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カテーテルアブレーションにより人工ペースメーカ治療を回避し得た 
徐脈性心房細動の一例＊

� 名古屋市立東部医療センター　循環器内科� 児　玉　　　彩＊＊� 佐　伯　知　昭�
� � 関　本　　　暁� 玉　井　　　希�
� � 橋　本　明　美� 蓮　尾　隆　博�
� � 蜂　矢　健　太� 林　　　宏　祐�
� � 山　下　純　世� 吉　田　孝　幸�
� � 村　上　善　正

key�word：徐脈性心房細動，カテーテルアブレーション，房室伝導

抄   録

72才男性。心不全症状を伴う徐脈性心房細動の治療
のためかかりつけ医より紹介となった。慢性心不全、
くも膜下出血術後、高血圧、高脂血症、高尿酸血症、
間質性肺炎および好酸球性肺炎の既往がある。入院後
の冠動脈造影では有意狭窄なく、治療に同意を得て心
房細動に対しカテーテルアブレーションによる電気的
肺静脈隔離術を施行し洞調律となった。左肺静脈は左
房後壁を含めた隔離、右肺静脈は個別に隔離となった。
術後は高度房室ブロック（2：1房室伝導）から、徐々
に第1度房室ブロックへと改善し、心不全症状および脳
虚血症状の改善を認めた。人工ペースメーカ治療を回
避し、徐脈性心房細動を治療することができた。

症   例

72才男性。
主訴：労作時息切れと浮腫とめまい。
現病歴：2年前に心不全で他院に入院され心房細動が

あった。1年前から息切れと浮腫が徐々に悪化し家庭内
での温和な日常生活にも支障をきたすようになり心臓
の精査加療を希望されご紹介をいただいた。失神はな
いがふわっとすることがある。

既往歴：慢性心不全、くも膜下出血術後右不全麻痺、
高血圧、高脂血症、高尿酸血症、間質性肺炎、好酸球
性肺炎

現症：意識清明、血圧124/54mmHg、脈拍61bpm、
経皮的酸素飽和度95%、体温35.7 ℃、心雑音ならびに
肺ラ音を聴取せず、下腿浮腫を認めた。

処方：アゾセミド30mg、エプレレノン50mg、ベン
ズブロマロン50mg、アビキサバン10mg、ニフェジピ
ン徐放剤40mg、バルサルタン80mg、トラセミド4mg、
プレドニン5mg、エソメプラゾール20mg、リセドロン
酸ナトリウム水和物錠17.5mg

入院時検査所見

胸部レントゲン：心胸比65％と心拡大あり、肺鬱血
なし、胸水なし

ＣＴ：心拡大、左MCAのクリッピング後、左前頭葉
から基底核の陳旧性軟化巣

心エコー：左房拡大49mm、左室駆出率68%、有意な
弁膜症なし

ABI：両側1.0
肺機能：正常と拘束性の境界（%VC80%）
下肢静脈エコー：深部静脈血栓なし
ホルター心電図：総心拍数57182拍、終日心房細動、

RR延長3.9秒
検尿：異常なし
血 液 検 査：TP�6.8g/dl、Alb�3.9g/dl、GOT�25U/l、

GPT� 25U/l、LDH� 242U/l、CPK� 122U/l、T.Chol�
245mg/dl、LDL-C� 162mg/dl、TG� 115mg/dl、
HDL-C�58mg/dl、T.Bil� 1.1mg/dl、BUN�18.3mg/dl、�
Cre� 0.82mg/dl、UA� 5.7mg/dl、Na� 144mEq/l、
K4.0mEq/l、Cl�103mEq/l、Ca�9.2mg/dl、Glc�97mg/dl、�
CRP� 2.8mg/dl、Trop.I� 0.011ng/ml、FT41.2ng/dl、
TSH�1.1µIU/ml、HbA1c�5.8%、WBC�8050/µl、RBC�
423万/µl、Hb�13.6g/dl、Ht� 39.9%、Plt� 16.8万/µl、
BNP�146.3pg/ml

12誘導心電図（図1）：徐脈性心房細動35bpmと右脚
ブロック＊ The catheter ablation could avoid the pacemaker therapy in 

a case of bradycardic atrial fibrillation.
＊＊ Aya Kodama et.al.
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入院後経過

冠動脈造影：3枝とも有意狭窄なし
心房細動に対するカテーテルアブレーション：図2、3、

4を参照
左肺静脈は左房後壁を含めた電気的隔離、右肺静脈

は個別に電気的隔離に成功した。
術後は洞調律に伴い2：1房室伝導の高度房室ブロッ

クとなるが（図5）、その後4日で房室伝導は第1度房室

ブロックへと改善（図6）、ホルター心電図で総心拍数
は98803拍/日へ1.7倍増加しRR延長は消失、運動負荷
試験では4.36Mets、最大酸素摂取量15.3ml/kg/min、6
分間歩行距離は右不全麻痺のため不変であったが、息
切れ浮腫めまいは軽快、BNP値は146.3から74.2pg/ml
へと改善し、第19病日に軽快退院となった。

考   察

2008年に堀田らは房室伝導障害が軽度であれば徐脈
性心房細動も肺静脈隔離術の適応でペースメーカー植
込みを回避し得ると報告している 1）。その機序として、
Sairakuらは、2012年に3秒以上のRR延長を認めた持
続性心房細動のアブレーション後の房室伝導に異常な
く2）、2016年に発作性心房細動と持続性心房細動各々の
アブレーション後の房室伝導を比較し持続性心房細動
後で房室伝導が軽度低下していたこと（電気的リモデ
リング）を報告した3）。本症例では術後第1度房室ブロッ
クと右脚ブロックを認めたことから、徐脈性心房細動
は房室伝導におけるrepetitive�concealed�conductionに
よる第3相ブロックによる可能性も示唆された4）。

結   語

有症候性の徐脈性心房細動に対し、カテーテルアブ
レーション治療により洞調律となることで徐脈および
ポーズが認められなくなり人工ペースメーカ治療を回
避でき、息切れ浮腫めまいが軽快し退院できた症例を
経験した。

COIはありません。

図2：心房細動に対するカテーテルアブレーション
CARTOシステムで、冠状静脈洞（CS）兼右房上大静脈マッ
ピングおよび心腔内除細動用20極カテーテル（BeeAT）、
食道位置の確認と食道温測定のため温度センサー付き電極
カテーテル（Esophaster）、肺静脈および左房の電位記録
のため多極カテーテル（PentaRay,�LASSOはともに肺静
脈内）、焼灼にイリゲーションタイプの THERMOCOOL�
SMARTTOUCH�SFカテーテルを用い、心拍によるカテー
テルの移動が大きく難渋した。

図1：術前の12誘導心電図
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図3：�心房細動中の心電図（上から順に、体表面、上大静脈SVC、右房RA、食道ESO、冠静脈洞CS、左肺静脈Lasso、右肺静
脈Pentray、アブレーションカテーテルの電位を示す）

図4：肺静脈隔離術後の心電図



― 4 ―

名古屋市立病院紀要　第42巻　2019年

文   献

1）� 堀田ゆりか、松本万夫、加藤律史、他：徐脈性心房
細動に対する肺静脈隔離術によりペースメーカー植
込みを回避し得た1例。J�Arrhythmia�24�（Suppl）:�
266,�2008

2）� Sairaku�A,�Nakano�Y,�Oda�N,�et�al:�Atrioventricular�
conduction�properties� in�patients�with�prolonged�
pauses� undergoing� ablation� of� longstanding�
persistent�atrial�fibrillation:�do�pauses�during�atrial�
fibrillation�matter?� J� Interv�Card�Elecrophysiol�

34(3):�277-85,�2012
3）� Sairaku�A,�Nakano�Y,�Suenari�K,�et�al:�Electrical�

remodeling�of� the�atrioventricular�node�caused�by�
persistent�atrial�fibrillation�in�humans.�J�Cardiovasc�
Electrophysiol�27(8):�918-22,�2016

4）� Matsuo�H,� Inoue�H:�Transient� high� degree�AV�
block�as�a�cause�stokes-Adamas�syndrome-clinical�
observation�and�experimental�study.�Jpn�Circ�J�47:�
614-23,�1983

図5：術後の12誘導心電図

図6：退院時の12誘導心電図
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心室中隔欠損症に合併した感染性心内膜炎の一例＊

� 名古屋市立東部医療センター　循環器内科� 鈴　木　馨　都＊＊� 佐　伯　知　昭�
� � 関　本　　　暁� 玉　井　　　希�
� � 橋　本　明　美� 蓮　尾　隆　博�
� � 蜂　矢　健　太� 林　　　宏　裕�
� � 山　下　純　世� 吉　田　孝　幸�
� � 村　上　善　正

key�word：心室中隔欠損症，三尖弁位感染性心内膜炎，敗血症性肺塞栓症

抄   録

46才女性。治療中の気管支喘息と未治療の心室中隔
欠損症の既往がある。主訴は3ヶ月前からの咳嗽。かか
りつけ医で肺炎の診断で抗生剤治療を受けるも改善な
く当科へ紹介。初診時の血液培養検査が翌日陽性（培
養結果はStreptococcus�mitis/oralis）となり同日の心エ
コー検査で心室中隔欠損症および2つの1－2cm大の疣
腫を三尖弁位に認め、他の画像診断とあわせ心室中隔
欠損症に合併した感染性心内膜炎および敗血症性肺塞
栓症と診断し同日入院。CTRXにてアナフィラキシー
ショックとなり、VCMに治療を変更、第3病日に解熱
したが、第4病日のVCM血中濃度が目標値に達せず
TEICに変更した。第5病日の血液培養が陰性を確認す
るも、第15病日に発熱および皮疹あり、DAPに変更し
た。CRPおよび敗血症性肺塞栓症の改善を認めたため、
第34病日に開心術を施行。感染源となる歯科病巣を認
めなかった。手術は疣腫切除ならびに心室中隔欠損閉
鎖術および三尖弁形成術を施行。心室中隔欠損は膜様
中隔にあり、肥厚して膜様中隔瘤様の所見で、三尖弁
中隔尖が同部に癒着し弁尖は肥厚、三尖弁前尖（中隔
尖との交連部）に15mm程度の疣腫が、その弁下の乳
頭筋に20mm程度の疣腫が付着していた。術後経過は
良好であり第44病日に退院となった。短絡血流が2方
向にあったため1-2cm大の疣腫が2つ認められたこと、
経胸壁心エコーで見逃しがちな右心系の異常を早期に
検出することが重要である。

症   例

46才女性。

主訴：咳嗽
既往歴：治療中の気管支喘息と未治療の心室中隔欠

損症（VSD）。
現病歴：3ヶ月前からの咳嗽でかかりつけ医で肺炎

の診断で抗生剤治療を受けるも改善なく当科に紹介と
なった。全身倦怠および食欲なく3ヶ月で16kgの体重
減少を認めた。

現症：意識は清明、体温37.5℃、血圧127/81mmHg、
脈拍112/分整、酸素飽和度96 ％、身長161cm、体重
64kg、第4肋間胸骨左縁で軽度収縮期雑音を聴取する、
下腿浮腫なし。

初診時検査所見

尿蛋白1＋、尿ケトン3＋、尿潜血－、尿中肺炎球菌
抗原－、尿中レジオネラ抗原－

インフルエンザ抗原A-/B-、β -Dグルカン＜6.0pg/mL、
プロカルシトニン2.1ng/mL

WBC14410/µL（Neutro .83%、Lymph .13%、
Mono.3%、Eosino.1%）、RBC368万/µL、Hb9.2g/dL、
Ht29.5%、Plt33.1万/µL、CRP21.6mg/dL

TP7.0g/dL、Alb2.5g/dL、GOT17U/L、GPT12U/L、�
TBil0.6mg/dL、BUN6.6mg/dL、Cre0.47mg/dL、
Na140mEq/L、K3.4mEq/L

12誘導心電図：洞性頻脈118bpm、心室性期外収縮
胸部レントゲン：心胸比48%、両肺に斑状陰影が散

在
胸部CT：両肺にconsolidationと結節状病変が散在（図1）
紹介状に同封された紹介同日に施行された前医の経

胸壁心エコー所見にVSDのみの記載で、疣腫の記載が
なかったため、次に経食道心エコー検査を施行した。

経食道心エコー：VSD（膜様中隔に欠損口）（図2）
とVSDから2方向へ短絡血流（カラードップラー）と
三尖弁に付着した可動性の2つの疣腫（図3）を認めた。

＊ A case of Infective Endocarditis Complicated by 

Ventricular Septal Defect.
＊＊ Keito Suzuki et al.
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入院後経過

初診時の血液培養検査が翌日陽性（Streptococcus�
mitis/oralis）となり、経胸壁心エコー検査でもVSDお

よび三尖弁に1-2cm大の可動性の疣腫を2つ認めた。三
尖弁逆流は軽度（圧較差34mHg）でQp/Qs1.85であった。
胸部CTで両肺にconsolidationと結節状病変が散在す
ることから、VSDに合併した三尖弁位感染性心内膜炎

（IE）および敗血症性肺塞栓症と診断した。同日入院後
に投与したCTRXでアナフィラキシーショックとなり
ただちにアドレナリン0.3mgを大腿に筋注、VCMに治
療を変更、第3病日に解熱したが、第4病日の規定の投
与量でもVCM血中濃度が目標値に達せずTEICに変更
した。第15病日に発熱および皮疹あり、DAPに変更し
継続、以後経過は順調でCRPおよび両肺の多発斑状結
節の縮小を認めたため、第34病日に開心術を施行した。
第5病日の血液培養が陰性を確認、歯科で感染源となる
病巣を認めなかった。造影剤アレルギーと疣腫により
塞栓をおこす危険があったため心臓カテーテル検査は
施行していない。経過中に心不全増悪なし。1cmを超
える可動性の疣腫およびVSDを閉鎖しない場合のIE再
発の危険性についてハートチームで検討を重ね、感染
が制御された時点で手術適応と決定した。

疣腫切除ならびにVSD閉鎖術および三尖弁形成術：
VSDは膜様中隔にあり、肥厚して膜様中隔瘤様の所見
で、三尖弁中隔尖が同部にほぼ癒着し同部の弁尖は肥
厚、三尖弁前尖（中隔尖との交連部）に15mm程度の
疣腫が、その弁下の乳頭筋に20mm程度の疣腫が付着
していた。疣腫を健常な部分で前尖とともに切除し、
欠損孔は中隔尖を切開し観察、8×12mmで2重自己心
膜パッチで閉鎖、三尖弁を形成して手術を終了した。
術後経過よく、第44病日に退院となった。

考   察

VSDに合併したIEの症例報告が散見された 1-5）。疣
腫は三尖弁位に多く、うち2例は疣腫が1-2cm大と大
きく4、5）、1例を除いて外科治療により軽快されていた。
本症例は1-2cm大の疣腫が2つ認められたが、短絡血流
が2方向に認められたためと考えられ、特徴的な所見と
考えられたので報告した。またVSD術後のパッチ部の
感染例も報告されている 6）。敗血症性肺塞栓症はIEや
感染性静脈炎が要因となる比較的稀な疾患だが、胸部
CTで両側多発性結節病変、feeding�sign、target�sign
などの特徴的な画像所見から比較的診断は容易で、適
切な感染源のコントロールと抗菌薬治療を行えば重篤
な感染症であるが救命率は高い7）。

結   語

VSDに合併するIEの診断に心臓超音波検査はきわめ
て重要で、経胸壁心エコーで見逃しがちな右心系の異

図1：敗血症性肺塞栓症

図2：心室中隔欠損を膜様中隔に認める。矢印が欠損口を示す。

図3：三尖弁に付着した2つの疣腫（矢印）
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常を早期に検出することが救命のためにきわめて重要
である。

COIはありません。
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十二指腸穿孔をきたした魚骨の1例 
～消化管内視鏡を併用した腹腔鏡下手術～＊
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key�word：魚骨，十二指腸，腹腔鏡手術

和文抄録

症例は85歳男性。早朝に右季肋部痛を自覚し、当院
に救急搬送された。発症2日前にブリを摂取していた。
血液検査では白血球数の著明な低下とCTで十二指腸前
壁を貫く魚骨を疑う線状の高吸収域と壁外のairや周囲
脂肪織濃度上昇と腹水を認めた。魚骨による十二指腸
穿孔による急性汎発性腹膜炎と診断し、緊急手術を施
行した。消化管内視鏡を併用しながら、腹腔鏡下に壁
外に露出する魚骨を摘出し、穿孔部閉鎖と洗浄ドレナー
ジを行なった。�敗血症性ショックを併発したが改善し、
術後11日目に退院となった。誤飲された消化管異物は
概ね自然排泄され、消化管穿孔、穿通を来す症例は1％
以下とされている。また、穿孔・穿通の部位としては
結腸や食道に多く、十二指腸は稀である。魚骨の多く
は不均一な構造をしているため腹腔内からの抜去では
穿孔部を広げてしまう可能性があるが、消化管内視鏡
を用いる事で、魚骨の全貌を把握し適切な摘出方法を
選択できる。医中誌での手術報告の多くは開腹手術で
あるが、腹腔鏡手術も低侵襲に行える点や拡大視効果
が得られる点など有用な術式であると考える。

1．は じ め に

消化管内異物のほとんどは消化管を損傷することな
く自然に排泄され、臨床上問題となることは少ない。
しかし、稀に消化管穿孔や穿通を起こし、外科的治療
を必要とすることがある。穿孔や穿通の部位としては

結腸や食道に多く、十二指腸は稀である。今回魚骨に
よる十二指腸穿孔の1例を経験したため、若干の文献的
考察を加え報告する。

2．症   例

症例：85歳、男性
主訴：右季肋部痛
既往歴：不安定狭心症、上顎癌
内服薬：抗血小板薬
現病歴：早朝に右季肋部痛を自覚し、数時間後に当院
に救急搬送された。発症2日前にブリを摂取していた。
現症：体温36.2℃、血圧140/70mmHg、脈拍70回/分。
腹部平坦軟で右季肋部に圧痛と反跳痛を認めた。
血液検査所見：WBC；1,160/µl�Neutro；71.0%�CRP；
0.1mg/dlと炎症反応の上昇はなく、WBCは低値を示し
ていた。
腹部単純CT検査：十二指腸壁を貫く線状の高吸収域を
認め、壁外にわずかなairと周囲脂肪織濃度上昇、腹水
を認めた（Fig.1）。
腹部超音波検査：胆嚢内に線状のstrong�echoを認めた。

（Fig.2）
以上より魚骨による十二指腸穿孔による急性汎発性

腹膜炎と診断し、緊急手術を施行した。
手術所見：臍と左右側腹部の3ポートで腹腔鏡手術を

施行した。十二指腸を中心に腹腔内全体に汚染腹水が
存在した。十二指腸球部前壁に魚骨と思われる白色棒
状の異物が1mmほど露出していた（Fig.3）。術前の腹
部超音波検査で疑われた魚骨が胆嚢に穿通している所
見はなかった。上部消化管内視鏡を併用し腸管内から
も異物を確認した（Fig.4）。その形状から腹腔内側から
の摘出が望ましいと判断し摘出した、穿孔部は3-0ポリ

＊ Duodenal perforation caused by fish bone
＊＊ Hiyoyuki Asai et al.
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ゾーブ®を用い縫合閉鎖し大網被覆した。ダグラス窩と
肝下面、左横隔膜下にドレーンを挿入し手術終了とし
た。手術時間は1時間47分で出血量は20mlであった。
摘出標本：30mm大の魚骨を認めた（Fig.5）。
術後経過：術中から敗血症性ショックとなり、ICU管
理を要したが翌日には改善しICU退室となり、術後11
日目に自宅退院となった。

Fig.2 �腹部超音波検査：胆嚢内に魚骨を疑うstrong�echo（矢
印）を認めた。

Fig.1 �腹部単純CT検査：十二指腸壁を貫く線状の高吸収
域（矢印）と壁外のair,周囲脂肪織濃度上昇と腹水を
認めた。

Fig.3 �腹腔鏡手術画像：十二指腸球部前壁に白色棒状の異
物の露出を認めた。

Fig.4　内視鏡画像：十二指腸腸管内に異物を認めた。

Fig.5　摘出検体：約30mm大の魚骨を認めた。
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3．考   察

誤飲された消化管異物は概ね自然排泄され、消化管
穿孔、穿通を来す症例は1％以下とされている1）。異物
の種類は食習慣によって変化し、欧米では鶏骨や爪楊
枝が多く、本邦では異物の44%が魚骨によるものとさ
れている2）。魚骨による穿孔・穿通の部位は結腸や食道
が多く、十二指腸は2%程度と稀である3）。

医学中央雑誌で「魚骨」「十二指腸」のキーワードで
検索をすると魚骨による十二指腸穿孔は自検例を含め
38例であった。十二指腸内の部位としては球部が12例、
下行脚8例、水平脚12例であった。治療法は開腹手術
が23例で腹腔鏡手術はわずか4例であった4）-6）。外科的
手術ではなく内視鏡下での摘出を行なった症例は10例
存在したが、うち1例はドレナージ術の追加を要してい
る。�消化性潰瘍穿孔では①発生時間経過が長い時、②
腹膜炎が上腹部に限局していない時、③腹水が多量で
ある時、④胃内容物が大量である時、⑤年齢が70歳以
上の時、⑥重篤な併存症が存在する時、⑦血行動態が
安定しない時などは早期の手術を考慮する必要がある
とされる 7）。本症例ではWBCが低く敗血症性ショック
に陥っていたこと、魚骨が胆嚢に近く、保存加療や内
視鏡摘出では胆嚢損傷を起こす可能性があったことか
ら手術施行した。また、術前のCTから穿孔部は十二指
腸球部前壁であると判断し、腹腔鏡下手術を選択した。

魚骨の短径は均一ではなく、腸管内に存在する魚骨
が太い場合には摘出時に穿孔部を広げてしまう可能性
があったため、消化管内視鏡も併用し腹腔鏡下に腸管
外へ摘出して問題がないことを把握し摘出した。

魚骨穿孔の治療として内視鏡的異物除去のみで治癒
する症例も存在するが、後にドレナージ術を要する症
例もあり、患者の全身状態、魚骨の大きさや形状など
総合的に判断し、手術のタイミングを逸しないように
慎重な経過観察が必要である。手術は依然開腹手術の
報告が多いが、術前に魚骨の位置など詳細を把握する
ことで腹腔鏡手術も可能であり、低侵襲に行えるため
術後の早期回復に寄与し、有用な術式であると考える。

4．結   語

魚骨のよる十二指腸穿孔に対して腹腔鏡手術を施行
した1例を経験した。本症例のように異物穿孔に対して
の腹腔鏡手術は低侵襲に行える点や拡大視効果が得ら
れる点など有用な術式であると考える。

本症例報告に開示すべきCOIはありません。
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腹壁へ穿破した巨大胆嚢癌の１切除例＊

� 名古屋市立東部医療センター　消化器外科� 江　口　祐　輝＊＊� 木　村　昌　弘�
� � 堅　田　武　保� 長　﨑　高　也�
� � 今　神　　　透�
� 名古屋市立東部医療センター　一般外科� 谷　脇　　　聡� 杉　田　三　郎�
� � 浅　井　宏　之� 澤　井　美　里

key�word：巨大胆嚢癌，腹壁浸潤，腹壁穿破

和文抄録

腹壁へ穿破した巨大胆嚢癌を切除し、術後3年間、無
再発症例を経験した。症例は91歳女性。腹痛と腹部の
発赤を主訴に来院した。臍部および臍下部から排膿を
認め、血液生化学検査で炎症反応の上昇を認めた。CT
では下腹部正中に周囲脂肪織濃度上昇を伴う15㎝大の
腫瘤を認めた。臍直下の自壊部の細胞診の結果は腺癌
であり、腹壁浸潤を伴う胆嚢癌と診断した。創処置お
よび抗生剤治療により炎症反応は速やかに改善し、待
機的に手術を施行した。腹壁浸潤部を紡錘状に切開し
開腹した。腫瘍は胃大弯と横行結腸に癒着をしており
同部を合併切除した。胆嚢頚部への浸潤はなく、比較
的容易に切除可能であった。本症は遊走胆嚢が背景に
あり、発生した癌が肝および胆管に浸潤することなく、
癌の発育に伴い下垂し、下腹部で腹壁に浸潤したと考
えられた。�

緒   言

腹壁へ穿破した巨大胆嚢癌切除例を経験した。腹壁
穿破を伴う胆嚢癌は、診察時には肝臓、肝十二指腸間
膜へ浸潤を認め、切除不能と判断される症例が多いと
考えられる。本症は、高齢であったが、肉眼的根治切
除に加え、自壊部切除によるQOLの向上を得ることが
できた。文献的考察を加え報告する。

症   例

症例：91歳、女性
主訴：腹痛、下腹部発赤
既往歴：骨粗鬆症

手術歴：なし
現病歴：数ヶ月前からの腹痛および皮膚潰瘍を主訴に
来院された。
入院時現症：身長152cm�体重32kg�BMI13�体温37.2℃。
歩行は手押し車で可能であった。
腹部所見：臍部および臍下部から排膿を認めた。硬い
腫瘤性病変を蝕知し、発赤および熱感があり、皮膚は
肥厚し蜂窩織炎の状態であった（Fig.1）。
血 液 生 化 学 検 査：WBC：10560/µl�Neutro：84.8%�
CRP：12.8mg/dlと炎症反応の上昇を認め、CEA：5.6ng/
ml、CA19-9：117.8ng/mlと腫瘍マーカーの上昇を認め
た。その他特記すべき異常は認めなかった。
腹部単純/造影CT検査：胆嚢は遊走胆嚢で下腹部に存
在した。横行結腸に近接する周囲脂肪織濃度が上昇し
た腫瘤を認めた。皮下に膿瘍を認めた。リンパ節腫大
は認めなかった（Fig.2）。
腹部MRI検査：遊走した胆嚢へ流入する、拡張した胆
嚢管を認めた。膵胆管合流異常は認めなかった（Fig.3）。
診断：自壊部から組織を採取した。細菌培養にて
Staphylococcus�aureus、細胞診にて腺癌の診断を得た。
以上より腹壁浸潤/穿破、横行結腸浸潤を伴う胆嚢癌と

＊ A case of bulky gallbladder cancer that perforated to the 

abdominal wall
＊＊ Yuki Eguchi et al. （fig.1）
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診断した。明らかなリンパ節転移はなく遠隔転移も認
めなかった。（cStageⅣa）
治療経過：局所炎症コントロール目的に、中心壊死し
た腫瘍内へのドレーンを挿入と、抗生剤（TAZ/PIPC）
投与により炎症反応は著明に改善した。

当初は、高齢であり本人および家族は手術に消極的

であった。腹壁浸潤を伴う巨大/高度進行胆嚢癌であり
根治性は乏しいものの、局所コントロールおよびQOL
向上のために手術をお勧めしたところ了承された。初
診から1か月後、待機的に手術を施行した。
手術所見：腹壁浸潤部を含め紡錘状に皮膚切開し開腹
した。胆嚢癌は胃大弯側一部と横行結腸に強く癒着し

（fig.2）

（fig.3）

（fig.4）
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ていた。胆嚢管の拡張は著明であった（Fig.4）。胃大弯
側一部と横行結腸（15cm）を合併切除した。胆嚢管お
よび胆嚢動脈は自動縫合器にて一括切離した（Fig.5）。
リンパ節郭清は行わなかった。手術時間は2時間、出血
は100mlであった。
病理所見：中分化型管状腺癌
Gb，circ，120×100�mm，tub2，pT3，int，INFb，ly1，v1，ne0
pN0，CMX，DMX，HM0，EM0，PVX，AX，R0.�fStageⅢa.

