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・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。

　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 ─

　平成24年４月１日尾道総合病院の病院長に赴任した。急な人事であったが、当時の
石原理事長と伊藤院長、そして黒田院長代行の熱心なお誘いに答えたいと思いお引き
受けした。それから１年半しか経ってはおらず、未だまとめるほどの業績もないが、
まとめて示し巻頭言とさせていただいた。

○　辞令交付を石原理事長から受けた後、ＪＡグループの役員の方々への挨拶周り（病
院長・病院長代行・事務長）、続いて尾道市長・副市長・市議会議長・副議長…豊
田事務長が完璧にとりしきってくれた。
　病院経営戦略会議のもとに３人（私が赴任した時には木曽先生がおられ４人だっ
た…、日野、瀬浪、森山の３先生）の副院長がおられ、それぞれの担当業務を決めた。 
（平成24年度はあたらしい項目で対応したかったがあっという間に夏になってしま
い刷新してスタートすることができなかった（平成24年度は各副院長に割り当てる
ことができなくなり、とりあえず院長である私の院長室がすべての仕事のスタート
地点であり帰着点であった）。
○　平成24年度は私と事務長とが連携を取りながら適宜対応した。平成24年度におい
ては情報伝達はすべて事務長がいつの間にかとりしきっており、必要なことはきち
んと必要なところに伝わっているので驚いた。
○　医師会関係の挨拶周り：尾道市医師会会長・副会長、三原市医師会会長、順次挨
拶周りをした。
　廿日会という会合が独自に運営されていて、かなり古くから継続されており、地
域医療連携の重要な役割を果たしていた。
　尾道市医師会員であればだれでも会費を払えば入会できるシステムになってい
る。毎月60人～ 70人の人が集まっている。尾道市内には二つの大きな病院があり
一つは岡山大学系の市民病院と広島大学系の総合病院である。市民病院には医師不
足の波が打ち寄せているようであり、その影響が JA尾道総合病院に少しづつみら
れるようになってきている。

○　これまで私はＪＡ尾道総合病院で常勤勤務した経験はなく、麻酔管理・ペインク
リニック診療の指導には良く助勤（パート）で来ていた。90人を超える医師を擁す
る総合病院で、幅広い診療を受けもっている本院は先行投資として膨大な資金を投
じて一昨年あたらしい病院に建て替えた。本院内には診療科より機能アップさせた
診療センターが３つある。急性期医療の要である救急センター・心臓血管センター、
そして内視鏡センターである。私はこの３つのセンターをさらに充実させて次世代

─ JA尾道総合病院の院長に着任して─

JA尾道総合病院院長　　弓　　削　　孟　　文
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へと渡していきたいと考えている。
○　他施設出身者の院長であることはあらゆる課題を執行部が抱えていることにつな
がるが気分を一新して新しい気持ちで病院経営に集中できやすいという利点も持ち
合わせている。しかし、やはりなんといっても本人のやる気が問題である。モチベー
ションを右肩上がりで持続できる人かどうか？が問われる。昨年の私はどうであっ
たろうか？私の場合一人で何もかも…というのではだめ…やはり分担を上手にする
のが大切であると考えている。
○　平成25年６月１日付けで新しい分担が出来上がった。計画の２か月遅れである。
日野先生に診療・治験・地域医療連携を、瀬浪先生に教育研修・医療安全管理を、
そして森山先生に経営企画・医療情報を担当してもらうことにした。その下に診療
部長を４人配置した。
○　私の経歴から述べれば、大学病院の副院長２年・病院長２年、そして病院事業管
理者４年の病院事業管理業務の経験がある。
　基本的に収支バランスを常に黒字の方向で維持できるように計画を立てる。無理
な計画を立てない。
　毎月収支バランスをチェックする。自分たちが立てた計画が身の丈にあったもの
かどうか、常に振り返ってみる姿勢が大切である。病院機能の評価の出発点は外来
患者数と入院患者数に始まり、そして終わる。出発点の基本は常にここである。平
成25年度は半年間経過したところでの評価として外来患者確保は計画を上回ること
ができているが入院患者数の確保は計画を下回っている現状が続いている。
○　平成24年度は改善計画１年目の年、平成24年度の評価である。計画ラインが近く
に見えているレベルで決算を迎えることはできている状況である。関係行政より補
助金も出していただいた。
　平成25年度はどのような結果になるか？平成24年度よりもさらに厳しい道となる
が、前に向かって進む道しか残っていない。クリアできると確信している。
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Ⅰ．は　じ　め　に

　大腸 ESD（endoscopic submucosal dissection）
は 従 来 の EMR（endoscopic mucosal resection）
では治療困難であった大きな大腸腫瘍に対して
も一括切除が可能となり詳細な病理学的検索が
可能となった。しかし，大腸 ESDは技術的難
易度が高く，EMRに比べ偶発症が多いとされ
ているが，手技の工夫，内視鏡周辺機器の改良
などに伴い安全性は確立されつつあり，今後
益々多くの施設で導入が予想される1）。本稿で
は大腸 ESDの現状と実際，大腸 EMRの位置
づけと技術指導について解説する。

Ⅱ．大腸ESDの現状

　大腸 ESDは2012年４月に条件付きで保険収
載（保険点数：18,300点）されたが，それまで
は先進医療として実施されてきた2）。広島市立
安佐市民病院も市立病院では初めて先進医療と
して2011年10月に承認され実施してきた。当院
における保険適応後の治療件数は増加しており
毎月４－５件程度になっている（表１）。
　大腸 ESDの適応は先進医療の時に大腸 ESD

標準化検討部会からスネアによる一括切除が
困難な病変のうち，LST-NG（laterally spreading 

tumor, non-granular type）， と く に pseudo-

depressed type，VI型 pit patternを呈する病変，
SM軽度浸潤癌，大きな陥凹型腫瘍，癌が疑わ
れる大きな隆起性病変である。その他，粘膜下
層に線維化を伴う粘膜内病変，潰瘍性大腸炎
などの慢性炎症を背景とした sporadicな局在腫
瘍，内視鏡切除後の局所遺残早期癌も適応に
なる（図１）。保険適応後では基本的には早期
癌が適応であるが「最大径が２cmから５cmま

での早期癌又は腺腫」となっており，これは
ESD後の病理組織診断が腺腫であった場合の
対応と考えるべきである3）。
　当院での早期大腸癌 +腺腫の病型別頻度を
表２に示す。５mm以下の Ip, Isp, Is, IIaは全体
の割合に含めていない。仮に先進医療の時の適
応を PD, IIc，IIa+IIc，LST-G（結節混在型）と
すると全体の２%であるが，保険適応後の適
応を２cm以上のすべての病型とすると9.1%に
なる。すなわち，先進医療の時における厳しい
施設基準，限られた適応症例，高い技術から保

─ 特　別　講　演 ─

広島市立安佐市民病院　内視鏡内科部長

若手内視鏡医の教育を含めた大腸内視鏡診療の現状

永　　田　　信　　二

表１　大腸ESD治療件数

表２　早期大腸癌／腺腫の病型別頻度

最大径（㎜）
病型

! 5 6 ～ 10 11 ～ 19 20 !
計

Ip,Isp,Is 3489 5227（59.9） 1244（14.3） 404（14.3） 6875（78.8）

IIa  459  916（10.5）  235（2.7）  93（1.1） 1244（14.3）

PD 10（0.11）   12（0.14）    7（0.08）  11（0.13）   40（0.5）

IIc,IIa＋IIc 30（0.34）   73（0.84）   51（0.58）  49（0.56）  203（2.3）
LST－G
（顆粒均一型）－   17（0.19）   80（0.92） 124（1.4）  221（2.5）
LST－G
（結節混在型）－    4（0.05）   21（0.24） 116（1.33）  141（1.6）

計 40（0.5） 6249（71.6） 1638（18.8） 797（9.1） 8724（100）

広島市立安佐市民病院内視鏡内科　1995.1 ～ 2012.9 （　）：％
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険適応後は施行施設の拡大，適応症例の増加が
予想され「安全で確実な ESDの技術」が要求
されるようになった。

Ⅲ．大腸ESDの実際（図２）

１）スコープの選択
　ウオータージェット機能付き内視鏡は必須で

図１　大腸ESDの適応

図２　大腸ESDの実際
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ある。ウオータージェット機能があれば出血時
に瞬時に出血点の確認ができ止血鉗子で安全に
止血処置が可能である。また，治療のストラテ
ジーとして反転して口側から切開・剥離をすす
めていく場合には先端硬性部の短い上部用ス
コープなども準備しておく必要がある。
２）局注液
　粘膜下層局注時に膨隆時間の長いヒアルロン
酸 Naにボスミンとインジゴカルミンを少量混
合した２倍希釈を用いている。インジゴカルミ
ン混注により粘膜下層の剥離ラインが明瞭とな
る。
３）ナイフ
　現在，大腸 ESDのナイフは10種類以上発売
されている。全周切開と粘膜下層に先端系ナイ
フの Dual knifeを主に使用しているが，最近は
粘膜下層の剥離は IT knife nanoを使用しており
治療時間の短縮につながっている。また，大腸
ESDで一番難しい線維化に遭遇した時は，ハ
サミ鉗子である SB knife Jrを使用しており固い
線維組織も切除することが可能である。
４）CO2送気
　大腸 ESDは長時間を有する場合があり，送
気による腹部膨満感が問題になることがある。
CO2送気では空気に比べて生体への吸収が150
－200倍速いと言われており必須である4）。ま
た，万が一生じた穿孔においても腹腔内にもれ
る量も少なく緊急手術に至る症例はほとんど経
験していない。
５）ストラテジー
　大腸 ESDでは重力を利用して病変を切除し
ていくので腸管液の貯まる対側に病変を位置取
りすることが必要である。食道，胃 ESDでは
全周切開をしてから粘膜下層剥離を行うが大腸
ESDで全周切開をおこなうと局注液が粘膜下
層に停滞せず展開が難しくなるので，全周性に
切開はおこなわずその都度粘膜下層剥離を追加
している。
６）糸付きクリップ
　体位変換，先端アタッチメントを使用しても
粘膜下層へ潜り込めない時は糸付きクリップを
使用して粘膜下層を展開する。

Ⅳ．大腸EMRの位置づけと技術指導

　大腸 ESDの適応病変は表１のように多くて
も９%程度であり，残りの90%には大腸 EMR

が必要であり必須の治療手技である。
　大腸 EMRの技術指導として後期研修医（レ
ジデント）に大腸 EMRを成功させる技術的因
子として，１）挿入時間，２）局注，３）スコー
プコントロール，４）病変の位置取り，５）ス
ネアリングを挙げ，それぞれについて１点から
５点までで scoringした（３点：EMR可能なレ
ベル，４点：上手に行うことが可能，５点：非
常に上手に行うことが可能）。図４は後期研修
医（レジデント）４人のある期間の平均点をダ
イヤモンドグラフに表したものである。後期研
修医（レジデント）それぞれ点数の低い項目
があるが共通しているのは局注である。大腸
EMRが成功するか否かは局注がすべてである
といっても過言ではない。図３左は私の局注時
の写真，図３右は後期研修医の写真である。い
かに急峻な膨隆を作成するかである。そのコツ
は局注針を粘膜下層に局注後ほんの少しだけ手
前に局注針を抜くことである。図３右のように
膨隆しないので多量に局注することは逆にスネ
アがかかりにくくなる。
　このようなスコアリングに関するアンケート
をおこなったところ，利点として　１）良い点
を取りたい，上手くなりたいと向上心が出る。
２）１例１例を漫然に行うのではなく，真剣に
取り組むようになる。３）点数化されることで
自分の弱点が明確化され，次につなげることが
できる。４）点数が低い理由が分かる。上級医
と毎回 reviewできる。欠点として１）採点者

図３　局注の実際
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の主観が入り採点基準にバラツキがある。２）
病変の局在や大きさにより点数に差が出やす
い。などがあげられた。

Ⅴ．最　　後　　に

　大腸 ESDの現状と実際，大腸 EMRの位置
づけと技術指導につき解説した。
　ある学会で「高い腹腔鏡手術手技の習得に最
も影響する因子は経験症例数ではなく指導者の
技量である」という報告があり，われわれ指導
医は常に技術の向上に努めることが重要であ
る。

文　　　　　献

１）永田信二，鴫田賢次郎，田丸弓弦，他．大
腸 ESDの標準化には治療困難例の克服が重
要である．日本大腸肛門病学会雑誌　2012； 

65：523．

２）田中信治．大腸 ESDの適応と実際．胃と
腸　2013； 48： 129－132．
３）田中信治，林　奈那，寺崎元美，他．総論
－大腸 ESDの適応（１）保険適応と医学的
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図４　後期研修医の大腸EMRの点数
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Ⅰ．待ち受ける医療国難と循環器疾患

　本邦「医療国難」という怖しい述語は日医総
研の提唱である。日医総研によれば，2020年に
向かってわが国の医療制度は坂道を転がるよう
に崩壊してゆく可能性が高いという。その背景
には，少子高齢化，多疾患を抱える高齢者に
よる医療費の寡占的消費，とりわけ発症後は根
治が困難な循環器疾患・脳虚血疾患による入退
院の繰返し，さらには働き盛りで医療費を支え
る立場にある青壮年男性における心血管病発症
による離職・保険収入の減少などが折り重なる
ように介在している。その心血管病は，早期発
見による癌の減少とは裏腹に，今後も加速的な
増加が見込まれている。実際にその片鱗は既に
見え隠れしており，終日緊急入院に追われる基
幹病院の循環器担当医には疲弊の色が明らかで
ある。西洋的な生活習慣にいち早く馴染んだ沖
縄県においては，男性の平均余命が1994年から
2000年の間に全国１位から17位まで，そして最
近では26位まで短縮したことが知られており，
「沖縄クライシス」という言葉で語られるよう
になった。沖縄で発生した事象は沖縄だけの問
題ではなく，ある時間差を以ってではあるが，
必ず本土のわれわれも体験するものと考えられ
る。

Ⅱ．あらゆる循環器疾患の結果としての慢
性心不全

　循環器疾患が増加する理由を考えたい。心血
管病の罹患因子は様々な疫学研究によって明白
にされている。抗うことができない個人の遺伝
的要因を除き，その他はわれわれの生活の有り

様によって解決できないこともない要素ばかり
である。それらの主たるものは，１）高血圧，
２）喫煙，３）脂質障害，４）耐糖能異常（糖
尿病）に他ならない。幸いいくつかの優れた薬
剤が開発され，四半世紀前と比較すると，危険
因子のコントロールは格段に容易になった。し
かし，それらの因子の背景には，われわれの文
化・価値観に深く根ざすところの恐ろしく強靭
な魔力があることを否定できない。
　そのような社会環境にあって，発病した循環
器疾患の結果のすべてが心不全である。心不全
とは心臓およびその関連臓器の不可逆性・非
再生性に基づいている。また心臓は循環を通
して主要諸臓器と深く連関を形成しているた
めに，心不全は心臓のみにとどまらない複合
的・全身的な症候群である。心不全に対する
もっとも有効な手立てはそれを未然に防ぐこ
とに他ならず，そのことの理解は2005年 AHA/

ACCによる心不全治療ガイドラインにおいて
Stage Aとして表現された。心不全の発病以前
から心不全誘導因子＝心血管危険因子への積極
的介入が必要であり，これが Dzau博士の提唱
した Cardiovascular Continuumのエッセンスで
ある。日本高血圧学会高血圧治療ガイドライ
ン（JSH2009）においても糖尿病・慢性腎臓病・
心血管臓器障害の有病者に対する早期介入と降
圧目標値の強化が明確に示されたところであ
る。
　一方，心不全はその重症度により QOLへの
制約や生命予後への切迫の程度が異なる。また
全身諸臓器や骨格筋系への影響も様々である。

─ 特　別　講　演 ─

第１回心臓いきいきキャラバン研修会：
心不全センター設立の経緯と目標

木　　原　　康　　樹

広島大学大学院医歯薬保健学研究院　循環器内科学
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そのことは心不全の原因・病態・重症度・合併
症を的確かつ総合的に判断し，そのステージに
合った治療法の選択が求められていることを示
している。安静と薬物療法が主体であった従来
の心不全治療は，近年，リハビリテーションや
収縮再同期を目的としたペーシング療法，心室
形成術や自己弁を温存した閉鎖不全への弁形成
術，在宅酸素，さらには睡眠時無呼吸への機械
的呼吸補助療法など多岐に及んでいる。しかし
ながら，従来の大規模比較臨床試験は，どの患
者にどのような治療のコンプレックスを提供す
ることが相応しいのかについては必ずしも回答
を与えてはくれない。個々の患者の病態や治療
到達目標を理解した上で，至適な治療の組合せ
を選択，調整することが次の循環器診療の課題
となりつつある。

Ⅲ．複合的な心不全診断・治療センター運
営の試み

　複合的・多角的であり，また患者自身の生活
と密着して形成される症候群としての心不全に
対してどう向き合っていくのかについて勘案
し，われわれ広島大学病院は「心不全センター」

を平成24年１月に発足させた【図１】。非代償
期に陥った患者の救命や集中治療など従来の
重症心不全治療を視野の中心に置くだけではな
く，早期からの介入・評価によって幅広いレベ
ルに対応できるよう，実地医家・関連病院との
連携に基づいた体制づくりを模索している。ま
た集学的・多角的・包括的・長期的な管理を可
能とするため，慢性心不全専門看護師，臨床生
理検査技師，心臓大血管リハビリテーション師
などと循環器医師が対等な立場でチームを構成
するシステムであることがその実施の上で必須
であることを認識し，計画を進めている。我々
の考えは，広島県地域保健対策協議会（県医師
会）ならびに広島県健康福祉局の支援を得て，
広島県地域医療再生計画の中においては，県下
４病院への「心臓いきいきセンター」の設置と
して結実した。
　様々なレベルの心不全患者に対する評価指標
としては，超音波心エコーなど非侵襲的な検査
項目を中心とし，拡張障害やアシナジーあるい
は弁閉鎖不全，肺高血圧などの定量化を積極的
に行ってゆく。同時に安静のみでの心不全評価
（運動耐容能＝ QOLの定量化）の限界を認識し，

図１
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図２

心肺機能測定を再現性良く施行する体制を進め
ている。一方，不整脈による死亡が心不全患者
の死亡の半数を占めることや心房細動の管理，
凝固・血栓症との戦いが重要であることに留意
し，不整脈治療チームの持つ医療技術を心不全
患者に遅滞なく提供するためのブリッジを形成
する。更には神経体液性因子の活性化を抑制し，
心機能の回復や余裕のある在宅生活を提供す
るため，酸素療法や Automated Servo Ventilation 

(ASV)を活用した QOLの向上と至適慢性薬物
療法の継続を看護指導，病診連携等を介して実
現してゆきたい。これら循環器領域で個別に発
展してきた診断・治療手段を概念的に統合し，
個々の患者に対してシームレスに提供するシス
テムの必要性が問われている【図２】。
　JA尾道総合病院は，県下４箇所の「心臓い
きいきセンター」の１つ，とりわけ県東部の基

図３

幹施設として主導的な役割を担っている【図
３】。次年度以降では県下７圏域すべてを網羅
する「心臓いきいきセンター」システムの更な
る展開が期待されており，夫々の地域における
「心臓いきいきセンター」の活動を大いに展開
していただけるよう祈念している。
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原 著

症 例 報 告

カ ン フ ァ レ ン ス

連 携 フ ォ ー ラ ム

Ｃ  Ｐ  Ｃ

市 民 公 開 講 座

看 護 研 究
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Ⅰ　諸　　　　　言

　 多 剤 耐 性 緑 膿 菌（Multi-Drug Resistant　
Pseudomonas aeruginosa; MDRP）は，カルバペ
ネム系，フルオロキノロン系，抗緑膿菌用アミ
ノ配糖体系の抗菌薬全てに「耐性」を示す。難
治性の病原体であり，接触感染を介しての院内
感染の原因菌としても重要視される。この度，
当院における緑膿菌と多剤耐性緑膿菌の検出状
況を当院の細菌検査室のデータベースから抽出
した。

Ⅱ　対 象 と 方 法

　平成18年４月から平成23年６月の期間におい
て当院の細菌検査室におけるデータベースを用
いて，38646検体を抽出した。その内，緑膿菌
が検出された患者595例からMDRP検出状況を
検討した。

Ⅲ　結　　　　　果

　緑膿菌の検出率は表１の通りであった。検
体別の検出率は喀痰4.4%，便2.0%，胆汁1.2%，
中間尿2.0%，血液0.5%，皮膚2.4%であり，喀

痰でやや検出率が高い傾向であった。また，
気管支チューブやカテーテル尿からは13.1%，
7.0%と比較的高い頻度で緑膿菌は検出された。
　緑膿菌が検出された595例中18例（3.0%）で
MDRPが検出された（表２）。MDRPは年齢22
歳から98歳，検体別にみると尿から10例（中間
尿５例，カテーテル尿５例）であった。なお緑
膿菌の検出が多かった気管支チューブからの
MDRPの検出はなく，喀痰では２例認めた。
　MDRPが検出された18例において患者背景
を調査した（表３）。過去６ヵ月間の他病院で
の入院加療歴のある人は12例，３ヵ月以内に抗
生剤加療歴がある人は10例であった。当院への
入院経路をみると，自宅より直接当院へ搬送と
なったものが12例であり，その内９例で入院時
の検体からMDRPが検出されている。その９
例の内，５例で過去の入院歴の有無が判明し，

─ 原　著 ─

当院における多剤耐性緑膿菌の検出状況について

上野沙弥香1，2・大月　鷹彦1＊・尾﨑　紀仁1・本田　智洋2・森本　典子2・比良　大輔2

安原　昌子2・檀上美由紀2・棒田　静香2・益田　　健1，2・風呂中　修1，2＊＊

1
JA尾道総合病院呼吸器内科
2インフェクション・コントロールチーム
＊　現籍　広島大学病院　分子内科学
＊＊現籍　安佐市民病院　呼吸器内科

表１　緑膿菌の検出数と検出率

表２　MDRP検出数



─ 12 ─

厚生連尾道総合病院医報

５例中４例で過去６か月以内に他院での入院歴
を認めた。他には他病院からの転院が５例，療
養施設からの転院は１例であった。感染性の有
無については診療記載からの判断であるが，感
染性があるものは４例，保菌とされるものは14
例であった。転帰は感染性がありとされた４例
は全例で死亡，保菌である14例では８例が自宅
退院，６例が他病院への転院となった。

Ⅳ　ま　　と　　め

　緑膿菌は生活環境に広く分布し，特に水場に
多いとされる。健常人に感染することはほとん
どないが，抗菌薬への抵抗性がしばしばある。
緑膿菌の多くは青緑の色素であるピオシアニン
を産生し，その他に菌体外酵素であるプロテ
アーゼ，エラスターゼ，ホスホリパーゼなど，
菌体外毒素である ExoA，ExoS，ExoUなど，
菌体外多糖体であるアルギネート，菌体外構成
成分であるエンドトキシン，鞭毛，線毛などを
多数の病原因子を有しており，これが緑膿菌感
染症の慢性化や難治性，重症化の原因とされて
いる1）。MDRPはこの緑膿菌が薬剤耐性を獲得
したものであり，抗緑膿菌活性の高いカルバペ
ネム系，キノロン系，アミノグリコシド系抗
菌薬全てに耐性を示すMDRP

2）が臨床上問題と
なっている。薬剤耐性機構としては表４のよう
に内因性と外因性がある。そのうちメタロ-β-

ラクタマーゼ産生能を持つものは伝達性プラセ
ミド上に耐性機構がコードされる3）ため，伝達
性プラセミドを媒介にして接触感染し，他の病

表４　薬剤耐性機構

原菌が薬剤耐性能を獲得してしまう。このこと
から，院内感染においては特に注意が必要であ
り，耐性菌出現の早期発見と接触感染予防策の
徹底が重要となる。平成14年に全国193の医療
施設から感染症の起因菌として検出された緑膿
菌（494株）について行った解析では，MDRPは，
2.6%の割合で確認された4）。
　MDRPに対する院内感染対策を考えた場合，
最近の入院歴や，尿道カテーテル留置の有無な
どを詳細に聴取する。緑膿菌保菌の可能性が高
い症例に対しては，積極的に監視培養を行い，
接触感染対策の意識を高めることが重要であ
る。

１）館田一博：話題の耐性菌と新しい抗菌薬療
法，臨床病理：60，５： 443－448，2012．
２）柳原克紀，他：薬剤耐性菌の診断と制御，
臨床病理：60，６： 542－549，2012．
３）田中裕人，他：MDRP，メタロ-β-ラクタ
マーゼ産生菌，Medical Technology： Vol. 39，
No.６： 534－539，2011．
４）「アシネトバクター等多剤耐性グラム陰性
桿菌に関する調査研究」による集計結果

表３　MDRPが検出された18例における患者背景
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Ⅰ．緒　　　　　言

　腎細胞癌は一般的には充実性腫瘤を呈する
ことが多く嚢胞状のものは比較的まれとされ
ていたが，近年では超音波検査や CTなどの画
像診断技術の進歩により嚢胞状腎細胞癌の報
告例は増加している。今回われわれは，最新の
“腎癌取扱い規約　第４版”1）における多房嚢
胞性腎細胞癌（Multilocular  clear  cell  renal  cell  

carcinoma）と組織診断された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。

Ⅱ．症　　　　　例

　患　者：60歳，女性。
　主　訴：偶然に発見された左腎腫瘤。
　既往歴：特記すべきことなし。
　現病歴：胆嚢病変の精査のため行われた腹部
CT検査にて，偶然に左腎腫瘤を認めたため当
科に紹介となった。
　現症：胸腹部には特記すべき異常所見なし。
表在リンパ節は触知せず。
　入院時検査所見：末梢血液検査，血液生化学
検査では，異常値はなかった。尿検査は正常。
　X 線学的検査所見：CTでは左腎の腹側に
4x3x3.5cmの腫瘤が存在した。複数の小さな房
を含んだ形態で，隔壁に濃染を認めた。濃染
部は不整な充実性状態を呈していることから
Bosniak分類2）ではカテゴリーⅣと考えられ，
腎細胞癌が疑われた（図１）。なお，胆嚢には
頚部に石灰化結石を認めた。
　この所見を受け，後腹膜鏡下左腎摘除術を
行った。
　切除標本：嚢胞は多房性であり，嚢胞内には
黄色や血性の内溶液が存在した。嚢胞壁には黄

─ 症　例　報　告 ─

1
JA尾道総合病院泌尿器科
2広島大学大学院医歯薬総合研究科腎泌尿器科学
3
JA尾道総合病院病理研究検査科
4
JA尾道総合病院内科

多房嚢胞性腎細胞癌の１例

森山　浩之1・吉野　干城1・大原　慎也2・米原　修治3・日野　文明4

図１　腹部CT（上：横断像，下：冠状断像）
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色の腫瘍組織を認めた（図２）。
　病理組織学的所見：腎の腫瘤は線維性結合組
織からなる被膜によって境界明瞭に増殖する多
房性嚢胞状腫瘍組織よりなっていた。嚢胞壁に
は淡明な細胞質と小型の類円形核をもち，毛細
血管からなる間質伴って小胞巣状に増殖する腫
瘍組織を認めた。多房嚢胞性腎細胞癌の像と見
なされた（図３）。

　摘出腎から採取した嚢胞内溶液を細胞診に提
出したところ，クラスⅤの結果であった。
術後は定期的な CT検査にて経過を観察してい
るが，術後４年を経過した現在も再発所見は認
めていない。

Ⅲ．考　　　　　案

　腎細胞癌の多くは充実性の形態をとるが，４
～15%で嚢胞状を呈するとされ，また0.35%
が多房性に発育する性質があるといわれてい
る3，4）。Hartmanら5）は腎細胞癌が嚢胞状形態を
示す際に，次の４つの場合を想定した。つまり，
１）多房性嚢胞状に発育する性質を持つ場合，
２）単房性嚢胞状に発育する性質を持つ場合，
３）腫瘍の壊死や出血により二次的に嚢胞化す
る（偽嚢胞）場合，４）既存の嚢胞上皮から腫
瘍が発生する場合，の４型であり，その割合は
１）が40%，２）が30%，３）が20%であり，４）
はまれとされる。さらに多房性嚢胞状を示す腎
細胞癌は，腎細胞癌が多房性に発育する場合と，
腎細胞癌を合併した多房性腎嚢胞の２種類に
臨床上分類されることがある。しかし，Armed 

Forces Institute of Pathology (AFIP)のHartmanら5）

は，腎細胞癌は尿細管由来であるのに対して多
房性腎嚢胞は後腎芽由来であり，発生学的見地
から両者の同時発生・併存を疑問視している。
また，Madewellら6）は多房性腎嚢胞に合併し
た腎細胞癌の報告例を再検討した結果，これら
の大部分が嚢胞状に変化した腎細胞癌であった
と報告している。
　2011年に改訂された腎癌取扱い規約（第４
版）1）では，2004年に出版されたWHO分類7）

に準拠した組織分類が採用された。それによ
ると，嚢胞状を呈する腎細胞癌に与えられた
組織分類名は多房嚢胞性腎細胞癌（multilocular 

clear cell renal cell carcinoma）のみである。これ
は前述の Hartmanら5）が想定した４型のうちの
１）という事になる。多房嚢胞性腎細胞癌は淡
明細胞型腎細胞癌の亜型とされ，薄い壁を有す
る多房性嚢胞からなる。淡明細胞質を有する腫
瘍細胞が嚢胞壁にみられる。予後は極めて良好
とされる。取扱い規約に取り上げられたことか

図２　切除標本

図３　病理組織学的所見
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ら，今後は多房嚢胞性腎細胞癌が術前診断され
る症例が増えてくるものと思われる。
　本症は，これまでは多房性嚢胞状腎細胞癌と
いう診断名で報告されている症例の中に含まれ
ていると推察される。多房性嚢胞状腎細胞癌に
ついては，2005年 Haraら8）が本邦報告例を集
計し詳細に検討して報告しているが，症例数は
わずか71例のみである。その中で組織型が淡明
細胞型（clear cell）と記載されている症例，つ
まり多房嚢胞性腎細胞癌の可能性があると思わ
れる症例は60例であった。そのうち予後の記載
のあるものは48例あり，２例で術後肺転移が発
生しているもののその切除後も長期生存し，癌
死例の報告はなかった。
　Bosniak分類2）（表１）は嚢胞性腎腫瘤の診断
や方針の決定に非常に有用とされ，2011年に改
訂された腎癌取扱い規約第４版1）の中で初めて
補足として加えられた。CT，MRI ，超音波な
どの画像診断法によって，嚢胞壁や隔壁の厚さ
と不整度，石灰化の程度，内溶液の性状，増強

効果の有無を評価する。悪性の可能性がある程
度わかり，無治療・経過観察・手術などの方針
を決定するのに有効である。典型的な場合は問
題ないが，境界型や非典型的な形態を呈する場
合には同分類でも鑑別は困難である。Bosniak

分類では多房嚢胞性腎細胞癌はカテゴリーⅢな
いしⅣと診断されるものと推察され，自験例で
もカテゴリーⅣと診断されている。
　予後は極めて良好とされる本症であることか
ら，多房嚢胞性腎細胞癌と術前診断された症例
においては，適応があれば腫瘍部の部分切除術
による腎機能の温存に努める必要がある。自験
例では腫瘍最大径が４cmとやや大きく，腫瘍
内側部は腎洞に及んでいたため腎摘除術を選択
した。

Ⅳ．結　　　　　語

　新たな腎癌取扱い規約における多房嚢胞性腎
細胞癌と組織診断された1例を経験し，本症に
対して若干の文献的考察を加えて報告した。

文　　　　　献

１）日本泌尿器科学会・日本病理学会・日本医
学放射線学会　編：泌尿器科・病理・放射線
科　腎癌取扱い規約　第４版 .　金原出版株
式会社　東京　2011

２）Israel GM, Hindman N, et al: Evaluation of 

cystic renal mass: comparison of CT and MR 

imaging by using the Bosniak classification 

system.  Radiology 231: 365－371, 2004.
３）Williams JS: Adenocarcinoma of the kidney 

mimicking multilocular renal cyst.  Urol Radiol 5: 
51－53, 1983.
４）Levine SR, Emmett JL, et al: Cyst and tumor 

occurring in the same kidney.  J Urol 91: 8－9, 
1964.

５）Hartman DS, Davis CJ, et al: Cystic renal cell 

carcinoma.  Urology 28: 145－153, 1986.
６）Madewell JE, Goldman SM, et al: Multilocular 
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表1　Bosniak 分類2）

・カテゴリーⅠ 単房性，薄い嚢胞壁，内
容物は水濃度（良性の単
純性嚢胞と考えられる）

・カテゴリーⅡ ２つ以下の薄い隔壁，わ
ずかな石灰化，３cm以下
の高吸収嚢胞（出血など
を伴う非典型的嚢胞で大
部分が良性と考えられる）

・カテゴリーⅡ F ３つ以上の薄い隔壁，最
小限の造影効果，３cm以
上の高吸収嚢胞（非典型
的嚢胞で悪性の可能性は
低いが経過観察が必要で
ある）

・カテゴリーⅢ 隔壁が不整，壁の厚い嚢
胞。明瞭な造影効果，粗
大な石灰化（悪性の可能
性があり）

・カテゴリーⅣ 嚢胞壁や隔壁から隆起あ
るいは浸潤する造影効果
を有する充実部分の存在
（大部分が悪性）
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８）Hara Y, Hattori Y, et al：Multilocular cystic 

renal cell carcinoma : a case report.  Nishinihon J 

Urol 67: 499－506, 2005. 



─ 17 ─

第23号，2013年

Ⅰ．緒　　　　　言

　膀胱憩室は，前立腺肥大症などの下部尿路通
過障害を起こす疾患や神経因性膀胱に合併して
認められることも多く，珍しい疾患ではない。
今回は膀胱頸部硬化症により出現したと考えら
れる多発膀胱憩室に対して，同時に二種の術式
による憩室切除術を行い，さらに後日経尿道的
前立腺・膀胱頸部切開術にて治療した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。

Ⅱ．症　　　　　例

　患　者：57歳，男性。
　主　訴：肉眼的血尿。
　既往歴：高血圧にて内服治療中。
　現病歴：当科受診４ヵ月前，肉眼的血尿が出
現し近医を受診。近医では尿路感染と膀胱憩室
の診断をうけ，当科紹介となる。膀胱造影に
て２個の膀胱憩室を認め，大量の残尿があっ
たため清潔間欠自己導尿（clean  intermittent  

catheterization，以後 CICと略）の指導を行った。
患者の希望にて，以後は経過観察となっていた。
　血尿がふたたび高度に出現し CICが困難と
なったため，当科を再度受診した。
　現症：身長170cm，体重78kg。体温36.9℃。
血圧114/71mmHg，脈拍81/分。胸腹部には理
学的異常所見なし。直腸診では前立腺の腫大は
認めなかった。排尿状態は不良で，残尿を500
～900ml認めた。
　検査所見：末梢血では赤血球392万 /μl，Hb 

11.8g/dlと軽度の貧血，生化学検査では Cr 

1.2mg/mlと軽度の腎機能障害を認めた。尿沈
渣では赤血球無数 /HPF，白血球多数 /HPFと血

膿尿であった。尿培養陰性。
　X線学的検査所見：膀胱造影では二個の膀胱
憩室が存在した（図１）。腹部 CTでも膀胱憩
室が二個描出されたが，一個は膀胱右側方にあ
り，他の一つは膀胱後方に存在した（図２）。
両側腎には水腎は認めていない。

─ 症　例　報　告 ─

1
JA尾道総合病院泌尿器科
2広島大学大学院医歯薬総合研究科腎泌尿器科学
3福島クリニック

膀胱頚部硬化症により発生したと考えられる多発膀胱憩室の１例

森山　浩之1・吉野　干城1・大原　慎也2・福島　雅之3

図１　膀胱造影
　膀胱憩室が二個存在した。
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　膀胱鏡所見：膀胱右側壁および膀胱三角部上
方に憩室口を認め，膀胱内および憩室内の粘膜
は発赤し慢性炎症の所見と考えられた。なお尿
道には狭窄性変化はなく前立腺の腫大は認めな
かったが，膀胱頸部はやや狭小化しており膀胱
頸部硬化症の存在が疑われた。
　以上の所見から，膀胱頸部硬化症のため排尿
のたびに膀胱内圧上昇を繰り返したことにより
発生した膀胱憩室の可能性が最も高いと考え
た。そこで，まずは膀胱憩室切除術を行い，こ
の際に膀胱内から膀胱頸部硬化症の存在の有無
を確認し，存在するならば膀胱内からの膀胱頸
部切開を追加する予定で手術を計画した。
　術中所見：全身麻酔および硬膜外麻酔下に手
術を施行した。まずは膀胱右側に存在する憩室
を処置したが，周囲組織との癒着は認めるもの
の膀胱外方から憩室を剥離して摘除することが
できた。つづいて膀胱後方の憩室の処置に移っ
たが，やはり周囲組織との癒着があり膀胱外方
よりの処置では憩室全周の剥離は困難と考え，
膀胱内からの処置に変更した。つまり，膀胱正
中に小切開を加えて膀胱内へ至り，膀胱内腔に
憩室を引き入れ憩室頸部を膀胱壁から切断した
のち，憩室と周囲組織との剥離を行って摘出し
た。膀胱内から膀胱頚部のサイズを示指の挿入
の可否により計測したが，全く挿入できず膀胱
頸部硬化症であると確認できた。そこで膀胱頸

部を膀胱内から電気メスにて切開して手術を終
了した。
　憩室切除術後の経過：手術後の膀胱造影では，
憩室は消失し造影剤の漏出も認めなかった（図
３）。尿流量検査では最大尿流量率が５ml/sec，
排尿時間は80秒以上など，十分な改善がなく（図
４），残尿は術前より減少はするものの100～
150ml認めた。さらに経過観察を行うも排尿状
態の改善を認めなかったため，経尿道的前立腺・
膀胱頸部切開術を行うことにした。腰椎麻酔下
に，尿管口の遠位から膀胱頸部５時および７時
を通り精阜に至る２条の切開をナイフ型電極に
より入れることにより，膀胱頚部は十分に開大
した（図５）。尿流量検査にて最大流量率15ml/

secと排尿状態の改善を認め（図６），残尿も認
めなくなった。また，持続していた膿尿も正常
化した。
　術後３年を経過する現在も，良好な排尿状態
が維持できている。

図２　腹部CT
　二個の膀胱憩室のうち，一個は膀胱右側方にあっ
たが，他の一個は膀胱後方に存在した。

図３　憩室切除後の膀胱造影
　手術後の膀胱造影では，憩室は消失し造影剤の
漏出も認めなかった。
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Ⅲ．考　　　　　案

　膀胱憩室とは，膀胱壁の筋層が菲薄化または
欠如し，嚢状に外方へ突出したものである1）。

図４　憩室切除後の尿流量検査

図５　経尿道的前立腺・膀胱頚部切開術
　a：前回の膀胱内からの切開にて頚部左側は切開されていたものの十分ではなかった。
　b：経尿道的前立腺・膀胱頸部切開により膀胱頸部は十分に開大した。

このため収縮力の乏しく尿の鬱滞を来たし尿路
感染症や結石，腫瘍の原因となる2）。膀胱憩室
は決して稀な疾患ではなく，その多くは下部尿
路通過障害や神経因性膀胱に起因する後天性憩

図６　経尿道的前立腺・膀胱頚部切開術後の尿流量検査

　排尿状態は，最大尿流量率が
15ml/sec と術前に比し改善し
ていた。

　最大尿流量率が５ml/sec，排尿時間は80秒以上など，
尿流状態には十分な改善を認めなかった。
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室である。一方，先天性膀胱憩室の特徴として
は，下部尿路の通過障害がないことや神経因性
膀胱でないこと，膀胱排尿筋の肥大（肉柱形成）
がないことが挙げられている3）。先天性膀胱憩
室症例の発症平均年齢は5.9歳（生後９日～24
歳）である4）。自験例では，57歳という年齢と
若年時には特別な下部尿路症状の訴えがなかっ
たことなどから先天性膀胱憩室の可能性は低い
と考えられたが，後天性としてもその原因は初
回手術前には明確にできなかった。尿流量検査
にて高度な排尿困難が見られたが，その理由が
膀胱憩室の存在のための排出機能低下である可
能性があったからである。ただ除外診断をした
結果，膀胱頸部硬化症の可能性が最も高いと考
えて手術に臨んだ。
　膀胱憩室に対する手術の適応は，1）排尿後
直径３cm以上の憩室像をきたすもの，2）反復
する尿路感染をきたすものがあげられている
が3, 5），膀胱尿管逆流や水腎症，尿閉をきたし
ているものも手術適応があると考えられる4）。
　膀胱憩室に対する根治治療は，切除手術であ
る。術式には膀胱外方から憩室を切除する方法
と，膀胱内から憩室を剥離切除する方法とがあ
る。膀胱を大きく開放する必要が無い膀胱外か
らの術式が望ましいとは考えられるが，前立腺
肥大症に対する手術の際のように膀胱を開放し
て行う手術に伴って行われる場合は，膀胱内か
らの術式が選択される。また，経尿道的憩室凝
固術が行われ良好な結果が得られることがある
が，内視鏡手術が不適当な症例は，1）憩室内
に悪性腫瘍が合併した場合，2）憩室内に尿管
口が開口している場合，3）尿管口近傍に存在
する憩室とされている6）。しかし，巨大な憩室
の場合は手術が困難であり，しかも再発率が高
くなる。自験例では二つの憩室とも大きな憩室
であったため切除手術を選択したが，膀胱側方
の憩室については膀胱外方からの手技で対処で
きたが，膀胱後方の憩室については膀胱外方か
らの手技では直腸に近接して剥離が困難である
ことが予想されたため膀胱内からの手技を選択
した。
　後天性の膀胱憩室の場合は，その原因疾患に

対する処置も同時に行う必要がある。自験例で
は術中膀胱内から内尿道口に示指を挿入できな
かったことから，膀胱頸部硬化症が膀胱憩室発
生の原因であることを確認できた。ただ術中の
膀胱内からの膀胱頸部切開では，十分に内尿道
口を開大することができず，後日経尿道的前立
腺・膀胱頸部切開7)を追加せざるを得なかっ
た。膀胱憩室切除術の際に，経尿道的前立腺・
膀胱頸部切開を行うという方法もあったと思わ
れる。経尿道的前立腺・膀胱頸部切開術後の経
過は良好で，排尿状態の改善と残尿の消失をみ
ている。

Ⅳ．結　　　　　語

　膀胱頸部硬化症により発症したと考えられる
後天性膀胱憩室に対して，二種の手術法による
膀胱憩室切除術とそれに続く経尿道的前立腺・
膀胱頸部切開術を行うことにより良好な結果を
みた１例を報告した。
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Ⅰ．は　じ　め　に

　ヒラメ喫食による原因不明の食中毒は厚生
労働省によって平成21年より調査が開始され，
病原体は K. septempunctataと判明した。今回， 
K. septempunctataによる食中毒と判明した２症
例を経験したため報告する。

Ⅱ．症　　　　　例

症例１
【患者】42歳代　女性
【主訴】嘔吐，下痢
【家族歴】特になし
【既往歴】関節リウマチ
【現病歴】８月某日，19時頃に親族11人と食事
をしていた。23時頃，患者とその家族が激しく
嘔吐し始めたため，翌日０時38分に当院に救急
搬送された。なお，患者には救急車内で２度嘔
吐がみられた。
【来院時現症】血圧 122/76 mmHg，心拍数 81 
bpm，体温 36.7℃，SpO2 99%，意識清明
院内でも１度嘔吐あり，下痢も１度見られたが，
症状は後に軽快した。
【血液検査所見】血液検査：WBCの軽度上昇を
認めた以外は異常を認めなかった。（表１）

【臨床経過】集団発症の状況，嘔吐，下痢といっ
た症状から食中毒が疑われた。輸液加療にて気
分不良，腹部症状がほぼ消失したため２時25分
に帰宅となった。
　後日，保健所の調査により，患者集団の便お
よびヒラメの切り身より K. septempunctataが検
出され，同寄生虫による食中毒であることが考
えられた。

症例２
【患者】15歳代　女性 （症例１の娘）
【主訴】下痢
【家族歴】母親　関節リウマチ
【既往歴】なし
【現病歴】８月某日，20時頃，ヒラメの刺身と
冷蔵庫に入っていた弁当を喫食し，22時頃，家
族の嘔吐が始まり，患者も２度嘔吐し救急搬送
された。

─ 症　例　報　告 ─

興味ある食中毒の症例

川崎　正憲1・日野　文明2

1
JA尾道総合病院初期臨床研修医
2
JA尾道総合病院消化器内科

表１　血液検査成績

WBC 11300 /μ l

Hb 13.9 g/dl

Plt 22.9 ×104/μ l

T－Bil 0.86 mg/dl

AST 18 IU/l

ALT 12 IU/l

ALP 147 IU/l

γ－GTP 19 IU/l

LDH 186 IU/l

CHE 334 IU/l

TP 7.2 g/dl

Alb 4.5 g/dl

BUN 14.6 mg/dl

Cr 0.59 mg/dl

CRP 0.04 mg/dl

Na 141 mEq/l

K 3.2 mEq/l

Cl 106 mEq/l
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【来院時現症】血圧 113/74 mmHg，心拍数 83 
bpm，体温 36.6℃，SpO2 97%，傾眠傾向
来院時，深夜であるためか，傾眠傾向であった
が，声掛けには反応し，母親と会話もみられた。
【血液検査所見】血液検査：WBCの軽度上昇を
認めた以外は異常を認めなかった（表２）。

【臨床経過】母親同様に食中毒が疑われた。傾
眠傾向であったが，母親とも会話できており，
輸液加療後に母親とともに帰宅した。
　後日，保健所の調査により，患者集団の便お
よびヒラメの切り身より K. septempunctataが検
出され，同寄生虫による食中毒であることが考
えられた。

Ⅲ．考　　　　　察

　今回経験した２症例は，保健所の調査によ
り，患者集団の便およびヒラメの切り身より K. 

septempunctataが検出されたことから，同寄生
虫による食中毒であると考えられた。この２例
の特徴として，食後２～３時間での嘔吐下痢症
の発症であること，原因食品がヒラメであるこ

とがあげられる。K. septempunctataは，粘液胞
子虫の１種であり，2010年に日本人の手によっ
て，養殖ヒラメから発見された寄生虫である3）。
K. septempunctataによる食中毒は，８～ 10月に
多く1），潜伏期間が２～ 20時間程度で一時的な
嘔吐下痢症を引き起こし，特に特殊な加療は必
要とせず，後遺症も残さないとされている2）。
今回の２症例のように，比較的早期に発症した
場合は黄色ブドウ球菌による食中毒とも考えら
れるため，正確な診断するためには詳細な問
診，便や吐物の検鏡，あるいは PCRによって K. 

septempunctataの存在を証明することが必要と
なってくる。検鏡像は適切な染色を施せば花弁
状に見える極嚢を６，７個認める（図１）。虫体
の検出が不可能であっても，ヒラメを喫食した
ことが問診から把握できれば本疾患を疑うこと
は容易である。一般的にクドアは魚の脳，心嚢，
消化管，腎臓，卵巣，筋肉に寄生し，筋肉に寄
生するとジェリーミートという筋肉の軟化を引
き起こす3）。しかし，K. septempunctataはジェ
リーミートを起こさないため，外見上は感染に
気づくことが難しい。仮にヒラメが寄生虫に感
染していても，75℃以上の加熱を５分間行うか，
－15℃～－20℃での冷却を４時間行うことで失
活する4-5）ため，予防法は単純である。日本で
はヒラメは刺身で喫食されることが多いため，
ヒラメ喫食後の嘔吐下痢症では，本寄生虫によ

図１　   メチレンブルーにて染色された花びら状に
極嚢を持つクドアの検鏡写真（広島県立総
合技術研究所保健環境センターより許可を
得て転載）

表２　血液検査成績

WBC 7630 /μ l

Hb 13.9 g/dl

Plt 23.8 ×104/μ l

T－Bil 0.57 mg/dl

AST 18 IU/l

ALT 14 IU/l

ALP 381 IU/l

γ－GTP 62 IU/l

LDH 162 IU/l

CHE 293 IU/l

CK 73 IU/l

TP 7.2 g/dl

Alb 4.5 g/dl

BUN 11.7 mg/dl

Cr 0.47 mg/dl

CRP 0.02 mg/dl

Na 139 mEq/l

K 3.1 mEq/l

Cl 104 mEq/l
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る食中毒を鑑別する必要であると考えられた。

Ⅳ．結　　　　　語

　K. septempunctataによる食中毒を経験したた
めこれを報告した。特殊な加療は必要なく，後
遺症を残すこともないため臨床上問題となるこ
とは少ないが，食品衛生上問題となる寄生虫で
あり，ヒラメ喫食後の食中毒の時には鑑別診断
に挙げる必要があると考えられた。
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Ⅰ．緒　　　　　言

　急性脳炎脳症は近年，MRIなどの画像診断
の進歩，病態生理の研究，ウイルス検査による
原因ウイルスの同定などにより，病態の解明が
進み，病型が分類されている。治療においては
ステロイドパルス療法の一定の効果，NSAIDs

やテオフィリン製剤の使用制限などにより，限
定的ながら予後の改善が認められているが，後
遺症を残す例も多く予後不良の疾患群である。
今回広島市立舟入病院において経験した脳炎脳
症症例について，その病型，原因，予後につい
て検討したので報告する。

Ⅱ．対 象 と 方 法

　1991年１月から2012年５月までの約21年間に
広島市立舟入病院で経験した脳炎脳症について
検討した。脳炎脳症の分類は以下とした。
１．急性脳炎
１）一次性脳炎（感染性脳炎）
２）二次性脳炎（自己免疫性脳炎）：急性散在
性脳脊髄炎（ADEM）難治頻回部分発作重積
型急性脳炎（AERRPS）など
２．急性脳症
１）興奮毒性：けいれん重積型脳症（二相性
けいれんと遅発性拡散低下を呈する脳症
AESD）
２）高サイトカイン血症：急性壊死性脳症
（ANE）・出血性ショック脳症（HSES）
３）急性脳腫脹型脳症（ABS）
４）脳梁膨大部に拡散低下病変を伴う脳症
（MERS）
５）その他

Ⅲ．結　　　　　果

　症例数は脳炎32例，脳症75例の107例で，男
児50例女児57例だった。
　年齢は脳炎では０歳から15歳まで幅広く分布
し，中央値は7.5歳（図１），脳症では０歳から
12歳までみられたが０歳１歳が多く，中央値3.0
歳（図２）と脳症がより低年齢だった。

　年度別の患者数を図３に示す。2001年にジク
ロフェナクナトリウムの使用がインフルエンザ
脳症を発症した場合の死亡率を高めることが証
明され，その使用が制限された。また2005年イ
ンフルエンザ脳症ガイドラインが公表され，早
期診断・治療からグリーフケアまでの指針が示
され，メチルプレドニゾロン大量療法が一般的

─ カンファレンス ─

1991年から2012年に広島市立舟入病院で経験した
脳炎・脳症症例の検討

岡　　野　　里　　香

JA尾道総合病院　小児科

図１　脳炎年齢

図２　脳症年齢
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な治療となった。同2005年テオフィリンがけい
れん重積に関与する症例があり，特にけいれん
重積型脳症との関連が示唆され，小児気管支喘
息治療管理ガイドラインにおいて乳幼児へのテ
オフィリン製剤の使用が制限された。当院での
患者数は脳炎症例では減少傾向にあったが，脳
症症例は増加傾向にあった。
　脳炎33例の分類を図４に示す。一次性脳炎は
HSV脳炎の５例と水痘脳炎２例のみで原因不
明の７例を除き二次性脳炎だった。急性散在性
脳脊髄炎（ADEM）が６例，風疹脳炎３例，麻
疹脳炎３例，その他ムンプス脳炎，ムンプスワ
クチンによる髄膜脳炎，マイコプラズマ脳炎，
EBV脳炎，難治頻回部分発作重積型急性脳炎
（AERRPS）がそれぞれ１例みられた。
　脳症75例の病型分類を図５に示す。けいれん

