
Medical Journal of Nagoya Municipal Hospital

名古屋市立病院紀要 2017 年 第40巻

論 文論 文 特 集 業 績
2017年1月1日～12月31日

名古屋市病院局

編集発行規程 論文投稿要領 業績等掲載基準 編集後記



論　文論　文

名古屋市立病院紀要　2017 年　第 40 巻

症例報告 
保存的治療で症状が軽快した高齢者外傷性慢性硬膜下血腫の三例

名古屋市立西部医療センター　脳神経外科　木下　　章

横隔膜下に着床し診断に苦慮した原発性腹膜妊娠の 1例
名古屋市立西部医療センター　産婦人科　高木　七奈

後期高齢者のC型肝炎に対する sofosbuvir-based therapy の 
肝機能と脂質代謝に及ぼす影響

名古屋市立西部医療センター　消化器内科　木村　吉秀

原発巣不明の性腺外胚細胞腫瘍
名古屋市立東部医療センター　泌尿器科　松山奈有佳

EUS-FNAで診断しえた石灰化を伴う膵粘液癌の 1例
名古屋市立東部医療センター　消化器内科　荒木　幸子

異所性妊娠の診断、治療におけるMRI の有用性
名古屋市立東部医療センター　産婦人科　神谷　将臣

2 種類のParallel Imaging 画像構成法によるSNR特性の比較検討
名古屋市立西部医療センター　中央放射線部　森　　清孝

水疱性類天疱瘡に血液凝固第 5因子インヒビターを認めた一例
名古屋市立西部医療センター　総合内科　田中　稔一郎

膀胱 Nephrogenic metaplasia の一例
名古屋市立西部医療センター　泌尿器科　髙田　英輝

名古屋市立東部医療センター　消化器外科　長﨑　高也

心アミロイドーシスと十二指腸乳頭部癌を合併した一例
名古屋市立大学大学院医学研究科　放射線医学分野　中谷　優子

直腸脱に対する腹腔鏡下直腸固定術の導入



特　集特　集

名古屋市立病院紀要　2017 年　第 40 巻

手術手技の工夫手術手技の工夫

食道アカラシアに対する腹腔鏡下Heller Dor 手術 胸骨後再建した胃管切除時の工夫
名古屋市立東部医療センター　消化器外科　柴田　康行

食道癌切除後の再建胃管作成
名古屋市立東部医療センター　消化器外科　木村　昌弘

我が国における鼠径ヘルニア修復術の変遷と当院における 
TAPP法（transabdominal preperitoneal repair）の手術手技

名古屋市立西部医療センター　消化器外科　早川　俊輔

食道切除後の食道・胃管吻合の工夫
名古屋市立西部医療センター　消化器外科　桒原　義之

 特集にあたって 桒原　義之

名古屋市立西部医療センター　消化器外科　三井　　章



業　績業　績 2017年1月1日～12月31日2017年1月1日～12月31日

名古屋市立病院紀要　2017 年　第 40 巻

東　部東　部

Ⅰ. 業績Ⅰ. 業績

著書著書

発表論文発表論文

学会発表学会発表

研究会研究会

講演・院内セミナー等講演・院内セミナー等

西　部西　部

Ⅰ. 業績Ⅰ. 業績

著書著書

発表論文発表論文

学会発表学会発表

研究会研究会

講演・院内セミナー等講演・院内セミナー等

Ⅰ. 医療活動に関する実績Ⅰ. 医療活動に関する実績 Ⅰ. 医療活動に関する実績Ⅰ. 医療活動に関する実績



― 1 ―

名古屋市立病院紀要　第40巻　2017年

症例報告 
保存的治療で症状が軽快した高齢者外傷性慢性硬膜下血腫の三例＊
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和 文 抄 録

前回、名古屋市立病院紀要第36巻で難治性慢性硬膜
下血腫の症例を報告した1）。治療経過が長期化し再発率
も高い高齢者の慢性硬膜下血腫症例に対して、慢性硬
膜下血腫穿孔洗浄術中に血腫腔の退縮が明らかではな
い症例に硬膜下ドレーンを術後に長期に渡って留置す
る工夫を提示した。今回は手術治療を病状経過や基礎
疾患の病態から躊躇した高齢者の症例の保存的治療開
始から略治までの経過を報告する。一般に高齢者の症
例では併存する脳萎縮が血腫による脳実質の圧排を代
償し、画像上慢性硬膜下血腫と診断されたときには比
較的大きな血腫となっていることが稀ならず認められ
る。また、硬膜下水腫の状態で発見される頭部外傷後
の高齢者症例も少なくない。そして、硬膜下水腫から
血腫に転化した症例では血腫化による被膜形成が破綻
したクモ膜の閉鎖につながることもある。前者のよう
に比較的大きな血腫を認めた場合は可及的速やかに減
圧を図る必要がある。しかし後者の症例では血種転化
早期に観血的治療を施すことはかえって遷延性水腫の
続発を促す可能性もある。このような症例の中には今
回の症例のように保存的に対処可能な症例も含まれて
いると思われる。高齢者の外傷後慢性硬膜下血腫を治
療するうえで、その手段および時期の選択には慎重な
判断が必要である。ただし、保存的治療を選択した場
合、治療期間は相応に長くなるので、その間の日常生
活動作を維持するためにはリハビリテーション療法を
併用する必要がある。

はじめに

前回、名古屋市立病院紀要第36巻で報告したように、
外傷性慢性硬膜下血腫は比較的高齢の男性に多く認め

られ、頭部外傷で生じた脳と硬膜をつなぐ橋静脈の破
綻などにより、硬膜下に脳表の髄液などと混ざった血
性貯留液が徐々に被膜を形成しつつ血腫として成長す
る病態とされている。高齢者では、これに先立って硬
膜下水腫の状態で見つかることも稀ではない。高齢者
はちょっとした外傷で頭蓋骨と脳の大きさが乖離して
いるところを振り回されると頭蓋内で脳を吊り下げて
いるクモ膜に断裂を来たし、その結果、円蓋部のみな
らず半球間裂にも髄液の貯留を認める場合がある。ク
モ膜の断裂を生じて、さらにはチェックバルブ機構と
なって、クモ膜下腔から硬膜下腔に一方向的に髄液の
流入を生じて水腫の状態で均衡がとれ、その後クモ膜
の断裂が修復されれば髄液の漏出は止まり治癒に向か
う。このような硬膜下水腫の症例が血腫化した場合、
早期に手術治療を施行しても再発する割合は高くなる
傾向にある。また、高齢者はその生活様式や併存する
疾病などの病状経過もさまざまであり手術治療を躊躇
する場合も少なくない。そこで保存的に当院で加療し
た最近の三症例を提示して治療経過と留意点について
報告する。

症例1（図1）：

81歳男性。後頭部をフローリングの床で打撲して二
日後に当科外来を受診した。頭部CTで脳萎縮、両側慢
性硬膜下水腫を確認した。3週間後のCTで左硬膜下血
腫に進行した。さらに一ヶ月後に左硬膜下血腫の増大
を認め、右下肢筋力低下を来したため左慢性硬膜下血
腫穿孔洗浄術を施行した（A）。術後経過は良好で一週
間後には血種腔は消退した（B）。その三週間後に左慢
性硬膜下血腫の再燃をCTで確認し保存的加療を開始し
た（C）。五苓散＋トラネキサム酸の内服で一ヶ月後（D）・
三ヶ月後（E）には血腫腔は有意に縮小し、半年後には
血腫腔は消退した（F）。

症例2（図2）：

79歳男性。抗好中球抗体関連血管炎・左反回神経麻

＊ Three elderly cases of chronic subdural hematoma improved 

with conservative therapy.

Case Report
＊＊ Akira Kinoshita et al.
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痺で膠原病内科通院中の患者である。自宅で倒れてい
るところを発見され当院に救急搬入となった。頭部CT
で左慢性硬膜下血腫、左恥骨骨折を認め入院加療を開
始した。入院後より五苓散＋トラネキサム酸の内服を
開始した（A）。二週間後（B）・四週間後（C）に血腫
腔内の血腫濃度は徐々に低下し、六週間後（D）・八週
間後（E）と血腫量の退縮を確認した。十週間後には血
腫腔は消退した（F）。入院中、床上の理学療法と嚥下
訓練を併用した。

症例3（図3）：

76歳男性。認知症で当院神経内科から近医に紹介さ
れて療養中の患者である。左前額部に皮下血腫があり
頭部CTで両側慢性硬膜下血腫を指摘された（A）。四
週間後血腫の増大を確認し入院加療を開始するととも
に五苓散＋トラネキサム酸の内服を開始した（B）。六
週間後（入院加療開始二週間後）のCTでは右硬膜下腔
の再出血を認めた（C）。八週間後（入院加療開始四週
間後）には左硬膜下血腫は有意に退縮したが、表層に

再出血を認めた。右硬膜下血腫の濃度は低下した（D）。
九週間後（入院加療開始五週間後）には右硬膜下血腫
の退縮も確認した（E）。十週間後（入院加療開始六週
間後）には血腫腔は消退した（F）。軽い歩行障害・失行・
失認を認め、理学療法・作業療法を併用した。

考　 　察

今回、再出血を繰り返した外傷性慢性硬膜下血腫の2
症例と抗好中球抗体関連血管炎で治療中に外傷性慢性
硬膜下血腫を併発した1症例を報告した。外傷性慢性硬
膜下血腫の治療は観血的治療が第一選択で、術後早期
に硬膜下腔の有意な縮小が得られれば、進展し破損し
た橋静脈の緊張が速やかに緩和され、ひいては凝固止
血も自然に果たされる1、2）。

前回名古屋市立病院紀要第36巻で、私どもは比較的
長期に硬膜下ドレーンを留置する工夫を報告した 1）。し
かし、高齢者全例に硬膜下ドレーン留置を比較的長期
に渡って施すことはあまり望ましい対処法であるとは
言えない。なぜなら比較的長期間の硬膜下ドレーン留

図1　�A：来院時CT、B：術後1週間、C：術後4週間、�
D：術後2ヶ月、E：術後4ヶ月、F：術後6か月

図2　�A：来院時CT、B：2週間後、C：4週間後、D：6週間後、
E：8週間後、F：10週間後
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置は日常生活動作の妨げとなる可能性があり危険性も
増す。しかも、異物を比較的長期に渡って留置するこ
とは感染のリスクも増大させる。

症例1は術後の再発例であるが、外来通院の五苓散＋
トラネキサム酸内服で一ヶ月後・三ヶ月後と経時的に
血腫腔は有意に縮小し、半年後には血腫腔は消退した。
症例2・3は合併症（膠原病・認知症）を持った高齢男
性の症例で、前者は抗好中球抗体関連血管炎の病状か
ら、後者は安静を守れないという点を鑑みて、入院の
上保存的治療を選択した。両症例とも五苓散＋トラネ
キサム酸内服と理学療法・作業療法を併用し、治療経
過中に日常生活動作能力低下を来さないように留意し
た。入院期間は約2ヶ月と比較的長期になったが、両症
例とも十週後には血腫腔の退縮が確認できた。

高齢者の症例では併存する脳萎縮が血腫による脳実
質の圧排を代償し画像上慢性硬膜下血腫と診断された
ときには比較的大きな血腫となっていることが少なく
ない。また、硬膜下血種に先立って水腫の状態で発見
される高齢者の頭部外傷例では、血腫化による被膜形
成が破綻したクモ膜の閉鎖に有益な場合もあるので、

血種転化早期に観血的に治療することが必ずしも硬膜
下腔の縮小につながるというわけではない。このよう
な症例では上述の三症例のように保存的治療で良好な
転帰が得られるものもあると考えられる。ただし、治
療期間は相応に長くなるので、その間の日常生活動作
を維持するためにはリハビリテーション療法の併用が
望ましく、この点は高齢者特有の留意点として挙げら
れる。

結　 　語

高齢者の頭部外傷後は慎重に臨床経過を観察する必
要があり、慢性硬膜下血腫を続発した場合には適切な
段階で治療介入することが大切である。その際は観血
的治療のみならず内服治療も選択肢の中に含まれる。
ただし、高齢者は運動機能が往々にして低下している
ので治療期間に合わせた適切なリハビリテーションの
併用が機能維持に不可欠である。

利 益 相 反

本論文に関して共著者を含む全著者に開示すべき利
益相反状態はない。
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抄　　 録

【はじめに】sofosbuvir-based�therapyにより大部分の症
例でHCVの完全排除(SVR)が可能になったが、75歳以
上の後期高齢者の場合、副作用や効果など治療対象と
すべきか悩ましい場合を経験する。

【対象と方法】当院にてSOF/LDVおよびSOF/RBV療
法が導入され2017年6月までにSVR24が得られた治療
開始時75歳以上17例と75歳未満の67例。検討1：75歳
以上の症例について、肝組織の炎症(ALT値、AFP値)、
蛋白合成能(アルブミン値、PT時間)、門脈圧亢進症(好
中球数、Hb値、血小板数)、腎機能(eGFR値)、脂質代
謝(総コレステロール値)を、治療前、SVR24時で比較
検討した。総コレステロール値上昇群と非上昇群でそ
の要因を検討した。検討2：75歳以上と75歳未満で背
景因子、RVR率、SVR24率、有害事象率を比較した。

【結果】75歳以上の症例では、SVR24時で有意にALT
値低下、AFP値低下、アルブミン値上昇、PT時間上昇、
好中球数上昇、血小板数上昇、総コレステロール値が
上昇した。総コレステロール値上昇群では、有意に治
療前のPT時間が低く、好中球数が少なく、血小板数が
少なかった。75歳以上の群では75歳未満の群と比較し
て、有意にeGFR値が低下しており、RVR率が高い傾
向があった。両群で、治療完遂率、SVR24率、有害事
象発生率に有意差は認めなかった。

【考察】75 歳以上の後期高齢 C 型肝炎患者に対する
sofosbuvir-based�therapy著効後24週では、肝組織の炎
症改善、蛋白合成能と門脈圧亢進症の改善、総コレス
テロール値の上昇が認められ、腎機能の有意な低下は

認めなかった。腎機能の低下している高齢者では腎排
泄型のソホスブビルの血中濃度が上昇する影響か、早
期にウイルスが排除される傾向があった。治療後の総
コレステロール値上昇の要因としてsofosbuvir-based�
therapy治療後の肝機能改善による脂質代謝の改善が示
唆された。

【結 語】 後期 高齢 者で あって も C 型肝 炎に 対する
sofosbuvir-based�therapyは安全で意義があると考えら
れた。

は じ め に

ソフォスブビル（sofosbuvir,�SOF）（商品名：ソバ
ルディ）は、C型肝炎ウイルス（HCV）のRNA鎖に直
接入り込み、RNA延長を阻害する核酸型ポリメラーゼ

（NS5B）阻害剤である 1）2）。2015年5月、C型肝炎ジェ
ノタイプⅡ型（HCV2型）に対し保険承認を得て、従来
の治療薬であるリバビリン（ribavirin,�RBV）（商品名：
レベトール、コペガス）との併用療法（SOF/RBV併用
療法）が行われるようになった 3）。また、2015年9月、
C型肝炎ジェノタイプⅠ型（HCV1型）に対し、SOFに
レジパスビル（ledipasvir,�LDV）というNS5A阻害剤
を組み合わせた合剤（SOF/LDV治療）（商品名：ハー
ボニー）が保険承認を得て4）、広く使用されるようになっ
た。HCV2型に対するSOF/RBV併用療法及びHCV1型
に対するSOF/LDV治療をsofosbuvir-based�therapyと
よぶ。

sofosbuvir-based�therapyにより大きな副作用を認め
ることなく大部分の症例でHCVの完全排除（sustained�
virological�response,�SVR）が可能になったが 3）-5）、75
歳以上の後期高齢者の場合、副作用や効果など治療対
象とすべきか悩ましい場合も経験する6）。また、治療後
に腎機能低下や総コレステロール値の上昇も報告され
ている 7）-11）。今回我々は、75歳以上である後期高齢者

＊ The influence that sofosbuvir-based therapy gives to a liver 

function and lipid metabolism in hepatitis C patients more 

than 75 years old
＊＊ Yoshihide Kimura et al.
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を対象にSVR達成後の肝組織の炎症改善効果、肝機能
改善効果（蛋白合成能、門脈圧亢進症）、腎機能、脂質
代謝に及ぼす影響、および治癒率、治療完遂率、安全
性について75歳未満の症例と比較した。

Ⅰ　対象と方法

当院にてSOF/LDVおよびSOF/RBV療法が導入され
2017年6月までに治療終了後24週においてHCV-RNA
陰性が維持されている状態（SVR24）が得られた治療
開始時75歳以上17例と75歳未満の67例。

検討1は、75歳以上の症例について、肝組織の炎症
はALT値とAFP値、蛋白合成能はアルブミン値とPT
時間、門脈圧亢進症は好中球数、Hb値と血小板数、腎
機能はeGFR値、脂質代謝は総コレステロール値を指標
とし、治療前、治療後24週の数値を比較検討した。さ
らに、総コレステロール値上昇群と非上昇群でその要
因を検討した。

検討2は、75歳以上と未満で背景因子、SVR24率、
治療完遂率、有害事象率を比較した。

検定は、独立した2群の差はスチューデントのt検定、
関連のある2群の差はウィルコクソンの符号順位検定、
クロス集計表の差はカイ二乗検定を使用し、両側検定
でp値0.05未満を有意差ありとした。

Ⅱ　結果

75歳以上の患者背景をTable�1に示す。症例は17例、
男性6名、平均BMI�22.4、HCVセロタイプⅠ型12例、
アルコール多飲1例、肝がん治療歴1例、肝硬変9例、
Child-Pugh5点4例、6点3例、7点1例、9点1例であっ�
た。

SOF/LDVおよびSOF/RBVの治療前とSVR24時の
比較をTable�2に示す。SVR24時でALT値は有意に低
下（p＜0.001）、AFP値は有意に低下（p＜0.001）、ア
ルブミン値は有意に上昇（p＜0.05）、PT時間は有意
に上昇（p＜0.01）、好中球数は有意に上昇（p＜0.05）、
Hb 値は有意差なし、血小板数は有意に上昇（p ＜
0.01）、eGFR値は低下する傾向を認めたが有意差を認
めず（p=0.088）、総コレステロール値は有意に上昇し
た（p＜0.01）。

総コレステロール値が10%以上上昇した群を総コレ
ステロール上昇群、それ以外の群を総コレステロール
非上昇群とし、治療前の背景因子、血液データを比較
した（Table�3）。総コレステロール上昇群では、治療
前のPT時間が有意に低く（p＜0.01）、好中球数が有意
に少なく（p＜0.05）、血小板数が有意に少なく（p＜
0.05）、有意差は認めなかったが治療前の総コレステロー
ル値が低い傾向（p＝0.066）が認められた。

Table 1.　75才以上のHCV患者背景

Characteristics Value
Patient�(n) 17
Age�(years) 78�(75-82)
Gender�(male�/�female) 6�/�11
BMI 22.4�±�2.7
HCV�serotype�(1�/�2) 12�/�5
Alcohol�intake 1�(6%)
HCC�history�of�treatment 1�(6%)
Liver�cirrhosis 9�(53%)
Child-Pugh�(5�/�6�/�7�/�8�/�9�points) 4�/�3�/�1�/�0�/�1
Values� are� presented� as� either� the�mean�±� standard�
deviation�or� frequency� (%).�Age� is�presented� in�order�of�
the�median.�BMI,�body�mass� index;�HCC,�hepatocellular�
carcinoma.

Table 2.　75才以上のHCV患者における治療前、SVR24時のデータ比較

治療前（n�=�17） SVR24時（n�=�17） p�value
ALT�(U/l) 63.9�±�21 16.9�±�8.2 <0.001
AFP�(ng/dl) 14.4�±�33.2 3.7�±�2.0 <0.001
Albumin�(g/dl) 3.83�±�0.43 4.08�±�0.27 <0.05
PT�(%) 79�±�17 87�±�15 <0.01
Neutrophil�(/μl) 2542�±�1145 2943�±�1188 <0.05
Hemoglobin�(g/dl) 13.0�±�1.4 13.2�±�1.6 0.224
Platelet�(×104/μl) 13.14�±�4.49 14.89�±�5.19 <0.01
estimated�GFR 59.29�±�8.9 56.3�±�10.7 0.088
T.�chol�(mg/dl) 165�±�29.8 188�±�29.7 <0.01

Values� are�presented� as� either� the�mean�±�standard�deviation.� SVR,� sustained�
virological� response;� ALT,� alanine� transaminase;� AFP,� alphafetoprotein;� PT,�
prothrombin�time;�GFR,�glomerular�filtration�rate;�T.chol,�total�cholesterol.
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75 歳以上と未満の群の背景因子、腎機能（eGFR
値）、治療完遂率、治療4週後にウイルスが陰性化する
RVR（rapid�virological�response）率、SVR24率、有害
事象をTable�4に示す。75歳以上の群では75歳未満の
群と比べて有意にeGFR値が低かった。また、75歳以
上の群では、RVR率が高い傾向があった（p＝0.065）。
SVR24率はそれぞれ99%、100%、治療完遂率はそれぞ
れ100%、有害事象発生率はそれぞれ22%、24%で有意
差を認めなかった。有害事象の内容では、75歳未満の
群でCTCAE�Grade�3の脳出血を1例認めたが、75歳以
上の群ではすべてGrade�1であった。

Ⅲ　考察

75 歳以上の後期高齢者 C 型肝炎患者においても、
sofosbuvir-based�therapy 著 効 後 24 週 で、ALT 値、
AFP値、アルブミン値、PT時間、好中球数、血小板数
の有意な改善が認められ、肝組織の炎症改善、蛋白合
成能と門脈圧亢進症の改善が認められた。また、後期
高齢者でもSVR24時に総コレステロール値の有意な上
昇が認められた。治療後に総コレステロール値が上昇
する有意な因子として、治療前のPT時間、好中球数、
血小板数が低いことが、また治療前の総コレステロー

Table 3.　総コレステロール上昇群と非上昇群における治療前因子の比較

総コレステロール上昇群
（n�=�11）

総コレステロール非上昇群
（n�=�6）

p�value

Age�(years) 76.6�±�1.8 78.2�±�1.5 0.116
Gender�(male�/�female) 4�/�7 2�/�4 0.901
BMI 22.9�±�3.1 21.8�±�2.6 0.507
ALT�(U/l) 42.7�±�21.5 38.8�±�26.2 0.762
AFP�(ng/dl) 6.4�±�4.4 4.9�±�3.3 0.544
Albumin�(g/dl) 3.83�±�0.34 4.08�±�0.33 0.197
PT�(%) 75.9�±�12.3 97.2�±�7.0 <0.01
Neutrophil�(/μl) 2349�±�1050 3528�±�794 <0.05
Hemoglobin�(g/dl) 13.0�±�1.3 13.8�±�1.1 0.307
Platelet�(×104/μl) 12.2�±�3.7 17.3�±�3.7 <0.05
estimated�GFR 59.8�±�11.3 61.4�±�3.1 0.764
T.�chol�(mg/dl) 157�±�31 189�±�25 0.066

Values�are�presented�as�either� the�mean�±�standard�deviation.�BMI,�body�mass� index;�ALT,�
alanine�transaminase;�AFP,�alphafetoprotein;�PT,�prothrombin�time;�GFR,�glomerular�filtration�rate;�
T.chol,�total�cholesterol.

Table 4.　75才以上と75才未満のHCV患者における背景因子、治癒率、有害事象の比較

75才未満 75才以上 p�value
Patient�(n) 67 17
Gender�(male�/�female) 37�/30 6�/�11 0.142
HCV�serotype�(1�/�2) 47�/�20 12�/�5 0.972
Alcohol�intake 11�(16%) 1�(6%) 0.268
HCC�history�of�treatment 7�(10%) 1�(6%) 0.567
Liver�cirrhosis
Child-Pugh�(5�/�6�/�7�/�8�/�9)

22�(33%)
14�/�4�/�4�/�0�/�0

9�(53%)
4�/�3�/�1�/�0�/�1

0.125

estimated�GFR 76.2�±�15.4 59.3�±�9.14 <0.05
Treatment�completion�rate 67�/�67�(100%) 17�/�17�(100%) -
RVR�rate 49�/�67�(73%) 16�/�17�(94%) 0.065
SVR24�rate 66�/�67�(99%) 17�/�17�(100%) 0.612
Adverse�event�(CTCAE)
Grade�1�/�2�/�3�/�4�/�5

15�/�67�(22%)
14�/�0�/�1�/�0�/�0

4�/�17�(24%)
4�/�0�/�0�/�0�/�0

0.861

Values�are�presented�as�either�values�or� frequency� (%).�GFR,�glomerular� filtration�rate;�SVR,�
sustained�virological�response;�RVR,�rapid�virological�response;�HCC,�hepatocellular�carcinoma.
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ル値が低い傾向が認められた。つまり、治療前の蛋白
合成能が低下している場合や門脈圧が高い場合に治療
後の総コレステロール値が上昇すると考えられ、ソホ
スブビルによる直接的な脂質代謝への影響よりは、ソ
ホスブビルによるウイルス排除後に生じる肝機能改善
の一環としての脂質代謝への影響が関与していると推
察された。

75歳未満と比べて有意に腎機能が低下していた75
歳以上の後期高齢者C型肝炎患者におけるsofosbuvir-
based�therapy の 腎 機 能 に 及 ぼ す 影 響 の 検 討 で は、
SVR24後にeGFRが低下する傾向が認められたが、重
篤な腎機能低下は1例も認められず、75歳以上の後期
高齢者でも腎機能障害が年齢相応であれば、重篤な
腎機能障害をきたすことなく安全にsofosbuvir-based�
therapyを施行できることが示唆された。

sofosbuvir-based�therapy�におけるSVR24率の検討で
は、75歳以上の後期高齢者C型肝炎患者、75歳未満の
C型肝炎患者ともに高率でウイルスが排除され差は認め
ず、むしろ75歳以上のC型肝炎患者の方が治療後4週
でウイルスが陰性化するRVR率が高い傾向が認められ
た。今回の検討では、75歳以上で有意に腎機能が低下
していたため、腎排泄型であるソホスブビルの血中濃
度が高くなり、早期にウイルスが陰性化したのではな
いかと推察され、腎機能が相対的に低下している高齢
者の場合、12週間よりも短い期間でウイルスを完全排
除できる可能性が示唆された。

さらに、sofosbuvir-based�therapyにおける有害事象
の検討でも、75歳以上のC型肝炎患者と75歳未満のC
型肝炎患者で有害事象の出現頻度に差を認めず、重篤
な有害事象も75歳未満のC型肝炎患者で脳出血が1例
認められただけで、75歳以上のC型肝炎患者では重
篤な有害事象は1例も認められなかった。sofosbuvir-
based�therapyの治療期間が12週間と短いことに加え、
重篤な有害事象がほとんど認められないことが、治療
完遂率が非常に高い要因であると考えられた。

Ⅳ　結語

75歳以上の高齢者においても、C型肝炎に対する
sofosbuvir-based�therapyは肝機能改善効果を認め、安
全に施行できると考えられた。

本論文内容に関連する全著者の利益相反：なし
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EUS-FNAで診断しえた石灰化を伴う膵粘液癌の1例＊
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【和文抄録】

症例は70歳、男性。脊柱管狭窄症の精査目的のCT
にて膵の石灰化を指摘され紹介された。造影CTで膵
頭体部から尾部にかけて造影効果のない腫瘤が存在し、
びまん性の石灰化を伴っていた。MRIではT1強調像
で低信号、T2強調像でやや高信号を示し、PET-CTで
は集積を認めなかった。EUSでは辺縁平滑な低エコー
腫瘤として描出され内部は線状・点状高エコーを認め、
EUS-FNAにて膵粘液癌と確定診断した。�膵粘液癌は
膵腫瘍全体の0.6 ％、通常型膵癌の1.1 ％とされる比較
的稀な腫瘍である。臨床症状の特徴はなく、ある程度
は通常膵癌と同様と思われるが症状に乏しいことが多
いとされ、特徴的な画像所見も十分には明らかにされ
ていないため、診断に苦慮する場合も少なくない。我々
は、各種画像検査において従来の報告とは異なり造影
効果のない膵粘液癌を経験した。その要因としては、
腫瘍内の血管を伴う隔壁様間質の少なさ、癌細胞密度
の低さ、線維化などが疑われた。最終的にEUS-FNAに
より診断しえた石灰化を伴う膵粘液癌を経験したため
文献的考察を加えて報告した。

【は じ め に】

膵粘液癌は、膵癌取扱い規約第6版 1）により「通常
型浸潤性膵管癌の一亜型」に分類され、膵癌登録報
告20072）によると1981から2004年に登録された粘液
癌は28例で膵腫瘍全体の0.6％、通常型膵癌の1.1％と
される比較的稀な腫瘍 2）であるため報告例が少ない。
今回、超音波内視鏡下穿刺吸引細胞診（Endoscopic�
ultrasound-guided�fine�needle�aspiration：EUS-FNA）
で診断した石灰化を伴う膵粘液癌を経験した。膵粘液

癌は臨床・画像的特徴に不明な点も多いため報告する。

【症　　 例】

症例：70歳、男性
主訴：膵精査
既往歴：腰部脊柱管狭窄症
飲酒歴：機会飲酒
現病歴：腰部脊柱管狭窄症で近医に通院中、精査目

的にCT検査を施行された。膵の石灰化を指摘され当院
紹介受診となった。

来院時現症：身長160cm、体重53kg、体温　36.5℃。
眼瞼結膜貧血なし。眼球結膜黄染なし。腹部は平坦で
圧痛なし。腫瘤は触知せず。その他に異常所見なし。

来院時血液検査成績：アミラーゼ115IU/l、リパーゼ�
15IU/lと膵酵素上昇は認めず、腫瘍マーカーはCA19-9
が 43.0U/ml と軽度高値で、CEA、Span-1、DUPAN-2
は正常範囲であった。また、IgG4も正常範囲であった

（Table�1）。

＊ A case of pancreatic mucinous carcinoma with calcification 

diagnosed by EUS-FNA
＊＊ Sachiko Araki et al.

Table1.　来院時血液検査成績

WBC 5150/μl TP 7.1g/dl
RBC 510×104/μl Alb 4.1g/dl
Hb 14.6g/dl BUN 22.3mg/dl
Ht 44.70% Cr 1.2mg/dl
Plt 7.0×104/μl Na 135mEq/l

K 4.9mEq/l
PT 11.6sec Cl 98mEq/l
APTT 30.2sec LDH 158IU/l

AST 37IU/l
CEA 3.6ng/ml ALT 76IU/l
CA19-9 43.0Uml γ-GTP 23IU/l
DUPAN-2 37U/ml ALP 215IU/l
Span-1 22.4U/ml Glu 303mg/dl

AMY 115IU/l
HbA1c 7.60% LIP 15IU/l
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腹部CT：単純CTでは膵頭体部から尾部にかけて膵
腫大とびまん性の石灰化を認めた。造影CTでは単純
CTで認めた膵腫大は動脈相から門脈相に至るまで造影
効果を認めない腫瘤であった（Figure�1a、b、c）。ま
た尾部の主膵管は軽度拡張し大動脈周囲のリンパ節腫
大を認めた。

腹部MRI：�CTで認められた腫瘤はT1強調像で低信
号、T2強調像で全体はやや高信号で、頭側では高信号
を示し一部に低信号領域も混在した。また、CT同様に
造影効果は認めなかった�（Figure�2a、b、c）。

内視鏡的逆行性膵管造影：乳頭口の開大や粘液排出
は認めず、膵管は頭体移行部で狭窄し尾部では主膵管
の軽度拡張と分枝の拡張を認めた。膵管狭窄部の擦過
細胞診は陰性であった。

臨床経過：画像検査所見から膵癌、特に退形成性膵癌、
腺房細胞癌、腺扁平上皮癌などを疑ったが、腫瘤形成
性慢性膵炎や悪性リンパ腫を鑑別として考えた。確定
診断のためEUS-FNAを薦めるも、Positron�Emission�
Tomography（PET）-CTを希望された。PET-CTでは
膵臓に優位な集積を認めず、更なる精査や手術を希望
されなかったため、やむを得ず厳重な経過観察とした。

約3ヶ月後の受診時には、自覚症状はなく、腫瘍マー
カーを含め血液生化学検査も著変なかったが、CTで膵
病変に変化はないものの腹水の出現を認めた。そこで、
腹水穿刺を施行し細胞診にてClass�Ⅲの異型細胞を認め
た。確定診断や治療方針決定のため再度、精査を薦め
EUS-FNAを施行した。EUSで腫瘤は膵頭体部から体尾
部に存在し、正常膵との境界は明瞭な低エコー腫瘤と
して描出された。辺縁は平滑で、内部は小さな無エコー
領域が存在し音響陰影を伴わない線状・点状高エコー
が散在していた（Figure�3a、b）。

ガラクトース・パルミチン酸混合物（レボビスト®）
を用いた造影エコーではダイナミックCT同様に造影効
果は認めなかった。経胃的に19Gと22G針で穿刺吸引
するも両Gとも組織採取は不良であったため、付属シ
リンジでの通常陰圧を複数回付加することにより採取
可能となった。最終的に穿刺を頭部側から4回、体部か
ら4回の計8回施行した。病理所見で粘液内に浮遊する
核の大小不同や不整、極性の乱れを伴う異型細胞集塊
を認めたため膵粘液癌の診断に至った（Figure�4a、b）。
また、mucin�glycoprotein（MUC）免疫染色でMUC1
陰性、MUC2陽性であった（Figure�4c、d）。

Figure 1．�腹部CT
a：�単純ＣＴでは膵頭体部から尾部にかけて膵腫大とびまん性の石灰化を認めた．
b：�造影ＣＴの動脈相では膵頭体部から尾部に造影効果のない腫瘤を認めた．動脈相は造

影剤150mlを注入速度3ml/secで注入し，注入開始後50秒後より撮像した．
c：�門脈相でも腫瘤は造影されなかった．門脈相は注入開始後80秒後より撮像した．
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診 断 後 に Gemcitabine（GEM）：1000-800mg/Day を
2クール施行した。しかし、腹水の増悪を認めたため
S-1：80mg/Dayに薬剤変更したが腹水の改善が認めら
れず1クール施行後はbest�supportive�care（BSC）とし、
EUS-FNAによる診断の約7ヶ月後に死亡された。

【考　　 察】

粘液癌は、膵癌取扱い規約第6版1）により「通常型浸
潤性膵管癌の一亜型」に分類され、膵癌登録報告20072）

によると1981から2004年に登録された粘液癌は28例で
膵腫瘍全体の0.6 ％、通常型膵癌の1.1 ％とされる比較
的稀な腫瘍である。病理組織学的には「粘液産生が著
しく粘液結節の形成が著明な癌で、一般に個々の粘液

Figure 2．�腹部MRI
a：�T1強調像で膵頭体部から尾部にかけての腫瘤は均一な低信号であった．
b：�T2強調像で頭側は高信号を示し，体尾部はやや高信号で低信号部も混在していた．
c：�ガドリニウムによる造影ではCT同様に造影効果はなかった．

Figure 3．�EUS
a：�十二指腸から描出．体部に低エコー腫瘤を認め正常膵との境界は明瞭であった．辺縁は平滑で，内部は小さな無エコー領域

があり音響陰影を伴わない線状・点状高エコーが散在していた．
b：�胃から描出．頭体部に同様な境界明瞭な低エコー腫瘤を認め，内部は小さな無エコー領域があり音響陰影を伴わない線状・

点状高エコーが散在していた．
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結節および癌周囲の線維化が目立つ」とされ「粘液塊
の辺縁あるいは内部には個々の分化を示す癌細胞が存
在する」と定義されている3）。

臨床症状の特徴はなく、ある程度は通常膵癌と同様
と思われるが症状に乏しいことが多いとされ、黄疸や
膵炎を契機として発見された報告がある4）。また、腫瘍
マーカーも異常値を示さないことも少なくなく、本症
例も初回受診時に自覚症状はなく、CA19-9が43.0U/ml
と軽度高値である他はCEA、Span-1、DUPAN-2は正常
範囲であった。初回受診の約3ヶ月後も腹水出現以外に
自他覚所見は同様であった。

特徴的な画像所見も十分には明らかにされていない
ため、術前診断に苦慮する場合も少なくない。三枝ら5）

は膵粘液癌の臨床的特徴の文献学的検討を行い、非手
術例における膵粘液癌の診断率は7%と報告し、低い診
断率であった。

しかしながら、近年の各種画像検査の発展により粘
液癌の特徴的所見も徐々に報告されている。まず造影
CTでは膵粘液癌は動脈相で辺縁部から造影され、門
脈相で腫瘍内部へと樹枝状に造影される 6）と報告さ
れ、笹田ら 7）は粘液癌の内部に血管をともなう隔壁様
間質が存在するため、粘液内へ入る血流信号を認める
ことが粘液癌と画像診断する際に重要であると報告し
ている。本症例においては粘液癌内部の血管を伴う隔
壁様間質が少ないためか、動脈相から門脈相において

腫瘍周辺から内部へと造影される所見は認めなかっ
た。また本症例のように石灰化を認めた報告例は存在
し、その機序は壊死や虚血によっておこるDystrophic�
calcificationと推測されている8）。

MRIではT1強調像で低信号、　T2強調像では高信号
であるものの腫瘍内のコロイドのためその部位は通常
の粘液より弱い高信号を示すとされている 9）。本症例も
T1強調像で腫瘍は低信号であり、T2強調像で全体は高
信号であるものの偏在があり、低信号が混在していた
ことは腫瘍内のコロイドを反映していることと推測さ
れた。また阪田ら 10）はPET-CTの有用性を報告してい
るが、腫瘍内の粘液癌主体部分の集積は弱いとも報告
されており 11）、本症例でもPET-CTで腫瘍部分に集積
は認めなかった。これは造影CT同様に粘液癌内部の血
管をともなう隔壁様間質が少ないことや粘液内に浮遊
する癌細胞の密度が低いことが推測された。

超音波所見においては松崎ら 12）が非常に詳細な検討
をしており、粘液癌は後方エコー増強を伴う低エコー
として描出され腫瘍内の粘液湖は無エコー領域であり、
さらに造影にて粘液内の血管を反映する造影早期の造
影剤流入像が診断に重要な役割を果たす可能性がある
と報告している。しかしながら、本症例ではCTやMRI
同様に超音波検査で腫瘍内への造影効果は認めなかっ
た。超音波内視鏡において腫瘍内部の無エコーは粘液
湖で、音響陰影を伴わない線状・点状の高エコーは浦

Figure 4．�病理組織像
粘液内に浮遊する形で核は大小不同で整，極性の乱れを伴う異型細胞集塊を認めた（a：
HE染色,×200，b：HE染色,×800）．
c：�免疫染色,MUC1陰性
d：�免疫染色,MUC2陽性．
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田ら 13）が報告する粘液結節間の隔壁様に介在する線維
化した組織が推測された。

膵粘液癌の発生様式として通常型膵癌の移行型とし
て進展するもの（小膵管由来）と膵管内乳頭粘液腫瘍

（intraductal�papillary�mucinous�neoplasm:：IPMN）か
ら移行したもの（大膵管由来）があるとSuda14）らによ
り報告され、予後は後者の方が良いと言われているが
報告例が少なく十分な検討はなされていない。さらに
Adsay15）らは膵における癌化過程とMUC1、MUC2の
発現について言及し、膵粘液癌においてはMUC2陽性
でありその緩徐な発育と関連しているとしている。本
症例はEUS—FNAによる診断後も7ヶ月間生存し、膵
管造影では��IPMNとしての所見は乏しく、5年前のCT
にてIPMNを示唆する所見を認めなかったことより、
通常型膵癌の移行型として進展した粘液癌である可能
性が疑われた。

【結　　 語】

各種画像検査において従来の報告とは異なり、造影
効果のない膵粘液癌を経験した。その要因としては、
腫瘍内の血管を伴う隔壁様間質の少なさ、癌細胞密度
の低さ、線維化などが疑われた。最終的にEUS-FNAに
より診断しえた石灰化を伴う膵粘液癌を経験したため
文献的考察を加えて報告した。

本論文発表内容に関連して開示すべきCOI関係にあ
る企業・団体などはありません.