肉眼的に強く浸潤が疑われたが、病理学的に胃横行
結腸に浸潤はなかった（Fig.6）。
術後経過：経過良好で、術27日目に退院となった。�

考   察

本邦の胆嚢癌の罹患者数は、男女とも1万人程度で、
胃癌や大腸癌の約6分の1、膵癌の約3分の2で、切除例、
切除不能例を含めた全体の5年生存率は、20-25％と低
率である1）。

胆嚢癌は切除が唯一の根治治療であるが、切除可能
であっても早期癌は少なく、遠隔転移や高度浸潤のた
め、切除不能進行癌の状態で発見されることが多い。
診断時には肝臓、肝十二指腸間膜へ浸潤を認めること
が多く、血管合併切除や肝膵同時切除などの拡大切除
も行われている。本邦での切除率は、69 ％であるが、

（fig.5）

（fig.6）
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切除後の再発率が高く、切除後の5年生存率は42％と
報告されている2）。

切除不能の定義はコンセンサスが得られていない。
Jarnagin3）らの報告や米国の�NCCN（National�Compre-�
hensive�Cancer�Network）ガイドライン74））では、腫
瘍因子として、①門脈本幹あるいは左右門脈への浸潤、
②�総肝動脈浸潤、③両葉の胆管�2次分枝以上の浸潤、
④片葉の胆管2次分枝以上の浸潤かつ反対側の門脈あ
るいは動脈浸潤、⑤肝十二指腸間膜を越えた遠位のリ
ンパ節転移、⑥肝や肺転移、腹膜播種である。宿主因
子として、⑦内科的合併症、⑧肝硬変/脈圧亢進が挙
げられている。本邦のガイドライン 5）では、肝や肺転
移、腹膜播種例（⑥）は切除適応外であるが、①から⑤、
⑦の因子が陽性であっても肝機能が良好（⑧なし）で
あれば肝3区域切除＋尾状葉切除＋門脈/動脈合併切除
再建が行われることが多く、各施設で切除の可否が判
断されている。

腹壁穿破を伴う胆嚢癌の手術報告は、キーワード「胆
嚢癌」「腹壁穿破」で検索したところ、医学中央雑誌で
報告はなかった。本症でみられた遊走胆嚢は発生異常
とされ、胆嚢と胆嚢管が間膜により肝下面に付着して
いるGrossⅠ型と、胆嚢管のみが間膜により肝下面に付
着しているGrossⅡ型とに分類される 6）。本症はGross
Ⅱ型であり、発生した癌が肝臓、胆管に浸潤すること
なく、癌の発育に伴い、下腹部で腹壁に穿破したと考
えられた。遠隔転移やリンパ節転移も認めず、腹壁と
横行結腸のみへの浸潤であり、切除可能であると判断
し手術を施行した。

本症例では胃、横行結腸の部分切除が必要であった
が、肉眼的根治切除に加え、自壊部切除によるQOLの
向上を得ることができた。

結   語

腹壁へ穿破した巨大胆嚢癌を切除し長期生存が得ら
れている症例を経験した。術後3年経過するが再発や転
移なく外来通院中である。

論文発表内容に関連し、発表者らに開示すべきCOI
関係にある企業などはありません。
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腹腔鏡下直腸固定術で治癒した直腸脱に伴う直腸粘膜脱症候群の一例＊

� 名古屋市立東部医療センター　消化器外科� 長　﨑　高　也＊＊� 木　村　昌　弘�
� � 江　口　祐　輝� 今　神　　　透�
� � 堅　田　武　保�
� 名古屋市立東部医療センター　一般外科� 谷　脇　　　聡� 杉　田　三　郎�
� � 浅　井　宏　之� 澤　井　美　里

key�word：直腸粘膜脱症候群，腹腔鏡下直腸固定術

抄   録

直 腸 粘 膜 脱 症 候 群（Mucosal�Prolapse�Syndrome� :�
MPS）は、排便習慣の異常を背景に、直腸の顕性また
は不顕性の粘膜脱出から隆起性病変や潰瘍を呈する疾
患であり、出血を伴うことが多い。組織学的には、粘
膜固有層線維筋症を特徴とする疾患である。過度の
怒責の禁止や緩下剤の投与など、排便習慣の是正が治
療の原則とされる。今回我々は、保存的治療に抵抗し
手術を要したものの、腹腔鏡下直腸固定術で治癒した
MPSの1例を経験したので報告する。症例は49歳男性。
主訴は下血、ふらつき。自閉症患者。毎朝ひどく怒責
しながらの排便習慣であった。大腸内視鏡検査、注腸
造影、病理組織診でMPSと診断した。当初は保存的治
療を試みたが、改善しなかったため手術の方針とした。
手術はメッシュを用いないnative�tissue�repairとし、
腹腔鏡下に仙骨直腸縫合固定術を行った。手術時間は
246分、出血量は50gであった。術後経過は良好で術後
第7病日に退院した。術後は下血も見られなくなり、4
か月目の大腸内視鏡検査では病変はほぼ消失していた。

緒   言

直 腸 粘 膜 脱 症 候 群（Mucosal�Prolapse�Syndrome� :�
MPS）は、慢性の便秘や過度の怒責など、排便習慣の
異常を背景に、直腸の顕性または不顕性の粘膜脱出か
ら隆起性病変や潰瘍を呈し、出血を伴うことがある。
組織学的には、粘膜固有層の平滑筋線維と膠原線維の
増生を認める疾患である1）。治療の原則は、過度の怒責
の禁止や緩下剤の投与など、排便習慣の是正が原則と
される。保存的治療に抵抗する例に対し、様々な外科
的処置が報告されているが、治療法として確立された

ものはない 2）。今回我々は、保存的治療に抵抗したが、
腹腔鏡下直腸固定術で治癒したMPSの1例を経験した
ので報告する。

症   例

49歳男性。主訴は下血、ふらつき。自閉症患者。毎
朝強く怒責しながらの排便習慣があった。排便時の下
血を主訴に前医を受診し、貧血と、内痔核と診断された。
輸血と内痔核硬化療法を施行されたが、下血貧血とも
に改善しなかったために当科紹介受診となった、

初診時現症
全身状態に特記すべき異常所見を認めなかった。会

話など意思疎通が困難であった。怒責診では、直腸内
に指を挿入し摘便をするようなしぐさがあった。

全周性の潰瘍性病変の脱出を認めた（図1）。

初診時血液検査所見
Hb8.4と貧血を認めた他に、特記すべき異常を認めな

かった。

大腸内視鏡検査
肛門縁から8cmの直腸に、前壁側を中心にほぼ全周

性の隆起性病変および半周性の潰瘍性病変を認めた（図
2a）。形態や粘膜pit�patternなどからは悪性腫瘍との鑑
別を要した。

注腸造影検査
肛門管上縁直上に全周性の腫瘤状病変を認め、排便

に伴い直腸後壁側に圧迫させる所見を認めた。直腸の
仙骨面への明らかな固定不良像は認めなかった（図
2b）。

病理組織診
悪性像は認められなかった。間質に線維増生および

＊ A case of laparoscopic rectopexy for rectal mucosal 

prolapse syndrome
＊＊ Takaya Nagasaki et al.
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平滑筋組織を認め、線維筋症の所見を認めた（図2c）。

以上より直腸粘膜脱症候群と診断した。
当初は緩下剤の投与や排便習慣指導などで保存的治

療を試みたが、怒責をやめることができず、二か月間
に輸血を要する程の貧血を二度繰り返したため、十分
なインフォームドコンセントの元手術の方針とした。

手   術

全身麻酔下に腹腔鏡下直腸固定術を行った。ポート
配置、直腸間膜の剥離などの手術手技は、腹腔鏡下直
腸低位前方切除術に準じて行った。直腸の剥離は、直
腸左右の腹膜を切開し、後方は肛門挙筋、前方は精嚢、
側方は側方靭帯が確認できるまで剥離した。直腸が全
周性に十分授動されていることを確認した後、直腸を
固定した。固定にはメッシュは用いず、十分に吊り上
げた状態で前壁側taeniaと仙骨岬角部前縦靭帯とを2-0

Fig1
全周性に潰瘍と隆起性病変を伴う直腸脱を認めた。

Fig2a　大腸内視鏡画像　ほぼ全周性に潰瘍、隆起性病変を伴う。
Fig2b　注腸造影　直腸に全周性の隆起性病変を認める。直腸の仙骨への固定不良は認めなかった。
Fig2c �病理組織検査　HE染色　200倍　間質に線維増生および平滑筋組織（矢印）を認め、線維筋症の所見であった。
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エチボンドで2針固定した、切開した腹膜は2-0エチボ
ンドを用い連続で縫合閉鎖した。

手術時間は246分、出血量は50gであった。術後経過
は良好で術後第7病日に退院した。合併症として、性機
能障害が出現したかは不明だが、排尿障害は認めなかっ
た。また新たな便秘の発生を認めなかった。家族の話
によると、術後から、排便時の怒責はやめられないも
のの程度が軽くなり、トイレにこもる時間も短くなっ
た。また指の挿入動作が見られなくなったとのことで
あった。術後二年の経過で、下血や直腸脱の再発は認
めていない。

結   果

術後一か月の内視鏡所見では、潰瘍の改善が認め
られ、4か月後には潰瘍、隆起性病変ともにほぼ消失
していた（図3a）。�病理組織検査でも線維、平滑筋と
いったＭＰＳに特徴的な所見は著明に改善していた

（図3b）。

考   察

MPSは排便習慣の異常を背景に、直腸の顕性または
不顕性の粘膜脱出から隆起性病変や潰瘍を呈する疾患
である。好発年齢や性差は報告により様々であり統一
された見解はない1）�2）。当初、直腸の非腫瘍性潰瘍とし
て報告され、それが、1970年ごろには線維筋症の所見
を特徴としてsolitary�ulcer�syndrome�of�the�rectum�の
名称が提唱されるようになった 3）。欧米では現在でも
これをもとに、病変自体を表したsolitary�rectal�ulcer�
syndrome（孤立性直腸潰瘍症候群）の名称が用いられ

ることが多い4）5）。一方で、線維筋症の所見は深在性嚢
胞性大腸炎や直腸脱の先端にも認められるため、この
所見は粘膜の脱出による慢性刺激の結果生じるものと
考えられるようになった。その後、孤立性直腸潰瘍症
候群と深在性嚢胞性大腸炎を含めて直腸粘膜脱症候群

（Mucosal�Prolapse�Syndrome� ;�MPS）とする名称が提
唱され、本邦ではこの名称が広く用いられている2）。渡
辺らはその定義として、①顕性または潜在性の粘膜脱
出（Mucosal�Prolapse）があり、組織学的に表層部粘膜
固有層に毛細血管の増生、拡張と線維芽細胞や筋細胞
の増殖を伴い、さらに深層の粘膜固有層に種々の程度
のfibromuscular�obliterationを伴うもの。②臨床的に粘
膜脱出の有無が検査されていない場合でも、上記の組
織所見が見られるもの。としている6）。

MPSの症例では、排便時の過度な怒責や、排便に長
時間を費やすなど、排便障害を伴うことが多い。その
結果生じる粘膜脱や直腸脱により、反復して粘膜面に
機械的な刺激が加わることにより隆起性病変や潰瘍性
病変が発生すると考えられている1）2）。好発部位は直腸
の前壁側と言われ、その固定性から、全層性脱出とな
り虚血を生じやすい上部直腸には潰瘍性病変が、粘膜
脱のみとなりやすい下部直腸には腫瘤性病変が生じや
すいとする報告もある1）2）。

MPSの治療は、いまだ確立されたものはない。一般
的には、良性疾患であることもあり、緩下剤の投与に
よる便秘の改善や、怒責の制限による排便習慣の改善、
バイオフィードバック療法などの保存的加療が原則と
される。保存的治療の成績は、バイオフィードバック
療法では短期的には60～75％、長期的には31％の症例
で、改善が見られたという報告がある2）。排便習慣指導
では短期的には71％の症例で改善が見られたという報

Fig3a　術後4か月での内視鏡画像　潰瘍、隆起性病変ともにほぼ消失した。
Fig3b　病理組織検査　HE染色　200倍　術前と比較して平滑筋、線維の増生はごく軽度となった。

a b
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告もあるが、長期的な成績の報告はない 2）。�保存的治
療に抵抗し再発を繰り返す症例や、出血のコントロー
ルが困難な症例、明らかな直腸脱を伴う症例などでは
外科的治療法が選択されることが多い。本疾患の患者
には、本症例のように、統合失調症や精神発達遅滞など、
意思疎通が困難で排便習慣の修正が難しい例が多いこ
とや、またMPSの病変自体が残便感から怒責の原因と
なり、悪循環を形成している場合もある。そのような
場合には外科的治療が有用とされる2）。

外科的治療法としては、経肛門的な病変切除や、
PPHなどの粘膜脱手術、経腹的、経会陰的な直腸脱手
術など、さまざまな治療法が報告されているが 7）8）9）、
まとまった検討がされたものは少なく、手術法として
いまだ確立されたものはない。

本症例では、全周性の脱出があり、かつ広範に潰瘍
性病変を伴うことから、局所的な治療での治癒は困難
と考え、腹腔鏡下直腸固定術を選択した。味村らの集
計によると直腸固定術により症状の改善率は、短期的
には86-100％、長期成績は55-66％とされており 2）、前
出の保存的治療と比較しても十分良好な成績が期待で
きると考えられる。

2012年に保険収載されてから、腹腔鏡下直腸固定術
は直腸脱の治療として広く施行されるようになってき
ている。本術式も、直腸の固定を前壁にするか後壁に
するか、固定にメッシュを用いるか用いないか、など
様々な術式がそれぞれの施設で行われているが、長期
成績の比較検討は行われておらず、術式などの統一さ
れた見解はない。本症例では、患者が比較的若く、今
後直腸癌発症時の手術の可能性なども考慮しメッシュ
を用いないsuture�rectopexyとした。神経損傷や腸管
穿孔などの合併症なく術後経過は良好であり、MPS病
変も著明に改善した。今回の症例では、術後から排便
時の怒責や排便に要する時間、指の挿入動作が改善し
た点から、MPSの病変そのものが怒責の原因の一つと
なっていたと考えられる。以上の事から、MPSに対す
る外科的治療の術式として、腹腔鏡下直腸固定術は有
用な選択肢の一つであると考えられた。

結   語

重度の貧血を繰り返すMPSに対して腹腔鏡下直腸固
定術を施行し治癒した症例を経験したので報告した。

利益相反：なし
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卵管間質部妊娠に対し線状切開を施行した3症例＊
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和文抄録

【緒言】卵管間質部妊娠に対する手術は間質部楔状切除
術が行われることが多いが、その後の妊娠で子宮破裂
を発症した症例の報告が散見される。当院にて卵管間
質部妊娠に対し、線状切開を加え絨毛組織を除去した3
例について報告する。

【症例】① 30 歳、G3P0（人工流産 1 回、右卵管妊娠
1 回）。最終月経より 8 週 2 日に当院受診し、経膣超
音波検査にて子宮右側に胎嚢様構造を認めた。尿中
hCG39204mIU/ml（以下単位略）であった。MRI検査
にて右卵管間質部妊娠が疑われ、同日腹腔鏡下手術を
行った。尿中hCGは術後42日目に検出感度以下となっ
た。② 38 歳、G7P4（経膣分娩 4 回、流産 2 回）。6 週
4日に他院受診、異所性妊娠が疑われ翌日当院を受診
した。血中hCG�28750、MRI検査にて右卵管間質部妊
娠が疑われ同日腹腔鏡下手術を施行した。血中hCGは
術後4日目1668、22日目14であった。③38歳、G1P0。
6週4日に他院にて右卵管間質部妊娠を疑われ同日当院
を受診した。経膣超音波検査にて右卵管間質部に胎嚢
様構造を認めた。血中hCG14049。手術準備中に血圧低
下し、開腹手術を行った。血中hCGは術後4日目354で、
現在経過観察中である。

【考察】線状切開術では子宮筋層の損傷が少なく、次回
妊娠時の子宮破裂のリスクは低くなる可能性があり、
術式として有用と考えられる。

【緒   言】

卵管間質部妊娠は異所性妊娠の2～4%とされる比較
的稀な疾患である（1）。卵管間質部妊娠に対する手術治
療として、卵管間質部楔状切除術が行われることが多
い。

一方で、その後の妊娠で子宮破裂を発症した症例の

報告が散見される。子宮破裂を発症した際の胎児死亡
率は約50～70%との報告（2）があり、重篤な経過をたど
る場合が多く、また子宮摘出を要する可能性があるな
ど母体への影響も大きい。

今回は当院にて、卵管間質部妊娠に対し妊娠部位に
線状切開を加え、絨毛組織を除去した3症例について報
告する。

【症 例 1】

30歳女性。3妊0産（人工流産1回、右卵管妊娠1回）。
右卵管妊娠のため腹腔鏡下右卵管切除術を施行されて
いる。その他特記すべき既往歴はなかった。

最終月経より7週2日に市販の妊娠反応が陽性となり、
8週2日に当院を受診した。

経膣超音波検査にて子宮内に胎嚢が確認できず、
子宮右側に胎嚢様構造を認めた。尿中 hCG 検査は
39204mIU/mlであった。MRI検査を施行し、右卵管間
質部妊娠が疑われた（図1）。

同日に入院し、緊急で腹腔鏡下右卵管間質部線状
切開術を行った。ポート配置は臍上に12mm、下腹部

＊ Craniotomy for interstitial pregnancy: 3 cases report
＊＊ Saki Inuzuka et al. 図1　右卵管間質部に胎嚢を認める。（症例1）
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左側に12mm、正中・右側に5mmの皮膚切開をおき、�
4ポートで手術を行った。術中、右卵管間質部の腫大を
認め、一部が破綻し出血していた。同部位を切開し絨
毛を除去したのちに、切開部を2-0吸収糸で単結節1層
縫合した。術中出血量は200mlであった。

術後病理検査にて絨毛組織を認め、異所性妊娠の診
断となった。

術後hCGは4日目に3410mIU/ml、7日目に711mIU/
mlと低下し、術後42日目にcut�off値未満となった。

2年後に妊娠成立し、他院にて帝王切開にて出産と
なった。

【症 例 2】

38歳女性。7妊4産（経膣分娩4回、自然流産2回）。
稽留流産のため子宮内容除去術を2回施行されている
が、その他特記すべき既往歴は認めなかった。

最終月経から5週6日に月経遅延のため近医を受診し
た。経膣超音波検査にて子宮内に胎嚢が確認できなかっ
た。6週4日に再度受診し、経膣超音波検査にて子宮内
に胎嚢が確認できず、下腹痛も認めたため、異所性妊
娠が疑われ、6週5日に当院を紹介受診した。

当院で施行した経膣超音波検査でも子宮内に胎嚢は
確認できず、子宮の右側に胎嚢様構造を認めた。血
中 hCG は 28750mIU/ml であった。MRI 検査にて右卵
管間質部妊娠が疑われた（図2）。同日に入院し、緊急

で腹腔鏡下右卵管間質部線状切開術を施行した。臍上
に12mm、下腹部左側に5mm、恥骨上に30mmの皮膚
切開をおいた。術中右卵管間質部の腫大を認めた。恥
骨上の創部にパスセーバーを装着し、体外より妊娠部
位をメスにて切開し、絨毛組織を除去した後に、体
外から2-0吸収糸で同部位を単結節1層縫合した。術
中出血量は 200ml であった。（図 3　術中所見）術後

図2　右卵管間質部に胎嚢を認める。（症例2）

図3 �症例2の術中所見。恥骨上に3cmの皮膚切開を加え、体外から卵管間質部を縫合した。
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病理検査にて絨毛組織とトロホブラストを認め、異所
性妊娠の診断となった。術後血中hCGの値は4日目に
1668.5mIU/ml、術後22日目に14.0mIU/mlと順調に低
下した。

【症 例 3】

38歳女性。1妊0産。既往歴に特記すべきことを認め
なかった。

最終月経より4週3日に市販の妊娠検査が陽性となり、
5週1日に近医受診するも経膣超音波検査にて子宮内に
胎嚢が確認できなかった。6週4日に右下腹部痛のため
近医受診し、右卵管間質部妊娠が疑われ、同日当院へ
紹介受診した。

経膣超音波検査にて右卵管間質部に胎嚢を認め、右
卵管間質部妊娠が疑われた。同日入院し、腹腔鏡下手
術を行う予定としていたが、術前検査中に気分不良を
認め、腹痛が増強した。ショックバイタルとなり、妊
娠部位の破裂による急変と考えられたため、緊急で開
腹手術を行う方針とした。術中右卵管間質部の腫大を
認め、一部が破綻し出血をきたしていた。妊娠部位を
切開し、絨毛組織を除去した後に2-0吸収糸で単結節1
層縫合した。腹腔内出血は1450mlあり、術中の血液検
査にてHb5.2g/dl�と貧血を認めたため、輸血（赤血球濃
厚液4単位）を行なった。術後の病理検査にて絨毛組織
を認め、異所性妊娠の診断となった。hCGは術後5日目
に354mIU/ml、術後22日目に3.3mIU/mlと順調に低下
した。

【考   察】

卵管間質部妊娠はその頻度から、まとまった症例数
の報告は珍しく、治療ガイドラインも定まっていない。
一般的に手術治療として卵管間質部楔状切除術が施行
されることが多いようであるが、先述したように子宮
破裂の報告が散見される。楔状切除術後の妊娠で子宮
破裂を発症する頻度については報告がなく不明である。
楔状切除された子宮筋腫の修復の際に、腹腔鏡下手術
では特に縫合が不十分になりやすいことと、バイポー
ラ、超音波メスなどの使用で熱変性が加わることから
子宮破裂のリスクが高いとされるが、楔状切除術を腹
腔鏡下で行った症例（3）（4）のみでなく、開腹手術の症
例（5）（6）でも子宮破裂の報告を認めている。また子宮破
裂の発症時期は分娩時のみでなく、妊娠中期での発症
も報告されている（4）。子宮破裂を発症した際の重篤性
を考慮すると、間質部に対しより低侵襲な治療が望ま
れる。今回当院で施行したように、楔状切除術ではな
く線状切開術を行った場合、子宮筋層の損傷が少なく、

次回妊娠時の子宮破裂のリスクが低くなる可能性があ
る。Watanabeらは間質部妊娠13症例に対し線状切開
術を施行後、8例が自然妊娠し3例が帝王切開での分娩
となり、術中に前回手術部位の瘢痕菲薄化は認めなかっ
たと報告している（7）。また藤本らも11例の線状切開術
を施行し、術後4例が生児を得ており、2例の帝王切開
で間質部の菲薄化を認めなかったとしている（8）。また
症例2のように、恥骨上に小切開を加え、体外から間質
部を縫合する方法では、縫合操作が容易で十分な縫合
が行えるため、腹腔鏡下での縫合操作が困難と判断す
る場合には有用な方法であると考える。症例2では比較
的腫瘤径が大きく、術中の出血が多くなることが予想
されたため、より縫合しやすいようにこのような術式
を選択した。

術後の妊娠における分娩方法に関しては、一般的に、
楔状切除術を施行した後には帝王切開を推奨する施設
が多いと思われる。今回の線状切開術を施行した症例
に対しては、自然経膣分娩を行えたという報告も認め
る（8）が、当院では経膣分娩を強く推奨はせず、患者に
メリット、デメリットを伝えた上で分娩方法を決定し
ている。症例1では術後に妊娠が成立し、帝王切開での
分娩となった。

卵管間質部妊娠に対して線状切開術を行った場合、
絨毛遺残のリスクが考えられる。線状切開術でも楔状
切除術と比較し異所性妊娠存続症の発生率に有意差を
認めないという報告（9）がある。一方で、Tulandiら（10）は、
間質部妊娠の腫瘤径に応じて、4cm未満であれば線状
切開術、4cm以上であれば楔状切除術を選択すると報
告している。今回の3症例は全て腫瘤径が4cm未満（症
例1：23mm、症例2：27mm、症例3：20mm）であっ
たため、線状切開術での治療成績が良好であった可能
性がある。なお、Tulandiらの報告における”腫瘤径”
は手術中に確認された腫大した卵管間質部の大きさを
指しているが、本報告の3症例は術前に施行したMRI
検査及び経膣超音波検査から、胎嚢とその周囲の子宮
筋層を含めた直径を計測した。

絨毛遺残に対し術中にメトトレキサート（MTX）の
局所注射を併用している報告も認める（11）。現時点で
MTXは異所性妊娠に対し保険適応がないこともあり、
当院では手術と併用でMTXを投与することはせず、術
後経過でhCGの低下が不良となり異所性妊娠存続症の
可能性がある場合に投与を検討することとしている。

【結   語】

腹腔鏡下卵管間質部妊娠に対する線状切開術につい
て報告した。線状切開による絨毛除去により十分な治
療効果が得られたと考えるが、今後も症例を蓄積し、
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手術の適応、有効性及び安全性についての検討が必要
と考える。

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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C型肝炎、B型肝炎ウイルスの脂質代謝に及ぼす影響＊
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抄   録

【はじめに】我々の検討では、C型肝炎ウイルス（HCV）
Sustained�virological�response�（SVR）後の肝機能改善
が総コレステロール（TC）値上昇に及ぼす影響はわず
かであった。TC値上昇に影響を与える主要な要因を調
べるため、HCV、B型肝炎ウイルス（HBV）とTC値
の関係を検討した。

【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12月までに治療終了後24週が経過
したHCV1型70例とHCV2型34例の計104例で、HCV
群とした。HCV群と年齢、性別、BMIを一致させた
非B非C健常者104例をNBNC-C群とした。HCV群と
年齢、性別を一致させた抗ウイルス薬未治療HBV患者
104例をHBV群とした。抗ウイルス薬未治療HBV患者
104例と年齢、性別、BMIを一致させた非B非C健常者
104例をNBNC-B群とした。治療前、SVR24時のHCV
群TC値、NBNC-C群TC値、HBV群TC値をそれぞれ
比較した。HBV群とNBNC-B群でもTC値を比較した。
エンテカビル（ETV）で治療中のHBV患者56例にお
いてETV内服前後でTC値、肝機能、ウイルス量を比
較した。

【結果】治療前HCV群とNBNC-C群、HBV群のTC値
比較では、治療前HCV群よりNBNC-C群、HBV群の
TC値が有意に高かった。SVR24時HCV群とNBNC-C
群、HBV 群の TC 値比較では、SVR24 時 HCV 群より
NBNC-C群が有意に高く、HBV群とは有意差を認めな
かった。HBV群とNBNC-B群のTC値比較では有意差
を認めなかった。治療前HCV群のTC値において、男
女間で有意差を認めなかったが、SVR24時、NBNC-C

群でともに女性のTC値が男性に比べて有意に高かっ
た。ETVによる治療中HBV患者では、治療後にTC値
は上昇せず、ALT、AFP、Alb、PT時間、FIB4-index
は有意に改善、HBV�DNA量は有意に減少した。

【考察】HCV患者は、HBV患者、健常者と比較して低
TC血症を認め、HBV患者は健常者と比較して低TC血
症を認めなかった。HCV排除後にはHBV患者のTC値
レベルまで上昇した。C型肝炎患者のSVR時に認めら
れるTC値上昇に影響を与える主要な要因としてHCV
自体の排除が考えられた。また、HCV排除後は健常者
と同様に男性より女性のTC値が高くなるため、特に女
性ではSVR後のTC値に注意が必要である。

はじめに

ソホスブビル（sofosbuvir）（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（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）（商品名：
レベトール、コペガス）との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、ソホスブビルにレジパスビ
ル（ledipasvir）という核酸型ポリメラーゼNS5A阻害
剤（NS5A阻害剤）を組み合わせた合剤（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型に対するソホスブビル/リバビリン併
用療法及びHCV1型に対するソホスブビル/レジパスビ
ル治療を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）�SVR 後 に
LDLを含む総コレステロール（TC）値が上昇するこ

＊ Influence of hepatitis C or hepatitis B virus infection 

giving to lipid metabolism
＊＊ Yoshihide Kimura et al.
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とが報告されてきた 6）7）。我々は、C型肝炎に対する
sofosbuvir-based�therapyの� 治療終了後24週目にSVR
が確認された状態（SVR24）の達成時には、ウイルス
排除のみならず肝酵素、肝蛋白合成能、肝線維化およ
び門脈圧亢進症の改善、脂質代謝の改善が認められ、
SVR後に生じる肝蛋白合成能の改善とTC値上昇との
間に弱い相関関係は認められるものの、SVR後に生じ
るTC値上昇に及ぼす影響はわずかなものと判断した8）。
今回我々は、SVR後のTC値上昇に影響を与える主要
な要因を調べるため、HCV、B型肝炎ウイルス（HBV）
とTC値の関係を検討した。

Ⅰ 対象と方法

【対象】下記の5つの群を対象とした。各群の年齢、性別、
BMI、高脂血症薬内服歴、糖尿病合併についての詳細
はTable�1に記載した。
対象①HCV群：当院にてソホスブビル/レジパスビル
またはソホスブビル/リバビリン療法が導入され、2017
年11月までにSVR24が確認されたHCV患者104例。治
療前のHCV群をHCV-pre群、治療後SVR24時のHCV
群をHCV-SVR群とした。
対象②NBNC-C群：HCV群と年齢、性別、BMIを一致
させた、検診に訪れた非HBV非HCV健常者104例。検
診に訪れた非HBV非HCV健常者の来院順からHCV群
と年齢、性別、BMIすべてが一致する健常者を選択し、
すべてのHCV群と一致した時点で選択終了とした。
対象③未治療HBV群（HBV群）：HCV群と年齢、性
別を一致させた、抗HBV薬による治療を受けていない
HBV患者104例。検診に訪れた非HBV非HCV健常者
の来院順からHBV群と年齢、性別、BMIすべてが一致
する健常者を選択し、すべてのHBV群と一致した時点
で選択終了とした。
対象④NBNC-B群：HBV群と年齢、性別、BMIを一致
させた、検診に訪れた非HBV非HCV健常者104例。

対象⑤治療中HBV群：当院にて抗HBV薬であるエン
テカビル（entecavir,�ETV）治療を1年以上受けている
HBV患者56例。

【方法】各群のTC値を下記のように検討した。
検 討 Ⅰ： 対 象 ① HCV 群 の 治 療 前 群（HCV-pre 群 ）、
SVR24時のHCV群（HCV-SVR群）�、対象②NBNC-C群、
対象③未治療HBV群においてTC値を比較した。
検討Ⅱ：対象③未治療 HBV 群（HBV 群）と対象④
NBNC-B群のTC値を比較した。
検 討 Ⅲ： 対 象 ① HCV-pre 群、HCV-SVR 群、 対 象 ②
NBNC-C群において、男女別でTC値を比較した。
検討Ⅳ：対象⑤治療中HBV群において、TC値、肝機能、
ウイルス量を治療前、治療1年後で比較した。

【検定】独立した2群の差はスチューデントのt検定を
使用し、両側検定で、p値<0.05を有意差ありと判定し
た。

Ⅱ 結   果

検討Ⅰ：HCV-pre群のTC値はNBNC-C群のTC値およ
びHBV群のTC値より有意に低かった（それぞれP＜
0.001、�P＜0.001、Figure�1A）。HCV-SVR群のTC値は
NBNC-C群のTC値より有意に低かった（P＝0.005）。
HCV-SVR群のTC値と未治療HBV群のTC値の間には
有意差を認めなかった（Figure�1B）。
検討Ⅱ：未治療HBV群のTC値とNBNC-B群のTC値
の間には有意差を認めなかった（Figure�2）。
検討Ⅲ：HCV-pre群のTC値において男女間で有意差
を認めなかった（Figure�3A）。HCV-SVR 群の TC 値
では女性が男性に比べて有意に高かった（P＝0.008、
Figure�3B）。NBNC-C群のTC値では女性が男性に比べ
て有意に高かった（P＝0.046、Figure�3C）。
検討Ⅳ：治療中HBV群では、治療前と治療1年後の
比較で、TC 値は上昇せず低下した（P ＝ 0.032）が、
ALT、AFP、Alb、PT時間、FIB4-indexは有意に改善、

Table 1. HCV群、NBNC-C群、未治療HBV群、NBNC-B群の詳細
Characteristics HCV群 NBNC-C群 未治療HBV群 NBNC-B群
Patient,�no. 104 104 104 104
Age�(years) 63�(34-82) 63�(34-82) 64�(34-82) 64�(34-82)
Gender�(male�/�female) 49�/�55 49�/�55 49�/�55 49�/�55
BMI 23.53�±�3.77 23.46�±�3.73 22.77�±�2.93 22.79�±�2.90
Using�lipid�lowering�drugs 3�(3) 4�(4) 5�(5) 4�(4)
Diabetes 9�(9) 4�(4) 5�(5) 4�(4)

Values�are�presented�as�either�the�mean�±�standard�deviation�or� frequency� (%).�Age� is�presented� in�order�of� the�median.�
HCV,�hepatitis�C�virus;�NBNC-C,�healthy�individuals�with�no�history�of�HCV�and�HBV�who�matched�with�hepatitis�C�virus�
patients;�HBV,�hepatitis�B�virus;�NBNC-B,�healthy�individuals�with�no�history�of�HCV�and�HBV�who�matched�with�hepatitis�B�
virus�patients;�BMI,�body�mass�index.
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HBV�DNA量は有意に減少した（それぞれ、P＜0.001、
P＜0.001、P＜0.001、P＝0.002、P＜0.001、Table�2）。

Ⅲ 考   察

今回の検討Ⅰの結果から、治療前のHCV患者のTC
値は、健常者、抗HBV薬未治療のHBV患者と比較し
て低TC血症を認め、未治療のHBV患者は健常者と比
較して低TC血症を認めなかった。このことから、HCV
と同様に肝臓に慢性感染するHBVとは異なり、HCVの
感染状態では低TC血症を認めることがわかった。既
報でも今回の検討と同様に、HCV血症では低TC血症
をきたすことが知られている 9）10）。また、SVR24時に
上昇したTC値は、健常者のTC値と比較すると低値で
あったが、未治療のHBV患者とは変わらなかった。こ
のことから、HCV患者は、ウイルス排除後24週時に

Figure 1.　HCV群、SVR24時HCV群、NBNC-C群、未治療HBV群におけるTC値の比較
HCV群の治療前群（HCV-pre群）、SVR24時のHCV群（HCV-SVR群）。

Figure 2.　HBV群、NBNC-B群におけるTC値の比較

Figure 3.　HCV群、NBNC-C群における男女別TC値の比較
HCV群の治療前群（HCV-pre群）、SVR24時のHCV群（HCV-SVR群）。
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HBV患者と同等のTC値レベルまでは上昇するが、健
常人のTC値レベルまでは上昇していないことがわかっ
た。検討Ⅱにおいて、HBV患者のTC値は健常者と変
わらなかったことを考えると、ウイルス排除後24週よ
りもさらに時間が経過すれば健常者のTC値レベルまで
上昇する可能性も考えられ、今後検討する予定である。

検討Ⅲによると、治療前のHCV患者において男女間
でTC値は変わらなかったが、SVR24時では女性のTC
値が男性に比べて高く、健常者でも女性のTC値が男性
に比べて高かった。このことから、女性の方が男性よ
りもHCV排除後にTC値がより上昇する可能性が考え
られ、SVR後のTC値上昇はLDL上昇も伴うため、心
血管系の既往のある女性HCV患者は、SVR後のTC値
に注意が必要と考えられた。

検討Ⅳの結果から、ETVによる治療中HBV患者で
は、HCV患者同様、治療前後でウイルス量が減少し、
肝酵素や肝蛋白合成能、肝線維化の改善を認めたが、
HCV患者とは異なり、TC値は増加せずむしろ軽度低
下することがわかった。他の抗HBV薬であるテノホビ
ルによるTC値低下の報告があり11）、ETVによるTC値
低下の可能性も考えられたが、HBV患者では健常者と
比較して低TC血症を認めないこと、ウイルス量が減少
してもTC値が上昇しないことを考慮すると、HBV自
体はTC値にほとんど影響を与えていないものと考えら
れた。

以前の我々の検討でHCV患者はHCV排除後にTC値
上昇と肝機能の改善を認め、肝機能の改善がTC値上
昇に与える影響が弱かったこと、そして今回の検討で
HCV患者はHBV患者、健常者と比較して低TC血症
を認めること、HCV患者のTC値はウイルス排除後に
HBV患者のTC値レベルまで上昇したこと、HBV患者
はウイルス減少後でもTC値上昇をきたさないことを考
慮すると、HCV患者の低TC血症の要因は肝蛋白合成
能の低下ではなくHCVが感染している状態であると考
えられ、HCV患者のSVR時に認められるTC値上昇に

影響を与える主要な要因はHCV自体の排除と考えられ
た。HCVはウイルス粒子の成分としてだけでなく、宿
主の細胞シグナル伝達経路を調節するためにも脂質を
必要とする可能性が報告されており12）13）、HCVが感染
している状態では血中のTCが利用され低TC血症をき
たし、HCVが排除されるとTCが利用されなくなるこ
とによって血中のTC値が上昇するのではないかと推察
された。また、HCV排除後は男性より女性のTC値が
より高くなる可能性があり、HCV排除後は肝蛋白合成
能も改善するため時間の経過とともにTC値が健常者レ
ベルまで上昇する可能性もあり、女性や心血管系疾患
の既往歴がある患者ではSVR後のTC値を定期的に観
察する必要性がありそうである。