重積型脳症が30例40％を占め，そのうち13例が
二相性脳症の経過をとった。３例が一側の大脳
半球に病変をきたす HH症候群（Hemiconvulsion 

hemiplegia syndrome）だった。出血性ショック
脳症が５例，急性壊死性脳症が３例，急性脳
腫脹型が３例，脳梁膨大部に拡散低下病変を伴
う脳症が１例，代謝異常症に伴う脳症が１例，
新生児脳症が１例，HUSに伴う脳症が１例で，
30例40％は分類不能だった。
　脳症75例の原因病原体を図６に示す。ウイル
ス検査は広島市衛生研究所にて培養，PCRを
行い，細菌培養は当院で行い，一部は抗体価の
ペア血清で診断した。51例68％に原因病原体が
同定された。インフルエンザが21例，HHV６
が14例，ロタウイルスが４例，コクサッキー A,B

が３例，アデノウイルス２例，その他 RSウイ

図３　年度別患者数

図４　脳炎の分類 図６　脳症の原因

図５　脳症の分類
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ルス，ノロウイルス，パルボ B19ウイルス，パ
レコウイルス，麻疹ウイルス，病原性大腸菌
O157がそれぞれ１例だった。
　脳炎脳症の予後を図７．８に示す。後遺症の
ない症例を治癒，運動障害，高次脳機能障害，
てんかんなどのみられる症例を軽度 /中等度後
遺症，日常生活に全介助を要する症例を重度後
遺症とした。脳炎では治癒71％，軽度 /中等度
後遺症11％，重度後遺症７％２例でこの２例は
新生児のヘルペス脳炎だった。死亡は４％１例
で麻疹脳炎だった。脳症では治癒56％，軽度 /

中等度後遺症14％，重度後遺症11％，死亡19％
と，死亡例も多く予後不良だった。
　脳症の原因病原体別の予後を図９．10に示す。
インフルエンザ21例では治癒52％，軽度 /中等

度後遺症14％，重度後遺症10％，死亡24％と死
亡例が多かった。HHV6　14例では治癒57％，
軽度 /中等度後遺症27％，重度後遺症13％，死
亡０と，インフルエンザより予後はよかった。
ロタウイルス４例は全例後遺症なく治癒してい
た。
　死亡例を表１に示す。脳炎での死亡は1992年
の麻疹脳炎１例のみだった。脳症の死亡は14例
で，1990年代全国的にインフルエンザ脳症が多
発した時期に当院でも死亡例が多くみられた。
病型では出血性ショック脳症５例，急性脳腫脹
型３例，けいれん重積型脳症３例，急性壊死性
脳症２例，分類不能１例だった。原因病原体は
不明例が多いが，判明した中ではインフルエン

図７　脳炎予後

図９　インフルエンザ21例の予後

図８　脳症予後

図10　HHV6　14例の予後
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ザが５例と最多だった。
　インフルエンザ脳症ガイドラインに準じた治
療前後での脳症の病型別の予後を図11に示す。
2005年以降当院においても，発症早期のメチル
プレドニゾロンパルス療法を行ってきた（41例
中34例に施行）。急性脳腫脹型脳症，高サイト
カイン血症を主病態とする急性壊死性脳症，出
血性ショック脳症では2005年前後でその予後は

変わらず死亡例が多かった。けいれん重積型脳
症では，2005年前は死亡例が12例中３例（25％），
重度後遺症が２例（16％），その他の後遺症が
５例（42％）後遺症なしが２例（16％）と死亡
例も多く予後不良だった。2005年以降では死亡
例はなく，重度後遺症が26例中５例（19％），
その他の後遺症が13例（50％），後遺症なしが
８例（26％）と生命予後は改善したが，後遺症
を残す例が多かった。

Ⅳ．考　　　　　察

　脳炎では新生児のヘルペス脳炎以外では予後
はよかった。
　脳症の病型別の頻度はけいれん重積型脳症
（AESD）が最多であり，原因病原体ではイン
フルエンザ，HHV-6，ロタウイルスの順に多かっ
た。
　予後は病型により異なり，急性脳腫脹型脳症
（ASB），出血性ショック脳症（HSES），急性壊
死性脳症（ANE）では致死率が高かった。急
性脳症の場合ウイルス種別による病態の差は少
ないとされ，インフルエンザ脳症ガイドライン
公表後，治療の主軸として高サイトカイン血症
の抑制目的にメチルプレドニゾロンパルス療法
が行われるようになり，一部予後が改善された
と報告されている。当院の症例においても，ガ
イドラインに準じてパルス療法を行った症例で
は，最重症の病型である HSESの２症例以外で
は死亡例はなかった。しかし AESDでは，寝
たきりになるなど重度の後遺症を残す例がみら
れ，予後不良例がみられた。本疾患群の病態は
高サイトカイン血症が主体ではなく，けいれん
重積にともなうグルタミン酸の過剰放出が神経
細胞の遅発性壊死を惹起すると考えられてお
り，ステロイドパルス療法のみでは予後は改善
していない。この病態に対して，グルタミン酸，
フリーラジカルの除去など興奮性細胞傷害物質
の活性低下などの効果が期待できる脳低温療法
の有効性が複数の施設で報告されており，脳症
の診療においては本治療の導入を考慮しながら
治療を行う必要がある。また劇症の経過をとる
ANE，HSES，ABSでは診断時すでに手遅れの

表１　死亡例

インフルエンザ脳症ガイドライン公表後（2005年以降）
図11

インフルエンザ脳症ガイドライン公表以前（2004年以前）

年度 病　　型 原　　因
1992年 麻疹脳炎 麻疹
1993年 急性脳腫脹型脳症 不明
1993年 けいれん重績型脳症 不明
1994年 けいれん重績型脳症 不明
1994年 急性壊死性脳症 コクサッキー B2
1994年 けいれん重績型脳症 不明（テオフィリン？）
1997年 急性壊死性脳症 インフルエンザ A

1997年 出血性ショック脳症 インフルエンザ A

1999年 出血性ショック脳症 インフルエンザ A

1999年 出血性ショック脳症 インフルエンザ B

1999年 急性壊死性脳症 インフルエンザ B

2003年 分類不能 不明
2003年 急性脳腫脹型脳症 不明
2008年 出血性ショック脳症 不明
2010年 出血性ショック脳症 不明
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場合が多く，早期診断法と重症例に対応できる
施設への搬送体制の確立が必要である。
　今後は急性脳症の早期診断，重症度判定の指
標と，病態に応じた治療選択が重要である。

ADEM: acute disseminated encephalomyelitis

AERRPS: acute encephalitis refractory repetitive 

partial seizure

AESD: acute encephalopathy with biphasic seizures 

and late reduced diffusion 

ANE: acute necrotizing encephalopathy

HSES: hemorrhagic shock and encephalopathy 

syndrome

ABS: acute brain swelling

MERS: clinically mild encephalitis/encephalopathy 

with reversible splenial lesion
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　股関節はほぼ球形の大腿骨頭およびそれを覆
う寛骨臼（臼蓋）から形成される人体最大の球
関節であり，極めて自由度が大きく多くの荷重
に耐え得る関節である。寛骨臼縁は関節の安定
性に寄与する関節唇が取り巻いており寛骨臼内
下方では寛骨臼横靭帯に移行し，寛骨臼と大腿
骨は円靭帯と関節包およびそれを補強する腸骨
大腿靭帯，坐骨大腿靭帯，恥骨大腿靭帯により
つながっている。
　股関節に疼痛を生じる疾患には変形性股関節
症，大腿骨頭壊死症，関節リウマチをはじめと
して様々なものがあり，人工関節置換術や臼蓋
および大腿骨骨切り術の成績は以前から報告さ
れている。特に人工関節の分野では日々様々な
技術が開発されている。しかし，人工股関節は
あくまで人工物であり経年的劣化や摩耗，ゆる
みによる再置換術は避けられない。そこで今回
は低侵襲関節温存手術として近年になって広
まってきた股関節鏡手術，およびその対象疾患
で代表的な股関節唇損傷について概説する。
　股関節鏡視下手術は1930年代に本邦で化膿
性関節炎などに行われたのがはじまりであり，
1970年代までは世界をリードしていた。しかし
その後，欧米で広まり器械や手技が発展して対
象疾患が広まり，近年になって本邦でも再度注
目されてきている手術である。股関節鏡手術の
適応は非常に広範囲にわたりその中の一つに股
関節唇損傷がある（表１）。

　股関節唇は上述の通り寛骨臼周囲に付着して
おり，正常では臼蓋軟骨と段差を生じることな
く smoothに連続し大腿骨頭に対して吸盤のよ
うに働き関節液を保持するとともに股関節を安
定させている。また正常股では体重の１~２%

を支え，骨頭に対して臼蓋の被覆の浅い臼蓋形
成不全股という状態では股関節唇は肥大して体
重の４～11%を支える体重支持機構としての
役割もある1, 2）。
　股関節唇損傷の症状は股関節屈曲時の鼠径部
（股関節前方）の痛みが特徴的ではあるが，他
に臀部痛，股関節外側痛を生じることもあり，
単純Ｘ線のみでは診断がつかない股関節周囲の
痛みの多くが股関節唇損傷由来と考えられる。
　股関節唇損傷を引き起こす原因としては大
きく分けて骨格によるものと股関節の動きに
よるものがあり，骨格としては臼蓋形成不全
や Femoroacetabular impingement (FAI)がある3）。
FAIは臼蓋の過被覆によるものを pincer type，
大腿骨頸部の offset減少によるものを cam 

type，それら両方の存在するものを combined 

(mixed) typeと分類されており，この FAIとい
う概念の出現により2000年代に入り関節唇損傷
が今まで原因のはっきりしなかった股関節痛の
原因となっていると理解されてきている。股関
節の動きによるものとしてはしゃがみこみ動作
をはじめ股関節の屈曲を要する動作の多くが原
因となり，座位，階段昇降，スポーツ，性行為
など日常生活動作の多くが原因となり得る。
　股関節唇損傷の診断は上記のようなエピソー
ドの有無，Impingement test（図１）をはじめと
した理学所見，画像所見から行われ，特に高解

─ カンファレンス ─

成人の股関節疾患に対する治療

大　　島　　誠　　吾

JA尾道総合病院整形外科

表１　股関節鏡の適応
１）股関節唇損傷
２）軟骨損傷
３）遊離体
４）Perthes病遺残変形
５）弾発股
６）炎症性疾患：化膿性股関節炎　など
７）腫瘍性疾患：色素性絨毛結節性滑膜炎
　　　　　　　　滑膜性骨軟骨腫症　など
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像度のMRIは診断に不可欠である（図２）。
　股関節唇損傷に対する治療法は，大きく切開
して股関節を脱臼させて行う方法と股関節鏡で
行う方法がある。前者の利点としては股関節全
体を広く直視下に観察でき手技も容易であるこ
とが挙げられるが欠点として侵襲が大きいこ
と，軟骨損傷や大腿骨頭壊死など合併症が多
いことがある。一方，股関節鏡で行う方法は手
技に習熟が必要ではあるが，侵襲が少ないこと

や細かい観察が可能であることが利点としてあ
げられる。実際の股関節鏡手術は下肢を牽引し
て１㎝程度の皮膚切開を２～３か所に加え（図
３），滑膜炎の切除，断裂した関節唇の縫合あ
るいは部分切除，股関節唇に干渉する骨性隆起
の切除などを行う（図４）。

　今まで注目されていなかった股関節唇の治療
を行う理由は主に二つある。一つは画像診断が
進歩していない時代は股関節の関節内は膝など
他の関節に比べて画像診断が困難であったため
股関節痛があっても診断が出来ていなかっただ
けということと，もう一つは股関節唇損傷から
軟骨変性が生じ，それが進行して軟骨がすり減
り変形性関節症に至ることがわかってきたこ
と4, 5）である。近年では高解像度のMRIを用い
ることで股関節唇損傷の画像診断が可能となっ
ているが，軟骨の状態に関しては欠損の有無程
度は診断できても軟化や毛羽立ちなどの変性の
有無については通常は評価できない。手術中に
軟骨変性を認めた症例では手術成績が劣ること

図１　Impingement test
患側股関節屈曲、内転、内旋位

図２　3T MRI プロトン強調画像
→：関節唇損傷

プロトン強調画像

図３　手術体位

図４　関節内処置
股関節唇縫合 骨性隆起切除
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も報告されているため6, 7），術前に軟骨の状態
も把握することは重要である。そこで当科で
は，術前に3-tesla MRIを用いた T2 mappingと
いう MRI撮影法で軟骨変性を評価している。
T2 mappingとは水分量を反映する撮影法で，
軟骨変性に伴い軟骨のコラーゲン配列が乱れて
軟骨内の水分量が増加して T2値が延長するこ
とを利用して軟骨変性を数値として評価できる
MRI撮影法であり8），関節鏡所見と一致する（図
５）9）。この方法は非侵襲的かつ日常診療で用
いることができる撮影法であり手術適応の決定
や予後予測に活用し得る。

　股関節唇損傷に対する股関節鏡視下手術は前
述のとおり軟骨変性が存在する患者においては
成績が劣りはするものの除痛効果は十分あり，
関節唇損傷を修復することで股関節機能を改善
することが可能と考えられ，根治手術としては
もちろんのこと，人工関節置換術を少しでも遅
らせるための除痛手術としても有用と考える。
また，少しでも股関節機能が保たれた状態を維
持するためには股関節唇損傷を早期診断，早期
治療することは非常に重要であり，そのために
は股関節唇損傷が股関節痛や変形性股関節症の
原因となることが広く理解される必要がある。
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図５　MRI T2 mapping
正常　　　　　FAI combined type
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Ⅰ．は　じ　め　に

　大動脈解離とは大動脈壁が中膜のレベルで二
層に剥離し，動脈走行に沿ってある長さを持ち
二腔になった状態で，大動脈壁内に血流もしく
は血腫が存在する動的な病態である。もともと
ある血管内腔を真腔と呼び，新たにできた腔を
偽腔と呼ぶ。

　我が国では人口10万人あたり３人程度の発症
頻度であり，2008年の大動脈解離の手術件数は
約5013件で年々増加傾向にある。

Ⅱ．急性大動脈解離の歴史

　急性大動脈解離についての医学史上最初の
記述は1761年イタリアの解剖学者 Giovannni　
Battista　Morgagniによって記述された。

　1955年Michael Elias DeBakeyが最初の急性大
動脈解離の手術に成功した。彼自身も97歳にし
て急性大動脈解離に罹患し，自身が最も高齢に
して手術を受けた患者となったことは興味深い
エピソードである。

Ⅲ．急性大動脈解離の分類

　DeBakey分類と Stanford分類が有名である。

─ カンファレンス ─

大動脈解離をみのがさないために

森　　藤　　清　　彦

Giovannni Battista Morgagni

Michael Elias DeBakey

JA尾道総合病院心臓血管外科
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Stanford分類は上行大動脈に解離が及んでいれ
ば A型。DeBakey分類はエントリーの位置で
分類しており少し複雑である。

Ⅳ．大動脈解離の予後

　先人の努力により医学が発達した現代におい
ても大動脈解離はなお恐ろしい病気である。東
京都監察医務院が剖検を行った大動脈解離に
よる突然死1320例の発症からの時間経過を報
告によると突然死の61.4％は病院到着前に死亡
しており，到着から６時間以内に死亡した割
合も20％近くに上っている。そして93％が24
時間以内に死亡している。また，Constantine E. 

Anagnostopoulosらの報告によると，963例の大
動脈解離の自然経過を集計したところ，診断か
ら15分以内に82％が死亡，24時間で76％，48時
間で50％が死亡している。つまり大動脈解離を
見逃した場合，２日後に50％の患者が突然死し
てしまうということになる。見逃してしまえば，
致死率が高く，近年でも数件の訴訟がおきてい
る。

Ⅴ．大動脈解離の症状

　大動脈解離の診断が難しい理由としてその症
状が多彩であることがあげられる。

　胸背部痛以外にどのような症状が見られる
か，この表は Stanford A型，B型 の初期症状を
示している。胸背部痛が多いが，A型では意識
障害やCPAが，B型では腹痛が多くなっている。　
横浜市立みなと赤十字病院循環器内科の倉林 

らの報告によると，歩いて来院された患者が誤

診されやすく，意外にも，胸痛を訴える患者に
誤診が多い。意識障害で脳神経科の病院に入院
して数日後に解離が分かる症例もある。

Ⅵ．診断の進め方

　いかに診断をすすめていくか，大動脈解離の
ガイドラインを示す。Step１で以下の症状のい
ずれかがあれば可能性を考慮する。Step２でリ
スク評価。背景，痛みの性状，身体所見。そし
て Step３がリスクに基づく診断手順である。

　まず Step１について，どちらにしてもまず
疑わなければ始まらない。胸背部痛があれば大
動脈解離を疑うことはさほど困難ではない。そ
れ以外の症状，つまり意識消失，腹痛，腰痛，
下肢痛，これらが急性発症した時に大動脈解離
の可能性を考慮することが見逃さないためには
必要である。
　続いて Step２，患者背景は大事である，マ
ルファン症候群や，結合織疾患などがある場合
にはたとえ若年者であっても疑ってかからなけ
ればならない。つまり CTをとらなくてはいけ
ないということになる。痛みの性状については
突然発症した，裂けるような鋭い痛みは危な
い。ここで気をつけなければならないのは痛み
のピークは最初にくるため痛みが軽快している
からといって安心していると落とし穴にはまる
ことになる。身体所見については脈の消失，血
圧の左右差，巣上の神経症状などが挙げられて
いるが，決め手になるようなものはない。しか

表１　大動脈解離の治療指針（ACC/AHAガイドライン）

Step １　以下の症状のいずれかがあれば可能性を考慮する

・胸部，背部，腹部の疼痛　・失神　・虚血症状（脳神経，腹部臓器，心臓，四肢など）

Step ２　ベッドサイドのリスク評価

１　患者背景
・マルファン症候群
・結合織疾患
・大動脈疾患の家族歴
・大動脈弁疾患
・ 最近の大動脈への直
達操作

・胸部大動脈瘤の存在

２　痛みの性状
・ 突然の発症／強い痛
み
　なおかつ
・ 裂けるような鋭い痛
み

３　身体所見
・臓器虚血
　　脈の消失
　　血圧の左右差
　　巣状の神経症状
・ 新規の大動脈弁の逆
流性雑音
・ 低血圧またはショック状態

Step ３　リスクに基づく診断手順

低リスク群：リスク０
多臓器疾患が除外され，低
血圧または胸部 X線の縦
隔陰影の拡大があれば，大
動脈イメージングを施行

中間リスク群：リスク１
多臓器疾患（特に心筋
梗塞）が明らかでなけ
れば，大動脈イメージ
ングを施行

高リスク群：リスク２以上
即座に外科コンサルタ
ントを行い，大動脈イ
メージングを施行

（Circulation 2010; 121: e266-e369）
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し頭に入れておくと診断の助けになる。脈の有
無は頚動脈，橈骨動脈，大腿動脈でチェックす
る。血圧の左右差は20mmHg以上とする。そし
て Step３のリスクに基づく診断手順を行うこ
ととなる。

Ⅶ．採血（D- ダイマー）について

　近年急性大動脈解離の診断に D-ダイマーの
利用価値が高いことが報告されている。D-ダ
イマーはフィブリンの代謝産物で血栓形成を反
映するので急性肺動脈血栓などの診断にも利用
されているが，これが大動脈解離になっていれ
ばほぼ上昇している。その感度は99％～ 100％
とも報告されている。

Ⅷ．心　　電　　図

　大動脈解離に典型的な心電図所見はないが，
Stanford A型大動脈解離の患者のうち17％は心
電図上虚血を示し５％は ST上昇型心筋梗塞の
所見を示す（JAMA　2000；283：897－903）。
心筋梗塞と診断しても大動脈解離の可能性が
残っていることには注意が必要である。

Ⅸ．胸部単純レントゲン

　上縦隔の拡大，胸水の貯留が大動脈解離を疑
う所見として有名である。しかし下行大動脈の
限局性解離や，上行大動脈が解離しても大動脈
径自体が太くなっていない場合に胸部レントゲ
ンは変化しない。縦隔の拡大は大動脈解離患者
の60％程度に認められると言われている。

Ⅹ．超 音 波 検 査

　ベッドサイドで簡易に使えるため，救急外来
で診察する時には有用である。心エコーで心嚢
液貯留や上行大動脈の拡大やフラップ像から解
離が診断可能な場合がある。腹部エコーでも腹
部大動脈の解離が診断できることがある。頚動
脈エコーでの血流の評価，フラップの有無など
も評価できる。

Ⅺ．CT　 画　 像

　なんといっても CTが一番わかりやすい。感
度90％以上，特異度85％以上。

　造影 CTでは偽腔の開存の有無まではっきり
とわかる。腎機能が低下しているなど造影 CT

がためらわれる場合にはまず単純 CTを撮影。
心嚢液の貯留，大動脈径の拡大，石灰化の場所
などの情報は得られる。

腹部エコーにおける腹部大動脈解離のフラップ像
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Ⅻ．ま　　と　　め

　急性大動脈解離は診断が困難であり，みのが
せば突然死にもつながる重篤な疾患である。急
性大動脈解離を見逃さないための今回の提言
は，以下のとおりである。まず大動脈解離を疑
うこと。血液検査で Dダイマーを測定してみ
ること。超音波で血管を診てみること。少しで
も疑えば，CTを撮影すること。以上日常診療
の一助になれば幸いである。
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Ⅰ．は　じ　め　に

　2013年５月，アメリカの女優，アンジェリー
ナ・ジョリーが，自分に BRCA遺伝子異常が
あることを公表し，乳がんに罹患する前に予防
的乳房切除術と乳房再建手術を受けたことを告
白した。このニュースへの反響は大きく，各
メディアが挙って乳がんについての特集を組ん
だ。
　アンジェリーナ・ジョリーは，母親が卵巣が
んと闘った末に56歳で亡くなったことを明か
し，それをきっかけに自分の遺伝子を調べる決
心をしたのだという。BRCA遺伝子はがん抑制
遺伝子で，DNA損傷の修復に深く関わってい
る。
　もし自分に BRCA遺伝子の異常があるとわ
かたとき，あなたは予防的乳房切除術を受ける
だろうか。
　この稿では，乳がんや卵巣がんに関連する
BRCAという遺伝子について考察する。日本の
遺伝子診療は，アメリカに大きく遅れをとって
いる。現状を把握した上で，今後の日本での遺
伝子診療のあり方を考える。

Ⅱ．なぜがんができるのか

　がん化の原因にはいろいろな因子がある。食
生活，運動不足，放射線，タバコ，ストレス，
ウィルス，炎症，紫外線，などいろいろな環境
因子により，遺伝子のアクセルやブレーキに異
常が起こることが，がん化の原因と考えられて
いる（図１）。遺伝子のアクセルやブレーキに
異常が起こることは，体の中では頻繁に起こっ
ている。体の中には遺伝子の異常を修復する機

構も備わっており，この修復機構を制御してい
るのが，がん抑制遺伝子である。BRCA遺伝子
はがん抑制遺伝子の一種であり，BRCA遺伝子
に異常があるひとでは，遺伝子の修復がうまく
いかず，乳がんや卵巣がんを発症しやすいこと
がわかっている。

Ⅲ．遺伝性乳がん卵巣がん症候群

　BRCA遺伝子に異常がなく発生する乳がんを
散発性乳がんと呼ぶ。95％の乳がんは散発性乳
がんであるが，残りの５％の乳がんは生まれつ
きの遺伝子異常が原因で発生すると言われてい
る。これを遺伝性乳がんと定義し（図２），散
発性乳がんと区別している。遺伝性乳がん患
者には卵巣がんの発症リスクもあり，遺伝性
乳がん卵巣がん症候群（Hereditary Breast and 

Ovarian Cancer Syndrome (HBOC)）と呼ばれる。
その原因となる遺伝子に BRCA遺伝子が同定
されている。BRCAには，BRCA1と BRCA2が

─ 連携フォーラム ─

アンジェリーナ・ジョリーと BRCAと
遺伝性乳がん卵巣がん症候群

佐 々 田　　達　　成

図１

JA尾道総合病院乳腺外科
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あり，ともに DNA損傷修復や転写調節に関与
する遺伝子である。生まれつきこの BRCA遺
伝子に異常があると，一生のうちに乳がんを発
症する確率が80％以上あると言われている1）。
アンジェリーナ・ジョリーは自分がこの遺伝性
乳がん卵巣がん症候群に該当するため，予防的
に乳房を切除したことを全世界に告げた。
　BRCA遺伝子に異常があると，
１）血縁の中に乳がんや卵巣がんを発症するひ
とがたくさんいる。
２）40歳以下で乳がんになることがある。
３）両方の乳房に乳がんを発症することがあ
る。
４）乳がんと卵巣がんを発症することがある。
５）男性が乳がんになることがある。
などの特徴がみられる。

Ⅳ．BRCA異常が遺伝する確率は50％

　図３に BRCA遺伝子に異常がみられる一家

系を示す。男性は□，女性を○で示す。黒く塗
りつぶした（■，●）のは検査の結果，BRCA

遺伝子の異常が見つかった患者である。Cの55
歳女性が乳がんと診断されたときには，既に A

の母が75歳で，Bの姉が45歳で乳がんを発症し
ており，遺伝性乳がんが強く疑われた。
　遺伝子検査を A，B，Cの３人に実施し，３
人全員に BRCA遺伝子の異常を認めた。その
後，Bの娘である Dが39歳で乳がんを発症し，
Dにも遺伝子検査で BRCA異常があることが
わかった。未発症であるが，Cの息子である E

に遺伝子検査を実施し，BRCA異常を持ってい
ることがわかっている。
　このように，血縁の中に乳がんを発症したひ
とがたくさん居る家系においては，BRCA遺伝
子の異常を疑い，乳がん発症者に対して遺伝子
検査を実施する。BRCA異常は常染色体優性遺
伝で，その異常が親から子に伝わる確率は50％
である。

Ⅴ．BRCA遺伝子検査

　広島県内では，広島大学病院遺伝子診療部で
BRCAの検査を受けることができる。検査の対
象（図４）となるのは，既に乳がんを発症した
ひとのなかで，
１）40歳未満の乳がん
２）両方の乳房に乳がん
３）血縁のなかに，本人を含めて３人以上の乳
がん
４）乳がんと卵巣がん
５）男性乳がん
６）トリプルネガティブ乳がん
　上記のいずれかに当てはまる人に，当科では
BRCA遺伝子異常の可能性を説明し，広島大学
病院遺伝子診療部の受診を勧めている。ただし，
BRCA検査は人間の遺伝情報に関する検査なの
で，検査の前には臨床遺伝専門医による遺伝カ
ウンセリングが必須となる（血縁の家族を含め
て）。また，遺伝子検査は結果に対して自分自
身で責任をとることのできる20歳以上の症例に
限定するのが一般的である。検査は，血液を７
ml採取し，BRCA遺伝子の全配列を調べるこ図３

図２
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とで，異常の有無がわかる。検査は保険診療の
対象外となり，全額自己負担となる。
　BRCA遺伝子検査は既に乳がんを発症したひ
とが対象となる。因みに，アンジェリーナ・ジョ
リーは未だ乳がんを発症していないにも関わら
ず，BRCA遺伝子検査を受けている。本来であ
れば既にがんを発症している母親の血液を採取
し，BRCA遺伝子を調べるべきであったが，母
親が亡くなっているために，血液が採取できず，
やむを得ず未発症のアンジェリーナ・ジョリー
が BRCA遺伝子検査を受けたと言われている。

Ⅵ．BRCA遺伝子異常がみつかったら

　もし BRCA遺伝子に異常が見つかった場合，
一生のうちに乳がんを発症する可能性は80％以
上と言われている。健常女性と比較して10倍以
上も乳がん発症リスクが高いと言える。既に乳
がんを発症しておりBRCA遺伝子異常がわかっ
た場合も，対側の乳房に乳がんが発症するリス
クが高い。現在のところ，以下の様な対処法が
考えられている。
ⅰ）予防的乳房切除術
　乳がんを発症する前に，正常な乳腺を切除す
る方法である。乳がんのリスクを80％以上から
５％まで減らすことができる。実際にアメリカ
では乳頭乳輪部を残した皮下乳腺全摘術2）が行
われている。乳頭乳輪部を残すため，一部の乳
腺が残存する。乳がんの発症リスクは０％にな
らない。

ⅱ）予防的卵巣切除
　卵巣がんや乳がんを発症する前に，両側の卵
巣を切除する方法である。卵巣がんの発症リス
クを約80％低下させる。また，乳がん発症リス
クも約50％低減させることができる。
ⅲ）予防的にタモキシフェンを内服
　予防的にタモキシフェンを内服することによ
り，乳がん発症リスクが減少することは確実で
ある3）。
　日本では，保険制度上，予防的乳房／卵巣切
除術を行うことは不可能で，わずかに限られた
施設で，院内倫理員会の承認をえて自費で治
療を行なっている状況である。予防的タモキシ
フェンの内服はアメリカの NCCNのガイドラ
インでも推奨されている4）。しかし，日本にお
いて未発症のひとに保険診療でタモキシフェン
を処方することは不可能である。
　乳がんや卵巣がんを未発症のひとに BRCA

異常がみつかった場合（保因者と呼ぶ）には，
25歳から頻繁に乳がんや卵巣がんのスクリーニ
ング検査を行う。図５に挙げるように，一年に
一度のマンモグラフィ検査，半年に一度の乳房
超音波検査，一年に一度の乳房MRI検査が推
奨されている。また，卵巣がんの早期発見は難
しいと言われているが，経膣超音波と腫瘍マー
カー（CA125）検査を３ヶ月に一度行うことが
推奨されている。

図５

図４
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Ⅶ．お　わ　り　に

　BRCA遺伝子変異の有無を調べることで，乳
がん・卵巣がんの発がんを予測することができ
る。さらに，この情報をもとに，患者さん本人
だけではなくその血縁者も有益な遺伝情報を知
ることができる。BRCA遺伝子検査は，乳がん・
卵巣がんの早期発見・早期治療を目指す。この
ような遺伝子異常が存在することを広く世間に
認知して貰いたい。
　アメリカでは，遺伝子検査に対するハードル
が低く，遺伝子検査は日常診療のひとつとして
行われている。一方日本では，遺伝子検査に対
する抵抗や偏見がつよく，世間一般に受け入れ
られる土壌が整っていない。また，遺伝子異常
がある場合，結婚や就職，民間保険の加入に全
く支障がないと言い切れない。
　今後は BRCA遺伝子異常が正しく国民に認
知され，日本でも遺伝子検査，予防的乳房／卵
巣切除術やタモキシフェンの予防投与が，保険
診療で行える制度の確立を願う。
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Ⅰ．は　じ　め　に

　肺原発多形癌は稀な腫瘍であり，全肺腫瘍の
0.1～0.3%とされ，1999年のWHO分類で初め
て肺癌の組織亜型として定義された1）。肺原発
多形癌は，近年その報告例が増加している。こ
れまでの報告において，多形癌は急速な腫瘍の
増大と，早期から周囲臓器への浸潤あるいは遠
隔臓器への転移傾向を示し，その予後はきわめ
て不良とされている。今回われわれは，急速な
腫瘍の増加をきたし初診からわずか８週間で死
亡に至り，剖検にて肺原発多形癌の診断を得た
１例を経験したので報告する。

Ⅱ．症　　　　　例

【患者】60代，男性。
【主訴】発熱，全身倦怠感
【既往歴】特記事項なし
【生活歴】喫煙：20本/日ｘ45年　飲酒：なし
【職歴】イベント計画の自営業
【現病歴】半年前より微熱と両膝痛を主訴に前
医整形外科を受診し，WBC，CRPの上昇を認め，
NSAIDs内服にて対症療法が行われた。症状は
徐々に改善したが，３か月前より食事摂取困難
となり半年間で５㎏の体重減少，咳・痰などの
症状を認めた。前医での血液検査にて改善見ら
れず精査目的に20ＸＸ年８月８日，当院紹介受
診となった。
【初診時現症】身長165cm，体重60kg，血圧
114/60mmHg，脈拍84回 /分・整，体温37.7℃，
SpO2 93%（室内気）。頭頸部：貧血・黄疸なし，
表在リンパ節触知せず。胸部：右肺で呼吸音減
弱，心雑音は聴取せず。腹部：特記すべき所見
なし。四肢：ばち指なし。浮腫なし。神経学的

所見：特記すべき所見なし。
【初診時検査所見】
血液生化学検査（表１）：WBC13,900/µL（Neu 

77%, Lym 12.7%），CRP23.91mg/dLと炎症反応
の上昇，Hb12.2g/dLと軽度の貧血，Plt 67.2×
10⁴/µLと増加を認めた。肝胆道系酵素は正常で
あったが，LDH 1425IU/Lと高値を示し，BUN 

25.6mg/dL, CRE 1.43mg/dLと軽度の腎機能低下
を認めた。Na129mEq/Lと低値であった。CRP 

23.91mg/dLと炎症反応は高値を示した。

　腫瘍マーカーは CEA 2.2ng/mL, SYFRA 2.3ng/

mL, Pro-GRP 36.7pg/mLといずれも正常範囲内
であった。

─ C　P　C ─
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急激な経過を辿った肺腫瘍の１例

池本　珠莉1・上野沙弥香2・風呂中　修2・則行　敏生3・米原　修治4

表１　初診時血液検査所見

WBC 13900 /μL ALB 2.6 g/dL

RBC 431×104 /μL Amy 213 IU/L

Hb 12.2 g/dL TP 7.8 g/dL

Ht 38.1 ％ BUN 25.6 mg/dL

Plt 67.2×104 /μL CRE 1.43 mg/dL

％Ne 77 ％ Na 129 mEq/L

％Ly 12.7 ％ K 4.6 mEq/L

T－Bil 0.53 mg/dL Cl 92 mEq/L

GOT 15 IU/L CRP 23.91 mg/dL

GPT 9 IU/L FBS 103 mg/dL

ALP 261 IU/L HbA1c 6.0 ％

γ－GTP 31 IU/L CEA 2.2 Ng/mL

LDH 1425 IU/L SYFRA 2.3 Ng/mL

CHE 158 IU/L Pro－GRP 36.7 Pg/mL
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　胸部 X線写真（図１）：右上肺野全体を占め
る150mm×100mmの巨大腫瘤影を認めた。左
肺は特に異常を認めなかった。
　胸部単純 CT（図２）：右上葉に含気を含む
150mm×100mm×90mmの腫瘤を認めた。リ
ンパ節の腫脹は認めなかった。
　気管支鏡検査：右主気管支の狭小化が見られ
たが，気管支粘膜の表面は平滑であった。右
B1よりブラシにて擦過したところ，易出血性
であったため同部位を生理食塩水で洗浄，回収
し病理検査に提出した。細胞診はクラスⅡで，
異型細胞を認めなかった。

　PET-CT（図３）：右肺腫瘤に SUV-MAX27.0
の集積を認めた。内部には FDGの取り込みの
ない部分も認められた。肺野以外に異常集積を
認めなかった。
　頭部 CT：特記すべき所見なし。

　胸腹部造影 CT（図４）：初診より３週間後
に施行された造影 CTでは，右肺腫瘍は178mm

×105mm×144mmに増大し，内部に不均一な
造影効果を認めた。また縦隔リンパ節腫脹，右
胸水の貯留を認めた。縦隔のリンパ節の腫脹は
10mm未満であったため，炎症性の反応と判断
した。

【臨床経過】
　以上より，原発性肺癌疑い cT3N0M0 stageⅡ
Bとし，右上葉切除術の予定となった。仕事の
都合により初診から診断までに８週間を要し，
さらに同様の理由にて手術予定は診断から２週

図１　初診時胸部レントゲン写真
右上肺野に150mm×100mmの腫瘤性病変あり。
左肺野はやや透過性の亢進を認めた。

図２　初診時胸部単純CT
右上葉に150mm×100mm×90mmの内部に含気を
認める腫瘤性病変あり。

図３　PET-CT
右肺腫瘤にSUV-MAX　27.0の集積を認めた。
内部には FDGの取り込みのない部分も見られた。

図４　胸部造影CT
腫瘍径は178mm ×105mm ×144mm とさらに増大
し，造影にて内部が不均一であった。
縦隔リンパ節の腫脹（左中矢印）と同側胸水の貯
留（左下矢印）を認めた。
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間後となった。
　手術予定の１週間前，右胸背部痛を認め，起
立困難になったため当院に救急搬送され，同日
入院となった。処方されていた抗生剤，鎮痛
剤，ステロイド，オキシコンチンの内服はでき
ていなかった。その際の血液検査では（表２），

WBC 31,700/µL，CRP 14.73mg/dLと炎症反応の
上昇，Plt 63.8×104，LDH 2551IU/Lと著明な
高値を認めた。BUN 20.4mg/dL，CRE 1.57mg/

dLと腎機能低下，Na 128mEq/Lと低 Na血症を
認めた。胸部 X線写真では（図５），右上葉の

腫瘍径は150mm×220mmであり，初診時の胸
部 X線と比較しわずか７週間で急激な増大を
示した。
　入院後，食事摂取量は１割程度であり，脱
水症の治療のため2500mL程度の補液を行っ
た。腫瘍による肋骨への直接浸潤の精査目的
に胸腹部造影 CTを施行した。右肺の腫瘍はさ
らに150mm×220mm×150mmに増大し，主気
管支を直接圧迫し，胸壁への直接浸潤を認め
た。また両側の腎臓の腫大，造影効果が乏し
い所見のため（図６）施行された血液検査で，
BUN49.6mg/dL，CRE 4.86mg/dLと入院時より
腎機能障害の増悪を認めた。腎不全状態と判断，
手術は中止とし，全身管理に治療方針を変更し
た。その後も腎機能低下は進行し，第３病日よ
り尿量減少のためフロセミドを投与するも尿量
確保困難であった。呼吸状態の悪化も見られ，
メチルプレドニゾロンを投与するも改善なく，
ハロペリドール投与にて間欠的に鎮静を行っ
た。その後も呼吸困難は増強するため，第５病
日よりミダゾラムによる持続的鎮静を開始し，
第７病日に死亡となった。死亡日の血液検査所
見は BUN 109.3mg/dL，CRE 10.43mg/dLと著明
な腎機能低下を認めた。入院後の血液検査所見
の推移を表３に示す。

図６　入院経過時胸腹部造影CT
右肺腫瘍の増大，右胸壁への直接浸潤，縦隔リン
パ節の腫脹を認めた。
両側腎臓の腫大を認め，腎臓の造影効果は乏しかっ
た。

表２　救急搬送時と搬送前直近の血液検査所見

9月24日（救急搬送時）
WBC 31700 /μL

RBC 418×104 /μL

Hb 12.2 g/dL

Ht 36.9 ％
Plt 63.8×104 /μL

％Ne 84.1 ％
LDH 2551 IU/L

BUN 20.4 mg/dL

CRE 1.57 mg/dL

Na 128 mEq/L

K 4.9 mEq/L

Cl 92 IamEq/LU/L

CRP 14.73 mg/dL

図５　救急搬送時胸部レントゲン写真
右上肺野の腫瘍径は150mm×220mm
左図初診時と比べ７週間で腫瘍の急激な増大を認
めた。



─ 46 ─

厚生連尾道総合病院医報

Ⅲ．病理解剖所見

　剖検時，右肺重量1940gで，上葉は15×13×
10cm大の灰白色壊死性の腫瘍に置換され，腫
瘍は肺尖部で胸壁軟部組織に浸潤していた。組
織学的には大細胞癌に一致する大細胞のびま
ん性の増殖に加え，奇怪な核をもつ巨細胞のび
まん性の増殖よりなり，ごく一部で紡錘形の腫
瘍の細胞の錯綜性増殖を伴った。腫瘍は高度
の壊死を伴っていた（図７）。免疫組織化学的
染色では，腫瘍細胞は cytokeratin AE1/AE3のび
まん性の陽性所見を認め，cytokeratin 34β E12
は一部陽性，PE-10は一部陽性，vimentinはび
まん性の陽性所見を認めた。明らかな腺癌や
扁平上皮癌の成分は認めなかった。以上より
Pleomorphic carcinomaとみなした。腫瘍の転移
は認めず，胸壁への直接浸潤を認めた。肺内毛
細血管には PTAH染色陽性の fibrin血栓の形成
を認め，DICの存在が示唆された。右肺下葉に
は高度の急性うっ血水腫を認めた。
　左肺は重量576gで，上葉には小葉中心性肺
気腫を認め，下葉には高度の急性うっ血水腫を
認めた。
　腎は重量，右188g，左208gであり，肉眼的
には皮質は蒼白で，髄質は暗赤色を呈してお
り，ショック腎の肉眼像であった。組織学的に

表３　血液検査所見の入院経過

9月26日 9月28日 9月29日 9月30日 10月1日（死亡日）
WBC 35830 23000 21500 23800 26200 /μL

RBC 355×104 394×104 397×104 366×104 361×104 /μL

Hb 9.9 11.4 11.5 10.5 10.0 /dL

Ht 31.2 35.2 35.2 32.6 32.3 ％
Plt 53.4×104 53.1×104 52.4×104 52.4×104 40.1×104 /μL

AST 153 93 110 30 25 IU/L

ALT 92 111 196 85 75 IU/L

LDH 4400 ＊＊＊ 4159 3575 3349 mg/dL

BUN 49.6 64.2 80.0 94.7 109.3 mg/dL

CRE 4.86 6.97 7.94 9.07 10.43 mg/dL

Na 127 121 120 120 121 mEq/dL

K 5.7 6.2 6.4 6.9 7.3 mEq/dL

Cl 93 90 89 88 89 mEq/dL

CRP 25.67 19.44 14.68 8.54 6.99 mg/dL

は集合管内に色素円柱を認め，下部ネフロンネ
フローゼの像であった（図８）。
　直接死因としては，急性腎不全と考えられた。

図７  A：肺の肉眼所見（ホルマリン固定後），B：
右肺上葉のHE染色（弱拡大），C：右肺上
葉のHE染色（強拡大），D：右肺上葉の肺
内毛細血管（PATH染色）

Ａ：  右肺上葉は15×13×10cm 大の灰白色壊死性の
腫瘍に置換されていた。

Ｂ：肺胞構造は破壊され，腫瘍細胞の増殖を認めた。
Ｃ： 奇怪な核を持つ巨細胞のびまん性の増殖を認め
た。

Ｄ：肺内毛細血管に fibrin 血栓の形成を認めた。
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Ⅳ．考　　　　　察

　多形癌は肺原発悪性腫瘍の0.1～0.3%と比較
的稀な腫瘍であり，当初 Fishbackらにより提
唱され，1999年に第３版が出版されたWHOの
Histological Typing of Lung and Pleural Tumours

において初めて正式に分類された組織型であ
る2）。分類では紡錘細胞癌は扁平上皮癌の亜型
とされ，巨細胞癌は大細胞癌の亜型として分類
されていたが，新WHO分類ではこれらを多形
癌として一括し，多形癌は非小細胞癌で紡錘細
胞あるいは巨細胞が腫瘍の10％以上を占める腫
瘍と定義された3）。従来は扁平上皮癌や大細胞
癌と考えられていた症例の中には，現在の分類
では多形癌の定義に当てはまる症例も存在して
いたと推測される。紡錘細胞癌は紡錘細胞のみ
からなる場合に，巨細胞癌は巨細胞のみからな
る場合に限定され確定診断には cyotokeratinや
他の上皮性マーカーの免疫組織化学的染色が必
要である3）。
　本腫瘍の疫学は，発症年齢35～83歳（平均62
歳），男女比2.7：１で92%に喫煙歴があると報
告されている。また，５年生存率は約12%，平
均生存期間は10か月と予後不良である。腫瘍の

局在は68.9%が上葉に好発し，そのうち72.5%
が右肺に発生する。初診時の腫瘍径は約70mm，
腫瘍内に占める壊死部分の割合は約30％と報告
されている2）。本症例では，年齢，喫煙歴，腫
瘍の局在など多くの点が疫学的に合致してい
た。
　肺多形癌では，紡錘細胞や巨細胞の同定が診
断に必須である。これまでの組織学的な検討に
よる報告では，紡錘細胞と巨細胞を共に含むも
のは38.5%，紡錘細胞のみは38.5%，巨細胞の
みは23%であるとされ，併存する非小細胞癌
の組織型は，腺癌が45%，大細胞癌が25%，扁
平上皮癌が８%である2）。多型癌の診断は，腫
瘍内の肉腫成分と上皮性腫瘍細胞成分の存在を
証明する必要があり，細胞診で採取した検体で
は上記を説明できない場合，多形癌の診断に至
らない。
　本症例の主訴は発熱と全身倦怠感であった。
多形癌は進行が早く，胸壁への浸潤傾向も強い
ことより，初発症状としては胸痛や咳嗽が多い。
Mochizukiらの報告では70例の肺多形癌のうち，
喀血は49%，咳嗽は46%，胸痛・背部痛は14%
に認められており，発熱及び体重減少は３%と
その頻度は低い5）。Fishbackらも，78例の肺多
形癌をまとめ，胸痛は30%，咳嗽は19%の症例
に認められていると報告し，体重減少は12%，
発熱は５%と比較的少ない2）。本例も，当初は
持続する発熱と炎症反応の上昇として鑑別を要
したが，このような発症形式の肺多形癌を含め
て，肺癌を念頭に置くことが必要と考える。
　本症例の直接死因は急性腎不全であったが，
急性腎不全に至った経緯について①脱水症によ
る腎前性腎不全，② DIC，微小血栓による腎性
腎不全の可能性を考えた。前者では，腫瘍の進
行に伴う全身状態の悪化により，経口摂取量が
低下，血管内脱水から腎血流の低下を引き起こ
し腎機能が悪化し，また CT撮影時の造影剤の
投与によりさらに急激な腎機能の悪化を来した
可能性を考えた。後者では，右肺の剖検組織に
おいて，血管内へのフィブリン沈着が高度に見
られ，DIC傾向にあったものと考えられた。剖
検時，腎糸球体にはフィブリン血栓は認めてい

図８  A：腎の肉眼所見（ホルマリン固定後），B：
腎糸球体（HE 染色，強拡大），C：腎集合
管（HE染色，強拡大）

Ａ： 右腎188g，左腎208g，皮質は蒼白で髄質は暗
赤色を呈した。

Ｂ：糸球体の構造は比較的保たれていた。
Ｃ：集合管内に色素円柱を認めた。
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ないが，DICの剖検例の80％には，いずれかの
臓器に血栓が証明されるが，複数の臓器におけ
る血栓の証明率は50％程度であるとされ，約半
数の症例では複数臓器に血栓が認められないと
される6）。一般的な理由としては基礎疾患の種
類に応じて，病態や組織所見が多彩であること，
既に DICに対する治療としてヘパリン，アン
チトロンビンやメシル酸ガベキサート等の凝
固・腺溶系動態を変化させる薬剤が使用されて
いること，さらに発症から死亡，死亡から剖検
までの時間経過による影響などが考えられる。
本症例は DICの治療は行っていないが，発症
から死亡までが急激であったことなどが剖検時
に腎にフィブリン血栓が証明されていない理由
として挙げられる。また，腫瘍による悪液質が
腎不全の進行に拍車をかけた可能性も示唆され
た。
　本症例は持続する炎症反応の上昇で当院に紹
介されたが，炎症反応が上昇した原因は巨大腫
瘍により腫瘍の中心部が壊死に陥っていたこと
が原因と考えられた。腫瘍内の広範な壊死が組
織の破壊とマクロファージの活性化を引き起こ
し，炎症性サイトカインを誘導，高サイトカイ
ン血症が白血球や血小板の活性化，循環障害を
引き起こしたことが今回の病態（図９）である
と考えた6）。一般的な経過として，循環障害の
惹起から血管内皮細胞障害や血液凝固・線溶系
の異常を引き起こし，細胞死や DIC状態を誘
導さらには多臓器不全状態に陥るとされる。右
肺の病理所見にて，肺内毛細血管に fibrin血栓

の形成を認めた所見も，以上の過程により限局
的に DICが惹起された可能性があると考えら
れる。
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図９　本症例の病態
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Ⅰ．は　じ　め　に

　食道癌肉腫は50－60代の男性に好発し1），食
道の上皮性悪性腫瘍の中で１%未満～２%程
度2）と比較的まれな悪性腫瘍であり，時に急激
に増大する症例が報告されている3-4）。我々は，
食道癌肉腫による気管圧排で呼吸困難をきた
し，また抗癌剤開始直後にショック状態となり，
死亡した症例を病理解剖する機会を得ることが
できたので報告する。

Ⅱ．症　　　　　例

【患者】70歳代　男性
【主訴】嚥下障害，呼吸困難
【家族歴】特になし
【既往歴】肺癌，十二指腸潰瘍，高血圧
【生活歴】喫煙：20本×50年　飲酒歴：ビール
350ml，焼酎１合
【現病歴】平成 X年３月，胃部不快感を認めた
ため，近医にて上部消化管内視鏡検査を施行さ
れたが，有意な異常所見は指摘されなかった
（図１）。同年10月上旬より嚥下困難が出現し，
11月上旬には症状が増悪し食事が摂れなくなっ
た。同院にて再度，上部消化管内視鏡検査施行
され，食道腫瘍を指摘された（後に生検にて扁
平上皮癌と診断された：図２）。11月22日当院

内科紹介初診となり，11月25日に CT撮影され，
後日再診予定となっていた。11月26日，患者は
呼吸困難を訴え，再度近医を受診し加療を受け
たが SpO2が89%まで低下したため，当院救急
外来受診し，同日入院となった。

【来院時現症】
　 血 圧134/91mmHg， 心 拍 数97bpm， 体 温
36.7℃，SpO2 97%
　咳嗽あり，喀痰あり，呼吸困難感あり，起座
呼吸を認めた。

【来院時検査所見】
　血液検査（表１）：紹介受診時の11月22日に
は WBC16700/μl，CRP4.26mg/dl と炎症マー
カーは上昇し，CHE121IU/l，TP6.2g/dl，Alb 

2.9g/dlと低栄養状態を認めた。腫瘍マーカー

─ C　P　C ─

急激な経過をたどった食道腫瘍の１例
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図２
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は CEA，CA19-9共に陰性で SCCは測定されて
いなかった。救急外来受診時の11月26日には，
WBC21100/μl，CRP4.77mg/dlと炎症所見は軽
度悪化していた。BNPは55.6pg/mlであり，胸
部単純写真の所見と合わせても心不全による呼
吸困難は否定的と考えられた。
　心電図：洞調律，心拍数94bpm，narrow 

QRS，ST変化は認めなかった。

　胸部単純写真：心胸郭比42%で，心拡大，
肺うっ血の所見は認めなかった。縦隔右側に食
道腫瘍と考えられる陰影を認めた。また，両側
に少量の胸水貯留を認めた。

　造影 CT検査（図３）：腫瘍は頸部食道の下
部から胸部中部食道まで認められた。腫瘍は食
道腔内に突出し，食道壁は全周性に肥厚してお
り，厚さは15mm～25mm程度，腫瘍の大きさ

は13×6.1×4.8cmで食道はほぼ閉塞していた。
気管分岐部の高さでは，気管は腫瘍により著明
に圧排されており，気管左側に10mm大のリン
パ節腫脹を認めた。遠隔転移は認めなかった。