【文　　 献】

1）� 日本膵臓学会：膵癌取扱い規約 第6版，金原出版，
東京．2009

2）� 江川新一，当間宏樹，大東弘明，他：膵癌登録報告
2007ダイジェスト．膵臓　23，105-123：2008

3）� Adsay�NV，�Pierson�C，�Sarkar�F，�et�al.� :�Colloid�
(mucinous�noncystic)� carcinoma�of� the�pancreas.�
Am�J�Surg�Pathol�25�;�26－42�:�2001

4）� 中村典明，入江工，田中真二，他：閉塞性黄疸にて
発症した膵粘液癌の1切除例．日本消化器病学会雑
誌　109；1799-1806：2012

5）� 三枝久能，中田伸司，渡辺正秀，他：膵粘液癌の報
告および臨床的特徴の文献学的検討．膵臓　29（4）；
749-755：2014

6）� 栗田　亮，真口宏介，高橋邦幸，他：IPMN由来浸
潤癌に類似した所見を呈した粘液癌の1例．肝胆膵
画像　10；584-591：2008

7）� 笹田雄三，菊山正隆，岩本諭，他：術前診断しえた

膵管内乳頭粘液性腫瘍由来の粘液癌を主体とした浸
潤癌の1例．膵臓　20；31-38：2005

8）� 北田英貴，一二三倫郎，竹熊与志，他：著明な石灰
化をともなった膵粘液癌の1例．日本消化器病学会
雑誌　102；479-483：2005

9）� Yoon�MA,�Lee�JM,�Kim�SH,�et�al� :�MRI� features�
of� pancreatic� colloid� carcinoma.� � AJR� Am� J�
Roentgenol�193�;�308－313�:�2009

10）�阪田和哉，堀　宏成，廣吉基己，他：PET－CTが
有用であった膵粘液癌の1例．外科　74；906-910：
2012

11）�村上康二：【膵疾患における画像診断の進歩】�膵疾患
におけるPET．日本消化器病学会雑誌　103；1347-
1354：2006

12）�松崎晋平，岡野　宏，磯野功明，他：造影超音波検
査が術前診断に有用であった膵粘液癌の1切除例．
日本消化器病学会雑誌　108�；�470-477：2011

13）�浦田孝広，一二三倫郎，竹熊与志，他：　急性膵炎
を契機に発見された膵粘液癌の1例．日本消化器病
学会雑誌　106；233-239：2009

14）�Suda�K,�Nobukawa�B,�YaInasaki� S,� et� al:� Pre-
existing� histological� type� and� developmental�
mechanism�of�mucinous�noncystic� carcinoma�of�
pancreas.�Pathol�Oncol�Res�6�;�125–129�:�2000

15）�Adsay� NV,� Merati� K,� Andea� A,� et� al� :� The�
dichotomy� in� the� preinvasive� neoplasia� to�
invasive� carcinoma� sequence� in� the� pancreas� :��
differential� expression� of� MUC1� and� MUC2�
supports�the�existence�of�two�separate�pathways�of�
carcinogenesis.�Mod�Patho�15�;�1087–1095�:�2002



― 15 ―

名古屋市立病院紀要　第40巻　2017年

2種類のParallel Imaging 画像構成法によるSNR特性の比較検討＊

� 名古屋市立西部医療センター　中央放射線部� �森　　　清　孝＊＊� 浅　井　健　吾�
林　　　篤　史� 吉　川　知　孝�
荒　井　美　幸� 阿　部　邦　章�
人　見　栄　一� 原　　　眞　咲

key�word：GRAPPA法，�5定点差分法，reference�line

抄　 　録

（目的）磁気共鳴画像（MRI）装置の画像評価法に
おいて、画像信号雑音比（SNR：signal-to-noise-ratio）
測定は重要な評価項目のひとつである。SNR測定方
法は従来、差分法による方法が標準的であったが、近
年 parallel� imaging（PI）法のような新しい撮像方法
が開発され、一般的に広く普及した結果、差分法によ
るSNR測定には問題があることが確認されている。そ
の問題点の解決策として5定点差分法なる測定方法が
開発された。当病院のMRI装置のPI画像構成法には
GRAPPA法とSENSE法の2通りあるが、5定点差分法
を推奨している多くの報告はSENSE法によって得られ
たPI画像で検証している。今回、我々は5定点差分法
を用いて、GRAPPA法およびSENSE法で作成された
PI画像のSNR測定を行い、画像特性を比較検討した。
また、PI画像の撮像パラメータであるreference� line
数を変化させ、SNRに及ぼす影響を検討した。（結果）
GRAPPA法によるPI画像において、5定点差分法に
よって測定されたSNR値と理論的なSNR値はほぼ同じ
であった。GRAPPA法のPI画像はSENSE法のPI画像
よりSNR値が高いことが確認された。また、reference�
line数を増加させるとSNR値はSENSE法のPI画像で
は変化しないが、GRAPPA法のPI画像では高くなっ
た。（結語）GRAPPA 法による PI 画像の SNR 測定に
おいて5定点差分法は高精度であり、GRAPPA法の方
がSENSE法より高SNR画像であることが実証された。
GRAPPA 法 の PI 画 像 に お い て、Reference� line 数 は
SNRに関わる重要なパラメータであり、撮像時間を考
慮に入れながら、設定する必要があることが示された。

1．緒　　 言

磁気共鳴画像（MRI：magnetic�resonance� imaging）�
装置の画質評価法には、他のモダリティと同じように
基本的な方法として、画像信号雑音比（SNR：signal-
to-noise-ratio）測定、解像度特性、画像コンラスト比、
スライス厚測定などがある。またMRI特有の方法とし
て、画像均一性、歪、アーチファクト、緩和時間測定
などが挙げられる。この中においてSNR測定は、装置
の精度管理、更新、システムの変更や撮像パラメータ
の最適化などにおいて、利用頻度が高く重要な性能評
価項目のひとつである1）。

SNR の測定方法は現在 NEMA（National�Electrical�
Manufacturers�Associations）、AAPM（American�
Association�of�Physicists�in�Medicine）等において様々
な方法が提示されているが、差分法による測定方法が
最も標準的であると言われている 2、3）。また近年、急速
に普及したparallel� imaging�（PI）画像 4）� においても、
性能評価項目としてSNR測定は重要であるが、PI画像
はgeometry�factorとコイル感度分布の影響を考慮に入
れる必要がある 5）。そのため、PI画像におけるSNR測
定では、前述の差分法を発展させた5定点差分法が推奨
されている6、7）。

当病院に導入されているMRI装置にはPI画像構成法
としてsensitivity�encoding�parallel� imaging（SENSE）�
法8）と generalized�auto�calibrating�partially�parallel�
acquisition�（GRAPPA）法 9）の 2 種類があり、PI 画像
のSNR測定において5定点差分法を推奨している報告
の多くは、SENSE法によって得られたPI画像で検証を
行っている5～7）。また、これらの画像構成法には、コイ
ルの感度分布マップを作成するため、k-spaceの位相方
向のデータをどの程度収集するか決めるreference� line
数なるパラメータが存在する。reference� line数によっ
てSNRがどのように変化するか理解しておくことは臨
床検査において有益なことである。

今回、我々はGRAPPA法によって得られたPI画像の
SNR測定を5定点差分法で行い、理論的なSNR値とそ

＊ The difference of signal-to-noise-ratio between two kinds 

of parallel imaging construction methods
＊＊ Kiyotaka Mori et al.
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の相関を確認し、SENSE法で得られたPI画像と比較し
た。またGRAPPA法とSENSE法において、reference�
line数を変化させ、それぞれのSNR値に与える影響を
比較検討した。

2．SENSE法とGRAPPA法について

1）SENSE法8、10）

k-space上の位相方向のデータを間引いて充填するこ
とにより撮影時間を短縮する撮影法。同一部位から発
生する画像データを複数のコイルで検出する。実収集
したデータを基に未収集データを計算で算出し、コイ
ルごとにフーリエ変換し画像化する。別途、収集する

各コイルの感度分布のデータにしたがって位相方向に
生じる折り返し画像を展開させ、アーチファクトをな
くす撮影法である。（Fig.1）10）

2）GRAPPA法9、10）

複数のコイルでk-space上の位相エンコードを間引い
て充填するのはSENSE法と同じであるが、間引いて得
た画像データに加え、k-spaceの中心部分のデータを追
加して収集する。各コイルの実収集したデータを基に
未収集のデータを計算で算出し、k-space上のすべての
データを埋める。補正されたローデータをフーリエ変
換し、画像化する方法である。（Fig.2）10）

Fig. 1　Image�creation�method�by�SENSE�method10）

Fig. 2　Image�creation�method�by�GRAPPA�method10）



― 17 ―

名古屋市立病院紀要　第40巻　2017年

3）reference line11）

コイル感度分布マップ作成のためk-space上の中心部
分の位相方向データを埋める数。

3．方　　 法

1）装置および撮像条件
MRI 装置は静磁場強度 1.5 テスラの MAGNETOM�

Avanto（シーメンスヘルスケア）を使用し、受信コ
イルは8チャンネル頭部専用コイルを使用した。内径
20 ㎝の球体ファントム（NiSO4・H2O）をSENSE法と
GRAPPA法で撮像し5定点差分法によりSNR測定し
た。撮像条件はgradient-echo法で繰り返し時間250ms、
エコー時間4.6ms、撮像視野256mm、撮像マトリクス
256 × 256、スライス厚 10mm、位相方向は上下方向
とし、reduction� factorを2（撮像時間が1/2）とした。
GRAPPA法およびSENSE法によって得られたPI画像
の5定点差分法によるSNR測定では、加算回数（NSA：
number�of�signal�averaging）を1～5回とし測定した。
このときreference� line数は128とした。reference� line
数の変化による検討では reference� line 数を 16、24、
32、64、96、128まで変化させ、測定した。このとき加
算回数は1とした。

2）差分法によるSNR測定（NEMA法）12）

ファントムを同一条件によって2回連続で撮像し、
両者の差分画像を得る。信号値はどちらか一方のファ
ントム内の関心領域の信号の平均値Savとし、雑音値
Nsubは差分画像と同じ関心領域の標準偏差SDsubを�
�  2 で除した値とする。（Fig.3a）

SNR�=�Sav�/�Nsub
Nsub�=�SDsub�/�  2

3）5定点差分法によるSNR測定12）

測定手順は差分法と同じであるが、parallel� imaging
による不均一な雑音値の影響を出来るだけ受けないよ
うに5定点の関心領域を設定する。位置は中心および上
下左右のファントム直径の外側1/10を中心に面積50ピ
クセル以上の円形とする。（Fig.3b）

4．結　　 果

（1）��GRAPPA法で得られたPI画像において、SNR値は
すべての測定箇所で加算回数の平方根に比例して
増加し、計算による理論値とほぼ一致した。また、
すべての測定箇所においてGRAPPA法で得られ
たPI画像はSENSE法で得られたPI画像より高い
SNR値であった。（Fig.4）

（2）��reference� line数が少ないときGRAPPA法および
SENSE法による画像の各測定箇所のSNR値の差
は少ないが、reference� line数が多くなるにつれて
GRAPPA法ではすべての測定箇所でSNR値が増加
するが、SENSE法ではほとんど変わらなかった。

（Fig.5a～e）両PI画像の撮像時間は同じであり、
reference�lineの数を増やすと同じように増加した。

（Fig.5a）

5．考　　 察

（1）SNRは以下に示す因子に影響を受けるとされている1）。
①共鳴周波数（静磁場強度）に比例する。

Fig. 3　ROI�position�of�SNR�measurement
(a)�subtraction�method
(b)�five�fixed�points�subtraction�method
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②対象物の形状と大きさに依存する。
③�画像ピクセルの大きさとスライス厚（すなわちボ

クセルサイズ）に比例する。
④加算回数の平方根に比例する。

　SNR�∝�B₀×M×� NSA
　�B₀：静磁場強度、M：ボクセルサイズ、NSA：加

算回数

GRAPPA法で得られたPI画像において、測定された
SNR値は理論的なSNR値とほぼ同じであった。この結
果は「SNR値は加算回数の平方根に比例する」という
SNRの特性に一致していることを意味し、GRAPPA法
で再構成されたPI画像でも5定点差分法によるSNR測
定は高い信頼性があることが確認できた。また、すべ
ての測定箇所においてSENSE法で得られたPI画像の
SNR値を上回ったことは、k-spaceの中心部分を密に収
集したデータをコイルの感度分布だけに用いるのでは
なく、実収集データとして画像構成に使用するという
GRAPPA法の特長を裏付けている。

（2）reference� line数を増加すると、撮像時間は直線的
に増加し、GRAPPA法によるPI画像のSNR値は上昇
した。当病院のMRI装置におけるreference� line数は
k-spaceの中心部分をどれくらい密に埋めるかというパ
ラメータである。したがって、line数の増加は、中心部
分の位相方向のデータを多く収集することであり、多
くのデータを画像構成に使用するためSNR値が上昇し

たと考えられる。また、reference� line数の増加により
撮像時間が長くなることは、reference� lineの収集作
業が本スキャンに含まれていることが示唆される。一
方、SENSE法によるPI画像ではSNR値の上昇はみら
れなかった。SENSE法は、間引かれた位相方向のデー
タをそのままフーリエ変換によって画像化している。
SENSE法においてreference�lineは実収集データには使
われず、コイルの感度分布データのみに使用され、折
り返し画像の展開精度に関与していると考えられる。

6．結　　 語

5定点差分法を使用しGRAPPA法で作成されたPI画
像のSNR測定を行った。理論値によるSNR値と比較し、
5定点差分法の精度を確認した。また、GRAPPA法は
同じPI画像の再構成法であるSENSE法より高いSNR
画像が得られることも確認した。GRAPPA法使用時に
おいて、reference� line数はSNR値を左右するパラメー
タのひとつであり、SNRの高い画像を得ることができ
るが、展開精度、撮像時間との関係から最適な設定が
必要であることが明らかになった。

本論文には利益相反はありません。
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膀胱 Nephrogenic metaplasiaの一例＊

� 名古屋市立西部医療センター　泌尿器科� �髙　田　英　輝＊＊� 梅　本　幸　裕�
岩　月　正一郎� 西　尾　英　紀

key�word：Nephrogenic�metaplasia，膀胱

抄　　 録

Nephrogenic�metaplasiaは尿路に発生する比較的稀
な良性腫瘍で、腎尿細管類似腺管様構造をもつ。発生
機序として慢性炎症による尿路上皮の腎尿細管類似細
胞への化生が有力とされてきたが、近年、腎尿細管細
胞のimplantation説が考えられている。画像検査では
尿路上皮癌と類似し、鑑別を要し、再発の報告もある
ため定期的な経過観察が必要と考えられている。今回、
膀胱に発生したnephrogenic�metaplasiaを経験したの
で、若干の文献的考察を加え報告する。

緒　　 言

Nephrogenic�metaplasiaは、1949年に膀胱過誤腫と
いう疾患概念として初めて報告され1）、1950年に腎尿細
管に類似した形を呈するために命名された尿路良性疾
患である2）。発症部位としては膀胱（80%）、尿道（15%）、
尿管（5％）と、膀胱が多数を占め、膀胱憩室、尿道憩
室、回腸導管に合併する報告もある3）�4）。頻度としては
比較的稀であり、臨床症状は肉眼的、顕微鏡的血尿を
主として頻尿、排尿困難などが認められる。膀胱内視
鏡所見では乳頭状、ポリープ状、結節状を呈し、尿路
上皮癌との鑑別が必要となる。

今回、我々は、膀胱nephrogenic�metaplasiaの１例を
経験したので文献的考察とともに報告する。

症　　 例

患者：50歳、男性。
既往歴・家族歴：特記事項なし。
現病歴：1か月前より排尿時違和感が出現し、近医を受
診。膀胱内視鏡検査にて、膀胱腫瘍を認め、当院へ紹
介受診。
身体所見：身長160cm、体重61kg。

血液検査所見：PSA含め、異常なし。
尿細胞診：疑陽性。
画像検査：CT検査では、前立腺、膀胱頚部、三角部に
不整形隆起病変を認め、膀胱、前立腺の境界は不明瞭。
前立腺周囲の脂肪織濃度は上昇。前立腺の造影効果は
増強し、周囲のリンパ節腫大は認めず（図1）。MRI検
査でも、CTと同部位（前立腺、膀胱頚部、三角部に）
T2高信号の嚢胞性、隆起性病変を認め、拡散低下は軽
度。前立腺内に悪性を疑わせる病変は認めなかった。
膀胱内視鏡検査：膀胱三角部から頚部にかけ、乳頭状
腫瘤、ビロード状粘膜、嚢胞性病変を認めた（図2）。
手術所見：膀胱三角部から頸部にかけ、表在性の膀胱
腫瘍（乳頭状腫瘤、ビロード状粘膜、嚢胞性病変）を
経尿道的に切除した。膀胱内はその他に病変を認めな
かった。
病理所見：HE染色では乳頭状増殖病変を観察し、間
質は高度浮腫状。被覆上皮は2-3層からなる好酸性細胞
質を有する尿細管に類似する形態を認めた（図3）。鑑
別診断で免疫組織化学染色を行い、Cytokeratin7(CK7)
は強陽性を示し（図 4a）、paired�box�8(pax-8) は陽性�

＊ Nephrogenic metaplasia occurring in a bladder
＊＊ Hideki Takada et al.

図1： �CT：前立腺から膀胱壁にかけ不整形隆起病変を認め、
前立腺周囲の脂肪織濃度は上昇を認めた
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（図4b）。P-63は陰性、PSAも陰性であった。前立腺癌
の浸潤を含めた悪性腫瘍は否定的と考え、nephrogenic�
metaplasiaと診断した。
術後経過

膀胱内視鏡、尿細胞診にて経過観察中であるが、術
後12カ月時点まで再発は認めていない。

考　　 察

Nephrogenic�metaplasia�(以下NM)は、尿路に発生す
る比較的稀な良性疾患で、1949年にDavisによって膀
胱過誤腫としての報告が最初で 1）、1950年にFriedman

らが腎尿細管に類似した形態の同様な症例をNMとし
て用い始めた2）。

疫学的に本邦では年齢3-81歳、男女比は2：1で男性
に多く発生している。発生部位は、膀胱が約80％を占
め、尿道、尿管、膀胱憩室、尿道憩室、回腸導管にも
発生する3）。

発生機序としては胎生期の腎細胞迷入、免疫機構障
害、慢性炎症による尿路上皮化生由来の仮説などが唱
えられ、手術や尿路結石、外傷などの尿路上皮損傷の
既往がある症例に発生するとされているが 4）、膀胱癌に
対するBCG療法後に発生したという報告もある 5）。し
かし、Mazalらにより腎移植患者の膀胱nephrogenic�
metaplasiaが、ドナー腎の尿細管由来であることが証
明され 6）、現在は腎尿細管細胞のimplantation説が有力
と考えられている。

臨床症状は様々で、肉眼的血尿、頻尿が多く、無症
状で膀胱内視鏡により発見されるものもある。肉眼的
形態としては乳頭型、ポリープ型、無茎型などを示し、
無茎型のものでは尿路上皮内癌に似た外観を呈すると
されている。画像上、鑑別困難であるため、組織診断

図2：�膀胱内視鏡写真：膀胱頚部から三角部にかけ、乳頭状
腫瘤、ビロード状粘膜、嚢胞性病変を認めた

図3：�HE染色（強拡大像）：乳頭状増殖病変を観察し、2-3
層の被覆上皮と好酸性細胞質を有する尿細管に類似す
る形態を認められる

図4 (a b)：�免疫組織化学染色結果（強拡大像）：CK7(a)、
pax-8(b)ともに陽性
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によって確定されることが多い5）7）。今回の症例も、過
去の報告と同様の特徴を有し、術前の膀胱癌、前立腺
癌との鑑別が困難で、経尿道的膀胱腫瘍切除を施行し
た。

病理組織所見では、管状、嚢胞状、乳頭状、そして
部分的には充実性など様々なパターンを呈するとされ
ているが、多くは立方上皮あるいは低円柱上皮に覆わ
れた管状構造を呈するとされる。特徴的な所見として、
粘膜固有層に扁平、あるいは立方、円柱上皮よりなる
小さな腺管形成のあること、腺管の基底膜肥厚、問質
は浮腫状で炎症細胞浸潤をしばしば伴うこと、などが
挙げられている 7）8）9）。また病理組織学的に前立腺癌や
膀胱clear�cell�adenocarcinomaなどの悪性腫瘍との鑑
別が重要となる。鑑別診断には免疫組織染色が有用で、
NMにおいて、重層扁平上皮、一部の前立腺上皮が陰性
となるCK7、CDIO、pax-2や腎細胞の分化に関与して
いるpax-8に陽性を示すとされ、前立腺癌では陰性を示
すことが報告されている。また、前立腺癌のみで陽性
となるPSA、前立腺基底細胞で陽性となるP-63やKi-67

（MIB-1）も鑑別に用いられている 10）11）。本症例におい
ても免疫組織染色を行い、CK7、pax-8が陽性、P-63、
PSAが陰性のためＮＭと診断を行えた。しかし、悪性
の膀胱癌、前立腺癌との鑑別に注意が必要であった。

NMは病理組織学的に良性病変であるが、再発を認
める報告もあり、再発率は0.5～80%と様々である 8）�12）。
膀胱内に生じたNMにより萎縮膀胱をきたし、膀胱全
摘術を施行された症例もあり 13）、定期的な経過観察が
必要と考えられる。

結　　 語

膀胱三角部から頚部に広がるNMを経験した。診断
には免疫染色が有用であり、術後１年以上再発を認め
ていない。

本内容は第275回　日本泌尿器科学会東海地方会にて
発表した。

著者の利益相反：開示すべき事項はありません。

参 考 文 献

1）� Davis�TA:�Hamartoma� of� the� urinary� bladder.�
Northwest�Med�48:�182�185,�1949

2）� Friedman�NB�and�Kuhlenbeck�H:�Adenomatoid�
tumors�of�the�bladder�reproducing�renal�structures�
(nephrogenic�adenomas).�J�Urol�64:�657�670,�1950

3）� 望月拓，三條博之，林博文　他，膀胱Nephrogenic�
adenoma の 1 例　 泌 尿 器 外 科　28（1）：103-106，

2015
4）� Kaswick�JA,�Waisman�J,�Goodwin�WE:�Nephrogenic�

metaplasia� (adenomatoid� tumors)� of� bladder.�
Urology�8:�283–286,�1976

5）� 敦 川 浩 之， 小 村 秀 樹， 佐 々 木 寛　 他、 膀 胱
Nephrogenic�adenomaの2例．泌尿器科紀要　49：
285-290，2003

6）� Mazal�PR,�Schaufler�R,�Altenhuber�Müller�R,�et�al:�
Derivation� of� nephrogenic� adenomas� from�renal�
tubular�cells�in�kidney�transplant�recipients.�N�Engl�
J�Med�347:�653�659,�2002

7）� Epstein,� J.1� et� al. :� Nephrogenic� adenoma.� In�
Epstei,� J.1.:�Bladder�Biopsy� Interpretation� (Biopsy�
Interpretation� Series),� Lippincott� Williams ＆
Wilkins,�Baltimore:�pp.171–176,�2004

8）� Alexiev�BA�and�LeVea�CM:�Nephrogenic�adenoma�
of�the�urinary�tract:�A�review.�Int�J�Surg�Pathol�20:�
123�131,�2012

9）� Lugo� M,� Petersen� RO,� Elfenbein� IB� et� al . :�
Nephrogenic�metaplasia�of� the�ureter.�Am�J�Clin�
Pathol.�Jul�80�(1):�92–97,�1983

10）�Skinnider�BF,�Oliva�E,�Young�RH�and�Amin�MB:�
Expression� of� alpha�methylacyl�CoA� racemase�
(P504S)� in� nephrogenic� adenoma:�A� significant�
immunohistochemical� pitfall� compounding� the�
differential�diagnosis�with�prostatic�adenocarcinoma.�
Am�J�Surg�Pathol�28:�701�705,�2004

11）�Ozcan� A,� Shen� SS,� Hamilton� C,� et� al. :� PAX8�
expression� in� non-neoplastic� tissues,� primary�
tumors,� and�metastatic� tumors:� acomprehensive�
innunohistochemical�study.�Mod�Pathol�24:�751–764,�
2011

12）�Zougkas�K,�Kalafatis�M,�Kalafati�P:�Nephrogenic�
adenoma�of� the�urinary�bladder.�nt�Urol�Nephrol�
36:�513–517,�2004

13）�小六幹夫，丹田　均，加藤修爾，大西茂樹� 他．
Nephrogenic�adenomaによる萎縮勝脱に対し膀胱全
摘を行った1例．泌尿紀要　49：487-488，2003



― 25 ―

名古屋市立病院紀要　第40巻　2017年

直腸脱に対する腹腔鏡下直腸固定術の導入＊
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抄　　 録

直腸脱は、日常診療においてしばしば遭遇する疾患
であり、高齢化に伴い今後増加していくことが見込ま
れる。生命に影響することはほとんどなく、時に軽
視されがちではあるが、便失禁や疼痛、羞恥心などか
ら患者のQOLは著しく低下する。従来、直腸固定術
などの開腹術は、再発率は低いが高侵襲、Gant-Miwa�
Thiersch手術やDelorme手術などの経会陰手術は、低
侵襲だが高再発率とされ、患者の病態に応じて様々な
術式が施行されて来たが、ガイドラインなど確立され
た術式、治療方針は存在せず、各施設が独自の基準で
それぞれの治療を行っていた。2012年に保険収載され
てから、多くの施設で腹腔鏡下直腸固定術が行われる
ようになってきている。当科においても、直腸脱に対
しては、従来経会陰法であるGMT法を施行してきたが、
再発率の点で問題があった。今回2016年12月から腹腔
鏡下直腸固定術を導入したため報告する。

【は じ め に】

直腸脱の治療は、大きく経会陰アプローチと経腹ア
プローチの二つに分けられる。Gant-三輪　Thiersch

（GMT）手術やDelorme手術などの経会陰アプローチ
の術式は、腰椎麻酔下で施行可能なこともあり、従来
低侵襲とされ、高齢の患者が多い本疾患において選択
されることが多かった。一方の経腹アプローチは、そ
の利点として再発率の低さが挙げられるが、全身麻酔
および開腹を必要とするため、高齢で併存疾患を有す
る患者には避けられる傾向があった。近年、低侵襲化
を目指して腹腔鏡下手術が広く普及してきているが、
直腸脱に対しても2012年より腹腔鏡下直腸固定術が保

険収載され、より低侵襲で根治性の高い手術が可能と
なった。当院においても2016年より、腹腔鏡下直腸固
定術を導入したため、その手技と成績について報告す
る。

【対　　 象】

2012年10月から2017年10月までの5年間に当科で
手術を行った直腸脱の12例を検討した。2016年12月
に腹腔鏡下直腸固定術を導入してからは、経会陰手術
の症例がなく全例が腹腔鏡下直腸固定術を行ったた
め、導入以前の6例を経会陰群、導入以後の6例を直
腸固定群とした。全身麻酔もしくは腰椎麻酔の可能な
Performance�States(PS)0-2の患者を対象とした。腹腔
鏡下直腸固定術は全身麻酔が可能なPS0-2の患者のうち
下腹部に手術歴のないものを対象とした。経会陰群で、
年齢は80-90才（中央値83才）、全例女性、初発4例：
再発2例に対し、直腸固定群で年齢は49-91才（中央値
75.5才）、男性2例：女性4例、初発5例：再発1例であっ
た。術前検査において呼吸機能、心機能から全身麻酔
および腰椎麻酔の適否も検討した。

【術　　 式】

経会陰手術としてGant-Miwa手術単独が1例、GMT
手術が4例、子宮脱合併症例に対し泌尿器科と合同で
GMT 手術 TVM 手術弊施が 1 例であった。腹腔鏡下
直腸固定術は、直腸後方1/3周をメッシュで固定する
Wells変法が3例、Wells変法に両側腹腔鏡下鼠径ヘル
ニア手術を弊施した症例が1例、直腸壁と仙骨岬角を縫
合固定する直腸縫合固定法が1例、子宮脱合併症例に対
し、メッシュを用いた直腸前方固定と腹腔鏡下仙骨膣
固定術の併施例が1例であった。

＊ Introduction of the laparoscopic rectopexy for the rectal 

prolapse
＊＊ Takaya Nagasaki et al.
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【結　　 果】

2012年10月から2016年12月のおよそ50か月間に経
会陰手術を6例、導入後10か月で腹腔鏡下直腸固定術
を6例行った（表1）。直腸固定術の導入までの経会陰
群では6例中5例に腰椎麻酔で手術を行っていた。その
うち1例は高度の拘束性肺障害の既往があり、1例は心
不全の既往があった。直腸固定群は全例全身麻酔で手
術を行っていた。手術時間は経会陰群で74-173分（中
央値93.5分）、直腸固定群で213-419分（中央値291.5分）
と、直腸固定群が有意に長かった（P＜0.05）。出血量
は経会陰群で0-150ml（中央値17.5ml）、直腸固定群で
10-100ml（中央値25ml）と有意差を認めなかった。術
後入院期間は経会陰群で1-14日（中央値7日）、直腸固
定群で5-7日（中央値7日）と有意差を認めなかった。
再発例は経会陰群で6例中3例に再発を来したのに対し、
直腸固定群では追跡期間中央値が5か月と短いながらも
再発は認めていない。周術期合併症は経会陰群の1例で
強い疼痛を訴えた症例があった以外には特記すべき事
項はなかった。追跡期間において、感染や穿孔などの
メッシュトラブルや、新規の便秘など、腹腔鏡下直腸
固定術に特異的とされる合併症は認めていない。

経会陰群6例中5例で腰椎麻酔、1例で全身麻酔が選
択された。直腸固定群は全例全身麻酔であった。腰椎
麻酔の5例中3例が術前心肺機能から全身麻酔が不可と
されたため腰椎麻酔が選択されたが、残りの2例は心肺
機能的には全身麻酔も可能であった。

【症 例 提 示】

82才女性。手術の約半年前から直腸脱を自覚するよ
うになった。経過を見ていたが、疼痛が出現したため、
手術目的に当科紹介受診となった。既往歴：パーキン
ソン病、便秘症。手術歴はなし。直腸脱を認めた（図1）。
脱出長はおよそ5cm。注腸では直腸の固定不良を認め
た（図2）。

心肺機能に大きな問題はなく、Wells変法にて腹腔
鏡下直腸固定術を行った。全身麻酔下に砕石位で執刀。

ポート配置は腹腔鏡下直腸低位前方切除術に準じ5ポー
トとした。直腸間膜を切開しTMEの層で剥離を進め
た。直腸間膜は左右とも切開した。後方は肛門挙筋が
露出されるまで、側方の剥離において、右側は側方靭
帯を切離したが、左側側方靭帯は温存した。前方はダ
グラス窩腹膜を切開し、膣壁との間まで剥離した。直
腸を全周性に十分に剥離受動し、釣り上げた状態で、
メッシュを用い後壁側固定した（図3）。ポリプロピレ
ンメッシュ（Bard�Soft�mesh,�Bard社）を10×5cmに
切り使用した。仙骨前面にらせん型タッカー（ProTack,�
Medtronic社）を用い8針固定した。メッシュを直腸間
膜に3-0ポリゾーブ®を用い、6針縫合固定した。直腸
間膜は3-0ポリゾーブを用い両側縫合閉鎖した。手術時
間は213分、出血量は30mlであった。術後は合併症な
どなく第7病日で退院した。術後3か月での直腸の仙骨
面への固定は良好となっている。便秘の悪化やメッシュ
トラブルなど術後長期合併症も認めていない。

【考　　 察】

直腸脱の手術には、経会陰法、経腹法あわせて100種
類以上あるとされ、多種多様な術式が存在している（文
献1）が、ガイドラインなど、治療法や術式などに統一

表1： �2012年10月から2016年12月までの当院における直腸脱手術の12例
　　 手術時間、出血量、術後入院期間上段は中央値

性別 手術時間 出血量
術後入院期

間 再発率

経 会 陰 群 全員女性
93.5分

74-173分
17.5ml

0-150ml
7日

1-14日
50％
3/6例

直腸固定群 男2:女4
291.5分

213－419分
25ml

10-100ml
7日

5-7日
0%

図1：直腸脱
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図2：直腸の仙骨への固定不良像

図3：仙骨への直腸固定術後
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された見解はなく、それぞれの施設で、術者の技量や
考え方、患者の既往歴などの様々な条件から、独自に
術式を決定しているものと思われる。当科においては、
従来直腸脱に対しては、併存疾患や手術歴などにかか
わらず、原則的にGMT法で行ってきた。直腸脱の成因
として、①骨盤底筋群など支持組織の脆弱化、②肛門
挙筋や括約筋の脆弱化、③ダグラス窩のヘルニア説な
ど様々な説が唱えられてきたが、いずれも直腸脱を一
元的に説明できるものではなく、様々な要因が組み合
わさって引き起こされているものと考えられている（文
献2）。直腸脱の解剖学的特徴として①深いダグラス窩、
②恥骨直腸筋の弛緩、③S状結腸の余剰、④肛門括約筋
の開大、⑤直腸後面の固定不良、⑥直腸遠位水平部の
消失などが挙げられる（文献3）。症例によっては肛門
括約筋の開大や、恥骨直腸筋の弛緩などは必ず存在す
るとは限らないが、直腸の固定不良は、ほぼ全ての症
例に共通すると考えられる（文献3）。

直腸脱の主因を直腸の固定不良とすると、GMT手術
では、直腸の短縮化と、肛門括約筋の開大の改善は期
待できるが、直腸の固定不良の改善はあまり期待がで
きない。その一方で、腹腔鏡下直腸固定術は直腸の固
定不良の改善という点では理にかなった手術法と言え
る。

手術侵襲という点においては、手術時間の点からは、
導入初期ということもありまだ改善の余地があるもの
の、その他、入院期間、短期術後合併症、出血量など
においては有意な差はないと言える。下腹部の手術歴
がなく、全身麻酔が可能でさえあれば、腹腔鏡下直腸
固定術は十分に安全に施行可能であると言える。

本手術は、腹腔鏡下直腸低位前方切除と共通する手
技が多く、それが施行可能な外科医であれば、安全に
行える手術手技と言える。近年では直腸癌に対する鏡
視下手術が広く一般的に普及しており、若手外科医に
とっても、従来の肛門手術に比べ、抵抗なく導入でき
る手術法と考えられる。腹腔鏡下直腸固定術の有用性
を示す論文も多く報告されており、今後広く普及して
いくものと思われる（文献3．4）。しかし、今までのと
ころ、長期的な成績の報告はほとんどなく、術式毎の
合併症や再発率など、詳細な検討はまだ得られていな
い。前方固定や後方固定、メッシュ使用の有無など、
また細部においては、直腸間膜の剥離をどの範囲行う
か、側方靭帯を切離するか否か、切開した腹膜の閉鎖
を行うかなども、それぞれの施設が独自の基準に基づ
いて行っている状態である（文献5．6．7）。

当院においても、Wells変法を中心に、患者の年齢や、

性別、子宮脱など他の併存疾患などの様々な患者側因
子によって、術式を適宜決定して行っている。

今後は、まとまった長期成績の報告や、前向き試験
などにより、手術適応や術式、短期長期での合併症など、
ある程度の統一された見解が得られる事が望まれる。

今回の発表に際し、開示すべきCOIはありません。
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概　　 要

症例は40才女性、5経妊3経産であった。月経周期は
35日型で整。3週間ほど前から不正性器出血を認め、2
日前から右腹痛を伴ったため、当院救急外来を受診し
た。最終月経より妊娠5週4日、尿中HCGは陽性であっ
たが経腟超音波で異所性妊娠が疑われ、同日緊急開腹
手術の方針となった。腹腔内の血腫を除去し子宮付属
器を確認すると右付属器は正常であり、左卵巣にわず
かに腫大を認め、卵巣妊娠の疑いで部分切除した。翌
日、尿中HCGは低下したが、腹部CTを再度読影した
ところ横隔膜下に小嚢胞を認めこれが胎嚢である可能
性があった。腹腔鏡下に再度病巣部の摘出術を施行し
た。横隔膜下に胎嚢と血腫を認め、組織を摘出、出血
部位は焼灼して止血した。

異所性妊娠の中でも腹膜妊娠は頻度が低く、特に骨
盤腔外は極めて稀である。異所性妊娠で着床部位が不
明である時は腹腔内を広範囲に検索する必要があり、
CTやMRI等の画像検査を併用することが有用である
と考えられた。

緒　　 言

異所性妊娠は全妊娠の1％程度に発生する疾患である
が、その多くは卵管妊娠であり腹膜妊娠は稀な疾患で
ある。また腹膜妊娠には原発性と続発性があり、流産
や卵管妊娠の破裂によって起こる続発性が大半を占め
ると言われ、原発性腹膜妊娠は極めて稀である1）。今回
我々は横隔膜下原発性腹膜妊娠の例を経験したので報
告する。

症　　 例

40才女性、月経は35日型で周期は整。5経妊3経産（帝
王切開3回、流産1回、中絶1回）であった。来院3週
間ほど前から不正性器出血を認め、2日前から右腹痛を
伴った。来院日は右腰部から腹部にかけての痛みが強
くなったため当院救急外来を徒歩で受診した。

【初診時現症】
表情は苦悶様であり右下腹部から季肋部にかけての

圧痛を認めた。CVA叩打痛は左右ともになかった。血
圧 108/69mmHg、 脈 拍 94 回 / 分、 体 温 37.0 ℃。WBC�
12630µL、RBC� 374×10^4、HGB� 10.1g/dL、HCT�
30.4 ％、PLT�28.8×10^4、CRP�0.0mg/dL�。妊娠反応
陽性であったため当科へコンサルトされた。最終月経
より妊娠5週4日、尿中HCG定量は4268mIU/mlあった
が、経腟超音波で子宮内に胎嚢を認めず、Douglas窩に
液体貯溜を認めたことから異所性妊娠が疑われた。他
の救急疾患否定の目的もあり腹部単純CTも施行し、肝
表面に至るまでの腹腔内出血が確認された。

【入院後経過】
同日緊急手術の方針となり、全身麻酔下に下腹部正

中縦切開で開腹手術を施行した。腹腔内に約680gの血
腫があり、これを除去して子宮および付属器を確認す
ると、子宮と右付属器は正常であり、左卵巣にわずか
に腫大を認めた。骨盤腔内および肝下縁までは触知し
たが明らかな所見なく、左卵巣妊娠の疑いで部分切除
し、腹腔内を洗浄して手術終了した。手術施行後9時
間で尿中HCG定量は766mIU/mlに低下した。しかし
術前に撮影したCTを再度読影したところ、肝右葉外側
横隔膜下に81×49mm�の血腫（図1）と、横隔膜直下
に8mm大の胎嚢を疑う低吸収域（図2）を認めたため、
造影MRIを追加した。右横隔膜に16×13×15mmの
嚢胞性病変があり、嚢胞壁がT2WIでは低信号（図3）、�
ダイナミック造影では濃染され（図4）、これが胎嚢で
あると考えられた。また嚢胞周囲に大量の血腫があり、

＊ A case of primary peritoneal pregnancy on subdiaphragma
＊＊ Nana Takagi et al.
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前日の�CT�より�増大している事が確認されたため、横
隔膜下腹膜妊娠の診断に至った。当院外科医師の協力
を得て、腹腔鏡下に再度手術を施行した。

臍部に12mm、臍上部と左上腹部にそれぞれ5mmポー
トを留置し腹腔内を観察した。肝臓を背側に圧排する
と肝S7に接する付近の横隔膜下に直径約1cmの胎嚢と
周囲の血腫を認めた。血腫は吸引し一部はバッグを用
いて回収し、合計225gであった。胎嚢と思われる組織
は可及的に摘出し、周囲の出血部位は焼灼して止血し
た（図5）。肝外側にマルチチャネルドレーンを留置し
て手術終了した。術前にHGB�6.4g/dLまで低下してい
たため術中に照射赤血球4単位を輸血した。術後7日目
に尿HCGは陰性化し、35日目には尿中および血清HCG
はともに計測値以下となった（図6）。

病理標本では左卵巣は妊娠黄体のみで病的所見を認
めず（図7）、横隔膜下腹膜の標本にトロホブラストが
認められ（図8）、腹膜妊娠と診断された。

考　　 察

異所性妊娠は全妊娠の1 ％程度に発生する疾患であ
り、部位としては卵管がその90％以上を占める。他に
卵巣や子宮頸管、帝王切開瘢痕部などが知られ、腹膜
妊娠は1％程度の発生率とされる。腹膜妊娠の報告例を
見ると、妊娠部位不明のまま手術を施行し、腹膜妊娠
であったと診断された例が多く見られることから、術
前に腹膜妊娠を診断することはなかなか困難と考えら
れる 1-3）。さらに報告例の多くはDouglas窩や仙骨子宮
靱帯などの骨盤腔内であり4）、骨盤腔外では肝臓5）や脾
臓6）、Gerota筋膜7）といった例が国内外でいくつか報告
されていたが、横隔膜下への妊娠は他に例がなかった。
本症例は横隔膜下という骨盤腔から遠く離れた部位の
腹膜妊娠であり極めて稀な症例と考えられる。経腟超
音波では妊娠部位が特定できない場合、腹部CTで腹腔
全体に視野を広げて血腫の有無を確認することや、造
影MRIで絨毛が明瞭に造影されることにより胎嚢の存
在を確認することが診断の一助となる。ただしMRIは
撮影に時間がかかるという欠点もあり、既に破裂して

図1：�入院時腹部単純 CT。肝右葉外側横隔膜下に 81 ×
49mmの血腫を認める。

図2：�入院時腹部単純CT。横隔膜直下に直径8mmの低吸収
域が（→）あり、胎嚢と考えられる。

図3：�造影MRIのT2WI画像。右横隔膜に16×13×15mm�
の嚢胞性病変（○に示す）があり、嚢胞壁が低信号に
描出される。

図4：�造影MRIダイナミック�造影画像。嚢胞壁は濃染され
（○に示す）、絨毛の存在が示唆される。
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急性腹症を呈しているような症例では診断と治療を兼
ねて手術を施行されている。手術方法に関しても、破
裂により緊急性の高い場合には開腹手術が推奨される
が、全身状態が安定しており迅速な対応の出来る施設
ならば腹腔鏡手術も選択される 4）。また本症例において
も肝臓を圧排して横隔膜下面を観察しなければならず、
このように腹腔内の詳細な観察が必要になる腹膜妊娠

の場合には開腹より腹腔鏡手術が適しているとの意見
もあるが、その適応に関してはまだコンセンサスが得
られていない3）。

なお、腹膜妊娠には原発性と続発性があるとされて
おり、Studdiford9）やFriedrich10）らにより提唱された
原発性腹膜妊娠の診断基準がある。①両側卵巣・卵管
が正常で傷がないこと、②子宮内膜と漿膜面とのあい

図5：�腹腔鏡手術の術中写真。左上：肝右側と横隔膜の間に血腫（a）を認める。右上：血腫を除去すると、
横隔膜に着床した胎嚢（b）が確認できる。左下：組織を摘出した（c）。右下：周囲も焼灼し止血
した（d）。

