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はじめに

　巨大結腸症（Megacolon）とは、消化管の蠕
動運動を司る神経叢の障害によって結腸過剰拡
張を呈する病態である。便秘、腹部膨満や脱水
症などの自覚症状がよく認められる。劇症型の
大腸炎を伴い、腸管が弛緩性に過剰拡張する状
態は中毒性巨大結腸症（Toxic Megacolon）と
言われ、激しい腹部膨満感や意識障害などの全
身中毒症状を呈する急性腹症であり、突然死に
至る症例もある。臨床では、症候性巨大結腸症
が一番多く認められる。

症例情報

症例：53 歳、女性 
主訴：心肺停止 
既往歴：16歳　統合失調症　イレウス
内服薬：バルプロ酸ナトリウムSR錠800 
mg、ビペリデン塩酸塩３mg、クエチアピン 
300mg×37年。重質酸化マグネシウム、ガス
コン酸、ピコスルファートナトリウム内服
液。
現病歴：いつも便秘気味であり、２～３日に
１回の排便をしており、下痢はしていない。

症候性巨大結腸症で心肺停止を誘発した１例
于　在強１，首藤　邦昭２

１青森労災病院　心臓血管外科（元　弘前大学胸部心臓血管外科学講座）
２平内中央病院　外科

キーワード：巨大結腸症；心肺停止。

１時頃に便意を訴え、施設職員が見守りでト
イレへ誘導し、硬便数個を排泄した。その
後、顔色が悪くなり、呼吸困難が生じ、意識
消失した。職員が心肺停止と判断し、心臓
マッサージを開始して救急要請した。
来院後経過：２:10に救急搬入された。手足
などにチアノーゼを認め、頸動脈や大腿動脈
拍動が触れず、疼痛刺激には反応なく。心肺
停止状態（Cardiopulmonary arrest, CPA）
であった。瞳孔散大（４㎜）あり、左右差な
し。明らかな外傷なし。腹部膨隆、硬く、両
下腿浮腫なし。右大腿静脈より補液ラインを
入れてみたが成功できず。心臓マッサージ
（CPR）を継続し、痰吸引して気道確保し、
酸素（10L/min）投与して酸素マスクで換気
を行なっていた。５分ごとにノルアドレナリ
ンを投与し、３回まで繰り返した。推測
CPA時間よりCPRは１時間以上を続け、心
拍再開を認めなかったため、CPRを中止し

た。死因を究明するために、全身のCTを施
行した。
胸部XP：肺炎なし、気胸なし、横隔膜挙上
あり。
単純CT：胸腔が横隔膜の上昇に伴い、容量
は劇的に現症した（図１）。全腹部が大量な
ガスを含む腸管に充満されていた（図２）。
腸管壁が菲薄化し、腹部大動脈や下大静脈が
著明に虚脱していた（図３）。横隔膜の挙上
により胸腔は押され、両肺虚脱していたが、
気胸はなかった。明らかな心嚢液もなかっ
た。

考　　察

　巨大結腸症とは、大腸の内腔が異常に拡張
し、ガスが充満することによって腹圧を上昇
さ せ る 病 態 で あ る １ ）。 臨 床 的 に は 、
Hirschsprung病による先天性、便秘や向精神
薬などによって生じた症候性、原因不明の特

発性に分類されている２）。本症例は精神障害
による向精神薬を長期内服しており、症候性
巨大結腸症として考えられたが、このような
腹圧が急劇に進行する症例についての報告は
非常に少ない。起因となる原因疾患が明瞭な
場合、原疾患の治療がメインとなる。症候性
巨大結腸症は基本的に対症療法となってい
る。しかしながら、内科的治療に抵抗性があ
るもの、長期排便困難や呼吸循環不全を引き
起こす症例は手術適応と考えられる３）。
　本症例は救急外来に搬送される前に、確定
診断はついていない。確かに便秘の既往は
あったが、明らかな腹部膨満感はなかった。
巨大結腸症の進行する前兆としては便秘が増
悪し、腹部膨満感や腹圧が亢進することが多
い４）。腹圧急上昇を伴い、呼吸不全や循環動
態不安定を引き起こす症例もある。このよう