HCV患者のSVR後に認められるTC値上昇の主要な
要因としてHCV自体の排除が考えられ、女性や心血管
系疾患のある患者ではSVR後のTC値の推移にも注意
が必要と考えられた。
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腎機能低下とネフローゼ症候群を伴うISKDC分類Ⅵ型の 
紫斑病性腎炎に対して、単純血漿交換療法を施行した成人の一例＊
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key�word：IgA血管炎，紫斑病性腎炎，単純血漿交換療法

要   旨

腎機能低下とネフローゼ症候群を合併し、ステロイ
ド治療と免疫抑制薬で改善しなかったISKDC分類Ⅵ型
を呈した紫斑病性腎炎に対し、単純血漿交換療法が奏
功した1例を経験した。72歳男性、両下腿に紫斑と腎
機能低下、ネフローゼ症候群を認め、ステロイドパル
ス療法を3日間行い、後療法としてステロイド内服治療
を行った。腎生検にて紫斑病性腎炎のISKDC分類Ⅵ型
と診断した。1ヶ月間のステロイド内服と免疫抑制薬の
追加投与を行ったが、治療効果が乏しかったため、単
純血漿交換療法を6回施行したところ、浮腫や尿蛋白量
が徐々に改善し、不完全寛解Ⅱ型になった。腎機能低
下やネフローゼ症候群を合併したり、膜性増殖性糸球
体腎炎の病理像を呈した重症型の紫斑病性腎炎におけ
る治療で、単純血漿交換療法は有効である可能性が示
唆された。

緒   言

Henoch-Schönlein紫斑病は紫斑、腹痛、関節痛を主
徴とするIgAが関与する細小血管の免疫複合体性血管
炎である。2012年のChapel�Hill�Consensus�Conference
においてIgA血管炎と名称が変更になった。紫斑病性
腎炎（Henoch-Schönlein�purpura�nephritis:HSPN）は、
HSPの30～50％に合併が認められる腎炎であり、多く
は自然寛解するため予後良好とされる。しかし急性腎
炎症候群を呈する場合の腎不全移行率は15％、ネフロー
ゼ症候群を呈する場合は40 ％とされ、急性腎炎症候
群かつネフローゼ症候群を合併すると、50％以上が腎
不全に進展する。組織学的には膜性増殖性糸球体腎炎

（membraoproliferative�glomerulonephritis:MPGN） を
示すISKDC分類のⅥ型は、現在のところ確立された治
療方法はなく、ISKDC分類なかで最も予後不良とされ
る。

今回、腎機能低下とネフローゼ症候群を呈し、腎生
検にてISKDC分類Ⅵ型のHSPNと診断し、ステロイド
パルス療法と免疫抑制薬を行ったが改善しなかったた
め、単純血漿交換療法を施行したところ、不完全寛解
Ⅱ型にまで改善した症例を経験した。ステロイド治療
抵抗性のHSPNの重症例には、単純血漿交換療法が治
療法の選択肢になりうると考え、報告する。

症   例

症例：72歳、男性
主訴：腎機能低下
現病歴：X-3年8月、膵頭部膵管内乳頭粘液性腫瘍に

対し、膵頭十二指腸切除術を施行し、以降、外来通院
をしていた。X年8月24日、腎機能低下があり当科に
紹介受診した。両下腿に紫斑とネフローゼ症候群を認
め、皮膚生検を行った。メチルプレドニゾロン（mPSL）
500�mg点滴静注/日×3日間、後療法としてプレドニ
ゾロン（PSL）30�mg内服/日を開始した。9月4日、腎
生検を行い、ISKDC分類Ⅵ型のHSPNと病理診断した。
1ヶ月間のPSL投与と免疫抑制薬ミゾリビン（MZB）
100�mg/日の追加投与を行ったが、ネフローゼ症候群
は改善せず、10月9日に治療方針を検討するため入院
となった。

既往歴：高血圧、2型糖尿病、高度僧帽弁閉鎖不全症、
狭心症、脳梗塞、膵管内乳頭粘液性腫瘍、特発性血小
板減少性紫斑病

家族歴：特記事項なし
内服薬：プレドニゾロン25�mg、ミリゾビン100�mg、

リナグリプチン5�mg、ラフチジン5�mg、スルファメト
キサゾール200�mg・トリメトプリム40㎎、フェブキソ
スタット10�mg、アジルサルタン40�mg、ベニジピン塩
酸塩8�mg、ニフェジピン20�mg、フロセミド120�mg、

＊ An adult case of plasma exchange for Henoch–Schönlein 

purpura nephritis of ISKDC grade VI with renal dysfunction 

and nephrotic syndrome
＊＊ Yohei Inoue et.al.
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アスピリン100�mg、ビソプロロールフマル酸2.5�mg、
亜硝酸イソソルビド40�mg

入院時現症：身長�158.8�cm、体重�47.6�kg（+2.6kg/2
か月）、血圧�146/52�mmHg、脈拍�72�bpm、SpO2�98�%

（room�air）、体温�36.5�℃、意識は清明であり、口腔内
に咽頭発赤や扁桃腫大を認めなかった。胸部では肺雑
音を聴取せず、僧帽弁領域に収縮期雑音を聴取した。
腹部では腸蠕動音が良好であり、平坦軟で圧痛や自発
痛を認めなかった。全身に関節痛を認めず、両下腿に
圧痕性浮腫と紫斑を認めた。

入院時検査所見（表1）：血液検査では正球性正色素
性貧血、低蛋白血症、肝機能障害、腎機能障害、凝固
系異常を認めた。尿検査では顕著な血尿とネフローゼ
レベルの蛋白尿を認めた。

胸部レントゲン：右優位に少量の胸水あり、心胸郭
比は53.6％で心拡大を認めた。

腹部CT：両腎の形態異常なし。少量の腹水を認めた。
心電図：洞調律、ST変化なし。
心臓超音波検査：EF�67.6%、E/e’21.7、IVC�11.6mm、

僧帽弁前尖逸脱疑い（高度な僧帽弁閉鎖不全）を認めた。
腎生検（図1）：光学顕微鏡検査では、観察糸球体88

個のうち全硬化糸球体は39個であった。中～高度の
メサンギウム増殖性変化、メサンギウム融解や管内細

胞増多、フィブリノイド壊死、糸球体癒着、分葉化を
認め（図1a）、3個の糸球体で細胞性半月体を認めた

（図1b）が、基底膜の二重化は認めなかった。尿細管間
質には、リンパ球主体の軽度の細胞浸潤と高度な間質
線維化を認めた。小動脈には内弾性板の多層化、細動
脈の硝子化を認めた。蛍光抗体法ではメサンギウム領
域、係蹄にIgAの沈着、C3やIgG、IgMも軽度沈着を
認めた（図1c）。

皮膚生検：血管壁から血管周囲にかけて、核破壊像
を伴った好中球浸潤を認めた（白血球破砕性血管炎）。
蛍光染色では、血管壁に沿ってIgA、IgM、C3の沈着
を認めた。

入院後経過：�HSPNに対しステロイドや免疫抑制薬
による治療効果が乏しいと判断し、第2～7病日にかけ
て新鮮凍結血漿（FFP）による単純血漿交換療法（PE）
を計6回施行した（図2）。徐々に尿蛋白量は2g/gCr以
下に減少し、血清Alb値が上昇傾向となった。PE施行
して1か月後には、初めて不完全寛解Ⅱ型となった。

考   察

HSPにおけるHSPNの合併率は30～50％で、小児で
は33％、成人では63％と、成人の合併率が高い。多く

表1 入院時検査所見
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は自然軽快する予後良好な腎炎とされるが、小児で10
～13%、成人で25～28%がネフローゼ症候群を呈する
と報告されている。腎不全移行率は、急性腎炎症候群
を呈する場合は15％、ネフローゼ症候群を呈する場合
は40％とされ、急性腎炎症候群かつネフローゼ症候群
を合併すると、50％以上が最終的には腎不全に至る報
告もある（1）。

HSPNは腎病理組織学的にはISKDC分類Ⅰ～Ⅵ型に
分類され、予後に関して一定の見解はないが、活動性
腎炎～末期腎不全であった割合はⅠ型が0%、Ⅱ型は
16%、Ⅲ型は24%、Ⅳ型は55%、Ⅴ型は67%と報告され
ており、Ⅳ型以上が予後不良と言われている（2）。

Ⅵ型はMPGN様の病理組織像を示し、報告例が少な
く確立された治療法がないため、他の病型に比べ末期
腎不全に進行する可能性が高く、HSPNの中では最重症
型に分類される（3）。

HSPN自体もステロイドパルス療法、カクテル療法、

アフェレーシス療法、扁桃摘出などが行われているが、
有効性の確立された治療方法はまだ存在しない（2）。単
純血漿交換療法の作用機序は明らかではないが、血中
のIgA免疫複合体、炎症促進物質、凝固促進物質の除
去が想定されている（4）。小児例ではScharerら（8例に
PE単独治療を行い、5例で臨床像の改善）（5）、Hattori
ら（9例にPE単独治療を行い、4例が完全寛解）（6）、
Shenoyら（14例に免疫抑制薬療法にPEを追加し13例
で腎機能の改善）（7）と良好な結果がある。成人例では
報告例が少なく、Kauffmannら（2例にPEを施行し、1
例は単独治療、1例はシクロフォスファミドと併用し改
善）（8）の報告がある。本邦でも初期治療の反応が乏し
かったHSPN�Ⅵ型に対して、�PEを併用し、不完全寛解
Ⅰ型や症状が軽快した症例が報告されている（9）。

PEにおいてFFPで置換した場合、アナフィラキシー
や輸血感染症のリスクがある。FFPではなくアルブミ
ン置換の場合は、アレルギーのリスクは軽減するが、

図1　腎生検所見
a,�b：Periodic�acid-Schiff（PAS）染色�c：IgA蛍光抗体

図2　治療経過



― 34 ―

名古屋市立病院紀要　第42巻　2019年

免疫グロブリンや凝固因子の一部が除去され、免疫力
の低下や出血傾向が懸念される。

本症例は、腎機能低下とネフローゼ症候群を伴う
ISKDC分類Ⅵ型のHSPNであり、予後不良が予想され
た。ステロイドパルス療法した後、プレドニン内服と
免疫抑制薬の併用で治療したが、改善しなかった。高
齢発症であること、ネフローゼ症候群による低γグロ
ブリン血症の合併を考慮し、さらなる免疫抑制薬を増
量せず、FFP置換によるPEを施行した。緩徐ではあっ
たが尿蛋白量は減少し、腎機能も血清Crは2～3mg/dl
で安定し、PE施行1ヶ月後には不完全寛解Ⅱ型となっ
た。

ネフローゼ症候群の合併例やMPGN様の組織型を示
す最重症型のHSPN�Ⅵ型において、PEは有効な治療法
になりうると考えられた。今後さらに症例の治療解析
が進み、HSPN�Ⅵ型に対しての治療法の確立が望まれ
る。

結   論

腎機能低下とネフローゼ症候群を呈するHSPN�Ⅵ型
に対して、ステロイド治療と免疫抑制薬にPEを併用し、
ネフローゼ症候群を改善させることができた。HSPNの
重症例における治療に、PEが有効性の高いエビデンス
を得るには今後更なる症例の蓄積が必要である。

本稿の要旨は、第49回日本腎臓学会西部学術大会
（2019年10月、高知）において発表した。

著者のCOI（conflicts�of� interest）開示：本論文発表
内容に関して特に申告なし。
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意識障害と急性腎障害を呈したリチウム中毒と 
高マグネシウム血症に対して、速やかな血液透析により改善した一例＊
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key�word：リチウム中毒，高マグネシウム血症，血液透析

要   旨

血中リチウム（Li）濃度の治療域は狭く中毒域が近
いことから、過量の内服歴がなくても長期内服や腎機
能が低下した患者で、神経症状が出現した際にはLi中
毒を疑う必要がある。本症例は酸化マグネシム（Mg）
製剤と炭酸Liの内服歴から、急性腎障害を伴った高Mg
血症とLi中毒による意識障害と考えた。血清Li濃度は
外部委託のため、院内で測定可能な血清Mg値と神経症
状を指標にして、速やかに短時間の血液透析（HD）を
行い、血清MgとLi濃度を下げ、腎機能と神経症状を
改善できた。腎臓病患者におけるMg製剤の使用は高
Mg血症になるリスクあるが、低Mg血症おいても心血
管死亡リスクが上昇する。血清Mg濃度は生命予後と関
連するため、定期的な血清Mg値の測定が必要である。

緒   言

血清Li濃度は外部委託のため即日に測定値が判明し
ない施設が多く、炭酸Liの内服歴と臨床症状から、Li
中毒を想定し治療先行することが多い。Liは分布容積
が大きく、HD後に血清Li濃度が再上昇するため、持続
的なHDによる体内からの除去が報告されている1）。

また腎臓病患者におけるMg製剤の適正使用、血清
Mg値と生命予後との関連が報告されている。

本症例は、内服歴から急性腎障害を伴った高Mg血症
とLi中毒による意識障害と考え、速やかに短時間のHD
を開始した。院内で測定可能なMg濃度と神経症状を指
標に透析条件を調整し、腎機能を悪化させることなく
HDを早期離脱することができた示唆に富む症例のため

報告する。

症   例

症例：59歳、女性
主訴：腎機能低下、意識障害
現病歴：X-30年より躁うつ病のため、精神科クリニッ

クに通院していた。X-21日より、ガス機器を使用出来
なくなるなどの異常行動があらわれ、X-7日より呂律不
良とふらつきが出現し、X-2日に精神科クリニックへ入
院した。急性腎障害（Cr�0.9→2.27�mg/dL）と意識障
害を認め、精査加療目的に当科紹介入院となった。

既往歴：40歳 2型糖尿病と高血圧、51歳 右乳癌手術
生活歴：飲酒なし、喫煙なし
アレルギー歴：特記事項なし
内服薬：酸化マグネシウム�1320㎎、カルバマゼピン�

300㎎、ラクトミン�3錠、フルニトラゼパム�4�mg、ク
ロナゼパム�1㎎、ミルタザピン�15㎎、ブレクスピプラ
ゾール�1㎎、アムロジピンベシル酸塩�10㎎、メトホル
ミン塩酸塩1000㎎、ミラべグロン50㎎、シタグリプチ
ンリン酸塩50㎎、ビソプロロールフマル酸塩�5㎎、テ
ルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合錠�1錠、レ
トロゾール�2.5㎎、炭酸リチウム�600㎎

入 院 時 現 症： 身 長�154�cm、 体 重�69.5�kg、 血 圧�
94/46�mmHg、脈拍�68�bpm、SpO2�95�%（room�air）、
体温�37.3�℃

JCSⅡ-20、傾眠傾向
呼吸音清、心音異常なし。腹部は平坦軟、自発痛や

圧痛なし。皮膚は皮疹なし。四肢は関節痛なく、浮腫
なし。明らかな麻痺や不随意運動なし。

入院時検査所見（表）：血液検査では正球性正色素性貧
血、腎機能障害、高Mg血症、尿検査では軽度の蛋白尿
と血尿を認めた。
胸部レントゲン：心胸郭比は59.2％で心拡大を認めた。

＊ A case of lithium intoxication and hypermagnesemia with 

consciousness disturbance and acute kidney injury improved 

by prompt hemodialysis
＊＊ Norihiro Suga et al.
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腹部CT：両腎の形態異常なし。
頭CT：明らかな出血や占拠性病変なし
頭MRI・MRA：加齢に伴う脳委縮と両側大脳白質の虚
血性変化、動脈硬化性変化を認めた。
心電図：洞調律、ST変化なし。

入院後経過（図）：�意識障害の鑑別を行い、頭部画像
検査で異常なく、頭蓋内の器質的な疾患は否定的で
あった。炭酸Li�600mg/日と酸化Mg�1320mg/日を内
服中であったことから、Li中毒と高Mg血症による中

枢神経障害が疑われた。入院前から食欲不振があり、
FEUN 13.6％とFENa 0.45％と低下しており、急性腎
前性腎障害も合併していた。内服薬の種類も多く、薬
剤性腎障害の合併も予想され、保存的治療のみで血清
MgやLi濃度を速やかに低下できるか不明だった。血清
Li濃度は外部委託のため、即日に測定値が判明しない
ため、院内で測定可能な血清Mg値と神経症状を指標に
右内頚静脈から一時的なバスキュラーアクセスカテー
テルを留置し、緊急血液透析療法を行った。HD後、�血
清Mg値は5.0→1.8mg/dLまで低下し、意識状態は会話

表　入院時検査所見

図　臨床経過
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が成立するまでに回復した。HDは計2回行い、1日3L
以上の自尿もあり、血清Mg値の再上昇なく、血清Cr
濃度も1.0㎎/dl程度に安定した。後日判明した血清Li
濃度は初回HD前は2.38mEq/L、HD後は1.05mEq/L、
2回目のHD前は1.32mEq/L、HD後0.31mEq/Lであっ
た。血液検査と全身状態が改善していくにつれ、支離
滅裂な話をするなどの躁状態が出現してきたため、抗
精神病薬の調整目的で、第6病日に紹介元の精神科クリ
ニックへ転院した。

考   察

炭酸Liは躁病および躁鬱病の躁状態に適応があり、
成人では1日400～600㎎より開始し、通常の1日維持量
は200～800㎎である。血清Li濃度は治療域と中毒域が
近く、0.6～1.2ｍEq/Lが治療域、�1.5ｍEq/Lを超える
と副作用発現の頻度が高まり、3.5ｍEq/L以上で致死
的になるとされるが、個人差も大きい。副作用はLi中
毒、悪性症候群、腎性尿崩症、急性間質性腎炎、ネフロー
ゼ症候群等（いずれも頻度不明）がある。Li中毒の初
期症状として食欲低下・嘔気・嘔吐・下痢等の消化器
症状、振戦・傾眠・錯乱等の中枢神経症状、運動障害・
運動失調等の運動機能症状、発熱・発汗等の全身症状
がある。中毒が進行すると急性腎障害により電解質異
常が発現し、全身けいれん・ミオクローヌス等がみら
れることがある 2）。�Li中毒の治療は特異的な解毒剤は
ないため炭酸Li内服を中止する。脱水時は、Liが近位
尿細管でNaともに再吸収されるため、補液・利尿によ
る尿中への排泄増加は有効な治療である 3）。急性血液
浄化療法の適応は、①腎不全症例、②輸液負荷が困難、
③重度の中枢神経障害、④急性中毒は血清Li濃度≧4.0�
mEq/L、慢性中毒は≧2.5�mEq/Lが挙げられている。�
Liの分子量は小さく（molecular�weight：6.941）、分布
容積が大きいため細胞内移行性がある。蛋白結合率が
0 ％のため、HDで除去されやすいが、HD後に細胞内
から細胞外へ移行し血清Li濃度が再上昇するリバウン
ド現象がおきる。血清Li濃度は院内で常時測定できな
い施設が多く、内服歴と臨床症状からLi中毒を疑い、
持続的なHDで先行治療する報告が多い 1）。内服の種類
が多かったり、電解質異常や急性腎障害等が合併する
と、Li中毒による臨床症状なのか鑑別に苦慮する4）。

本症例は、�内服歴と急性腎障害からLi中毒と高Mg血
症による意識障害と考え、院内で測定可能な血清Mg値
と神経症状を指標に、緊急血液透析を開始した。FEUN
とFENaの低下から腎虚血が考えられ、透析では除水
せず、�補液・利尿を行った。その結果、短時間のHD条
件（1回目は2.5時間、2回目は4時間、いずれも除水なし）
のみで、尿量を1日3Ｌ以上に保ち、中毒域だった血清

LiとMg濃度を下げ、腎機能や神経症状を改善すること
ができた。早期の透析開始と補液による利尿で、血清
LiとMg濃度を迅速に下げることができれば、持続的な
HDではなく通常のHDでも治療効果があると考えられ
た。

高Mg血症は入院患者の10～15％にみられ、多くは
腎障害（eGFR≦30）を有する。腎障害がなくてもク
リアランスが低下しやすい高齢者、やせ形女性ではMg
製剤の長期内服による重篤な高Mg血症が報告されて
いる 5）。経口摂取したMgは主に空腸で吸収し、腎臓で
排泄されるが、活動性の潰瘍や胃腸炎などの胃腸障害、
高度な便秘でMg吸収が助長され、高Mg血症となる場
合がある。血清Mg値は4.8mg/dl以上で症状が出現し
てくるようになり、血清Mg値4.8～7.2mg/dLでは吐き
気、紅潮、頭痛、傾眠、深部腱反射低下、血清Mg値
7.2～12mg/dLでは傾眠、低Ca血症、深部腱反射低下、
低血圧、除脈、心電図変化、血清Mg値12mg/dL以上
になると弛緩性四肢麻痺、無呼吸や呼吸不全、完全房
室ブロックを起こし、心停止に至る場合もある。鑑別
は、Mg製剤の使用による負荷、腎機能低下による尿中
への排泄低下、消化管や細胞内からの移行があげられ
る。治療は、Mg過剰負荷となった原因薬剤（酸化Mg
製剤等）があれば中止し、腎機能が正常なら生理食塩
水の投与、ループ利尿薬による尿中への排泄増加で改
善が期待できる。心血管系合併症や神経症状をきたす
症候性や尿中排泄が期待できない場合は、HDによる除
去を検討する。緊急性が高い場合、高Mg血症の作用を
拮抗するグルコン酸カルシウムを静注する6）。

腎機能低下症例では、LiによるMgの尿中への排泄
が抑制され、高Mg血症を併発することが報告されてい
る6）。本症例は、急性腎障害の影響を加味してもFEMg
が14.7％と高く、尿中へMgは排泄されていた。Mgは
ホルモンによる調整を受けないため、血中濃度は摂取
量と排泄量に依存しやすい 5）。酸化Mg製剤の長期内服
により、Mgが体内蓄積し高Mg血症となり、尿中への
排泄が増加したと考えられた。

慢性腎不全患者の約60％に便秘がみられ、健常人よ
り有病率が高い 7）。慢性腎臓病（CKD）患者における
便秘の機序として、尿毒素や動脈硬化に起因する血流
障害による消化管運動の低下、腸内細菌叢の変化、カ
リウム制限による食物繊維の摂取不足、リン吸着薬に
よる副作用、糖尿病性神経障害による腸管機能低下等
があげられる。腎機能低下に上記症状が伴うと、血清
Mg値は上昇しやすくなる。平成20年11月には医薬品
医薬機器等安全性情報により、腎機能低下患者におけ
る酸化Mg製剤の使用による高Mg血症について注意喚
起がなされている。腎排泄型の薬剤では腎機能に応じ
た投与量が設定されるが、酸化Mg製剤は腎機能に応じ
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た投与量が設定されていない 5）。本邦では安価で長期投
与による習慣性がない緩下剤として、広く使用されて
おり、腎機能低下前からの酸化Mg製剤が継続処方され
るケースが多い。Moriらは、酸化Mgを処方していた
症例（2176例）のうち、1703例（78%）で定期採血が
実施されていたが、そのうち血清Mg濃度を測定して
いた症例は193例（9％）だったと報告した8）。血清Mg
値はルーチンに採血されにくい傾向があり、CKD患者
や高齢者では酸化Mg製剤の長期内服で気づかないうち
に、高Mg血症となっている可能性に留意すべきであ
る。

CKD患者ではMg製剤による高Mg血症の発症リス
クが強調されがちだが、Mgによる血管石灰化の抑制、
降圧効果、脂質代謝の改善、インスリン抵抗性の改善、
心血管死亡リスクの低下も報告されている 5）。Tinらは
45～65歳の一般健常人（eGFR≧60）の約1万人を対象
とした検討で、低Mg血症がCKD発症や末期腎不全へ
の進行に関連あることを報告した 9）。Sakaguchiらは日
本透析医学会統計調査データベースから約14万人の血
液透析患者における透析前血清Mg濃度と全死亡リスク
の関係を検討し、心血管死亡リスクは透析前の血清Mg
濃度が2.8～3.0mg/dlで最低となるJ字型であることを
報告した 10）。CKD患者の多くが末期腎不全へ至る前に
心血管疾患で死亡している現状から、心血管死亡リス
クと関連する血清Mg濃度の管理は重要である。CKD
患者において生命予後の改善が最も期待できる最適な
血清Mg値はまだ定まっていなく、Mg製剤の適正な使
用とともに、今後検討していく必要がある。

結   論

急性腎障害を伴った症候性高Mg血症とLi中毒に対
し、速やかにHDを施行し、血清MgとLi濃度を下げ、
腎障害と意識障害を改善することできた症例を報告し
た。CKD患者におけるMg製剤の使用は高Mg血症に
なるリスクあるが、低Mg血症においても心血管死亡リ
スクが上昇する。血清Mg濃度は生命予後と関連するた
め、定期的な血清Mg値の測定が必要である。

本稿の要旨は、第64回日本透析医学会学術集会・総
会（2019年6月、横浜）において発表した。

著者のCOI（conflicts�of� interest）開示：本論文発表
内容に関して特に申告なし。
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SGLT2阻害薬の投与により、各種代謝異常の改善を認めた 
高度肥満症合併2型糖尿病の1例＊

� 名古屋市立西部医療センター　内分泌・糖尿病内科� 荒　川　耕　平＊＊� 伊　藤　峻　介�
� � 友　齊　絵　美� 太　田　亜佐美�
� � 渡　邉　久美子� 今　枝　憲　郎

key�word：SGLT2阻害薬，2型糖尿病，NAFLD

【症例】44歳、男性
【主訴】口渇、多飲、多尿、体重減少
【現病歴】軽度発達障害で施設入所中であり、作業所
で勤務していた。201X年12月より倦怠感、口渇、多
飲、多尿が出現し、その後1週間で3kgの体重減少を
認めた。往診医による検査にて、随時血糖921mg/dl、
HbA1c13.9 ％と異常高値を認めたため、高血糖緊急症
を疑われ当科に紹介となった。

【入院後経過】来院時、尿中ケトン陰性であり、アシドー
シスも認めなかったが、清涼飲料水の多飲歴もあった
ため糖尿病ケトアシドーシスに準じて生理食塩水投与
とインスリン持続静注を開始した。第2病日に経口摂取
を開始し、強化インスリン療法で血糖コントロールを
図った。血糖値の改善後、第9病日よりカナグリフロジ
ン100mg/日を開始し、インスリン投与量は減少した。
第14病日よりメトホルミン500mg/日も追加したとこ
ろ、血糖値の低下により中止した。第34病日にカナグ
リフロジン単独投与で退院となった。2か月後の外来受
診時には、初診時より体重は－4.3kg、腹囲は－8cmと
肥満の改善が見られた。また腹部CTで測定した内臓
脂肪面積は、入院時と比べ－72.64cm2、肝の吸収値は
24.2HUから49.2HUへと改善しており、糖代謝、脂質代
謝、肝機能の改善を認めた。

【考察】SGLT-2阻害薬は血糖改善に加え、体重、肝機
能、脂質、血圧、腎機能等への多面的な作用が報告さ
れ、NAFLD/NASHに対しても有用性が期待されてい
る。本症例では、各種代謝障害の検査値に加え、画像
的にも肥満や脂肪肝の改善が認められた。若干の文献
的考察を加え報告する。

【症例】44歳、男性
【主訴】口渇、多飲・多尿、体重減少
【既往歴】軽度の発達障害、てんかんの疑い
【内服歴】アジルサルタン 20mg/ 日、アムロジピン
5mg/日、トリクロルメチアジド2mg/日、ロスバスタ
チン2.5mg/日

【家族歴】特記すべき事項なし
【嗜好】飲酒歴なし、喫煙歴なし
【現病歴】軽度発達障害で施設入所中であり、作業所
で勤務していた。201X年12月より倦怠感、口渇、多
飲、多尿が出現し、その後1週間で3kgの体重減少を
認めた。往診医による検査にて、随時血糖921mg/dl、
HbA1c13.9 ％と異常高値を認めたため、高血糖緊急症
を疑われ当科に紹介となった。

【入院時現症】身長 157.1cm、体重 99kg（数か月前
110kg）、BMI�40.1kg/m2、腹囲121.28cm。意識GCS15。
脈拍 90 回 /min、血圧 126/78mmHg、SpO2�96%（ra）、
体温37.1 ℃。心音、呼吸音異常なし、腹部平坦軟、圧
痛なし。

【入院後経過】入院後の経過を図1、2に示す。生理食塩
水投与とインスリン持続静注により、血糖コントロー
ルを図った。第2病日より摂食開始し、強化インスリ
ン療法にて血糖値をコントロールした。第9病日より
カナグリフロジン100mg/日を開始し、インスリン投与
量は減少した。第14病日よりメトホルミン500mg/日
も追加したが、血糖値の低下により第20病日に中止し
た。第34病日にカナグリフロジン単独投与で退院となっ
た。2か月後の外来受診時には、初診時と比べ体重は
－4.3kg、腹囲は－8cmと肥満の改善が見られた。腹部
CTで測定した内臓脂肪面積は、入院時と比べ72.64cm2

減少し、肝の吸収値は24.2HUから49.2HUへ改善され、
画像的な脂肪肝の改善を確認した（図3、4）。また、外
来での治療経過において、第78病日にはHbA1cが7％
まで改善していた。AST、ALT、γ -GTP、ALPの各種
肝酵素も改善を認めた（図5）。TG、LDLに著明な改善
を認めたが、HDLは微増に留まった。

＊ A case of Type 2 Diabetes with Severe Obesity and 

Various Metabolism Abnormality Improved by SGLT2 

Inhibition Therapy
＊＊ Kohei Arakawa et al.
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【考察】
SGLT（sodium�glucose�co-transporter）2阻害薬は最

も新しい経口血糖降下薬であり、わが国では2014年に
臨床導入された。近位尿細管に発現するNa/グルコー
ス共輸送体SGLT2を介したグルコースの再吸収を抑制
し、尿糖排泄を増加させることで血糖低下作用を発揮
する。2015年に発表されたEMPA-REG�OUTCOME試
験を皮切りに、複数の試験にてSGLT2阻害薬の心血管
リスク軽減が示されたことが大きく注目された1）、2）、3）。

SGLT2阻害薬では、血糖降下作用だけでなく体重

減少や血圧降下の作用、肝機能、脂質および尿酸値
などへの多面的作用が期待されている。さらには、
NAFLD/NASHの改善効果を示す報告がなされており、
イプラグリフロジンを投与したNAFLD合併2型糖尿病
患者において、HbA1c、肝酵素の改善、体重減少、内
臓脂肪面積やL/S比の改善が報告されている4）。また肝
生検にてNASHと診断された2型糖尿病患者へのカナ
グリフロジン投与により、肝機能、肝線維化マーカー
の改善を認めたことが報告されている 5）。本症例では
SGLT2阻害薬投与により、これら既報の多面的効果が、

図1

図2
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身体所見や生化学所見、また画像的にも顕著に観察さ
れた。

血圧については、SGLT2阻害薬の投与により、症例
によっては収縮期血圧血8mmHg、拡張期血圧4mmHg

程度まで低下するとの報告がある 6）。本症例においてカ
ナグリフロジン投与前と投与後の血圧の平均値を比較
したところ、投与後では収縮期血圧で3.5mmHg、拡張
期血圧では5.4mmHgの低下が見られたが、今回は急性

図3

図4
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期を含む短期間の結果であり、さらに検討が必要であ
る。

本症例の患者はBMI≧35kg/m2 の高度肥満であった
が、初診時から約2か月で－4.3㎏の体重減少があった
ことも、各種代謝障害の改善に寄与したものと考えら
える。日本肥満学会では、「肥満症」（肥満に起因ない
し関連する健康障害を合併するか、その合併が予測さ
れる場合で医学的に減量を必要とする病態）の概念を
提案している。「肥満症」の特徴の一つとして、その治
療により合併しうる健康障害（耐糖能障害、脂質異常
症、高血圧、脂肪肝など11項目）の全てを一度に改善
あるいは治癒できる可能性がある 7）ことがあげられる。
SGLT2阻害薬はその体重減少作用から、肥満症の改善
を通して各種代謝障害の改善に寄与することが期待さ
れる。

一方、SGLT2阻害薬の副作用として尿路感染症やケ
トアシドーシスなどがあげられる。本症例では患者は
軽度発達障害があったが、副作用への注意喚起は十分
に受け入れられたことや、シックデイに比較的適切に
対応できるであろう環境があったことから、安全に使
用できると考えた。

2019年に入り、SGLT2阻害薬が2型糖尿病患者に対
して腎保護作用を示し、末期腎不全など腎アウトカム
のリスクを低減したとする報告がなされた 8）。今後も
SGLT2阻害薬は、糖尿病治療の中心的薬剤の1つとし
て広く使用されていくことが予想される。

【結語】高度肥満症合併2型糖尿病に対してSGLT2阻害
薬を使用し、各種代謝障害の改善を観察しえた1例を経
験した。

【COI開示】
本症例に関し、著者らが開示すべきCOI関係にある

企業・団体等はありません。
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抄   録

肥満症とはBMI（Body�Mass�Index）�≧25の肥満に
健康障害が加わった状態である。肥満症診断基準に必
須の健康障害には11の病態がある。

肥満症治療の基本は食事療法、運動療法、行動療法
であるが、3～6ヶ月施行して効果が見られない場合は
薬物療法が適応される。現在、本邦で肥満症が適応疾
患である薬剤はマジンドールのみである。2型糖尿病が
合併している場合にはSGLT2阻害薬とGLP-1受容体作
動薬に体重減少効果が期待できる。内科的治療が6ヶ月
以上行われてもBMI≧35でなおかつ糖尿病、高血圧、
脂質異常症のどれか一つ以上を合併している場合には
2014年4月より肥満手術が保険適応となった。現段階
では本邦ではスリーブ胃切除術のみが保険適応である。

名古屋市立大学病院では肥満症治療を専門的に取り
組む肥満症治療センター（CORT:�Center� for�Obesity�
Research�and�Therapeutics）�が2019年7月に開設され
た。CORTでは食事・運動・行動療法から薬物治療、
肥満手術を症例に即してコーディネイトしている。

1．定   義

肥満とは脂肪組織に脂肪が過剰に蓄積した状態で
あり、日本肥満学会では体格指数（BMI:�Body�Mass�
Index�=体重［kg］/身長［m］2）≧25と判定し、さら
にBMI≧35で高度肥満と判定している。肥満と判定さ
れたもののうち、肥満に起因ないし関連し、減量を要
する健康障害を有するものを肥満症と定義している1）2）。
肥満症の診断基準に必須な健康障害には11の疾患が挙
げられる（表1）。

2．治療方法

2．1 食事療法
食事療法は体重を減らし、内臓脂肪量を減少させる

肥満治療の基本である。肥満症では1日の摂取エネル
ギーを25kcal×標準体重（kg）以下として栄養指導を
行い、3%以上の体重減少を目指す。高度肥満症では
1日の摂取エネルギーを20～25kcal×標準体重（kg）以
下を目標に算定し、5～10%以上の体重減少を目指す。
減量を得られない場合は600kcal/日以下の超低エネル
ギー食（VLCD:�very�low�calorie�diet）の選択を考慮す
る3）。VLCDの場合、心筋梗塞、脳梗塞発症直後、重度
の不整脈、重篤な肝・腎障害など禁忌症例を除き、入
院管理下で行うべきである。尿ケトン体に伴う血中尿
酸濃度が増加するため、排泄促進のために水分を2L/日
以上摂取する必要がある。名古屋市立西部医療センター
では提供可能な食種として800kcalの食事で行なってい
る（Fig�1）。

＊ The Frontier of Obesity Therapeutics
＊＊ Kenro Imaeda et.al.