図6：尿中および血清HCGの推移。
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だに瘻孔がないこと、③着床部位が腹膜に限定されて
おり、卵管からの2次性着床が否定できる週数（通常
は妊娠12週未満）であること、である。卵管妊娠の破
裂や流産により腹腔内に胎嚢が排出されたものは続発
性腹膜妊娠と呼ばれ、腹膜妊娠の大部分が続発性であ
ると言われる。自験例でも①右付属器および左卵管に
は損傷はなく、左卵巣は腫大していたが病理で黄体で
あることが確認されており破裂はしていなかったこと、
②子宮には異常なかったこと、③最終月経と胎嚢の大
きさから妊娠5週に相当することから、原発性腹膜妊娠
の診断に該当した。

結　　 語

異所性妊娠の中で最も稀な原発性の横隔膜下腹膜妊
娠を経験した。診断には苦慮したが、CTによる広範囲
な検索と、MRIのフォーカスを絞った精査により診断
精度が向上することが示唆された。

COI:この論文に関して開示すべきCOIはありません。

図8：横隔膜下から摘出した組織の一部に絨毛を認める。

図7：開腹手術時に摘出した卵巣のHE染色。出血を伴う黄体を認める。
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原発巣不明の性腺外胚細胞腫瘍＊

� 名古屋市立東部医療センター　泌尿器科� �松　山　奈有佳＊＊� 池　上　要　介�
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key�word：性腺外胚細胞腫瘍，化学療法，原発巣不明

抄　　 録

32歳男性。左頚部腫瘤を自覚し、近医を受診した。
CTで全身のリンパ節腫大を認め、左鎖骨上窩リンパ節
針生検にてcarcinomaと診断された。PET-CTで腫大リ
ンパ節に集積を認めた。左鎖骨上窩リンパ節を一部切
除し、病理組織学検査で胎児性癌と診断した。画像検
査で精巣を含め他の臓器に腫瘍を認めず、原発巣不明
の性腺外胚細胞腫瘍と診断した。導入化学療法（BEP
療法）を3コース施行し、CTで全身の多発リンパ節腫
大は消失した。治療終了後11か月の現在も再発なく経
過している。

は じ め に

性腺外胚細胞腫瘍は精巣腫瘍の2-5％と比較的まれで
ある。発生部位は縦隔、後腹膜などが多い。発生部位
により予後は異なるが、一般的な精巣腫瘍より予後は
悪い。今回我々は、原発巣不明の性腺外胚細胞腫瘍に
対し、化学療法にて完解に至った1例を経験したので報
告する。

症　　 例

患者：32歳男性
主訴：左頚部腫瘤
既往歴：高血圧症
家族歴：特記すべきことなし
内服薬：特記すべきことなし
生活歴：喫煙なし。飲酒なし。
現病歴：2016年10月左頚部腫瘤を自覚し、近医受診した。
CTにて全身のリンパ節腫大を認め、左鎖骨上窩リンパ
節針生検にてcarcinomaと診断され精査・加療目的に当

院紹介となった。
身体所見：身長�172cm、体重 74kg�、BMI�25。血圧�
165/110mmHg、脈拍�90回/分、呼吸数�16回/分、体
温�36.7度であった。左鎖骨上窩に母指頭大、弾性硬の
腫瘤を複数触知し、可動性や圧痛は認めなかった。

血液検査所見：RBC�511×104/µl、Hb�16.7g/dl、WBC�
5880/µl、Plt�15.4×104/µl、TP�7.2g/dl、Alb�3.6g/dl、
BUN�6.0mg/dl、Cr� 0.80mg/dl、AST� 18IU/l、ALT�
12IU/l、LDH�556IU/l、ALP�304IU/l、γ -GTP�51IU/l、
CK�102IU/l、Na�141mEq/l、K�3.3mEq/l、Cl�98mEq/l、�
Ca� 9.9mg/dl�、CEA�1.0ng/ml、CA19-9� 2.4ng/ml、
SCC�1.9ng/ml、PSA�0.45ng/ml、AFP�2.4ng/ml、hCG�
162ng/ml、可溶性IL-2R�511ng/ml

画像所見：超音波検査では精巣内に腫瘤や石灰化は認
めなかった。また造影CT検査では頚部、鎖骨上窩リン
パ節及び大動脈周囲リンパ節の腫大を認めた。精巣内
に明らかな腫瘤性病変は認めなかった。（図①）

PET-CT検査においても腫大リンパ節への集積を認
めた。他の臓器に明らかな集積は見られなかった。（図
②）

左鎖骨上窩リンパ節生検：H-E 染色でリンパ節内
に、核異型や核小体の目立つ、淡明・顆粒状の腫瘍
細胞が認められた。また免疫染色ではCD30、PLAP
染色で一部陽性となり、TTF-1やAFPは陰性であっ
た。KeratinAE1/3、KeratinAE1/7染色は陽性であり、
Kratin20や34βE12染色では陰性で（図③）、胎児性癌
と診断した。

経過：以上の結果から、頚部、鎖骨上窩リンパ節及
び大動脈周囲リンパ節転移を伴う原発巣不明の性腺外
胚細胞腫瘍と診断した。原発巣不明であるため、精巣
腫瘍取り扱い規約による臨床期分類ではStageⅢCで
あり、IGCCCではpoor�prognosisに該当した。精巣腫
瘍の標準的治療に準じ、導入化学療法としてBEP療法

（Bleomycin＋Etoposide＋CDDP）を予定した。患者の
希望で精子凍結保存やセカンドオピニオンを行ったた

＊ A case of extragonadal germ cell tumor of unknown 

primary
＊＊ Nayuka Matsuyama et al.
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め診断から治療開始まで2週間を要し、化学療法開始直
前のCTにて両側肺野に多数の結節陰影を認め、肺転移
と診断した。治療方針は変更せずに、予定通り、BEP
療法3コース施行した。化学療法終了後のCT検査では、
頚部リンパ節、大動脈周囲リンパ節、肺結節陰影がす
べて消失し、NEDと判断した。11か月が経過した現在
も、画像上の再発所見はなく、各腫瘍マーカーも陰性
化している。

考　　 察

男性の胚細胞腫瘍は多くが精巣原発であるが、2～
5％は性腺外原発とされている。1）発生部位としては中
心線上が多く、中でも松果体、縦隔、後腹膜原発や骨
盤内仙骨尾骨部に好発する。2）病理診断はセミノーマ、
胎児性癌、卵黄嚢腫瘍、絨毛癌などと多彩で、精巣原
発の胚細胞腫瘍では約50％がセミノーマであるのに対
し、性腺外細胞腫瘍では非セミノーマが多い。3）性腺外

図1　造影CT：頚部及び大動脈リンパ節の腫大（○印），精巣内に腫瘍なし

図2　PET-CT：頚部及び大動脈リンパ節の腫大（○印）
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①　H-E染色（20倍）
②　H-E染色（400倍）
③　CD30染色：細胞膜が陽性
④　PLAP染色：細胞膜と一部細胞質陽性
⑤　Kratin�AE7染色：細胞膜と細胞質陽性
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に発生した腫瘍は、精巣腫瘍の転移であるか、性腺外
が原発であるかが問題となる。触診上で精巣に異常を
認めない場合は①occult�testicular�tumor　②burned-
out�testicular�tumor　③extragonadal�germ�cell�tumor��
の 3 つ の 可 能 性 が あ る と さ れ て い る。burned-out�
testicular�tumorは明らかな転移を有しているにも関わ
らず、原発巣は退縮して精巣内には腫瘍の残存はみら
れないものである。これは腫瘍の代謝亢進に栄養の供
給が追い付かなくなった状態と考えられている。特に
胚細胞腫瘍の中でも絨毛癌がburned-outされることが
多い。

局所の評価では第一に超音波検査を行い、それだけ
で不十分な場合にMRIを用いる。現在、超音波検査や
MRIで精巣腫瘍を疑う所見がない場合は精巣生検を施
行しなくてもよいとされている。また、PET-CTでは、
精巣の小さな原発巣も明瞭に描出されるため有用な検
査方法とされている。特にセミノーマでは微小病変や
治療後の残存腫瘍に対し有用性が報告されている。4）

今回精巣の生検については、超音波検査やMRIにて精
巣腫瘍を疑う所見がない場合は、特に施行しなくても
よいとされている。本例では、超音波検査上で、精巣
腫瘍を疑う病変がないことから、MRIは施行せず、精
巣生検も施行しなかった。また、PET-CTでも精巣内
には腫瘍を疑う病変を認めなかったことから、原発巣
不明の性腺外胚細胞腫瘍と診断した。

性腺外胚細胞腫瘍の治療の基本は化学療法であり、
進行性精巣癌に準じたレジメンで行われる。導入化学
療法はBleomycin、Etoposide、CDDPによるBEP療法
であり、初回の化学療法が患者の予後に大きく関連し
ているとされる。5）6）最適な投与量設定と副作用対策を
行い、延期、中止することなくガイドラインで推奨さ
れる3コースを完遂することが重要である。治療の目標
は、腫瘍マーカーの正常化と画像検査での腫瘍の消失
がある。性腺外胚細胞腫瘍の導入化学療法の治療成績
はNED（no�evidence�of�disease）が57％、CR（complete�
remission）は31 ％、PR（partial�response）は32 ％と
報告されており、性腺外胚細胞腫瘍の非セミノーマは
精巣原発に比べ5年生存率は低いとされている。7）8）ま
た、化学療法後の腫瘍摘出術については、腫瘍マーカー
が正常化した例で、腫瘍のCRが得られない場合に考慮
されるのが一般的である。しかし、腫瘍マーカーが正
常化しなくても、腫瘍の完全切除が可能であれば、切
除により長期生存が得られるという報告もある。9）10）

本症例は、化学療法1コース終了後に胎児性癌の腫瘍
マーカーであるLDHは陰性化した。また、CT�上でも
肺結節影の縮小が認められており、化学療法に対する
反応は良好であると考えられた。その後も、大きな副
作用もなく、適切な投与量、投与間隔で化学療法が施

行可能で、3コース終了後には肺結節影やリンパ節腫大
は消失した。化学療法終了後11か月の現在も再発所見
は認めていない。今後の経過で再発による頚部リンパ
節または後腹膜リンパ節の腫大が認められる場合は積
極的に外科的切除を施行していく方針である。

結　　 語

原発巣不明の性腺外胚細胞腫瘍に対し、化学療法が
奏功した1例を経験した。

C O I

この論文において開示すべき利益相反状態はありま
せん。
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異所性妊娠の診断、治療におけるMRIの有用性＊

� 名古屋市立東部医療センター　産婦人科� �神　谷　将　臣＊＊� 倉　兼　さとみ�
関　　　宏一郎� 村　上　　　勇

key�word：異所性妊娠，MRI，腹腔鏡下手術

抄　　 録

近年、超音波検査やhCG検査により妊娠早期に異所
性妊娠の診断が可能となり、異所性妊娠の破裂前に治
療が可能な症例が増加してきた。しかし、超音波検査
のみでは確定診断できない例も多く、診断的子宮内容
除去術やMRIを施行する場合もある。その診断過程に
確立されたものはなく、MRIにより詳細な妊娠部位を
推定することができれば、診断に大きく寄与するもの
と考えられる。今回我々は異所性妊娠を疑った126例に
対し確定診断に至るまでの過程、またMRIを施行した
54例のMRI所見を調べ、妊娠部位別の異所性妊娠の診
断率、異所性妊娠を疑いMRIや診断的子宮内容除去術
を行うも、診断が困難であった3例を後方視的に検討し
た。MRIにて付属器の異所性妊娠は93.5%の診断率で
ある一方、大網妊娠や腹膜妊娠の診断は困難な症例も
認められた。全体では89.8%の症例でMRIにより異所
性妊娠の診断が可能であったが、付属器以外の異所性
妊娠や付属器に異なる病変の可能性がある場合は、誤
診の原因となりやすく注意が必要である。超音波検査
にて異所性妊娠の診断が困難な症例では、MRIにより
妊娠部位を特定できることも多く有用な検査であると
考えられた。

はじめに

異所性妊娠は全妊娠中の1-2%で、近年は生殖補助医
療（ART）の進歩に伴い増加傾向である。妊娠の診断
の上で正常妊娠と、流産や異所性妊娠などの異常妊娠
を鑑別することは重要であり、特に異所性妊娠は腹腔
内大量出血をきたし、致死的になる場合もあるため妊
娠早期の診断が求められる。近年は超音波検査やhCG
測定により妊娠早期に異所性妊娠を疑うことができる
ようになったため、未破裂の状態で治療可能な症例も
増え、腹腔鏡下手術で完遂できることも多い。しかし

妊娠部位の特定には超音波検査のみでは不十分である
ことも多く、確定診断に至るまでの診断過程について
確立されたものはない。そのため除外診断のための子
宮内容除去術や診断目的の腹腔鏡、また最近ではMRI
など様々な検査が行われている。当院では超音波検査
で妊娠部位が特定できない症例に対し、過去には診断
的子宮内容除去術を多く施行していたが、最近では妊
娠部位を特定するためにMRIを行っている。今回我々
は、異所性妊娠を疑った症例の診断過程や異所性妊娠
のMRI所見を調査することで、MRIの有用性について
後方視的に検討した。

対象および方法

2012年1月から2016年12月までの5年間で、超音波
検査で子宮内に胎嚢を認めず、臨床経過より異所性妊
娠を疑った126例を対象とした（子宮頸管妊娠の1例は
除く）。全例に経膣超音波検査、血中または尿中hCG検
査が施行され、超音波検査で明らかな妊娠部位を特定
できない場合にMRIや診断的子宮内容除去術を施行し
た。MRIは単純MRIを施行し造影剤は使用しなかった。
これらの症例に対し、以下の様に分析した。

Ⅰ．�異所性妊娠を疑った126例の確定診断に至るまでの
過程を調べた。

Ⅱ．�異所性妊娠を疑い、診断や治療を行う中でMRIを施
行した54例につき、最終的に腹腔鏡にて異所性妊
娠と診断された49例、異所性妊娠の診断には至らな
かった5例のMRI所見について下記の項目を調べ、
妊娠部位を推定可能であった症例の割合（胎嚢の検
出率）を妊娠部位別に算出した。

　1．異所性の胎嚢様構造の有無
　　※�卵管妊娠の場合、胎嚢がT1W1で低信号、T2W1

で高信号を示し（図1）、絨毛がT1W1で等信号
から高信号、T2W1で中等度信号を示す1）。

　2．血性腹水の有無
Ⅲ．�MRIにて異所性妊娠を疑い腹腔鏡に至ったが、妊娠

部位を特定できず子宮内容除去術を施行した結果、
初期流産の診断に至った2例、MRIを施行し異所性

＊ Usefulness of diagnosis and treatment of ectopic pregnancy 

with magnetic resonance imaging
＊＊ Masaomi Kamiya et al.
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妊娠を疑う所見を認めるも、臨床症状がなく内膜症
の既往もあり子宮内容除去術を施行したが絨毛組織
を認めず腹腔鏡にて卵管妊娠の診断に至った1例を
検討した。

結　　 果

Ⅰ．異所性妊娠を疑った126例の診断に至るまでの過程

を示す�（図2）。
異所性妊娠を疑った126例のうち、異所性妊娠の疑い

が非常に強く、直ちに腹腔鏡に至ったのは51例で全例
に異所性妊娠の所見を認めた。超音波検査にて異所性
妊娠と診断するには困難であった25例に子宮内容除去
術を施行し、18例が初期流産の診断、7例は絨毛組織を
確認できなかった。子宮内容除去術にて絨毛を確認で
きず、hCG下降が見られなかった7例に対し、確認のた

図1　MRI：T2W1　高信号の腫瘤病変を認める

図2　異所性妊娠を疑った126例の診断に至るまでの過程
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め4例にMRIを施行し異所性妊娠の所見を認めた。7例
とも腹腔鏡を施行し異所性妊娠の診断に至った。

異所性妊娠を疑った126例のうち、50例に診断目的
でMRIを施行し、異所性妊娠の所見を認め腹腔鏡に
至ったのは46例であった。そのうちの2例は術中に異
所性妊娠の所見を認めず、術後に子宮内容除去術を行
い、初期流産と診断された。MRIにて異所性妊娠の所
見を認めず子宮内容除去術に至ったのは4例で、3例は
初期流産であったが、そのうちの1例は子宮内に絨毛組
織を認めず腹腔鏡にて異所性妊娠の診断に至った。
Ⅱ．異所性妊娠を疑い、診断や治療を行う中でMRIを
施行した54例のうち、MRIを施行し腹腔鏡にて異所性
妊娠と診断された49例（卵管妊娠39例、卵管間質部妊
娠5例、卵巣妊娠2例、腹膜妊娠2例、大網妊娠1例）、
異所性妊娠の診断に至らなかった5例のMRI所見、子
宮内容除去術施行数、胎嚢検出率について示す（表1）。

卵管妊娠の39例については、卵管に胎嚢様構造を
認めたのは 36 例（92.3%）、卵管間質部妊娠の 5 例に
ついては、卵管間質部に胎嚢様構造を認めたのは5例

（100%）、卵巣妊娠の2例については、卵巣または卵管
に胎嚢様構造を認めたのは2例（100％）であった。卵
巣妊娠の2例は、妊娠部位が卵管か卵巣かの判別は困
難であったが2例とも付属器の胎嚢様構造の同定は可
能であった。以上より、付属器の異所性妊娠について
は93.5％の症例でMRIにて胎嚢を検出することができ、
異所性妊娠を推定することが可能であった。

腹膜妊娠の2例については、1例はダグラス窩に胎嚢
様構造を認めたが、もう1例は胎嚢様構造を認めなかっ
た。大網妊娠の1例については、左卵巣外側に血腫を認
めたが明らかに胎嚢様構造は指摘できなかった。異所
性妊娠の診断には至らなかった5例のMRI所見につい
ては付属器に胎嚢様構造を2例に認めた（40%）。以上
より、付属器以外の異所性妊娠については、付属器の
異所性妊娠に比べMRIにて診断が困難な例の割合が高
かった。
Ⅲ．MRI、腹腔鏡を行ったが妊娠部位を特定できず術

後の子宮内容除去術にて初期流産と診断された2例（症
例A、症例B）、異所性妊娠を疑うも臨床症状がなく子
宮内容除去術を施行したが、絨毛組織を認めず腹腔鏡
にて卵管妊娠の診断に至った1例（症例C）について臨
床経過、MRI所見、術中所見を以下に示す。

症例A
妊 娠 7 週 に 子 宮 内 に 胎 嚢 を 認 め ず、 尿 中

hCG6629mIU/mlで異所性妊娠疑いにて当院に紹介と
なった。経膣超音波検査で右卵巣に血腫像を認めたが
明らかな胎嚢は認めず。MRI所見は（1）右卵巣あるい
は卵管に血性の嚢胞状構造を認め、（2）血性腹水は認
めなかった�（図3）。異所性妊娠を疑い、翌日腹腔鏡を
施行。右卵巣は内膜症性嚢胞と思われ嚢胞壁焼灼術施
行、腹腔内に妊娠部位を特定できなかった。術後の子
宮内容除去術にて絨毛組織を確認し初期流産と診断し
た。
症例B

妊 娠 7 週 に 子 宮 内 に 胎 嚢 を 認 め ず、 尿 中
hCG11142mIU/mlで異所性妊娠疑いにて当院に紹介と
なった。経膣超音波検査では子宮内に胎嚢はなく付属
器腫瘤や腹水を認めず、尿中hCG4835mIU/mlと低下を
認めた。MRI所見は（1）左卵巣に接してT2中等度信号、
T1辺縁に淡い高信号の腫瘤を認め、（2）血性腹水認め
ず�（図4）。異所性妊娠を疑い同日、腹腔鏡を施行したが、
左卵巣と広間膜に軽度の癒着のみで妊娠部位は特定で
きなかった。術後の子宮内容除去術にて絨毛組織を確
認し初期流産と診断した。
症例C

妊娠6週に子宮内に胎嚢を認めず血中hCG2100mIU/
mlで異所性妊娠疑った。MRI所見は（1）T2W1で高信
号の右付属器腫瘤を認め胎嚢構造（図5）が疑われたが、
臨床症状も乏しく、内膜症手術の既往があり内膜症性
嚢胞の可能性も考慮し子宮内容除去術施行した。絨毛
組織を確認できず、hCG1685mIU/ml、下腹部痛が出
現したため腹腔鏡を施行し右卵管妊娠の診断に至った。

表1　異所性妊娠を疑った54例のMRI所見・子宮内容除去術施行数・胎嚢検出率

妊娠部位 症例数
MRI所見 子宮内容除去術�

施行数
妊娠部位推定可能：�

胎嚢検出率（%）異所性の胎嚢構造 血性腹水
卵管妊娠 39 36 34 4 92.3
卵管間質部妊娠 5 5 4 0 100
卵巣妊娠 2 2 0 0 100
腹膜妊娠 2 1 0 0 50
大網妊娠 1 0 1 1 0
異所性妊娠（合計） 49 44 39 5 89.8
異所性妊娠の診断に至らず 5 2 2 5 40※

※胎嚢様構造の検出率
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図4　症例B　MRI：T2W1　左卵巣に接してT2中等度信号の腫瘤病変を認める

図5　症例C　MRI：T2W1
①T2高信号の腫瘤病変を認める　　②内膜症性嚢胞疑い

図3　症例A　MRI：T2W1　右卵巣あるいは卵管に血性の嚢胞状構造を認める
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腹腔鏡下右卵管切除術、また左卵巣内膜症性嚢胞を認
め嚢腫内容液吸引術を施行した。右卵巣は正常であっ
た。

考　　 察

異所性妊娠は全妊娠中の1-2%で98%は卵管に発生
する 2）。その他の部位として卵巣、大網、腹膜、子宮
頸管、帝切瘢痕部が挙げられる。一般的に異所性妊
娠の診断には経膣超音波検査や血中hCG検査を行い、
hCG1000mlU/ml以上にもかかわらず子宮内に胎嚢を認
めなければ異所性妊娠を疑う 3）。超音波検査の特異的な
所見として付属器腫瘤やダグラス窩のecho�free�space
が挙げられる。しかし経膣超音波検査で卵管妊娠の推
定は可能なことも多いが、大網妊娠や腹膜妊娠は診断
不可能な場合がほとんどである。超音波検査にて付属
器腫瘤および胎嚢像が確認できるのは41.6～56.3%との
報告が多く4）5）、妊娠部位の推定に十分とは言えない。

近年ではMRIの普及に伴い異所性妊娠の診断に用い
られることも多く、骨盤内腫瘤に対して部位や質的診
断に有用とされ、画質も向上し詳細な妊娠部位を推定
することが可能となった。苔口らはMRIの冠状断が特
に有用で、93.8%の高い診断率が得られるとしており4）、
我々の研究結果では89.8%の診断率を得ることができ
た。卵管妊娠に関しては92.3%の診断率、卵管間質部妊
娠の5例、卵巣妊娠の2例においても全例にT2W1で中
等度から高信号の腫瘤病変を示し100%の診断率で、付
属器の異所性妊娠としては93.5%の診断率であった。腹
膜妊娠の1例においてダグラス窩にT2W1で中等度の腫
瘤病変を示し50%の診断率、大網妊娠の1例については
左卵巣外側にT2W1で高信号域を認めるも明らかに胎
嚢とは言いがたい所見であった。

このようにMRIによって異所性妊娠の高い診断率を
得ることができるが、MRIを行い異所性妊娠が疑われ
腹腔鏡に至り、結果的に初期流産であった2例のように、
子宮内膜症性嚢胞や卵巣内血腫、黄体嚢腫など付属器
に別の病変を認めれば診断能力が低下することが示唆
された。これらの症例では子宮内容除去術にて初期流
産と診断されたことから、子宮内容除去術を併用すれ
ば誤診はなかったと考えられる。当院では過去（2006
年1月～2010年12月）には異所性妊娠の診断目的に
33.8%の症例に対し術前の子宮内容除去術を施行してい
たが 5）、今回の研究結果ではMRI施行数が上昇したこ
とで22.8％の症例と減少傾向にある。診断的子宮内容
除去術は侵襲を要し、診断までに日数を要することか
ら入院期間延長、また待機期間において異所性妊娠部
位の破裂のリスクもある。子宮内容除去術で絨毛を認
めなければ改めて異所性妊娠の手術が必要となる可能

性が高く、絨毛組織を認めなくても流産後である場合
や、診断的子宮内容除去術を施行しても異所性妊娠で
あるのは4割程度との報告もあり6）、診断的子宮内容除
去術は不要とする考えもある 7）。しかしながら子宮内容
除去術をせずに診断目的の腹腔鏡を行った場合の誤診
率は5.6～7.1%との報告があり 8）9）、診断的子宮内容除
去術後の誤診率1.3%4）に比べ高い。診断目的の腹腔鏡、
または診断的子宮内容除去術を選択するかはどちらも
メリット、デメリットがあり議論の余地はあるが、侵
襲がほぼないMRIによって侵襲的な子宮内容除去術を
減らせることは事実である。

超音波検査で子宮外に胎嚢像や胎児心拍が見られる
場合、また明らかな卵管腫大像など異所性妊娠と断定
できる症例や、出血性ショックなど時間に余裕がない
場合はMRIや診断的子宮内容除去術をする必要性はな
いと考えるが、超音波検査で異所性妊娠の診断が困難
な症例についてはMRIの施行、またMRIにて明らかに
異所性妊娠を疑えない症例、特に腹膜妊娠や大網妊娠
など診断が難しい症例、卵巣に異なる病変を有する症
例については、診断的子宮内容除去術を考慮すること
で誤診が減少し最終的な患者負担も減ると考えている。

治療についても最近では出血性ショックを除けば異
所性妊娠のほとんどの症例で腹腔鏡下手術が可能であ
る。当院でも100%の症例で腹腔鏡下手術にて完遂でき、
超音波検査やhCG値、MRIによって早期に診断するこ
とが可能になったことが大きく関与しているだろう。
超音波検査やMRIにより妊娠部位を推定できることは
予め術式を選択しやすくなること、また腹膜妊娠にお
いては造影MRIにより胎嚢の血流、正確な妊娠部位を
確認することで術前の出血リスクの評価が重要であっ
たとの報告もあり 10）、治療戦略においても有益である
と考えられる。

お わ り に

当院での異所性妊娠におけるMRIの診断率は89.8%
であった。卵管、卵管間質部、卵巣妊娠など付属器の
異所性妊娠では93.5%の症例で妊娠部位を特定可能で
あったが、付属器以外の妊娠部位では特定できない可
能性も高い。また内膜症性嚢胞や黄体血腫など付属器
の病変の存在がある場合は誤診の原因となりやすい。
今回の研究を踏まえて、我々は異所性妊娠の診断のフ
ローチャートを図6に示した。超音波検査にて異所性妊
娠の診断が困難な症例では、診断的子宮内容除去術や
腹腔鏡を施行する前に、MRIで妊娠部位を評価するこ
とが重要と考えている。

なお、今回の研究論文に関して開示すべきCOIはあ



― 46 ―

名古屋市立病院紀要　第40巻　2017年

りません。
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水疱性類天疱瘡に血液凝固第５因子インヒビターを認めた一例＊
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key�word：水疱性類天疱瘡，第５因子インヒビター

抄　　 録

症例は87歳、男性。主訴は発熱。アルツハイマー型
認知症等で内科外来に通院しつつ在宅療養していた。
ショートステイのため施設入所していたところ発熱し、
精査治療目的で来院した。特記すべき皮膚疾患や血液
疾患の家族歴は無く、10年前に非心原性脳梗塞を発症
していた。来院時の血液検査で炎症反応を認め、胸腹
部CT等から、誤嚥性肺炎、胸膜炎、尿路感染症と診
断し入院治療を開始した。四肢体幹に水疱形成を伴う
浮腫性紅斑を認め、皮膚科専門医により水疱性類天疱
瘡と診断された。血液検査では、HCVAb、�HBsAbが
陽性であったが肝・心機能障害はなく、FT3値の低下、
BNP値の軽度上昇を認めた。血清抗BP180抗体値は陽
性、抗核抗体、デスモグレイン1、およびデスモグレイ
ン3抗体は陰性であった。CTRXを開始したところ、体
幹・四肢に薬疹をきたし、CMZに変更したところ紅斑
は再燃し、以後CAZ、SBT/CPZと変更したが紅斑は
持続し、FOMと変更し皮疹は軽快した。中心静脈ポー
ト造設術前検査でPT、�APTTは高度に延長していた。
CT検査では左右大腿筋内に多発血腫を認めた。血液凝
固第5因子活性のみが測定感度以下で、臨床経過から後
天性インヒビターと診断し、プレドニゾロン60mgの投
与を開始した。第5因子活性は62.4%まで改善し画像診
断上も筋内血腫は縮小した。自己免疫疾患や薬剤アレ
ルギーのある患者では凝固因子インヒビターに注意す
る必要がある。

緒　　 言

凝固因子に対するインヒビターは、高齢者では稀に
認められる 1）が、筋肉内など深部出血をきたす重篤な
病態である。

水疱性類天疱瘡は、血液中に表皮と真皮の境となる
基底膜部に対する自己抗体（抗表皮基底膜部抗体）が
でき、それが表皮の基底膜にある自己抗原に結合して、
表皮と真皮の接着が悪くなり水疱を形成する。年齢的
には60歳以上、特に70から90歳台の高齢者にみられる。
頻度は0.012%程度と推定され、最近の日本の高齢化に
より増加していると考えられるものの、稀な疾患であ
る2）。

今回私たちは、水疱性類天疱瘡の経過中に、血液凝
固第5因子インヒビターを認めた症例を経験したので報
告する。

症　　 例

症例は87歳、男性。アルツハイマー型認知症などの
ため他院で通院治療をしていたが、老人施設でショー
トステイ中に発熱し、倦怠感も強く、経口摂取は困難
となり、来院した。来院時に意識は低下しており、低
血圧で、感染に伴うSystemic� inflammatory�Response�
Syndrome�（SIRS）と考えられ、入院治療を開始した。

入 院 時 の 身 体 所 見 は、 血 圧 86/60mmHg、 体 温
38.5 ℃、心拍数97/分、SpO2値は酸素2L/分を吸入し
95%であった。入院時に全身に紅斑や緊満性の水疱を
認めた。家族歴には特記すべきものはなく、特記すべ
きアレルギーは無かった。

来院時の血液検査所見では、CRP、LDHの上昇を認
め、ヘモグロビン、総蛋白、アルブミンの低下を認めた。
免疫学的検査では、デスモグレイン1および3抗体は陰
性で、抗BP180抗体は陽性であった（表1）。血小板減
少や凝固系の異常は認めなかった。入院時の胸腹部CT
では、右中葉の気管支壁の肥厚、末梢の斑状収縮性変
化を認めた。頭部CTでは、両側基底核、左小脳半球に
多発する陳旧性梗塞を認め、加齢性脳萎縮を認めたが、
皮下や筋内出血は認めなかった。

臨床経過および来院時の検査結果から誤嚥性肺炎に
併発したSIRSと診断し、セフトリアキソン（CTRX）
2.0g/日の点滴投与を開始した（図1）。その後一旦解熱

＊ A case of factor V inhibitor with bullous pemphigoid
＊＊ Shinichirou Tanaka et al.
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し、諸症状は改善傾向を示したが、第13病日に再発熱し、
CTRXを継続した。入院時に認めた皮疹は、抗BP180
抗体が陽性であることなどから水疱性類天疱瘡と診断
した（図2）。プレドニゾロン20mg/日の内服を開始し
たところ皮疹は改善した。後に凝固異常の治療を開始
した時点では、同様の皮疹はなかった。

第15病日にCTRX投与後に新たに全身の皮疹が出現

し、CTRXに対する薬剤アレルギーと診断し、CMZ（セ
フメタゾール）に変更した（図3）。その後、セフタジ
ジム（CAZ）、セフォペラゾン（SBT/CPZ）に変更したが、
投与後に皮疹の増悪を繰り返した。第21病日にホスホ
マイシン（FOM）に変更したところ、皮疹は消失し解
熱した。

肺炎の治療後に栄養療法のために中心静脈ポート造

表1.　入院時検査所見

内分泌検査 自己抗体
TSH （μIU/mL） 0.9 デスモグレイン1抗体 （U/mL�） <3.0
FT3　　　　 （pg/mL� ） 1.3 デスモグレイン3抗体 （U/mL�） <3.0
FT4 （ng/dL� ） 0.9 抗BP180抗体 （U/mL�） 83.6

BNP　 　 （pg/mL� ） 39.3 IgE定量 （IU/mL） 19483
抗核抗体

PCT （ng/mL� ） 0 抗体価型 （倍　） <40
PCT （定性） （-） HOMOGENE （倍　） <40

SPECKLED （倍　） <40
Dダイマー （μg/mL� ） 0.2 NUCLEOLA （倍　） <40

CENTROME （倍　） <40
PERIPHER （倍　） <40
核膜型 （倍　） <40
PCNA型 （倍　） <40
PCNA様型 （倍　） <40
GRANULAR （倍　） <40
細胞質型 （定性） （-）

図1.　臨床経過
誤嚥性肺炎に対して、抗菌薬投与を行った。CTRX、CMZ、CAZ、CPZ/SBTの投与で皮疹が出現した。FOM投与時には皮疹
は消失した。
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図2.　皮疹の変化
入院時に認められた類天疱瘡の紅斑と水疱は、プレドニン20mg/日の内服で改善、消失
した。

図3.　抗菌薬投与時に認められた皮疹
a-b）セフェム系抗菌薬の投与時に認められた発疹。
c）血液凝固異常の治療開始前の胸部写真。抗菌薬投与で出現した皮疹は、FOMの投与切
り替えたところ、徐々に改善し消失した。
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設を行うこことなったが、その術前検査で血液凝固異
常を認めた。第26病日に施行した術前検査で、凝固第
5因子活性は測定感度以下であった（表2）。その他、第
2、10、11、12因子活性も軽度低下していたが、血小板
数の低下、FDP値の増加は無かった。臨床経過から第
5因子インヒビターと診断し、プレドニゾロン60mg/日
を開始した。治療後の第39病日には、第5因子活性は
著明に改善していた。凝固異常出現時の画像所見では、
右大腿直筋、左長内転筋等に隔壁をもつ一部高吸収域
の病変があり、多発筋内血腫の所見であった。プレド
ニゾロン開始後、第38病日にはPT-INR値は1.31まで
改善し、プレドニゾロンは徐々に減量し、その後凝固
異常の悪化はなかった。また筋内血腫の改善を認めた

（図4）。

考　　 察

本症例の病態として、CTRX投与中に凝固第5因子
に対する自己抗体が出現し、凝固機能が低下した結果、
二次止血が障害され、多発出血を来したと考えられる。
複数のセフェム系抗菌剤に対する薬剤アレルギーが示
唆されたが、CTRX、CMZ、CAZ、CPZは共通の化学
構造を持っており、もともと抗BP180自己抗体を持っ

ていたことから、アレルギー性に凝固因子に対する自
己抗体を産生した可能性は否定できない。

血液凝固第5因子のインヒビターの出現率は、100万
人あたり0.09症例とされ、極めてまれな病態である 3）。
水疱性類天疱瘡も稀な病態であり、本症例は極めて稀
な病態といえよう。血液凝固第5因子のインヒビターは、
血液凝固止血製剤投与後に認められることが多い4,�5）が、
関節リウマチなど自己免疫疾患やがん患者でも報告さ
れている6）。今回は抗生剤投与後に出現しており、明確
な機序は不明だが自己免疫疾患を有する症例では、凝
固因子インヒビターに対して留意する必要があると考
えられた。

結　　 語

水疱性類天疱瘡に認めた血液凝固第5因子インヒビ
ターの症例を経験した。多臓器にわたるアレルギー疾
患の病態解明が望まれる。

本論文発表に関連し、著書らの開示すべきCOI関係
にある企業等は無い。

表2.　血液凝固異常値の変化

Day�26 Day�39
抗CLβ2G （U/mL） <1.3 抗CLβ2G （U/mL） <1.3
抗カルジオリピンG （U/mL） <1 抗カルジオリピンG （U/mL） 5
第2因子 （％） 62.7 第2因子 （％） 90.1
第5因子 （％） <1.0 第5因子 （％） 62.4
第7因子 （％） 84 第7因子 （％） 97.1
第8因子� （％） >=200 第8因子 （％） >=200
第9因子 （％） 79.6 第9因子 （％） 89.2
第10因子� （％） 51.5 第10因子 （％） 76.9
第11因子 （％） 46.6 第11因子 （％） 62.1
第12因子 （％） 21.2 第12因子 （％） 33
F13活性 （％） 71 F13活性 （％） 71
F13抗原 （％） 135 F13抗原 （％） 77
第8因子インヒビター （BU/ML） <0.5 第8因子インヒビター （BU/ML） <0.5
LA定量� （SEC） 19 LA定量 （SEC） 5.5
抗核抗体 抗核抗体
抗体価型 （倍） <40 抗体価型 （倍） <40
HOMOGENE （倍） <40 HOMOGENE （倍） <40
SPECKLED （倍） <40 SPECKLED （倍） <40
NUCLEOLA （倍） <40 NUCLEOLA （倍） <40
CENTROME （倍） <40 CENTROME （倍） <40
PERIPHER （倍） <40 PERIPHER （倍） <40
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図4.　筋内血腫の変化
a-b）インヒビター出現時にCTで認められた右大腿直筋、左長内転筋内の血腫（矢印）。
c-d）ステロイド投与を開始したところ、PT-INR値は徐々に改善し正常化し、右大腿直筋、
左長内転筋内血腫は治療に伴い縮小、改善した。
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心アミロイドーシスと十二指腸乳頭部癌を合併した一例＊

� 名古屋市立大学大学院医学研究科　放射線医学分野� 中　谷　優　子＊＊�
� 名古屋市立東部医療センター　循環器内科� 佐　伯　知　昭� 溝　口　達　也�
� � 野　田　　　翼� 蓮　尾　隆　博�
� � 関　本　　　暁� 吉　田　孝　幸�
� � 玉　井　　　希� 村　上　善　正�
� 名古屋市立東部医療センター　病理診断科� 鈴　木　周　五

key�word：心アミロイドーシス，AAアミロイド，十二指腸乳頭部癌

抄　　 録

85歳男性。
難治性心不全に十二指腸乳頭部癌を合併し2回目の

心臓カテーテル検査で心筋生検を行いAL型心アミロイ
ドーシスと診断、心不全3年および十二指腸癌1年とい
う緩徐な経過で心不全死された。難治性心不全のため
抗がん剤の使用歴はない。病理解剖の結果、全身性AA
型アミロイドーシスと診断することができた。

症　　 例

85歳男性
主訴：労作時呼吸苦
現病歴：10日前から下腿浮腫が出現し、労作時呼吸苦
を感じるようになったため当科を受診した。
既往歴：両踵骨骨折（2000年）、頸椎症（2005年）、持
続性心房細動（2011年）、白内障
アレルギー：ペニシリン、セフォチアム、ミノサイク
リン、アミカシン
家族歴：特記事項なし
現 症： 身 長 155cm、 体 重 54kg、 意 識 清 明、 血 圧
133/86mmHg、脈拍76bpm（不整）、経皮的酸素飽和
度99%（room�air）、発熱なし、結膜に貧血･黄疸なし、
表在リンパ節を触知せず、甲状腺腫を触知せず、心雑
音･肺ラ音を聴取せず、腹部は平坦軟で肝脾を触知せ
ず、両下腿に浮腫を認める。
検査所見：図1－7を参照。
臨床経過：

•� �20XX.4.13-27：心不全増悪で1回目の入院。インフ
ルエンザBによる発熱を伴う。下腿浮腫と息苦し

さ、右胸水と持続性心房細動と左室肥大を認めた。
BNP573pg/ml、LVEF40%。血圧は低いが利尿薬
の反応は良好であった。心臓カテーテル検査は辞
退された。心不全の原因として肥大型心筋症を疑っ
た。NYHA1度。

•� �翌年1.9-24：心不全増悪で2回目の入院。左舌区の
肺炎を伴う。1度目の心臓カテーテル検査では冠
動脈に有意狭窄なく、虚血性心不全は除外できた。
安静と利尿にて心不全の経過もよく心筋生検は施
行しなかった。LVEF30%、NYHA1度。

•� 同年外来で血清･尿免疫電気泳動検査に異常なし。
•� �同年.11.14-12.7：3回目の入院。肝機能障害に対し

CT検査で総胆管結石と診断され、十二指腸乳頭バ
ルン拡張術および採石術を施行した。その後も肝
機能障害を認め、抗ミトコンドリア抗体が陽性で
原発性胆汁性肝硬変が疑われた。

•� �翌々年5.19-6.13：4回目の入院。溶連菌感染を伴う
心不全増悪。抗生剤治療にて軽快退院された。

•� �同年6.22-7.2：発熱と心不全増悪にて5回目の入院。
血液培養から肺炎桿菌が陽性となり胆管拡張より
胆道感染を疑った。抗生剤治療にて軽快退院され
た。

•� �同年8.5-10.15：再度発熱に伴う心不全増悪にて6回
目の入院。抗生剤治療中に血圧が低下し、抗生剤
のアナフィラキシーショックを疑った。感染症の
治療後にERCPを施行し、十二指腸乳頭部腺癌と
診断、胆管拡張を来していた。手術適応の診断の
ため2回目の心臓カテーテル検査で左室より心筋生
検を施行しAL型心アミロイドーシスと診断、手術
適応なしと診断した。胆管ステントを留置して退
院となった。

•� �同年11.10-26：浮腫のため7回目の入院。利尿薬を
増量して退院された。

•� �翌翌々年.3.16-5.30：発熱のため8回目の入院。胆
管ステント逸脱のためERBDチューブを留置した。

＊ A case of cardiac amyloidosis with duodenal papillary 

cancer
＊＊ Yuko Nakaya et al.
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図3　心電図：慢性心房細胞
・心不全でもむしろ徐脈で、ホルター心電図検査では心室頻拍を認めず。

