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リウマチ性僧帽弁狭窄症に伴う巨大左房内血栓症の１例＊
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和文抄録

症例は81歳女性。かかりつけ医で僧帽弁狭窄症およ
び脳塞栓症の既往に対しワルファリン治療中だった。
1ヶ月前から咳嗽があり近医にて抗生剤で治療されるも
微熱と倦怠感が持続するため当院を紹介された。単純
CT検査、経胸壁心エコー検査で左房内腫瘤が疑われた
ためただちに入院し、経食道心エコー検査、造影CT検
査、心臓MRI検査を施行し、中等度僧帽弁狭窄症（弁
口面積1.2cm2）に伴う5×4	cmの巨大左房内血栓症
が疑われた。大動脈弁閉鎖不全および三尖弁閉鎖不全
も認めたためリウマチ性連合弁膜症と診断した。ワル
ファリン1mgと2mgの隔日投与でPT-INR	1.78と適切
な範囲で治療中の巨大左房内腫瘤であり、全身性塞栓
症の危険が極めて大きい病態と考え、準緊急手術の方
針で心臓外科と検討を進めた。入院後は安静臥床およ
びヘパリン持続点滴1−2万単位/日にて自覚症状の改
善がみられたが、腫瘤の縮小は認めなかった。術前の
心臓カテーテル検査ではPCWP	18mmHg、PA	mean	
25mmHg、CI	2.0L/min/m2、冠動脈に有意狭窄は認め
なかった。第6病日に僧帽弁と大動脈弁の2弁置換＋三
尖弁輪形成＋メイズ＋卵円孔閉鎖＋左房血栓除去手術
を施行した。摘出された血栓は45×35×15mm、85gだっ
た。術後の経過は順調で、術後7日で自宅退院となった。
ワルファリン治療中にもかかわらず巨大左房内血栓を
伴ったリウマチ性連合弁膜症の貴重な1例を経験したの
で報告する。

はじめに

僧帽弁狭窄症はほとんどがリウマチ熱罹患後に生じ、
左房の圧負荷から労作時呼吸困難や咳、喀血などの呼

吸器症状、進行すると右心不全症状等を来す1）。また、
心房細動合併例では左房内血栓を生じ全身性塞栓症を
併発する場合がある。血栓予防の薬物治療にはワルファ
リンが使用される。本症例は僧帽弁狭窄症と脳梗塞の
既往があり、ワルファリン内服で適切なPT-INRに治療
されていたにもかかわらず左房内巨大血栓を生じたリ
ウマチ性僧帽弁狭窄症の1例であり報告する。

症　　 例

症例：81歳、女性
主訴：微熱、咳嗽、倦怠感
既往歴：陳旧性心筋梗塞、僧帽弁狭窄症、慢性心不全、

脳梗塞、高尿酸血症、高血圧症、深部静脈血栓症、自
律神経失調症

内服歴：ワルファリン1mg/2mg（隔日投与）、バイ
アスピリン錠100mg、カルベジロール錠10mg、バルサ
ルタン錠40mg、アロプリノール錠100mg、アルプラゾ
ラム錠0.8mg

現病歴：1ヶ月ほど前から咳嗽があり近医を受診した。
抗生剤を内服したが症状の改善を認めず、その後微熱
と倦怠感が出現したため、当院呼吸器内科初診外来を
紹介受診した。単純CT検査と心エコー検査で左房内に
血栓もしくは腫瘍の存在が疑われたため、当科紹介受
診となった。

来院時現症：身長153	cm、体重50	kg。体温36.8℃、
脈拍82/分（不整）、血圧142/85	mmHg。

来 院 時 血 液 検 査：CRP	9.1	mg/dL、PT-INR	1.78、	
D-ダイマー	6.64	µg/mL、BNP	189	pg/mLと高値を認
めた（Table	1）。

胸部X線写真：心胸郭比69%と心陰影拡大がみられた
が、明らかな肺うっ血や胸水は認めなかった（Figure	1）。

12 誘導心電図：心拍数 74/ 分の心房細動を認めた
（Figure	2）。

CT検査：外来で施行した単純CT検査で左房拡大と
左房内部の不均一濃度を認め、左房内血栓または腫瘍

＊ Huge thrombi formation in the left atrium associated with 

rheumatic mitral stenosis
＊＊ Masayuki Komura et al.
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が疑われた（Figure	3a）。また中等量の心嚢水貯留を認
めた。肺野は軽度陳旧性変化を認めるのみで胸水貯留
はみられなかった。入院後施行した造影CT検査で、左
房内に造影効果の乏しい不整形の腫瘤性病変を認めた

（Figure	3b）。腫瘤内部の吸収値にはばらつきがみられ
た。全身性の塞栓症は認めなかった。

経胸壁心エコー検査：左房拡大（最大径63mm）と、
左房天蓋部から後壁にかけて付着する腫瘤を認めた

（Figure	4）。腫瘤は49×40mm、不整形で可動性に乏
しく、内部は不均一だった。また、中等度の僧帽弁狭
窄（弁口面積1.2	cm2）を認めた。僧帽弁に明らかな疣

Figure 1.　胸部X線写真（立位）
心胸郭比69%と心陰影拡大がみられるが、肺うっ血や胸水
は認めない。

Table 1.　来院時血液検査成績

WBC
Neutro
Hb
Plt

TP
Alb
AST
ALT
ALP
CPK
γ GTP
T-Bil
BUN

9630	/µL
71.2 %

12.4	g/dL
18.1×104	/µL

6.6	g/dL
3.2	g/dL
21	U/L
32	U/L

270	U/L
25	U/L

136	U/L
0.6	mg/dL

17.4	mg/dL

Cre
UA
Na
K
Cl
Glu
CRP
PCT

PT-INR
APTTs
D-dimer

BNP

1.30	mg/dL
5.0	mg/dL

138	mEq/L
4.0	mEq/L
98	mEq/L

114	mg/dL
9.1	mg/dL

0.12	ng/mL

1.78
38.1	sec

6.64	μg/mL

189	pg/mL

Figure 2.　12誘導心電図
心拍数74/分の心房細動を認める。

Figure 3.　胸部CT画像
（a）単純CT画像。左房が拡大し、左房内部の濃度が不均
一にみえる。中等量の心嚢液貯留を疑う所見を認める。（b）
造影CT画像（動脈相）。左房内に造影効果に乏しい不整形
の陰影を認める。
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贅の付着はみられなかった。軽度の大動脈弁閉鎖不全
および三尖弁閉鎖不全を認めた。左室収縮は保たれて
いた。

経食道心エコー検査：左房内部の腫瘤は可動性に乏
しく、表面に凹凸があり、内部は充実性で不均一だっ
た（Figure	5）。腫瘤の一部は左房壁に沿って左心耳や
心房中隔に広がっていた。腫瘤内部に明らかな血流は
みられなかった。左房内にモヤエコーを認めた。肺静
脈から左房への血流は保たれていた。

心臓MRI検査：左心耳から後壁に連続する一塊の巨

大腫瘤を認めた（Figure	6）。4本の肺静脈から左房へ
の流入路はいずれも保たれていた。

心臓カテーテル検査：右心カテーテル検査で肺動脈
楔入圧20/18/18	mmHg（最高/最低/平均血圧）、肺動
脈圧42/16/25	mmHg、右室圧36/5/9	mmHg、右房圧
13/10/11	mmHg、心係数2.00	L/min/m2とForrester分
類III群の心不全を認めた。冠動脈造影検査では有意狭
窄はみられなかった。大動脈造影検査でSellers分類	1
度の大動脈弁閉鎖不全を認めた。左室造影検査は左室
内血栓の可能性を否定できず施行しなかった。心嚢穿

Figure 4.　経胸壁心エコー画像（心尖部四腔像）
左房拡大（最大径63mm）と、左房天蓋部から後壁にかけて付着した腫瘤を認める（矢印）。LA：左房、LV：左室、RA：右房、
RV：右室。

Figure 5.　経食道心エコー画像
左房内部に腫瘤を認める（矢印）。腫瘤は充実性で内部は不均一にみえ、可動性は乏しい。左房内にモヤエコーを認める（矢頭）。
LA:	左房、LV:	左室、Ao:	大動脈。
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刺による細胞診を検討したが、スペースが不十分だっ
たため断念した。

臨床経過：入院後は歩行がトイレまでと活動性の低
下を認め、NYHA分類は3度と考えられた。各種検査
結果から、僧帽弁狭窄に大動脈弁閉鎖不全と三尖弁閉
鎖不全を伴ったリウマチ性連合弁膜症に心房細動を合
併し、左房内に巨大血栓が生じた病態を疑った。ワル
ファリン中止、ヘパリン持続点滴1−2万単位/日で治
療開始し、自覚症状の改善は認めたが、左房内腫瘤は
縮小せず、塞栓症をきたす可能性が高く準緊急手術の
適応と考え、第6病日に当院心臓外科で手術を施行され
た。大動脈弁および三尖弁閉鎖不全が今後さらに進行
する可能性も考慮し、術式は僧帽弁および大動脈弁置
換術（Magna	Mitral	27mm/Magna	Ease	21mm）＋三尖
弁輪形成術（Contour	3D	26mm）＋メイズ術＋卵円孔閉
鎖術＋左房血栓除去術とした。

手術所見：胸骨正中切開して心膜を切開、心嚢液は
中等量で黄色透明だった。左房内は巨大な腫瘤で充満
しており、慎重に左房壁から剥離し、ほぼ一塊に除去
した。左心耳とその周囲の左房壁は肥厚し、内膜は平
滑ではなく、腫瘤の付着部位と考えられた。大動脈弁
は3尖で特に弁尖先端に肥厚と石灰化を認めた。僧帽弁
は前尖全体とP2に著明な石灰化を認め、典型的なリウ

マチ性弁膜症の所見と考えられた。手術時間は244分。
摘出した腫瘤は45×35×15mm、85gだった（Figure	7）。

Figure 7.　摘出標本
腫瘤は大きさ45×35×15mm、重さ85g。表面は赤色で一
部白色成分が含まれる。

Figure 6.　心臓MRI画像
（a）水平断、（b）冠状断、（c）-（d）矢状断。（c）と（d）は断面が異なる。左心耳内部および左房天蓋部から後壁に連続性に付
着する一塊の腫瘤を認める（矢印）。心嚢液貯留がみられる。LA:	左房、LV:	左室、RA:	右房、RV:	右室、Ao:	大動脈。
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病理所見：組織の大部分が凝血塊やフィブリン成分
で占められていたが（Figure	8a）、一部に毛細血管や
線維芽細胞などの器質化を示唆する所見が散見された

（Figure	8b）。腫瘍性変化は認めず、時間の経過した血
栓として矛盾しない所見だった。心嚢水に悪性所見を
認めなかった。

術後経過：人工弁に異常なく、血栓再発を認めなかっ
たため、第14病日に自宅退院となった。退院後はワル
ファリン3mgを継続し血栓再発は認めていない。

考　　 察

本症例は左房内腫瘤が血栓性か腫瘍性かが問題と
なった。心房細動を伴う僧帽弁狭窄症やモヤエコー等
の臨床所見は易血栓傾向を示唆していたが、PT-INRは
適切な範囲に保たれていたことから、腫瘤が腫瘍性病
変である可能性も考えられた。

CT検査や超音波検査で血栓と腫瘍を鑑別することは
容易ではないと考えられる。一般に左房内血栓に形態
的特徴はないが、そのほとんどが左心耳に発生し成長
すると考えられている 2）。一方、心臓腫瘍のほとんど
を占める粘液腫は球状、乳頭状、分葉状の形態が多く、
心房中隔に付着し、しばしば茎を有し可動性が大きい
ことが特徴とされる 3）。また、CT検査で14%に石灰化
がみられ 4）、造影CT検査でまだら状の造影効果を認め
たとする報告がある5）。本症例は左心耳から連続し、造
影効果や可動性に乏しく、石灰化を認めない腫瘤であ
り、画像所見上は腫瘤が血栓性であることを示唆して
いると考えられる。

本症例はPT-INRが適切な範囲で維持され、ワルファ
リンの服薬状況は適切であったにも関わらず巨大血栓
を認めた。本邦において、抗凝固薬を内服し、PT-INR
が適切な範囲で調整された非弁膜症性心房細動患者の

2.7%に左心耳内血栓を認めたとする報告があり 6）、適
切な薬物治療が行われていても心房細動による血栓形
成のリスクはあると考えられる。僧帽弁狭窄症に合併
した心房細動の場合、血栓リスクはより高くなること
が推測される。本症例において6年前に実施されていた
経胸壁心エコー検査では、僧帽弁口面積が1.9	cm2の僧
帽弁狭窄を認め、大動脈弁および三尖弁閉鎖不全は指
摘されず、明らかな左房内血栓も認めなかった。また、
心電図検査では1度房室ブロックを伴う洞調律だった。
このことから、その後のリウマチ性連合弁膜症の進行
と心房細動の出現が易血栓傾向を促進し、左房内血栓
が生じたと考えられる。病理所見で血栓が一部器質化
していたことから、血栓はある程度の長い経過で巨大
化したと推測される。抗凝固薬を適切に内服していて
も、僧帽弁狭窄症等の併存症により左房内血栓が形成
され、時に巨大化しうることを示す1例だった。

結　　 論

ワルファリン治療中にかかわらず、リウマチ性連合
弁膜症に伴う巨大血栓症の1例を経験したので報告し
た。

利益相反

本論文において、全ての著者に開示すべき利益相反
状態はない。

文　　 献

1）	 津川博一：僧帽弁膜症，僧帽弁逸脱症候群，僧帽弁
腱索断裂．中川勝文：日本臨牀社，別冊	日本臨牀	
新領域別症候群シリーズ	No.	7	循環器症候群（第2

Figure 8.　摘出標本の病理組織像
（a）	PTAH染色。染色されたフィブリンが散見される。倍率:	40倍。（b）	HE染色。管腔構造を示す血管組織を認める。倍率:	
100倍。
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リウマチ性大動脈弁狭窄症の解剖学的評価に心臓CTが有用であった一例＊

	 名古屋市立東部医療センター	 桜　井　勇　明＊＊	
	 名古屋市立東部医療センター　循環器内科	 野　田　　　翼	 橋　本　朋　美	
	 	 蜂　矢　健　太	 蓮　尾　隆　博	
	 	 関　本　　　暁	 吉　田　孝　幸	
	 	 玉　井　　　希	 佐　伯　知　昭	
	 	 村　上　善　正

key	word：リウマチ性，大動脈弁狭窄症，心臓CT

和文抄録

症例は62歳の男性。
経胸壁心臓超音波検査にてリウマチ性大動脈弁狭窄

症の進行を認めたが、経食道心臓超音波検査では弁口
面積が保たれていた。心臓CTの結果ではリウマチ性変
化により弁がドーム形状をきたし、大動脈弁基部では
弁口面積が保たれるが、弁尖では弁口面積の狭小化を
認めたため手術適応と判断し、大動脈弁置換術を施行
した。超音波検査では弁の形態が十分に評価できない
こともあり、心臓CTがリウマチ性大動脈弁狭窄症の診
断に有効な一例であった。

症例は62歳の男性。
主訴：ふらつき
現病歴：心不全にて循環器内科の外来に通院中、	2018

年6月18日急性腸炎きたし経過観察入院となった。入院
中に高血圧症とふらつき症状を自覚した。胸部聴診で駆
出性収縮期雑音の悪化を聴取したため検査をすすめた。

既往歴：心不全、糖尿病（網膜症合併）、高血圧症
内服薬：オルメサルタン	40mg、エプレレノン	50mg、	

カルベジロール20mg、イプラグリフロシン	50mg
生活歴：喫煙 20本×35年（20歳～55歳）、飲酒 なし。
現症：身長 172cm、体重 76kg、血圧 187/75mmHg、

脈拍 85/min、体温 37.2 ℃、経皮的酸素飽和度 96%
（room	air）、心音	第2肋間胸骨右縁に収縮期駆出性雑
音（Levine	4/6）を聴取した。呼吸音	清、左右差なし。

図1～3は,	それぞれ血液検査、12誘導心電図、胸部

＊ A case of a rheumatoid aortic stenosis in which cardiac CT 

was useful for anatomic evaluation.
＊＊ Yomei Sakurai et al.

図1　入院時血液検査所見
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単純X線の所見を示している。BNPの増加と左室肥大
を認めたが心拡大や胸水貯留は認めなかった。図4～5
では、大動脈弁に対する経胸壁心臓超音波検査と経食
道心臓超音波検査の所見を示している。図6では、心臓
CTによる大動脈弁の評価所見を示している。

心臓カテーテル検査：左右冠動脈に有意狭窄を認め
ない。心係数2.8L/min/mm2、肺動脈楔入圧19/15（平
均圧14）mmHgであった。左室圧	179/−6（拡張末期
圧19）mmHg、大動脈圧	130/52（78）mmHgと圧較差

（PG）49mmHgを認めた。なお、2013年と2016年にも
心臓カテーテル検査を行っているが、その際には左室-
大動脈間に圧較差は認めなかった。

臨床経過：経胸壁心臓超音波検査で心機能および弁
膜症を経時的に評価した（表1）。大動脈弁における最

大流速（Vmax）は上昇傾向であり、大動脈弁の弁口面
積（AVA）は減少していた。経食道心臓超音波検査で
は弁口面積が保たれていたが、心臓CTの結果弁尖の先
端部分での弁口面積は1.04cm2と狭窄を認めた。心臓カ
テーテル検査にて大動脈弁圧較差を認め、ドブタミン
負荷心臓超音波検査（表2）で、偽性大動脈弁狭窄症が
否定され、真性大動脈弁狭窄症と診断した。大動脈弁
のドーム形状や交連部の癒着などリウマチ性変化を示
す所見を認めたため、リウマチ性大動脈弁狭窄症と診
断した。PG≧40mmHgでVmax≧4m/secを認め、高
血圧やふらつき症状も伴うため重度の症候性大動脈弁
狭窄症で大動脈弁置換術の適応（ClassⅠ）と診断し、
後日機械弁による大動脈弁置換術を施行した1）。

術中所見：大動脈弁は3尖で、交連の著明な石灰化と
癒合を認めた。機械弁（SJM	Regent	21mm）	を用いて、
大動脈弁置換術を施行した。

病理所見：摘出した弁では、著しい硝子化、石灰化
や粥状変化を伴う弁組織変化を認めた。これらは、リ
ウマチ性弁膜炎の慢性変化に矛盾しないものであった。
Aschoff結節などの活動性炎症像は認めなかった。

考察：大動脈弁狭窄症の診断において、心臓超音波
検査の果たす役割は大きい。大動脈弁の最大流速、弁
口面積、平均圧較差（mPG）を評価し、重症度ならび
に治療方針を決定するため、各項目を正確に測定する
ことが重要である。近年では、弁構造のより詳細な把
握のために経食道心臓超音波検査による3D画像での評
価が有用とされている。しかし本症例では、経食道心
臓超音波検査では大動脈弁の狭窄が認められず、経胸
壁心臓超音波検査や心臓カテーテル検査での所見と矛
盾していた。これはリウマチ性弁疾患に由来する大動

図2　入院時心電図所見:正常洞調律、左室高電位を認める。

図3　胸部単純X線画像：心拡大や胸水貯留は認めず。

図4　経胸壁心臓超音波検査
・IVS	13mm,	LVDd	49mm,	LVDs	37mm,	EF	48%
・AVA	0.8cm2,	Avmax	404cm/sec,	mPG	36mmHg
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脈弁のドーム形状変化と心臓超音波検査の画像解像度
が原因と考えられる。心臓CT検査は、高い空間・時間
分解能を有し精度の高い弁形態、弁動作の評価が可能
なため、弁膜症の術前評価において欠かせない手段と
されている 2）。心臓CTの結果、大動脈弁基部では弁口
面積は保たれているが、弁尖部では弁口面積の狭小化

を認め、大動脈弁狭窄症の診断に至った。弁疾患の評
価において、心臓超音波検査のみならず、心臓CTや心
臓カテーテル検査の結果も参考にし、総合的に判断し
て、重症度や治療方針を決めることが必要であると考
える。

表1　経皮的心臓超音波検査による経時的心機能評価結果

2013/10/1 2016/1/1 2016/5/1 2017/2/1 2017/3/1 2017/7/1 20018/6/1
Vmax（m/sec） 1.71 2.02 2.45 3.07 3.23 3.34 4.04
EF（%） 31 36 29 35 48 48 48
AVA（cm2） 1.4 1.2 1.1 0.8
SV（ml） 54 83 90 70 72

図5　経食道心臓超音波検査結果（長軸像・短軸像・3D画像）
・大動脈弁は開口している。
・大動脈弁開口時にドーム形成を認める

図6　心臓CT（水平断）
・大動脈弁交連部の癒合（矢印）を認める。
・		大動脈弁基部側の弁口面積は保たれているが、先端側の弁口面積は1.04cm2と狭窄を認めた。
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表2　ドブタミン（DOB）負荷心臓超音波検査

DOB
（mg/h）

AVmax
（cm/秒）

meanPG
（mmHg）

AVAI
（cm2/m2）

0 360 29 0.57
30 369 31 0.57
45 425 39 0.53
60 475 44 0.59

・平均圧較差上昇を認めた。
・SVは32%増加した。
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左冠動脈-肺動脈瘻に伴う冠動脈瘤破裂の一例＊

	 名古屋市立東部医療センター　臨床研修センター	 下　谷　直　輝＊＊	
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key	word：冠動脈瘻，冠動脈瘤，破裂

抄　　 録

左冠動脈前下行枝-肺動脈瘻に合併した冠動脈瘤破裂
に対し、緊急手術を施行して救命した。

症例は63歳男性。ふらつきと胸部違和感を主訴に救
急外来を受診した。造影CTで冠動脈-肺動脈瘻に伴う
1cm大の冠動脈瘤に加え、軽度の血性心嚢液を認めた。
明らかな破裂の所見は認めず経過観察入院としたが、
入院7日目に冠動脈瘤破裂による心タンポナーデをきた
した。心嚢穿刺ドレナージを施行後、経皮的人工心肺
の導入、同日緊急手術（冠動脈-肺動脈瘻閉鎖術、冠動
脈瘤切除術）により救命を得た。本症例も含め、瘤径
10mm大の小さなものでも破裂の報告があるため、手
術適応に関しては今後のさらなる症例の積み重ねが重
要となる。

症　　 例

症例：63歳男性
主訴：ふらつき、胸部違和感
現病歴：2018年11月午前7時に突然発汗を伴う胸痛

が出現した。その後外出したが、午後2時頃まで発汗、
ふらつき、胸部違和感が持続したため救急外来を受診
した。

既往歴：前立腺癌、高血圧症、脂質異常症
内服薬：タムスロシン0.2㎎/日、テルミサルタン20

㎎/日、フェブキソスタット20mg/日、フェノフィブ
ラート80㎎/日、エゼチミブ10mg/日

家族歴：母が大動脈解離
生活歴：喫煙 5-10 本× 43 年（20～63 歳）、ビール

500ml/日、アレルギー歴なし

入院時現症：身長157cm、体重59kg、意識清明、血
圧111/80mmHg、脈拍81bpm（整）、経皮的酸素飽和度
99%（room	air）、体温35.9℃、頸静脈時怒張なし、心音整、
心雑音なし、肺ラ音なし、腹部異常所見なし、神経学
的異常所見なし

12誘導心電図（図1）：洞調律、心拍数78bpm、異常
Q波なし、ST-T変化なし、右心負荷所見なし

心臓超音波検査：心嚢液約1cm貯留、左室壁運動低
下なし、左室壁運動に異常なし、左室壁はやや肥厚、
下大静脈10-20mmで呼吸性変動あり

胸部X線写真（図2）：CTR	59.6%、うっ血所見なし、
胸水なし

血 液 検 査：WBC	15590/µl、RBC	387 万 /µl、Hb	
12.3	g/dl、HCT	37.0	%、Plt	21.9 万 /µl、PT-INR	1.02、
APTT	24.1sec、D-dimer	0.61	µg/ml、TP	6.0	g/dl、
Alb	 3.8	 g/dl、AST	 37	 IU/l、ALT	 32	 IU/l、ALP	
132	 IU/l、LDH	161	 IU/l、CPK	107	 IU/l、CK−MB	
1.4	ng/ml、トロポニンI	0.096	ng/ml、γ GTP	66	IU/l、
Amy	42	IU/l、総ビリルビン	0.5	IU/l、BUN	26.8	mg/dl、	
Cr	2.42	mg/dl、Glu	165	mg/dl、BNP	24.2	pg/ml、Na	
135	mEq/l、K	3.8	mEq/l、Cl	101	mEq/l、Ca	8.8	mg/dl、
T-chol	 174	mg/dl、LDL-chol	 98	mg/dl、HDL-chol	
52	mg/dl、中性脂肪	190	mg/dl、CRP	0.4	mg/dl。

胸部単純CT（図3）：心嚢液貯留あり、大動脈に異常
なし

冠動脈造影CT（図4,	5）：左冠動脈前下行枝-肺動脈
の短絡があり途中に約1cmの動脈瘤形成を認める.	明ら
かな活動性出血なし

冠動脈造影（図6,	7）：左冠動脈、右冠動脈に有意狭
窄を認めず、左前下行枝第1分枝から肺動脈への流入血
管が確認でき、その途中に約11～13mm大の冠動脈瘤
を認めた。

入院後経過：以上の所見より、左冠動脈前下行枝-
肺動脈瘻に伴う冠動脈瘤と診断した。本症例は入院後、

＊ Ruptured coronary aneurysm with coronary-pulmonary 

arterial fistula
＊＊ Naoki Shimoya et al.
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無症状で経過していたが、ハートチームで検討し破裂
の危険性を考慮して手術適応と判断した。術前精査を
進めていたが、第7病日に突然、心肺停止状態となっ
た。経胸壁心臓超音波検査で著明な心嚢液貯留を認め
たことから冠動脈瘤破裂による心タンポナーデを疑っ
た。直ちに心肺蘇生を開始し、同時に緊急心嚢ドレナー
ジを施行すると、血性排液を認め、その頃から自己心

拍再開、自発呼吸、意識の回復がみられたが、不穏状
態でショックバイタルだった。引き続き経皮的人工心
肺（PCPS）を導入し、同日緊急手術となった。

手術所見：全身麻酔下にて胸骨正中切開で開胸し、
心嚢を切開すると大量の血性心嚢水を認めた。出血部
位は左冠動脈前下行枝右側に確認でき、孔は1mm程度
だった。拍動下で手術を続けるには出血が多く困難で
あったため、心停止することとした。心停止後、再度

図1：12誘導心電図

図2：胸部単純X線写真

図3：胸部単純CT
（矢印：心嚢水貯留）
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出血部位を確認すると冠動脈瘤破裂であることが確認
できた。冠動脈瘤を剥離すると、瘤に流入する血管を2
か所認め、流入側は瘤外の血管および開口部を結紮縫
合閉鎖し、流出側は流出部を結紮縫合し閉鎖した。心
拍再開後、瘤からの出血がないことを確認し、心嚢・
胸骨下に19Frドレーンを挿入して手術終了とした。

術後経過：術後は安定した血行動態で心機能の低下
もなく、術後3日目にはドレーンを抜去した。術後の冠
動脈造影CTでは、冠動脈瘤の描出が消失しており、心
嚢水の減少を認めた。以後の経過も問題なく術後7日目
に自宅退院となった。

考　　 察

冠動脈瘻は先天性冠動脈奇形のうちで最も多い疾患

で、冠動脈造影を受けた0.3～0.8%に認める 1）。冠動脈
瘤に合併した動脈瘤の治療法としては外科的治療、カ
テーテル治療がある。治療適応は症状の有無やシャン
ト率≧30％、瘤径30mm以上などとされるが 2,	3）、これ
までの報告からは瘤径から破裂を予測するのは困難で
ある。瘤破裂の報告例に中高年者が多いことから瘤形
成に動脈硬化の関与も示唆され、冠動静脈瘻や瘤壁の
脆弱性を指摘する報告もある 4～7）。以上の点から冠動脈
は動脈瘤合併の時点で治療を検討してもよいと考える。
本症例ではoozing	raptureの影響と思われる一過性の胸
痛症状は出現したものの、その後は特に自覚症状なく
経過し、瘤径についても11～13mm程度と上記の治療
適応は満たしていなかった。それにもかかわらず、突
然の瘤破裂から心タンポナーデ、心肺停止に至るとい
う急激な転帰を辿った。本症例も含め、瘤径10mm大
と小さなものでも破裂の報告がある 8）。瘤径が小さくて

図4：胸部造影CT
（矢印：冠動脈瘤）

図5：胸部造影CT
（矢印：冠動脈瘤）

図6：冠動脈造影（右冠動脈）

図7：冠動脈造影（左冠動脈）
（矢印：冠動脈瘤）
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も破裂の報告があるため、手術適応に関しては今後の
さらなる症例の積み重ねが重要となる。

結　　 論

外科的治療により救命し得た冠動脈-肺動脈瘻を伴う
冠動脈瘤破裂の一例を経験した。

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。

文　　 献
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背部痛で受診した人工弁感染性心内膜炎の一例＊

	 名古屋市立東部医療センター　臨床研究医	 松　井　綾　香＊＊	
	 名古屋市立東部医療センター　循環器内科	 佐　伯　知　昭	 関　本　　　暁	
	 	 玉　井　　　希	 野　田　　　翼	
	 	 橋　本　朋　美	 蓮　尾　隆　博	
	 	 蜂　矢　健　太	 村　上　善　正	
	 	 山　下　純　世	 吉　田　孝　幸

key	word：背部痛，人工弁，感染性心内膜炎

抄　　 録

78歳男性。大動脈弁狭窄症に対してAVR施行後の方。
手術2年後に背部痛、発熱を主訴に前医を受診し熱源

不明の炎症反応高値のため抗生剤処方されたが症状改
善なく当院紹介受診となった。胸椎MRIで胸椎椎体椎
間板炎と経食道超音波検査で大動脈弁無冠尖左室側に
疣贅を認め大動脈弁位人工弁感染による感染性心内膜
炎と診断された。大動脈弁再置換術、冠動脈バイパス
術と抗生剤治療にて改善を得ることができた。椎体炎
を合併したため背部痛を主訴に来院した感染性心内膜
炎の一例であり、感染性心内膜炎の典型的な症状を主
訴に来院するとは限らない点に注意が必要である。

症　　 例

78歳男性
主訴：背部痛、発熱
現病歴：2018年5月、上記主訴を契機に前医を受診

し、熱源不明の炎症反応高値のためLVFXを処方され
た。症状改善なく、初診後5日後に当院紹介となった。

既往歴：大動脈弁狭窄症（2016年大動脈弁置換術（AVR
生体弁）後）、慢性甲状腺炎、高血圧、高尿酸血症、糖
尿病、睡眠時無呼吸症候群

生活歴：喫煙：20本/日×20年　約30年前より禁煙	
アレルギー：特記事項なし
内服薬：スピロノラクトン（25）、タケキャブ（10）、

バイアスピリン（100）、フェブリク（10）、エナラプリ
ル（5）、チラーヂン（100）、カルベジロール（20）、ビ
タバスタチン（2）、レボフロキサシン（500）

身体所見：意識清明、体温36.5度、心拍数63回/分 整、	
血圧140/51mmHg、経皮的酸素飽和度97％（room	air）、	

呼吸数18回/分
心音：心尖部にLevine3/6の全収縮期雑音を聴取
腹部：平坦軟、胸腰椎移行部周囲に自発痛と圧痛あり、

両側叩打痛陰性
四肢浮腫なし
検査所見：図1-7を参照。
臨床経過
入院時の経食道心臓超音波検査で無冠尖左室側に

7-8mm大の疣贅を認め、大動脈弁位人工弁感染を強く
疑い、ペニシリン2400万U/day＋ゲンタマイシンmg/
dayでエンピリックに治療を開始した。

第2病日：冠動脈CTで#4PD、#7、#8、#12、#14、
#15に75%以上の狭窄が判明した。

第 6 病 日： 血 液 培 養 2 セ ッ ト よ り Streptcoccus	
parasanguinisを検出し、起因菌と抗生剤感受性が判
明し、抗生剤開始後から熱型、炎症反応共に改善傾向

＊ A case of prosthetic valve endocarditis with back pain
＊＊ Ayaka Matsui et al.