な症例は緊急手術で救命できた報告がある。
手術治療は、病変部位の腸管を切除する術式
や人工肛門造設などがよく行われている３）。
本症例のCT所見を見ると、大腸全体がガス
で充満され、著明な横隔膜の挙上を引き起こ
し、胸腔スーベスがかなり縮小し、呼吸困難
を引き起こしている。特に腹部大血管や大静
脈の著明な虚脱を認めたため、腹圧の急上昇
を示唆した。呼吸不全は先に起こり、心肺停
止を誘発したと考えられる。
　救急外来でこのような心肺停止を伴った巨
大結腸症に遭遇した場合、救命が難しい症例
が多いと考えられる。本症例では巨大結腸症
の既往の有無については不明である。また、
心肺停止状態であり、心肺蘇生を行い、心拍
再開を図ることを第一用務として考えなけれ
ばならない。救命できるように、緊急に腹部

図１：胸部単純CT

胸部腹部には腸管ガス像が充満されている。肺が圧迫され、胸腔スペースがかなり縮小している。
図２：胸部腹部単純CT

腹部腸管ガス像が多く、腹部大動脈や下大静脈は高腹圧により潰れている。内腔はほとんど認められていない。
図３：腹部単純CT

腹部腸管ガス像が下腹部まで認められ、腹腔内動静脈を認めず。総大腿動静脈が認められたが、外腸骨動静脈を認めず。

減圧が必要となり、緊急手術で救命する可能
性がある５）。しかしながら、この症例は補液
やカテコラミンに反応がなく、心拍再開を得
られなかった。また、本症例は巨大結腸症の
既往の有無についても不明であり、心拍再開
も認めなかったため、緊急手術や腹部減圧処
置など考えることができなかった。入院患者
などのように、既往歴や罹患歴などが把握さ
れている状況では、呼吸不全や心肺停止など
の急劇な変化が現れる場合、速やかに対症療
法や手術で、救命する可能性が高まると考え
られる。
　巨大結腸症は腸管壁内神経節の変性が関与
していると言われている６）。また、下剤の乱
用、抗精神薬や抗パーキンソン病の治療薬の
長期内服などにより、慢性特発性偽性腸閉塞
を引き起こすことがある７）。本症例は抗パー
キンソン病の治療薬であるビペリデン塩酸塩
を長期内服されており、下剤も多量使用され
ているため、症候性巨大結腸症が引き起こさ
れ、腸管筋の過剰弛緩と排ガス困難などによ
り、腹圧の急上昇が進むと共に呼吸不全が引
き起こされたと考えられる。上記の病態が増
悪すると共に、さらに呼吸状態が増悪する。
頻呼吸になる場合、腸管内にさらにガスが溜
まってくると考えられる。腸管Clostridium 
difficile感染症を伴う場合は、劇症型の中毒性
巨大結腸症で急激な腹圧上昇がよく認められ
る。横隔膜弛緩症を合併する症例では、呼吸
状態が大きく影響されると考えられる４）。本
症例は病理組織検査を行なっていないため、
腸管壁内神経節の変性や横隔膜弛緩症などの
有無に関しては不明である。

結　　語 

　症候性巨大結腸症で急劇な腹圧上昇を引き
起こし、心肺停止を誘発した症例を経験し
た。救命のために、緊急手術を行う必要があ
ると考えられるが、現状としては厳しく、救
命が難しいと考えられた。

　本稿の全ての著者には規定された COI は
ない。 
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１回の排便をしており、下痢はしていない。

症候性巨大結腸症で心肺停止を誘発した１例
于　在強１，首藤　邦昭２

１青森労災病院　心臓血管外科（元　弘前大学胸部心臓血管外科学講座）
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イレへ誘導し、硬便数個を排泄した。その
後、顔色が悪くなり、呼吸困難が生じ、意識
消失した。職員が心肺停止と判断し、心臓
マッサージを開始して救急要請した。
来院後経過：２:10に救急搬入された。手足
などにチアノーゼを認め、頸動脈や大腿動脈
拍動が触れず、疼痛刺激には反応なく。心肺
停止状態（Cardiopulmonary arrest, CPA）
であった。瞳孔散大（４㎜）あり、左右差な
し。明らかな外傷なし。腹部膨隆、硬く、両
下腿浮腫なし。右大腿静脈より補液ラインを
入れてみたが成功できず。心臓マッサージ
（CPR）を継続し、痰吸引して気道確保し、
酸素（10L/min）投与して酸素マスクで換気
を行なっていた。５分ごとにノルアドレナリ
ンを投与し、３回まで繰り返した。推測
CPA時間よりCPRは１時間以上を続け、心
拍再開を認めなかったため、CPRを中止し