図2　胸部レントゲン：心拡大と右胸水

図1
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図5　心エコー検査：2012年と2015年の比較

図4　心エコー検査
・LVDd42mm,�Ds34mm,�LAD48mm,�IVS18mm,�PW18mm,�EF42%
・LV�dysfunction,�asynergy�（前壁中隔基部から中部の壁運動の低下）
・MR2/4
・左室肥大、左房拡大

図6　心筋生検
・心筋束の日大とともに硝子様物質が心筋間に沈着し、DFS染色で陽性でありアミロドーシスと診断された。
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ねたきり及び経口摂取が困難となり中心静脈栄養
とした。癌はあきらかな転移や浸潤を認めずやや
増大、胆管および主膵管は拡張、右胸水は増加、
徐々に心不全が悪化され、同年5.30死亡された。
主な死因は心アミロイドーシスと診断した。

病理解剖：図8－10を参照。
乳頭部癌（高分化型管状腺癌）　転移）十二指腸、膵
臓　リンパ節転移）膵周囲
全身性アミロイドーシス（AA型）　心、両肺、全身血
管
急性･慢性膵炎
肝慢性胆汁うっ滞、全身黄疸
胸水（1100ml、2250ml）、腹水（350ml）
右肺門部動脈内血栓
慢性胆嚢炎･胆石症

十二指腸線維性ポリープ

考　　 察

アミロイドーシスとはアミロイド蛋白が細胞外に沈
着する疾患で、心臓、腎臓、消化管、神経などに沈着
し、様々な障害を引き起こす。心アミロイドーシスは、
AL（免疫グロブリン軽鎖）アミロイドーシス、ATTR

（トランスサイレチン）アミロイドーシス、AA（血清
アミロイドA）アミロイドーシスの順に多く、心筋細
胞周囲間質や血管壁にアミロイドが沈着し、進行例で
は心筋細胞がアミロイドで置換され、難治性心不全を
きたす。特徴は、右心不全症状優位で低血圧、心電図
が低電位、心筋梗塞様パターンで多彩な不整脈を呈し、
心エコーは斑状のエコー輝度上昇と均一な左室肥大を

図7　十二指腸乳頭部癌
・高度の細胞密度増加を伴う異型腺上皮を認め、高分化型管状腺癌と診断された。

図8　�心臓重量675g肉眼でもすべての割面に広範なアミロイド
沈着が確認できる
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全身にアミロイド沈着を認め、3年の経過で死亡され
た。非AL型心アミロイドーシスの進行は緩徐であると
の文献もあり矛盾しない。また、アミロイドーシスと
十二指腸乳頭部癌の合併はこれまで報告されておらず、
本症例のアミロイドAが出現した原因は十二指腸癌と
の関係を含め不明であった。右肺門部動脈内血栓が病
理解剖で指摘されたが、徐々に心不全が悪化した臨床
経過より死因とは関係なく、心アミロイドーシスが死
因と診断した。本症例の問題点として、1回目の心臓カ
テーテル検査で心筋生検を施行していれば心アミロイ
ドーシスを診断できた可能性が高く、現在当科では原
因が明らかでない心機能低下例の鑑別診断として積極
的に心筋生検に取り組んでいる。

結　　 語

心アミロイドーシスによる難治性心不全と十二指腸
乳頭部癌を合併した稀な一例を経験した。

文　　 献：

1）� 三浦慶一郎、井上寿久、田永幸正、他：デキサメタ
ゾン大量療法により心不全の改善をみた心アミロイ
ドーシスの1例。心臓43:�1335-1340,�2011

示す。有病率は人口100万人当たり6.1人（2004年度臨
床調査個人票にもとづく調査）と推定されており、ま
れな病気である。心筋へのアミロイド沈着は非可逆的
であり、診断からの平均生存期間1.08年、心不全症状
出現後の生存期間は約9ヶ月ときわめて不良とされる
1）。本症例の場合、全身性アミロイドーシスとして臨床
的には典型的な症状を認めなかったが、病理解剖では

図9　DFS染色心臓全体にアミロイドが沈着する

図10　�抗AA抗体にて染色されたことからAA型アミロイドーシスと診断できた。
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特集にあたって

名古屋市立病院で行われている実際の手術手技の工夫について、紹介していただい
た。第1回目は消化器外科に関する手技を特集した。

手術は、先人達がいくつかの小変更が繰り返しながら発展させてきたものである。
各施設では手術をより安全、確実に施行するため、さまざまな工夫が行われており、
実際の手術では、教科書には載っていないような、いわゆる“コツ”が、手術の成功
に重要なこともある。

名古屋市立病院での手術手技の工夫、経験を紹介して頂くことで、今後のより良い
手術の提供につながることに期待して、今回の特集を企画した。

� 担当：桒 原 義 之　

目　次

1．食道アカラシアに対する腹腔鏡下Heller�Dor手術

2.．食道癌切除後の再建胃管作成

3．食道切除後の食道・胃管吻合の工夫

4．胸骨後再建した胃管切除時の工夫

5．��我が国における鼠径ヘルニア修復術の変遷と当院における
TAPP法（transabdominal�preperitoneal�repair）の手術手技

特 集　手術手技の工夫
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食道アカラシアに対する腹腔鏡下Heller Dor手術＊

� 名古屋市立西部医療センター　消化器外科� 三　井　　　章＊＊� 桒　原　義　之�
� � 杉　浦　弘　典� 若　杉　健　弘�
� � 高　須　惟　人� 渡　辺　かをり�
� � 早　川　俊　輔

key�word：食道アカラシア，腹腔鏡下Heller�Dor手術，手術手技

抄　　 録

食道アカラシアは下部食道括約部の弛緩不全と食道
体部の蠕動運動の障害を認める原因不明の食道運動機
能障害と定義されている。食道アカラシアに対する手
術術式としては、腹腔鏡下Heller�Dorが標準的である
が、疾患自体の頻度が比較的稀なため、多くの外科医
が習熟できる手技ではない。

今回、当院での手術手技とコツを紹介した。

はじめに

食道アカラシアは下部食道括約部の弛緩不全と食道
体部の蠕動運動の障害を認める原因不明の食道運動機
能障害と定義されている。食道内の食物の停滞や食道
拡張を引き起こす疾患で、その罹患率は１０万人に１
人程度といわれている。食道アカラシアに対する治療
としては、薬物療法、内視鏡的バルーン拡張術や手術
療法が一般的であるが、近年では経口内視鏡的筋層切
開術（POEM：Per-Oral�Endoscopic�Myotomy）の報告
もみられる。

食道アカラシアに対する外科治療の奏効率は、国内
外で約90％と極めて良好であり、懸念される手術侵襲
度も、近年では腹腔鏡下手術が一般的となり、顕著に
軽減されてきた。

手術術式は腹腔鏡下Heller　Dor手術が一般的で、通
過障害を改善するための食道粘膜外筋層切開術（Heller
筋層切開術）と筋層切開によって惹起される胃食道逆
流を防止するための逆流防止術(Dor)が施行される。今
回、腹腔鏡下Heller　Dor手術の紹介と当院での工夫に
ついて報告する。

① 術前処置
手 術 当 日、 術 前 に 透 視 下 に お い て SB チ ュ ー ブ

（Sengstaken-Blakemore�tube）を留置し、術中の拡張
度の確認や筋線維の残存の有無の確認に用いている。
術中内視鏡を用いる施設も多いが、当科では基本的に
は術中内視鏡は用いていない。

② 実際の手術手技
手術体位は開脚位としている。術者は患者の股間、

助手は患者左側、スコピストは患者右側に立つ。ポー
トは5ポートで行い、臍部に12mmのカメラポート（A）、
右鎖骨中線上に 5mm ポート（B）、左鎖骨中線上に
12mmポート（C）、上腹部の正中よりやや右側に5mm
ポート（D）そして左前腋下線上側腹部に5mmポート（E）
を留置している。術者は主にポートCおよびDを用い、
助手はポートEから胃の牽引を行う。ポートBは肝臓
の挙上用に用いる。

まず、十分に食道を露出させるが、当院では腹部食
道の保持のため食道後壁は剥離せず、食道前壁のみを

＊ Heller Dor procedure for esophageal achalasia
＊＊ Akira Mitsui et al. 図１　ポート孔の位置（基本は5ポート）
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十分に露出している。腹部食道の筋層をEGJから口側
に約5cm切開し、さらに肛門側（胃側）へ2㎝切開し粘
膜下層を露出させている。ここで、術前に留置したSB
チューブを拡張させることにより、拡張の度合いを確
認するとともに十分に切開できていない内輪筋を明ら
かにし、さらに切開を加えている。また、十分に胃壁

側に切開を行うことが重要と考えている。
次に、胃食道逆流防止術（Dor法）を追加する。縫合

を始める前に、食道に被せる胃の前壁の位置を決きめ
る。実際に、胃穹隆部前壁のやや大弯寄りの部分を把
持し、食道の筋層切開部に引き寄せ、十分に覆うこと
ができる部位を選択する。最初に、食道切開部の最上

図２　食道粘膜外筋層切開（Heller�myotomy）は胃側も含めた十分な切開が必要。

図３　前方噴門形成（Dor法）時には左右の横隔膜脚への固定でしっかりと腹部食道を保つ。
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縁を横隔膜に縫合固定する。その後、食道切開部の左
側辺下方から反時計回りに、胃壁を食道の筋切開縁に
縫合して行く。必ず行う縫合部位は、①食道切開部の
左側辺下方、②左側中部、③最上部、さらに④食道切
開部の右側中部、⑤右側下方の5か所で、この順に縫合
している。また、食道切開部の長さによっては、縫合
の間隔が長くなるので、適時、食道の筋層断端と胃壁
の縫合を追加している。さらに、当院では、腹部食道
の縦隔内への逸脱防止（腹部食道の保持）や再狭窄の
防止を考え、①～⑤の縫合時には、食道筋層の切開縁
と同時に、隣接する横隔膜脚にも縫合固定している。

術後は可能であれば、翌日あるいは術後2日目に透視
検査を行い、通過良好であること、粘膜損傷による漏
れがないことを確認し、経口摂取を開始している。

お わ り に

食道アカラシアに対する腹腔鏡下Heller�Dor手術は
標準的な手術であるが、疾患自体の頻度が比較的稀な
ため、多くの外科医が習熟できる手技ではない。

今回、当院での手術手技とコツを紹介した。開院以
来、約15例のアカラシアに対して腹腔鏡下Heller�Dor
手術を施行したが、すべての患者が通過障害の改善に
満足され、合併症もなく、退院することが可能であった。

またその後の経過観察でも再発例は認めていない。

参 考 論 文

1）� Katada,�N.,�et�al.:�Recent�trends�in�the�management�
of� achalasia.�Ann.�Thorac.�Cardiovasc.� Surg.,� 18:�
420–428.�2012

2）� 小村伸朗ほか：GERDと食道アカシアに対する腹腔
鏡下手術．手術67：1149-1187，2013

図４　術前（右）および術後2日目（左）の食道造影。
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食道癌切除後の再建胃管作成＊

� 名古屋市立東部医療センター　消化器外科� 木　村　昌　弘＊＊

key�word：食道癌，胃管，Radial型縫合器

和 文 抄 録

食道切除後の再建には多く胃が使用される。その
理由には、拳上性および再建時の吻合が1箇所であ
ることなどがある。我々は、再建胃管の作成にlinear�
staplerを数本使用してきたが、staplerの交点、特に1st�
staplingと2nd�staplingの交点を問題視していた。その
原因は、staplingの方向が直行するためであり、これを
解消する方法を模索していた。そこで、直腸切離のた
めに開発されたradial型の縫合器を用いることを考案
し、交点の問題を解消することが出来た。

は じ め に

食道切除後の再建臓器として胃を使用することが
多い。再建胃管の形状には、whole�stomachとgastric�
tubeがある。gastric�tubeを形成する際には、自動縫合
器を数本使用する。この手技において、切離ラインを
より美しく、使用する縫合器を節約する工夫につき解
説する。

手術の実際

―改良前の胃管作成方法―
少しでも長い胃管を作成するために、切離開始点か

ら予定する胃管の幅まで小彎から垂直に切り込む。2nd�
stapling以降は大弯に平行になるよう縫合切離を繰り返
す（図1）。

―改良後の胃管作成方法―
切離開始点および作成胃管の幅は同じである。1st�

staplingにRadial型の縫合器を使用。2nd�staplingに際し
て壁を伸展・屈曲することなく縫合切離が行える（図2）。

―手術所見―
実際の手術手技を供覧する（図3）

お わ り に

本法により、切離ラインが美しくなっただけではな
く、縫合器の使用を1症例あたり1～2本節約すること
が可能となった。現在まで、胃管トラブルも経験して
いない。

参 考 文 献

1）� Kimura�M,�Kuwabara�Y,� Ishiguro�H,�et�al.�A�new�
technique� for�shaping�the�gastric� tube,�using�both�
radial�and� linear�staplers.� J�Am�Coll�Surg�219� (2):�
e15–18,�2014

2）� Jean-Mare� N,�Abdarrahmane� D,�Assane� N,� et�
al.� Arteriography� of� three� models� of� gastric�
oesophagoplasty:�the�whole�stomach,�a�wide�gastric�
tube�and�a�narrow�gastric�tube.�Surg�Radiol�Anat�
28:�429–437,�2006

3）� Rivadene i ra � D .E , � Verde ja � J .C , � Sonoda� T .�
Improvement�access�and�visibility�during�stapling�
of� the� ultra-low� rectum:� a� comparative� human�
cadaver�study�between�two�curved�staplers.�Ann�
Surg�Innov�Res�13:�1164–6,�2012

＊ Technique for shaping the gastric tube using radial stapler
＊＊ Masahiro Kimura
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食道切除後の食道・胃管吻合の工夫＊

� 名古屋市立西部医療センター　消化器外科� 桒　原　義　之＊＊� 三　井　　　章�
� � 杉　浦　弘　典� 若　杉　健　弘�
� � 高　須　惟　人� 渡　辺　かをり�
� � 早　川　俊　輔

key�word：食道・胃管吻合，ダブルステープリング法，頚部吻合

和文抄録

我々は、食道切除後の食道・胃管吻合において、吻
合部を胃管のstapler� line上に設定し、circular�stapler�
用いたdouble�staple法にて端側吻合を行ってきた。

当院で行っている食道切除後の食道・胃管吻合の工
夫、注意点のうち、下記の1）2）3）について解説した。

1）��術野に制限のある頚部でのcircular�staplerを用い
た機械吻合の工夫

2）��吻合後に胃管断端をlinear�staplerを用いて閉鎖す
る時の注意点

3）�胃管先端部の屈曲
それぞれ、手術時の小さな工夫や注意点であるが、

教科書には記載されない大事な“コツ”と思われたので、
紹介した。

はじめに

食道切除後のcircular�staplerを用いた食道・胃管吻
合術（端側吻合）は代表的な吻合法の一つである1）。わ
れわれは、以前より、食道との吻合部を胃管のstapler�
line上に設定し、double�staple法を用いて吻合してきた
2）。本稿では食道切除後の食道・胃管吻合時の工夫、注
意点について解説した。

1）  術野に制限のある頚部でのcircular staplerを用いた
機械吻合の工夫

頚部にてcircular�staplerを用いて食道・胃管吻合を
行なう場合、時に、術野の制限により食道内に挿入し
たアンビルとトロッカーの接続が困難な例を経験する

（図1のA）。これは、胃管の自由度が高い皮下経路では
問題ないが、胸骨後経路や後縦隔経路で頸部に挙上し
た場合に問題となる。食道内に挿入したアンビルとト

ロッカーを無理に接続しようとして、不用意に牽引す
ると胃管、食道などに要らぬ損傷をきたすことになる。

このような場合は、食道断端内へアンビルを挿入す
る手順を変更すると容易となる。食道断端内にアンビ
ルを挿入する前に、吻合器本体を胃管内に挿入し、ト
ロッカーを胃壁に穿通させる。トロッカーとアンビル
を接続させた後、吻合機本体とアンビルとの間が1cm
ほどになるまで閉じる。そして、アンビルに食道をか
ぶせるようにして、食道断端内にアンビルを挿入する
と無理な力が加わらない。（図1のB）当院では、頚部
での吻合時には、通常、この手順を用いている。

術野の状況により、下記の方法を用いる場合もある。
まず、アンビルに穿刺用のトロッカーを装着し（機種
により不要）、吻合予定部で、胃管の外側から胃管内に
向けて刺入する。胃管内でアンビルを把持、操作して、
アンビルを食道断端内に挿入、固定する。吻合器本体
とアンビルを接続し、徐々に閉めながら、吻合器本体
を胃管内に挿入し、吻合する（図1のB参考）。

2）  吻合後に胃管断端をlinear staplerを用いて閉鎖する
時の注意点

食道・胃管吻合後に、吻合器本体を胃管内に挿入し
た小孔を閉鎖するとともに、吻合部より余裕を持った
位置で余剰胃管をlinear�staplerを用いて切除している。
この閉鎖時には胃管を平坦にするため、少し胃壁を伸
ばした状態でlinear�staplerを操作することになる。力
の加え方によっては、図2Aのようにstapler�lineが変形
する場合（過剰切除）があり、注意が必要である。過
度の場合は閉鎖部、吻合部周辺の胃管血流が不良とな
り、胃管壊死や縫合不全の原因となる。

3）胃管先端部の屈曲
図2Bのように、吻合部より先端の胃管が足方に屈曲

することがあり、術後の通過障害の原因となる。術中
に問題ない場合も、術後経過で屈曲が強くなる場合が
ある。この予防のために胃管先端部を食道側壁に固定
している。

＊ D ev ices  fo r  e sophagoga s t r ic  a na s tomosi s  a f t e r 

esophagectomy.
＊＊ Yoshiyuki Kuwabara et al.
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お わ り に

当院で行っている食道切除後の食道・胃管吻合の工
夫、注意点について解説した。

参 考 文 献

1）� Hayata� K,� Nakamori� M,� Nakamura� M,� et� al.�
Circular�stapling�versus� triangulating�stapling� for�
the� cervical� esophagogastric� anastomosis� after�
esophagectomy�in�patients�with�thoracic�esophageal�
cancer:�A�prospective,�randomized,�controlled�trial.�
Surgery.�162�(1):�131–138.�2017.

2）� 桒原義之：食道癌手術における再建術式の工夫 食
道癌における食道-胃管吻合法の工夫．日本消化器
外科学会雑誌　43巻Supplement:�204，2010

図1　頚部吻合時のコツ
A）��残存食道、胃管の可動性、骨性前胸壁などによる術野の制限があり、食道内に挿入したアンビルとトロッ

カーを接続するのが困難
B）①�トロッカーを胃壁に刺入した後、アンビルとトロッカーを接続。アジャスティングノブを回して約

1cm幅程度までクローズした後、吻合器本体ごと操作して、アンビルを食道内に挿入し固定する。
� ②�先にアンビルを外から胃管内に刺入する。胃内でアンビルホルダーにて把持し，アンビルを食道に挿

入し固定する。その後、本体に接続する。

図2　胃管断端の閉鎖と胃管先端部の屈曲
A）stapler　lineが変形する（過剰な切除）
B）吻合部より先端の胃管が尾側に屈曲する
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胸骨後再建した胃管切除時の工夫＊
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和 文 抄 録：

食道亜全摘胃管再建後に発生した胃管癌に対する胃
管切除は、その再建経路により術式および手術侵襲が
大きく異なる。通常、胸骨後再建例では、胸骨を縦切
開した後に胃管を切除し、結腸を用いて再建すること
が多い。結腸再建は比較的縫合不全率が高く、縫合不
全により胸骨骨髄炎や縦隔炎、膿胸を併発し致命的に
なる恐れがある。

そこで我々は、胸骨縦切開せずに胃管を切除するこ
とにより、侵襲の低減、胸骨切開あるいは縫合不全発
生時の合併症（縦隔炎、骨髄炎、胸骨離開）リスクを
軽減できるのではないかと考え、非胸骨切開法にて胃
管癌を切除している。

は じ め に

食道亜全摘・胸骨後経路胃管再建後に発生した胃管
癌に対しては、胸骨縦切開にて胃管を切除し、結腸を
用いて再建することが多い。結腸再建は比較的縫合不
全率が高く、縫合不全により胸骨骨髄炎や縦隔炎、膿
胸を併発し致命的になる恐れがある。1）

そこで我々は、胸骨縦切開せずに胃管を切除するこ
とにより、侵襲の低減、合併症（縦隔炎、骨髄炎、胸
骨離開）リスクを軽減できるのではないかと考え、非
胸骨切開法にて胃管癌を切除した。

1）手術の実際2）

胸骨後での剥離操作を行う前に、切除中の胃管から
の出血制御を目的に、まず上腹部で開腹し、#5,�6リ

ンパ節郭清しつつ幽門側血管の処理と十二指腸離断を
行った（図1）。

切断した幽門側の胃管を上下左右に引きながら、鈍
的、鋭的に周囲組織よりの剥離を勧めた。胸骨後で、
直視下に可及的頭側まで剥離したところで、縦隔のス
ペースを確保するために、両側肋骨に牽引鈎を掛け、
肋骨、胸骨を拳上した（図2）。

腹部創から胸骨後に腹腔鏡を挿入し、胸骨後での剥
離操作を開始した。

胸骨後では、胸骨裏面と大網、縦隔と胃管のstaple�
lineに強い癒着を認めた（図3）。他の部位の癒着は比
較的緩やかと判断し、先に心嚢面の剥離を行った。胃
管を胸骨裏面に癒着させた状態にしておくことにより、
胸骨後の限られたスペースでの視野展開や鉗子操作が
良好かつ容易であった（図4）。次に、胸骨裏面の剥離

＊ Device for the resection of the gastric tube reconstructed 

retrosternally
＊＊ Yasuyuki Shibata et al. 図1
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に移った。胸骨裏面には大血管などが無く、比較的安
全に切離できるため、シーリングデバイスを用いて、
小血管、索状物、癒着などを凝固切離していった。胸
骨後の中下部は、全体として、胸骨裏面以外の癒着は
比較的緩く、多くが鈍的に剥離可能であった。

剥離が頭側へ進むにつれ、working�spaceが狭くなり、
操作は困難であった。spaceが狭い上、大血管が近接す
るため細心の注意を要し、頸部側からの剥離も試みた
が、操作は困難であった。そこで、右第4肋間胸骨右縁
からポートを追加挿入し、操作の補助として用いたが、
このポートからの操作は以降の頭側部分における剥離

操作において非常に有用であった。
剥離終了後に、頸部食道を可及的に残して切断、胸

骨後面より腹部側に胃管を摘出した。再建には胸壁前
経路で拳上した回結腸を用いた。

2）この手技のポイント
この手技のポイントは、上大静脈、左右の腕頭静脈

および内胸静脈の損傷を回避することである。背側で
上大静脈を同定した後は、その層を保ちつつ剥離をす
すめることが重要である。左右の腕頭静脈に分岐した
後には、内胸静脈が立ち上がるので、これの損傷に十
分に注意する（図5）。しかし、これらの血管を同定、
剥離できれば、それより頭側は比較的安心して剥離を
進めること可能と考えている。

3）考察
胸骨を切開しない胃管への到達経路としては、胸腔

内からのアプローチと、腹部から縦隔へのアプローチ
が考えられる。我々は、以下の3つの理由から、縦隔か
らのアプローチが有用と考えた。
①�胃管が周囲臓器と最も癒着している部位が、胸骨裏

面とstaple�lineであり、体軸方向であるため、方向的
に切離しやすい。

②�胸腔内に癒着を認めた場合でも、最小限の剥離操作
で済み、肺自体の損傷のリスクも少ない。

③�仰臥位であるため、大血管から出血した場合でも、
体位変換せずに、胸骨正中切開が行える。
いずれのアプローチであっても、working�spaceの点、

上大静脈から左右の腕頭静脈といった大血管の分岐が
存在する点から、手術での最重要ポイントは上縦隔で
ある。今回、胸骨後への頚部側からアプローチは癒着、

図3

図2
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視野の問題で困難であったため、胸骨後での剥離は、
上縦隔まで、腹部側から挿入した腹腔鏡下で行った。
腹部からの剥離は頭側にすすむにつれ、working�space
が狭くなり、腹部からの鉗子操作は困難となった。そ
こで、我々は肋間からのポートを追加したが、このポー
トにより以後の操作が容易となった。体型を考慮して、
適切な肋間からのポートの追加挿入することは、有用
かつ重要と考えられた。

4）おわりに
本法は、胸骨を切開することなく内視鏡補助下に拡

大視効果を利用して低侵襲に胃管を除去できる。重篤
な感染のリスクを減らし、術後の疼痛も軽減できる有

用な術式である。

参 考 論 文
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図4
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我が国における鼠径ヘルニア修復術の変遷と当院における 
TAPP法（transabdominal preperitoneal repair）の手術手技＊
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【和 文 要 旨】

はじめに
日本内視鏡外科学会によるアンケートでは我が国で

施行された鼠径部ヘルニアに対する腹腔鏡下手術は約
41％であり、その全体に占める割合は増加傾向である。
しかし、剥離や縫合などの点で独特な手技が必要であ
り、導入初期には合併症が増加するリスクもある。当
科 で は 2015 年 5 月 よ り Transabdominal�preperitoneal�
approach法（以下TAPP法）を導入した。我が国にお
ける鼠径部ヘルニア治療の変遷を概述するとともに、
当科における手術手技（ポート挿入や体位も含む）、導
入初期手術短期成績ついて報告する。

は じ め に

2016年に日本内視鏡外科学会により施行されたア
ンケート調査によれば、我が国において施行された
鼠径部ヘルニアに対する腹腔鏡下手術は約41 ％であ
り、Transabdominal�preperitoneal�hernia�repair（ 以
下、TAPP）が約 34 ％、totally�extraperitoneal�hernia�
repair（以下、TEP）が7％とされており、その全体に
占める割合は増加傾向である 1）。当科では2015年5月
にTAPPを導入した。鼠径ヘルニアは頻度が高く、外
科疾患の中では日常生活において最も身近と言える疾
患であり、その治療は歴史的に様々な変遷を経てきた。
我が国における鼠径ヘルニアの歴史について概述し、
当科におけるTAPP法の手術手技、並びに従来より施
行していた鼠径部切開法との比較検討を行った。

我が国における鼠径ヘルニア治療の変遷

我が国における鼠径ヘルニアの歴史については川満
が極めて詳細な報告をしており、最古の医書は中国医
書からの記述で構成された10世紀末の「医心方」に「狐
疝（こせん）」という名前で登場するとされる。狐のよ
うに決まりなく出没することから「狐」の文字があて
られ、この当時の治療は鍼灸と投薬のみであった2）。

我が国においては江戸時代に至るまで漢方を中心と
する東洋医学が中心であったが、徳川吉宗が享保の改
革の一環として行った洋書輸入の一部解禁によって本
格的に西洋医学が伝わり、1820年ごろにはSieboldから
教えをうけた本間玄調がヘルニアバンドの製法につい
て記載を行っている。我が国で最初に鼠径ヘルニアの
手術を行ったのは佐倉藩藩医を務めた佐藤泰然が嘉永
年間（1850年頃）にヘルニア囊を内翻させて外鼠径輪
を閉鎖する手術を行ったとされる 2）。次の報告は1889
年に高木兼寛（脚気論争で知られる）が還納性の鼠径
ヘルニア手術を行うまで待たなければならない3）。

明治後半以降は現在でも施行される Bassini 法や
McVay法などの従来法が欧米から伝わり、鼠径ヘルニ
ア治療の中心を成したと考えられる。鼠径ヘルニア手
術の術式を激変させたのは人工膜を利用したTension-
free� 法の導入である。1950年代に欧米で始められた
Tension-free 法が我が国に導入されたのは 1978 年の
Polypropylene�meshの輸入許可以降であり、事実上開
始されたのは1980年代後半とされている 4）。一方、腹
腔鏡下手術は山川らにより、ほぼ同時期の1990年に
腹腔鏡下胆嚢摘出術により我が国に導入されている 5）。
メッシュを用いた腹腔鏡下ヘルニア修復術は1990年に
Arreguiらにより、世界で初めて施行され、翌1991年
に松本らにより我が国で初のTAPP法が施行されてい
る 6）7）。その後、1998年にMesh�plug（PerFix®）が導
入され、鼠径部切開法によるTension-free法が爆発的な
増加をした。一方で腹腔鏡下鼠径部ヘルニア修復術の

＊ Transition of inguinal hernia repair in Japan and Surgical 

technique of TAPP(transabdominal preperitoneal repair) in 

our hospital
＊＊ Shunsuke Hayakawa et al.
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手術件数は伸び悩み、2010年代に入ってから手技の定
型化や手術機器の充実に伴って増加傾向となり、前述
のようにTAPP、TEPを併せて現在では全体の約41％
まで増加し、現在に至っている1）4）。

当科におけるTAPP法の手術手技

鼠径部ヘルニアには内鼠径、外鼠径、大腿ヘルニア
があり、それぞれに左右の別が存在し、さらにde�novo�
typeであるか否かも重要な点であり、それぞれについ
て手術手技は微妙に異なっている。そのため、ここで
は主に最も頻度の高い右側の外鼠径ヘルニア（非de�
novo�type）の手術手技について概説する。

（1）TAPP法の麻酔・体位・スタッフの配置
全身麻酔下仰臥位にて手術を行っている。胃管や尿

バルーンカテーテルは基本的には留置していない。術
者、助手、直介ともに患側の反対側に位置する。

（2）ポート挿入
通常臍上部に5mm、右腋窩線上で下腹部に5mm、左

中腋窩線上で下腹部に5mmまたは3mmの皮膚切開を
加え、5-5-5mmあるいは5-5-3mmにて施行すること
が多い。導入初期や難症例である場合、12mmポート
からしか挿入できないメッシュを使用する場合はカメ
ラポートとして12mmポートを使用する。第1ポートの
挿入はOptical法で行っている。先端が透明なポートに
5mmの硬性鏡を挿入し、腹腔内に刺入する。左右両側
の皮膚を単鉤鉗子で把持し、挙上することで挿入がよ
り容易になる。�White�ringを確認し、ポートにカメラ
を挿入し、腹腔内にポートが到達していることを確認
し、慎重に気腹を開始する。第2ポート以降も腹壁に垂
直に挿入する。挿入時に臓器損傷を防ぐために左手を
添えて挿入する。

（3）腹膜切開
右側例での腹膜切開はヘルニア門の外側から開始す

る（図1）。基本的には超音波凝固切開装置を使用する。
腹膜と腹膜前筋膜深葉の合流部位より背側で腹膜のみ
切開するように留意する。腹膜のみを牽引し、気腹圧
を利用し、腹膜と深葉の間にCO2が入ることで、剥離
のスペースができる。その空間を利用して腹膜の壁在
化を行うが、腹膜前筋膜深葉を温存する層での剥離を
心掛ける。

左側病変の切開は輸精管と下腹壁動静脈で形成され
る三角形内で開始し、腹膜前腔を確認する。両側とも
内側臍襞の内側（正中側）で切開を開始すると膀胱損
傷の危険性を伴うため必ず内側臍襞の外側で腹膜切開

を開始することが重要である。
腹膜の切開をより短い距離に抑えることで、腹膜縫

合の時間短縮にもつながる。

（4）腹膜剥離と環状切開の完成
外側の剥離は腹膜前筋膜の深葉を温存するように腹

腔内に挿入したガーゼを使用して主に鈍的に腹膜だけ
を剥離する。内側は輸精管に留意して剥離を行い、輸
精管に腹膜前筋膜深葉を可能な限り温存することを心
掛ける。�

続いて腹側の剥離に移る。外側腹側にて腹膜と腹膜
前筋膜深葉の合流部を確認し、外側から癒合部位を切
離し、先ほどの内側の前腔の最終到達地点へと連続さ
せる。鞘状突起を末梢側に切り落とし、環状切開が完
成する。鞘状突起の位置を十分に確認し、切離するこ
とが再発の予防に極めて重要である。

（5）メッシュ挿入スペースの確保
腹膜剥離はヘルニア門の外側まで十分に剥離し、内

側はCooper靭帯、IPtract、恥骨が確認できるところま
での剥離を目的とする。浅葉を温存するようにCooper
靭帯を露出する。Cooper靭帯の手前に膜を残し、死
冠動脈などを損傷しないように注意が必要である。
myoperitoneal�orifice（以下MPO）が各方向3㎝以上オー
バーラップできるように剥離を行う（図2）。

（6）メッシュ挿入・固定と腹膜閉鎖
メッシュはMPOを十分に覆える大きなものを使用す

ることを心掛けており、基本的には形状記憶メッシュ
を使用しているが、患者の体形に応じて一部フラット
タイプのメッシュを使用している。メッシュの固定は
吸収性のタッカーを使用している（図3）。Tackingの
時には死冠動脈や下腹壁動静脈の損傷には十分に留意
する必要がある。IP�tractの背側には陰部大腿神経陰部
枝や大腿外側皮神経、大腿神経前皮枝などの痛覚神経
が存在する。メッシュの固定時に神経損傷、さらには
深腸骨回旋動脈を損傷する可能性もあるため禁忌であ
る（精巣動静脈の外側は疼痛三角�triangle�of�painと呼
ばれる）。�

腹膜閉鎖は吸収性の4-0モノフィラメントによる連続
縫合を施行している。糸の長さは22cmにすることが多
く、縫合する長さによって調整させる。まず、腹側腹
膜と背側腹膜にずれが生じないように確認した後に中
央を一針結節縫合し、左右ともに内側より連続縫合を
行う。最後に、孔がないか十分確認を行った上で手術
を終了する。
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（7）閉創から抜管まで
ポート出血がないことを確認し、腹腔内を十分脱気

を行う。各創を4-0モノフィラメントで真皮縫合し、手
術も終了となる。

抜管時の咳嗽反射により急激に腹圧がかかり、タッ
カーの脱落、メッシュの移動、縫合した腹膜の破綻を
防止すうために患側の鼠径部を圧迫しておくことは極
めて重要な予防策と考えている。

検討の対象および方法

2015年5月から2016年9月までの1年4カ月間に経験
した全鼠径部ヘルニア修復症例149例160病変から両
側症例、緊急症例を除外した137例を、鼠径部切開法

（Anterior�approach：A 群）109 例と TAPP 法（T 群）
28例に分類し、患者背景、短期手術成績、合併症（合
併症については両側症例も含む）について検討を行っ
た。

A群は基本的にポリソフトメッシュ（Bard社）を使
用した腹膜前修復法を行い、癒着が強い症例はMesh�
plug法を施行している。

比率（頻度）検定には母数5未満の値を含む場合は
Fisherの正確検定、その他はχ 2 検定、連続変数には
student�t検定を施行した。p＜0.05をもって有意である
と判定した。�

結　　 果

患 者 背 景 は 年 齢（A/T：66.5/62.6 歳，p=0.22）、 男
性 割 合（A/T：0.86/0.91，p ＝ 0.69）、BMI（A/T：
22.5/22.7，p ＝ 0.70）、 右 側 割 合（A/T：0.46/0.58，
p=0.28）において両群間に有意差は認めなかった（表1）。
手術成績は手術時間（A/T：70.4/127.1分，p＜0.01）、
出血量（A/T：11/2ml，p＜0.01）、術後在院日数（A/T：
3.6/3.0日，p＝0.08）であり、手術時間はT群が有意に
延長していたが、出血量はT群が少量であった（表2）。

再発症例A群で1例認めた。�A群は術後疼痛（外来
にてNSAIDS処方を必要とした症例）12例、水腫残存
にて穿刺を必要とした症例を3例、術中臓器損傷（下腹
壁動静脈）を1例認めた。T群は合併症を認めなかった

（表3）。

考　　 察

TAPPの利点の一つは創の小ささによる低侵襲性で
あり、手術翌日の退院も可能であり、整容性にも優れ
ていると考えられる。本検討では術後在院日数に有意
差はなかったが、症例を重ねればその優位性は明らか
になると考えられる。また、片側手術であっても対側
を観察できる点、両側症例を同一の創で修復できる点
なども鼠径部切開法にはない利点であると言える。し
かし、腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術の再発率は日本内
視鏡外科学会のアンケート調査によれば約3％と依然と
して高い水準である1）。その施行にあたっては、鼠径部

表1　患者背景

項目 T群（28例） A群（109例） p値

平均年齢（歳） 62.6（25‐82） 66.5（23‐89） p = 0.22

男性割合 0.91 0.86 p = 0.69

右側割合 0.58 0.46 p = 0.28

ASA（1/2/3/4） 23/5/0/0 76/30/3/0 p = 0.83

BMI 22.7 22.5 p = 0.70

表2　手術成績

項目 T群（28例） A群（109例） p値

出血量（ml） 2（1‐7） 11（1‐59） p＜0.01

平均手術時間（分） 127（86-224） 70（33-149） p＜0.01

平均術後在院日数（日） 3.0（1‐7） 3.6（1‐10） p = 0.08

外来鎮痛剤処方症例（例） 0（0％） 12（11.0％） p = 0.13

総合併症症例（例）※ 0（0％） 15（13.7％） p = 0.08

� ※鎮痛剤処方も疼痛として合併症に含む
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解剖や術式の十分な理解と一定以上の腹腔内の基本操
作技術が必要と考えられる。両側症例や再発症例につ
いてはさらに難易度が高いことが予測され、十分に手
技に習熟した外科医が行うことが推奨されている 8）9）。
複数回再発などの難症例については鼠径部切開法移行
も含めたマネージメントが必要と考えられるが、腹腔
鏡を使用することで腹腔内から鼠径部を観察すること
で鼠径部切開法移行後もオリエンテーションがつきや
すく、修復後に再度腹腔内から観察することも可能と
なる。

一方で嵌頓ヘルニアに対する腹腔鏡下手術も近年で
は数多く行われている 10）。しかし、腸管切除を伴う場
合にはメッシュ感染のリスクから従来の組織縫合法の
施行が一般的である。しかし、組織縫合法は現在では
全体の約3％ほどしか施行されておらず、緊急手術時に
組織縫合法に習熟した外科医がいない場合も考えられ
る1）。そのような場合、緊急手術時は鼠径部ヘルニアの
整復、腸管の切除吻合のみを行い、後日2期的に鼠径部
ヘルニア修復を行うという選択肢も組織縫合法に習熟
した外科医が減少してきている現在では有力な選択肢
となりうると考えられる11）。

本検討ではフォローアップ期間の短期ではあるもの
の、手術時間の延長という欠点があるが、導入初期に
もかかわらず合併症を認めなかった。状況に応じた手
術適応の選択は必要であるが、腹腔鏡下鼠径ヘルニア
修復術は鼠径部ヘルニアの治療において有用な選択肢
の一つであると考えられた。
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anterior，�lateral，�and�medial�
segmentectomy�for�primary�lung�
cancer�of�the�middle�lobe�with�
incomplete�interlobar�fissures.

Kotaro�Mizuno,�Norihisa�Ohata,�
Motoki�Hatou,�Hironori�Tanaka.

J�Thorac�Dis.�9巻7号�
E619頁～622頁.�2017

2017.7

Adenocarcinoma�comprising�
sarcomatoid�carcinoma�of�the�lung�
proliferating�rapidly�in�the�right�
main�bronchus.

Kotaro�Mizuno,�Motoki�Hato,�
Hironori�Tanaka.

J�Adv�Med�Med�Res.�24
巻10号1頁～6頁，�2017

2017.12

消化器外科 Resection�of�the�gastric�tube�
reconstructed�through�the�
retrosternal�route�without�
sternotomy

Kimura�M,�Shibata�Y,�Mizuno�K,�
Tanaka�H,�Hato�M,�Taniwaki�S,�
Mori�Y,�Ochi�N,�Nagasaki�T,�Ueno�S,�
Eguchi�Y

Case�Rep�Surg　1～4頁 2017.2

A�method�for�shaping�a�smooth�
gastric�tube�-How�to�solve�the�
problem�of�intersection-

Kimura�M,�Ishiguro�H,�Tanaka�T,�
Mizoguchi�K

Eur�Surg
49号84～88頁

2017.2

Eversion�stripping�of�the�esophagus�
with�intraesophageal�insufflation-A�
case�report.

Kimura�M,�Nagasaki�T,�Tanaka�T,��
Hato�M,�Taniwaki�S,�Mitsui�A,�
Shibata�Y,�Mizuno�K,�Mori�Y,�Ochi�N,�
Ueno�S,�Eguchi�Y

Int�J�Surg�Case�Rep
36号86頁～89頁

2017.5

Novel�attempt�using�bioabsorbable�
reinforcement�material�on�the�crotch�
of�a�side-to-side�anastomosis

Kimura�M,�Nagasaki�T,�Tanaka�T,��
Hato�M,�Taniwaki�S,�Mitsui�A,�
Shibata�Y,�Mizuno�K,�Mori�Y,�Ochi�N,�

Ind�J�Surg　1～5頁 2016.6

Investigation�of�deformities�in�
staples�used�for�gastrectomy

Kimura�M,�Shibata�Y,�Mori�Y J�Adv�Med�Med�Res　
24号1～7頁

2017.5

整形外科 Supercapsular�Percutaneously�
Assisted�Total�Hip(SuperPATH)�
approachで人工股関節置換術を行っ
た2症例

佐野嘉紀，吉田行雄，神田佳洋 日本人工関節学会誌　
47号121頁～122頁

2017.12

THA術前計画における院内作成3D
モデルの有用性

佐野嘉紀，吉田行雄，神田佳洋 日本人工関節学会誌　
47号477頁～478頁

2017.12

手根管内に生じた腫瘍状石灰沈着症
の2例

立松尚衞，千田博也，岡本秀貴，�
大塚�隆信

日本手外科学会雑誌　
34号70頁～73頁

2017

救急科 鼠径部静脈性血管瘤の診察・検査直
後に肺血栓塞栓症をきたした一例

松波舞衣子，安藤雅樹，蓮尾隆博，
須田久雄

日本救急医学会中部地
方会誌　28頁～30頁

2017.11
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題　名 著者名 雑誌名 年月日
病理診断科 Maltotriose�Conjugation�to�a�Chlorin�

Derivative�Enhances�the�Antitumor�
Effects�of�Photodynamic�Therapy�
in�Peritoneal�Dissemination�of�
Pancreatic�Cancer.�

Kato�A,�Kataoka�H,�Yano�S,��
Hayashi�K,�Hayashi�N,�Tanaka�M,�
Naitoh�I,�Ban�T,�Miyabe�K,�Kondo�H,��
Yoshida�M,�Fujita�Y,�Hori�Y,�
Natsume�M,�Murakami�T,�Narumi�A,�
Nomoto�A,�Naiki-Ito�A,�Takahashi�S,�
Joh�T.