【臨床経過】
　CTの所見より，腫瘍は気管浸潤しており，
気管左側のリンパ節は転移によるものと判断
し，cT4N1M0stageⅣ aと診断した。腫瘍切除
は難しいと判断し，60Gy/30分割照射と5-FU，
ネダプラチン（以下，NDP）での放射線化学療
法で加療する方針となった。嚥下困難，低栄養
に対しては，経皮内視鏡的胃瘻造設術（以下，
PEG）施行が予定された。呼吸困難，喘鳴に対
しては，症状緩和目的にモルヒネ持続皮下注が
行われ，呼吸困難感は改善したが，起座呼吸は
継続した。11月29日より放射線照射が開始され
たが，リニアックへの移動中から呼吸困難感を
認め，照射中にも呼吸促迫，チアノーゼを生じ
たため，モルヒネ追加投与と酸素を５L/minで
投与することで，照射を行うことができた。11
月30日，PEG施行のため，ストレッチャーに
移乗した際に状態が悪化し，SpO2が95%から
78%まで低下し，意識レベルの低下も認めた
ため，PEGは中止となった。酸素化の悪化は
腫瘍による気道閉塞と考え，メチルプレドニゾ
ロン125mgが投与され，酸素化，意識は共に
回復した。翌日より，メチルプレドニゾロン
500mgを３日間投与し，放射性肺臓炎の予防目
的にベタメタゾン８mg/dayが連日投与された。

表１　血液検査成績

11月22日 11月26日 11月30日 12月5日
WBC 16700 21100 14800 10900 /μl

Hb 12.8 11.8 10.8 10.6 g/dl

Plt 27.4 23.5 16.9 18.6 ×104/μl

PT（活性） 90 0.49 0.48 ％
PT－INR 1.04
APTT 28.3 sec

D－dimer 0.9 μg/ml

T－Bil 0.34 0.49 0.48 mg/dl

AST 18 16 17 75 IU/l

ALT 12 11 13 19 IU/l

ALP 256 254 256 28 IU/l

γ－GTP 26 24 27 75 IU/l

LDH 158 174 201 198 IU/l

CHE 121 113 101 104 IU/l

TP 6.2 5.8 5.5 5.4 g/dl

Alb 2.9 2.6 2.4 2.6 g/dl

BUN 12.2 12.7 0.77 19.5 mg/dl

Cr 0.97 0.87 0.68 0.67 mg/dl

CRP 4.26 4.77 4.40 2.79 mg/dl

BNP 55.6 pg/ml

Na 143 138 138 136 mEq/dl

K 3.4 4.3 4.3 4.6 mEq/dl

Cl 98 97 97 95 mEq/dl

CEA 2.4 ng/ml

CA19－9 4.2 U/ml

図３
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12月５日，5-FU+NDPによる化学療法が開始
され，NDP投与開始から10分後に突如喘鳴が
出現し，血圧は60/54mmHg，SpO2は89%となり，
冷汗が著明で，チアノーゼ，意識障害も出現し，
10秒程度の呼吸停止がみられるなど急激な状態
悪化を認めた。気道閉塞の可能性を考え，酸素
10L/min，メチルプレドニゾロン500mgが投与
され，後に酸素化，意識状態の改善を認めた。
一時は呼びかけに反応し，疼痛を訴える程度に
まで意識状態は改善し，血圧も100mmHg台ま
で上昇したが，血圧が再度低下し測定不能とな
り，意識レベルの低下を認め，４時間後に死亡
された。

Ⅲ．autopsy imaging 所見

　死後に撮影された死因究明目的での CT

（autopsy imaging）が撮影され，食道癌と気管
支に交通が有る可能性が指摘された（図４）。
その他の所見としては左下肺に浸潤影の出現が
指摘され，また，CT上は肺うっ血所見が乏し
かったため，心臓死は否定的と考えられた。

Ⅳ．病理解剖所見

　剖検にて，食道には胸部上部食道の気管膜様
部に接する部位に12×11cm大の，粘膜表面に
壊死性潰瘍を伴う２型腫瘤を認めた（図５a）。
CTにて予想されていた腫瘍の気管浸潤，転移
は認めなかった。組織学的には，一部には多角
形の細胞質を持つ腫瘍細胞を認めたが，大部
分では異型の強い大型細胞がびまん性に増殖
し，紡錘形細胞が錯綜して増殖しており，癌肉

腫と考えられた（図５b）。免疫染色では，肉
腫様の大型細胞は vimentin，α-smooth muscle 

actin，p63が陽性で（図５c），cytokeratin34β
E12，desminが陰性であり，ごく一部で osteoid

形成を認めたが，osteocalcinは陰性であった。
大倉ら2），Muhammadら5）によると，食道癌肉
腫の免疫染色では，上皮成分は cytokeratinが陽
性に，間葉系成分では vimentinが陽性になるが，
他には actin，desmin，α-SMA等の陽性症例が
報告されている2, 5）。その他の所見として，肺
は重量が右が230g，左が360gであり，肉眼的
には両肺とも高度の急性肺うっ血水腫の像を呈
していた。肉眼的に確認した範囲では肺血管，
大血管に血栓は存在しなかったが，組織学的に
は左肺下葉には新鮮な出血性肺梗塞像（図５d）
を認めた。心臓は重量が390gで高度の左室肥
大が見られた。副病変としては S状結腸の腺
管腺腫，上行結腸，S状結腸の憩室，腸間膜の
fibromatosisがあげられた。直接死因として所
見は左肺下葉の急性出血性肺梗塞による循環不
全が重視された。

Ⅴ．考　　　　　察

　食道癌肉腫は50－60代男性に好発し，男女比
は５：１程度で，食道内腔に腫瘤を形成する特
徴がある1-2）。組織学的には，腫瘍中に上皮成
分と間葉系成分が含まれるが，かつては，両成
分が独立して存在する，あるいは osteoid形成
が見られるものを「真性癌肉腫」，両成分の間
に移行部分が見られる「いわゆる癌肉腫」，間
葉系成分が反応性に増殖した「偽癌肉腫」の３

図４ 図５
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種類に分類されていた。本症例では osteoidの
形成が見られており，旧分類で真性癌肉腫に分
類される腫瘍であるが，最新の食道癌取扱規約
第10版補訂版では，３種類の癌肉腫はすべて「癌
肉腫」と一括され，細分類は行わないことになっ
ている。
　本症例は３月の内視鏡検査では腫瘍と思わ
れる所見は認めておらず，11月には13×6.1×
4.8cm大に急速に成長した食道癌肉腫が発生し
ており，それによると考えられる嚥下障害，呼
吸困難の症状を呈していた。食道癌肉腫は肉眼
的には有茎性，あるいは隆起した腫瘤を形成し，
内腔に向かって発育する傾向があり，脈管侵襲
が多いという報告もあるが，予後は通常の食道
癌と同程度とされている2）。腫瘍の成長がとて
も早い症例は複数報告されており，症例によっ
ては doubling timeが2.2 ヶ月程度であったとす
る報告もある4）。本症例も８ヶ月の間に突如巨
大な腫瘍を認めるようになっており，かなりの
速度で腫瘍が成長していたことが窺える。
　食道の悪性腫瘍は食道が気管に隣接している
ため，食道気管瘻を生じたり，気道狭窄や閉塞
を生じる危険性がある6-7）。治療には，炎症を抑
え浮腫を軽減し，気道の開通性を確保する目的
でのステロイドを投与，気道を確保するために
気管ステントを留置することがあり，どちらも
早急な対応が必要である。本症例のように気道
が閉塞しかけており，呼吸困難感が見られてい
るケースでは気道管理に特に注意が必要だと
考えられた。PEG施行時に発生した急変では， 
ステロイド投与により状態が改善がみられてお
り，気道閉塞による急変であったと考えられた
が，死亡につながった二度目の急変では，初回の
NDP投与開始後より喘鳴，酸素飽和度低下に
加え，ショック状態も認められた。一時的に呼
吸停止が見られるほどまで意識状態が悪化して
おり，腫瘍による気道閉塞以外にも，抗癌剤の
初回投与時に発生したアナフィラキシーショッ
クが考えられたが，ステロイド投与後，比較的
早い段階で血圧，意識が一時回復したこと，ま
た，再度悪化して死亡したことは，アナフィラ
キシーとするとやや不自然な経過であった。

　病理解剖の結果，出血性肺梗塞の所見が確認
され，死因への関与が示唆されたが，担癌患者
は健常者に比べて血栓症の高リスク状態とされ
ており，本患者は全身状態が悪く長期臥床状態
であったこと，腫瘍による血管の圧迫，癌細胞
由来の組織因子などの凝固機能異常がリスク因
子として影響していたことが考えられた8）。

Ⅵ．結　　　　　語

　腫瘍の急激に成長で，嚥下障害，気道圧排を
きたし，急死後の剖検により，比較的まれな食
道癌肉腫と判明した症例を経験したため，これ
を報告した。
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Ⅰ．は　じ　め　に

　平成25年２月17日に開催された市民公開講座
において，膵がん・胆道がんの外科治療につい
て講演する機会がありましたので，その概略を
紙面に記したいと思います。
　膵がん・胆道がんに対する根治的な治療法は
外科切除ですが，残念ながら発見時に血管浸潤
や遠隔転移があるために切除の適応とならない
場合が少なくありません。全ての癌に対して共
通して言えることですが，膵がん・胆道がんに
おいても早期発見・早期治療が非常に重要です。
外科手術は日々進歩しており，リスクの大きい
手術とされていた膵がん・胆道がんの手術も，
症例数の多い病院においては，安全に行われる
時代になってきました。膵がん，胆道がんは腫
瘍の局在により，術式が異なります。腫瘍の局
在，進展範囲，周囲臓器浸潤や血管浸潤の有無，
肺転移や肝転移などの遠隔転移の有無などを診
断し，治療法を決めていきます。

Ⅱ．膵　　が　　ん

１）膵がんの外科治療
　膵がんの治療指針については，日本膵臓学会
が発行した「科学的根拠に基づく膵癌診療ガイ
ドライン2009年版」の中で「膵癌治療のアルゴ
リズム」（図１）を提示しており，当院でも基
本的には同ガイドラインに準じて治療方針を決
定しています。肺転移，肝転移，腹膜播種，遠
隔リンパ節転移を認める StageIVbは切除の適
応から外れ，化学療法あるいは支持療法が選択
されます。膵周囲の血管浸潤，神経叢浸潤，他
臓器浸潤がある StageIVa膵がんでは切除可能
あるいは切除再建可能な浸潤部位であれば外科
切除の適応としています。膵がんに対する根治
的治療法は外科切除のみですので，遠隔転移が
なく肉眼的治癒切除が可能である膵がんは積極
的に手術を行う方針としています。

─ 市民公開講座 ─

膵がん・胆道がんの外科治療

福　　田　　敏　　勝

図１

JA尾道総合病院外科



─ 54 ─

厚生連尾道総合病院医報

２）膵がんに対する切除術式
　膵がんに対する術式は，がんの発生部位と進
展範囲によって大きく異なります。膵頭部に腫
瘍が位置する場合は，膵頭部とともに胆管，胆
嚢，十二指腸を同時に切除する膵頭十二指腸切
除術（図２）の適応です。この術式では切除後
には膵臓，胆管，胃を小腸と吻合する再建術が
必要となることが，次に述べる膵体尾部切除と
大きく異なる点です。腫瘍が膵体尾部に位置す

る場合は，膵体尾部切除（図３）が適応となり
ます。膵がんに対する手術ではリンパ節郭清の
ため脾動静脈を合併切除するため脾臓も同時に
切除します。また，膵がんが膵全体に及ぶ場合
は膵全摘術（図４）を行いますが，膵臓を全部
摘出すると膵臓の機能が全て失われるため，膵
酵素の補充や血糖コントロールのためのインス
リン注射などが必須となります。

脾臓
肝臓

十二指腸

膵体尾部

切除部分

胆のう

図３

脾臓

切除部分

肝臓

十二指腸

膵頭部

胆のう

図４

脾臓

肝臓

十二指腸

膵頭部 切除部分

胆のう

図２
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３）膵がんの術後補助療法
　膵がん術後には補助療法として化学療法を
行っています。注射薬のゲムシタビンが現時点
での標準的な治療薬ですが，内服薬の S-1によ
る術後補助療法の有効性が報告され，両者を説
明した上で選択していただくようにしていま
す。

４）外科における膵がんの支持療法
膵がんが十二指腸に浸潤し狭窄を生じると，通
過障害により食事が摂れなくなります。切除適
応のない膵がんでも，生活の質を維持するため
に支持療法として胃と腸を吻合するバイパス手

術を行うことがあります。以前は開腹手術で施
行していましたが，近年は低侵襲な腹腔鏡下胃
腸吻合術を施行しています。

Ⅲ．胆　道　が　ん

１）胆道がんの外科治療
　胆道は肝内胆管から十二指腸乳頭部までの胆
汁の排泄経路ですが，ここでは肝内胆管を除く
肝外胆道系（図５）に発生する胆道がんについ
て説明します。「エビデンスに基づいた胆道癌
診療ガイドライン」の中で胆道がんの治療アル
ゴリズム（図６）が提示されていますが，胆道
がんにおいても唯一の根治的治療は外科切除で

図５

図６
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すので，切除可能かどうかを診断することが治
療選択の重要なポイントになります。肝外胆道
系は肝外胆管，胆嚢，乳頭部に区分されますが，
胆道がんの局在，進展範囲により，完全切除を
目指した術式を選択します。

２）胆道がんの切除術式
a）肝外胆管がん
　肝外胆管は肝門部，上部，中部，下部胆管に
区別されます。肝臓側の肝門部，上部胆管の癌
では肝切除が，膵臓側の中部，下部の癌では膵
頭十二指腸切除を行う場合が多いのですが，胆
管がんは胆管粘膜の表層を進展することも多
く，肝切除と膵頭十二指腸切除を併せて行う
場合もあり，術前に胆管がんの進展範囲を診断
することが非常に重要となります。また，肝門
部胆管癌では肝切除範囲が大きくなることも多
く，CT検査上で肝切除範囲と残肝容量を測量
し，残肝容量が小さい場合には，術前に切除側
の門脈枝を塞栓することにより残肝側を大きく
する門脈枝塞栓術を行うことがあります。
b）胆嚢がん
　胆嚢がんは癌の進展範囲により多様な術式の
組み合わせとなります。胆嚢がんが粘膜内に止
まる早期のものでは胆石症の際に行う単純胆嚢
摘出術のみで根治できますが，漿膜下層以深の
胆嚢がんでは拡大胆嚢摘出術や肝右葉切除など
の肝切除が肝浸潤範囲によって選択されます。
また，胆嚢がんは十二指腸浸潤，結腸浸潤，胆
管浸潤などの周囲臓器に多様な進展形式を示
し，肝外胆管切除や膵頭十二指腸切除などが肝
切除に併せて必要になる場合があります。この
ように胆嚢がんでは根治手術を目指した手術術
式を症例ごとに検討する必要があります。
c）乳頭部がん
　乳頭部がんに対する標準術式は，膵頭部がん
に対する術式と同じ膵頭十二指腸切除術です。
　また，胆道がんの術後補助療法についてです
が，現時点では推奨される治療はありません。
術後補助療法として有効な治療法を確立すべ
く，複数の臨床試験が行われているのが現状で
す。

Ⅳ．最　　後　　に

　一般的に予後不良と考えられている膵がん，
胆道がんでも早期発見，早期治療により根治が
可能です。当院では内科の先生方の努力により
膵がん，胆道がんが早期に診断され，手術が施
行できた症例が増加しています。外科手術によ
り，一人でも多くの膵がん・胆道がんの患者様
が治癒できることを願っています。
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Ⅰ．  平成24年度がん市民講演会の開催に 
よせて

　近年，がん検診の普及および画像診断技術の
進歩に伴い，早期に発見されるがんの症例は増
加しているが，膵・胆道がんは未だに早期発見
が困難とされ予後不良である。平成24年度の市
民がん講演会では膵・胆道がんをテーマに，内
科の立場から，外科の立場から，患者会の立場
から，そして尾道市のがん検診の現状を御報告
いただいた。当日は約500名の聴衆にお集まり
いただくことが出来，このがんに関する地域住
民の関心の高さがうかがえた。本講演会が地域
住民の膵・胆道がんに関する知識の啓蒙に少し
でもお役に立てば幸いである。本稿では，講演
で提示した内容について図表を中心に概説す
る。

Ⅱ．  膵・胆道がんの死亡者数は増加 
している

　表１に2011年の国内がん死亡者数の順位を
示す。膵胆道がんの年間死亡者数の合計は約

47,000人である。膵がんは男性が第５位，女性
は第４位に，胆道がんは男女共第８位にランク
され，特に女性の膵・胆道がんの死亡者数が増
加しており，予後改善のためには早期発見の向
けての体制作りが急務である。

Ⅲ．胆道がんとは

　胆道がんの特徴を図１に示す。胆道がんは総
称であり，病変の存在する位置によって，肝内
胆管がん，肝門部胆管がん，胆嚢がん，肝外胆
管がん，乳頭部がんに分類される（図１）。特
徴として早期発見が困難であり，危険因子が明
らかでなく初期では無症状であるため拾い上げ
が非常に困難である。診断契機の大半は腹部
超音波検査（US）の異常所見（胆管拡張など）
と血液検査での肝機能異常である（図２）。
　一方近年，印刷会社での有機溶剤（ジクロロ
メタン，1,2-ジクロロプロパンなど）における
胆管がんの発生が大阪を中心に報告され社会問
題となっているが，今後被害の実態，胆管がん
の原因究明（作業内容との関連），疫学調査が

─ 市民公開講座 ─

もっと知って欲しい膵・胆道がん

花　　田　　敬　　士

JA尾道総合病院消化器内科・診療部長

肝臓

胆嚢

膵臓

十二指腸

図１　胆道がんができる場所

表１　日本のがん死亡者数順位（2011）
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必要である。現在日本胆道学会では日本胆道学
会認定施設を中心に国内の疫学調査を行ってお
りその結果が待たれる。
　一方，胆道がんに関する情報は圧倒的に不足
しており，胆道がんを専門とする医師が非常に
少数であることから，診療体制の構築が今後の
大きな課題である。

Ⅳ．胆道がんの診断と治療

　現在胆道がん診療の基軸となっているのは，
2007年11月に発刊された胆道がん診療ガイドラ
インである1）。本年度中の改訂に向けて現在最
終的な調整作業中である。現在の診断アルゴリ
ズムを図３に示す。危険因子や腹部症状を有す
る患者に US，血液検査を施行し，次いで CT，
MRIを施行。画像所見によってがんの部位を
特定し，内視鏡的逆行性膵胆管造影（ERCP）
や超音波内視鏡（EUS）などを用いて進展度，
進行度を決定する。

　その後，当院では外科的切除の可否を院内の
キャンサ－ボ－ド（がんに関する内科系，外科
系，放射線科スタッフの合同会議：毎週金曜日
朝に開催）にて討議し，外科切除，化学療法，
放射線療法，緩和治療などの方針を最終決定し
ている（図４）。なお当院消化器内科には日本
胆道学会認定医が常勤しており，胆道がんに関
する最新の高度な知識の導入，また技術の研鑽
に努めている（図５）。表２に胆道がんのまと
めを示す。尾道地区は高度な知識・技量を有す
る胆道専門医が常勤している恵まれた地域とい
える。是非最大限に利用していただきたい。

肝臓

胆嚢

図２　胆道がんの特徴

図３　胆道がんの診断法

表２　胆道がんまとめ

図４　胆道がんの治療方針

図５　日本胆道学会認定医制度
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Ⅴ．膵 が ん と は

　膵がんは90%が導管である膵管に発生し，高
齢者の膵頭部に多く（図６），国内では約２万
人が新規に罹患し特に女性の増加が目立つ。病
巣を直接観察することが困難であり，各種の画
像診断，細胞・組織診断を組み合わせて最終診
断を行う。診断時に病期が進行した症例が圧倒
的に多く予後不良とされるが，外科的治療のみ
が完治を期待できる。
　膵がんは罹患者数，死亡者数とも増加傾向に
あるが，厚生労働省のいわゆる『五大がん』か
ら除外されており，保険適応となる薬剤が少な
く，胆道がんと同様に病態に関する情報が不足
している現状がある。また，国内では膵がんを
専門的に診療する医師が非常に少数であり，広
島県内にも日本膵臓学会の役員は内科系が当院
に１名，外科系が広島大学病院外科に１名在籍
するのみであり，胆道がんと同様に今後十分な
診療体制の構築が大きな課題である。

Ⅵ．膵がんの危険因子の理解

　膵がんに関して2006年に日本膵臓学会から膵
癌診療ガイドラインが初めて発刊され，2009年
に改訂2），2013年秋には第三版が発刊される予
定で，筆者もその改訂委員会のメンバーとして
活動している。ガイドラインでは膵癌の危険因
子（なりやすい人）が設定されており，家族歴
の膵がん，喫煙，糖尿病，肥満，慢性膵炎，膵
管内粘液性乳頭腫瘍（膵臓内に液体の袋を作る
腫瘍）などが項目としてあげられている（図７）。

危険因子が複数認められる場合は，積極的に腹
部 USなどの施行が望ましい。

Ⅶ．膵がんの臨床徴候

　膵がんの症状は，早期にはほとんど症状がな
く，進行例では腹痛が約30％，黄疸が約19％，
腰背部痛が約９％，体重減少が約５％とされる。
血液検査所見では，血中膵酵素としてアミラー
ゼ，リパーゼ，エラスターゼ1が上昇する場合
があり，腫瘍マーカーとして CEA，CA19-9，
Dupan-2，Span-1が30－70％で上昇するが，早
期発見にはつながりにくい2）。

Ⅷ．膵がんの診断と治療

　現在のガイドラインに記載されている診断手
順を図８に示す。症状，血液検査異常，危険因
子を有する症例に対して腹部 USを施行し，異
常がみられた場合は CT，MRIを施行。次いで
PET，EUS，ERCPなどを用いて細胞診・組織
診を行いつつ病期（進行度）を決定する。病期
はⅠからⅣ bの５段階で判定され，基本的には

肝臓

胆嚢

膵臓

十二指腸十二指腸

図６　膵がんができる場所

図７　膵がんの危険因子

図８　膵がんの診断法
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ⅠからⅣ aの一部が外科的切除の適応である。
Ⅳ aの一部とⅣ bは化学療法，放射線療法，支
持療法の適応である。化学療法では，塩酸ゲム
シタビン，S-1，シスプラチン，エルロチニブ
などが用いられる（図９）。

Ⅸ．注目を集める尾道方式

　尾道市医師会では2007年から膵癌早期診断プ
ロジェクトを発足し，国内でも例のない病診連
携を生かした早期診断の取り組みを行ってき
た。すなわち中核病院から連携施設に対して，
前述の膵癌危険因子の理解，EUSの価値，US

の異常間接所見の啓蒙を行い，該当する患者を
積極的に中核病院に紹介するコンセプトである
（図10）。該当する患者が中核病院に紹介され
た場合，EUS，MRCP，CTを施行し所見に応
じて ERCP，EUSガイド下穿刺吸引細胞・組織
診（FNA）を施行するアルゴリズムを展開した
（図11）。その結果，2007年から11年の４年間に
2532例の患者が膵がん疑いで当院を受診（うち
1616例が連携施設からの紹介）し，191例の膵

がんを正診し，うち超早期といえる Stage 0を
10例，StageⅠ aを5例診断し得た3）。この成績
は平成24年10月に京都で開催された国際膵がん
シンポジウムで，Best Clinical awardを受賞す
るなど，地域医療連携を生かしたこのユニーク
な取り組みは日本膵臓学会をはじめ全国から注
目を浴びている。

Ⅹ．お　わ　り　に

　平成25年２月に開催されたがん市民講演会の
内容を概説した。本講演の内容が尾道市区域に
おける膵・胆道がんの理解の一助になれば幸い
である。

参　考　文　献

１）日本肝胆膵外科学会・日本癌治療学会．胆
道癌診療ガイドライン作成出版委員会．胆道
癌診療ガイドライン第1版．医学図書出版，
2007．
２）日本膵臓学会．膵癌診療ガイドライン改訂
委員会．膵癌診療ガイドライン2009年版．金
原出版，2009.
３）花田敬士，飯星知博，山雄健太郎ほか．
膵癌早期診断における内視鏡的診断戦略．
Gastroenterol Endosc 2012： 54： 3773－3782.

図10　尾道市医師会膵癌早期診断プロジェクト

図11　膵癌早期診断のアルゴリズム

図９　膵がんの治療方針
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Ⅰ．は　じ　め　に

　医療の発展により，器質的な心疾患患者が増
加し，すべての循環器疾患の終末像である心不
全は，増加している。なおかつ人口の高齢化，
在宅医療の推進，平均在院日数の短縮等により，
在宅で生活している心不全患者も増えている。
高齢の心不全患者は，多疾患を有し，社会的な
健康問題をもっている者も多い。そのため医療
だけではなく，患者を取り囲む生活環境への調
整が必要となっている。
　また，心不全患者の疾病管理は，適切な治療
に加えて，患者自身のセルフケアが重要である。
これらには，多職種による包括的チームや継続
したサポートシステムの構築が欠かせない。そ
のため，外来における医療・看護の重要性も高
まってきている。（図１）（図２）

　当院は，平成24年から「心臓いきいきセン
ター」として活動している。今回は，心臓いき
いきキャラバン研修会で発表した活動内容をま
とめたので報告する。

Ⅱ．心臓いきいきセンターとは

　広島県は，平成23年度より広島県地域医療再
生計画のなかで，心不全地域連携サポート体制
の構築に取り組んでいる。そして，心不全患者
の QOL改善，再入院率の低下を目的として，
多職種で包括的に心不全患者を支援できる体制
作りをしている。
　「心臓いきいきセンター」は，広島大学病院
の「心不全センター」を中心とし，県内に４病
院設置されている。そのなかで，当院は県東部
を担う病院として活動している。（図３）
（県北部：三次医療センター，県南部：中国労
災病院，県西部：安佐市民病院）

─ 看　護　研　究 ─

─ 心臓いきいきキャラバン研修会 ─

尾道総合病院での心不全への取り組み

富　　山　　美 由 紀

図１ JA尾道総合病院慢性心栓看護認定看護師

図２
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Ⅲ．尾道市の現状

　尾道市の人口の高齢化率は，平成24年３月末
で30.8％であり，高齢者夫婦のみの世帯が全体
の40.6％，一人暮らしの世帯が16.7％を占めて
いる。また，尾道は海と山に囲まれた坂の多い
地域であり，この生活環境も心不全患者の生活
を困難としている。こうした心不全患者を取り
巻く社会環境は，尾道地域に限ってのことでは
なく全国的な課題となっている。（図４）

Ⅳ．慢性心不全疾病管理

　JCARE-CARDにおいて，心不全患者の35％
が退院後一年以内に心不全増悪による再入院を
している。そして，その再入院の誘因は医学的
な問題よりも患者自身のセルフケアに関連する
ことが多い。（図５）

　慢性心不全のガイドラインでは「慢性心不全
疾病管理は，在宅の自己管理が重要な役割を果
たし，自己管理能力を向上させることにより，
予後は改善する。」ならびに「慢性心不全患者
の目標は，生活の質の向上と再入院の防止」と
述べられている。
　看護師は多職種と協働し，心不全患者が療養
行動を日常生活の中に取り入れて，病とうまく
付き合っていけるような支援が大切である。（図
６）図３

図４

図５

図６
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Ⅴ．当院の心不全患者の現状と疾病管理

　当院に外来受診している心不全患者数を平成
24年度でみてみると，月平均128人であった。
そのうち心不全増悪によって入院した患者数
は，月によって異なるが，平均年齢は78.3歳，
平均在院日数は21.5日である。心不全患者は，
高齢者が多く，年齢とともに様々な危険因子や
合併症の存在が増え，入院期間が長期化する。
さらには患者の予後，QOLに大きく影響する。
そのため当院では，心不全の発症予防，再発予
防，重症化予防のため様々な取り組みをしてい
る。また，院内外の連携にも力を入れ，在宅支
援が包括的にできるような取り組みも行って
る。

１）ハート外来
　平成24年４月から看護外来であるハート外来
を始めている。この外来は，全ての心疾患患者
を対象としており，セルフケア支援や生活調
整，精神的支援をしている。また，退院後の患
者や家族に電話訪問をしたり，院外のケアマネ
ジャーとも連絡を取り情報交換をしている。こ
れらによって，退院後の患者の継続支援につな
げている。（図７）

　一方，院内の看護連携も行っている。外来と
病棟の連携としては，ハート外来を受診してい
る患者の様子を記載してファイリングし，病

棟に伝えている。病棟のスタッフは，患者の退
院後を知ることで，在宅看護を考えることが出
来る。さらに，重症であった患者の様子を各部
署の看護師に電子メールにして伝えることもあ
る。重症患者の回復は，各部署のスタッフのモ
チベーションアップになると考えている。
　このように看護外来には，患者への支援と共
に病棟から外来，在宅との継続した看護，連携
をとる役割がある。（図８）

２）心臓リハビリテーション
　心臓リハビリテーション（以下心リハとする）
を平成20年から開始し，外来患者への心リハも
平成24年７月から行っている。心リハは，運動
療法はもちろん，生活習慣の改善と危険因子の
管理，カウンセリングなど包括的なものであり，
心機能改善，活動能力改善，予後改善を目的と
している。
　外来心リハに通院する心筋梗塞後，心臓手術
後の患者は，安心して社会復帰出来るまでの支
援や再発予防を目標にしている。また，心機能
が低下している心不全患者は，活動意欲の低
下，身体能力低下に伴い QOLが低下している。
そのため心負過をかけずに運動能力をアップさ
せ，日常生活のQOL向上を目標としている。（図
９）

図８

図７
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の高い支援が行える。さらに良いことは，患者
や家族がカンファレンスに参加していることで
ある。そのことによって，患者と家族は自分達
を支えてくれる人がたくさんいることを実感
し，安心して療養生活を送ることが出来る。（図
11）

　慢性心不全患者の疾病プログラムは，医師の
適切な薬物療法に加えて，十分な患者指導・教
育，継続的なフォローアップ，カウンセリング，
患者モニタリングによる異常の早期発見，運動
療法などを多職種チームで包括的に継続してい
くことが重要である。（表１）
　当院でも，様々な取り組みを始めたばかりで
あるが，患者へのセルフケア支援や教育，ケア
の連携，統合をしていくのは，看護師の大切な
役割と考えている。

３）外来点滴
　重症で入退院を繰り返す心不全患者を対象
に，外来で定期的にハンプ（カルペリチド）点
滴を行っている。ハンプは血管拡張薬，利尿薬
として使用することが多いが，心腎保護的にも
効果が期待されている。しかし，薬の効果だけ
ではなく患者が定期に受診することによって，
心不全増悪を早期に発見し，再入院の予防や重
症化を回避する目的もある。これらにより患者
の QOL維持を目指している。（図10）

４）院内外多職種による包括的管理
　患者の退院前に，院内外の多職種でカンファ
レンスを行い，退院後の継続看護につなげてい
る。カンファレンスでは，お互いの顔が見える
ことによって細かい情報交換・共有が出来る。
そして，患者の生活を考えながら，治療方針の
確認，地域の介護資源が把握出来，集約した質

図９

図10

図11

表1
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Ⅵ．尾道方式のなかで

　尾道市は，在宅と医療者との連携システムに
力を入れている。介護保険が導入される前の
1994年から患者と家族を中心としたシステムを
構築し，さらに2009年からそれを進化させてい
る。広島県では，心筋梗塞の地域連携パスを導
入するにあたっても，県内でいち早く尾道市で
の取り組みを始めており，心不全の連携におい
ても期待されている。
　当院は，心臓いきいきセンターの活動の中で，
尾道の特性をいかした心不全地域連携サポート
体制のシステムつくりを目指している。（図12）

Ⅶ．終　わ　り　に

　心臓いきいきセンターとして，さらに地域の
基幹病院として，心臓いきいきキャラバン研修
会を開催し，心不全地域連携サポート体制の構
築をしている。
　第１回目は平成24年８月，第２回目は平成25
年２月に行われた。循環器を専門としている者
だけでなく，２回とも院内外の多職種130名以
上の参加があり，心不全に対して地域での関心
の高さが伺えた。今後も多職種に参加してもら
い，心不全について一緒に考えていくため，様々

な内容の研修会を継続していこうと考えてい
る。
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Ⅰ．は　じ　め　に

　平成24年度の診療報酬改定は，医療を取り巻
く外部環境として大きく影響している。地域完
結型医療をめざし医療・介護等の機能分化と連
携を重視しており，患者の情報共有・チーム医
療と院内連携・地域医療連携について評価して
いる。
　自部署が外部環境に適合し成果を上げている
か否かについて，組織現象の統合的コンティン
ジェンシー・モデルを用いて分析・評価し，成
果達成のための提言を掲げる。

Ⅱ．本　　　　　論

　当院は県東部地区の急性期医療を担う病床数
393床，診療科20科をもつ基幹病院である。「良
質で安全な医療提供」を掲げ，４疾病・５事業
を展開している。地域医療支援病院等の認定を
受け，地域医療に貢献し地域連携ネットワーク
を構築している。組織構造は職能組織であり，
機械的・有機的組織の両側面を持ち合わせ官僚
型が比較的強く出ている。院内の委員会はマト
リックス型組織となっている。
　当病棟は脳神経外科を中心とする病床数46床
の混合病棟（６割が脳神経外科）である。看護
師33名・平均年齢35歳（科長１名・主任２名：
１名は脳卒中リハビリ認定看護師），看護助手
３名で構成され，主任は専門パワーを持ち備え
ている。７：１看護体制・受け持ち担当制・チー
ムナーシングによって看護を展開している。
　脳神経外科患者は脳卒中が８割を占め，平均
在院日数26.8日（院内全体12.0日）と長期化す
る。t-PA療法等により急性期を脱した患者は，

脳卒中リハビリ地域連携パスを展開し30日以内
に近隣の回復期病院へ転院できるように連携を
はかっている。転院先別割合は，回復期病院へ
42％，療養型病院へ40％，在宅復帰12％，その
他６％であるが，近隣の回復期病院２施設は
１ヵ月以上のベッド待ち状態である。在宅復帰
できる患者は，後遺症が少なく ADLがほぼ自
立し高次機能障害を生じなかった場合である。
脳卒中患者は治療を受け急性期を脱したらなる
べく早く回復期病院でのリハビリへ移行し，残
存機能を活かせるようになって在宅復帰するこ
とが望ましいと考える。
　脳卒中急性期ケアのポイントは適切な判断の
下での観察や処置を行い，早期にリハビリを実
施することである。脳卒中リハビリ認定看護師
である主任を中心に，勉強会を実施しており，
医師・セラピストを交えたリハビリカンファレ
ンスも１回／週（30分間，２～３症例）を行っ
ている。セラピストによるリハビリは発症後す
ぐに開始されているが，看護師が十分に介入で
きていない点や，入院時から１週間以内を目標
に地域連携室へ患者相談表を提出しているが，
退院後の生活を見据えての情報提供ができてい
ないなどが課題である。
　脳卒中患者にとって早期にリハビリを開始し
継続することは残存機能を最大限発揮でき，今
後の生活に大きく影響し ADL改善・QOL充足
につながる。看護師がすべきことは，積極的に
カンファレンスを開催し多職種へ今後を見据え
た情報提供をしていくことである。患者を中心
とした切れ目のない医療を提供できるようにし

─ 看　護　研　究 ─

患者が望む療養の場に戻るための支援と
切れ目ない医療提供を行うための課題と方策

岡　　田　　真　　弓

JA尾道総合病院看護師
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ていくことが，在宅や望む場所で継続的に医療
を受けることを可能にしていく。
　患者・家族が望む療養の場を選んでいけるよ
うな退院調整をしていくために，自部署の方策
を以下に掲げ実践していく。
　① 脳卒中リハビリ認定看護師の役割・機能を
発揮できるように支援し，個別性・専門性
に富んだ看護ケアを提供する。

　② リハビリカンファレンスを活用し看護師に
も可能な訓練をセラピストから学び，ケア
の一環として機能訓練を取り入れていく。

　③ 患者・家族が望む方向を把握できるような
情報収集を意識し，他部門へ情報提供する。

　④ 脳卒中関連の多職種スタッフによる回復期
病院への定期訪問を行い，急性期病院の役
割を認識する。

Ⅲ．お　わ　り　に

　入院早期から看護師が中心となり医師・セラ
ピスト・MSW等と協働し情報共有を重ね，チー
ムの要となって患者の自立支援を促進すること
が求められる。転院や在宅復帰をスムーズに進
め，生活・福祉志向を取り入れながら急性期病
院だけでは完結できない部分は人的資源を有効
活用していく支援が必要となる。連携パスを活
用しながら多様な専門職間のネットワークを形
成し，患者を取り巻く関係者が信頼関係を築き，
顔の見える連携がはかれるように管理していき
たい。

参　考　文　献

１）井部　俊子他：看護管理学習テキスト２看
護組織論，日本看護協会出版会，2010
２）井部　俊子他：看護管理学習テキスト３
看護マネジメント論，日本看護協会出版会，
2010
３）山田　康夫：平成24年度診療・介護報酬同
時改定の影響と幹部対応，看護部長，vol.10，

　40－47，2012
４）平井　有美他：急性期からの脳卒中ケアの
地域連携，臨床看護，vol.36，No.2，140－
153，2010
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Ⅰ．序　　　　　論

　日本は，超高齢社会の到来と医療者や看護職
が減少していく中で，看護職は病院で患者を看
ることだけでなく，在宅へ移行する患者の生活
を支えていく視点で看護することが求められて
いる。自施設は「地域の急性期医療を担う基幹
病院として地域住民に貢献する」を軸に「信頼
される看護・患者中心の看護・自律ある看護・
チームで協働」を看護科の理念としている。自
施設は人口14万人，高齢化率30％の市で急性期
病院は市内３病院あるうちのひとつで，393床
の DPC対象病院・地域がん診療連携拠点病院・
地域医療支援病院などの施設認定を受け，入院
基本料７：１・平均在院日数12日である。医療
サービス提供体制のあるべき姿を考えたとき，
DPC病院は今後，急性期医療を担う病院とし
て，集中的な治療を行なうという役割・機能を
明確にしつつ，地域の医療機関と連携を深める
必要がある。

Ⅱ．本　　　　　論

　当院は地域医療支援病院として，紹介率
74.1%逆紹介率77.2％であり，地域医療機関・
施設・ケアマネジャーなどとの連携を深めてい
る。看護科として退院支援委員会がありその委
員長を兼務し，退院支援スクリーニングシート・
フローチャートの作成・運用，ケアカンファレ
ンスの開催など医療福祉支援センター・医事課
と連携し退院支援推進をしている。中でも，ケ
アカンファレンスは診療報酬により介護支援連
携指導料（300点）・退院時共同指導料（300点
～2300点）の算定には病棟看護師の関わりは重
要であり，地域の他職種とケアカンファレンス

を開催し記録することで算定に結びつく。23年
度，新病院へ新築移転と同時に，電子カルテ導
入となり，記録保存のばらつき，医事課との連
携不足による算定もれが多くなり委員会として
対策を検討し，記録の入力と保存の統一，医事
課との連携の統一をした。結果として，23年度
は，ケアカンファレンス総数151件のうち，介
護支援連携指導料算定（59件／年）退院時共同
指導料算定（20件／年）24年度は，ケアカンファ
レンス総数308件のうち，介護支援連携指導料
算定（197件）退院時共同指導料（51件）と確
実に昨年度を大幅に上回る実績として現れた。
　急性期病院は，重症な患者が増えるうえに，
その患者を短期間で退院させる必要がある。短
期間入院の重症な患者が増加し患者情報の把握
がさらに難しくなるうえ，処置や記録，療養上
の世話はもちろんのこと，短期間で退院させる
ための地域医療機関との退院調整など，短期間
に密度の高い業務が発生しスタッフの業務負担
が増大している。電子カルテに慣れていないこ
とから，効率的・効果的な情報になっていない
のが現状である。看護科で統一した退院支援ス
クリーニングシートを入院時と入院２週間目
にチェックし，退院支援や地域との連携が必要
な場合は，患者相談予約票を医療福祉支援セン
ターへ用紙を提出し早期から退院支援に関わる
ようにしている。しかし，看護師個々が連携介
入の必要性の判断を任されており，紙面での地
域連携依頼となることも重なり，退院支援の遅
れ・情報不足・情報提供時に受け手に伝わる情
報に差がでている。看護記録に残すとき，タイ
トルを決め，退院支援・退院調整・電話訪問な

─ 看　護　研　究 ─

急性期病院として，退院支援をすすめるための情報活用

西　　田　　朋　　美
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どにより記録の絞込みができるようにシステム
に組み入れることで情報を集めやすくはなった
が，活用には至っていないのが現状である。今
後，電子カルテに蓄積されていく情報の活用や，
退院支援に関する用紙の検討をして業務負担を
軽減しながら退院支援がすすめられるようにし
ていきたい。

Ⅲ．結　　　　　論

　医療制度は，医療費抑制のための在院日数の
短縮化，在宅ケアの推進などが今後も予測され
る。DPC・診療報酬など国の動向を常に意識し，
急性期病院として地域連携強化を推進し，顔の
見える連携を実績につなげていくことが管理者
の役割といえる。患者情報・看護に関わる情報
を適切に管理し，必要な人たちとそれらの情報
をやり取りできるようにしていきたい。そして，
目的を明確にした意義ある看護記録，その情報
を退院支援に活用していき看護の生産性向上，
組織の貢献につなげていきたい。

参　考　文　献

１）井部俊子　中西睦子監修：看護管理学習テ
キスト５，看護情報管理論，日本看護協会出
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２）大田勝正　猫田泰敏編集：看護情報学，医
学書院，2008
３）大田勝正　前田樹海編著：エッセンシャル
看護情報学，医歯薬出版株式会社，2007
４）P. F.ドラッカー著：マネジメント【エッセ
ンシャル版】，ダイヤモンド社，2010
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著　　　書

内　　　科
《消化器内科》
１）  花田敬士．胆膵内視鏡の診断・治療の基本手技．p213－220，糸井隆夫編，羊土社，東京，2012．
4．

２）  小野川靖二．消化器最新看護．p48－54，岸田良平編，日総研出版，名古屋，2012．6．
３）  飯星知博，花田敬士．胆膵内視鏡治療　手技の極意とトラブルシューティング．p220－224，伊
佐山浩通編，羊土社，東京，2012．5．

４）  （島谷昌明），（糸井隆夫），花田敬士．消化器内視鏡ハンドブック．p401－409，増永和也編，日
本メディカルセンター，東京，2012．5．

５）  小野川靖二．見逃しのない大腸内視鏡の挿入・観察法．p134－136，永田信二，岡　志郎編，日
本メディカルセンター，東京，2012．5．

６）  福本　晃．見逃しのない大腸内視鏡の挿入・観察法．p146－150，永田信二，岡　志郎編，日本
メディカルセンター，東京，2012．5．

７）  花田敬士，飯星知博，平野巨通．とことん知りたい ERCPの手技のコツ．p435－439，糸井隆夫
編，総合医学社，東京，2013．1．

８）  花田敬士．内視鏡検査・治療のトレンド．p45，花田敬士編，日総研出版，名古屋，2013．2．
９）  福本　晃．内視鏡検査の方法と手順．上部消化管内視鏡検査．p46，花田敬士編，日総研出版，
名古屋，2013．2．

10）  今川宏樹．内視鏡検査の方法と手順．下部消化管内視鏡検査，p47－48，花田敬士，日総研出
版，名古屋，2013．2．

11）  飯星知博．胆・膵内視鏡検査．p49－52，花田敬士編，日総研出版，名古屋，2013．2．
12）  小野川靖二．内視鏡検査の基礎知識．p53－56，花田敬士編，日総研出版，名古屋，2013．2．
13）  楠見朗子．内視鏡検査・治療における介護の役割と注意点．内視鏡検査・治療 Q＆A．p57－

65，花田敬士編，日総研出版，名古屋，2013．2．
14）  山雄健太郎．緊急内視鏡にかかわる際の心得と注意点．p64，花田敬士編，日総研出版，名古

屋，2013．2．
15）  飯星知博，平野巨通，花田敬士．消化器内視鏡プロフェッショナルの技．p82－86，入澤篤志

編，日本メディカルセンター，東京，2013．2．

病理研究検査科
（分担執筆）
１）  米原修治，（西阪　隆）．乳がん．原爆放射線の人体影響．P132－137，放射線被曝者医療国際

協力推進協議会， 文光堂，　東京，2012．

２）  米原修治，（徳岡昭治）．脳および中枢神経系腫瘍．原爆放射線の人体影響．P150－156，放射
線被曝者医療国際協力推進協議会，文光堂，東京，2012．
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論　　文　　発　　表

内　　　科
《消化器内科》
１）  （Isayama H），（Mukai T），（Itoi T），（Maetani I），（Nakai Y），（Kawakami H），（Yasuda I），（Maguchi 

H），（Ryozawa S），Hanada K，（Hasebe O），（Ito K），（Kawamoto H），（Mochizuki H），（Igarashi 

Y），（Irisawa A），（Sasaki T），（Togawa O），（Hara T），（Kamada H），（Toda N），（Kogure H）．
　　  Comparison of partially covered nitinol stents with partially covered stainless stents as a historical control 

in a multicenter study of distal malignant biliary obstruction: the WATCH study．
　　　　　　Gastrointest Endoscopy　76（1）： 84－92，2012．
２）  （Kimura W），（Moriya T），Hanada K，（Abe H），（Yanagisawa A），（Fukushima N），（Ohike N），
（Shimizu M），（Hatori T），（Fujita N），（Maguchi H），（Shimizu Y），（Yamao K），（Sasaki T）， 
（Naito Y），（Tanno S），（Tobita K），（Tanaka M）．

　　  Multicenter study of serous cystic neoplasm of the Japan pancreas society．
　　　　　　Pancreas　41（3）： 380－387，2012．
３）  花田敬士，飯星知博，平野巨通，天野美緒，山雄健太郎，（佐上晋太郎）．
　　  病態から見た胆・膵疾患におけるドレナージ・ステントの選択．
　　　　　　臨牀消化器内科　27（4）： 397－405，2012．
４）  Iiboshi T，Hanada K，Fukuda T，Yonehara S，Sasaki T，（Chayama K）．
　　  Value of cytodiagnosis using endoscopic nasopancreatic drainage for early diagnosis of pancreatic cancer: 

establishing a new method for the early detection of pancreatic carcinoma in situ．
　　　　　　Pancreas　41（4）： 523－529，2012．
５）  （佐上晋太郎），橋本義政，天野　始．
　　十二指腸上行脚の静脈瘤破裂に対して PTO+B-RTOが奏功した１例．
　　　　　　日本門脈圧亢進症学会雑誌　18（4）： 177－182，2012．
６）  （佐上晋太郎），福本　晃，天野美緒，山雄健太郎，橋本義政，飯星知博， 小野川靖二， 平野巨

通，花田敬士，天野　始，日野文明，米原修治．
　　粘膜内シュワン細胞性過誤腫（mucosal Schwann cell hamartoma）の１例．
　　　　　　日本消化器病学会誌　109（10）： 94－101，2012．
７）  （山雄健次），（柳澤昭夫），（高橋邦幸），（木村　理），（土井隆一郎），（福島敬宜），（大池信之）， 
（清水道生），（羽鳥　隆），（信川文誠），（一二三倫郎），（小林祐次），（飛田浩輔），（丹羽誠志）， 
（杉山政則），（宮坂義浩），（中郡聡夫），（山口武人），花田敬士，（阿部秀樹），（多田　稔），（藤
田直孝），（田中雅夫）．

　　卵巣型間質を伴うMCNの臨床病理学的特徴と予後　日本膵臓学会多施設共同研究から．
　　　　　　膵臓　27（1）： 9－16，2012．
８）  上野沙弥香，（佐上晋太郎），花田敬士，米原修治．
　　当院における家族性膵癌の一家系例．
　　　　　　広島医学　65（7）： 532－538，2012．
９）  飯星知博，花田敬士，平野巨通，山雄健太郎，寺岡雄吏，天野美緒，今川宏樹，橋本義政，福

本　晃，小野川靖二，天野　始，日野文明，福田敏勝，米原修治．
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　　膵上皮癌の拾い上げにおける画像診断の手がかり．
　　　　　　消化器内科　55（1）： 116－123，2012．
10）  花田敬士，飯星知博，平野巨通．
　　EST後出血に対する対策．
　　　　　　胆と膵　33（臨時）： 1093－1099，2012．
11）  花田敬士，飯星知博，小野川靖二，平野巨通，福本　晃，今川宏樹，山雄健太郎，橋本義政，
天野美緒，寺岡雄吏，楠見朗子．

　　安全で効率的な検査・治療を目指した内視鏡センターの構築．
　　　　　　肝胆膵画像　14（7）： 628－634，2012．
12）  小野川靖二，福本　晃，花田敬士．
　　隆起性病変　表面が十二指腸粘膜に覆われているもの　色調変化を伴うもの　脂肪腫
　　　　　　消化器内視鏡　24（11）： 1736，2012．
13）  花田敬士，飯星知博，山雄健太郎，平野巨通．
　　膵癌早期診断における内視鏡的診断戦略
　　　　　　Gastroenterological Endoscopy　54（12）： 3773－3782，2012．
14）  （峯　徹哉），（明石隆吉），（伊藤鉄英），（五十嵐良典），（入澤篤志），（大原弘隆），（片岡慶正），
（川口義明），（木田光弘），（宮川宏之），（吉田　仁），（西森　功），花田敬士，（山口武人），（森
實　敏），（下瀬川徹）．

　　  【膵炎の診断基準・診療ガイドライン改訂と Validation】急性膵炎の診断基準・診療ガイドライ
ン改訂のポイント　成果が待たれる課題　新しい ERCP後膵炎診断基準案について　Cottonら
の診断基準を越えるか

　　　　　　肝・胆・膵　64（6）： 821－824，2012．
15）  （木村　理），（森谷敏幸），花田敬士，（阿部秀樹），（柳澤昭夫），（福嶋敬宜），（大池信之），（清

水道生），（羽鳥　隆），（藤田直孝），（真口宏介），（清水泰博），（山雄健次），（佐々木民人），
（内藤嘉紀），（丹野誠志），（飛田浩輔），（田中雅夫）．

　　  膵漿液性嚢胞腫瘍（Serous cystic neoplasm）の全国症例調査　日本膵臓学会膵嚢胞性腫瘍委員会
（原著論文）

　　　　　　膵臓　27（4）： 572－583，2012．
16）  （山口幸二），（金光秀一），（羽鳥　隆），（真口宏介），（清水泰博），（多田　稔），（中郡聡夫），
花田敬士，（小山内学），（野田　裕），（中泉明彦），（古川　徹），（伴　慎一），（信川文誠），（加
藤　洋），（田中雅夫）．

　　  IPMN由来浸潤癌と IPMN併存膵癌（原著論文）
　　　　　　膵臓　27（4）： 563－571，2012．
17）  花田敬士，飯星知博，山雄健太郎
　　【消化器がん　診断・治療の進歩（2）】膵癌早期診断の最前線
　　　　　　京都府立医科大学雑誌　121（8）： 427－433，2012．
18）  杉山佳代，齋藤久美子，相部晴香，神田真規，佐々木健司，米原修治，花田敬士，飯星知博．
　　  内視鏡的経鼻膵管ドレナージ留置下で採取された膵液細胞診の有用性　上皮内癌の細胞像を中
心に

　　　　　　日本臨床細胞学会広島県支部会誌　33： 57－62，2012．
19）  （Sasaki T），（Isayama H），（Nakai Y），（Ito Y），（Yasuda I），（Toda N），（Kogure H），Hanada K，
（Maguchi H），（Sasahira N），（Kamada H），（Mukai T），（Okabe Y），（Hasebe O），（Maetani I），
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（Koike K）．
　　  A randomized phase II study of gemcitabine and S-1 combination therapy versus gemcitabine 

monotherapy for advanced biliary tract cancer．
　　　　　　Cancer Chemother Pharmacol　71（4）： 973－9，2013．
20）  （Nakai Y．），（Isayama H），（Mukai T），（Itoi T），（Maetani I），（Kawakami H），（Yasuda I），
（Maguchi H），（Ryozawa S），Hanada K，（Hasebe O），（Ito K），（Kawamoto H），（Mochizuki H），
（Igarashi Y），（Irisawa A），（Sasaki T），（Togawa O），（Hara T），（Kamada H），（Toda N），（Hamada 

T），（Kogure H）．
　　  Impact of anticancer treatment on recurrent obstruction in covered metallic stents for malignant biliary 

obstruction．
　　　　　　J Gastroenterol　[Epub ahead of print]，2013．
21）  花田敬士，飯星知博，山雄健太郎，平野巨通，佐々木健司，神田真規，齋藤久美子，杉山佳代，
相部晴香，米原修治．

　　経乳頭的膵管生検・細胞診によるアプローチ
　　　　　　消化器内視鏡　25（2）： 295－300，2013．
22）  花田敬士，福本　晃，飯星知博．
　　手技の解説　ダブルバルーン内視鏡を用いた ERCP

　　　　　　Gastroenterological Endoscopy　55（1）： 68－76，2013．
23）（多田　稔），（山雄健次），（糸井隆夫），花田敬士．
　　【胆膵内視鏡新潮流】胆膵内視鏡新潮流（座談会／特集）
　　　　　　肝・胆・膵　66（1）： 141－160，2013．
24）（菊山正隆），花田敬士，（上田千紗子），飯星知博
　　【胆膵癌の早期診断フロントライン】膵　臨床　画像による早期診断の進歩　ERCP

　　　　　　肝・胆・膵　66（2）： 327－335，2013．
25）花田敬士，山雄健太郎，平野巨通，飯星知博
　　【胆膵癌の早期診断フロントライン】膵　臨床　早期の膵癌の臨床的特徴と診断法
　　　　　　肝・胆・膵　66（2）： 269－275，2013．
26）橋本義政，花田敬士
　　外来診療のワンポイント・アドバイス　内科外来での黄疸のみかたのコツ
　　　　　　診断と治療　101（2）： 316－320，2013．
27）（真口宏介），花田敬士，（原　和生），（糸井隆夫）
　　膵癌診療における内視鏡の役割　若手内視鏡医による今後の展望（座談会）
　　　　　　膵・胆道癌　フロンティア　3（1）： 5－11，2013．

《腎臓内科》
28）  勝谷昌平，江﨑　隆，石川哲大．
　　CAPDカテーテル再埋没術を行った２症例．
　　　　　　 腎と透析　72別冊アクセス　2012： 43－45，2012．
29）  勝谷昌平，江﨑　隆，石川哲大，福田敏勝，則行敏生．
　　当院における腹膜アスセス関連手術．
　　　　　　腎と透析　72別冊アクセス　2012： 57－58，2012．
30）  江﨑　隆，勝谷昌平，福田敏勝，則行敏生，石川哲大．
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　　多剤耐性緑膿菌感染によりカテーテルロスに至った１例．
　　　　　　腎と透析　72別冊アクセス　2012： 69－71，2012．
31）  勝谷昌平，（頼岡徳在）．
　　手術後 AKI（成人）．
　　　　　　  救急・集中治療24（3，4）AKIの管理 Q&A－救急・集中治療のための質問　237－： 338

－343，2012．
32）  勝谷昌平，江﨑　隆，石川哲大，福田敏勝，則行敏生．
　　広島県尾三地区における PDによる地域連携の取り組み．
　　　　　　腎と透析　73別冊腹膜透析　2012： 90－92，2012．
33）  江﨑　隆，勝谷昌平，福田敏勝，則行敏生，石川哲大．
　　ミトコンドリア異常症合併の末期腎不全患者に，腹膜透析を導入した１例．
　　　　　　腎と透析　73別冊腹膜透析　2012： 415－416，2012．
34）  前田哲典，西内亮太，中村元彦，山中啓美，高垣友則，江﨑　隆，勝谷昌平，石川哲大．
　　血液浄化センター立ち上げ一年の経過．
　　　　　　中国腎不全研究会誌　（21）： 345－6，2012．
35）  勝谷昌平，江崎　隆．
　　PDにおける病病連携　－広島県尾三地区のモデル．
　　　　　　中国腎不全研究会誌　（21）： 331－2，2012．

循 環 器 科
１）渡邊紀晶，上田健太郎，妹尾淳弘，尾木　浩，森島信行，（二神大介），濱本正樹．
　　吐下血を主訴に来院した腹部大動脈瘤術後の１例
　　　　　　広島医学　66： 266－269，2013．

外　　　科
１）  山木　実，則行敏生，（下田清美），米原修治，（弓場通正）．
　　左肺化膿症を伴った成人食道気管支瘻．
　　　　　　胸部外科　65： 331－334，2012．
２）  （濵岡道則），中原雅浩，福田敏勝，住谷大輔，高橋　元，（田口和浩）．
　　胃切除後に内ヘルニアが原因で輸入脚閉塞症を呈した１例．
　　　　　　日本臨床外科学会雑誌　73： 58－61，2012．
３）  山木　実，則行敏生，濱本正樹，米原修治．
　　血管合併切除により完全切除した胸腺癌．
　　　　　　胸部外科　65： 489－492，2012．
４）  （田口和浩），中原雅浩，住谷大輔，（濵岡道則），高橋　元，米原修治．
　　骨盤内悪性血管周皮腫の１例．
　　　　　　日本臨床外科学会雑誌　73： 239－244，2012．
５）  Yamaki M，（Shinozaki K），（Sakaguchi T），（Meseck M），（Ebert O），（Ohdan H），（Woo SL)．
　　  The potential of recombinant vesicular stomatitis virus-mediated virotherapy against metastatic colon 

cancer．



─ 76 ─

厚生連尾道総合病院医報

整 形 外 科
１）  大島誠吾，数面義雄，田中　恒，世良　哲．
　　股関節疾患に対する関節鏡視下手術の経験．
　　　　　　中国・四国整形外科学会雑誌　24（1）： 11－15，2012.
２）  大島誠吾，数面義雄，田中　恒，西森　誠．
　　非臼蓋形成不全股の股関節唇損傷に対するMRI T2 mappingを用いた軟骨評価．
　　　　　　中部日本整形外科災害外科学会雑誌　56（1）： 29－30，2013．

　　　　　　International Journal of Molecular Medicine　31： 299－306，2013．

脳神経外科
１）竹井大祐，風呂中修．門田秀二，勝谷昌平，米原修治．
　　-CPC- Trousseau症候群による脳卒中症状が先行した肺腺癌の一剖検例．
　　　　　　厚生連尾道総合病院医報　22： 47－52，2012．

小　児　科
１）郷田　聡
　　急性巣状細菌性腎炎　～10症例の検討を含めて～
　　　　　　日本小児科医会会報　44： 152－156，2012．

産 婦 人 科
１）（友野勝幸），川上洋介，頼　英美，三好博史，佐々木克．
　　卵巣に原発した癌肉腫の２例．
　　　　　　現代産婦人科　60（2）： 401－405，2011．
２）藤本悦子，川上洋介，頼　英美，佐々木克，福田敏勝，米原修治．
　　孤立性脾転移をきたした卵巣癌の１例．
　　　　　　産科と婦人科　10： 1307－1310，2012．

皮　膚　科
１）（Bhattacharyya J），（Mihara K），Morimoto K，（Takihara Y），（Hide M）．
　　Elevated interleukin-18 secretion from monoclonal IgM+ B cells in a patient with Schnitzler syndrome.