た。死因を究明するために、全身のCTを施
行した。
胸部XP：肺炎なし、気胸なし、横隔膜挙上
あり。
単純CT：胸腔が横隔膜の上昇に伴い、容量
は劇的に現症した（図１）。全腹部が大量な
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腸管壁が菲薄化し、腹部大動脈や下大静脈が
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気胸はなかった。明らかな心嚢液もなかっ
た。

考　　察
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さ せ る 病 態 で あ る １ ）。 臨 床 的 に は 、
Hirschsprung病による先天性、便秘や向精神
薬などによって生じた症候性、原因不明の特

発性に分類されている２）。本症例は精神障害
による向精神薬を長期内服しており、症候性
巨大結腸症として考えられたが、このような
腹圧が急劇に進行する症例についての報告は
非常に少ない。起因となる原因疾患が明瞭な
場合、原疾患の治療がメインとなる。症候性
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るもの、長期排便困難や呼吸循環不全を引き
起こす症例は手術適応と考えられる３）。
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手術治療は、病変部位の腸管を切除する術式
や人工肛門造設などがよく行われている３）。
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で充満され、著明な横隔膜の挙上を引き起こ
し、胸腔スーベスがかなり縮小し、呼吸困難
を引き起こしている。特に腹部大血管や大静
脈の著明な虚脱を認めたため、腹圧の急上昇
を示唆した。呼吸不全は先に起こり、心肺停
止を誘発したと考えられる。
　救急外来でこのような心肺停止を伴った巨
大結腸症に遭遇した場合、救命が難しい症例
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胸部腹部には腸管ガス像が充満されている。肺が圧迫され、胸腔スペースがかなり縮小している。
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腹部腸管ガス像が下腹部まで認められ、腹腔内動静脈を認めず。総大腿動静脈が認められたが、外腸骨動静脈を認めず。

減圧が必要となり、緊急手術で救命する可能
性がある５）。しかしながら、この症例は補液
やカテコラミンに反応がなく、心拍再開を得
られなかった。また、本症例は巨大結腸症の
既往の有無についても不明であり、心拍再開
も認めなかったため、緊急手術や腹部減圧処
置など考えることができなかった。入院患者
などのように、既往歴や罹患歴などが把握さ
れている状況では、呼吸不全や心肺停止など
の急劇な変化が現れる場合、速やかに対症療
法や手術で、救命する可能性が高まると考え
られる。
　巨大結腸症は腸管壁内神経節の変性が関与
していると言われている６）。また、下剤の乱
用、抗精神薬や抗パーキンソン病の治療薬の
長期内服などにより、慢性特発性偽性腸閉塞
を引き起こすことがある７）。本症例は抗パー
キンソン病の治療薬であるビペリデン塩酸塩
を長期内服されており、下剤も多量使用され
ているため、症候性巨大結腸症が引き起こさ
れ、腸管筋の過剰弛緩と排ガス困難などによ
り、腹圧の急上昇が進むと共に呼吸不全が引
き起こされたと考えられる。上記の病態が増
悪すると共に、さらに呼吸状態が増悪する。
頻呼吸になる場合、腸管内にさらにガスが溜
まってくると考えられる。腸管Clostridium 
difficile感染症を伴う場合は、劇症型の中毒性
巨大結腸症で急激な腹圧上昇がよく認められ
る。横隔膜弛緩症を合併する症例では、呼吸
状態が大きく影響されると考えられる４）。本
症例は病理組織検査を行なっていないため、
腸管壁内神経節の変性や横隔膜弛緩症などの
有無に関しては不明である。

結　　語 

　症候性巨大結腸症で急劇な腹圧上昇を引き
起こし、心肺停止を誘発した症例を経験し
た。救命のために、緊急手術を行う必要があ
ると考えられるが、現状としては厳しく、救
命が難しいと考えられた。

　本稿の全ての著者には規定された COI は
ない。 
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はじめに