図1
心胸郭比　45.6%、胸骨ワイヤーと大動脈弓部に石灰化を認
める。
胸水、肺うっ血像なし
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図2
洞調律、R波増高
HR：60回/分

図3

図4
明らかな急性期病変は認めない

図5
左：T2強調画像、右：拡散強調画像
T8/9椎体が高信号で胸腹部造影CTでは指摘されなかった，
胸椎椎体椎間板炎が胸椎，下部脊椎MRIにより指摘された。

図6
無冠尖左室側に7-8mm大の疣贅あり、駆出血流はmosaic、
逆流は軽度。
弁輪の動揺性、膿瘍形成なし。
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を示したため大動脈弁再置換術、冠動脈バイパス5枝
（LITA-LAD、SVG-HL-PL1-PL2、SVG-PD） を 施 行 し
た。無冠尖左室側に7-8mmの疣贅を認めたが、弁尖破
壊はわずかで弁輪部への感染波及はなかった。手術後
はICUに帰室し、帰室3時間後に抜管となった。

また椎体炎に対して広域抗生剤としてペニシリンを
セフトリアキソン2g/dayに変更した。

第7病日：食事、リハビリ開始。
第8病日：ICU退室。
第19病日：術後一過性に炎症反応上昇あるもその後

順調に低下しゲンタマイシンを終了した。
第35病日：最終の2回の採血でCRP陰転化（最終0.6）

を確認し抗生剤をケフレックスカプセル1500mg/dayに
切り替え、退院となった。

考　　 察

化膿性脊椎炎と診断された症例の9.3%にIEが合併
し、脊椎炎とIEの間に関連があることが示唆されてい
る1）。人工弁IEの発症率は患者・年あたり0.1%-1.6%で、
死亡率は20-40%にのぼる2）。

本症例では経食道心臓超音波検査で疣贅を認め、血
液培養判明前にエンピリックに抗生剤を使用し、ガイ
ドラインに従いペニシリンとゲンタマイシン併用で治
療を開始した。

また、緊急手術の適応として抗生物質で効果が得ら
れない場合や、心不全の進行がある場合、疣贅が10mm
以上の場合があるが本症例では該当しないため緊急手
術の適応には至らなかった。しかし人工弁置換術後感
染性心内膜炎では適切な薬物治療によっても弛張熱に
変化が見られず敗血症状態の改善が得られない患者に
はより迅速に3日程度で外科治療の導入を検討する 3）。
本症例では抗生剤開始後、採血上で炎症反応の改善が
見られたため起因菌が判明した第6病日に準緊急手術と
なった．

IEに対する外科手術は、薬物療法と比べて生存率を
改善させることが示されており、IEに対する弁置換後
再感染のリスクが2-3％と心不全合併例に対する保存治
療の死亡率よりはるかに低いことから、活動期IEに対
して積極的に外科治療が選択されるようになってきて
いる。活動期IEに対する早期外科治療は、心不全や感
染の制御、塞栓症の予防の観点から適応を判断し、感
染組織の可及的切除により再感染を予防することが重
要である。

結　　 語

大動脈弁置換術後、椎体椎間板炎を契機に診断され

た感染性心内膜炎を経験した。椎体炎と感染性心内膜
炎はしばしば合併することを認識する必要がある。

参考文献

1）	 Niet	J,	et	al.	Eur	Heart	J	5	(Suppl	C)	:	101-5,	1984
2）	 Guidelines	 for	 Prevention	 and	 Treatment	 of	

Infective	Endocarditis	(JCS	2017)
3）	 感染性心内膜炎の予防と治療に関するガイドライン	

（2017年改訂版）

・		演題発表内容に関連し、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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肝膿瘍に急性化膿性心外膜炎を合併しショックをきたした一例＊

	 名古屋市立東部医療センター　臨床研修センター	 森　川　彰　大＊＊	
	 名古屋市立東部医療センター　循環器内科	 佐　伯　知　昭	 野　田　　　翼	
	 	 橋　本　朋　美	 蓮　尾　隆　博	
	 	 蜂　矢　健　太	 関　本　　　暁	
	 	 吉　田　孝　幸	 玉　井　　　希	
	 	 山　下　純　世	 村　上　善　正

key	word：肝膿瘍，急性化膿性心外膜炎，集中治療

抄　　 録

85歳男性。
肝膿瘍から急性化膿性心外膜炎を合併し、急激に敗

血症性ショックおよび閉塞性ショックとなった症例を
経験した。心嚢ドレナージ、抗菌薬の投与など集中治
療をすみやかに行い、救命に成功し後遺症なく退院と
なった。肝膿瘍から急性化膿性心外膜炎を合併した報
告は本邦において2例のみであり、極めて稀な症例と考
えられた。

症　　 例

患者：72歳、男性
主訴：胸部絞扼感
現病歴：2017年6月15日に体動困難を主訴に前医受

診、肝膿瘍との診断で同院入院となり、抗菌薬にて保
存的に加療され7月10日に退院となった。その後、7月
20日深夜に胸部絞扼感を主訴に当院救急外来を受診し
た。

既往歴：脳梗塞、不整脈
内服薬：詳細不明
来 院 時 身 体 所 見： 意 識 清 明、 体 温 38.0 ℃、 血 圧

122/88mmHg、脈拍	96回/分	不整、SpO2	97%（room	
air）、眼瞼結膜に貧血、眼球結膜に黄疸なし、心雑音な
し、呼吸音	清、腹部平坦・軟、自発痛・圧痛なし

血液検査所見（表1）：炎症反応の上昇、胆道系酵素
の軽度の上昇、BNPの軽度上昇を認めた。

心電図（図1）：心房細動を認めた.その後外で各種検
査を施行している時点で自然に洞調律に復帰、前胸部
絞扼感も消失した。

胸腹骨盤CT（図2）：造影CTにて肝のS6、および

S7/8領域の2カ所にring	enhancementを伴う低吸収域
を認めた。

入院後経過（図3）：
胸部絞扼感は消失していたこともあり、肝膿瘍との

診断に至り、消化器内科入院となった。
第 1 病日よりタゾバクタム / ピペラシリン（以下

TAZ/PIPC）13.5g/日の投与を開始した。第2病日に透
視下に肝膿瘍ドレナージを施行、ドレーンを2カ所の膿
瘍に1本ずつ留置し、以後1日1回イセパマイシンにて
洗浄を行った。収縮期血圧80mmHg程度まで徐々に血
圧の低下を認めたため、敗血症性ショックの可能性を
考えノルアドレナリン（以下NAd）の投与を開始した。
NAd投与、および補液負荷を施行するも血圧の上昇は
乏しく、モニター上でST上昇を認めたこともあり、心
電図を再検した。再検した心電図では四肢誘導、胸部
誘導にて広範なST上昇を認め、同時に施行された心エ

＊ A case of Liver Abscess with Acure Purulent Pericarditis
＊＊ Akihiro Morikawa et al.

表1　来院時血液検査所見

血算 生化学

WBC 12560	/μL TP 7.6 g/dL
RBC 410万 /μL Alb 3.1 g/dL
Hb 12.0 g/dL AST 33 U/L
Plt 20.8万 /μL ALT 31 U/L

LDH 172 U/L
凝固検査 ALP 467 U/L
PT-INR 1.05 γ -GTP 93 U/L
APTTs 30.2 秒 CK 20 U/L
Dダイマー 1.64 µg/mL BUN 9.8 mg/dL

Cre 0.86 mg/dL
心筋逸脱酵素 Na 133 mEq/L
トロポニンI 0.007 ng/mL K 3.9 mEq/L
CK-MB 0.2 ng/mL Cl 98 mEq/L

Ca 10.0 mg/dL
CRP 11.6 mg/dL
BNP 114.2 pg/dL
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図１　来院時心電図
心房細動．その後自然に洞調律に復帰し胸部絞扼感は消失した．

図2　造影CT所見
肝S6とS7/8の2カ所にring	enhancementを伴う低吸収域を認めた．

図3　入院後経過
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コーでは1.5cm程度の心嚢液の貯留を認めた（図4、5）。
第3病日には、NAdをさらに増量するも血圧は保て

ず、また尿量減少を認め無尿に至り、マスク	5LでSpO2	
88%と呼吸状態も悪化を認めたため、ICU入室とし、
挿管・人工呼吸器管理、ドブタミン（以下DOB）の投与、
人工透析を開始した。心エコー上さらなる心嚢液の貯
留を認め、心タンポナーデによる閉塞性ショックの可
能性を考え、主科を消化器内科から循環器内科に転科
とし、緊急で心嚢ドレナージを施行、膿性の心嚢液を
140mL回収し、ドレナージチューブを留置した。ドレ
ナージ後、収縮期血圧は100mmHgから120mHg程度ま
で上昇を認めた。心電図での広範なST上昇、心嚢液貯
留、膿性心嚢液を認めたことから、急性化膿性心外膜
炎の診断に至った。

第4病日よりempiricにグラム陽性球菌をカバーする
目的でバンコマイシン（以下VCM）2g/日を追加した。

第7病日に肝膿瘍培養、および血液培養は陰性であっ
たが、心嚢液培養よりKlebsiella pneumoniaeが検出さ
れたため、抗菌薬をセフォチアム（以下CTM）2g/日
に変更した。経過より治療が完遂していなかった肝膿
瘍から敗血症性ショックをきたし、血行性に急性化膿
性心外膜炎を発症、閉塞性ショックをきたしたものと
考えられた。

その後、呼吸状態および循環動態は安定を認めたた
め、第 10 病日に CTM	1g/ 日に減量し、第 15 病日に
ICU退室、抗菌薬はセフトリアキソン（以下CTRX）
1g/日に変更とした。

腎機能低下に対し第3病日にHDを、第4病日から第
9病日までCHDFを、その後もHDを必要としたが、自
尿も十分に認め血液検査上も腎機能の回復が示唆され

たため、第19病日で人工透析を終了とした。
その後、第28病日にSwan-Ganzカテーテルおよび心

臓MRIを施行したが、心機能低下や収縮性心膜炎など
急性化膿性心外膜炎の後遺症を示唆する明らかな所見
を認めず、第29病日に退院となった。

考　　 察

急性化膿性心外膜炎とは、細菌感染による心外膜の
急性炎症である。急性心外膜炎の多くはウイルス性で
あり、細菌性は0.7%程度とごく一部であるとされ、そ
の起因菌も結核がほとんどであるとされている 1）。本症
例では心嚢液培養からKlebsiella pneumoniaeが検出さ
れており、非常に稀な症例であったと考えられる。

図4　第2病日心電図
四肢誘導、胸部誘導にて広範なST上昇を認める．

図5　第2病日心エコー
1.5cm程度の心嚢液貯留を認める．
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化膿性心外膜炎の感染経路としては、①胸腔内感染
巣からの直接波及、②血行性波及、③心筋感染巣から
の波及、④外傷または胸部手術による直接波及、⑤横
隔膜下の感染創からの進展の5つが知られている2）。本
症例では肝膿瘍培養、血液培養は陰性ではあったが、
経過からは肝膿瘍からの血行性波及による可能性が高
いと考えられる。

肝膿瘍を合併する急性化膿性心外膜炎は、我々が検
索し得た範囲では、本邦では他に2症例のみしか報告
されておらず、非常に稀な病態であったと考えられる。
他の症例と比較してみても、本症例では心嚢ドレナー
ジの時期を逸せず、抗菌薬の投与や透析など集中治療
を適切に行った結果、入院期間も短く合併症なく退院
できたと考えられる。

結　　 語

肝膿瘍から急性化膿性心外膜炎を合併し、急激に敗
血症性ショックおよび閉塞性ショックとなった症例を
経験した。

本症例において開示すべきCOIはない。

文　　 献

1）	 宮島大河，遠井亨，他：肝膿瘍を合併した細菌性心
外膜炎の救命例．心臓47：463-469，2015

2）	 田中進一郎，布宮伸，他：肝膿瘍から進展した化膿
性心膜炎に対しブラッドアクセスカテーテルを用
いた持続洗浄が奏功した1例．ICUとCCU	vol.33：
503-508，2009
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髄液動態画像が有用であったアルツハイマー病を疑う 
画像所見を呈した正常圧水頭症の一例＊

	 名古屋市立東部医療センター　神経内科	 家　田　研　人＊＊	 佐　藤　千香子	
	 	 谷　口　葉　子	 大　野　雄　也	
	 	 井　上　裕　康	 北　村　太　郎	
	 	 三　浦　敏　靖	 山　田　健太郎	
	 名古屋市立東部医療センター　放射線科	 武　藤　昌　裕	
	 名古屋市立東部医療センター　脳神経外科	 金　井　秀　樹

key	word：髄液動態画像，正常圧水頭症，アルツハイマー病

抄　　 録

症例は75歳男性．半年前からの歩行障害やもの忘れ
と2週間前からの尿失禁を主訴に受診した．歩行は小幅
であったがほかに神経学的な異常は認めなかった．長
谷川式21点,MMSE	25点．頭部MRIでは軽度の脳室拡
大を認めたがDESHはなく，脳血流検査でも後帯状回
から楔前部にかけての血流低下を認めアルツハイマー
型認知症が疑れた。しかしながら、髄液動態画像で髄
液灌流障害の所見があり、タップテストを行って症状
の改善がみられ、VPシャント術でさらに改善がみられ
た。以上より、髄液動態画像はアルツハイマー型認知
症が併存するiNPH症例の診断に重要な情報を追加する
可能性がある。

はじめに

特 発 性 正 常 圧 水 頭 症（idiopathic	normal	pressure	
hydrocephalus;	 iNPH）は、歩行障害・認知機能障害・
排尿障害を三徴とする高齢者の疾患で、治療可能な認
知症のひとつである。発症機序としては髄液の潅流障
害が考えられている。症候と画像所見から本疾患を疑
い、タップテスト（髄液排除試験）で症状の改善が得
られれば、脳脊髄液のシャント術が治療として行われ
る。しかし、アルツハイマー病の合併が多く報告され
ており、両者の鑑別が問題となることも少なくない。
本症例では画像所見よりアルツハイマー病が疑われた
が、MRI髄液動態画像により髄液灌流の障害を示すこ
とでタップテスト前にiNPHの診断を支持する結果を得

ることができたため報告する。

症　　 例

症　例：75歳、男性。
主　訴：認知機能低下、歩行障害
既往歴：高血圧、不安神経症
内服薬：アムロジピン
生活歴：喫煙なし。機会飲酒。
現病歴：来院6ヶ月前から歩行速度の低下や開脚歩行

が出現し、もの忘れも目立つようになり、2週間前から
は尿失禁もみられるようになった。iNPHの疑いで当科
を受診し、精査目的で入院となった。

入院時現症：血圧140/77mmHg、脈拍74回/分。体
温36.6度。一般身体所見に異常を認めない。意識は清
明で、脳神経系には異常はなく、明らかな運動障害や
感覚障害はなかったが、歩行は歩幅の狭小化と歩隔の
拡大を認めた。改訂長谷川式簡易知能評価スケールは
21点（30点満点）、MMSEは25点（30点満点）であり、
単語の遅延再生や語想起で失点を認めた。

検査所見：血液検査上は、認知機能低下や歩行障害
につながる異常所見は認めなかった。髄液検査におい
て髄液圧は正常で、無色透明の髄液で、細胞や蛋白も
正常であった。脳MRIでは、Evans	 index=0.31とごく
軽度の脳室の拡大を認めたが、脳梁角は鈍角であった。
高位円蓋部の脳溝の狭小化はみられず、水頭症におけ
る典型的所見のひとつであるDESH（disproportionately	
Enlarged	Subarachinoid-space	Hydrocephalus）は認め
なかった（図1）。脳血流シンチグラフィー（123I-IMP、
3D-SSP解析）では、後部帯状回から楔前部にかけての
血流低下があり、アルツハイマー病が疑われる結果で
あった（図2）。シルビウス裂周囲の相対的な血流低下

（チェッ	クマークサイン）や、高位円蓋部・正中部での
相対的血流増加（CAPPAHサイン※）は認めなかった。

＊ Usefulness of cerebrospinal fluid dynamic image in a case 

of idiopathic normal pressure hydrocephalus mimicking 

Alzheimer’s disease.
＊＊ Kento Ieda et al.
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脳MRI髄液動態画像では、第三脳室から側脳室にかけ
ての髄液の逆流が消失していた（図3）。

入院後経過：脳MRI髄液動態画像の結果から、特発
性正常圧水頭症（iNPH）を疑い、タップテスト（髄液
排除試験）を行ったところ、認知機能と歩行機能の改
善を認め（図4）、特発性正常圧水頭症ガイドライン第
2版によりprobable	 iNPHと診断した。脳血流検査の結
果からはアルツハイマー型認知症の背景病理も推測さ
れたが、髄液動態画像での髄液逆流の消失とタップテ
ストでの症状の改善により、脳神経外科に紹介し、脳
室腹腔シャント術（VPシャント術）を施行した。VPシャ
ント術前後でも認知機能と歩行機能はさらに改善した

（図4）。術後の脳MRI髄液動態画像では第3脳室から側

脳室に移行する髄液の逆流を確認できた。
考察：本症例は脳MRIや脳血流検査では典型的な

iNPHの所見を呈さず、むしろアルツハイマー型認知症
を疑う所見であった。しかし、脳室腹腔シャント術に
より症状の改善を得て、Definite	 iNPHと診断した。典
型的な画像所見を呈さなかった理由として、アルツハ
イマー病の背景病理の合併が考えられた。これまでも
アルツハイマー型認知症とiNPHの合併例は報告されて
おり、認知症の剖検例563例中definite	 iNPHと診断さ
れた9例中8例にアルツハイマー型認知症の病理所見を
認めたとの報告1）や、iNPH疑いでシャント術を受けた
患者10例中50％に、アミロイドPETでアルツハイマー
型認知症の合併を認めたとの報告2）があり、iNPHの半

図1：頭部MRI
A：頭部MRI-T2強調画像ではEvans	 indexは0.31（正常値は0.3未満）とわずかな脳室拡大を認めたが，B：冠状断では，脳梁
角の開大はなく，DESHの初見もなかった。

表１：血液検査・髄液検査の結果

血液検査結果 髄液検査結果
TP 7.3 g/dl FT3 2.8 pg/dl 外観 水様透明

Alb 4 g/dl FT4 1.1 ng/dl 細胞数 1 /3ul
CRP 0 mg/dl TSH 1.5 µIU/ml Pandy （－）mg/dl
T-BIL 1 mg/dl Na 136 mEq/l 総蛋白 34 mg/dl
AST 21 IU/l K 4.2 mEq/l グルコース 67 mg/dl
ALT 14 IU/l Ca 9.5 mg/dl LDH 18 IU/l
LDH 190 IU/l Vit．B1 35.1 ng/ml Cl 119 mEq/l
γ-GTP 16 IU/l Vit.B12 475 pg/ml 単核球 1 個
T-Chol 218 mg/dl RBC 457 ×106/μ l 多核球 0 個
LDL-Chol 102 mg/dl Hb 14.6 g/dl
Cr 0.68 mg/dl Ht 42.5 %
BUN 12.6 mg/dl WBC 5920 ×103/μ l

PLT 23.1 ×104/μ l
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数かそれ以上にアルツハイマー型認知症が併存してい
る可能性がある。両者の合併例では、症候や画像、検
査において典型的な所見を呈しにくくなり、実際に診
断に苦慮することも多い。

iNPHの病態は未だ未解明であるが、髄液の灌流障害
が原因と考えられており、タップテストによって症状
の改善がみられ、それが診断の重要な根拠となってい
る。しかしながらタップテストは比較的侵襲が高い検
査であり、頭痛や感染症などの合併症のリスクがある。
本症例では、タップテスト前にMRI髄液動態画像を行
い、正常圧水頭症の診断を支持する結果を前もって得
ることができた。

髄液動態画像は、髄液そのものをRFパルスによって

ラベリングし、造影剤を用いずに髄液動態を可視化す
ることが可能で、特にiNPHでは側脳室-第3脳室間の
髄液の灌流障害を確認できるため 3）、今後、iNPHの早
期診断の重要な検査となる可能性がある。一方で、髄
液動態画像がiNPHの病態をどこまで反映しているか、
病期により髄液動態がどのように変化するのか、そし
て検査の感度や特異度についても今後の検討が必要で
ある。

まとめ：アルツハイマー型認知症を合併し、典型的
な画像所見を認めなかったiNPHの症例に対し、髄液
動態画像における髄液の灌流障害を確認してタップテ
ストを行って認知機能・歩行機能の良好な改善を得た。
髄液動態画像はアルツハイマー型認知症の病理背景を

図2：脳血流検査（123I-IMP）
123I-IMP脳血流検査（3D-SSP解析）では,	後部帯状回から楔前部にかけての血流低下があり，アルツハイマー型認知症が疑わ
れる結果。

図3：MRI髄液動態画像（A：正常対照，B：本例）：正常ではモンロー孔を介して側脳室-第三脳室間に脳脊髄液のflowが確認
できる（△）が本例（B）では確認できず消失している。
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持つiNPH症例の診断に寄与する可能性がある。
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図4：認知機能・歩行機能の変化
A：認知機能の変化（MMSE,Trail	Making	Test）：タップテスト前後およびVPシャント術前後でいずれも改善がみられる。
B：		歩行機能の変化（Time	Up	and	Go	Test）：タップテスト前後で改善がみられ，VPシャント術前後でさらに改善がみられた。

なお，この論文に開示すべき利益相反状態はない。
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Ｓ状結腸憩室に義歯が嵌入し穿孔をきたした１例＊
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	 	 杉　田　三　郎

key	word：有鉤義歯，誤飲，消化管穿孔

和文抄録

症例は53歳男性。就寝中に義歯を誤飲した。翌日以
降近医にて腹部単純X線検査で経過観察をされていた
が、誤飲から14日後、下血と下腹部痛を認めたため紹
介受診となった。来院時炎症反応の上昇を認め、腹部
単純X線検査では右下腹部に針金状の異物を認め、腹
部単純CT検査で異物周囲にfree	airとS状結腸の浮腫
状変化を認めた。義歯による下部消化管穿孔と診断し、
同日緊急手術を施行した。摘出標本では義歯が腸管軸
と直交する様にはまり込み、クラスプ先端部で穿孔し
ていた。病理所見では穿孔部に複数の憩室を認め、義
歯が憩室に嵌入し穿孔したと考えられた。

緒　　 言

義歯を含め先鋭性の消化管異物の場合でも、一旦食
道を通過すれば自然排出される事が多く、腸管穿孔を
来す事は少ないと言われている。しかし有鈎義歯の誤
飲では食道以外にも小腸や大腸などで穿孔する事が報
告されている。医学中央雑誌（以下医中誌）で「義歯
誤飲」「消化管穿孔」「憩室」のキーワードで検索すると、
結腸憩室に嵌入し穿孔した例は自験例を含めて4例と稀
であった。義歯誤飲によりS状結腸穿孔を発症した1例
を経験したので、若干の文献的考察を加え報告する。

症　　 例

症例：53歳、男性
主訴：下腹部痛・下血
既往歴：なし
手術歴：なし

現病歴：就寝中に義歯を誤飲した。翌日近医を受診し、
腹部単純X線検査で2週間経過観察されていたが、下腹
部痛と下血を認めたため紹介受診となった。

入院時現症：体温37.2 ℃、腹部平坦・軟で下腹部に
自発痛と圧痛を認めた。反跳痛や筋性防御は認めなかっ
た。

血 液 生 化 学 所 見：WBC：10360/µl	Neutro：74.8%	
CRP：4.8mg/dlと炎症反応上昇を認めたが、その他特
記すべき異常は認めなかった。

腹部単純XP検査：義歯誤飲翌日のXPでは上行結腸
に異物が確認された。誤飲1週間後にはS状結腸に確認
されたが、誤飲2週間後では位置が変わらず停滞してい
た。（Fig.1他院XP）

腹部単純CT検査：義歯は右下腹部に存在しS状結腸
内と考えられた。異物周囲にfree	airとS状結腸の浮腫
状変化を認めた。（Fig.2）

以上より、義歯誤飲によるS状結腸穿孔と診断し同日
緊急手術とした。

手術所見：シェーマに示す如くポートを配置し、腹
腔鏡にて手術を開始した（Fig.3）。穿孔部は直腸寄りの
S状結腸であり、穿孔部は右側腹壁に癒着していた。穿
孔部周囲には混濁した腹水を認めS状結腸同士も癒着し
ていた。穿孔部を含めたS状結腸を授動した後に、臍部
ポート創を延長し開腹した。縫合不全のリスクを考慮
し、穿孔部を切除し口側腸管で単孔式人工肛門を造設
した。

摘出標本：義歯が腸管軸と直交する様にはまり込み、
クラスプ先端部で穿孔していた（Fig.4）。

病理所見：穿孔部に複数の憩室を認め、義歯が憩室
に嵌入し穿孔したと考えられた。

術後経過：経過は良好で、術20日目に退院した。そ
の半年後人工肛門閉鎖術を施行し問題なく経過している。

考　　 察

異物誤飲は臨床上よく遭遇するものであるが、上部

＊ A Case of Sigmoid Colon Perforation Caused by Ingested 

Partial Denture
＊＊ Yuki Eguchi et al.
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消化管内で停滞し発見されることが多く、特に食道が
70-80%と最も多い 1）。胃幽門部より肛門側では、バウ
ヒン弁、肛門などの関門部や腸管の屈曲部位、憩室な
どの盲管部などが異物の停滞しやすい部位とされてい
る 2）。消化管異物は一旦食道、幽門輪を通過すれば1週
間で自然排出される事が多く腸管穿孔をきたす事は少
ない。誤飲された異物が消化管穿孔を引き起こす頻度
は1-3%であり、その中で歯科的異物の割合は12-20%
と報告されている3）。誤飲の原因としては喉頭機能の低
下、飲酒、早食い、クラスプの保持力低下などが挙げ
られる 4）。医中誌で「義歯誤飲」「消化管穿孔」のキー
ワードで検索すると、60例の報告が存在した。その中
で下部消化管穿孔をきたした症例は13例であり、内訳
は虫垂2例	横行結腸2例	S状結腸7例	直腸2例であった1）。
本症例のように憩室に嵌入し穿孔した例は自験例を含
めて4例と稀であった5）	6）	7）。

一般的に食道内や胃内に停滞する異物は、内視鏡的
に摘出可能であるが、有鉤義歯は摘出時の粘膜損傷や
穿孔が多く手術が必要となった報告も散見された。内

（Fig.2）

（Fig.3）

（Fig.1他院XP）
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視鏡で摘出可能な義歯は平均16mmと報告されており
摘出方法は義歯の可動性と大きさによって決められ
る 8）。すなわち義歯が比較的小さく可動性がある場合
は内視鏡的摘出が試みられるが、消化管壁に固定され
て可動性に乏しい場合は外科的摘出が行われる。Spitz
は、①腹膜炎症状の出現　②一定の消化管に2週間以
上停滞している　③鉛などの有害物質を含む異物を誤
飲　④長くて細い異物の誤飲を手術適応としている 9）。
本症例ではfree	airの出現、腹膜炎症状が出現したこと
から緊急手術を選択した。手術のタイミングは適正で
あったと思われるが、腹部単純XP検査を2、3日毎に
撮影されていれば穿孔する前に停滞に気づき、早期治
療が施行できた可能性もあったと思われた。

手術所見で、腹腔内に汚染された腹水が出現してい
たことから、穿孔後時間が経っていたと考えられ、腸
管吻合はリスクが高いと判断し人工肛門造設を選択し
た。症状が出現するまで時間がかかった理由としては、
以前から癒着があった可能性もあるが、穿孔したこと
により同部位に炎症が生じ、炎症性変化により穿孔部
が右側腹部に癒着し、腹膜炎が限局していたためと推
測された。

食道を通過した異物でも、バウヒン弁、腸管の屈曲
部位、憩室などの盲端部に停滞する可能性がある。本
症例もS状結腸憩室が存在しなければ自然排出した可能
性が高かったのではないかと思われた。

大腸穿孔は重篤になる可能性があるため、患者の状
態、異物の大きさや形状などを総合的に加味し、手術
を含めた治療のタイミングを逃すことがないよう厳重
に経過観察することが大切であると考えられた。

結　　 語

S状結腸憩室に義歯が嵌入し穿孔をきたした1例を経
験した。消化管穿孔も念頭に置き、厳重な経過観察が

必要であり、腹部症状が悪化した場合は速やかに手術
が必要であると考えられた。

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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虫垂皮膚瘻を形成した糞石を伴う腫瘤形成性虫垂炎の1例＊
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和文抄録

患者は47歳、男性。6年前に糞石を伴う腫瘤形成性
虫垂炎で、抗生剤治療のみで改善した。今回、右鼠径
部の皮膚潰瘍と排膿を主訴に当院受診となった。粉瘤
の自壊を疑い抗生剤内服とした。潰瘍は痂疲化し排膿
は消失したが、2ケ月後に前回病変に近接する部位か
ら排膿を認めた。CTで腹腔内の石灰化を介して右下腹
部腹壁から回盲部に連続する管状構造を認め、瘻孔造
影では盲腸が造影された。以上より腫瘤形成性虫垂炎
に起因した腸管皮膚瘻と診断の上、保存的治癒は困難
と判断し、腹腔鏡による手術を施行した。盲腸、膀胱、
回腸末端に囲まれた部位に糞石が存在し、糞石の外腹
側に皮膚瘻と連続する瘻孔を認めた。糞石を除去し盲
腸切除を施行した。術後経過は良好であり、現在まで
再発は認めていない。文献的には、虫垂炎保存的治療
後に虫垂皮膚瘻が形成された報告例はない。虫垂炎保
存的治療後に腹腔内遺残糞石が存在する場合には、手
術治療を考慮する必要があると考える。
検索用語：腫瘤形成性虫垂炎　虫垂皮膚瘻　糞石

緒　　 言

虫垂炎の治療は軽症例を除き、外科的治療が一般的
である。しかし、患者希望やInterval	Appendectomy
を目的に保存的治療を行うことも少なくない。我々は
腫瘤形成性虫垂炎保存的治療後の腹腔内遺残糞石を核
として形成された膿瘍により虫垂皮膚瘻を発症したと
考えられる症例を経験したので若干の文献的考察を加
え報告する。

症　　 例

患　者；47歳、男性。
主　訴；右鼠径部皮膚潰瘍と排膿
既往歴；糖尿病にて内服治療中。6年前に腫瘤形成性

虫垂炎に対して保存的治療。手術歴なし。
家族歴；特記すべきことなし。
現病歴；2ヵ月前から排膿を伴う右鼠径部の潰瘍を認

めた。粉瘤の診断で抗生剤内服により改善するも、再
燃を認め受診となった。

来院時身体所見；体温36.5度。腹部は平坦、軟であり、
右鼠径部に少量の排膿を伴うビランを認めた。ビラン
の内側に瘢痕を認めた（図1）。

来院時血液生化学検査所見；白血球；8480/mm3、
CRP；0.20mg/dl と 炎 症 反 応 の 上 昇 は な く、 血 糖
289mg/dlの上昇以外に特記すべき所見は認めなかっ
た。

画像検査所見；腹部CTでは、右下腹部腹壁に腹腔
内に連続する軟部濃度域を認め、回盲部に連続する石
灰化を伴う管状構造を認めた（図2a）。これらのCT画
像より腸管皮膚瘻を疑い、MRIを施行した。皮膚ビラ

＊ A case of mass formed appendicitis with fecal stone 

forming appendico-cutaneous fistula
＊＊ Shuhei Ueno et al.

