和ケアチーム，褥創委員会，ICT などの各種ラウンド，糖尿病教

室への参加など，様々な活動にも積極的に関与しています。さらに，退院後においても，安心して

治療ができるように，地域の調剤薬局との連携を図り，副作用情報や薬歴管理の充実に取り組んで

います。

また，地域の中核病院の薬剤部として，指導的な役割を果たすべく，各種学会・研修会へ参加し，

現在，がん薬物療法認定薬剤師，日本 D-MAT 隊員登録，糖尿病療養指導士，漢方薬・生薬認定薬

剤師，認定実務実習指導薬剤師，研修認定薬剤師（日本薬剤師研修センター認定），生涯研修履修

薬剤師などを取得しています。

薬剤部は，皆様と協力して信頼される医療の実現に向けて日々努力し続けています。

リハビリテーション科
リハビリテーション科の現況について

科 長 村 上 並 子

Ｈ２１年度リハビリ実施患者総件数は年間で２５，３１２件（入院２２，７９３件，外来２，５１９件），リハビリテ

ーション疾患区分別では運動器疾患４３％，脳外科疾患等３８％，呼吸器疾患１９％の割合でした。年間

処方総数１，５９４件（前年度１，２６３件）。年間総単位数３２，２６９（運動器疾患４１％・脳血管疾患等４３％・

呼吸器疾患１６％）でした。

今年度より心臓血管外科の濱本医師に呼吸器リハビリの専任医師に新たに加わっていただいてい

ます。また心臓リハビリテーション施設基準取得や，呼吸ケアチームへの参加について現在検討し

ています。

リハビリスタッフについては理学療法士１名増員となり，理学療法士７人，作業療法士１人，言

語聴覚士１人でのスタートとなりました。病棟訓練を中心とし，より充実したリハビリ実施のため

に，患者一人につき４０分（２単位）の時間を確保したいと考えており，スタッフ１人当たり１日１０

人がベストと考えておりますが，現状ではスタッフ１人当たり１日１２～１３人，多いときは１５人以上

も予想されます。OT，ST に関しては１人体制であり，やむを得ず必要度に応じ，中止・終了・回

数の削減等で患者数調整している現状があります。人員についてはまだ十分とはいえない状況では

ありますが，スケジュール調整しながら日々がんばっています。

来年度５月からの電子カルテ導入，病院新築移転に伴い，いよいよ詳細な部分について決定して

いく段階になり，現在の運営上の問題を解消し，より望ましいリハビリテーション体制を作り上げ

る機会である今こそがんばりどころであると思っています。

電子カルテになれば，リハビリカルテの一元化が実現でき，他職種にもリハビリ状況の閲覧が可能

になります。リハビリ側からも医師や看護記録，他部門の情報収集がスムースになることが期待で

きます。一方紙カルテに比べ，融通が利かずより厳密に注意が必要なことも出てきます。リハビリ
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受付が疾患区分別で複雑であることから指示の流れをどのようにスムースにできるかということや，

リハビリテーション料は時間単位で決められており，スタッフ１人につき１日に算定可能な単位数

の制限がある関係で，監査上，カルテ記載には実施時間の明記をしておりますが，電子カルテにな

ると診察・処置・検査時間等との整合性が求められることになりますのでさらに厳密な時間管理が

必要になると思います。紙運用に慣れている頭を電子レベルに置き換えて，大きな流れから細部に

いたるまで現状の問題点をできるだけ解消できるよう，リハビリスタッフ全員で検討していきたい

と思います。今後ますます他部門の皆様との意見交換も必要となると思いますがよろしくお願いい

たします。

すくすく保育所
～新保育所保育指針のもとで～

保 育 士 岡 崎 敬 子

１９９２年１０月の開所から１８年，運営関係者の方をはじめ保護者の方や多くの皆様の深いご理解ご協

力に支えられ，２１年度もにぎやかで活気あふれる保育室となりました。

また，２２年度は定員を上回る入所希望者があり保育士も増員予定となっています。

多くの職員の皆様に利用いただけることを大変うれしく思っております。

現在，幼児期の教育の重要性から保育所に期待される役割が深化・拡大されたことを受けて昨年

４月施行された新保育所保育指針では，保育の内容の質を高め，保育所の組織性や職員の専門性の

向上が求められており，尾道市の子育て支援課より色々なご指導をいただいております。年間・月

間・週間の保育，食育指導計画や保育要録などの作成，また，自己評価に取り組んだり研修会に参

加して，保育の資質向上や自己研鑽に努めています。そういう中で，改めて生涯にわたる人間形成

の基礎を培う重要な時期であることを認識しながら，計画に沿って見通しのある保育を，そして子

ども達の『育ち』，保護者の方への『子育て』へのサポートがよりよいものなるよう心がけ，保護

者の皆様と子ども達の成長の喜びを数多く共有しながら，頑張っています。

今後とも，皆様のご理解ご指導，ご支援のほどよろしくお願いいたします。
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健康管理事業実績（平成２１年度）

項 目 回数 人員

巡

回

健

診

生活習慣病予防健診 ９３ ４，６１２

職員定期健診 ３４ ２，３７７

胃がん検診 ５０ ８６２

大腸がん検診 １１８ ５，１０８

骨粗鬆症健診 ９２ １，１４７

特殊検診 １２ ５０６

その他 ４６ １，１７８

計 ４４５１５，７９０

項 目 回数 人員

施

設

内

健

診

外来ドック １５６ ３０９

入院ドック １３１ ２３６

協会けんぽ健診 ２２０ １，５１５

被爆者健診 ６７ ８４

職域健診 ２２１ ８０８

子宮がん（単独）検診 １５６ ７４０

乳がん（単独）検診 １０８ ６５８

脳ドック ６８ １２０

その他 ３８４ １，０３１

特定健診（単独） １４３ ２５４

計 １，６５４ ５，７５５

項 目 回数 人員
施
設
内
活
動

特定保健指導（動機付） ５０ ５０

特定保健指導（積極的） ９ ９

計 ５９ ５９

項 目 回数 人員

施
設
外
活
動

健診事後指導 ７２ ７３２

健康教育 １７ ３８１

健康指導・相談 ９２ １，１４７

農業祭・健康祭 ５ １４７

計 １７６ ２，４０７

健康管理課

課 長 増 田 京 一

健康管理課は，院内での外来ドック，入院ドック，脳ドック，協会けんぽ・健保組合健診を中心

とした『施設内健診』と，院外での JA 組合員・役職員を対象にした生活習慣病予防健診・職員定

期健診などの『巡回健診』の実施により，JA にふさわしい健康管理活動事業を展開しています。

また，平成２０年度からスタートした特定健診や特定保健指導への対応や，近隣の JA 女性部との

連携のもと，施設内における「子宮がん・乳がん検診」を推進し，受診者拡大に努めています。

今後もより充実した健診の実施や保健指導の拡充により，受診者に喜ばれるサービスの提供を目

指したいと思います。

栄 養 課

管理栄養士 赤 毛 弘 子

栄養科では，病院栄養士，委託業者（日清医療食品）のスタッフで栄養管理と給食管理を行なっ

ております。

昨年は，「食欲のない患者をどげんかせんといかん!」というテーマで TQM 活動に参加しまし

た。何らかの原因で食事摂取が出来ていない患者のもとに繰り返し訪問し，患者個人に合った食事

内容の提供を心掛けました。

看護科や現場スタッフの協力のお陰もあり，食事に対しての意欲が出て摂食量の増加が見られ，
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栄養状態の改善に繋げていくことが出来ました。

今回の活動を通して，患者のもとに足を運び，その時の状態に適した栄養管理がいかに大切かと

いうことを改めて実感しました。

来年には病院も新築移転し栄養科のシステムも新しくなります。患者の状態に適した安全で美味

しい食事を提供出来るよう，入院直後から全ての患者に関わり，より良い栄養状態を保っていける

よう，より一層精進して参りますので，ご協力のほど宜しくお願い致します。

総 務 課

主 事 補 村 上 正 芳

新型インフルエンザが世界的に流行した平成２１年は，総務課でも院外・院内問わずその対応に，

奔走したスタートとなりました。そんなおりますます医療機関への注目度が高まるなか，８月には

院外用のホームページをリニューアルし患者さんへの広報活動をより一層充実したものへとしてい

くこととなりました。各科の医療実績，インフルエンザワクチンの接種状況，新病院の建築情報等，

改めて地域の基幹病院として当院の役割を広く知っていただく体制が整いました。また１０・１１月に

は，当院のもう一つの役割でもある災害拠点病院として，地域の消防・警察との連携強化を目的に

広島空港での航空機事故消火救難総合訓練，列車事故総合訓練と DMAT チームが参加しました。

平成２３年５月の新築移転へ向け後一年，総務課の業務もより一層多岐にわたり複雑化しています

が，課員一同，力を合わせ病院の発展に努めたいと思います。

医 事 課

課 長 松 村 英 昭

医事課は受付から医療費計算・請求まで患者さんと最初と最後に接する部署です。そのためセレ

プト請求の知識以外にも接遇の向上に日々取り組んでいます。また平成２１年度は DPC 病院として

２年目をむかえ充実した１年となりました。

平成２３年度には病院の新築移転に伴い電子カルテが導入され，現在準備が進められていますが，

医事課は病院情報統合システムの事務局として専従者を置き成功に向けて取り組んでいます。病院

を取りまく環境はますます厳しくなりますが，情報発信としての医事課の役割を担っていきたいと

思います。

施設資材課

書 記 藤 木 翔

施設資材課の業務として

１．施設の保守・改修・修繕

２．医療機器，備品の整備・保守・修繕

３．診療材料の購入・管理

４．消耗品の購入・管理
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５．廃棄物の管理 などが主な業務です。

当院は老朽化した施設となっており，どこかを直すとどこかが壊れ，修繕の無い日はほとんどあ

りません。営繕・ボイラー・電気スタッフの方々と手を取り合いこれら数え切れないほどの修繕箇

所と日夜闘っています。あまり知られてはいませんが，廃棄物等の管理も行っています。当院は毎

年５０トン以上もの医療廃棄物を排出しており，集配ごとに重量・集配業者・処分先などを管理機関

へ報告しています。

平成２１年度はインフルエンザマスク騒動に揺れる１年でした。全国どこを探しても在庫が無く，

当院も「来週分のマスクも無い」という厳しい状況が続きました。現在では各業者の協力もあり十

分な数のマスクを備蓄しています。

また，材料委員会と連携し診療材料の採用品見直しを行っています。コスト削減・患者の安全は

もちろんのこと，職員の安全を考えた材料も採用しています。今後は管理体制の強化を図り，更な

る診療材料のスリム化・合理化，的確な在庫管理を行っていこうと考えています。

新病院移転に向け他部門との連携を深め，より働きやすい職場環境を作っていきます。引き続き，

ご協力のほどよろしくお願いいたします。

人 事 課

書 記 山 下 雄 三

２１年度は，初の試みであるメンタルヘルス対策として「心とからだの健康チェック」を実施し個

人のストレス度・心身の健康度を把握し外部の専門機関よりアドバイスを受けました。また秋の厚

生連球技大会は幹事病院として皆様のご協力により，大成功に終わりました。ありがとうございま

した。

人事課の業務は給与計算をはじめ診療費補助業務等福利厚生に関わる業務，安全衛生面では職員

のインフルエンザ接種申込・健康診断申込等の業務も行なっております。

これからも人事課として，職員皆が安心して業務に従事できるよう，“親切・迅速・的確”をモ

ットーに努めていきたいと思います。

医療安全管理室

科 長 岡 田 シ カ 江

当院に医療安全管理室が設置され４年目となりました。

平成２１年度より医療安全管理室室長が伊藤勝陽院長代行となり，気持ちを新たに安全な医療の提

供ができるよう平成２１年度の活動目標は，「人違いを無くそう」「確認１０秒，エラー一生」を基に取

り組んでいきました。医療安全管理室設置当初から行っている医療安全カンファレンスは，毎週火

曜日１３時より３０分間続行しました。メンバーは医療安全管理室室長・看護部長・検査科・薬剤科・

事務・外科部長・感染認定看護師で合わせて８名となりました。役割は，病院全体の医療安全対策

について協議・検討する。組織横断的改善策の標準化，医療安全対策の実行ができるよう周知徹底

を図ることを目標に取り組んでまいりました。今年度より，顧問弁護士事務所の方の医療安全委員

会への参加をお願いし，事例に対して一緒に検討し，的確な早期対応ができるよう活動してまいり
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項目別医療事故件数 平成２１年度