　巨大結腸症（Megacolon）とは、消化管の蠕
動運動を司る神経叢の障害によって結腸過剰拡
張を呈する病態である。便秘、腹部膨満や脱水
症などの自覚症状がよく認められる。劇症型の
大腸炎を伴い、腸管が弛緩性に過剰拡張する状
態は中毒性巨大結腸症（Toxic Megacolon）と
言われ、激しい腹部膨満感や意識障害などの全
身中毒症状を呈する急性腹症であり、突然死に
至る症例もある。臨床では、症候性巨大結腸症
が一番多く認められる。

症例情報

症例：53 歳、女性 
主訴：心肺停止 
既往歴：16歳　統合失調症　イレウス
内服薬：バルプロ酸ナトリウムSR錠800 
mg、ビペリデン塩酸塩３mg、クエチアピン 
300mg×37年。重質酸化マグネシウム、ガス
コン酸、ピコスルファートナトリウム内服
液。
現病歴：いつも便秘気味であり、２～３日に
１回の排便をしており、下痢はしていない。

症候性巨大結腸症で心肺停止を誘発した１例
于　在強１，首藤　邦昭２

１青森労災病院　心臓血管外科（元　弘前大学胸部心臓血管外科学講座）
２平内中央病院　外科

キーワード：巨大結腸症；心肺停止。

１時頃に便意を訴え、施設職員が見守りでト
イレへ誘導し、硬便数個を排泄した。その
後、顔色が悪くなり、呼吸困難が生じ、意識
消失した。職員が心肺停止と判断し、心臓
マッサージを開始して救急要請した。
来院後経過：２:10に救急搬入された。手足
などにチアノーゼを認め、頸動脈や大腿動脈
拍動が触れず、疼痛刺激には反応なく。心肺
停止状態（Cardiopulmonary arrest, CPA）
であった。瞳孔散大（４㎜）あり、左右差な
し。明らかな外傷なし。腹部膨隆、硬く、両
下腿浮腫なし。右大腿静脈より補液ラインを
入れてみたが成功できず。心臓マッサージ
（CPR）を継続し、痰吸引して気道確保し、
酸素（10L/min）投与して酸素マスクで換気
を行なっていた。５分ごとにノルアドレナリ
ンを投与し、３回まで繰り返した。推測
CPA時間よりCPRは１時間以上を続け、心
拍再開を認めなかったため、CPRを中止し

た。死因を究明するために、全身のCTを施
行した。
胸部XP：肺炎なし、気胸なし、横隔膜挙上
あり。
単純CT：胸腔が横隔膜の上昇に伴い、容量
は劇的に現症した（図１）。全腹部が大量な
ガスを含む腸管に充満されていた（図２）。
腸管壁が菲薄化し、腹部大動脈や下大静脈が
著明に虚脱していた（図３）。横隔膜の挙上
により胸腔は押され、両肺虚脱していたが、
気胸はなかった。明らかな心嚢液もなかっ
た。

考　　察

　巨大結腸症とは、大腸の内腔が異常に拡張
し、ガスが充満することによって腹圧を上昇
さ せ る 病 態 で あ る １ ）。 臨 床 的 に は 、
Hirschsprung病による先天性、便秘や向精神
薬などによって生じた症候性、原因不明の特

発性に分類されている２）。本症例は精神障害
による向精神薬を長期内服しており、症候性
巨大結腸症として考えられたが、このような
腹圧が急劇に進行する症例についての報告は
非常に少ない。起因となる原因疾患が明瞭な
場合、原疾患の治療がメインとなる。症候性
巨大結腸症は基本的に対症療法となってい
る。しかしながら、内科的治療に抵抗性があ
るもの、長期排便困難や呼吸循環不全を引き
起こす症例は手術適応と考えられる３）。
　本症例は救急外来に搬送される前に、確定
診断はついていない。確かに便秘の既往は
あったが、明らかな腹部膨満感はなかった。
巨大結腸症の進行する前兆としては便秘が増
悪し、腹部膨満感や腹圧が亢進することが多
い４）。腹圧急上昇を伴い、呼吸不全や循環動
態不安定を引き起こす症例もある。このよう