図1　	皮膚所見；右鼠経部に排膿を伴う皮膚潰瘍を認めた。
内側に前回の潰瘍瘢痕を認める。
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ン部より腹腔内に連続するT2高信号域を認め、瘻孔
と考えられた。瘻孔内に結石を疑う信号欠損を認めた

（図2b）。
下部消化管内視鏡検査では、虫垂口に隆起性病変を

認めるのみであり、瘻孔の開口部は確認できなかった。
病理では悪性像はなく、過形成ポリープの診断であっ
た。内視鏡検査時にガストログラフィンによる消化管
造影を施行したが、腸管外への造影剤の漏出は認めな
かった。皮膚瘻よりカテーテルを挿入し、瘻孔造影を
施行した（図2c）。カテーテルは結石近傍まで挿入可能
であり、造影剤を注入すると結石を経由し、盲腸への
流入を認め、腸管皮膚瘻と診断した。

初発時（6年前）のCTを確認したところ、ϕ 13mm
の糞石を伴う腫瘤形成性虫垂炎を呈していた（図3）。
今回のCTで認めた石灰化は、6年前の糞石を伴う腫瘤
形成性虫垂炎の際に腹腔内に落下し遺残した糞石と判
断し、保存的治療は困難と考え手術を施行することと
した。

手術所見；臍、左下腹部および恥骨上の3ポートで腹
腔鏡下手術を施行した。盲腸、回腸末端、および膀胱
に囲まれた部位に糞石を伴う膿瘍腔を確認し（図4a）、
皮膚瘻より色素（インジゴカルミン）を注入したところ、

糞石近傍より色素の流出を認めた。虫垂根部に膿瘍腔
と連続する瘻孔を認めた（図4b）。瘻孔部が完全に切除
されることを確認し盲腸切除を施行した。糞石を回収
し腹腔内を洗浄後、皮膚瘻よりドレーンをDouglas窩に
留置し手術を終了した。以上より、腹腔内遺残糞石に
より膿瘍を形成し、虫垂根部から腹壁へ連続した瘻孔
を形成したものと考えられた。

病理結果；虫垂組織にはリンパ球主体の炎症細胞浸
潤と繊維造成からなる肥厚を認めるが、明らかな悪性

図2　	画像所見；（a）	腹部CTでは右下腹部腹壁に腹腔内に連続する軟部濃度域を認め、腹腔内に石灰化（↑）を伴った管状構
造を認め、回盲部に連続。（b）	腹部MRIでは、瘻孔と考えられる腹腔内に連続するT2高信号域（▽）を認める。瘻孔内
に信号欠損（↑）を認め、結石を疑う。（c）	皮膚瘻よりカテーテル挿入（△）。結石（↑）を経由し、盲腸への造影剤流入
を認める。

図3　6年前の腫瘤形成性虫垂炎時のCT画像
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所見は認めなかった。
結石分析；シュウ酸カルシウム
術後経過良好で、術後6日目に退院。現在まで約2年

間再燃を認めていない。

考　　 察

虫垂瘻の原因として、虫垂炎や憩室炎、Crohn病な
どの炎症性腸疾患によるものや腫瘍が多いとされる。

膀胱、尿管、回腸、S状結腸と瘻孔を形成することが多
く、虫垂皮膚瘻は外科的手術に関連したものを除くと
まれな疾患であるとされる1）。医学中央雑誌にて「虫垂」

「皮膚瘻」をキーワードに検索し、結腸皮膚瘻や小腸皮
膚瘻などを除外したところ、自験例を含め12例の虫垂
皮膚瘻の本邦報告例 2）～12）を検索しえた（表1）。虫垂腫
瘍が原因となり虫垂皮膚瘻を形成したものが5例と最も
多く、次いで急性虫垂炎の炎症期の後腹膜穿孔が3例、
虫垂炎術後合併症および炎症性腸疾患がそれぞれ1例で

表1　本邦の虫垂皮膚瘻の報告

報告年 報告者 年齢 性別 初期症状 手術歴 原因 基礎疾患 治療
1992 丸田ら 2） 14 F 下腹部痛 虫垂切除 Crohn病 Crohn病 回盲部切除術
1993 遠近ら 3） 48 M 右下腹部痛 − 急性虫垂炎の後腹膜穿孔 − 右半結腸切除＋ドレナージ
1994 三好ら 4） 82 M 右下腹部発赤腫脹 虫垂切除 原因不明 − 切開ドレナージ
1995 中尾ら 5） 75 F 右腰背部難治性瘻孔 − 虫垂癌 − 右半結腸切除術
1996 久保ら 6） 82 M 右腰背部痛 − 虫垂癌 − 右半結腸切除術
1998 井出ら 7） 85 F 右腰背部膿瘍 − 虫垂癌 − 回盲部切除術
2003 中川ら 8） 68 F 虫垂切除創から膿汁排出 虫垂切除 遺残虫垂粘液嚢胞腺腫 − 回盲部切除術
2004 近藤ら 9） 23 M 右下腹部痛 虫垂切除 術後糞漏 − ドレナージ＋内視鏡的虫垂口閉鎖
2008 張ら 10） 76 F 右下腹部痛 虫垂切除 遺残虫垂癌 − 回盲部切除
2011 林ら 11） 88 F 右下腹部壊死性筋膜炎 − 急性虫垂炎の後腹膜穿孔 高血圧 虫垂切除
2012 Takeda.et	al. 12） 76 M 腰部壊死性筋膜炎 胃切除術 急性虫垂炎の後腹膜穿孔 DM，肝硬変 虫垂切除＋瘻孔切除
2016 自験例 47 M 右下腹部からの排膿 − 虫垂炎保存的加療後 DM 盲腸切除

図4　	手術所見；（a、b）糞石（↓）を伴った膿瘍腔を盲腸、回腸、虫垂先端（〇）、膀胱に囲まれた部位に認めた。（c）虫垂根
部に瘻孔を認めた（▽）。（d）皮膚瘻よりカテーテルを挿入、連続していることを確認した。
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あった。急性虫垂炎に伴う虫垂皮膚瘻には、術前から
認められる自然虫垂皮膚瘻と虫垂切除後に認められる
術後虫垂皮膚瘻が報告されているが4）、自験例のように、
虫垂炎保存的治療後に虫垂皮膚瘻を形成した報告は認
めなかった。

糞石などの汚染結石が原因となり腹腔内に膿瘍を形
成したものとして、外科領域では腹腔鏡下胆嚢摘出時
の落下結石による腹壁膿瘍形成の報告を認める 13）14）。
術後2年ほどで発症することが多く、胆嚢炎急性期に手
術をした例に膿瘍形成が多いとされている 13）。松波ら
の報告14）によると、本邦でこれまで11例の報告があり、
汚染された結石が原因となり膿瘍を形成し、後腹膜へ
穿破することも珍しくないとされる。自験例において
も同様の機序から、6年前の糞石を伴う腫瘤形成性虫垂
炎の際に腹腔内に落下し遺残した糞石が核となり虫垂
根部と連続する膿瘍を形成した後、膿瘍が腹壁に進展
し、虫垂皮膚瘻を形成したと考えられる

急性虫垂炎の治療は軽症例を除き、外科的治療が一
般的であるが、保存的治療後のLaparoscopic	Interval	
Appendectomyの有用性が報告され 15）、虫垂周囲に膿
瘍を形成するような重症例に対し、保存的治療を行う
ことも珍しくない。糞石を伴う虫垂炎に対し保存的治
療を行う場合は、腹腔内に糞石が落下し膿瘍を形成す
る可能性があるため、炎症改善後に腹腔内遺残糞石の
有無を確認することが重要であると考えられる。また、
遺残糞石が存在する場合には、手術による治療を考慮
する必要があると考える。

結　　 語

虫垂皮膚瘻を形成した糞石を伴う虫垂炎の1例を
経験した。腹腔内遺残糞石が原因となり膿瘍を形成
したと考えられた。糞石を伴う虫垂炎の保存的治療
後に腹腔内遺残糞石が存在する場合には、Interval	
Appendectomyを考慮する必要があると考える。

本症例報告に開示すべきCOIはありません。
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巨大回腸導管内結石の1例＊

	 名古屋市立東部医療センター　泌尿器科	 服　部　竜　也＊＊	 池　上　要　介	
	 	 松　山　奈有佳	 濱　川　　　隆	
	 	 丸　山　哲　史

key	word：回腸導管，尿路結石

抄　　 録

症例は、20年前に膀胱全摘除術及び回腸導管造設術
既往のある76歳男性。ストーマからの尿流出不良、全
身倦怠感を主訴に当院を受診した。採血で腎機能低下、
CTで導管内結石の嵌頓および両側水腎症を認めた。右
腎瘻造設後に、細径腎盂鏡による内視鏡的結石破砕術
を施行し、一期的に結石を全て破砕し回収した。結石
成分はリン酸マグネシウムアンモニウムであった。術
後経過は良好で、術後5日目に退院した。巨大な回腸導
管内結石は稀である。今回我々は、細径腎盂鏡を使用
し単回治療で治療し得た1例を経験した。若干の文献的
考察を加えて報告する。

緒　　 言

回腸導管造設術は、広く普及している尿路変向術で
ある。その合併症の一つに尿路結石が挙げられる。し
かし、巨大な回腸導管内結石を見ることは稀である。
治療法は様々な報告がある。今回我々は、巨大な回腸
導管内結石に対して、細径腎盂鏡を用いて一期的に治
療を完遂した。

症　　 例

患者：76歳男性
主訴：尿流出不良、全身倦怠感
既往歴：高血圧症、高尿酸血症、膀胱癌
現病歴：1997年に他院で、膀胱癌に対し膀胱全摘除術、
及び回腸導管造設術を施行された。2017年3月、ストー
マからの尿流出不良および全身倦怠感を主訴に当院を
受診した。

身体所見：身長159 ㎝、体重60.0 ㎏、BMI	23.9、血圧
114/69mmHg、脈拍76回/分、体温36.0度

血液検査所見：RBC	489×104/µl、Hb	16.0g/dl、WBC	
14,240/µl、Plt	28.9×104/µl、TP	7.4g/dl、Alb	3.8g/dl、
BUN	51.8mg/dl、Cr	1.79mg/dl、AST	25IU/l、ALT	
17IU/l、LDH	185IU/l、ALP	326IU/l、γ -GTP	79IU/l、
CK	48IU/l、Na	126mEq/l、K	4.8mEq/l、Cl	93mEq/l、
血 糖	171mg/dl、HbA1c	5.5%、CRP	20.4mg/dl、 尿 酸	
9.3mg/dl

検尿所見：褐色、混濁3＋、pH	9.0、蛋白質定性4＋、
糖定性−、赤血球	≧100/HPF、白血球5－9/HPF、細菌
3＋、リン酸マグネシウムアンモニウム結晶	1＋

画像所見：KUBで骨盤右側に72mm×48mm大の石灰
化病変を認めた（図①）。CTでは、導管遠位側に石灰
化病変（図②）、回腸導管の拡張、及び両側に高度の水
腎（図③）を認めた。

経過：以上の結果から、回腸導管内結石の嵌頓、急性
腎後性腎不全と診断した。同日、右腎瘻造設術を施行
した。第3病日に細径腎盂鏡を用いた内視鏡的結石破砕
術を施行した。

＊ A case of gaint ileal conduit stone.
＊＊ Tatsuya Hattori et al. 図①　KUB；骨盤右に72mm×48mmの石灰化病変。
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術中所見：18Fr.のmini-PNLトラクト（KARL	STORZ）	
で 還 流 を 得 な が ら、16.5Fr. の 細 径 腎 盂 鏡（KARL	
STORZ）を使用し、導管内を観察した。導管内の筋膜
部を超えた位置で、巨大な白色結石を同定した。リソ
クラストを用いて破砕し（図④）、破砕片を適宜回収し
た。導管内を造影し、腹腔内に造影剤の流出がないこ
とを確認し（図⑤）、手術終了とした。手術時間は134分、
出血は少量であった。結石成分は、リン酸マグネシウ
ムアンモニウムであった。

術後経過：採血上、腎機能は速やかに改善し、術後5日
目に退院となった。

考　　 察

回腸導管による尿路ストーマ患者の尿路結石症頻度
は、4.8-11.8%と報告がある 1）。しかし、そのほとんど
は上部尿路結石である2）。魚住ら3）によると、回腸導管
内結石は、46例中1例（2.1%）に発症した。回腸導管
内結石の原因は、尿流のうっ滞及び尿路感染、ステー
プルなどの異物が指摘されている 4）、5）。回腸導管結石
の成分は、感染結石であるリン酸塩結石が多い6）。一般
に、尿路結石の治療には、SWL（体外衝撃波結石破砕術）
や内視鏡的結石破砕術がある。回腸導管内結石の治療
においては、SWLは破砕片が残り、再発の可能性が高
いと報告されている4）。内視鏡的結石破砕術は、結石の
視認に難渋する場合や、挿入困難な場合がある4）。一方
で、最大径13㎝の結石を、内視鏡的結石破砕術で治療

した報告もある7）。本症例では、細径腎盂鏡を使用する
ことにより、導管口からの挿入及び結石の同定が用意
であった。十分な還流を得ることで、結石の破砕及び
回収も円滑に行えた。本症例では、結石が導管内の筋
膜部を超えた位置に存在したこと、結石成分がリン酸
マグネシウムアンモニウムであり、比較的破砕されや
すかったことにより一期的に破砕することができた。

図②　単純CT：回腸導管遠位側の結石（〇印）

図③　単純CT：導管の拡張（矢印）と両側水腎（矢頭）

図④　内視鏡：巨大結石（左）と破砕後（右）

図⑤　術後造影所見：造影剤の腹腔内漏出を認めない。
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結　　 語

巨大回腸導管内結石に対し、細径腎盂鏡を使用する
ことで、一期的に治療しえた。同疾患に対し有用と考
え、若干の文献的考察を加え報告した。

C O I

この論文において開示すべき利益相反状態はありま
せん。
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妊娠中の卵巣腫瘍に対する当科での腹腔鏡下手術の工夫とその治療成績＊

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

key	word：腹腔鏡，付属器腫瘍，妊娠

【抄　　 録】

腹腔鏡下手術の増加に伴い妊娠中でも卵巣腫瘍を腹
腔鏡下で摘出した報告が増えている。妊娠中は子宮が
大きくなり血流も増加し、子宮は柔らかく傷つきやす
いため、腹腔鏡下での手術手技の難易度が高い。当科
では皮下鋼線吊り上げと気腹を併用した腹腔鏡下卵巣
腫瘍摘出術を行っており、2008年～2017年までの10年
間に妊娠中の卵巣腫瘍摘出術が21件あり、19件が腹腔
鏡下手術で行われていた。また3例は茎捻転の緊急手術
であり全例腹腔鏡下で行われた。卵巣腫瘍の平均腫瘍
径は71.6mm（標準偏差±21.5mm）であった。卵巣腫
瘍の組織型内訳は全例良性で15例（71％）が成熟奇形
腫であった。

手術時間は、腹腔鏡下群は平均82.2分（±21.3）、開
腹群は平均106分（±14.8）であった。平均出血量に関
しては腹腔鏡群37.4g（±41.8）、開腹群225g（±106）
であった。術後入院日数は腹腔鏡群は平均5.21日（±
1.18）、開腹群は平均7日（±2.83）であった。分娩転帰
に関しては判明している19例について、36週の早産例
が一例であった。分娩様式は4例（21 ％）が帝王切開
分娩であった。

全例安全に施行できており、当科で行っている皮下
鋼線と吊り上げを併用した腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術は、
妊娠中の体腔内でのワーキングスペースの確保や、体
外操作時の腹腔内からの安全確認に有用な方法である
と思われた。

key	words：	laparoscopy、	adnexal	mass、	pregnancy

【緒　　 言】

腹腔鏡下手術は開腹手術と比べて、低侵襲であり術
後の痛みも少なく、さらに整容性にすぐれている。近

年婦人科分野での腹腔鏡下手術件数は増加しその適応
は拡大しており、良性卵巣腫瘍に対する腹腔鏡下手術
も広く普及している。一方、妊娠を機会に初めて付属
器腫瘤が発見されることがある。妊娠中の卵巣腫瘍は
できれば侵襲をさけ経過観察をするのが原則とされる
が、茎捻転や分娩障害など保存的経過観察によるリス
クが高いと判断される症例は、妊娠中であっても卵巣
腫瘍摘出術が行われている。その術式に以前は開腹手
術が選択されることが多かったが、その侵襲性が問題
となる。近年妊娠中の卵巣腫瘍に対し腹腔鏡下卵巣腫
瘍摘出術を施行した報告も散見される。当科でも妊娠
中の卵巣腫瘍摘出に皮下鋼線吊り上げと気腹を併用し
た腹腔鏡下手術を行っておりその現状を検討した。

【対象および方法】

2008年1月から2017年12月までの10年間に当科で行っ
た妊娠中の卵巣腫瘍手術21症例を調査した。

それらについて年齢、手術週数、腫瘍径（mm）、手
術計画、術式、麻酔、手術時間（分）、出血量、実施術
式、術後病理診断、術後入院（日数）、分娩週数、分娩
方法などについて調査した。統計学的処理についてはt
検定、FISHERの正確検定を用いp＜0.05をもって有意
とした（表2～表5）。統計解析には統計ソフトEZRを
使用した。

当科での開腹術式は正中縦切開で開腹後、卵巣腫瘍
を体外へ誘導し腫瘍摘出をおこなう。大きい腫瘍の場
合は穿刺吸引し腫瘍内容を減量してから創部より体外
へ誘導し腫瘍摘出を行う。

腹腔鏡下手術の方法は、最初に下腹部皮下に縦寄り
やや斜めにキルシュナー鋼線を刺入し、吊り上げ器に
より腹壁を挙上した後（図1）、臍部の直上より5mmま
たは12mmのトロッカーをオプティカル法またはオー
プン法で挿入している。気腹圧は妊娠中も非妊娠時も
原則8mmHgとしている。腹腔内の観察を行った後に恥
骨上2−3横指に皮膚3cm横切開で小開腹し、パスーセー
バー ®（住友ベークライト）を装着している。右下腹

＊ Laparoscopic operation assisted with pneumoperitoneum 

and subcutaneous lifting for ovarian tumor in pregnancy
＊＊ Koichiro Seki et al.
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部に5mmのトロッカーを鉗子操作用に挿入する。腫瘍
摘出は原則体外法で行い、腫瘍内容減量目的でサンド
バルーンカテーテル ®（八光メディカル　日本）や18G
の金属針などを用いた。麻酔は原則全身麻酔で行って
おり、妊娠7週での茎捻転症例に対して1例のみ脊椎麻
酔下で手術施行した。手術実施時期は予定手術の場合、
胎児器官形成期を過ぎた妊娠12週以降に計画している。

【結　　 果】

全21症例の年齢、手術週数、腫瘍径（mm）、手術計画、
術式、麻酔、手術時間（分）、出血量、実施術式、術後
病理診断、術後入院（日数）、分娩週数、分娩方法を表
に示す。（表1）。

全症例を腹腔鏡症例と開腹症例にわけ臨床的背景を
示す（表2）。腹腔鏡は19例で開腹手術は2例であった。
腹腔鏡群と開腹群の年齢と手術週数に有意差はなかっ
た。正常卵巣茎捻転解除の1例（表1　症例8）は、吊
り上げ使用し完全鏡視下の体内法で捻転解除おこない、
臍部直下に腫瘍が位置した症例に対し皮膚切開を臍部
に置き吊り上げ使用し単孔で体外法施行した1症例が
あった（表1　症例17）。開腹を選択した症例は、臍高
におよぶ内容量1295mlの巨大卵巣腫瘍で、臍下に小切
開を加え、サンドバルーン穿刺吸引後、体外に誘導し
腫瘍摘出を行った症例6と、対側卵巣の開腹手術既往
があり癒着が危惧されたため、開腹手術での腫瘍摘出
を選択した症例18であった（表1）。予定手術は18例

（86％）で、緊急手術になった症例は3症例（14％）あ
り、それぞれ妊娠13週、7週、8週で行われ、すべて
腹腔鏡症例であった。適応は全例茎捻転であった。詳

細は妊娠13週（症例2）：96mm成熟奇形腫に対する体
外法での嚢腫摘出、妊娠7週（症例8）：58mm正常卵
巣茎捻転に対する体内法での捻転解除、妊娠8週（症
例14）：60mm漿液性腺腫に対する体外法での付属器摘
出であった（表1）。全21症例のなかで、正常卵巣茎捻
転の症例のみ精査目的で脊椎麻酔下に手術が開始され、
そのまま捻転解除が施行された。その他は全身麻酔下
に手術が施行された（表1）。手術週数の比較では予定
手術週数14.7週、緊急手術9.3週であった（表3）。予定
手術においては腹腔鏡では平均手術週数14.5週、開腹
では16週であった（表4）。

卵 巣 腫 瘍 の 平 均 腫 瘍 径 は 71.6mm（ 標 準 偏 差
±21.5mm）であった。卵巣腫瘍組織型の内訳は全例良
性で、15例（71％）が成熟奇形腫、漿液性腺腫2例（9.5％）、
粘液性腺腫2例（9.5 ％）、機能性のう胞1例（4.7 ％）、
正常卵巣1例（4.7 ％）であった（表1）。実施術式は
19例に対して腫瘍摘出術が選択されており、1例が正常
卵巣茎捻転に対し捻転解除、1例が茎捻転例に対する付
属器摘出であった（表1）。

手術時間は、腹腔鏡手術平均82.2分（±21.3分）、開
腹手術平均106分（±14.8分）であった（表5）。平均
出血量に関しては腹腔鏡群37.4ml（±41.8）、開腹群
225ml（±106）であった（表5）。同種間輸血もしくは
自己血輸血を要した症例はなかった。術後入院日数は
腹腔鏡群平均5.2日（±1.2）、開腹群平均7日（±2.8）
であった（表5）。術中術後の合併症は全例においてな
かった。

分娩転帰に関しては判明している19例について36週
の早産例が一例であった。分娩様式は4例（21 ％）が
帝王切開分娩であった。帝王切開の適応は胎児ジスト
レス、骨盤位、誘発の不成功、児頭骨盤不均衡であった。

【考　　 察】

妊娠中の超音波検査の普及により、妊娠中に発見さ
れる付属器腫瘤の頻度は増加しており5～6％であると
報告されている1）。

産婦人科診療ガイドライン産科編2017の解説ではル
テインのう胞や内膜症性のう胞などの類腫瘍性病変の
場合は経過観察、真性腫瘍でも腫瘍径6cm以下は経過
観察、6～10cmで単房性の場合も経過観察、単房性以
外の隔壁や結節病変など悪性が否定できないときは手
術をすすめるとされている。10cmを超える場合も手術
を勧めるとの報告が多いとされる 2）3）4）。また付属器腫
瘤が妊娠中持続的に存在した場合、捻転が0.2～22％、
破裂が0～9％、分娩障害が2～25％とされており、保
存療法を選択する場合には悪性の診断が遅れる可能性、
妊娠中に捻転を発症し緊急手術になる可能性があるこ

図1　皮下にキルシュナー鋼線を刺入し腹壁を挙上したところ
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とを説明することとされている 1）5）。前述のように当
科予定手術での卵巣腫瘍平均径は71.6mm（標準偏差
±21.5mm）であり、大きさのみならず茎捻転のリスク
など個々の症例で判断し、患者と相談のもと手術適否
を判断している。

予定手術時期に関しては、麻酔薬や術後の鎮痛剤使
用なども考慮して胎児器官形成期を過ぎてからが望ま

しく、また嚢胞縮小消失の可能性も考慮し、16週前後
に設定されることも多かった。近年は腹腔鏡手術が選
択されることも多くなり、妊娠週数が進んで子宮が大
きくなると腹腔内での操作性が低下する危惧から、予
定手術時期が早くなる傾向にある 7）。当科の緊急を除
く予定腹腔鏡手術（開腹も含む）の平均週数は14.5週

（±1.7）であったが、妊娠18週1症例、17週2症例も
あった。予定開腹手術は妊娠17週と15週の2症例、平

表1　全手術症例（2008年～2017年）

年齢 手術週数	
腫瘍径

（mm） 手術計画 術式 麻酔
手術時間
（分） 出血量 実施術式 術後病理診断 術後入院 分娩週数 分娩方法

1 31 14 81 予定 体外法 全麻 99 10 腫瘍摘出 漿液性 4 39 経膣
2 23 13 96 緊急 体外法 全麻 92 50 腫瘍摘出 成熟奇形腫 4 41 経膣
3 38 16 60 予定 体外法 全麻 79 20 腫瘍摘出 成熟奇形腫 4 37 経膣
4 30 13 65 予定 体外法 全麻 103 20 腫瘍摘出 成熟奇形腫 8 41 帝王切開
5 20 17 50 予定 体外法 全麻 94 30 腫瘍摘出 成熟奇形腫 6 不明 不明
6 31 15 147 予定 開腹 全麻 95 150 腫瘍摘出 粘液性 5 39 経膣
7 27 15 90 予定 体外法 全麻 117 20 腫瘍摘出 成熟奇形腫 4 41 帝王切開
8 31 7 58 緊急 体内法 脊麻 34 200 捻転解除 正常卵巣 5 40 経膣
9 27 15 79 予定 体外法 全麻 65 30 腫瘍摘出 成熟奇形腫 4 38 経膣
10 29 14 67 予定 体外法 全麻 76 5 腫瘍摘出 機能性嚢胞 5 38 帝王切開
11 29 12 58 予定 体外法 全麻 87 10 腫瘍摘出 成熟奇形腫 4 39 帝王切開
12 22 17 66 予定 体外法 全麻 69 50 腫瘍摘出 成熟奇形腫 5 40 経膣
13 21 13 57 予定 体外法 全麻 74 30 腫瘍摘出 成熟奇形腫 5 39 経膣
14 20 8 60 緊急 体外法 全麻 70 20 付属器切除 漿液性 6 不明 不明
15 35 13 63 予定 体外法 全麻 79 35 腫瘍摘出 成熟奇形腫 7 39 経膣
16 28 14 45 予定 体外法 全麻 74 30 腫瘍摘出 成熟奇形腫 6 39 経膣
17 26 13 83 予定 単孔 全麻 107 50 腫瘍摘出 粘液性 7 41 経膣
18 38 17 77 予定 開腹 全麻 116 300 腫瘍摘出 成熟奇形腫 9 36 経膣
19 32 18 60 予定 体外法 全麻 115 20 腫瘍摘出 成熟奇形腫 5 40 経膣
20 18 14 72 予定 体外法 全麻 49 50 腫瘍摘出 成熟奇形腫 5 39 経膣
21 36 14 70 予定 体外法 全麻 78 30 腫瘍摘出 成熟奇形腫 5 39 経膣

表2　臨床的背景

腹腔鏡
n=19

開腹
n=2

P値

予定手術（％） 16（84.2） 2（100） 1
緊急（％） 3（15.8） 0（	 	 0）

年齢（標準偏差） 27.5（±5.74） 34.5（±4.95） 0.11
週数（最小　最大） 14［7，18］ 16［15，17］ 0.14

表4　予定手術の平均手術週数

手術週数
（標準偏差） P値

予定腹腔鏡 14.5
（±1.7）

0.25
予定開腹 16

（±1.4）

表3　予定手術と緊急手術の平均手術週数

手術週数
（標準偏差） P値

予定手術 14.7
（±1.7）

P<0.05
緊急手術 9.3

（±3.2）

表5

腹腔鏡 開腹 P値
平均手術時間
（標準偏差） 82.2分（±21.3） 106分（±14.8） 0.151

平均出血量
（標準偏差） 37.4ml（±41.8） 225ml（±106） P<0.05

術後入院日数
（標準偏差） 5.2（±1.2） 7（±2.8） 0.08
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均16週（±1.4）で行われていた（表4）。手術週数が妊
娠17週以降の症例は全例紹介受診で初診が妊娠16週以
降であった。当科では原則胎児器官形成期をすぎた妊
娠12週以降で16週を大きく超えない時期を選択してい
る。

手術方法に関しては開腹手術が古典的な方法である
が、その創部侵襲とそれに伴う離床の遅れが問題と
なる。スウェーデンで妊娠中に行われた手術の影響
を後方視的に調査したReedyらの疫学研究（開腹：
n＝2181、腹腔鏡：n＝1522）では、手術自体による37
週未満の早産、2500g未満の低出生体重児などのリスク
の増加を認めているが開腹と腹腔鏡手術に有意差はな
かったとしている	8）。悪性を疑い手術を行う場合開腹
手術が原則であるが、良性疾患に対して腹腔鏡と開腹
どちらを選択すべきなのかについて、我が国の産婦人
科診療ガイドラインではとくに推奨はない。一方米国
の消化器内視鏡外科学会（SAGES）のガイドラインで
は、腹腔鏡手術は妊娠中であっても非妊娠時と同等の
メリットがあるとし、強い推奨となっている9）。開腹を
選択した2症例のうち1例は腫瘍が14cmをこえる大き
さで、小切開6cmより穿刺吸引し体外で嚢腫摘出を行っ
た症例と、もう1例は開腹手術既往より癒着を危惧して
開腹を選択した。子宮後面と癒着をきたしており剥離
困難で癒着したまま嚢腫摘出をおこなった症例で適切
な選択であると思われた。

手術の麻酔方法に関しては、脊椎麻酔では薬剤の胎
児への移行が少ないと考えられている 10）。しかし気腹
法使用と手術時間延長への対応から、腹腔鏡下手術に
対して脊椎麻酔単独での管理は難しい。当科でも1例正
常卵巣茎捻転に対し、しかしながら精査目的で脊椎麻
酔下に腹腔鏡検査を行い、そのまま捻転解除を行った1
例のみである。脊椎麻酔に硬膜外麻酔を併用し吊り上
げ法と単孔で気腹を用いず、妊娠中に8例の腹腔鏡下卵
巣腫瘍摘出術をおこなった報告がある11）。

一般的に妊娠期間中の手術、麻酔により先天奇形発
生は増加しないと報告されている 12）。当科でも妊娠予
後があきらかな19例の検討で早産が36週の経膣分娩1
例であった。帝王切開は4例（21％）で胎児ジストレス、
骨盤位、誘発の不成功、児頭骨盤不均衡など一般的な
適応の帝王切開であり、手術による影響をうけたと思
われるエピソードはなかった。さらに妊娠中に切迫早
産などで外来管理、入院を必要とした症例もなかった。

前述の米国消化器内視鏡外科学会（SAGES）のガイ
ドラインでは、妊娠中の急性腹症に対する腹腔鏡下手
術は術後鎮痛剤使用の減少、創部感染リスクの低下、
術後の母体低換気の低減、静脈血栓症のリスク低減の

面から非妊娠時と同様のメリットが有るとされている9）。
一括りに腹腔鏡といっても体内法と体外法、気腹法

と吊り上げ法、単孔と多孔とさまざまな術式がある。
体内法は体内で腫瘍の摘出を完遂する方法である。

3孔または4孔の多孔で行われることが多いが、それぞ
れの創部が小さく済むため術後の創部侵襲は少ない。
しかし子宮が大きく子宮マニピュレーターの補助がな
い妊娠症例では体内操作の難易度は高い。また体内法
では腫瘍摘出中に体内で破綻することがあり、非妊娠
時にはマニピュレーターで子宮を前屈させ、内容物が
骨盤外に漏出しないようダグラス窩に誘導することが
可能であるが、妊娠中は腫大した子宮が骨盤内を占拠
しているため、腫瘍内容漏出が腹腔全体におよび化学
的炎症により妊娠予後に影響をあたえる可能性も否定
できない。手術時間も長くなりやすく13）、長時間の気腹、
麻酔を必要とすることから妊娠中の子宮胎児循環に与
える影響が危惧される。

当科では皮下鋼線吊り上げ気腹併用の体外術式で、
腫瘍摘出を行っている。体外法は腫瘍の穿刺吸引は腹
腔鏡下もしくは小切開直視下で行い、その後虚脱した
卵巣腫瘍を体外に誘導し腫瘍切除を行う方法である。
腫瘍の穿刺には臓器損傷などのリスクは生じるが、そ
の後の手技は体外で直視下に、用手的に行えるため安
定した術式であると考えられる。体外で操作する時間
は気腹を停止することができるため、気腹による子宮
胎児循環への影響は、体内法と比べて軽減できると考
えられる。手順も腫瘍の大きさによらず定型的である
ため、手術時間も体内法より短いとされる 10）。さらに
当科で行っている吊り上げ併用の術式は他の体内法や
体外法の気腹法単独の術式と比べても、妊娠性子宮増
大に対する腹腔内のワーキングスペースの確保、体外
操作時の腹腔内からの安全確認が気腹なしで可能であ
ること、手術の総気腹時間の低減においてメリットが
あると考えられる。

デメリットとしては、吊り上げ装置を術野内に設置
するため、操作鉗子や体外操作で吊り上げ装置が障害
となりうることであるが、体外法での手術操作は、体
内法と比べ単純な操作で済むためさほど障害にならな
いと思われる。今回報告した19症例はすべて皮下鋼線
吊り上げと気腹併用による腹腔鏡手術で行われた。

一方肥満が存在し腹壁からの操作性が悪い症例や、
腫瘍が周囲と癒着形成して腫瘍の可動性が不良な症例
に関しては、体内法による体内操作にメリットがある
と考えられる。また腹壁直下に大きな腫瘍が位置して
いる場合は腹腔鏡を用いず小切開で開腹し、ディスポー
ザブルの開創器を使用し、吸引後体外で腫瘍摘出を低
侵襲で行うこともでき、脊椎麻酔でも施行可能である
ことから症例に応じた術式の選択をすることも必要で
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あると思われた。

腹腔鏡下での体内操作において、ダグラス窩に腫瘍
が嵌頓している症例では腫瘍の手術視野への誘導に難
渋することがある。腹腔鏡下で腫瘍位置をよく確認し
た後、内診指や経膣超音波のプローベでの押し上げに
より、腫瘍をダグラス窩より挙上する。さらに当科で
は屈曲型のスネークリトラクターを用い、鏡視下に子
宮を挙上し卵巣腫瘍をすくうように骨盤外へ誘導して
いる（図2）。今回の調査でも腹腔鏡下でおこなわれた
19例中7例に使用していた。妊娠中の子宮は柔らかく
傷つきやすいので、特に愛護的に操作する必要があり
有効な方法であると思われる。

【結　　 語】

妊娠中の卵巣腫瘍手術は腹腔鏡下で安全に行いうる
が、その術式にはさまざまなバリエーションが存在す
る。われわれが行っている皮下鋼線吊り上げと気腹法
を併用した体外式の腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術は、特に
妊娠中の体腔内でのワーキングスペース確保や体外操
作時の体腔内からの安全性の確認、気腹時間の低減な
どに有用な方法の一つであると思われた。

＊当研究は院内IRBの審査を経て承認を得た研究である。
＊	本論文に関して筆頭著者および共著者の利益相反は

ない。
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C型肝炎に対するsofosbuvir-based therapyの 
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抄　　 録

【はじめに】ソホスブビルを用いた治療法（sofosbuvir-
based	therapy）によるSVR達成時、肝機能改善ととも
に、総コレステロール(TC)値上昇、糖質代謝改善が報
告されている。SVRが肝機能、脂質・糖質代謝、腎機
能に及ぼす影響と予測因子について検討した。

【対象と方法】当院にてソホスブビル/レジパスビルお
よびソホスブビル/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。検討 1：肝炎症は ALT、
AFP、肝線維化はFIB-4	 index、肝蛋白合成能はAlb、
PT、門脈圧亢進症は好中球数、Hb、血小板数、脂質代
謝はTC、腎機能はeGFRを指標とし、治療前、SVR24
時で比較した。HDL、LDL、TG、HbA1cの評価が可能
であった症例ではその検討も施行した。検討2：SVR24
時にTC上昇群とそれ以外の群、eGFR低下群とそれ以
外の群でその要因について多変量解析を施行した。検
討3：TC上昇率と肝機能改善率との関連を調べるため、
TC 上昇率（∆TC）と Alb、PT、FIB-4、ALT、AFP、
好中球改善率（∆Alb、∆PT、∆FIB-4、∆ALT、∆AFP、
∆好中球）との相関関係を検討した。