　　　　　　J Am Acad Dermatol.　67（3）： 118－120，2012．
２）（松阪由紀），堀　郁子，森本謙一，（中村吏江）．
　　Verruciform xanthomaの１例
　　　　　　臨床皮膚科　66（5）： 321－324，2012．
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泌 尿 器 科
１）森山浩之，吉野干城，米原修治，（田辺徹行），（水谷雅巳）．
　　Growing teratoma syndromeの１例．
　　　　　　西日本泌尿器科　74： 220－224，2012．
２）（亭島　淳），（池田健一郎），（瀬野康之），（小林加直），（林哲太郎），（松原昭郎），（小畠浩平），
　　（三田耕司），（永松弘孝），（藤原政治），（角西雄一），（中原　満），（高広悠平），（小深田義勝），
　　（上田晃嗣），（長谷川泰久），（水谷雅巳），吉野干城，森山浩之，（望月英樹）．
　　進行性腎細胞癌に対する薬物療法　―ファーストラインの分子標的薬―．
　　　　　　西日本泌尿器科　74： 250－257，2012．
３）吉野干城，森山浩之，米原修治，西原圭祐，森　浩希，（村上祥子）．
　　後腹膜鏡下腎摘除術により診断に至った腎平滑筋腫の１例．
　　　　　　広島医学　65： 406－409，2012．
４）Tateki Yoshino，Hiroyuki Moriyama．
　　Case of Eosinophilic Cystitis Treated with Suplatast Tosilate as Maintenance Therapy．
　　　　　　Case Reports in Urology Volume 2012，Article ID 354219，3 pages，2012．
５）吉野干城，森山浩之，米原修治．
　　異時性両側性精巣腫瘍の１例　―本邦症例の検討を加えて―．
　　　　　　泌尿器科紀要　58： 523－526，2012．
６）森山浩之，吉野干城，（佐上晋太郎），森　浩希，米原修治．
　　若年性前立腺癌の１例．
　　　　　　広島医学　65： 657－661，2012．
７）（清水優子），（桝知果夫），森山浩之．
　　尿道異物の一例．
　　　　　　中国労災病院医誌　21： 22－25，2012．
８）森山浩之，吉野干城，住谷大輔，中原雅浩，小野川靖二，米原修治，西原圭祐，（山本克己），
　　（福島雅之）．
　　直腸狭窄によるイレウスを発症して発見された前立腺癌の１例．
　　　　　　厚生連尾道総合病院医報　22： 27－30，2012．
９）Tateki Yoshino，Hiroyuki Moriyama，（Masayuki Fukushima），（Noriaki Sanda）．
　　A Case of IgG4-Related Retroperitoneal Fibrosis Mimicking Renal Pelvic Cancer．
　　　　　　Urologia Internationalis [Epud ahead of print]，2012．
10）Tateki Yoshino， Hiroyuki Moriyama， Shuji Yonehara．
　　Metachronous bilateral testicular tumors : a case report and review of the literature．
　　　　　　Hinyokika Kiyo　58（9）： 523－526，2012．
11）森山浩之，吉野干城，米原修治．
　　尿管尿路上皮癌・微小乳頭型の１例．
　　　　　　泌尿器科紀要　59： 23－26，2013．
12）Tateki Yoshino，Hiroyuki Moriyama．
　　Case of the Diffuse Form of Xanthogranulomatous Pyelonephritis．
　　　　　　Case Reports in Urology  Volume 2013，Article ID 936035，3 pages，2013．
13）森山浩之，吉野干城，上田健太郎，目崎一成．
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　　IgG4 関連硬化性疾患によると考えられた後腹膜線維症の１例．
　　　　　　広島医学　66： 39－41，2013．
14）森山浩之，吉野干城，米原修治，（石根典幸）．
　　膀胱 nephrogenic adenomaの１例．
　　　　　　 広島医学　66： 190－192，2013．

麻　酔　科
１）森田善仁，（井関雅子），（井福正貴），（小松修治），（檜高育宏），（土肥徳秀），（稲田英一）．
　　疼痛関連睡眠障害質問票 PainSleep20の開発．
　　　　　　麻酔　61（2）： 130－137，2012．
２）（福田秀樹），（佐伯　昇），（古賀知道），（大下恭子），（讃岐美智義），（安田季道），（梶山誠司），
　　（中布龍一），（安氏正和），（中村隆治），（原木俊明），（杉本由紀），（松浪勝昭），（三好寛二），
　　（桝田庸子），（朝山京子），高田菜々子，（佐倉　舞），（木澤綾乃），（甲元公子），（田口志摩），
　　（山田智子），（池尻佑美），（加藤貴大），（鳥越愛子），（濱田　宏），（仁井内浩），（河本昌志）．
　　2007年から５年間の広島大学麻酔蘇生学教室の入局者等の変遷と総括．
　　　　　　麻酔と蘇生　48（4）： 75，2012．
３）（佐伯　昇），（古賀知道），（大下恭子），（讃岐美智義），（福田秀樹），（安田季道），（梶山誠司），
　　（中布龍一），（安氏正和），（中村隆治），（原木俊明），（杉本由紀），（松浪勝昭），（三好寛二），
　　（桝田庸子），（朝山京子），高田菜々子，（佐倉　舞），（木澤綾乃），（甲元公子），（田口志摩），
　　（山田智子），（池尻佑美），（加藤貴大），（鳥越愛子），（濱田　宏），（仁井内浩），（河本昌志）．
　　2007年から５年間の広島大学病院の手術室業務と麻酔科管理の変遷．
　　　　　　麻酔と蘇生　48（4）： 77－80，2012．

放 射 線 科
１）森　浩希
　　第50回山陽核医学カンファレンス　クイズ症例５（ホームページ収載）
　　　　　　http://sanyokakuigaku.info/kiroku/pdf/50/50_5.pdf

病理研究検査科
１）山木　実，則行敏生，下田清美，米原修治，（弓場通正）．
　　左肺化膿症を伴った成人食道気管瘻．
　　　　　　胸部外科　65： 331－334,2012．
２）森山浩之，吉野干城，米原修治，（田辺徹行），（水谷雅巳）．
　　Growing Teratoma syndromeの一例．
　　　　　　西日本泌尿器科　74： 220－224，2012．
３）吉野干城，森山浩之，米原修治，西原圭祐，森　浩希，（村上祥子）．
　　後腹膜鏡下腎摘除術による診断に至った腎平滑筋腫の１例．
　　　　　　広島医学　65： 406－409，2012．
４）山木　実，則行敏生，濱本正樹，米原修治．
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　　血管合併切除により完全切除した胸腺癌．
　　　　　　胸部外科　65： 489－492，2012．
５）上野沙弥香，佐上晋太郎，花田敬士，米原修治．
　　当院における家族性膵癌の一家系例．
　　　　　　広島医学　65： 532－538，2012．
６）藤本悦子，川上洋介，頼　英美，三好博史，福田敏勝，米原修治，佐々木克．
　　孤立性脾転移をきたした卵巣癌の一例．
　　　　　　産科と婦人科　79： 1308－1310，2012．
７）田口和浩，中原雅浩，住谷大輔，濱岡道則，高橋　元，米原修治．
　　骨盤内悪性血管周皮腫の１例．
　　　　　　日本臨床外科学会雑誌　73： 2093－2098，2012．
８）吉野干城，森山浩之，米原修治．
　　異時性両側性精巣腫瘍の１例　－本邦症例の検討に加えて－
　　　　　　泌尿器科紀要　58： 523－526，2012．
９）森山浩之，吉野干城，（佐上晋太郎），森　浩希，米原修治．
　　若年性前立腺癌の１例
　　　　　　広島医学　65： 657－661，2012．
10）佐上晋太郎，福本　晃，天野美緒，山雄健太郎，橋本義政，飯星知博，小野川靖二，平野巨通，
　　花田敬士，天野　始，日野文明，米原修治．
　　粘膜内シュワン細胞性過誤腫（mucosal Schwann cell hamartoma)の１例．
　　　　　　日本消化器病学会雑誌　109： 1776－1783，2012．
11）森山浩之，吉野干城，住谷大輔，中原雅浩，小野川靖二，米原修二，西原圭祐，（山本克己），
　　（福島雅之）．
　　直腸狭窄によるイレウスを発症して発見された前立腺癌の１例．
　　　　　　厚生連尾道総合病院医報　22： 27－30，2012．
12）森山浩之，吉野干城，米原修治．
　　尿管尿路上皮癌・微小乳頭型の１例
　　　　　　泌尿器科紀要　59： 23－26，2013．
13）森山浩之，吉野干城，米原修治，（石根典幸）．
　　膀胱　nephrogenic adenomaの１例．
　　　　　　広島医学　66： 190－192，2013．
14）小野広一，武田昌治，米原修治，岡崎純二．
　　食道全域に多発 mucosal bridgeの形成を認めた１例．
　　　　　　広島医学　66： 197－199，2013．
15）杉山佳代，齋藤久美子，相部晴香，神田真規，佐々木健司，米原修治，花田敬士，飯星知博．
　　  内視鏡的経鼻膵管ドレナージ留置下で採取された膵液細胞診の有用性　―上皮内癌の細胞像を
中心に―．

　　　　　　日本臨床細胞学会広島県支部会誌　33： 57－62，2012．
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歯科口腔外科
１）頬部腫脹を契機に診断されたネフローゼを伴った木村病の一例．
　　　　　　日本口腔外科学会雑誌　59（2）： 83－87，2013．

薬　剤　部
１）土井久美子，岡田麻衣子，安原昌子，佐和章弘．
　　広島県東部地区基幹３施設における抗菌薬使用量と施設背景因子の関連性の検討．
　　　　　　日本病院薬剤師会雑誌　48（12）： 1449－1453，2012．
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学　　会　　発　　表

内　　　科
【国際学会】
《消化器内科》
１）Tokyo Confernce of Asian Pancreato-biliary Interventional Endoscopist 2012（Tokyo H24.11.2）
　　Session 1. Moderator.

　　　　Hanada K

２）International Symposium of Pancreas Cancer 2012（Kyoto H24.10.4）
　　  A SOCIAL PROGRAM FOR DIAGNOSIS OF THE STAGE 0 PANCREATIC CARCINOMA IN A 

RURAL DOCTOR'S ASSOCIATION AREA

　　　　Hanada K, Iiboshi T, Hirano N, Yamao K, Fukuda T, Yonehara S, Ito K,（Katayama H）.
３）  United European Gastroenterology Week 2012（Fujifilm Satellite Symposium）（Amsterdam, The 

Nederlands H24.10.22）
　　Diagnosis of minute pancreatic carcinoma

　　　　Hanada K

《腎臓内科》
３）14th

 Congress of International Society for Peritoneal Dialysis（Kuala Lumpur, Malaysia 2012.9.9－12）
　　  Catheter insertion by a nephrologist in combination with regional alliance improves peritoneal dialysis 

utilization; a study of cases in the “Onomichi-Mihara” area.

　　　　Masahira Katsutani, Takashi Esaki

【全国学会】
《消化器内科》
１）第98回日本消化器病学会総会（東京 H24.4.19）
　　  シンポジウム　膵癌の早期診断における内視鏡的経鼻膵管ドレナージ（ENPD）留置下膵液細
胞診の有用性

　　　　飯星知博，花田敬士，平野巨通
２）第83回日本消化器内視鏡学会総会（東京 H24.5.12）
　　ワークショップ　司会　IPMNの診断・治療における内視鏡の役割
　　　　花田敬士
３）第83回日本消化器内視鏡学会総会（東京 H24.5.12）
　　ワークショップ　分枝型 IPMNの慎重な経過観察は通常型膵癌の早期診断に有用である
　　　　飯星知博，花田敬士，平野巨通
４）第83回日本消化器内視鏡学会総会（東京 H24.5.12）
　　シースダイレーダーを用いた Introducer変法での胃瘻造設
　　　　小野川靖二，天野美緒，（佐上晋太郎），山雄健太郎，橋本義政，福本　晃，飯星知博，
　　　　平野巨通，花田敬士，天野　始，日野文明
５）第83回日本消化器内視鏡学会総会（東京 H24.5.12）
　　備三地区における異所性静脈瘤
　　　　橋本義政，天野　始，天野美緒，（佐上晋太郎），山雄健太郎，福本　晃，飯星知博，
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　　　　小野川靖二，平野巨通，花田敬士，日野文明
６）第83回日本消化器内視鏡学会総会（東京 H24.5.12）
　　術後再建腸管症例に対するダブルバルーン内視鏡を用いた ERCPの有用性と限界
　　　　福本　晃，花田敬士，天野美緒，（佐上晋太郎），山雄健太郎，橋本義政，飯星知博，
　　　　小野川靖二，平野巨通，天野　始，日野文明
７）第83回日本消化器内視鏡学会総会（東京 H24.5.12）
　　ダブルバルーン小腸内視鏡で虫体を摘出した小腸アニキサス症の１例
　　　　天野美緒，福本　晃，（佐上晋太郎），山雄健太郎，橋本義政，飯星知博，小野川靖二，
　　　　平野巨通，花田敬士，天野　始，日野文明
８）第48回日本肝臓学会総会（金沢 H24.6.7）
　　当院における PTO，BRTO施行症例に対する検討
　　　　橋本義政，天野　始，天野美緒，（佐上晋太郎），山雄健太郎，福本　晃，飯星知博，
　　　　小野川靖二，平野巨通，花田敬士，日野文明
９）日本膵臓学会（山形 H24.6.28）
　　IPMN　司会
　　　　花田敬士
10）日本膵臓学会（山形 H24.6.28）
　　  シンポジウム　膵癌の早期診断における内視鏡的経鼻膵管ドレナージ（ENPD）留置下膵液細
胞診の有用性

　　　　飯星知博，花田敬士，山雄健太郎
11）第48回日本胆道学会（東京 H24.9.21）
　　　　座長　花田敬士
12）第48回日本胆道学会（東京 H24.9.21）
　　ビデオワークショップ　術後腸管症例に対するダブルバルーン内視鏡下 ERCPの有用性
　　　　飯星知博，福本　晃，花田敬士
13）第48回日本胆道学会（東京 H24.9.21）
　　当院における悪性胆道疾患に対する Spyglassの使用経験と課題
　　　　山雄健太郎，飯星知博，花田敬士
14）第54回日本消化器病学会（神戸 H24.10.10）
　　パネルディスカッション　司会
　　　　花田敬士
15）第54回日本消化器病学会（神戸 H24.10.10）
　　パネルディスカッション　膵上皮内癌診断のために着目すべき初回画像所見は何か？
　　　　山雄健太郎，飯星知博，花田敬士
16）第84回日本消化器内視鏡学会総会（神戸 H24.10.10）
　　術後腸管症例におけるダブルバルーン内視鏡を用いた ERCPの有用性と限界
　　　　福本　晃，飯星知博，花田敬士
17）第54回日本消化器病学会（神戸 H24.10.11）
　　当院における難治性潰瘍性大腸炎に対するタクロリムスとインフリキシマブの治療成績
　　　　小野川靖二，天野美緒，（佐上晋太郎），山雄健太郎，橋本義政，福本　晃，飯星知博，
　　　　平野巨通， 花田敬士，天野　始，日野文明
18）第84回日本消化器内視鏡学会総会（神戸 H24.10.11）
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　　  切除不能進行胃癌の胃空腸バイパス術後に発生した閉塞性黄疸に対して，ダブルバルーン内視
鏡を用いて経乳頭的に胆管ステント留置を施行し得た１例

　　　　天野美緒，山雄健太郎，橋本義政，福本　晃，飯星知博，小野川靖二，平野巨通，
　　　　花田敬士，天野　始，日野文明
19）第61回日本農村医学会学術総会（松江市 H24.11.1）
　　地元特産レモンを使用した高齢者の熱中症予防のための飲料水の開発
　　　　小野川靖二
《腎臓内科》
20）第57回日本透析医学会学術集会・総会（札幌 24.6.22－24）
　　かかりつけ医との病診連携にて良好に管理し得ている高齢者 PDの一例
　　　　勝谷昌平，江﨑　隆，石川哲大，福田敏勝
21）第57回日本透析医学会学術集会・総会（札幌 24.6.22－24）
　　落差排液方式の臨床使用経験について
　　　　江﨑　隆，勝谷昌平，石川哲大
22）第57回日本透析医学会学術集会・総会（札幌 24.6.22－24）
　　維持血液透析中の肺癌患者に Pemetrexedを投与した一例
　　　　竹井大祐，江﨑　隆，勝谷昌平，石川哲大
23）第57回日本透析医学会学術集会・総会（札幌 24.6.22－24）
　　KMcart臨床使用について
　　　　前田哲典，西内亮太，中村元彦，山中啓美，高垣友則，江﨑　隆，勝谷昌平
24）第57回日本透析医学会学術集会・総会（札幌 24.6.22－24）
　　慢性腹膜透析（PD）患者の透析状況は自己効力感に影響する
　　　　（山下麻紀），（水内恵子），（松岡哲平），（小薮助成），勝谷昌平，（狩野智一）
25）第57回日本透析医学会学術集会・総会（札幌 24.6.22－24）
　　ポスターセッション　PD－10　座長
　　　　勝谷昌平
26）第18回日本腹膜透析医学会学術集会・総会（徳島 24.9.22－23）
　　ワークショップ１「出口部ケアのすべて」
　　出口作製と術後のケア
　　　　勝谷昌平，江﨑　隆，石川哲大，福田敏勝
27）第18回日本腹膜透析医学会学術集会・総会（徳島 24.9.22－23）
　　ワークショップ　「PDの啓発」
　　APESの活動とその評価
　　　　勝谷昌平，（松井浩輔），（岡本貴行），（都筑優子），（船木威徳），（西澤欣子），（篠崎倫哉），
　　　　（松岡哲平），（深澤瑞也），（丸山弘樹），（山川正人），（窪田　実）
28）第61回日本農村医学会学術総会
　　ランチョンセミナー3　座長
　　　　勝谷昌平
《呼吸器内科》
29）第52回日本呼吸器学会学術講演会（神戸 H24.4.20）
　　当院における多剤耐性緑膿菌の検出状況について
　　　　（実綿　慶），大月鷹彦，風呂中修
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30）第106回日本内科学会（日本内科学会中国支部奨励賞候補）（出雲 H24.6.2）
　　当院におけるアスベスト肺癌の臨床背景因子に関する検討
　　　　大月鷹彦，（実綿　慶），上野沙弥香，風呂中修
31）第107回日本内科学会（広島 H24.11.24）
　　非結核性抗酸菌症に偶発した同時性多発肺癌の１例
　　　　上野沙弥香，大月鷹彦，風呂中修，山木　実，則行敏生，米原修治
【全国研究会】
《消化器内科》
１）第22回がん臨床研究フォーラムプログラム（東京 H24.6.8）
　　シンポジウム　病診連携システムを用いた膵がんの早期診断
　　　　花田敬士
２）第13回臨床消化器病研究会（東京 H24.7.28）
　　症例検討　下部胆管に限局性狭窄を呈し，良悪性の診断に難渋した平坦型胆管腺腫の１例
　　　　山雄健太郎
３）第13回臨床消化器病研究会（東京 H24.7.28）
　　症例検討　尾側膵管拡張を伴う腫瘤性病変として認められた転移性膵腫瘍の１例
　　　　天野美緒，寺岡雄吏，山雄健太郎，橋本義政，今川宏樹，福本　晃，飯星知博，
　　　　小野川靖二，平野巨通，花田敬士，天野　始，日野文明
４）第57回日本消化器画像診断研究会（宮城 H24.8.31）
　　胆道　座長
　　　　花田敬士
５）第57回日本消化器画像診断研究会（宮城 H24.8.31）
　　中部胆管狭窄，膵体部膵管狭窄，膵体尾部多房性嚢胞性病変を同時に認めた１例
　　　　山雄健太郎
６）日本膵・胆管合流異常研究会（東京 H24.9.8）
　　膵・胆管合流異常のない例における膵液胆道逆流現象
　　（洞口　淳），（藤田直孝），（神澤輝実），（本田五郎），（千々岩一男），（真口宏介），（田中雅夫），
　　（島田光夫），（五十嵐良典），（乾　和郎），花田敬士，（糸井隆夫），（濱田吉則），（越永従道），
　　（藤井秀樹），（漆原直人），（安藤久實）
７）第58回日本消化器画像診断研究会（沖縄 H25.3.1）
　　　　座長　花田敬士
８）第58回日本消化器画像診断研究会（沖縄 H25.3.1）
　　主膵管内進展および周囲組織線維化を認めた stageⅠ膵癌の１例
　　　　天野美緒，花田敬士，山雄健太郎，飯星知博，寺岡雄吏，今川宏樹，橋本義政，福本　晃，
　　　　小野川靖二，平野巨通，天野　始，日野文明，福田敏勝，米原修治
《腎臓内科》
９）第16回日本アクセス研究会学術集会・総会（名古屋 H24.10.13－14）
　　当院における下腹部切開示指挿入矯正法７例の検討
　　　　勝谷昌平，江崎　隆，石川哲大，福田敏勝，則行敏生
10）第６回飛鳥腹膜透析研究会（裾野 H24.4.14－15）
　　教育講演：SMAPの出口部作製
　　　　勝谷昌平
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11）第６回飛鳥腹膜透析研究会（裾野 H24.4.14－15）
　　特別講演：SMAPで広がる尾道の PD

　　　　勝谷昌平
12）第２回 APES Alumni（徳島 H24.9.21）
　　APESの活動とその評価
　　　　勝谷昌平，（松井浩輔），（岡本貴行），（都筑優子），（船木威徳），（西澤欣子），（篠崎倫哉），
　　　　（松岡哲平），（深澤瑞也），（丸山弘樹），（山川正人），（窪田　実）
13）第７回飛鳥腹膜透析研究会（裾野 H24.10.20－21）
　　教育講演：SMAPの出口部作製
　　　　勝谷昌平
14）第７回飛鳥腹膜透析研究会（裾野 H24.10.20－21）
　　特別講演：SMAPで広がる尾道の PD

　　　　勝谷昌平
【学会地方会】
《消化器内科》
１）第106回日本内科学会中国地方会（出雲 H24.6.2）
　　寒天胃石により閉塞症状をきたした１例
　　　　天野美緒，福本　晃，小野川靖二，平野巨通，花田敬士，日野文明
２）日本消化器内視鏡学会中国支部例会（広島 H24.7.1）
　　カプセル内視鏡にて診断し得た空腸リンパ管拡張症の１例
　　　　竹井大祐，今川宏樹，福本　晃，寺岡雄吏，天野美緒，山雄健太郎，橋本義政，飯星知博，
　　　　小野川靖二，平野巨通，花田敬士，日野文明
３）日本消化器内視鏡学会中国支部例会（広島 H24.7.1）
　　膵 hamartomaの１例
　　　　寺岡雄吏，花田敬士，天野美緒，山雄健太郎，今川宏樹，橋本義政，福本　晃，飯星知博，
　　　　小野川靖二，平野巨通，天野　始，日野文明，福田敏勝，米原修治
４）第11回 FNA-Club JAPAN（東京 H24.8.11）
　　膵 Hamartomaの１例
　　　　山雄健太郎，飯星知博，花田敬士
５）日本超音波医学会第48回中国地方学術集会（広島 H24.9.8）
　　B-modeでのゆらぎ，および Dopplerが診断に有用であった肝細胞癌破裂の１例
　　　　寺岡雄吏，橋本義政，天野　始
６）日本超音波医学会第48回中国地方学術集会（広島 H24.9.8）
　　腹部超音波が診断の契機となった総胆管静脈瘤の１例
　　　　橋本義政，天野　始
７）第98回日本消化器病学会中国支部例会・
　　第109回日本消化器内視鏡学会中国支部例会（宇部 H24.12.1）
　　　　司会　花田敬士
８）第98回日本消化器病学会中国支部例会・
　　第109回日本消化器内視鏡学会中国支部例会（宇部 H24.12.1）
　　  シンポジウム　膵病変に対する超音波内視鏡下穿刺吸引細胞・組織診（EUS-FNA）及び関連手

技の適応，問題点
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 飯星知博，花田敬士，山雄健太郎
９）第98回日本消化器病学会中国支部例会・
　　第109回日本消化器内視鏡学会中国支部例会（宇部 H24.12.2）
　　S-B tube併用 PTOの有用性　静脈瘤治療の選択肢として
　　　　橋本義政，天野　始，寺岡雄吏，天野美緒，山雄健太郎，今川宏樹，福本　晃，飯星知博，
　　　　小野川靖二，平野巨通，花田敬士，日野文明
10）第98回日本消化器病学会中国支部例会・
　　第109回日本消化器内視鏡学会中国支部例会（宇部 H24.12.1）
　　conversion surgeryをおこなった stageⅣ胃癌の２例
　　　　天野美緒，小野川靖二，寺岡雄吏，山雄健太郎，今川宏樹，橋本義政，福本　晃，
　　　　飯星知博，平野巨通，花田敬士，天野　始，日野文明，福田敏勝，米原修治
11）第98回日本消化器病学会中国支部例会・
　　第109回日本消化器内視鏡学会中国支部例会（宇部 H24.12.1）
　　腹腔内膿瘍として発症し，長期経過の後に診断し得た胃 GISTの１例
　　　　寺岡雄吏，福本　晃，天野美緒，山雄健太郎，今川宏樹，橋本義政，飯星知博，
　　　　小野川靖二，平野巨通，花田敬士，天野　始，日野文明，高橋　元，福田敏勝，米原修治
12）第98回日本消化器病学会中国支部例会・
　　第109回日本消化器内視鏡学会中国支部例会（研修医奨励賞受賞）（宇部 H24.12.1）
　　CA19-9 高値をきたした類上皮嚢胞の１例
　　　　池本珠莉，花田敬士，寺岡雄吏，天野美緒，山雄健太郎，今川宏樹，橋本義政，福本　晃，
　　　　飯星知博，小野川靖二，平野巨通，天野　始，日野文明，福田敏勝，米原修治
13）第98回日本消化器病学会中国支部例会・
　　第109回日本消化器内視鏡学会中国支部例会（宇部 H24.12.1）
　　膵管癌との鑑別に難渋した肺腺癌の膵転移の一例
　　　　竹井大祐，花田敬士，寺岡雄吏，天野美緒，山雄健太郎，今川宏樹，橋本義政，福本　晃，
　　　　飯星知博，小野川靖二，平野巨通，天野　始，日野文明
14）第22回日本消化器内視鏡学会中国支部セミナー（宇部 H25.1.6）
　　内視鏡的胆道ドレナージの最前線
　　　　花田敬士
《腎臓内科》
15）第109回日本内科学会中国地方会
　　B群溶連菌感染による敗血症性ショックに対し，エンドトキシン吸着療法が奏功した１例
　　　　笹田将吾，勝谷昌平，江﨑　隆，坂本　旭，堀　郁子，森本謙一
《呼吸器内科》
16）第47回日本呼吸器学会中国・四国地方会 （下関 H24.7.20）
　　高齢者肺炎患者における嚥下内視鏡検査と誤嚥に関する問診項目に関する検討
　　　　大月鷹彦，上野沙弥香，風呂中修
17）第48回日本呼吸器学会中国四国地方会（岡山 H24.12.22）
　　トルーソー症候群にて発症した肺線癌の１例
　　　　竹元雄紀，大月鷹彦，上野沙耶香，風呂中修
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【地方研究会】
《消化器内科》
１）第114回広島消化器病研究会（広島 H24.4.7）
　　　　座長　小野川靖二
２）第114回広島消化器病研究会（広島 H24.4.7）
　　当院における異所性静脈瘤
　　　　天野美緒，橋本義政，山雄健太郎，福本　晃，飯星知博，小野川靖二，平野巨通，
　　　　花田敬士，天野　始，日野文明
３）高知医療再生機構専門医養成支援事業（宿毛 H24.4.27）
　　内視鏡治療に関する講演
　　　　花田敬士
４）第84回尾道市医師会生活習慣病関連講演会（尾道 H24.5.23）
　　　　座長　日野文明
５）第32回沖縄県 IVR研究会（沖縄 H24.5.25）
　　特別講演　膵癌早期診断における内視鏡検査手技の役割
　　　　花田敬士
６）尾三インスリンフォーラム（尾道 H24.6.8）
　　　　座長　日野文明
７）三重膵・胆道癌治療懇話会（津 H24.6.21）
　　膵癌・胆道癌の最新情報
　　　　花田敬士
８）第38回尾三因医学会（尾道 H24.6.24）
　　特別講演　座長　膵臓外科の歩み
　　　　花田敬士
９）第９回呉がんチーム医療研究会（呉 H24.7.7）
　　特別講演　地域医療連携を生かした膵癌早期診断の取り組み
　　　　花田敬士
10）第11回関西 EndoscopicDeviceSelection研究会（大阪 H24.9.7）
　　特別講演　胆管深部挿管の基本
　　　　花田敬士
11）第86回尾道市医師会生活習慣病関連講演（尾道 H24.9.12）
　　特別講演　座長
　　　　日野文明
12）第２回尾三炎症性腸疾患研究会（尾道 H24.9.14）
　　特別講演　司会
　　　　小野川靖二
13）福山 Infliximab Meeting（福山 H24.9.20）
　　症例提示　高安病を合併した潰瘍性大腸炎の１例
　　　　小野川靖二
14）北海道消化器内視鏡技師会開設30周年記念特別講演（札幌 H24.9.22）
　　特別講演　困難例に対する内視鏡的胆道アプローチの実践
　　　　花田敬士
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15）尾道市医師会学術講演会（尾道 H24.10.17）
　　特別講演　座長
　　　　小野川靖二
16）第７回尾道 DMフォーラム（尾道 H24.10.23）
　　特別講演　座長
　　　　日野文明
17）第２回長野 EUS･ERCP研究会（松本 H24.10.27）
　　ERCP症例
　　　　花田敬士
18）第２回長野 EUS･ERCP研究会（松本 H24.10.27）
　　共調講演　小膵癌診断における内視鏡の役割
　　　　花田敬士
19）第47回呉地区消化器症例検討会（呉 H24.11.6）
　　特別講演　膵癌早期発見の最前線
　　　　花田敬士
20）第255回世羅郡医師会学術講演会（世羅 H24.11.8）
　　動脈硬化退縮を目指した積極的脂質低下療法
　　　　日野文明
21）胆膵セミナー（広島 H24.11.10）
　　特別講演　座長
　　　　花田敬士
22）学術講演会　～肝胆膵疾患の医療連携に向けて～（浦安 H24.11.16）
　　特別講演　地域連携を生かした膵癌早期発見の実践
　　　　花田敬士
23）THE 3RD BILIARY TRACT & PANCREATIC CANCER CONFERENCE（岡山 H24.11.17）
　　症例提示　胆嚢隆起性病変の１例
　　　　花田敬士
24）尾道消化器懇話会（尾道 H24.11.22）
　　　　座長　福本　晃
25）尾道消化器懇話会（尾道 H24.11.22）
　　特別講演　座長
　　　　小野川靖二
26）第58回佐賀胆膵研究会（佐賀 H24.11.22）
　　特別講演　地域連携を生かした膵癌早期診断の実践
　　　　花田敬士
27）尾道消化器懇話会（尾道 H24.11.22）
　　当院における DB-ERCPの現状
　　　　今川宏樹
28）第115回尾道消化器病同好会（尾道 H24.11.27）
　　ミニレクチャー　治療に難渋する潰瘍性大腸炎とその対応
　　　　小野川靖二
29）第115回尾道消化器病同好会（尾道 H24.11.27）
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　　症例提示　潰瘍性大腸炎に高安病を合併した１例
　　　　川崎正憲
30）松永沼隈地区医師会学術講演会（福山 H24.12.4）
　　特別講演　薬剤性消化管粘膜障害とその対応
　　　　小野川靖二
31）第２回筑紫地区早期膵癌を考える会（太宰府 H24.12.4）
　　特別講演　膵癌の早期発見のための地域連携について
　　　　花田敬士
32）中国中央病院地域医療連携セミナー（福山 H25.1.10）
　　地域連携を生かした膵癌早期診断の実践
　　　　花田敬士
33）第５回新潟内視鏡テクニカルカンファレンス（新潟 H25.1.19）
　　EUSによる膵がん早期診断
　　　　花田敬士
34）賀茂東部医師会学術講演会（三原 H25.1.22）
　　特別講演　糖尿病の病態と最新の治療
　　　　日野文明
35）日総研出版セミナー（大阪 H25.1.26）
　　内視鏡看護の基礎知識と実際
　　　　花田敬士
36）第９回京都桂消化器病フォーラム（京都 H25.2.2）
　　特別講演　膵臓癌の早期診断及び地域連携について
　　　　花田敬士
37）第59回愛媛肝・胆・膵研究会（松山 H25.2.23）
　　特別講演　内視鏡的胆道ドレナージの最前線
　　　　花田敬士
38）倉敷早期膵癌研究会（倉敷 H25.2.28）
　　特別講演　地域連携を生かした膵癌早期診断の実践
　　　　花田敬士
39）第121回備後内視鏡研究会（福山 H25.3.7）
　　特別講演　座長
　　　　花田敬士
40）第５回尾道 EUSライブ（尾道 H25.3.9）
　　基調講演　司会
　　　　花田敬士
41）第５回尾道 EUSライブ（尾道 H25.3.9）
　　ライブデモンストレーション　司会
　　　　花田敬士
42）第５回インターベンショナル EUS九州研究会（博多 H25.3.16）
　　胆道病変に対する EUS-FNAならびに EUSガイド下胆管ドレナージ
　　　　花田敬士
43）第116回尾道消化器病同好会（尾道 H25.3.19）
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　　症例提示　膵嚢胞性病変の鑑別診断
　　　　花田敬士
44）第116回尾道消化器病同好会（尾道 H25.3.19）
　　症例提示　CA19-9 が高値を呈し術前診断に苦慮した膵嚢胞性病変の１例
　　　　池本珠莉
45）第105回大阪胆道疾患研究会（大阪 H25.3.28）
　　特別講演　内視鏡的胆道ドレナージの最前線
　　　　花田敬士
《腎臓内科》
46）第21回中国腎不全研究会（広島 H24.9.30）
　　PDにおける病病連携　－広島県尾三地区のモデル
　　　　勝谷昌平，江崎　隆
47）第21回中国腎不全研究会（広島 H24.9.30）
　　血液浄化センター立ち上げ一年の経過
　　　　前田哲典，西内亮太，中村元彦，山中啓美，高垣友則，江﨑　隆，勝谷昌平，石川哲大
48）Baxter PD cafe（広島 H24.6.30）
　　特別講演：なんとかなる！ PD

　　　　勝谷昌平
49）第３回三原腎不全スタッフセミナー（三原 H24.7.19）
　　特別講演：NST視点での透析患者管理
　　　　江﨑　隆
50）第３回尾三地区 CKD（慢性腎臓病）研究会（尾道 H24.9.15）
　　当院の CKD患者連携の現状
　　　　江﨑　隆
51）尾三 CKDフォーラム（尾道 H24.8.29）
　　特別講演　座長
　　　　勝谷昌平
52）第１回尾道医師会地域包括医療連携研究会（尾道 H24.9.19）
　　腎臓内科から見た NST

　　　　江﨑　隆
53）第９回十勝 CAPD臨床研究会（帯広 H24.10.18）
　　特別講演　広島県尾三地域における PD地域連携
　　　　勝谷昌平
54）第７回尾三地区透析従事者勉強会（尾道 H24.11.1）
　　特別講演　難治性腹水の生じる病態と対策
　　　　江﨑　隆
55）第７回尾三地区透析従事者勉強会（尾道 H24.11.1）
　　当院での CARTの現状
　　　　前田哲典，西内亮太，中村元彦，山中啓美，高垣友則，江﨑　隆，勝谷昌平
56）北九州 PDエキスパートカンファレンス（北九州 H25.2.9）
　　尾道の PD療法
　　　　勝谷昌平
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57）第35回 JA広島厚生連医学会（広島 H25.2.16）
　　尾三地区における腹膜透析による地域連携
　　　　勝谷昌平，江﨑　隆
《呼吸器内科》
58）第14回尾三地区感染対策研究会（尾道 H24.5.16）
　　肺癌の化学療法による B型肝炎ウイルスの再活性化に関する検討
　　　　風呂中修，上野沙弥香，大月鷹彦
59）尾道医師会学術講演会（尾道 H24.6.6）
　　特別講演　座長
　　　　風呂中　修
60）第38回尾三因医学会（尾道 H24.6.24）
　　咳嗽を主訴に当科を初診された症例の検討
　　　　上野沙弥香，大月鷹彦，風呂中修
61）薬薬連携　抗がん剤セミナー（尾道 H24.7.5）
　　肺癌の診断と治療　―病院ではこんなことをしているんです―
　　　　風呂中　修
62）COPDを語る会 in尾道（尾道 H24.7.19）
　　総合病院で診る COPD

　　　　風呂中修
63）第48回尾道呼吸器疾患研究会（尾道 H24.9.11）
　　肺炎のガイドラインについて
　　　　風呂中修
64）第15回尾三地区感染対策研究会（三原 H24.10.24）
　　入院にて抗菌治療を行った肺炎患者の検討　～市中肺炎群と医療・介護関連肺炎群について～
　　　　上野沙弥香，大月鷹彦，本田智洋，森本典子，安原昌子，棒田静香，風呂中修
65）尾道市医師会救急・災害医療学術講演会（尾道 H25.3.22）
　　症例検討会　全身衰弱・呼吸困難で救急搬送された１症例
　　　　上野沙弥香

循 環 器 科
【全国研究会】
１）第６回 JPR研究会（東京 H24.10.6）
　　SURF法を用いた大腿動脈穿刺による同側外腸骨，浅大腿動脈病変の一期的治療の一例
　　　　渡邊紀晶，妹尾淳弘，尾木　浩，上田健太郎，森島信行
【学会地方会】
１）第100回日本循環器学会　中国・四国地方会（広島 H24.6.22－23）
　　座長　心不全・心筋疾患４
　　　　森島信行
２）第100回日本循環器学会　中国・四国地方会（広島 H24.6.22－23）
　　吐下血を主訴に来院した腹部大動脈瘤術後の一例
　　　渡邊紀晶，妹尾淳弘，尾木　浩，上田健太郎，森島信行
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３）第19回日本心血管インターベンション治療学会　中国・四国地方会（岡山 H24.9.1）
　　退院前の確認 CAG施行３時間後に SATを生じた AMIの一例
　　　　渡邊紀晶，妹尾淳弘，尾木　浩，上田健太郎，森島信行
４）第101回日本循環器学会　中国地方会（出雲 H24.12.8）
　　CTとMRIにて術前診断が可能であった心臓血管肉腫の一例
　　　　笹田将吾，渡邊紀晶，妹尾淳弘，尾木　浩，上田健太郎，森島信行
【地方研究会】
１）広島デバイスセミナー（広島 H24.4.7）
　　SSSに対し DDD PM植込み４年以上経過した後に心房リードの脱落を認めた症例
　　　　尾木　浩，妹尾淳弘，渡邊紀晶，上田健太郎，森島信行
２）第24回シネアンジオ研究会（福山 H24.5.18）
　　LAD-Dx/Y-stentingを行った AMIの一例
　　　　渡邊紀晶，妹尾淳弘，尾木　浩，上田健太郎，森島信行
３）松永地区 EPA/AA比研究会（福山 H24.6.28）
　　急性冠症候群における EPAの役割
　　　　上田健太郎，妹尾淳弘，渡邊紀晶，尾木　浩，森島信行
４）尾三・三原薬剤医師会勉強会（尾道 H24.8.2）
　　心不全治療薬の使い方
　　　　上田健太郎
５）YES研究会（福山 H24.8.24）
　　Kissing wire techniqueにて RCA CTOの再開通に成功した一例
　　　　渡邊紀晶，妹尾淳弘，尾木　浩，上田健太郎，森島信行
６）新浜セミナー（尾道 H24.8.28）
　　冠動脈治療における最近の話題
　　　　上田健太郎
７）ビクトーザ症例検討会（尾道 H24.8.30）
　　循環器科医からみたビクトーザの処方経験と有用性
　　　　上田健太郎，妹尾淳弘，渡邊紀晶，尾木　浩，森島信行
８）第２回 VIVA広島（広島 H24.9.28）
　　SURF法を用いた大腿動脈穿刺による同側外腸骨，浅大腿動脈病変の一期的治療の一例
　　　　上田健太郎，妹尾淳弘，渡邊紀晶，尾木　浩，森島信行
９）抗凝固Web講演会（尾道 H24.10.2）
　　当院における抗凝固療法の現状
　　　　尾木　浩，妹尾淳弘，渡邊紀晶，上田健太郎，森島信行
10）福山ミカムロ研究会（福山 H24.10.16）
　　当院におけるミカムロ処方例
　　　　上田健太郎，妹尾淳弘，渡邊紀晶，尾木　浩，森島信行
11）世羅郡医師会学術講演会（世羅 H24.10.2）
　　心房細動における抗凝固療法について
　　　　尾木　浩
12）インクレチン製剤による糖尿病治療（広島 H24.11.5）
　　循環器内科医からみたビクトーザの処方経験と有用性
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　　　　上田健太郎，妹尾淳弘，渡邊紀晶，尾木　浩，森島信行
13）Hypertension Conference in Fukuyama（福山 H24.11.16）
　　当院におけるオルメサルタンの使用経験
　　　　上田健太郎，妹尾淳弘，渡邊紀晶，尾木　浩，森島信行
14）しまなみエリア EPA/AA比研究会（尾道 H25.1.16）
　　しまなみ地域における EPAの現状と未来
　　　　上田健太郎，妹尾淳弘，（渡邊紀晶），尾木　浩，森島信行
15）備後　心不全の体液管理を考える会（福山 H25.1.30）
　　サムスカが効かなかった症例
　　　　上田健太郎，妹尾淳弘，渡邊紀晶，尾木　浩，森島信行
16）備北　心不全の体液貯留を考える会（三次 H25.2.22）
　　当院における Tolvaptanの使用経験
　　　　上田健太郎，妹尾淳弘，渡邊紀晶，尾木　浩，森島信行
17）広島大学第一内科セミナー（尾道 H25.2.25）
　　循環器疾患患者に対する糖尿病治療　～当院での新しい取り組み～
　　　　上田健太郎，妹尾淳弘，渡邊紀晶，尾木　浩，森島信行
18）第９回血液 SARASARA研究会（広島 H25.3.5）
　　PCIか？ PPIか？心電図異常にて紹介となった長期インスリン療法患者
　　　　上田健太郎，妹尾淳弘，渡邊紀晶，尾木　浩，森島信行
19）尾道循環器病研究会（尾道 H25.3.11）
　　V1-2 誘導で ST上昇を認めた右冠動脈完全閉塞による急性心筋梗塞の１例
　　　　妹尾淳弘，渡邊紀晶，尾木　浩，上田健太郎，森島信行
20）ジャヌビア記念講演会（尾道 H25.3.29）
　　循環器疾患患者に対する糖尿病治療
　　　　上田健太郎，妹尾淳弘，渡邊紀晶，尾木　浩，森島信行

外　　　科
【国際学会】
１）  20th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery（EAES）
　　（Brussels， Belgium H24.6.20－23）
　　  HAND-ASSISTED LAPAROSCOPIC COLECTOMY （HALS） IS USEFUL TECHNIQUE FOR RIGHT 

SIDE COLON CANCER

　　　　Nakahara M，Sumitani D，Fukuda T，（Hamaoka M），（Taguchi K），Takahashi G，
　　　　Yamaguchi M，Noriyuki T，Yamaki M，（Kuranishi F）， Kuroda Y

２）20th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery （EAES）
　　（Brussels， Belgium H24.6.20－23）
　　LAPAROSCOPY-ASSISTED  COLECTOMY FOR RECTAL CANCER