な症例は緊急手術で救命できた報告がある。
手術治療は、病変部位の腸管を切除する術式
や人工肛門造設などがよく行われている３）。
本症例のCT所見を見ると、大腸全体がガス
で充満され、著明な横隔膜の挙上を引き起こ
し、胸腔スーベスがかなり縮小し、呼吸困難
を引き起こしている。特に腹部大血管や大静
脈の著明な虚脱を認めたため、腹圧の急上昇
を示唆した。呼吸不全は先に起こり、心肺停
止を誘発したと考えられる。
　救急外来でこのような心肺停止を伴った巨
大結腸症に遭遇した場合、救命が難しい症例
が多いと考えられる。本症例では巨大結腸症
の既往の有無については不明である。また、
心肺停止状態であり、心肺蘇生を行い、心拍
再開を図ることを第一用務として考えなけれ
ばならない。救命できるように、緊急に腹部

図１：胸部単純CT

胸部腹部には腸管ガス像が充満されている。肺が圧迫され、胸腔スペースがかなり縮小している。
図２：胸部腹部単純CT

腹部腸管ガス像が多く、腹部大動脈や下大静脈は高腹圧により潰れている。内腔はほとんど認められていない。
図３：腹部単純CT

腹部腸管ガス像が下腹部まで認められ、腹腔内動静脈を認めず。総大腿動静脈が認められたが、外腸骨動静脈を認めず。

減圧が必要となり、緊急手術で救命する可能
性がある５）。しかしながら、この症例は補液
やカテコラミンに反応がなく、心拍再開を得
られなかった。また、本症例は巨大結腸症の
既往の有無についても不明であり、心拍再開
も認めなかったため、緊急手術や腹部減圧処
置など考えることができなかった。入院患者
などのように、既往歴や罹患歴などが把握さ
れている状況では、呼吸不全や心肺停止など
の急劇な変化が現れる場合、速やかに対症療
法や手術で、救命する可能性が高まると考え
られる。
　巨大結腸症は腸管壁内神経節の変性が関与
していると言われている６）。また、下剤の乱
用、抗精神薬や抗パーキンソン病の治療薬の
長期内服などにより、慢性特発性偽性腸閉塞
を引き起こすことがある７）。本症例は抗パー
キンソン病の治療薬であるビペリデン塩酸塩
を長期内服されており、下剤も多量使用され
ているため、症候性巨大結腸症が引き起こさ
れ、腸管筋の過剰弛緩と排ガス困難などによ
り、腹圧の急上昇が進むと共に呼吸不全が引
き起こされたと考えられる。上記の病態が増
悪すると共に、さらに呼吸状態が増悪する。
頻呼吸になる場合、腸管内にさらにガスが溜
まってくると考えられる。腸管Clostridium 
difficile感染症を伴う場合は、劇症型の中毒性
巨大結腸症で急激な腹圧上昇がよく認められ
る。横隔膜弛緩症を合併する症例では、呼吸
状態が大きく影響されると考えられる４）。本
症例は病理組織検査を行なっていないため、
腸管壁内神経節の変性や横隔膜弛緩症などの
有無に関しては不明である。

結　　語 

　症候性巨大結腸症で急劇な腹圧上昇を引き
起こし、心肺停止を誘発した症例を経験し
た。救命のために、緊急手術を行う必要があ
ると考えられるが、現状としては厳しく、救
命が難しいと考えられた。

　本稿の全ての著者には規定された COI は
ない。 
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はじめに

　巨大結腸症（Megacolon）とは、消化管の蠕
動運動を司る神経叢の障害によって結腸過剰拡
張を呈する病態である。便秘、腹部膨満や脱水
症などの自覚症状がよく認められる。劇症型の
大腸炎を伴い、腸管が弛緩性に過剰拡張する状
態は中毒性巨大結腸症（Toxic Megacolon）と
言われ、激しい腹部膨満感や意識障害などの全
身中毒症状を呈する急性腹症であり、突然死に
至る症例もある。臨床では、症候性巨大結腸症
が一番多く認められる。

症例情報

症例：53 歳、女性 
主訴：心肺停止 
既往歴：16歳　統合失調症　イレウス
内服薬：バルプロ酸ナトリウムSR錠800 
mg、ビペリデン塩酸塩３mg、クエチアピン 
300mg×37年。重質酸化マグネシウム、ガス
コン酸、ピコスルファートナトリウム内服
液。
現病歴：いつも便秘気味であり、２～３日に
１回の排便をしており、下痢はしていない。