表1
肥満症の診断基準に必須な疾患

1）� 耐糖能障害（2型糖尿病・耐糖能異常など）
2）� 脂質異常症
3）� 高血圧
4）� 高尿酸血症・痛風
5）� 冠動脈疾患：心筋梗塞・狭心症
6）� �脳梗塞：脳血栓症・一過性脳虚血発作（TIA:�Transient�

Ischemic�Attack）
7）� �非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD:�Nonalcoholic�

Fatty�Liver�Disease）
8）� 月経異常・不妊
9）� �閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSAS:�Obstructive�Sleep�

Apnea�Syndrome）・肥満低換気症候群
10）� �運動器疾患：変形性関節症（膝・股関節）・変形性脊椎症，

手指の変形性関節症
11）� 肥満関連腎疾患
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2．2 薬物療法
肥満症と診断され、食事・運動・行動療法からなる

生活習慣改善療法を3～6ヶ月試みて改善効果が認めら
れない場合、薬物療法が考慮される。

2．2．1 マジンドール
マジンドールは中枢性食欲抑制薬であり、適応基準

は肥満度が+70%以上またはBMIが35以上の高度肥満
症患者である。現段階で本邦に置いて肥満症を適応疾
患としている唯一の薬剤となる。添付文書上では投与
期間は3ヶ月を限度とし、1ヶ月以内に効果が見られな
い場合は中止しなければならない。また、重度の高血
圧、脳血管障害、重度の腎・肝・膵障害では禁忌であ
り、糖尿病は慎重投与である。日本人の肥満症患者を
対象にした臨床試験ではプラセボ群と比較して体重が
5～6％減少した4）。

2．2．2 糖尿病が合併している場合に使用可能な薬剤
（a）SGLT2阻害薬

SGLT2阻害薬は近位尿細管でブドウ糖再吸収を抑制
することにより尿糖排泄を促進し、血糖低下作用を示
すと共に体重減少作用が期待できる。日本人2型糖尿
病患者を対象とした臨床試験で、イプラグリフロジン
50mgを16週間内服したところ、平均2.5kgの体重減少
が見られ、その約70%が脂肪重量の減少であったこと
が報告されている5）。

（b）GLP-1受容体作動薬
GLP-1受容体作動薬は、膵 β 細胞膜上のGLP-1受容

体に結合し、血糖依存的にインスリン分泌促進作用と
グルカゴン分泌抑制作用による血糖低下作用を有する。
さらに胃内容物排出抑制作用による血糖上昇抑制作用

や食欲抑制作用による減量効果が期待される。1日1回
投与のリラグルチドは2019年5月22日より、本邦にお
ける最高投与量が0.9mg/日から1.8mg/日に変更され、
より強力な血糖コントロールと減量効果が期待されて
いる。一方、本邦ではまだ未発売のセマグルチドは週
1回投与のGLP-1受容体作動薬であり、DPP-4阻害薬や
他の週1回投与のGLP-1受容体作動薬や持効型インスリ
ンらに対して優れた体重減少効果を示した6）。

2．3 肥満手術
本邦では2014年4月より、6ヶ月以上の内科的治療に

よっても十分な効果が得られないBMI≧35かつ糖尿病、
高血圧、脂質異常症のどれか一つ以上を合併している
患者には腹腔鏡下スリーブ胃切除術が保険適応となっ
た。肥満手術をするための施設基準は外科または消化
器外科について5年以上の経験を有し、術者として腹腔
鏡下スリーブ胃切除術を10例以上実施した経験を有す
る常勤の外科医が1名以上在籍していることや、腹腔鏡
を使用した胃の手術が1年間に合わせて20例以上実施
されていることが挙げられる7）。

本邦ではスリーブ胃切除術のみが保険適応であるが、
世界的には他にも胃バンティング術、胃バイパス術、
スリーブバイパス術が行われている。スリーブ胃切除
術の問題点はリバンドや逆流性食道炎をきたすことが
挙げられ、その改善策に先進医療としてスリーブバイ
パス術が考慮されている。

3．名古屋市立大学病院 肥満治療センター 
（CORT）

2019年7月に名古屋市立大学病院で肥満症治療セン

図1 VLCDにおける食事スケジュール
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タ ー（Center� for�Obesity�Research�and�Therapeutics�
（CORT））が開設された（Fig�2）。名古屋市立大学病院
の消化器外科、内分泌・糖尿病内科が中心となり、睡
眠センター、精神科、臨床栄養管理室、看護部などの
部門も関与する肥満症診療に取り組むセンターである。
国公立大学病院における肥満症治療を目的としたセン
ターとしては国内第一号となる。当センターでは内分
泌的疾患に伴う二次性肥満症の検査、肥満合併症の有
無の確認、約2週間の入院での低～超低エネルギー食事
療法、抗肥満薬治療、腹腔鏡下スリーブ胃切除術など
の肥満外科手術を症例に即してコーディネイトしてい
る。

肥満症患者は通常複数の健康障害を合併しているこ
とが多く、体重減少により同時に複数の疾患が改善す
る。患者が肥満症に該当すれば、積極的に減量療法を
行うべきであり、このことは治療効果も大きく、最終
的には医療費の節減に寄与すると考えられる 8）。名古屋
市立西部医療センターの内分泌・糖尿病内科では、名
古屋市北部および近隣の自治体に在住の肥満症患者の
発見および内科的治療に積極的に取り組んでいる。そ
して、CORTと協力し、食事療法から肥満外科手術ま
で含めた肥満症のtotal�careを提供している。

著者のCOI開示：特になし
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図2 CORT のロゴ
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和文抄録

症 例 は 34 歳 女 性。 不 妊 治 療 中 7 回 目 の 胚 移 植 に
て妊娠が成立した。妊娠 8 週で随時血糖 187mg/dL、
HbA1c8.6％と妊娠中の明らかな糖尿病の診断となり、
インスリン療法が開始となった。妊娠14週で2絨毛膜
3羊膜の品胎妊娠と判明し、周産期管理目的に当院紹介
となった。その後もインスリン治療を継続し、妊娠33
週1日に予定帝王切開を施行され3児を出産した。近年
不妊治療は増加傾向であり、妊娠中の耐糖能異常をき
たすケースも増加している。今回は不妊治療にて成立
した品胎妊娠で、血糖管理が必要であった貴重な症例
を経験したため報告する。

はじめに

本症例報告は強化インスリン療法でうまく出産まで
血糖をコントロールできた多胎妊娠の症例である。当
院は周産期医療に力を入れており、妊娠糖尿病の患者、
特に本症例のようなハイリスク妊娠の血糖管理を行う
機会が少なくない。今回は生殖補助医療（以下ART）
により妊娠成立した品胎妊娠の症例を経験したので報
告する。

症   例

患者：34歳女性
現病歴：近医にて不妊治療中、7回目の2胚移植に

て妊娠が成立した。妊娠 8 週で随時血糖 187mg/dL、
HbA1c�8.6％と妊娠中の明らかな糖尿病の診断となり、

入院管理を経てインスリンアスパルト・インスリンデ
テミルを用いた強化インスリン療法が導入された。妊
娠14週で品胎妊娠（2絨毛膜3羊膜）と診断され、周産
期管理目的に妊娠16週5日に当院紹介となった。

妊娠歴：妊娠2回（すべて体外受精-胚移植にて妊娠
成立、いずれも妊娠4週および6週で流産）

内服歴：葉酸サプリメント、カルシウムサプリメン
ト

家族歴：父方の祖母・叔父が糖尿病、父が高血圧症
社会歴：飲酒歴・喫煙歴ともになし
初 診 時 現 症： 身 長�154.6�cm、 体 重�84.2�kg、BMI�

35.2（ 非 妊 娠 時 は 体 重�87.0�kg、BMI�36.2）、 血 圧�
134/90�mmHg、心拍数�98/分、体温�36.6�℃、眼瞼結膜
に蒼白はなく、口腔内は湿潤、呼吸音・心音はいずれ
も異常なく、下腿浮腫は認めなかった。網膜症はなし。

血液・尿検査所見：WBC�10370/µL、RBC�508万/µL、�
Hb�15.5g/dL、PLT�30.9万/µL、TP�7.3g/dL、Alb�4.0g/
dL、BUN�9.1mg/dL、Cre�0.47mg/dL、Glu�95mg/dL、
HbA1c�6.2 ％（NGSP 値 ）、C ペ プ チ ド�3.6ng/mL、 抗
GAD抗体�<5.0U/mL、尿蛋白（±）、尿糖（1+）、尿ケ
トン体（－）、尿中アルブミン�41.8mg/g・Cre

前医での経過：摂取カロリーは付加量なしの1600kcal
とし、分割食は導入せず3回食を指導の上で、強化イ
ンスリン療法を施行していた。妊娠週数が進むにつれ
インスリンは漸増され、前医最終受診の15週時点でア
スパルト計65単位、デテミル18単位まで増量となっ
た。空腹時血糖90～100�mg/dL、食後1時間血糖160～
180mg/dLと食後血糖はコントロール目標に達していな
かったものの、HbA1cは8.6％から6.2％へと大幅に改
善した。（図1）

当院での臨床経過：アスパルトの増量により、食後
血糖は少しずつ改善を認めたものの、食前血糖が60～
90mg/dLと低値で推移するようになった。そこで妊娠
19週時点でアスパルトの単位数は増量せず、3回食から

＊ A case of triplet pregnancy with multiple insulin injection 

for overt diabetes.
＊＊ Asami Ota et.al.
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分割食に切り替えた。さらに食後3時間に補食を追加し
たところ、食後血糖を抑えながら、食前低血糖を回避
することができた。28週時点で、アスパルト計75単位、
デテミル20単位で空腹時血糖85～100mg/dL、食後2時
間血糖は120mg/dL前後と、食前・食後血糖ともにコン
トロール良好であった。HbA1cは6.2％から5.3％まで
改善した。（図2）グリコアルブミンについても10.6％
とコントロール良好であった。

妊娠28週で管理入院となり、リトドリン点滴20mg
が開始された。また胎児肺成熟促進を目的としてベタ
メタゾン12㎎が2日間投与された。このため血糖上昇
傾向となりインスリンを増量し、最大で1日あたり100
単位程度のインスリンが必要となった。その後ベタメ
タゾン中止に伴い、インスリンを漸減し最終的には、
アスパルト計70単位、デテミル12単位で空腹時血糖80

～90mg/dL、食後2時間血糖110～130mg/dLで推移し、
33週1日に予定帝王切開となった。（図3）出産後はイ
ンスリンを中止したが、血糖推移は良好であった。

胎児Aおよび胎児Bが胎盤を共有しており、胎児A
は男児で、1302gで出生、Apgarスコアは1分値4点、3
分値8点、5分値9点であった。心室中隔欠損症・肺高
血圧症を認め、呼吸器管理をしながら、日齢63で手術
目的に名古屋市立大学病院へ転院となり、肺動脈絞扼
術を施行、退院後も利尿薬を使用しながらも経過良好
であった。胎児Bも男児で、1492gで出生、Apgarスコ
アは1分値8点、3分値8点、5分値9点であった。未熟
児網膜症以外には特記すべき異常はなく日齢42で退院
となった。胎児Cは女児で、1488gで出生しApgarスコ
アは1分値7点、3分値8点、5分値8点で、両手多指症
を認めた。経過は良好で日齢42で退院となった。多指

（図2）当院外来での経過

（図1）前医での経過
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症については現在治療はなされておらず、今後手術を
含めた治療を検討していく方針となった。

考   察

近年、不妊治療を経験する症例の割合は増加傾向で
あり、2015年の出生動向基本調査によると、不妊治療
経験ありと回答した者は全体の約18％であった。不妊
治療が増加している要因には、出産年齢の高齢化だけ
でなく、妊娠を望む女性における耐糖能異常や肥満に
関与した高インスリン血症などの内分泌異常も挙げら
れる1）。実際に食事の欧米化および出産年齢の高齢化に
伴って、年齢を問わず妊娠を望む女性における耐糖能
異常の割合が増加している。

また最近ではARTの技術向上に伴い、ARTの副作用
ともいうべき多胎妊娠についても注目が集まっている。
単一胚移植を義務付けた2008年以降では、ARTによる
多胎妊娠率は1998年ごろをピークに、近年では12％程
度（双胎11.4％、多胎0.6％）まで低下しているものの、
自然妊娠における多胎妊娠率（1.0～1.25％）を大きく
上回る高い値である2）。一般的に多胎妊娠において、妊
娠糖尿病のリスクとなる因子は、肥満（BMI>30）およ
び年齢（>35歳）との報告があるが 3）、多胎妊娠自体も
また妊娠糖尿病のリスク因子であり、糖代謝異常重症
化のリスクでもあると言われている4）5）6）。

本症例では、妊娠週数が進むにつれて必要インスリ
ン量が増加しており、耐糖能悪化は多胎妊娠の影響が
大きいと考えられる。一方、すでに妊娠初期の段階で
HbA1c�8.6％と血糖コントロールは不良であり、不妊の
原因として妊娠前より認められた耐糖能異常の関与が
考えられる。

また器官形成期にあたる妊娠4～9週での高血糖は、
胎児の形態異常を合併するリスクとなる。HbA1c8.0%
以上になると、10～30％の胎児に形態異常を合併する

危険性があると報告されている 7）。本症例の先天奇形に
ついて、初期の血糖コントロール不良がどこまで関与
したかは定かではないが、妊娠を希望する女性につい
ては事前に耐糖能異常の有無を把握し、もし耐糖能異
常を認めた場合は計画妊娠も考慮すべきである。

以上のことから、挙児希望のある女性においては、
妊娠後の胎児奇形発生リスク軽減を見越した血糖コン
トロールを行い、産婦人科医師と連携を取りながら、
計画妊娠の必要性を指導していくことが非常に重要で
あると考えられた。

結   語

強化インスリン療法で血糖コントロールをしえた品
胎妊娠の一例を経験した。

本論文における開示すべきCOI関係にある企業など
はありません。
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CTの性能評価マニュアルによる空間分解能測定および 
実効スライス厚測定と精度評価＊

� 名古屋市立西部医療センター　中央放射線部� 近　藤　雅　裕＊＊� 小　林　正　佳�
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key�word：CT性能評価，MTF，SSP

抄   録

医療画像診断の中心を担っているCT装置は物体の密
度に比例したCT値分布を示した画像であり、空間分解
能および高速性の向上が著しい。

また、診療放射線技師は検査の部位、目的、疾患の
状況を勘案し、良質な画像を提供する立場にある。

医療機器の安全性はJIS規格の医用X線CT装置の不
変性試験:JIS�Z�4752-2-6（2012年）で確保され、この規
格を担保することで良質な画像の提供につながるため、
これに準じた当院のCT装置における性能評価マニュア
ルを作成した。

本研究では、性能評価マニュアルの中より再構成面
内の評価である空間分解能測定と体軸方向の特性を評
価する実効スライス厚の測定を行い、製造会社が実施
する定期点検の結果と比較した。再構成面内の空間分
解能測定ではワイヤファントムを使用し画像工学一般
で広く用いられてる変調度伝達関数で示す方法を採用
した。実効スライス厚の測定ではアルミ傾斜ファント
ムを用いてスライス感度分布より評価する方法を採用
した。

結果、空間分解能測定と実効スライス厚測定ともに
誤差±10%以内となり、製造会社の定期点検の結果と
差異はなかった。今後、性能評価マニュアルに基づい
た性能評価を実施し、製造会社の定期点検とあわせ安
全および画質の向上が期待できる。

緒   言

computed�tomography�（以下CT）検査は多くの画像
情報が得られるため、検査件数も増加する一方、心臓

CTやデュアルエナジーCTなど検査方法も多様化して
いる。

CT装置の性能評価は製造会社による定期点検で行わ
れてきたが、診療放射線技師（以下技師）によるCT装
置における性能評価マニュアルが作成されており使用
者による性能評価も可能となっている。1）

今回、当院で作成した性能評価のマニュアルの項目
より再構成面内の評価である空間分解能測定と、体軸
方向の特性を評価する実効スライス厚の測定を行い、
製造会社の定期点検の結果と比較検討した。

1．空間分解能の評価

空間分解能とは、どのくらい細かいものを分離して
認識できるかという識別能を数値化したもので、CT装
置における空間分解能は再構成面に沿った方向と、体
軸方向に沿った方向に分けて評価が行われる。2）

再構成面内の空間分解能を示す指標として変調伝達
関数modulation�transfer� function�（以下MTF）を用い
て、空間周波数とレスポンス値の関係により空間分解
能を評価する。3）

体軸方向における空間分解能はスライス感度プロ
ファイルslice�sensitivity�profile�（以下SSP）より実効ス
ライス厚を評価する。

2．使用機器

X線CT装置：Definition�AS�シーメンス社
ワ イ ヤ フ ァ ン ト ム：QAQC 用 フ ァ ン ト ム Model�
No.8094778（図1：↑）
アルミ傾斜ファントム：�QAQC用ファントムModel�
No.10187204（図1：▲）
画像解析処理ソフトウェア：ImageJ�National�Institutes�
Health
表計算ソフトウェア：Excel2010�Microsoft

＊ Measurement and evaluation of the spatial resolution and 

effective slice width of CT using a newly provided evaluation 

manual
＊＊ Masahiro Kondo et al.
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3．方法

3-1．MTFの測定
MTFを測る手法はワイヤファントム法で行った。タ

ングステン製のワイヤを体軸方向と平行になるように、
2方向からの位置決め用スキャン画像をもとにファント
ムを配置した（図2）。回転中心だけは他の点に比べて
特異な性質を有しているため、回転中心から10mm上
方にして撮影した。4）表1に示す撮影条件を用いて代
表的な頭部モードと体幹部モードにて撮影した。再構
成面に垂直に張ったごく細い金属ワイヤのワイヤファ
ントムを撮影した場合、ワイヤはごく小さな点信号と
なりボケの程度が示される。ImageJを用いてこの画像
の分布より点拡がり関数point� �spread�function�（以下

PSF）を求め、さらに仮想スリット処理を行い線像強
度分布line�spread�function�（以下LSF）を求めた。この
LSFをフーリエ変換して空間分解能とレスポンス値の
関係であるMTFを算出した。

3-2．実効スライスの測定
実効スライス厚の測定は、アルミ傾斜板とスライス

が交差する位置でのアルミ傾斜板画像の幅を測定して
求めるアルミ傾斜法で測定した（図3）。4）再構成面と
アルミ傾斜板との角度によりプロファイルが変化する
ため、ガントリ断面とファントム断面が平行になるよ
うにガントリ中心にファントムを配置した。体軸方向
に斜めに配置されたアルミ傾斜板を代表的な頭部モー
ドと腹部モードで撮影した。撮影条件は表2に示す。
ImageJを用いて得られた画像の中心位置でのSSPを求
め、半値幅full�width�half�maximum�（以下FWHM）を
測定した。画像上のFWHMをtanθ（θはアルミ傾斜板
と寝台移動軸のなす角度）で除して得た値を実効スラ
イス厚とした。

表1 MTF撮影条件

head boby
管電圧（kv） 120 120
管電流（mA） 200 200

ビーム幅（mm） 12×1.2 64×0.6
回転速度（s/rot） 1 0.5
スライス厚（mm） 4.8 5.0
画像再構成関数 H30 B30

FOV（mm） 50 50

図1 �QAQC用ファントム（↑:ワイヤファントム　▲:アル
ミ傾斜ファントム）

図2　ワイヤファントム画像（a：位置決め画像　b：軸位断像）
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4．結   果

4-1．MTFの測定結果
頭部モードのH30の再構成関数を用いたMTF曲線

と、腹部モードのB30の再構成関数を用いたMTF曲線
を図4に示す。

今 回 の 測 定 で は 頭 部 モ ー ド の 50%MTF 値 は
0.33lp/mm、10%MTF 値 は 0.62lp/mm で あ っ た。 製
造会社の定期点検の結果は50%MTF値は0.31lp/mm、
10%MTF値は0.58lp/mmであり、誤差は50%MTF値は
6.5%、10%MTF値は6.9%であった。

表2 スライス厚測定の撮影条件

head boby
管電圧（kv） 120 120
管電流（mA） 300 300
スキャン方式 ノンヘリカル ノンヘリカル
スキャン時間（s） 1 1
回転時間（s） 1 1
設定スライス厚（mm） 4.8 5
ビーム幅（mm） 12×1.2 32×0.6
画像再構成関数 S80s S80s
FOV（mm） 120 120

図3　アルミ傾斜板法の測定原理

図4　MTF曲線とMTF値
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図5　頭部撮影モードのSSPと実効スライス厚

図6　腹部撮影モードのSSPと実効スライス厚
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腹 部 モ ー ド の 50%MTF 値 は 0.33lp/mm、10%MTF
値は0.57lp/mmであり、製造会社の定期点検の結果は
50%MTF値は0.33lp/mm、10%MTF値は0.57lp/mmで
あり誤差はなかった。

4-2．実効スライスの測定結果
頭部モードの隣接する3スライスのSSP曲線を図5に、

腹部モードの3スライスを図6に示す。頭部腹部モード
とも隣接する3スライスのプロファイルは同様であっ
た。

頭部モードの実効スライス厚は設定スライス厚
4.8mmでスライス1で4.70mm、スライス2で4.70mm、
スライス3で4.65mmであった。製造会社公称値4.80mm
との誤差はスライス1で－2.1%、スライス2で－2.1%、
スライス3で－3.1%の結果であった。

腹部モードの実効スライス厚は設定スライス厚
5.0mmでスライス4で4.94mm、スライス5で4.82mm、
スライス6で4.83mmであった。製造会社公称値5.0mm
との誤差はスライス4で－1.2%、スライス5で－3.5%、
スライス6で－3.4%の結果であった。

5．考   察

CT装置におけるJIS不変性試験の項目は、患者指示
器の位置決め、患者位置決め精度、スライス厚、線量、
ノイズ、空間分解能（MTF）などがあり、測定頻度も
定められている。3）今回測定したスライス厚について
は少なくとも1ヶ月に1回、MTFについては3ヶ月に1
回の頻度で行うようにJISで推奨されており順守しなけ
ればならない。

令和2年4月の医療法改正の施行にともないCT検査
における被ばく管理が義務化され、CT装置の精度管理
は患者に安全な検査を提供するうえで必須となる。

今回、CT装置の画像精度向上を目的に当院CT装置
における性能評価マニュアルを作成し、マニュアルに
基づいてMTFの測定と実効スライス厚の測定を行っ
た。

MTF の測定では、ワイヤファントムを使用して
ImageJで画像解析して50%MTF値と10%MTF値を求
めたが、製造会社の解析結果と比較して腹部モードで
は同値の誤差0%となり差異はなく、頭部モードでは誤
差6%とわずかに差があり、今後も継続的に測定し評価
していく必要があると考える。

実効スライス厚の測定では、アルミ傾斜板ファント
ムを使用してImageJで画像解析して連続する3スライ
スのSSPの測定をして実効スライス厚を求めた。設定
スライス厚と実効スライス厚が同一な結果が望まれる
が、ノンヘリカルスキャンにおける実効スライス厚は

ビームコリメータおよび焦点サイズに影響され誤差が
生じる。設定スライス厚4.8mmの頭部モードの実効ス
ライス厚はスライス1で4.70mm、スライス2で4.70mm、
スライス3で4.65mm� となり、設定スライス厚5.0mm
の腹部モードのスライス4で 4.94mm、スライス5 で
4.82mm、スライス6で4.83mmの結果であった。JIS規
格5）の不変性試験では2mmを超える場合は±1.0mmと
なっており許容範囲と考える。

MTF測定では製造会社の定期点検と差異は少なく、
実効スライス厚測定ではJIS規格の許容範囲内となり、
作成したマニュアルの有用性が示された。今後、製造
会社が行う定期点検と我々が作成したマニュアルに基
づき実施する性能評価の整合性を検証していく必要が
ある。

6．結   語

今回測定した再構成面内の空間分解能と実効スライ
ス厚の精度は、製造会社の定期点検に匹敵しており、
定期点検とあわせ安全、精度管理の向上に有用と考え
られた。

この論文において開示すべきCOI関係にある企業な
どはありません。

参考文献

1）� 辻岡勝美：X線CT装置の機器工学：日本放射線技
術学会誌58：203-207，2002

2）� 山口功 他：CT撮影技術学：オーム社：58-85，2005
3）� 井田嘉宏 他：X線CT認定技師講習会テキスト：日

本X線CT専門技師認定機構：30-37，101-104，2011
4）� 市川勝弘，村松禎久：標準X線CT画像計測：オー

ム社：39-61，176-179，2009
5）� 板倉省吾：JISハンドブック39放射線：日本規格協会：

1465-1466，2002



― 57 ―

名古屋市立病院紀要　第42巻　2019年

速 報 
 

西部医療センターにおける「がんゲノムプロファイリング検査」＊

� 名古屋市立西部医療センター　遺伝診療部　濵　嶋　直　樹＊＊

key�word：がんゲノム医療，がんゲノムプロファイリング検査，がん遺伝子パネル検査

和文抄録

西部医療センターは、2020年1月付で、厚生労働省
より「がんゲノム医療連携病院」の指定を受け、4月よ
り遺伝診療部がんゲノム外来を設置し、保険診療とし
ての「がんゲノムプロファイリング検査（がん遺伝子
パネル検査）」を開始した。現時点で、324種類の体細
胞系列変異を解析する「FoundationOne®�CDxがんゲノ
ムプロファイル」と、114種類の体細胞系列変異と生殖
細胞系列変異を解析する「OncoGuide™�NCCオンコパ
ネルシステム」の2種類の検査が保険収載されている。
現時点での、当院における検査手順を報告する。

主治医により、患者適応条件、病理検体適応条件が
確認され、両者とも条件を満たすと判断された場合に、
遺伝診療部がんゲノム外来受診となる。説明同意文書
にて同意取得し、病理検体等が提出される。当院の連
携先拠点病院でのエキスパートパネル（EP）にて、病
的変異の有無、治療標的あるいは治療選択の直接のバ
イオマーカーとなり得る変異の有無が討議され、EPレ
ポートが作成される。がんゲノム外来にて結果説明の
後、主治医外来にて、新たながん薬物療法の提案等に
ついて説明される。

がんゲノムプロファイリング検査は、患者に対して、
新たながん薬物療法の提案が可能となることを直接の
目的として施行される。本検査を広く普及させるため
には、患者の検査に対する認知度・理解度を高めるこ
とと同時に、主治医を始めとする医療スタッフの負担
軽減を目的とする、チーム医療体制確立が急務だと考
えられる。

はじめに

西部医療センターは、2020年1月付で、厚生労働省よ
り「がんゲノム医療連携病院」の指定を受け、4月より
遺伝診療部がんゲノム外来を設置し、保険診療として
の「がんゲノムプロファイリング検査（がん遺伝子パ
ネル検査）」を開始した。現時点で、324種類の体細胞
系列変異を解析する「FoundationOne®�CDxがんゲノム
プロファイル」（以下、F1CDx）と、114種類の体細胞
系列変異と生殖細胞系列変異を解析する「OncoGuide™�
NCCオンコパネルシステム」（以下、NCC）の2種類の
検査が保険収載されている。

2020年5月現在での、当院における「がんゲノムプ
ロファイリング検査」の手順について報告する。

1．患者適応条件について

主治医は、以下の患者適応条件について確認を行う。
対象疾患は、固形がんである。標準治療が存在するが
ん種では、標準治療終了後とされているが、最終ライ
ン終了1～2か月前に準備を開始する。標準治療中に局
所進行・転移、または、副作用等が原因で標準治療が
中止となった場合、あるいは、標準治療終了後に再発
した場合は、直ちに検査可能である。標準治療が存在
しないがん種の場合、例えば、希少がん、原発不明がん、
小児がんなどの場合は、がん薬物療法開始前でも直ち
に検査可能である。

次に、患者の全身状態について確認を行う。現時点
および3か月後のECOG�PS�（Performance�Status）が0
～1である患者が検査対象となる。結果判明に必要な期
間、さらに、新たな治療選択の可能性が判明した場合
の準備期間等を勘案し、検査実施3か月後頃に、がん薬
物療法の適応となり得る、全身状態・臓器機能状態を
確認する。

その他、検査実施時、および、結果説明時に、当院

＊ Genomic Profiling Tests for Cancers at Nagoya City West 

Medical Center
＊＊ Naoki Hamajima 
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の外来患者である必要がある。保険請求上、入院中は
対象外となるためである。また、保険請求が、合計で
56,000～57,000点（検体提出時に8,000点、結果説明時
に48,000点と遺伝性腫瘍カウンセリング加算1,000点）
の0～3割負担となること（実際の負担額は患者によっ
て異なる）に対して、患者の了解が得られている必要
がある。さらに、検体不足・不良が原因で結果が得ら
れない場合があること、結果が得られた場合でも、治
療標的あるいは治療選択の直接のバイオマーカーとな
り得る結果が判明する確率は、一般的に約10％と言わ
れていることに関しても、予め、了解が得られている
必要がある。