Mol�Cancer�Ther.
16巻6号

2017.6

The�NADPH�Oxidase�Inhibitor�
Apocynin�Suppresses�Preneoplastic�
Liver�Foci�of�Rats.

Fuji�S,�Suzuki�S,�Naiki-Ito�A,�Kato�H,�
Hayakawa�M,�Yamashita�Y,�Kuno�T,�
Takahashi�S.

Toxicol�Pathol.
45巻4号

2017.6

Expression�and�subcellular�
localization�of�AT�motif�binding�
factor�1�in�colon�tumors.

Kataoka�H,�Miura�Y,�Nakaguchi�M,��
Suzuki�S,�Okamoto�Y,�Ozeki�K,�
Shimura�T,�Mizoshita�T,�Kubota�E,�
Tanida�S,�Takahashi�S,�Asai�K,�Joh�T.

Mol�Med�Rep.
16巻3号

2017.7

Metastatic�Urothelial�Carcinoma�
with�Glandular�Differentiation�
That�Confirmed�the�Response�
by�Autopsy�Specimen�to�Second-
Line�mFOLFOX6�(Fluorouracil，�
Oxaliplatin，�and�Leucovorin)�plus�
Bevacizumab�Chemotherapy

Naiki�T,�Etani�T,�Naiki-Ito�A,�Fujii�K,�
Ando�R,�Iida�K,�Nagai�T,��
Sugiyama�Y,�Nakagawa�M,��
Kawai�N,Yasui�T.

Case�Reports�in�
Oncology.
10巻3号

2017.11

アンジオテンシン2レセプターアゴ
ニストのアンドロゲン受容体発現抑
制による前立腺癌の化学予防効果

上村博司，伊藤悠亮，内木　綾，�
加藤寛之，鈴木周五，久野壽也，�
髙橋　智

泌尿器外科
30巻1221頁～1224頁

2017.8

学会発表
演題名 演者名 学会名 年月日

消化器内科 著明な壁外発育傾向を示した腫瘤を
呈した胎児消化管上皮類似胃癌の一
例

佐橋秀典，伊藤恵介，森　俊敬，�
荒木幸子，浅野　剛，近藤　力，�
北川美香，今井宗憲，田中義人，�
長谷川千尋，川合　孝

第13回日本消化管学会
総会学術集会（名古屋）

2017.2.17

当院における悪性胆管狭窄に対する
超音波内視鏡下胆道ドレナージの現
況

近藤　啓，林　香月，内藤　格，
宮部勝之，吉田道弘，藤田恭明，
神野成臣，�堀寧，夏目まこと，
加藤晃久，大原弘隆，城　卓志

第53回日本胆道学会学
術集会（山形市）

2017.9.29

慢性膵炎・膵石症に合併した膵仮性嚢
胞の治療―経乳頭的治療の有用性―

近藤　啓，林　香月，内藤　格，
宮部勝之，吉田道弘，藤田恭明，
神野成臣，堀　　寧，夏目まこと，
加藤晃久，大原弘隆，城　卓志

JDDW2017（福岡市） 2017.10.13

急性膵炎で発症した副腎癌膵転移の
1例

森俊敬，�伊藤恵介，佐橋秀典，
近藤　力，立松有美子，西垣信宏，
今井宗憲，�田中義人，長谷川千尋，
川合　孝

第232回日本内科学会東
海地方会（名古屋市）

2017.6.11

循環器内科 高齢者の食思不振に対する多職種に
よる関わり

北野貴子，豊福千夏，横井里沙，
佐橋秀典，佐伯知昭

日本静脈経腸栄養学会
雑誌　32巻Supl.�748頁

2017.1

洞不全症候群でペースメーカー留置
後に，顕微鏡的多発血管炎と判明し
た1例

豊田貴一，佐伯知昭，小野水面 第231回日本内科学会東
海地方会

2017.2.19

Changes�in�Blood�Pressure�Control�
in�the�Elderly�during�the�Last�14�
Years.

Sumiyo�Yamashita,�Hiroyuki�Takase,�
Tomonori�Sugiura,�Yasuaki�Dohi,�
Nobuyuki�Ohte

第81回日本循環器学会
総会（金沢）

2017.3.17～
19
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学会発表

演題名 演者名 学会名 年月日
循環器内科 運動負荷心エコーが治療方針の決定

に有用であった僧帽弁位人工弁周囲
逆流の一例

蜂矢健太，若見和明，菊池祥平，
北田修一，山本浩司，後藤利彦，
杉浦知範，須田久雄，大手信之

第28回日本心エコー図
学会学術集会　名古屋
市

2017.4.21

当院におけるAngioSculptの使用成
績

溝口達也 日本心血管インターベ
ンション治療学会第37
回東海北陸地方会

2017.5.12

インフルエンザ罹患後に急性心膜心
筋炎を発症し劇症型心筋炎へ移行し
た1例

玉川兼志，蓮尾隆博，猪又雅彦，
溝口達也，野田　翼，蜂矢健太，
関本　暁，吉田孝幸，玉井　希，
佐伯知昭，村上善正

第232回日本内科学会東
海地方会（名古屋市）

2017.6.11

Marshall�tractと左房間の架橋が示
唆されたRidge�related�reentrant�
tachycardiaの1例

吉田孝幸 第149回日本循環器学会
東海地方会

2017.7.1

心房細動アブレーション後に左房内
巨大血栓を認めた1例

吉田孝幸 第149回日本循環器学会
東海地方会

2017.7.1

術後亜急性期に心房の活動性炎症を
伴った心房細動カテーテルアブレー
ション後stiff�left�atrial�syndromeの
1例

関本　暁，溝口達也，野田　翼，
橋本朋美，蜂矢健太，吉田孝幸，
山下純世，玉井　希，佐伯知昭，
村上善正

カテーテルアブレー
ション関連大会2017（北
海道）

2017.7.7

Cryoballoon�ablation�leads�more�
atrial�inflammation�and�irritability�
during�the�acute�phase�in�
comparison�with�radiofrequency�
ablation�for�atrial�fibrillation.

Satoru�Sekimoto,�Yoshimasa�
Murakami,�Takayuki�Yoshida,�
Tomoaki�Saeki.

JHRS/APHRS�2017（横
浜）

2017.9.14-
17

How�widely�can�the�Cryoballoon�
ablate�the�left�atrial�posterior�wall�
including�pulmonary�vein�isolation�
for�paroxysmal�atrial�fibrillation?

Takayuki�Yoshida JHRS/APHRS�2017（横
浜）

2017.9.15

正常血圧者において頸動脈内膜中膜
複合体厚は将来の高血圧発症を予測
する

山下純世，高瀬浩之，橋本朋美，
杉浦知範，大手信之，土肥靖明

第40回日本高血圧学会
総会（松山）

2017.10.20
～22

冬季の早朝家庭血圧は気温の影響を
受けて過大評価されやすい

松井綾香，高瀬浩之，杉浦知範，
山下純世，大手信之，土肥靖明

第40回日本高血圧学会
総会（松山）

2017.10.20
～22

高血圧管理における体重当たりの食
塩摂取量の意義

橋本朋美，高瀬浩之，杉浦知範，
山下純世，大手信之，土肥靖明

第40回日本高血圧学会
総会（松山）

2017.10.20
～22

正常血圧者において気流制限は高血
圧症の予測因子となりうるか?

澤井美里，待井将志，野中大史，
大野嘉寿人，高瀬浩之，杉浦知範，
山下純世，大手信之，土肥靖明

第40回日本高血圧学会
総会（松山）

2017.10.20
～22

産褥期に発症した特発性冠動脈解離
の1例

中村宜隆，蜂矢健太，溝口達也，
野田　翼，橋本朋美，関本　暁，
吉田孝幸，山下純世，玉井　希，
佐伯知昭，村上善正

第233回日本内科学会東
海地方会（岐阜市）

2017.10.29

神経内科 9ヶ月の経過で呼吸不全を呈しCO2
ナルコーシスで救急搬送された1例.

玉川兼志，池田知雅，大野雄也，
北村太郎，山田健太郎，紙本　薫.

第231回日本内科学会東
海地方会（津）

2017.2.19

楔状束に限局した脊髄後索異常信号
を呈した亜急性脊髄連合変性症の一
例.

大野雄也，佐藤千香子，井上裕康，
北村太郎，山田健太郎

第147回日本神経学会東
海北陸地方会（名古屋）

2017.3.11

免疫治療を行わず軽快した抗SRP抗
体陽性ミオパチーの一例.

佐藤千香子，大野雄也，池田知雅，
北村太郎，阿南知世，山田健太郎，
紙本　薫

第147回日本神経学会東
海北陸地方会（名古屋）

2017.3.11
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演題名 演者名 学会名 年月日
神経内科 早期胸腺摘除術が奏功した勤無力性

クリーゼの一例.
中村宜隆，池田知雅，大野雄也，
佐藤千香子，北村太郎，山田健太郎，
紙本　薫.

第147回日本神経学会東
海北陸地方会（名古屋）

2017.3.11

Open�cell�stentを用いた頚動脈ステ
ント留置術後にステントの内反変形
を認め再治療を要した1例.

山田健太郎，大野貴之，大野雄也，
池田知雅，山中智康，出村光一朗，�
紙本　薫，橋本信和.

第47回日本脳神経血管
内治療学会中部地方会

（名古屋）

2017.4.1

抗GAD抗体の著明な上昇ととも
に病型が進行したStiff�person�plus�
syndromeの一剖検例.

池田知雅，山田健太郎，紙本　薫 第58回日本神経病理学
会総会学術研究会�

（東京）

2017.6.2

前大脳動脈領域脳梗塞のける機能予
後の検討

紙本　薫，佐藤千香子，北村太郎，
山田健太郎，青山公紀，植木美乃，
水谷　潤，和田郁雄，小川鉄男，
日比野敬明

第54回日本リハビリ
テーション医学会学術
大会（岡山）

2017.6.8

早期に胸腺摘出術を行った重症筋無
力症の症例に対するリハビリテー
ション

山田健太郎，北村太郎，佐藤千香子，
堀本佳彦，紙本　薫

第54回日本リハビリ
テーション医学会学術
大会（岡山）

2017.6.8

延髄外側梗塞患者における嚥下障害
の急性期リハビリテーションへの影
響

佐藤千香子，紙本　薫，北村太郎，
山田健太郎

第54回日本リハビリ
テーション医学会学術
大会（岡山）

2017.6.8

巣症状で発症したアミロイドβ関連
血管炎の1例

谷口葉子，北村太郎，佐藤千香子，
大野雄也，池田知雅，山田健太郎，�
紙本　薫

第232回日本内科学会東
海地方会（名古屋）

2017.6.11

抗MOG抗体が陽性であった両側視
神経炎の一例

大野雄也，谷口葉子，佐藤千香子，
井上裕康，北村太郎，山田健太郎

第148回日本神経学会東
海北陸地方会（名古屋）

2017.7.15

末梢神経障害を合併した脳炎の経過
中，大脳白質に微小出血を生じた1
例

北村太郎，谷口葉子，佐藤千香子，
大野雄也，井上裕康，三浦敏靖，
山田健太郎

第148回日本神経学会東
海北陸地方会（名古屋）

2017.7.15

MRI�3D�Nerve�viewが診断に有用で
あった帯状疱疹髄膜炎の1例

山田健太郎，大野雄也，池田知雅，
北村太郎，佐藤千香子，紙本　薫，
武藤昌裕

第148回日本神経学会東
海北陸地方会（名古屋）

2017.7.15

臨床的に大脳皮質基底核症候群
（CBS）が疑われた前頭側頭葉変性症
（FTLD-TDP）の一剖検例

阿南知世，佐藤千香子，池田知雅，
山田健太郎，紙本　薫，吉田眞理

第9回日本神経病理学
会東海北陸地方会（名古
屋）

2017.9.9

5年間で急速に前頭葉・側頭葉の萎縮
が進行したglobular�glial�tauopathy
の一例

大野雄也，谷口葉子，佐藤千香子，
井上裕康，北村太郎，三浦敏靖，
山田健太郎，池田知雅，三室マヤ，
岩崎　靖，吉田眞理

第9回日本神経病理学
会東海北陸地方会（名古
屋）

2017.9.9

Difference�in�responsibility�for�
coricositeroid�therapy�of�cerebral�
amyloid�angiopathy�related�
encephalopathy.

Taniguchi�Y,�Oono�Y,�Kitamura�T,�
Kimura�A,�Yamada�K.

WCN�2017.Kyoto 2017.9.20

Neurologic�evaluation�of�Ischemic�
or�non-ischemic�lesions�of�transient�
global�amnesia.

Yamada�K,�Kitamura�T,�Oono�Y,�
Sato�C,�Ikeda�T,�Taniguchi�Y,�Miura�
T,�Kamimoto�K.

WCN�2017.Kyoto. 2017.9.20

術後のショックを契機に脳梗塞を発
症した一側閉塞一側高度内頚動脈狭
窄例の血行再建

中村宜隆 NET-I�2017（Neuro-
Endovascular�Therapy�
and�Interventional�
Neurology）�（東京）

2017.9.23

頚部回旋時の画像診断により塞栓源
の診断ができた後方循環系の脳塞栓
症の1例

戸田早苗，佐藤千香子，井上裕康，
大野雄也，北村太郎，三浦敏靖，��
山田健太郎

第233回日本内科学会東
海地方会（岐阜）

2017.10.29
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演題名 演者名 学会名 年月日
神経内科 ボウリングフォーム改造により右外

転神経麻痺を呈した1例
井上裕康，大野雄也，佐藤千香子，
北村太郎，三浦敏靖，山田健太郎，�
竹本航也

第149回日本神経学会東
海北陸地方会（金沢）

2017.11.3

ショックで発症し進行した対側高度
狭窄を伴う左内頚動脈閉塞症による
脳梗塞に対する血行再建-浅側頭動脈
中大脳動脈バイパス術の有用性-

中村宜隆，大野貴之，池田知雅，
大野雄也，佐藤千香子，三浦敏靖，�
紙本　薫，山田健太郎

第149回日本神経学会東
海北陸地方会（金沢）

2017.11.3

急速な認知機能低下で発症し2ヶ月
の経過で無動性無言に至った全経過
5ヶ月の83歳女性

池田知雅，佐藤千香子，山田健太郎 第45回神経病理懇話会 2017.11.4

胸腺腫を合併し加療に難渋した全身
型重症筋無力症の一例

大野雄也，中村宜隆，谷口葉子，
佐藤千香子，井上裕康，池田知雅，
北村太郎，三浦敏靖，山田健太郎，
紙本　薫

第35回日本神経治療学
会学術大会（大宮）

2017.11.16

担癌患者に発症した脳塞栓症・下肢
静脈血栓症に対し新規抗凝固薬を選
択し再発を生じた1例

山田健太郎，池田知雅，北村太郎，
大野雄也，佐藤千香子，紙本　薫

第35回日本神経治療学
会学術大会（大宮）

2017.11.16

認知症ケアチーム「オレンジケアチー
ム」の立ち上げと電子カルテテンプ
レートのの活用

山田健太郎，北村太郎，井上裕康，
大野雄也，佐藤千香子，谷口葉子，�
三浦敏靖，森田　麗

第36回日本認知症学会
学術大会（金沢）

2017.11.25

内分泌内科 機能性甲状腺結節の経過中にACTH
単独欠損症を発症した1例

赤尾雅也，稲垣明子，大木健士郎 第90回日本内分泌学会
学術集会（京都）

2017.4.20

急性膵炎を契機に発見された副腎皮
質癌の一例

稲垣明子，大木健士郎，赤尾雅也 第90回日本内分泌学会
学術集会（京都）

2017.4.20

プロタミンとメトホルミンに対し
DLST陽性の薬剤性が疑われる多形
紅斑を合併した糖尿病の一例

大木健士郎，稲垣明子，赤尾雅也 第60回日本糖尿病学会
年次学術集会（名古屋）

2017.5.18

胸腺カルチノイド原発異所性ACTH
症候群疑いの一例

蜂谷真代，稲垣明子，大木健士郎，
八木崇志，小山博之，陸　美穂，
森山　悟，田中智洋，赤尾雅也，
今枝憲郎

第27回臨床内分泌
Update（神戸市）

2017.11.24

甲状腺穿刺後に発症したびまん性甲
状腺腫脹の一例

小坂拓也，稲垣明子，大木健士郎，
蜂谷真代，赤尾雅也

第17回日本内分泌学会
東海支部学術集会（名古
屋市）

2017.9.30

外科 腹腔鏡下に治療しえた盲腸捻転症の
1例

江口祐輝，柴田康行，谷脇　聡，
木村昌弘，水野幸太郎，越智靖夫，
森洋一郎，長崎高也，上野修平，
羽藤誠記，田中宏紀

愛知臨床外科学会（名古
屋）

2017.7.17

Optical�timing�of�Appendectomy�
Indication�for�Interval�
Appendectomy

江口祐輝，木村昌弘，谷脇　聡，
柴田康行，越智靖夫，森洋一郎，
長崎高也，上野修平

日本消化器外科学会（石
川県金沢市）

2017.7.22

虫垂切除後4か月で遺残虫垂炎を発
症した1例

江口祐輝，越智靖夫，谷脇　聡，
木村昌弘，柴田康行，水野幸太郎，
長崎高也，上野修平，浅井宏之，
羽藤誠記，田中宏紀

日本臨床外科学会（東
京）

2017.11.25

腸切除を回避しえた大網裂孔ヘルニ
アの2例

江口祐輝，柴田康行，谷脇　聡，
越智靖夫，森洋一郎，長崎高也，
上野修平

日本内視鏡外科学会（京
都）

2017.12.8

胸骨後経路にて再建した胃管癌の切
除経験�-非胸骨切開法-

柴田康行，木村昌弘，三井　章，
桒原義之

第71回日本食道学会学
術集会（長野県北佐久郡
軽井沢町）

2017.6.15
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学会発表

演題名 演者名 学会名 年月日
外科 術前診断に難渋した成人Nuck管水

腫の1例
上野　修平，柴田康行，木村昌弘，
谷脇　聡，越智靖夫，森洋一郎，
長崎高也，羽藤誠記，水野幸太郎，
江口祐輝，浅井宏之，田中宏紀

第79回日本臨床外科学
会総会（東京都）

2017.11.25

腹腔鏡下手術を施行した横隔膜上憩
室を伴う食道アカラシアの1例

上野修平，柴田康行，越智靖夫，
森洋一郎，長崎高也，江口祐輝，
谷脇聡

第30回日本内視鏡外科
学会総会（京都府）

2017.12.9

直腸癌が先進部となった直腸重積症
の1例

浅井宏之，江口祐輝，上野修平，
長崎高也，越智靖夫，森洋一郎，
水野幸太郎，柴田康行，木村昌弘，
谷脇　聡，羽藤誠記，田中宏紀

第293回東海外科学会
（愛知県名古屋市）

2017.4.16

広範囲に血管内ガスを認めた糞便性
イレウスの1例

浅井宏之，柴田康行，谷脇　聡，
木村昌弘，水野幸太郎，越智靖夫，
長崎高也，上野修平，江口祐輝，
羽藤誠記，田中宏紀

第294回東海外科学会
（三重県津市）

2017.10.15

小腸間膜裂孔ヘルニアによる絞扼性
イレウスの3手術例

長﨑高也，谷脇聡，木村昌弘，
柴田康行，越智靖夫，上野修平，
江口祐輝，浅井宏之

第79回日本臨床外科学
会（東京）

2017.11.23

呼吸器外科 同時多発肺癌手術例の検討 水野幸太郎，江口祐輝，上野修平，
長崎高也，森洋一郎，越智靖夫，
柴田康行，木村昌弘，谷脇　聡，
羽藤誠記，田中宏紀

第117回日本外科学会定
期学術集会（横浜）

2017.4.29

上中葉の分葉不全を伴う中葉に発
生した肺癌に対して胸腔鏡下に
S3+4+5切除を施行した1例

水野幸太郎，田中宏紀 第34回日本呼吸器外科
学会総会（博多）

2017.5.19

急速に進展し右主気管支完全閉塞を
来した多形癌を含む腺癌の1例

水野幸太郎，栗山満美子，
荒木勇一朗，原田亜紀子，石原明典，
前田浩義

第40回日本呼吸器内視
鏡学会学術集会（長崎）

2017.6.9

サルコイドーシス病変内に発生した
肺腺癌の1例

水野幸太郎，荒木勇一朗，
原田亜紀子，前田浩義，田中宏紀

第58回日本肺癌学会学
術集会（横浜）

2017.10.14

消化器外科 電動縫合器による良好なステープル
形成

木村昌弘，田中宏紀，羽藤誠記，
谷脇　聡，柴田康行，水野幸太郎，
森洋一郎，越智靖夫，長崎高也，
上野修平，江口祐輝

日本外科学会（横浜） 2017.4

異なるコンセプトをもつ自動縫合器
の比較

木村昌弘，谷脇　聡，柴田康行，
森洋一郎，越智靖夫，長崎高也，
上野修平，江口祐輝

日本消化器外科学会（金
沢）

2017.7

食道バイパスの新しい術式:良好な伸
展性と安全な吻合のための胃管

木村昌弘，柴田康行 日本食道学会（軽井沢） 2017.6

脳神経外科 サルコイドーシスの経過中に悪性リ
ンパ腫を合併した1例

山中智康，金井秀樹，橋本信和，
大野貴之，出村光一朗，田中健太郎

第92回日本脳神経外科
学会中部支部学術集会

（信州大学医学部附属病
院）

2017.4.8

弓部大動脈人工血管感染に続発した
多発脳膿瘍に対する治療経験

藤浪亮太，大野貴之，打田　淳，
出村光一朗，山中智康，橋本信和，
金井秀樹

第93回日本脳神経外科
学会中部支部学術集会

（三重大学医学部附属病
院）

2017.9.16

整形外科 Harris-Galante�porous�(HGP)�Cupを
施行し人工股関節再置換術となった
症例

佐野嘉紀，吉田行雄，神田佳洋 第10回東海人工関節研
究会（名古屋）

2017.1
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演題名 演者名 学会名 年月日
整形外科 Meal-on-metal�THA術後に合併した

巨大偽腫瘍の1例
神田佳洋，吉田行雄，佐野嘉紀 第47回日本人工関節学

会（那覇）
2017.2

Supercapsular Percutaneously As
sisted Total Hip�（SuperPATH®）
approachで人工股関節置換術を行っ
た2症例

佐野嘉紀，吉田行雄，神田佳洋 第47回日本人工関節学
会（那覇）

2017.2

THA術前計画における院内作成3D
モデルの有用性

吉田行雄，佐野嘉紀，神田佳洋 第47回日本人工関節学
会（那覇）

2017.2

当院におけるBürch-Schneider�anti-
protrusio�cage�(以下BS-APC)の治療
経験

佐野嘉紀，吉田行雄，神田佳洋� 第90回日本整形外科学
会学術総会（仙台）

2017.5

細胞移植治療を目的としたヒトiPS
細胞から間葉系間質細胞誘導法の確
立.

福田　誠� 第90回日本整形外科学
会学術総会（仙台）

2017.5

新しい大腿骨からの自家骨移植法
Reamer�Irrigator�Aspiratorの使用経
験.

福田　誠� 第90回日本整形外科学
会学術総会（仙台）

2017.5

重度外傷におけるDamage�Control�
Orthopaedics

福田　誠� 第30回日本外傷学会（横
浜）

2017.6

足関節骨折の脛腓靭帯損傷に対する
S式ステープルの使用経験

福田　誠 第43回日本骨折治療学
会（福島）

2017.7

関節リウマチ患者の骨折が疾患活動
性に与える影響

福田　誠 第43回日本骨折治療学
会（福島）

2017.7

骨盤輪骨折に対するAnterior�
Subcutaneous�Internal�Fixation�は日
本人に応用可能か?

福田　誠 第43回日本骨折治療学
会（福島）

2017.7

本邦における四肢長管骨開放骨折後
の復職率とその関連因子の探索的研
究　DOTJデータ解析

福田　誠 第43回日本骨折治療学
会（福島）

2017.7

Review�of�Masquelet�Method　過去
と今

福田　誠 第43回日本骨折治療学
会（福島）

2017.7

Advanced�Gap�Sizerを用いた
Triathlon人工膝関節の短期成績

佐野嘉紀 第9回日本関節鏡・膝・
スポーツ整形外科学会

（那覇）

2017.6

バスケットボール中に受傷した小指
の脛骨粗面粉砕骨折に対してスク
リュー及びSutureBridge手技で治療
した1例

大杉佳哉 第9回日本関節鏡・膝・
スポーツ整形外科学会

（那覇）

2017.6

有頭骨に発生した類骨骨腫の1例 神田滋人，千田博也，立松尚衛，
福田　誠，南谷千帆，吉田行雄

第129回中部整形外科災
害外科学会（富山）

2017.10

大腿骨顆部骨折に対するプレート固
定

福田　誠 第129回中部整形外科災
害外科学会（富山）

2017.10

上腕骨骨幹部骨折術後着関節に対し
てテリパラチド製剤が有用であった
1例

大杉佳哉 第129回中部整形外科災
害外科学会（富山）

2017.10

手根管内に生じた腫瘍状石灰沈着症
の2例

立松尚衞，千田博也，岡本秀貴，
大塚隆信

第60回日本手外科学会
学術集会（名古屋）

2017.4

SuperPATH�approachで人工股関節
置換術を行った短期成績

佐野嘉紀，吉田行雄， 第44回日本股関節学会
（名古屋）

2017.10
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演題名 演者名 学会名 年月日
整形外科 踵骨アキレス腱付着部剥離骨折の1

例
佐野嘉紀， 第42回日本足の外科学

会（名古屋）
2017.11

医原性理由で不幸な転帰をたどった
上腕骨通顆骨折の1例

大杉佳哉 第23回救急整形外傷シ
ンポジウム（沖縄）

2017.11

指背側皮膚欠損に対する隣接指から
の逆行性�adipofascial�sross�finger�
flapの治療経験

立松尚衞，千田博也，南谷千帆，
大杉佳哉，福田　誠，佐野嘉紀，
焼田有希恵，神田滋人，吉田行雄，

第44回日本マイクロ
サージャーリー学会学
術集会（名古屋）

2017.12

泌尿器科 腹腔鏡下膀胱全摘術における新膀胱:�
Hautmann変法の有用性

池上要介，太田裕也，神沢英幸，
丸山哲史

第105回日本泌尿器科学
会総会（鹿児島市）

2017.4.23

骨盤臓器脱患者の術前後における排
尿機能変化

池上要介，河瀨健吾，太田裕也，
神沢英幸，丸山哲史

第24回日本排尿機能学
会（東京都）

2017.9.28

当院における腹腔鏡下仙骨膣固定術
（LSC）の手術成績

池上要介，河瀨健吾，太田裕也，
神沢英幸，丸山哲史

第31回日本泌尿器内視
鏡学会総会（徳島市）

2017.11.17

当院における腹腔鏡下仙骨膣固定術
（LSC）の臨床検討

池上要介，河瀨健吾，太田裕也，
神沢英幸，丸山哲史

第67回日本泌尿器科学
会中部総会（大阪市）

2017.11.25

当院における腹腔鏡下仙骨膣固定術
（LSC）の手術成績

池上要介，河瀨健吾，太田裕也，
神沢英幸，丸山哲史

第30回日本内視鏡外科
学会総会（京都市）

2017.12.7

ホルミウムレーザーを用いて尿管瘤
切開術と瘤内結石破砕術を施行した
1例

神沢英幸，太田裕也，池上要介，
丸山哲史

第26回東海小児尿路疾
患研究会（名古屋市）

2017.2.26

Fowler-Stephens法による精巣固定
術が行われた腹腔内停留精巣の長期
予後

神沢英幸，西尾英紀，水野健太郎，
丸山哲史，安井孝周，林祐太郎

第105回日本泌尿器科学
会総会（鹿児島市）

2017.4.22

（シンポジウム）遊走精巣の治療方針
「遺伝子解析は手術適応決定の決め手
になるか?」

神沢英幸 第26回日本小児泌尿器
科学会総会・学術集会

（名古屋市）

2017.7.7

海外招聘講師からみた日本小児泌尿
器科学会の歴史

神沢英幸，林祐太郎 第26回日本小児泌尿器
科学会総会・学術集会

（名古屋市）

2017.7.7

精巣固定術を適切な時期に行うため
にできること～停留精巣患児523例
の背景検討～

神沢英幸，丸山哲史，水野健太郎，
安井孝周，林祐太郎

第26回日本小児泌尿器
科学会総会・学術集会

（名古屋市）

2017.7.7

ホルミウムレーザーを用いて尿管瘤
切開術と瘤内結石砕石術を施行した
1例

神沢英幸，太田裕也，池上要介，
丸山哲史，安井孝周，林祐太郎

第31回日本泌尿器内視
鏡学会総会（徳島市）

2017.11.17

産婦人科 当院における腹腔鏡下子宮全摘術の
術式の検討

倉兼さとみ 第18回東海産婦人科内
視鏡手術研究会（名古屋
市）

2017.10.14

腹部手術歴既往が腹腔鏡下子宮全摘
術に与える影響について

関宏一郎 第18回東海産婦人科内
視鏡手術研究会（名古
屋）

2017.10.14

救急科 熊本地震DMAT活動拠点本部撤収の
経験

安藤雅樹，猪又雅彦，円福寺薫，
阿部�真由美，長谷川和徳

第22回日本集団災害医
学会総会・学術集会（名
古屋）

2017.2

人工呼吸器離脱に難渋した重症筋無
力症クリーゼの一例

山村薫平，稲垣雅昭，田村美穂子，
小野由季加，竹下　樹，香川沙織，
加藤　妙，安藤雅樹，森島徹朗，
伊藤彰師

第44回日本集中治療医
学会学術集会（札幌）

2017.3
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東部医療センター業績
学会発表

演題名 演者名 学会名 年月日
救急科 他院と連携し初療を行った多発外傷

の1例
安藤雅樹，山村薫平，工藤　妙，
森島徹朗，稲垣雅昭，伊藤彰師，
須田久雄

第20回日本臨床救急医
学会総会・学術集会（東
京）

2017.5

深鎮静を行った後にTDMを活用し
て再発なく制御できた非痙攣性てん
かん重責の1例

長水正也，安藤雅樹，伊藤彰師 第20回日本臨床救急医
学会総会・学術集会（東
京）

2017.5

地域医療連携システムを用いた遠隔
画像診断のER運用

安藤雅樹，稲垣雅昭，大野貴之，
金井秀樹，羽藤誠記

第45回日本救急医学会
総会学術集会（大阪）

2017.10

救急科専門研修プログラムにおける
連携施設短期研修による問題点

安藤雅樹，大野貴之，稲垣雅昭，
三浦敏靖，稲田眞治

第20回日本救急医学会
中部地方会総会・学術集
会（高山）

2017.11

救急診療制限を余儀なくされたゲリ
ラ豪雨による病院被災

安藤雅樹，長崎高也，三浦敏靖，
稲垣雅昭

第20回日本救急医学会
中部地方会総会・学術集
会（高山）

2017.11

死亡診断されていたにも関わらず病
院搬送に至った1例

横地佑磨，安藤雅樹，稲垣雅昭 第20回日本救急医学会
中部地方会総会・学術集
会（高山）

2016.12

病理診断科 前立腺発がん物質早期検出のための
分子マーカーおよびラットモデルの
確立

鈴木周五，内木　綾，不二　哲，
久野壽也，髙橋　智

第33回日本毒性病理学
会総会および学術集会

（大阪府堺市）

2017.1

前立腺発がん物質早期検出のための
分子マーカーおよびラットモデルの
確立

鈴木周五，加藤寛之，内木　綾，
山下依子，久野壽也，髙橋　智

第106回日本病理学会総
会（東京都新宿区）

2017.4

前立腺発がん物質早期検出のための
分子マーカーおよびラットモデルの
確立

鈴木周五，加藤寛之，不二　哲，
内木　綾，山下依子，久野壽也，
髙橋　智

第76回日本癌学会学術
総会（神奈川県横浜市）

2017.9

薬剤科 深鎮静を行った後に�TDM�を活用し
て再発なく制御できた非痙攣性てん
かん重積の�1�例

長水正也，安藤雅樹，伊藤彰師 第20回日本臨床救急医
学会総会・学術集会（東
京都）

2017.5.28

麻酔科術前外来が術前休止薬の適正
管理と病棟薬剤業務に与えた効果

土屋翔子 第27回日本医療薬学会
年会（千葉市）

2017.11.4

栄養管理科 高齢者の食欲不振に対する多職種の
関わり

北野貴子，豊福千夏，横井里沙，
佐橋秀典，佐伯知昭

第32回日本静脈経腸栄
養学会（岡山市）

2017.2.24

調理実習を取り入れた参加型糖尿病
教室を実施して

豊福千夏，赤尾雅也，北野貴子，
高橋奈緒子，西尾真梨子

第60回日本糖尿病学会
年次学術集会（名古屋
市）

2017.5.18～
20

自治体病院における栄養士・管理栄
養士の活動報告と今後の課題
－栄養部会アンケート結果より－

豊福千夏 第56回全国自治体病院
学会（千葉市）

2017.10.19
～20

看護部 がん化学療法を受けるストーマ保有
者・家族に対する曝露対策への取り
組み

佐々木めぐみ，今枝裕子 第31回　日本がん看護
学会学術集会（高知市文
化プラザかるぽーと）

2017.2

食べる口づくりを目指した多職種連
携

長橋美紀，岩下美幸，石川ちひろ，
森岡麻美，田口真紀，野田由孝，
松下志保

第56回全国自治体学会
（幕張メッセ）

2017.10

医療チームで災害訓練を行うことの
意義

佐々木恵，米澤美千子，竹内久子，
今枝裕子，社本奈美，森田　麗

第48回日本看護学会　
看護管理　学術集会（札
幌コンベンションセン
ター）

2017.10
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東部医療センター業績
研究会

演題・テーマ等 発表者氏名等 研究会の名称 年月日
消化器内科 「進行胃癌の3rd�line�としてラムシル

マブ単剤療法を導入し比較的経過良
好な一例」

北川美香 Gastric�Cancer�
Treatment�Forum

2017.1.26

「輸入感染症の診断，治療と感染管
理」

長谷川千尋 43th�NCU�Infection��
Seminar

2017.7.12

「ERCP関連手技について」 近藤　啓 第18回　東海・北陸　
消化器内視鏡従事者セ
ミナー

2017.9.10

循環器内科 心房細動から患者さんを救うために 関本　暁，村上善正，溝口達也，
野田　翼，蜂矢健太，蓮尾隆博，
猪又雅彦，吉田孝幸，玉井　希，
佐伯知昭

名古屋東部循環器
フォーラム

2017.1.18

AVNRTのslow-fast �fast-slow�slow-
slow�2次元の電位波形を3次元的に
理解する

村上善正 伊勢志摩ライブ（三重県
松阪）

2017.1.21

術後急性期に心房の活動性炎症を
伴った心房細動カテーテルアブレー
ション後stiff�left�atrial�syndromeの
1例

関本　暁，吉田孝幸，佐伯知昭，
村上善正，若松真衣，宮田侑輝，
森野暁大

アブレーションカン
ファランス（名古屋）

2017.4.7

末梢動脈閉塞貫通カテーテル
Crosserの当院における使用経験

蜂矢健太 心疾患フォーラム�in�
Nagoya

2017.4.27

両心房間頻拍の一例 関本　暁，吉田孝幸，佐伯知昭，
村上善正，若松真衣，宮田侑輝，
森野暁大

26th�Arrhythmia�
Associate（名古屋）

2017.5.31

術後亜急性期に心房の活動性炎症を
伴った心房細動カテーテルアブレー
ション後stiff�left�atrial�syndromeの
1例

関本　暁，溝口達也，野田　翼，
橋本朋美，蜂矢健太，吉田孝幸，
山下純世，玉井　希，佐伯知昭，
村上善正

32th�Clinical�Case�
Conference（名古屋）

2017.6.10

慢性心不全における薬物療法につい
て

佐伯知昭，玉井　希，吉田孝幸，
関本　暁，蜂矢健太，橋本朋美，
野田　翼，溝口達也，山下純世，
村上善正

心･腎合併症阻止を目指
した尿酸治療セミナー

（名古屋）

2017.7.5

高齢者心房細動の治療　―当院での
経験を含めて―

村上善正 生活習慣を考える会　in�
Kawasumi（名古屋）

2017.7.19

最新のICDと不整脈治療について 村上善正 ICD友の会（名古屋） 2017.7.23

心房細動から患者さんを救うために 関本　暁 名古屋市循環器フォー
ラム

2017.7.26

Pacemaker�leadの位置調整が必要で
あったサルコイドーシスに伴うVT�
ablationの一例

関本　暁，吉田孝幸，佐伯知昭，
村上善正，白水真衣，宮田侑輝，
森野暁大

27th�Arrhythmia�
Associate（名古屋）

2017.10.18

超高齢者のAVNRTの症例 関本　暁，吉田孝幸，佐伯知昭，
村上善正，白水真衣，宮田侑輝，
森野暁大

27th�Arrhythmia�
Associate（名古屋）

2017.10.18

チーム東部による急性期心不全治療 蜂矢健太 桜山水利尿研究会～心
不全の病診連携を考え
る～

2017.11.1

当院におけるFFRを用いた狭心症治
療の取り組み

蜂矢健太 第6回名古屋東部地
区心房細動Network�
Meeting

2017.12.2
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東部医療センター業績
研究会

演題・テーマ等 発表者氏名等 研究会の名称 年月日
AFカテーテルアブレーション治療
と医療連携

村上善正 AF�Net�Work�Meeting�
in�美浜（愛知県美浜）

2017.12.5

心房頻脈性不整脈におけるEnsite�
Navxの有用性

村上善正 西日本
Electrophysiology�
Expert�Meeting-Best�
Practice�of�AF/AT（大
阪）

2017.12.23

神経内科1 多発脳塞栓症の1例-塞栓源の探求- 井上裕康 第14回脳卒中フォーラ
ム

2017.6.14

くり返す回転性めまいを呈した33歳
男性の一例

谷口葉子 第15回脳卒中フォーラ
ム

2017.11.22

「脳卒中ガイドライン2015追補2017」
とその先

山田健太郎 ひがしJMECCランチョ
ンセミナー

2017.11.26

アミロイドアンギオパチー関連脳症
における臨床像の広がり

谷口葉子 第34回臨床神経内科研
究会

2017.12.2

神経内科2 ブース長 三浦敏靖 奈良医大ISLS 2017.7.9

ブース長 三浦敏靖 福島医大ISLS 2017.7.16

インストラクター 三浦敏靖 ひがし市民ICLS 2017.7.29

ディレクター 三浦敏靖 大阪府済生会中津病院
JMECC

2017.8.27

ブース長 三浦敏靖 名古屋第2赤十字病院
JMECC

2017.9.2

ブース長 三浦敏靖 市立四日市病院ISLS 2017.9.16

インストラクター 三浦敏靖 豊川市民病院ISLS 2017.10.1

インストラクター 三浦敏靖 岐阜大学JMECC 2017.10.8

インストラクター 三浦敏靖 ひがし市民ICLS 2017.10.28

ディレクター 三浦敏靖 大同病院JMECC 2017.10.29

ブース長 三浦敏靖 松阪中央総合病院ISLS 2017.11.12

ディレクター 三浦敏靖 ひがし市民JMECC 2017.11.26

ブース長 三浦敏靖 名古屋第2赤十字病院
JMECC

2017.12.3

ブース長 三浦敏靖 JMECC指導者講習会
（日内会館）

2017.12.9

コースコーディネーター/ブース長 三浦敏靖 名古屋市立大学ISLS 2017.12.23

整形外科 連携施設からのご紹介患者さんのそ
の後について

吉田行雄 第28回若水カンファラ
ンス

2017.2.15

尺側偏位を伴ったDupuytren拘縮の
1例

立松尚衛 第28回若水カンファラ
ンス

2017.2.15

連携施設からのご紹介患者さんのそ
の後について

吉田行雄 第29回若水カンファラ
ンス

2017.9.6

骨脆弱性骨盤骨折に対する治療 福田　誠 第29回若水カンファラ
ンス

2017.9.6

救急科 症例・研究発表　助言者 安藤雅樹 第39回救急コ・メディ
カルセミナー

2017.10.20
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東部医療センター業績
研究会

演題・テーマ等 発表者氏名等 研究会の名称 年月日
薬剤科 ①VCMの長期使用症例�

②PHTの血中濃度に関する事例報告
野田雅人 東海地区TDM研究会 2017.2.20

PE/DVT�診療における薬剤師の役割 長水正也 INNOVATE�プログラ
ム2017�in�愛知

2017.10.28

栄養管理 シンポジウム
求められる糖尿病治療をめざして
～各施設での取り組みについて～

豊福千夏 東海糖尿病治療研究会
糖尿病患者教育担当者
センター

2017.9.30

看護部 転落転倒のインシデントに対する取
り組み

桂田久子 師長研修発表会 2017.1.20

要支援妊産褥婦への早期介入と継続
支援の取り組み

間瀬有里 師長研修発表会 2017.1.20

退院支援促進による入院日数短縮へ
の取り組み

小室　香 師長研修発表会 2017.1.20

6Rの徹底から，確認不足の減少を図
る取り組み

井上しのぶ 師長研修発表会 2017.1.20

重症度，医療・看護必要度の改訂に
対応した病床運営に向けて

小塚亜矢 師長研修発表会 2017.1.20

褥瘡発生を減少させる取り組み 日紫喜真由美 師長研修発表会 2017.1.20

e-ラーニングの効果的活用促進へ向
けての取り組み

前川美智代 師長研修発表会 2017.1.20

外来看護充実にむけての取り組み 服部好子 師長研修発表会 2017.1.24

感染管理向上への取り組み 後藤直美 師長研修発表会 2017.1.24

救急外来の安全文化の醸成をめざし
て

酒井稔子 師長研修発表会 2017.1.24

インシデントレポートを活用した安
全対策への取り組み

纐纈万知代 師長研修発表会 2017.1.24

より良い看護を提供できる職場環境
づくり

平山和美 師長研修発表会 2017.1.24

重症度，医療・看護必要度の評価精
度向上への取り組み

髙垣晃子 師長研修発表会 2017.1.24

超過勤務削減に向けて 谷口富士子 師長研修発表会 2017.1.24

空白時間を有効活用するための取り
組み

冨田由利 師長研修発表会 2017.1.24

マザーケア外来の見直しを通して 鈴木里加 副師長・主任研修発表会 2017.1.27

整形外科病棟における褥瘡発生低下
に向けた取り組み

小出幹子 副師長・主任研修発表会 2017.1.27

データを活かした医療安全体制の強
化を図る

吉浦真由美 副師長・主任研修発表会 2017.1.27

手指消毒の正しい理解とアルコール
擦式消毒剤使用回数増加への取り組
み

小久保富樹子 副師長・主任研修発表会 2017.1.27

看護を語れる職場風土づくり 吉川眞由美 副師長・主任研修発表会 2017.1.27

「基本」を徹底し，安全で質の高い看
護を提供する

川瀬志津子 副師長・主任研修発表会 2017.1.27

早期から取り組む退院支援の構築を
目指して

福永　友紀 副師長・主任研修発表会 2017.1.27
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東部医療センター業績
研究会

演題・テーマ等 発表者氏名等 研究会の名称 年月日
看護部 看護スタッフチームとして「介護福

祉士・病棟事務補助」を迎え入れて
森田　麗 副師長・主任研修発表会 2017.1.31

クリニカルパス電カル運用後の記録
時間短縮に向けた取り組み

成瀬由実� 副師長・主任研修発表会 2017.1.31

患者急変時の対応に関する取り組み 野田由孝 副師長・主任研修発表会 2017.1.31

看護の質を高めるための自己学習意
欲向上
e-ラーニング視聴率UPへの取り組み

平下充正 副師長・主任研修発表会 2017.1.31

院内トリアージシステムの導入 平　愛 副師長・主任研修発表会 2017.1.31

重症度，医療・看護必要度の精度を
上げる取り組み

須貝浩子 副師長・主任研修発表会 2017.1.31

当日リーダーの業務量調査を通して 今浦瑞恵 副師長・主任研修発表会 2017.1.31

データを活用してチーム力・職務満
足度を高める取り組み
―グループ活動を通して個々を認め
合う風土を作る―

高倉直美� 副師長・主任研修発表会 2017.1.31

重症度，医療・看護必要度を正しく
評価するための取り組み

鳴神美紀� 副師長・主任研修発表会 2017.1.31

中堅看護職員研修会 宮下奈々，日下部千鶴，横山法子 平成28年度　院外研修
報告会

2017.2.13

臨地実習指導者講習会 吉住拓郎，松本寛子，猪飼美由紀 平成28年度　院外研修
報告会

2017.2.13

インジェクショントレーナー養成プ
ログラム研修

谷　知美 平成28年度　院外研修
報告会

2017.2.13

認定看護管理者教育課程ファースト
レベル

小塚亜矢 平成28年度　院外研修
報告会

2017.2.13

認定看護管理者教育課程セカンドレ
ベル

前川美智代 平成28年度　院外研修
報告会

2017.2.13

インシデントレポートの確認不足に
関する要因・原因分析

後藤千寿 看護研究発表会 2017.2.23

A病棟における固定チームナーシン
グデイパートナー方式がもたらした
効果の検証

佐藤ゆかり 看護研究発表会 2017.2.23

手術室新人看護職員の看護観育成の
ための質的研究

林　華世 看護研究発表会 2017.2.23

新人看護職員が入職後に感じる
ギャップやストレスと望まれる支援

堀川春奈 看護研究発表会 2017.2.23

病棟における退院支援フローチャー
ト使用と看護師の意識と行動の変容

鈴木綾乃 看護研究発表会 2017.2.23

看護師の身体拘束体験による意識変
化

西尾幸子 看護研究発表会 2017.2.23

臨地実習指導計画書，指導者連絡表
活用における看護師の意識調査

山田　優 看護研究発表会 2017.2.23

A病院においての外来看護師の応援
体制に対する意識調査

石原富子 看護研究発表会 2017.2.23

用手洗浄の統一はスコープの清浄度
向上につながるか?