ました。

平成２１年度のインシデント・アクシデントレポート提出件数は，インシデント１１９６件，アクシデ

ント３１件の合計１２２７件でした。平成２１年度は特に，「人違いをなくそう」と「確認１０秒，エラー一

生」を目標に掲げて活動してまいりましたが昨年度より多い５５件の「人違い」がありました。項目

別に見ますと，点滴９件，注射５件，投薬１０件，食事１４件，検査１５件，その他となっていました。

「人違い」は，どんな場面に於いても起こりうるミスと言えますが起きてはならないミスであり，

防止できるミスです。いつ・どこで・誰が・何を確認するのか手順を明確にして確認作業を確実に

行い，KYT 活動を取り入れていきましたが前年より１１件多い結果で次年度への持ち越し課題とな

りました。

アクシデント報告３２件の内容は

転倒・転落による骨折等⇒１６件，

ドレーン類に関して⇒１件，点滴

漏れによるもの⇒２件，ガーゼ残

存，検査，その他でした。

アクシデント報告件数は平成２０年度より１１件増加していますが，合併症と考えられる事例に対して

の報告も医師へお願いし提出していただいた結果，増加したものと考えます。

平成２１年度の事例を分析・検討し対策としまして，手術後閉創前に必ず確認の為のレントゲン撮

影を行うことの徹底でガーゼ残存防止に努めまた，術前タイムアウトの実施，徹底を図ることで，

関係者全員で手を止めて最終確認を行ってまいりました。

今後も，安全で安心できる医療の提供ができるよう活動してまいりたいと思います。
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 平均

初診紹介患者数 ８９３ ８６４ ９５８ １００６ ８２５ ８０９ ８５２ ７１８ ７０５ ６７０ ７４８ ９２８

初診救急患者数 ２８１ ２６３ ２５７ ２４８ ２２２ ２１０ ２３９ ２１１ ２３４ ２２３ ２０８ ２７７

初診患者数 ２１６２ ２２０９ ２２４６ ２４５７ ２３７４ ２１７５ ２３０６ ２２７９ ２３３５ ２１６２ １９９３ ２３１９

初診の時間外受診患者 ４８９ ７０７ ４４４ ５８８ ６０９ ６２９ ６８６ ９９０ ９１４ ７９２ ５０４ ５３９

初診の時間外入院患者 ５５ ８０ ５８ ５８ ５４ ５４ ６０ ６６ ５４ ５５ ４７ ７０

診療情報提供患者数 １４１７ １２３６ １４２９ １４４９ １３６１ １３１９ １３６４ １２１８ １２７４ １１２７ １２８２ １５１８

紹 介 率６７．９％７１．２％６５．３％６５．１％５７．６％６３．７％６４．９％６８．６％６３．７％６２．７％６２．２％６５．１％６４．８％

逆 紹 介 率８２．０％７８．１％７６．８％７５．２％７４．８％８２．４％８１．２％８９．９％８６．４％７９．１％８３．５％８２．１％８０．６％

救急車総数 １６３ １８１ １７６ １８８ １６６ １６０ １９１ １９２ １９６ １９９ １５１ １７７

委 員 会 報 告

病診連携推進会議

委 員 長 大 林 諒 人

医療機関の機能分化と役割分担を明確化して適切な医療提供体制を構築することが求められ，地

域の医療が各医療機関の連携によって成り立つことが求められています。個別の医療機関の地域で

の役割が明示される方向にありそのなかで尾道総合病院は地域の急性期医療を担当する病院と位置

づけられています。そんな時代のなか平成２０年１月に本院は地域医療支援病院として承認されまし

たが，その果たすべき役割も多岐にわたり求められています。紹介，逆紹介の推進，救急患者の受

け入れ，退院支援，退院時ケアカンファランス，連携フォーラムの開催，医療機器の共同利用，開

放病床，諮問委員会の開催，連携パス，などなどですがそれらおおくのことについて協議する場と

して本委員会を毎月１回開催しています。多くの議題について審議していただきましたが，皆様の

ご協力のおかげで本年度は大きな問題事項やトラブルがなく経過したとおもいます。

紹介率・逆紹介率はそれぞれ本年度平均６４．８％，８０．６％で地域医療支援病院の条件をクリアーし

ました。退院時ケアカンファランスは２１年度１０９回開催し，そのうち在宅主治医同席のものは３４回

でした。本院はがん診療連携拠点病院でもあり，がん患者さんの在宅緩和ケアを積極的に推進した

いと考えていますがそのためにもかかりつけ医との連携がとくに重要です。がん患者さんの在宅主

治医同席の退院時ケアカンファランスをできるだけ多く開催するようつとめました。連携医院の先

生には末期のケースも引き受けていただきそのおかげもあり自宅で最後を迎えることができた症例

も増加しています。この会議ではその症例の予後・経過についても院内多職種に報告しスタッフの

理解を得るようにしました。今後とも在宅での痛み・苦しみのない緩和ケアが行われ，がん患者さ

んが自宅で安らかに永眠されることができるように連携を強化していきたいとおもいます。

連携フォーラムは２１年８月，国際ホテルで，２２年２月，院内で開催し多数の連携医院の先生に参

加していただきました。歯科医師会長の宗永泰一先生には「糖尿病と歯周病」について講演してい

ただきました。これからも顔の見える連携をめざして年２回開催の予定です。

２２年４月の医療費改定ではこれまで以上に救急・連携パス・退院調整・地域連携・がん治療連

携・緩和ケアが重点的に評価されており本委員会の役割もさらに重要になると思われます。
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教育研修委員会

委 員 長 木 曽 哲 司

平成２１年度の委員構成は

委員長 診療部門 木曽哲司 診療部門 日野文明

副委員長 診療部門 森 直樹 診療部門 目崎一成

委員 事務部門 森友俊文 薬剤部門（事務局） 砂取広之

事務部門 吉岡克則 診療部門 豊田直美

看護部門 豊田真子 地域医療福祉部門 細川真喜子

診療部門 常安和志 診療部門 山本智恵

診療部門 村上並子 診療部門 細谷勝己

診療部門 村上博美 事務部門（図書室事務） 吉岡由貴

で活動しました。

委員の変更は西丸弘明から森友俊文に，吉岡克則，村上博美，豊田直美，吉岡由貴の４人が新委

員になりました。委員の増員は，図書委員会解散に伴う図書室機能の活動のためです。

今年度は４回の委員会を開催し，他の委員会の協力もあり，昨年度と同じ１９回の研修会を開催し

ました。研修会の内容は，医療安全・感染対策が６回，オープンカンファレンスが５回（CPC３回），

クリニカルパス大会・研修会が３回，接遇研修が２回，小集団活動が２回と４月に新人教育研修会

を開催しました。

図書室機能では，雑誌の年間購読会社は神陵文庫岡山営業所に決まり，管理徹底のために，本を

借りる時は貸し出し簿に必ず記入することが決まりました。

院外講師の講演は「個人情報保護法について一医療従事者に求められる事」，「移植医療の基礎知

識」，「院内における暴力対応」，「注目される医療安全について」，の内容でした。アンケートの評

価は良好でした。

新人教育研修のなかで，尾道総合病院マニュアル説明は木曽が担当しています。限られた時間の

中で，病院理念・基本方針・倫理要綱，地域における病院の役割・機能，患者さんの権利・患者―

医療者のパートナーシップ・患者さんのプライバシー保護の方針について，患者の安全確保に関す

る病院の方針，当院の救急医療における役割と方針，尾道総合病院の診療上の基本方針，外来部門

と病棟部門の方針，緊急時対応マニュアル等を周知徹底のために分かり易く解説しています。また，

今年度からは委員長からのお願いを追加しています。

１．笑顔で挨拶 ２．誤認防止のため確認と指差し呼称 ３．情報の共有化と診療の記録では，誰

がみてもわかるように判読できる字体で丁寧に記録する ４．能力の向上のため院内・院外の勉強

会や研修会に積極的に参加すること ５．患者さんの権利の尊重をお願いとしました。

クリニカルパス推進委員会

委 員 長 石 川 哲 大

平成１３年からの長きにわたり，当院のクリニカルパスの基礎確立のために奮闘された前委員長の

松岡敏夫先生よりご推挙いただき，平成２１年４月より石川が新委員長に就任致しました。これまで

パスとはあまり縁のない仕事をしてきたうえに赴任早々に仰せつかった大役でしたので，右も左も
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縦も横もよくわからないままのスタートとなりましたが，この１年の報告をさせていただきます。

! 「第１回尾道総合病院クリニカルパス研究会」平成２１年７月１６日 於：北４F 講堂

平成１３年から続く院内クリニカルパス大会の第１７回大会は，第１回尾道総合病院クリニカルパス

研究会と名称を改めて開催となった。開会挨拶を伊藤勝陽院長代行にお願いした。

１）－ a 乳房温存術 ―その歴史的治療上の位置付け― （外科 下田医師）

－ b 乳房温存術クリニカルパスの見直し （新６F 小柳看護師）

２）－ a AMI の治療・術後管理・リハビリ （循環器科 尾木医師）

－ b 心筋梗塞クリニカルパス改正の取り組み （南３F 伊藤看護師）

３）－ a 出血性胃十二指腸潰瘍の内視鏡治療 （消化器内科 小野川医師）

－ b 出血性胃十二指腸潰瘍パス ―DPC をふまえて― （南４F 吉永看護師）

４）－ a 円錐切除（CIS）について （産婦人科 江川医師）

－ b 円錐切除術クリニカルパス ―在院日数の検証― （南２F 小寺看護師）

５）地域連携クリニカルパス【大腿骨頚部骨折・脳卒中】におけるリハビリテーション科の現状

報告 （リハビリテーション科 中司理学療法士）

以上の５演題について，まず担当医師から各疾患の病態説明があり，そのあとにパスへの取り組

みや検討が発表された。当日は合計１９２名の参加があって院内のパスへの意欲が感じられ，アウト

カムの集計や DPC を見据えた分析など，パスの改善を目指す内容については良い評価が得られた。

しかし，会の進行の不手際や会場が狭かったこと，質疑応答の時間が少なく充分な意見交換ができ

なかったこと，パスの発表のみに留まっているものがあることなどの反省すべき点もあった。また，

たくさんの医師に参加してほしいとの要望も聞かれた。

" 平成２１年１０月１日 クリニカルパス講演会 講師＝福井総合病院 副院長 勝尾 信一先生

於：尾道国際ホテル

【演題名】「いまさら聞けないアウトカムとバリアンスの本質から最新の地域連携パスの話題まで」

【講演の目的】 当院クリニカルパスは院内各科のものと地域連携パスで計１５７種類が作成されて

いるが，パス運用以外の活動としては委員会でバリアンスを報告するところまでで留まり，「パ

スを推進し内容を改善したい」という意欲は充分にあっても医療の質向上というには程遠いレベ

ルであった。アウトカムの設定が曖昧なためにバリアンスの集計はできても分析ができないと言

えるこの状態は，自分たちで悩んでばかりいても打破できないと感じ，パスの専門家による講演

で指導を受けるのが良いと考えた。日本クリニカルパス学会誌の「アウトカム評価とバリアンス

分析」という総説が，当院の現状に当てはまる内容であったので，著者の勝尾信一先生に連絡し

て講演を依頼した。

【講演内容】 !福井総合病院でのクリニカルパス導入の経緯 "アウトカムの定義，アウトカム

志向のクリニカルパス #過去のデータの標準化によるアウトカム設定 $進化したパス＝アウ

トカム評価をしている，バリアンス分析をしている %バリアンスの発生と対応 &バリアンス

を集計・分類して改善策を検討する 'クリニカルパスの PDCA サイクル (地域連携パス：

大腿骨頚部骨折やがん治療の地域連携パス作成手順

当院のパスの現状と問題点の情報を事前に送り，これを踏まえた内容でパス進展のコツと活動

の要点についてお話しいただいた。アニメーションを取り入れた魅力ある構成のスライドを駆使

し，ご自分の苦労も交えてユーモアたっぷりに話を進められ，当院に欠如していたもの，これか

らすぐに取り組むべきものなどをハッキリと指摘して下さった。また，やる気があるのにどうし
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外 科 ４３ ％ 整 形 外 科 ４３ ％

眼 科 ６９ ％ 内 科 ４０ ％

産 婦 人 科 ５９ ％ 脳 神 経 外 科 ２４ ％

歯 科 １４ ％ 泌 尿 器 科 ５８ ％

耳 鼻 咽 喉 科 ３３ ％ 皮 膚 科 １ ％

循 環 器 科 ６３ ％ 放 射 線 科 １２ ％

小 児 科 １２ ％ 麻 酔 科 ７ ％

心 臓 血 管 外 科 ７７ ％ 総 計 ４１ ％

て前に進まなかったか，なぜ病院全体の一体感が生まれなかったのか，などを判り易く解説して

いただいた。さらに，アウトカム設定の重要性を認識せず，充分に検証されないままのパスの運

用は医療の質の向上にはつながらないこと，バリアンスを集計するだけではなく患者さんの立場

に立った分析を行なわなければ医療の画一化を招き標準化はできないことを強調された。

! 第１０回日本クリニカルパス学会 於：岐阜市 長良川国際会議場，岐阜都ホテル

小柳友美看護師が「バリアンス分析を基にした乳房温存術のクリニカルパスの見直し」と題する

ポスターセッションの発表を行なったが，病棟で使用しているパンフレットも持参して好評であり，

学会参加者からの質問にも的確な応答ができた。

今回の学会参加の目標の一つは教育セミナーの聴講であった。パス教育セミナーの第一日目はベ

ーシックコース１＝「パスとは」，２＝「パスの作成法」，３＝「パスの運用」，第二日目はアドバ

ンスコース１＝パスの見直し，２＝バリアンス分析，３＝パスを普及させる手法，が行なわれたが，

本学会の主体を成すほどの内容であるため４００人来場を見込んだ会場は超満員に膨れ上がった。聞

くところによると，配布資料が１３００人分でも足らなかったとのことであるが，当院からの７名はき

っちり全コースを聴講した。さらに，抽選で１００名ほどしか参加できない教育セミナー７＝パス作

成演習に丸谷主任看護師が参加し，多くのものを学び吸収した。

当院は平成２２年度に新築移転する際に電子カルテが導入されるが，学会場内に設置された NEC

の展示ブースで実際に PC を操作しながら指導を受けられたことも有益であった。

余談であるが，当院でご講演にお招きした勝尾信一先生は本学会の主役たる存在であることを目

の当たりにし，機を得て素晴らしい講演をしていただいたことに改めて感謝の念を強くした。また，

全国の病院から引く手数多の勝尾先生が福井総合病院のスタッフ全員を引き連れて尾道総合病院の

メンバーの会へ合流して下さり，スタッフ同士が大いに語り合って充実した時間を過ごせたことは

大きな財産になるものと確信した。

" 尾道総合病院 クリニカルパス 使用状況

現在，院内には１５７種類のパスが存在し運用されている。平成２１年度の入院患者に対するパスの

利用率を示す。

ちなみに，平成２０年度は３９％であった。
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医療安全管理委員会