症候性巨大結腸症で心肺停止を誘発した１例
于　在強１，首藤　邦昭２

１青森労災病院　心臓血管外科（元　弘前大学胸部心臓血管外科学講座）
２平内中央病院　外科

キーワード：巨大結腸症；心肺停止。

１時頃に便意を訴え、施設職員が見守りでト
イレへ誘導し、硬便数個を排泄した。その
後、顔色が悪くなり、呼吸困難が生じ、意識
消失した。職員が心肺停止と判断し、心臓
マッサージを開始して救急要請した。
来院後経過：２:10に救急搬入された。手足
などにチアノーゼを認め、頸動脈や大腿動脈
拍動が触れず、疼痛刺激には反応なく。心肺
停止状態（Cardiopulmonary arrest, CPA）
であった。瞳孔散大（４㎜）あり、左右差な
し。明らかな外傷なし。腹部膨隆、硬く、両
下腿浮腫なし。右大腿静脈より補液ラインを
入れてみたが成功できず。心臓マッサージ
（CPR）を継続し、痰吸引して気道確保し、
酸素（10L/min）投与して酸素マスクで換気
を行なっていた。５分ごとにノルアドレナリ
ンを投与し、３回まで繰り返した。推測
CPA時間よりCPRは１時間以上を続け、心
拍再開を認めなかったため、CPRを中止し

た。死因を究明するために、全身のCTを施
行した。
胸部XP：肺炎なし、気胸なし、横隔膜挙上
あり。
単純CT：胸腔が横隔膜の上昇に伴い、容量
は劇的に現症した（図１）。全腹部が大量な
ガスを含む腸管に充満されていた（図２）。
腸管壁が菲薄化し、腹部大動脈や下大静脈が
著明に虚脱していた（図３）。横隔膜の挙上
により胸腔は押され、両肺虚脱していたが、
気胸はなかった。明らかな心嚢液もなかっ
た。

考　　察

　巨大結腸症とは、大腸の内腔が異常に拡張
し、ガスが充満することによって腹圧を上昇
さ せ る 病 態 で あ る １ ）。 臨 床 的 に は 、
Hirschsprung病による先天性、便秘や向精神
薬などによって生じた症候性、原因不明の特

発性に分類されている２）。本症例は精神障害
による向精神薬を長期内服しており、症候性
巨大結腸症として考えられたが、このような
腹圧が急劇に進行する症例についての報告は
非常に少ない。起因となる原因疾患が明瞭な
場合、原疾患の治療がメインとなる。症候性
巨大結腸症は基本的に対症療法となってい
る。しかしながら、内科的治療に抵抗性があ
るもの、長期排便困難や呼吸循環不全を引き
起こす症例は手術適応と考えられる３）。
　本症例は救急外来に搬送される前に、確定
診断はついていない。確かに便秘の既往は
あったが、明らかな腹部膨満感はなかった。
巨大結腸症の進行する前兆としては便秘が増
悪し、腹部膨満感や腹圧が亢進することが多
い４）。腹圧急上昇を伴い、呼吸不全や循環動
態不安定を引き起こす症例もある。このよう

な症例は緊急手術で救命できた報告がある。
手術治療は、病変部位の腸管を切除する術式
や人工肛門造設などがよく行われている３）。
本症例のCT所見を見ると、大腸全体がガス
で充満され、著明な横隔膜の挙上を引き起こ
し、胸腔スーベスがかなり縮小し、呼吸困難
を引き起こしている。特に腹部大血管や大静
脈の著明な虚脱を認めたため、腹圧の急上昇
を示唆した。呼吸不全は先に起こり、心肺停
止を誘発したと考えられる。
　救急外来でこのような心肺停止を伴った巨
大結腸症に遭遇した場合、救命が難しい症例
が多いと考えられる。本症例では巨大結腸症
の既往の有無については不明である。また、
心肺停止状態であり、心肺蘇生を行い、心拍
再開を図ることを第一用務として考えなけれ
ばならない。救命できるように、緊急に腹部