　　　　Sumitani D，Nakahara M，（Kuranishi F），Noriyuki T，Fukuda T，Yamaki M，（Hamaoka M），
　　　　（Taguchi K）， Takahashi G， Yamaguchi， Kuroda Y
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【全国学会】
１）第10回日本ヘルニア学会学術集会（名古屋 H24.4.27）
　　シンポジウム　メッシュ留置は鼠蹊部嵌頓ヘルニアに禁忌か？
　　　　中原雅浩，高橋　元，（濵岡道則），（田口和浩），福田敏勝，住谷大輔，山口恵美，
　　　　則行敏生，山木　実，（倉西文仁），黒田 義則
２）第49回日本小児外科学会学術集会（横浜 H24.5.15）
　　家族性静脈管開存症の１家系
　　　　河島茉澄，（上松瀬新），（小倉　薫），（前野響子），（西村　裕），（辻　恵二），（檜山英三）
３）第29回日本呼吸器外科学会総会（秋田 H24.5.17）
　　非定形抗酸菌症合併肺癌の一切除例
　　　　則行敏生，（上田大介），山木　実，山口恵美，高橋　元，（田口和浩），（濵岡道則），
　　　　住谷大輔，福田敏勝，中原雅浩，（倉西文仁），黒田義則，（実綿　慶），大月鷹彦，
　　　　風呂中修， 米原修治
４）第29回日本呼吸器外科学会総会（秋田 H24.5.17）
　　孤立性肋骨腫瘍にて発見された多発性骨髄腫の１例
　　　　山木　実，則行敏生，山口恵美，高橋　元，（田口和浩），（濵岡道則），住谷大輔，
　　　　福田敏勝，中原雅浩，（倉西文仁），黒田義則
５）第29回日本呼吸器外科学会総会（秋田 H24.5.17）
　　副甲状腺腺腫の自然穿破による頸部および縦隔血腫の１例
　　　　吉村紀子，（向田秀則），（池田拓宏），（三村剛史），（網岡　愛），（新宅谷隆太），
　　　　（矢野琢也），（平林直樹），（坂谷暁夫），（金子真弓），（多幾山　渉）
６）第24回日本肝胆膵外科学会（西宮 H24.5.30）
　　腹腔鏡下膵尾部切除術を施行した膵内副脾発生 epithelial cystの一例
　　　　福田敏勝，山口恵美，高橋　元，（田口和浩），（濵岡道則），住谷大輔，山木　実，
　　　　中原雅浩，則行敏生，（倉西文仁），黒田義則
７）第24回日本内分泌外科学会総会（名古屋 H24.6.8－9）
　　若年者甲状腺癌10例の臨床病理学的検討
　　　　春田るみ，（倉西文仁），山口恵美，（田口和浩），高橋　元，（濵岡道則），山木　実，
　　　　福田敏勝，中原雅浩，則行敏生，黒田義則，佐々木健司，米原修治
８）第20回日本乳癌学会学術総会（熊本 H24.6.28－30）
　　術中迅速センチネルリンパ節診断を省略可能な症例の検討
　　　　佐々田達成，（角舎学行），（菅野恵美子）， （小林美恵），（梶谷桂子），（重松英朗），
　　　　（恵美純子），（枡本法生），（春田るみ），（片岡　健），（有廣光司），（尾田三世），
　　　　（岡田守人）
９）The 20th Annual Meeting of The Japanese Brest Cancer Society（熊本 H24.6.28－30）
　　Multifocal glycogen rich carcinoma of the breast in two patients; a case report

　　　　Yoshimura N，（Murakami S），（Amioka A），（Shintakuya R），（Yano T），（Hirabayashi N），
　　　　（Sakatani A），（Kaneko M），（Takiyama W）
10）第67回日本消化器外科学会総会（富山 H24.7.20）
　　単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術の定型化
　　　　中原雅浩，住谷大輔，福田敏勝，（濵岡道則），（田口和浩），高橋　元，山口恵美，
　　　　則行敏生，山木　実，（倉西文仁）
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11）第67回日本消化器外科学会総会（富山 H24.7.20）
　　Circumportal pancreas に合併した膵管内乳頭粘液性腫瘍の一切除例
　　　　福田敏勝，山口恵美，（田口和浩），高橋　元，（濵岡道則），住谷大輔，山木　実，
　　　　中原雅浩，則行敏生，（倉西文仁）
12）第53回日本肺癌学会総会（岡山 H24.11.7）
　　ゲフィチニブが奏効したが獲得耐性化したためサルベージ手術を施行した肺癌の１例
　　　　山木　実，則行敏生，河島茉澄，山口恵美，高橋　元，吉村紀子，中野亮介，佐々田達成，
　　　　住谷大輔，福田敏勝，中原雅浩，黒田義則
13）第４回小切開・鏡視外科学会（山形 H24.11.8）
　　当院における急性虫垂炎手術術式の検討
　　　　河島茉澄，中原雅浩，福田敏勝，住谷大輔，則行敏生，山木　実，佐々田達成，中野亮介，
　　　　高橋　元，吉村紀子，山口恵美
14）第74回日本臨床外科学会総会（東京 H24.11.28）
　　シンポジウム　４　直腸癌に対する腹腔鏡下手術は標準術式となりうるか
　　　　中原雅浩，住谷大輔，福田敏勝，高橋　元，河島茉澄，山口恵美，吉村紀子，佐々田達成，
　　　　中野亮介，山木　実，則行敏生，黒田義則
15）第74回日本臨床外科学会総会（東京 H24.11.28）
　　シンポジウム　５　単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術手術手技の定型化 中原雅浩
　　　　福田敏勝，住谷大輔，高橋　元，河島茉澄，山口恵美，吉村紀子，中野亮介，佐々田達成，
　　　　山木　実，則行敏生，黒田義則
16）第74回日本臨床外科学会総会（東京 H24.11.28）
　　メッシュ留置は鼠蹊部嵌頓ヘルニアに禁忌か？
　　　　高橋　元，中原雅浩，山口恵美，吉村紀子，中野亮介，佐々田達成，山木　実，住谷大輔，
　　　　福田敏勝，則行敏生
17）第74回日本臨床外科学会総会（東京 H24.11.28）
　　小児甲状腺低分化癌の１例
　　　　山口恵美，春田るみ，（倉西文仁），則行敏生，河島茉澄，高橋　元，吉村紀子，中野亮介，
　　　　佐々田達成，住谷大輔，山木　実，福田敏勝，中原雅浩，黒田義則，米原修治
18）第74回日本臨床外科学会総会（東京 H24.11.28）
　　外科後期研修医にとっての単孔式胆嚢摘出術　～当院経験に基づいて～
　　　　吉村紀子，中原雅浩，河島茉澄，山口恵美，高橋　元，中野亮介，佐々田達成，住谷大輔，
　　　　福田敏勝，則行敏生
19）第74回日本臨床外科学会総会（東京 H24.11.28）
　　当院における急性虫垂炎手術術式の検討
　　　　河島茉澄
20）第25回日本内視鏡外科学会総会（横浜 H24.12.7）
　　単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術は胆嚢疾患に対し標準術式となりうるか
　　　　中原雅浩，福田敏勝，住谷大輔，高橋　元，河島茉澄，山口恵美，吉村紀子，中野亮介，
　　　　山木　実，佐々田達成，則行敏生
21）第25回日本内視鏡外科学会総会（横浜 H24.12.7）
　　腹腔鏡下脾臓摘出術を施行した孤立性転移性脾腫瘍の二例
　　　　福田敏勝，中原雅浩，河島茉澄，山口恵美，高橋　元，吉村紀子，中野亮介，佐々田達成，
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　　　　住谷大輔，山木　実，則行敏生
22）第25回日本内視鏡外科学会総会（横浜 H24.12.7）
　　直腸癌に対する左結腸動脈温存内視鏡手術の治療成績
　　　　住谷大輔，中原雅浩，福田敏勝，河島茉澄，山口恵美，高橋　元，吉村紀子，中野亮介，
　　　　佐々田達成，山木　実，則行敏生，黒田義則
23）第25回日本内視鏡外科学会総会（横浜 H24.12.7）
　　膵管内乳頭粘液性腺癌術後７年の残膵癌に対する残膵全摘の１例
　　　　中野亮介，福田敏勝，河島茉澄，山口恵美，吉村紀子，高橋　元，山木　実，住谷大輔，
　　　　中原雅浩，則行敏生，黒田義則
24）第25回日本内視鏡外科学会総会（横浜 H24.12.7）
　　若手外科医が行う単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術
　　　　高橋　元，中原雅浩，福田敏勝，河島茉澄，山口恵美，吉村紀子，中野亮介，佐々田達成，
　　　　住谷大輔，山木　実，則行敏生
【学会地方会】      

１）第47回日本呼吸器学会中国・四国地方会　第51回日本肺癌学会中国・四国支部会
　　（下関 H24.7.19）
　　後縦隔に発生した気管支原生嚢胞の一例
　　　　河島茉澄，山木　実，則行敏生，中原雅浩，福田敏勝，住谷大輔，佐々田達成，中野亮介，
　　　　高橋　元，吉村紀子，山口恵美
２）第51回日本小児外科学会中国四国地方会（琴平 H24.9.14）
　　小児急性虫垂炎の手術術式の検討
　　　　河島茉澄，和田知久
３）第９回日本乳癌学会中国四国地方会（出雲 H24.9.14）
　　乳癌との鑑別を要した胸壁原発の腹腔外デスモイド腫瘍の１例
　　　　山口恵美，佐々田達成，春田るみ，河島茉澄，高橋　元，吉村紀子，中野亮介，住谷大輔，
　　　　山木　実，福田敏勝，中原雅浩，則行敏生，黒田義則，米原修治
【全国研究会】
１）第７回 Needlescopic Surgery Meeting・第６回単孔式内視鏡手術研究会（札幌 H24.8.24）
　　右側大腸疾患に対する単孔式内視鏡手術の位置づけ
　　　　中原雅浩，住谷大輔，福田敏勝，河島茉澄，山口恵美，吉村紀子，高橋　元，中野亮介，
　　　　山木　実，佐々田達成，則行敏生
２）第７回 Needlescopic Surgery Meeting・第６回単孔式内視鏡手術研究会（札幌 H24.8.24）
　　単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術の定型化定型化
　　　　住谷大輔，中原雅浩，福田敏勝，河島茉澄，山口恵美，吉村紀子，中野亮介，佐々田達成，
　　　　山木　実，則行敏生，黒田義則
３）第７回 Needlescopic Surgery Meeting・第６回単孔式内視鏡手術研究会（札幌 H24.8.24－25）
　　急性胆嚢炎に対する単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術
　　　　高橋　元，中原雅浩，福田敏勝，住谷大輔，河島茉澄，吉村紀子，山口恵美，中野亮介，
　　　　山木　実，佐々田達成，則行敏生
４）第７回 Needlescopic Surgery Meeting・第６回単孔式内視鏡手術研究会（札幌 H24.8.24－25）
　　  パネルディスカッション　外科後期研修医にとっての単孔式胆嚢摘出術　～当院経験に基づい
て～
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　　　　吉村紀子
５）第３回 HALS Group Meeteing（東京 H24.10.26）
　　特別企画パネリスト　HALS；左手の使い方
　　　　中原雅浩
６）第３回 HALS Group Meeteing（東京 H24.10.26）
　　安全かつ確実な直腸処理に HALS（Hand Assisted Laparoscopic Surgery）は有用である
　　　　中原雅浩，住谷大輔，福田敏勝，中野亮介，高橋　元，吉村紀子，山口恵美，河島茉澄，
　　　　山木　実，佐々田達成，則行敏生
【地方研究会】
１）第96回尾道外科系懇話会（尾道 H24.6.21）
　　　　司会　福田敏勝
２）第38回尾三因医学会（尾道 H24.6.23）
　　当院における閉鎖孔ヘルニアの３例
　　　　中原雅浩
３）第38回尾三因医学会（尾道 H24.6.23）
　　　　座長　福田敏勝
４）第38回尾三因医学会（尾道 H24.6.23）
　　右下腹部に傷のない急性虫垂炎（アッペ）手術
　　　　河島茉澄，中原雅浩，福田敏勝，山口恵美，高橋　元，吉村紀子，中野亮介，住谷大輔，
　　　　佐々田達成，山木　実，則行敏生，黒田義則
５）第９回中国四国ヘルニア手術研究会（広島 H24.7.6）
　　シンポジウム（腹壁瘢痕ヘルニア）　当院における腹壁瘢痕ヘルニアに対する治療法の検討
　　　　山口恵美，中原雅浩，河島茉澄，高橋　元，吉村紀子，中野亮介，佐々田達成，住谷大輔，
　　　　山木　実，福田敏勝，則行敏生，黒田義則
６）第25回広島呼吸器外科カンファレンス（広島 H24.7.18）
　　左有瘻性膿胸・荒無肺に対し残存左肺全摘術をした１例
　　　　山木　実，則行敏生
７）第114回尾道消化器病同好会（尾道 H24.7.23）
　　胃癌外科治療の話題　～腹腔鏡補助下から完全鏡視下手術へ～
　　　　福田敏勝
８）第97回尾道外科系懇話会（尾道 H24.9.26）
　　ミニレクチャー　乳癌の手術療法
　　　　佐々田達成
９）尾三ベクティビックスフォーラム（尾道 H25.2.21）
　　　　座長　中原雅浩
10）第34回日本臨床外科学会広島県支部学術集会（広島 H25.2.23）
　　食道癌肉腫の一例
　　　　西田賢司，則行敏生，山木　実，竹井大祐，河島茉澄，山口恵美，高橋　元，吉村紀子，
　　　　中野亮介，佐々田達成，住谷大輔，福田敏勝，中原雅浩，黒田義則
11）三次精刀医会　大腸癌フォーラム（三次 H25.3.18）
　　大腸癌内視鏡外科治療の実際
　　　　中原雅浩
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小 児 外 科
１）第51回日本小児外科学会中国四国地方会（琴平町 H24.9.15）
　　小児急性虫垂炎の手術術式の検討
　　　　河島茉澄，和田知久
２）第54回広島新生児研究会（広島 H24.12.15）
　　間欠的なイレウス所見を呈した小腸膜様狭窄の一例
　　　　郷田　聡，小野大地，内田　晃，谷　博雄，則松知章，玉浦志保，辻　徹郎，岡野里香，
　　　　河島茉澄，和田知久，大津一弘
３）第160回日本小児科学会広島地方会（広島 H24.12.16）
　　左側結腸間膜ヘルニアによる絞扼性イレウスの一例
　　　　河島茉澄，和田知久，則行敏生，中原雅浩，福田敏勝，住谷大輔，山木　実，笹田達成，
　　　　中野亮介，高橋　元，吉村紀子，山口恵美

整 形 外 科
１）第４回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会（沖縄 H24.7.19－21）
　　座長　膝／その他の靭帯
　　　　数面　義雄
２）第119回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会（福井 H24.10.5－6）
　　非臼蓋形成不全股の股関節唇損傷に対するMRI T2 mappingを用いた軟骨評価
　　　　大島誠吾，数面義雄，盛谷和生，田中　恒，西森　誠，横山理子
３）第39回日本股関節学会（新潟 H24.12.7－8）
　　股関節唇損傷例に対するMRI T2 mappingを用いた軟骨評価　－CE角による検討－
　　　　大島誠吾，数面義雄，盛谷和生，田中　恒，西森　誠，横山理子
４）第25回関西関節鏡・膝研究会（大阪 H25.3.2）
　　　　座長　数面義雄

脳神経外科
１）第21回備後脳卒中地域連携を考える会（尾道 H25.3.12）
　　69歳女性　右被殼出血開頭血腫除去術後の地域連携
　　　　門田秀二，上田　猛

小　児　科
【学会地方会】
１）第159回日本小児科学会広島地方会（広島 H24.6.2）
　　座長　救急医療
　　　　佐々木伸孝
２）第159回日本小児科学会広島地方会（広島 H24.6.2）
　　高度肥満に発症した急性膵炎の１例
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　　　　小野大地，内田　晃，郷田　聡，谷　博雄，則松知章，玉浦志保，辻　徹郎，佐々木伸孝
３）第160回日本小児科学会広島地方会（広島 H24.12.16）
　　RSウイルス肺炎の経過中にけいれんを呈した１例
　　　　則松知章，郷田　聡，小野大地，内田　晃，谷　博雄，玉浦志保，辻　徹郎，岡野里香
【全国研究会】
１）キプレス細粒4mg発売５周年記念講演会（広島 H24.10.40）
　　小児気管支喘息における臨床的コントロール状況と肺機能，気道過敏性についての検討
　　　　辻　徹郎
２）プロトピック軟膏小児用発売10周年記念講演会（広島 H25.2.14）
　　当科におけるアトピー性皮膚炎治療の現状
　　　　辻　徹郎
【地方研究会】
１）第38回尾三因医学会（尾道 H24.6.24）
　　　　座長　佐々木伸孝
２）第17回学校保健・保健活動セミナー（尾道 H24.6.30）
　　子供の成長障害
　　　　佐々木伸孝
３）尾道市医師会学術講演会（尾道 H24.11.21）
　　座長　特別講演
　　　　岡野里香
４）尾道市医師会講演会（尾道 H24.12.12）
　　RSウイルス感染症にけいれんを伴った２例
　　　　則松知章，小野大地，内田　晃，郷田　聡，谷　博雄，玉浦志保，辻　徹郎，岡野里香
５）第54回広島新生児研究会（広島 H24.12.15）
　　間欠的なイレウス像を呈した小腸膜様狭窄の１例
　　　　郷田　聡，小野大地，内田　晃，谷　博雄，則松知章，玉浦志保，辻　徹郎，岡野里香
６）第33回広島小児アレルギー研究会（広島 H25.2.21）
　　広島市立舟入病院救急外来を受診した喘息患児の実態調査
　　　　岡野里香

精神神経科
１）第38回尾三因医学会（尾道 H24.6.24）
　　  NICUにおける親子関係の育ちを支援する試み－カンファレンスの活用とその有用性について
の検討

　　　　吉岡彩子，德田成美，行広朋美，小林　光，脇本五月，恩田華恵，安友裕穂，佐々木伸孝

産 婦 人 科
【全国学会】
１）第48回日本周産期・新生児医学会（大宮 H24.7.8）
　　妊娠36週未満早産における母体搬送症例と当院症例の比較検討
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　　　　頼　英美，川上洋介，佐々木克
【学会地方会】
１）第65回中国四国産科婦人科学会学術講演会（出雲 H24.9.23）
　　子宮動脈塞栓術を必要とした流産２症例
　　　　藤本悦子，佐々木克，頼　英美，川上洋介
２）第63回広島産科婦人科学会（広島 H24.9.2）
　　胎児期に発見された心臓腫瘍の１例
　　　　頼　英美，藤本悦子，川上洋介，佐々木克
【地方研究会】
１）第７回備後婦人科悪性腫瘍研究会（福山 H24.2.3）
　　卵巣がん脾転移の１例
　　　　藤本悦子，川上洋介，頼　英美，佐々木克，福田敏勝，米原修治
２）第58回広島大学医学部産科婦人科学教室同門会総会（広島 H24.2.11）
　　卵巣がん脾転移の１例
　　　　藤本悦子，川上洋介，頼　英美，佐々木克，福田敏勝，米原修治
３）尾道産婦人科医会　研究会（尾道 H24.6.29）
　　　　座長　佐々木克
４）尾道市立大学　健康教育（尾道 H24.11.12）
　　子宮がんについて
　　　　佐々木克
５）エフエムおのみち　尾道市特別番組（尾道 H24.12.1）
　　世界エイズデー inおのみち，尾道で HIV／エイズ・性感染症を考える
　　　　佐々木克

耳鼻咽喉科
１）日本耳鼻咽喉科学会第38回中国四国地方部会連合学会（広島 H24.6.16－17）
　　アレルギー性副鼻腔真菌症の一例
　　　　長　陽子，久保田和法，森　直樹
２）東部備後耳鼻咽喉科医会学術集会（福山 H24.7.14）
　　発熱，咽頭痛，頸部リンパ節腫脹をきたし診断に苦慮した一例
　　　　森　直樹，長　陽子，久保田和法
３）第55回広島頭頸部腫瘍研究会（広島 H25.3.13）
　　まれな喉頭腫瘍の１例
　　　　久保田和法，長　陽子，森　直樹
４）キプレス錠10mg，5mg効能追加５周年記念講演会（広島 H25.2.18）
　　さまざまな鼻腔腫瘍 ― アレルギー性鼻茸，化膿性副鼻腔炎鼻茸と比較して
　　　　森　直樹，長　陽子，久保田和法
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皮　膚　科
【学会地方会】
１）日本皮膚科学会 第131回 広島地方会（広島 H24.9.9）
　　尋常性乾癬に対しインフリキシマブ投与中に膀胱癌を生じた１例．座長　森本謙一
　　　　堀　郁子，森本謙一，坂本　旭
２）日本皮膚科学会 第131回 広島地方会（広島 H24.9.9）
　　当院におけるテラプレビル使用患者に出現した皮膚症状．座長　森本謙一 

　　坂本　旭，堀　郁子，森本謙一，橋本義政，天野　始，米原修治
３）第64回日本皮膚科学会西部支部学術大会（広島 H24.10.27）
　　異所性過誤腫性胸腺腫の１例．座長　森本謙一
　　　　堀　郁子，森本謙一，米原修治，（松阪由紀），（壷井ひとみ）
４）第64回日本皮膚科学会西部支部学術大会（広島 H24.10.27）
　　遺伝性対側性色素異常症の３例．座長　森本謙一
　　　　坂本　旭，堀　郁子，森本謙一，米原修治，（河野道浩）
５）日本皮膚科学会 第132回 広島地方会（広島 H25.3.10）
　　乳癌に対する放射線治療後に生じた胸部血管肉腫の２例，座長　森本謙一
　　　　小林紘子，（中村吏江），（森田知世），（河野道浩），（有廣光司），（片岡　健），（田中暁生）
６）日本皮膚科学会 第132回 広島地方会（広島 H25.3.10）
　　難治性足潰瘍を呈した節外性 NK/T細胞リンパ腫，鼻型の１例．座長　森本謙一
　　　　（坂本　旭），堀　郁子，森本謙一，米原修治
【地方研究会】
１）平成23年度アレルギー疾患研修会（福山 H24.2.16）
　　アトピー性皮膚炎とのつきあい方
　　　　森本謙一
２）広島県西部東保健所管内 給食施設栄養士研修会（東広島 H24.5.24）
　　高齢者によくみられる皮膚疾患
　　　　森本謙一
３）第61回日本農村医学会学術総会（松江 H24.11.2）
　　ランチョンセミナー　４　知って得するアレルギーの話
　　　　座長　森本謙一

泌 尿 器 科
１）第151回日本泌尿器科学会　広島地方会学術集会（広島 H24.6.9）
　　2011年手術統計
　　　　吉野干城，森山浩之
２）前立腺癌 Expert-Meeting（尾道 H24.12.15）
　　  PSAが測定限界以下でありながら CEA，CA19-9 および AFPの高値から再燃が判明した前立腺
癌の１例

　　　　森山浩之
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麻　酔　科
【全国学会】
１）日本麻酔科学会第59回学術集会（神戸ポートピアホテル H24.6.8）
　　頸動脈ステント手術における超音波ガイド下頚動脈洞神経ブロックの手技についての検討
　　　　森田善仁，（原　厚子），（山口敬介），（井関雅子），（稲田英一）
２）日本ペインクリニック学会第46回大会（くにびきメッセ H24.7.5－7）
　　従来法と抵抗消失法での腰部神経根ブロックにより生じた神経穿刺後痛の発生率の比較と評価
　　　　（井福正貴），（榎本達也），（長谷川理恵），森田善仁，（小松修治），（武田昌子），
　　　　（弘田博子），（井関雅子），（稲田英一）
３）日本ペインクリニック学会第46回大会（くにびきメッセ H24.7.5－7）
　　日本人疼痛患者における痛みの表現単語と不安，抑うつとの関係性
　　　　森田善仁，（榎本達也），（井福正貴），（長谷川理恵），（小松修治），（井関雅子），
　　　　（稲田英一）
４）日本ペインクリニック学会第46回大会（くにびきメッセ H24.7.5－7）
　　理学療法評価を行うことが痛みの理解につながり治療に有効であった採血後上肢痛の１例
　　　　（小松修治），（井関雅子），（会田紀章），森田善仁，（狩野博史），（安藤　望），（稲田英一）
５）日本ペインクリニック学会第46回大会（くにびきメッセ H24.7.5－7）
　　腰椎手術後疼痛症候群に対する後仙腸靭帯ブロックの有効性
　　　　（松本園子），（中村かんな），（井福正貴），（小松修治），森田善仁，（今井美奈），
　　　　（光畑裕正）
６）日本ペインクリニック学会第46回大会（くにびきメッセ H24.7.5－7）
　　  PainDETECT questionnaireは腰下肢痛に対する腰部神経根ブロックの反応性予測因子となりう

るか？
　　　　（長谷川理恵），森田善仁，（井福正貴），（小松修治），（木村信康），（山口敬介），
　　　　（吉川晶子），（井関雅子），（稲田英一）
７）日本ペインクリニック学会第46回大会（くにびきメッセ H24.7.5－7）
　　西洋医学的治療が無効であった慢性疼痛に対する四逆散加味方の有効性
　　　　（今井美奈），（松本園子），（小松修治），森田善仁，（光畑裕正）
８）日本ペインクリニック学会第46回大会（くにびきメッセ H24.7.5－7）
　　プレドニゾロンとプレガバリンの内服が著効した CRPSの２症例
　　　　檜高育宏，（松永亜季），（石橋優和），瀬浪正樹
９）日本ペインクリニック学会第46回大会（くにびきメッセ H24.7.5－7）
　　帯状疱疹・帯状疱疹後神経痛の初診患者が日常生活で最も困難に感じていることの検討
　　　　森田善仁，（小松修治），（田部田英之），（塚田里香），（洪景都），（長谷川理恵），
　　　　（井福正貴），（井関雅子）
【学会地方会】
１）第28回日本救急医学会中国四国地方会（愛媛県医師会館 H24.5.12）
　　検証医の個人携帯電話でのオンラインメディカルコントロールは有用か？
　　　　瀬浪正樹，（突沖満則），（藤原恒太郎），（武田　晃），（上谷満人），（吉田昌司）
【地方研究会】
１）尾道市医師会救急・災害医療学術講演会（尾道国際ホテル H24.9.10）



─ 103 ─

第23号，2013年

　　もしあなたが大災害の現場に派遣されたら…
　　　　瀬浪正樹
２）広島県病院薬剤師会研修会（広島県県民福祉センターふくやま H24.9.19）
　　慢性疼痛の薬物治療
　　　　瀬浪正樹
３）第59回広島麻酔い学会（広島アンデルセン H25.1.26）
　　術前診察を見直す～増加する手術件数に対応して
　　　　瀬浪正樹，（檜高育宏），早瀬一馬，高田菜々子，弓削孟文

放 射 線 科
１）第50回山陽核医学カンファレンス（岡山 H24.5.14）
　　クイズ症例５　骨外集積を生じた骨シンチグラフィー
　　　　森　浩希
２）第56回広島県東部放射線医会（尾道 H24.6.7）
　　呼吸苦にて来院した一例
　　　　目崎一成
３）第56回広島県東部放射線医会（尾道 H24.6.7）
　　教育症例（研修医向け）
　　　　森　浩希
４）第４回三次市立三次中央病院緩和ケア研修会（三次 H24.6.30，7.1）
　　がん性疼痛
　　　　高澤信好
５）地域連携のつどい（尾道 H24.8.23）
　　当院の最新鋭 CT・MRIの紹介
　　　　森　浩希
６）第４回尾道総合病院緩和ケア研修会（尾道 H24.8.25，26）
　　がん性疼痛
　　　　高澤信好
７）松永沼隈地区医師会懇話会（福山 H25.3.7）
　　JA尾道総合病院　～最新鋭 CT・MRIの紹介～
　　　　森　浩希

病理研究検査科
【全国学会】
１）第51回日本臨床細胞学会　秋期大会（新潟 2012.11.9～10）
　　子宮頸部すりガラス細胞癌の２例
　　　　神田真規，齋藤久美子，杉山佳代，佐々木健司，米原修治
２）第51回日本臨床細胞学会　秋期大会（新潟 2012.11.9～10
　　膵 solid-pseudopapillary neoplasmの２例
　　　　佐々木健司，齋藤久美子，杉山佳代，神田真規，米原修治，花田敬士
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【学会地方会】
１）第27回日本臨床細胞学会中四国連合会総会・学術集会（島根 2012.7.28，29）
　　胆汁原発小細胞神経内分泌癌の胆汁細胞所見
　　　　齋藤久美子，佐々木健司，杉山佳代，神田真規，相部晴香，米原修治，花田敬士
２）第38回日本臨床細胞学会広島県支部総会（第54回広島細胞診学会）（広島 2013.2.2）
　　核内細胞質封入体のみられた甲状腺腺腫様結節の１例
　　　　杉山佳代，米谷久美子，相部晴香，神田真規，佐々木健司，米原修治，則行敏生，
　　　　春田るみ
【全国研究会】
１）内視鏡治療研修会（宿毛 2012.4.27）
　　膵疾患に対する EUS-FNAにおける診断のポイント
　　　　佐々木健司
２）内視鏡治療研修会（宿毛 2012.4.27）
　　EUS-FNAにおける検体の流れと細胞診の成績
　　　　神田真規

歯科口腔外科
１）第57回日本口腔外科学総会・学術大会（横浜 H24.10.19－21）
　　両側下顎骨に生じた中心性巨細胞病変の１例
　　　　木村直大，（神田　拓），原潤一，（安藤俊範），（小川郁子），（虎谷茂昭），（岡本哲治）

研　修　医
１）第109回日本内科学会中国地方会
　　B群溶連菌感染による敗血症性ショックに対し，エンドトキシン吸着療法が奏功した１例
　　　　笹田将吾，勝谷　昌平，江﨑　隆，坂本　旭，堀　郁子，森本謙一
２）第57回日本透析医学会学術集会・総会（札幌 H24. 6.22－24）
　　維持血液透析中の肺癌患者に Pemetrexedを投与した一例
　　　　竹井大祐，江﨑　隆，勝谷昌平，石川哲大
３）日本消化器内視鏡学会中国支部例会（広島 H24.7.1）
　　カプセル内視鏡にて診断し得た空腸リンパ管拡張症の１例
　　　　竹井大祐，今川宏樹，福本　晃，寺岡雄吏，天野美緒，山雄健太郎，橋本義政，飯星知博，
　　　　小野川靖二，平野巨通，花田敬士，日野文明
４）第98回日本消化器病学会中国支部例会・第109回日本消化器内視鏡学会中国支部例会
　　（研修医奨励賞受賞）（宇部 H24.12.1）
　　CA19-9 高値をきたした類上皮嚢胞の１例
　　　　池本珠莉，花田敬士， 寺岡雄吏，天野美緒，山雄健太郎，今川宏樹，橋本義政，福本　晃，
　　　　飯星知博，小野川靖二，平野巨通，天野　始，日野文明，福田敏勝，米原修治
５）第98回日本消化器病学会中国支部例会・第109回日本消化器内視鏡学会中国支部例会
　　（宇部 H24.12.1）
　　膵管癌との難渋した肺腺癌の膵転移の一例
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　　　　竹井大祐，花田敬士， 寺岡雄吏，天野美緒，山雄健太郎，今川宏樹，橋本義政，福本　晃，
　　　　飯星知博，小野川靖二，平野巨通，天野　始，日野文明
６）第101回日本循環器学会　中国地方会（出雲 H24.12.8）
　　CTとMRIにて術前診断が可能であった心臓血管肉腫の一例
　　　　笹田将吾，渡邊紀晶，妹尾淳弘，尾木　浩，上田健太郎，森島信行
７）第48回日本呼吸器学会中国四国地方会（岡山 H24.12.22）
　　トルーソー症候群を合併した肺線癌の１例
　　　　竹元雄紀，大月鷹彦，上野沙耶香，風呂中修
８）第34回日本臨床外科学会広島県支部学術集会（広島 H25.2.23）
　　食道癌肉腫の一例
　　　　西田賢司，則行敏生，山木　実，竹井大祐，河島茉澄，山口恵美，高橋　元，吉村紀子，
　　　　中野亮介，佐々田達成，住谷大輔，福田敏勝，中原雅浩，黒田義則
９）第116回尾道消化器病同好会（尾道 H25.3.19）
　　症例提示　CA19-9 が高値を呈し術前診断に苦慮した膵嚢胞性病変の１例
　　　　池本珠莉

薬　剤　部
１）広島県病院薬剤師会東支部研修会（福山 H24.10.2）
　　～第１回抗がん剤プロフェッショナル薬剤師研修会～
　　尾道総合病院における抗がん薬ミキシングの実際について
　　　　江草徳幸
２）第６回日本緩和医療薬学会年会（神戸 H24.10.7）
　　End-of-dose failureに対するオキシコドン徐放錠の投与間隔の短縮についての検討
　　　　江草徳幸，平井俊明，島居孝恵，藤原ちえみ，森元眞由美，安原昌子，橋本佳浩，
　　　　木保正彦，高澤信好，石川哲大
３）第１回尾道三原地区がん薬物療法研究会（尾道 H25.2.7）
　　大腸癌患者における薬物療法　～どのように説明しますか～
　　　　江草徳幸
４）第28回日本環境感染学会総会（横浜 H25.3.1）
　　広島県東部地区基幹３施設における抗菌薬使用量と施設背景因子の関連性の検討
　　　　土井久美子，岡田麻衣子，安原昌子，佐和章弘
５）広島県病院薬剤師会東支部研修会（福山 H25.3.5）
　　～第２回抗がん剤プロフェッショナル薬剤師研修会～
　　支持療法　パネリスト
　　　　江草徳幸

看　護　科
【全国学会】
１）第13回日本クリニカルパス学会（岡山 H24.12.7～8）
　　当院におけるクリニカルパス電子化の功罪　～アンケート調査から～
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　　　　　４B病棟　長岡史恵　クリニカルパス委員会
２）第27回日本がん看護学会学術集会（石川 H25.2.16～17）
　　  口演　がん化学療法を受ける患者の全人的問題の理解とヘルスダイアリーファイルの有用性の
検討

　　　　外来　石橋　操
【全国研究会】
１）第39回日本脳神経看護研究学会（大阪 H24.10.19）
　　ポスター　片麻痺患者の車椅子シーティングへの援助
　　シーティングマニュアルを作成し有用性を検討
　　　　５A病棟　後藤加奈子，博田百合香，小林雄一
２）日本脳神経看護研究会　広島地方学会　第８回研究発表会（広島 H25.3.10）
　　摂食機能療法の有用性を検討して
　　　　５A病棟　小林雄一，ICU　鶴藤結香
【地方研究会】
１）第12回広島県看護協会　三原・尾道支部　看護研究会（三原 H24.2.23）
　　片麻痺患者の車椅子シーティングへの援助
　　～シーティングマニュアル・チェックリストを作成し，有用性を検討して～
　　　　５A病棟　後藤加奈子，博田百合香，小林雄一
２）第１回心臓いきいきキャラバン研修会（尾道 H24.8.2）
　　心筋梗塞・心不全手帳を用いた心不全への取り組み
　　　　３B病棟　富山美由紀
３）第２回心臓いきいきキャラバン研修会（尾道 H25.2.23）
　　心不全のチーム医療
　　　　３B病棟　富山美由紀

看　護　科（内視鏡センター）
【全国学会】
１）第71回日本消化器内視鏡技師学会（東京 H25.10.12）
　　パネルディスカッション
　　当院における内視鏡管理への挑戦と限界　内視鏡センターで内視鏡一括管理は可能か
　　　　外来　消化器内視鏡技師　楠見朗子
２）第71回日本消化器内視鏡技師学会（東京 H25.10.12）
　　口演　当院における「Overnight CE」の取り組み　内視鏡技師介入に向けての模索
　　　　外来　消化器内視鏡技師　栗本保美

院内看護研究発表会
１）（H24.11.28）
　　幼児の安全安楽な点滴固定法の検討
　　～フィルム材の導入と保護方法を改善して～
　　　　４B病棟　石谷真子，村上明子
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２）（H24.11.28）
　　片麻痺患者の車椅子シーティングへの援助
　　～シーティングマニュアル・チェックリストを作成し，有用性を検討して～
　　　　５A　病棟　博田百合香，後藤加奈子，小林雄一

看護専門学校活動報告
１）  進路説明会（福山地区4.18，9.7，12.13，25.1.31，3.15，広島地区4.23，呉地区4.26，10.31，
府中東高校5.16，三次地区5.22，9.27，伯方高校5.25，神辺高校5.26，広島西地区5.29，豊田
高校6.1，9.14，尾道地区6.6，呉港高校6.6，尾道高校6.9，三原地区6.13，呉高校6.21，三原
高校（定時制）6.21，如水館高校7.5，瀬戸田高校7.6，25.2.12，大竹高校7.10，東広島地区7.
11，因島高校7.12，福山地区7.12，竹原高校7.25，広島市中区10.16，戸手高校10.17，河内高
校10.25，広島市安芸区11.20，因島高校11.26，総合技術高校11.29，広島西地区12.12，尾道商
業高校12.19，三原東高校25.2.13，松永高校25.2.15，安芸府中高校25.2.20，三原地区25.3.
14，広島西区25.3.26）

　　　　藤田照美，畠ゆかり，野坂裕之，後藤通雄
２）院内講師会議（尾道 4.12）
　　　　藤田照美，畠ゆかり，得沢世津子，矢野初美，濱川英子，中満美幸，高垣由美子，
　　　　船山幸代，石田恵美，伊藤美子
３）尾道看護専門学校あり方検討会（運営会議）（尾道 4.25，広島 10.24）
　　　　藤田照美，畠ゆかり，野坂裕之
４）JA尾道総合病院　病院際（尾道 5.19）
　　　　藤田照美，濱川英子，高垣由美子，19期生（38名）
５）実習指導者研修会（尾道 6.1，8.10，10.17，11.22，12.6）
　　　　藤田照美，畠ゆかり，得沢世津子，矢野初美，濱川英子，中満美幸，高垣由美子，
　　　　船山幸代，山北理恵，石田恵美
６）日本看護協会総会　厚生労働大臣賞表彰状授与（千葉 6.5－7）
　　　　藤田照美
７）広島県看護協会三原尾道支部進路相談会（三原 6.9）
　　　　濱川英子
８）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（広島 6.8，8.13，10.25，25.1.25）
　　　　藤田照美
９）中国地区看護教育研究会（岡山 6.30，尾道 10.27，岡山 25.2.9）
　　　　藤田照美，畠ゆかり，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，石田恵美
10）尾道看護専門学校運営会議（尾道 7.20）
　　　　藤田照美，畠ゆかり，得沢世津子，矢野初美，濱川英子，中満美幸，高垣由美子，
　　　　船山幸代，石田恵美，野坂裕之，後藤通雄
11）ケーススタディ発表会（尾道 8.9，8.10）
　　　　藤田照美，畠ゆかり，得沢世津子，矢野初美，濱川英子，中満美幸，高垣由美子，
　　　　船山幸代，石田恵美，野坂裕之，後藤通雄
12）院外講師会議（尾道 8.17）
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　　　　藤田照美，畠ゆかり，得沢世津子，矢野初美，濱川英子，中満美幸，高垣由美子，
　　　　船山幸代，石田恵美，野坂裕之，後藤通雄
13）オープンキャンパス（尾道 8.22，12.25）
　　　　藤田照美，畠ゆかり，得沢世津子，矢野初美，濱川英子，中満美幸，高垣由美子，
　　　　船山幸代，山北理恵，石田恵美，野坂裕之，後藤通雄
14）広島県看護協会三原尾道支部 BLS研修会（三原 9.8）
　　　　畠ゆかり
15）第56回広島県看護学校研究発表会（広島 10.5）
　　　　畠ゆかり，矢野初美，濱川英子，中満美幸，高垣由美子，船山幸代，野坂裕之
16）広島県看護協会三原尾道支部まちの保健室（尾道 10.10）
　　　　中満美幸
17）広島県看護教員養成講習会実習受入（広島 11.19～12.7）
　　　　広島県厚生連尾道看護専門学校
18）広島県看護教員講習会実習報告会（三原 12.19）
　　　　得沢世津子
19）広島県看護教員講習会看護教育課程助言者（三原 12.20，25.1.8，1.16，1.21，1.23）
　　　　濱川英子
20）第34回広島県農村医学研究会（広島 25.2.16）
　　基礎看護学実習Ⅲの効果的な実習準備の取り組み
　　～学生・教員アンケートを通して～
　　　　高垣由美子
21）広島県看護協会三原尾道支部看護研究発表（尾道 25.2.23）
　　　　畠ゆかり
22）介護福祉士国家試験委員（広島 25.3.2－3）
　　　　船山幸代

栄　養　科
１）第35回 JA広島厚生連医学会（広島 25.2.16）
　　熱中・脱水対策のためのオリジナルドリンクの開発
　　　　越智せりか，赤毛弘子，金子美樹，岡本裕美，山本智恵，小野川靖二

化学療法センター
１）第38回尾三因医学会（尾道 H24.6.24）
　　化学療法センターへヘルスダイアリーファイル（HDF）を導入して
　　－がん化学療法を受ける患者の全人的問題の理解－
　　　　石橋　操，福家幸子，金井淳子，栗村あや，則行敏生
２）第27回日本がん看護学会学術集会（金沢 H25.2.16－17）
　　がん化学療法を受ける患者の全人的問題の理解とヘルスダイアリーファイルの有用性の検討
　　　　石橋　操，福家幸子，小田原めぐみ
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緩和ケア外来
１）第17回日本緩和医療学会（神戸 H24.6.22－23）
　　ICTを利用した在宅緩和ケアへの退院時ケアカンファレンスの試み
　　　　石川哲大，（濱岡道則），豊田直之，森元眞由美，高澤信好，木保正彦，藤越貞子，
　　　　西村　寛，（片山　壽），（長澤弘明），（黒瀬　斉）
２）第17回日本緩和医療学会（神戸 H24.6.22－23）
　　急性期病院における終末期での看護師の役割　～肺がん患者遺族へのアンケート調査を基に～
　　　　藤原ちえみ，田上智加，岡本尚子，田中千枝子
３）第６回日本緩和医療薬学会年会（神戸 H24.10.7）
　　オクトレオチド投与患者の希望に沿った早期在宅移行への関与
　　　　平井俊明，江草徳幸，井上由貴，森元眞由美，山本智恵，木保正彦，高澤信好，
　　　　石川哲大，中原雅浩，高垣優子，木本　薫
４）広島県病院薬剤師会東支部研修会（福山 H25.3.12）
　　尾道総合病院の緩和ケア　～チーム医療の実践と薬剤師の役割～
　　　　石川哲大
５）第15回日本在宅医学会大会　シンポジウム「在宅医療における情報共有と IT活用」
　　（松山 H25.3.30.）
　　ICTの利活用と尾道市医師会方式在宅緩和ケア
　　　　石川哲大

NST運営委員会
１）第５回日本静脈経腸栄養学会 中国支部学術集会（鳥取 24.12.15）
　　難治性腹水貯留に対して腹膜透析カテーテルを留置し腹水排液を行った一例
　　　　江崎　隆，越智せりか，岡本裕美，村上美香，貝原恵子，小野川靖二
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院内カンファレンス
第257回　オープンカンファレンス（24.4.26）
　　小腸診察の up to date

　　　　　消化器内科　今川宏樹
　　在宅医療に生かす漢方治療
　　　　　板阪内科小児科医院　板阪和雅
第20回　尾三地域がん連携フォーラム（24.5.31）
　　治療医と緩和ケア医の立場から
　　　　　ベルランド総合病院　外科・乳腺外科　副部長　山崎圭一
　　セラピストの立場から
　　　　　ベルランド総合病院　作業療法士　島﨑寛将
第258回　オープンカンファレンス（24.6.28）
　　成人の股関節疾患に対する治療
　　　　　整形外科　大島誠吾
　　急性大動脈解離を見逃さないために
　　　　　心臓血管外科　森藤清彦
緩和ケア講演会（24.7.6）
　　温もりと笑顔の中で　～命を見つめる人々とともに～
　　　　　本願寺派善福寺　長倉伯博
第１回　心臓いきいきキャラバン研修会（24.8.2）
　　心不全センター設立の経緯と目標
　　　　　広島大学病院　循環器内科　教授　木原康樹
　　疾病管理と心不全におけるチーム医療
　　　　　広島大学　医歯薬保健学研究院　教授　森山美知子
　　広島大学病院心不全センターにおける心臓リハビリテーションの実際
　　　　　広島大学病院　理学療法士　田代尚載
　　心筋梗塞・心不全手帳を用いた地域連携パスの活用の実際
　　　　　慢性心不全看護認定看護師　富山美由紀
第21回　尾三地域がん連携フォーラム（24.9.7）
　　乳がんチーム医療の新ビジョン
　　　　　乳腺外科　佐々田達成
　　乳がん治療チーム結成までの軌跡
　　　　　松山赤十字病院　乳がん認定看護師　篠﨑恭子
第５回　地域連携交流会（24.10.20）
　　利用者からの暴言暴力等にどう対応するか
　　　　　尾道市立市民病院　GRM，認定看護管理者　松尾由美子
第259回　オープンカンファレンス（24.10.25）
　　1991年から2012年に経験した脳炎脳症小児例の検討
　　　　　小児科　岡野里香
　　日本糖尿病協会と尾道糖友会サイフォンの17年のあゆみ
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　　　　　田辺クリニック　院長　田辺泰登
　　興味ある食中毒の症例
　　　　　研修医　川崎正憲
　　CPC　興味ある経過をたどった肝がんの一例
　　　　　研修医　西田賢司
第２回　尾道漢方入門講座（25.2.14）
　　漢方を学ぼう　～漢方への理解はエビデンスから～
　　　　　山口大学医学部附属病院　漢方診療部　准教授　飯塚徳男
市民公開講座『市民のためのがん最前線』（25.2.17）
　　もっと知ってほしい膵・胆道がん
　　　　　消化器内科　花田敬士
　　膵・胆道がんの外科治療
　　　　　外科　福田敏勝
　　パープルリボン活動について　～膵・胆道がん患者のために～
　　　　　NPO法人パンキャンジャパン　理事　眞島喜幸
　　尾道市の健康診査について
　　　　　尾道市健康推進課　村上さつき
第２回　心臓いきいきキャラバン研修会（25.2.23）
　　JA尾道総合病院での心不全への取り組み
　　　　　慢性心不全看護認定看護師　富山美由紀
　　心不全のチーム医療
　　　　　県立尼崎病院　循環器内科部長　佐藤幸人
第260回　オープンカンファレンス（25.2.28）
　　CPC　過激な経過をたどった肺がんの１例
　　　　　研修医　池本珠莉
　　ピンクリボンレクチャー　～遺伝性乳がん～
　　　　　乳腺外科　佐々田達成
がん化学療法講演会（25.3.4）
　　B型肝炎ウィルスと肺がんの化学療法
　　　　　呼吸器内科　風呂中修
　　広島大学における化学療法の取り組み
　　　　　広島大学病院　がん化学療法科　教授　杉山一彦
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院 内 主 要 行 事
　平成24年度

年　月　日 行　　　　　事 年　月　日 行　　　　　事
24．４．２ 辞令交付式 24．10．12 低体温療法講演会

３ 新採用者辞令交付式 10．16 全国監査機構期中監査（～18日）
３ 新採用者オリエンテーション 18 尾三地区緩和ケア薬学研究会
３ 新採用職員歓迎会 19 世羅町議会議員一般選挙及び世羅町長選挙不在者投票
３ 福山市議会議員一般選挙不在者投票 25 第259回尾道総合病院オープンカンファレンス
４ 新採用者オリエンテーション 11．１ 広島中央農業協同組合「すみれの会」視察
９ 尾三地区地域連携学術講演会 ２ 上島町長選挙及び上島町議会議員選挙不在者投票
26 第257回尾道総合病院オープンカンファレンス 10 第25回備後ストーマ・排泄リハビリテーション研究会
26 東京都議会議員（尾道地域総合特区）視察 16 CTC講演会

５．19 JA尾道総合病院　第１回　笑 in祭 24 第23回 JA　ICLS講習会
31 第20回尾三地域がん連携フォーラム 25 オストメイトのための講習会

６．12 神奈川県厚生連視察 27 県知事（尾道地域特区）視察
12 JA尾道総合病院　鎮静セミナー 28 経営改善計画進捗状況説明会（１回目）
14 感染防止対策連携カンファレンス 28 感染防止対策連携カンファレンス
19 厚労省・広島県（尾道地域特区）視察 29 経営改善計画進捗状況説明会（２回目）
28 第258回尾道総合病院オープンカンファレンス 12．13 衆議院議員選挙不在者投票
28 内閣官房・広島県（尾道地域特区）視察 13 感染防止対策連携カンファレンス

７．６ 緩和ケア講演会 17 接遇研修会
8.2 心臓いきいきキャラバン研修会 21 管理職労務研修
10 ふれあい看護体験 25．１．４ 新年互礼会
17 管理職労務研修 10 山形大学東北創生研究所（尾道特区）視察
21 研修医採用試験 29 ㈳広島県看護協会視察
23 地域医療連携のつどい ２．６ 尾道市議会議員視察
25 医師対象緩和ケア研修会（～26日） ７ 感染対策研修会
28 研修医採用試験 14 第２回尾道漢方入門講座
30 高校生対象　医療体験セミナー 22 メンタルヘルス研修会

９．９ 第21回尾三地域がん連携フォーラム 28 第260回尾道総合病院オープンカンファレンス
10 尾道地域特区 ICT視察 ３．２ がん拠点病院がん相談員研修会
10 救急医療功労者厚生労働大臣表彰 ４ 尾道地域連携がん化学療法講演会
14 院内感染対策研修会 11 中国四国厚生局医事課臨床研修実地調査
27 保健所立入検査 14 感染防止対策連携カンファレンス

10．１ 移植医療に関する研修会 14 個人情報監査
11 医療安全研修会「護身術」 18 医療安全研修会
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JA 尾道総合病院祭　第１回【笑 in 祭（わらいんさい）】

病院祭実行委員会　　丹　　下　　博　　紀　

　2012年５月19日「笑顔：地域医療を守る笑顔あふれる病院を目指して」というテーマで職員が一
丸となって当院初めての試みである「病院祭－第１回笑 in祭」を五月晴れのもとで開催しました。
しかし，開催に至るまでの道のりは決して平坦なものではありませんでした。まず，2010年５月に
実行委員会を立ち上げ，早速長野県厚生連佐久総合病院の病院祭を視察させていただきましたが，
2011年の病院新築移転という，過去に類を見ない大きなミッションを前に断念せざるを得ませんで
した。その後開催を諦めきれず，移転して半年というまだまだ病院自体が落ち着かない時期に三重
県厚生連松阪中央総合病院へ改めて視察させていただいたのを機に実行委員会活動を再開し，半年
の準備期間を経てようやく開催にこぎつけました。直近の３ヶ月間はほぼ毎週委員会を開催し，そ
の間に企画グループで検討しながら準備を進めました。年度初めという多忙な時期と重なり打合せ
が夜遅くまで続くということも多々ありました。

　笑 in祭（わらいんさい）というタイトルは，『病院祭に参加する誰もが笑顔になってほしい気持
ち』と『広島弁』を掛け合わせたものです。全職員より公募した中から“総選挙”を行い，最多得
票数を獲得したものに決定しました。またオリジナルキャラクターは当院の看護師がデザインした
ものです。そういった職員の気持ちが十分こもった手作りの病院祭－笑 in祭－がついに幕を開けま
した。

　オープニングセレモニーでは，弓削孟文病院長，地元代表の平原土地区画整理組合島田義寿理事
長の挨拶のあと，開会のくす玉割りが行われました。前日リハーサルで割れなかったくす玉は無事
割れたのですが，くす玉の中の垂れ幕が下りてこないというハプニングからのスタート。先行きの
不安な中，メインステージでは，当院消化器内科花田医師による膵癌の講話，地元小学校合唱団の
かわいらしい元気いっぱいの歌声に続いて，呼吸器内科風呂中医師による食中毒の話と病院祭らし
く医学的な講話が行われました。

　午後の部では，「院長を探せ」「スマイルパフォマー Qちゃんオンステージ」「RCC放送　横山雄二
アナによるトークショー」などの笑顔をテーマにした企画により会場が笑顔であふれ，中でも院長
を探している子供たちの純粋さ，元気の良さにはスタッフも含め参加者が癒されました。また，一
生懸命さが伝わってくる Qちゃん，横山アナのサービス精神は我々医療従事者も見習う必要がある
と感じました。

　メインステージ外では，病院探検ツアー，AED・白衣・外科医体験，健康相談，東日本大震災チ
ャリティーバザー，キッズコーナー，厚生連尾道看護専門学校ブースなど，どの企画も職員の情熱
が詰まったものばかりでした。また，JA尾道市による協賛ブースや尾道市消防局による消防車・は
しご車への試乗体験など関連団体からの協力により盛りだくさんの内容となりました。