委 員 長 伊 藤 勝 陽
医療安全担当 岡 田 シ カ 江

安全で安心できる医療を提供することを目指して安全管理委員会は活動しています。

平成１３年を「当院の医療安全元年」と位置付けて，医療安全管理委員会活動を続けています。

４月から安全管理委員長が院長代行の伊藤となりました。

平成１４年から４年間，大学病院の安全管理部長をしていましたが，そのころと医療を取り巻く環

境は変化していますが，インシデント・アクシデントの内容には変化は少ないと思います。

前任者の渡辺先生が「人違い」を無くそうと目標を掲げたが，なかなかゼロにならなかったと述

べられていました。私の所属していた大学の放射線部においても患者誤認，撮影部位誤認，撮影範

囲の設定・確認ミス，検査前オーダーの見落としによる検査未実施，検査オーダー入力ミス，MRI

への金属持込，ペースメーカー装着患者の MRI 施行，妊婦の CT 検査，過剰照射，過小照射など

の確認の不徹底・安全確認ミス，造影剤の漏出・動脈穿刺等の行為ミス，医師と技師のコミュニケ

ーション不足，知識不足，装置の整備不良，IVR の過剰被爆に伴う放射線皮膚障害などが起こっ

ていました。

どの施設においてもヒューマンエラーは起こりうるものとしてエラーを誘発しない環境や，起こ

ったエラーが事故に進展しないように安全管理体制が整備されてきたものと思います。過去の失敗

の情報を収集・分析・整理し，再発防止策を講じつつ，人は間違うが，間違いは防げるものといっ

た意識を共有することが重要だと思っています。

私が患者誤認を起こすなど絶対にないという過剰な自信，確かに確認したはずという思い込み，

いちいち確認しなくても大丈夫というルールを守らないことなど，どんなに知識や技術が身につい

ていてもしてはいけないことです。

「確認１０秒，エラー一生」確実な確認が患者・家族，そしてあなたの未来を守ります。ということ

を意識し，安全確認・誤認防止に努めて活動していきましょう。

インシデント・レポートの提出意義

１）患者安全の確保：報告された有害事象に病院が速やかに介入することで，患者に部署横断的か

つ最適な治療を施すことが可能となる。

２）事象の共有：レポートを提出した時点で，個人あるいは単一部門のみの問題でなく，病院管轄

の問題として共有できる。

３）透明性の確保：レポートの提出があれば，少なくともその時点で悪質な隠匿や隠蔽の意識がな

かったことの証左となる。

４）正式な支援：治療支援のみならず，仮に報告事例が係争などに発展した場合においても，病院

からの全面的支援が可能となる。

５）システムの改善：レポートにて明らかになった院内システムの不備等に対し，組織的な改善が

可能となる。

平成２１年度 医療安全の指針

～医療の安全確保と質の向上を目指して～ より安全な医療の推進のために

! 医療事故等事例の原因究明・分析に基づく再発防止策の徹底

厚生連尾道総合病院医報

―１８８―



平成２１年度

項目別医療事故件数

平成２１年度 月別レポート報告平成２１年度 アクシデント報告

! 質の高いケアを効率よく提供

" 医療安全に対する意識の向上と安全な環境改善

# システムと協働し，安全管理システムの構築を行う

平成２０年度の活動内容をもとに前記のように考えて活動していきます。これらが達成できるよう

具体的な活動内容を医療安全委員会としても検討を重ね提示して行きました。

各部署として・個人としてどう対応していくか，目標をあげて活動していただき，より安全な医

療の推進のために頑張りました。

平成２１年度のインシデント・アクシデント報告は１２２７件でした。転倒・転落件数は２９８件で投薬

に関連する２９３件より多い結果でした。重傷患者が増えるとともに，せん妄・高齢者の認知症患者

が増え担当看護師による転倒・転落防止対策のみでは十分とは言えませんでした。患者の安全を図

り，看護師の手助けとなるウーゴ君（１台）・離床センサー付きマット（３枚）を使用して対応し

ましたが，なかなか難しい問題でした。点滴１６２件，注射７８件，輸血７件，投薬２９３件と圧倒的に薬

剤に関してのものが多かったです。

平成２１年度のアクシデント報告は総数３２件で，内容は，転倒・転落によるアクシデント報告は１６

件でした。レベル３が６件・レベル４が１０件と全体の半数を占める結果でした。報告は，殆どが自

分でトイレに行こうとして転倒したなどと不可抗力によるものでした。

平成２２年度は，転倒・転落によるアクシデントの報告が限りなくゼロに近づけるよう，少しでも

ベッドサイドケアの時間を増やして患者の安全を守っていきたいです。
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平成２１年度 職種別レポート報告数 インシデント・アクシデント推移

★平成２１年度の医療安全活動実績

毎月１回医療安全管理委員会

毎週１回火曜日安全カンファレンス

CVC 管理表の作成

院内ラウンド２回

緊急放送コード改訂

当院における人工呼吸器一覧表再発行

マニュアル改訂 「輸血施行時のダブルチェックは医師と行う」「インフォームドコンセント」

各端末よりのレポート入力可能とする

手術部 タイムアウト・異物残留防止のため X 線撮影開始

その他 お知らせ

★平成２１年度 医療安全研修会

４月２日 新人職員研修 「医療安全・レポートの記入方法」

５月２１日 コンプライアンス研修 「個人情報 医療従事者に求められること」 花田玲子先生

６月・７月・９月・１１月 救急蘇生 瀬浪医師

７月２日 「造影剤を学ぼう」 バイエル薬品㈱

７月１１日 「シリンジの使用方法について」 テルモ㈱ 田窪泰之

７月２１日 「KYT」

７月３１日 「DVT 予防について」 日本シャーウット㈱ 奥田龍也

９月４日 「院内暴力対応について」 尾道警察署長 大田孝行

１２月４日 「注目される医療安全」 大江和人

２月４日 「医療安全活動報告」 伊藤委員長

２月１２日 「CV ポート勉強会」 メディコン㈱ 土居浩之

院内感染対策委員会

委 員 細 谷 勝 己

平成２１年度の院内感染対策委員会の活動を報告します。

１．MRSA の報告

平成２１年度の MRSA 検出状況は新規２５０件（３８％），継続３３８件（６２％）でした。総検体数は７３７９
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MRSA（平成２１年度）

月 新 規 継 続 検出数 総 数 検出率％
４月 １６ ４３ ５９ ６４９ ９．１
５月 １３ ２３ ３６ ６５４ ５．５
６月 １５ ２７ ４２ ７２４ ５．８
７月 ３１ ２３ ５４ ７４３ ７．３
８月 １６ ２６ ４２ ６５７ ６．４
９月 １９ ２８ ４７ ５４３ ８．７
１０月 １７ １４ ３１ ５３９ ５．８
１１月 １０ １８ ２８ ５３２ ５．３
１２月 １１ ２２ ３３ ６０２ ５．５
１月 １８ ３７ ５５ ６３６ ８．６
２月 １８ ３０ ４８ ４８６ ９．９
３月 ２１ ４７ ６８ ６１４ １１．１
合計 ２０５ ３３８ ５４３ ７３７９ ７．４（年平均）

MRSA の年度別推移

新 規 継 続 計 検体総数 検出率％

平成１０年度 １３１ １６８ ２２９ ４４５１ ６．７

平成１１年度 ２２０ １８８ ４０８ ５５６７ ７．３

平成１２年度 ２０６ ２０９ ４１５ ５３９４ ７．７

平成１３年度 ２４７ ２２２ ４６９ ７００４ ７．０

平成１４年度 ３２１ １８０ ５０１ ８７６３ ５．７

平成１５年度 ２６４ １５４ ４１８ ８２０５ ５．１

平成１６年度 ３０１ １５７ ４５８ ８２６５ ５．５

平成１７年度 ３０８ １７６ ４８４ ９５５１ ５．１

平成１８年度 ３４２ １５４ ４９６ ８５０５ ５．８

平成１９年度 ３０１ １５９ ４６０ ８４３６ ５．４

平成２０年度 ３０１ １５９ ４６０ ８４３６ ５．４

件でＭＲＳＡの検出率の年間の平均は７．４％でした。月別に見ても４，２，３月は検出率が９％を

越えてしまったが，年間の平均で見ればほぼ平年通りの検出率となりました。

２．院内環境検査（MRSA，レジオネラ菌，大腸菌）について

A．MRSA（モニター部署……NICU，南館２階）

NICU では隔離室の水道の取っ手や体重計のボタン等から検出されました。南館２階からは検出

されませんでした。環境中の MRSA は毎年ほぼ同一箇所から検出されており，MRSA が付着して

いると思われるところはアルコール等での消毒をお願いします。手指は手洗いや速乾性アルコール

手指消毒剤等でこまめな消毒をお願いします。

B．レジオネラ菌（モニター部署……NICU，南館２階，冷却塔水）

冷却塔水では６月に提出された試料で要注意範囲のレジオネラ菌が検出された。

南館２階からはレジオネラ菌の検出は無かった。NICU では前年度に入り口水道からレジオネラ

菌が検出されたが入り口水道を滅菌水から水道水に変更後２１年度はレジオネラ菌の検出を認めてい

ません。シャワーヘッドの定期清掃は引き続きお願いします。

C．大腸菌（モニター部署……栄養科）

平成２１年度の大腸菌の検出はすべての箇所で検出は認めませんでした。
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病 棟 ガフキー号数 排 菌 年 齢 性 別 入院期間

南館４階 ８号 ＋ ７６ 女 ７８日

南館３階 ９号 ＋ ８３ 男 １０５日

北館３階 ３号 ＋ ７６ 女 ３日

３．結核について

平成２１年度の病棟からの結核患者届出は３名であった。南館３階の患者はガフキー号数も大きく，

入院期間も長期で有った為，保健所と相談し医師をはじめ病棟のスタッフ全員にクオンティフェロ

ンを実施した。また，同室のその他の患者には連絡を行い，保健所による定期健康管理となった。

４．ノロウイルスについて

２１年度の最初のノロウイルス陽性患者は平成２２年１月２２日に南館３階より検出されたがその後ア

ウトブレイクを起こすことなく収束した。平成２２年２月に入り新館２階で５名のアウトブレイクを

認めた。２月２０日より新館５階で１０名のアウトブレイクを認めた。入院制限やノロウイルスのマニ

ュアル遵守等により３月中旬に制限解除となった。その他の部署では散発的な発生となり，アウト

ブレイクには至らなかった。

５．新型インフルエンザについて

２１年度はゴールデンウイークごろより関西地区で新型インフルエンザの流行があり，国をはじめ，

市町村でも新型インフルエンザの対応に差がみられ，その対応策も２転３転した。当院においても

新型インフルエンザ患者の入出の動線や職員の患者対応等の検討を行なった。当院では１０月に職員

から A 型インフルエンザウイルスが検出され，以後は平成２２年の３月末までに３７名の職員が A 型

インフルエンザに罹患した。

６．院内感染対策委員会での主な決定内容

＊新型インフルエンザについての検討を行なった

!マスク・速乾性アルコール手指消毒剤，タミフル等の院内備蓄の検討

!発熱外来の検討

!患者の院内動線

!マスクの自動販売機の検討（正面玄関に設置）

!マニュアル作成など

＊下痢，嘔吐者に院内感染対策委員会が必要と認めた者についてノロウイルスの迅速検査を実施す

る。

７．院内の感染対策の勉強会について

新人教育研修での院内感染対策勉強会（グループワーク）

手洗いについて（委託生対象）

インフルエンザ～ちょっとしたお話～（内科 風呂中先生）

抗菌薬届出用紙に隠された秘密！（薬剤部 安原委員）

尾三地区における ESBL 産生菌検出状況（薬剤部 安原委員）

肺結核（内科 風呂中先生）

ICT 勉強会

感染リンクナースによる定例の勉強会

８．委員の講習会参加状況について

厚生連院内感染対策研究会………臨床研究検査科 細谷，看護部 箱崎

第８回尾三地区感染対策研究会
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委 員 長 佐々木伸孝（小児科部長 ICD）