2．病理検体適応確認について

主治医は、提出予定の病理標本（原発巣または転移
巣の手術・生検検体）について、病理診断科医師、ま
たは、病理検査科技師に問い合わせの上、以下の点に
ついての確認を行う。まず、固定後3年以内のFFPE
ブロックが存在することを確認する。ホルマリン固定
時間は、原則、手術検体は48時間以内、生検検体は18
時間以内が理想的である。過固定の場合、検体不良の
原因となる。特に、休日前日に採取した検体の場合は
要注意である。さらに、病理標本における腫瘍細胞含
有比率が、原則20 ％以上である必要がある。ただし、
20%未満の場合でも、腫瘍細胞含有比率が高い部位の
マクロダイセクションを指定することで、対応可能の
場合がある。必要な腫瘍組織検体量は、検査によって
異なる。F1CDxの場合、表面積が5×5＝25�mm2以上、
厚さ4-5µmのスライドが10枚以上必要である。NCCの
場合、表面積が4×4＝16�mm2 以上、厚さ5µmのスラ
イドが10枚以上または厚さ10µmのスライドが5枚以上
必要である。表面積が上記より小さい場合、スライド
枚数を増やすことで対応可能の場合がある。

3．がんゲノム外来（遺伝診療部）の予約について

主治医は、上述の患者適応と病理検体適応の両者が、
条件を満たすことを確認の上、遺伝診療部がんゲノム
外来を予約する。予約方法は、電子カルテ・コンサル
テーション機能で行う。依頼コメントには、がん種・
病理組織診断、病期分類、検体採取日・部位、過去の
免染・FISH・体細胞変異・生殖細胞変異等の結果を記
載する。また、検査種類について、F1CDxかNCCのど
ちらを選択するか、それぞれの特徴と必要な検体量を
確認の上、指定する。F1CDxは、がん組織のみで、324
種類の体細胞系列変異を検出し、MSI・各種コンパニ
オン診断を含む。NCCは、がん組織と正常組織（血液）

の両者で、体細胞変異と生殖細胞変異をそれぞれ114種
類ずつ検出するため、両者の判別が可能である。選択
した検査用の説明・同意文書を印刷して患者に手渡し
して、がんゲノム外来受診時に持参するように説明す
る。検査説明・同意文書の内容の説明や、主治医の署
名は不要である。

4．がんゲノム外来（遺伝診療部）1回目受診日

がんゲノム外来担当医は、まず、家系情報の詳細を
聴取した後、予め主治医より手渡しされた検査説明・
同意文書を用いて、文書にて同意取得を行う。この
時、遺伝性腫瘍に関する情報開示、家族への情報開示、
C-CAT（がんゲノム情報管理センター）へのデータ提
供、提供データの二次的利用等についての、意思確認
が必要となる。NCCの場合、中央採血室での採血指示
を行う。次に、病理検査室に連絡し、提出病理検体ス
ライド作成を依頼する。更に、事務担当者に連絡し、
C-CAT入力ツールへの入力を依頼する。F1CDxの場
合、FMIポータル入力も依頼する。提出病理検体と血
液検体（NCCの場合）は、中央検査室より、通常、翌
日に提出される。

5．エキスパート・パネル（EP）の準備

主治医は、症例提示用のPPTファイル2～3枚を作成
する。がんゲノム外来担当医は家系図を作成し、また、
主治医と協力して、EPレポート原案をWordファイル
にて作成する。病理診断科医師は、病理所見提示用の
PPTファイル2～3枚を作成する。がんゲノム外来担当
医は、EP日程を調整し、EP提示用ファイルを、EP前
日までにC-CAT共有フォルダにアップロードする。

6．エキスパート・パネル（EP）当日

当院が連携している拠点病院のEPは、毎週水曜日
16～17時に開催されており、現時点では、Web参加の
みとなっている。症例検討は、通常、検体提出5～6週
間後に開催される。症例検討の際、まず、主治医より、
症例提示が約1分間で行われ、家系図が提示され、病理
診断科医師より、病理所見提示が約1分間で行われる。
次に、拠点病院担当者より、検査結果（シークエンス・
レポート）とC-CAT調査結果の解説が行われる。その
後、主治医より、EPレポート原案が提示され、判明し
た変異に関して、病的意義の有無、および、治療標的
あるいは治療選択の直接のバイオマーカーとなり得る
かどうかの議論が行われる。最後に、主治医より、今
後の治療方針について説明が行われる。
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6．がんゲノム外来（遺伝診療部）2回目受診日

EP開催日の数日後、拠点病院より、最終版EPレポー
トがC-CAT共有フォルダにアップロードされ、事務担
当者により、C-CAT調査結果とともに電子カルテ登録
される。主治医により、患者との間で、がんゲノム外
来2回目受診日が調整される。2回目受診日には、がん
ゲノム外来担当医より検査結果説明を行い、病的意義
が認められた変異、および、治療標的あるいは治療選
択の直接のバイオマーカーとなり得ると判定された変
異について説明を行う。生殖細胞系列変異（の疑い）
が判明した場合は、遺伝カウンセリングを施行し、生
殖細胞系列変異確認のための検査について説明する。
患者には、検査結果（シークエンス・レポート）を印
刷して手渡しするが、C-CAT調査結果、および、最終
版EPレポートはカルテ開示のみとし、印刷して手渡し
することは、C-CATによって認められていない。

7．主治医外来受診日

新たながん薬物療法の提案が可能な場合、その詳細
についての説明を含め、主治医より、今後の治療方針
について説明を行う。

結   語

がんゲノムプロファイリング検査は、患者に対して、
新たながん薬物療法の提案が可能となることを直接の
目的として施行される。本検査を広く普及させるため
には、患者の検査に対する認知度・理解度を高めるこ
とと同時に、主治医を始めとする医療スタッフの負担
軽減を目的とする、チーム医療体制確立が急務だと考
えられる。
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東部医療センター業績
発表論文

題　名 著者名 雑誌名 年月日
循環器内科 Bachmann’s�Bundleを介する左房へ

のBreakthroughによりAnteroseptal�
LineにGapを有するように描出され
た両心房間頻拍の1例

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

臨床心臓電気生理Vol.42�
May�2019�p.109-119

2019.5

後壁梗塞の一例�
Case�report

蓮尾隆博 日経メディカルMEDI�
QUIZ�
2019年8月号

2019.8

消化器外科 S状結腸憩室に義歯が嵌入し穿孔を
きたした1例

江口祐輝 名古屋市立病院紀要　
第41巻（27～29）

2019.9.1.

産婦人科 子宮動脈塞栓術後の腹腔鏡下子宮全
摘術において腹腔内に塞栓物質の流
出を認めた1例

神谷将臣，犬塚早紀，倉兼さとみ，
関宏一郎，村上　勇

東海産婦人科内視鏡手
術研究会雑誌�
第7巻：55-60頁，2019
年

2019.7.24

救急科 A�comprehensive�validation�of�
very�early�rule-out�strategies�
for�non-ST-segment�elevation�
myocardial�infarction�in�emergency�
departments:�protocol�for�a�
multicenter�prospective�cohort�
study.

M.�Tada,�H.�Azuma,�M.�Ando,��
Y.�Murakami,�Andrew�R.�Chapman,�
Nicholas�L.�Mills,�H.�Hayashi,�et�al.

BMJ�Open�2019�
Sep�3;9(9):e026985.�
doi:10.1136/
bmjopen-2018-026985.

2019.9

Ultrasound�guidance�versus�
landmark�method�for�peripheral�
venous�cannulation�in�adult�patients�
(Protocol).

M.�Tada,�T.�Matsumoto,�C.�Takeda,�
N.�Yamada,�TA.�Furukawa,��
N.�Watanabe.

Cochrane�Systematic�
Review.�2019�Sep.�
https://www.
cochranelibrary.
com/cdsr/
doi/10.1002/14651858.
CD013434/full

2019.9

学会発表
演題名 演者名 学会名 年月日

循環器内科 Double�product�can�be�reduced�by�
CPAP�in�the�sleep�apnea�syndrome�
patients

桜井陽明，山下純世，杉浦知範，
土肥靖明，大手信之

第83回日本循環器学会
学術集会（横浜）

2019.3.29

心血管イベント予防におけるバス
キュラーラボの役割

玉井　希 第4回日本血管不全学会
学術集会･総会（名古屋
市）

2019.4.29

EnSite�NavX�systemでAutoMapの
detection設定を変更することにより
心内膜側と心外膜側の興奮様式を描
出し得たMarshall�tract起源心房頻
拍の一例

関本　暁，林　宏祐，橋本朋美，
蓮尾隆博，蜂矢健太，吉田孝幸，
山下純世，玉井　希，佐伯知昭，
村上善正

第49回臨床心臓電気生
理研究会（福岡）

2019.5.25

左冠動脈－肺動脈瘻に伴う冠動脈瘤
破裂の1例

青木マリア，佐伯知昭，村上善正，
吉田孝幸，山下純世，玉井　希，
関本　暁，蜂矢健太，蓮尾隆博，
橋本朋美

第238回日本内科学会東
海地方会（名古屋市）

2019.5.26

FFR�wireが冠動脈内でtrapされて
stuckし，抜去困難となった一例

蓮尾隆博，橋本朋美，蜂矢健太，
関本　暁，吉田孝幸，山下純世，
玉井　希，佐伯知昭，村上善正

第41回日本心血管イン
ターベンション治療学
会東海北陸地方会（名古
屋市）

2019.5.31
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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
循環器内科 心尖部心室瘤を合併しDDDペーシ

ングにより左室内圧較差軽減を認め
た心室中部閉塞性肥大型心筋症の一
例

蜂矢健太，林　宏祐，橋本朋美，
蓮尾隆博，関本　暁，吉田孝幸，
山下純世，玉井　希，佐伯知昭，
村上善正

第153回日本循環器学会
東海地方会（名古屋市）

2019.6.29

前立腺癌による肺動脈腫瘍塞栓の一
例

松井陽祐，佐伯知昭，関本　暁，
玉井　希，橋本朋美，蓮尾隆博，
蜂矢健太，村上善正，山下純世，
吉田孝幸

第153回日本循環器学会
東海地方会（名古屋市）

2019.6.29

経皮的腎動脈形成術が有効であった
線維筋性異形成症による腎血管性高
血圧症の1例

鈴木奈香，蜂矢健太，橋本朋美，
蓮尾隆博，関本　暁，吉田孝幸，
山下純世，玉井　希，佐伯知昭，
村上善正

第239回日本内科学会東
海地方会（岐阜市）

2019.10.6

急性前壁心筋梗塞に右室破裂を合併
した1例

橋本朋美，林　宏祐，蓮尾隆博，
蜂矢健太，関本　暁，吉田孝幸，
山下純世，玉井　希，佐伯知昭，
村上善正

第239回日本内科学会東
海地方会（岐阜市）

2019.10.6

心不全治療で中心静脈栄養における
脂肪製剤の可能性

佐伯知昭，関本　暁，玉井　希，
橋本朋美，蓮尾隆博，蜂矢健太，
林　宏祐，山下純世，吉田孝幸，
村上善正

第239回日本内科学会東
海地方会（岐阜市）

2019.10.6

Ensite�systemとbasket�catheter�を
用いた多点同時mappingが有用で
あった左上大静脈遺残起源心房細動
の一例

関本　暁，白水真衣，宮田侑輝，
森野暁大，吉田孝幸，佐伯知昭，
村上善正

カテーテルアブレー
ション関連秋季大会
2019（金沢）

2019.11.8

消化器外科 小腸間膜から発生した巨大GISTの1
例

江口祐輝 第44回日本外科系連合
学会（石川県金沢市　ホ
テル金沢）

2019.6.20

腸回転異常症に伴う小腸軸捻転症の
1例

江口祐輝 第11回日本Acute�Care�
Surgery学会（沖縄県那
覇市　沖縄科学技術大
学大学院）

2019.10.25

脳神経外科 脳動脈瘤手術治療におけるノンテク
ニカルスキルに関する検討

金井秀樹，大野貴之 STROKE2019（横浜） 2019.3.21

産婦人科 急速な転帰をたどり死亡にいたった
G-CSF産生卵巣がんの1例

関宏一郎，神谷将臣，犬塚早紀，
倉兼さとみ，村上　勇

第139回東海産科婦人科
学会（名古屋）

2019.3.9

当院における緊急腹腔鏡下手術症例
の後方視的検討

神谷将臣，犬塚早紀，倉兼さとみ，
関宏一郎，村上　勇

第59回日本産科婦人科
内視鏡学会学術講演会

（京都）

2019.9.12

卵管間質部妊娠に対し線状切開を施
行した3症例

犬塚早紀，神谷将臣，倉兼さとみ，
関宏一郎，村上　勇

第110回愛知産科婦人科
学会（名古屋）

2019.10.19

当院における卵巣成熟奇形種の腹腔
鏡下卵巣腫瘍摘出術の体内法・体外
法についての検討

犬塚早紀，神谷将臣，倉兼さとみ，
関宏一郎，村上　勇

第20回東海産婦人科内
視鏡手術研究会（名古
屋）

2019.10.26

NT肥厚を認めた症例の出生前遺伝
学的検査についての検討

犬塚早紀，神谷将臣，倉兼さとみ，
関宏一郎，村上　勇

第64回日本人類遺伝学
会（長崎）

2019.11.7

麻酔・集中治療
科

人工呼吸管理中に生じた難治性気胸
に対して，EWSによる気管支充填術
と自己血胸膜癒着術が奏功した1例

山村薫平，伊藤彰師，齋藤愛美，
森川彰大，横地佑磨，野木村茜，
香川沙織，工藤　妙，森島徹朗，
稲垣雅昭，村橋　一，安藤雅樹

日本集中治療医学会�第
3回東海北陸支部学術集
会（浜松）

2019.7.13
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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
麻酔・集中治療
科

Septic�shockを来した低ガンマグロ
ブリン血症患者の1救命例

野木村茜，伊藤彰師，齋藤愛美，
森川彰大，横地佑磨，山村薫平，
香川沙織，工藤　妙，森島徹朗，
稲垣雅昭，村橋　一，安藤雅樹

日本集中治療医学会�
第3回東海北陸支部学術
集会（浜松）

2019.7.13

ICU管理を行ったメトホルミン関連
高度乳酸アシドーシスの一例

横地佑磨，伊藤彰師，齋藤愛美，
森川彰大，野木村茜，山村薫平，
香川沙織，工藤　妙，森島徹朗，
稲垣雅昭，村橋　一，安藤雅樹

日本集中治療医学会�第
3回東海北陸支部学術集
会（浜松）

2019.7.13

経尿道的前立腺レーザー核出術
（HoLEP）術中に前立腺被膜穿孔によ
る潅流液尿路外溢流を呈した一例

山村薫平，横地佑磨，香川沙織，
森島徹朗，稲垣雅昭，伊藤彰師

日本麻酔科学会�東海・
北陸支部第17回学術集
会（名古屋）

2019.9.7

重度低肺機能患者の非内視鏡下閉鎖
孔ヘルニア手術に対して，脊髄くも
膜下硬膜外併用麻酔で管理を行った
一例

野木村茜，齋藤愛美，山村薫平，
稲垣雅昭，村橋　一，伊藤彰師

日本麻酔科学会�東海・
北陸支部第17回学術集
会（名古屋）

2019.9.7

大動脈置換術を行った中枢性尿崩症
患者の術中術後管理の経験

横地佑磨，森川彰大，野木村茜，
工藤　妙，森島徹朗，伊藤彰師

日本麻酔科学会�東海・
北陸支部第17回学術集
会（名古屋）

2019.9.7

救急科 救命救急センター指定前後における
ICU入室患者の変化

村橋　一，安藤雅樹，横地佑磨，
野木村茜，田村美穂子，山村薫平，
森島徹朗，稲垣雅昭，伊藤彰師

第46回日本集中治療医
学会学術集会（京都）

2019.3

Septic�shockを来した低ガンマグロ
ブリン血症患者の1救命例

野木村茜，伊藤彰師，齋藤愛美，
森川彰大，横地佑磨，山村薫平，
香川沙織，工藤　妙，森島徹朗，
稲垣雅昭，村橋　一，安藤雅樹

日本集中治療医学会�第
3回東海北陸支部学術集
会（浜松）

2019.7

人工呼吸管理中に生じた難治性気胸
に対して，EWSによる気管支充填術
と自己血胸膜癒着術が奏功した1例

山村薫平，伊藤彰師，齋藤愛美，
森川彰大，横地佑磨，野木村茜，
工藤　妙，村橋　一，安藤雅樹，
森島徹朗，稲垣雅昭

日本集中治療医学会�第
3回東海北陸支部学術集
会（浜松）

2019.7

ICU管理を行ったメトホルミン関連
高度乳酸アシドーシスの一例

横地佑磨，伊藤彰師，齋藤愛美，
森川彰大，野木村茜，山村薫平，
香川沙織，工藤　妙，森島徹朗，
稲垣雅昭，村橋　一，安藤雅樹

日本集中治療医学会�第
3回東海北陸支部学術集
会（浜松）

2019.7

重度低肺機能患者の非内視鏡下閉鎖
孔ヘルニア手術に対して，脊髄くも
膜下硬膜外併用麻酔で管理を行った
一例

野木村茜，齋藤愛美，山村薫平，
稲垣雅昭，村橋　一，伊藤彰師

日本麻酔科学会東海北
陸支部第17回学術集会

（名古屋）

2019.9

救命救急センター指定前後における
3次救急搬送患者の変化

村橋　一，安藤雅樹，多田昌史，
大野貴之，三浦敏靖，稲垣雅昭

第47回日本救急医学会
総会学術集会（東京）

2019.10

救急外来における非ST上昇型急性
心筋梗塞が疑われる患者の診療実態
に関するサーベイ

狩野謙一，東　裕之，山田直樹，
松山　匡，本間洋輔，舩越　拓，
村橋　一，多田昌史

第47回日本救急医学会
総会学術集会（東京）

2019.10

A�comprehensive�validation�of�
very�early�rule-out�strategies�
for�non-ST-segment�elevation�
myocardial�infarction�in�emergency�
departments:�protocol�for�a�
multicenter�prospective�cohort�
study

Hiroyuki�Azuma,�Masaki�Ando,�
Takayuki�Ohno,�Masaaki�Inagaki,�
Toshiyasu�Miura,�Masafumi�Tada,�
Andrew�R.�Chapman,��
Nicholas�L.�Mills,�Hiroyuki�Hayashi,�
et.al

The�European�
Emergency�Medicine�
Congress�2019�
(PRAGUE�(Czech�
Republic))

2019.10

病院敷地内火災における多数傷病者
受け入れ体制の構築とその対応経験

小峠和希，村橋　一，安藤雅樹，
多田昌史，大野貴之，三浦敏靖，
稲垣雅昭

第22回日本救急医学会
中部地方会総会・学術
集会（浜松）

2019.11
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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
薬剤科 「患者向医薬品ガイド」と「くすり

のしおり」に記載された飲み忘れ対
応法の実態調査

岡本有紀子，工藤正治，中村康夫 第52回日本薬剤師会学
術大会（山口県下関市）

2019.10.13

CTRX脳症を発現した1例における
薬物血中濃度の解析

栗木駿輔，井上裕康，山田健太郎，
山下純世，西出景子，森下修行

第13回日本腎臓病薬物
療法学会学術集会・総
会（熊本県熊本市）

2019.11.17

看護部 排尿自立指導を開始して，現状と今
後の課題

宮下奈々，寺嶋真紀，西尾幸子，
濱川　隆，池上要介，今枝裕子，
谷口富士子，丸山哲史

第26回日本排尿機能学
会（東京）

2019.9.13

整形外科腹臥位手術における褥瘡発
生を引き起こす要因の分析

三輪明子，松井沙野佳，小塚亜矢 第58回全国自治体病院
学会（徳島県徳島市）

2019.10.24

研究会
演題・テーマ等 発表者氏名等 研究会の名称 年月日

循環器内科 EnSite�NavX�systemでAutoMapの
detection設定を変更することにより
心内膜側と心外膜側の興奮様式を描
出し得たMarshall�tract起源心房頻
拍の一例

関本　暁，白水真衣，宮田侑輝，
森野暁大，吉田孝幸，佐伯知昭，
村上善正

第53回アブレーション
カンファランス

2019.4.12

Ridge�related�reentryにおいて
Ridgeで記録される電位の検討

関本　暁，白水真衣，宮田侑輝，
森野暁大，吉田孝幸，佐伯知昭，
村上善正

30th�Arrhythmia�
associate

2019.5.29

Marshall�tract関連の心房頻脈性不
整脈の検討

関本　暁，白水真衣，宮田侑輝，
森野暁大，吉田孝幸，佐伯知昭，
村上善正

第12回臨床不整脈勉強
会（名古屋市）

2019.7.12

Macro�reentryとLocalized�reentry
を呈したRidge関連心房頻拍の2症
例

関本　暁，白水真衣，宮田侑輝，
森野暁大，吉田孝幸，佐伯知昭，
村上善正

第54回アブレーション
カンファレンス（名古屋
市）

2019.10.11

救急科 救命救急センター1年生として～現
状と課題～

安藤雅樹 平成30年度�愛知県病院
協会救急医療講演会

2019.1.8

災害時の医療のしくみ 安藤雅樹 令和元年度第2回名古
屋市立大学オープンカ
レッジ

2019.9.20

看護部 看護実践が見える看護記録に向けて
の取り組み

間瀬有里 平成30年度名古屋市立
病院師長研修

2019.1.18

入院料療養計画書と看護計画の連動
した内容記載についての関わり

纐纈万知代 平成30年度名古屋市立
病院師長研修

2019.1.18

他職種を巻き込んだ看護業務改善へ
の取り組み

前川　好 平成30年度名古屋市立
病院師長研修

2019.1.18

重症度，医療・看護必要度データー
の乖離率改善への取り組み

野田由孝 平成30年度名古屋市立
病院師長研修

2019.1.18

転倒転落アクシデント減少への取組
み

谷口富士子 平成30年度名古屋市立
病院師長研修

2019.1.18

ケアシートによる内服インシデント
を削減させる取り組み

小久保富樹子 平成30年度名古屋市立
病院師長研修

2019.1.18

EBNを有効に活用するためのトリ
アージテンプレートシートの導入

酒井稔子 平成30年度名古屋市立
病院師長研修

2019.1.18
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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 認知症ケアリンクナースのコンピテ

ンシー育成への働きかけ
森田　麗 平成30年度名古屋市立

病院師長研修
2019.1.18

感染対策の基本を定着させる取り組
み

冨田由利 平成30年度名古屋市立
病院師長研修

2019.1.25

慢性心不全患者への教育的関わり
―ACPの視点から―

平　愛 平成30年度名古屋市立
病院師長研修

2019.1.25

他科の一般内科入院患者に対する早
期退院支援介入を試みて

桂田久子 平成30年度名古屋市立
病院師長研修

2019.1.25

集中治療センターにおいて組織力を
高めるために

小塚亜矢 平成30年度名古屋市立
病院師長研修

2019.1.25

見える化で進める業務改善への取り
組み

井上しのぶ 平成30年度名古屋市立
病院師長研修

2019.1.25

休憩時間確保への取り組み 後藤るり子 平成30年度名古屋市立
病院師長研修

2019.1.25

看護職員各々の成長に繋がる研修評
価への取組み

前川美智代 平成30年度名古屋市立
病院師長研修

2019.1.25

入退院支援加算1にむけた退院支援
体制の充実

高垣晃子 平成30年度名古屋市立
病院師長研修

2019.1.25

新人看護職員　教育担当者研修 小崎　梓 第2回　院外研修報告会 2019.1.30

名古屋市主催　臨地実習指導者講習
会

長友優美，堀川春奈，村田祐子 平成30年度第2回　
院外研修報告会

2019.1.30

名古屋市中堅看護職員研修会　 坂川有希，岡田亜紀，高橋優子 平成30年度第2回　
院外研修報告会

2019.1.30

認定看護管理者教育課程　ファース
トレベル

小久保富樹子，野田由孝 平成30年度第2回　
院外研修報告会

2019.1.30

母乳育児支援を継続し毎月の母乳率
の差を縮小させる取組

成瀬由実 平成30年度
名古屋市立病院副師長
研修

2019.2.1

チーム全体で退院支援に取り組んで 鈴木里加 平成30年度
名古屋市立病院副師長
研修

2019.2.1

内服薬自己管理の活動を通して医療
安全体制の強化を図る

吉浦真由美 平成30年度
名古屋市立病院副師長
研修

2019.2.1

日勤の時間外記録削減の取り組み 吉川眞由美 平成30年度
名古屋市立病院副師長
研修

2019.2.1

身体抑制削減の取り組み 小出幹子 平成30年度
名古屋市立病院副師長
研修

2019.2.1

クリニカルパスの見直しと使用率を
上げる取り組み

相坂麻衣子 平成30年度
名古屋市立病院副師長
研修

2019.2.1

排尿ケアラウンド定着に向けての取
り組み

八橋一真 看護実践報告会 2019.2.8

ストーマリハビリテーションのチー
ムアプローチ

大塚　円 看護実践報告会 2019.2.8
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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 多職種による療養指導介入について

の取り組み
佐久間大介 看護実践報告会 2019.2.8

足に関心を持とう　～フットケア学
習会を通して～　

加藤千佳 看護実践報告会 2019.2.8

ナラティブエシックスを用いた看護
倫理の実践

佐橋里沙 看護実践報告会 2019.2.8

接触性皮膚障害の実態調査 木村敦子 看護実践報告会 2019.2.8

「やさしいケア」報告シート導入に
むけて

林　慧 看護実践報告会 2019.2.8

退院支援室の活動と今後の課題 浅野生帆 看護実践報告会 2019.2.8

5S活動を働きかけて 寺嶋真紀 主任研修発表会 2019.2.18

退院支援の取り組み　～入退院支援
加算1加算条件を満たす取り組み～

須貝浩子 主任研修発表会 2019.2.18

時間外削減に向けての業務改善
～リアルタイム記録ができる業務改
善を目指して～

福永友紀 主任研修発表会 2019.2.18

与薬ミスに対する取り組み 石川ちひろ 主任研修発表会 2019.2.18

時間外業務削減に向けた取り組み 鈴木真由美 主任研修発表会 2019.2.18

感染対策への意識付けに取り組んで 鬼頭暢子 主任研修発表会 2019.2.18

終末期においての家族支援の充実に
むけて

時田美穂 主任研修発表会 2019.2.18

災害対策のアプローチについて 中村能信 主任研修発表会 2019.2.18

手術室の専門性を高める各課担当の
システム強化

今浦瑞恵 主任研修発表会 2019.2.18

診療材料管理システムの構築をめざ
して

小出友紀子 主任研修発表会 2019.2.18

プロテクターの汚染度を可視化する
ことによる意識・行動変容

栗木　彩 第9回豊橋ライブデモン
ストレーションコース

2019.6.22

中堅看護職員研修会 阿部香子，栗木　彩，志村佳子 2019年度第1回院外研
修報告会

2019.9.3

認知症看護認定看護師教育課程 谷　知美 2019年度第1回院外研
修報告会

2019.9.3

認定看護管理者教育課程ファースト
レベル

谷口富士子 2019年度第1回院外研
修報告会

2019.9.3

家族関係が複雑な褥婦を地域へつな
げる為のスクリーニングの標準化

深尾康子 ケーススタディ発表会 2019.12.2

拘縮・円背のある高齢患者への褥瘡
予防のためのポジショニング方法

中島千景 ケーススタディ発表会 2019.12.2

巨大脳動脈瘤がある患者に対しての
効果的な排痰方法

平井瀬理 ケーススタディ発表会 2019.12.2

記憶障害のある患者におけるメモ
リーノートの導入

清水優美子 ケーススタディ発表会 2019.12.2

高齢糖尿病患者の食事療法に関する
行動変容に有効な看護支援

大原夕美子 ケーススタディ発表会 2019.12.2



― 67 ―

名古屋市立病院紀要　第42巻　2019年
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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 長期入院患者への看護

～意思決定を必要とする患者への関
わり～

小林めぐみ ケーススタディ発表会 2019.12.2

認知症患者のアパシーに対する看護 新村奈央 ケーススタディ発表会 2019.12.2

人生の最終段階における医療・ケア・
家族指導について

山田圭祐 ケーススタディ発表会 2019.12.2

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

循環器内科 今こそ降圧目標を達成する！～健康
寿命の延伸をめざして～

山下純世 名古屋内科医会　第563
回例会

2019.2.16

心房細動の最近の治療　～抗不整脈
薬とアブレーション～

村上善正 千種区医師会講演 2019.2.27

当院救命救急センターへ搬送された
CPA症例についての検討と今後の展
望

蓮尾隆博 第3回心疾患フォーラム
（名古屋市）

2019.3.7

ACSに対するOrsiro�stentの使用経
験

蓮尾隆博 Orsiro座談会
Thinnest�DES�Forum�in�
Tokai

2019.3.12

そのdo処方，本当に安心・安全か？～ 山下純世 高齢者の心房細動を考
える

2019.3.27

超高齢社会における最適な心房細動
治療を考える

村上善正 知多厚生病院合同カン
ファレンス講演

2019.5.9

当院救命救急センターへ搬送された
CPA症例についての検討および動脈
硬化･残余リスクへの挑戦

蓮尾隆博 循環器内科若手医師勉
強会

2019.5.21

生活習慣病とその予防②～高血圧～ 山下純世 イーブルなごや名古屋
市立大学連携講座

2019.6.3

当院救命救急センターへ搬送された
CPA症例についての検討と今後の展
望

蓮尾隆博 名古屋東部循環器
フォーラム

2019.7.17

容易に冠動脈解離を形成し難渋した
症例

蓮尾隆博 名市大若手の会 201.7.26

厳格降圧療法時代，今こそ多職種連
携で挑む！

山下純世 高齢者トータルケア�
－日本人の血圧マネジ
メント－

2019.9.27

高血圧診療，令和モードにupdateす
る！

山下純世 これからの高血圧治療
を考える会�in�名東

2019.9.28

高血圧治療ガイドライン2019を読み
解く

山下純世 第476回　新城市医師会
学術講演会

2019.10.16

最近，居眠りしませんか？ 山下純世 TAKEDA�Hypertension�
Forum�in�NAGOYA

2019.11.14

歯科領域と循環器領域の接点を考え
る

村上善正 千種区名東区合同歯科
医師会講演会

2019.12.5

心室中隔欠損症に合併した感染性心
内膜炎の一例

鈴木馨都 心不全地域連携の会 2019.12.17
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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
循環器内科 徐脈性心房細動の一例 児玉　彩 心不全地域連携の会 2019.12.17

入退院を繰り返す心不全患者に，心
房細動アブレーションが著効した一
例

橋本朋美 心不全地域連携の会 2019.12.17

難治性心室細動による院外心肺停止
に対し体外循環式心肺蘇生を施行し
社会復帰し得た一例

蜂矢健太 心不全地域連携の会 2019.12.17

糖尿病と循環器疾患 山下純世 糖尿病教室 2019.1.22

糖尿病と循環器疾患 山下純世 糖尿病教室 2019.3.12

糖尿病と循環器疾患 山下純世 糖尿病教室 2019.5.14

糖尿病と循環器疾患 山下純世 糖尿病教室 2019.6.11

糖尿病と循環器疾患 山下純世 糖尿病教室 2019.7.9

脳神経外科 脳神経外科救急マニュアル 大野貴之 研修医スキルアップ講
座

2019.7.3

より低侵襲になる脳神経外科手術，
脳血管内治療

打田　淳 名古屋市立東部医療セ
ンター
第167回　市民講座

2019.11.20

めまいで発症し,くも膜下出血と脳梗
塞を来した前大脳動脈解離の1例

林　裕樹 第19回脳卒中フォーラ
ム

2019.11.27

血栓回収療法62症例から見えた日々
の診療こそが脳梗塞を減らすワケ

大石龍矢 第18回脳卒中フォーラ
ム

2020.6.26

薬剤科 薬のはなし 近藤るびい 糖尿病教室 2019.1.25

薬のはなし 近藤るびい 糖尿病教室 2019.3.15

薬剤科について 森下修行 新臨床研修医オリエン
テーション

2019.4.11

当院における抗菌薬の使い方の検討 工藤正治 感染対策研修会 2019.5.17

薬のはなし 近藤るびい 糖尿病教室 2019.5.17

薬のはなし 近藤るびい 糖尿病教室 2019.6.14

抗がん剤投与管理・暴露対策 齋藤彩子 名市大連携病院合同�
化学療法勉強会

2019.6.19

麻薬の取扱，インスリン製剤について 森下修行 新人看護職員研修 2019.7.5

薬のはなし 近藤るびい 糖尿病教室 2019.7.12

不眠・不穏時の薬剤 野田雅人 病棟学習会 2019.8.5

RAの薬物治療と関節手術 永谷祐子 千種区薬剤師会講演会 2019.9.19

輸液のきほん 野田雅人 病棟学習会 2019.9.25

ちょっと気になる睡眠薬の話 栗木俊輔 認知症ケアチーム研修会 2019.9.27

褥瘡治療薬�
～種類と使い方～

阿知波侑子 褥瘡対策学習会 2019.10.2

薬剤性アナフィラキシーについて 土屋翔子 医療安全研修会 2019.10.9

不眠・不穏時の薬剤 野田雅人 医療安全研修会 2019.10.9

薬のはなし 近藤るびい 糖尿病教室 2019.10.11

循環薬剤の管理 野田雅人 病棟学習会 2019.11.7

抗菌薬の選び方 工藤正治 感染対策研修会 2019.11.20
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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
薬剤科 薬のはなし 近藤るびい 糖尿病教室 2019.12.13