　最後は，屋外にて地元のお祭のダンスコンテストで賞を獲った当院チームによる「ええじゃん」
の披露でしたが，開始直前に救急車が入るという，病院祭ならではの場面もありました。一時待機
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の後，無事披露が終了し，第１回笑 in祭は終幕となりました。

　当日朝ぎりぎりまで準備に追われるスタッフの間では「どのくらいの人たちが来てくれるのだろ
う」とささやき合うほど不安でいっぱいでした。しかしながら，開催時間の９時30分から来場者が
段々と増えはじめ，最終的に1,500人越えの来場者でした。当初は700名前後の来場者しか見込んで
おらず，準備した屋台の食事の一部（やきそば，せせり焼きなど）は午前中に売り切れ，院内のコ
ンビニも同様の状態となり，来場者や当日勤務しているスタッフの方にはご迷惑をおかけしました。
嬉しい悲鳴も本当の悲鳴もさまざまありましたが，スタッフはとにかく走り回って，汗を流して，
そして笑顔で接しました。その頑張りは，来場者の方々の「笑顔」という最高の形となり私たちに
返ってきました。

　第１回病院祭は大盛況のうちに無事終わりました。良い思い出を職員で共有することももちろん
大事なことだと思います。しかし，その思い出作りが出来たのは来場者の方々のおかげであり，自
分たちの力を十分に発揮し，その方たちを笑顔にすることが本来の我々の役目だということを忘れ
てはならないと思います。この度の笑 in祭を開催することによって，病院全体が「地域医療を守る
笑顔あふれる病院を目指して」という一つのテーマに向かって行動できたことが最大の収穫の一つ
です。みんなで掲げたテーマとこの経験を大切にして，これからの日常診療の中で実践していきた
いと思います。
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医療体験セミナー

厚生労働大臣表彰

地域連携のつどい

病院祭　飲食ブース

病院祭　縫合体験

病院祭　病院探検ツアー
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職 場 だ よ り

委 員 会 報 告
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内　　　科（呼吸器内科）

 主任部長　　益　　田　　　　　健　

　呼吸器内科では引き続き，３人体制で肺炎，肺癌を中心とした診療を重点的に行って参ります。
特に感染症としては現在でも頻繁に遭遇する結核感染症診断の適正化や感染予防対策の標準化に努
めたいと思います。また，肺癌診療に関しては，診断のための気管支鏡検査件数アップと安全性向
上を目標にします。また，外来化学療法件数を増加できるよう努めます。

職　場　だ　よ　り

循 環 器 科

 医　　師　　妹　　尾　　淳　　弘　

　尾道に赴任して１年が経ちました。尾道といえば坂道が多く，全国的に知られた風光明媚な観光
地，そんな印象であります。週末には県外ナンバーの車も数多く見られます。患者さんは明るい人
柄の方が多く，持病に負けずに日々を明るく送っていらっしゃる姿から，逆にこちらが元気をもら
うことも多い毎日です。
　循環器科には５人の医師が属しています。森島先生，上田先生，尾木先生にそれぞれ得意分野が
あり，その恩恵に預かるような形で私と瀧口先生が勉強させてもらってます。
　当院を受診される方は様々な循環器の疾患に罹患されています。急性心筋梗塞，急性・慢性心不
全，徐脈性・頻脈性の不整脈，肺塞栓や深部静脈血栓症，感染性心内膜炎，心筋炎，心外膜炎など
多くの疾患を救急外来や入院病棟を通して経験することができます。このような様々な診療を行う
ことができるのも，ご開業の先生方を初めとして近隣の医療機関の先生方から多くのご紹介をいた
だいているからに他なりません。直近では平成24年１月から12月までの当科での検査・治療を合わ
せた全カテーテル件数は合計572件ありました。主診療内容としては，経皮的冠動脈形成術が122件，
下肢血管形成術が11件，不整脈のアブレーションが36件でありました。ペースメーカー新規移植や
植込み型除細動器，心臓再同期療法，大動脈バルーンパンピング，経皮的心肺補助装置など高度な
医療機器を用いた治療も行っています。些細な事からご紹介いただき思いがけない病態に出くわす
こともあり，非常に勉強になる毎日であります。
　尾道に住むと，海と山に囲まれた坂の多い町ということを実感します。山から海へ川が流れ，そ
のわずかに開けた平地に重なり合うように多くの人が住まれています。病院から海に向かって歩く
と谷間の街に数多くの家が軒を連ねています。車一台ぎりぎり通れるような入り組んだ道の先に患
者さんの御自宅があります。多くは高齢で一人暮らしを余儀なくされていますが，みなさん自宅に
帰ることを望まれます。心筋梗塞の治療後であっても患者さんが安心して生活できるように，開業
医の先生方と密に連携が取れるように，急性心筋梗塞の地域連携パスが存在しています。運用は実
にきめ細かに行われております。決められた時期が来ますとほぼ100％の確率で再紹介をいただける
仕組みが構築されています。このような連携を通して外来診療と入院診療をバランスよく行うこと
ができております。
　また，心不全の管理にも力を入れています。病態が慢性化すると内服薬でのコントロールが困難
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心臓血管外科

 部　　長　　森　　藤　　清　　彦　

　平成24年４月より二神大介先生の後任として赴任いたしました森藤です。当科では８年間主任部
長を務められた濱本正樹先生が JA廣島総合病院へ異動となり，後任として尾畑昇悟先生が赴任さ
れました。倉敷中央病院，福山循環器病院を歴任されており，その経験と技術を当院でも存分に発
揮していただいております。
　平成24年度は心臓・大血管手術は53例でした。成人ファロー四徴症や，再手術の２弁（大動脈弁，
僧帽弁）置換術など非常に困難な症例もありましたが無事遂行することができました。
　麻酔科，手術室スタッフ，術後管理からリハビリまですべての方々の協力のおかげで平成24年度
待機手術を受けられた患者様の術後死亡は無く全員元気に退院されております。
　その他の末梢動脈手術（ASOに対する血行再建術，急性動脈閉塞に対する血栓除去術，末梢動脈
瘤手術など）は56例，内シャントなどの透析関連手術が55例，下肢静脈瘤手術35例でした。
　今年度は腹部大動脈瘤に対するステントグラフト治療も開始しました。低侵襲な手技の導入によ
り，より多くの患者様のお役にたてると確信しております。
　スタッフは２名と少ないですが，「尾道の患者様は尾道で治療する」をモットーに日々精進してま
いりますので今後もよろしくお願いいたします。

になり多くの方は再入院を繰り返されます。生活環境が厳しく本人は何も悪くないのに心不全が再
燃し再入院される方が多いです。できるだけ再入院しなくて済むように全国的な取り組みに習い私
たちも心不全外来に尽力しています。このような取り組みは看護師，栄養士，臨床工学技士，検査
技師，リハビリテーション専門職の方々，一人一人の外来スケジュールを調整して下さるメディカ
ルアシスタントの方々など，多くの職員の力によって成り立っており，ただ感謝するのみです。
　このような素晴らしい環境で今ある仕組みを活かしさらに発展できるよう，これからも毎日の診
療に取り組んでいきたいと思っています。

外科・内視鏡外科
　“小よく大を制する”マニア集団
 主任部長　　中　　原　　雅　　浩　

　尾道総合病院外科・内視鏡外科の地域における役割は大きく分けて，１）地域のニーズに応える
外科治療の提供，２）癌に対する最良の外科治療の提供，３）より低侵襲な外科治療の提供の３点
が挙げられます。

　その中でも今回は３）のより低侵襲な外科治療の提供を紹介します。と言うのも今年から外科は
内視鏡外科という標榜を加えて頂くことになりました（院内でもまだまだ浸透していませんが…）。
当科の手術術式の内訳からすると遅すぎるくらいですが，これからは内視鏡外科という看板を掲げ
た以上，さらに一層内視鏡手術に拘っていきたいと考えています。内視鏡手術は，1990年に本邦で
胆石症に対し初めて行われて以来，わずか20年の間にスタンダードな術式となりました。今では胆
石症に対し，最初から開腹手術を行う事は罪と言っていいでしょう。腹腔鏡手術はその低侵襲性か
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ら，患者さんにとって非常に優しい手術といえます。そのため胆石症，鼠径部ヘルニア，急性虫垂
炎などの良性疾患は良い適応であり，これらに対しては標準術式となりつつあります。しかし一方
で，腹腔鏡手術は技術的な難易度が高いため，血管周囲のリンパ節郭清を伴う癌に対する手術では，
なかなか普及していないのが現況です。大腸癌を例に挙げると，内視鏡手術を頑張っている施設に
対するアンケート調査でも普及率は48%程度です。これに対し，当科での大腸癌年間手術症例100
例のうち90例，90%を腹腔鏡手術で行っており，H25年４月24日に1000症例の大腸疾患に対する腹
腔鏡手術症例を経験しました。これはおそらく中四国で最多症例数だと思います。またデータ解析
により，当科の大腸癌に対する腹腔鏡手術の予後は開腹手術と同等の結果であり，開腹手術と同様
のクオリティを保っています。同じクオリティの手術であれば，より患者さんの体に優しい手術を
提供するべきだと，我々は常に考えていますし，実際に患者さんの立場からも，同じ内容で同じク
オリティの手術であれば痛みが少ない手術が良いに決まっています。そのため最近では，胃癌，肝
癌，膵良性疾患，脾疾患に対しても腹腔鏡手術を積極的に行っています。これらに対する腹腔鏡手
術は全国的にもまだまだ一般的ではありませんが，当科では標準術式になりつつあります。
　また近年当科では，より進歩した腹腔鏡手術，いわゆる単孔式腹腔鏡手術を行っています。単孔
式腹腔鏡手術とは，臍に小切開を置き，従来は腹壁の何か所かに置いていた手術器具を出し入れす
る“穴”を臍に集めて行う腹腔鏡手術です。この手術の最大のメリットは手術の傷が臍に隠れて，
ほとんど見えなくなることです。ですからこの手術は“傷のない（見えない）手術”とも呼ばれて
おり，女性，特に若い女性には大きなメリットのある手術です。本邦では2008年に初めて胆石症で
行われ，当科では2009年に導入し，現在まで380例以上の胆石症の症例をこの手技で行いました。こ
の数は全国でもトップクラスの症例数であり，現在当科では胆石症に対し単孔式内視鏡手術がスタ
ンダードな術式となっています。
　私が研修医のころの二昔半（25年前）は，外科医の心得として「大きく開けんと，いい手術はで
きんで」と教えられました。いわゆる“Great Surgeon Makes Big Incision”です。しかし現在，私は
若い外科医たちに「同じクオリティの手術なら，なるだけ傷を小さくしなさい」と教えています。
つまり“Great Surgeon Makes Small Incision”です。私は“小よく大を制する”と信じて日々の
外科手術に臨んでいます。

最後に；
　当科のスタッフ紹介をします。当科は，黒田先生の“一喝”で2001年より（当時としては先駆的
でした）専門医制を導入し，それぞれの領域の専門医，“マニア？”が，その領域の治療にあたって
います。具体的には，呼吸器外科；則行敏生，山木　実，消化器外科，内視鏡外科；中原雅浩，福
田敏勝，天野尋暢，吉田　誠，肛門外科；黒田義則，中原雅浩，吉田　誠，乳腺，甲状腺外科；佐々
田達成です。この布陣で頸から下の，心臓・血管を除く全ての臓器をカバーしています。そして，
これらのマニアに加え，寿美裕介，山口恵美，河島茉澄，竹井大祐の４人の新進気鋭の若手外科医
の合計12人で年間約1000例の手術（全身麻酔下手術；800例，腰椎，局所麻酔下手術；200例）を手
掛けています。
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小 児 外 科
　―平成24年度入院統計から―
 小児外科　　和　　田　　知　　久　

　平成24年度は昨年と引き続き嘱託として小児外科診療を行った。そこでこの１年間の入院統計を
報告したい。入院症例は117例，手術総数が115例であった。手術例の中で最も多い疾患は昨年と同
様そけいヘルニア，陰嚢および精索水腫で，併せて61例53％であった。急性虫垂炎症例は昨年より
増加し16例であったが，その多くは外科で手術をしていただいた。泌尿生殖器系の手術は16症例あ
り，内訳は停留精巣11例に対し精巣固定術を行い，膀胱尿管逆流症に対する逆流防止術が２例，真
性包茎に対する包皮切除術が２例，尿道脱１例の内訳であった。
　一方新生児外科症例は今年３例と昨年より増加した。内訳は十二指腸穿孔１例，先天性空腸狭窄
症１例，先天性回腸膜様狭窄症１例であった。このうち十二指腸穿孔は壊死性腸炎による穿孔では
なく，いわゆる限局性腸穿孔症例であったが，児の未熟性によりその後多発性腸穿孔を来して失っ
た。また膜様狭窄は通常，十二指腸や空腸起始部に多くみられるが，今回の症例は回腸に認め，狭
窄部にミルクカードが詰まり間欠的イレウス症状を来した稀な症例であった。また乳児症例である
が新生児期より嘔吐の症状があり体重増加不良を呈した３か月児の十二指腸狭窄例も経験した。本
症のように急性腸閉塞症状を呈さず，慢性の経過をたどる症例もあり注意が必要である。

整 形 外 科

 主任部長　　盛　　谷　　和　　生　

　整形外科のスタッフは現在，数面先生，田中先生，大島先生，横山先生，露口先生，そして私の
６人体制で診療をおこなっています。横山先生が妊娠し，産休となるため，しばらく１人減の５人
体制となり，特に手術日の急患対応（特に診察の遅れなど）に支障をきたすようになるかもしれま
せん。なるべく支障を来さないように頑張っていこうと思いますが，ご迷惑をおかけするかもしれ
ませんのでこの場をお借りしてお詫び申し上げます。
　今年から当院整形外科スタッフとなった露口先生の挨拶文を載せていただき職場だよりとさせて
いただきます。

 医　　員　　露　　口　　勇　　輔　

　４月より当院整形外科の一員となりました，露口と申します。日々精進して，少しでも尾道の医
療に貢献できるよう邁進してまいりますので，何卒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　

【脳神経外科外来スタッフ紹介】
・ 門田　秀二（もんでん　しゅうじ）　昭和61年広島大学卒　脳神経外科専門医，脳卒中専門医，

JPTEC（Japan Prehospital Trauma Evaluation and Care）インストラクター
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　  平成７年１月１日から２度目の赴任で18年強の永きにわたりお世話になりましたが，平成25年10
月31日付を持って当院を退職し，11月１日からは公立世羅中央病院にて勤務いたします。皆様大
変お世話になりました。引き続き備後全域に気を配れるよう地域医療に努めて参りたいと存じま
す。

・ 上田　　猛（うえだ　たけし）　平成18年広島大学卒　今年　脳神経外科専門医に合格されまし
た。おめでとうございます。血管内治療や救急医療全般にも興味がある青年で JATEC（Japan 

advanced Trauma Evaluation and Care）のインストラクターであり，JPTECのプレインストラクタ
ーでもあります。

・ 内畠　節代（うちはた　せつよ）　筆者が子供のころから当院に心身を捧げ奉職されている備後
では知らない人がいないほどのアナログ時代の伝説的看護師。すでに定年を超えたが，当院への
愛情に衰えなし。

・ 鍋岡　美沙（なべおか　みさ）　旧病院では，永らく総合受付で勤務歴があるので，顔を知ってい
る人は多いと思います。才色兼備で細かい心づかいも豊富な医療秘書さんです。

　平成25年11月１日からは門田の後任に　松重　俊憲（まつしげとしのり　平成11年広島大学卒）
先生が広島大学から赴任されます。脳神経外科専門医かつ脳血管内治療専門医を取得されていま
す。当科の長年の懸案であった血管内治療の発展に邁進していただきたいと思います。

【平成24年度実績】
　脳神経外科の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの活動の概要は，２人体制の元，入院
患者385件（前年度比91件増），手術室での手術93件（前年度比15件増）（全麻手術50件，前年度比
14件増）を行いました。そのうちメジャー手術は22件（前年度比１件増，脳動脈瘤クリッピング６
件，腫瘍16件）でした。内視鏡支援手術は10件施行しました（昨年度比同数　うち内視鏡支援下腫
瘍摘出術１件　内視鏡下脳内血腫除去術１件　慢性硬膜下血腫支援　８例）。他に超急性期脳梗塞に
対する t-PAは６例に使用しました。2005年10月の t-PAの認可から細々と症例を重ねていますが，
平成24年３月31日までで総計37例となりました。リニアックによる定位的放射線治療が転移性脳腫
瘍に対し７件（前年度比２件増）　放射線科で施行されました。

【雑感】
　この原稿を書いている門田　秀二は，このたび平成25年10月末を持って転勤いたします。尾道市
医師会をはじめ近隣あるいは遠方の医療関係及び介護福祉関係の皆様　大変お世話になりました。
今から考えると　平成23年５月の新病院移転後は自分の立ち位置に悩む毎日でした。平成21年から
は主任部長の大命を戴いて，微力ながら精一杯頑張ってきたつもりですが，十分ではなかったと反
省をしております。個人的には，新病院で２年間電子カルテ環境下で勤務できたことや2008年から
DPC環境下で何かに追い立てられるようにレセプト整理をした経験なども含め懐かしく，JA尾道
総合病院の皆様には感謝の言葉しか思い浮かびません。私も50代なかばで新赴任地となると　新し
い環境と新しいスタッフ同僚から受け入れられるかどうかが不安です。この文章を草稿していた段
階では，まだ脳神経外科専門医を合格していなかった上田　猛先生（平成18年卒）からはとても年
長者と思われていない程度の指導力で万事心もとない次第でした。当院の偉大さは，離れてみて初
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小　児　科
　～新生児から自立まで，救急から育児・療育まで
 主任部長　　岡　　野　　里　　香　

　小児科が診療する年齢は，新生児から中学生までが一般的ですが，当科の特徴は ｢新生児から子
ども自身が自立できるまで｣ を診ていることです。
　当院は NICUを有しており，地域周産期医療センターとして尾三地域の比較的高度な新生児にか
かわる医療を行うためにハード，ソフトともに整備されています。平成24年度 NICU及び新生児回
復室入院患者数は293名で，内1500g未満の極低出生体重児が14名，人工呼吸管理を要した児が24
名，新生児手術例が７名，死亡は１名でした。先天性の各疾患をもっている児，早産や低出生体重
のため生育がゆっくりである児，仮死などの出産時の病態によってハンディキャップを持った児な
どの治療はもちろん，養育をサポートすることも小児科医の役割の一つです。また成長し慢性疾患
を抱えた子どもたちが思春期から成人期にキャリーオーバーとなり，小児科に通院している人が多
くいます。特殊な場合を除いて，成人特有の疾患に対する適切な治療や加齢に伴う変化に対応する
ためには，必要に応じて内科，成人科に移行しなければなりません。そのためには学童期から思春
期において患者さんである子どもたちに，自身で疾患を自己管理できるように私たちがかかわって
いく必要があります。
　又当院の大切な機能の一つは小児救急拠点病院として，尾道と周辺地域の１次２次救急医療を24
時間提供していることです。H25年８月からは尾道市の小児夜間救急診療所が休診となり，実質当
院が尾道市域全体の１次２次救急医療を担うことになりました。
　平成24年は約9200名の時間外受診がありましたが，今後増加が予測されます。保護者が子どもの
急病の際，あわてず対応できるように育児指導や啓蒙を行っていきたいと考えています。

めて実感するものと今から予想されるところですが，引き続きご指導ご鞭撻のほどをお願いします
（同じ備後の一員として）。
　電話だ！ピッ。えっ？何？上田？合格した！！？そうか，よくやった。なに？ぎりぎり？ぎりぎり
でもなんでも，通りゃあ一緒よ。それより，今までお世話になった病院の部長先生　広島県病院の
木矢先生や広島総合病院の黒木先生にすぐ報告の電話をしとけよ。何？そっちはもう済んだ？そう
か。（複雑　わしゃあ最後か？）わかった。とにかく無事に早く帰ってきてくれ。

産 婦 人 科

 主任部長　　佐 々 木　　　　　克　

　まず当科の人事について報告します。平成24年度は佐々木・川上洋介先生・頼 英美先生・藤本悦
子先生の４人で始まりました。川上先生には引き続き手術・化学療法を中心とした婦人科癌の集学
的治療をリードしてもらい，また頼先生には周産期を中心とした症例の診断・治療に力を注いでも
らいました。最も若く軽快なフットワークで頑張ってくれていた藤本先生は，10月から県立広島病
院に転勤となりました。代わりに広島大学から寺岡有子先生が赴任しています。
　皆さんも既にご存知と思いますが，寺岡先生は平成24年の春にご結婚されていて，婿殿は平成24
年４月から既に当院内科医としてご活躍中です。結婚後６ヵ月間は別居生活でやっと同居が可能な
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状態になったのですが‥‥。少々心配ですが，寸暇を惜しんで主婦業ではなく本業に打ち込む姿は
とても頼もしく思います。インドネシアのハサヌディン大学からの留学生としてはアンナ先生をお
招きしました。非常に明るい性格で，特に超音波検査に興味をお持ちでした。流暢な英語で対応し
てくださいました川上先生，有難うございました。
　さて昨今，三原赤十字病院産婦人科医師の撤退・尾道市民病院小児科医師の撤退と，尾三地区の
産婦人科（小児科）診療を震撼させる報道が繰り返されています。随分前からここ尾三地区の特に
周産期医療は安泰ではないことを訴えて参りましたが，いよいよ現実のもとなってきました。圏域
内の分娩件数は年間約2500件で，仮に上記２施設での分娩が不可能となれば，約350の分娩が実質診
療所４・病院２施設に分散されることになります。但し，どの施設もマンパワー・施設規模から余
裕がないのが現状で，そうなると当院での分娩希望・地域中核病院としての期待はさらに大きくな
ることは必至です。大変不謹慎な話ですが，ある院長（開業医）が大病を患えばさらに500分娩が路
頭に迷うことにもなるのです。産婦人科の閉鎖や規模の縮小は，妊婦のみならず婦人科患者の受診
先の選択も狭まる訳です。全ての患者を飲み込むわけにはいきませんが，当院は地域周産期母子セ
ンターとして，また地域中核病院として受け入れ策を講じる重責があると考えています。当院には
このような地域の現状を十分に理解され，将来的な展望もふまえた対策をご検討して頂くことを懇
願します

【平成24年の主な産科要約】
（１）分娩総数；506例
　　　①単胎分娩数；492例　　双胎（品胎）分娩数；14例（2.8％）
　　　②経腟分娩数；339例　　帝王切開数；167例（33.0%）
（２）母体搬送数；57例

【平成24年の主な婦人科手術要約】
（１）悪性疾患手術件数；63例
　　　①広汎性～準広汎性子宮全摘 ９例
　　　②単純（拡大）子宮全摘
　　　　　　リンパ節郭清あり 12例
　　　　　　リンパ節郭清なし ４例
　　　③子宮頸部円錐切除（CIN2～CIN3） 28例
　　　④その他（腫瘍摘出・腫瘍縮小など） 10例
（２）良性疾患手術件数；95例
　　　①腹式子宮全摘・筋腫核出術 45例
　　　②開腹付属器手術 30例
　　　③腟式子宮全摘術 10例
　　　④腹腔鏡下手術 ６例
　　　⑤子宮鏡下手術 ２例
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耳鼻咽喉科
　「会津藩，激動の幕末」
 主任部長　　森　　　　　直　　樹　

　耳鼻咽喉科では，平成25年には医師が，森　直樹（昭和61年卒），長　陽子（平成17年卒），高原　
大輔（平成21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。看護科は沖原看護師と
毛頭看護師（聴力検査専任）の２人体制のままで，必要時には中央から臨時派遣となっています。
Medical Assistantの竹本さんは交代ありません。言語聴覚士の吉瀨さんには今年も嚥下リハビリに，
言語治療にと活躍して貰っています。受付事務は，総合受付と各科の受付の二重構造のまま変わら
ず，耳鼻咽喉科，皮膚科，麻酔科・ペインクリニックの３科共同受付もそのままです。器具の準備
などをしてくれる看護学生は，今年も応援に来てくれています。
　平成24年一年間の手術件数は，289件でした。内容は表１に示した通りです。平成23年は病院移転
に伴う手術休止期間があり減少しましたが，また，元に戻りました。平成24年の嚥下機能評価・リ
ハビリは，164症例，VEだけでは評価困難な症例に対する VFは２件ありました。また，セツキシ
マブに頭頸部癌の効能追加が承認され，外来化学療法が増加傾向にあります。
　日清戦争の勃発した1894年（明治27年），大本営が東京から広島に移され，1895年（明治28年）ま
で明治天皇がここ広島で指揮を執られていました。広島が一時的に首都機能を果たしていたのです。
第７回帝国議会は広島で開かれました。
　当時，日本赤十字社の正会員であった新島八重（数え年50歳）は，1894年の日清戦争当時，広島
の陸軍予備病院で篤志看護師（当時は看護婦）として従軍していました。ここでは，傷痍軍人の看
護だけでなく，看護婦の地位向上のためにも努めていました。今年の NHK大河ドラマの主人公の
八重です。戊辰戦争のなかでも最大の戦いだった会津戦争では，会津藩本拠の鶴ヶ城の壮絶な籠城
戦のなか，スペンサー銃を手に最前線で戦っていました。
　鶴ヶ城の前身は中世からある黒川城です。豊臣秀吉は奥州平定後に，蒲生氏郷に会津黒川42万石
を与え（その後92万石に加増），奥州支配の拠点となる城を築かせます。東北全域に睨みをきかせる
と共に，関東の徳川家康の背後を押さえる重要な城です。七重の天守を持ち，金箔瓦も使用された
豪華絢爛な近世城郭へと改修され（1593年　文禄２年），会津若松城と改められました。この七重の
天守は慶長の地震（1611年）で大きく傾いてしまい，新城主となった加藤明成が規模を五重の天守
に縮小して1639年（寛永16年）に再建します。これが会津戦争を戦い抜いた鶴ヶ城です。五重五階，
地下一階の層塔型で，外観は白漆喰総塗籠でした。蒲生氏郷時代に使用されていた瓦は，通常の黒
い燻瓦でしたが，会津は寒暖の差が大きく，冬の厳しい寒さで割れやすいため，1653年（承応２年）
から順次，釉で処理した赤瓦に葺き替えられていきました。現在見られる鶴ヶ城はこの史実に基づ
き，2011年に黒瓦から赤瓦に葺き替えられました。西国大名であった蒲生氏郷と加藤明成の巧みな
築城であった鶴ヶ城は，会津戦争で１ヶ月におよぶ籠城戦のなか，新政府軍兵士は一兵たりとも城
内に入ることはできませんでした。そして当時最新であったアームストロング砲の集中砲撃にも耐
えて，奥羽越一の堅固さを証明しました。
　東日本大震災の起こった2011年に，古浜の海沿いにあった平城の農協病院は平原台に新築移転し
平山城となりました。免震構造を持つ最新式の城郭です。1853年（嘉永６年）のペリー来航を契機
に起こった幕末の動乱は，次第に長州と薩摩の両藩による倒幕派が主流となっていきました。会津
藩は藩祖の保科正之が遺した徳川幕府への忠誠心を求めた家訓に従い，幕府側についていました。
第14代将軍徳川家茂が死去し，孝明天皇が崩御されると，第15代将軍徳川慶喜は大政奉還し，薩長
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は王政復古を宣言します。忠義を尽くす対象である徳川幕府が消滅してしまい，さらに長州と激し
く対立していた会津藩は朝敵の汚名をこうむってしまったのです。維新の流れに乗れなかった会津
藩は，自分たちの信じている正義を簡単に捨て去ることはできず，松平容保の「いわれなき汚名は，
何があってもそそぐべし」の決断のもと，勝算の極めて乏しい戦いに踏み切ることになりました。
奥羽越列藩同盟の援護があったものの，新政府軍との火力兵器の性能差はいかんともし難く，1868
年（明治元年）降伏開城することになります。
　今，TPPという大きな波が海の向こうからやって来ています。農協病院城は何処へ向かおうとし
ているのでしょうか。今年も引き続きよろしくお願いいたします。

表１　2012年の手術要約（289例）
　耳科手術（18例）

湯浅法 １例
先天性耳瘻管摘出術 ６例
チュービング ９例
外耳道腫瘍摘出術 １例
鼓室形成術 １例

　鼻科手術（69例）
内視鏡下鼻内手術 47例
ESS+鼻中隔矯正術＋粘膜下下鼻甲介骨切除術 ８例
鼻中隔矯正術＋粘膜下下鼻甲介骨切除術 ９例
鼻腔腫瘍摘出術 ５例

　咽頭手術（117例）
アデノイド切除術＋口蓋扁桃摘出術 53例
アデノイド切除術 +両口蓋扁桃摘出 +チュービング 12例
口蓋扁桃摘出術（単独） 42例
アデノイド切除術（単独） ２例
アデノイド切除術＋チュービング ５例
上咽頭腫瘍試験切除 ２例
上咽頭癌手術（レーザー焼灼） １例

　喉頭手術（31例）
ラリンゴマイクロサージャリー 29例
喉頭全摘術 １例
喉頭気管分離術 １例

　頭頸部腫瘍（54例）
耳下腺腫瘍摘出術 13例
顎下腺腫瘍摘出術 ４例
唾石摘出術 １例
ガマ腫摘出術 １例
正中頸嚢胞摘出術 ２例
舌腫瘍摘出術 ３例
舌部分切除術 ２例
口腔底癌摘出術 １例
口腔底腫瘍切除術 １例
口唇腫瘍摘出術 １例
頸部リンパ節試験切除 11例
頸部膿瘍手術 ３例
気管切開術 ４例
気管孔閉鎖術 １例
気管内肉芽腫切除術 １例
気管孔狭窄拡大手術 ２例
頸部郭清術 ３例
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皮　膚　科

 主任部長　　森　　本　　謙　　一　

　皮膚科の森本謙一です（*^_^*）
　他科の先生方，病棟外来の看護師さん，MAさんや受付事務・医事科の方々，薬剤師の先生方，
MEの先生方，リハビリの技師さん，放射線科の技師さん，栄養科のみなさん，病棟助手さん，そ
の他スタッフの皆さん，警備，清掃，その他病院を維持してくださっている方々，そして病院事務
の方々と院長先生，副院長先生，事務長さんへ，この紙面を借りて，当院皮膚科について改めて自
己紹介させて頂きます。
　私が尾道総合病院に赴任したのは2006年４月です。いつの間にやら７年以上が過ぎました。７年
間を振り返りつつ，皮膚科について紹介したいと思います。

【当院皮膚科の印象】
　最初は「えらくしんどい病院だな」と思ったものです。私は広島大学皮膚科でアレルギー性皮膚
疾患を専門として診療，研究していましたが，この病院に赴任してからは何でもかんでも診なくて
はなりません。新生児から超高齢者まで，重症患者や難治性疾患も含めてすべて請け負うことにな
ります。診療経験の乏しい疾患や，普通なら大学病院に紹介すべき症例も，「遠くまでよう行かんけ
え，ここで診てえや」という患者さんの強い要請に答えて診させて頂くことも多いです。ICU管理
が必要な患者さんも，ICU専任医師がいませんので，他科の先生に助けてもらいながら，なんとか
自力で診ています。呼吸器の設定やカテコラミンの調整，DIC治療も，他科の先生に丸投げはでき
ません。自分たちでやります。
　「なぜここまでしなくちゃいけないのか？」最初はよく思ったものです。そこで周りを見渡してみ
ると，近隣に皮膚科常勤医が２人以上在籍している病院がないことを知りました。皮膚科常勤医が
２人以上在籍している病院は，東は倉敷中央病院，西は東広島医療センターまでありません。また
重症難治性患者をお願いする紹介先は，岡山大学（80km），広島大学（80km），川崎医科大学（60km）
と遠方で，簡単に紹介することができません。つまり当院皮膚科は，いわゆる「最後の砦」なんだ
ということに気づきました。
　「わかりました。わかりましたよ。やりゃいいんでしょ，やれば！」なかばヤケッパチになりなが
ら毎日診療に励んでいると，さまざまな症例に出会います。いままで診たことの無いような疾患，
見たことの無いようなケガの仕方，見たことの無いような超高齢者，見たことの無いような怒鳴り
方をする患者さん，なかには日本でまだ５例ほどしか知られていないような超レアな疾患に出会う
こともありました。なんだここは！大学病院と野戦病院と老人病院を足したような病院じゃない
か！（３つ足したのなら３で割ってほしい。）これはすごく大変だけど，すごく刺激的！皮膚科の臨
床研修先としてもこれ以上の病院はないんじゃないかと思いました。（しんどいけど。）私自身とし
ましても，多くのことを患者さんから学ばせて頂きました。
　そうして７年の月日が流れ，私はいまだこの病院で働き続けています。2012年の入院患者数は274
人で，癌患者さんは73人でした。手術室での手術は197件，外来での手術は205件，時間外救急外来
での縫合処置が81件でした。その他にも感染症，自己免疫疾患，熱傷・外傷などなど，多種多様な
患者さんを診させて頂きました。心がけていることは，「尾道で大学病院レベルの医療を提供する」
です。大学病院まで行ける患者さんは紹介するのですが，遠くまで通院できない多くの患者さんの
ために，可能な限り当院で対応できるよう研鑽を続けています。必要とあれば広島大学，岡山大学，
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川崎医科大学の先生に電話やメールで連絡して，アドバイスを頂きながら診療することもあります。

【地域を守る】
　旧病院（昭和のニオイがします）では，外来患者さんが多く，入院患者さんの診療や手術でドタ
バタすることが多かったです。そこへ2011年の病院移転＋電子カルテ導入がありました。「このまま
ではマズイ。パンクするぞ」と思いました。電子カルテ導入 =医師の入力作業の増大です。外来が
パンクし，待ち時間がさらに長くなり，午後からの手術に間に合わなくなったり，入院患者さんの
診療に支障が生じると思いました。どうすれば良いか？かなり悩みました。
　そもそも何のためにこの病院，この皮膚科は存在しているのだろうか？
　突き詰めて考えると，「地域を守る。地域をつくる。」という考えにたどり着きました。
　私たちは健康面で地域を守っているんだ。保健医療サービスの一端を担っているんだ。そのなか
でも比較的重症な患者さん，入院治療，手術，癌治療，特殊検査が必要な患者さんを請け負うこと
が私たち病院皮膚科の機能だ。そう考えるようになりました。この機能（ミッションとも言えます）
を全うするためには，入院，手術，癌治療，特殊検査などに時間と労力を集中する必要があります。
外来にかかっていたエネルギーを入院，手術に注ぐためには，地域の先生方との連携を密にするこ
とが必要不可欠です。
　おかげさまで当科には，皮膚科クリニックの先生方はもちろん，地域のホームドクターの先生方
からもたくさんの患者さんをご紹介頂いています。2012年の初診患者数は1270人で，そのうち院外
から御紹介頂いた患者さんは581人でした。患者さんには当科で出来る限りのことをします。場合に
よっては他科と連携して診療にあたったり，岡山大学，広島大学，川崎医科大学などに紹介するこ
ともあります。病状が安定したら，可能な限り患者さんの地元で治療を継続できるように逆紹介し
ています。2012年の逆紹介は686人でした。
　地域を守るためには，近隣の先生方と連携し，ネットワークで地域をカバーする必要があると思
います。充分な連携のためには，コミュニケーションと相互の信頼が大事だと思います。しんどい
のはウチだけじゃない。地域の先生たちも，他科の先生たちも，看護師さんや薬剤師さんも，技師
さんやその他のスタッフ，事務の方々も，それぞれの立場でみんな精一杯がんばっているんだ。そ
う思いながら，これからも地域を守るネットワークの一員として，自分たちの役割を全うしつつ，
皆様と一緒に前進していきたいと思います。
　Collaboration is everything.

皮膚科スタッフ：左上より　小林医師，森本医師，
壷井医師，リナさん（インドネシア医師）：左下より　
MA狩野さん，Ns田頭さん，Ns吉原さん

手術風景：若手がガンバッテいます
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泌 尿 器 科

 主任部長　　森　　山　　浩　　之　

　当科では平成23年よりそれまでの３人から２人体制になっています。しばらくは，３人で行って
いた診療を２人で行うことを想像すると，悲惨な状況になるのではと考えておりました。しかし，
実際に２人になってみると，外来患者さんについては一応勤務時間内に診療を終了できるようにな
りましたし，手術についても徐々に３人体制の時の３分の２になっていくとは不思議なものです。
　平成23年の新築移転のための多大な先行投資から赤字経営が続くことになった結果，経費のかか
る新たな医療の開始はできないような雰囲気が院内には充満しておりました。しかし当科では，定
員減のうえ診療内容が近隣の医療機関に大きく後れを取るわけにはいかず，腹腔鏡下前立腺悪性腫
瘍手術を開始することを決断し，強い決意を持って倫理委員会へお願いいたしました。その結果，
平成24年４月から腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術を開始する許可をいただくことができました。施設
認定に必要な10症例の経験をできるだけ早く終了できるよう計画していくつもりです。
　手術室において麻酔下に行った手術・処置件数は３人体制であった平成22年は378件でしたが，２
人体制になった平成23年は317件，そして平成24年は253件と減少しておりました。
　2012年（平成24年）の代表的な手術・検査内容：
　　　　腹腔鏡下手術　　　　　　　　　　　　　　　14件
　　　　　　腎摘除術　　　　　　　　　　　　11件
　　　　　　腎尿管全摘術　　　　　　　　　　３件
　　　　開腹腎摘除術　　　　　　　　　　　　　　　５件
　　　　前立腺癌診断数　　　　　　　　　　　　　　69件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生検106件で診断率65.1％）
　　　　前立腺全摘術　　　　　　　　　　　　　　　21件
　　　　経尿道的前立腺切除術　　　　　　　　　　　９件
　　　　経尿道的膀胱腫瘍切除術　　　　　　　　　　61件
　　　　膀胱全摘術　　　　　　　　　　　　　　　　３件
　　　　経尿道的膀胱結石手術　　　　　　　　　　　12件
　　　　経尿道的尿管結石手術　　　　　　　　　　　５件
　　　　経皮的腎瘻造設術　　　　　　　　　　　　　４件
　　　　尿道狭窄内視鏡手術　　　　　　　　　　　　４件　　　など
　当科としての責務をできるだけこなしていくつもりではありますが，人数減のため院内の各部署
には今後もご迷惑をおかけすると思います。今後ともご協力をお願いいたします。
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麻　酔　科

 副院長・麻酔科主任部長　　瀬　　浪　　正　　樹　

　平成25年４月より麻酔科では１名の移動があり，さらに医員として１名を迎えることとなり，現
在院長を含め麻酔科医は６名となった。実働部隊は５名体制（副院長・主任部長：瀬浪正樹　昭和
51年卒，部長：中布龍一　平成８年卒，副部長：早瀬一馬　平成18年卒医員：高田菜々子　平成21
年卒，医員：卜部智晶　平成22年卒）で相変わらず多忙な生活を送っている。

　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．NICU当直，５．研修医の
指導，６．救急救命士研修，７．各種講習会へのインスト参加，
８．各種委員会への出席，９．インドネシア研修医の指導等があ
げられる。ペインクリニック外来においては毎日午前中だけ診察
を行っているが，それぞれ医師一名が担当し，ブロックや投薬治
療を主体に疼痛管理を行っている。受診患者が多い日は午後にま
で治療が及ぶため手術麻酔に支障をきたさないよう応援医師を依
頼している。ペインクリニックの受診患者は平成24年では新患，
再来患者とも前年より若干増加している（表１）。また手術麻酔で
は平成24年の麻酔科管理症例は2452例であり前年の2224例より増
加していた（表２）。

　当院の抱える問題として毎年のごとく取り上げられていたのは
人員不足による業務の延長であった。手術症例の組み立ては麻酔
科の医師数に依存しているため，これまでは応援医師を依頼して

はいるものの，それを上回るほどに件数が多いと手術を横に広げ並列で手術をすることができず，
手術症例をこなすため遅くまで麻酔をする必要が出ていた。午前中はペインクリニックと術前診察
をしているため２名の麻酔科医が手術室から抜けることとなるが，今年度になり５名体制となり，
さらに応援医師を加えることで午前中の並列可能な手術数は最大４枠まで広げる事が出来るように
なった。手術室看護体制や各科の手術担当医の充足があれば午前からの手術件数を増やし，午後の
並列手術も同様に増やすことで時間外延長症例を少なくすることができるようになった。また，ペ
インクリニックでは一人医師での診療となるためブロックや診察のスキルを初心者に指導する機会
をあまり作れていなかったが，上級医の手が空けばペインクリニックにも力を入れることが可能と
なる。
　麻酔科の待機はこれまでの２名体制を１名とし出来るだけ多くの麻酔科医の負担を軽減するよう
に努めている。
　手術が時間外に延長し待機者だけで手術麻酔の引き継ぎが困難な場合は任意で残ることとなるが
日勤中からの並列麻酔が増えて来たため大幅に時間外に延長する手術は減少してきている。

月 新患 再来 合計
1 23 427 450
2 13 417 430
3 17 431 448
4 12 391 403
5 20 458 478
6 12 422 434
7 17 467 484
8 24 501 525
9 11 429 440
10 8 425 433
11 19 456 475
12 17 446 463

193 5270 5463

　表１　平成24年外来集計
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　表２　平成24年外来集計　　麻酔科管理症例　2,452例　　手術室全体　4,137例
ASA PS

1 308 １Ｅ 28
2 1,539 ２Ｅ 263
3 193 ３Ｅ 108
4 2 ４Ｅ 9
5 0 ５Ｅ 2
6 0 ６Ｅ 0

合　計 2,042 410
総　計 2,452

年齢構成 男　性 女　性 合　計
～１カ月 0 4 4
～12カ月 5 2 7
～５歳 90 42 132
～18歳 83 83 166
～65歳 451 632 1,083
～85歳 482 464 946
86歳～ 40 74 114
合　計 1,151 1,301 2,452

手術部位
脳神経・脳血管 41
胸腔・縦隔 110
心臓・血管 87
胸腔 +腹部 4
上腹部内臓 414
下腹部内臓 425
帝王切開 167
頭頚部・咽喉部 376
胸壁・腹壁・会陰 218
脊椎 151
股関節・四肢（含む末梢血管） 444
検査 0
その他 15

合　　　　　計 2,452

麻酔法
全身麻酔（吸入） 285
全身麻酔（TIVA） 637
全身麻酔（吸入）+硬・脊・伝麻 83
全身麻酔（TIVA）+硬・脊・伝麻 722
CSEA 293
硬膜外麻酔 1
脊髄くも膜下麻酔 198
伝達麻酔 1
その他 4

合　　　　　計 2,224

体位
仰臥位 1,808
腹臥位 174
側臥位 274
砕石位 195
坐　位 1
その他 0
合計 2,452

性別
男　性 1,151
女　性 1,301
合　計 2,452

放 射 線 科

 主任部長　　森　　　　　浩　　希　

　毎年この稿を書く時期になると月日の経過が早いことを実感しますが，とくに最近はあっという
間に一年がたったように感じてしまいます。新病院での診療も二年が経過したことになりますが，
旧病院では紙カルテやフィルムでどうやって業務をこなしていたのか思い出せないくらい昔のこと
のように感じます。
　その新病院における放射線科の業務ですが，これまでのところ大きな障害なく運用できています。



─ 131 ─

第23号，2013年

CTはほぼ予約待ちのない状態で，急患でも当日初診でも依頼側からの要望通りに撮影できる状況と
なっています。日によっては予定症例よりも，緊急症例の方が多いときもあり，まさに急性期病院
を支える重要な柱のひとつとみなされています。MRIも最近は緊急症例が多くなってきました。MRI

は CTよりも一日にこなせる症例が少ないため予約待ち期間が長くなることが常態化していました
が，二台の撮影機器の運用を工夫することにより急ぎの症例を優先的に撮影するように努めていま
す。それに対して核医学の症例は減少しています。かつて腫瘍核医学の主役であったガリウムシン
チはその役割を終えた感がありますが，その他の検査も減少傾向です。今や腫瘍核医学といえばPET

検査ですが，当院では撮影機器がないため近隣の施設へ多数依頼しています。将来的には当院でも
施行できるように機器導入をすすめていければと考えています。
　当科の医師についてですが，長らく広島県東部の放射線科を牽引してきた木曽哲司が本年３月で
退職となりました。また前院長の伊藤勝陽も同時に退職しています。重鎮の二人から引き継いだ責
務は重すぎて押しつぶされそうですが，私のできる範囲で放射線科を支えていきたいと思っていま
す。その他の人員は昨年と同様です。放射線診断は森（平成３年卒），目崎一成（平成５年卒），西
原圭祐（平成15年卒），放射線治療は高澤信好（平成５年卒）の合計四名でそれぞれ担当していま
す。
　最後に私事で恐縮ですが，この原稿を執筆中に私の妻が虫垂炎とその穿孔による腹膜炎を発症し，
当院で緊急手術を受ける事態となりました。医療を受ける立場になって感じたことは，時間外にも
かかわらず献身的な治療をしていただいた関係スタッフの真摯な態度です。自分の勤務する病院を
自慢するわけではありませんが，全てをおまかせして本当によかったと感謝しています。主治医の
中原先生，山口先生をはじめとしてご尽力いただいた皆様にこの場を借りてお礼を申しあげます。

総合診療科

 主任部長　　石　　川　　哲　　大　

　総合診療科については，1976年に天理よろず相談所病院に日本初の総合診療部が開設され，1981
年以降，川崎医大・佐賀医大など総合診療科が増えてきたという歴史があるなか，うまく立ち行か
ない，閉鎖に追い込まれた，という施設もあったようです。その原因を考えてみると，一生をかけ
て勉強し技術を磨く専門医が居る総合病院に「何でも出来る！」というスタンスの診療科があると
競合または衝突が起こるからではないかと思います。診療の幅についても，患者さんをよく診ない
で直ぐに専門科へ丸投げするのは診療の体を成していませんし，逆にいつまでも患者さんを抱え込
んでいて全体の流れがストップしてしまうのは大きな問題です。
　このあたりをよく考えて，当院では新病院移転に際してまったく独自のスタイルの総合診療科を
形造りました。それは総合診療科の診療を，救急患者さんや診療科が特定しにくい新患の患者さん
の初期診療を速やかに行って専門科へ紹介するまでを主体とするというものです。忙しい専門科の
先生方に患者さんの診療依頼をかけるまでに検査・処置・診断を出来るだけ進めておけば，時間の
有効利用とその後の仕事のしやすさが生み出せると思います。2011年から導入した各科の救急バッ
クアップ体制も滞りなく運用できており，総合診療科からの連絡にスムーズに対応していただける
ことが大きな安心となっています。各科の先生方のご理解とご協力に心から感謝申し上げます。
　2012年から，広島大学病院・総合診療科から横林賢一医師と岸川暢介医師の派遣を得て，下記の
配置で診療を行っています。救急搬送患者さん，紹介状・予約のない患者さん，受診科が不明な患
者さんなど，通常受診でない患者さんであってもなるべく断ることがないように心がけています。
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　《総合診療科　診療表》
（月） （火） （水） （木） （金）

担当医 石　川 横　林 石　川 平　野 岸　川
（補助） 平　野 石　川 平　野 日　野 石　川

病理研究検査科

 科　　員　　米　　谷　　久 美 子　

　病理研究検査科は現在，病理専門医１名，臨床検査技師５名（国際細胞検査士４名），４月から皿
谷紀子が新しく事務員として加わり，７人で業務を行っています。
　昨年度から導入した乳癌における HER２検査，DISH法は判定方法や染色プロトコルなど細かい
調整を行いながら，より正確な検査結果が返せるように研鑚しています。その成果として一年間で
乳癌検体を90件と安定した運用を行うことが出来ました。
　また，平成20年の法改正により労働安全衛生施行令上で第３類物質とされていたホルムアルデヒ
ドは，より管理レベルが高い第２類物質に変更され，取り扱いが一層厳しくなっています。それに
より当科でもこれまでに数々の業務改善を行ってきました。新病院に移転するにあたってホルマリ
ン局所排気装置を旧病院で使用していた生検検体処理用のラミナーテーブルに加え，新たに臓器切
り出し用と固定包埋装置用を設置しました。また，他部署でのホルマリンンの暴露を少なくするた
めに個別容器への分注は全て病理検査室で行っています。さらにホルマリン保存用の鍵付きの棚を
置き，ホルマリンの入った容器は全てその棚で管理し，持ち出す際には管理用ノートに名前，部署，
持ち出し量の記入をお願いしています。このような対策を取ったうえで，年２回作業環境のホルマ
リン濃度測定を行っており第一管理区分（ホルマリン管理濃度0.1ppm以下）を目指していますが，
当科ではホルマリンの使用頻度が高く，まだまだ改善の余地があるのが実際です。
　このように，さまざまな規制が厳しくなる中で，作業の効率化，迅速かつ正確な検査結果の提供
を前提に，より良い職場環境を作るべく業務改善に取り組んでいます。

（主任部長　米原　修治）

　今後とも救急総合診療部・救急センターへのご支援を賜りますよう，よろしくお願い申し上げま
す。

歯科口腔外科

 副 部 長　　木　　村　　直　　大　

　昨年４月から，尾道総合病院にお世話になっております木村です。歯科口腔科は，原主任部長と
私の歯科医師２名と，米田歯科技工士，廣中看護師，浜原歯科衛生士，受付の高橋さんの６名で診
療にあたっております。
　当科では，歯牙う触，歯周病，義歯などの補綴といった一般歯科診療はもとより，粘膜疾患，顎
関節症，口腔外傷，各種炎症，智歯抜歯，のう胞，良性・悪性腫瘍等の口腔外科治療を中心に行っ
ております。また，処置に対し極度の恐怖症のある患者や歯科治療に協力の得られない患者さんな
のに対しては，静脈ルートを確保し，モニター監視下で静脈内鎮静下での歯科治療も行っておりま
す。さらには全身麻酔下における様々な手術も行っており，他科の先生方にもご協力いただきなが
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ら周術期の患者さんの全身管理を行っております。また，当科では尾道を中心とした尾三地区，福
山の歯科医院，病院の先生方より多くの紹介を頂いており，地域に密着した歯科診療を行っていく
よう心がけております。
　また，院内では，術後の挿管管理中の ICU患者や，化学療法や放射線治療中の患者さんの口腔ケ
アの重要性も周知されてきており，ご紹介ご相談頂いております。誤嚥性肺炎などの予防や，患者
の QOLを下げないようにするためにも，このような患者は積極的に口腔ケア介入させていただけ
れば幸いです。
　今後も力を合わせて頑張ってまいりますので，何か御座いましたらご指導ご鞭撻のほど，宜しく
お願い致します。

薬　剤　部

 部　　長　　橋　　本　　佳　　浩　

　薬剤部は，薬剤師19名，技術助手２名の計21名で業務を行っています。当院は，院外処方せんを
93％発行しているため，入院患者中心の業務であり特に服薬管理指導業務（平成12年度1,093件／
月）はもちろんのこと，有効で安全な治療ができるように抗がん剤のレジメン管理・登録・無菌調
製そして抗MRSA薬の TDM解析などを行っています。当院はDPC対象病院であるため医師と協力
しながら後発医薬品の導入，同種・同効薬の絞り込みや抗菌薬届出制導入による抗生剤の適正使用
など医薬品購入費の抑制にも取り組んでいます。そして感染制御チーム（ICT），緩和ケアチーム，
栄養サポートチーム（NST），褥瘡対策チームなどの各種チームラウンド，さらに糖尿病教室，膵が
ん教室，がんサロン，心臓いきいき教室への参加など，様々な活動にも積極的に関わっています。
さらに，退院後においても，安心して外来治療ができるように，地域の保険薬局との連携を図り，
副作用や薬歴管理など情報の共有化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，
専門性を高め指導的な役割を果たすべく，各種学会・研修会へ参加しています。現在，がん薬物療
法認定薬剤師，感染制御専門薬剤師，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。そして新たに小児薬物療法認定薬剤師も誕生しました。また薬学
部の実習生も受け入れており（３名ずつ11週間を年３回），将来臨床現場で幅広く活躍できる薬剤師
の育成にも協力しています。