副委員長 風呂中 修（呼吸器内科部長 ICD） 藤越 貞子（副院長，看護部長）

伊藤 勝陽（院長，医療安全管理室）

委員

石川 哲大（総合診療科部長） 巴 宣人（事務次長） 森友 俊文（総務課）

岡田シカエ（医療安全科長） 住吉 静香（感染管理科長 ICN） 金原 亜子（外来課長補佐）

壇上美由紀（OP 室課長補佐） 水野 香織（NICU） 安原 昌子（薬剤部）

山本 智恵（栄養科） 安保 徳宏（放射線科） 森本 典子（検査科）

金本 隆司（検査科） 田渕 政司（新和ビルサービス） 細谷 勝己（検査科・事務局）

（抗菌薬届出制導入を契機とした適正使用推進の現状 薬剤部 安原委員 発表）

第２回広島県臨床工学士会学術大会（ICN 住吉委員 講演）

新人ナースのための研修会 参加

第１回東部地区感染制御部門研修会（ICN 住吉委員 講演）

第９回尾三地区感染対策研究会 参加

当施設でのミルトン消毒の実際（ICN 住吉委員 講演）

新型インフルエンザワクチン接種に係る受託医療機関への説明 参加

環境感染学会 参加

９．ICT の活動について

届出抗菌薬の届出用紙の提出状況の確認ラウンドを行なった。

手指衛生，防護具，ミキシング台，メディカペール等についてラウンドを行なった。

１０．院内感染対策委員会メンバー１９名（平成２２年５月現在）

終わりに

昨年は，新型インフルエンザが流行し，国や自治体，保健所の対応も各々差があり混乱した状況

がありました。幸いにも弱毒性のブタインフルエンザでしたが，病院独自の危機管理体制を強化し，

高病原性トリインフルエンザに備える必要があります。緊急を要する場合は，決定してすぐに実行

しなければならない時もあり，安全のためには突然のマニュアル変更も起こり得ます。昨年は皆様

のご協力のお陰で乗り切ることが出来ましたが，今後ともご理解とご協力をお願い致します。

褥瘡対策委員会

委 員 長 森 本 謙 一

褥瘡が適切に管理されているか否かが病院機能を評価する一つの指標となっています。診療報酬

上も平成１４年１０月の褥瘡対策未実施減算措置に始まり，平成１６年４月には褥瘡管理加算が設定され

ました。さらに平成１８年４月に褥瘡ハイリスク患者ケア加算が新設され，入院中１回５００点が算定

できるようになりました。算定するためには褥瘡管理に必要な知識・技術を有する専従の看護師を

配置する必要があるため，当院でも専任の皮膚・排泄ケア認定看護師（WOC ナース：Wound,

Ostomy, and Continence Management Nurse）を養成・配置し，H２０年より算定を開始しました。

組織的な褥瘡対策機能の有無は，病院機能評価（ver．６）の評価項目です。

【そもそも褥瘡とは】

長時間同じ姿勢で寝ていると，臀部や腰部の皮膚が圧迫され続けて血行不良になり，皮膚に潰瘍

第２０号，２０１０年

―１９３―



ができます。これが床ずれ（褥瘡）です。長時間の座位

で，臀部に「ずれ」の力が加わり，血行不良となって生

じることも多いです。神経麻痺や硬膜外麻酔などで知覚

が低下している人や，高齢のため自力で身動きできない

人に起こります。（図１）

【褥瘡を予防するためには・治療するためには】

褥瘡の予防のためには，皮膚の圧迫を避けること，皮

膚のコンディションや栄養状態を良くすることが大切で

す。治療は予防処置に加えて，キズの洗浄と外用薬や創

傷被覆材による処置が大切です。これらに対応するため

に，褥瘡対策委員会は皮膚科医師，皮膚・排泄ケア認定

看護師，薬剤師，管理栄養士，医療事務からなる他職種

混成チームで構成されています。

【褥瘡対策委員会の構成】

多職種混成チームで活動を行っています（図２）。現

在の委員は，皮膚科医

師：森本謙一，堀郁子，

看護科長：平田信子，看

護師：徳永陽子，豊田明

美，薬剤師：橋本佳浩，

高橋謙吾，管理栄養士：

山本智恵，医療事務：寺

岡郁子の９名です。

【当院の褥瘡対策システム】

病棟の看護師は患者さんの状態を定期的に観察し，データベースに登録しています。褥瘡ができ

そうな人（日常生活自立度が低い人や，手術後など褥瘡ハイリスク状態の人），褥瘡ができてしま

った人，入院時にすでに褥瘡がある人がいれば，褥瘡管理専任看護師に連絡し，対処法の指示を受

け実践します。

褥瘡対策委員会は，褥瘡のある患者さんを定期的に回診して日々の処置法を病棟看護師に指示し

ます。また褥瘡の発生状況を集計し，病院全体にフィードバックしています。さらに褥瘡対策指針

を策定し，各病棟の褥瘡委員（看護師）を通じて病院全体に周知しています。（図３）

このような仕組みで，病院全体として褥瘡の予防と治療に取り組んでいます。

【H２１年度の活動と今後の課題】

耐用年数を過ぎた体圧分散マットレスを順次更新しています。新しいマットレスは，新病院での

使用を念頭に，既存のマットレスより体圧分散効果にすぐれ，かつ耐用年数の長いものを選択しま

図１

図２
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した。高機能型エアーマットは褥瘡リスクの特に高い患者さんに使用していますが，本来必要な台

数が確保されていないため，追加購入の予定です。

新しい病院でも病棟看護師，病棟の褥瘡委員，そして褥瘡対策委員会が連携し，組織的に，効率

よく褥瘡対策を行っていきたいと考えています。

臨床研修管理委員会

事 務 局 吉 岡 克 則

臨床研修管理委員会では，研修プログラムの作成，研修スケジュールの調整，研修医の評価等，

研修に係る全ての事項を管理しています。

プログラムの内容については，研修医の意見，希望を聞きながら委員会で協議し，必要に応じて

修正してきました。

平成２１年度においては，臨床研修に関する省令変更に伴い，平成２２年度から臨床研修を開始する

プログラムについて，将来のキャリアアップに円滑につながるよう選択必修科目をすべて経験する

全科経験型の研修プログラムとし，研修内容の変更申請を行いました。

その中で救急を含めたプライマリ・ケアができる優秀な人材を育成し，併せて後期研修医確保の

ためにも研修医の定員ついて，５名から６名への増員申請も行いましたが広島県全体の募集人員数

が過剰であることから，今回の増員は見送られました。

さて，今年度の研修医は，フルマッチにより５名を受け入れ，２年次４名と併せ総勢９名体制と

なりました。さらに広島大学病院からも２ヶ月ずつ１名から２名の研修医（小児科・産婦人科）を

１年間を通して５名受け入れました。

また，指導医体制についても５名の主任部長及び部長に指導医養成講習会を受講してもらい，指

図３
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導体制の強化を図りました。

８月に実施した採用試験と１０月のマッチング結果により，平成２２年度については定員５名の研修

医受入が決定しました。研修医が当院で初期研修をして良かったと思えるような病院にしていきた

いと考えています。

また，３月末には，２年次４名の研修医を，外部委員である三原赤十字病院 岡本院長を招いて，

評価委員会を開催し評価を行いました。その結果，４名とも問題なく修了証書を授与することがで

きました。

最後に，今後も引き続き院内各職場の皆さんのご協力を得ながら研修を充実させていく所存です。

医療サービス改善委員会

委 員 長 原 潤 一

平成１６年の委員会発足当初は，受審予定であった「病院機能評価」の評価項目に対する適合性の

点検，不適合項目の改善への提案などを分担していて，少し多忙を感じていたことも記憶している。

しかし，「病院機能評価」認定合格ののちは，隔月開催の定例的な委員会を開催し，主管の患者満

足度調査，待ち時間調査などを年１回行っているだけである。昨年度来，院内規則上変更のあった，

院内分煙から敷地内全面禁煙への移行の件に少し関わっただけで，他委員会と比較し，活動性の極

めて低い委員会と認めざるを得ない状況になっている。

また今年末予定されていた「病院機能評価」の認定更新は，来年５月移転予定の新病院において

受審する計画と聞いており，前回経験したように，新バージョンの評価項目に対する適合性の点検

を行いながら，難点多大な現施設を目の前に，いかなる改修を担当事務に提案しようかと頭を悩ま

すこともとりあえず不要となった。ますます閑となってしまった。

委員会での協議事項の貴重な材料となる，患者の直接的な希望，意見，苦情も最近激減している

そうである。病院新築移転も間近になりつつある現在，今更施設面の改善を求めても…の利用者の

暖かい理解（＝我慢）が浸透しているのか，はたまた接遇態度はじめ職員の医療サービスに対する

意識の向上が観えて，改善要望するほどの不快を感じておられないのか，原因は不明だが，「患者

の声」の減少は当委員会をますます閑にしてしまっている。

以前にも記したが，当委員会は殊に，組織され，開催される意義が希薄になっていくのが最善の

存在形である，と考えるのが妥当とされるならば，当委員会は確実に理想に近づきつつある。次回

委員会開催時も「病院一早く終わる委員会」を目指して!

労働安全衛生委員会

委 員 長 大 林 諒 人

今年度の本委員会は下記のメンバーでスタートしました。

委員長 大林副院長

副委員長 岡田広厚労尾道支部執行委員

委員（従業員代表） 委員（病院代表）

大江 広厚労尾道支部員 吉岡 人事課長
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池森 広厚労尾道支部執行委員 常安 放射線科科長

石嵜 広厚労尾道支部員 京泉 外来統括科長

森上 広厚労尾道支部執行委員 後藤 看護学校

下岡 職員組合員 藤木 施設資材課

事務局 奥野 人事課係長

本年度は上記メンバーで毎月第４火曜日に職場巡視と委員会を開催しました。職場巡視では，!

危険な場所はないか "労働環境は良いか #不必要なものを置いていないか（整理，整頓，清潔，

清掃の４S）を中心に巡視しました。新病院への移転準備が進むなかで大きな施設整備は困難です

が，古い張り紙・不要な物品の撤去，粗大ごみの整理など現場で解決できることはその場で指摘し

たり改善通知書を発行して改善を求めました。壁・床の汚れや手すりの破損，ブラインドの交換な

どは見合わさざるを得ませんでした。それでも病棟のほうは比較的清潔が保たれています。職員の

協力のおかげです。今年度は職場巡視の際各場所での照度測定もはじめました。

職員の健康管理については，あいかわらず針刺し事故が月１～３件発生し，メンタル関係の長期

休業者が常時３名から４名位存在します。メンタルヘルスに関しては今年度初めて，業者に依頼し

てセルフチェックを実施しました。その結果については分析結果を本人に通知・指導するとともに

所属別集計票を所属長に渡し今後のラインケアの参考にしました。２月１８日に講師として$日本産

業カウンセラー協会中国支部の倉谷チトシ先生を招き，「こころの健康づくり」と題しての院内研

修会を開催しました。多数の職員が参加し，アンケート結果ではこの研修を今後の業務，日常生活

に活かすことができると回答しました。委員会からは相談窓口の整備が重要であるとの観点からメ

ンタルヘルス対応体制について院内窓口（産業医，臨床心理士），院外窓口（日本産業カウンセラ

ー協会，東農健保，Ｓelf 健康相談室）を設置し職員に周知しました。今後はこれらの体制整備に

よるセルフケアの推進につづいてラインケア，職場復帰プログラムなど病院全体での取り組みが必

要となります。８月には定期健康診断を実施し，全体の受診率は９６．１％でした。ちなみに昨年は

９７．２％です。内訳は医師８４．９％，看護師９７．９％，医療技術・事務職・その他９７．４％でした。健診結

果で要精査，要治療と判定された職員１５７名には今年度から個人宛に手紙で追跡調査し，回答のな

い人や放置の人には産業医によるチェック，さらには面接指導を行いました。今後はさらに VDT

検診も必要ではないかとの委員の指摘があり検討中です。

インフルエンザは季節性に加え今年度流行した新型インフルエンザについても職員にワクチン接

種を行いました。ワクチン供給がドタバタし混乱しましたが，両ワクチンとも職員希望者全員に接

種できました。

２２年度は現病院での最後の１年となります。安全委員会としては小さなところに目を配りつつ無

事に大きな事故のないよう，衛生委員会としては新病院にこのまま職員の負担，ストレスなく移行

できるように皆さんのご協力をおねがいします。

薬事委員会

委 員 長 橋 本 佳 浩

薬事委員会は各診療科主任部長等で構成され，原則２ヶ月に１回に開催し安全で効率的な使用が

でき，患者さんのコンプライアンス向上など考えながら採用を検討しています。また採用薬品の品
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目数が増えないように１増１減で行なっています。そして平成２１年度の薬事委員会は，５回開催さ

れました。

第１回が５月２８日&にあり，１回の服用で１週間効果が持続するマクロライド系抗生物質の「ジ

スロマック SR 成人用ドライシロップ２"」や他の骨粗鬆症の薬にない特徴がある「リカルボン錠

１!」など新規採用薬品が５品目，そして製造中止に伴い代替え品の採用が２品目ありました。第

２回が７月２１日$にあり，今回新規採用薬品はなく，使用しやすい!やコンプライアンス向上など

の剤形変更が３品目ありました。第３回が９月３０日%にあり，前立腺肥大症治療薬で他のものより

ED の副作用が少ない「アボルブカプセル０．５!」が新規採用となり，そして製造中止に伴い代替

え品の採用が３品目あり，その内１品目は協議され後発品を採用しました。第４回が１１月３０日#に

あり，国内初の NaSSA（ノルアドレネリン・セロトニン作動薬性）の抗うつ薬で１日１回投与１

週目から改善効果のある「リフレックス錠１５!」や小児科・耳鼻科・皮膚科で必要な小児用の第二

世代抗ヒスタミン薬の「ジルテックドライシロップ」の２品目が新規採用となり，使用しやすい!