【 結 果 】 治 療 前 と SVR24 時 の 比 較 で、ALT、AFP、
HbA1c、FIB-4 値は有意に低下、Alb、PT、好中球、
Hb、Plt、TC、LDL、HDL、TG 値 は 有 意 に 上 昇、
eGFR 値は有意に低下した（HbA1c は p ＝ 0.002、Hb
は p ＝ 0.05、 他 す べ て p ＜ 0.001）。TC 上 昇 群 の 要 因
は、多変量解析で女性（オッズ比3.753、p＝0.033）、

TC 値（0.975、p ＝ 0.003）であった。eGFR 低下群の
要因は、Hb値（オッズ比0.603、p＝0.004）、eGFR	 値

（1.033、p＝0.039）、ALT値（1.012、p＝0.031）であっ
た。∆TCと∆Albの相関係数（r）は0.301（p＝0.002）、
∆TCと∆PT	のrは0.238（p＝0.023）と弱い相関関係が
認められた。

【考察】sofosbuvir-based	therapy による SVR24 時に、
肝機能改善、TC値上昇、糖質代謝改善、腎機能悪化が
認められ、TC値上昇の予測因子は女性と治療前のTC
値が低いことが抽出された。SVR後の肝蛋白合成能改
善はTC値上昇のマイナーな要因であることが示され
た。SVR後、高脂血症と腎機能に注意した経過観察が
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）	

＊ Inf luence of sofosbuvir-based therapy giving to liver 

function, lipid and carbohydrate metabolism, and renal 

function in patients infected with hepatitis C virus
＊＊ Yoshihide Kimura et al.
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SVR後にLDLを含む総コレステロール（TC）値が上昇
すること 6）7）や糖質代謝を改善することが報告されて
きた 8）9）。またソホスブビルは腎排泄型の薬剤であり、
腎機能に及ぼす影響も報告されている10）。今回我々は、
sofosbuvir-based	therapyによるSVR24（治療終了後24
週目にHCVの完全排除が確認された状態）時の肝機能

（肝組織の炎症、肝線維化、肝蛋白合成能および門脈圧
亢進症）、脂質代謝、糖質代謝および腎機能に及ぼす影
響、さらにSVR24時の脂質代謝改善と腎機能低下に影
響する予測因子について検討した。

Ⅰ　対象と方法

当院にてsofosbuvir-based	therapyが導入され2017年
11月までにSVR24が確認されたHCV1型70例とHCV2
型34例の計104例。検討1：肝組織の炎症はALT値と
AFP値、肝線維化はFIB-4	 index、肝蛋白合成能はアル
ブミン（Alb）値とprothrombin	time	（PT）、門脈圧亢
進症は好中球数、Hb値と血小板数、脂質代謝はTC値、
腎機能は eGFR	（estimated	glomerular	filtration	rate）
値を指標とし、それぞれ治療前、SVR24時で比較した。
また、HDL値、LDL値およびTG値の評価が可能であっ
た38例、HbA1c値の評価が可能であった23例について
も同様に検討した。検討2：SVR24時にTC値が上昇し
た群（TC上昇群）と上昇しなかった群（TC非上昇群）、
SVR24時にeGFRが低下した群（eGFR低下群）と低下
しなかった群（eGFR非低下群）において、治療前の
要因から単変量および多変量解析を施行し予測因子を
検討した。検討3：TC値上昇（脂質代謝改善）と肝機
能改善との関連性を調べるため、TC値改善率（∆TC）
と Alb 値、PT 値、FIB-4 値、ALT 値、AFP 値 お よ
び好中球数改善率（それぞれ∆Alb、∆PT、∆FIB-4、	
∆ALT、∆AFP、∆好中球）との相関関係を検討した。	
∆TC＝（SVR24時のTC値/治療前のTC値−1）×100（%）	
で算出した。TC値同様数値の上昇が改善と評価される

∆Alb、∆PTおよび∆好中球は∆TCと同様の式で、一方、
数値の減少が改善と評価される∆FIB-4、∆ALTおよび
∆AFPは∆TCと同様の式にマイナス（−）を乗じて算
出した。

独立した2群の差はスチューデントt検定、関連のあ
る2群の差はウィルコクソン符号順位検定、クロス集計
表の差はカイ二乗検定、多変量解析はロジスティック
回帰分析、2群の相関関係はピアソンの相関係数を使用
した。両側検定で、p値＜0.05を有意差ありと判定、相
関係数（r）は、0.2未満を相関なし、0.2-0.4を弱い相関
と判定した。検定はすべてBellCurve	 for	Excelで行っ
た。

Ⅱ　結　　 果

患者背景をTable	1に示す。症例は104例（男性49例、
女性55例）、年齢中央値63才、平均BMI	23.5、HCVジェ
ノタイプⅠ型70例、Ⅱ型34例、肝がん治療歴を有する
患者10例、脂質低下薬を内服中の患者3例、糖尿病患
者7例であった。C型肝炎治療中に脂質低下薬、抗糖尿
病薬の変更があった患者はいなかった。HCV患者にお
ける治療前とSVR24時のデータ比較をTable	2に示す。
SVR24 時で ALT 値、AFP 値、HbA1c 値、FIB-4	 index
は有意に低下（改善）、Alb値、PT値、好中球数、Hb値、
Plt数、TC値、LDL値、HDL値は有意に上昇（改善）、
eGFR値は有意に低下（悪化）した（HbA1cはp＝0.002、
Hbはp＝0.05、他すべてp＜0.001）。TG値は上昇の傾
向を認めたが有意差を認めなかった。

TC値上昇群は68例、TC値非上昇群は36例であった。
2群間の治療前要因において単変量解析をおこなうと、
性別、TC値およびHb値で有意差を認めた（Table	3）。
単変量解析でp値＜0.2であった因子を用いてTC値上
昇の要因について多変量解析をおこなうと、女性（オッ
ズ比 3.753、p ＝ 0.033）と TC 値（0.975、p ＝ 0.003）で
有意差を認めた（Table	4）。

Table 1.　HCV患者背景

Characteristics 全患者 男性 女性 P	value
Patient（n） 104 49 55
Age（years） 63（34-82） 65（34-82） 61（36-82） 0.905
BMI 23.5±3.8 24.2±3.7 23.0±3.7 0.135
HCV	serotype（1/2） 70/34 31/18 39/16 0.723
HCC	history	of	treatment 10（10） 6（12） 4（7） 0.362
Using	lipid	lowering	drugs 3（3） 1（2） 2（4） 0.648
Diabetes 7（7） 4（8） 3（5） 0.552

Values	are	presented	as	either	the	mean	±	standard	deviation	or	frequency	(%).	Age	is	presented	in	order	of	the	median.	HCV,	hepatitis	
C	virus;	BMI,	body	mass	 index;	HCC,	hepatocellular	carcinoma.	The	Student’s	 t-test	or	 test	Chi-squared	was	used	 for	 two-group	
comparisons.



― 47 ―

名古屋市立病院紀要　第41巻　2018年

eGFR値低下群は67例、eGFR値非低下群は37例で
あった。2群間の治療前要因において単変量解析をおこ
なうと、Hb値とeGFR値で有意差を認めた（Table	5）。
単変量解析でp値＜0.2であった因子を用いてeGFR値
低下の要因について多変量解析をおこなうと、Hb値

（オッズ比0.603、p＝0.004）、eGFR	値（1.033、p＝0.039）
およびALT値（1.012、p＝0.031）で有意差を認めた

（Table	6）。

TC 値上昇と肝機能改善との関連性では、∆TC と
∆Alb 間 で r ＝ 0.301、p ＝ 0.002、∆TC と ∆PT 間 で
r ＝ 0.238、p ＝ 0.023 とそれぞれ有意な弱い相関関係
が 認 め ら れ た（Figure	1）。 一 方、∆TC	 と ∆FIB-4、
∆ALT、∆AFPおよび∆好中球との間には有意な相関関
係は認められなかった。

Table 2.　HCV患者における治療前、SVR24時のデータ比較

Laboratory	data 治療前 SVR24時 P	value
ALT（U/l）（n=104） 64.0±65.3 21.3±21.5 <0.001
AFP（ng/ml）（n=104） 13.5±34.7 5.7±11.1 <0.001
Alb（g/dl）（n=104） 4.00±0.42 4.26±0.32 <0.001
PT（%）（n=104） 88.7±18.6 94.1±16.0 <0.001
好中球（/µl）（n=104） 2747±1359 3127±1441 <0.001
Hb（g/dl）（n=104） 13.8±1.6 14.1±1.6 0.005
Plt（×104/µl）（n=104） 16.5±6.3 17.7±6.4 <0.001
TC（mg/dl）（n=104） 175.9±32.7 197.5±36.4 <0.001
LDL（mg/dl）（n=38） 95.4±29.1 112.7±31.2 <0.001
HDL（mg/dl）（n=38） 51.6±16.4 56.4±16.9 <0.001
TG（mg/dl）（n=38） 165±29.8 188±29.7 0.072
HbA1c（%）（n=23） 6.61±1.61 6.42±2.25 0.002
FIB-4	index（n=104） 3.42±3.14 2.53±2.13 <0.001
eGFR 74.0±15.3 70.4±16.0 <0.001

Values	are	presented	as	either	the	mean	±	standard	deviation.	SVR,	sustained	virological	response;	HCV,	hepatitis	C	virus;	
ALT,	alanine	transaminase;	AFP,	alfa-fetoprotein;	Alb,	albumin;	PT,	prothrombin	time;	Hb,	hemoglobin	;	Plt,	platelet;	TC,	total	
cholesterol;	LDL,	 low-density	 lipoprotein;	HDL,	high-density	 lipoprotein;	TG,	 triglycerides;	FIB-4,	fibrosis-4;	eGFR,	estimated	
glomerular	filtration	rate.	Wilcoxon’s	matched-pairs	signed-rank	test	was	used	for	two-group	comparisons	at	pre-treatment	
and	SVR24.

Table 3.　総コレステロール上昇群と非上昇群における治療前因子の比較

治療前因子 総コレステロール上昇群	 総コレステロール非上昇群 P	value
Patients（n） 67 37
Age（years） 60.3±13.6 59.9±12.7 0.886
Gender（male/female） 25/42 24/13 0.007
HCV	serotype（1/2） 47/20 23/14 0.406
BMI 23.4±3.5 24.0±4.2 0.475
TC（mg/dl） 170±28 188±38 0.008
ALT（U/l） 60.1±67.0 71.7±64.1 0.413
AFP（ng/dl） 13.6±38.4 9.7±15.6 0.585
Alb（g/dl） 3.96±0.43 4.09±0.31 0.118
PT（%） 89.6±17.1 88.1±19.9 0.717
好中球（/µl） 2578±1413 3114±1203 0.062
Hb（g/dl） 13.5±1.7 14.5±1.1 0.002
Plt（×104/µl） 16.5±6.7 16.7±5.5 0.903
FIB-4	index 3.62±3.51 2.87±1.83 0.249

Values	are	presented	as	either	 the	mean	±	standard	deviation.	HCV,	hepatitis	C	virus;	BMI,	body	mass	 index;	TC,	 total	
cholesterol;	ALT,	alanine	 transaminase;	AFP,	alfa-fetoprotein;	Alb,	albumin;	PT,	prothrombin	 time;	Hb,	hemoglobin	 ;	Plt,	
platelet;	FIB-4,	fibrosis-4.	The	Student’s	t-test	or	test	Chi-squared	was	used	for	two-group	comparisons.
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Ⅲ　考　　 察

C型肝炎に対するsofosbuvir-based	therapyの	SVR24
達成時には、ウイルス排除のみならず肝組織炎症、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、糖質代謝の改善および腎機能の悪化が
認められた。また、女性と治療前のTC値が低い患者で
はSVR後のTC値上昇に注意が必要と考えられた。さ
らに、SVR後に生じる肝蛋白合成能の改善とTC値上昇
の相関関係は弱いものであり、SVR後に生じる肝機能
の改善がTC値上昇に及ぼす影響はわずかなものと考え
られた。

SVR24時、ウイルス排除とそれに伴う肝機能の改善
のみならずLDL値を含むTC値上昇、HbA1c値低下、

eGFR値低下が認められた。これらの結果は既報6）-10）と
同様で、既報ではウイルス排除後に生じる肝機能の改
善が脂質代謝とインスリン抵抗性の改善に影響を及ぼ
すのではないかと推察されているが、はっきりとした
原因はいまだ解明されていない。

SVR24時におけるTC値上昇群と非上昇群の検討で
は、TC値上昇の予測因子として女性と治療前のTC値
が低いことが抽出された。HCVに感染している患者さ
んは、HCVに感染していない健常人と比較して低TC
血症をきたすことが以前から報告されており 11）12）、低
TC血症の要因としてHCV自体の直接的な関与が考え
られている。今回の検討でTC値上昇の予測因子として
治療前のTC値が低いことが抽出されたが、HCV感染
によりTC値が低く抑えられていた患者ほどHCV自体

Table5.　eGFR低下群と非低下群における治療前因子の比較

治療前因子 eGFR低下群 eGFR非低下群 P	value
Patients（n） 67 37
Age（years） 58.9	±	13.9 61.6	±	13.2 0.336
Gender（male	/	female） 24	/	27 30	/	23 0.215
HCV	serotype（I	/	II） 33	/	18 37	/	16 0.367
BMI（kg/m2） 23.4	±	3.5 24.0	±	4.2 0.325
TC（mg/dL） 178.4	±	32.8 174.9	±	33.6 0.620
ALT（U/L） 76.4	±	68.1 55.5	±	38.4 0.07
AFP（ng/dL） 22.2	±	68.4 15.9	±	43.3 0.605
Alb（g/dL） 3.96	±	0.42 4.06	±	0.38 0.243
PT（%） 88.3	±	16.0 88.2	±	20.2 0.991
Nt（/µL） 2555	±	1229 2892	±	1523 0.241
Hb（g/dL） 13.7	±	1.5 14.4	±	1.5 0.041
Plt（×104/µL） 16.1	±	6.4 17.0	±	6.5 0.498
FIB-4	index 4.03	±3.68 3.14	±	2.75 0.210
eGFR 77.3	±14.8 70.8	±15.7 0.044

Values	are	presented	as	either	 the	mean	±	standard	deviation.	HCV,	hepatitis	C	virus;	BMI,	body	mass	 index;	TC,	 total	
cholesterol;	ALT,	 alanine	 transaminase;	AFP,	 alfa-fetoprotein;	Alb,	 albumin;	PT,	prothrombin	 time;	Nt,	 neutrophil;	Hb,	
hemoglobin	;	Plt,	platelet;	FIB-4,	fibrosis-4.	eGFR,	estimated	glomerular	filtration	rate.	The	Student’s	t-test	or	test	Chi-squared	
was	used	for	two-group	comparisons.

Table 6.　SVR24時におけるeGFR低下の独立因子

因子
eGFR低下

P	value
OR 95%	CI

eGFR 1.033 1.002-1.064 0.039
Hb 0.603 0.428-0.848 0.004
ALT 1.012 1.001-1.023 0.031

eGFR,	estimated	glomerular	filtration	rate;	Hb,	hemoglobin;	
ALT,	alanine	 transaminase.	A	 logistic	regression	analysis	
was	used	to	determine	predictive	 factors	 for	TC	 increase	
in	HCV	patients,	which	were	expressed	as	an	odds	ratio	(OR)	
and	95%	confidence	interval	(CI).

Table 4.　SVR24時における総コレステロール上昇の独立因子

因子
総コレステロール上昇

P	value
OR 95%	CI

Gender	(female) 3.7531 1.1136-12.6486 0.033
TC 0.9751 0.9592-0.9913 0.003
Alb 2.3719 0.4272-13.1708 0.323
好中球 1.0000 0.9996-1.0003 0.608
Hb	 0.7208 0.4668-1.1131 0.140

TC,	 total	 cholesterol;	 SVR,	 sustained	virologic	 response;	
Alb,	albumin;	Hb,	hemoglobin.	A	logistic	regression	analysis	
was	used	to	determine	predictive	 factors	 for	TC	 increase	
in	HCV	patients,	which	were	expressed	as	an	odds	ratio	(OR)	
and	95%	confidence	interval	(CI).
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の排除後に抑えられていたTC値が急上昇した、と考え
れば説明がつきやすい。我々は今回の検討で、SVR後
に生じる肝機能の改善がTC値上昇に及ぼす影響はわず
かでありTC値上昇のマイナーな要因でしかないことを
示したが、このことからもHCV自体の感染がメジャー
な要因の候補ではないかと推察された。

また、SVR24時におけるeGFR値低下群と非低下群
の検討では、eGFR値低下の予測因子として、治療前の
Hb低値、eGFR高値、ALT高値が挙げられた。今回の
検討で抽出された3要因についての理由づけは困難であ
るが、eGFR値の低下は軽度であり、また腎排泄である
ソホスブビルによる治療期間も12週間で終了するため
臨床上大きな問題ではないと考えられた。

SVR24時のTC値上昇と肝機能改善との相関関係の検
討では、SVR24時のTC値上昇と肝蛋白合成能改善（Alb
値上昇、PT値上昇）との間に有意差が認められたが、
弱い相関関係であった。この結果から、肝機能改善に

伴う蛋白合成能の改善がTC値上昇に与える影響は弱い
もので、TC値上昇のマイナーな要因であることが示さ
れた。

sofosbuvir-based	therapyによるSVR後、肝機能の改
善とともにTC値の上昇、糖質代謝の改善、腎機能の悪
化が認められ、特に女性と治療前のTC値が低い患者で
はSVR後のTC値上昇に注意が必要と考えられた。ま
た、SVR後の肝機能改善に伴う蛋白合成能の改善はTC
値上昇のマイナーな要因であることが示され、HCVの
排除自体がSVR後のTC値上昇に大きな影響を及ぼし
ている可能性が推測された。

Ⅳ　結　　 語

C 型肝炎に対する sofosbuvir-based	therapy による
SVR24達成時には、肝機能の改善、糖質代謝が改善す
るが、LDLを含むTC値の上昇、軽度の腎機能の悪化を

Figure 1.　TC値改善率と肝機能改善率との関連性
TC値改善率（∆TC）、ALT値改善率（∆ALT）、AFP値改善率（∆AFP）、好中球数改善率（∆Nt）、Alb値改善率（∆Alb）、PT
値改善率（∆PT）、FIB-4値改善率（∆FIB-4）。
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きたす可能性があり、経過観察時に注意が必要と考え
られた。SVR後の肝機能改善はTC値上昇のマイナーな
要因であった。

本論文内容に関連する全著者の利益相反：なし
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サイトカインプロファイルが鑑別診断に有用であった川崎病の13歳男児例＊
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抄　　 録

症例は13歳男児、主訴は2日目の発熱・頭痛で、入
院時に項部硬直を認めたが髄液所見は異常を認めな
かった。入院後川崎病主要症状が出現し、川崎病の診
断で免疫グロブリン療法（IVIG）2回、インフリキシマ
ブ（INF）の投与を行ったが症状が残存した。関節痛や
羞明・眼痛などの非典型的な症状も認めたため、全身
型若年性特発性関節炎（sJIA）との鑑別目的に血清サ
イトカインプロファイル検査を行った。その結果sJIA
は否定的であったため川崎病の治療を継続した。その
後四肢末端の膜様落屑が出現し、冠動脈変化を認め、
川崎病に矛盾しない経過であった。学童期発症の川崎
病では非典型的な症状が多く、診断に苦慮することが
多い。川崎病とsJIAの鑑別が困難な症例において、血
清サイトカインプロファイルが有用であると考えられ
た。

はじめに

川崎病は全身の中小動脈の炎症を特徴とする発熱性
疾患で、4歳以下の乳幼児に好発する。乳幼児期を過ぎ
て発症する川崎病患児は主要症状がそろうまでに時間
がかかり、非典型的な症状も多いため、診断が遅れや
すい1）2）。また、関節症状と川崎病主要症状を示す症例
の中には、全身型若年性特発性関節炎（sJIA）との鑑
別が困難な症例や、sJIAへ移行する症例の報告もみら
れる3）。今回我々は、頭痛・関節痛・ぶどう膜炎など多

彩な症状を呈した13歳男児の川崎病を経験した。sJIA
と川崎病の鑑別に苦慮したが、両者の鑑別にIL-18や
IL-6を含めた血清サイトカインプロファイルが有用で
あったので、報告する。

症　　 例

13歳、男児
【主訴】発熱、頭痛
【既往歴】ローランドてんかん（最終発作H27年、現在
通院なし）

【現病歴】
入院1日前より発熱、頭痛が生じた、入院当日に近医を
受診した。項部硬直を認めたため髄膜炎が疑われ、当
院へ紹介となり精査加療目的に入院となった。

【入院時現症】
体重48.6kg、体温38.9℃、活気なし。呼吸清、心音整、
心雑音なし。項部硬直あり。Kernig徴候陽性、その他
明らかな神経学的異常所見なし。両肘・手・手指・膝・
足関節に圧痛を認めるが、可動域制限なし、発赤・熱感・
腫脹なし。結膜充血・口腔内所見・頚部リンパ節腫脹・
発疹・四肢末端変化は認めなかった。

【入院時検査所見（表1）】
インフルエンザウイルス抗原検査陰性。血液検査では
炎症反応の上昇を認めたが、髄液検査では特記すべき
異常所見を認めなかった。

【入院後経過（図1）】
第2病日に入院し、熱源不明の発熱として、補液のみで
経過観察を行った。第3病日に関節痛の悪化、両側足関
節腫脹を認めた。CRPの上昇を認めたため細菌感染を
疑い、血液培養検査を提出後、セフォタキシム（CTX）
80mg/kg/日の投与を開始した。第4病日、両眼球結膜

＊ A cace of thirteen years old boy that cytokine profiling was 

effective for a Differential diagnosis of Kawasaki disease
＊＊ Hitomi Chiyoda et al.
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充血、体幹部・前腕の紅色丘疹、四肢末端の発赤・腫
脹が出現した。第6病日、両眼痛・羞明が出現したが、
眼科診察では虹彩炎やブドウ膜炎などの所見を認めな
かった。解熱していたがイチゴ舌の所見を認め川崎病
主要症状4項目を満たしたため、不全型川崎病と診断
した。CTXを中止の上、アスピリン30mg/kgの内服を
開始した。第8病日、結膜充血、関節痛が遷延し、再
度発熱したため、IVIG1g/kgを開始した。第10病日、
発熱が持続し、結膜充血、関節症状は著変ないため、
IVIG1g/kgの追加投与を行った。以降解熱は認めたが、
結膜充血が残存し、再度の眼科受診にてブドウ膜炎と
診断された。関節症状も軽度残存しており、右膝MRI

（図2）にて滑膜炎所見を認めた。第13病日に再度発熱
を認めたためインフリキシマブ（INF）5mg/kgの投

与を行った。第14病日に解熱し、以降再発熱を認めな
かった。第15病日、結膜充血・関節所見が残存したた
め、sJIAを疑いイブプロフェン30mg/kgの内服 4）5）を

表1　検査所見

【血液検査】 【髄液検査】
WBC 10100 /µL Na 134 mmol/L 細胞数 0 /µL
RBC 520×104 /µL K 4.5 mmol/L 総蛋白 19 mg/dL
HGB 15.2 g/dL Cl 103 mmol/L 糖定量 78 mg/dL
Ht 44.5 % T-Bil 0.8 mg/dL
Plt 19.5×104 /µL AST 27 U/L
Neut 90.0 % ALT 16 U/L
Lymph 6.0 % LD 319 U/L
TP 6.9 g/dL CK 118 U/L
Alb 4.2 g/dL BS 115 mg/dL
CRP 5.7 mg/dL IgG 946 mg/dL
BUN 8.1 mg/dL
Cre 0.87 mg/dL
Ca 8.9 mg/dL

図1　入院後経過

図2　右膝関節造影MRI所見
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開始した。以降結膜充血・関節痛は消退傾向であった。
第17病日に、第6・10・13病日の保存血清で提出して
いた血清サイトカインプロファイル（表2、図3）の結
果が判明した。IL-6高値、IL-18低値からsJIAは否定的
で、川崎病急性期として矛盾しない結果であった。解
熱が持続し症状も消退傾向であったため退院とした。
なお、入院中に提出していた凝固機能検査、抗核抗体、
抗CCP抗体、MMP-3、リウマトイド因子、抗SS-A抗
体、 抗 ds-DNA 抗 体、PR3-ANCA、MPO－ANCA、 尿
中 β 2MGはいずれも正常範囲内であった。退院後、足
趾の膜様落屑を認めた。アスピリンは計2カ月内服し、
イブプロフェンは3ヶ月で漸減中止とした。入院中の心
臓超音波検査では冠動脈病変を認めなかったが、第100
病日の検査にて右冠動脈径3.8−4.1mmと軽度の一過性
拡張を認めた。膜様落屑、冠動脈の一過性拡張は川崎
病に矛盾しない経過であった。現在外来経過観察中で
あり、関節・眼症状の再燃は認めていない。

考　　 察

本症例は13歳男児で、発熱・頭痛を初発症状とし、

第6病日に一旦解熱したが主要症状4項目を満たし、不
全型川崎病と診断した。また、非典型症状として頭痛、
ブドウ膜炎、関節所見を認めた。

川崎病は第7病日までに治療を開始することが推奨さ
れている。川崎病全国調査によると、学童期の川崎病
は確定診断し治療を開始するのが、平均よりも遅いく、
心血管障害の発症率が高い。この原因としては、学童
期川崎病は症状がそろいにくいことや、好発年齢では
ないため川崎病が疑われないことなどが考えられる 6）。
今回の症例でも、同様の理由から、アスピリン内服開
始が第6病日、IVIG初回投与は第8病日となった。

また、学童期の川崎病は、頸部リンパ節腫脹や頸部
痛の出現率が高いため、学童期の発熱と有痛性リンパ
節腫脹では川崎病を鑑別診断に挙げる必要がある 7）が、
本症例ではリンパ節腫脹は認めなかった。

sJIAは2週間以上続く弛張熱を伴い、一過性の紅斑・
全身のリンパ節腫脹・肝腫大または脾腫大・漿膜炎（心
膜炎、胸膜炎など）の1つ以上の症候を伴う関節炎であ
る8）。

川崎病の関節炎合併率は2.0−7.5％程度と報告されて
いる9）。関節症状を合併した川崎病は追加治療を必要と
する症例が多いとの報告があり 10）、重症例が多い可能
性がある。

本症例では、疾患の緊急性からまずは川崎病に対す
る治療を優先したが、症状が遷延したため川崎病と
sJIAとの鑑別に苦慮した。両疾患の治療を行っていた
が、サイトカインプロファイルの結果からsJIAの可能
性を除外することができ、治療方針の決定に非常に有
用であった。

表2　サイトカインプロファイル

第6病日 第10病日 第14病日
IL-6（＜5pg/ml) 34 32 10
Neopterin（5nmol/L） 56.0 27.5 15.0
sTNF-R	I（484+1407pg/ml） 3060 3380 2320
sTNF-R	II（829-2262pg/ml) 10500 12700 10800
IL-18（＜500pg/ml) 295 640 450

図3　症例ごとの典型的なプロファイル　金沢大学小児科谷江昭宏先生より提供いただきました
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sJIAや川崎病は炎症性サイトカインの急速な過剰状
態により形成されている病態であり、炎症性サイトカ
インの動態を把握することは、診断だけでなく、治療
後の効果判定や活動性の把握にも非常に有用である 11）。
血清IL-18濃度は、川崎病ではほとんど上昇を認めな
いのに対し、病初期に不全型川崎病と考えられた症例
も含めたsJIAでは著増し、川崎病と比較し有意に高値
となる。血清IL-6濃度は、両疾患とも高値を示す。ま
た、川崎病においては関節炎の有無により、血清IL-6
およびIL-18	濃度に有意な差は認めない8）。本症例では、
IL-18が低値であったことから、sJIAは否定的であると
判断した。

結　　 論

学童期の発熱、関節炎症状を呈した場合は、川崎病
を積極的に鑑別する必要がある。また、川崎病、sJIA
ともに高サイトカイン血症を呈する疾患であり、それ
ぞれ特異的なサイトカインの発現パターンを呈するた
め、サイトカインプロファイルを解析することは、両
疾患の鑑別に有用であると考えられた。

謝辞　執筆にあたり、本症例のサイトカインプロファ
イルを測定いただきました、金沢大学小児科の谷内江
昭宏先生に深謝いたします。
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抄録

2017年1月より、診療放射線技師及び臨床検査技師
によるスクリーニングの乳腺超音波検査（以下US）を
開始し、2年間のUSの経験に基づき、USとマンモグラ
フィー（以下MMG）の描出能とを比較検討した。

USは小さな腫瘍性病変について優位性が確認でき
た。また、高濃度乳腺のため乳腺とX線吸収値差が生
じずMMGでは描出できない病変も検出可能であった。
一方、MMGは微細石灰化を形成する病変に対する優位
性が確認できた。USにおいて、微細石灰化のみを呈す
る病変は、背景乳腺の呈する高エコーに埋没し、認識
困難であった。

USとMMGは、ともに乳腺疾患診断の第一段階の検
査として位置づけられている。今回の検討により、両
者の有用性の相違について確認できた。

緒　　 言

2 年間の乳腺の超音波検査（以下 US）実施例は、
2017 年は 230 件、2018 年 10 月時点で 200 件であった。
その内、USが診断に有用であった症例と、マンモグラ
フィー（以下MMG）が有用であった症例とを検討し、
各検査がどのような病変に対して有用であるか検討した。

（1）USの特徴
USは、生体の音響特性の違いを画像化している。断

層画像であるため乳腺の重なりに関係なく、乳腺組織
の多い乳房での病変検出能はMMGよりも高いとされ
ている。また、被曝がなく非侵襲的であり、妊娠して
いる女性に対しても施行しやすい。一方、術者が用手

的に走査しながら、病変の有無を判断するため、術者
依存性が高く、客観性・再現性に劣るとされている。
また、USでは良性病変の検出能も高いため、検査の特
異度は低いとされている。1）

（2）MMGの特徴
MMGは特性X線を用い、生体のX線吸収値差を画像

化している。乳房は、乳腺実質と脂肪、皮膚、結合組
織などから構成され、石灰化を除いてX線吸収値に大
きな差を生じない。画像コントラストを高めるために、
低電圧の特性X線を使用したMMG専用の撮影装置を
用いる。さらに、重なりをできるだけ少なくするため、
乳房を圧迫して均一に引き延ばす必要がある。2）

MMGは特に石灰化病変の描出に優れており、悪性病
変に伴い乳管内に出現する微細な壊死型石灰化や分泌
物の結晶化による淡い微小石灰化などが描出できると
されている。3）

（3）高濃度乳房に発症する乳腺疾患に対する画像検査
乳腺は加齢とともに徐々に脂肪に置き換えられる。

乳腺と脂肪の割合から4つに分類され、乳腺割合の多い
順に、高濃度、不均一高濃度、乳腺散在、脂肪性と分
けられる。高濃度乳房は脂肪性乳房よりも乳癌の発症
リスクが高いが、高濃度・不均一高濃度乳房はMMGで
は乳腺の重なりによって病変検出率が低下する。4）

日本の対策型（住民検診型）乳がん検診では、MMG
が基本とされている。しかし、MMG の検出限界を
補完するため、40 歳代に対し US の導入を検証する
J-STARTという試みが始まっている。MMGとUSを併
用することで病変発見率は1.5倍に向上しているが、非
浸潤性がんの発見割合が高く、USの有用性については
未だ検証中である。5）

＊ Characteristic Usefulness of Breast ultrasound examination 

and mammography: 3 case reports
＊＊ Masami Yamaguchi et al.
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症　　 例

症例①　USが有用であった症例
50歳代女性
左乳房痛で一般外来に受診、触診でソラ豆大の右腋窩
リンパ節を触知した。
MMG上で、不均一高濃度乳腺でカテゴリー1。
USで左C領域に多角形、境界不明瞭、内部不均一低エ
コー腫瘤あり。細胞診にて偽陽性であった。
USガイド下マンモトームを施行し、病理結果は充実腺
管癌であった。
MRIで広がり診断を施行した。
術前化学療法を施行後、左乳房全切除術＋センチネル
リンパ節生検を行った。リンパ節に転移なく、腋窩郭
清は省略された。
最終診断はNoninvasive	ductal	carcinoma、	high	grade
であった。
術後化学療法を継続している。

（図1、a、b、c）
症例②　USが有用であった症例
40歳代女性
左乳房のしこりに気付き他院受診、MMG上で、高濃度
乳腺でカテゴリー1。

USで左CD領域に局所性斑状低エコー域あり。
他院での針生検にて血腫が生じた。今後の治療を見据
え当院へ紹介となった。生検結果はductal	carcinoma	
in	situ（以下DCIS）であった。
血腫縮小後、MRIで手術範囲をマーキングし、左乳腺
部分切除＋センチネルリンパ節生検を施行した。リン
パ節に転移なく、腋窩郭清は省略された。
最終診断は Noninvasive	ductal	carcinoma、	low	grade
であった。
術後においては、全乳房照射を施行した。

（図2、a、b、c）
症例③　MMGが有用であった症例
60歳代女性
他院より検診異常で当院紹介された。
MMG上で、不均一高濃度乳腺で右OuterとInner境界
に微小円形集簇性石灰化がありカテゴリー3。
USでカテゴリー1。
MRIにて、右AC領域に局所性の非腫瘤性増強効果を
認めた。
ステレオガイド下マンモトームにて、低異型度DCISの
病理診断が得られた。
右乳房全切除術＋センチネルリンパ節生検を施行し、
リンパ節に転移なく、腋窩郭清は省略された。最終診

図1.　症例①　50歳代女性　超音波検査（US）が有用であった症例（Noninvasive	ductal	carcinoma,	high	grade）
a：マンモグラフィー（MMG）でカテゴリー1。
b：USで左C領域に6.6×3.6×8.6mmの多角形、境界不明瞭、内部不均一な低エコー腫瘤あり。
c：MRIで左C領域の非腫瘤性増強効果、乳頭直下まで区域性に広がっている。
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断はDCISであった。
（図3、a、b、c）

考　　 察

〈症例①〉
症例①では、腫瘤径が小さく、かつ背景が不均一高

濃度乳腺であり、病変が乳腺の重なりによりMMGでは
描出できなかったと考えられる。

また、一般に柔らかい腫瘤は圧迫により伸展される
が、硬い腫瘤は変形せず、中心部の濃度が高い腫瘤性
病変として描出される。①の病変はUSで縦横比がそれ
程大きくないことから、ある程度柔性であることが予
想される。このため圧迫により病変濃度が均一化され
正常乳腺と同化し、視認性が低下したと考えられる。

〈症例②〉
症例②では、病変が小さく、高濃度乳腺の状態で均

一化された乳腺軟部組織内に腫瘍が存在していた。両
者のX線吸収値差が小さいため、辺縁が描出されず
MMGで検出されなかった。

USでは乳腺は腺組織、間質、脂肪の混在による散乱
の影響で高エコーを示すが、相対的に均一な細胞から

なる腫瘍は低エコーを示し、両者のコントラストが生
じるため、病変を検出できたと考えられる。

〈症例③〉
症例③は、集簇した微細石灰化を認める病変であり、

乳腺とのX線吸収値差が大きいためMMGで良好に描
出された。

しかし、USでは石灰化を描出することができなかっ
た。その理由として、点状高エコー自体は描出されて
いるものの、背景乳腺のうち浮腫状間質を表す高エコー
部分にそれらが混在し、識別できなかった可能性が考
えられる。また、悪性度の高い石灰化病変は、周囲の
間質の増生や、リンパ球の凝集により、周囲が脂肪と
同等輝度のエコー信号強度（以下等エコー）になる。6）

このため、石灰化は等エコーの中に浮かぶ点状高エコー
として描出され、背景乳腺と識別が可能となる。しか
し、間質の増生が生じない悪性度の低い石灰化病変は、
石灰化を浮き出させる等エコー部が少ないため背景乳
腺に埋没し、識別が困難になると思われる。③の病変
は低異型度であり悪性度が低いため石灰化は背景乳腺
に埋没したと考えられる。

図2.　症例②　40歳代女性　USが有用であった症例（Noninvasive	ductal	carcinoma,	low	grade）
a：MMGでカテゴリー1。
b：USでCD領域に局所性斑状低エコー域を認める。
c：MRIで左C～CD領域に局所性の非腫瘤性増強効果を認める。



― 58 ―

名古屋市立病院紀要　第41巻　2018年

結　　 語

USは病変検出能に優れ、特に石灰化を含まない小さ
な腫瘍性病変について有用であり、MMGでは描出でき
ない小さな病変も描出可能である。さらに、背景が高
濃度乳腺で、X線吸収値差が生じずMMGでは描出で
きない病変も描出可能であることが確認できた。一方、
石灰化の描出については乳腺組織とのX線吸収値差が
大きいためMMGが優れ、USでは、背景乳腺のエコー
レベルの影響により検出能に差が生ずることが分かっ
た。

以上より、USとMMGの有用性の特徴を十分に理解
し、相補的に施行する必要がある。

本論文には利益相反はありません。
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図3.　症例③　60歳代女性　MMGが有用であった症例（低異型度DCIS）
a：MMG　CC像で右OuterとInner境界に微小円形集簇性石灰化を認める。
b：MMG拡大図
c：USでカテゴリー1。
d：MRIで右AC領域の非腫瘤性増強効果を認める。
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東部医療センター業績
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著書名 著者名 発行所 年月日
消化器内科 マラリア（バベシア症を含む） 長谷川千尋 今日の治療指針2018年

版（医学書院），233～234
頁

2018

発表論文
題　名 著者名 雑誌名 年月日

消化器内科 Severe	delayed	haemolytic	anaemia	
associated	with	artemether-
lumefantrine	treatment	of	malaria	
in	a	Japanese	traveler.