看護部長室
　看護の力を発揮して
 看護部長　　樋　　本　　瑞　　江　

　新病院に移転して一年が経過し，新たな運用にも慣れてきました。しかし，部署間や他職種との
連携が不十分な部分があり平成24年度は，「信頼される質の高い看護を提供するために，院内連携の
強化をはかる」を目標に，各部署や各委員会で取り組みました。医療福祉支援センター・入退院セ
ンター・救急センターなど新部門との連携，部署間や他職種との連携，電子カルテを使っての連携
がスムーズにできるようになりました。
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　診療報酬改定の年であり，患者像に即した適切な評価や病床の機能分化を一層推進する観点から
一般病棟における７対１入院基本料の算定要件の見直しがなされました。要件の一つに重症度・看
護必要度に係る評価の基準を満たす患者を15％以上入院させていることとなりました。看護師は，
毎日，ひとりひとりの患者の看護必要度の評価を行っています。当院は，毎月16％～19％で推移し
ておりクリアができています。看護職員の看護業務を補助する職員の配置に対する評価もされまし
た。病棟の看護補助者を３名体制としたことで，より看護職員の負担軽減を促進することができ，
新設された急性期看護補助体制加算が認められました。
　すべての患者を断らないという方針のもと，病床管理担当科長が病床全体をみて，病棟看護科長
と調整しながら入院病棟を決定しています。退院については，主治医が退院許可をだしますが，退
院日の決定は看護科長に委譲され病床管理担当科長と調整しています。病床管理担当科長の必要性
が認識された年になったと思います。
　急性期病院としては，病床を確保しながら，すべての患者を断らないで診ていくために，退院支
援が重要になります。患者さんの治療の可能性とそれによる変化の把握をし，患者さんがどのよう
に生きたいのか，患者さんの未来をともに考え助けていく退院支援こそ看護師として重要な役割で
あり，やりがいにつながると考えます。
　平成25年度は，「患者・家族の安心に繋がる看護を提供する」を目標に看護科は，患者さんとの一
瞬一瞬を大切に看護していきます。

看　護　科
　回　復　室
 科　　長　　高　　橋　　　　　忍　

　回復室は，新築移転と同時に新しく開設された病棟です。過大侵襲を伴う手術や生命の危機的状
態にある患者に対し，より高度な治療や看護を提供することで速やかに回復過程をたどる援助する
ことが目的です。入室患者は，小児科以外の全科で，周手術期における急性期の患者，呼吸・循環
を中心とした急性期管理を要する患者，夜間救急入院患者です。
　７対１看護配置で看護師は22名です。スタッフは，新病棟開設時に各部署から集合し，各科の特
徴を持ちより試行錯誤を繰り返しながら病棟を作り上げ２年経過しました。
　構造は，重症ベット RR７床と，壁を隔て比較的軽症用の救急ベット６床の計13床です。変化す
る患者状態に合わせ病床を選択しているため，頻回な病床異動は欠かせません。また，男女混合病
床のためプライバシーに十分配慮し，環境調整を行っています。
　平成24年度の入室患者総数は，3,090人です。主に入室する科は，外科・内科・循環器・脳外科で
す。高齢化率の高い地域であるため，入室される患者の平均年齢は70歳～80歳が73％を占めていま
す。
　高齢者，緊急入院の患者さんは，現状の理解が難しく多くの不安を抱えています。また，予期せ
ぬ事態が起こる事もあります。その為，スタッフは，急変に至る様々な疾患や病態の理解を深める
為，各々で院内外の研修に参加し，学んだ知識と技術を他もスタッフに伝え，共に学び合っていま
す。今後も，個々のスタッフが専門職業人としての自覚を持ち，自己の能力開発，維持・向上に努
めていける風土を定着させ，自己研鑽に努めて行きたいと思います。
　多科を受け入れ安心・安全な看護を提供するためには，多職種との連携強化，各診療科の医師と
病棟スタッフ間のよりよいコミュニケーション，他者との良い人間関係を築きチームワークを大切
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にしていきたいと思います。
　看護科の目標である ｢患者・家族の安心に繋がる看護を提供する｣ を基に，転入・転室の多い病
棟で入室時間も短期ですが，“ベットサイドに行こう”をスローガンとし，患者・家族の思いにより
添い，安全・安心で満足していただける看護を目指していきたいと思います。

　中央手術部
 手術部科長　　檀　　上　　美 由 紀　

　平成23年に病院が平原に移転し早２年がたちました。旧病院では手術室６部屋を稼働していまし
たが移転後は，８部屋を有効に活用しています。旧病院では午前の手術は２件まででしたが，現在
は午前平均3.08部屋稼働しています。午後は平均4.08部屋の稼働が行われています。手術件数は平
成23年度3,834件，平成24年度4,138件と増加しました。手術の終わりが近付くと他の部屋で次の患
者さんの手術の受け入れ準備が出来るようになり，患者さんを早く受け入れることが可能になって
きました。手術部看護師は現在32名です。麻酔科医師は今年度より１名増の５人体制となり，人員
的に余裕が出来手術を横に広げることが出来るようになりました。これは各科医師，麻酔科医師，
病棟スタッフ，外来スタッフ，OPスタッフ，その他の職種の皆様のおかげで成り立っていることと
思い感謝しています。
　こちらの病院に来るまでは，手術器械が少なく看護師がその日の手術が終わって洗浄滅菌して帰
っていましたが，新病院では翌日の OPに困らないように器械を購入しました。滅菌業務は業者に
委託し，看護師が手術に使用した器械を洗浄滅菌して帰ることが無くなり，残業時間も減少してき
ました。昨年度新たに中材の委託業と連携し手術に使用する器械に対しプリオン対策を開始しまし
た。プリオンタンパクは角膜・硬膜を穿破することにより器具に接触しこれらの器械を適正に処理
せずにほかの患者さんに使用するとヤコブ病を引き起こしてしまいます。手術室看護師と中材スタ
ッフの教育を行い，OP後の処理方法を全員に周知できるようにしていきました。今まで以上に安全
な器械を患者さんに提供できるようになりました。
　手術室の目標として大きく掲げていることは，患者さんに安全・安楽な手術を受けていただくこ
とです。術前訪問に行き，実際に患者さんからの話を聞き，カルテ情報との確認を行っています。
不安などに対しては十分な説明と声掛け・タッチングなどに努め術中の看護に役立てています。新
人・スタッフ教育にも力を入れ，チーム制で専門性も追求しつつ，どのような OPにも対応できる
看護師の育成を目指しています。
　医療技術も患者さんにとって低侵襲の手術が増加してきています。今年６月から新たに心臓血管
外科では腹部大動脈瘤に対しステントグラフト術が始まりました。泌尿器科では前立腺癌に対して
内視鏡下の前立腺全摘術が始まりました。患者さんにとって手術が安全に行えるよう私たち看護師
は医師や他部署のスタッフと連携をとりながら患者さんを受け入れています。

　ICU 紹介
 ICU科長　　重　　田　　知　　洋　

　私たちの所属する ICUは，２年前の新築移転に伴い，たった４床の小規模ユニットとして新たに
誕生しました。いま振り返れば，何もかも真新しい病院の中で，初めて設立されたこの部署は良く
も悪くも注目の存在であり，順風満帆とはほど遠い，むしろ波乱万丈の船出だったようにも感じま
す。しかし今では，年間受け入れ件数：1,932件，収容患者数588名，過大侵襲を伴う術後患者から
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広島県厚生連尾道看護専門学校
　～臨地とのユニフィケーション～
 教務課長　　畠　　　　　ゆ か り　

　本校の教育理念は，
　「生命の尊厳と人間愛を基調とする豊かな人間性を育み，理論に裏付けられた安全な看護の提供に
より，主体的に人々の健康と福祉に貢献する人材を育成する。」です。
　この「理論に裏付けられた安全な看護」は，「根拠に基づいた安全で確かな看護技術」という意味
があります。看護の対象に，どのような状況にあっても，必要な看護を判断し，根拠に基づいて，
安全で安楽な技術の提供ができる，未来の看護師を育てています。
　本校の特徴は，看護技術を中心とした教育を行っています。つまり，看護技術を中心に看護過程
の展開をしています。
　例えば，目の前の患者が熱を出して，汗をかいている姿を見たとき，患者に訴えてもらうのでは
なく，看護師自ら気づき，発汗の状態を見て，苦痛を与えることなく，清拭，寝衣交換，シーツ交
換等できる人になって欲しいと願っています。
　その援助を通しながら，看護に必要な情報収集をし，必要なより良い看護の提供ができる過程を
学べるよう，実習施設の協力を得ながら，実践しています。
　本校は，基礎看護学実習の前に実習指導者研修会を開催しています。
　基礎看護学実習Ⅰ－①（１年次５月）・基礎看護学実習Ⅰ－②（１年次11月）・基礎看護学実習Ⅱ
（２年次６月）・基礎看護学実習Ⅲ（２年次11月）の前に，直接学生の授業に，指導者に参加してい
ただき，学生のレディネスを確認してもらっています。このことは，まだ，実習に慣れない１・２
年生にとって，実習病棟の指導者の顔がわかり，また直接助言を受け，不安の緩和や学習の刺激と
なっています。
　H24年度の取り組みとして，基礎看護学実習に加え，統合実習Ⅱの前にも指導者研修会を開催し
ました。
　統合実習には統合実習Ⅰ・Ⅱがあります。統合実習Ⅰ（３年次４月）は，領域別実習を踏まえ，
患者を統合的に捉えるための看護過程の展開を実践する実習です。統合実習Ⅱ（３年次12月）は，
実習の集大成と位置づけ，学生が卒業して看護師になるために必要な，チームで看護行為を実践す
る実習です。
　それまでの実習は，患者１人を受け持ち実習します。しかし，統合実習Ⅱは複数患者（２人）を
受け持ち，ワークシートを作成し，その日の患者の状態・状況から，必要な看護の優先順位を考え，

救急搬送患者まで一手に引き受ける総合的 ICUとして，院内でも重要な役割を担っています。
　さらに本年度からは，小児重症患者の受け入れ準備も進めており，院内の高度医療おける最後の
砦として，その機能をさらに高めていくことを目標として取り組んでいます。とは言っても ICUを
初めて訪れる方にとって，いくつもの扉で仕切られたこの閉鎖的空間は，かなり異質な環境と思わ
れるでしょう。また様々なモニターのアラーム音や専門用語が飛び交うこの環境は，とても心安ら
ぐ場所とは言い難いのものだと思います。しかしそんな環境の中で，私たち看護師17名（科長１名，
主任２名を含む）は，安全・安楽・専門性を追求した急性期看護の実践に努めています。これから
も「患者さんを，そして病院全体を元気にしてみせる !!」を合言葉に頑張っていきますので，皆様
どうぞ宜しくお願い致します。
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実践します。また，看護のチームの一員として，直接リーダーに報告し，指示を受けます。これら
を通し，学生は看護師になる自覚と責任が芽生える実習とも言えます。
　統合実習Ⅱが到達できるよう，指導者研修会とし，指導者に「看護技術の実践評価」の講義の講
師として入っていただきました。
　11月９日「ワークシートの作成」では８名の参加，12月６日「多重課題・タイムプレッシャー時
の対応」では２名の参加がありました。直接指導者より助言を受けながら，演習を進めていきまし
た。学生にとって，実習前の準備として，イメージがつかない患者の状況やタイムプレッシャー時
の対応など学ぶことが多くありました。また，指導者より学生のレディネスが理解でき，実習指導
方法の理解につながったという意見もいただきました。
　統合実習Ⅱでは学生もチームの一員として存在している実感がもてたようで，実習効果につなが
りました。
　看護師教育は，座学の講義だけでは不可能です。臨地実習において，患者を通して体験し，学習
する＝指導者の指導なくしてはできません。臨地実習で学生は大きく成長します。その点において
学校と臨地のユニフィケーションがとても重要となります。
　本校は JA関連の実習施設が充実しています。講義・実習では大変お世話になっており，感謝申
し上げます。
　今後とも未来の看護師育成のため，ご協力をよろしくお願いいたします。

栄　養　科

 管理栄養士　　上　　野　　み な み　

　新築移転に伴い導入したニュークックチルシステムも軌道にのり，昨年度は主に，献立内容の変
更と改善を行いました。
［１］嚥下ゼリー食
　　  　耳鼻科医師・言語聴覚士と協議しながら，嚥下訓練食の見直しを行いました。従来のゼリー
食は，『粥ゼリー，スープゼリー，手作りゼリー，お茶ゼリー』でしたが，粥ゼリー・スープゼ
リーは患者の摂取量が少ないこと，粥ゼリーの形態が他のゼリーと同等でないことにより，こ
の２品を外し，新たに市販のゼリーを取り入れました。市販のゼリーは，少量でエネルギー・
タンパク質の多いものを選択し，口当たり・飲み込みやすさ等，試食検討を行い，飽きが来な
いよう数種類のゼリーを取り入れることにしました。新たなゼリー食を『市販のゼリー，手作
りゼリー，お茶ゼリー』の３品とし，嚥下訓練に適したゼリー食ができました。

［２］流動食・３分菜食
　　  　流動食・３分菜食は，①エネルギー量が少ない，②牛乳の提供回数が多いため牛乳が飲めな
い方への対応が課題でしたが，高カロリー飲料を活用すること，食事内容を見直すことにより，
①②とも改善でき，術後の栄養管理にも適した食事へと変更しました。

［３］透析流動・透析３分菜食・透析５分菜食
　　  　水分制限の必要な透析患者に対する流動食・３分菜食・５分菜食の水分量をいかに少なくす
るかが課題でしたが，腎臓内科医師の協力の下で，水分・エネルギー・タンパク質量について
再検討し変更しました。

［４］低脂肪の高カロリー飲料
　　  　膵臓食など，脂質制限の必要な方に適した低脂肪の高カロリー飲料を新たに導入しました。
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臨床研究検査科

 科　　長　　細　　谷　　勝　　己　

　2012年の診療報酬改定で「検体検査管理加算Ⅳ（500点）」が新設されました。
　検体検査管理加算は，検体検査の常時実施体制や精度管理体制など医療機関における検体検査の
管理体制を評価するものですが，管理加算Ⅳは専門の検査医が常勤であること，検査技師の人数や
精度管理の状況などハードルはかなり高くなります。
　当院では，2012年４月より渡邊憲治先生を臨床検査医としてお迎えし管理加算Ⅳを取得していま
す。渡邊先生は検査機器のメンテナンス状況や精度管理，及び検査データの確認も行っていただき
中国厚生局監査でも管理加算Ⅳについて問題指摘はありませんでした。
　また，時間帯別検査件数調査も行っていただき，医師や病棟に適正な検査提出の要望も出されま
した。渡邊先生には検査運営にご尽力いただき心より感謝申し上げます。
　早朝緊急検査などは救急患者の検査が遅くなる可能性があるため，病棟からの検体提出は必要最
小限をお願いしていますが，病棟によっては特に急がない検体まで提出されることがあります。病
棟から一度に多くの緊急検査を出されると本来の緊急検査が遅くなり，診療に大きな影響が発生し
ますので，ご理解とご協力をお願い致します。
　平成25年３月に渡邊先生がご退職され，４月より元副院長の和田知久先生を臨床検査医としてお
迎えし新体制となりました。引き続き管理加算Ⅳの算定ができ，当院では年間3,500～4,000万円の
大きな収入となります。
　HbA1cは日本糖尿病学会から2012年より日常診療で「JDS値，NGSP値併記」で報告との勧告が
出され，当院も併記で報告しています。2013年度からは特定健診・保健指導で「NGSP値単独表記」
となり，さらに2014年度からは日常診療でも「NGSP値単独表記」となることが決定しています。
　また，2013年５月に第56回日本糖尿病学会が熊本で開催され，HbA1cのコントロール指標として
血糖正常化を目指す際の目標値は６%未満，合併症予防のための目標値は７%未満，治療強化が困
難な際の目標値を８%未満と設定した「熊本宣言2013」が出されました。2013年６月１日から管理
目標値として運用となっています。
　臨床検査の外部精度管理は毎年，日本臨床検査技師会，日本医師会，広島県医師会の精度管理調
査に参加しています。
　平成24年度臨床検査精度管理調査の結果は，日本臨床検査技師会で196項目中193項目で A評価，
日本医師会では632点／640満点，広島県医師会では，547点／550満点という結果でした。いずれも
総合成績では優秀という評価となり，広島県医師会からは優秀施設表彰をいただきました。
　検査科では迅速，正確をモットーに努力しています。皆様のご意見，ご要望も反映していきたい
と考えておりますので，よろしくお願い致します。

従来からある高カロリー飲料と比べ脂質が約３分の１以下になっており，栄養管理に活用でき
る食品の幅が広がりました。

　今後も，より良い栄養管理を行えるように適宜変更・改善し，より一層精進して参りますので，
ご協力宜しくお願い致します。
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リハビリテーション科
　リハビリテーション部門現況について
 科　　長　　村　　上　　並　　子　

　リハビリテーション科では H24年度から25年度にかけて転勤者や人員採用があり，理学療法士は
25年４月現在理学療法士11人，作業療法士２名，言語聴覚士１人の体制で運用しています。
　H24年度の新規業務拡大として緩和ケアチームカンファレンスの参加，癌のリハビリテーション
料算定（乳癌術後のリハビリ介入），24年７月からは外来心臓リハビリの開始をしております。
　その中で，心臓リハビリテーションについて現状を報告させていただきます。平成23年度より心
不全地域連携サポートチーム体制構築事業として広大心不全センターを中心に，心臓生き生きセン
ターとして当院を含め県内４病院（安佐市民，中国労災，三次地区医療センター，）が指定されこの
事業に参加することになりました。この事業は広島県新地域医療再生計画で掲げられた課題である
効率的な医療連携体制の整備の計画の中のひとつであり，　包括的心臓リハビリテーション推進に
より，患者の QOLの改善，向上を図り，再発予防・再入院率を減少させることを目的にすすめて
いる事業です。当院が県内４つの心不全センターとして指定を受けており，その取り組みを通して，
リハビリスタッフも心臓リハビリに対する意識が高まっています。医師，看護師，地域連携室とカ
ンファレンスを週１回行い，臨床検査科と共同で12誘導心電図負荷試験を行ったり，CPX（心肺運
動負荷試験装置）検査等で検査科とも連携をとりながらすすめています。多職種と共同で理想的な
環境下でリハビリが行えております。また心臓リハビリテーションの研修や広大の心不全センター
の見学にも行かせて頂き，県内指定病院のリハビリテーション科として知識・技術のレベルアップ
が必要と感じています。そういった中，心臓リハビリテーションの処方件数が増え，外来リハビリ
を開始したこともあり，実施件数，単位数とも23年度より増加し，心臓リハビリの収益も増加して
います。今後は心不全教室で運動療法についての指導に携わる予定です。
　今後も心臓リハビリのみならず，急性期病院のリハビリテーション科として入院早期から，早期
離床，廃用進行の防止，ADL能力の回復の促進のため，必要な患者に必要な時間・内容のリハビリ
が提供できるよう，部内で運用を検討しながら進めていきたいと考えています。
〈平成24年度リハビリテーション科　実施状況について〉
○ 24年度年間処方件数：2,436件（23年度1,937件）　
○ 24年度自宅復帰率：68.0%（23年度67.5%）
○ 24年度疾患区分別リハビリテーション実施件数・単位数（23年度）

リハビリテーション疾患区分 実施件数 単 位 数
運動器疾患区分 7,566（ 6,630） 12,778（ 9,398）
脳血管疾患等区分 11,978（10,006） 14,538（14,449）
呼吸器疾患区分 3,782（ 3,366） 3,972（ 3,854）
心大血管疾患区分 3,058（ 2,064） 3,637（ 2,921）
リハビリテーション実施合計 26,384（22,371） 34,925（31,046）
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すくすく保育所
　～院長先生がサンタクロース～
 保 育 士　　岡　　崎　　敬　　子　

　『すくすく』の二大イベントは唯一の親子行事である
『クリスマス会』そして『卒園式』です。開所当初より卒
園式には院長先生にご臨席いただき卒園証書授与をお願
いしていましたが，以前は総務課の方がしてくださって
いたクリスマス会のサンタさんも，数年前黒田名誉院長
先生が引き受けてくださって以来，毎年院長サンタさん
が来てくださるようになりました。どの院長先生も白衣
の時とかなり雰囲気が変わり，優しくて愉快で素敵なサ
ンタクロースさんとなって子ども達に“プレゼント”と“夢”を届けてくださり，クリスマス会を
盛り上げていただいています。子ども達が泣かないよう，表情や口調にも気遣ってくださり，弓削
院長先生は，「ひげがない方が子ども達が泣かないのでは」とひげを付けないで登場されました。絵
本から出てきたようなとても優しそうなサンタさん達ですが，小さな子どもばかりですので，やは
り泣いてしまう子も何人かいます。でも，後になれば「サンタさん来てくれたね」と嬉しそうに話
しクリスマスの貴重な思い出になっているようです。保護者の方々も大変喜ばれています。ご多忙
の中，『院内保育所』に深いご理解をいただき直々に関わっていただけることに恐縮しつつも大変有
難く思っております。
　さて，24年度は，入所希望者が大変多く２歳児にご協力をお願いして他園へ移っていただき，０・
１歳児のみの保育となりました。25年度も同様で２歳児は空きのある夏までの保育となる予定で
す。『短期保育』はその時の空き状況で，『一時保育』はその日の出欠状況次第で行っております。
希望される方は，ご連絡ください。少しでも多くの職員の皆様のお役に立ちたいと思っております。
　できるだけ様々な経験をしていく中で“生きる力”や“たくさんの自信”を育み，意欲的で元気
いっぱいに心も体もすくすくと成長していくよう，また子ども達が安心して過ごせる場所であるよ
う，そして保護者の皆様が安心してお仕事に励めるよう，保育士一同頑張っております。
　平素より運営関係者の方々をはじめ保護者の皆様，また，院内の多くの職員の方々の深いご理解，
ご協力，そして温かいご厚情に支えていただいていますことに，心より感謝申し上げます。皆様方
のご指導，ご理解，ご支援を引き続きよろしくお願いいたします。

『初代院長サンタさん
黒田名誉院長先生』

『弓削院長先生』

「お祭りごっこ」 「芋ほり」 「制作遊び」 「クッキング」「カルタ取り」
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医　事　課

 医事課長　　後　　藤　　祐　　司　

【スタッフ】
　課長以下，係長２名，書記２名及び委託・派遣職員等を含めるとおおよそ80名で医事業務を遂行
しております。
【主な業務内容】
　①受付業務
　　　外来の初診・再診及び入院患者さんの受付，診療手続き等を行います。
　②計算業務
　　　患者さんの一部負担金の計算処理を行います。
　③会計業務
　　　患者さんの一部負担金などの入金及び未収金管理等を行います。
　④保険請求業務
　　　各種保険者へ保険請求（診療報酬明細書）を行います。
　⑤その他
　　  　個人情報の開示請求等及び診療情報の提供の申出に対する対応，医療報告及び医療統計その
他各種報告など

【当課の方針】
　　  　医事課は『病院の顔』とも言われます。私たちの対応で患者さんの病院に対する印象が変わ
ってしまうこともあります。『病院の顔』として親切・丁寧・迅速な対応をモットーに患者さん
を初め，ご来院の方々と接することを心がけております。

【今後の課題】
　厚生労働省は団塊の世代がすべて75歳以上となる2025年に向けて社会保障制度改革のスピードを
早めております。
　医事課スタッフとして社会保障制度の全体像をいち早く把握することにより病院運営に寄与でき
るよう日々努力と研鑽を行って参ります。

１日当たり外来患者数（平成24年度）

１日当たり入院患者数（平成24年度）
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医療安全管理室

 医療安全科長　　光　　貞　　由 美 子　

　平成24年度の活動目標は，基本を大切に，５S活動の普及・定着をめざし院内ラウンドなどの活
動を行ってきました。また，今年度から，３病院でインシデントレポートのレベル統一が行われ，
７段階の区分で，３b以上はアクシデントレポートとなりました。院内では，造影剤漏出時の対応
マニュアルを作成しました。
　医療安全室の主な活動として，医療安全カンファレンスを毎週火曜日15時より医療安全室長の日
野医師を中心に，看護部（看護部長・看護科医療安全担当科長）検査科・薬剤科・事務（人事・総
務・医事）・感染管理・医療安全推進委員（警察 OB）の方を合わせて11名で開催しました。カンフ
ァレンスの内容は，病院全体の医療安全対策について協議・検討し，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きました。
　平成24年度のインシデント・アクシデントレポート提出件数は，トータル1,168件　インシデント

1,078件，アクシデント90件でした。
　今年度のレポートの特徴としては，転倒転落の件数（261件）より，与薬のインシデント件数（311
件）が多くなったことです。具体的な内容は，無投薬・過剰投与・与薬時間・日付間違いとなって
います。
　原因は様々ですが，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，減少へ結びつけたいと思います。
　アクシデント報告件数は年々増加していますが，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。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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緩和ケア外来

 緩和ケア科　　石　　川　　哲　　大　

　緩和ケア外来は救急センター内の総合診療科診察室－１を使用し，毎週木曜日午前に診察枠を設
けています。しかし，患者さんが主科受診の日に併せて緩和ケア外来も受診できるよう，木曜日以
外でも患者さんの都合に合わせて診察をすることにし，実質上は毎日午前午後すべてで受け入れ可
能な外来としています。いろいろな悩みや相談したい事をたくさん抱える患者さん・ご家族とのお
話を大切にするため，また医療用麻薬の使用方法・副作用などの説明を充分に行うため，お一人に
30分以上の診察枠を設けて患者さんの側から話が出しやすい空間になるよう雰囲気作りに努めてい
ます。
　外来診察は，石川と島居緩和ケア専従看護師・緩和ケア認定看護師で行っていますが，さらに多
職種で構成される緩和ケアチームのメンバーがいろいろな方面での支援の手を差し伸べます。放射
線治療部門の高澤医師，精神神経科の木保医師，藤原緩和ケア認定看護師，森元がん相談員をはじ
め，山本管理栄養士による栄養・食事指導，平井／江草緩和およびがん薬物療法認定薬剤師による
薬の相談・説明，西村／徳田臨床心理士による面談，豊田社会福祉士による介護などの書類の準備
と申請の援助および退院支援，中司理学療法士によるがんリハビリテーションなどを行います。
　平成24年度の年間のべ診察患者数は353人（平成22年度は150人，平成23年度は206人）でした。当
院が地域がん診療連携拠点病院として高度の先進的ながん治療に取り組む一方で緩和ケアの果たす
役割も増大してきており，患者さんとご家族が大切な時間を失わないように支援してゆけるよう精
励致しますので，院内各部署の皆様のご指導・ご支援をよろしくお願い申し上げます。

【講演会】
● 第２回尾道漢方入門講座　平成25年２月14日　　尾道総合病院　附属館・大会議室
　「漢方を学ぼう　～漢方への理解はエビデンスから～」
　　講師：山口大学医学部附属病院　漢方診療部　准教授　飯塚　徳男　先生

　　　　　　　　　　　　　　飯塚　徳男　先生

医療福祉支援センター

 主　　任　　森　　元　　眞 由 美　

　医療福祉支援センターは，日野センター長　藤越室長ほか　看護師６名（入退院センター担当２
名を含む）MSW１名　事務４名（MSW資格者１名）で構成されています。
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　地域医療連携室・総合医療相談室・入退院センター部門に分かれており，地域医療連携室は「地
域完結医療」推進のため，紹介元の医療機関との連絡　紹介していただく患者様の事前予約　紹介
元の医療機関への返書送付などを行っています。紹介元の医療機関からの予約は出来るだけ15分以
内で予約を取るように心がけております。
　総合医療相談室は，退院支援・在宅復帰支援・がん相談などを行っています。
　退院支援としては，病棟看護師がスクリーニングシートで退院支援が必要な患者を抽出し総合医
療相談室に患者相談予約票にて依頼があります。入院後早期から退院支援をするためにも病棟看護
師との連絡が必須であり院内連携を取ることで患者の希望に沿った療養先の選択や介護保険や身体
障害者制度などの社会資源の利用を行っています。急性期治療が終わりリハビリ目的の転院や施設
入所なども患者様の声に耳を傾けながら調整を行っています。
　在宅復帰支援では，シームレスな在宅移行を目指して退院前カンファレンスも積極的に開催して
おり在宅主治医の参加も徐々に増えてきております。またモニタリングカンファレンスも開催して
退院後の患者様やご家族の状況も知ることができました。医療と介護を切れ目なく提供する事で住
み慣れた地域で安心して生活できるようサポートをして行きたいと考えています。その一環として，
広島県の地域包括ケアシステムの，チームケア推進モデルの事業にも参加して多職種連携推進研修
会を開催しました。尾道市の実情に合った医療介護連携を推進するための研修会で院外からケアマ
ネジャーや訪問看護師など60名と院内から看護師・MSW・理学療法士・管理栄養士など26名の参加
がありクループワークでは活発な意見交換ができ地域連携の強化に繋がったと考えます。
　地域がん診療連携拠点病院として，がん相談支援のため，情報サロンに疾患や緩和ケアのパンフ
レット・闘病記なども取りそろえて管理しています。患者様が待ち時間にも活用していただけるよ
うな雰囲気作りを心掛けており活用していただいています。
　広島県は，｢がん対策日本一｣ を掲げており，県民みんなが，がんを自分に起こりえることとして
関心をもち，それぞれの立場で予防や健診を含めた「がん対策」に取り組む社会を作ることを基本
理念しています。がんになっても自分らしく豊かに生きるため，がんに関する不安や悩み，セカン
ドオピニオンの相談，医療費の相談などさまざまなご相談にも対応させていただいております。
　当院に通院や入院されている患者様のみでなく地域のがん患者が相談できる，開かれた相談室で
ありたいと思っています。第２次広島県がん対策推進計画で相談室には，就労支援やピアサポータ
ー育成・患者団体との連携などが求められており今後の課題となっています。
　入退院センターは，病院が新築移転してから新設された部門です。従来入院案内は各外来で行っ
ていましたが，入退院センターで入院案内・患者基礎情報の収集・限度額申請の説明などを行って
います。入院　退院に関する基本的情報提供と早期から問題の抽出を行い総合相談室や医療費相談
に繋げ，患者サービスの向上を目標にしています。
　まだまだ発展途上ではありますが，皆様の意見を聞きながらミーティングを重ね業務改善に努め
ていますのでよろしくお願いします。
　最後になりましたが，受付案内・コンサート・ふれあいサロンなどボランティアさんが私たち医
療者と患者様との間の立場で力を発揮してくださり，患者様からその活動を喜ばれています。セン
ターではボランティア教育などの支援も行っています。
　私たちは，多職種で構成されていることを強みにして，チームワークを図り，院外　院内の連携
を取りながら ｢架け橋｣ となるよう頑張って行きたいと思っています。
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委　員　会　報　告

医療安全管理委員会

 委　　員　　光　　貞　　由 美 子　

　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。
　医療安全管理員会としては，永遠の課題として，「人違い」を無くそうと目標を掲げていますが，
なかなかゼロにならない現状があります。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。

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。

医療安全対策について
～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
① 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
② 質の高いケアを効率よく提供
③ 医療安全に対する意識の向上と安全な環境改善
④ インシデント管理システムの実施・充実
　病院全体として組織の壁を越えて，役割を確実に実行し，現場各部門においても積極的な取り組
みが行われるように活動する。さらに，病院全体の取り組みと現場での取り組みとが効果的に連携
を図れるよう活動を通じて，医療事故の防止，医療の安全性，質の向上に努める。
１．インシデント・アクシデントレポートのリスク評価とフィードバック
　　レポートの集計・分析から事故の傾向を把握し原因の究明
　　院内暴力・暴言被害のﾚﾎﾟｰﾄを救急患者の対応を図る会に提出し検討する
　　事例によっては，院内暴力対応委員会で対応を検討する
　　安全対策の妥当性を審議し安全対策の周知徹底
　　部署カンファレンスに参加し，分析・対応策をともに考え徹底を図る

（委員長　日野　文明）



─ 146 ─

厚生連尾道総合病院医報

　　院内ラウンドの充実
２．医療安全研修
　　医療安全研修会の企画運営，一人１回でも参加ができるように働きかける
　　参加できなかった人のための工夫をする。資料配布等
　　  （一人一人が危機管理に対しての意識をもって，相手を大切に思う心が業務にでるような内容の
研修会が開催できる）

・薬物管理（ハイリスク薬・麻薬等）について
・医療安全とは
・クレーム対応について
・分析方法について
・医療機器安全管理
・造影剤使用時の管理・MRI・レントゲン
３．医療安全広報活動
　　  尾道総合病院　「医療安全・感染情報」病院機能評価機構より発信の「医療安全情報」をグルー
プウェアーにて院内に発信・配布

　　組織における活動
　　  マニュアルの見直しと新規作成　電子カルテ内に PDFで発信（厚生局監査に基づき修正を行っ
た）

　平成23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24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1,078件，アクシデ
ント90件の合計1,168件でした。なお今年度から，厚生連３病院でインシデントレポートのレベル統
一が行われ，７段階の区分で，３b以上はアクシデントレポートとなりました。また，院内では，
造影剤漏出時の対応マニュアルを作成しました。
　今年度のレポートの特徴としては，転倒転落の件数（261件）より，与薬のインシデント件数（311
件）が多くなったことです。具体的な内容は，無投薬・過剰投与・与薬時間・日付間違いとなって
います。
　原因は様々ですが，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，コミュニケーションエラーの減少へ結び付けたいと思います。
　アクシデント報告件数は年々増加していますが，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。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。
　今年度の研修は医療安全・感染と共同
で実施しました。内容については，右の
通りです。

月　日 担　当 テーマ及び内容
４月４日 医療安全 医療安全について
７月 医療安全 KYTについて

10月11日 医療安全 護身術
11月 医療安全 KYT活動発表会
３月 医療安全 薬局関連
３月 医療安全 今年度のまとめ
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診療管理会議

 委 員 長　　木　　曽　　哲　司　

　診療管理会議は毎月第１金曜日の早朝に開催し，病院機能評価（VeR 6,0）の項目を継続的に取り
上げていました。会議は一部の項目を除いて２クール目に入りましたので開催を２カ月毎とし，４
月は新人の教育・研修期間で休止としましたので平成24年度は５回の開催となりました。
　このたび退職しますので，会議の取り組み内容を VeR 6,0の目次に沿って，発表して頂きました
評価者名と評価日（平成，月）を紹介します。
１，病院組織の運営と地域における役割
　　１,１　病院の理念と基本方針　　　　　　　　　　　　木曽（23,１）
　　１,２　病院管理者・幹部のリーダーシップと計画的な運営　森原（23,１）
　　１,３　病院組織の運営　　　　　　　　　　　　　　　　巴（22,８）
　　１,４　情報管理機能　　　　　　　　　　　　　　　　中村（23,８）
　　１,５　職員の教育・研修　　　　　　　　　　　　　　木曽（22,６）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤越（23,６）安友（24,６）
　　１,６　地域における役割と連携　　　　　　　　　　　豊田（22,７）
　　１,７　健康増進と環境　　　　　　　　　　　　　　　増田（21,11）福本（23,12）
　　１,８　継続的な質改善の取り組み　　　　　　　　　　　巴（23,10）
２，患者の権利と医療の質および安全の確保
　　２,１　患者の権利と医療者の倫理　　　　　　　　　　木曽（22,８）
　　２,２　患者―医療者のパートナーシップ　　　　　　　和田（22,９）
　　２,３　患者の安全確保　　　　　　　　　　　　　　　岡田（22,９と11）光貞（23,６）
　　２,４　医療事故への対応　　　　　　　　　　　　　　森原（22,12）光貞（24,３）
　　２,５　医療関連感染管理　　　　　　　　　　　　　　住吉（22,12）住吉（23,６）
　　２,６　チーム医療の推進と診療の質の向上　　　　　　和田（22,11）
３，療養環境と患者サービス
　　３,１　案内機能と待ち時間　　　　　　　　　　　　　金原（23,３）
　　３,２　相談機能および患者・家族の意見の尊重　　　　細川（23,７）
　　３,３　施設・設備の整備と利便性　　　　　　　　　　山下（23,８）
　　３,４　プライバシーの確保　　　　　　　　　　　　　箱崎（23,９）
　　３,５　快適な療養環境　　　　　　　　　　　　　　　柳沼（21,３）高橋（21,４）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金原（23,11）
４，医療提供の組織と運営
　　４,１　診療部門　　　　　　　　　　　　　　　　　　日野（23,２）
　　４,２　看護部門　　　　　　　　　　　　　　　　　　樋本（24,８）
　　４,３　薬剤部門　　　　　　　　　　　　　　　　　　橋本（22,６と７）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　橋本（23,６と７）
　　４,４　臨床検査機能　　　　　　　　　　　　　　　　細谷（21,７）細谷（23,６）
　　４,５　病理診断機能　　　　　　　　　　　　　　　佐々木（21,９）佐々木（24,10）
　　４,６　画像診断機能　　　　　　　　　　　　　　　　常安（21,12）村上（24,12）
　　４,７　放射線治療機能　　　　　　　　　　　　　　　村上（22,２）村上（25,２）
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　　４,８　輸血・血液管理機能　　　　　　　　　　　　　細谷（21,９）細谷（24,10）
　　４,９　手術・麻酔機能　　　　　　　　　　　　　　　瀬浪（22,３）
　　４,10　洗浄・滅菌機能　　　　　　　　　　　　　　　NC

　　４,11　集中治療機能　　　　　　　　　　　　　　　　内海（22,３）佐々木（23,11）
　　４,12　救急医療機能　　　　　　　　　　　　　　　　瀬浪（22,２）
　　４,13　栄養管理機能　　　　　　　　　　　　　　　　山本（21,６）山本（24,12）
　　４,14　リハビリ機能　　　　　　　　　　　　　　　　村上（21,６）村上（25,２）
　　４,15　診療記録の管理　　　　　　　　　　　　　　　豊田（21,12）豊田（24,６）
　　４,16　情報システム管理機能　　　　　　　　　　　　中村（23,９）
　　４,17　在宅支援機能　　　　　　　　　　　　　　　　豊田（23,１）
　　４,18　外来診療機能　　　　　　　　　　　　　　　　京泉（21,11）金原（24,12）
　　４,19　医療機器管理　　　　　　　　　　　　　　　　高垣（21,７）高垣（24,10）
　　４,20　臨床研修機能　　　　　　　　　　　　　　　　和田（21,８）則行（24,８）
５，医療の質と安全のためのケアプロセス
　　５,１　病棟における医療の方針と責任体制　　　　　　藤越（23,２）
　　５,２　入院診療の計画的対応　　　　　　　　　　　　樋本（23,３）
　　５,３　適切なケアサービスの実施　　　　　　　　　　岡田（23,７）
　　５,４　ケアの実施（各論の流れ）　　　　　　　　　　岡田（23,７）壇上（23,８）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久保（23,８）住吉（23,８）西田（23,９）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増田（23,９）重田（23,10）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柳沼（23,10）岡本（23,10）
　　５,５　ケアプロセスにおける感染対策　　　　　　　　住吉（23,８）
　　５,６　診療・看護の記録　　　　　　　　　　　　　　増田（23,９）
　　５,７　病棟での薬剤・機器の管理　　　　　　　　　　重田（23,10）
６，病院運営管理の合理性
　　６,１　人事・労務管理　　　　　　　　　　　　　　　西丸（21,３）木曽（21,６と11）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巴（23,２）森友（24,２）
　　６,２　財務・経営管理　　　　　　　　　　　　　　　岡田（21,３と４）後藤（24,２と３）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巴（24,６）
　　６,３　施設・設備管理　　　　　　　　　　　　　　　丸澤（21,５と６）巴（23,11）
　　６,４　物品管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　丸澤（21,７と８）巴（24,２）
　　６,５　業務委託　　　　　　　　　　　　　　　　　　山根（21,９）
　　６,６　病院の危機管理への適切な対応　　　　　　　　山根（21,９と11と12）巴（23,12）
　多数の評価者のご協力で，継続して評価でき感謝しています。人事異動がありますので，中断が
ないように工夫して取り組みました。医療の質関連は和田先生に評価して頂きましたが，その後和
田先生と相談し，診療（医療）の質向上委員会（委員長：石川先生）を再開し評価可能な状況です。
項目が多い領域は２回に分けて評価したり，また，ケアの実施（各論の流れ）はより項目が多く，
看護部長と相談して多数の看護科長に評価して頂きました。
　会議は病院機能の向上に貢献できたと感じていますが，求められる項目は時代の流れで多様化し
ますので更なる向上を期待しています。
　最後になりますが，皆様のご理解とご協力に感謝とお礼申し上げます。
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褥瘡対策委員会

 皮膚・排泄ケア認定看護師　　豊　　田　　明　　美　

　褥瘡対策は，2012年度の診療報酬改定に伴い「入院基本料の算定要件」に組み込まれることとな
り，基準を満たし実施されなければ入院基本料そのものが算定できなくなる重要なものとなった。
　従来より当院の褥瘡対策は「入院基本料等の施設基準等」を満たすものであったが，今後も継続
し適切に運用していくことが望まれる。
【委員の構成】
　下記の通り多職種混成チームで活動を行っている。
医師：森本謙一，壷井聡史，小林紘子　　看護科長：久保幸江　　看護師：徳永陽子，豊田明美
薬剤部：高橋謙吾　　栄養科：金子美樹　　事務：寺岡郁子
【褥瘡対策の現状】
　第１，３週火曜日午後３時よりⅡ度以上の褥瘡患者全員を回診し，第２,４火曜日には新規褥瘡患
者および重症患者の回診を行っている。
　また回診記録を経時的に管理することで，褥瘡保有患者の転院時等に褥瘡経過を速やかに申し送
り継続治療，看護に繋げることが出来ている。
【褥瘡データの集計】
　昨年度，平成24年褥瘡発生率の平均は0.8％と例年と同様に全国平均より低く推移している。
　回診のべ件数は274件，うち院外発生褥瘡は57件，新規発生件数は74件であった。
　院外発生の褥瘡の深さが真皮層を超える深さであるのに対して，院内での発生は真皮層までの浅
い褥瘡が多くを占めており，早期発見がされ回診へと繫がっていると考えられる。
　新規褥瘡発生部位の６割は仙骨部であり，骨突出部の除圧ケア，ずれ予防ケアの重要性をあらた
めて感じている。
【今後の課題と取り組み】
　・耐用年数を経過した褥瘡予防用具の点検，整備
　・車椅子用の褥瘡予防マットの導入の検討
　・院内褥瘡発生低下のため看護科病棟単位での褥瘡カンファレンスの開催
　・効果的なデータフィードバック方法の検討
などが挙げられる。
　医師，看護師，薬剤師，栄養士，事務からなる混成チームで，施設資材課や看護部など関係部署
との協力の下，これらの課題を解決していきたい。

病床運用管理会議

 事 務 局　　後　　藤　　祐　　司　

　病床管理委員会は隔週木曜日の午前８時45分より看護科長室において開催しています。
【委員の構成】
　メンバーは診療部長，看護部門，医療福祉支援センタ部門及び事務局等で構成されています。
【協議事項】
　当委員会では効率的な病床運用による病床利用率の上昇及び適切な平均在院日数の維持等につい

（委員長　花田　敬士）
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て協議を行ってきました。
　その中で，土・日曜日に入院患者数が減少する傾向にありましたので『退院の許可は主治医が行
い，退院の日時は病棟科長が決定する』ことを周知徹底しました。
　さらに，入院患者数に大きな増減が予測された場合，院内メール等を利用して入退院促進の依頼
を行いました。
【まとめ】
　皆様のご協力により病床利用率及び平均在院日数は前年度と比較して大幅に向上しております。

　今後，適切な平均在院日数の維持と入院患者数の確保が課題となります。上記課題は当委員会だ
けでは解決することは困難であります。皆様と共にこれらの課題を解決してまいりたいと考えてお
りますので，ご協力のほどよろしくお願い致します。

病床利用率の推移 平均在院日数の推移
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手術部運営委員会

 手術室科長　　檀　　上　　美 由 紀　

　手術部運営委員会は，病院長，各科診療科主任部長，施設資材課長，臨床工学科主任，看護副部
長，看護科長（ICU・回復室），手術室科長・主任で構成され，手術室の安全かつ適正な運営，業務
の効率化を図るため，月１回定例開催しています。

平成24年度の手術実績は以下のようでした。
手術件数　4,137件（うち緊急手術は535件）で，１ヶ月平均手術件数は345件でした。
８部屋ある手術室の平均稼働率は，９時～17時　3.97部屋，９時～12時　2.98部屋，13時～17時　
5.01部屋，17時～21時　1.32部屋で午前中の稼働率の上昇，時間外の減少がみられます。

〈平成24年度議事および活動内容〉
　毎月の委員会では，手術室収支や手術室の稼働状況，月毎の手術件数の比較などの分析結果を報
告し，運営状況を周知し対応策の検討を行っています。
　また委員会内で問題提起，提案を行い検討の場とし，コスト意識を持った手術室運営が行えるよ
うに取り組んでいます。
　平成24年度は各科医師，病棟などの協力により手術室の効率的な運用を行うことができました。
時間内になるべく多くの手術がこなせるよう，朝から開始になる手術を増やし，それに引き続く手
術を前倒しし，手術室へ入室してもらいました。その結果，午前中の部屋の稼働率が増え，時間外
の減少につながってきました。また，手術件数は前年度比で304件増加し，収益に対する材料費も一

（委員長　瀬浪　正樹）
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定に抑えられた状態で維持運用できていました。
　新しい取り組みとしては，プリオン対象器材について，プリオン感染予防ガイドライン要約（2008）
に準じ，対象手術（症例）について，器械類の適切な洗浄，滅菌をエアウオーターと連携して取り
組んでいきました。また手術中の手袋交換やニュートラルゾーンの取り組みを行っています。
　安全面では，体内遺残防止のため実際の手術材料（ガーゼ・柄付など）とそれらを X線撮影した
写真を展示し，医師や看護師が X線透過性ガーゼ，材料がどのようにうつるかの認識を高めるよう
に取り組みました。
　手術件数は年々増加傾向にあり，緊急手術や新しい術式なども増えています。
　今後も地域の中核病院として，現状に即した迅速かつ柔軟な運用が必要です。何より病院全体で
連携し，患者が安全，安楽に手術を受らけれる様に取り組んでいきたいと考えています。

通　常 緊　急 総　数
４月 290 40 330
５月 299 50 349
６月 308 45 353
７月 311 38 349
８月 346 40 386
９月 281 46 327
10月 304 56 360
11月 320 35 355
12月 283 53 336
１月 264 46 310
２月 266 41 307
３月 330 45 375
合　計 3,602 535 4,137

平成24年度　月別
通常 緊急 総数 1ヶ月平均

内 科 25 1 26 2.2
脳 外 科 52 33 85 7.1
外 科 812 194 1,006 83.8
小 児 外 科 96 9 105 8.8
麻 酔 科 30 13 43 3.6
整 形 外 科 707 109 816 68.0
産 婦 人 科 311 74 385 32.1
皮 膚 科 199 9 208 17.3 
泌 尿 器 科 262 3 265 22.1
耳鼻咽喉科 296 4 300 25.0
眼 科 624 31 655 54.6
小 児 科 0 0 0 0.0
血 管 外 科 146 55 201 16.8
口 腔 外 科 42 0 42 3.5
循環器内科 0 0 0 0.0
合　計 3,602 535 4,137 344.8

平成24年度　科別

H24年度　年間月別集計
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輸血療法委員会

 委　　員　　細　　谷　　勝　　己　

　輸血療法は内科領域，外科領域で広く行われており，外来，病棟，手術室と複数の部署で様々な
職種の人が携わっている医療行為の一つである。その為，安全かつ適切な輸血療法が実施されるよ
うに，輸血療法委員会で病院内の現状を把握し，問題点を検討，改善していくことが必要となる。
平成24年度は４回の委員会を開催した。その協議事項を報告する。
１．血液製剤の使用状況
　　  　平成24年度に使用した血液製剤は，赤血球濃厚液（以後 RCC）3,179単位（前年2,857単位），
新鮮凍血漿（以後 FFP）1,679単位（前年2,579単位），濃厚血小板（以後 PC）2,425単位（前年
2,720単位），自己血283単位（前年188単位），洗浄赤血球12単位であった。FFP/RCC＝0.53（昨
年 0.90，基準値 0.8未満）昨年に比べ RCC，自己血の使用が増加していた。

　　  　廃棄血は RCC 64単位，FFP 31単位，PC 60単位，自己血 79単位で，廃棄率はそれぞれ
RCC 1.97％，FFP 1.81％，PC 2.41％，自己血 27.92％であった。善意によって献血された血
液製剤は大変貴重なもの，そのため輸血を依頼されて，使用しなかった製剤は，一旦返品し他
の患者さんに使用できるようにし，廃棄血の削減にご協力お願いいたします。

２．輸血副作用報告
　　  　輸血副作用の報告は血圧低下33件，蕁麻疹14件，発熱10件，かゆみ７件，その他不明なもの

を含め95件の報告があり，重篤な副作用はなく，平成24年度の回収率は96％だったが，平成24
年９月以降は皆さんの協力の下，回収率を100％にすることができた。今後ともご協力をお願い
いたします。

３．協議事項
　・血液製剤同意書の有効期限について
　　　同一疾患名であれば有効期限を設けず，疾患終了までを有効期限とした。
　　　それに伴い旧同意書に疾患名を記載できるようレイアウトの変更を行った。
　・輸血施行時の医師管理について
　　  　病院の方向性として，輸血開始直後に副作用出現が高い頻度で起こる為，輸血開始時は医師
の立ち合いを原則とした。それにより輸血実施運用マニュアルの変更を行った。

　・アルブミナーについて
　　  　アルブミナーは旧病院では薬局で回収を行い管理していたが，新病院では全てコンピュター
管理となり，ロット管理もできるようになった。アルブミナーはヒト由来製剤であり回収する
ことによる感染症の問題からも現在は回収を行っていない。

　・輸血マニュアルの改正について
　　　委員構成・開催回数その他についての改正を行った。
　・委員会開催日について
　　　平成25年度からは年間６回の開催を予定しており，開催日も固定の日時とした。

（委員長　瀬浪　正樹）
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（平成24年度）

委員長 平野　巨通　（検査科主任部長）
委員 渡　邊（検査医） 佐々田（外　科） 佐々木（病理検査科）

風呂中（内　科） 高　橋（６　B ） 後　藤（医事課）
岡　野（小児科） 岡　本（６　A ） 巴　　（次　長）
門　田（脳外科） 石　嵜（検査科） 事務局　細谷（検査科）

臨床検査適正化委員会

 事 務 局　　細　　谷　　勝　　己　

　2013年度は診療報酬改定がありませんでしたが，来年の2014年度改定ではさらに医療費削減の姿
勢が強くなるものと思われます。
　先ごろ行われた財務省の財政制度等審議会財政制度分科会においては，医療提供体制の改革を進
めることは必須であり，平均在院日数の減少などの効果が不確実なまま診療報酬を増額改定するこ
とはあり得ないとの見解が示されており，14年度改定でも厳しい内容となることが予想されていま
す。
　我が国では医療保険制度において質の高い効率的な医療提供体制のために医療機関の機能分担と
連携（病病連携，病診連携）が進められています。これに伴い医療機関の間で患者の検査情報の共
有化が期待され，測定方法の標準化とともに基準範囲の共有化が望まれています。
　近年，日常的に利用される生化学的血液検査の項目を中心に標準化または標準対応された測定方
法による臨床検査値が広く利用されるようになりました。
　一方，臨床検査値は客観的な医学的情報として活用されていますが，病院で使用されている基準
範囲は病院ごとに設定が違っている現状があります。
　測定値はどこの病院でも一緒なのに診断の指標となる基準範囲が病院によって違う状況の中，
2011年に共用基準範囲設定WG（ワーキンググループ）が設立され，厳密な条件の下6,300例の基準
固体データから基本基準値が設定されました。
　今後，パブリックコメントの募集，検討を経て全国統一基準範囲が出される予定です。
　2012年度の血液製剤の使用状況は前年比で RCC，血小板で40％の増加，FFPで20％の減少となり
ました。血液製剤の廃棄は前年より少なく適正使用にご協力いただき感謝申し上げます。また，検
体検査件数は全体で23万件，前年より１万件増加しております。
　平成24年度外部精度管理調査では日本臨床検査技師会サーベイで193点／196満点，日本医師会で
は632点／640満点，広島県医師会では547点／550満点と良好な成績でした。
なお，広島県医師会サーベイでは平成24年度成績優秀施設として表彰を受けております。