などの剤形変更が３品目ありました。第５回が平成２２年１月２８日&にあり，まず国内初の子宮頚が

ん予防ワクチンで自費であるため削除品なしで承認されました。そして２型糖尿病治療薬で DPP

－４を阻害する新しい作用の内服薬である「ジャヌビア錠５０!」などの新規採用薬品が５品目，そ

して患者さんが飲みやすい OD（口腔内崩壊）錠やコンプライアンス向上などの剤形変更が４品目

ありました。

以上のように適切に薬事委員会を運営しています。そして来年度は現場からの意見を反映できる

看護部門からの委員を選出します。

材料委員会

委 員 長 門 田 秀 二

昨年までの報告と同じように，２００９年度の報告を材料委員会としてする時期になったが，あまり

新規な話題はない。なるべく不動在庫が生じないように，物品が増えないように，また新規材料の

使用方法などについて『材料委員会からのお知らせ』を発行して注意を喚起するよう努力してい

る。

この１年間で材料委員会を通じて判明した事は，収益に対する材料の購入金額割合はほぼ１０％で

一定している。その絶対金額は手術件数に比例する。と，ほぼこの２点に収斂する。

金額は大きい。１年間の医業収益は９５億１３５９万円で，診療材料払出が９億７２０６万円で払出金額／

収益は，先述と矛盾なく１０．３％であった。パーセンテージの大きな変動はないにしても，材料委員

会での活動は，確実に絶対金額の減少につながるため，倦まず弛まず努力は続けるべきであろう。

輸血療法委員会

委 員 長 瀬 浪 正 樹
委 員 宮 沢 貴 久 美

輸血療法は従来から行われており，適正に使用すると非常に有効な治療法ですが，それに伴う副

作用，合併症は皆無ではありません。輸血療法委員会は安全かつ適正な輸血療法を推進することを

目的とし，院内での輸血療法に関する多くの問題について検討を行っています。平成２１年度は３回
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５年間の製過去剤使用状況及び廃棄血量の推移

委員会を開催しました。

協議・報告事項

１．血液製剤の使用状況について

平成２１年度に使用された製剤は，RCC・３４０７単位，FFP・１８３７単位，PC・２１９５単位，自己

血・２５９単位でした。FFP／RCC＝０．５４（昨年は０．５２，基準値０．５未満） 自己血輸血は２５９単位

と増加しています。廃棄血は PC５５単位の廃棄があり増加しております。RCC・FFP は平成２１

年１０月より，確保血を廃止し必須血のみで運用を行っていますが，製剤の返品，廃棄の増減も

無く，良好に運用されています。

２．輸血副作用報告（平成２１年４月～平成２２年３月）

輸血件数（回収された出庫製剤リストの数）１６０７件中，副作用の有無の報告がされたものが

１２６１件（回収率７８％）でした。そのうち２４件の副作用報告がありました。

発熱１１件，蕁麻疹・発疹５件，悪寒２件，頻脈１件

ショック・血圧低下１件，不明４件

製剤別では RCC１５件，FFP５件，PC４件でした。

２４件中重篤な発熱，血圧低下の２件を日本赤十字血液センターに報告をして副作用の原因を

検索していただきましたが，輸血との因果関係は不明でした。

３．輸血製剤の遡及調査報告

平成２１年度は血液センターより４件の遡及調査がありました。献血時の検査結果は陰性（適

合）で，その後の献血で不適（HBc 抗体陽性，HIV 抗体陽性）となった供血者から献血され

た血液製剤が供給されました。いずれも主治医より該当患者に説明を行い，輸血後の検査を実

施しましたが感染の疑いはありませんでした。

４．病院機能評価において輸血行為に対する医師の確認印が必要です。平成２１年１０月より輸血時

の製剤チェックを医師印と看護師印で行っています。

平成２２年度は，新病院における電子カルテによる輸血オーダーリング，リストバンド，PDA（携

帯末端）を使用した患者と血液製剤の認証等のシステムの準備，また，重篤な輸血副作用が発生し

た場合のマニュアル等の作成を行っていきたいと考えています。
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平成２１年度 月別

通 常 緊 急 総 数
１月 ２９９ ３９ ３３８
２月 ３２８ ３６ ３６４
３月 ３６８ ３９ ４０７
４月 ２９３ ５４ ３４７
５月 ２５５ ５５ ３１０
６月 ３３０ ４２ ３７２
７月 ３７５ ４０ ４１５
８月 ３２３ ４０ ３６３
９月 ２８３ ３４ ３１７
１０月 ２８４ ３２ ３１６
１１月 ２６６ ３６ ３０２
１２月 ２７６ ４１ ３１７
合計 ３６８０ ４８８ ４１６８

通 常 緊 急 総 数 １ヶ月平均
内 科 ２７ ３ ３０ ２．５
脳 外 科 ５１ ２４ ７５ ６．３
外 科 ８３５ １６７ １００２ ８３．５
小 児 外 科 ９６ １３ １０９ ９．１
麻 酔 科 ４５ ３ ４８ ４．０
整 形 外 科 ７８０ ６９ ８４９ ７０．８
産 婦 人 科 ３６５ １０１ ４６６ ３８．８
皮 膚 科 １４２ ４ １４６ １２．２
泌 尿 器 科 ３１１ ２５ ３３６ ２８．０
耳鼻咽喉科 ２０５ ９ ２１４ １７．８
眼 科 ５６１ ９ ５７０ ４７．５
小 児 科 ０ ０ ０ ０．０
血 管 外 科 １７３ ５５ ２２８ １９．０
口 腔 外 科 ３１ ０ ３１ ２．６
循環器内科 ５８ ６ ６４ ５．３
合 計 ３６８０ ４８８ ４１６８ ３４７．３

平成２１年度 科別

手術室運営委員会報告

委 員 長 瀬 浪 正 樹
手術室主任 亀 田 美 代

手術室運営委員会は，病院長および各診療科主任部長・事務長・施設資材課長・総務課長・看護

部長・病棟科長・臨床工学科主任・手術室科長・手術室主任の計２４名で構成され，毎月第一水曜日

８時より定例の運営委員会を開催し，手術室の安全かつ適正な運営と，業務の効率化を図っている。

平成２１年の主な議事内容は以下のとおりである。

! 平成２１年の手術件数は４１６８件（急患４８８件）で，前年よりやや減少しているが，麻酔科管理

手術は２４２５件で前年に比べ１３０件あまり増加している。診療科別件数では前年と大きな変動は

ない。手術収益はほぼ横ばいとなっている。

" これまでは緊急手術時，麻酔科への申し込み方法が明確にされていなかった。平成２１年７月

より当日の緊急手術の連絡は麻酔科スーパーバイザー Dr と手術室科長に行い，翌日以降の緊

急手術の申し込みは麻酔科部長と手術室科長に行うよう決定し，周知徹底を図った。

# 手術室看護師の各診療科受け持ちチーム制を取り入れ，各科にリーダー・サブリーダーを配

置し，ピッキングリストやマニュアルの見直し・整備を行い，手順の統一を図った。担当看護

師がいることにより医師とのコミュニケーションが図れ，医師からも伝達がスムーズにいって

いるなどの高評価を得ている。

$ 硬性小物の充実と手術器械のコンテナ化・医療材料の標準化により，手術の準備がスムーズ

にできる様になり朝９時からの OP 出しが可能となった。各科医師・病棟の協力により午前中

に開始の手術も３～４件となり時間外勤務の削減に繋がった。

% 新病院に向けて，新規医療機器・医療材料など貸し出し物品・サンプル品が増えることが予

想されるため，医療機器借受許可申請書に記入してもらい，管理の徹底を図っている。

厚生連尾道総合病院医報

―２００―



平成２１年度 年間月別集計

栄養委員会

管理栄養士 山 本 智 惠

当院では初めての試みとして，“防災の日”に一部の患者に災害時非常食を提供し，アンケート

調査を行ってみました。結果は非常に良好で，今後も行ってほしいという意見が多数あり，委員会

協議にて，毎年防災の日に患者に提供することに決定しました。それに伴い非常食品の品目を検討

し，効率よく使用・補充ができるよう変更致しました。

栄養量については，現在，常食の塩分を１０!程度で提供していますが，２０１０年に“日本人の食事

摂取基準”が改正され，塩分摂取目標量が男性９．０!未満，女性７．５!未満に変更になる（地域性を

考慮して病院単位で摂取量を決めてよい）事を踏まえ，どのようにするかを協議しました。結果，

当院では，２～３年かけて徐々に８!程度にしていく事に致します。次年度はさらに微量栄養素の

部分についても検討していきたいと思います。

また，地域の病院栄養士との情報の共有化を図り連携を密にしたいと考え，栄養サマリーを作成

し，転院先栄養担当者に届くようにしております。今後は，転院する方だけでなく，在宅へ帰られ

る方についても，栄養情報を提供していきたいと思います。

これからも皆様のご意見を頂きながら業務を円滑に行い，患者さんの満足度が向上するよう，よ

りよい栄養管理・給食管理をおこなっていきたいと考えています。

皆様のご協力を宜しくお願い致します。

救急委員会

委 員 長 瀬 浪 正 樹

救急患者受け入れに関し救急処置室を取り巻く色々な運営上の問題点を実動部隊である医師，看

護師，事務職員，パラメディカルから報告してもらうために，救急処置室連絡会議を月一回のペー

スで行っている。抽出された問題点もその場で解決することが困難である場合があり，病院として
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の判断を下しひとつのルールを決め方向性を出していく事が必要となってきた。そのため病院の方

針を立て問題解決に寄与するように救急患者対応を考える会を立ち上げた。時間外救急事案に対す

る問題に関して救急処置室連絡会議と救急患者対応を考える会が対をなしている。

取り上げられた運営上の問題は，患者を受け入れられない事や担当時間ぎりぎりに受診要請する

症例の診察担当に関してであった。原則救急患者はすべて受け入れる方針を掲げているが，実際の

ところ現場では受け入れを断る事態も生じていた。当直医師の多忙や専門性における不安などが理

由としてあげられる。

救急外来の当直体制では担当科による不公平感や診療上の不安から見直しが行われた。その結果，

担当部門を２群に分け，第一グループは救急車搬送を受け持ち，第二グループはウォークインの患

者を診るようにグループ分けした。担当科は第一グループには重症患者を診る事に慣れている内科・

外科をあて，第二グループにはそれ以外の科を宛てた。さらに，ICU 当直として第一グループで

外科が当たっている場合は内科を，内科が当たっている場合は外科を配置することで院内に最低で

も外科医・内科医が１名以上いる状態が確保できるようになった。この結果，初療の段階で不安の

ある病態に関してコンサルテーションが容易になってきている。

一次救急の患者で電話での病状聴取で軽症と判断された場合，当直開業医や夜間診療所など近く

の利用できる医療機関を勧めることがある。こういった患者の中に抗がん剤治療を行っている患者

も含まれてしまうことがあり，治療経過中の体調不良を見落としてしまうことが起こりかねない。

このため，特定の患者に関してのみ時間外の受診を認定する受診許可証を発行することとした。

今後の検討事項として当直医が多忙な時の対応や勤務時間を跨いで来院する患者への対応などが

ある。

当直担当医が多忙な時のバックアップに関しては，当事者が個人的に依頼して代理を立てるよう

しているが，効率が悪くまた確実性がないためさらなる検討が必要である。

受診依頼時間と来院時間が勤務時間を跨いでいる場合や，実際に患者が処置室にいる場合の引き

継ぎも担当する医師の認識の違いにより診療がスムーズにいかない場合があり検討が必要である。

時間外診療という病院の責務とそれを担う医療スタッフが肉体的にも精神的にも過剰な負担を強

いられることなく勤務できるようにシステム作りをしていきたい。

NICU 運営委員会

委 員 長 佐 々 木 伸 孝

NICU の安全かつ適正な運営と業務の効率化を図ることを目的して，NICU 運営委員会が設置さ

れています。各主任部長（産婦人科，小児科，小児外科，麻酔科），病棟科長，医事課長で構成さ

れています。

平成２１年の NICU の実績は年間入院数３２３名（帝王切開児のパス入院７８名を含む）でした。入院

児の内訳は，院内出生児が２８２名，院外出生児４１名でした。昨年と比して院内出生児の割合が多く

なっており，ハイリスク児の産科母体搬送が増加したと分析している。出生体重１０００!未満の児が

３名（新生児死亡１名），出生体重１０００!～１５００!の児が１１名でした。人工呼吸管理を施行した児

は２８名と例年とほぼ同様であった。小児外科，脳外科による新生児手術症例は９名でした。

平成２１年度は新病院建築にむけて，地域周産期母子医療センターとしての設計，医療機器の選定，

搬送用救急車の設備等の選定，さらに電子カルテシステムの検討及び決定を行いました。特に電子

カルテの導入による重症系システムをモニター機器整備とともに導入決定できました。これで懸案
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だった電子カルテシステムが導入されれば文字通り全国の NICU と肩を並べることができるよう