循環薬剤の管理 野田雅人 病棟学習会 2019.12.17

乳がんの薬物療法 土屋翔子 病棟学習会 2019.12.20

回数 演題名 講演者名 参加人数 年月日
市民健康講座 第159回 がんになっても自分らしく過ごすた

めに
がん性疼痛看護
認定看護師　柴田真智子

76名 2019.1.16

第160回 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理学療法士
庄田好孝

97名 2019.3.20

第161回 放っておくと怖い耳の病気
―難聴・めまい・顔面神経麻痺

病院長　村上信五 153名 2019.4.18

第162回 下肢静脈瘤のおはなし
―足の血管のぼこぼこ気になりませ
んか？―

第二心臓血管外科部長　水野明宏 180名 2019.5.15

第163回 令和時代の糖尿病診断 内分泌内科部長　赤尾雅也
栄養管理科副部長　豊福千夏

140名 2019.6.19

第164回 乳がんってこわいの？乳がん検診は
受けなきゃいけないの？
～乳がんを正しく知って，安心して
すごすために～

乳腺・内分泌外科部長　三田圭子 75名 2019.7.17

第165回 今からでも間に合う健康寿命の延ば
し方
～6つの習慣で生き生き100年人生～

第一心臓血管外科部長　浅野実樹 150名 2019.9.18

第166回 口が弱ると身体も弱る～「オーラル
フレイル」と「フレイル」
お口，弱っていませんか？

摂食嚥下認定看護師　�竹内久子�
安藤みゆき

105名 2019.10.16

第167回 より低侵襲性になる脳外科手術　
―脳血管内治療―

第一脳神経外科　打田　淳 71名 2019.11.20



― 70 ―

名古屋市立病院紀要　第42巻　2019年

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29年 平成30年 令和元年

年間計　4564 年間計　4859 年間計　4867

全身麻酔�
（再掲）

2255

緊急手術�
（再掲）

679

全身麻酔�
（再掲）

2270

緊急手術�
（再掲）

739

全身麻酔�
（再掲）

2303

緊急手術�
（再掲）

649

■内視鏡件数�
平成31年1月～令和元年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 175 221 212 210 204 226 227 217 195 256 204 168 2,515
下部消化管 110 141 133 140 120 141 143 108 113 138 139 95 1,521

気管支 9 12 6 7 11 12 14 10 8 13 8 1 111
胆管 28 16 15 36 28 32 32 23 26 19 20 16 291

その他/カプセル 2 1 1 1 4 3 3 2 0 1 2 0 20
計 324 391 367 394 367 414 419 360 342 427 373 280 4,458

■血管撮影等件数�
平成31年1月～令和元年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 43 40 35 35 34 30 28 38 33 33 27 14 390
PCI 16 18 11 15 19 19 15 11 13 14 17 10 178

アブレーション 15 13 21 17 20 23 18 21 14 22 17 18 219
ペースメーカー等 17 19 5 9 13 11 8 9 8 3 4 3 109

冠動脈CT 19 34 29 25 18 25 23 21 25 27 24 27 297

脳
診断 7 5 5 7 11 3 9 6 1 4 0 4 62
IVR 8 6 5 14 6 11 9 7 5 6 3 5 85

計 125 135 111 122 121 122 110 113 99 109 92 81 1,340

■分娩件数�
平成31年1月～令和元年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
20 17 29 8 20 19 22 18 20 16 24 28 241
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【各診療科の主な手術実績】平成31年1月1日～令和元年12月31日

【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 212
心房中隔穿刺，心外膜アプローチ その他

186 26

経皮的冠動脈ステント留置術 146
急性心筋梗塞 不安定狭心症 その他

54 21 71

経皮的冠動脈形成術 19
急性心筋梗塞 高 速 回 転 式 経 皮 経 管�

アテレクトミーカテーテル 不安定狭心症 その他

7 1 1 10

ペースメーカー移植術 33
リードレス 経静脈電極

3 30
ペースメーカー交換術 4
両心室ペースメーカー移植術 1
両心室ペースメーカー交換術 1

植込型除細動器移植術 6
経静脈リードを用いるもの） 皮下植込型リード

3 3
植込型除細動器交換術 3
両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術 2
両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 2
体外ペースメーキング術 6
四肢の血管拡張術・血栓除去術 22
経皮的冠動脈血栓吸引術 2
経皮的僧帽弁拡張術 1
腎血管性高血圧症手術（経皮的腎血管拡張術） 1

経皮的カテーテル心筋焼灼術, 
212

経皮的冠動脈
ステント留置術, 146

ペースメーカー移植術, 33

四肢の血管拡張術・
血栓除去術, 22
除去術, 22

経皮的冠動脈形成術,19 
循環器内科
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【消化器内科】
術式・症例など 計 （再掲）

胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術，腹腔鏡下
胃瘻造設術を含む） 12 　

下部消化管ステント留置術 5

肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（その他のもの） 7 2cm以内 2cm超
6 1

胸水・腹水濾過濃縮再静注法 12 　
経皮経肝胆管ステント挿入術 2
経皮的肝膿瘍ドレナージ術 4
経皮的胆管ドレナージ術 2
経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 1

血管塞栓術（頭部，胸腔，腹腔内血管等） 22 止血術 選択的動脈化学塞栓術 その他
5 16 1

小腸・結腸狭窄部拡張術（内視鏡） 1
小腸結腸内視鏡的止血術 11
食道・胃静脈瘤硬化療法（内視鏡） 2
食道ステント留置術 2
食道狭窄拡張術（拡張用バルーン） 7
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 18
胆嚢外瘻造設術 23
超音波内視鏡下瘻孔形成術（腹腔内膿瘍） 5
内視鏡的胃，十二指腸ステント留置術 11
内視鏡的胃，十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期
悪性腫瘍粘膜） 29 早期悪性腫瘍ポリープ 早期悪性腫瘍粘膜下層 その他

1 24 4
内視鏡的消化管止血術 64
内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 17

内視鏡的食道粘膜切除術（早期悪性腫瘍） 9 粘膜切除術 粘膜下層剥離術 その他
1 5 3

内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 300 長径2cm未満 長径2cm以上
250 50

内視鏡的胆道ステント留置術 49
内視鏡的胆道拡張術 4

内視鏡的胆道結石除去術 9 胆道砕石術 その他
0 9

内視鏡的乳頭切開術 83 乳頭括約筋切開 胆道砕石術
73 10

内視鏡的膵管ステント留置術 11

【腎臓内科】
実施術式 計 （再掲）

前腕内シャント設置術 17

消化器内科

内視鏡的大腸ポリープ・
粘膜切除術, 300

内視鏡的乳頭切開術, 83 内視鏡的消化管止血術, 64 

内視鏡的
胆道ステント留置術, 49

内視鏡的胃、
十二指腸ポリープ・粘膜切除術
（早期悪性腫瘍粘膜）, 29
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【外科】
実施術式 計 （再掲）

結腸切除術（小範囲切除） 6 　
直腸切除・切断術（低位前方切除術） 2
腹腔鏡下直腸切除術 7
胆嚢悪性腫瘍手術（胆嚢に限局するもの（リンパ節
郭清を含む）） 1

膵体尾部腫瘍切除術（リンパ節・神経叢郭清等を伴
う腫瘍切除術） 3

膵体尾部腫瘍切除術（膵尾側切除術（腫瘍摘出術を
含む）） 1

膵頭部腫瘍切除術（リンパ節・神経叢郭清等を伴う
腫瘍切除術） 5

膵頭部腫瘍切除術（血行再建を伴う腫瘍切除術） 2
膵頭部腫瘍切除術（周辺臓器の合併切除を伴う腫瘍
切除術） 1

膵頭部腫瘍切除術（膵頭十二指腸切除術） 1
食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術併施）（腹部の操作） 2
食道癌　ESD 2
食道切除再建術（胸部，腹部の操作） 1
食道切除再建術（頸部，胸部，腹部の操作） 7
小腸切除術（悪性腫瘍手術） 2
バセドウ甲状腺全摘（亜全摘）術（両葉） 1
結腸切除術（結腸半側切除） 3
結腸切除術（全切除，亜全切除又は悪性腫瘍手術） 13
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 41
腹腔鏡下結腸切除術 7
腹腔鏡下直腸低位前方切除術 13

肝切除術 4 区域切除 部分切除
1 3

腹腔鏡下肝切除術（部分切除） 1
腹腔鏡下肝部分切除術 2
胃切除術（悪性腫瘍手術） 15
胃全摘術（悪性腫瘍手術） 4
腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術） 9
CVポート抜去 2
CVポート留置術 27
リンパ節摘出術（長径3cm未満） 4
胃局所切除術 2
胃腸吻合術（ブラウン吻合を含む） 3
胃縫合術（大網充填術又は被覆術を含む） 4
胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術を含む） 3
気管切開術 1
急性汎発性腹膜炎手術 10
抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用埋込型カテーテル
設置（頭頸部その他） 3

試験開腹術 7
痔核手術（根治手術） 5
小腸切除術（悪性腫瘍手術以外の切除術） 6
食道縫合術（穿孔，損傷）（開胸手術） 1
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実施術式 計 （再掲）
人工肛門形成術（その他） 2
人工肛門形成術（開腹を伴う） 1
人工肛門造設術 19
人工肛門閉鎖術（腸管切除を伴う） 7
鼠径ヘルニア手術 30 　
大腿ヘルニア手術 1
胆嚢摘出術 3
中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置（頭頸部その他） 8
腸管癒着症手術 4
腸閉塞手術（小腸切除）（悪性腫瘍手術以外の切除術） 2
腸閉塞手術（腸管癒着症手術） 8
腹腔鏡下胃，十二指腸潰瘍穿孔縫合術 11
腹腔鏡下胃局所切除術 1
腹腔鏡下人工肛門造設術 2
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側） 71
腹腔鏡下胆嚢摘出術 70
腹腔鏡下虫垂切除術 72
腹腔鏡下腸管癒着剥離術 10
腹腔鏡下直腸高位前方切除術 1
腹腔鏡下直腸脱手術 3
腹壁瘢痕ヘルニア手術 3

【外科（続き）】

外科
腹腔鏡下虫垂切除術,72 

腹腔鏡下
鼠径ヘルニア手術
（両側）, 71

腹腔鏡下胆嚢摘出術, 70

腹腔鏡下
結腸悪性腫瘍切除術, 41鼠径ヘルニア手術, 30
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【呼吸器外科】
実施術式 計 （再掲）

肺悪性腫瘍手術 38
気管支形成を伴う

肺切除
肺葉切除又は�

これに満たない 胸腔鏡下

1 4 33
胸腔鏡下縦隔腫瘍切除術 1
縦隔悪性腫瘍手術

1
胸腔鏡下胸膜生検術
胸腔鏡下肺切除術 23

【乳腺外科】
実施術式 計 （再掲）

乳腺悪性腫瘍手術 24
単純乳房切除術�

（乳腺全摘術）

乳房切除術
（胸筋切除を
併施しない）

乳房切除術
（腋窩部郭清
を伴わない）

乳房部分切除術
（腋窩部郭清
を伴わない）

2 5 8 9
乳腺腫瘍摘出術（長径5cm未満） 5 　

呼吸器外科

肺悪性腫瘍手術, 38

胸腔鏡下肺切除術, 23

乳腺外科

乳腺悪性腫瘍手術, 24

乳腺腫瘍摘出術
（長径５ｃｍ未満）, 5
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【心臓血管外科】
実施術式 計 （再掲）

ステントグラフト内挿術 52
胸部大動脈 腹部大動脈 腸骨動脈

22 22 8

冠動脈，大動脈バイパス移植術 26
1吻合 2吻合以上 人工心肺不使用�

（2吻合以上）
2 16 8

心室中隔欠損閉鎖術 2
単独 右室流出路形成を伴う

1 1
心腫瘍摘出術（単独） 2
心膜縫合術 1
バルサルバ洞動脈瘤手術（単独） 1

大動脈瘤切除術 38

上行大動脈
（大動脈弁置換形

成・冠動脈再建）

上行大動脈
（その他）

上行大動脈及
び弓部大動脈
の同時手術

胸腹部�
大動脈 その他

1 14 8 1 14

弁形成術・弁置換術 20
形成術 置換術

1弁 2弁 1弁 2弁
2 3 14 1

動脈形成術，吻合術（その他の動脈） 4
動脈血栓摘出術（その他）（観血的） 6
動脈血栓内膜摘出術（その他） 1
動脈塞栓除去術（その他）（観血的） 2

下肢静脈瘤血管内焼灼術等 109
下肢静脈瘤血管内

焼灼術
前腕内シャント�

設置術

血管移植術，バイ
パス移植術

（その他の動脈）
91 11 7

試験開心術 5
脊髄ドレナージ術 7

心臓血管外科

下肢静脈瘤血管内
焼灼術等, 109

ステントグラフト内挿術, 52

大動脈瘤切除術, 38

冠動脈、
大動脈バイパス移植術, 26

弁形成術・
弁置換術, 20
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【整形外科】
実施術式 計 （再掲）

一時的創外固定骨折治療術 25

骨切り術 6
足 下腿
3 3

骨盤骨折観血的手術（腸骨翼骨折を除く） 7

関節鏡下関節内骨折観血的手術 17
手 膝
11 6

人工関節再置換術（股） 5

人工関節置換術 108
股 膝 肘
50 57 1

人工骨頭挿入術 100
肩 股 足
3 96 1

骨折観血的手術 355
鎖骨 上腕 前腕 手（舟状

骨を除く）
手（舟
状骨）

指�
（手，足）大腿 膝蓋骨 下腿 足 その他

29 41 46 13 1 12 147 14 28 23 1

関節内骨折観血的手術 108
肩 肘 手 指（手，足） 股 膝 足
5 19 34 3 12 14 21

観血的整復固定術（インプラント周囲骨折）（大腿） 9

骨折経皮的鋼線刺入固定術 27
上腕 前腕 手 指 下腿 足

7 1 2 15 1 1

骨内異物（挿入物）除去術 173
鎖骨 上腕 前腕 手 指（手，足） 大腿 膝蓋骨 下腿 足 その他
23 18 56 12 18 3 5 32 5 1

アキレス腱断裂手術 5
アキレス腱縫合 2
関節滑膜切除術（関節鏡下）（膝） 10
関節形成手術（指（手，足）） 8
手根管開放手術（関節鏡下） 17
筋膜減張切開（コンパートメント症候群） 1

胸腰椎後方固定 5

胸腰椎経皮的
後方固定術

（TH7-L2）

胸腰椎後方固定
（Th11-L2）
L1/2椎間板ヘル
ニア摘出�L1椎

体形成

胸腰椎後
方固定術

（Th12-L3）
�椎体形成�

自家骨移植

胸腰椎後方
除圧固定術
（TH8-L3）

胸椎後方除
圧固定術

（TH2-6），
血腫除去

1 1 1 1 1

経皮的椎体形成術 10

経皮的
椎 体
形成術

頚椎後方
除圧固定
（C4-6）

頚椎後
方除圧
固定術

（C4/5）
自家骨
移植

頚 椎�
椎間孔�
拡大術

頚椎椎
弓形成�

（C2-6），�
両C4/5
椎間孔
拡大

頚椎椎弓
形 成 術
（C3-7）

頚椎椎
弓切除
C3-7

腰椎経皮
的 後 方�
固 定 術�
（L3-5）

腰椎後方
除圧固定�
（L4/5�
TLIF）
自家骨
移植

腰椎除圧術
（3椎間）

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

腰椎椎間板ヘルニア摘出術・腰椎椎弓切除 4
腰椎椎間板ヘルニア

摘出術・腰椎椎弓切除
腰椎椎弓切除�

（3椎弓）
腰椎椎弓切除，�

血腫除去
2 1 1

脊椎固定術 36
後方椎体固定 後方又は後側方固定 前方椎体固定

21 14 1

椎間板摘出術（後方摘出術） 29
椎間板摘出術

（後方摘出術） 椎弓形成手術 椎弓形成術�
（2椎間） 椎弓切除術

3 22 1 3
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実施術式 計 （再掲）

四肢切断術 18
指（手，足） 大腿 下腿 足

5 3 8 2

四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 8
前腕 手

3 5

【整形外科（続き）】

整形外科

骨折観血的手術, 355

骨内異物（挿入物）
除去術, 173

人工関節置換術, 108

関節内骨折観血的手術, 
108 

人工骨頭挿入術, 
100
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【脳神経外科】
実施術式 計 （再掲）

水頭症手術 6
シャント手術 脳室穿破術（神経内視鏡手術

によるもの）
5 1

穿頭脳室ドレナージ術 11
定位的脳内血腫除去術 1
頭蓋骨形成手術（頭蓋骨のみ） 2

頭蓋内血腫除去術（開頭） 26
脳内 硬膜下 硬膜外
10 15 1

頭蓋内腫瘍摘出術 19
内視鏡下経鼻的下垂体腫瘍摘出術

17 2
動脈形成術，吻合術（頭蓋内動脈） 2 　
動脈血栓内膜摘出術（内頸動脈） 4

脳動脈瘤流入血管クリップ 8
開頭して行うもの 1箇所 2箇所以上

1 6 1
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 39

脳神経外科

慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術, 39

頭蓋内血腫除去術（開頭）, 26
頭蓋内腫瘍摘出術, 19

穿頭脳室ドレナージ術, 11

脳動脈瘤流入血管クリップ, 8 
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【皮膚科】
実施術式 計 （再掲）

デブリードマン 2
100cm2以上300cm2未満 100cm2未満

1 1
陥入爪手術（簡単） 1

全層，分層植皮術 3
25cm2以上100cm2未満 100cm2以上200cm2未満 200c㎡以上

1 1 1

皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部） 12
2cm未満 2cm以上4cm未満 4cm以上

5 5 2

皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部以外） 14
3cm以上6cm未満 6cm以上

5 9
皮膚悪性腫瘍単純切除術 15
皮膚切開術 2
皮膚切開術（長径20cm以上） 1
皮膚皮下粘膜下血管腫摘出 1

皮膚科

皮膚悪性腫瘍
単純切除術, 15

皮膚、皮下腫瘍摘出術
（露出部以外）, 14

皮膚、皮下腫瘍
摘出術（露出部）, 12

全層、分層植皮術, 3

デブリードマン, 2
皮膚切開術, 2
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【泌尿器科】
術式・症例など 計 （再掲）

経尿道的尿路結石除去術 141

膀胱悪性腫瘍手術 92
全摘 経尿道的

5 87
経尿道的レーザー前立腺切除術 34
経尿道的前立腺手術 14
経尿道的尿管ステント留置術 9
経皮的腎（腎盂）瘻造設術 14
経皮的尿路結石除去術 10

陰嚢水腫手術（交通性陰嚢水腫手術） 8
交通性陰嚢水腫手術 その他

1 7
腎（尿管）悪性腫瘍手術 9
精巣悪性腫瘍手術 3
精巣摘出術 12
尿失禁手術（その他のもの） 6
尿道狭窄内視鏡手術 7
腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術 16
腹腔鏡下腎摘出術 2
腹腔鏡下腎部分切除術 2
腹腔鏡下腎盂形成手術 3
腹腔鏡下仙骨膣固定術 32
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 28
腹腔鏡下腹腔内停留精巣摘出術 1
腹腔鏡下尿膜管摘出術 3
腹腔鏡下副腎摘出術 1
腹腔鏡下膀胱全摘除術 5
腹腔鏡下内精巣静脈結紮術 1
膀胱結石摘出術（経尿道的手術） 20
膀胱脱手術 30
膀胱瘻造設術 2
膀胱腟瘻閉鎖術 2
膀胱単純摘除術（その他） 1
包茎手術（環状切除術） 13
女子尿道脱手術 2
尿道悪性腫瘍摘出術（摘出） 1
尿道悪性腫瘍摘出術（内視鏡） 1
前立腺悪性腫瘍手術 1
中心静脈栄養用植え込み型カテーテル留置 5 　
停留精巣固定術 7
腎盂形成手術 3
水圧拡張術 1
精管切断，切除術（両） 1
腎摘出術 1
経尿道的尿管狭窄拡張術 1
経尿道的電気凝固術 9
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術式・症例など 計 （再掲）
経尿道的尿管ステント抜去術 1
経尿道的腎盂尿管凝固止血術 3
右腎瘻交換 1
右尿管口デフラックス注入術 3
外尿道腫瘍切除術 6

【泌尿器科（続き）】

泌尿器科

経尿道的尿路結石除去術, 141

膀胱悪性腫瘍手術, 92

経尿道的レーザー前立腺切除術, 34腹腔鏡下仙骨膣固定術, 32 

膀胱脱手術, 30
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東部医療センター　医療活動に関する実績

【産婦人科】
実施術式 計 （再掲）

子宮附属器腫瘍摘出術（両）（腹腔鏡） 137
腹腔鏡下腟式子宮全摘術 103
子宮筋腫摘出（核出）術（腹式） 43
帝王切開術（選択帝王切開） 38
子宮頸部（腟部）切除術 34
腹腔鏡下子宮筋腫摘出（核出）術 31
子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術 29
子宮内膜掻爬術 27
腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 27
子宮全摘術 25
子宮外妊娠手術（腹腔鏡） 19
帝王切開術（緊急帝王切開） 16
流産手術（妊娠11週まで） 16
子宮鏡下子宮筋腫摘出術 15
子宮附属器癒着剥離術（両）（腹腔鏡） 9
子宮鏡検査 7
子宮附属器悪性腫瘍手術（両） 5
子宮附属器腫瘍摘出術（両）（開腹） 5
卵管全摘除術（両）（腹腔鏡） 5
子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術 4
子宮頸部異形成上皮レーザー照射療法 4
子宮息肉様筋腫摘出術（腟式） 3
子宮内容除去術（不全流産） 3
限局性腹腔膿瘍手術（その他） 2
子宮悪性腫瘍手術 1
子宮外妊娠手術（開腹） 1
子宮頸管ポリープ切除術 1

産婦人科

子宮附属器腫瘍摘出術（両）（腹腔鏡）, 137

腹腔鏡下腟式子宮全摘術,
 103
子宮筋腫摘出（核出）術
（腹式）, 43

帝王切開術（選択帝王切開）, 38子宮頸部（腟部）切除術, 34
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【眼科】
実施術式 計 （再掲）

水晶体再建手術（眼内レンズを挿入する場合） 564
硝子体内注射 266
トリアムシノロン後部テノン嚢下注入術 27
硝子体注入・吸引術 22
硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含むもの） 21
眼瞼下垂症手術 11
テノン氏嚢内注射 8
虹彩整復・瞳孔形成術 8
霰粒腫摘出術 5
翼状片手術（弁の移植を要するもの） 4
水晶体再建手術（眼内レンズを挿入しない場合） 3
眼瞼結膜腫瘍手術 1
眼瞼内反症手術 1
結膜異物除去 1
硝子体茎顕微鏡下離断術（その他のもの） 1
硝子体置換術 1
増殖性硝子体網膜症手術 1
瞳孔形成術 1
網膜復位術 1
緑内障手術（流出路再建術） 1
緑内障手術（濾過手術） 1

眼科
水晶体再建手術
（眼内レンズを挿入する場合）, 
564

硝子体内注射, 266

トリアムシノロン後部
テノン嚢下注入術, 27

硝子体注入・吸引術, 22

硝子体茎顕微鏡下離断術
（網膜付着組織を含むもの）, 21
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東部医療センター　医療活動に関する実績

【耳鼻いんこう科】
術式・症例など 計 （再掲）

鼻内副鼻腔手術 51
Ⅰ型 Ⅲ型 Ⅳ型

1 45 5
口蓋扁桃摘出術 24 　
乳突削開術 24
顔面神経減圧術 15
アデノイド切除術 14
顔面神経麻痺形成手術 9
気管切開術 9
鼓室形成手術 9
鼻中隔矯正術 7
鼓膜チューブ挿入術 6
喉頭，声帯ポリープ切除術 6
耳下腺腫瘍摘出術 6
リンパ節摘出術 5
鼓膜形成手術 5
顔面神経減荷術 3
顔面静的再建術 3
鼻副鼻腔腫瘍摘出術 3
翼突管神経切除術 3
外鼻形成術 2
眼窩骨折観血的手術 2
右顔面吊り上げ術，右下眼瞼切除術 1
右顔面神経鞘腫 1
顔面神経静的再建術 1
鼓膜穿孔閉鎖術 1
鼻骨骨折整復術 1
鼻中隔穿孔整復術 1
鼻中隔穿孔閉鎖術 1
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 1
頸部郭清術 1

耳鼻いんこう科

鼻内副鼻腔手術, 51

口蓋扁桃摘出術, 24

乳突削開術, 24
顔面神経減圧術, 15

アデノイド切除術, 14
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著書

著書名 著者名 発行所 年月日
産婦人科 産科婦人科疾患最新の治療，2019-

2021
G.腫瘍と類腫瘍　③子宮の腫瘍と類
腫瘍　ⓐ子宮筋腫

荒川敦志 南江堂 2019.5.15

発表論文
題　名 著者名 雑誌名 年月日

消化器内科 C型肝炎に対するsofosbuvir-based　
therapyの肝機能，脂質・糖質代謝，
腎機能に及ぼす影響

木村吉秀，山口彩菜，田中　翔，
寺島明里，小野　聡，内田絵理香，
山東元樹，野村智史，小島尚代，
平野敦之，森　義徳，土田研司，
妹尾恭司

名古屋市立病院紀要41 2019

血液･腫瘍内科 Plasma�cell�myeloma�positive�for�t�
(14;20)�with�relapse�in�the�central�
nervous�system.

Murase�T,�Inagaki�A,�Masaki�A,�
Fujii�K,�Narita�T,�Ri�M,�Hanamura�I,�
Iida�S,�Inagaki�H.

J�Clin�Exp�Hematop.�
2019;�59(3):�135-139

2019.9.30

内分泌・糖尿病
内科

不育症 今枝憲郎，尾崎康彦，杉浦真弓 産科と婦人科第86巻増
刊号　143～148頁
Obstet.�Gynecol.�(Tokyo)�
Vol.86�Suppl

2019.4.4

NASHとSGLT2阻害薬 今枝憲郎 名古屋内科医会会誌　
153巻　23-36頁

2019

ペムブロリズマブ投与後に甲状腺ク
リーゼを発症した1例

伊藤峻介，青谷大介，清水優希，
早川暁子，加藤春佳，栫　昭太，
長谷川千恵，堀田明沙美，小川健人，
八木崇志，小山博之，田中智洋

日本内分泌学会誌　95
巻増刊号　45-47頁

2019.6

腎臓・透析内科 維持透析療法を要した自己免疫性肝
炎による胆汁円柱腎症に伴う肝腎症
候群の一剖検例

宮口祐樹，小林瑞穂，家田研人，
市原詩恵，菅　憲広，高橋　智

病理と臨床　37巻9号
911頁～918頁

2019.8

産婦人科 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

高木七奈，川端俊一，柴田金光 臨床婦人科産科　73巻　�
6号　598-602頁

2019.6

放射線診断科 The�impact�of�radiomics�in�
predicting�oncologic�behavior�of�the�
thymic�epithelial�tumors.

Ozawa�Y,�Hara�M,�Shibamoto�Y. Mediastinum�2019;�3:27.�
doi.org/10.21037/med.

2019.6.3

Transient�increases�in�serum�α �
fetoprotein�and�protein�induced�
by�vitamin�K�antagonist�II�levels�
following�proton�therapy�does�not�
necessarily�indicate�progression�of�
hepatocellular�carcinoma.

Yoshida�M,�Ogino�H,�Iwata�H,�
Hattori�Y,�Hashimoto�S,�Nakajima�K,�
Sasaki�S,�Hara�M,�Sekido�Y,
Mizoe�JE,�Shibamoto�Y.

Oncol�Lett.�2019�Mar;�
17(3):�3026-3034.�
doi:�10.3892/ol.2019.9922.�
Epub�2019�Jan�11.�
PMID:�30854081

2019.3

Visibility�of�the�hilar�lymph�
nodes�using�advanced�virtual�
monoenergetic�low-keV�images�
for�preoperative�evaluation�of�lung�
cancer.

Sekiguchi�T,�Ozawa�Y,�Hara�M,�
Nakagawa�M,�Goto�T,�Shibamoto�Y.