宮家美由紀，小南明美 看護研究発表会 2017.2.23
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研究会

演題・テーマ等 発表者氏名等 研究会の名称 年月日
看護部 ストーマ装具選択基準の導入を試み

て患者の負担軽減を図る
高橋佐恵子，水谷由美子 看護研究発表会 2017.2.23

転倒転落のインシデントに対する取
り組み

桂田久子 平成28年度　看護実践
報告会

2017.3.6

より良い看護を提供できる職場環境
づくり
電子カルテをベットサイドへの取り
組み

平山和美 平成28年度　看護実践
報告会

2017.3.6

集中治療センター「看護ってなんだ
ろうなプロジェクト」リフレクショ
ンを導入して

道木貴子 平成28年度　看護実践
報告会

2017.3.6

周術期の体温管理 木村敦子 平成28年度　看護実践
報告会

2017.3.6

手術室災害訓練を実施して 加藤ちづる 平成28年度　看護実践
報告会

2017.3.6

平成28年度　認定看護師演習セミ
ナー実践報告

宮本亜希子，米澤美千代，今枝裕子，
阿部真由美，社本奈美，佐々木恵，
森田　麗，石川ちひろ，山田幸弘，
松下美加

平成28年度　看護実践
報告会

2017.3.6

褥瘡予防対策用具の活用に向けた取
り組み

鎌倉由美，柴田由唯，石井紀子，
山田幸弘

平成28年度　看護実践
報告会

2017.3.6

平成28年度　身体抑制実施状況の報
告

園田祥子，千村真由，上野周子，
新美穂乃香，森田　麗，新川紗代，
原田美穂

平成28年度　看護実践
報告会

2017.3.6

新インシデントレポートの活用につ
いて

野間妙子，渡邉佐千子，佐藤佐恵子，
田中大貴

平成28年度　看護実践
報告会

2017.3.6

緩和ケアリンクナース会の活動報告 和田美里 平成28年度　看護実践
報告会

2017.3.6

平成28年度　訪問看護ステーション
研修報告会

福永友紀 平成28年度　看護実践
報告会

2017.3.6

5S活動を通じて職場環境を整える
ナースステイションと処置室での取
り組み

坂川有希，吉浦真由美，千村真由，
吉田いずみ，浅野妃美子，安達知恵，
伊藤亜季，平山和美

平成28年度　看護実践
報告会

2017.3.6

起こせる身体を目指して
―食べて話せる口づくり―

長橋美紀，福手彩乃，岩下美幸，
石川ちひろ，森岡麻美，田口真紀

平成28年度　看護実践
報告会

2017.3.6

グループ活動をして個々を認め合う
職場風土を作る

高倉直美 平成28年度　看護実践
報告会

2017.3.6

手指アルコールを使用量増加への取
り組み

加藤有希，後藤直美，小出幹子，
近藤裕也，榊原英吾，小川ゆきみ，
上田晴惠，吉江志帆，酒井千賀子

平成28年度　看護実践
報告会

2017.3.6

認知症患者看護マニュアルの活用状
況について

海野悦子 平成28年度　看護実践
報告会

2017.3.6

感染症グループの活動報告
～感染症病棟を持つ職場として～

菊井知子，井上しのぶ，
小久保冨樹子，清水映見

平成28年度　看護実践
報告会

2017.3.6

臓器移植における基礎知識と看護実
践

円福寺薫 平成29年度　
第1回院外研修報告会

2017.10.30

中堅看護職員研修会 野間妙子，小出恵美子，松永悠嗣 平成29年度　
第1回院外研修報告会

2017.10.30

看護管理者研修会 相坂麻衣子，寺嶋真紀，永田香世 平成29年度　
第1回院外研修報告会

2017.10.30
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研究会

演題・テーマ等 発表者氏名等 研究会の名称 年月日
看護部 寛骨臼回転骨切り術後の離床へのか

かわり
西尾康佑 ケーススタディ発表会 2017.12.4

口腔ケアの重要性　口腔アセスメン
トシートを用いての観察と介入方法

山本亜沙実 ケーススタディ発表会 2017.12.4

CCUへ緊急入院されたPCI後の患者
指導
パンフレットによる早期介入

榊原　綾 ケーススタディ発表会 2017.12.4

脳卒中後うつ症状のある患者への看
護
患者の思いを尊重した計画を実施し
て

仲林侑紀 ケーススタディ発表会 2017.12.4

眼科手術後の体位制限による苦痛緩
和

大塚　円 ケーススタディ発表会 2017.12.4

褥瘡を改善・予防するためのポジショ
ニング

柏木智絵 ケーススタディ発表会 2017.12.4

嚥下障害のある患者の看護　肺がん
による食道狭窄のある患者の食事に
ついて

太田琴美 ケーススタディ発表会 2017.12.4

手術を受けた患者への看護　
不安を軽減する関わりを行って

山村唯奈 ケーススタディ発表会 2017.12.4

救急搬送された自殺念慮のある患者
への関わり

足立彩美 ケーススタディ発表会 2017.12.4

患者の自己決定を支援する看護 高塚祐佳里 ケーススタディ発表会 2017.12.4

予後不良と診断された患者の家族へ
の関わり
よりよい最期を迎えるために

大賀洵宜 ケーススタディ発表会 2017.12.4

帝王切開手術を受ける患者にバース
プランを取り入れた周手術期看護

若尾彩斐 ケーススタディ発表会 2017.12.4

全身麻酔下ステントグラフト内挿術
を受ける患者に有効な術中体温低下
予防

中島野乃夏 ケーススタディ発表会 2017.12.4

大腿骨近位部骨折患者の関わり
安全なポジションと合併症の予防に
ついて

西川洋子 ケーススタディ発表会 2017.12.4

リウマチのある患者への看護
ストーマ排泄ケアを通して

足立千恵 ケーススタディ発表会 2017.12.4

意識障害を抱える患者に対する機能
予後を踏まえた関わり
端座位訓練の実施による患者の覚醒
の変化を踏まえて

長橋美紀 ケーススタディ発表会 2017.12.4

若年での遷延性意識障害患者の家族
看護について

木全美幸 ケーススタディ発表会 2017.12.4

夜間不穏行動のある認知症患者への
看護
日中の覚醒へのアプローチ

桐樋翔太 ケーススタディ発表会 2017.12.4

環境整備とリアリティー・オリエン
テーションの効果
入院初日の夜間せん妄を予防するた
めの試み

向山由季 ケーススタディ発表会 2017.12.4
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東部医療センター業績
研究会

演題・テーマ等 発表者氏名等 研究会の名称 年月日
看護部 構音障害を併発した患者とのコミュ

ニケーション
コミュニケーションツールの活用を
通して

五藤里菜 ケーススタディ発表会 2017.12.4

意識下手術を受ける患者が視覚的情
報により抱く不安の緩和
アイピローを使用して

森田三知子 ケーススタディ発表会 2017.12.4

高齢者を介護する家族への援助
家族内のコミュニケーションを促進
する働きかけ

石井　薫 ケーススタディ発表会 2017.12.4

虚血性心疾患を抱える患者の看護
患者の心理面への関わりと心臓病パ
ンフレットを使用した退院指導

林　慧 ケーススタディ発表会 2017.12.4

医療安全を通して安全な看護の提供
が出来る
6Rの周知・徹底の教育を通して

渡部江美子 リーダーシップ3発表会 2017.12.19

アセスメントフローシートの作成と
運用に向けて

小川ゆきみ リーダーシップ3発表会 2017.12.19

機能的健康パターンに基づいたデー
タベース作成に向けた，日常生活調
査票の取り組み

渡邉千枝子 リーダーシップ3発表会 2017.12.19

看護必要度の監査の取り組み 尾﨑恵子 リーダーシップ3発表会 2017.12.19

患者参画看護の周知と実施 宮川礼子 リーダーシップ3発表会 2017.12.19

リーダー，メンバーの役割を再認識
する取り組み

高橋昌美 リーダーシップ3発表会 2017.12.19

内視鏡センターの時間外削減に向け
た取り組み

小南明美 リーダーシップ3発表会 2017.12.19

身体抑制に対する現状調査
身体抑制調査シートを活用して

市村静香 リーダーシップ3発表会 2017.12.19

新人看護師に皆で「伝える」教育を
目指して

吉住拓郎 リーダーシップ3発表会 2017.12.19

新人育成状況の見える化
面談実施の取り組みから見えたリー
ダーシップとは

中村公一 リーダーシップ3発表会 2017.12.19

看護師のIC同席に向けての取り組み
意識向上のために聞取り調査を行っ
て

坂川有希 リーダーシップ3発表会 2017.12.19

インフォームドコンセントの同席と
記録を残す取り組み

浦塚美津代 リーダーシップ3発表会 2017.12.19

褥瘡予防のための下肢のポジショニ
ングへの取り組み
患者にとって一番のポジショニング
を実践する

小出恵実子 リーダーシップ3発表会 2017.12.19

褥瘡を正しく評価するための取り組
み

松下志生奈 リーダーシップ3発表会 2017.12.19

PPE利用率向上への取り組み 竹市佳代子 リーダーシップ3発表会 2017.12.19
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東部医療センター業績
講演・院内セミナー等

演題・テーマ等 発表者氏名等 研究会の名称 年月日
神経内科 脳卒中の初期診療 三浦敏靖 名市大　医療保健　学

びなおし講座
2017.11.17

救急外来での神経疾患
～てんかんなど～

三浦敏靖 名市大　医療保健　学
びなおし講座

2017.12.5

観察① 三浦敏靖 名古屋市救急救命研修
所　救命士養成講義

2017.11.24

観察② 三浦敏靖 名古屋市救急救命研修
所　救命士養成講義

2017.12.15

内分泌内科 眼と糖尿病　～失明を防ぎましょう～ 赤尾雅也 市民講座 2017.6.21

脳神経外科 脳神経外科救急の初瞭 大野貴之 研修医スキルアップ講座 2017.7.5

外傷ではなかった急性硬膜下血腫の
一例

岩田卓士 第15回脳卒中フォーラム 2017.11.22

救急科 災害時の医療のしくみ 安藤雅樹 第144回名古屋市立東部
医療センター市民健康
講座

2017.9.20

病理診断科 佐藤千香子，池田知雅，森　雄司，
加藤寛之，鈴木周五

CPC 2017.1.6

森下真圭，大木健二郎，森　雄司，
小林瑞穂，鈴木周五

CPC 2017.5.25

友斉達也，森　雄司，鈴木周五 CPC 2017.7.26

薬剤科 薬のはなし 近藤るびい 糖尿病教室 2017.1.20

薬のはなし 近藤るびい 糖尿病教室 2017.2.17

薬のはなし 近藤るびい 糖尿病教室 2017.3.17

安全な与薬の実施 六鹿　浩 新規採用者研修 2017.4.18

薬のはなし 近藤るびい 糖尿病教室 2017.5.12

麻薬の取扱，インスリン療法 森下修行 新人看護職員研修 2017.6.5

薬のはなし 近藤るびい 糖尿病教室 2017.6.16

薬のはなし 近藤るびい 糖尿病教室 2017.7.14

インシデントに関連する薬剤の知識 工藤正治，奥村拓也 医療安全研修会 2017.8.10

外用薬の種類と使い方 横川めぐみ 褥瘡対策学習会 2017.9.6

薬のはなし 近藤るびい 糖尿病教室 2017.9.15

薬のはなし 近藤るびい 糖尿病教室 2017.10.20

インシデントに関連する薬剤の知識 工藤正治，奥村拓也 医療安全研修会 2017.11.9

薬のはなし 近藤るびい 糖尿病教室 2017.11.17

薬のはなし 近藤るびい 糖尿病教室 2017.12.15

栄養管理科 主治医はあなたです。
～合併症を防ぐために～

豊福千夏 市民講座 2017.7.19

看護部 全分野の演習 佐々木恵，社本奈美，今枝裕子，
宮本亜希子，米澤美千子，松下美加，
石川ちひろ，山田幸弘，森田　麗

平成29年度認定看護師
セミナー
第1回

2017.9.22

全分野の演習 佐々木恵，社本奈美，今枝裕子，
宮本亜希子，米澤美千子，松下美加，
石川ちひろ，山田幸弘，森田　麗

平成29年度認定看護師
セミナー
第2回

2017.11.10
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回数 演題名 講演者名 参加人数 年月日

市民健康講座 第137回 急性期脳梗塞治療の現状と今後の課
題

第一脳神経外科副部長　出村�光一朗 82名 2017.1.18

第138回 増えている肺がん
～基礎から治療まで～

呼吸器外科部長　水野�幸太郎 103名 2017.2.15

第139回 がん化学療法とは？？ がん化学療法認定看護師　佐々木�恵
がん化学療法認定看護師　社本�奈美

75名 2017.3.15

第140回 乳がんについて 乳腺・内分泌外科部長　羽藤　誠記 69名 2017.4.19

第141回 続・筋活しませんか？
Let's�ロコチャレ!!

リハビリテーション科係長　庄田　好孝 105名 2017.5.17

第142回 眼と糖尿病
～失明を防ぎましょう～

内分泌内科部長　赤尾　雅也
眼科部長　玉井　一司

103名 2017.6.21

第143回 主治医はあなたです
～糖尿病フットケアと食事療法～

栄養管理科副部長　豊福　千夏
糖尿病療養指導士　熊澤　久美子

88名 2017.7.19

第144回 災害時の医療のしくみ 救急科部長　安藤　雅樹 81名 2017.9.20

第145回 慢性の痛みについて 疼痛緩和支持治療科部長　春原　啓一 98名 2017.10.18

第146回 皮膚の変化とスキンケア 皮膚・排泄ケア認定看護師　今枝　裕子 88名 2017.11.15

第147回 骨粗鬆症の予防と治療 リハビリテーション科部長　南谷　千帆 130名 2017.12.20
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東部医療センター　医療活動に関する実績

■手術件数（手術室にて実施したもの）

平成28年 平成29年

年間計　4,129 年間計　4,564

全身麻酔�
（再掲）

1,955

緊急手術�
（再掲）

592

全身麻酔�
（再掲）

2,255

緊急手術�
（再掲）

679

■内視鏡件数�
平成29年（1月～12月）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計
上部消化管 210 220 195 199 203 200 197 189 171 212 235 188 2,419
下部消化管 113 151 147 120 137 142 140 160 134 141 147 156 1,688

気管支 9 6 12 9 13 8 9 10 6 10 12 12 116
胆管 20 15 23 16 19 22 33 32 19 28 23 24 274

その他/カプセル 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 4 0 10
計 352 393 378 344 372 374 380 391 331 391 421 380 4,507

■血管撮影等件数�
平成29年（1月～12月）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計

心
臓

心カテ 44 51 44 38 33 38 56 37 30 39 51 45 506
PCI 18 25 17 23 13 24 17 12 16 17 21 19 222

アブレーション 19 19 26 26 18 23 17 20 18 22 19 16 243
ペースメーカー等 5 17 20 20 12 13 7 9 4 10 13 16 146

冠動脈CT 16 16 14 19 23 23 19 15 22 19 23 26 235

脳
診断 10 12 1 4 3 8 6 6 5 7 4 6 72
IVR 6 4 6 2 9 1 5 3 6 3 9 5 59

計 118 144 128 132 111 130 127 102 101 117 140 133 1,483

■分娩件数�
平成29年1月～12月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計
31 16 18 19 23 24 30 21 28 37 23 16 286
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【各診療科の主な手術実績】
【消化器内科】

術式・症例など 計 （再掲）
内視鏡的消化管止血術 91

内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 303 長径2cm以上
235

長径2cm以上
68

内視鏡的胆道ステント留置術 46

内視鏡的乳頭切開術 80 胆道砕石術を伴う
10

乳頭括約筋切開のみ
70

胆嚢外瘻造設術 22

【循環器内科】
術式・症例など 計 （再掲）

経皮的カテーテル心筋焼灼術 230
心房中隔穿刺、

心外膜アプローチ
193

その他
37

経皮的冠動脈ステント留置術 178 急性心筋梗塞
64

不安定狭心症
22

その他
92

ペースメーカー移植術（経静脈電極） 25
ペースメーカー交換術 10
体外ペースメーキング術 13
四肢の血管拡張術・血栓除去術 24

【外科】
術式・症例など 計 （再掲）

腹腔鏡下虫垂切除術 92
腹腔鏡下胆嚢摘出術 66
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 53
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側） 76
鼠径ヘルニア手術 47
人工肛門閉鎖術（腸管切除を伴う） 16
人工肛門造設術 15
結腸切除術 30
胸腔鏡下肺切除術 13
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 35

胃切除術 20 悪性腫瘍手術
18

単純切除術
2

乳腺悪性腫瘍手術 27 乳房部分切除術
5

乳房切除術
22

【脳神経外科】
術式・症例など 計 （再掲）

慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 57

脳動脈瘤頸部クリッピング 10 2箇所以上
1

1箇所
9

頭蓋内腫瘤摘出術 1
頭蓋内腫瘍摘出術（その他） 6

頭蓋内血腫除去術（開頭） 26 脳内
8

硬膜外
2

硬膜下
16

水頭症手術 8
脳室穿破術

（神経内視鏡手術によるもの）
1

シャント手術
7
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東部医療センター　医療活動に関する実績

【心臓血管外科】
術式・症例など 計 （再掲）

弁置換術（1弁） 12

弁形成術 14 2弁
7

1弁
7

大動脈瘤切除術 46

腹部大動脈
12

腹部大動脈
（その他）

4

上行大動脈及び
弓部大動脈の同

時手術
3

上行大動脈（大動
脈弁置換（形成）・

冠動脈再建）
4

上行大動脈
（その他）

15

胸腹部大動脈
1

弓部大動脈
6

下行大動脈
1

前腕内シャント設置術 15

血管移植術、バイパス移植術 9 頭、頸部
1

その他
8

冠動脈、大動脈バイパス移植術 19
人工心肺不使用
（2吻合以上）

1

2吻合以上
16

1吻合
2

下肢静脈瘤血管内焼灼術 57

ステントグラフト内挿術 50 腹部大動脈
29

腸骨動脈
7

胸部大動脈
14

【腎臓内科】
術式・症例など 計

内シャント造設術 6
前腕内シャント設置術 11

【整形外科】
術式・症例など 計 （再掲）

椎弓形成手術 18

脊椎固定術 34 前方椎体固定
4

後方又は後側方固定
6

後方椎体固定
24

人工骨頭挿入術 104 肩
1

股
102

肘
1

人工関節置換術 130 肘
1

股
70

膝
54

人工関節再置換術（股） 5

四肢切断術 23 大腿
7

足
2

下腿
10

指（手、足）
4

骨内異物（挿入物を含む）除去術 131 上腕、大腿
23

鎖骨、膝蓋骨、手、足、
指（手、足）その他

42

前腕、下腿
66

骨折観血的手術 267 上腕、大腿
151

前腕、下腿、手舟状骨
68

鎖骨、膝蓋骨、手、足、
指（手、足）その他

48

関節内骨折観血的手術 124 手、足
61

肩、肘、股、膝
60

指（手、足）
3

【皮膚科】
術式・症例など 計 （再掲）

皮膚悪性腫瘍単純切除術 12

皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外） 2 6cm以上
1

12cm以上
1

皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部） 6 2cm未満
1

2cm以上
4cm未満

3

4cm以上
2
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【眼科】
術式・症例など 計

水晶体再建手術 540
硝子体注入・吸引術 212
硝子体茎顕微鏡下離断術 34

【泌尿器科】
術式・症例など 計 （再掲）

膀胱悪性腫瘍手術 105 経尿道的手術
101

全摘（尿路変更を行う）
1

全摘（尿路変更を行わない）
3

腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 26
腹腔鏡下仙骨膣固定術 28
腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術 20
経尿道的尿路結石除去術 126
経尿道的レーザー前立腺切除術 48

【産婦人科】
術式・症例など 計 （再掲）

腹腔鏡下腟式子宮全摘術 93
腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 25
腹腔鏡下子宮筋腫摘出（核出）術 33

帝王切開術 61 選択
41

緊急
20

子宮附属器癒着剥離術（両）（腹腔鏡） 10 　

子宮附属器腫瘍摘出術 183 腹腔鏡
175

開腹
8

子宮全摘術 31 　
子宮筋腫摘出（核出）術（腹式） 37
子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術 18
子宮鏡下子宮筋腫摘出術 22

子宮外妊娠手術 15 腹腔鏡
14

開腹
1

【耳鼻いんこう科】
術式・症例など 計 （再掲）

鼻内副鼻腔手術 56 Ⅱ型
5

Ⅲ型
48

Ⅳ型
2

2洞
1

鼻中隔矯正術 8
口蓋扁桃摘出術 23
気管切開術 17
リンパ節摘出術 7
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著書

著書名 著者名 発行所 年月日
消化器内科 高精度化学放射線療法の治療成績と

有害事象　膵癌に対する画像誘導陽
子線治療　62巻9号（pp1129-1134）

服部有希子，平野敦之，岩田宏満，
荻野浩幸，山下宏章，橋本眞吾，
中嶌晃一朗，馬場二三八，佐々木繁，
妹尾恭司，柴本雄太，溝江純悦

臨床放射線 2017.9

血液･腫瘍内科 L-PAM大量療法，BD療法，V-MP
（MP-B）療法
癌化学療法と制吐薬使用マニュアル�
造血器悪性腫瘍編�［改訂版］

稲垣　淳，飯田真介 株式会社メディカルレ
ビュー社

2017.6.30

中央放射線部 2．画像診断分類　日本肺癌学会編　
臨床・病理　肺癌取扱い規約

（pp13-50）

坂井修二，足立秀治，赤嶺晋治，
芦澤和人，大野　康，小野修一，
栗山啓子，児島　章，小林　健，
佐々木信一，鈴木健司，関根康雄，
原　眞咲，森　清志

金原出版（東京） 2017

7．RECISTガイドラインを用いた胸
部悪性腫瘍の治療効果判定の手引き　�
日本肺癌学会編　臨床・病理　肺癌
取扱い規約　第8版

（pp167-181）

樋田豊明，今村文生，石川暢久，
一木昌郞，海老則之，小栗鉄也，
北川智余恵，木下一郎，上月稔幸，
西條康夫，柴田和彦，菅原俊一，
砂長則明，関　順彦，中村洋一，
原　眞咲，平島智徳，渡邉裕一

金原出版（東京） 2017

４肺癌の診断4.�FDG-PETの質的診
断能についてのコンセンサスを教え
てください．肺癌診療Q&A　一つ上
を行く診療の実践　第2版　�
弦間昭彦編著（pp122-127）

原　眞咲 中外医学社（東京） 2017

４肺癌の診断　5.�FDG-PETの診断
上の進歩について教えて下さい．肺
癌診療Q&A　一つ上を行く診療の実
践　第2版　弦間昭彦編著

（pp128-131）

原　眞咲 中外医学社（東京） 2017

４肺癌の診断8.�CTを用いた大きさ
による評価とFDG-PET所見が異な
るリンパ節をどう扱いますか？　肺
癌診療Q&A　一つ上を行く診療の実
践　第2版　弦間昭彦編著

（pp139-143）

原　眞咲 中外医学社（東京） 2017

縦隔　胸部　臨床画像　10月増刊号
「放射線科研修医の胸腹部画像診断
must�know」栗原泰之企画　�
桑鶴良平編（pp49-57）

原　眞咲 メジカルビュー社（東
京）

2017

発表論文
題　名 著者名 雑誌名 年月日

腎臓・透析内科 慢性腎臓病と高尿酸血症～腎臓病患
者の治療目標～

菅　憲広 名古屋内科医会会誌　
150号48頁～59頁

2017.7

内分泌・糖尿病
内科

基礎インスリン1回および追加イン
スリン2回併用療法の臨床的有効性
と安全性についての検討

木村了介，岡本亜佐美，竹田勝志，
渡邉久美子，安井才知衣

新薬と臨牀　66号11頁
～21頁

2017

Humoral�Hypercalcemia�of�
Malignancy�with�a�Parathyroid�
Hormone-Related�Peptide-Secreting�
Intrahepatic�Cholangiocarcinoma�
Accompanied�by�a�Gastric�Cancer.

Katsushi�Takeda,�Ryosuke�Kimura,�
Nobuhiro�Nishigaki,�Shinya�Sato,�
Asami�Okamoto,�Kumiko�Watanabe,�
Sachie�Yasui.

Case�Rep�Endocrinol.�
Epub

2017.5.10
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発表論文

題　名 著者名 雑誌名 年月日
内分泌・糖尿病
内科

Nivolumabの治療中に抗サイログロ
ブリン抗体の陽転化を伴う甲状腺機
能異常を認めた非小細胞肺癌の2例

吉原美鈴，木村了介，國井英治，
森　祐太，堀内　実，秋田憲志

肺癌　57巻4号308頁～
314頁

2017

泌尿器科 Effect�of�obesity�on�sperm�retrieval�
outcome�and�reproductive�hormone�
levels�inJapanese�azoospermic�
men�with�and�without�Klinefelter�
syndrome.

Iwatsuki�Shoichiro,�Sasaki�Shoichi,�
Taguchi�Kazumi,�Mizuno�Kentaro,�
Okada�Atsushi,�Kubota�Yasue,�
Umemoto�Yukihiro,�Hayashi�Yutaro,�
Yasui�Takahiro

Andorology,�5巻1号82
頁～86頁
(doi:�10.1111/andr.12281)

2017

A�case�of�delayed�radiation�
myelopathy�of�the�thoracic�vertebrae�
following�low�dose�radiation�therapy�
for�metastatic�renal�cell�carcinoma.

Nozaki�Satoshi,�Naiki�Taku,�
Hamamoto�Shuzo,�Ando�Ryosuke,�
Iida�Keitaro,�Kawai�Noriyasu,�
Mizuno�Kentaro,�Okada�Atsushi,�
Umemoto�Yukihiro,�Yasui�Takahiro

Urology�Case�Reports,�
11号66頁～68頁
(doi:�10.1016/
j.eucr.2017.01.005.)

2017

泌尿器疾患　Urolithiasis　尿路結石
症

伊藤恭典，安井孝周 今日の診療のために　
ガイドライン外来診療
2017，315頁～322頁，
日経メディカル開発

2017

ロボット支援前立腺全摘除術にお
ける内尿道口形成の工夫　～解剖
学的な筋層再建を意識したmodified�
intussusception法～

黒川覚史，梅本幸裕，水野健太郎，
岡田淳志，森　久，河合憲康，
戸澤啓一，安井孝周

第104回日本泌尿器科学
会総会一般演題【モニ
ター委員推薦ビデオ】，
日本泌尿器科学会HP

2017

Ⅸ．腎・泌尿器科疾患，生殖器疾患　�
停留精巣

林祐太郎，水野健太郎，守時良演，
西尾英紀，加藤大貴，神沢英幸

小児科診療　小児科
ケースカンファレンス，
80号（増刊号）355頁～
257頁，診断と治療社

2017

停留精巣固定術の術前・術後管理 林祐太郎，岩月正一郎，神沢英幸 泌尿器Care&Cure�Uro-
Lo，22巻2号103頁～107
頁，MCメディカル出版

2017

A�rare�case�of�epididymal�abscess�in�
an�infant�treated�successufully�with�
needle�aspiraton.

Nishio�Hidenori,�Mizuno�Kentaro,�
Kato�Taiki,�Moritoki�Yoshinobu,�
Kamisawa�Hideyuki,�Kurokawa�
Satoshi,�Nakane�Akihiro,�Okada�
Atsushi,�Yasui�Takahiro,�Hayashi�
Yutaro

Urology�Case�Reports,�
13号26頁～27頁
(doi:�10.1016/
j.eucr.2017.03.012)

2017

Robot-assisted�laparoscopic�
pyeloplasty�for�ureteropelvic�
junction�obstruction:�comparison�
between�pediatric�and�adult�
patients-Japanese�series.

Mizuno�Kentaro,�Kojima�Yoshiyuki,�
Kurokawa�Satoshi,�Kamisawa�
Hideyuki,�Nishio�Hidenori,�Moritoki�
Yoshinobu,�Nakane�Akihiro,�
Maruyama�Tetsuji,�Okada�Atsushi,�
Tozawa�Keiichi,�Kohri�Kenjiro,�
Yasui�Takahiro,�Hayashi�Yutaro

Journal�of�Robotic�
Surgery,�11巻2号151
頁～157頁(doi:�10.1007/
s11701-016-0633-5)�

�2017

泌尿器科検査パーフェクトガイド　
PartⅡ　疾患別：実施すべき検査と
典型所見　1．先天性疾患・小児泌尿
器科疾患　停留精巣

水野健太郎，西尾英紀，林祐太郎 臨床泌尿器科，71巻4号
121頁～123頁

2017

泌尿器科検査パーフェクトガイド　
PartⅠ　知っておきたい泌尿器科検
査の手順のコツ　9．生検　精巣生検

岩月正一郎，野崎哲史，梅本幸裕 臨床泌尿器科，71巻4号
96頁～97頁

2017

泌尿器科検査パーフェクトガイド　
PartⅡ　疾患別：実施すべき検査と
典型所見　8．内分泌疾患　LOH症
候群

岩月正一郎，武田知樹，梅本幸裕 臨床泌尿器科，71巻4号
235頁～236頁

2017
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発表論文

題　名 著者名 雑誌名 年月日
泌尿器科 膀胱尿管逆流術後の尿中N-アセチル

-β -D-グルコサミニダーゼ高値持続と
分腎機能低下

丸山哲史，西尾英紀，守時良演，
加藤大貴，神沢英幸，黒川覚史，
中根明宏，水野健太郎，林祐太郎，
安井孝周

日本小児泌尿器科学会
誌，26巻1号47頁～54
頁

2017

Ⅲ章　保護者の疑問・相談にこたえ
るために　泌尿器・生殖器　53　陰
茎が小さい・形がおかしい

林祐太郎，西尾英紀，守時良演 PEDIATRIC�OF�
JAPAN小児科　8月臨
時号，58巻9号1141頁
～1148頁，金原出版

2017

Acute�toxicity�of image-guided�
hypofractionated�proton�therapy�
for localized�prostate�cancer

［Online]Nakajima�Koichiro,�Iwata�
Hiromitsu,�Ogino�Hiroyuki,�
Hattori�Yukiko,�Hashimoto�Shingo,�
Nakanishi�Mikiko,�Toshito�Toshiyuki,�
Umemoto�Yukihiro,�
Iwatsuki�Shoichiro,�Shibamoto�Yuta,�
Mizoe�Jun-etsu

International�Journal�of�
Clinical�Oncology

2017

乳幼児健診―診察のポイント＆保護
者の疑問・質問にこたえる　Ⅲ章　
保護者の疑問・質問にこたえるため
に　陰茎が小さい・形がおかしい

林祐太郎，西尾英紀，守時良演 小児科，58巻9号1141
頁～1148頁

2017

New�steps�of�robot-assisted�
radical�prostatectomy�using�
the�extraperitoneal�approach:�
a�propensity-score�matched�
comparison�between�extraperitoneal�
and�transperitoneal�approach�in�
Japanese�patients.

Kurokawa�Satoshi,�Umemoto�
Yukihiro,�Mizuno�Kentaro,�
Okada�Atsushi,�Nakane�Akihiro,�
Nishio�Hidenori,�Hamamoto�Shuzo,�
Ando�Ryosuke,�Kawai�Noriyasu,�
Tozawa�Keiichi,�Hayashi�Yutaro,�
Yasui�Takahiro

BMC�Urology,�17巻1号
106頁
(doi:�10.1186/s12894-017-
0298-z.)

2017

Involvement�of�the�bone�
morphogenic�protein/SMAD�
signaling�pathway�in�the�etiology�of�
congenital�anomalies�of�the�kidney�
and�urinary�tract�accompanied�by�
cryptorchidism.

Mizuno�Kentaro,�Nakane�Akihiro,�
Nishio�Hidenori,�Moritoki�Yoshinobu,�
Kaisawa�Hideyuki,�Kurokawa�
Satoshi,�Kato�Taiki,�Ando�Ryosuke,�
Maruyama�Tetsuji,�Yasui�Takahiro,�
Hayashi�Yutaro

BMC�Urology,�17巻1号
112頁
(doi:�10.1186/s12894-017-
0300-9.)

2017

Complete�remission�of�
metastatic�pheochromocytoma�
in�123I-metaiodobenzylguanidine�
scintigraphy�after�a�single�session�
of�131I-metaiodobenzylguanidine�
therapy:�a�case�report.

Sugino�Teruaki,�Ando�Ryosuke,�
Unno�Rei,�Iida�Keitaro,�Naiki�Taku,�
Hamamoto�Shuzo,�Mizuno�Kentaro,�
Okada�Atsushi,�Umemoto�Yukihiro,�
Kawai�Noriyasu,�Tozawa�Keiichi,�
Hayashi�Yutaro,�Inaki�Anri,�Kayano�
Daiki,�Kinuya�Seigo,�Yasui�Takahiro

BMC�Research�Notes,�
10号750頁

2017

中央放射線部 Transcatheter�arterial�embolization�
for�hepatic�arterial�injury�related�
to�percutaneous�transhepatic�portal�
intervention.

Shimohira�M,�Hashizume�T,�Sasaki�
S,�Ohta�K,�Suzuki�K,�Nakagawa�M,�
Ozawa�Y,�Sakurai�K,�Nishikawa�H,�
Hara�M,�Shibamoto�Y.

Cardiovasc�Intervent�
Radiol.�40巻2号291頁
～295頁.�doi:�10.1007/
s00270-016-1471-6.��
Epub�2016�Sep�23.�
PMID:�27663693

2017.2

New�technique�of�percutaneous�CT�
fluoroscopy-guided�marking�before�
video-assisted�thoracoscopic�surgery�
for�small�lung�lesions:�feasibility�of�
using�a�25-gauge�needle�without�
local�anesthesia.

Shimamura�Y,�Sasaki�S,�Shimohira�M,�
Ogino�H,�Yuki�D,�Nakamae�K,��
Hara�M,�Shibamoto�Y.

Br�J�Radiol.:�20170692.�
doi:�10.1259/bjr.�
20170692.�[Epub�
ahead�of�print]�PMID:�
29172683

2017.11.27

JLCS�medical�practice�guidelines�
for�thymic�tumors:�summary�of�
recommendations.

Yokoi�K,�Kondo�K,�Fujimoto�K,�
Hara�M,�Kadota�Y,�Kawaguchi�K,�
Kunitoh�H,�Matsuno�Y,�Nakajima�J,�
Nishio�M,�Ogawa�K,�Omasa�M.