になります。

化学療法運営委員会

委 員 長 則 行 敏 生
看 護 師 木 曽 江 里 子

平成２１年度は，外来化学療法室で内科・外科・婦人科・皮膚科・泌尿器科・放射線科の患者のべ

２０３９名の外来化学療法を施行しました。月平均約１７０名になります。（資料参照）

尾道総合病院 外来化学療法室
平成２１年度年間来院患者数

平成２１年度 疾患別分類

外来化学療法室の需要の増

加に伴い，平成２１年５月より

リクライニングチェアー及び

ベッドを現在の６床から８床

に増床し，１日最大１６件の外

来化学療法が可能となりまし

た。平成１７年９月に開設以

後，利用患者数は年々増加し

ています。分子標的治療薬の

登場や優れた制吐剤などの支

持薬の進歩で，化学療法の治

療の場が QOL を重視した外

来化学療法に移行していま

す。患者さんの意識も治療を

続けながら日常生活を大切に

するようになってきました。

しかし，外来ではやはり不安

を抱えて来室される患者・家

族もいます。患者皆さんに安

心して外来化学療法が受けら

れるように，そして在宅での

生活がより充実し満足出来る

ように，笑顔・思いやり・安

全・安楽・確実に！をモット

ーに今後も関わっていきま

す。がん患者では，抗がん剤

の副作用や病状の変化による症状が生じます。副作用への迅速な対応と苦痛などの症状緩和が出来

るよう援助すると共に，患者さんの精神的なフォローも出来るような環境作りを目指しています。

化学療法運営委員会を月に一回開催し，多職種の職員で運営しています。平成２１年度は院内ホー

ムページの全登録レジメンの改訂を行い，より使いやすいものにしました。現在５１の化学療法レジ

メンが登録され，新規レジメンも随時登録を行っていますので，ご利用下さい。また，新病院での

電子カルテ化に向けて，入院化学療法レジメンの統一・登録制を検討中であり，皆さんのご協力を
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お願い致します。

平成２２年２月に，広島県看護協会尾三支部会で「 JA 尾道総合病院における外来化学療法室の現

況と課題～肺がん患者への副作用アンケート調査を実施して～」の研究発表を行いました。

今後もより良いチーム医療のモデルとして，化学療法運営委員会の充実とがん診療連携拠点病院

としての JA 尾道総合病院の発展そして地域の患者さんに満足してもらえる新病院システムに貢献

していきたいと思います。

緩和ケアチーム－緩和ケア委員会

委 員 長 高 澤 信 好

緩和ケア委員会のコアチームとしては，２００９年４月より活動を開始しました。総合診療科より石

川先生に加わっていただき，組織面での位置付けの確認や活動内容の周知，規則化を図るようにし

ました。

まず，癌診療を統括するキャンサーボード会議の一部門として所属することになりました。この

結果，癌診療の各部門に活動内容を知ってもらい，円滑な活動をできるようになりました。

５月からは緩和ケア外来を開始しました。第二，四水曜日午後より放射線科診察室にて完全予約

制で外来診療をしました。他院の緩和ケア外来と異なり，緩和ケアチーム全員による多職種での診

療を選択しました。医師二名，看護師一名の他，薬剤師，臨床心理士，管理栄養士が患者さんやご

家族と車座になって約３０分間じっくりお話を伺いました。当初は戸惑われた方もいらっしゃいまし

たが，色々な専門職に話を聞けて良かったと概ね好評でした。２１年度の緩和ケア外来新患数は１０名

でした。患者さんの利便性を考え，次年度からは緩和ケア外来毎週水曜日午前中に拡充する予定で

す。

前年に引き続き，入院患者さんのコンサルテーションも実施してきました。２００９年４月から２０１０

年３月まででは，コンサルティング依頼患者数４４名でした。

地域への緩和ケアの普及のため，尾道三原地区緩和ケア研究会を運営しています。年４回の研究

会では事例検討，症例検討，講演等の活動を行っています。２００９年１１月にはシンガーソングライタ

ーの新谷さんと湯棺師（送り人では納棺師）の西田さんを迎え，コンサートを開催しました。新谷

真里さんは生きることの素晴らしさを音楽で表現してくれました。西田さんには得意のダンスの他，

病院外での送りについて話していただけました。

がん診療連携拠点病院として緩和ケアの教育の普及にも努めました。７月１０，１１日に医療従事者

対象の緩和ケア研修会を開催しました。延べ１２時間にわたり講義やディスカッション，ロールプレ

イなどで院内外の医師３０名が実りの多い学びをしました。なお，当院では研修医２年目の必須研修

としてこの研修会への受講を義務付けることにしました。早くより緩和ケアについて学び臨床に生

かして欲しいという狙いです。

来年度は日本緩和医療学会へポスター展示を２題発表する予定です。演題名は「緩和ケアに関す

るアンケート調査から今後の課題を検討する」と「尾道市医師会方式にて満足度の高い在宅緩和ケ

アを実践できた一症例」です。
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図１

DPC 委員会

委 員 長 森 山 浩 之
診療情報管理科長 豊 田 直 美

平成２０年４月に DPC 対象病院となり，２年が経過します。DPC 対象病院に対する「コーディン

グのあり方を検討する委員会」設置が義務づけられました。これはアップコーディング防止，「詳

細不明コード」減少など，DPC コーディングは病院全体で責任負うことを目的とされているよう

です。当院では７月と１０月の DPC 委員会を，コーディング委員会として開催しました。

１．詳細不明コードについて

「詳細不明コード」とは，臨床診断名に対してＩＣＤ－１０コードを付与した時，おおむね中分類

以上の分類コードが付与されていない場合，詳細不明コードと判定されています（図１）

厚生労働省に提出している DPC データに，この「詳細不明コード」を多用していると，詳細な

データを提出できない病院と判定され，新調整係数に悪影響をもたらす？とされています。当院は

紙カルテ運用と，医師の協力体制が幸いして，詳細不明コード付与率０．５％未満（全国 DPC 病院

の付与率２２．５％）で，非常に良い状況を示しています。

２．敗血症，播種性血管内凝固症候群のコーディングについて

平成２１年９月２４・２５日，中医協 DPC 評価分科会により，DPC データをもとに，標準的な治療か

ら大きく逸脱している内容について，該当施設に対するヒアリングが実施されました。敗血症や播

種性血管内凝固症候群（DIC）では治療上，処置や使用薬剤が高額になるにも拘らず，これらが包

括されるため，日当点を高く設定されています。（図２）これらの DPC コードが多用されている

施設が対象となりました。これを受けて当委員会でも敗血症と DIC について，コーディング基準

を設けました。（図３）
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図２

図３

DIC においては血漿交換療法，またはアンチトロンビン製剤「あり」の場合，DIC を「最も医

療資源投入病名」としてコードしても矛盾しないようですが，これらの処置なくコードすると，ア

ップコーディングでは？と疑われるようです。

DPC 開始当初は，“コーディングひとつで病院が損をする，高い DPC コードを採択すること”
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表１

順位 DPC コード DPC 名称 件数

１ ０６０１１００xx０２xxxx
小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）内視鏡的結腸ポリー
プ・粘膜切除術 その他のポリープ・粘膜切除など

３００

２ ０５００５０xx９９１０xx
狭心症，慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置など１あり
手術・処置等２なし

２２４

３ ０４００８０xx９９x００x
肺炎，急性気管炎，急性細気管支炎 手術なし 手術・処置等
２なし 副傷病なし

１８１

４ ０２０１１０xx９７x００x
白内障，水晶体の疾患 手術あり 手術・処置等２なし
片眼

１８１

５ １４００１０x１９９x０xx
妊娠期間短縮，低出生体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ
以上）手術なし 手術・処置２なし

１６３

６ １１００８０xx９９１xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり １２８

７ ０６０３４０xx０３x０xx
胆管（肝内外）結石，胆管炎，限局性腹腔膿瘍手術等 手術・
処置等２なし

１１４

８ １２０１８０xx０１xx０x
胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア，予想される分娩の諸問題
子宮全摘術等 副傷病なし

１１０

９ ０２０１１０xx９７x０x１
白内障，水晶体の疾患 手術あり 手術・処置等２なし
両眼

１０８

１０ ０５０１３０xxxx００xx 心不全 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし １０６

総数 ９２７７件

が使命のように言われていました。現在では，いかに正確なコードを付与するかということが課題

とされています。

参考まで平成２１年，当院で多く発生した DPC コードを示します。（表１）

NST 委員会

委 員 長 小 野 川 靖 二

２００６年１月より病棟回診を開始し，栄養学的な立場から提言を行っています。

平成２１年度は以下の活動を行いました。

１．NST 回診

平成２１年度は合計４０名の患者に対して栄養学的な助言を行いました。

対象患者の入院診療科は，内科患者を中心に合計１１診療科にわたっていました。

地域連携パスを発行し，転院・在宅治療に引き継いだ患者は合計１４名でした。

２．PDN セミナー参加

PDN（胃瘻の啓蒙・普及を推進している NPO 法人）の広島地区セミナーを尾道で開催しました。

広島地区セミナーは過去２回広島市で開催されておりますが，今回は初の地方開催でした。当院の

NST を中心に「しまなみ交流館」で約２３０名を集め盛会に開催することができました。今後も地域

の研究会をサポートしながら，栄養学的な知識の普及を進めていきたいと考えています。
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（平成２１年度）

（委員長） 平 野（検査科主任部長）

委員

大 林（内 科） 風呂中（内 科） 松 村（医事課）

佐々木（小児科） 増 田（南 ４） 佐々木（検査科）

倉 西（外 科） 樋 本（新 ６） 宮 沢（検査科）

門 田（脳外科） 石 嵜（検査科） 豊 田（次 長）

事務局・細谷（検査科）

３．保険点数導入への整備

平成２２年度より NST 回診に対して保険点数が認められるようになりました。保険点数取得に向

け態勢を整備しました。２２年度より点数取得するとともに，回診患者数の増加を目指して参りたい

と思います。

臨床検査適正化委員会

委 員 長 細 谷 勝 己

長い間，国の医療費抑制政策によりマイナス改定が続いていましたが，政権交代後初の２０１０年度

診療報酬改定は，政治の変化を印象付けるように，１０年ぶりにネットで０．１９％のプラス改定となり

ました。臨床検査領域では「検体検査評価の充実」として評価体系を見直し，「外来迅速検査加算」

や「検体検査管理加算」について前回に引き続き改定されました。

各種検体検査は診断や治療に必須のものであり，良質かつ適切な医療を提供するために，その質

の確保や迅速化は重要な課題であるとされています。このため，「検体検査の質の確保や迅速化に

ついて重点的な評価を行う」との基本的な考え方が示され，外来迅速検査加算は５点→１０点（最大

５０点），検体検査管理加算は（!）５００点が新設されました。

また，チーム医療の充実促進を目的に，NST（栄養サポートチーム）加算（２００点），感染防止対

策加算（１００点）が新設されました。

昨年度も外部精度管理調査として，日本臨床検査技師会，日本医師会，広島県医師会のサーベイ

に参加しました。日本臨床検査技師会では，１５０項目中１４７項目が○（９８．０％），日本医師会では，

５９５点中５８４点（９８．２％），広島県医師会では，５２０点中５１４点（９８．８％）の評価となりました。

血液製剤の使用状況は，RCC は例年並み，FFP と血小板製剤は減少しました。FFP については

内容量が従来の１．５倍に増加したため使用数量が少なくなったものと考えています。輸血管理料加

算は算定要件のアルブミン製剤の一元化や FFP/MAP 比率がさらに引き下げられた影響もあり算定

できていません。適正使用により要件が整い次第，申請したいと考えていますので，引き続き適正

使用にご協力いただきますようお願い致します。

臨床検査適正化委員会は，昨年１１月より平野先生が委員長にご就任され，臨床検査に関する問題

や運用について審議する場として定期開催を行っています。ご意見，ご要望をお待ちしていますの

で，よろしくお願い致します。
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病院情報統合システム委員会
～明るい未来を目指して～