Chihiro	Hasegawa,	Masaharu	Kudo,	
Haruhiko	Maruyama,	Mikio	Kimura.

Journal	of	Infection	and	
Chemotherapy.
Volume	24,	Issue	3,	216-
219

2018.3

循環器内科 左上肺静脈-冠静脈洞間にMarshall	
tractと左房間の架橋が推定された
Ridge	related	reentryの1例

（A	case	of	ridge	related	reentry	
via	Marshall	tract	between	left	
pulmonary	vein	and	coronary	sinus）

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

臨床心臓電気生理	
Vol.41	May	2018	p.285-
291

2018.5

消化器外科 A	Simple	and	Reliable	Procedure	
Modification	for	Inverting	Stripping	
Resection	of	the	Esophagus

Masahiro	Kimura,	Takaya	Nagasaki,	
Satoshi	Taniwaki,	Yasuyuki,	Shibata,	
Kotaro	Mizuno,	Nobuo	Ochi,	Shuhei	
Ueno,	Yuki	Eguchi,	Hiroyuki	Asai

Journal	of	Advances	in	
Medicine	and	Medical	
Research	(J	Adv	Med	
Med	Res)	26(11):1-7,2018

2018.6

Improving	the	side-to-side	stapled	
anastomosis:	comparison	of	staples	
for	robust	crotch	formation

Masahiro	Kimura,	Yoshiyuki	
Kuwabara,	Satoshi	Taniwaki,	Akira	
Mitsui,	Yasuyuki	Shibata,	Shuhei	
Ueno

Surg	Obes	Related	Dis	
14(1):16-21,2018

2018.1

産婦人科 異所性妊娠の診断，治療における
MRIの有用性

神谷将臣，村上　勇，倉兼さとみ，
関宏一郎

名古屋市立病院紀要　
第40巻41頁～46頁

2018.9

腔鏡下子宮全摘術において術式変更
と臓器損傷を来す要因（原著）

関宏一郎，神谷将臣，倉兼さとみ，
村上　勇

東海産科婦人科学会雑
誌　54巻267頁～274頁

2018.3

当院における腹腔鏡下子宮全摘術の
後方視的検討

倉兼さとみ，村上　勇，神谷将臣，
関宏一郎

東海産科婦人科学会雑
誌　54巻275頁～279頁

2018.3

病理診断科 The	absence	of	class	III	β-tubulin	
is	predictive	of	a	favorable	response	
to	nab-paclitaxel	and	gemcitabine	
in	patients	with	unresectable	
pancreatic	ductal	adenocarcinoma.

Kato	A,	Naiki-Ito	A,	Naitoh	I,	
Hayashi	K,	Nakazawa	T,	Shimizu	S,		
Nishi	Y,	Okumura	F,	Tadahisa	I,	
Takada	H,	Kondo	H,	Yoshida	M,	
Takahashi	S,	Joh	T.

Hum	Pathol.	74巻92頁
～98頁

2018.4

Orally	administered	nicotine	effects	
on	rat	urinary	bladder	proliferation	
and	carcinogenesis.

Suzuki	S,	Cohen	SM,	Arnold	LL,	
Kato	H,	Fuji	S,	Pennington	KL,	
Nagayasu	Y,	Naiki-Ito	A,		
Yamashita	Y,	Takahashi	S.

Toxicology.	388～389巻
31頁～40頁

2018.4

Chemopreventive	effects	of	
angiotensin	II	receptor	type	2	
agonist	on	prostate	carcinogenesis	
by	the	down-regulation	of	the	
androgen	receptor.

Ito	Y,	Naiki-Ito	A,	Kato	H,	Suzuki	S,		
Kuno	T,	Ishiguro	Y,	Takahashi	S,	
Uemura	H.

Oncotarget.	9巻17号
13859頁～13869頁

2018.2

MET	amplification	in	endometrial	
cancers	with	clear-cell	carcinoma	
components.

Obata	Y,	Yamashita	Y,	Takahashi	K,	
Yasuda	K,	Kato	T,	Yasuda	M,		
Naiki-Ito	A,	Takahashi	S,	Nagasaka	T.

Pathol	Int.	68巻6号367
頁～373頁

2018.6

GPX2	promotes	development	of	
bladder	cancer	with	squamous	cell	
differentiation	through	the	control	
of	apoptosis.

Naiki	T,	Naiki-Ito	A,	Iida	K,	Etani	
T,	Kato	H,	Suzuki	S,	Yamashita	Y,	
Kawai	N.	Yasui	T,	Takahashi	S.

Oncotarget.	9巻22号
15847頁～15859頁

2018.3
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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
病理診断科 Potassium	octatitanate	fibers	induce	

persistent	lung	and	pleural	injury	
and　are	possibly	carcinogenic	in	
male	Fischer	344	rats.

Abdelgied	M,	El-Gazzar	AM,	
Alexander	DB,	Alexander	WT,	
Numano	T,	Iigou	M,	Naiki-Ito	A,	
Takase	H,	Abdou	KA,	Hirose	A,	
Taquahashi	Y,	Kanno	J,	Tsuda	H,	
Takahashi	S.

Cancer	Sci.	109巻7号
2164頁～2177頁

2018.7

Expression	of	P-REX2a	is	associated	
with	poor	prognosis	in	endometrial	
malignancies.

Takeshita	S,	Yamashita	Y,	Shiomi	K,		
Suzuki	N,	Yoshida	J,	Naiki-Ito	A,	
Suzuki	S,	Akatsuka	S,	Toyokuni	S,	
Takahashi	T,	Mase	S,	Arakawa	A,	
Sugiura-Ogasawara	M,	Takahashi	S.

Oncotarget.	9巻37号
24778頁～24786頁

2018.5

Early	detection	of	
prostate	carcinogens	by	
immunohistochemistry	of	HMGB2.

Suzuki	S,	Kato	H,	Fuji	S,	Naiki	T,	
Naiki-Ito	A,	Yamashita	Y,		
Takahashi	S.

J	Toxicol	Sci.	43巻6号
359頁～367頁

2018.6

Preventive	Effects	of	Fermented	
Brown	Rice	and	Rice	Bran	on	
Spontaneous	Lymphomagenesis	in	
AKR/NSlc	Female	Mice.

Kuno	T,	Kato	H,	Naiki-Ito	A,	Suzuki	S,		
Tanaka	T,	Takahashi	S,	Mori	H.

Asian	Pac	J	Cancer	
Prev.	19巻11号3217頁
～3223頁

2018.11

学会発表
演題名 演者名 学会名 年月日

消化器内科 破傷風様症状を呈したClostridium	
sporogenes感染症の1例

櫻井麻衣，長谷川千尋，森　俊敬 第235回日本内科学会東
海地方会（浜松)

2018.7.1

胆管メタリックステント留置後に
生じた逆行性胆管炎に対してEUS-
HGSを施行し奏功した一例

森　俊敬，近藤　啓，武仲祐弥，
小山哲生，駒井洋彦，荒木幸子，
立松有美子，西垣信宏，田中義人，
伊藤恵介，長谷川千尋，川合　孝

第129回日本消化器病学
会東海地方会（名古屋）

2018.11.17

内視鏡的治療で止血困難な直腸出血
を契機に診断された後天性血友病A
の一例.

武仲祐弥，近藤啓，小山哲生，
森　俊敬，駒井洋彦，荒木幸子，
立松有美子，西垣信宏，田中義人，
伊藤恵介，長谷川千尋，川合　孝

第129回日本消化器病学
会東海地方会（名古屋）

2018.11.17

経胃的	EUS-FNA	により診断した下
行結腸神経内分泌癌の1例.

駒井洋彦，伊藤恵介，近藤　啓，
長谷川千尋，田中義人，西垣信宏，
荒木幸子，森　俊敬，小山哲生，
武仲祐弥，立松有美子，川合　孝

第129回日本消化器病学
会東海地方会（名古屋）

2018.11.17

ダブルバルーン内視鏡にて診断し得
た残膵癌の1例.

小村理行，近藤　啓，小山哲生，
武仲祐弥，森　俊敬，駒井洋彦，
荒木幸子，立松有美子，西垣信宏，
田中義人，伊藤恵介，長谷川千尋，
川合　孝.

第129回日本消化器病学
会東海地方会（名古屋）

2018.11.17

高齢，多発肝転移合併の急性胆嚢炎
に対して超音波内視鏡下胆嚢ドレ
ナージ（EUS-GBD）を行った一例.

小山哲生，近藤　啓，武仲祐弥，
森　俊敬，駒井洋彦，荒木幸子，
立松有美子，西垣信宏，田中義人，
伊藤恵介，長谷川千尋，川合　孝

第61回日本消化器内視
鏡学会東海地方会（名古
屋）

2018.11.24

下部消化管内視鏡検査にて診断し整
復しえた成人特発性腸重積症の一例

森　俊敬，近藤　啓，武仲祐弥，
小山哲生，駒井洋彦，荒木幸子，
立松有美子，西垣信宏，田中義人，
伊藤恵介，長谷川千尋，川合　孝

第61回日本消化器内視
鏡学会東海地方会（名古
屋）

2018.11.24

経鼻胃管留置により発症したと考え
られる気腫性胃炎の二例

武仲祐弥，西垣信宏，小山哲生，
森　俊敬，駒井洋彦，荒木幸子，
立松有美子，田中義人，近藤　啓，
伊藤恵介，長谷川千尋，川合　孝

第61回日本消化器内視
鏡学会東海地方会（名古
屋）

2018.11.24
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学会発表

演題名 演者名 学会名 年月日
循環器内科 肝膿瘍に急性化膿性心外膜炎を併発

した1例
横地佑磨，佐伯知昭，関本　暁，
玉井　希，野田　翼　橋本朋美，
蜂矢健太，溝口達也，吉田孝幸，
村上善正

第234回日本内科学会東
海地方会（名古屋）

2018.2.11

Urinary	Sodium	and	Potassium	
Excretion	Ratio	and	Plasma	BNP	
Level	in	Patients	with	Compensated	
Heart	Failure.（代償性心不全患者の
尿中へのナトリウムとカリウムの排
泄比率および血漿BNP濃度）

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

第82回日本循環器学会
学術集会（大阪）

2018.3.24

Prognostic	Value	of	Atrial	
Fibrillation	Inducibility	by	Burst	
Pacing	after	Pulmonary	Vein
Isolation:	A	Comparison	between	
Radiofrequency	and	Cryoballoon	
Ablation

Satoru	Sekimoto,	Tastuya	Mizoguchi,		
Tsubasa	Noda,	Tomomi	Hashimoto,	
Kenta	Hachiya,	Takayuki	Yoshida,	
Sumiyo	Yamashita,	Nozomu	Tamai,		
Tomoaki	Saeki,	Yoshimasa	Murakami

第82回日本循環器学会
学術集会（大阪）

2018.3.25

Filtrap回収に難渋したACSの一例 佐伯知昭，関本　暁，玉井　希，	
野田　翼，橋本朋美，蜂矢健太，
溝口達也，山下純世，吉田孝幸，
村上善正

日本心血管インターベ
ンション治療学会第39
回東海北陸地方会（名古
屋）

2018.5.11

心房細動を伴う心不全入院における
カテーテルアブレーションの効果

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

日本心血管インターベ
ンション治療学会第39
回東海北陸地方会（名古
屋）

2018.5.12

Bachmann	bundleを介する左房への
breakthroughによりanterior	lineに
gapを有する様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

第48回臨床心臓電気生
理研究会（東京）

2018.5.26

リウマチ性僧帽弁狭窄症に伴う巨大
左房内血栓症の一例

小村理行，佐伯知昭，関本　暁，
玉井　希，野田　翼，橋本朋美，
蜂矢健太，村上善正，山下純世

第235回日本内科学会東
海地方会（浜松）

2018.7.1

A	Case	of	Left	Atrial	Ridge-
related	Reentry	Confused	with	
Roof-Dependent	Reentry	Despite	
Roof	Line	Block	Due	to	Leapfrog	
Conduction	Over	the	Ridge

Satoru	Sekimoto,	Mai	Wakamatsu,	
Yuki	Miyata,	Akihiro	Morino,	
Takayuki	Yoshida,	Tomoaki	Saeki,	
Yoshimasa	Murakami

Annual	Meeting	of	the	
Japanese	Heart	Rhythm	
Society	2018（Tokyo）

2018.7.11-
14

An	Unusual	Type	of	Ridge-related	
Reentrant	Atrial	Tachycardia

Yoshida	Takayuki 第65回日本不整脈心電
学会学術大会

2018.7.11-
14

背部痛で受診した人工弁感染性心内
膜炎の一例

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

日本循環器学会第152回
東海･第137回北陸合同
地方会（名古屋）

2018.10.20

リウマチ性大動脈弁狭窄症の一例 桜井勇明，関本　暁，玉井　希，
野田　翼，橋本朋美，蓮尾隆博，
蜂矢健太，山下純世，吉田孝幸，
佐伯知昭，村上善正

日本循環器学会第152回
東海･第137回北陸合同
地方会（名古屋）

2018.10.21

心房細動を伴う心不全入院における
カテーテルアブレーションの効果

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

日本循環器学会第152回
東海･第137回北陸合同
地方会（名古屋）

2018.10.21

出血性十二指腸潰瘍を合併している
急性冠症候群に対してPCIを施行し
た一例

蓮尾隆博 日本循環器学会第152回
東海･第137回北陸合同
地方会（名古屋）

2018.10.20-
21



― 62 ―

名古屋市立病院紀要　第41巻　2018年

東部医療センター業績
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演題名 演者名 学会名 年月日
循環器内科 VT	ablationのためにpacemaker	

leadの位置調整が必要であった心サ
ルコイドーシスの一例

関本　暁，吉田孝幸，佐伯知昭，
村上善正，白水真衣，宮田侑輝，
森野暁大

カテーテルアブレー
ション関連秋季大会
2018（沖縄）

2018.11.10

内分泌内科 20年間救肢しえた糖尿病足壊疽症例
の血糖値コントロール

赤尾雅也，大木健士郎，蜂谷真代，
大川加恵，堀　由美，熊澤久美子

第10回日本下肢救済・
足病学会学術集会（札
幌）

2018.7.13～
14

右手指に糖尿病性壊疽を呈した一例 樹下華苗，大木健士郎，蜂谷真代，
赤尾雅也

第92回日本糖尿病学会
中部地方会（名古屋）

2018.9.22～
23

血糖コントロール不良を契機にイン
スリンボールを発見した１型糖尿病
の一例

大木健士郎，蜂谷真代，赤尾雅也 第92回日本糖尿病学会
中部地方会（名古屋）

2018.9.22～
23

外科 食道癌に対する食道抜去術の工夫
（若手奨励賞受賞）

江口祐輝 第295回東海外科学会
（名古屋,名古屋国際会
議場）

2018.4.15

S状結腸憩室に義歯が嵌頓し穿孔を
きたした1例

江口祐輝 第10回日本Acute	Care	
Surgery学会（仙台，仙
台国際センター）

2018.9.15

再発直腸脱に腹腔鏡下直腸固定術を
施行した1例

江口祐輝 第31回日本内視鏡外科
学会（福岡，福岡国際会
議場）

2018.12.8

消化器外科 多用される自動縫合器が持つ特性―
外科医による検証―

木村昌弘，谷脇　聡，柴田康行，
越智靖夫，長崎高也，上野修平，
江口祐輝，浅井宏之

日本消化器外科学会（鹿
児島）

2018.7.13

胃切除術におけるステープルの変形
の検証―異なる2種類のステープラ
の比較―

木村昌弘，谷脇　聡，柴田康行，
越智靖夫，長崎高也，上野修平，
江口祐輝，浅井宏之，安藤拓也，
石黒秀行，瀧口修司

日本外科学会（東京） 2018.4.5

脳神経外科 難治性外傷性髄液鼻漏に対して内視
鏡的治療を行った一例

大石龍矢 第95回日本脳神経外科
学会中部支部学術集会

（名古屋市）

2018.9.8

急性期主幹動脈閉塞に対する積極的
治療介入による放線冠DWI病変縮
小とADC値に関する検討

大野貴之，打田淳，北村拓海，
山田健太郎，大村眞弘，三浦敏靖，
北村太郎，橋本信和，金井秀樹

Stroke2018　第47回　
脳卒中の外科学会（福
岡）

2018.3.15

造影MRIが破裂部位診断に有用で
あった小動脈瘤の1例

打田　淳 第49回日本脳神経血管
内治療学会中部地方会

（名古屋）

2018.4.7

当院赴任1年間に遭遇した様々な脳
卒中治療症例

打田　淳 第16回脳卒中フォーラ
ム（名古屋）

2018.6.6

産婦人科 多発子宮筋腫に対し子宮動脈塞栓術
施行後に腹腔鏡下子宮全摘術を施行
した1例（口演）

神谷将臣 第19回東海産婦人科内
視鏡手術研究会

2018.11

妊娠中の卵巣腫瘍手術（ワーク
ショップ）

関宏一郎 第19回東海産婦人科内
視鏡手術研究会

2018.11

異所性妊娠の診断，治療における
MRIの有用性

神谷将臣 第108回愛知県産科婦人
科学会　学術講演会（名
古屋）

2018.10.13

腹腔鏡下子宮全摘後にSTUMPと病
理診断され，多発転移を認めた1例

倉兼さとみ 第58回日本産科婦人科
内視鏡学会学術講演会

（松江）

2018.8
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演題名 演者名 学会名 年月日
産婦人科 当科で行った腹腔鏡下子宮全摘にお

いて術式変更と臓器損傷をきたした
症例の検討

関宏一郎 第58回日本産科婦人科
内視鏡学会学術講演会

（松江）

2018.8

救急科 診療制限を要したゲリラ豪雨による
浸水被害報告

長崎高也，安藤雅樹，小野江真美，
杉山龍治，三浦敏靖，稲垣雅昭

第23回日本集団災害医
学会総会・学術集会（横
浜）

2018.2

職員安否登録システム導入からみる
当院の災害に対する意識の現状

円福寺薫，小野江真美，杉山龍治，
三浦敏靖，稲垣雅昭，安藤雅樹

第23回日本集団災害医
学会総会・学術集会（横
浜）

2018.2

救命困難と思われた重症急性膵炎患
者の集学的治療の経験

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

第45回日本集中治療医
学会学術集会（千葉）

2018.2

救急診療におけるPOCT～動画で見
るPOCT活用術～

安藤雅樹 第67回日本医学検査学
会（浜松）

2018.5

救急科医師1名のみで運営する救急
診療体制　～他科所属救急科専門医
を活かす方法～

安藤雅樹，大野貴之，三浦敏靖，
稲垣雅昭

第21回日本臨床救急医
学会総会・学術集会（名
古屋）

2018.5

血漿交換によりレベチラセタム
（LEV）の投与調整を要した一例

長水正也，安藤雅樹，稲垣雅昭，
伊藤彰師

第21回日本臨床救急医
学会総会・学術集会（名
古屋）

2018.5

熱傷手術時の低体温に関連する因子
の検討

村橋　一，山根　悠，甲斐聡一朗，
井上明彦，中山伸一

日本麻酔科学会　第65
回学術集会（横浜）

2018.5

肝膿瘍治療中にseptic	shock，急性
化膿性心膜炎による閉塞性ショック
を合併した1救命例

横地佑磨，伊藤彰師，小野由季加，
田村美穂子，山村薫平，安藤雅樹，
森島徹朗，稲垣雅昭

日本集中治療医学会	第
2回東海北陸支部学術集
会（金沢）

2018.6

著明な心嚢気腫を来した重症気管支
喘息の一例

田村美穂子，伊藤彰師，竹下　樹，
山村薫平，工藤　妙，安藤雅樹，
森島徹朗，稲垣雅昭

日本集中治療医学会	第
2回東海北陸支部学術集
会（金沢）

2018.6

Asssociation	of	Postural	Change	
During	Burn	Surgery	with	
Hypothermia	Progression

Hajime	Murahashi,	Koshi	Yokota,	
Yu	Yamane,	Soichiro	Kai,	Tokito	
Koga,	Masaki	Ando,	Shoji	Ito

American	Society	of	
Anesthesiologists	2018	
(San	Francisco)

2018.10

てんかん重責のstageによる診断，
治療，予後の検討

三浦敏靖，安藤雅樹，村橋　一，
大野貴之，稲垣雅昭

第46回日本救急医学会
総会学術集会（横浜）

2018.11

病理診断科 Connexin	32ドミナントネガティブ
トランスジェニックラットを用い
たメタボリックシンドローム随伴
NASHモデルの樹立

内木　綾，加藤寛之，鈴木周五，
高橋　智

第34回日本毒性病理学
会総会および学術集会

（沖縄県那覇市）

2018.1

The	roles	of	gap	junctional	
intercellular	communication	in	non-
alcoholic	steatohepatitis	(NASH)	and	
hepatocarcinogenesis	-Establishment	
a	model	of	NASH-

Aya	Naiki-Ito,	Hiroyuki	Kato,	Shugo	
Suzuki,	Satoru	Takahashi

Maastricht	Pathology	
2018	(Maastricht)

2018.6

前立腺発がんおよび去勢抵抗性細胞
増殖に対するluteolinの抑制効果

内木　綾，内木　拓，加藤寛之，
鈴木周五，髙橋　智

第33回発癌病理研究会
（静岡県御殿場市）

2018.8

Connexin	32は非アルコール性脂肪
肝炎におけるインスリン抵抗性およ
び肝発癌を予防する

内木　綾，加藤寛之，鈴木周五，
山下依子，高橋　智

第77回日本癌学会学術
総会（大阪府大阪市）

2018.9

去勢抵抗性前立腺癌対するluteolin
の治療効果とandrogen	receptor	
splice	variantの役割

内木　綾，内木　拓，加藤寛之，
飯田啓太郎，鈴木周五，安井孝周，
髙橋　智

第34回前立腺シンポジ
ウム（東京都品川区）

2018.12
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演題名 演者名 学会名 年月日
薬剤科 ビーフリード輸液投与時の血管外漏

出対策の評価
工藤正治，岡本有紀子，土屋翔子，
坪井純子，野田雅人，服部慈久，
山田果奈，森下修行

第13回医療の質・安全
学会学術集会（名古屋
市）

2018.11.24

アメナメビルの服用中にバルプロ酸
ナトリウムの血中濃度が低下した1
例

野田雅人，長水正也，三浦敏靖 第21回日本臨床救急医
学会総会・学術集会（愛
知県名古屋市　国際会
議場）

2018.6.2

栄養管理 自治体病院における栄養士・管理栄
養士の活動報告と今後の課題

豊福千夏 第57回全国自治体病院
学会（福島県郡山市）

2018.10.18

看護部 ストーマケアに関する曝露対策指導
による患者の認識と行動変容

佐々木恵，今枝裕子，社本奈美 日本がん看護学会学術
集会

2018.2.3

脳卒中後の人生の質を高めるための
一考察～作業療法の立場から～

山田幸弘 第5回日本ニューロサイ
エンス看護学会学術集
会

2018.1.28

職員安否登録システム導入からみる
当院の災害に対する意識の現状

円福寺薫 第23回日本集団災害医
学会総会・学術集会

2018.2.3

A病院における要支援妊産褥婦に関
する実態調査

間瀬友里 第64回名古屋市公衆衛
生研究発表会（名古屋市
総合福祉会館）

2018.5.15

急性期病院におけるチームづくり―
オレンジケアチーム（OCT）の立ち上
げ―

森田　麗，山田健太郎 第60回日本老年医学会　	
学術集会
シンポジウム　認知症
ケアチームの現状と課
題（国立京都国際会館）

2018.6.14

自己の成長につながるラダーへの変
更

前川美智代，野田由孝，纐纈万知代，
間瀬有里，小塚亜矢，松下志保

第57回全国自治体病院
学会（郡山市民文化セン
ター）

2018.10.19

看護に活かすための能動的学習の導
入～脳卒中治療ガイドラインを活用
して～

石川ちひろ，野田由孝，松下志保 第57回全国自治体病院
学会（郡山市民文化セン
ター）

2018.10.19

高齢者の清潔間欠自己導尿導入時の
課題（一事例）

古林千恵，矢野久子，今枝裕子，
小出友紀子，池上要介，丸山哲史

第25回日本排尿機能学
会（名古屋市国際会議
場）

2018.9.29

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 急性心不全における頻脈性不整脈 佐伯知昭，関本　暁，玉井　希，
野田　翼，橋本朋美，蜂矢健太，
溝口達也，山下純世，吉田孝幸，
村上善正

さくらやま循環器セミ
ナー（名古屋）

2018.1.27

心不全の治療戦略　チーム東部の取
り組み

蜂矢健太 心不全地域連携の会 2018.5.16

天蓋部前壁へのridge	breakthrough
によりroof	line	blockが不明瞭と
なったridge	related	reentryの一例

関本　暁，吉田孝幸，佐伯知昭，
村上善正，白水真衣，宮田侑輝，
森野暁大

28th	Arrhythmia	
Associate（名古屋）

2018.5.30

左回旋枝入口部のステント内再狭窄
を繰り返した一例

蜂矢健太 DES	Seminar 2018.7.20

当院におけるPCI周術期管理の現状
と課題

蓮尾隆博 名古屋市東部循環器
フォーラム

2018.7.25
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演題・テーマ等 発表者氏名等 研究会の名称 年月日
循環器内科 心不全治療戦略　リバースリモデリ

ングへの挑戦
蜂矢健太 名古屋市東部循環器

フォーラム
2018.7.25

天蓋部前壁へのridge	breakthrough
によりroof	line	blockが不明瞭と
なったridge	related	reentryの一例

関本　暁，吉田孝幸，佐伯知昭，
村上善正，白水真衣，宮田侑輝，
森野暁大

4th	ablation	up	to	date
（名古屋）

2018.7.27

左上大静脈遺残起源心房細動の一例 関本　暁，吉田孝幸，佐伯知昭，
村上善正，白水真衣，宮田侑輝，
森野暁大

29th	Arrhythmia	
Associate（名古屋）

2018.10.31

容易に冠動脈解離を形成し難渋した
症例

蓮尾隆博 19th.	Nagoya	
Intervention	Forum

2018.11.16

通常とは異なるbreakthroughが認め
られたridge	related	reentrant	AT
からの検討

吉田孝幸，関本　暁，佐伯知昭，
村上善正，白水真衣，宮田侑輝，
森野暁大

アブレーションカン
ファランス（名古屋）

2018.4.20

Intra-procedural	stent	thrombosisの
bail-outに苦労した一例

蜂矢健太 Primary	PCIにおける
治療戦略　症例検討会

2018.12.14

救急科 特別講演
意識障害：救急医が考えること

安藤雅樹 平成29年度愛知県臨床
検査技師会スキルアッ
プ研修会

2018.1.28

当院救急外来における「けいれん」
の初期診療

安藤雅樹 地域連携の会 2018.2.28

東部医療センターのセールスポイン
ト

安藤雅樹 平成30年度東区医師
会・病診連携ディスカッ
ション

2018.6.9

看護部 インジェクショントレーナー養成プ
ログラム

鎌倉由美 平成29年度
第2回　院外研修報告会

2018.2.5

マタニティビクスインストラクター
養成講習会

深尾康子 平成29年度
第2回 院外研修報告会

2018.2.5

臨地実習指導者講習会 宮下奈々，新田奈穂美，櫻木園女 平成29年度
第2回 院外研修報告会

2018.2.5

認定看護管理者教育課程・ファース
トレベル

平　愛，間瀬有里 平成29年度
第2回 院外研修報告会

2018.2.5

認定看護管理者教育課程・セカンド
レベル

小室　香 平成29年度
第2回 院外研修報告会

2018.2.5

急変時看護への対応向上の取り組み
について

平山和美 師長研修実践発表会 2018.2.2

退院支援に対するスタッフの意識向
上に向けての取り組み

野田由孝 師長研修実践発表会 2018.2.2

時間外削減に対する取り組み 桂田久子 師長研修実践発表会 2018.2.2

外来での入院支援窓口セットに向け
た取り組み

服部好子 師長研修実践発表会 2018.2.2

新人看護職員への職場適応支援を目
指したマッチング制の導入

小塚亜矢 師長研修実践発表会 2018.2.2

退院支援に向けた他職種カンファレ
ンスの推進

高垣晃子 師長研修実践発表会 2018.2.2

身体拘束の減少と適正化を進めるた
めの取り組み

井上しのぶ 師長研修実践発表会 2018.2.2

特別個室の稼働率向上をめざして 纐纈万知代 師長研修実践発表会 2018.2.9
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演題・テーマ等 発表者氏名等 研究会の名称 年月日
看護部 2年目看護師の教育体制変更への取