Jpn�J�Clin�Oncol.�47巻
12号1119頁～1122頁.�
doi:�10.1093/jjco/hyx138.�
PMID:�29036455

2017.12.1



― 106 ―

名古屋市立病院紀要　第40巻　2017年

西部医療センター業績
発表論文

題　名 著者名 雑誌名 年月日
中央放射線部 2．縦隔の区分　mediastinal�

compartments　特集「基本から身に
つく縦隔・胸膜の画像診断」

原　眞咲 画像診断．37巻1151頁
～1162.頁

2017

学会発表
演題名 演者名 学会名 年月日

消化器内科 小腸憩室内GIST・多発肝転移に対
してイマチニブ内服治療とTAEを
施行した1例

山東元樹，木村吉秀，寺島明理，
田中　翔，中西和久，遠藤正嗣，
尾関智紀，西垣信宏，山下宏章，
小島尚代，平野敦之，土田研司，
妹尾恭司

第13回日本消化管学会
総会（名古屋）

2017.2.17

食道神経内分泌細胞癌の3例 田中　翔，西垣信宏，寺島明理，
山東元樹，中西和久，遠藤正嗣，
尾関智紀，山下宏章，小島尚代，
平野敦之，木村吉秀，土田研司，
妹尾恭司

第13回日本消化管学会
総会（名古屋）

2017.2.17

治療を自己中断し，約6ヶ月に腹壁
腹腔内膿瘍で急激に再燃した大腸
Crohn病の一例

寺島明理，土田研司，田中　翔，
山東元樹，中西和久，遠藤正嗣，
尾関智紀，西垣信宏，山下宏章，
小島尚代，平野敦之，木村吉秀，
妹尾恭司

第13回日本消化管学会
総会（名古屋）

2017.2.17

後期高齢者のC型肝炎に対する
sofosbuvir-based�therapyの肝機能改
善効果と脂質代謝に及ぼす影響

木村吉秀，土田研司，妹尾恭司 日本消化器病学会東海
支部第127回例会（名古
屋）

2017.11.11

特発性食道胃粘膜下血腫の1例 三矢明香里，遠藤正嗣，尾関智紀，
山下宏章，小島尚代，平野敦之，
森　義徳，木村吉秀，土田研司，
妹尾恭司

日本内科学会東海支部
第232回東海地方会（名
古屋）

2017.6.11

水泡性類天疱瘡に併発した後天性第
5因子インヒビターの1例

田中稔一郎，中西　太，水野智貴，
菊地基雄，妹尾恭司，澤田啓生

日本内科学会東海支部
第232回東海地方会（名
古屋）

2017.6.11

幽門狭窄をきたした胃異所性膵癌の
1例

寺島明理，木村吉秀，田中　翔，
山東元樹，中西和久，尾関智紀，
遠藤正嗣，山下宏章，小島尚代，
平野敦之，森　義徳，土田研司，
妹尾恭司

日本消化器病学会東海
支部第126回例会（岐阜）

2017.6.24

膵内副脾に発生したdermiod�cystの
1例

山東元樹，平野敦之，寺島明理，
田中　翔，中西和久，尾関智紀，
遠藤正嗣，山下宏章，小島尚代，
森　義徳，木村吉秀，土田研司，
妹尾恭司

日本消化器病学会東海
支部第126回例会（岐阜）

2017.6.24

食道肉腫に対する緩和的放射線治療
が奏功した1例

田中　翔，野村智史，寺島明理，
内田絵理香，山東元樹，尾関智紀，
小島尚代，平野敦之，森　義徳，
木村吉秀，土田研司，妹尾恭司

日本消化器病学会東海
支部第127回例会（名古
屋）

2017.11.11

S状結腸に異物が迷入し内視鏡にて
除去し得た一例

内田絵理香，尾関智紀，田中　翔，
寺島明理，山東元樹，野村智史，
山下宏章，小島尚代，平野敦之，
森　義徳，木村吉秀，土田研司，
妹尾恭司

第60回日本消化器内視
鏡学会東海支部例会（岐
阜）

2017.11.18
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演題名 演者名 学会名 年月日
消化器内科 後期高齢者のC型肝炎に対する

sofosbuvir-based�therapyの肝機能改
善効果と脂質代謝に及ぼす影響

木村吉秀，土田研司，妹尾恭司 日本消化器病学会東海
支部第127回例会（名古
屋）

2017.11.11

（座長） 妹尾恭司 第13回日本消化管学会
総会　ポスター　十二
指腸（名古屋）

2017.2.17

（座長） 木村吉秀� 第10回CDD勉強会（名
古屋）

2017.10.21

腎臓・透析内科 先行感染後に併発したGuillain-Barre
症候群と急性散在性脳脊髄炎の一例

吉兼正宗，宮口祐樹，市原詩恵，
菅　憲広

日本内科学会第231回東
海地方会（津）

2017.2

多臓器不全・乳酸アシドーシスに対
しCHDFを施行したが急激な転帰を
たどった一例

河江大輔，宮口祐樹，市原詩恵，
菅　憲広

日本内科学会第231回東
海地方会（津）

2017.2

著明な高血糖で入院後，紫斑出現し
ネフローゼ症候群が急速に進行した
1例

安井才知衣，岡本亜佐美，竹田勝志，
渡邊久美子，木村了介，市原詩恵，
菅　憲広

第60回糖尿病学会年次
学術集会（名古屋）

2017.5

腎臓病教育入院後に継続した栄養相
談による腎機能への影響に関する検
討（第2報）

山嶋淑己，矢埜多恵子，河合真由美，
河江大輔，宮口祐樹，市原詩恵，
菅　憲広

第60回日本腎臓学会総
会（仙台）

2017.5

MRSA腸炎による頻回の大量下痢症
で急激な腎機能低下をきたした一例

河江大輔，市原詩恵，菅　憲広 日本内科学会第232回東
海地方会（金山）

2017.6

特発性細菌性腹膜炎後に難治性胸腹
水を呈した血液透析導入患者の1例

宮口祐樹，河江大輔，市原詩恵，
菅　憲広

第62回日本透析医学会
学術集会・総会（横浜）

2017.6

シャント作製後早期にうっ血性心不
全を発症した血液透析導入患者の2
例

高橋弘貴，竹内　稔，宮口祐樹，
市原詩恵，菅　憲広

第62回日本透析医学会
学術集会・総会（横浜）

2017.6

安定した外来維持透析まで長期間の
指導を要した神経性無食欲症の一例

山嶋淑己，河合真由美，矢埜多恵子，
宮口祐樹，市原詩恵，菅　憲広

第62回日本透析医学会
学術集会・総会（横浜）

2017.6

間質性肺炎の急性増悪に対する
PMX-DHPを施行した3症例の治療
効果の検討

竹内　稔，市原詩恵，菅　憲広 第62回日本透析医学会
学術集会・総会（横浜）

2017.6

診断に苦慮した全身性強皮症による
二次性血栓性微小血管障害の一例

宮口祐樹，市原詩恵，菅　憲広 第29回中部リウマチ学
会（金沢）

2017.9

ループス腎炎との鑑別を要したIgG4
関連腎臓病の一例

宮口祐樹，市原詩恵，菅　憲広 第47回日本腎臓学会西
部学術大会（岡山）

2017.10

腎臓病教育入院後の継続した栄養相
談の効果に関する検討

山嶋淑己，宮口祐樹，市原詩恵，
菅　憲広

第56回全国自治体病院
学会（千葉）

2017.10

内シャント作製後早期にうっ血性心
不全をきたした全身性強皮症患者の
一例

粟生晃司，戸松璃香，宮口祐樹，
市原詩恵，菅　憲広

日本内科学会第233回東
海地方会（岐阜）

2017.10

内分泌・糖尿病
内科

当院における切除不能な進行・再発
性非小細胞肺癌に対するニボルマブ
投与後の甲状腺機能異常発現状況

木村了介，岡本亜佐美，竹田勝志，
渡邉久美子，安井才知衣，吉原美鈴，
堀内　実，森　祐太，國井英治，�
秋田憲志，幸　大輔，中前勝視

第90回日本内分泌学会
学術集会（京都）

2017.4.20-
22

著明な高血糖で入院後，紫斑出現し
ネフローゼ症候群が急速に進行した
1例

安井才知衣，岡本亜佐美，竹田勝志，
渡邉久美子，木村了介

第60回日本内分泌学会
学術集会（名古屋）

2017.5.18-
20

自己免疫性多内分泌腺症候群の経過
中に発症したsteroid-responsive　
encephalopathyの1例

森　裕介，岡本亜佐美，竹田勝志，
渡邉久美子，安井才知衣，木村了介，
阿南知世，上松則彦，片田栄一

第232回日本内科学会東
海地方会（名古屋）

2017.6.11
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演題名 演者名 学会名 年月日
内分泌・糖尿病
内科

DPP-4阻害薬投与中に発症した水疱
性類天疱瘡の2例

河江大輔，木村了介，福原絵美，
岡本亜佐美，竹田勝志，渡邉久美子，
安井才知衣，藤原明子，澤田啓生

第91回日本糖尿病学会
中部地方会（金沢）

2017.10.14，
15

泌尿器科 精子幹細胞維持に関与するmiR-135a
の同定と機能解析

守時良演，水野健太郎，西尾英紀，
加藤大貴，田口和己，岡田淳志，
内木　拓，戸澤啓一，林祐太郎，
安井孝周

第26回泌尿器科分子・
細胞研究会（大分市）

2017.3.10-
11

悪性褐色細胞腫の1例 杉野輝明，安藤亮介，海野　怜，
飯田啓太郎，内木　拓，濵本周造，
水野健太郎，岡田淳志，梅本幸裕，
河合憲康，戸澤啓一，林祐太郎，
安井孝周

第274回日本泌尿器科
学会東海地方会（名古屋
市）

2017.3.19

超音波検査で発見された軽度水腎症
～診療アプローチと経過観察の仕
方～

中根明宏，加藤大貴，西尾英紀，
守時良演，黒川覚史，水野健太郎，
林祐太郎，安井孝周

第105回日本泌尿器科学
会総会（鹿児島市）

2017.4.21-
24

Damege�to�seminiferous�tubules�
in�patients�with�Sertoli�cell-only�
syndrome�progresses�with�aging.

Iwatsuki�Shoichiro,�Umemoto�
Yukihiro,�Takeda�Tomoki,�Nozaki�
Satoshi,�Takada�Hideki,�Kubota�
Hiroki,�Itoh�Yasunori,�Sasaki�Shoichi,�
Yasui�Takahiro

第105回日本泌尿器科学
会総会（鹿児島市）

2017.4.21-
24

Gene�function�analysis�of�Kdm5a,�a�
histone�demethylase,�in�testicular�
dysfunction.

Nishio�Hidenori,�Mizuno�Kentaro,�
Kato�Taiki,�Moritoki�Yoshinobu,�
Umemoto�Yukihiro,�Hayashi�Yutaro,�
Yasui�Takahiro

第105回日本泌尿器科学
会総会（鹿児島市）

2017.4.21-
24

Sequential�development�of�the�penile�
shape�during�childhood:�Statistical�
analyses�of�phimosis�and�penile�
curvature.

Kurokawa�Satoshi,�Mizuno�Kentaro,�
Nishio�Hidenori,�Hayashi�Yutaro,�
Yasui�Takahiro

第105回日本泌尿器科学
会総会（鹿児島市）

2017.4.21-
24

小児泌尿器科領域におけるロボット
手術の現況

水野健太郎，黒川覚史，戸澤啓一，
中根明宏，西尾英紀，加藤大貴，
守時良演，梅本幸裕，林祐太郎，
安井孝周

第105回日本泌尿器科学
会総会（鹿児島市）

2017.4.21-
24

小児泌尿器科学の基礎研究の未来を
拓く

水野健太郎，西尾英紀，守時良演，
加藤大貴，林祐太郎，安井孝周

第105回日本泌尿器科学
会総会（鹿児島市）

2017.4.21-
24

小児先天性水腎症に対する術式の比
較検討―多因子比較から検討した低
侵襲手術の選択―

中根明宏，水野健太郎，林祐太郎，
窪田裕樹，守時良演，西尾英紀，
加藤大貴，安井孝周

第105回日本泌尿器科学
会総会（鹿児島市）

2017.4.21-
24

バルーニング，BXO，Power�Index
は小児包茎における尿勢障害の客観
的指標となる

丸山哲史，太田裕也，神沢英幸，
岩月正一郎，伊藤恭典，黒川覚史，
中根明宏，水野健太郎，林祐太郎，
安井孝周

第105回日本泌尿器科学
会総会（鹿児島市）

2017.4.21-
24

Fowler-Stephens法による精巣固定
術が行われた腹腔内停留精巣の長期
予後

神沢英幸，西尾英紀，水野健太郎，
丸山哲史，安井孝周，林祐太郎

第105回日本泌尿器科学
会総会（鹿児島市）

2017.4.21-
24

Micro-TESEにおける組織採取量と
採精率の検討

野崎哲史，武田知樹，岩月正一郎，
田口和己，窪田裕樹，神谷浩行，
梅本幸裕，佐々木昌一，安井孝周

第105回日本泌尿器科学
会総会（鹿児島市）

2017.4.21-
24

同一術者による前立腺全摘除術（腹腔
鏡vsロボット支援）の手術成績の比
較

濵本周造，内木　拓，安藤亮介，
岡田淳志，梅本幸裕，河合憲康，
戸澤啓一，安井孝周

第105回日本泌尿器科学
会総会（鹿児島市）

2017.4.21-
24

RALP術後の膀胱造影における膀胱
頚部の形態が尿失禁に及ぼす影響

武田知樹，廣瀬泰彦，成山泰道，
中根明宏，岡田淳志，窪田裕樹，
梅本幸裕，河合憲康，戸澤啓一，
安井孝周

第105回日本泌尿器科学
会総会（鹿児島市）

2017.4.21-
24
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演題名 演者名 学会名 年月日
泌尿器科 ルイボス茶による抗酸化作用および

尿路結石に与える影響
宇佐美雅之，海野　怜，田口和己，
廣瀬泰彦，濵本周造，安藤亮介，
岡田淳志，伊藤恭典，戸澤啓一，
郡健二郎，安井孝周

第105回日本泌尿器科学
会総会（鹿児島市）

2017.4.21-
24

当院におけるECIRS(endoscopic�
combined�intrarenal�surgery)の治療
成績の検討

藤井泰普，野崎哲史，田口和己，
濵本周造，岡田淳志，梅本幸裕，
神谷浩行，安井孝周

第105回日本泌尿器科学
会総会（鹿児島市）

2017.4.21-
24

Damage�to�seminiferous�tubules�
in�patients�with�sertoli�cell�only�
syndrome�progresses�with�aging.

Iwatsuki�Shoichiro,�Umemoto�
Yukihiro,�Takeda�Tomoki,�Nozaki�
Satoshi,�Takada�Hideki,�Kubota�
Hideki,�Itoh�Yasunori,�Sasaki�Shoichi,�
Yasui�Takahiro

American�Urological�
Association�Annual�
Meeting�2017,�Boston,�
USA

2017.5.12-
16

Kdm5a�inhibits�gonocyte�
differentiation�to�spermatogonial�
stem�cells�by�suppressing�Ret�gene�
function�via�epigenetic�regulation.

Nishio�Hidenori,�Kato�Taiki,�Mizuno�
Kentaro,�Moritoki�Yoshinobu,�
Kamisawa�Hideyuki,�Kurokawa　
Satoshi,�Nakane�Akihiro,�Maruyama�
Tetsuji,�Hayashi�Yutaro,�Yasui��
Takahiro

American�Urological�
Association�Annual�
Meeting�2017,�Boston,�
USA

2017.5.12-
16

Testicular�histology�in�infants�with�
prader-willi�syndrome.

Kato�Taiki,�Mizuno�Kentaro,�Nishio�
Hidenori,�Moritoki�Yoshinobu,�
Nakane�Akihiro,�Kamisawa�
Hideyuki,�Kurokawa�Satoshi,�
Maruyama�Tetsuji,�Yasui�Takahiro,�
Hayashi�Yutaro

American�Urological�
Association�Annual�
Meeting�2017,�Boston,�
USA

2017.5.12-
16

Low�sample�volume�cases�have�
high�sperm�retrieval�rates�in�
microdissection�testicular�sperm�
extraction.

Nozaki�Satoshi,�Takeda�Tomoki,�
Iwatsuki�Shoichiro,�Hamakawa�
Takashi,�Taguchi�Kazumi,�Fujii�
Yasuhiro,�Kubota�Hiroki,�Kamiya�
Hiroyuki,�Umemoto�Yukihiro,�Yasui�
Takahiro

American�Urological�
Association�Annual�
Meeting�2017,�Boston,�
USA

2017.5.12-
16

膀胱nephrogenic�metaplasiaの1例 高田英輝，岩月正一郎，梅本幸裕 第275回日本泌尿器科
学会東海地方会（名古屋
市）

2017.6.10

小児に発症した膀胱原発尿路上皮癌
の1例

加藤大貴，内木　拓，海野　怜，
西尾英紀，濱川隆，水野健太郎，
窪田泰江，河合憲康，戸澤啓一，
林祐太郎，安井孝周

第275回日本泌尿器科
学会東海地方会（名古屋
市）

2017.6.10

名古屋市立大学病院での他施設連携
による精子採取の成績

武田知樹，岩月正一郎，野崎哲史，
神谷浩行，窪田裕樹，窪田泰江，
松本洋介，伴野千尋，澤田祐季，
佐藤　剛，佐々木昌一，梅本幸裕，
杉浦真弓，安井孝周

第39回中部生殖医学会
学術集会（名古屋市）

2017.6.24

無精子症患者における精細管障害の
加齢変化

岩月正一郎，梅本幸裕，武田知樹，
野崎哲史，水野健太郎，林祐太郎，
佐々木昌一，安井孝周

日本アンドロロジー学
会第36回学術集会（倉敷
市）

2017.6.30-
7.1

宇宙環境における男子妊孕能への影
響

梅本幸裕，佐々木昌一 第26回日本小児泌尿器
科学会総会・学術集会

（名古屋市）

2017.7.5-7

超音波カラードプラ法を用いた先天
性水腎症に関わる交差血管の術前診
断～CTよりも高い陽性的中率～

黒川覚史，西尾英紀，守時良演，
安井孝周，林祐太郎

第26回日本小児泌尿器
科学会総会・学術集会

（名古屋市）

2017.7.5-7

閉塞性乾燥性亀頭炎の臨床所見と病
理組織学的所見の再考―包皮白色変
化と瘢痕形成は閉塞性乾燥性亀頭炎
の存在を示唆する―

加藤大貴，西尾英紀，守時良演，
安井孝周，林祐太郎

第26回日本小児泌尿器
科学会総会・学術集会

（名古屋市）

2017.7.5-7
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西部医療センター業績
学会発表

演題名 演者名 学会名 年月日
泌尿器科 停留精巣において思春期に生じる精

巣機能障害～モデル動物の遺伝子発
現解析からの検討～

岩月正一郎，佐々木昌一，
水野健太郎，安井孝周，林祐太郎

第26回日本小児泌尿器
科学会総会・学術集会

（名古屋市）

2017.7.5-7

停留精巣で高発現するKdm5aが造精
機能障害に及ぼす影響～マイクロア
レイ解析，IPA解析を用いた検討～

西尾英紀，水野健太郎，加藤大貴，
安井孝周，林祐太郎

第26回日本小児泌尿器
科学会総会・学術集会

（名古屋市）

2017.7.5-7

腹腔鏡下腎盂形成術の治療成績～腹
腔鏡手術とロボット手術の比較から
～

水野健太郎，守時良演，西尾英紀，
安井孝周，林祐太郎

第26回日本小児泌尿器
科学会総会・学術集会

（名古屋市）

2017.7.5-7

学生剣道～学会～そして未来へ 西尾英紀，林祐太郎 第26回日本小児泌尿器
科学会総会・学術集会

（名古屋市）

2017.7.5-7

食品・栄養素から考える尿路結石の
予防

安藤亮介，鈴木貞夫，岡田淳志，
伊藤恭典，戸澤啓一，安井孝周

第26回日本腎泌尿器疾
患予防医学研究会（三重
県津市）

2017.7.13-
14

泌尿器科疾患プライマリケア 梅本幸裕 名古屋市立西部医療セ
ンター病診連携勉強会

（名古屋市）

2017.7.20

膀胱造影検査によるロボット支援前
立腺全摘除術後のOAB発症の検討

濱川　隆，窪田泰江，太田裕也，
加藤大貴，高田麻沙，高田英輝，
内木　拓，濵本周造，安藤亮介，
岡田淳志，河合憲康，戸澤啓一，
安井孝周

第24回日本排尿機能学
会（東京都）

2017.9.28-
30

（不妊症（男性）3　座長） 梅本幸裕 第62回日本生殖医学会
学術講演会・総会（下関
市）

2017.11.16-
17

Micro-TESEにて採取した精子を用
いたICSIにおけるペントキシフィリ
ンによる精子活性化の有用性

松本洋介，佐藤　剛，吉原紘行，
伴野千尋，澤田祐季，岩月正一郎，
梅本幸裕，安井孝周，杉浦真弓

第62回日本生殖医学会
学術講演会・総会（下関
市）

2017.11.16-
17

顕微鏡下精巣内精子採取術に対す
る採精予測因子の検討―Sertoli�cell�
only�syndromeとInhibin-Bの関連―

梅本幸裕，岩月正一郎，佐々木昌一，
武田知樹，野崎哲史，窪田泰江，
窪田裕樹，佐藤　剛，杉浦真弓，
安井孝周

第62回日本生殖医学会
学術講演会・総会（下関
市）

2017.11.16-
17

顕微鏡下精巣採取術における自科管
理による腰椎麻酔の合併症

岩月正一郎，梅本幸裕，武田知樹，
野崎哲史，佐々木昌一，安井孝周

第62回日本生殖医学会
学術講演会・総会（下関
市）

2017.11.16-
17

（特別企画3）無機能腎に対する腹腔
鏡下腎摘除術・半腎摘除術

西尾英紀，水野健太郎，加藤大貴，
守時良演，戸澤啓一，安井孝周，
林祐太郎

第31回日本泌尿器内視
鏡学会総会（徳島市）

2017.11.16-
18

小児先天性水腎症に対する腹腔鏡下
腎盂形成術～腹腔鏡手術とロボット
手術の治療成績～

水野健太郎，黒川覚史，守時良演，
西尾英紀，戸澤啓一，林祐太郎，
安井孝周

第31回日本泌尿器内視
鏡学会総会（徳島市）

2017.11.16-
18

巨大尿管に対して気膀胱下尿管形成
術を施行した1例

西尾英紀，水野健太郎，加藤大貴，
守時良演，戸澤啓一，安井孝周，
林祐太郎

第31回日本泌尿器内視
鏡学会総会（徳島市）

2017.11.16-
18

気膀胱手術で尿管形成を行った尿管
瘤の1例

水野健太郎，守時良演，西尾英紀，
加藤大貴，梅本幸裕，戸澤啓一，
安井孝周，林祐太郎

第67回日本泌尿器科学
会中部総会（大阪市）

2017.11.24-
27

小児持続勃起症の3例 加藤大貴，守時良演，西尾英紀，
水野健太郎，安井孝周，林祐太郎

第67回日本泌尿器科学
会中部総会（大阪市）

2017.11.24-
27
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西部医療センター業績
学会発表

演題名 演者名 学会名 年月日
泌尿器科 腎盂尿管移行部通過障害の交差血管

に対する超音波検査カラードプラ法
の有用性

黒川覚史，水野健太郎，加藤大貴，
西尾英紀，守時良演，戸澤啓一，
安井孝周，林祐太郎

第67回日本泌尿器科学
会中部総会（大阪市）

2017.11.24-
27

名古屋市立大学病院での他施設連携
による精子採取の成績

梅本幸裕，岩月正一郎，西尾英紀，
高田英輝，武田知樹，野崎哲史，
神谷浩行，窪田裕樹，窪田泰江，
水野健太郎，佐々木昌一，安井孝周

第67回日本泌尿器科学
会中部総会（大阪市）

2017.11.24-
27

精子幹細胞分化障害におけるヒスト
ン脱メチル化酵素Kdm5aの同定と機
序解明

西尾英紀，水野健太郎，加藤大貴，
守時良演，神沢英幸，黒川覚史，
中根明宏，丸山哲史，林祐太郎，
安井孝周

第68回名古屋市立大学
医学会総会（名古屋市）

2017.12.3

放射線診断科 CTで同定可能な乳腺小石灰化症例
の検討
～群発CT発見石灰化乳癌への対応
に向けて～

白木法雄，杉浦博士，吉本信保，
寺田満雄，浦野みすぎ，後藤多恵子

第25回日本乳癌学会総
会，マリンメッセ福岡

（福岡）

2017.7

放射線治療科 前立腺癌IMRTの初期成績 野村研人，山田真帆，馬場二三八，
中嶌晃一郎，橋本眞吾，服部有希子，
岩田宏満，荻野浩之，溝江純悦，
芝本雄太

日本医学放射線学会第
161回中部地方会（三重
県津市）

2017.2

血液透析患者における前立腺癌
IMRTの検討

野村研人，山田真帆，馬場二三八，
中嶌晃一郎，橋本眞吾，服部有希子，
岩田宏満，荻野浩幸，芝本雄太

日本放射線腫瘍学会第
30回学術大会（大阪府大
阪市）

2017.11

アイソセンター処方の臨床成績に基
づいたPTV�D95処方による肺定位照
射の初期経験

馬場二三八，野村研人，山田真帆，
中嶌晃一郎，橋本眞吾，服部有希子，
岩田宏満，荻野浩之，溝江純悦，
芝本雄太

日本医学放射線学会第
161回中部地方会（三重
県津市）

2017.2

アイソセンター処方に基づいた腫瘍
径によるPTV�D95処方肺定位照射の
初期経験

馬場二三八，野村研人，山田真帆，
芝本雄太，

日本放射線腫瘍学会第
30回学術大会（大阪府大
阪市）

2017.11

Comparison�of�the�Reproducibility�
of�Tumor�Positions�in�the�Liver�and�
Upper�Abdomen�with�that�in�the�
Lung�with�Exhalation�Breath-holding�
Methods

馬場二三八，野村研人，山田真帆，
芝本雄太，佐々木繁，永吉純平

American�Society�for�
Radiation�Oncology�59th�
annual�meeting�（San�
Diego,�CA）

2017.9

麻酔科 大腸穿孔術後に気腫性胃炎を発症し
急激な経過をたどった1例

笹野信子，加藤裕子，田中明美 日本集中治療医学会第1
回東海北陸支部学術集
会（名古屋市）

2017.6

中央検査科 前額部皮下に発生した多発性骨髄腫
の一例

名取千沙，堀田ありさ，都築　旭，
佐藤慎哉，内木　綾

第36回日本臨床細胞学
会総会および学術集会

（名古屋市）

2017.3

中央放射線部 Does�pure�ground-glass�nodule�(GGN)�
CT�finding�correlate�well�with�that�
of�pathological�non-invasiveness?��-�
CT�-�pathologic�correlations�-

Hara�M,�Kamishima�M,�Sato�S. 4th�World�Congress�
of�Thoracic�Imaging�
Poster�presentation,�
Boston,�USA

2017.6.18-
21

CT�features�of�focal�atelectasis�that�
can�mimic�pleural�dissemination�in�
preoperative�evaluation�of�thymic�
epithelial�tumors

Omata�S,�Ozawa�Y,�Nakagawa�M,�
Hara�M,�Shibamoto�Y.

4th�World�Congress�of�
Thoracic�Imaging�Oral�
presentation,�Boston,�
USA

2017.6.18-
21

The�detectability�of�hilar�lymph�
nodes�using�advanced�virtual�
monoenergetic�low�keV�image�for�
preoperative�evaluation�of�lung�
cancer

Sekiguchi�T,�Ozawa�Y,�Hara�M,�
Nakagawa�M,�Goto�T,�Ogawa�M,�
Shibamoto�Y.

4th�World�Congress�
of�Thoracic�Imaging�
Poster�presentation,�
Boston,�USA

2017.6.18-
21
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西部医療センター業績
学会発表

演題名 演者名 学会名 年月日
中央放射線部 Imaging�findings�of�thoracic�

cavitating�and�cystic�lesions
Ozawa�Y,�Hara�M,�Nakagawa�M,�
Sekiguchi�T,�Shibamoto�Y.

4th�World�Congress�
of�Thoracic�Imaging�
Education�exhibits,�
Boston,�USA

2017.6.18-
21

シンポジウム1�『小さな肺癌を見落と
さないために』
講演2．X線　―側面像と症例呈示―

原　眞咲 第43回肺癌診断会　ホ
テルメルパルク名古屋

2017.7.13-
15

教育講演　21.「呼吸器2」1．肺癌の
画像診断2　肺癌のUICC�version�8�
を用いたTNM，病期分類�―CTの役
割―

原　眞咲 第76回日本医学放射線
学会総会　パシフィコ
横浜　横浜

2017.4.13-
16

肺定位照射における胸壁線量低減を
目的とした強度変調回転放射線治療
の検討

永吉純平，齋藤恭平，山本貴大，
小野勇磨，秋山かずえ，森　義高，
山田和久，人見栄一，野村研人，
山田真帆，馬場二三八

日本放射線腫瘍学会第
30回学術大会（大阪府大
阪市）

2017.11.18

看護部 院内感染対策研修参加率向上を目指
した取り組み

牧野美栄子 第32回日本環境感染学
会総会・学術総会（神戸）

2017.2.24～
25

NICUにおける光環境改善に向けて
の取り組み

長縄安祐美，牛田初美，橘高紗希 新生児看護セミナー
2017（名古屋）

2017.3.4

病棟・外来連携によるリンパ浮腫予
防支援の取り組み

中神千尋，鈴木自子，鈴木眞須美 第25回日本乳癌学会学
術総会（福岡）

2017.7.13～
15

当センターにおける陽子線治療クリ
ニカルパス使用の現状

杉下香代 第6回日本放射線看護学
会学術集会（名古屋）

2017.9.2～3

頭頚部がん陽子線治療患者への看
護援助とQOL（EORTC�QLQ―C30，
EORTC�QLQ―H&N―35）との関連性
について

岸本文子，南條明美 第6回日本放射線看護学
会学術集会（名古屋）

2017.9.2～3

小児がん陽子線治療完遂後の継続看
護に向けた外来看護連携サマリー作
成の取り組み

杉下香代 第17回中部小児がん
トータルケア研究会（福
井）

2017.9.30

睡眠の特徴を踏まえた小児がん陽子
線治療患者の鎮静方法の検討

杉下香代 第14回日本粒子線治療
臨床研究会（札幌）

2017.10.7

肛門管癌陽子線治療患者に対し肛門
機能トレーニングを指導した1例

杉下香代 日本放射線腫瘍学会第
30回学術大会（大阪）

2017.11.17
～19

母乳取り違い“ゼロ”の確立を目指
して

松野平佳代，田島英子，土方ますみ 第12回医療の質・安全
学会学術集会（千葉）

2017.11.25
～26

集中治療領域へ入室している重症患
者家族が持つ面会時ニードの現状調
査

山田久美子，猪飼慎一郎 平成29年度愛知県看護
研究学会（名古屋）

2017.12.12
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研究会

演題・テーマ等 発表者氏名等 研究会の名称 年月日
消化器内科 GERD患者のPPI有効性と健康関連

QOLとの関係
木村吉秀 桜山呼吸器GERD懇話

会．（名古屋）
2017.7.27

新型経口胆道鏡が診断に有用であっ
た2例

尾関智紀 第13回愛知内視鏡医連
携勉強会（名古屋）

平成29.7.27

大腸ESDの偶発症　-�大腸ESD後凝
固症候群

野村智史 第８回Interventional�
Endoscopy�Conference

（名古屋）

2017.11.9

GERD患者のPPI有効性と健康関連
QOLとの関係

木村吉秀 桜山呼吸器GERD懇話
会

2017.7.27

循環器内科 静脈血栓塞栓症の診断・治療・予防
―当院の実績も含めて

小崎哲資 INNOVATE 2017.10.28

腎臓・透析内科 末期腎不全患者における難治性胸腹
水のマネジメント

中西　太，菅　憲広 Meet�tne�Expert�
Seminar�General�
Medicine�in�Nagoya

2017.2.23

安定した外来維持透析まで長期間の
指導を要した神経性無食欲症の一例

市原詩恵，宮口祐樹，菅　憲広 第11回名南透析カン
ファレンス

2017.3.21

低Na血症と腎臓～Na異常を知ろ
う！～

宮口祐樹，市原詩恵，菅　憲広 肝腎連関-浮腫治療勉強
会

2017.4.21

内シャント作製後早期にうっ血性心
不全をきたした全身性強皮症患者の
1例

粟生晃司，宮口祐樹，河江大輔，
戸松璃香，市原詩恵，菅　憲広

第12回名南透析カン
ファレンス

2017.9.19

高尿酸血症と慢性腎臓病について 菅　憲広 名古屋市北部�高尿酸血
症・CKDカレントフォー
ラム

2017.11.2

内分泌・糖尿病
内科

SGLT2阻害薬開始前後の血糖推移を
CGMで比較した2症例の検討

竹田勝志 第2回糖尿病治療におけ
るパラダイムシフト（名
古屋）

2017.5.10

SGLT2阻害薬開始前後の血糖推移を
CGMで比較した2症例の検討

竹田勝志 名市大内科Annual�
Convocation�2017（名古
屋）

2017.7.2

混合型インスリン製剤から配合融解
インスリンアナログ製剤への切替症
例の検討

渡邉久美子 Changing�Diabetes（名古
屋）

2017.7.21

眼科 片眼の視神経炎を疑われて受診した
両眼性peripapillary�detachment�in�
pathologic�myopiaの1例

小南あおい 名古屋市立大学眼科同
門会学会

2017.6.3

近視眼の2病変PDPM�AZOOR�
complex

中沢陽子 第25回Tokai�Retina�
Club

2017.8.30

中央放射線部 当院における乳腺CT撮影のMIP像
作成について

成瀬徳好 名北乳腺研究会 2017.2.18

乳腺MRI検査について 森　清孝 愛知県放射線技師会
第3回名西地区研修会

2017.6.30

看護部 口腔ケアの充実に向けた取り組み 小澤千鶴子 師長研修 2017.1.20

カンファレンスを充実させ，退院調
整に生かす働きかけをする

浦中登美子 師長研修 2017.1.20

退院支援への取り組みを行って 上妻瑞江 師長研修 2017.1.20

小児の転倒・転落事故防止への取り
組み

横谷政枝 師長研修 2017.1.20
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研究会

演題・テーマ等 発表者氏名等 研究会の名称 年月日
看護部 当院看護師の学習ニード・教育ニー

ド調査報告
山本あゆみ 師長研修 2017.1.20

データを活用した母乳育児支援 熊谷千景 師長研修 2017.1.20

インシデント事例と5S活動を業務改
善につなげる取り組み

田渕久美 師長研修 2017.1.20

職場風土の改善を目指した取り組み 髙桑美紀 師長研修 2017.1.24

データ活用とナレッジマネジメント
による組織管理

小谷純子 師長研修 2017.1.24

清潔ケアで患者・看護師の満足度向
上を図る

原田孝子 師長研修 2017.1.24

スタッフのリスク感性を高めるため
の部署での取り組み

尾上恵子 師長研修 2017.1.24

与薬インシデント削減への取り組み 谷　幸江 師長研修 2017.1.24

インシデント削減に向けた取り組み
について

丹羽仁美 師長研修 2017.1.24

退院後の体重変化を指標とした退院
支援の評価

田島英子 師長研修 2017.1.24

手術室における災害に備えた取り組
み

加藤土博 師長研修 2017.1.24

自己啓発から看護満足度を向上する 福井佳子 副師長・主任研修 2017.1.27

マニュアルを見直し指導の充実を図
る
―看護の標準化を目指して―

山田浩美 副師長・主任研修 2017.1.27

スクリーニングシートを活用した退
院調整の取り組み

藤本千春 副師長・主任研修 2017.1.27

IVRのICに同席し，患者，家族の不
安の軽減を図る

森香代美 副師長・主任研修 2017.1.27

インシデントレポート報告推進に向
けた取り組み

中野みさ 副師長・主任研修 2017.1.27

よりよい外来看護を提供していくた
めに―乳がん患者のリンパ浮腫予防
指導に取り組んで―

鈴木自子 副師長・主任研修 2017.1.27

スタッフの意識改革の取り組みを通
して

吉田則子 副師長・主任研修 2017.1.27

腰部脊椎疾患の手術を受ける患者の
術前理解を高めるための取り組み

林　房枝 副師長・主任研修 2017.1.27

サポート者の育成支援を通じたチー
ム力の強化

小林真衣 副師長・主任研修 2017.1.27

習慣的なカンファレンスの実施に向
けて―看護観を高める取り組み―

久保ゆかり 副師長・主任研修 2017.1.27

絶食が守れなかったインシデント減
少への取り組み―絶食絵シールを用
いた誤摂取の効果―

井田滋美 副師長・主任研修 2017.1.31

褥瘡発生率0％を目指した取り組み
について

柴山美樹 副師長・主任研修 2017.1.31

看護記録の充実に向けての取り組み
を通したスタッフ育成

服部恵 副師長・主任研修 2017.1.31
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研究会

演題・テーマ等 発表者氏名等 研究会の名称 年月日
看護部 チーム力・看護満足度を高める取り

組み―5S活動を通して―
佐藤紫帆 副師長・主任研修 2017.1.31

倫理感性・リスク感性の育成をめざ
して

牧原美雪 副師長・主任研修 2017.1.31

外来学習会の取り組み 角田順和 副師長・主任研修 2017.1.31

倫理意識の向上を目指した取り組み 鷲見麻希子 副師長・主任研修 2017.1.31

倫理的感性を高める取り組み―アン
ケートを通して―

前川好 副師長・主任研修 2017.1.31

安全な看護を実践し，インシデント
発生率が10％減少する

鈴木真須美 副師長・主任研修 2017.1.31

早期母子接触の実施率アップの向上
を目指して

関澤　香 副師長・主任研修 2017.1.31

肝動脈化学塞栓術を受ける患者の術
中不安を軽減するための支援―術前
訪問を実施して―

梅村加奈子 ケーススタディ 2017.3.3

乳がん手術後のボディイメージの変
化に応じた患者への支援

松岡由利子 ケーススタディ 2017.3.3

初めて手術を受ける患者へDVDを使
用した術前オリエンテーションへの
取り組み

関口日向子 ケーススタディ 2017.3.3

幼児期の患児に対する絵本を用いた
オリエンテーション

濱内美帆 ケーススタディ 2017.3.3

口腔内乾燥のある患者の口腔ケア―
唾液腺マッサージを用いて―

今泉志穗 ケーススタディ 2017.3.3

経口挿管・気管切開患者の口腔内環
境の改善

新美知里 ケーススタディ 2017.3.3

化学療法を受ける高齢患者に対する
感染予防行動を高めるための関わり

伊藤緋那 ケーススタディ 2017.3.3

化学療法の副作用によって生じる日
常生活の支障に対する援助の工夫―
手指のしびれに対する手浴・手指運
動の効果―

村田恵里奈 ケーススタディ 2017.3.3

脳血管障害のある患者に対するADL
の拡大に応じた排泄援助に向けて―
観察項目表を用い他職種との連携強
化を図って―

取替　望 ケーススタディ 2017.3.3

陽子線治療を行う患者の皮膚ケアの
指導

岩切沙世 ケーススタディ 2017.3.3

より安全に外部環境に適応するため
に―体温変動を考慮しながら段階的
な清潔ケアの方法を実践して―

大西由梨香 ケーススタディ 2017.3.3

NICUにおける効果的なカンガルー
ケアの提供

青木有紗 ケーススタディ 2017.3.3

GCUに入院した児の母が抱く育児不
安を解消するための関わり―面会方
法の工夫を通して―

倉田真衣 ケーススタディ 2017.3.3

低出生体重児と母親の関係性の発達
段階に応じた看護ケア

岩城愛理 ケーススタディ 2017.3.3
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演題・テーマ等 発表者氏名等 研究会の名称 年月日
看護部 治療方針における代理意思決定支援

が必要な患者家族への関わり
小島菜花 ケーススタディ 2017.3.3

言語的意思疎通が困難になった患者
とのコミュニケーション方法の確立
―環境調整による効果について―

飯田智美 ケーススタディ 2017.3.3

川崎病の患児が治療・処置に主体的
に参加できるようにするための取り
組み　―紙芝居によるプレパレー
ションを通して―

中村裕太 ケーススタディ 2017.3.3

頭頸部に放射線治療を受ける患者の
セルフケア獲得を目指したアプロー
チ―患者参加型看護計画を実施し�
て―

平野沙由理 ケーススタディ 2017.3.3

呼吸器疾患患者の禁煙継続への介入
―行動理論TTMを用いて―

伊東夕湖 ケーススタディ 2017.3.3

頸椎疾患に伴う上肢挙上困難な患者
の口腔ケアの自立支援

川野千明 ケーススタディ 2017.3.3

口腔ケアを拒否する認知症患者への
口腔ケア―気持ちよく開口してもら
うための口腔ケア実施前の関わり方
―

井上　瞳 ケーススタディ 2017.3.3

鎮痛薬の有効的な使用方法について
の患者教育―セルフケア能力を考慮
したパンフレットを用いて―

松島　茜 ケーススタディ 2017.3.9

HCUという環境下においてのせん妄
症状緩和に対する取り組み

池守眞子 ケーススタディ 2017.3.9

子宮全摘出術を受ける患者へ早期離
床を円滑に進めるために，術後のイ
メージ化を図った看護介入―アドヒ
アランス能力の向上を目指して―

大野愛実 ケーススタディ 2017.3.9

帝王切開術を受ける産婦への関わり
―手術室での出産の環境つくりを通
して―

朱宮杏菜 ケーススタディ 2017.3.9

術前からの術後合併症を予防するた
めの早期離床につながる関わりにつ
いて

堀内優希 ケーススタディ 2017.3.9

ボディイメージの変化が生じた患者
への関わり―アセスメントツールを
活用して―

片野恵美子 ケーススタディ 2017.3.9

母児分離中の母親へのエモーショナ
ルサポート―心理状況を考慮した産
科病棟における支援の検討―

奥村有希 ケーススタディ 2017.3.9

早産児の母乳育児支援　―入院中か
ら退院後を見据えた授乳計画を実施
して―

内川結以 ケーススタディ 2017.3.9

NICUに入院した児を持つ母親の心
理変化に基づく育児支援

品川美紀子 ケーススタディ 2017.3.9

採血を受ける患児と家族への援助―
事前の情報収集に基づいたプレパ
レーションの選択と介入―

小笠原彩 ケーススタディ 2017.3.9
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演題・テーマ等 発表者氏名等 研究会の名称 年月日
看護部 入退院を繰り返す，在宅酸素療法を