委 員 長 佐 々 木 伸 孝

病院情報統合システム委員会は，新病院で導入の電子カルテについて平成２０年より検討を行い，

数社の電子カルテを機能・実績・価格等から比較検討し，最終的には NEC 社製電子カルテの導入

が，５月に開催された経営管理委員会で承認されました。平成２３年の新築移転時には NEC 社製電

子カルテ「MegaOak HR」が稼働している予定です。

新築移転まで約２年の期間がある事から平成２１年度は準備フェーズとし，現場の方々に協力いた

だき基幹システム以外の部門システム把握と現状業務のヒアリングを行いました。その後，現状業

務のヒアリングと電子カルテシステムの機能を基に，患者導線の運用フローを数か月にわたり検討

し，運用フロー案を作成したことで準備フェーズは終了しました。

平成２２年度は，いよいよ電子カルテの構築フェーズに入ります。まずは業務ごとにワーキンググ

ループを立ち上げ，準備フェーズで作成した運用フロー案を基にシステム範囲の確定と構築を行っ

ていく予定です。今回は，「ペーパーレス・フィルムレス運用」と「医療安全の向上」を目指して

「ノンカスタマイズ」により導入する事が目標です。システムを有効に使いこなすには，現状の運

用にシステムを合わせる事ではなく，システムに運用を合わせることが重要です。現状の業務運用

を考えた検討ではなく，５年先を想像しながらシステム運用を検討していただきたいと思います。

今年度は業務的な負荷が通年よりもかかると思いますが，職員の皆様と共に頑張っていきたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。

新病院開設準備室委員会

委 員 長 伊 藤 勝 陽

昨年度 ICT の基幹ベンダーは NEC に，PACS は GE と決定されました。

また，開設準備のため医療情報システム（CIO チーム）定例会が立ち上げられました。

コンサルタントの佐野弘子さん（MEDIS-DC）と CIO チームとで部門ごとに現状調査のヒアリ

ングを行ったので覚えておられるかもしれません。現場でのヒアリングを秋までに終え，運用フロ

ー素案が作成されると同時に部門システムのベンダーも決定されました。

昨年１年間は全体の構想と，ベンダーを決定する年でしたが，一方病院機能を把握し，病院の強

み，良さ，地域のおける社会的使命を認識すると同時に問題点を知る期間でもありました。

現病院より平原の丘を見上げると昨年末には１機だったクレーンが現在は５機確認できます。建

物も着々と進捗します。本年度は準備段階として体制の確保と現状把握を進め，電子カルテの具体

的導入に向け外来・入院運用フローなどいくつかのワークングが開催されています。ワーキングで

はすべての運用フローとシステム設定条件が確認され問題点を改善したマスタが作成されます。夏

までにはこれらの作業を終わり，いよいよ秋からはシステムがインストールされ，操作研修，シス

テムテスト，リハーサルへと進みます。

ところでこれらのワーキングに多くの職員が忙しい時間帯にもかかわらず参加しており，佐野さ

んからはこの時期にこれだけの参加者がいることは期待が持てますとお褒めの言葉を貰っています。

さて，電子化で医師は外来・入院とも所見入力，指示入力（各種オーダー入力），病名入力，処
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方箋（署名，押印），退院時サマリなどの各種文書作成と時間に追われ大変かもしれません。一方

看護師やコメディカルはバーコードや PDA 使用により確認ミスから解放され，質の向上と患者サ

ービスの向上が期待されます。

病床管理委員会

副 院 長 大 林 諒 人

病床管理委員会は今年度も毎週金曜日の朝，看護部長，副部長，病棟科長を中心メンバーに，大

林，日野診療部長，内山事務長，豊田 MSW などが参加して開催しました。事務局は松村医事課

長です。適切な入院患者の確保により病院経営を安定的に維持するための委員会です。世間では病

院は入院を希望してもなかなか入院させてもらえず，また入院したらすぐに退院をせかされるとの

イメージが強いため病院のベッドはいつも満杯，やり繰りが大変で，病床管理委員会もベッドのや

り繰りのための委員会かと誤解されそうですが，実際は入院患者の確保，ベッドの稼働率上昇にい

つも頭を悩ませている委員会です。国の施策により在院日数はどんどん短縮され，クリティカルパ

スや，DPC も安定した入院患者の確保に関しては逆風となっています。毎週末（金，土，日）に

は８０から９０名の退院患者さんがあり月曜日は逆に沢山の新入院患者さんがありそれぞれに診療計画

書，看護計画，情報提供書，退院サマリーなどが必要ですので患者数の割には病棟は大変忙しく昔

とは比較になりません。そんな病棟スタッフの悩みも理解したうえでかつ世の趨勢にも逆らって，

病院経営のために安定した入院患者数確保を目指すというのですから本委員会も難題を抱えていま

す。大型連休や年末年始では病棟がある程度閑散となるのはやむを得ないとしても，２２年１月３日

のような２４１名という過去最低の入院患者数を記録してしまうような状況は避けたいところです。

ちなみに本院の病床数は４４３床ですから１月３日には２００以上の空床ができたわけで空恐ろしくなり

ます。これからも予定入院の患者さんだけでベッドを埋めるのは困難と思われます。入院患者の確

保策として積極的な救急患者の受け入れ，経過観察入院の推進，連携医院からの入院要請は断らな

いことを職員皆さんにお願いしていますが成果はまだ十分とはいえません。３５８床を今年度目標と

しましたが平均的にこの数字を達成できたのは４月と２月のみでした。２０年度全体の年平均入院患
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者数は３４２．８名で目標には大きく未達となってしまい単年度赤字を計上してしまいました。それで

は経営のためにはベッドを減らし（病棟閉鎖），職員を減らせばよいかといえばそれでは地域の医

療は守れません。入院患者数とは午前０時の入院患者数であり実際の病院の回転の激しいベッド利

用の実態を表してはいないからです。なんとか安定した入院患者の確保を目指してあがくしかない

とおもいます。在院日数と入院患者数の両方を反映する適当な病床管理の指数はないものでしょう

か。いずれにしても今年度は今以上に全職員のベクトルを一致して入院患者の確保に向けて頑張ら

なくてはなりません。２２年度は３５０床の入院を計画しています。今後も難しい病床運営が続くと思

われますが病床管理委員会報の発行によってリアルタイムで各職場，職員に通知し現状を理解して

いただくことにより病床管理に協力を得て乗り越えていきたいと思います。

キャンサーボード運営会議

議 長 花 田 敬 士

２００９年度の活動は，厚生労働省の指針に沿った「がん診療連携拠点病院」の体制作りと，がん拠

点病院としての機能強化推進をめざしました。

１．院内のがん登録，地域がん登録は，医師，スタッフの協力を得て，診療録管理室での一元化し

た登録が順調に進んでいます。広島県のがん登録症例数でも示されているように，非常に多くの

がん患者が受診し治療されております。また，５大がんの登録腫瘍統計についてホームページに

公開しました。しかし，現段階では生存確認が難しく，今後は行政に働きかけて住民票照会が可

能になるよう行動を起こす必要があると考えます。

２．がん治療専門医，認定医，化学療法や緩和ケアの認定看護師，専門薬剤師などの診療従事者の

育成を行ないました。今後も，幅広い専門資格の習得ができるよう，また資格活用についても病

院のサポート体制のもとで，スタッフと協力し合いながら進めていきたいと思っております。

３．がん患者相談支援センターでは，地域医療機関と連携し，がん患者の退院時ケアカンファレン

スを多く開催しております。

１２月１９日"には，県内のがん拠点病院の相談支援センター相談員研修・意見交換会を学校講堂

で開催し，片山医師会長に講義をしていただきました。

３月に立ち上げた“がんサロン”も，参加者の意見で《ふれあいサロン》に名称変更し毎月第

２火曜日は講演会，第４火曜日はおしゃべり会を開催し，サロンマスコットも作成しました。

「参加してよかった」と言ってもらえる等，がん患者同士の交流も充実してきております。

４．平成２２年２月７日! 市民公開講座「市民のためのがん最前線」

「市民の皆様が，がんをよく知り，がんとしっかり向き合い，そしてがんに負けることのない，

そんな尾道市を作りたい」との思いで尾道市と協力して市民公開講座を開催しました。平谷尾道

市長の挨拶に始まり，私の基調講演，小野川消化器内科部長，中原消化器外科主任部長による

胃・大腸がんの早期発見・早期治療の必要性や手術動画を交えての講演に，７００名を超える市民

から大きな反響がありました。今後もがん拠点病院として，市民公開講座を継続していきたいと

思っております。次回は平成２２年１０月１７日（しまなみ交流館）開催予定です。

５．尾三地域がん連携フォーラムについて，以前のように１人の講師が講演するだけではなく，複

数の講師が講演する形式を取り入れ，よりよい研修会ができるように取り組みました。開催日，

内容を下記に示します。
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第１１回 （平成２１年５月２８日） テーマ「乳がん」

座長 医療法人かわの医院 院長 川野 亮

「当院の乳がん治療」

講演者 尾道総合病院外科主任部長 倉西 文仁

「患者発のがん医療改革～１６年間の患者会活動を通して～」

講演者 浜中皮ふ科クリニック院長 浜中 和子

第１２回 （平成２１年９月２９日） テーマ「膵がん」

座長 福山市民病院 副院長 高倉 範尚

「もっと知って欲しい膵がんの最新情報 パープルリボンキャラバン in 尾道」

第１部 基調講演

「患者の立場から」Pan CAN JAPAN 理事 眞島 喜幸

「診断の立場から」尾道総合病院 内視鏡センター長 花田 敬士

「外科・化学療法の立場から」広島大学病院第一外科 村上 義昭

第２部 パネルディスカッション

眞島 喜幸，花田 敬士，村上 義昭，岡橋 誠（おかはし医院）

第１３回 （平成２１年１１月１９日） テーマ「前立腺がん」

座長 尾道市立市民病院 泌尿器科診療部長 大枝 忠史

「前立腺がん診療の基本と現況」

講師 中国労災病院 病院長 碓井 亞

その他，がんに関する主な研修会

平成２１年１０月１日 クリニカルパス講演会

「今さら聞けないアウトカムとバリアンスの本質から最新の地域連携パスの話題まで」

講師 福井総合病院 副院長 勝尾 信一

平成２１年１１月１１日 第１３回尾道三原地区緩和ケア研究会

「生かされて」

ゲスト 納棺師 木村 浩，シンガーソングライター 新屋まり

平成２１年１１月２０日 緩和ケア講演会

「緩和ケアにおけるコミュニケーションのあり方」

講師 がん看護専門看護師・YMCA 訪問看護ステーションピース 浜本 千春

平成２１年１２月５日 県立広島大学

「広島保健福祉学会第１０回学術大会」

則行医師，藤越看護部長，豊田社会福祉士の３名が県立広島大学より講師を依頼さ

れ，対応しております。

平成２１年１２月１１日 尾道市主催のがん医学講演会

「がん予防に役立つ分かりやすい話」

講師 内視鏡センター長 花田敬士

６．がん診療連携拠点病院の指定更新について，集学的治療と標準的治療の提供体制の項目の内，

キャンサーボードの活動が必須となっており，より充実した運営が出来るように，「がん診療連

携拠点病院推進委員会」から「キャンサーボード運営会議」に名称変更（下記のとおり）し，組

織の再編を行ないました。キャンサーボードカンファレンスは，消化器，呼吸器，耳鼻科が定期

的に開催しています。院内外の多職種の参加についての広報が，今後の検討課題ではありますが，

決定権を持つ力強い会議となるよう運営していきたいと考えています。
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病院長

キャンサーボード運営会議

がん検診
部門

緩和ケア
委員会

相談支援セン
ター委員会

院内がん登
録委員会

化学療法
委員会

キャンサーボード
カンファレンス

乳 腺頭頚部呼吸器消化器
肝臓

JA 尾道総合病院
キャンサーボード組織図

平成２１年１２月２８日

がん研究支援委員会

!治験
!がんに関する資格の把握・統括
!がんに関する資格の受講調整
!情報整理
!研究の協力要請

以上，簡単ではありますが，２００９年度の活動報告とさせていただきます。

今後も尾道三原地区のがん拠点病院として院内多職種の協力のもと，地域の医療機関や行政と連

携し合いながら会議の運営をしていきたいと考えておりますので，今後もご協力をよろしくお願い

いたします。

診療管理会議

委 員 長 木 曽 哲 司

診療管理会議では Ver４．０の病院機能評価の審査後中断していましたが，病院組織機能の改善活

動を目的に平成１８年４月から再開しました。

会議の委員長は木曽が担当になりました。委員は，病院幹部，診療部門，看護部門，薬剤部門，

事務部門，地域医療福祉部門，医療安全管理部門，看護学校から選んだ委員で構成され，事務局は

総務課としました。主な活動は新たな病院機能評価項目を取り組む事とし，委員長が選んだ担当者

が担当部署の解説集と自己評価表を使用して評価し，会議で発表して担当部署の改善活動に取り組

む方法としました。この活動は診療組織の円滑化に役立ちます。

会議は月１回を原則とし，第１週の金曜日の午前８時から約３０分の予定で開催していますが，平

成２１年度は１０回開催しました。平成２１年４月からは Ver６．０の解説集と自己評価表を使用し，この

中で，６領域：病院運営管理の合理性と４領域：医療提供の組織と運営の項目に取り組みました。

会議は担当部署の課題や目標及び改善活動が明確になる事で，医療の質の維持と向上に役立ちま

す。担当部科長の発表内容を評価しますと，継続的に取り組んでいるためか，指導が必要な部科長

が減少して，改善活動に積極的な部科長が増加している状況だと考えています。担当部署には部科

長以外の職員や人事異動もありますので，部署内での共有化が大切です。また，部科長は人材育成

内容として活用できます。

求められる病院組織機能は時代と共に多様化しています。この会議は病院機能評価の審査だけで

なく，患者さんからも良い評価を頂けるように継続して活動すべき会議と考えています。委員や担

当部科長の協力をお願いします。
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ICU 運営委員会
新病院における ICU 設置へ向けての活動と今後の課題