り組み
小室　香 師長研修実践発表会 2018.2.9

確認不足によるインシデント発生率
減少に向けての取り組み

間瀬有里 師長研修実践発表会 2018.2.9

超過勤務削減への取り組み 谷口富士子 師長研修実践発表会 2018.2.9

研修評価の見直しに対する取り組み 前川美智代 師長研修実践発表会 2018.2.9

針刺し・切創事故防止のための取り
組み

冨田由利 師長研修実践発表会 2018.2.9

ホスピタリティ・マネジメントの取
り組み

後藤直美 師長研修実践発表会 2018.2.9

救急患者の要請に応え，円滑な受け
入れをめざした取り組み

酒井稔子 師長研修実践発表会 2018.2.9

母乳率向上を目指して母乳育児支援
体制の検討

成瀬由実 副師長研修実践発表会 2018.2.8

早期退院支援開始に関する取り組み
～退院支援フローチャートの導入～

相坂麻衣子 副師長研修実践発表会 2018.2.8

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 副師長研修実践発表会 2018.2.8

与薬インシデントを減少させるため
の取り組み

小久保富樹子 副師長研修実践発表会 2018.2.8

カンファレンスの時間内記録への取
り組み

吉川眞由美 副師長研修実践発表会 2018.2.8

看護技術の基礎習得を確立するため
に～e－ラーニング視聴数増加に取り
組んで～

平　愛 副師長研修実践発表会 2018.2.8

整形外科病棟における褥瘡発生低減
に向けた取り組み

小出幹子 副師長研修実践発表会 2018.2.8

マザーケア外来の予約率アップへの
取り組み

鈴木里加 副師長研修実践発表会 2018.2.8

認知症ケア加算対象の平均拘束率減
少を目指し，リンクナースの活動を
支援する

森田　麗 副師長研修実践発表会 2018.2.8

看護師と看護補助者が円滑に業務を
進められるように

寺嶋真紀 主任研修発表会 2018.2.19

看護師・介護職の協働によるケア充
実に向けて

福永友紀 主任研修発表会 2018.2.19

異動・応援スタッフの教育体制の充
実に向けて

永田香世 主任研修発表会 2018.2.19

防ぐことができるインシデントをゼ
ロにする事

今浦瑞恵 主任研修発表会 2018.2.19

退院支援の取り組み 須貝浩子 主任研修発表会 2018.2.19

サーベイラインの実施とアウトブレ
イクの察知

鬼頭暢子 主任研修発表会 2018.2.19

異動者・既卒者の育成遅延に関する
取り組み

林　華世 主任研修発表会 2018.2.19

重症度，医療・看護必要度の理解度
を上げるための教育的介入の効果

吉田雅子 看護研究発表会 2018.2.23
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演題・テーマ等 発表者氏名等 研究会の名称 年月日
看護部 脳神経外科病棟における深部静脈血

栓症予防対策の統一
予防フローチャートを使用して

岩下美幸 看護研究発表会 2018.2.23

自己紹介カード使用における有用性
を検証する　患者への挨拶行動に焦
点をあてて

吉田いずみ 看護研究発表会 2018.2.23

脊椎麻酔を受ける認知機能が低下し
た患者とのコミュニケーションの実
践　ユマニチュードを取り入れて

山本早苗 看護研究発表会 2018.2.23

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

藤田真弓，栗木　彩 看護研究発表会 2018.2.23

ICU看護師の家族面会対応に個人差
が生じる要因

山田志乃 看護研究発表会 2018.2.23

産科病棟で働く看護師，助産師の夜
勤時のストレス変化　看護師の産科
業務に関する知識習得から得られた
もの

宮崎美幸，石井紀子 看護研究発表会 2018.2.23

D病棟看護師の災害時安全確保・避
難手順に関する実態調査

渡辺基方 看護研究発表会 2018.2.23

産後2週間健診における褥婦の育児
支援状況とEPDSとの相関関係

葛西則子 看護研究発表会 2018.2.23

CCUへ緊急入院されたPCI後の患者
指導　パンフレットによる早期介入

榊原　綾 看護実践報告会 2018.3.5

脳卒中後うつ症状のある患者への看
護　患者の思いを尊重した計画を実
施して

仲林侑紀 看護実践報告会 2018.3.5

シミュレーション学習を実施して 西尾僚実 看護実践報告会 2018.3.5

脳外科病棟における急変を想定した
学習会への取り組み

種村健斗 看護実践報告会 2018.3.5

患者サービス向上のための5S活動 小久保富樹子 看護実践報告会 2018.3.5

学生デイカンファレンス活性化に向
けた活動を行って

松本寛子 看護実践報告会 2018.3.5

認知症ケアリンクナース会　活動報
告

梅﨑佳那 看護実践報告会 2018.3.5

超過勤務時間削減に向けた取り組み 小川ゆきみ 看護実践報告会 2018.3.9

2週間健診への取り組み 深尾康子 看護実践報告会 2018.3.9

砕石位手術における術中体温管理統
一の試み

木村敦子 看護実践報告会 2018.3.9

医療チームで火災訓練を行うことの
意義

山内沙織 看護実践報告会 2018.3.9

活動報告　ポジショニング
実技演習による啓蒙活動

安藤真理子 看護実践報告会 2018.3.9

緩和ケアリンクナース会の活動報告 大賀洵宜 看護実践報告会 2018.3.9

救急患者の要請に応え，円滑な受け
入れをめざした取り組み

酒井稔子 看護実践報告会 2018.3.9

超過勤務削減への取り組み 谷口富士子 看護実践報告会 2018.3.9

愛知県　臨地実習指導者講習会で学
んだこと

加藤奈奈美 第1回　院外研修報告会 2018.10.31
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演題・テーマ等 発表者氏名等 研究会の名称 年月日
看護部 中堅看護職員研修会に参加して

～ワーク・ライフ・バランスについ
ての学び～

鈴木麻由美 第1回　院外研修報告会 2018.10.31

看護管理研修会報告 林　華世，鬼頭暢子，小出友紀子 第1回　院外研修報告会 2018.10.31

長期間寝たきり状態にあった高齢患
者へのかかわり
介助量軽減に向けた看護介入につい
て

黒瀬真帆 ケーススタディ発表会 2018.12.3

半側空間無視を有する患者における
介入方法の有効性の検証

服部祥穂 ケーススタディ発表会 2018.12.3

転倒後，寝たきり状態となった高齢
者への関わり
ADL拡大に向けての取り組み

加藤宏実 ケーススタディ発表会 2018.12.3

硬膜外麻酔を施行する患者とのコ
ミュニケーションの振り返り

荒川莉穂 ケーススタディ発表会 2018.12.3

ストーマ造設による，ボディイメー
ジの変容への適応支援

伊藤亜季 ケーススタディ発表会 2018.12.3

意識障害がある患者に対して背面開
放座位を実施することによる覚醒状
況の変化

種村健斗 ケーススタディ発表会 2018.12.3

脳梗塞患者の行動変容に効果的な退
院指導介入

川端未生 ケーススタディ発表会 2018.12.3

誤嚥予防のための看護介入 毛利朱里 ケーススタディ発表会 2018.12.3

集中治療センターに緊急入院となっ
た重症患者の看護療養日誌を使用し
たかかわり

羽野文香 ケーススタディ発表会 2018.12.3

便秘を訴える高齢者に対する看護介
入

鳥居有沙 ケーススタディ発表会 2018.12.3

NIPPV装着患者のマスクフィッティ
ングとリークの評価

齊木明日香 ケーススタディ発表会 2018.12.3

意識障害・コミュニケーション障害
を有する患者への離床訓練

田中　竣 ケーススタディ発表会 2018.12.3

個別性の高いオリエンテーションを
行う重要性

渡辺莉菜 ケーススタディ発表会 2018.12.3

手術を受ける食道がん・咽頭がん患
者の看護
フィンクの危機モデルを用いて

井上聡子 ケーススタディ発表会 2018.12.3

足病変のリスクが高い透析患者の看
護
フットケア指導を行なって

山下真依 ケーススタディ発表会 2018.12.3

認知症患者の行動理由を考える
身体拘束をしない取り組み

野村佳名子 ケーススタディ発表会 2018.12.3

NIPPVを装着した患者の退院指導に
ついて

服部円香 ケーススタディ発表会 2018.12.3

家族の思いに寄り添う看護 鹿島彩世 ケーススタディ発表会 2018.12.3

脳梗塞後の患者に対するリハビリ看
護
患者ADL・QOLの向上を促進させ
る関わりについて

小波知可 ケーススタディ発表会 2018.12.3
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演題・テーマ等 発表者氏名等 研究会の名称 年月日
看護部 緊急入院となった患者家族に寄り添

う看護
北出早紀 ケーススタディ発表会 2018.12.3

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 臨床研究法と輸入感染症治療 長谷川千尋 感染症fundamentals 2018.8.31

脳神経外科 脳神経外科救急の初瞭 大野貴之 研修医スキルアップ講
座

2018.7.4

疼痛緩和支持治
療科

痛み 春原啓一 名古屋市立大学大学院
共通科目　生体情報・機
能制御医学講義

2018.10.23

痛みについて 春原啓一 名古屋市立晴雨医療セ
ンター第5回周術期航空
管理セミナー

2018.12.6

病理診断科 大野雄也，池田知雅，谷口葉子，
友斉達也，森　雄司，内木　綾，
鈴木周五

CPC 2018.1.12

森下真圭，伊藤恵介，森　雄司，
内木綾

CPC 2018.5.25

友斉達也，森　雄司，内木　綾 CPC 2018.12.11

薬剤科 薬のはなし 近藤るびい 糖尿病教室 2018.1.19

薬のはなし 近藤るびい 糖尿病教室 2018.3.16

薬のはなし 近藤るびい 糖尿病教室 2018.5.18

抗菌薬の適正使用のために必要なこ
と

工藤正治 感染対策研修会 2018.5.18

麻薬の取扱，インスリン療法 森下修行 新人看護職員研修 2018.5.22

薬のはなし 山田果奈 糖尿病教室 2018.6.15

薬のはなし 近藤るびい 糖尿病教室 2018.7.13

インシデントに関連する薬剤の知識 土屋翔子，奥村拓也 医療安全研修会 2018.9.21

外用薬の種類と使い方 横川めぐみ 褥瘡対策学習会 2017.9.6

薬のはなし 山田果奈 糖尿病教室 2018.9.14

食事と薬の関係 近藤るびい 外来糖尿病教室 2018.11.2

薬のはなし 近藤るびい 糖尿病教室 2018.11.16

抗菌薬の適正使用のために必要なこ
と

工藤正治 感染対策研修会 2018.11.29

薬のはなし 近藤るびい 糖尿病教室 2018.12.14

輸液のきほん 野田雅人 ICU学習会 2018.12.14

向精神薬～不眠とせん妄～ 野田雅人 ICU学習会 2018.12.25

栄養管理科 睡眠時無呼吸症候群と肥満 豊福千夏 市民講座 2018.7.18

看護部 認定看護師とは 今枝裕子 平成30年認定看護師セ
ミナー　第1回

2018.6.8

救急医療体制と当院の役割 宮本亜希子 平成30年認定看護師セ
ミナー　　第2回

2018.7.13
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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
看護部 患者観察の基本を見直そう

～ABCD　アプローチについて～
宮本亜希子 平成30年認定看護師セ

ミナー　　第3回
2018.8.10

高齢者の尊厳を守る日々の看護 森田　麗 平成30年認定看護師セ
ミナー　　第4回

2018.10.12

感染をしない　させない　ひろげな
いために
～初療から考えよう～

松下美加 平成30年認定看護師セ
ミナー　　第5回

2018.11.9

脳卒中患者の初期診療の方法につい
て
～NIHSSを使用した評価～

山田幸弘，石川ちひろ 平成30年認定看護師セ
ミナー　　第6回

2018.12.14

回数 演題名 講演者名 参加人数 年月日
市民健康講座 第148回 男女のおしっこの悩みはこうして解

決！
第二泌尿器科部長　池上要介
リハビリテーション科理学療法士　青木好子

154名 2018.1.17

第149回 認知症について一緒に考えてみませ
んか

認知症看護認定看護師　森田　麗 125名 2018.2.21

第150回 胆石症について 第二消化器内科部長　近藤　啓 63名 2018.3.20

第151回 脳卒中の予防について 脳卒中リハビリテーション看護認定看護師　	
山田幸弘

141名 2018.4.18

第152回 鼠径ヘルニア　～脱腸ってどんな病
気？～

第二消化器外科部長　柴田康行 76名 2018.5.16

第153回 睡眠呼吸障害と糖尿病 内分泌内科部長　赤尾雅也
循環器内科特別診療科部長　山下純世

75名 2018.6.20

第154回 睡眠呼吸障害と糖尿病～パート2～ 栄養管理科副部長　豊福千夏
臨床工学技士　宮田侑樹

72名 2018.7.18

第155回 くちのかわきは万病のもと
～唾液の不思議からドライマウスの
治療まで～

歯科部長　則武正基 110名 2018.9.19

第156回 新たな国民病“慢性腎臓病”とは？ 腎臓内科副部長　友斉達也 126名 2018.10.17

第157回 脳卒中劇場
「脳卒中に気付くポイント」脳卒中
ゼロ運動

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師　	
石川ちひろ

97名 2018.11.21

第158回 結核について 呼吸器内科部長　前田浩義 75名 2018.12.19
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■手術件数（手術室にて実施したもの）

平成28年 平成29年 平成30年

年間計　4,129 年間計　4,564 年間計　4,859

全身麻酔	
（再掲）

1,955

緊急手術	
（再掲）

592

全身麻酔	
（再掲）

2,255

緊急手術	
（再掲）

679

全身麻酔	
（再掲）

2,270

緊急手術	
（再掲）

739

■内視鏡件数	
平成30年1月～12月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計
上部消化管 207 228 233 190 207 209 242 221 176 262 215 192 2,582
下部消化管 109 142 144 140 129 119 136 141 112 159 156 117 1,604

気管支 5 8 13 10 10 10 9 12 7 9 13 8 114
胆管 24 14 30 24 30 21 26 16 26 27 17 37 292

その他/カプセル 0 1 2 2 0 2 1 1 0 0 1 2 12
計 345 393 422 366 376 361 414 391 321 457 402 356 4,604

■血管撮影等件数	
平成30年1月～12月

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

心
臓

心カテ 57 55 40 41 27 36 44 24 29 32 35 41 461
PCI 11 13 16 17 13 11 16 15 16 17 17 14 176

アブレーション 16 16 22 14 24 22 12 22 18 11 21 18 216
ペースメーカー等 7 6 8 15 12 2 13 15 9 11 8 13 119

冠動脈CT 15 14 26 18 28 36 23 14 16 19 29 28 266

脳
診断 7 5 1 6 7 8 8 2 2 7 1 2 56
IVR 7 6 2 4 8 7 3 7 2 5 4 7 62

計 120 115 115 115 119 122 119 99 92 102 115 123 1,356

■分娩件数	
平成30年1月～12月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計
23 14 28 23 17 19 25 25 25 34 23 25 281
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【各診療科の主な手術実績】平成30年1月1日～平成30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 210 心房中隔穿刺，心外膜アプローチ
180

その他
30

経皮的冠動脈ステント留置術 144 急性心筋梗塞
54

不安定狭心症
17

その他
73

経皮的冠動脈形成術 22 急性心筋梗塞
4

高速回転式経皮経管
アテレクトミーカテーテル

3

不安定狭心症
2

その他
13

ペースメーカー移植術 36 リードレス
4

経静脈電極
32

ペースメーカー交換術 6
両心室ペースメーカー移植術 2
両心室ペースメーカー交換術 1
植込型除細動器移植術（経静脈リードを用いるもの） 6
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交換術 1
体外ペースメーキング術 8
四肢の血管拡張術・血栓除去術 19

【腎臓内科】
術式・症例など 計 （再掲）

前腕内シャント設置術 29
内シャント造設術 2
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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） 13

下部消化管ステント留置術 3

肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 7 2cm以内
3

2cm超
4

胸水・腹水濾過濃縮再静注法 9
経皮経肝胆管ステント挿入術 1
経皮的肝膿瘍ドレナージ術 7
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） 18 止血術
1

選択的動脈化学塞栓術
13

その他
4

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 12
食道・胃静脈瘤硬化療法（内視鏡） 6
食道ステント留置術 1
食道狭窄拡張術（拡張用バルーン） 2
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 19
胆嚢外瘻造設術 36
超音波内視鏡下瘻孔形成術（腹腔内膿瘍） 7
内視鏡的胃，十二指腸ステント留置術 10

内視鏡的胃，十二指腸ポリープ・粘膜切除術 25 早期悪性腫瘍粘膜
1

早期悪性腫瘍粘膜
下層
21

その他
3

内視鏡的消化管止血術 45
内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 6

内視鏡的食道粘膜切除術（早期悪性腫瘍） 6 粘膜切除術
1

粘膜下層剥離術
5

内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 294 長径2cm未満
235

長径2cm以上
59

内視鏡的胆道ステント留置術 43
内視鏡的胆道拡張術 1

内視鏡的胆道結石除去術 23 胆道砕石術
2

その他
21

内視鏡的乳頭切開術 71 乳頭括約筋切開
71

胆道砕石術
4

内視鏡的膵管ステント留置術 14
膵嚢胞外瘻造設術（内視鏡） 1
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【外科】
術式・症例など 計 （再掲）

食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術併施） 7
食道切除再建術（頸部，胸部，腹部の操作） 3
食道縫合術（穿孔，損傷）（頸部手術） 1
胃全摘術（悪性腫瘍） 4
胃切除術（悪性腫瘍）（腹腔鏡下含む） 24
胃局所切除術（腹腔鏡下） 1
胃全摘後再建術 1
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） 1
胆管悪性腫瘍手術 3
胆嚢摘出術（腹腔鏡下を含む） 73
肝切除術（腹腔鏡下を含む） 13
膵全摘術 1
膵頭部腫瘍切除術 4
横隔膜縫合術（経腹） 1
急性汎発性腹膜炎手術 9
十二指腸潰瘍穿孔修復術 1

小腸切除術 5 悪性腫瘍手術
1

単純切除術
4

ヘルニア手術（腹腔鏡下を含む） 115 鼠経
106

大腿
2

臍
4

腹壁瘢痕
3

虫垂切除術（腹腔鏡下を含む） 80
結腸切除術（腹腔鏡下含む） 31
結腸悪性腫瘍切除術（腹腔鏡下） 33
大網，腸間膜，後腹膜腫瘍摘出術（腸切除を伴わない） 2
腸管癒着症手術 6
腸閉塞手術（結腸切除）（小範囲切除） 16
直腸切除・切断術（腹腔鏡下を含む） 16
直腸脱手術 4
腹腔鏡下胃，十二指腸潰瘍穿孔縫合術 12
腹腔鏡下腸管癒着剥離術 25
腹腔鏡下腸間膜内リンパ節摘出術 1
腹腔鏡下直腸低位前方切除術 10
人工肛門形成術（開腹を伴う） 2
人工肛門造設術 15
人工肛門閉鎖術（腸管切除を伴う） 11
腹腔鏡補助下人工肛門造設術 1
試験開腹術 7
CVポート留置術 25

【呼吸器外科】
術式・症例など 計 （再掲）

胸腔鏡下縦隔腫瘍切除術 3
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（リンパ節郭清を伴う） 34
胸腔鏡下肺切除術 13
肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又はこれに満たない） 2

【乳腺・内分泌外科】
術式・症例など 計 （再掲）

乳腺悪性腫瘍手術 16 乳房切除術
12

乳房部分切除術
4

乳腺腫瘍摘出術（長径5cm未満） 1
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【心臓血管外科】
術式・症例など 計 （再掲）

大動脈瘤切除術 45

腹部大動脈
13

上行大動脈（大動脈
弁置換（形成）・冠
動脈再建） 　　　

1

上行大動脈及び弓
部大動脈の同時手

術
9

上行大動脈
17

下行大動脈
2

弓部大動脈
3

弁形成術 12 1弁
4

2弁
8

弁置換術 18 1弁
16

2弁
2

心室中隔欠損閉鎖術（右室流出路形成を伴う） 1

心室瘤切除術 3
冠動脈血行再建術
（1吻合）を伴う

1

冠動脈血行再建術
（2吻合以上）を伴う

1

単独
1

心嚢内異物除去術 1
心房内血栓除去術 2
心膜切開術 1
腎血管性高血圧症手術（経皮的腎血管拡張術） 1
脊髄ドレナージ術 8
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） 1
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

ステントグラフト内挿術 39 胸部大動脈
11

腹部大動脈
27

腸骨動脈
1

下肢静脈瘤血管内焼灼術 58
下肢静脈瘤手術（抜去切除術） 1
冠動静脈瘻開胸的遮断術 1

冠動脈，大動脈バイパス移植術 27 1吻合
1

2吻合以上
17

人工心肺不使用
（2吻合以上）

9
胸腔内（胸膜内）血腫除去術 1
胸骨閉鎖術 1
血管移植術，バイパス移植術（その他の動脈） 14

血管結紮術 4 開胸を伴う
1

その他
3

血管縫合術（簡単） 5
バルサルバ洞動脈瘤手術（大動脈閉鎖不全症手術を
伴う） 3

ペースメーカー移植術 1
ペースメーカーリード挿入術 1
左室自由壁破裂修復術（単独） 2
左室内血栓除去 1
四肢の血管拡張術・血栓除去術 1
前腕内シャント設置術 22
内シャント血栓除去術 1
試験開胸術 3
試験開心術 2
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【整形外科】
術式・症例など 計 （再掲）

骨折観血的手術 349 上腕・大腿
195

前腕・下腿・手舟状骨
87

鎖骨・膝蓋骨・手・
足・指・その他

67

関節内骨折観血的手術 140

肩
12

股
31

指（手，足）
1

手
29

足
34

膝
10

肘
23

骨折経皮的鋼線刺入固定術 29 上腕・大腿
3

前腕・下腿・手舟状骨
5

鎖骨・膝蓋骨・手・
足・指・その他

21

骨内異物（挿入物）除去術 161 上腕・大腿
26

前腕・下腿・手舟状骨
91

鎖骨・膝蓋骨・手・
足・指・その他

44

人工関節置換術 148 股
80

膝
68

人工関節再置換術 9 股
7

膝
2

人工関節抜去術（股） 1

人工骨頭挿入術 117 肩
2

股
115

アキレス腱断裂手術 8
一時的創外固定骨折治療術 20
化膿性関節炎又は結核性関節炎清掃術 7
滑液膜摘出術（肘） 1
寛骨臼骨折観血的手術 3
観血的関節固定術 4
観血的関節授動術（指（手，足）） 2
観血的整復固定術（インプラント周囲骨折） 4

関節滑膜切除術（関節鏡下） 13 手
2

膝
11

関節滑膜切除術（手） 2

関節鏡下関節内骨折観血的手術　 16 手
14

膝
2

関節鏡下肩関節唇形成術（腱板断裂を伴わないもの） 2
関節鏡下三角線維軟骨複合体切除術・縫合術 2
関節形成手術（手） 1
関節鼠摘出手術（膝） 1

関節脱臼観血的整復術 7 肩
1

肩鎖
1

股
2

指（手，足）
2

肘
1

関節脱臼非観血的整復術（足） 1
関節内異物（挿入物）除去術（股） 1

偽関節手術 4 指（手，足）
2

手舟状骨
1

上腕
1

筋肉内異物摘出術 1
血管移植術，バイパス移植術（その他の動脈） 1
骨移植術（軟骨移植術を含む）（自家骨移植） 5

骨髄炎・骨結核手術 2 手
1

足その他
1

骨腫瘍切除術（足） 1

骨切り術 5 下腿
4

足
1

骨掻爬術（足その他） 1
骨盤骨折観血的手術（腸骨翼骨折を除く） 2
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【整形外科（続き）】
術式・症例など 計 （再掲）

骨部分切除術 3 手
1

足
2

四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 8 上腕・大腿
1

前腕・下腿・手舟
状骨

1

鎖骨・膝蓋骨・手・
足・指・その他

6
四肢関節離断術（膝） 2

四肢切断術 21 上腕・大腿
10

前腕・下腿・手舟
状骨

3

鎖骨・膝蓋骨・手・
足・指・その他

8
指伸筋腱脱臼観血的整復術 3
手根管開放手術（関節鏡下） 12
神経剥離術 1
神経縫合術 6
靭帯断裂縫合術 2
脊髄腫瘍摘出術（髄外のもの） 1
脊椎・骨盤脱臼観血的手術 1

脊椎固定術 29 前方椎体固定
3

後方椎体固定
15

後方又は後側方固
定
11

全層，分層植皮術 11
第一足指外反症矯正手術 5
断端形成術（骨形成を要する）（その他） 1
椎間板摘出術（後方摘出術） 3
椎弓形成手術 24
椎弓切除術 6
動脈（皮）弁術 1
半月板切除術（関節鏡下） 4

変形治癒骨折矯正手術 2 前腕
1

下腿
1

腱移行術 8
腱移植術（人工腱形成術を含む）（指（手，足）） 2
腱鞘切開術（関節鏡下によるものを含む） 11
腱切離術・腱切除術（関節鏡下によるものを含む） 2
腱剥離術（関節鏡下によるものを含む） 1
腱縫合術 6
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【脳神経外科】
術式・症例など 計 （再掲）

慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 53

頭蓋内血腫除去術（開頭） 22 脳内
10

硬膜下
10

硬膜外
2

脳動脈瘤頸部クリッピング（1箇所） 11
穿頭脳室ドレナージ術 8
頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの） 7

水頭症手術 7 シャント手術
6

脳室穿破術
1

動脈形成術，吻合術（頭蓋内動脈） 2
頭蓋骨形成手術（頭蓋骨のみ） 2
頭蓋内微小血管減圧術 2
内視鏡下腫瘍生検部分摘出 2
脳膿瘍排膿術 2
経皮的頚動脈ステント留置術 1
動脈血栓内膜摘出術（内頸動脈） 1
内視鏡下経鼻的下垂体腫瘍摘出術 1
脳動静脈奇形摘出術 1
減圧開頭術 1
穿頭血腫除去術 1
定位的脳内血腫除去術 1

【皮膚科】
術式・症例など 計

皮膚悪性腫瘍単純切除術 7
皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部以外） 4
皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部） 3
全層，分層植皮術（25c㎡未満） 2
血管腫摘出術 1
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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 133

膀胱悪性腫瘍手術 107 全摘
5

経尿道的
102

経尿道的レーザー前立腺切除術 33
経尿道的前立腺手術 22
経尿道的尿管ステント留置術 9
経皮的腎（腎盂）瘻造設術 10
経皮的尿路結石除去術 5

陰嚢水腫手術 13 交通性陰嚢水腫手術
5

その他
8

腎（尿管）悪性腫瘍手術 5
精索捻転手術（対側の精巣固定術を伴う） 3
精巣悪性腫瘍手術 7
精巣摘出術 10
尿失禁手術（その他のもの） 10
尿道狭窄内視鏡手術 10
腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術 10
腹腔鏡下腎摘出術 1
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 39
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 24
腹腔鏡下胆嚢摘出術 1
腹腔鏡下尿膜管摘出術 4
腹腔鏡下副腎摘出術 3
腹腔鏡下膀胱全摘除術 5
膀胱結石摘出術（経尿道的手術） 17
膀胱脱手術 30
膀胱瘻造設術 5
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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】
術式・症例など 計 （再掲）

子宮附属器腫瘍摘出術（両） 155 開腹
9

腹腔鏡
146

腹腔鏡下腟式子宮全摘術 96

子宮筋腫摘出術 89 腹式
45

膣式
2

腹腔鏡
27

子宮鏡
15

帝王切開術 50 緊急
13

選択
37

子宮全摘術 27
子宮悪性腫瘍手術 3
子宮外妊娠手術（腹腔鏡） 18
子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術 22
子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術 4
子宮鏡検査 9
子宮息肉様筋腫摘出術（腟式） 8
子宮内膜掻爬術 16
子宮内容除去術（不全流産） 4
子宮附属器癒着剥離術（両）（腹腔鏡） 17
子宮頸管ポリープ切除術 2
子宮頸部（腟部）切除術 31
子宮頸部異形成上皮レーザー照射療法 3
腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 14
腹腔鏡検査 2
胞状奇胎除去術 2
卵管全摘除術（両）（腹腔鏡） 3
卵巣部分切除術（開腹） 1
流産手術（妊娠11週まで） 13
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【眼科】
術式・症例など 計 （再掲）

水晶体再建手術（眼内レンズを挿入する場合） 561
硝子体内注射 145
硝子体注入・吸引術 119
硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含むもの） 30
翼状片手術（弁の移植を要するもの） 6
眼瞼下垂症手術 5
眼瞼内反症手術 4
硝子体切除術 4
虹彩整復・瞳孔形成術 2
網膜復位術 2
眼瞼結膜腫瘍手術 1
結膜腫瘍摘出術 1
結膜嚢形成手術 1
緑内障手術（濾過手術） 1
霰粒腫摘出術 1
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【耳鼻いんこう科】
術式・症例など 計 （再掲）

鼻内副鼻腔手術 68 Ⅱ型
1

Ⅲ型
62

Ⅳ型
5

アデノイド切除術 7
アブミ骨筋腱切断術 1
アブミ骨手術 2
ポリープ様声帯手術 2
リンパ節摘出術 2
右顔面吊り上げ術，右下眼瞼切除術 2
右髄液漏閉鎖術 1
外リンパ瘻手術 1
外耳道異物除去術 1
外耳道真珠腫手術 1
顎下腺摘出術 1
眼窩骨骨折整復術 1
眼窩底骨折　鼻内整復術 1
眼窩底骨折整復術　鼻内法 1
顔面神経減圧術 5
顔面神経減荷術 2
顔面神経麻痺　静的再建術 2
顔面神経麻痺形成手術 1
気管切開術 26
経耳的聴神経腫瘍摘出術 1
頚部膿瘍切開排膿術 3
鼓室形成手術 9
鼓膜形成手術 5
口蓋扁桃摘出術 23
喉頭，声帯ポリープ切除術 4
喉頭腫瘍摘出術 1
喉頭膿瘍切開術 1
甲状腺腫摘出術 2
甲状腺全摘術 2
左顔面吊り上げ術，左下眼瞼切除術 1
試験的鼓室開放術 1
試験的中頭蓋窩開頭 1
耳下腺腫瘍摘出術 4
術後性上顎嚢胞摘出術 1
上咽頭腫瘍摘出術 1
深頚部膿瘍切開排膿術 1
声門閉鎖術 1
側頸嚢胞摘出術 1
唾石摘出術 2
椎弓切除術 1
内視鏡下鼻出血止血術 1
乳突削開術 12
粘膜下下鼻甲介骨切除術 1
皮膚，皮下腫瘍摘出術 2
鼻骨骨折整復術 1
鼻骨骨折徒手整復術 1
鼻茸摘出術 1
鼻中隔矯正術 5
鼻中隔穿孔閉鎖術 1
鼻副鼻腔腫瘍摘出術 2
両鼻茸摘出術 1
涙嚢鼻腔吻合術 1
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著書

著書名 著者名 雑誌名 年月日
消化器外科 鼠径部ヘルニアの手術〈水腫・血腫〉 早川俊輔 へるす出版 2018.11

小児科 1）呼吸器用薬	一酸化窒素（NO）．新
生児の薬物療法-update.周産期医学
Vol.48:p193-197,	2018.2月.

鈴木　悟 2018.2

新生児遷延性肺高血圧症．15.新生児	
小児科診療2018年増刊号　小児の治
療指針　947-951

鈴木　悟 2018

リハビリテー
ション科

股関節理学療法マネジメント
機能障害別ケーススタディ／胸郭か
らの影響の評価と理学療法
P294-302

上原　徹 株式会社メジカル
ビュー社

2018.9.10

発表論文
題　名 著者名 雑誌名 年月日

総合内科 芍薬甘草湯とジアゼパムで三叉神経
領域の疼痛治療を行い皮膚温の変化
を測定した三叉神経鞘腫の1例

菊地基雄，妹尾恭司 日本頭痛学会誌	45:	187-
190,	2018

2018

呼吸器内科 Clinical	outcomes	of	image-guided	
proton	therapy	for	histologically	
confirmed	stage	I	non-small	cell	
lung	cancer

Koichiro	Nakajima,	Hiromitsu	Iwata,	
Hiroyuki	Ogino,	Yukiko	Hattori,		
Shingo	Hashimoto,	Toshiyuki	Toshito,		
Kensuke	Hayashi,	Kenji	Akita,	
Fumiya	Baba,	Katsumi	Nakamae,	
Jun-etsu	Mizoe	and	Yuta	Shibamoto

Radiation	Oncology	
13:199	(2018)

2018

Prevention	of	hypoxemia	during	
endobronchial	ultrasound-guided	
transbronchial	needle	aspiration:	
Usefulness	of	high-flow	nasal	
cannula

Takakuwa	O,	Oguri	T,	Asano	T,	
Fukuda	S,	Kanemitsu	Y,	Uemura	T,	
Ohkubo	H,	Takemura	M,	Maeno	K,	
Ito	Y,	Niimi	A.