行っている患者への感染予防指導
長谷川友紀 ケーススタディ 2017.3.9

内服を嫌がる幼児期患児へのごっこ
遊びを通した内服援助―キワニス
ドールを用いたプレパレーション―

岩川美咲 ケーススタディ 2017.3.9

便秘傾向にある高齢者の排便コント
ロールの自立支援

高田紗恵子 ケーススタディ 2017.3.9

患者主体の術後疼痛コントロールへ
向けた術前訪問における取り組み

林美珠帆 ケーススタディ 2017.3.9

頚椎椎弓形成術を受けた患者への退
院指導―頚椎の禁忌姿勢に着目し�
て―

清水伊代 ケーススタディ 2017.3.9

高齢がん患者の療養場所の選定にお
ける意思決定支援

長谷川眞里 ケーススタディ 2017.3.9

放射線治療患者に対する経口摂取に
向けた介入

安藤菜津記 ケーススタディ 2017.3.9

頸椎椎弓形成術を受けた患者の軸性
疼痛の緩和を目指して

岸田菜摘 ケーススタディ 2017.3.9

学童期前期の患児にプレパレー
ションを行って―患児自身が主
体的に治療参加できるために―

内藤元子 ケーススタディ 2017.3.9

患者と進める食習慣の変更―胃切除
後症候群を起こさない食習慣を理解
するために―

近藤里奈 ケーススタディ 2017.3.9

下肢浮腫による下肢倦怠感を生じて
いる心不全患者に対する炭酸入浴剤
を用いた足浴の効果

大山美保 ケーススタディ 2017.3.9

短期入院患者への退院指導における
臨床判断の要素

山下しのぶ，塚本愛紀 看護研究 2017.5.30

妊婦のセルフケア行動に影響する要
因―妊婦のセルフケア行動意図尺度
を用いて―

岩橋良枝，大倉朱弓美 看護研究 2017.5.30

中途採用看護師が入職から6ヶ月ま
でに抱く戸惑いと不安

佐藤佐知子，干飯香 看護研究 2017.5.30

術前外来と術前訪問のオリエンテー
ションの効果―手術当日と術後の患
者の行動を比較して―

上田有香，小林幹弘 看護研究 2017.5.30

集中治療領域へ入室している重症患
者家族が持つ面会時ニーズの現状調
査

猪飼慎一郎，山田久美子 看護研究 2017.5.30

自己血糖測定開始時のHbA1c値と自
己血糖測定手技習得との関連につい
て

本田　幸，滝尾嘉子 看護研究 2017.5.30

前立腺がんで放射線治療まで待機期
間のある患者に対するオリエンテー
ション時期の検討

永井真希 看護研究 2017.5.30
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演題・テーマ等 発表者氏名等 研究会の名称 年月日
消化器内科 「がんの集学的治療のトピックス（化

学療法と高精度放射線治療）」「がん
化学療法の現状～集学的治療の目指
す地平～」

妹尾恭司 （岩倉） 2017.1.28

メタボリックシンドロームの肝表現
型　脂肪性肝疾患とは

木村吉秀 西部医療センター糖尿
病教室（名古屋）

2017.5.25

がんは早く見つけて早く治す～がん
の早期発見について～

妹尾恭司 がん出張講座ピアネッ
ト（名古屋）

2017.6.29

消化器がんについてのお話． 森義徳 市民公開講座
市立西部医療センター

（名古屋）

2017.9.13

メタボリックシンドロームの肝表現
型　脂肪性肝疾患とは

木村吉秀 西部医療センター糖尿
病教室

2017.5.25

GERD患者のPPI有効性と健康関連
QOLとの関係

木村吉秀 西部医療センター病診
連携会

2017.9.28

循環器内科 心臓の基礎知識と虚血性心疾患につ
いて

山田智広 第75回市民公開講座 2017.8.16

腎臓・透析内科 鑑別に難渋した二次性血栓性微小血
管症（TMA）の1例

中西�太，市原詩恵，菅�憲広 西部版�明日の研修を考
える会

2017.3.21

上顎線維肉腫治療中に腎機能低下を
認め，急激な転機をとった一例

田中稔一郎，宮口祐樹，市原詩恵，
菅　憲広

CPC 2017.7.31

抗GBM抗体とMPO-ANCA陽性で急
激な転帰をたどった一剖検例

齋藤愛美，粟生晃司，宮口祐樹，
市原詩恵，菅　憲広

CPC 2017.11.27

じんぞう病って，何？ 菅　憲広 糖尿病教室 2017.9.21

電解質異常と腎臓 菅　憲広 病診連携勉強会 2017.3.16

慢性腎臓病と糖尿病について 菅　憲広 北区医師会学術講演会 2017.12.9

電解質異常ってなに？ 菅　憲広 第3回NST学習会 2017.2.2

MRSA�腸炎による大量下痢で急性腎
障害を来した一例

河江大輔，宮口祐樹，市原詩恵，
菅　憲広

ニューレジデントグラ
ンプリ

2017.11.7

腎臓が悪いと言われたら… 菅　憲広 市民公開講座，第1回じ
んぞう病教室合同開催

2017.6.22

血液･腫瘍内科 患者の思いをつなぐACP
がん患者会から医療者に伝えたいこ
と

稲垣　淳，岡田千華，伊藤和直 名市大連携病院合同
化学療法勉強会

2017.12.20

内分泌・糖尿病
内科

肥満症 安井才知衣 平成28年度第4回名古屋
市立西部医療センター
糖尿病教室（名古屋）

2017.2.16

脂肪肝と糖尿病 渡邉久美子 平成29年度第1回名古屋
市立西部医療センター
糖尿病教室（名古屋）

2017.5.25

血糖値を追う～血糖モニタリングの
進歩～

木村了介 2017年度第8回病診連携
勉強会（名古屋）

2017.11.16

知ってはじめよう！運動療法 岡本亜佐美 平成29年度第3回名古屋
市立西部医療センター
糖尿病教室（名古屋）

2017.12.21

脳神経外科 頭部外傷と硬膜下血腫 木下　章 第74回市民公開講座 2017.7.26
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西部医療センター業績
講演・院内セミナー等

演題・テーマ等 発表者氏名等 研究会の名称 年月日
麻酔科 突然の心停止に対する一次救命処置 笹野信子 平成28年度第5回院内

BLS講習会
（日本救急医学会認定
コース）

2017.�1.�24

突然の心停止に対する一次救命処置 笹野信子 平成28年度第6回院内
BLS講習会

（日本救急医学会認定
コース）

2017.�3.�23

突然の心停止に対する一次救命処置 笹野信子 平成29年度第1回院内
BLS講習会

（日本救急医学会認定
コース）

2017.�5.�23

突然の心停止に対する一次・二次救
命処置

笹野信子 平成29年ICLS講習会
（日本救急医学会認定
コース）

2017.�7.�8

突然の心停止に対する一次救命処置 笹野信子 平成29年度第3�回院内
BLS講習会

（日本救急医学会認定
コース）

2017.�9.�11

突然の心停止に対する一次救命処置 笹野信子 平成25年度4�回院内
BLS講習会

（日本救急医学会認定
コース）

2017.�11.�21

大規模災害における当院のライフラ
インに関して学ぶための事業者を交
えたシンポジウム

笹野信子 BCPって何？ 2017.�8.�9

中央検査科 検体の取り扱い 田中景子 平成29年度
新規採用者オリエン
テーション

2017.4.13

輸血の基礎知識 植村普学 平成29年度
看護技術Ⅰ　輸血・麻薬

2017.5.12

会員の意識調査アンケート
（集計結果について）

尾関一輝 平成29年度
名古屋市勤務臨床衛生
勤務技師会学術講演会

2017.11.29

看護部 母乳と薬 育児支援委員会 2017.1.20

臨地実習指導者講習会・看護管理者
研修会・認定看護管理者教育課程報
告

伝達実践報告会 2017.1.26

倫理問題と倫理原則 看護倫理1研修 2017.1.31

母乳と食事 育児支援委員会 2017.2.17

成人学習理論，実地指導者の役割 実地指導者研修① 2017.2.21

看護を考える 看護観1研修 2017.2.28

乳房トラブル 育児支援委員会 2017.3.17

看護部の組織・機能，看護技術，看
護必要度他

新規採用者オリエン
テーション研修

2017.4.6～
4.21

輸血の基礎知識と取り扱い上の注意　�
他

看護技術1輸血・麻薬研
修

2017.5.12

心の健康管理 病院局総務課保健師 新規採用看護職研修 2017.5.12
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西部医療センター業績
講演・院内セミナー等

演題・テーマ等 発表者氏名等 研究会の名称 年月日
看護部 看護部の理念・方針の理解 看護部長講話 2017.5.24

2017.5.29

研究発表7題 看護研究研修 2017.5.30

リクルーターの役割と活動 リクルータートレーニ
ング研修

2017.6.1

地域包括ケアシステムにおける急性
期病院の役割，在宅療養を支える社
会システム

在宅療養移行支援研修 2017.6.7

指導上の問題を共有し解決策を導く 実地指導者研修② 2017.6.8

褥瘡の基礎知識，キネステティクの
理解

皮膚・排泄ケア研修 2017.6.19

フィジカルアセスメント，急変予測，
SBAR

看護技術1救命救急処置
技術①研修

2017.6.29

倫理的な実践を導くためのコーディ
ネータの役割

看護倫理4研修 2017.7.5

中範囲理論の理解 看護過程2・3・4研修 2017.7.11

医療現場で必要な接遇力の向上，推
進者としての課題を見出す

接遇推進者養成研修 2017.7.13

がん化学療法の基礎知識・がん化学
療法を受ける患者の看護

看護技術1与薬の技術・
抗がん剤の取り扱い研
修

2017.7.31

PDCAサイクル，目標管理　他 マネジメント2研修 2017.8.7

看護を語る意味 看護観2・3研修 2017.8.21
2017.8.29

認知症看護対応向上研修・看護管理
者研修会・認定看護師教育課程・認
定看護管理者教育課程報告

伝達実践報告会Ⅰ 2017.9.4

チームメンバーとの報告・連絡・相
談

複数患者受け持ち時の
看護研修

2017.9.29

重症度，医療・看護必要度評価者の
養成

重症度，医療・看護必要
度評価者研修

2017.10.4

NPPV・NHFを安全に使用するため
の基礎知識

医療機器安全管理研修
―NPPV・NHF―

2017.10.6
2017.11.9

摂食・嚥下の基礎知識，口腔アセス
メントシートの活用方法

摂食・嚥下・口腔ケア研
修

2017.10.24

固定チーム継続受け持ち制における
担当看護師の役割

マネジメント1研修 2017.10.30

看護実践の評価，看護サマリー 看護過程1研修 2017.10.30

安全文化を醸成させる，RCA分析 医療安全2・3研修 2017.10.31

認知症患者のアセスメントと生活支
援

認知症看護研修 2017.11.1

化学療法・放射線療法の目的と基本
的なケア，緩和ケアの位置づけ・基
本的な緩和方法

がん看護1研修 2017.11.13

気管挿管の介助，人工呼吸器起動時
の対応

看護技術1救命救急処置
技術研修②研修

2017.12.15
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西部医療センター　医療活動に関する実績

■手術件数（手術室にて実施したもの）
平成28年 平成29年

合計 4,585 合計 4,890

外来

669

入院

3,916

外来

883

入院

4,007

※1月-12月において、手術室にて実施した件数。

■がんに係る手術件数�
平成29年（1月～12月）手術件数実績

悪　性　腫　瘍　手　術 内視鏡的切除術

肺 再掲
胸腔鏡下 胃 再掲

腹腔鏡下 大腸 再掲
腹腔鏡下 肝 乳腺 子宮 食道 胆道 膵 前立腺 計 上部 下部

82 82 78 22 241 86 18 183 6 14 4 10 0 636 23 105

※乳腺には、乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術のうち悪性腫瘍と診断された60件を含む。

■外来化学療法件数�
平成29年（1月～12月）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
316 326 372 319 362 378 354 381 352 381 385 375 4,301

■放射線治療件数�
平成29年1月～12月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
896 936 955 823 966 1,051 977 1,008 925 1,038 926 950 11,451

■内視鏡件数�
平成29年1月～12月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
上部消化管 272 284 275 252 267 251 263 274 271 288 281 284 3,262
下部消化管 213 207 234 213 240 235 204 207 221 231 214 218 2,637

胆管 20 28 14 14 18 20 14 16 21 27 21 23 236
気管支 27 31 17 28 28 17 23 34 30 37 25 27 324

その他/カプセル 2 3 2 1 1 1 1 2 13
合計 534 550 540 510 555 524 505 531 544 584 543 552 6,472

■分娩件数�
平成29年1月～12月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
109 96 112 109 102 104 96 113 91 123 112 108 1,275
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【各診療科の主な手術実績】平成29年1月1日～平成29年12月31日

診療科 術式・症例など 計 （再　掲）

循環器内科

経皮的冠動脈ステント留置術 6 急性心筋梗塞 不安定狭心症 その他
－ 3 3

ペースメーカー移植術 8 心筋電極 経静脈電極
－ 8

ペースメーカー交換術 4

腎透析内科 内シャント設置術 13
経皮的シャント拡張術 2

血液腫瘍内科 造血幹細胞採取（末梢血幹細胞・自家移植） 2
造血幹細胞移植（末梢血幹細胞・自家移植） 1

※消化器内科の手術実績については、次項にて掲載しています。

診療科 術式・症例など 計 （再　掲）

消

化

器

内

科

食道狭窄拡張術 7 内視鏡 食道ブジー 拡張用バルーン
－ － 7

食道ステント留置術 3

内視鏡的食道粘膜切除術 3 粘膜切除 粘膜下剥離
－ 3

食道・胃静脈瘤硬化療法 1
内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 15

血管塞栓術（腹腔内血管等） 45 止血術 選択的動脈化学塞栓術 その他
1 34 10

胸水・腹水濾過濃縮再静注法 6
経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 1
内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術 16

内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 29 粘膜切除 粘膜下剥離 ポリープ切除 その他
－ 23 3 3

内視鏡的消化管止血術 61
胃瘻造設術（経皮的内視鏡下を含む） 23
胆嚢外瘻造設術 7
経皮的胆管ドレナージ術 5
内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術 5
超音波内視鏡下瘻孔形成術 4

内視鏡的胆道結石除去術 9 胆道砕石術 その他
1 8

内視鏡的乳頭拡張術 1

内視鏡的乳頭切開術 28 乳頭括約筋切開 胆道砕石術
24 4

内視鏡的胆道ステント留置術 115
経皮的肝膿瘍ドレナージ術 5

肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（腹腔鏡下を含む） 12 2cm以内 2cm超
2 10

内視鏡的膵管ステント留置術 19
体外衝撃波膵石破砕術 1
膵結石手術 11

内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 361 長径2cm未満 長径2cm以上
325 36

早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 29
小腸結腸内視鏡的止血術 16
結腸狭窄部拡張術（内視鏡） 2
下部消化管ステント留置術 1
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西部医療センター　医療活動に関する実績

診療科 術式・症例など 計 （再　掲）

呼

吸

器

外

科

胸腔鏡下試験開胸術 1
胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 1
縦隔腫瘍摘出術 1

縦隔悪性腫瘍手術 1 単純摘出
－

広汎摘出
1

胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 4

胸腔鏡下肺切除術 25 肺嚢胞手術
15

その他
10

胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 2

胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 82 部分切除
18

区域切除
21

肺葉切除又は1肺葉超
43

胸腔鏡下
縦隔悪性
腫瘍手術，

4

胸腔鏡下
肺切除術，

25

胸腔鏡下
肺悪性

腫瘍手術，
82

血管塞栓術, 45

内視鏡的
胃、十二指腸
ポリープ・粘膜
切除術 , 29

内視鏡的
消化管

止血術, 61

内視鏡的
ステント

留置術, 115

内視鏡的
結腸ポリープ・
粘膜切除術,

361

早期悪性腫
瘍大腸粘膜
下層剥離,

29
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診療科 術式・症例など 計 （再　掲）

小
　
児

　
外

　
科

ヘルニア手術（腹腔鏡下含む） 87

腹壁瘢痕
－

臍
13

臍帯
1

鼠径
73

肺切除術（胸腔鏡下含む） 3
先天性食道閉鎖症根治術 1

横隔膜縫合術（経腹） 2 横隔膜縫合
1

レラクサチオ
1

急性汎発性腹膜炎手術　（腹腔鏡下含む） 1
内視鏡的胃内異物摘出術 3
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 1
胃瘻造設術（経皮的内視鏡下を含む） 3
幽門形成術（粘膜外幽門筋切開術を含む） 1
噴門形成術（腹腔鏡下含む） 1
胆管切開結石摘出術（胆嚢摘出を含む）　 1
総胆管拡張症手術　　 1
先天性胆道閉鎖症手術 1
腸閉塞症手術 4
腸閉塞症手術（小腸切除） 3
虫垂切除術（腹腔鏡下含む） 11
結腸腫瘍摘出術 1
内視鏡的大腸ポリープ切除（２ｃｍ未満） 1
腸閉鎖症手術 4
人工肛門造設術 2
人工肛門閉鎖術 1
腸回転異常症手術 1
結腸狭窄部拡張術（内視鏡による） 1
先天性巨大結腸症手術（腹腔鏡下含む） 2
肛門周囲膿瘍切開術 7
鎖肛手術 1
停留精巣固定術 3

ヘルニア手術

（腹腔鏡下含む），

87

虫垂切除術
（腹腔鏡下
含む），11

腸閉鎖症
手術，4

肛門周囲膿瘍
切開術，7



― 125 ―

名古屋市立病院紀要　第40巻　2017年
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診療科 術式・症例など 計 （再　掲）

一
般

外
科

痔核手術 18 根治手術
12

硬化療法
5

痔瘻根治（単純）
1

肛門周囲膿瘍切開術 7

乳

腺

内

分

泌

外

科

甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 2 片葉
1

両葉
1

バセドウ甲状腺全摘術 4 片葉
－

両葉
4

甲状腺悪性腫瘍手術 2 切除
2

全摘及び亜全摘
0

副甲状腺�腺腫過形成　摘出術 1 摘出
1 全摘

乳腺腫瘍摘出術 19 長径5cm未満
13

長径5cm以上
6

乳管腺葉区域切除術 1
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術（一連につき） 129

乳腺悪性腫瘍手術 122 乳房切除
61

部分切除
60

乳頭乳輪温存
1

乳房再建術（乳房切除後）（一次的） 2
組織拡張器による再建手術（乳房） 6

乳腺腫瘍
摘出術，19

乳腺腫瘍画像
ガイド下

吸引術，129

乳腺悪性腫瘍
手術，122
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消

化

器

外

科

下咽頭悪性腫瘍手術（再建を含む） 1
食道空置バイパス作成術 3
食道悪性腫瘍手術（消化管再建を含む） 11
試験開腹術（腹腔鏡下含む） 6
急性汎発性腹膜炎手術（腹腔鏡下含む） 6
腹腔鏡下大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術 3
腹腔鏡下胃・十二指腸潰瘍穿孔縫合術 6
胃切除術（単純）（腹鏡鏡下を含む） 3
胃切除術（悪性腫瘍）（腹鏡鏡下を含む） 33
噴門側胃切除術（悪性腫瘍）（腹腔鏡下を含む） 6
胃全摘術（悪性腫瘍）（腹鏡鏡下を含む） 16
胃腸吻合術（ブラウン吻合含む） 3
胃瘻造設術 3
胆嚢摘出術（腹腔鏡下を含む） 80
胆管切開結石摘出術（胆嚢摘出を含む） 1
総胆管拡張症手術 1
胆管悪性腫瘍手術 4
総胆管胃（腸）吻合術 1
肝切除術 9
膵体尾部腫瘍切除術 3
膵頭部腫瘍切除術 15
腸閉塞症手術（腸管癒着症手術）（腹腔鏡下を含む） 22
小腸結腸内視鏡的止血術 2
小腸切除術（腹腔鏡下を含む） 4
小腸悪性腫瘍手術（腹腔鏡下を含む） 6
虫垂切除術（腹腔鏡下を含む） 37
結腸切除術（腹腔鏡下を含む） 15
結腸悪性腫瘍手術（腹腔鏡下を含む） 81
内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除（2cm未満） 2
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除（2cm未満） 2
腸吻合術 2
人工肛門造設術（腹腔鏡下を含む） 12
人工肛門閉鎖術 3
人工肛門形成術 1
直腸切除・切断術（腹腔鏡下を含む） 66
尿膜管摘出術（腹腔鏡下を含む） 2

ヘルニア手術（腹腔鏡下含む） 92 鼠径
78

大腿
1

臍
3

腹壁瘢痕
7

白線
2

骨盤部
1

胃切除術（悪性腫瘍），
33

胃全摘術（悪性腫瘍），
16

胆嚢摘出術

（腹腔鏡下含む），
80

膵頭部腫瘍切除術，15

腸閉塞症手術（腸管

癒着症手術），22

虫垂切除術（腹腔鏡下

含む），36

結腸悪性腫瘍手術

（腹腔鏡下を含む），81

直腸切除・切断術（腹腔

鏡下を含む），66

ヘルニア手術，92
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診療科 術式・症例など 計 （再　掲）

歯

科

口

腔

外

科

抜歯手術 2,617 乳歯
29

前歯
242

臼歯
747

難抜歯
305

埋伏歯
1,294

顎・口蓋裂形成手術 1 軟口蓋 硬口蓋
1

顎裂

頬腫瘍摘出術 3 粘液嚢胞摘出
2

その他
1

頬粘膜悪性腫瘍手術 2

舌腫瘍摘出術 28 粘液嚢胞摘出
3

その他
25

舌悪性腫瘍手術 8 切除
8

亜全摘
－

舌下腺腫瘍摘出術 1
顎下腺摘出術 1
頬･口唇･舌小帯形成術 23

口唇腫瘍摘出術 21 粘液嚢胞摘出
14

その他
7

口唇悪性腫瘍手術 1

口唇裂形成手術 1 口唇のみ
－

口唇裂鼻形成
－

鼻腔底形成
1

頬骨骨折観血的整復術 1

下顎骨悪性腫瘍手術 4 切除
3

切断
1

下顎骨折観血的手術 5
下顎骨形成術 1
下顎骨部分切除術 1
下顎隆起形成術 4

下顎関節突起骨折観血的術 1 片側
1

両側

顎骨腫瘍摘出術 61 長径3㎝未満
52

長径3㎝以上
9

顎骨内異物除去術 4
萌出困難歯牙開窓術 6
口腔悪性腫瘍切除術 1
口腔底腫瘍摘出術 3
がま腫摘出術 1

口蓋腫瘍摘出術 5 口蓋粘膜
4

口蓋骨
1

口腔外消炎手術（顎炎又は顎骨骨髄炎） 10

歯根嚢胞摘出術 38 歯冠大
32

拇指頭大
3

鶏卵大
3

歯槽骨骨折観血整復 2

上顎骨悪性腫瘍手術 3 掻爬 切除
3

全摘

上顎骨形成術 1 単純
1

複雑・二次的再建 骨移植

抜歯手術, 
2,617

舌腫瘍摘出術, 
28

口唇腫瘍
摘出術, 21

顎骨腫瘍
摘出術,61

歯根嚢胞
摘出術

,38

上顎骨
悪性腫瘍手術

, 3
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診療科 術式・症例など 計 （再　掲）

整

形

外

科

腱鞘切開術 4

四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 1 肩･上腕･前腕･大腿･下腿･躯幹
－

手・足
1

骨折非観血的整復術 71 肩甲骨・上腕・大腿
16

前腕・下腿
33

鎖骨・膝蓋骨・手・
足
22

骨折観血的手術 56 肩甲骨・上腕・大腿
25

前腕・下腿・手舟状
骨
26

鎖骨・膝蓋骨・手・足・
指
5

難治性骨折超音波治療法（一連につき） 3

関節脱臼非観血的整復術 17 肩･股・膝
12

胸鎖・肘・手・足
－

肩鎖・指・小児肘内
障
5

関節鏡下半月板切除術 3

関節形成手術（指・足） 7 肩･股・膝 胸鎖・肘・手・足 肩鎖・指（指・足）
7

黄色靱帯骨化症手術 1

骨移植術 173 自家骨移植
9

自家骨又は非生体同種骨移植と人工骨移植の併施、その他
164

関節内骨折観血的手術 6 肩･股・膝・肘
4

胸鎖・手・足
2

肩鎖・指
－

人工骨頭挿入術 14 肩・股
14

肘・手・足
－

指
－

人工関節置換術 13 肩･股・膝
13

胸鎖・肘・手・足
－

肩鎖・指
－

四肢切断術 2 肩甲帯
－

上腕・前腕・大腿・下腿・手・足
2

指
－

脊椎内異物（挿入物）除去術 3

椎間板摘出術 37

前方摘出術
－

後方摘出術
37

側方摘出術
－

経皮的髄核摘出術
－

脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 307

前方椎体固定
40

後方又は後側方固定
31

後方椎体固定
127

前方後方同時固定
2

椎弓切除
11

椎弓形成
96

経皮的椎体形成術 2
体外式脊椎固定術（ベスト式含む） 1
脊髄腫瘍摘出術（髄外） 2

骨折非観血
的整復術,71

骨折観血的
手術,56

関節脱臼非
観血的
整復術17

骨移植術,173

椎間板
摘出術,37

脊椎固定術、
椎弓切除術、

椎弓
形成術,307
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診療科 術式・症例など 計 （再　掲）

産

婦

人

科

帝王切開術 387 緊急
14

選択
100

前置胎盤合併等の複雑な場合
273

鉗子娩出術 4 低位
4

中位
－

吸引娩出術 50

流産手術 47 11週まで
47

11週超え21週まで
－

子宮内容除去術（不全流産） 9
後腹膜悪性腫瘍手術 1
バルトリン腺膿瘍切開術 2
腟ポリープ切除術 3
膣壁尖圭コンジローム切除術 3
腟閉鎖症術（腟断端挙上による） 2
腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 1
子宮鏡下子宮内膜焼灼術 2
子宮全摘術 90
子宮悪性腫瘍手術 6

子宮附属器腫瘍摘出術 93 開腹
78

腹腔鏡
15

子宮附属器悪性腫瘍手術 8

子宮附属器癒着剥離術 1 開腹
1

腹腔鏡
－

子宮筋腫摘出術 18 腹式
16

膣式
2

腹腔鏡
－

子宮外妊娠手術 4 開腹
2

腹腔鏡
2

妊娠子宮摘出術 3
胞状奇胎除去術 2
子宮脱手術 11

子宮頸管縫縮除 38 マクドナルド
－

シロッカー
19

縫縮解除
19

子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術 2
子宮内膜ポリープ切除術 2
子宮頸管ポリープ切除術 44
子宮頸部（腟部切断術を含む）切除術 29
子宮息肉様筋腫摘出術（膣式） 4

帝王切開，
387

吸引
娩出術，50

流産手術，47

子宮
全摘術，90

子宮附属器
腫瘍

摘出術，93

子宮頸管
縫縮除，38

子宮頸管
ポリープ

切除術，44

子宮頸部
切除術，29
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泌

尿

器

科

体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 36
腎（尿管）悪性腫瘍手術　腹腔鏡下含む 9
腹腔鏡下副腎摘出術 2
腹腔鏡下尿膜管摘出術 1
経皮的腎（腎盂）瘻造設術 7
経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの） 3
経尿道的尿管ステント留置術 57

膀胱結石，異物摘出術 20 経尿道的
20

膀胱高位切開
－

膀胱悪性腫瘍手術 86 切除
－

全摘
1

経尿道的
85

尿道狭窄内視鏡手術 4
経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用のもの） 8
経尿道的電気凝固術 14
精巣悪性腫瘍手術 9

陰嚢水腫手術 10 交通性陰嚢水腫手術
1

その他
9

停留精巣固定術 3
精索捻転手術（対側精巣固定術を伴う） 1

体外衝撃波
腎・尿管結石
破砕術,36

経尿道的尿
管ステント
留置術,57

膀胱結石、

異物
摘出術,20

膀胱悪性
腫瘍手術,86
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診療科 術式・症例など 計 （再　掲）

眼
　
科

鼻涙管・涙道手術 8
結膜手術 20
眼瞼手術 83
緑内障手術 6
虹彩整復・外傷など 20
水晶体手術 1,013
硝子体手術 86
硝子体内注入・吸引術 6
網膜復位術 65

診療科 術式・症例など 計 （再　掲）
皮
膚
科

皮膚悪性腫瘍手術 20
皮膚腫瘍摘出術（露出部） 87
皮膚腫瘍摘出術（露出部以外） 68

診療科 術式・症例など 計 （再　掲）

脳
神
経
外
科

穿頭脳室ドレナージ術 1
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 9
脳血管内手術（１箇所） 2

水頭症手術 2 脳室穿破術
－

シャント術
2

眼瞼手術, 
83

水晶体
手術
1,013

硝子体
手術,86
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耳

鼻

咽

喉

科

先天性耳瘻管摘出術 12
乳突削開術 1
鼓膜（排液･換気）チューブ挿入術 63
鼓膜形成術 3
鼓室形成手術 2
下甲介粘膜レーザー焼灼術 14
鼻骨骨折整復固定術 4

鼻甲介切除術 2 高周波電気凝固法
－

その他
2

粘膜下下鼻甲介骨切除術 12
鼻茸摘出術 10
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅱ型 1
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型 14
鼻副鼻腔腫瘍摘出術 2
鼻中隔矯正術 8
汎副鼻腔根治手術 2
アデノイド切除術 39

口蓋扁桃手術 140 切除
1

摘出
137

術後止血
2

深頸部膿瘍切開術 1
気管切開術 1
気管切開孔閉鎖術 1

喉頭・声帯ポリープ切除術 4 間接喉頭鏡
－

直達喉頭鏡
4

口蓋腫瘍摘出術 2 口蓋粘膜
2

口蓋骨
－

口唇腫瘍摘出術（粘液嚢胞摘出術） 3
術後性上顎嚢胞摘出術 2

中咽頭腫瘍摘出術 2 経口腔
2

外切開
－

唾石摘出術 5 表在性
2

深在性
3

腺体内
－

顎下腺摘出術 1
頸嚢摘出術 1

耳下腺腫瘍摘出術 5 浅葉摘出
5

深葉摘出
－

診療科 術式・症例など 計 （再　掲）

小児科 新生児仮死蘇生術 212 第1度
114

第2度
98

鼓膜（排液･
換気）チューブ

挿入術 ,
63

下甲介粘膜
レーザー
焼灼術,14

内視鏡下鼻・
副鼻腔手術
Ⅲ型,14

アデノイド
切除術,39

口蓋扁桃
手術 ,140
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名古屋市立病院紀要編集発行規程

　（目的）
第1条　名古屋市立病院紀要（以下「紀要」という。）は、名古屋市立病院（名古屋市立東部医療センター及び名古

屋市立西部医療センターをいう。以下同じ。）の職員の研究論文及び学会の報告、講演その他の学術活動の業績を
掲載し、名古屋市立病院の職員の学術活動を推進することにより、優れた人材の育成及び医療の質の向上を図るこ
とを目的とする。

　（発行）
第2条　紀要の発行は、原則として年1回の冊子の発行及び名古屋市病院局ウェブサイトへの掲載により行う。

　（掲載内容）
第�3条　紀要には、投稿論文、業績及び医療活動に関する実績を掲載する。

　（名古屋市立病院紀要編集委員会）
第�4条　紀要の編集及び発行は、名古屋市立病院紀要編集委員会（以下「委員会」という。）が行う。
2　委員会は、病院局長が次に掲げる構成に従い名古屋市立病院の職員のうちから選任する委員長及び委員をもって

構成する。
委員長 病院長の職にある者　　　　　　　　�1名

委　員

副院長の職にある者　　　　　　　　�1名
医師又は歯科医師　　　　　　　　　�2名
看護部門の代表者　　　　　　　　　�1名
薬剤部門の代表者　　　　　　　　　�1名
放射線部門の代表者　　　　　　　　�1名
検査部門の代表者　　　　　　　　　�1名
リハビリテーション部門の代表者　　�1名

3　委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4　委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名する者がその職務

を代理する。
5　委員会の運営に係る事務は、管理部総務課庶務係が行う。

　（投稿論文）
第�5条　投稿論文は、別に定めるところにより、委員会に提出するものとする。
2　投稿論文の採否は、査読を行い、その結果を踏まえて委員会が決定する。
3　投稿論文は、委員会が前項の規定により採用を決定した日に受理する。
4　投稿論文の掲載順序は、委員会が決定する。

　（査読）
第�6条　委員会は、一つの投稿論文について�2名の査読者を選定し、投稿論文を査読に付する。
2　前項に規定する�2名の査読者のうち、�1名は委員会の委員長又は委員のうちから選定する主査とし、他の�1名は投

稿論文の内容に近接する研究領域を専攻する名古屋市立病院の職員のうちから精選する。ただし、名古屋市立病院
の職員のうちから査読者を選定することが適当でない場合は、職員以外の者を査読者に選定することができるもの
とする。

　
第�7条　査読者は、委員会から査読に付された投稿論文の内容が紀要に掲載するにふさわしい学術的水準に達してい

るか否かを総合的に勘案して次のいずれに該当するかを判断し、当該投稿論文が査読に付された日から�2週間以内
に、別記様式�1「査読結果報告書」により委員会に報告する。

　　Ａ．掲載可
　　Ｂ．修正すれば掲載可・再査読
　　Ｃ．掲載不可
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2　委員会は、査読者から前項の規定により報告を受けた査読結果を踏まえて投稿論文の修正の必要性及び投稿論文
の掲載の可否を検討し、その結果を投稿者に通知する。なお、委員会は、掲載不可とする結果を通知する場合は、
当該結果に関する委員会の見解を合わせて通知する。

3　委員会は、「修正すれば掲載可・再査読」の通知を送付した投稿者から修正した投稿論文の再提出を受けた場合、
その内容を検討し、必要に応じて再修正を求めた上で、当該投稿論文を再査読に付すものとする。

4　査読者は、前項の規定により投稿者が修正した投稿論文が再査読に付された場合、第�1項の規定に準じて再査読
を行い、別記様式�2「再査読結果報告書」により委員会に報告する。

　（業績及び医療活動に関する実績）
第�8条　紀要に掲載する業績及び医療活動に関する実績は、別に定める基準に基づき、委員会が決定する。

　（別刷）
第9条　原著の著者に限り、50部を限度として著者の希望に応じて無料で別刷を交付することができる。ただし、著

者が増刷の実費を負担する場合には、50部を超えて著者の希望に応じて別刷を交付することができるものとする。

　（権利の帰属等）
第10条　紀要に掲載された投稿論文に関する著作権その他の知的財産権は、すべて名古屋市に帰属し、名古屋市の

承諾を得ないで他に公表、譲渡、貸与又は使用することはできないものとする。
2　紀要に掲載された内容の電子化については、共著者を含むすべての関係者が了承したものとみなす。

　（改廃）
第11条　この規程の改廃は、委員会において行う。

附　則
　この規程は、決定の日から施行し、同日以後に発行する紀要について適用する。

� （別記様式は添付省略）
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名古屋市立病院紀要論文投稿要領

　（目的）
第1条　この要領は、名古屋市立病院紀要（以下「紀要」という。）に記載する論文の投稿に関し必要な事項を定め

るものとする。

　（投稿論文）
第�2条　紀要に掲載する投稿論文は、次のいずれかに該当する論文であって、国内外を問わず未発表のものに限る。
　（1）原著� �科学論文として論理的で独創的な新知見が示されており、学術上の価値があると認めら

れる論文
　（2）研究報告� �原著論文の条件は満たさないが、研究成果をまとめたもので掲載の意義があると認めら

れる論文
　（3）速報� �新たに開発した研究方法又は将来の発展が見込まれる価値のある新知見を早急に報告

する論文
　（4）事例（症例）報告� 希少な事例を報告する今後の実践に有益な論文
　（5）依頼稿� �名古屋市立病院紀要編集委員会（以下「委員会」という。）が投稿を依頼した名古屋市

立病院の職員に有益な論文
　（6）特集� 特定のテーマに関する複数の専門家に依頼した論文
2　人を対象にした研究に関する投稿論文は、世界医師会によるヘルシンキ宣言の精神に準拠し、人を対象とする医

学系研究に関する倫理指針（平成26年文部科学省・厚生労働省告示第�3号）等の最新の倫理指針を遵守して行わ
れた研究であって、名古屋市立病院（名古屋市立東部医療センター及び名古屋市立西部医療センターをいう。以下
同じ。）の倫理委員会等の承認を受けたものに基づく論文でなければならない。

3　投稿論文の投稿者は、掲載を希望する紀要の投稿論文提出期限の日において現に名古屋市立病院の職員である者
に限る。ただし、名古屋市立病院の職員との共著者及び委員会が投稿を依頼した者は、この限りでない。

　（論文作成要領）
第3条　原稿本文、和文抄録、文献及び図表の文字数等は、概ね次のとおりとする。

原稿本文 和文抄録 文　　献 図　　表
原著 12,000字以内 800字以内 20編以内 9点以内
研究報告 � 4,800字以内 600字以内 15編以内 5点以内
速報 � 3,200字以内 600字以内 15編以内 5点以内
事例（症例）報告 � 3,200字以内 600字以内 15編以内 5点以内
依頼稿 12,000字以内 800字以内 20編以内 9点以内
特集 12,000字以内 800字以内 20編以内 9点以内

2　原稿及び和文抄録は、Ａ4判、10.5ポイント、明朝体、横書きで、専門用語以外は常用漢字及び新かな遣いを用い
て作成し、コンパクトディスク又はＵＳＢメモリにテキスト形式にて保存の上、Ａ4判用紙に出力した原稿及び和
文抄録を添えて提出するものとする。

3　原稿には所定の表紙をつけ、これに表題、投稿者の所属及び氏名、キーワード（日本語で3語以内）、英文タイトル、
別刷希望部数等を記入するものとする。

4　写真及び図表は、Ａ4判用紙に出力したものとともに、原本（写真については手札型以上のもの）をＡ4判用紙に
貼付したもの又は電子データで提出するものとする。この場合において、写真及び図表の挿入場所について特に指
示がある場合には、挿入場所を原稿への朱書きにより指定しなければならない。また、表○の標記は上部、図○の
標記は下部に統一し、掲載の大きさは委員会に一任するものとする。

5　写真原稿は、モノクロームでの掲載を原則とする。ただし、投稿者が特にカラーでの掲載を希望する場合であって、
投稿者がカラー製版及び印刷に係る費用を負担し、レイアウトを委員会に一任する場合には、カラーでの掲載を認
めることができるものとする。

6　文献の記録は、次の例によるものとする。
　（1）雑誌　　　著者名（4名以上は他又はet�a1．）：論文題名．雑誌名　巻数：頁-頁，発行年（西暦）
　　　　　　　　【記載例�1】
　　　　　　　　　�野上裕子、岸川禮子、小田島博�他：高齢者気管支喘息の特徴について．アレルギー�42：514-
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521，1993
　　　　　　　　【記載例�2】
　　　　　　　　　Marten�K,�Bremer�C,�Khazaie�K,�et�al.�Detection�
　　　　　　　　　of�dysplastic�intestinal�adenomas�using�
　　　　　　　　　enzyme�sensing�molecular�beacons.�
　　　　　　　　　Gastroenterology��122：406-414,�2002
　（2）単行本　　著者名：論文題名．編集者名：出版社，書名　pp頁-頁，発刊年（西暦）
　　　　　　　　【記載例�3】
　　　　　　　　　�上田龍三：遺伝子治療とは－基礎から応用へ．西條長宏編：医薬ジャーナル社　pp283-284，

2002
　（3）電子文献　�（オンライン上の定期刊行物又は文章）　　著者名（発行年）、記事タイトル、定期刊行物等の名称、

頁－頁、検索した年月日、情報源（URL等）
　　　　　　　　【記載例�4】
　　　　　　　　　名古屋花子（2015）、陽子線治療とは、検索年月日2016年12月10日、http://nagoya.city.○○
7　共著者を含む全著者について当該投稿論文の内容に関する利益相反の有無を投稿論文の末尾に明記するものとす

る。

　（投稿論文の修正）
第4条　投稿者は、名古屋市立病院紀要編集委員会（以下「委員会」という。）から投稿論文の修正を求められたときは、

投稿論文を修正して再提出することができる。この場合において修正した投稿論文の再提出を行わないときは、論
文の投稿を取り下げたものとみなす。

2　委員会が掲載不可と決定した投稿論文については、修正して再提出することができないものとする。

　（別刷）
第5条　原著の著者に限り、50部を限度として無料での別刷の交付を求めることができるものとする。ただし、著者

が増刷の実費を負担する場合には、50部を超えて別刷の交付を求めることができるものとする。

　（権利の帰属等）
第6条　紀要に掲載された投稿論文に関する著作権その他の知的財産権は、すべて名古屋市に帰属し、著者は名古屋

市の承諾を得ないで他に公表、譲渡、貸与又は使用することはできないものとする。
2　紀要に掲載された内容の電子化については、共著者を含むすべての関係者が了承するものとする。

　（改廃）
第7条　この要領の改廃は、委員会において行う。

　附　則
1　この要領は、決定の日から施行する。
2　この要領は、決定の日以後に投稿論文を募集する紀要について適用し、同日前に投稿論文を募集した紀要につい

ては、なお従前の例による。
3　名古屋市立病院紀要投稿規程は、廃止する。
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名古屋市立病院紀要業績等掲載基準

　（目的）
第1条　この基準は、名古屋市立病院紀要（以下「紀要」という。）への業績及び医療活動に関する実績の掲載に関

し必要な事項を定めるものとする。

　（業績の掲載基準）
第2条　紀要に掲載する業績は、原稿提出期限の日の属する年の前年の1月1日から12月31日までの1年間（以下「対

象期間」という。）において名古屋市立病院（名古屋市立東部医療センター及び名古屋市立西部医療センターをいう。
以下同じ。）の職員が筆頭者として発行・発表・報告等を行った著書及び研究論文並びに対象期間中に開催された
学会、研究会及び講演・院内セミナー等における発表・報告等（以下「著書等」という。）とする。

2　前項の規定にかかわらず、筆頭者が名古屋市立病院を退職した後、対象期間中に発行・発表・報告等を行った著
書等のうち、筆頭者が名古屋市立病院に在職中に行った研究に基づくものについては、紀要に掲載することができ
るものとする。

3　紀要に業績を掲載する際は、原則として、当該業績の筆頭者だけでなく、すべての著者・発表者・演者等の氏名
を発表等が行われたとおりに記載する。

　（医療活動に関する実績の掲載基準）
第2条　紀要に掲載する医療活動に関する実績は、対象期間中に名古屋市立病院が行った主な医療活動に関する実績

とする。

　（改廃）
第3条　この基準の改廃は、委員会において行う。

　附　則
1　この要領は、決定の日から施行し、同日以後に発行する紀要について適用する。
2　業績集の掲載基準は、廃止する。
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