委 員 長 瀬 浪 正 樹
看 護 師 重 田 知 洋

現在の南３病棟に ICU が設置されて，この春で約３年が経過しました。循環器・心臓血管外科

病棟に併設されたこの２床の ICU は，CCU としての要素も強く，他病棟から見ればかなり異質で

閉鎖的な空間と思われるでしょう。しかし１年後の新病院開院時には，全科の術後患者や救急搬送

患者の受け入れを行う急性期 ICU としての役割を担うことが決まっています。

このような状況に先立ち私たち ICU スタッフは，この１年間を通じて重症患者管理における

様々な看護技術や ME 機器取扱いについて，マニュアルの見直し・作成を行いました。当院では，

これまで集中的に重症患者を看ていくためのユニットが存在しなかったこともあり，重症管理につ

いて専門的な教育は行われていませんでした。そのため各科に携わるスタッフ各々が，これまでの

知識や経験から得たことを何となく日常看護に取り入れているといったものも多く，そのケアの根

拠や妥当性を明確に示したものは，ほとんどありませんでした。こうした経験による看護技術の全

てを否定するつもりはありませんが，新しい ICU 体制では，様々な重症疾患患者の搬入が予測さ

れるため，その治療を円滑により安全に提供していくことが必要不可欠と言えます。そのためにも，

これまで実践されてきた看護の裏付けを行うと同時に，明確な基準に沿った看護技術を確立し，こ

れらを一貫して次期スタッフに教育していくことが重要と考えます。ICU でのマニュアルの充実

化はその一歩であり，これに基づいた技術チェックリストの作成や実践・教育できる中核スタッフ

の育成が当面の課題と言えるでしょう。こうした ICU における教育プログラムを整備していくこ

とで，誰もが高いレベルでの看護実践が行えるよう努めていきたいと思います。
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年 月 日 行 事 年 月 日 行 事

２１．４．１ 定期人事異動辞令交付 ２１．９．５ 新病院建築機工式

．２ 新採用者辞令交付式 ．２９ 第１２回尾三地域がん連携フォーラム

．２ 新採用職員歓迎会 １０．１ クリニカルパス講演会

．３ 新採用者オリエンテーション ．１～２ 尾道看護専門学校学校祭

．６～７ 研修医オリエンテーション ．１７ 看護研究発表

．１０ 厚生連尾道看護専門学校入学式 ．１９～２３ 第６回患者満足度調査

．３０ 第２４０回オープンカンファレンス ．２９ 第２４４回オープンカンファレンス

５．９ 看護の日記念行事 １１．５ 広島県知事選挙不在者投票

．１２ ふれあい看護体験 ．１１ 尾三地区緩和ケア研究会

．１９ 平成２０年度決算監査 ．１９ 第１３回尾三地域がん連携フォーラム

．２７ 電子カルテ導入説明会 ．２５ 平成２１年度第２・四半期末監事調査

．２８ 第１１回尾三地域がん連携フォーラム １２．４ 院内医療安全研修

．２９ 電子カルテ導入説明会 ．８ TQM 発表会

６．９ 小集団活動（TQM）研修会 ．１６ クスリマスコンサート

．１９ 看護科研修会「電子カルテ導入に向けて」 ．２２ 防火訓練

．２３ BLS（一次救命処置）勉強会 ２２．１．４ 新年互礼会

．２５ 第２４１回オープンカンファレンス ．２１ JA 尾道総合病院クリニカルパス研究会

７．１６ 第１７回院内クリニカルパス研究会 ．２１ 第２４５回オープンカンファレンス

．１６ 第２４２回オープンカンファレンス ２．５ メンタルヘルス研修会

．２３ 内部監査 ．７ 市民公開講座

．２９ 接遇インストラクター養成研修 ．１０ JA 全国監査機構一般監査

８．７ 一日看護体験 ．１８ 院内メンタルヘルス研修会

．１８ 平成２２年度臨床研修医採用試験 ．２０ JA 広島厚生連医学会

．１９～２８ 中学生職場体験 ．２２ 平成２１年度第３・四半期末監事調査

．２０ 平成２２年度臨床研修医採用試験 ．２５ 第２４６回オープンカンファレンス

．２７ 第２４３回オープンカンファレンス ３．３ ひなまつりコンサート

．２８ 平成２１年度第１・四半期末監事調査 ．５ 広島県厚生連尾道看護専門学校卒業式

９．２ 平成２１年度院内感染対策研修会 ．２６ 防火訓練

．４ 院内研修会（移植・暴力対策） ．３１ 院内接遇研修会

院 内 主 要 行 事
平成２１年度
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TQM 研 修 会

消 防 訓 練

院内インフルエンザ研修会

新病院建築中

市民公開講座
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「厚生連尾道総合病院医報」投稿規定

１．投稿者は，本院職員あるいは関係者とする。

２．原稿の種類は，図説，原著，総説，CPC，看護研究，論文発表，学会発表，各科紹介，その他

とする。

３．原稿の採否については，編集委員会に一任のこと。

４．原稿は，オリジナルの他，データを保存したメディア（データはワードもしくはテキスト形式

で保存し，図表はプリントしたものの他，パワーポイントに保存されているものでも可）もあ

わせて直接持参するか下記へ送付する。

送付先 〒７２２!８５０８ 尾道市古浜町７－１９ 尾道総合病院内 医報編集委員会

原著，総説，CPC，看護研究の原稿は，原則として４００字詰原稿用紙１５～２０枚程度

（刷り上がり４～５頁）とする。図表の１枚は原稿用紙１枚と換算して，原稿枚数に含

める。

５．図・表・写真は，本文中に貼り付けないで，必ず１枚ずつ B５判大の別紙に貼り付けること。

本文の欄外に挿入箇所を指示すること。

＊パワーポイント等で発表したスライドでの提出も可，その際プリントした図表を添付のこと。

６．図・表・写真は，図１，表２のように記載し，第１図，第２表などとはしない。

なお，写真は図とする。

７．本文中に引用した文献は，引用順に番号をつけ，本文中に１），２）として引用箇所を明示す

ること。

・雑誌は

著者名：標題， 雑誌名 巻：頁－頁， 西暦年とする。

例〕１）本藤達也，寺川宏樹：尾道総合病院内科における虚血性心疾患診療の現状。－平

成４，５年の入院患者集計から心臓カテーテル法を中心に－ 厚生連尾道総合

病院医報 ５：６５－６８，１９９５．

２）Grines CL, Browne KF et al: A comparison of immediate coronary angioplasty with

thrombolytic therapy for acute myocardial infarctuion. N Engl J Med３２８：６７３‐

６７９，１９９３．

・著者（単行本）は

著者（編集者）名：書名．版数，所在地，発行所，引用頁，西年暦とする。

例〕１）呉 建，沖中重雄：自律神経系総論．６版，東京，金原出版，３５５‐３９３，１９６５．

２）Scher AM：Physiology and Biophysics.１９th Ed, Philadelphia, Saundcrs,３６５‐５９９，

１５６５．

・単行本にある論文の引用については

例〕１）鳥飼龍生：甲状腺機能低下症．甲状腺叢書第２巻 甲状腺の臨床．久保政次ほか

編，東京，協同医書出版社，８２‐１０３，１９５７．

２）Furth J, Lorens E：Carcinogenesis by ionizing radiations. In Radiation Biology, ed

by Hollaender A, New York, McGraw-Hill, Vol１，pt２，１１４５‐１２０１，１９５４．

註）１．著者名は姓名の順とする。

２．著者名は２名まで記載し，３人目以降は省略して“ら”または“et al”

とする。
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３．コンマ，ピリオドに十分注意すること。

８．「論文発表」に関しては，著者名，標題，雑誌名をそれぞれ改行して記載する。著者名は全ての

姓名を記載

本院在籍者以外の者には（ ）を付ける。雑誌名は，雑誌名 卷：頁―頁，西暦年とする。

例〕７）（八幡 浩），黒田義則，（土肥雪彦）

胃癌における CDDP 術中腹腔内洗浄の検討

消化器癌 ５：１９‐２１，１９９５．

８）Takasi Urushihara, (Kazuo Sumimoto), (Ryo Sumimoto), (Masanobu Ikeda),

(Yasuhiko Fukuda) and (Kiyohiko Dohi)

Prevention of reperfusion injury after rat pancreas preservation using rinse solution

containing nafamostat mesilate.

Transplantation Proceedings ２８：１８７４‐１８７５，１９９６．

９．「学会発表」に関しては，学会名，演題，発表者をそれぞれ改行して記載する。学会の開催地・

開催年月日（元号年）を（ ）書きする。発表者名は全ての姓名を記載し本院在籍者以外の

者には（ ）を付ける。

例〕１）第８４回日本病理学会総会（名古屋７．４．１７‐１９）

原爆被爆者における中枢神経系腫瘍の発生率研究

米原修治，（藤井秀治），（岸川正大），（小武家俊博），（徳永正義），（徳岡昭

治），（Dale L. Preston），（馬淵清彦）

２）第３６回日本肺癌学会総会（千葉７．１０．１７‐１８）

シンポジウム１ 悪性中皮腫最近の知見

悪性中皮腫の遺伝子異常

米原修治，（井内康輝）

１０．「各科紹介」に関しては，各科の現況，動き，話題などについて記載してください。

記載者の職名を必ず記載してください。

１１．執筆された原稿のコピーを１部お手元にお置きください。

１２．投稿規定をよく読んで，規定にしたがってご執筆くださるようお願いします。
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編 集 後 記

編集委員長 和 田 知 久

今年も昨年に引き続き暑い毎日となり，その中で医報２０巻の編集後記を書いています。１９巻は諸

般の事情で発刊が遅くなり皆さんにご迷惑をかけました。今回は１１月発刊を目標に編集を行ってい

ますがなんとか遅滞なく発刊できそうです。

さて今年はがん連携フォーラムを５月と１１月に行ない，特別公演として浜中皮膚科クリニックの

浜中和子先生に「患者発のがん医療改革」と題して１６年間の患者活動を通して経験されたことを報

告していただき，尾道市歯科医師会の宗永泰一先生には糖尿病と歯周病について，中国労災病院の

碓井 亞先生には前立腺がん診療の基本と現況についてそれぞれ貴重な経験を報告していただきま

した。その際外部の先生方を交えて討論ができることより今年も研修医による CPC を行なってい

ます。また連携フォーラムでは院内各科の診療内容について紹介していただくとともに，他院の先

生方にもその専門分野について発表していただきました。その結果本誌の内容も昨年に引き続き充

実したものとなりました。

今回は残念ながら原著報告がありませんでしたが，総論として内視鏡センターの花田先生より

「予後改善を目指した膵癌の診断と治療最前線」と題して尾道市医師会膵癌早期診断プロジェクト

を解説していただきました。症例報告には今年も泌尿器科から森山，金岡，石の各先生方から３題，

放射線科の目崎先生から１題報告していただきました。また連携フォーラムで循環器科の尾木先生

ならびに心臓血管外科の濱本先生，オープンカンファレンスでは耳鼻咽喉科森先生，消化器内科福

本先生，麻酔科石橋先生，泌尿器科金岡先生の方々に専門分野の話題について報告していただいて

います。また CPC は寿美，沼田，名護，住元，花岡の各研修医から米原先生ならびに主治医の指

導のもと，発表および論文として提出していただきました。なお今回はクリニカルパスからの報告

がなく，そのかわり QTM 活動から一題報告していただきました。また今年からがん診療拠点病院

の活動として市民向けにがん講演会を開催し，その内容を花田，小野川，中原の各演者の先生方に

まとめて報告していただいており，今後も講演があれば続けていきたいと考えています。

最後に「職場だより」では例年と同様，各部署から仕事の内容，課題や実績，スタッフの紹介な

どについて書いていただきました。また看護科や各部門からは取り組みとその実績や委員会報告と

して各委員会の活動状況や抱負などたくさんの報告もしていただきました。

【編集委員会】

委員長：和田知久 小児外科主任部長

委 員：大林諒人 副院長 住田重明 薬局部長

木曽哲司 副院長 豊田真子 看護副部長

倉西文仁 外科主任部長 豊田達之 事務次長

米原修治 病理研究検査科主任部長 藤田照美 看護学校副学校長

花田敬士 内視鏡センター主任部長 森友俊文 総務課長

村上正芳 総務課
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