（委員長　平野　巨通）

NICU運営委員会

 NICU科長　　安　　友　　裕　　穂　

委員会の目的：NICUの安全かつ適正な運営と業務の効率化を図る。
構成員： （産婦人科・小児科・小児外科・麻酔科）主任部長，（４A，NICU）病棟科長・主任，医事

課長
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NICU実績 平成22年度 平成23年度 平成24年度
入院患者数 281 255 293
院内出生数 236 234 261
院外出生数  45  21  32

人工呼吸器管理  17  23  24
新生児手術症例   4   1   7

平成24年度　入院患者数

クリニカルパス推進委員会

 委 員 長　　石　　川　　哲　　大　

院内電子パス
　クリニカルパス推進委員会では，院内の電子カルテのクリニカルパス（電子パス）を医療の質を
高めるツールと考えています。電子パスの作成・承認・運用について，小委員会の各グループが協
力しながら努力を重ねていますが，紙ベースのクリニカルパスから電子パスへの移行にかなりの労
力を要したため，転載以後のレベルが上がっていない現状があります。電子パスが持つとされるバ
リアンス分析機能に期待していたものの，実際にはアウトカム設定の精度が良くなければ意味がな
いこともよく判りました。アウトカム設定の方向性について学会指導者にお伺いし，Basic Outcome 

　平成24年度は，入院患者数　293名（内院内出生　261名）人工呼吸器管理患者は24名，新生児手術
症例は７例でした。NICU，新生児回復室を合わせた月別の入院患者数は，308名～424名であり，１
日平均10名～14名の入院患者を受け入れています。少子高齢社会とはいえ，早産時や低出生体重児
は増加傾向にあり，当院の地域周産期母子医療センターへの期待はますます大きくなっています。
新生児手術症例は緊急性の高い消化器疾患の症例であり，小児外科の協力を得て早期診断・早期治
療により延命と QOL改善に努めています。
　新たな取り組みとして，耐性菌サーベイランスを開始し，確実な感染管理により患者の安全と安
心を保障できるように努力しています。
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Master（BOM）の購入を決めましたが，これも簡単には活用できないような状況です。
　まずは当院の電子パスの現状を知るべきとして，委員会よりアンケート調査を行い第12回日本ク
リニカルパス学会で結果をまとめて口演にて報告（発表者：長岡史恵）しました。さらに，紙パス
から電子パスへの移行の際の問題点についてポスターにて報告（発表者：石川）しました。
　その後，ベンダー・NECの電子パス操作の説明会を聞き，BOMが活用できるような段階へ当院
のパスを近づけたいと思っています。また，病院経営への貢献としてパスの活用を考えた場合，DPC

との連関を勉強する必要性を感じています。

● 第12回日本クリニカルパス学会　2012.12/07～12/08　　岡山市
◎口演発表
　「当院におけるクリニカルパス電子化の功罪」
　　　尾道総合病院　看護科　○長岡史恵
　『CP稼働歴のある病棟看護師を対象としてアンケート調査を行い，①80％が CP電子化を好意的
に受け止めていた，②50％は他科の CPは使いにくいと回答，③バリアンス入力は70％が項目の選
択に苦慮，という結果でした。電子パスは業務の効率化には貢献していますが，全病院的に活用可
能なパスへの改善やバリアンスについての見直しが必要と思われました。』
　＊後日，日本クリニカルパス学会から優秀演題として学会誌への投稿依頼がありました。

◎ポスター発表
　「電子カルテ導入と同時に電子パスへ移行した経験と今後の課題」
　　　尾道総合病院　クリニカルパス推進委員会
　　　　○石川哲大，岡本尚子，田中千枝子，増田尚美，中上小百合，楠見朗子，徳永陽子，
　　　　　柿本文重
　『平成23年５月に電子カルテ（MegaOak HR）導入に合わせて紙パスから電子パスへと移行するに
あたり，平成22年６月より電子パス移行へのワーキンググループが始動したが，電カルの操作講習
が必要な状況であったので時間的余裕がなく，パスのフォーマットはベンダーからの紹介事例を基
にすることになった。平成23年１月からラパコレ，ポリペクのパスで操作訓練を行い，毎週金曜日
にベンダー・院内システム担当と協議を重ねた。用語の統一は時間がかかったうえに中途半端とな
っており，アウトカムの入力項目も紙パスからの転用を余儀なくされた点なども見直す必要がある。
また，電カルではバリアンスの解析・応用が進んでおらず，早急に対処しなければならない。今後，
BOM Ver.2.0を利用して用語の統一およびアウトカム設定を見直し，バリアンス分析を有用なもの
としてゆきたい。』

地域連携パス
　尾道市ではがん地域連携パスを６年ほど前に作成していますが，その運用実績は特に最近はかば
かしく無く，また見直しもされていないという状態となっていましたので，『がん地域連携パス診療
報酬算定の説明会』と銘打った会を開催する運びとなりました。
　本会には，開業医の先生方，コメディカルの方々，当院の医療従事者など70名近くに出席してい
ただきました。これは予想を上回る参加者数でしたので，配布資料が不足する状態でした。がん地
域連携パスの現状報告として，まず尾道市立市民病院の中井先生が尾道市のがん地域連携パスの歴
史的な部分をお話しされました。次いで，当院の花田先生が県地対協が推進するがん地域連携パス
の動向を解説され，参会者にとって分かりにくいがん地域連携パスについて，石川が「地域医療連
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救急センター運営委員会

 委 員 長　　石　　川　　哲　　大　

　救急センター運営委員会では，現場医師としての外科医・内科医・救急担当看護師を含め多職種
の委員で構成され，救急医療や当直業務，総合診療科の診療などの問題点について話し合い，常に
病院の方針に沿った救急センターであることを目標とします。救急医療・繁忙を極める当直業務・
救急入院患者さんの受け入れなど，病院診療の骨子とも言える分野の充実を目指しています。

救急外来
　救急外来は，総合診療科および各科医師が救急車の受け入れを行いますが，看護師は回復室から
のメンバー（リーダー：長谷救急看護認定看護師）が業務にあたります。

携とは何か　―その真価を問う―」と題する文献（パス最前線　2009年秋号）を引用してがん地域
連携パスの基本的な理解を得るための補足を行いました。さらに，当院の豊田MSWが「がん地域
連携パスの使用実績」をグラフを示して報告し，最後に当院の後藤医事課長が「がん地域連携クリ
ニカルパス　診療報酬算定及び届け出について」の内容を詳しく説明しました。
　これらの発表を終えて質疑応答の時間を設けました。平櫛医院・平櫛先生から「パスの使用件数
が減っているのは開業医の責任ではないのでは？」との質問があり，尾道市立市民病院・川真田先
生から「退院までにパスを計画策定する縛りがあって減ったのであって，開業医さんの責任ではあ
りません」との回答がありました。当院外科・福田先生から「退院して早期に開業医さんへ患者さ
んの診療を委託することは無いのでパスは使っていない」との発言がありましたが，今回の診療報
酬算定の要件では退院後30日以内に計画策定するように緩和されており，その時期にスタートすれ
ば併診でも構わないのでパスを運用してほしいとお願いしました。加納内科消化器科・加納先生か
ら「複数の癌での診療報酬算定の取り扱いはどうなるのか？」との質問があり，計画策定病院・連
携医療機関ともに算定要件が判然としないため，調査して回答することとしました。当院内視鏡セ
ンター・小野川先生から「内視鏡治療のパスもあるが，なかなか使用が難しい」とのお話しも頷け
るものでしたし，尾道市立市民病院・上塚先生が「６年前に作成に携わったが，本音を言うと医師
の参加が少なかった。それと，見直しが出来ていないのは残念なこと」と訴えられたのが印象的で
した。

● がん地域連携パス診療報酬算定の説明会
　　　日時：2012年９月18日（火）19：00～　　会場：尾道総合病院　大会議室
総合司会：石川哲大
開会挨拶：弓削孟文 院長
【がん地域連携パスの現状報告】
　　①尾道地区のがん地域連携パスの現状（振り返り）　尾道市立市民病院　中井　肇 先生
　　②広島県地対協のがん地域連携パスに関する動向　　尾道総合病院　　　花田敬士 先生
　　③がん地域連携パスの使用件数　　　　　　　　　　尾道総合病院　　　豊田直之 MSW

【診療報酬についての説明】
　　①診療報酬算定のための届け出に関する説明　　　　尾道総合病院　　　後藤祐司 医事課長
閉会挨拶：森本茂人 医師会長
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月 救急搬送 Walk in 小児救急搬送 小児Walk in 合 計
H24　４月 205 377 31 760 1,373
５月 194 480 29 677 1,380
６月 193 367 25 614 1,199
７月 213 412 34 725 1,384
８月 213 439 43 631 1,326
９月 213 464 24 664 1,365
10月 225 413 23 510 1,171
11月 201 438 20 594 1,253
12月 239 592 38 891 1,760

H25　１月 229 508 20 691 1,448
２月 198 385 26 660 1,269
３月 220 474 33 703 1,430

　救急センターが関わる当直体制は，第１グループが救急患者対応，第２グループがウォークイン
患者対応，小児科に分けられています。

ICU・回復室
　ICU（平野主任部長，重田科長）には術後患者さんの入室が中心ではありますが，平成24年度の
入室患者数は588名（内訳：外科＝285名・49％，循環器内科＝78名・13％，心臓血管外科＝72名・
12％，脳神経外科＝61名・10％，内科＝34名・６％，泌尿器科＝31名・５％，その他＝27名・５％）
であり，ベッド稼働率は132％で，常に100％以上で推移しています。同年度の特定集中治療室管理
料は13,658,500円（前年度比 122％）と増加傾向を示しています。
　回復室（上田部長，高橋科長）は新病院発足初年度はベッド稼働率が上がりませんでしたが，平
成24年度は年間3,090件の入院患者数を数え，却ってベッドの回転を促進しなければならない状況に
なっています。

付記）尾道市の救急医療について（石川）
　平成24年春に東広島市の救急医療が崩壊した，との報道を目の当たりにし，尾道市についても考
えてみる必要があると思いました。尾道市医師会の救急医療担当理事の笠井先生にお願いし，救急
医療について検討する会を開いていただく準備をしていたところ，因島の救急体制が継続できない，
という情報が届きました。やはり尾道市の救急医療は破綻寸前のところにあるとの感を強め，10月
12日に「第１回尾道市の救急医療を考える会」を開催しました。それから毎月，会合を重ねて全体
の危機的状況の把握，各病院の抱える問題点，地域としての今後の課題等，かなり具体的なところ
へ踏み込んで話し合いを続けています。尾道市の救急医療を守るため，尾道市立市民病院・公立み
つぎ総合病院・当院の役割をきちんと整備し，尾道市医師会や尾道市との意見調整を早急に行うべ
き状態であるとの認識で，現在は「尾道地区救急医療検討委員会」という名称で行動を活発化させ
ています。
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医療の質向上委員会

 委 員 長　　石　　川　　哲　　大　

　医療の質向上委員会は，扱いにくい内容の病院の問題点や他院・開業医・患者さんからの要望あ
るいはクレームなどについて協議し，病院および診療の質を高めるという役割を持っています。

①第９回　平成24年５月28日
　　１）適応外薬剤使用の際の説明と同意
　　２）救急外来での多発外傷の受け入れについて
　　３）医療総合特区についての内容周知
②第10回　平成24年７月30日
　　１）地域医療アンケートから－１
③第11回　平成24年９月25日
　　１）医療連携アンケートから－２
　　２）外部からの電話対応について
④第12回　平成24年11月５日
　　１）患者様の声から
　　２）医療連携アンケートから－３
　　３）麻酔など同意書の改定について
⑤第13回　平成25年２月４日
　　１）患者様の声から
　　２）医療連携アンケートから－４

　ほぼ２カ月ごとに委員会を招集し，上記の診療の質に関わる問題点の情報を収集して検討し診療
レベルを高めることができるよう病院への提言をまとめては提出しました。院内の各部署は毎日精
一杯の努力をして働いていますが，患者さんや医師会の先生方の声に耳を傾け，病院全体が同じ方
向を向いて同じ目標に向かって毎日を過ごしていかなければなりません。より良い病院になってゆ
くよう，難しい問題に対してでも忌憚のない意見交換を行い，議論を深めることが本委員会の役目
だと思っております。今後ともよろしくお願い申し上げます。

　平成24年度の委員会メンバー
区　分 職　　　名 氏　名

１ 委 員 長 診療部長 石川　哲大
２ 副委員長 副院長 木曽　哲司
３ 委　　員 主任部長 風呂中　修
４ 委　　員 診療部長 則行　敏生
５ 委　　員 主任部長 森　　浩希
６ 委　　員 主任部長 森本　謙一
７ 委　　員 医療福祉支援副センター長 藤越　貞子
８ 委　　員 看護部副部長 安友　裕穂
９ 委　　員 薬剤部長 橋本　佳浩
10 委　　員 臨床検査科長 細谷　勝己
11 委　　員 総務課長 巴　　宣人
12 顧　　問 小児外科 和田　知久
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化学療法委員会

 事 務 局　　福　　家　　幸　　子　

　平成23年５月より稼働を開始した化学療法センターは，現在８科の化学療法を行っています。平
成24年度は4,086件（外来2,215件・入院1,871件／ホルモン療法除く）の化学療法を施行し，その件
数は増加しています。科別の内訳は，大腸癌を始めとする外科が1,604件と一番多く，次に内科1,
402件，泌尿器科341件となっています。
　化学療法委員会は，化学療法の安全かつ円滑な施行の支援を目的に設置され，平成24年度はリン
クナースを中心に，副作用のグレード評価の定着のための話し合いと，当院における副作用の特徴
の抽出を行いました。グレード評価は各病棟の意識調査や問題点を話し合いながら，CTCAE Ver４
に基づいた副作用評価表を作成しました。医師，薬剤師，看護師などの医療従事者が共通の評価を
行っていけるよう，現在も継続して定着に向けた努力を続けています。
　副作用の抽出では当院の特徴は見られませんでしたが，集計を行う中で，平成24年度より制吐薬
を制吐薬適正使用ガイドラインに準じて改訂した後の，消化器症状の変化を評価することが出来ま
した。
　平成25年度から，化学療法委員会は化学療法レジメン委員会と統合され，化学療法運営・レジメ
ン委員会となりました。今後も，より安全な化学療法の施行ができるよう取り組んでいきたいと思
っています。

（委員長　則行　敏生）

化学療法レジメン委員会

 事 務 局　　江　　草　　徳　　幸　

　化学療法レジメン委員会は，がん化学療法を安全に行うために各レジメンの有用性・安全性につ
いて検討する目的でキャンサーボード運営会議の下部組織として設置された。本委員会では抗悪性
腫瘍薬の適正使用および化学療法の院内標準化を行うため，各種ガイドラインを中心とした標準的
治療の推進を行っている。薬剤の適正使用との観点より薬剤科に事務局を設置し，化学療法センタ
ー長を中心とした医師，薬剤師，看護師を中心に組織されており，毎月第２火曜日に定例会を開催
している。
　2012年度は既存の全146レジメンを適応疾患別の新規レジメンへと改訂し，2012年９月におけるレ
ジメン数は159となった。全レジメンに対し抗悪性腫瘍薬の略名並びにレジメン名の統一，日本癌治
療学会の制吐薬適正使用ガイドライン（2010年度）に準じた制吐薬変更，溶解液・輸液の用量およ
び投与時間の統一を中心に実施し，レジメンの重複使用によるリスク回避のため31の分子標的薬併
用レジメンを作成し，代替レジメンを提示することでエビデンスの明確でない50レジメンを削除し
た。ジェネリック医薬品導入に際しては，保険適応ならびに公知申請状況を考慮し，検討時点にお
いてより多くのがん種へ保険適応のある医薬品を選択し，その結果，シスプラチン製剤を変更した。
さらに，レジメン審査手順を明確にし，保険適応外使用を倫理委員会へ報告するなど運用の整備を
実施した。また，内服薬の処方オーダー漏れにより安全な投与が損なわれることがないよう，内服
薬から注射薬への変更を積極的に行い，ベナTM錠をポララミンTM注へ，イメンドTMカプセルセット
をプロイメンドTM注へとそれぞれ変更し，運用方法を検討した。
　制吐薬適正使用ガイドラインに準じた制吐薬の改訂によるデキサメタゾンの使用増大に伴い，ス

（委員長　則行　敏生）
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診療情報管理委員会・DPC委員会・コーディング委員会

 診療情報管理科長　　豊　　田　　直　　美　

　当院は2010年より DPC対象病院となり，５年が経過しました。
　平均在院日数短縮に伴い空床が増加する，いわゆるデフレスパイラルという DPC病院ではよくみ
られる現象が当院でも発生しました。
　退院許可は医師が出す，退院日時は病棟科長が決定するという取り決めになっています。
　患者さんには，可能な限り DPC入院期間Ⅱで退院していただくように退院調整する必要性がある
ようです。DPC入院期間Ⅱがいつな
のか・・・？？？病棟科長にも電子
カルテ上で DPC承認画面から，参照
してもらえるようにしました。
　病棟科長の努力にもかかわらず，
退院迎えの都合や，前回は何日で帰
った・・・等々患者さんの事情もあ
るようで，なかなか功を奏しません
が今後も調査と改善策の研究に取り
組んでいきます。

DPC入院期間分布

DPC入院期間推移（2012）

テロイドによる血糖上昇や抗悪性腫瘍薬を含めた免疫抑制状態におけるB型肝炎ウィルスキャリア
の劇症肝炎発現の危険性についても注意喚起した。さらに，エピルビシンによる血管痛や静脈炎な
どの局所反応軽減と投与時間短縮について検討し，液体製剤から凍結乾燥製剤へと変更した。また，
抗悪性腫瘍薬のみならず骨吸収抑制薬であるランマークTM注による低カルシウム血症への対応に
ついても本委員会にて審議した。
　今年度の本委員会における薬剤の適正使用と標準化への取り組みは，5‒TH3受容体拮抗薬（アロ
キシTM注，グラニセトロン注等）等の不適切な使用を削減し，医療経済的にも有益であった。今後
も患者中心の安心・安全な医療に貢献できればと考える。
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入院期間Ⅱ退院推移（病棟別）

図書委員会
　昨年における委員会の活動状況　図書委員会からの提言
 委 員 長　　目　　崎　　一　　成　

　現在の図書室の状況につき報告させていただきます。図書委員会は必要時開催される会ですので，
毎年の図書の購入の時期以外には決まった議題はあがりません。例年のお願いとしては，貸し出さ
れた図書が返却されず，製本時に欠けてしまう問題があります。お手元に長期借りている図書があ
れば返却をお願いいたします。また先頃旧病院に保管（放置？）しておりました古書が，やむを得
ず処分となっております。以前引っ越し前に先々代の院長にご相談し，いずれも破棄が妥当とされ
た古い雑誌で，館内に引っ越しした本よりも更に古いものです。臨床には支障はないものと思いま
すが，保管するスペースも限られていますのでどうかご理解下さい。
　図書について何かありましたら総務の図書担当あるいは目崎にご連絡戴ければ対応します（お金
のかかる話は相当な時間が必要です）のでよろしくお願いします。

労働安全衛生委員会

 事 務 局　　丹　　羽　　曜　　子　

　毎年４月に１年間の活動計画を立て，毎月第４火曜日に職場巡視と委員会を開催しています。職
場巡視では①危険な場所はないか②労働環境は良いか③不必要な物を置いていないかを中心に巡視
しています。その中で改善が必要なこともあり，その都度改善通知書を発行して改善に努めていま
す。
　また，平成24年度労働安全衛生管理計画『スローガン：心身ともに健康に働くことのできる快適
職場づくり　基本方針：１人１人が積極的に健康づくりに取り組む。安全衛生管理体制を確立し無
災害を推進する　目標：労働災害を出さない。健康診断受診率を100％とする』。平成24年度心の健
康づくり計画書『スローガン：心身ともに健康に働くことのできる快適職場づくり　基本方針：人
間関係・仕事のストレスを１人で抱え込まない　目標：メンタル不全者を出さない』を基本に災害
のない安全で健康で明るい職場づくりに取り組んでいます。
　特に職員の健康管理については，メンタル関係による長期休業者，及びその予備軍を出さないた
め，また，早めの気づきと対応のため，メンタルヘルスラインケア研修会，メンタルヘルスセルフ



─ 162 ─

厚生連尾道総合病院医報

ケア研修会を開催したり，全職員にウェルリンク社のメンタルヘルス診断を実施しました。
　また，超過勤務80時間を超える職員には，産業医の面接を受けてもらうよう案内をしています。
こころが不調を生じる前に対応していく必要があるからです。それでも不調になり，休業が必要に
なった職員に対して，JA広島厚生連職場復帰プログラム原案を基に当委員会のメンバーの中から選
任した復帰プログラム委員が定期的にメンタルヘルス復帰プログラム検討会を実施しています。
　８月には定期職員健康診断を実施し，全体の受診率は94.4％でした。健診結果で要精査，要治療
と判定された職員には追跡調査も行ないました。
　インフルエンザについても職員希望者全員にワクチン接種をすることができました。
　当委員会では，職場の安全，職員の健康に重点を置いて活動していきますので，ご協力をお願い
致します。

材料委員会

 委 員 長　　門　　田　　秀　　二　

　この原稿は施設資材課の吉
よし

原
はら

弘
ひろ

起
おき

氏から資料を提供してもらって書いている。材料費の例の方程
式①収益に対する材料費の金額割合はほぼ10％で一定している。②材料費の絶対金額は手術件数（手
術に準ずる検査も含む）に比例する。という法則は，元は吉原氏の発見である（業界では常識なの
かもしれないが）。2012年度の下記の表などのデータもこの法則に則っており，その説明力たるやア
ベノミクスにおける日銀の異次元量的緩和以上である。①②から敷衍すれば，収益は手術件数に比
例するという結論になり，そこまで単純化して大丈夫かと訝るほどデータはすっきりしている。こ
れは，収益のすべてが，外科系が握っているという意味ではなく，当院のような総合病院では，全
体の activityの指標が，手術件数において端的に表れると解釈するべきである。
　2012年度診療報酬改定率は，診療報酬本体で1.38％のプラス，診療報酬全体（本体 +薬価・材料）
で0.004％のプラスであった。手術の手技料が大幅なプラス改定となったため，当院でも，手術によ
る収益は大幅に UPした。
　最近では，消費増税関連法案が2012年８月10日，参議院本会議で可決・成立し，消費税率は2014
年４月に８％，15年10月に10％に引き上げられることになった。
　社会保険診療の消費税は非課税のため，医療機関は医療材料などの購入に伴う消費税を患者負担
に転嫁することができず，そのまま負担している。「控除対象外消費税」や「損税」といわれている
問題があり頭の痛いところである。
　今後は，医業収入の増加（OP件数の増加等）が鍵となっていくと思われ，材料費（医薬品・医療
材料）の経費節減は必須となってくると考える。

　平成24年度材料費率の推移

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
診療材料払出（税別） 86,814,101 91,608,684 91,089,575 84,425,384 94,736,103 84,702,215 95,126,722 88,451,708 87,383,596 84,447,018 81,597,140 87,480,179
OP件数（心カテ室含） 352 368 375 368 409 345 374 370 356 323 326 401
医業収益 871,697,106 887,228,955 852,504,484 899,355,262 930,801,693 902,578,370 940,220,792 925,435,300 874,947,522 907,442,725 845,561,374 920,090,549
材料費率 10.0% 10.3% 10.7% 9.4% 10.2% 9.4% 10.1% 9.6% 10.0% 9.3% 9.7% 9.5%
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院内感染対策委員会

 臨床検査科　　森　　本　　典　　子　

　平成24年度の院内感染対策委員会の活動報告をします。

１．MRSA耐性菌の報告
　入院以前と，入院２日目までに感染しているものを持ち込みとし，入院してから３日目以降に検
出されたものを新規としました。
　ESBL産生 E.coliもMRSA同様年々増加傾向にあります。他にMDRP（多剤耐性緑膿菌）も３件
E.coli以外の ESBL産生の腸内細菌が４件検出されています。

　ESBL産生菌は標準予防策と接触予防策での対策での対応をとっておりMDRPに関しては加えて
個室管理をしています。

２．院内環境検査
　厨房環境検査は問題ありませんでした。
　レジオネラの検査に関しては８，９月に要観察の場所が数箇所ありましたが，特に問題はありませ
んでした。

３．結核について
　外来患者ガフキー７号　　　　　　　　濃厚接触者　医師１名　　採痰時　看護師２名
　入院患者（救急搬送）ガフキー８号　　濃厚接触者　看護師３名

４．ノロウイルスについて
　病棟で１名発生がありました（持ち込みであった）が拡大なく終息にいたった。

５．インフルエンザについて
　入院患者ないで発症した事例がみられたが拡大にはいたらなかった。

６．その他
　ヤコブ病疑い１名　プリオン対策を検討

７．ICT 活動について
　院内的には週１回のラウンドと抗菌薬の適正使用の検討をおこなった。
　院外的には加算１を取ったため加算２の病院と年４回の勉強会をおこなった。

　平成24年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計 合計
MRSA新規 4 10 3 6 5 7 11 6 6 8 7 7 80

136
MRSA持込 6 5 4 5 6 5 4 3 6 2 2 8 56
ESBL（E.coli）新規 4 4 4 0 0 2 4 3 1 1 2 4 29

58
ESBL（E.coli）持込 3 3 2 5 4 2 0 2 1 4 2 1 29
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　（加算２連携病院）
　　　　　　　　　　興生総合病院　　三原三菱総合病院　　世良中央病院
　　　　　　　　　　府中総合病院　　御調総合病院

　加算（加算１連携病院）同士の連携で尾道市市民病院を見学に行き三原日赤病院が見学にこられ
た。

８．委員の参加講習会について
　　　環境感染学会
　　　備三地区感染対策研修会
　　　結核研修会
　　　広島 ICT活動研修会
　　　厚生連院内感染予防対策　基礎研修会

９．院内の感染感染対策の勉強会について
　　　「ほんとうにあった怖い感染症の話　2012」　風呂中 Dr.

　　　ICT勉強会
　　　感染リンクナースによる定例の勉強会

10．院内感染対策委員会メンバー　19名（平成25年３月現在）
委 員 長　　風呂中　修（呼吸器内科部長　ICD）
副委員長　　樋本　瑞江（看護部長）
　弓削　孟文（病院長）
　日野　文明（副院長・医療安全管理室長）
委　　員
石川　哲大（診療部長） 大月　鷹彦（呼吸器内科医）
巴　　宣人（事務次長・総務課長） 川原　正記（事務長補佐・施設資材課課長）
吉原　弘起（施設資材課） 光貞由美子（医療安全担当科長）
棒田　静香（感染管理担当科長　ICN） 金原　亜子（外来科長）　　　壇上美由紀（OP室科長）
安原　昌子（薬剤科長） 山本　知恵（栄養科長）　　　安保　徳宏（放射線科主任）
森本　典子（検査科主任） 細谷　勝己（検査科長）　　　田淵　政司（清掃）

終わりに
　近年さまざまな耐性菌が検出されるようになり，我が病院でもMRSAを始めとしMDRP ESBL産
生菌など検出されています。他施設からの持込も多く，なおいっそう注意が必要となってきていま
す。
　新型インフルエンザ等，日本上陸はまだですが，さまざまな感染症に対して病院独自の危機管理
体制を強化し，マニュアルの変更もそのつど必要となると思われます。
　昨年は皆様のご協力のお陰で乗り切ることができましたが，今後ともご理解とご協力をお願い致
します。
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医療サービス改善委員会

 委 員 長　　原　　　　　潤　　一　

　病院機能評価の再審査は当面受けないとの方針を，病院では採ったようである。
　病院機能評価機構の存在意義，機構による病院機能評価の実効性，利益性などについては，一委
員会が関知する問題ではない。しかし，病院機能評価の審査の受審，その合否とは関係なく，機構
が提示する評価項目をクリアしていくことは，当然のことながら，病院の理想型として有り得べき
ことと思っている。
　当委員会は現在も，新バージョンの「病院機能評価機構」評価事項への適合を確認しながら，医
療サービス向上への取り組みを継続しているところである。
　活動状況としては，定例の会議を２ヶ月に１回開催し，主管の行事として年２回の接遇研修，年
１回の患者待ち時間調査，患者満足度調査などを行っている。
　加えて昨年度末から，院内の接遇インストラクターの尽力により，念願でもあった委員会会報が
発行された。既に全職員に配布されている広島厚生連発行による「医療関係者のためのマナーガイ
ドブック」の存在の周知，その有効的活用の勧めについて述べ，同時に昨秋募った，職員による接
遇川柳の審査結果の発表，優秀作の掲載をした。
　今後も，接遇マナー向上を喚起すべく，持続的な発刊を目指していきたい。

　昨年10月に行った満足度調査の結果について分析を加えておく。
　前回は病院移転後初回外来受診患者，初回入院患者を対象に，「当院に対する第一印象」を伺って
みた。結果，当病院に対する総合的な満足度は外来患者で84％，入院患者で92％であった。調査対
象は全く異なるが，老朽化著しかった旧施設での調査での外来72％，入院79％と比較すれば，患者
満足度に与えた施設新築の効果は小さくないとも思われた。他方，施設移転直後の調査では外来78
％，入院80％であった。これとの比較においては，ソフト面での差異が推察される。初回受診時，
入院時の第一印象は良好でも，受診回数，入院回数が重なるにつれ，漸次満足度が低下していく傾
向が伺えるとも考察できる。
　受診や入院の度ごとに満足度が低下しないよう，一日一日，一人一人，一回一回，種々の業務の
中で「慣れ」を持つことなく，気持ちを更にして業務に当たることが肝要であると認識させられた。

薬事委員会

 委 員 長　　橋　　本　　佳　　浩　

　薬事委員会は副院長，各診療科主任部長，看護科より看護部長と看護科長（医療安全管理室より）
と薬剤部長等で構成しています。原則２ヶ月に１回に開催しています。新規採用にあたり新薬を待
たれている患者さんや安全で適正な使用ができ，患者さんのコンプライアンス向上など考慮し採用
を検討しています。また採用薬品の品目数が増えないように１増１減で採用を行なっています。そ
して平成24年度の薬事委員会は，６回開催されました。
　第１回が５月30日㈬にあり，キャンディン抗真菌剤カンサイダス点滴静注用50mgなど３品目，名
称変更などが２品目新規採用となり，ゼスタッククリーム成分の輸入停止で代替え薬もないため削
除となりました。第２回が７月27日㈮にあり，麻薬の癌疼痛治療剤オキシコドンの注射剤オキファ
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緩和ケア委員会

 委 員 長　　石　　川　　哲　　大　

　緩和ケア委員会は，病院の各部署・各医療職において緩和ケアへの標準的な理解と知識の普及を
進め，例え緩和ケア専門の病棟ベッドがなくても全病院的に『心のこもった診療』が出来るように
なることを目標として掲げています。そのため，緩和ケア医師研修へ看護師および他の職種でも参
加されるよう促したり，緩和ケア講演会への積極的参加を呼び掛けたりすることでレベルアップを
図って来ました。
　委員会メンバーは，委員長のほか，各病棟看護師（リンクナース），緩和ケアチーム，事務職など
で構成され，経験症例の検討や振り返りを含めて緩和ケア全般の話し合いをしています。

緩和ケアチームの活動
　緩和ケアチームは，身体症状に関わる医師として石川（専任）・Dr高澤，精神症状に関わる医師
として Dr木保，島居 緩和ケア専従看護師・緩和ケア認定看護師，藤原 緩和ケア認定看護師，平井・
江草 がん薬物療法および緩和薬物療法 認定薬剤師，山本 管理栄養士，西村・徳田 臨床心理士，豊
田 社会福祉士，中司 理学療法士など，多職種によるメンバーで構成されています。
　緩和ケアチームの役割は，主にがん患者さんの身体症状や精神症状など全人的苦痛の緩和を図る
ことにあります。病棟主治医から「緩和ケア紹介フォーム」による介入申し込みがあると，島居看
護師が【 紹介時（初回）ケアカンファレンス】のセッティングをします。主治医・担当看護師とと
もに患者さんの医療情報を共有して方針を検討し，緩和ケアチームの介入方法を考えます。その後，

スト注10mgと50mgや選択的 DPP-4 阻害薬（２型糖尿病治療薬）エクア錠50mgなど４品目が新規
採用となりました。第３回が９月28日㈮にあり，オメプラゾールの光学異性体（S体）のネキシウ
ムカプセルや新しい高尿酸血症治療剤（非プリン型選択的キサンチンオキシダーゼ阻害剤）のフェ
ブリク錠20mgや選択的直接作用型第 Xa因子阻害剤のイグザレルト錠15mgなど11品目が新規採用
となりました。第４回が11月27日㈫にあり，血液凝固阻止剤で在宅自己注射でも使用可能なヘパリ
ンカルシウム皮下注５千単位／0.2mLシリンジなど３品目が新規採用となりました。第５回が平成
25年１月31日㈭にあり，新しい骨粗鬆症治療剤（活性型ビタミン D3製剤）のエディロールカプセル
0.75µgなど５品目新規採用となりました。第６回が平成25年３月28日㈭にあり，眼科の手術時の洗
眼殺菌剤である PA・ヨード点眼・洗眼液やドパミン作動性パーキンソン病治療剤・レストレスレッ
グス症候群治療剤の貼付剤でニュープロパッチ4.5㎎など５品目が新規採用とプレドニゾロン錠１
mgの剤形追加やナウゼリン OD錠10mgへの変更などさらに５品目が新規採用となりました。以上
のように新薬を待たれている患者さんや安全で適正な使用ができ，患者さんのコンプライアンス向
上など考慮し採用を検討し適切に薬事委員会を運営しています。
　さらに日野副院長を委員長に後発医薬品導入委員会も行い，国立がんセンターや高度医療センタ
ーなどを参考に院内での使用量の比較的多いものから検討を行い，ロキソニン錠，フェロミア錠
50mg，アマリール１mg，３mg錠，フロモックス錠100mgなど内服薬を23品目，ゲンタシン軟膏0.1
％など外用薬を３品目，オメプラール注用20mg，ロセフィン静注用１g，ナベルビン注10mgなど注
射薬８品目を平成24年度に変更しました。当院は DPC対象病院として，院内で使用する医薬品は費
用対効果に基づく使用薬剤の選択が重要であり，低価格の後発医薬品への切り替えに際しては，医
療の質の観点から事前に十分な検討を行い決めています。
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病室へ行って主治医から患者さんへ緩和ケアチームの紹介をしていただき，一人ずつご挨拶をする
ことから介入の第一歩です。毎週月・金曜日の午後に石川と島居看護師は病棟回診をして，患者さ
ん・ご家族のお話を聞き，病状経過の把握とともに主治医・病棟スタッフと方針について相談して
います。毎週水曜日の午後１：00から症状緩和に関わる緩和ケアチームのミーティングを行い，そ
の後に緩和ケアチーム全員で病棟回診を行なっています。平成24年度に緩和ケアチームに紹介をい
ただいた患者数は76名でした。退院支援として在宅主治医を決めて在宅療養へ移行された患者さん
は43名でした。この場合には，在宅主治医＋看護師・ケアマネージャー・訪問看護ステーション・
介護スタッフとともに【退院時ケアカンファレンス】を開催します。可能であれば，患者さん・ご
家族にも参加していただき，情報の共有や顔の見える連携の形成を実践しています。
　緩和ケア外来は，原則として毎週木曜日の午前中に診察枠を設けていますが，患者さんの都合に
応じて他の曜日でも受付を行っています。繁忙を極める他科の外来主治医の診察時間内ではオピオ
イドやその副作用についての説明を充分に時間をかけてすることは不可能ですので，緩和ケア外来
で準備しているプリントを使用しながらゆっくりとお話しをさせてもらっています。

緩和ケア医師研修
　地域がん診療連携拠点病院の役割として義務付けられるものに緩和ケア医師研修会の実施があり
ますが，本年度は第４回目となり，平成24年８月25日（土），26日（日）に当院大会議室で開催しまし
た。本研修会は日本緩和医療学会の PEACE Projectに基づいて全国共通の内容で行われますが，今
回の参加者は医師11名（院外３名，院内８名）と看護師３名でした。講師陣は近隣の病院から熟練
の５名の先生方をお招きし，当院の３名とともに「がん疼痛の評価と治療」「呼吸困難」「消化器症
状」「気持ちのつらさ」などの講義やコミュニケーション技術の指導などを担当しました。また，オ
ピオイド開始時のロールプレイや在宅緩和ケアについてのグループ討議では，ファシリテーター（院
内４名）も積極的に参加・協力をしました。１日目380分，２日目440分で計820分とかなり厳しいス
ケジュールでしたが，飲み物などを用意して疲労を抑えながら全員で頑張りました。
　本研修会では，がん患者さんやご家族が「いつでもどこでも，切れ目のない質の高い緩和ケアが
受けられる」ようにするため，診療態度から医療技術まで標準化された医療レベルを習得すること
を目標としています。参加者を増やすことも大切ですが，ここで学ぶことによって病院中に『緩和
ケアの心』が溢れるようになることこそ
理想だと思います。良い雰囲気で無事に
会を終える事が出来たことに感謝し，よ
り良い研修会が毎年開催できるよう努力
致しますので皆様のご支援をよろしくお
願い申し上げます。
　研修修了者（医師）には後日，県知事
名・厚生労働省健康局長名の修了証書が
授与されました。また，院内から参加さ
れた看護師３名には，院長名の修了証書
が授与されました。

学会活動
●20120622‒23　第17回日本緩和医療学会（神戸市）
　神戸市で行われた第17回日本緩和医療学会（学会会長：岡山大学緩和医療学教授　松岡順治）に

尾道総合病院・緩和ケア医師研修
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参加しました。地域連携システム・地域緩和ケアチーム（座長：広島県緩和ケア支援センター長　本
家好文）のセッションで「ICTを利用した在宅緩和ケアへの退院時ケアカンファレンスの試み」を
石川が発表しました。尾道市医師会方式在宅緩和ケアの中核とも言える退院時ケア・カンファレン
スを，尾道医療圏が取り組む ICT医療連携ネットワークを活用して行った内容であり，おそらくこ
れまで例のない報告であったと思われます。岡山大学医学部疫学衛生学教授　土居弘幸先生から「一
度，尾道総合病院の退院時ケア・カンファレンスに同席させてほしい。厚生労働省へ報告するレポ
ートを作成したい」との申し込みをいただきました。
　看護部から「急性期病院における終末期での看護師の役割　～肺がん患者遺族へのアンケート調
査を基に～」【藤原ちえみ，田上智加，岡本尚子，田中千枝子】のポスター発表も行いました。

●20130330　第15回日本在宅医学会大会（松山市）
　松山市で行われた日本在宅医学会大会の企画責任者の白髭内科医院・白髭　豊　先生（長崎市）よ
り同学会のシンポジウム『在宅医療における情報共有と IT活用　～病院から在宅へ～』への出講依
頼を受け，石川が講演を行いました。タイトルは「ICTの利活用と尾道市医師会方式在宅緩和ケア」
で，高齢化率の高い尾道市の在宅緩和ケアへの取り組みと ICT導入の利点などを解説しました。さ
らに，患者さんが退院されて１～２週間後に行うモニタリング・ケア・カンファレンスを紹介し，
より良い在宅緩和ケアが維持・継続できるよう努めている現状の報告を行いました。

講演会
●尾道総合病院　緩和ケア講演会
　H24.7.6.　尾道総合病院・大会議室
『温もりと笑顔の中で　～命を見つめる人々とともに～』
　講師：鹿児島県・本願寺派善福寺　長倉　伯博　住職

　病院の緩和ケアチームに牧師さんが入っていることはありますが，
仏教のお坊さんのことは聞いたことがありませんでした。住職さんが
どのように緩和ケアを捉えておられるのかをお聴きしたいと思い，尾
道へお招きしました。
　長倉先生のお話は，まず患者さんから届けられた色紙「日々に感謝　
出会いに感謝　生きてるすべてに感謝」「百億の民に百億の母あれど　
吾が母に優る母なし」を読み上げられ，病気になって初めて考えるこ
とや病に倒れた子供を看る母親の気持ちのことを柔らかい語り口で解
説され，これからはお坊さんが病院に居ることが『自然な風景に見え
る』ようになってほしいと訴えられました。病棟での患者さんとのや
りとりから《臨床の泣き笑い》を数々挙げられましたが，医療者は何
でも入る『ゴミ箱』のごとく沢山のつらい気持ちを受け止めるべきと諭されました。また，「死」を
ユーモアをもって話題にするというくだりは診療場面での大きな道標となるような気がしました。
　がん患者さんやご家族と向き合う医療者は，自分自身の人生観や死生観をもって接する必要があ
ることを痛切に感じています。死に向き合う緩和ケアという難しいテーマを易しい表現で，また終
始満面の笑顔でお話し下さった長倉住職に感謝し，今後もご指導をお願いしたいと強く思った一日
でした。

本願寺派善福寺　長倉伯博　住職
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●尾道市医師会地域包括医療連携部会　市民公開講座
　H25.1.13.　尾道市・テアトロシェルネ
　『最期を楽しむ　最期をハグむ　～最期まで安心して，自分らしく，笑顔とともに～』
　講師：おげんきクリニック　院長　岡原　仁志　先生

　岡原先生はがん治療の外科医でしたが，病気と対峙するばかりで人
間を治していないことに疑問を感じ，地域医療・在宅医療へ仕事の軸
足を移されました。アメリカの精神科医　パッチ・アダムス先生との
出会いで得た「愛とユーモアによる思いやりの医療」という考え方に
共鳴され，着ぐるみを着たり看護師に扮したりでの往診をし，手作り
の衣装をつけてもらってベッドサイドで歌を歌うような診療風景が展
開されています。
　本講演では，この偉大な業績を刻んできた歴史と驚くような日常診
療をたくさんの事例を交えて紹介されました。これまで『がん』や
『死』は声にすることさえタブーだった時代が長くありましたが，岡原
先生たちの努力によって人生の中で最も大事な最期の時を正面から見
つめてよく考え，その人らしく明るく過ごそうという考え方が芽生えつつあります。今回の岡原先
生のお話しは，尾道地区で医療，特にがん治療や緩和ケアに携わる者にとって大きな教訓となりま
した。

おげんきクリニック　岡原仁志　先生

NST運営委員会

 NST専従　　越　　智　　せ り か　

　平成24年度は，当院から後方施設へ転院する際に，栄養メニューに関してより詳細な情報を伝達
し地域連携を図っていくことを目的として，NST介入方法の一部変更を行いました。８月より経管
栄養・転院調整がかかっている患者に対して，主治医の依頼に限らず NST介入を行うことが可能と
なり，連携先や患者・家族からは栄養状態が把握できて助かる，専門の人達に関わってもらえて嬉
しい等の声をいただいております。
　また，３月には経腸栄養剤の見直しを行い，メディエフソイをMA‒８に変更致しました。MA‒８
は100mlの水分があらかじめ入ったクローズドタイプのもので，加水する手間が省けるとともに，
より衛生的な取扱いができ感染予防に繋がっています。
　平成24年度は主に以下の活動を行いました。
１．NST回診
　平成24年度は合計45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合
計９診療科にわたっています。また，NST介入方法の変更に伴い，昨年度と比較し経管栄養患者の
多い脳外科が増加したことが特徴としてあげられます。
２．栄養サポートチーム加算
　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，当院では平成22年７月より
栄養サポートチーム加算を取得しています。平成24年度は合計で179件の加算を取得しています。
３．NST教育
　当院は，日本静脈経腸栄養学会認定の「栄養サポートチーム（NST）専門療法士認定教育施設」

（委員長　小野川靖二）
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脳外科
内科
産婦人科
耳鼻科
外科
皮膚科
歯科口腔外科
循環器科
泌尿器科

6.7％ 2.2％ 2.2％

26.7％

24.4％24.4％13.3％
11.1％

6.7％
6.7％

平成24年度　NST依頼　診療科別割合

診 療 科

脳

外

科

内

科

産
婦
人
科

耳

鼻

科

外

科

皮

膚

科

歯
科
口
腔
外
科

循
環
器
科

泌
尿
器
科

合
　
　
計

人数（人） 12 11 6 5 3 3 3 1 1 45
割合（％） 26.7 24.4 13.3 11.1 6.7 6.7 6.7 2.2 2.2 100.0

であり，NST専門療法士資格取得をめざす看護師・薬剤師・管理栄養士・臨床検査技師などの教育
を行っています。
　また，日本栄養士会より広島県内で唯一「栄養サポートチーム担当者研修　認定教育施設」の認定
を受けており，平成24年度は４名の実地研修（16時間）を受け入れました。
４．NST勉強会
　平成24年度は合計10回の勉強会を行いました。適切な栄養療法を実施していくための知識や技術
の習得を目的として，栄養に関する基礎知識から最新の話題まで幅広い内容を取り入れて実施して
います。
５．学会活動
　平成24年12月15日に米子で第５回日本静脈経腸栄養学会中国支部学術集会開催されました。当院
より演題を１題発表しています。
　上記以外にも NSTに関する様々な勉強会に参加し，新しい知識の習得に努めました。今後も院
内・院外ともに活発な委員会活動を行っていきたいと思います。

臓器提供対応委員会

 委 員 長　　木　　曽　　哲　　司　

　臓器提供対応委員会は平成23年１月に発足しましたが，平成24年度は委員会を４回（１回は研修
会を兼ねる）開催し，以下の構成委員で活動しました。
　委 員 長：木曽（副院長）
　副委員長：瀬波（副院長）
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　委　　員：門田（脳神経外科主任部長）　光貞（医療安全管理室科長）
　　　　　　壇上（手術室科長）　重田（ICU科長）　長谷（回復室主任）
　　　　　　小林（５A主任）　細谷（臨床検査科長）　巴（事務次長）
　アドバイザー：石川（診療部長）　勝谷（内科部長）　小林（眼科部長）
　主な活動内容ですが
１．平成24年３月26日に角膜提供症例があり，事例報告と委員会開催後，角膜症例の摘出場所は病
棟個室対応とし個室がなければ ICU０番ベットとする。腎臓のカニュレーションは ICU０番ベッ
トで行い摘出は手術室と決まりました。また，提供症例発生時の病院長への報告と承認のために
マニュアルを一部追加変更しました。角膜は適応症例と判断されたら，臓器提供委員会に連絡し
病院長に報告し承認を得る（病院長不在の場合はそれに準ずる職責任者への報告）。腎臓は臓器提
供委員会を開催し，委員会で承認後，委員長より病院長に報告し承認を得る（病院長不在の場合
はそれに準ずる職責任者への報告）。
２．委員会規約では定期開催は奇数月の第１月曜日でしたが，今後は４カ月に１回で年３回に変更
し，提供症例発生時は，腎臓は前後に角膜は事後に委員会を開催し，臨時委員会はそのつど委員
会を開催することに決まりました。
３．研修会は平成24年10月１日に開催され，昨年と同様に広島県移植コーディネーターの山本京子
氏に「もし臓器提供の申し出があったら，あなたはどうしますか？」という内容で講演して頂き
ました。参加者は70数名でした。当院は３月以後の提供症例はありませんが，広島県の腎臓の移
植希望者は平成平成23年４月末現在で270名，平成23年の臓器提供者数は４名（脳死名，心停止２
名）との報告がありました。ほか，角膜移植は90歳以上でも可能で心停止後６時間以内，腎臓の
ドナー適応基準は70歳以下が望ましい，脳死判定での平坦脳波の確認は，通常でよく高感度の必
要性はない，ドナー候補者の採血後検体を移植検査センターに搬送後レシピエントの決定までは
10時間ぐらいなどの資料が参考になりました。
４．今後の課題として各自の役割分担を明確にし，緊急対応できるように事前のシュミレーション
の実施，地域連携室からの委員の参加，現在院内コーディネーターは重田，長谷の２名ですが増
員などが課題となりました。
　　最後に平成25年３月末で委員長を辞職します。約２年間の期間でしたが委員やアドバイザーの
協力に感謝しお礼申し上げます。
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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（ワードもしくはテキスト形式で保存し，図表はパワーポイ

ントに保存されているものでも可）を保存したメディア（USBもしくは CD-R）もあわせて直
接持参するか下記へ送付する。

　　　　送付先　　〒722‒8508　尾道市平原１－10－23　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 A４判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）  上野沙弥香，佐上晋太郎，ら：当院における家族性膵癌の一家系例．広医　65（7）：

532－538，2012．
　　　　　　２）  Grines CL, Browne KF, et al: A comparison of immediate coronary angioplasty with 

thrombolytic therapy for acute myocardial infarctuion.　N Engl J Med 328：673‒
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, Saunders, 365‒599，

1965．　
　　・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。
　　　　　　　　　　３．コンマ，ピリオドに十分注意すること。
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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　巻：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　　森　　山　　浩　　之　

　「最近の若い医師は，論文を書かなくなった」と某大学の著明な泌尿器科教授がある雑誌において
嘆いておられた。論文なんて書かなくても臨床医としての日々の生活には何ら支障はないし，やっ
とできた自由時間をそんなことに使いたくないのかもしれない。また，論文を書きなさいと上司か
ら言われることもないのであろう。われわれのような古い医師にとっては，医師になってからの当
面の大きな目標は学位（博士号）を取得することであった。学位を申請する際には，主論文のほか
にある程度の数の副論文がなくては格好が悪いと先輩から言われ，若い時期から論文を書くように
誘導されていた。論文（症例報告）を書く理由を考えると，学問的には，稀な症例を誌上で報告す
ることによりわずか１例ずつの報告でも蓄積され，いつの日か誰かが集計し検討してその疾患の特
徴をさらに明らかにできる契機になる可能性がある。そういうことに自分の論文が貢献できるかも
しれない。一方個人的には，われわれは日々の臨床をどれだけ一生懸命頑張ってもほとんど記録と
して残ることはないが，そのつど論文に書いておくと自分の医師としての足跡を確実に残すことが
できる。過去に書いた論文の別刷りを読み返していると，その時の事が非常に懐かしく思い出され
る。単に自己満足のためということかもしれないが。
　当院では，各診療科の先生方の学会や研究会での発表は，他病院に比べても非常に多いと思われ
る。ぜひとも，それらを論文として完結されることを期待している。特に，これまで論文作成に縁
の少なかった若い先生方には，まずは尾道総合病院医報へ投稿してみていただき，それが以後に続
く論文作成への契機となれば我々にとってはこの上ない喜びであり，尾道総合病院に在籍された意
味がさらに増すことになると思われる。
　最後になりましたが，本号に投稿いただきました院内外の皆様方には厚く御礼を申し上げます。

【編集委員会】
　　委員長：森山浩之　副院長
　　顧　問：和田知久　臨床研究検査科担当部長
　　委　員：瀬浪正樹　副院長
　　　　　　花田敬士　診療部長
　　　　　　中原雅浩　外科主任部長
　　　　　　橋本佳浩　薬剤部長
　　　　　　久保幸江　看護副部長（病床管理担当）
　　　　　　細谷勝己　臨床検査科長
　　　　　　畠ゆかり　看護学校教務課長
　　　　　　川上多聞　総務課長
　　　　　　村上正芳　情報企画課長
　　　　　　竹内礼子　総務課（医局担当）
　　　　　　丹下博紀　総務課


