Br�J�Radiol.�2019�Aug�
20:�20180734.�
doi:�10.1259/bjr.20180734.��
[Epub�ahead�of�print]

2019.8
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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
消化器内科 胆膵疾患の内視鏡診断・治療におけ

る改良版ガイドワイヤーの臨床的有
用性

林　香月，近藤　啓，平野敦之，
内藤　格，宮部勝之，吉田道弘，
堀　寧，加藤晃久，浅野　剛，
西　祐二，片岡洋望，神野成臣，
夏目まこと，加地謙太

第97回日本消化器内視
鏡学会総会（東京）

2019.6.1

食道原発のperipheral�T-cell�
lymphoma�not�otherwise�specified�
(PTCL-NOS)の1例

稲垣　淳，楠本　茂，丸茂義晃，
森芙美子，正木彩子，平野敦之，
森　義徳，稲垣　宏，飯田真介�
名古屋市立西部医療センター　血液
腫瘍内科，消化器内科

第59回日本リンパ網内
系学会総会（島根）

2019.6.29

当院における切除不能進行・再発胃
癌に対するニボルマブ療法の検討

小野　聡，森　義徳，妹尾恭司 日本消化器病学会東海
支部第131回例会（名古
屋）

2019.12.7

当院における肝がん陽子線治療の検
討

木村吉秀，小島尚代，妹尾恭司 日本消化器病学会東海
支部第131回例会（名古
屋）

2019.12.7

局所進行膵癌に対するS-1併用陽子
線治療の有用性

平野敦之，土田研司，妹尾恭司． 日本消化器病学会東海
支部第131回例会（名古
屋）

2019.12.7

多発脾腫瘍を認め脾摘出術を行い
脾Sclerosing�angiomatoid�nodular�
transformation,脾peliosisの合併と
診断した一例

冨田優作，山東元樹，山口彩奈，
小野　聡，田中　翔，寺島明里，
内田絵理香，野村智史，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130回例会（磐田）

2019.6.8

早期irAEによるニボルマブ中止後
も長期の治療効果を認めた胃癌の一
例

冨田優作，森　義徳，金岩弘樹，
山口彩奈，田中　翔，寺島　明里，
小野　聡，内田絵理香，野村智史，
小島尚代，平野敦之，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131回例会（名古
屋）

2019.12.7

クロンカイト・カナダ症候群が疑わ
れた消化管ポリポーシスの一例

金岩弘樹，小島尚代，冨田優作，
田中　翔，寺島明里，小野　聡，
内田絵理香，野村智史，平野敦之，
森　義徳，木村吉秀，土田研司，
妹尾恭司

第62回日本消化器内視
鏡学会東海支部例会（名
古屋）

2019.12.21

胃がん診療の現況～検診から集学的
治療まで～

妹尾恭司 第70回名古屋市立大学
医学会総会（名古屋）

2019.12.8

循環器内科 Left�Ventricular�Diastolic�
Dysfunction�in�Patients�with�ST-
elevation�Myocardial�Infarction;�10�
years�follow-up

Kazuhiro�Yajima,�Noriyuki�Ikehara,�
Yuichiro�Yamase,�Taizo�Kondo,�
Nobuyuki�Ohte

アメリカ心臓病学会
（ACC）（アメリカ合衆
国・ニューオーリンズ）

2019.3.16-
18

Long-term�Outcome�of�Left�
Ventricular�Diastolic�Dysfunction�
in�Patients�with�ST-elevation�
Myocardial�Infarction

Kazuhiro�Yajima,�Noriyuki�Ikehara,�
Yuichiro�Yamase,�Taizo�Kondo,�
Nobuyuki�Ohte

日本循環器病学会総会
（横浜）

2019.3.29-
31

Prognostic�Significance�of�Diastolic�
Dysfunction�in�ST-elevation�
Myocardial�Infarction�with�Mid-
range�and�Preserved�Ejection�
Fraction

Noriyuki�Ikehara,�Kazuhiro�Yajima,�
Yuichiro�Yamase,�Hideki�Horibe,�
Taizo�Kondo,�Nobuyuki�Ohte

日本心血管インターベ
ンション治療学会総会

（名古屋）

2019.9.19-
21

Clinical�Characteristics�in�Patients�
with�ST-elevation�Myocardial�
Infarction�with�Mid-range�Ejection�
Fraction

Noriyuki�Ikehara,�Kazuhiro�Yajima,�
Yuichiro�Yamase,�Hideki�Horibe,�
Taizo�Kondo,�Nobuyuki�Ohte

日本心血管インターベ
ンション治療学会総会

（名古屋）

2019.9.19-
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
循環器内科 持続性心房細動においてExTRa�

Mappingで求めた非受動的な興奮頻
度が肺静脈隔離によって受ける影響

矢島和裕，芦原貴司，池原典之，
杉浦真人，山田智広，大手信之

カテーテルアブレー
ション関連秋期大会

（金沢）

2019.11.7-9

当院におけるReal-time�phase�
mapping�system(ExTRa�Mapping)
を用いた持続性心房細動アブレー
ション

矢島和裕，池原典之，大石悠香子，
杉浦真人，山田智広，小崎哲資，
芦原貴司

日本循環器学会東海地
方会（名古屋）

2019.6.29

尿路感染を契機に失神･一過性完全
房室ブロックを呈した冠攣縮性狭心
症の一例

太田直道，矢島和裕，池原典之，
杉浦真人，山田智広，小崎哲資，
水野俊一

日本内科学会東海地方
会（岐阜）

2019.10.6

抗凝固薬開始を契機に大腸癌が発見
され一連の治療を行いえた心房細動
の一例

山村結衣，矢島和裕，池原典之，
杉浦真人，山田智広，小崎哲資，
榊原利典

日本内科学会東海地方
会（岐阜）

2019.10.6

腎臓・透析内科 L-カルニチン内服開始後に慢性下痢
症患者の栄養状態が改善した1例

山嶋叔巳，宮口祐樹，市原詩恵，
菅　憲広

第34回日本静脈経腸栄
養学会学術集会（東京）

2019.2

急速な腎機能障害と乳酸アシドーシ
スを呈し，黄色ブドウ球菌による毒
素性ショック症候群が疑われた一剖
検例

井上陽平，宮口祐樹，市原詩恵，
菅　憲広

第237回�日本内科学会
東海地方会（津）

2019.2

アニオンギャップ正常代謝性アシ
ドーシスを呈した小腸膀胱瘻の一例

王　梓任，宮口祐樹，市原詩恵，
菅　憲広

第237回�日本内科学会
東海地方会（津）

2019.2

エスシタロプラムによる抗利尿ホル
モン不適合分泌症候群が疑われた1
例

家田研人，宮口祐樹，市原詩恵，
菅　憲広

第237回�日本内科学会
東海地方会（津）

2019.2

上顎線維肉腫の治療中に，半月体形
成性糸球体腎炎による急性腎障害と
腎膿瘍を認めた一剖検例

太田直道，市原詩恵，宮口祐樹，
菅　憲広

第237回�日本内科学会
東海地方会（津）

2019.2

間質性腎炎の加療中に，偽膜性腸炎
を合併し急激な転帰をたどった一剖
検例

纐纈麻里恵，宮口祐樹，市原詩恵，
菅　憲広

第237回�日本内科学会
東海地方会（津）

2019.2

A�case�of�microscopic�polyangiitis�
which�plasma�exchange�was�
effective

宮口祐樹，市原詩恵，菅　憲広 第63回�日本リウマチ学
会総会・学術集会（京都）

2019.4

大量メトトレキサート（MTX）療法
による非乏尿性急性腎障害に対しオ
ンラインHDFを施行した一例

田畑結女，高橋弘貴，竹内　稔，
宮口祐樹，市原詩恵，菅　憲広

第64回　日本透析医学
会学術集会・総会（横浜）

2019.6

急性リチウム中毒と高マグネシウム
血症に対し，血液透析を施行した躁
鬱病患者の1例

岩瀬明史，宮口祐樹，市原詩恵，
菅　憲広

第64回　日本透析医学
会学術集会・総会（横浜）

2019.6

尿毒症性脳症が疑われ，血液透析を
施行した一剖検例

家田研人，宮口祐樹，市原詩恵，
菅　憲広

第64回　日本透析医学
会学術集会・総会（横浜）

2019.6

アシクロビル脳症が疑われ，血液透
析を施行した1例

宮口祐樹，市原詩恵，菅　憲広 第64回　日本透析医学
会学術集会・総会（横浜）

2019.6

Successful�treatment�of�MPO-ANCA�
associated�rapidly�progressive�
glomerulonephritis�using�plasma�
exchange.

宮口祐樹，家田研人，市原詩恵，
菅　憲広

第9回国際腹膜透析学会
アジア・太平洋大会（金
山）

2019.9

デュロキセチンと疼痛による抗利尿
ホルモン不適合分泌症候群が疑われ
た1例

吉井章一郎，宮口祐樹，市原詩恵，
菅　憲広

日本内科学会第239回東
海地方会（岐阜）

2019.10
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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
腎臓・透析内科 腎病理所見から悪性腎硬化症に伴う

二次性血栓性微小血管症と診断しえ
た一例

大脇壮太，宮口祐樹，市原詩恵，
菅　憲広

日本内科学会第239回東
海地方会（岐阜）

2019.10

ネフローゼ症候群を伴うIgA血管炎
ISKDC分類Ⅵ型に対して血漿交換療
法を施行した一例

井上陽平，宮口祐樹，市原詩恵，
菅　憲広

第49回日本腎臓学会西
部学術大会（高知）

2019.10

初回の腎生検でMCNSと診断し
たが，1年後の再生検ではFSGS�
collapsing�variantの病理像を呈した
一例

王　梓任，宮口祐樹，市原詩恵，
菅　憲広

第49回日本腎臓学会西
部学術大会（高知）

2019.10

IgM陽性形質細胞の浸潤を伴い，ス
テロイド療法が奏功した尿細管間質
性腎炎の一例

宮口祐樹，市原詩恵，菅　憲広 第49回日本腎臓学会西
部学術大会（高知）

2019.10

血液･腫瘍内科 Daratumumab併用化学療法後にB
型肝炎ウイルス再活性化を認めた多
発性骨髄腫の1例

菊池隆希，楠本　茂，田中靖人，
大島佳子，藤浪春菜，鈴木智貴，
戸谷治仁，木下史緒理，浅尾　優，
成田朋子，伊藤　旭，李　政樹，
小松弘和，飯田真介

第44回日本骨髄腫学会
学術集会（愛知県名古屋
市）

2019.5.12

未治療多発性骨髄腫患者における
updatedチャールソン併存疾患指数
の意義

稲垣　淳，楠本　茂，丸茂義晃，
森芙美子，飯田真介

第44回日本骨髄腫学会
学術集会（愛知県名古屋
市）

2019.5.12

骨生検とMYD88変異解析で多発性
骨髄腫と鑑別し得たリンパ形質細胞
性リンパ腫の一例

丸茂義晃，森芙美子，楠本　茂，
飯田真介，稲垣　淳

第44回日本骨髄腫学会
学術集会（愛知県名古屋
市）

2019.5.12

再発難治性多発性骨髄腫に対してダ
ラツムマブ併用Ld療法(DaraLd)で
VGPRを達成し自家末梢幹細胞移植
(ASCT)を施行できた一例

王　梓任，丸茂義晃，森芙美子，
楠本　茂，飯田真介，稲垣　淳

第44回日本骨髄腫学会
学術集会（愛知県名古屋
市）

2019.5.12

リツキシマブ単剤療法でB型肝炎ウ
イルス（HBV）再活性化を認めた，び
まん性大細胞型B細胞性リンパ腫

（DLBCL）の一例

王　梓任，丸茂義晃，森芙美子，
楠本　茂，飯田真介，稲垣　淳

第59回リンパ網内系学
会（島根県出雲市）

2019.6.29

食道原発のperipheral�T-cell�
lymphoma�not�otherwise�specified

（PTCL-NOS）の1例

稲垣　淳，楠本　茂，丸茂義晃，
森芙美子，正木彩子，平野敦之，
森　義徳，稲垣　宏，飯田真介

第59回リンパ網内系学
会（島根県出雲市）

2019.6.29

再発肺癌に対するPD-1抗体療法中
に，進行性脾腫で診断された濾胞性
リンパ腫の1例

丸茂義晃，楠本　茂，正木彩子，
森芙美子，稲垣　宏，飯田真介，
稲垣　淳

第59回リンパ網内系学
会（島根県出雲市）

2019.6.29

Impact�of�Charlson�comorbidity�
index�on�survival�in�patients�with�
diffuse�large�B-cell�lymphoma�who�
received�R-CHOP.

稲垣　淳，楠本　茂，正木彩子，
丸茂義晃，菊池隆希，木下史緒理，
森芙美子，小松弘和，稲垣　宏，
飯田真介

第17回日本臨床腫瘍学
会学術集会（京都）

2019.7.18

進行期びまん性大細胞型B細胞性リ
ンパ腫に対する化学療法後の局所放
射線治療の意義：単施設後方視的研
究

丸茂義晃，楠本　茂，柳　剛，
馬場二三八，森芙美子，飯田真介，
稲垣　淳

第81回日本血液学会学
術集会（東京）

2019.10.12

Daratumumab併用化学療法後にB
型肝炎ウイルス再活性化を認めた多
発性骨髄腫の1例

菊池隆希，楠本　茂，田中靖人，
大島佳子，藤浪春菜，鈴木智貴，
戸谷治仁，木下史緒理，浅尾　優，
成田朋子，伊藤　旭，李　政樹，
小松弘和，飯田真介

第81回日本血液学会学
術集会（東京）

2019.10.11

シクロホスファミド療法後に輸血依
存を離脱したT-LGLLの2例

中島貴裕，中村智幸，矢野寛樹 第81回日本血液学会学
術集会（東京）

2019.10.11
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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
血液･腫瘍内科 多発性骨髄腫における次世代シーケ

ンサーによる免疫グロブリン関連転
座の検出

金森貴之，真田　昌，李　政樹，
上野浩生，西島　大，安田貴彦，
青木　奨，浅野有彩，立田卓登，
木下史緒理，成田朋子，伊藤　旭，
楠本　茂，稲垣　淳，増田裕太，
小林宣彦，塩澤裕介，吉田健一，
中川正宏，南谷泰仁，白石友一，
千葉健一，田中洋子，小松弘和，
宮野　悟，半田　寛，小川誠司，
飯田真介

第81回日本血液学会学
術集会（東京）

2019.10.12

内分泌・糖尿病
内科

2型糖尿病患者を対象としたSGLT2
阻害薬カナグリフロジンの食欲関連
ホルモンに対する影響に関する多施
設共同臨床試験2報

今枝憲郎，渡邉久美子，伊藤峻介，
安井才知衣，田中智洋，青谷大介，
小山博之，小川健人，水野達央，
服部　麗，久我祐介，赤尾雅也，
加藤岳史，丹村敏則，木村了介，
岡山直司

第62回日本糖尿病学会
年次学術集会（仙台）

2019.5.23

MRSAによる多発膿瘍を契機に診断
された糖尿病ケトアシドーシスの1
例

倉本泰葉，戸松璃香，福原絵美，
太田亜佐美，渡邉久美子，伊藤峻介，
今枝憲郎

第237回日本内科学会東
海地方会（津）

2019.2.17

両下肢の筋弛緩障害を伴った
diabetic�radiculoplexus�neuropathy
の1例

今枝憲郎，友齊絵美，太田亜佐美，
渡邉久美子，伊藤峻介，片田栄一

第93回日本糖尿病学会
中部地方会（福井）

2019.9.7

SGLT2阻害薬の投与により各種代謝
障害の改善を認めた高度肥満症合併
2型糖尿病の1例

荒川耕平，友齊絵美，太田亜佐美，
渡邉久美子，伊藤峻介，今枝憲郎

第239回日本内科学会東
海地方会（岐阜）

2019.10.6

ニボルマブによる化学療法中に下垂
体機能低下症を発症した1例

今枝憲郎，國井英治，渡邉久美子，
友齊絵美，太田亜佐美，伊藤峻介，
高桑　修，山羽悠介，吉原実鈴，
河江大輔，秋田憲志

第19回日本内分泌学会
東海支部学術集会（名古
屋）

2019.11.17

産婦人科 当院で経験した急性妊娠脂肪肝の二
例

野々部恵，西川尚実，柴田春香，
早川明子，十河千恵，川端俊一，
高木七奈，田尻佐和子，中元永理，
尾崎康彦，柴田金光

第139回東海産科婦人
科学会学術講演会（名古
屋）

2019.3.9-10

子宮頸がん治療中に発症した脳梗塞
の1例

高木七奈，中元永理，川村裕司，
倉本泰葉，野々部恵，早川明子，
十河千恵，川端俊一，西川尚実，
尾崎康彦，柴田金光

第139回東海産科婦人
科学会学術講演会（名古
屋）

2019.3.9-10

当院におけるマイクロ波子宮内膜焼
灼術の治療効果の検討

川端俊一，尾崎康彦，野々部恵，
柴田春香，早川明子，十河千恵，
高木七奈，田尻佐和子，中元永理，
西川尚実，柴田金光

第71回日本産科婦人科
学会学術講演会（名古
屋）

2019.4.11-
14

切迫早産を契機にWerner症候群が
疑われ，産後確定診断となった1例

十河千恵，西川尚実，野々部恵，
柴田春香，早川明子，川端俊一，
高木七奈，田尻佐和子，中元永理，
尾崎康彦，柴田金光

第71回日本産科婦人科
学会学術講演会（名古
屋）

2019.4.11-
14

胎児形態異常にて紹介となった仙尾
部奇形腫の一例

倉本泰葉，田尻佐和子，鈴森伸宏，
川村裕司，野々部恵，早川明子，
十河千恵，川端俊一，中元永理，
青山和史，西川尚実，熊谷恭子，
犬飼早紀，大谷綾乃，杉浦真弓，
岩田欧介，尾崎康彦，荒川敦志

第109回愛知県産科婦人
科学会学術講演会（名古
屋）

2019.6.29

当院で経験した様々な経過をたどっ
た急性妊娠脂肪肝の3例

西川尚実，早川明子，田尻佐和子，
中元永理，尾崎康彦，柴田金光

第55回日本周産期・新
生児医学会学術集会（松
本）

2019.7.13-
15
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学会発表

演題名 演者名 学会名 年月日
産婦人科 多発形態異常合併した胎児仙尾部奇

形腫の一例
田尻佐和子，鈴森伸宏，早川明子，
中元永理，西川尚実，柴田金光，
熊谷恭子，犬飼早紀，大谷綾乃，
北折珠央，杉浦真弓，岩田欧介，
尾崎康彦

第55回日本周産期・新
生児医学会学術集会（松
本）

2019.7.13-
15

ALSO　Japan　アップデート 尾崎康彦 ALSO　Japan　ウィン
ターミーティング（七尾
市（石川県））

2019.1.13

新しい流産治療方法の紹介 尾崎康彦 ALSO2019鹿児島市立
病院プロバイダーコー
ス（鹿児島市）

2019.2.23-
24

新しい流産治療方法の紹介「Why�
not�MVA?」

尾崎康彦 MVAハンズオンセミ
ナー＠恵寿総合病院（七
尾市（石川県））

2019.3.21

リカレント教育プログラム"学びな
おし講座"の出張授業の意義　－地
域のお産を守るために大学ができる
こと－

尾崎康彦，井出祥子，早川博生，
菊池範彦，淀川祐紀

第71回日本産科婦人科
学会学術講演会（名古屋
市）

2019.4.11-
14

安全な流産治療のためのMVA（手動
真空吸引法）という選択　～不育症
診療における有用性～

尾崎康彦 令和元年母体保護法指
定医師研修会（鹿児島
市）

2019.7.6

こころとからだに寄りそう不育症治
療とケア

尾崎康彦 第17回日本生殖看護学
会学術集会（東京都）

2019.9.15

Role�of�oxidative�stress�and�anti-
oxidative�potency�in�patients�with�
recurrent�pregnancy�loss

Megumi�Nonobe,�Shoko�Ide,�
Fumiko�Ozawa,�Shinobu�Goto,�
Tamao�Kitaori,�Tatsuhiko�Hojou,�
Mayumi�Sugiura-Ogasawara,�
Yasuhiko�Ozaki

14th�World�Congress�
of�the�International�
Society�for�Immunology�
of�Reproduction,�34th�
Annual�Meeting�of�
the�Japanese�Society�
for�Immunology�of�
Reproduction�（Joint�
Meeting）（奈良市）

2019.11.13-
14

麻酔科 ICUから外へ，家族とともに 笹野信子，加藤裕子，安田雅美，
市橋理恵子，坂本一路，稲葉守彦，
立花広明，岩瀬明史，山田真穂，
田中明美

第46回日本集中治療医
学会学術集会（京都）

2019.3.2

Let’s�Get�Out�of�the�ICU,�Together�
with�Family:�One�Approach�for�the�
Early�Mobilization�of�ICU�Patients

Nobuko�Sasano 3rd�EuroAsia�Conference�
Taipei（Taipei）

2019.4.14

This�Is�How�We�Take�Patients�
Outdoors:�“Meaningful�Ineractions”
With�Family�for�Early�Mobilization

Nobuko�Sasano World�Congress�of�
Intensive�Care�2019

（Melbourne）

2019.10.16

放射線治療科 Evaluation�of�Changes�in�
Respiratory�Patterns�by�Repeating�
under�Different�Respiratory�
Conditions

馬場二三八，野村研人，山田真帆，
芝本雄太，永吉純平，小野勇磨，
秋山かずえ，山本貴大，齋藤恭平，
藤岡竜也，上野智也

American�Society�for�
Radiation�Oncology　
61th�annual�meeting�
(Chicago,�IL)

2019.9

放射線診断科 胸腺腫胸膜播種のCT所見－限局性
無気肺との比較

小澤良之，原　眞咲，芝本雄太 第38回日本胸腺研究会
（名古屋市　名古屋市立
大学医学部研究棟11階）

2019.2.2

縦隔腫瘍の画像診断における�
monoenergetic�imaging�法の有用性
の検討

小澤良之，原　眞咲，芝本雄太 第38回日本胸腺研究会
（名古屋市　名古屋市立
大学医学部研究棟11階）

2019.2.2
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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
放射線診断科 剣状突起下アプローチに腋窩小切開

を加え胸腔鏡手術を行った胸腺腫の
2例

中前勝視，幸　大輔，高野崇継，
原　眞咲，矢野智紀

第38回日本胸腺研究会
（名古屋市　名古屋市立
大学医学部研究棟11階）

2019.2.2

画像上高吸収値多房性嚢胞との鑑別
に苦慮した浸潤性胸腺腫の1例

熊澤秀亮，原　眞咲，松本和久，
岩田賢治，堀部晃弘，吉安裕樹，
林　香奈，北　大祐，白木法雄，
佐々木繁

第55回日本医学放射線
学会秋季臨床大会　第
33回胸部放射線研究会

（名古屋市　ウィンク愛
知　キャッスルプラザ）

2019.10.18

Utility�of�monoenergetic�imaging�
for�differentiating�the�mediastinal�
tumors.

Ozawa�Y,�Hara�M,�Shibamoto�Y. 4th�Asian�Congress�
of�Thoracic�Imaging

（Shanghai,�China）

2019.6.5-7

CT�evaluation�of�anterior�
mediastinum�fat�dissection�after�
thymectomy�using�subxiphoid�
approach.

Yamamori�E,�Hara�M,�Iwata�K,�
Horibe�A,�Yoshiyasu�Y,�Hayashi�K,�
Kita�K,�Shiraki�N,�Sasaki�S.

4th�Asian�Congress�
of�Thoracic�Imaging

（Shanghai,�China）

2019.6.5-7

Computed�tomography�findings�for�
differentiation�between�pulmonary�
metastases�and�primary�lung�
cancers.

Shibata�S,�Ozawa�Y,�Horibe�A,�
Hiroshima�M,�Hara�M,�Shibamoto�Y.

4th�Asian�Congress�
of�Thoracic�Imaging

（Shanghai,�China）

2019.6.5-7

CT�findings�of�pulmonary�sclerosing�
pneumocytoma.

Hiroshima�M,�Ozawa�Y,��
Shibamoto�Y,�Hara�M.

4th�Asian�Congress�
of�Thoracic�Imaging

（Shanghai,�China）

2019.6.5-7

教育講演1（専門医機構　領域講習）
前縦隔腫瘍の画像診断

原　眞咲 第55回日本医学放射線
学会秋季臨床大会　第
33回胸部放射線研究会

2019.10.18

教育講演2　肺癌検診に関する教育
講演　座長

原　眞咲 第60回日本肺癌学会学
術集会

2019.12.6－8

教育講演3　肺癌のCT診断の基本
座長

原　眞咲 第60回日本肺癌学会学
術集会

2019.12.6－8

看護部 高齢初産婦の妊娠期におけるセルフ
ケア行動の特徴

絹田結香 日本助産学会 2019.3.3

手指衛生向上に向けた取り組み～手
指衛生フォーラムを感染リンクナー
スと合同開催して～

牧野美栄子 第34回日本環境感染学
会総会

2019.2.22

ポリウレタンフィルムの貼付によっ
て放射線皮膚炎が低減した事例

佐藤紫帆，杉下香代 第28回日本創傷・オス
トミー・失禁管理学会
学術集会

2019.5.25

病棟・外来連携によるリンパ浮腫予
防支援の取り組み（第2報）

中神千尋 第27回日本乳癌学会学
術総会

2019.7.12

がん患者の就労支援の一考察 森浦宏実，中神千尋 第16回日本乳癌学会中
部地方

2019.9.1

多職種連携につなげる看護記録の取
り組み～放射線治療看護サマリーの
導入～

岩越　忍 第32回
日本放射線腫瘍学会学
術集会

2019.11.21

重症患者の看護ケアを通して関わっ
た経験の浅い看護師への支援

高橋涼子 第21回日本救急看護学
会学術集会

2019.10.4

新卒看護師が感じたPNSの効果～
PNS導入後の思いから～

山田真穂，山口知加子 第2回なごや看護学会学
術集会

2019.11.30
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西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 経肛門的切除後再発にESDを行った

一例
小野　聡 第15回愛知内視鏡医療

連携勉強会（名古屋）
2019.7.4

循環器内科 ループレコーダーが早期診断に有用
であった洞静脈入口部心房頻拍の一
例

王　梓任，矢島和裕，池原典之，
杉浦真人，山田智広，小崎哲資

Clinical�Cardiac�
Conference

2019.2.23

心アミロイドーシスの一例 大石悠香子，矢島和裕，池原典之，
杉浦真人，山田智広，小崎哲資

Clinical�Cardiac�
Conference

2019.8.3

当院での持続性心房細動に対する
ExTRa�Mappingを用いたアブレー
ション

矢島和裕，池原典之，杉浦真人，
山田智広，小崎哲資

アブレーションカン
ファレンス

2019.10.11

腎臓・透析内科 ネフローゼ症候群 宮口祐樹，市原詩恵，菅　憲広 CKDセミナー 2019.1.19

妊娠初期に発症したネフローゼ症候
群の腎病理の検討

市原詩恵 第21回中部女性腎臓病
医の会

2019.2.3

血漿交換が有用であった顕微鏡的多
発血管炎の一例

宮口祐樹，家田研人，市原詩恵，
菅　憲広

第15回名南透析カン
ファレンス

2019.3.19

腎臓専門医からみたCKD患者への
治療戦略
～専門医への紹介タイミングと糖尿
病性腎臓病～

菅　憲広 糖尿病Update講演会 2019.6.8

尿細管間質性腎炎と膜性腎症を認め
血液透析導入となった一例

王　梓任，宮口祐樹，高崎　優，
太田直道，大石悠香子，市原詩恵，
菅　憲広

第16回名南透析カン
ファレンス

2019.9.17

よくわかる腎臓病教室～腎臓病患者
さんが入院したら～

菅　憲広 第6回クリテイカルケア
看護勉強会（藤田ばんた
ね病院）

2019.12.1

血液･腫瘍内科 再生不良性貧血と低形成骨髄異形成
症候群の鑑別に難渋した1例

稲垣　淳 桜山学術セミナー 2019.2.22

T-PLLとPTCL-NOSの鑑別に難渋し
ている1例

稲垣　淳 第32回東海悪性リンパ
腫研究会

2019.3.16

低形成性骨髄異形成症候群との鑑別
を要した再生不良性貧血の1例

稲垣　淳 Hematology�Seminar�in�
Aichi

2019.9.25

内分泌・糖尿病
内科

インスリン強化療法で血糖コント
ロールし得た品胎妊娠の一例

太田亜佐美 第1回桜山代謝・内分泌
研究会

2019.1.24

血糖変動が不安定であり，インスリ
ン抗体陽性が判明した1型糖尿病の1
例

伊藤峻介 北区糖尿病カンファレ
ンス2019

2019.2.16

SGLT2阻害薬の適正使用について　
～使うべき症例は？避けるべき症例
は？～

伊藤峻介 内分泌糖尿病セミナー
2019

2019.5.31

消化器領域へのSGLT2阻害薬の作用
と臨床応用に向けて

今枝憲郎 Diabetes�Forum�2019�in�
Nagoya

2019.8.24

放射線診断科 会長 原　眞咲 第38回日本胸腺研究会 2019.2.2

座長 原　眞咲 第14回中部マルチスラ
イスCTシンポジウム

2019.10.5

ランチョンセミナー　胸腺悪性腫瘍
診療における画像診断の役割　座長

原　眞咲 第38回日本胸腺研究会 2019.2.2

看護部 災害対応能力の向上を目指した取り
組み

丹羽仁美 名古屋市立病院
師長研修

2019.1.18
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西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 NICUの退院支援におけるGCUとの

連携強化のための取り組み
中野みさ 名古屋市立病院

師長研修
2019.1.18

長日勤超過勤務削減への取り組み 原田孝子 名古屋市立病院
師長研修

2019.1.18

転倒・転落のインシデント事例から
みえた病棟看護管理の課題

岡田千華 名古屋市立病院
師長研修

2019.1.18

看護記録の質監査再開への取り組み 加藤土博 名古屋市立病院
師長研修

2019.1.18

社会的ハイリスク患者の継続受け持
ちシステム導入に向けた取り組み

小林真衣 名古屋市立病院
師長研修

2019.1.18

採血の待ち時間を短縮させる取り組
みを行って

佐藤紫帆 名古屋市立病院
師長研修

2019.1.18

災害時対応の向上を目指しての取り
組み

松本加奈子 名古屋市立病院
師長研修

2019.1.25

自動尿量測定器使用における汚染に
関する実態調査報告

平下充正 名古屋市立病院
師長研修

2019.1.25

急変対応への意識改革に対する取り
組み

福井佳子 名古屋市立病院
師長研修

2019.1.25

「専任学生担当体制」の導入に向け
た取り組み

小谷純子 名古屋市立病院
師長研修

2019.1.25

DNARについて看護師間で共通認識
を持つための取り組み

藤本千春 名古屋市立病院
師長研修

2019.1.25

クリニカルパス使用率を上げる取り
組み

谷　幸江 名古屋市立病院
師長研修

2019.1.25

受け持ち患者の看護に責任を持ち，
患者の思いに対応することで苦情を
低減する

高倉直美 名古屋市立病院
師長研修

2019.1.25

患者に合った口腔ケアの実施を目指
した取り組み

高桑美紀 名古屋市立病院
師長研修

2019.1.25

災害対策　現状改善の取り組み 角田順和 名古屋市立病院
副師長研修

2019.2.1

日帰り白内障手術において術前から
の点眼指導を導入して

山田浩美 名古屋市立病院
副師長研修

2019.2.1

外来ラウンドナースの試行 井田滋美 名古屋市立病院
副師長研修

2019.2.1

PNS方式の看護体制を軌道にのせ，
安全な看護が提供できる

牧原美雪 名古屋市立病院
副師長研修

2019.2.1

身体抑制解除に向けた意識を高める
ための取り組み～監査用紙を用いて～

久保ゆかり 名古屋市立病院
副師長研修

2019.2.1

恒常的に時間外が多い部署の，活き
活きと働ける職場環境を目指して

森香代美 名古屋市立病院
副師長研修

2019.2.1

病棟内災害対策訓練へ全員参加する
を目標にした活動を通して

鈴木眞須美 名古屋市立病院
副師長研修

2019.2.1

シャント管理にむけたセルフケア支援 仲井　翠 ケーススタディ 2019.3.6

化学療法副作用の影響で生じる食欲
減退に対する早期からの援助

榊原絢子 ケーススタディ 2019.3.6

乳房全摘術を行った患者へのリンパ
浮腫発症予防に対する生活指導と習
慣化へ向けた支援

武藤有紀 ケーススタディ 2019.3.6
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西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 児の状態に合わせたケアパターンの

調整～母親へのstate分類を用いた
育児支援～

鈴木彩月 ケーススタディ 2019.3.6

初回化学療法を受ける患者に対する
副作用評価スケールを用いた自己管
理指導

岡田香奈 ケーススタディ 2019.3.6

早産児の安定化を図るための工夫～
児の行動を指標としたケア介入～

水野仁美 ケーススタディ 2019.3.6

高齢者の脊柱管狭窄症患者への転倒
予防指導～転倒しにくい自宅生活を
目指して～

小島正裕 ケーススタディ 2019.3.6

児の生活リズムと環境調整�～家族とと
もに考える退院後の生活について～

中村優花 ケーススタディ 2019.3.6

オキシコンチン内服中患者の排便コ
ントロール自立に向けた援助

山口優美 ケーススタディ 2019.3.6

腎生検を受ける学童期の児へのケア
マップを使用したプレパレーション

村瀬咲夏 ケーススタディ 2019.3.6

大腿骨頚部骨折患者に対する周手術
期における腓骨神経麻痺予防のため
の関わり

佐藤遥華 ケーススタディ 2019.3.6

シスプラチンに伴う悪心・嘔吐が出
現する可能性がある患者のセルフケ
ア支援

宮野理子 ケーススタディ 2019.6.19

妊娠期から産褥1ヶ月までのうつ傾
向と被援助志向性の関係

鈴木諒子 看護研究 2019.6.19

新卒看護師が感じたPNSの効果～
PNS導入後の思いから～

山田真穂，山口知加子 看護研究 2019.6.19

口腔内のセルフケア不足の患者への
口腔ケア指導
～全身麻酔下で手術を受ける患者へ
の関わりを通して～

清水美沙 ケーススタディ 2019.6.19

高齢者の特徴を踏まえたストーマ指
導

下脇拓也 ケーススタディ 2019.6.19

非侵襲的陽圧換気療法を開始した患
者に対する治療の受け入れへの支援
～パンフレットを用いた説明を通し
て～

合田結子 ケーススタディ 2019.10.18

術後ICUに入室する患者に対するパ
ンフレットを用いた早期離床への援
助

谷口杏奈 ケーススタディ 2019.10.18

化学療法を受ける患者の口腔ケアに
対するセルフケア行動支援

渡邊有紀 ケーススタディ 2019.10.18

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

消化器内科 最近のがん診療の実際―集学的治療
における陽子線治療，緩和ケア医療
まで―

妹尾恭司 守山西部医療連携
フォーラム

2019.5.25
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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
消化器内科 胃がんの標準治療と患者が抱える悩