Respir	Investig.	
56(5):418-423.

2018	Sep

循環器内科 Coronary	Artery	Spasm	during	
Cryoballoon	Ablation	in	a	Patient	
with	Atrial	Fibrillation.

Yajima	K,	Yamase	Y,	Oishi	H,	
Ikehara	N,	Asai	Y.

Intern	Med.	2018	Mar	
15;	57(6):	819-822.

2018.3.15

心房細動クライオバルンアブレー
ションにおける後壁ボーナス冷却

矢島和裕，山瀬裕一郎，竹本芳雄，
大石英生，池原典之，村上善正，
大手信之

心臓　2018	Vol.50	
supple2:	130-135

2018.12.31

消化器外科 脾膿瘍および真菌血症を合併した慢
性膵炎に対してmodified	Puestow手
術を行った1症例

社本智也，松尾洋一，沢井博純，
上田悟郎，大見　関，林　祐一，	
今藤裕之，齊藤健太，坪井　謙，
森本　守，高橋広城，石黒秀行，
瀧口修司

肝胆膵治療研究会誌，
15巻1号79～85頁

2018.8

肝・胆道系感染症の分離菌とその薬
剤感受性の推移

若杉健弘，谷口正哲，品川長夫，
竹山廣光

日本外科感染症学会雑
誌　15（4），285頁～293
頁，2018年

2018.11.18

小児科 Efficacy	of	inhaled	nitric	oxide	in	
neonates	with	hypoxic	respiratory	
failure	and	pulmonary	hypertension:	
the	Japanese	experience.

Suzuki	S,	Togari	H,	Schreiber	MD	
et	al.

J	Perinat	Med.	2018	
Aug	28;46(6):657-663.

2018.8.28

Standardization	of	nitric	oxide	
inhalation	in	extremely	preterm	
infants	in	Japan.

Shiraishi	Jun,	Suzuki	S,	Kusuda	S,	
et	al.

Pediatric	International	
06	December	
2018	(https://doi.
org/10.1111/ped.13746).

2018.12.6
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西部医療センター業績
発表論文

題　名 著者名 雑誌名 年月日
リハビリテー
ション科

腰椎腰髄疾患術後の理学療法アプ
ローチ

上原　徹，山田翔太，稻田　充 理学療法，第35巻，第
9号，831頁～839頁

2018.9.28

学会発表
演題名 演者名 学会名 年月日

総合内科 バンコマイシン含有骨セメント治療
後に発症したMRSA菌血症の1例

井上陽平，藤田翔子，菊地基雄，
妹尾恭司

第29回日本老年学会東
海地方会（名古屋市）

2018.11.

遷延するインフルエンザ抗原反応を
呈した2例

藤田翔子，井上陽平，菊地基雄，
妹尾恭司

第29回日本老年学会東
海地方会（名古屋）

2018.11

呼吸器内科 腫瘍部位によりNivolumabと
Pembrolizumabで治療効果に差を認
めた肺腺癌の1例

河江大輔，森　裕太，國井英治，
吉原実鈴，高桑　修，秋田憲志，
幸　大輔，中前勝視，原　眞咲

第112回日本肺癌学会中
部支部会（名古屋）

2018.2.10

多臓器的な症状を呈し抗インター
フェロン γ 抗体が陽性だった播種性
Mycobacterium	avium	complex症の
一例

冨田優作，高桑　修，吉原実鈴，
森　祐太，國井英治，宮口裕樹，
竹田勝志，木村吉秀，秋田憲志

医学生・研修医の日本
内科学会ことはじめ　
2018京都（京都市勧業
館（みやこめっせ）（京都
市））

2018.4.14

陽子線化学療法後に再発した非小細
胞肺癌に対するNivolumabの有効性
及び安全性の検討

秋田憲志，岩田浩光，高桑　修，
國井英治，山羽悠介，橋本眞吾，
中島浩一朗，森　裕太，吉原実鈴，
河江大輔，幸　大輔，中前勝視，
原　眞咲，荻野浩幸

日本臨床腫瘍学会総会
（神戸）

2018.7

Liquidbiopsyが治療方針決定に有効
であった肺腺癌の1例

松波麻衣子，山羽悠介，吉原実鈴，
國井英治，高桑　修，秋田憲志，
日向崇教，木下　章，橋本信和，
幸　大輔，中前勝視，原　眞咲

第113回日本肺癌学会中
部支部学術集会（静岡県
沼津市）

2018.9.8

Real-world	data	of	EGFR	minor	
mutated	NSCLC	treated	with	
EGFR-TKI:	Comparative	analysis	
including	compound	mutation	de	
novo	T790M	mutation

K.	Ito,	K.	Murotani,	A.	Kubo,		
E.	Kunii	et	al

43rd	ESMO	congress	
（Munich	Germany）

2018.10.19-
23

Comparative	analysis	of	overall	
survival	using	propensity	score	
between	first-	and	second-	
generation	EGFR-TKI:	Real	world	
data	of	1354	patients	with	EGFR	
mutannt	NSCLC

K.	Tanaka,	N.	Inui,	K.	Asada,		
O.	Hajtaji,	S.	Hayai,	K.	Ito,		
K.	Imaizumi,	T.	Kimura,	A.	Kubo,		
E.	Kunii,	et	al

43rd	ESMO	congress	
（Munich	Germany）

2018.10.19-
23

背部痛を主訴に受診し多臓器的な症
状を呈した抗インターフェロン γ 中
和抗体陽性播種性Mycobacterium	
avium	complex症の一例

冨田優作，高桑　修，伊藤　穣，	
秋田憲志

第88回日本感染症学会
西日本地方会学術集会，
鹿児島県民交流セン
ター(鹿児島市)

2018.11.17

マクロライド誘導耐性遺伝子の遺伝
子型と治療効果に乖離を認めた肺
Mycobacterium	abscessus症の一例

齋藤愛美，高桑　修，伊藤　穣，
秋田憲志

第88回日本感染症学会
西日本地方会学術集会，
鹿児島県民交流セン
ター（鹿児島市）

2018.11.17

副作用によりNivolumab治療中断
後，1年以上無増悪を維持した非小
細胞肺癌2症例の検討

河江大輔，國井英治，山羽悠介，
吉原実鈴，高桑　修，秋田憲志，
幸　大輔，中前勝視，原　眞咲，
小林瑞穂

第59回日本肺癌学会学
術集会，京王プラザホ
テル（東京都）

2018.11.30
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演題名 演者名 学会名 年月日
呼吸器内科 Nivolumab投与終了1年半後に，水

疱性類天疱瘡を発症した肺癌の一例
中前勝視，幸　大輔，山中菜摘，
秋田憲志，高桑　修，國井英治，
山羽悠介，吉原実鈴，原　眞咲，
澤田啓生，小林瑞穂

第59回日本肺癌学会学
術集会，都市名京王プ
ラザホテル（東京都）

2018.11.30

特発性上葉限局型肺線維症に合併し
た原発性肺癌の1例

幸　大輔，山中菜摘，中前勝視，
秋田憲志，高桑　修，國井英治，
山羽悠介，吉原実鈴，小林瑞穂，
原　眞咲

第59回日本肺癌学会学
術集会，京王プラザホ
テル（東京都）

2018.11.30

消化器内科 漢方薬長期内服者にイレウスで発症
した静脈硬化性大腸炎の一例

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

第61回日本消化器内視
鏡学会東海支部例会（名
古屋）

2018.11.24

術後34年目に便潜血陽性を契機に診
断された乳癌直腸転移の一例

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

日本消化器病学会東海
支部第129回例会（名古
屋）

2018.11.17

膵内副脾に発生したepithelial	cyst
の一例

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

日本消化器病学会東海
支部第128回例会（津）

2018.6.16

腫瘍随伴症候群としての皮膚筋炎を
合併した胃癌の一例

内田絵理香，田中　翔，寺島明里，
山東元樹，尾関智紀，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128回例会（津）

2018.6.16

急性肝炎で発症したメトトレキセー
ト関連悪性リンパ腫の一例

富田勇作，木村吉秀，山東元樹，
尾関智紀，野村智史，小島尚代，
平野敦之，森　義徳，土田研司，
妹尾恭司

日本内科学会第234回東
海地方会（名古屋）

2018.2.11

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と要因

木村吉秀，平野敦之，小島尚代 第54回日本肝臓学会総
会（大阪）

2018.6.14

C型肝炎，B型肝炎ウイルスの脂質
代謝に及ぼす影響

木村吉秀，平野敦之，小島尚代 第22回日本肝臓学会総
会（神戸）

2018.11.1

循環器内科 Relationship	between	Right	Atrial	
Dilatation	and	Recurrence	of	Atrial	
Fibrillation	Ablation

Kazuhiro	Yajima,	Yuichiro	Yamase,	
Yoshio	Takemoto,	Noriyuki	Ikehara,	
Masato	Sugiura,	Tomohiro	Yamada,	
Tetsuji	Kosaki,	Nobuyuki	Ohte

日本不整脈心電学会総
会（東京）

2018.7.11-
14

Usefulness	of	Pulse	Wave	Velocity	
for	Prediction	of	Long-term	
Cardiovascular	Events	in	Patients	
with	ST-Elevation	Myocardial	
Infarction

Kazuhiro	Yajima,	Yuichiro	Yamase,	
Noriyuki	Ikehara,	Masato	Sugiura,	
Tomohiro	Yamada,	Tetsuji	Kosaki,	
Nobuyuki	Ohte

日本心血管インターベ
ンション治療学会総会

（神戸）

2018.8.2-4

前下行枝入口部Rota-burr	stuckの
bailout症例

矢島和裕，山瀬裕一郎，上山　力，
堀部秀樹，池原典之，杉浦真人，
山田智広，小崎哲資

日本心血管インターベ
ンション治療学会地方
会（名古屋）

2018.5.11-
12

クライオアブレーションによる肺静
脈隔離直後に上大静脈起源トリガー
が活性化した発作性心房細動の一例

矢島和裕，山瀬裕一郎，竹本芳雄，
池原典之，杉浦真人，山田智広，
小崎哲資

日本循環器学会東海地
方会（岐阜）

2018.6.30

高齢者たこつぼ型心筋症の一例 高野聖矢，矢島和裕，池原典之，
杉浦真人，山田智広，小崎哲資

日本内科学会東海地方
会（名古屋）

2018.9.30
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演題名 演者名 学会名 年月日
循環器内科 治療方針の決定に苦慮した高齢患者

の左冠動脈主幹部病変の一例
矢島和裕，池原典之，杉浦真人，
山田智広，小崎哲資

日本心血管インターベ
ンション治療学会東海
地方会（静岡）

2018.10.12-
13

ループレコーダーが早期診断に有用
であったアデノシン感受性心房頻拍
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

日本循環器学会東海地
方会（名古屋）

2018.10.20-
21

薬剤性無顆粒球症の原因としてベプ
リジールとアピキサバンが疑われた
心房細動患者の一例

加藤昇平，矢島和裕，池原典之，
杉浦真人，山田智広，小崎哲資

日本循環器学会東海地
方会（名古屋）

2018.10.20-
21

特発性右室流出路心室性期外収縮に
後中隔ケントを併発したアブレー
ションの一例

矢島和裕，池原典之，杉浦真人，
山田智広，小崎哲資

日本循環器学会東海地
方会（名古屋）

2018.10.20-
21

血管・腫瘍内科 周期性発熱の精査中にMDSの合併
を認めた1例

三宅庸介，稲垣　淳，阿南知世，
菊池隆希，森芙美子，上松則彦，
岸田　大，片田栄一

日本内科学会　第234回
内科学会東海地方会（愛
知県名古屋市）

2018.2.11

メトトレキサート（MTX）髄腔内投
与後に亜急性脳症を来した急性混合
性白血病の1例

丸茂義晃，楠本　茂，吉田　嵩，
成田朋子，伊藤　旭，李　政樹，
小松弘和，飯田真介

第7回日本血液学会	東
海地方会
臨床血液	(0485-1439)59
巻8号	Page1110(2018.08)

（愛知県名古屋市）

2018.4.28

びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫
（DLBCL）の病期診断における骨髄
生検の意義　単施設後方視的研究

丸茂義晃，楠本　茂，正木彩子，
吉田　嵩，成田朋子，伊藤　旭，
李　政樹，小松弘和，稲垣　宏，
飯田真介

第58回	日本リンパ網内
系学会総会
日本リンパ網内系学会
会誌	（1342-9248）58巻	
Page112（2018.05）（愛知
県名古屋市）

2018.6.30

MAFB遺伝子再構成陽性を示す多発
性骨髄腫の1例

村瀬貴幸，李　政樹，稲垣　淳，
成田朋子，吉田　嵩，正木彩子，
飯田真介，稲垣　宏

第58回	日本リンパ網内
系学会総会
日本リンパ網内系学会
会誌	（1342-9248）58巻	
Page111（2018.05）（愛知
県名古屋市）

2018.6.30

敗血症性DICの改善後に突然大出血
した後天性第13因子欠乏症の一例

松波舞衣子，丸茂義晃，戸松璃香，
太田亜佐美，福原絵美，渡邉久美子，
竹田勝志，森芙美子，今枝憲郎，
稲垣　淳

第236回日本内科学会	
東海地方会（愛知県名古
屋市）

2018.9.30

びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫
（DLBCL）の病期診断における骨髄
生検の意義	単施設後方視的研究

丸茂義晃，楠本　茂，正木彩子，
大島佳子，藤浪春菜，立田卓登，
佐々木宏和，吉田　嵩，成田朋子，
伊藤　旭，李　政樹，小松弘和，
稲垣　宏，飯田真介

第80回日本血液学会学
術集会
臨床血液	(0485-1439)59
巻9号	Page1492(2018.09)

（大阪府大阪市）

2018.10.12

呼吸器外科 網谷病に肺癌を合併した1例 山中菜摘，幸　大輔，中前勝視，
小林瑞穂

第50回　愛知臨床外科
学会（愛知県　名古屋
市）

2018.7.16

消化器外科 腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP
法）施行時の細径鉗子の役割とその
注意点

早川俊輔，三井　章，渡部かをり，
高須惟人，杉浦弘典，若杉健弘，
桒原義之

第18回Needle	scopic	
surgery	meeting〈特別
企画〉（京都）

2018.2.23

腹腔動脈及び上腸間膜動脈高度狭窄
により	腹部Angina，虚血性胆のう
壊死，	一過性肝梗塞を来した1例

早川俊輔，三井　章，渡部かをり，
高須惟人，杉浦弘典，若杉健弘，
桒原義之

第54回日本腹部救急医
学会総会〈生涯忘れら
れないこの1例3〉（東京）

2018.3.8

当院で経験した消化管神経内分泌細
胞癌に	対する手術症例の検討

早川俊輔，三井　章，渡部かをり，
高須惟人，杉浦弘典，若杉健弘，
桒原義之

第118	回日本外科学会
定期学術集会（東京）

2018.4.7
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消化器外科 高度側彎・骨盤偏位及び	人工肛門・

胃瘻を伴い手術アプローチに	工夫を
要した脾彎曲部結腸癌の1例

早川俊輔，三井　章，渡部かをり，
高須惟人，若杉健弘，桒原義之

第72回手術手技研究会
（徳島）

2018.5.8

当科における腹腔鏡下鼠径ヘルニア
修復術と	鼠径部切開法の手術成績の
比較検討

早川俊輔，三井　章，渡部かをり，
高須惟人，若杉健弘，桒原義之

第16回日本ヘルニア学
会（札幌）

2018.6.29

術前に診断し腹腔鏡下鼠径ヘルニア
修復術を	施行した外鼠径ヘルニア由
来の	Interparietal	Herniaの1例

早川俊輔，三井　章，加藤裕子，
森本翔太，渡部かをり，高須惟人，
社本智也，若杉健弘，桒原義之

第80回日本臨床外科学
会総会（東京）

2018.11.24

内視鏡手術のon	the	job	trainingと
しての腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術
の役割

早川俊輔，三井章，加藤裕子，
森本翔太，渡部かをり，高須惟人，
社本智也，若杉健弘，桒原義之

第80回日本臨床外科学
会総会〈パネルディス
カッション31〉（東京）

2018.11.24

潰瘍性大腸炎に伴う直腸卵巣穿通に
対して	腹腔鏡下ハルトマン手術及び
卵巣開窓術を	施行した一例

早川俊輔，三井章，加藤裕子，
森本翔太，渡部かをり，高須惟人，
社本智也，若杉健弘，桒原義之

第31回日本内視鏡外科
学会総会（福岡）

2018.12.6

早期の外科治療を考慮した慢性膵炎
に対するFrey手術症例の検討

社本智也，松尾洋一，上田悟郎，
林　祐一，今藤裕之，齊藤健太，
坪井　謙，森本　守，高橋広城，
石黒秀行，瀧口修司

第118回日本外科学会学
術集会（東京）

2018.4.7

慢性膵炎に対する外科治療の検討 社本智也，松尾洋一，瀧口修司 第104回日本消化器病学
会総会（東京）

2018.4.19

Multi-step	therapy	for	safe	
pancreaticoduodenectomy	in	a	
patient	with	celiac	artery	stenosis	
and	IPDA	aneurysm

社本智也，松尾洋一，上田悟郎，
林　祐一，今藤裕之，齊藤健太，
坪井　謙，森本　守，瀧口修司

第30回肝胆膵外科学会
学術集会（横浜）

2018.6.8

Hyblid	operation	room	enables	
laparoscopic	reliable	surgery	for	
celiac	artery	stenosis

社本智也，松尾洋一，上田悟郎，
林　祐一，今藤裕之，齊藤健太，
坪井　謙，森本　守，高橋広城，
石黒秀行，瀧口修司

第73回日本消化器外科
学会総会（鹿児島）

2018.7.12

魚骨穿孔を契機に膵癌の横行結腸播
種が発見された一例

松本奈々，早川俊輔，加藤裕子，
森本翔太，渡部かをり，高須惟人，
社本智也，若杉健弘，三井　章，
桑原義之

第50回　愛知臨床外科
学会（愛知県　名古屋
市）

2018.7.16

Surgical	site	infection WAKASUGI	TAKEHIRO National	seminar	
on	hospital	infection	
control	（Kathmandu.	
Nepal）

2018.5.3

腹腔鏡下幽門側胃切除を施工した胃
脂肪腫の1例　―胃脂肪腫の治療方
針―

若杉健弘，加藤裕子，森本翔太，
早川俊輔，渡部かをり，社本智也，
三井　章

第31回日本内視鏡外科
学会（福岡）

2018.12.6

術前化学放射線療法を行った進行直
腸癌症例の検討

加藤裕子，森本翔太，早川俊輔，
渡部かをり，高須惟人，社本智也，
若杉健弘，三井　章，桑原義之

第80回日本臨床外科学
会総会（東京　品川）

2018.11.23

小児科 小児感染症―その特徴と対策― 鈴木　悟 西区医師会「西名古屋
気道疾患研究会」特別
講演（名古屋市）

2018.2.24

「マクロライド処方は抗菌薬として？		
それとも……？」特別企画「マクロ
ライドの到達点と課題-実地医療に
おけるマクロライドの使用方法とそ
の効果」

鈴木　悟，木戸　博 第25回マクロライド新
作用研究会（東京	飯田
橋）

2018.7.7
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演題名 演者名 学会名 年月日
小児科 新生児呼吸管理～はじめの一歩～ 鈴木　悟 第60回岐阜県周産期談

話会　特別講演（岐阜県
多治見市）

2018.10.20

一酸化窒素（NO）吸入療法 鈴木　悟 第69回名古屋市立大学
医学会総会　特別講演

（名古屋市）

2018.12.2

産婦人科 双胎妊娠にて帝王切開後，産褥心筋
症を発症した2例

十河千恵，西川尚実，柴田春香，
早川明子，松浦綾乃，川端俊一，
高木七奈，中元永理，尾崎康彦，
柴田金光

第138回東海産科婦人科
学会（名古屋市）

2018.3

妊娠29週に帝王切開施行し生児を得
た子宮角部妊娠の一例

早川明子，西川尚実，柴田春香，
十河千恵，松浦綾乃，川端俊一，
高木七奈，中元永理，尾崎康彦，
柴田金光

第70回日本産科婦人科
学会学術講演会（仙台
市）

2018.5

横隔膜下腹膜妊娠に対し腹腔鏡下手
術を施行した一例

高木七奈，柴田春香，早川明子，
十河千恵，松浦綾乃，川端俊一，
中元永理，西川尚実，尾崎康彦，
柴田金光

第70回日本産科婦人科
学会学術講演会（仙台
市）

2018.5

不育症病態におけるMMP及び
TIMPファミリーの存在と意義

柴田春香，尾崎康彦，森　亮介，
北折珠央，西川尚実，柴田金光，
杉浦真弓

第28回日本産婦人科・
新生児血液学会（宮崎
市）

2018.6

妊娠中期に発症した高TG血症によ
る膵炎の一例

野々部恵，中元永理，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，西川尚実，
尾崎康彦，柴田金光

第107回愛知産科婦人科
学会（名古屋市）

2018.6

妊娠20週で巨大羊膜下血腫を生じた
帝王切開瘢痕部妊娠減胎術後の一例

松浦綾乃，西川尚実，早川明子，
中元永理，尾崎康彦，柴田金光

第54回日本周産期・新
生児医学会学術集会（東
京）

2018.7

妊娠中に糖尿病が判明した品胎妊娠
の一例

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

第108回愛知産科婦人科
学会（名古屋市）

2018.10

不育症病態における酸化ストレス度
と抗酸化力の意義

柴田春香，井出祥子，小澤史子，
吉原紘行，後藤志信，北折珠央，
西川尚実，柴田金光，杉浦真弓，
尾崎康彦

第33回日本生殖免疫学
会（東京）

2018.11

乳腺・内分泌外
科

トラスツズマブ＋ペルツズマブ＋ド
セタキセル療法奏効例の検討

髙野崇継，加藤明子，鎗山憲人，
伊藤由加志，安藤由明，川瀬麻衣，
杉浦博士

第50回愛知臨床外科学
会（名古屋市）

2018.7.16

小児外科 術前先天性胆管拡張症と診断した胆
道閉鎖症（I	cyst）の1例

佐藤陽子，榊原堅式 第55回日本小児外科学
会学術集会（新潟　朱
鷺メッセ新潟コンベン
ションセンター）

2018.5.30

胎児期に羊水過多と縦隔偏位を伴う
左肺嚢胞性病変で発見された肺葉内
肺分画症の1例

佐藤陽子，村松幹司，横井暁子 第54回日本周産期・新
生児医学会（東京　東京
国際フォーラム）

2018.7.9

リハビリテー
ション科

腰椎前後方固定術後の呼吸不全に対
し，排痰補助装置が有用であった経
験

市橋理恵子，安田雅美，坂本一路，
稲葉守彦，松下好子，加藤裕子，
田中明美，笹野信子

日本集中治療医学会　
第2回東海北陸支部学術
集会（金沢市）

2018.6.9

人工呼吸器管理患者の早期離床に使
用される車椅子についての報告

安田雅美，市橋理恵子，松下好子，
稲葉守彦，坂本一路，加藤裕子，
田中明美，笹野信子

日本集中治療医学会第2
回東海北陸支部学術集
会（金沢市）

2018.6.9
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学会発表

演題名 演者名 学会名 年月日
リハビリテー
ション科

当院リハビリテーション科ICUチー
ムの取り組みと有効性についての検
討

安田雅美，坂本一路，笹野信子 第45回日本集中治療医
学会学術集会（幕張）

2018.2.21

食支援に関わる多団体が合同で行っ
た研修会を経て

立花広明 第4回ディサースリア学
術集会（東京都）

2018.7.15

陽子線治療センターでの外来リハビ
リテーションの試み

立花広明，黒田　陽，三好晋平，
荻野浩幸

第24回日本摂食嚥下リ
ハビリテーション学会
学術集会

2018.9.8

脊椎脊髄疾患における足底異常感覚
は脊髄症状と関連する

上原　徹，対馬栄輝，山田翔太，
木村新吾，稲田　充

第26回日本腰痛学会（浜
松市）

2018.10.26

Pelvic	Incidenceを外観上で把握する
間接計測法の確立間接計測法の確立
―テーラーメードな腰痛対策の提案
のために―

山田翔太，榎原　毅，上原　徹，
木村新吾，稲田　充，上島通浩

第26回日本腰痛学会（浜
松市）

2018.10.26

脊椎脊髄疾患における足底異常感覚
について

上原　徹 第5回名古屋城整形外科
地域連携セミナー（名古
屋市）

2018.8.25

放射線治療科 中枢型肺腫瘍に対する定位照射の検
討

馬場二三八，野村研人，山田真帆，
中嶌晃一郎，橋本眞吾，服部有希子，
岩田宏満，荻野浩幸，芝本雄太

日本医学放射線学会第
163回中部地方会（愛知
県長久手市）

2018.2

肺門に隣接する中枢型肺腫瘍に対す
る定位照射における呼吸による線量
分布変化の検討

馬場二三八，野村研人，山田真帆，
永吉純平，小野勇磨，芝本雄太

日本放射線腫瘍学会第
31回学術大会（京都府京
都市）

2018.10

Analysis	of	Changes	in	Dose	
Distribution	due	to	Respiration	in	
Stereotactic	Body	Radiotherapy	
(SBRT)	for	Central	Lung	Tumnors	
Abutting	the	Hilar	Regions	using	
4D-CT	and	Evaluation	of	the	Long-
term	Clinical	Outcomes

馬場二三八，野村研人，山田真帆，
芝本雄太，永吉純平

American	Society	for	
Radiation	Oncology　
60th	annual	meeting	
(San	Antonio,	Tx)

2018.10

転移性脳腫瘍に対する再定位照射の
検討

野村研人　山田真帆，馬場二三八，
中嶌晃一郎，橋本眞吾，服部有希子，
岩田宏満，荻野浩之，芝本雄太

日本医学放射線学会第
163回中部地方会（愛知
県長久手市）

2018.2

Clinical	results	of	proton	boost	
combined	with	pelvic	IMRT	for	
node-positive	prostate	cancer

野村研人，山田真帆，馬場二三八，
中嶌晃一郎，橋本眞吾，服部有希子，
岩田宏満，荻野浩之，芝本雄太

3rd	FARO	annual	
meeting	2018	
(Bali,Indonesia)

2018.9

リンパ節転移陽性前立腺癌に対する
全骨盤IMRT＋陽子線boost照射の
成績

野村研人，山田真帆，馬場二三八，
中嶌晃一郎，橋本眞吾，服部有希子，
岩田宏満，荻野浩之，芝本雄太

日本放射線腫瘍学会第
31回学術大会（京都府京
都市)

2018.10

中央放射線部 呼吸トレーニングが呼吸波形安定性
に及ぼす影響

小野勇磨，藤岡竜也，齋藤恭平，
山本貴大，秋山かずえ，森義高，
山田和久，永吉純平，人見栄一，
野村研人，山田真帆，馬場二三八

日本放射線腫瘍学会第
31回学術大会（京都市）

2018.10.11

乳房領域における乳腺量計測機能の
有用性の検討

岡　美希，近藤さゆり，成瀬徳好，
山口雅美，木俣礼乃，森　清孝，
人見栄一

第11回中部放射線医療
技術学術大会（富山市）

2018.11.18

薬剤科 大学病院と市立病院による複数病院
連携実務実習の試み

日比陽子，西出景子，江崎哲夫，
森下修行，中村康夫，木村和哲

第28回日本医療薬学会
年会（神戸市）

2018.11.24

血漿交換によりレベチラセタム
（LEV）の投与調節を要した一例

長水正也 第21回臨床救急医学会
総会・学術集会（名古屋）

2018.6.2
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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
看護部 当院での頭頚部癌陽子線治療患者に

対するQOL向上へ向けた他職種に
よる取り組み

小瀬良里奈良，佐藤紫帆，岸本文子，
杉下香代

日本放射線腫瘍学会（京
都）

2018.10.13

化学療法患者に対するセルフケア
シートの活用

大野愛実，片野恵美子 Meihoku	Breast	Cancer	
Team	Meeting（名古屋）

2018.11.2

術前外来と術前訪問の術前オリエン
テーションの効果～手術当日と術後
の患者の行動を比較して～

上田有香，小林幹弘，加藤土博 第32回日本手術看護学
会（横浜）

2018.11.24

看護単位が違うNICUからGCUへ転
倒することに対する母親の不安要因

吉田朋美	小椋小百合 第28回日本新生児看護
学術集会（東京）

2018.11.25

手術安全チェックリストの改善への
取り組み

笠木祥代 第13回医療の質・安全
学会学術集会（名古屋）

2018.11.24

緊急帝王切開術（グレードA）の受け
入れ向上の取り組み

水野良子，笠木祥代 第13回医療の質・安全
学会学術集会（名古屋）

2018.11.24

集学的がん治療
センター

Nivolumab投与終了1年半後に，水
疱性類天疱瘡を発症した肺癌の一例

中前勝視，幸　大輔，高野崇継，
山中菜摘，秋田憲志，高桑　修，
國井英治，山羽悠介，吉原美鈴，
河江大輔，原　眞咲，澤田啓生，
小林瑞穂

第59回日本肺癌学会学
術集会（新宿NSビル　
東京都　新宿）

2018.11.30

研究会
演題・テーマ等 発表者氏名等 研究会の名称 年月日

呼吸器内科 EGFR陽性肺がん治療の現状と展望 國井英治 2018年東海呼吸器疾患
研究会

2018.5.31

肺がんの診断と抗がん剤治療 高桑　修 名古屋市立西部医療セ
ンター市民公開講座

2018.6.26

グループワークによる実施計画書の
作成について

秋田憲志 名古屋市立大学　臨床
研究ワークショップ

2018.9.6

当院における抗PD-1/PD-L1抗体治
療の現状

國井英治 第312回東海胸部疾患研
究会

2018.9.28

Consensus	Conference:	臨床医の働
き方として，病理の先生・技師さん
に知ってほしいこと

高桑　修 第1回臨床病理コンセン
サス研究会

2018.10.26

オプジーボ投与中に下垂体機能低下
症を来した症例

國井英治 irAE	management	
seminar

2018.11.8

循環器内科 心房細動アブレーション　最新のエ
ビデンスと治療

矢島和裕 研究会「心原性脳塞栓
に立ち向かう」

2018.10.27

外科 手術部位感染（SSI）の予防 若杉健弘 第10回東海ICDアカデ
ミー

2018.10.11

リハビリテー
ション科

嚥下評価の精度を高める 立花広明 嚥下研究会
第13回嚥下マニア

2018.12.1

看護部 2年目の教育体制作への取り組み 熊谷千景 師長研修 2018.2.9

シミュレーションを活用した緊急時
対応力の向上への取り組み

小林真衣 師長研修 2018.2.9

NICUで夜勤業務や緊急時の対応に
対するスタッフの不安言動から部署
目標を考える

中野みさ 師長研修 2018.2.9
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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 GCU看護指標の導入による看護の可

視化と知識・技術の向上に向けた取
り組み

小谷純子 師長研修 2018.2.9

倫理カンファレンス定着をめざした
取り組みの推進―『「身体抑制に関
するマニュアル」を倫理的視点で実
現するためには』―

丹羽仁美 師長研修 2018.2.9

手術安全チェックリストの遵守率向
上への取り組み

加藤土博 師長研修 2018.2.9

安全で信頼される看護サービスを提
供する～インシデント報告件数を昨
年度比10%増しとする～

田島英子 師長研修 2018.2.9

苦情やお礼をオープンにし，接遇の
向上を目指す取り組みを行って

高倉直美 師長研修 2018.2.9

補助者との協働への取り組み 谷　幸江 師長研修 2018.2.9

リスクを考慮した看護実践への取り
組み

高桑美紀 師長研修 2018.2.9

部署で退院支援スクリーニングシー
ト記入率100%を目指した結果

尾上恵子 師長研修 2018.2.9

患者個別の看護目標設定・看護実践
への取り組み

原田孝子 師長研修 2018.2.9

与薬に関する3b以上のインシデント
発生をゼロにする取り組み

平下充正 師長研修 2018.2.9

コミュニケーションに関する苦情減
少への取り組み

福井佳子 師長研修 2018.2.9

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 師長研修 2018.2.9

患者に必要な説明，情報提供を行う
ために
～医師も交えた取り組み～

関澤　香 主任研修 2018.3.5

NICUにおける災害対策に関する取
り組み

鷲見麻希子 主任研修 2018.3.5

新たに導入されたGCU看護指標活
用の取り組み

角田順和 副師長研修 2018.2.8

退院支援が必要な患者に継続した看
護展開をするために

牧原美雪 副師長研修 2018.2.8

超緊急手術を受け入れるための緊急
分娩室の活用について

林　房枝 主任研修 2018.3.5

患者サービス向上を目指して　	
～ナースコール対応の時間短縮への
取り組み～

前川　好 副師長研修 2018.2.8

安全な救急看護 柴山美樹 主任研修 2018.3.5

ナースコール呼び出し短縮に向けて
の取り組み

久保ゆかり 副師長研修 2018.2.8

チーム力を高め安全で質の高い看護
を実践するための取り組み

服部　恵 主任研修 2018.3.5

眼科患者用パス作成に伴う業務改善
の取り組み

吉田則子 主任研修 2018.3.5
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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 化学療法の有害事象に対する，セル

フケアシート作成とその活用を通し
て

鈴木眞須美 副師長研修 2018.2.8

気管切開チューブ閉塞インシデント
の再発予防に対する取り組み

藤本千春 副師長研修 2018.2.8

放射線治療患者の必要な看護ケアを
継続・連携を行うために～必要な情
報を効率よく利用しやすい記録を目
指して～

森香代美 副師長研修 2018.2.8

外来看護への思いと個人・組織の目
標をつなげる目標管理

岡田千華 副師長研修 2018.2.8

採血待ち時間減少に向けた取り組み 井田滋美 副師長研修 2018.2.8

日帰り白内障手術における点眼指導
を見直し，指導の充実を図る

山田浩美 副師長研修 2018.2.8

化学療法を受けた患者に対する排便
コントロール自立に向けた指導
～パンフレットを用いて～

近藤亜耶 ケーススタディ 2018.3.2

化学療法の副作用によって生じる食
欲低下に対する援助の工夫

飯田紗也 ケーススタディ 2018.3.2

化学療法の副作用を抱える患者のセ
ルフケア支援

笹野由美子 ケーススタディ 2018.3.2

化学療法を受けている患者が効果的
な手指衛生を実践するための支援

三苫璃央 ケーススタディ 2018.3.2

化学療法による皮膚症状を予防する
スキンケア指導
～スキンケアの習慣化に向けての関
わり～

奥村桃果 ケーススタディ 2018.3.2

大腸内視鏡的粘膜下層剥離術を受け
る患者の安全な体位変換に対する援
助

野口由香里 ケーススタディ 2018.3.2

手術を受ける患者に対して緊張の軽
減を図る取り組み
～手術を受ける患者に筋弛緩法を用
いて～

長谷川実希 ケーススタディ 2018.3.2

手術中の音に対する不安への援助
～術前からの情報提供を通して～

村井寛子 ケーススタディ 2018.3.2

準緊急帝王切開術を受ける母親への
不安軽減のための術前訪問

吉田有希 ケーススタディ 2018.3.2

NICU入院児の父親の気持ちの変化
と必要としている支援

小池桃子 ケーススタディ 2018.3.2

入院している切迫早産妊婦の妊婦間
の交流における影響
～助産師が介入する交流会の語りを
通して～

高橋奈友子 ケーススタディ 2018.3.2

早期産児の体温管理の実施と考察 川上成美 ケーススタディ 2018.3.2

酸素投与に拒否がある患児に対する
絵本を使用したプレパレーション

今井彩渚 ケーススタディ 2018.3.2
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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 手術を受ける患児の心の準備に向け

たプレパレーション
～入院前に作成したキワニスドール
を使用して～

喜多川遙 ケーススタディ 2018.3.2

ストーマ自己管理に向けて
～自己効力感を活用したストーマセ
ルフケアの確立支援～

山田真由紀 ケーススタディ 2018.3.2

化学陽子線治療（プロトコール
P-LI-4）を受ける患者に対する，消化
器症状の症状コントロールを目的と
した効果的なセルフケア指導の検討

小瀬良里奈 ケーススタディ 2018.3.2

腰椎固定術後の入浴時における危険
動作に対する指導

武藤拓也 ケーススタディ 2018.3.2

誤嚥性肺炎患者が口腔ケアを継続す
るための関わり
～6ステップメソッドを用いて～

荻原加奈 ケーススタディ 2018.3.2

ミトン・介護衣を使用した身体抑制
における患者の家族の思い

伊藤由香，野澤麻衣 看護研究 2018.6.1

集中治療室へ入院となった患者家族
の面会時の満足度と重要度の調査～
マニュアル対応後との比較～

加藤麻美 看護研究 2018.6.1

妊娠初期から後期における高齢初産
婦のセルフケア行動の動機と負担に
関する調査

絹田結香 看護研究 2018.6.1

NICUからGCUへの転棟に対する母
親の不安要因の検証

吉田朋美，小椋小百合 看護研究 2018.6.1

小児病棟におけるサークルベッドか
らの転落事故についての看護師の認
識と実態とのずれに関する調査

中村　宰，木下ユキエ 看護研究 2018.6.1

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

呼吸器内科 胸部レントゲン写真の基本的事項と
採血データのポイント

秋田憲志 西部医療センター
呼吸器内科院内勉強会

2018.6.22

肺炎・呼吸器感染症 秋田憲志 西部医療センター
呼吸器内科院内勉強会

2018.10.26

消化器内科 胃がんX線検診における撮影法と読
影の基本

妹尾恭司 X線写真撮影技術向上講
習会（名古屋市医師会）

2018.1.27

循環器内科 最新の心臓カテーテル治療 矢島和裕 名古屋市立西部医療セ
ンター病診連携勉強会

2018.7.25

放置してはいけない心臓病と心臓カ
テーテル治療

矢島和裕 名古屋市立西部医療セ
ンター市民公開講座

2018.10.22

外科 外科感染症と周術期感染予防 若杉健弘 名古屋市立大学　学び
なおし講座
耐性菌と対峙する　	
―薬剤耐性（AMR）対策
アクションプランを踏
まえた感染症治療・感染
対策―

2018.6.5
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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
外科 術前化学放射線療法を行った進行直

腸癌症例の検討
加藤裕子 東部西部医療センター

GI	Seminar
2018.8.3

TAPP 加藤裕子 桜山ヘルニア倶楽部 2018.9.19

リハビリテー
ション科

フレイルの予防とリハビリテーション 熊澤輝人 平成29年度地域医療連
携室主催
在宅向けのリハビリ講
習会

2018.3.22

糖尿病の運動 鈴木辰幸 平成30年度第1回糖尿病
教室

2018.5.17

看護部 がん看護の基礎知識，がん患者との
コミュニケーション

がん看護	
緩和ケア

2018.1.16

倫理問題と倫理原則 看護倫理1−2 2018.1.29

CTGの判読と看護 助産師ラダー1・2CTG
研修

2018.2.16
2018.2.20

成人学習理論，実施指導者としての
役割

実地指導者研修 2018.2.22
2018.6.14

看護を考える 看護観1 2018.2.27

マネジメントの理解 マネジメント1 2018.2.28

看護部の組織と機能，看護技術 新規採用者・異動者オリ
エンテーション研修

2018.4.3～
4.17

心の健康管理 新規採用看護職員研修 2018.5.25

がんとがん看護の基礎知識 がん看護	総論−1 2018.5.30
2018.11.30

組織横断的なリーダーシップ
PDCA

マネジメント　4 2018.6.4

妊婦健診時のフィジカルアセスメン
トと保健指導

助産ラダー新人フィジ
カルアセスメント

2018.6.6

リクルーターの役割と活動 リクルータートレーニ
ング

2018.6.7

地域包括ケアシステムにおける急性
期病院の役割，在宅支援を支える社
会システム

在宅療養移行支援研修 2018.6.22

助産師学生指導方法 助産ラダー2助産学生指
導

2018.6.26

フィジカルアセスメント，急変予測，
BLS

看護技術1
「救命救急処置技術」

2018.7.5

フィジカルアセスメント　臨床推論 トピックス研修 2018.7.7

倫理的な実践を導くためのコーディ
ネーターの役割

看護倫理4 2018.7.24

看護単位におけるマネジメント
コンピテンシー

マネジメント　3 2018.7.12

中範囲理論の理解 看護過程　2・3 2018.7.26
2018.8.2

がん患者の心の変化の理解とコミュ
ニケーションスキル

がん看護	総論−2 2018.7.31

意思決定支援の方法 2018.12.21
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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 PDCAサイクル，目標管理 マネジメント　2 2018.8.6

看護を語る意味 看護観　2・3 2018.8.23
2018.8.29

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

2018.8.30
2018.9.27
2018.10.25
2018.11.28
2018.12.12

出産準備教育の基本的知識
出産準備教室に必要なコミュニケー
ション

助産ラダー1
妊婦教育

2018.8.31

夜勤時の看護，チームメンバーとの
報告・連絡・相談

複数患者受け持ち時の
看護

2018.9.3

直接授乳困難な患者への支援 助産ラダー1
母乳育児支援アドバン
ス

2018.9.5

HDPの病態生理と看護 助産ラダー新人
HDP看護

2018.9.27

倫理問題の解決に向けた他職種カン
ファレンス

看護倫理3 2018.10.3

正常分娩の診断とケア 助産ラダー新人
助産ケア

2018.10.12

産科危機的出血フローチャート
分娩後出血の原因・リスク因子と対
応

助産ラダー1・2
産科危機的出血

2018.10.16

手術を受ける患者の看護　緩和ケア がん看護各論 2018.10.19

救急時のフィジカルアセスメント
救命救急対応におけるチームダイナ
ミクス

救急看護　2・3・4 2018.10.29
2018.11.16
2018.12.13

倫理問題と倫理原則 看護倫理1 2018.10.30

放射線療法・化学療法を受ける患者
の看護

がん看護各論 2018.10.31

認知症患者のアセスメントと生活支
援

認知症看護 2018.11.2

産科危機的出血フローチャート
分娩後出血の原因・リスク因子と対
応

助産ラダー新人
産科危機的出血

2018.11.5

看護実践における倫理
倫理的意思決定プロセスの理解

看護倫理　2 2018.11.29

前置胎盤・常位胎盤早期剥離の病態
生理・患者ケアの理解

助産ラダー新人
全前胎盤・常位胎盤早期
剥離患者の看護

2018.12.14

気管挿管の準備と介助
・チームメンバーへの応援要請

看護技術1
救命救急処置技術

2018.12.27
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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30年（1月～12月）手術件数実績

平成29年 平成30年
合計 4,890 合計 5,120

外来

883

入院

4,007

外来

957

入院

4,163

■がんに係る手術件数	
平成30年（1月～12月）手術件数実績

悪　性　腫　瘍　手　術 内視鏡的切除術

肺 （再掲）
胸腔鏡下 胃 （再掲）

腹腔鏡下 大腸 （再掲）
腹腔鏡下 肝 乳腺 子宮 食道 胆道 膵 前立腺 計 上部 下部

82 81 85 28 214 114 20 145 12 24 1 9 1 593 36 79

※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
※1月～12月実績

平成29年 平成30年

4,301 4,763

■内視鏡件数
※1月～12月実績

平成29年 平成30年

上部消化管 3,262 3,305

下部消化管 2,637 2,730

胆　　　管 236 269

気　管　支 324 305

その他/カプセル 13 9

合　計 6,472 6,618

■放射線治療件数
※1月～12月実績

平成29年 平成30年

11,451 8,891

■分娩件数
※1月～12月実績

平成29年 平成30年

1,275 1,322
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【各診療科の主な手術実績】平成30年1月1日～平成30年12月31日

診療科 術式・症例など 計 （再　掲）

消
化
器
内
科

内視鏡的大腸ポリープ切除術･粘膜切除術 452 直径2cm未満
404

直径2cm以上
48

内視鏡的胆道ステント留置術 119
内視鏡的消化管止血術 80

内視鏡的胃･十二指腸ポリープ･粘膜切除術 45 悪性粘膜切除術
−

悪性粘膜下層剥離術
38

悪性ポリープ切除
−

その他
7

内視鏡的乳頭切開術 40 乳頭括約筋切開
34

胆道砕石術
6

血栓塞栓術 36 止血
7

選択的動脈化学塞栓
24

その他
5

早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 33
内視鏡的胃･十二指腸ステント留置術 24
小腸結腸内視鏡的止血術 19

内視鏡的胆道結石除去術 18 胆道砕石術
1

その他
17

膵結石手術 14 膵切開
−

経十二指腸乳頭
14

内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 12
内視鏡的食道･胃静脈瘤結紮術 12
超音波内視鏡下瘻孔形成術（腹腔内膿瘍） 11
内視鏡的膵管ステント留置術 10

肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 10 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）
7

胃瘻造設術（経皮的内視鏡下を含む） 9
経皮的胆管ドレナージ術 8

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

下部消化管ステント留置術 6
経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 5
食道ステント留置術 4

内視鏡的食道粘膜切除術 4 悪性粘膜切除術
−

悪性粘膜下層剥離術
4

胆嚢外瘻造設術 3
膵管外瘻造設術 3
内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術 3
食道・胃静脈瘤硬化療法（内視鏡） 2
内視鏡的胃・十二指腸狭窄拡張術 1
経皮経肝胆管ステント挿入術 1
経皮的肝膿瘍ドレナージ術 1
体外衝撃波膵石破砕術（一連につき） 1
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西部医療センター　医療活動に関する実績

診療科 術式・症例など 計 （再　掲）

循

環

器

内

科

経皮的冠動脈ステント留置術 31 急性心筋梗塞
3

不安定狭心症
2

その他
26

ペースメーカ移植術 11 心筋電極
−

経静脈電極
11

経皮的カテーテル心筋焼灼術 6 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチ
4

その他
2

経皮的冠動脈形成術 4 急性心筋梗塞
−

不安定狭心症
−

その他
4

体外ペースメーキング術 2
下大静脈フィルター留置術 2
下大静脈フィルター除去術 2
ペースメーカ交換術 1

腎
臓

透
析

内
科

内シャント又は外シャント設置術 6
血管移植術，バイパス移植術 1

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） 2
造血幹細胞移植（末梢血幹細胞移植・自家移植） 1

診療科 術式・症例など 計 （再　掲）

脳

神

経

外

科

慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 7
経皮的頸動脈ステント留置術 6

脳動脈瘤頸部クリッピング 6 1箇所
6

2箇所以上
−

頭蓋内腫瘍摘出術 4 松果体部腫瘍
−

その他のもの
4

水頭症手術 3 脳室穿破術
−

シャント術
3

動脈血栓内膜摘出術 2 大動脈に及ぶもの
−

内頸動脈
2

その他のもの
−

頭蓋骨腫瘍摘出術 1

頭蓋内血腫除去術 1 硬膜外のもの
−

硬膜下のもの
1

脳内のもの
−

髄液シャント抜去術 1

脳血管内手術 1 1箇所
1

2箇所以上
−

脳血管内ステント
−

経皮的選択脳血管塞栓溶解術 1 頭蓋内脳血管の場合
1

頚部脳血管の場合
−

経鼻的下垂体腫瘍摘出術 1
内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術 1
脳動静脈奇形摘出術 1
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西部医療センター　医療活動に関する実績

診療科 術式・症例など 計 （再　掲）

消

化

器

外

科

腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側） 136
腹腔鏡下胆嚢摘出術 95
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 75
腹腔鏡下虫垂切除術 56
腹腔鏡下直腸切除･切断術 50
腹腔鏡下胃切除術 27 単純切除

1
悪性腫瘍

26

ヘルニア手術 22

腹壁瘢痕
2

半月状線､白線､腹直筋離開
1

臍
1

臍帯
−

鼠径
18

大腿
−

腰
−

骨盤部
−

内
−

食道悪性腫瘍手術（消化管再建･胸腔鏡下を含む） 19
結腸切除術 19
人工肛門閉鎖術 13
膵頭部腫瘍切除術 11

腹腔鏡下ヘルニア手術 10
腹壁瘢痕

1
大腿

7
半月線状､ 白線

−
臍
1

閉鎖孔
1

肝切除術 10
腹腔鏡下腸管癒着剥離術 10
直腸切除･切断術 10
胃切除術 9
人工肛門造設術 9

腹腔鏡下小腸切除術 7 悪性腫瘍手術以外
6

悪性腫瘍
1

腹腔鏡下胃全摘術 7 単純全摘
−

悪性腫瘍
7

胆嚢摘出術 6
膵体尾部腫瘍切除術 6
腹腔鏡下人工肛門造設術 6
腸閉塞症手術 6
腹腔鏡下結腸切除術 6
腸吻合術 5
腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 4

胃全摘術 4 単純全摘
−

悪性腫瘍
4

虫垂切除術 4
急性汎発性腹膜炎手術 3

噴門側胃切除術（悪性腫瘍） 3 単純切除
−

悪性腫瘍
3

腹腔鏡下胃・十二指腸穿孔縫合術 3
腹腔鏡下胃局所切除術 2
胃縫合術 2
胃腸吻合術（ブラウン吻合含む） 2
脾摘出術 2
腹腔鏡下小腸切除術（悪性以外） 2
胆嚢悪性腫瘍手術 1
腹腔鏡下大網，腸間膜，後腹膜腫瘍摘出術 1
胆管悪性腫瘍手術（その他） 1
腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術 1
腹腔鏡下胃腸吻合術 1
膵腫瘍摘出術 1
腹腔鏡下食道悪性腫瘍手術 1
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診療科 術式・症例など 計 （再　掲）

呼

吸

器

外

科

胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 82 部分切除
12

区域切除
22

肺葉切除又は1肺葉を超える
48

胸腔鏡下肺切除術 33 肺嚢胞手術
25

その他
8

胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 4
胸腔鏡下肺縫縮術 2

肺悪性腫瘍手術 1

部分切除
−

区域切除
−

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

−
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
−

胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 1

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 7

痔核手術 4

硬化療法
−

硬化療法（四段階注射法）
−

結紮術･焼灼術･血栓摘出術
−

根治手術
（硬化療法を伴わない）

4

根治手術
（硬化療法を伴う）

−

PPH
−

直腸腫瘍摘出術（ポリープ摘出含む） 1
直腸脱手術 1
肛門ポリープ切除術 1
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西部医療センター　医療活動に関する実績

診療科 術式・症例など 計 （再　掲）

乳

腺

・
内

分

泌

外

科

乳腺悪性腫瘍手術 106

単純乳房切除
−

乳房部分切除
（腋窩部郭清を伴わない）

41

乳房切除
（腋窩部郭清部を伴わない）

45
乳房部分切除

（腋窩部郭清を伴う）
3

乳房切除（腋窩部郭清を伴う）
胸筋切除を併施しない

16

乳房切除（腋窩部郭清を伴う）
胸筋切除を併施する

1

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）

−
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術（一連につき） 98

乳腺腫瘍摘出術 17 5cm未満
9

5cm以上
8

甲状腺悪性腫瘍手術 6 切除
4

全摘・亜全摘
2

甲状腺部分切除術，甲状腺腫摘出術 5 片葉
5

両葉
−

副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術 4 摘出
4

全摘
−

乳房再建術（乳房切除後）（一次） 4
バセドウ甲状腺全摘術 2
乳管腺葉区域切除術 1
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西部医療センター　医療活動に関する実績

診療科 術式・症例など 計 （再　掲）

小

児

外

科

ヘルニア手術 14

腹壁瘢痕
−

半月状線､ 白線､
腹直筋離開

−

臍
14

臍帯
−

鼠径
−

大腿
−

腰
−

骨盤部
−

内
−

腹腔鏡下虫垂切除術 13
肛門周囲膿瘍切開術 7
腸重積症整復術 7
動脈管開存症手術 4
腸閉塞症手術 3
小腸切除術 2
虫垂切除術 2
腹腔鏡下先天性巨大結腸症手術 2
人工肛門閉鎖術 2
腸回転異常症手術 2
腸閉鎖症手術 1
胸腔鏡下肺切除術 1
内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 1
胃瘻造設術(経皮的内視鏡下を含む) 1
幽門形成術 1
先天性食道閉鎖症根治手術 1
腹腔鏡下噴門形成術 1
鎖肛手術 1

診療科 術式・症例など 計 （再　掲）
小
児
科

新生児仮死蘇生術 210 第1度
138

第2度
72
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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

脊椎固定術，椎弓切除術，椎弓形成術 720

前方椎体固定
75

後方又は後側方固定
48

後方椎体固定
235

前方後方同時固定
0

椎弓切除
22

椎弓形成
340

骨移植術 198 自家骨移植
7

同種骨移植（生体）
−

同種骨移植（非生体）
191

自家培養軟骨移植
−

骨折非観血的整復術 83 肩甲骨･上腕･大腿
17

前腕･下腿
56

鎖骨･膝蓋骨･手･足
10

骨折観血的手術 60 肩甲骨･上腕･大腿
33

前腕･下腿･手舟状骨
19

鎖骨･膝蓋骨･手･足･指
8

椎間板摘出術 51 前方摘出術
−

後方摘出術
51

側方摘出術
−

経皮的髄核摘出術
−

関節脱臼非観血的整復術 18 肩･股･膝
8

胸鎖･肘･手･足
3

肩鎖･指
7

人工関節置換術 12 肩･股･膝
9

胸鎖･肘･手･足
3

肩鎖･指
−

人工骨頭挿入術 10 肩･股
10

肘･手･足
−

指
−

関節内骨折観血的手術 9 肩･股･膝･肘
3

胸鎖･手･足
6

肩鎖･指
−

難治性骨折超音波治療法（一連につき） 9

関節形成術 5 肩･股･膝
−

胸鎖･肘･手･足
−

肩鎖･指
5

脊椎内異物除去術 4
脊髄腫瘍摘出術 3
超音波骨折治療法（一連につき） 3

四肢切断術 3 上腕･前腕･大腿･下腿･手･足
3

指
−

四肢･躯幹軟部腫瘍摘出術 2 肩･上腕･前腕･大腿･下腿･躯幹
2

手･足
−

骨折経皮的鋼線刺入固定術 2 肩甲骨･上腕･大腿
−

前腕･下腿
2

鎖骨･膝蓋骨･手･足･指
−

腱鞘切開術 1

関節脱臼観血的整復術 1 肩･股･膝
−

胸鎖･肘･手･足
1

肩鎖･指
−

体外式脊椎固定術（ベスト式） 1
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西部医療センター　医療活動に関する実績

診療科 術式・症例など 計 （再　掲）

皮

膚

科

皮膚・皮下腫瘍摘出術（露出部） 94 2cm未満
74

2cm以上4cm未満
15

4cm以上
5

皮膚・皮下腫瘍摘出術（露出部以外） 86 3cm未満
58

3cm以上6cm未満
16

6cm以上12cm未満
12

12cm以上
−

皮膚悪性腫瘍切除術 10 広汎切除
−

単純切除
10

診療科 術式・症例など 計 （再　掲）

眼
　
　
　
科

水晶体再建術 1,143 縫着レンズ挿入
2

その他
1,139

レンズ挿入なし
2

計画的後嚢切開
−

後発白内障 118

網膜光凝固術 87 通常のもの
66

その他特殊
21

硝子体顕微鏡下離断術 78 網膜付着組織を含むもの
63

その他
15

眼瞼下垂症手術 50 眼瞼拳筋前転法
40

筋膜移植法
−

その他
10

眼瞼内反症手術 15 縫合法
9

皮膚切開法
6

虹彩光凝固術 10
隅角光凝固術 10
眼瞼結膜腫瘍手術 5
硝子体切除術 4
虹彩整復・瞳孔形成術 3
硝子体注入・吸引術 2
網膜復位術 2

緑内障手術 2 虹彩切除術
−

流出路再建術
1

濾過手術
1

増殖性硝子体網膜症手術 1
強角膜瘻孔閉鎖術 1
前房内異物除去術 1
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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 158 切除
−

摘出
158

鼓膜(排液･換気)チューブ挿入術 63
アデノイド切除術 53
鼻腔粘膜焼灼術 36
鼓膜切開術 32
内視鏡下鼻･副鼻腔手術III型 31
外耳道異物除去術（単純） 25
下甲介粘膜レーザー焼灼術 17

咽頭異物摘出術 12 簡単
3

複雑
10

鼻甲介切除術 2 高周波電気凝固法
−

その他
2

先天性耳瘻管摘出術 9
鼻茸摘出術 8
粘膜下下鼻甲介骨切除術 8
鼻中隔矯正術 7
鼻骨骨折整復固定術 6
鼓膜形成術 4
扁桃周囲膿瘍切開術 3
頚瘻，頸嚢摘出術 3

耳下腺腫瘍摘出術 3 浅葉
3

深葉
−

気管切開術 2

喉頭腫瘍摘出術 2 直達鏡による
2

間接喉頭鏡による
−

唾石摘出術 2 表在性
2

深在性
−

腺体内に
−

喉頭･声帯ポリープ切除術 1 間接喉頭鏡
−

直達喉頭鏡､ ファイバースコープ
1

内視鏡下鼻･副鼻腔手術Ⅳ型 1
中咽頭腫瘍摘出術 1
鼓室形成術 1
乳突削開術 1
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西部医療センター　医療活動に関する実績

診療科 術式・症例など 計 （再　掲）

泌

尿

器

科

膀胱悪性腫瘍手術 93

切除
1

全摘（尿管）
−

全摘
（尿管S状結腸吻合）

−

全摘
（回腸･結腸導管）

1
全摘

（代用膀胱）
−

経尿道的
（電解質溶液）

52

経尿道的
（その他）

39
経尿道的尿管ステント留置術 62
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 36
顕微鏡下精索静脈瘤手術 29
経皮的腎（腎盂）瘻造設術 19
腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術 18

経尿道的前立腺手術 16 電解質溶液利用
12

その他
4

精索静脈瘤手術 13

膀胱結石，異物摘出術 12 経尿道的
12

膀胱高位切開
−

包茎手術 9 背面切開
−

環状切除
9

陰嚢水腫手術 8 交通性陰嚢水腫
2

その他
6

尿道狭窄内視鏡手術 7
停留精巣固定術 7
経尿道的電気凝固術 5
腎（尿管）悪性腫瘍手術 4
精索捻転手術 4
精巣摘出術 3
精巣悪性腫瘍手術 3
腹腔鏡下腎摘出術 2
陰茎突圭コンジローム切除術 2
経尿道的レーザー前立腺切除術（その他） 2
腹腔鏡下尿膜管摘出術 1
経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの） 1
前立腺悪性腫瘍手術 1
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診療科 術式・症例など 計 （再　掲）

産

婦

人

科

帝王切開術 426 緊急
121

選択
305

子宮付属器腫瘍摘出術 86 開腹
71

腹腔鏡
15

子宮全摘術 53
吸引娩出術 47
子宮頸管ポリープ切除術 42

子宮頸管縫縮術 34 マクドナルド
−

シロッカー，ラッシュ
17

縫縮解除法
17

子宮頸部（腟部）切除術 32

流産手術 30
11週まで

（手動真空吸引）
30

11週まで
（その他）

−

11週超え21週まで
−

子宮内膜掻爬術 20
子宮筋腫摘出術 15 腹式

15
腟式
−

子宮脱手術 14
子宮鏡下子宮内膜焼灼術 13
異所性妊娠手術 12
子宮悪性腫瘍手術 12

鉗子娩出術 12 低位鉗子
9

中位鉗子
3

子宮付属器悪性腫瘍手術 9
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 5

子宮内容除去術（不全流産） 5
胞状奇胎除去術 4
腟ポリープ切除術 3
腟壁尖圭コンジローム切除術 3
子宮頸部摘出術（腟部切断術含む） 3
骨盤位娩出術 3
腟閉鎖術 3
子宮息肉様筋腫摘出術（腟式） 3
バルトリン腺膿瘍切開術 3
妊娠子宮摘出術 2
外陰血腫除去術 2
バルトリン腺嚢胞腫瘍摘出術 1
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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 2,675 乳歯
30

前歯
255

臼歯
1,131

埋伏歯
1,259

口腔内消炎手術 65

歯根嚢胞摘出術 62 歯冠大
46

拇指頭大
13

鶏卵大
3

顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く) 59 直径3cm未満
49

直径3cm以上
10

歯根端切除術 30

腐骨除去手術 27 歯槽部
14

顎骨片側1/3未満
11

顎骨片側1/3以上
2

口唇腫瘍摘出術 27 粘膜嚢胞摘出術
20

その他のもの
7

舌腫瘍摘出術 25 粘膜嚢胞摘出術
4

その他のもの
21

顎関節脱臼非観血的整復術 20
口腔外消炎手術 17
頬･口唇･舌小帯形成術 17
歯槽骨整形手術 13

舌悪性腫瘍手術 13 切除
13

亜全摘
ー

頬腫瘍摘出術 11 粘液嚢胞
5

その他
6

頬粘膜腫瘍摘出術 11
下顎隆起形成術 5
埋伏歯開窓術 5
顎骨内異物除去術 5
がま腫切開術 4
上顎洞開窓術 3
頬粘膜悪性腫瘍手術 3
下顎骨折観血的手術 3

唾石摘出術 3 表在性
1

深在性
2 腺体内

下顎骨悪性腫瘍手術 3 切除
2

切断
1

口蓋腫瘍摘出術 2 口蓋粘膜
1

口蓋骨
1

顎下腺摘出術 2

口唇裂形成手術(両側) 1 口唇のみ
1

口唇裂鼻形成
ー

鼻腔底形成
ー

下顎骨形成術 1 おとがい形成
ー

短縮又は伸長
ー

再建
1

骨移植を伴う
ー

唾液腺管形成術 1
顎骨嚢胞開窓術 1
がま腫摘出術 1
頬骨骨折観血的整復術 1
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名古屋市立病院紀要編集発行規程

　（目的）
第1条　名古屋市立病院紀要（以下「紀要」という。）は、名古屋市立病院（名古屋市立東部医療センター及び名古

屋市立西部医療センターをいう。以下同じ。）の職員の研究論文及び学会の報告、講演その他の学術活動の業績を
掲載し、名古屋市立病院の職員の学術活動を推進することにより、優れた人材の育成及び医療の質の向上を図るこ
とを目的とする。

　（発行）
第2条　紀要の発行は、原則として年	1回の冊子の発行及び名古屋市病院局ウェブサイトへの掲載により行う。

　（掲載内容）
第3条　紀要には、投稿論文、業績及び医療活動に関する実績を掲載する。

　（名古屋市立病院紀要編集委員会）
第4条　紀要の編集及び発行は、名古屋市立病院紀要編集委員会（以下「委員会」という。）が行う。
2　委員会は、病院局長が次に掲げる構成に従い名古屋市立病院の職員のうちから選任する委員長及び委員をもって

構成する。
委員長 病院長の職にある者　　　　　　　　	1名

委　員

副院長の職にある者　　　　　　　　	1名
医師又は歯科医師　　　　　　　　　	2名
看護部門の代表者　　　　　　　　　	1名
薬剤部門の代表者　　　　　　　　　	1名
放射線部門の代表者　　　　　　　　	1名
検査部門の代表者　　　　　　　　　	1名
リハビリテーション部門の代表者　　	1名

3　委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4　委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名する者がその職務

を代理する。
5　委員会の運営に係る事務は、管理部総務課庶務係が行う。

　（投稿論文）
第5条　投稿論文は、別に定めるところにより、委員会に提出するものとする。
2　投稿論文の採否は、査読を行い、その結果を踏まえて委員会が決定する。
3　投稿論文は、委員会が前項の規定により採用を決定した日に受理する。
4　投稿論文の掲載順序は、委員会が決定する。

　（査読）
第6条　委員会は、一つの投稿論文について　2名の査読者を選定し、投稿論文を査読に付する。
2　前項に規定する2名の査読者のうち、1名は委員会の委員長又は委員のうちから選定する主査とし、他の　1名は

投稿論文の内容に近接する研究領域を専攻する名古屋市立病院の職員のうちから精選する。ただし、名古屋市立病
院の職員のうちから査読者を選定することが適当でない場合は、職員以外の者を査読者に選定することができるも
のとする。

第7条　査読者は、委員会から査読に付された投稿論文の内容が紀要に掲載するにふさわしい学術的水準に達してい
るか否かを総合的に勘案して次のいずれに該当するかを判断し、当該投稿論文が査読に付された日から　2週間以
内に、別記様式　1「査読結果報告書」により委員会に報告する。

　　Ａ．掲載可
　　Ｂ．修正すれば掲載可・再査読
　　Ｃ．掲載不可
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2　委員会は、査読者から前項の規定により報告を受けた査読結果を踏まえて投稿論文の修正の必要性及び投稿論文
の掲載の可否を検討し、その結果を投稿者に通知する。なお、委員会は、掲載不可とする結果を通知する場合は、
当該結果に関する委員会の見解を合わせて通知する。

3　委員会は、「修正すれば掲載可・再査読」の通知を送付した投稿者から修正した投稿論文の再提出を受けた場合、
その内容を検討し、必要に応じて再修正を求めた上で、当該投稿論文を再査読に付すものとする。

4　査読者は、前項の規定により投稿者が修正した投稿論文が再査読に付された場合、第1項の規定に準じて再査読
を行い、別記様式　2「再査読結果報告書」により委員会に報告する。

（業績及び医療活動に関する実績）
第8条　紀要に掲載する業績及び医療活動に関する実績は、別に定める基準に基づき、委員会が決定する。

（別刷）
第9条　原著の著者に限り、50部を限度として著者の希望に応じて無料で別刷を交付することができる。ただし、著

者が増刷の実費を負担する場合には、50部を超えて著者の希望に応じて別刷を交付することができるものとする。

　（権利の帰属等）
第10条　紀要に掲載された投稿論文に関する著作権その他の知的財産権は、すべて名古屋市に帰属し、名古屋市の

承諾を得ないで他に公表、譲渡、貸与又は使用することはできないものとする。
2　紀要に掲載された内容の電子化については、共著者を含むすべての関係者が了承したものとみなす。

（改廃）
第11条　この規程の改廃は、委員会において行う。

附　則
　この規程は、決定の日から施行し、同日以後に発行する紀要について適用する。
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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、Ａ
4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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