み
妹尾恭司 2019年度がんのピアサ

ポーター養成講座
2019.10.19

肝臓の病態と栄養管理について 木村吉秀 西部医療センター第2回
NST学習会

2019.10.4

心臓カテーテル
治療科

講演I　循環器疾患の連携診療　～地
域連携の心不全パスについて～

矢島和裕 名古屋北西部・尾張中部
連携セミナー

2019.3.2

一般講演　動脈硬化と心房細動 矢島和裕 第1回さくらやま循環器
セミナー　～動脈硬化
を考える～

2019.4.18

一般講演　心房細動に対する新しい
アブレーション治療
～ExTRaマッピングによる持続性心
房細動アブレーション～

矢島和裕 生活習慣病医療連携講
演会　―血栓，塞栓を防
ぐ―

2019.5.29

講演　循環器疾患治療のトピックス�
～高血圧からカテーテル治療まで～

矢島和裕 北区医師会学術講演会 2019.12.21

講演　がんと心血管病 矢島和裕 名古屋市立西部医療セ
ンター
市民公開講座

2019.7.17

腎臓・透析内科 じん臓病って何？～腎臓病教育入院
の指導ポイント～

菅　憲広 7東病棟勉強会 2019.6.19

ネフローゼ症候群に対して，ステロ
イドによる診断的治療中に合併した
急性呼吸不全の一例

太田直道，家田研人，宮口祐樹，
市原詩恵，菅　憲広

CPC 2019.3.11

救急外来待合で突然急逝した一例 大脇壮太，宮口祐樹，市原詩恵，
菅　憲広

CPC 2019.5.20

発熱と呼吸困難を主訴に来院し，入
院後に急激な転帰をたどった一例

渡邉　茜，纐纈麻里恵，太田直道，
宮口祐樹，市原詩恵，菅　憲広

CPC 2019.8.26

腎臓病患者とマグネシウムについて
～緊急血液透析を要した高Mg血症
の検討～

早川史織，菅　憲広 院内講演会 2019.11.27

じんぞう病って，何？～糖尿病とじ
んぞう～

菅　憲広 糖尿病教室 2019.9.19

腎臓病について 井上洋平，宮口祐樹，菅　憲広 第1回腎臓病教室 2019.5.30

腎臓病について 太田直道，宮口祐樹，菅　憲広 第2回腎臓病教室 2019.8.29

輸液について 菅　憲広 研修医アーリバード 2019.9.9

内分泌・糖尿病
内科

糖尿病治療のこれからのスタンダー
ド

今枝憲郎 名古屋市立西部医療セ
ンター病診連携勉強会

2019.1.30

最新の糖尿病治療の展望　ADA/
EASDコンセンサスを踏まえて

今枝憲郎 北区糖尿病カンファレ
ンス

2019.2.16

糖尿病治療のこれからのスタンダー
ド　～患者様の立場に立った病診連
携～

今枝憲郎 名古屋北西部・尾張中部
連携セミナー

2019.3.2

これからの糖尿病治療のスタンダー
ド　ADA/EASDコンセンサスを踏
まえて

今枝憲郎 北区薬剤師会　研修会 2019.3.9

グルカゴンの観点から見た糖尿病治
療の選択

今枝憲郎 西名古屋医師会学術講
演会

2019.7.13

グルカゴンからみた糖尿病治療戦略 今枝憲郎 津・久居地区医師会　糖
尿病学術講演会

2019.11.1
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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
内分泌・糖尿病
内科

SGLT2阻害薬の多面的作用　～心・
腎・肝への効果～

今枝憲郎 東区医師会学術講演会 2019.11.22

放射線診断科 5．ランチョンセミナー　縦隔区分の
up�dateと鑑別診断の基本

原　眞咲 第11回池添メモリアル
胸部画像診断セミナー

2019.8.3

特別講演　「胸部単純X線写真異常影
精査における�CT�の役割」

原　眞咲 第10回　北陸
SOMATOM研究会

2019.12.7

麻酔科 蘇生対応 笹野信子 西部BLS講習会 2019.1.29

蘇生対応 笹野信子 西部BLS講習会 2019.3.19

蘇生対応 笹野信子 西部BLS講習会 2019.5.27

蘇生対応 笹野信子 西部ICLS講習会 2019.6.15

蘇生対応 笹野信子 西部BLS講習会 2019.7.25

災害対応 笹野信子 災害対応机上訓練 2019.7.27

蘇生対応 笹野信子 西部BLS講習会 2019.9.24

災害対応 笹野信子 災害対応実動訓練 2019.9.29

蘇生対応 笹野信子 西部BLS講習会 2019.11.21

蘇生対応 笹野信子 西部ICLS講習会 2019.11.23

看護部 異常の早期発見
急変時のフィジカルアセスメント

フィジカルアセスメント 2019.7.11

倫理的意思決定プロセスについて 看護倫理Ⅱ 2019.9.12

目標管理とマネジメント マネジメントⅡ 2019.6.3

看護チームにおけるマネジメント マネジメントⅢ 2019.5.21

急性期病院における中範囲理論の活
用

看護過程 2019.8.8

倫理的意思決定支援について 看護倫理 2019.7.30

新人の悩み・困りごと（現状の理解） 実地指導者研修Ⅱ 2019.6.7

夜勤一人立ちに向けて～ティーチン
グからコーチングへ～

実地指導者研修Ⅲ 2019.9.9

OJTにおける指導方法・成長段階に
合った指導・指導の手順書づくり・
考え方の4段階・リフレクションの
基本・フィードバックの仕方

後輩指導者研修
OJTの基本と実践

2019.6.24
2019.8.1

ファシリテーターの役割・質問と傾
聴の基本・思考を促す，考え方をま
とめさせるスキル・フィードバック
の基本・クロージングの進め方

後輩指導者研修
ファシリテーションの
基礎講座

2019.7.2

がん患者のセルフマネジメントとは
症状マネジメントモデル（MSM）につ
いて
症状マネジメントの総合的アプロー
チ（IAMS）の概要について

がん看護Ⅱ-① 2019.6.13

がん患者とコミュニケーション がん看護Ⅱ-② 2019.7.31

手術を受ける患者の看護
緩和ケア

がん看護Ⅲ-①② 2019.9.30

化学療法・放射線療法を受ける患者
の看護

がん看護Ⅳ-①② 2019.11.11
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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 地域包括ケアシステムにおける急性

期病院の役割
退院支援とは

退院支援Ⅰ 2019.6.25

社会的資源の活用について 退院支援Ⅱ 2019.7.19

キャリアデザイン，キャリアアン
カー，キャリア開発，キャリアパス

キャリアデザイン 2019.10.10

看護部の組織と機能，基本的看護技
術

新規採用者・異動者オリ
エンテーション研修

2019.4.3～
4.12，5.17，
5.23，5.31

心と体の健康管理 新規採用者看護職員研
修

2019.5.17

救急患者のフィジカルアセスメント
BLS
救急カートについて

基本的看護技術
フィジカルアセスメント/
救命救急処置技術①

2019.7.23

複数受け持ち・夜勤対応 シミュレーション研修 2019.9.6

倫理・倫理原則とは
倫理的意思決定プロセスの理解と様
式の展開方法

看護倫理Ⅰ-② 2019.10.29

BLS
気管挿管介助

基本的看護技術
救命救急処置技術②

2019.12.12

重症度，医療・看護必要度評価者の
育成

重症度，医療・看護必要
度評価者研修

2019.11.6

新人看護職員研修ガイドライン，実
地指導者の役割，新人看護職員指導
マニュアルの概要，看護技術の指導
方法

実地指導者研修Ⅰ 2019.2.14

看護実践における看護管理 マネジメント1 2019.2.28

看護を考える 看護観1 2019.2.28

妊婦健康診査と保健指導 助産師ラダーⅠ
フィジカルアセスメント

2019.6.10

出産準備教室における助産師の役割
について

助産師ラダーⅡ
妊婦教育研修

2019.8.27

HDP定義，病態生理と観察項目・検
査，看護

助産師ラダーⅠ
HDP患者の研修

2019.10.2

学生実習要項の確認 助産師ラダーⅡ
助産学生指導研修

2019.10.3

産科危機的出血の原因とその対応 助産師ラダーⅠ
産科危機的出血研修

2019.11.14
2019.11.9

直接母乳を困難にする要因について 助産師ラダーⅡ
母乳育児支援アドバン
ス研修

2019.11.21
2019.11.26

助産管理
産褥期の管理

助産師ラダーⅢ
フィジカルアセスメン
ト院内助産

2019.12.4

前置胎盤・常位胎盤早期剥離の看護 助産師ラダーⅠ
前置胎盤・常位胎盤早期
剥離の看護

2019.12.13
2019.12.20
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西部医療センター　医療活動に関する実績

■手術室における手術件数�
平成31年･令和元年（1月～12月）手術件数実績

平成30年 平成31年･令和1年

合計 5,120 合計 4,953

外来

957

入院

4,163

外来

870

入院

4,083

■がんに係る手術件数�
※平成31年1月～令和元年12月実績

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

91 87 77 35 184 117 16 179 11 16 1 16 2 593 25 48

※がん診療拠点病院の算出ルールにて集計しています。

■外来化学療法件数
※平成30年1月～平成30年12月実績�※平成31年1月～令和元年12月実績

平成30年 令和1年

4,763 5,070

■内視鏡件数
※1月～12月実績

平成30年 令和1年

上部消化管 3,262 3,249

下部消化管 2,637 2,791

胆   管 236 285

気 管 支 324 304

その他/カプセル 13 2

合 計 6,472 6,631

■放射線治療件数
※平成30年1月～平成30年12月実績�※平成31年1月～令和元年12月実績

平成30年 令和1年

8,891 7,233

■分娩件数
※平成30年1月～平成30年12月実績�※平成31年1月～令和元年12月実績

平成30年 令和1年

1,322 1,245
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西部医療センター　医療活動に関する実績

【各診療科の主な手術実績】平成31年1月1日～令和元年12月31日

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
－

食道ブジー法
－

拡張用バルーン
7

食道ステント留置術 6

内視鏡的食道粘膜切除術 2 悪性粘膜切除術
1

悪性粘膜下層剥離術
1

胸水･腹水濾過濃縮再静法 23
経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 18
内視鏡的食道･胃静脈瘤結紮術 19
内視鏡的胃･十二指腸ステント留置術 23

内視鏡的胃･十二指腸ポリープ･粘膜切除術 43 悪性粘膜切除術
3

悪性粘膜下層剥離術
28

悪性ポリープ切除
－

その他
12

内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 12
内視鏡的消化管止血術 48
胃瘻造設術（経皮的内視鏡下を含む） 7
バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 1
胆嚢外瘻造設術 8
経皮的胆管ドレナージ術 8
内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術 3
超音波内視鏡下瘻孔形成術（腹腔内膿瘍） 9

内視鏡的胆道結石除去術 20 胆道砕石術
4

その他
16

内視鏡的胆道拡張術 1

内視鏡的乳頭切開術 27 乳頭括約筋切開
23

胆道砕石術
4

内視鏡的胆道ステント留置術 136
経皮経肝胆管ステント挿入術 3
経皮的肝膿瘍ドレナージ術 8

肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 6 2cm以内（腹腔鏡）
－

2cm以内（その他）
3

2cm超え（腹腔鏡）
－

2cm超え（その他）
3

膵結石手術 5 膵切開
－

経十二指腸乳頭
5

体外衝撃波膵石破砕術（一連につき） 2
膵管外瘻造設術 5
内視鏡的膵管ステント留置術 30

内視鏡的大腸ポリープ切除術･粘膜切除術 484 直径2cm未満
447

直径2cm以上
37

早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 19
小腸結腸内視鏡的止血術 14
小腸･結腸狭窄部拡張術（内視鏡） 2
下部消化管ステント留置術 3

血栓塞栓術 74 止血
23

選択的動脈化学塞栓
29

その他
22

胸水･腹水濾過濃縮再静法, 23
内視鏡的胃･十二指腸ステント留置術, 23

内視鏡的胃･十二指腸ポリープ･粘膜切除術, 43

内視鏡的消化管止血術, 48

内視鏡的胆道結石除去術, 20

内視鏡的乳頭切開術, 27

内視鏡的胆道ステント留置術,
136

内視鏡的膵管ステント留置術, 30

内視鏡的大腸ポリープ切除術･粘膜切除術, 484

早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術, 19

血栓
塞栓術, 

74



― 101 ―

名古屋市立病院紀要　第42巻　2019年

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）

循
環
器
内
科

経皮的冠動脈ステント留置術 50 急性心筋梗塞
6

不安定狭心症
9

その他
35

経皮的カテーテル心筋焼灼術 38 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチ
35

その他
3

経皮的冠動脈形成術 5 急性心筋梗塞
－

不安定狭心症
－

その他
5

ペースメーカ移植術 10 心筋電極
－

経静脈電極
10

ペースメーカ交換術 3
体外ペースメーキング術 4

血
液･

腫
瘍

内
科

造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取･自家移
植) 1

腎
臓

透
析

内
科

内シャント又は外シャント設置術 9
血管移植術，バイパス移植術 2
経皮的シャント拡張術 2

神
経�

内
科 末梢神経遮断術 1

経皮的冠動脈ステント
留置術, 50

経皮的カテーテル
心筋焼灼術,  38

ペースメーカ移植術, 10
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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）

消

化

器

外

科

食道縫合術 6
食道空置バイパス作成術 1
食道腫瘍摘出術（腹腔鏡下によるもの） 1
食道悪性腫瘍手術（消化管再建･胸腔鏡下を含む） 14
腹腔鏡下食道アカラシア形成術 2

ヘルニア手術 15

腹壁瘢痕
3

半月状線，白線，腹直筋離開
－

臍
3

臍帯
－

鼠径
8

大腿
1

腰
－

骨盤部
－

内
－

腹腔鏡下ヘルニア手術 9

腹壁瘢痕
7

大腿
－

半月線状，白線
－

臍
－

閉鎖孔
2

腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側） 84
急性汎発性腹膜炎手術 7
腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 5
腹腔鏡下大網，腸間膜，後腹膜腫瘍摘出術 1
後腹膜悪性腫瘍手術 1
骨盤内臓全摘術 1
胃縫合術 1
腹腔鏡下胃･十二指腸潰瘍穿孔縫合術 1
胃局所切除術 1
腹腔鏡下胃局所切除術 2

胃切除術 3 単純切除
1

悪性腫瘍
2

腹腔鏡下胃切除術 22 単純切除
－

悪性腫瘍
22

腹腔鏡下噴門側胃切除術 3 単純切除
－

悪性腫瘍
3

胃全摘術 14 単純全摘
－

悪性腫瘍
14

腹腔鏡下胃全摘術 8 単純全摘
－

悪性腫瘍
8

胃腸吻合術（ブラウン吻合含む） 5
胆嚢摘出術 12
腹腔鏡下胆嚢摘出術 87
胆管悪性腫瘍手術 1
肝切除術 10
膵体尾部腫瘍切除術 7
膵頭部腫瘍切除術 16
膵管空腸吻合術 1
腹腔鏡下脾摘出術 2
腸管癒着症手術 9
腹腔鏡下腸管癒着剥離術 3
腹腔鏡下腸重積症整復術 1

小腸切除術 11 悪性腫瘍手術以外
9

悪性腫瘍手術
2

腹腔鏡下小腸切除術 2 悪性腫瘍手術以外
2

悪性腫瘍手術
－

虫垂切除術 1
腹腔鏡下虫垂切除術 52
結腸切除術 26
腹腔鏡下結腸切除術 5
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 75
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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）

消

化

器

外

科

腸吻合術 1
人工肛門造設術 8
腹腔鏡下人工肛門造設術　 2
腸閉鎖症手術 1
腹腔鏡下腸閉鎖症手術 1
人工肛門閉鎖術 10
直腸切除･切断術 2
腹腔鏡下直腸切除･切断術 45
腹腔鏡下直腸脱手術 2

食道悪性腫瘍手術
（消化管再建･胸腔鏡下を含む）, 14

 ヘルニア手術, 15

腹腔鏡下
鼠径ヘルニア
手術(両側), 84

 

腹腔鏡下胃切除術, 22

胃全摘術, 14
腹腔鏡下
胆嚢摘出術, 87  

膵頭部腫瘍切除術, 16

腹腔鏡下
虫垂切除術, 52 

結腸切除術, 26

腹腔鏡下
結腸悪性腫瘍
切除術, 75

腹腔鏡下
直腸切除･
腹腔鏡下
直腸切除･
切断術, 45 
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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）

乳

腺

･

内

分

泌

外

科

甲状腺部分切除術，甲状腺腫摘出術 7 片葉
4

両葉
3

バセドウ甲状腺全摘術 2

甲状腺悪性腫瘍手術 12 切除
8

全摘･亜全摘
4

副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術 2 摘出
2

全摘
－

乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術（一連につき） 113

乳腺腫瘍摘出術 10 5cm未満
5

5cm以上
5

乳腺悪性腫瘍手術 110

単純乳房切除
－

乳房部分切除
（腋窩部郭清を伴わない）

34

乳房切除
（腋窩部郭清部を伴わない）

51
乳房部分切除

（腋窩部郭清を伴う）
1

乳房切除（腋窩部郭清を伴う）
胸筋切除を併施しない

24

乳房切除（腋窩部郭清を伴う）
胸筋切除を併施する

－

拡大乳房切除
－

乳輪温存乳房切除
（腋窩部郭清を伴わない）

－

乳輪温存乳房切除
（腋窩部郭清を伴う）

－
乳房再建術（乳房切除後） 8

甲状腺悪性腫瘍手術, 12

乳腺腫瘍画像
ガイド下吸引術

（一連につき）, 113

乳腺腫瘍摘出術, 10

乳腺悪性腫瘍手術, 
110

乳腺悪性腫瘍手術, 
110
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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

胸郭形成手術（膿胸手術）（肋骨切除） 1
縦隔悪性腫瘍手術 1
胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 3
肺切除術 1

胸腔鏡下肺切除術 27 肺嚢胞手術
20

その他
7

胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 3

肺悪性腫瘍手術 3

部分切除
－

区域切除
1

肺葉切除又は1肺葉を超える
－

肺全摘
－

隣接臓器合併切除を伴う
肺切除

1

気管支形成を伴う肺切除
1

気管分岐部切除を伴う肺切除
－

気管分岐部再建を伴う肺切除
－

胸膜肺全摘
－

壁側･臓側胸膜全切除
－

胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 87 部分切除
16

区域切除
11

肺葉切除又は1肺葉を超える
60

胸腔鏡下肺切除術,
27

胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術,
87
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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）

小

児

外

科

胸腔鏡下肺切除術 2
食道狭窄拡張術 3
動脈管開存症手術 2

ヘルニア手術 17

腹壁瘢痕
－

半月状線，白線，
腹直筋離開

1

臍
15

臍帯
－

鼠径
1

大腿
－

腰
－

骨盤部
－

内
－

腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 56
腹腔鏡下大網，腸間膜，後腹膜 2
臍腸管瘻手術（腸管切除を伴う） 1
内視鏡的胃ポリープ･粘膜切除術 1
食道･胃内異物除去摘出術（マグネット） 4
内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 2
内視鏡的胃･十二指腸狭窄拡張術 1
幽門形成術 2
腹腔鏡下総胆管拡張症手術 1
腸管癒着症手術 1
小腸切除術 1
虫垂切除術 1
腹腔鏡下虫垂切除術 16
人工肛門造設術 2
腸閉鎖症手術 1
先天性巨大結腸症手術 1
腹腔鏡下先天性巨大結腸症手術 6
肛門周囲膿瘍切開術 5
鎖肛手術 2
停留精巣固定術 1

ヘルニア手術, 17

腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術, 
56

腹腔鏡下
虫垂切除術, 16
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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）

脳
神
経
外
科

脳膿瘍排膿術 2
定位脳腫瘍生検術 4
頭蓋内血腫除去術（開頭脳内） 1
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 16

頭蓋内腫瘍摘出術 3 松果体部腫瘍
－

その他のもの
3

内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術 2

水頭症手術 2 脳室穿破術
－

シャント術
2

脳動脈瘤頸部クリッピング 5 1箇所
5

2箇所以上
－

脳血管内手術 2 1箇所
2

2箇所以上
－

脳血管内ステント
－

経皮的脳血栓回収術 2
頭蓋骨形成手術 1
経皮的頸動脈ステント留置術 5

診療科 術式・症例など 計 （再 掲）

一

般

外

科

肛門周囲膿瘍切開術 6

痔核手術 7

硬化療法
－

硬化療法
（四段階注射法）

7

結紮術･焼灼術･血栓摘出術
－

根治手術
（硬化療法を伴わない）

－

根治手術
（硬化療法を伴う）

－

PPH
－
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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）

整

形

外

科

四肢･躯幹軟部腫瘍摘出術 1 肩･上腕･前腕･大腿･下腿･躯幹
1

手･足
－

四肢･躯幹軟部悪性腫瘍摘出術　 1 肩･上腕･前腕･大腿･下腿･躯幹
1

手･足
－

骨折非観血的整復術 52 肩甲骨･上腕･大腿
5

前腕･下腿
27

鎖骨･膝蓋骨･手･足
20

骨折経皮的鋼線刺入固定術 2

骨折観血的手術 27 肩甲骨･上腕･大腿
18

前腕･下腿･手舟状骨
7

鎖骨･膝蓋骨･手･足
･指
2

難治性骨折超音波治療法（一連につき） 2
超音波骨折治療法（一連につき） 4

骨移植術 206

自家骨移植
5

同種骨移植（生体）
－

同種骨移植（非生体）
（特殊なもの）

－
同種骨移植（非生体）

（その他）
201

自家培養軟骨移植術
－

関節脱臼非観血的整復術 16 肩･股･膝
8

胸鎖･肘･手･足
2

肩鎖･指
6

関節鏡下関節滑膜切除術 1
関節鏡下半月板切除術 1

関節内骨折観血的手術 6 肩･股･膝･肘
3

胸鎖･手･足
3

肩鎖･指
－

人工骨頭挿入術 9 肩･股
9

肘･手･足
－

指
－

人工関節置換術 9 肩･股･膝
9

胸鎖･肘･手･足
－

肩鎖･指
－

四肢切断術 3 上腕･前腕･大腿･下腿･手･足
3

指
－

脊椎内異物（挿入物）除去術 6

椎間板摘出術 31 前方摘出術
－

後方摘出術
31

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 868

前方椎体固定
87

後方又は後側方固定
77

後方椎体固定
250

前方後方同時固定
5

椎弓切除
14

椎弓形成
435

体外式脊椎固定術（ベスト式） 4
脊髄腫瘍摘出術 3

骨折非観血的整復術, 52
骨折観血的手術, 27

骨移植術, 206

関節脱臼非観血的整復術, 16

椎間板摘出術, 31
脊椎固定術､椎弓切除術､
椎弓形成術, 868
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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）

皮

膚

科

皮膚･皮下腫瘍摘出術（露出部） 91 2cm未満
72

2cm以上4cm未満
13

4cm以上
6

皮膚･皮下腫瘍摘出術（露出部以外） 94 3cm未満
72

3cm以上6cm未満
14

6cm以上12cm未満
7

12cm以上
1

皮膚悪性腫瘍切除術 14 広汎切除
－

単純切除
14

診療科 術式・症例など 計 （再 掲）
小
児
科

新生児仮死蘇生術 144 第1度
86

第2度
58
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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）

泌

尿

器

科

腹腔鏡下副腎摘出術 3
体外衝撃波腎･尿管結石破砕術 57
腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術 16
経皮的腎（腎盂）瘻造設術 7
経尿道的尿管ステント留置術 79

膀胱結石，異物摘出術 8 経尿道的
8

膀胱高位切開
－

経尿道的電気凝固術 7

膀胱悪性腫瘍手術 94

切除
1

全摘（腸管）
4

全摘
（尿管S状結腸吻合）

－

全摘
（回腸･結腸導管）

2
全摘

（代用膀胱）
－

経尿道的
（電解質溶液）

42

経尿道的
（その他）

45
腹腔鏡下尿膜管摘出術 1
尿道狭窄内視鏡手術 1
陰茎突圭コンジローム切除術 3

包茎手術 13 背面切開
－

環状切除
13

精巣摘出術 5
精巣悪性腫瘍手術 4
顕微鏡下精索静脈瘤手術 45

陰嚢水腫手術 6 交通性陰嚢水腫
2

その他
4

停留精巣固定術 11
精索捻転手術 3

経尿道的前立腺手術 5 電解質溶液利用
2

その他
3

前立腺悪性腫瘍手術 2

体外衝撃波腎･
尿管結石
破砕術, 57 腹腔鏡下腎（尿管）

悪性腫瘍手術, 16

経尿道的尿管
ステント留置術, 79

膀胱悪性腫瘍手術, 94

包茎手術, 13

顕微鏡下
精索静脈瘤
手術, 45

停留精巣固定術, 11
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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）

産

婦

人

科

帝王切開術 381 緊急
120

選択
261

バルトリン腺膿瘍切開術 5
バルトリン腺嚢胞腫瘍摘出術 6
腟壁尖圭コンジローム切除術 4
腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 1
子宮内腔癒着切除術（癒着剥離を含む） 1
子宮鏡下子宮内膜焼灼術 17
子宮脱手術 12
子宮頸管ポリープ切除術 48
子宮頸部（腟部）切除術 46
子宮息肉様筋腫摘出術（腟式） 4

子宮筋腫摘出術 27 腹式
27

腟式
－

子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術，子宮内膜
ポリープ切除術 13

子宮全摘術 68
子宮悪性腫瘍手術 11

子宮附属器癒着剥離術（両側） 4 開腹
3

腹腔鏡
1

子宮付属器腫瘍摘出術 74 開腹
57

腹腔鏡
17

子宮付属器悪性腫瘍手術 9
吸引娩出術 57

鉗子娩出術 13 低位鉗子
12

中位鉗子
1

妊娠子宮摘出術 2

子宮頸管縫縮術 15 マクドナルド
－

シロッカー，ラッシュ
15

縫縮解除法
－

流産手術 59
11週まで

（手動真空吸引）
43

11週まで（その他）
2

11週超え21週まで
14

子宮内容除去術（不全流産） 7
胞状奇胎除去術 7
異所性妊娠手術 6

帝王切開術 , 381

子宮鏡下子宮内膜焼灼術, 17子宮頸管ポリープ切除術, 48子宮頸部(腟部)切除術, 46

子宮筋腫摘出術, 27

子宮全摘術, 68

子宮付属器腫瘍摘出術,
74

吸引娩出術, 57

子宮頸管縫縮術, 15

流産
手術, 59
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診療科 術式・症例など 計 （再 掲）

眼
　
　
　
科

水晶体再建術 1,057 縫着レンズ挿入
7

その他
1,048

レンズ挿入なし
2

計画的後嚢切開
－

眼瞼結膜腫瘍手術 3

眼瞼内反症手術 8 縫合法
4

皮膚切開法
4

眼瞼下垂症手術 46 眼瞼拳筋前転法
38

筋膜移植法
－

その他
8

緑内障手術 15 虹彩切除術
－

流出路再建術
10

濾過手術
5

虹彩整復･瞳孔形成術 2
虹彩光凝固術 3
隅角光凝固術 23
前房，虹彩内異物除去術 4

網膜光凝固術 85 通常のもの
64

その他特殊
21

硝子体注入･吸引術 9
硝子体切除術 10

硝子体顕微鏡下離断術 81 網膜付着組織を含むもの
58

その他
23

増殖性硝子体網膜症手術 2
後発白内障 93

水晶体再建術, 
1,057

眼瞼下垂症手術, 46
緑内障手術, 15

隅角光凝固術, 23

網膜光凝固術, 85

硝子体顕微鏡下離断術, 81
後発白内障, 93
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診療科 術式・症例など 計 （再 掲）

耳

鼻

咽

喉

科

口蓋扁桃手術 172 切除
1

摘出
171

先天性耳瘻管摘出術 8
鼓膜（排液･換気）チューブ挿入術 53
鼓膜形成術 1
下甲介粘膜レーザー焼灼術 14
鼻骨骨折整復固定術 6

鼻甲介切除術 6 高周波電気凝固法
－

その他
6

粘膜下下鼻甲介骨切除術 5
鼻茸摘出術 6
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 21
内視鏡下鼻･副鼻腔手術Ⅳ型 8
鼻中隔矯正術 6
上顎洞篩骨洞根治手術 3

咽頭異物摘出術 10 簡単
3

複雑
7

アデノイド切除術 40
中咽頭腫瘍摘出術 3
気管切開術 4
口蓋腫瘍摘出術 1
口唇腫瘍摘出術 2

唾石摘出術 1 表在性
－

深在性
1

腺体内に
－

舌下腺腫瘍摘出術 6

耳下腺腫瘍摘出術 8 浅葉
8

深葉
－

頚瘻，頸嚢摘出術 3

口蓋扁桃手術, 
172

鼓膜(排液･換気)
チューブ挿入術 , 53

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, 21

咽頭異物摘出術, 10

アデノイド切除術, 40
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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 2,737 乳歯
18

前歯
273

臼歯
1,140

埋伏歯
1,306

歯根嚢胞摘出術 62 歯冠大
44

拇指頭大
17

鶏卵大
1

歯根端切除術 23

顎骨腫瘍摘出術（歯根嚢胞を除く） 62 直径3cm未満
61

直径3cm以上
1

歯肉･歯槽部腫瘍手術 32 硬
8

軟
24

口腔底悪性腫瘍手術 1

舌腫瘍摘出術 35 粘膜嚢胞摘出術
1

その他のもの
34

舌悪性腫瘍手術 9 切除
8

亜全摘
1

口蓋腫瘍摘出術 5 口蓋粘膜
3

口蓋骨
2

口唇裂形成手術 1
頬･口唇･舌小帯形成術 16

口唇腫瘍摘出術 30 粘膜嚢胞摘出術
22

その他のもの
8

口腔，顎，顔面悪性腫瘍切除術 1

頬腫瘍摘出術 10 粘液嚢胞
4

その他
6

頬粘膜腫瘍摘出術 13
頬粘膜悪性腫瘍手術 1
上顎骨悪性腫瘍手術 3
下顎骨離断術 1

下顎骨悪性腫瘍手術 6 切除
5

切断
1

下顎隆起形成術 2
口腔外消炎手術 67
がま腫摘出術 1

唾石摘出術 5 表在性
4

深在性
1

腺体内
－

顎下腺腫瘍摘出術 1
頬骨骨折観血的整復術 2
下顎骨折観血的手術 1

下顎関節突起骨折観血的術 1 片側
1

両側
－

顎骨内異物除去術 8

                                            

抜歯手術, 2,737

歯根嚢胞摘出術, 62
歯根端切除術, 23

顎骨腫瘍摘出術（歯根嚢胞を除く）,62

歯肉･歯槽部腫瘍手術, 32 舌腫瘍摘出術, 35
口唇腫瘍摘出術, 30
口腔外消炎手術, 67
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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、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。
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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、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　原稿は、Ａ4判、800字詰（32文字×25行）、12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、①和文抄録、②原稿本文、③文献、④図表並びにそのタイトル及び説明文の順で記述するとともに、
行番号及び頁数を表示し、番号毎（①～④）に改ページを行う。④については別のファイルで作成してもよい。

3　原稿には所定の表紙をつけ、これに論文種別、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判用紙に出力したものを添えて提出するものとする。

4　各専門分野で認められている省略記号以外、術語の省略はしない。なお、略語を使う場合は、原則として原稿本
文及び和文抄録ともに初出時にフルスペルで明示する。また、外国人名は原語を、薬品などの化学用語は学術名を
用いる。

5　原稿本文の構成は、①緒言（はじめに）、②対象及び方法（又は症例）、③成績（結果）、④考察、⑤結語（結論）
の順を原則とする。

6　図表の挿入場所について特に指示がある場合には、挿入場所を指定しなければならない。顕微鏡写真については、
倍率及び染色方法を明記するものとする。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。なお、図表はモノクロームでの掲載を原則とする。
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7　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-

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.○○
8　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。

　（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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本号では、13篇の投稿論文を掲載いたしました。残念ながら、査読、修正の段階で、本号での

掲載を見送ることになった論文もあります。私は、本誌での査読は、“より良い論文への手助け”
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論文は、筆者、共著者の努力の結晶です。机の隅に積まれるのではなく、ぜひ、一読していた

だくようにお願いいたします。
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