図１：胸部単純CT

胸部腹部には腸管ガス像が充満されている。肺が圧迫され、胸腔スペースがかなり縮小している。
図２：胸部腹部単純CT

腹部腸管ガス像が多く、腹部大動脈や下大静脈は高腹圧により潰れている。内腔はほとんど認められていない。
図３：腹部単純CT

腹部腸管ガス像が下腹部まで認められ、腹腔内動静脈を認めず。総大腿動静脈が認められたが、外腸骨動静脈を認めず。

減圧が必要となり、緊急手術で救命する可能
性がある５）。しかしながら、この症例は補液
やカテコラミンに反応がなく、心拍再開を得
られなかった。また、本症例は巨大結腸症の
既往の有無についても不明であり、心拍再開
も認めなかったため、緊急手術や腹部減圧処
置など考えることができなかった。入院患者
などのように、既往歴や罹患歴などが把握さ
れている状況では、呼吸不全や心肺停止など
の急劇な変化が現れる場合、速やかに対症療
法や手術で、救命する可能性が高まると考え
られる。
　巨大結腸症は腸管壁内神経節の変性が関与
していると言われている６）。また、下剤の乱
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要旨：症例は79歳女性.左手骨折で当院整形
外科入院、単純CT検査では血管走行異常を
認め、当科を紹介受診した。本症例は胸部レ
ントゲン写真では左２弓の陥凹を認め、大血
管の走行異常を示唆した。胸部造影CTにて
重複大動脈弓を認めたが、食道や気管の狭窄
所見を認めなかった。また、明らかな動脈瘤
や狭窄を認めなかったため、定期的に画像
フォローする方針にした。

はじめに

 重複大動脈弓とは、大動脈弓分岐の発生異
常が原因で血管輪を形成し、生後に食道およ
び気管の圧迫症状を呈する比較的稀な血管疾
患である。一方で無症状であった症例も少な
く、他疾患の精査加療する際に偶発的に診断
されることが多い。本症例は高齢で、全く無
症状で経過していた。

症例情報

症例：79歳、女性
診断：重複大動脈弓
主訴：CTで血管異常
現病歴：左橈骨遠位端骨折で手術目的に当院
整形外科入院されていた。入院時の胸部単純
CTでは大動脈にKommerell’s憩室が指摘され
たため、当科紹介となった。呼吸困難や食事
摂取困難などの症状を認めていなかった。
入院時現症：身長149.4㎝、体重52.1㎏、BMI 
23.4。貧血黄疸なし、頸部に血管雑音なし、
胸部腹部異常なし、四肢動脈触知良好。
検査所見：胸部レントゲン写真では、左第２
弓の陥凹、右第一弓の突出を認めた（図
１）。造影CTでは、上行大動脈は左右肺動脈
分枝レベルで前後大動脈弓に移行し、食道及
び気管支を囲まれ、第４胸椎レベルで合流し
て下行大動脈に移行する。前大動脈弓は16
㎜、左総頸動脈と左鎖骨下動脈の順で分枝し
ている。後大動脈弓は28㎜、右総頸動脈と右

鎖骨下動脈の順で分枝している。下行大動脈
は大きく右側に蛇行し、椎体を跨って椎体左
側で横隔膜大動脈裂孔を経って腹部大動脈に
移行する。腹部血管には走行異常ないが、腸
骨動脈に強い蛇行を認めた。明らかな解離や
瘤形成を認めなかった（図２　CT）。食道は
圧迫されているように見えるが、食事摂取障
害なかった。
治療方針：自覚症状と瘤形成を認めなかった
ため、当科外来で定期的に画像フォローする
方針となった。なんらかの症状が出現する場
合、その都度検査を加えて加療を行うことに
している。

考　　察

　重複大動脈弓（Double aortic arch）と
は、先天性の大動脈弓の発生異常であり、血
管輪形成（vascular ring）による重篤な圧迫
症状を引き起こす血管疾患である。血管輪は
気管と食道が取り巻かれるような形態をして
いるため、出生してから或いは若年期から気
管・食道の圧迫により呼吸器症状として呼吸
困難、消化器症状として嚥下困難などの症状
を呈する１）。ほとんどの症例は乳児期早期か
ら重篤な呼吸器症状を呈するが、高齢になっ
てから喀血などの自覚症状が出現する症例は
稀にもあり２、３）、手術治療が必要とならない
成人症例もある４）。 
　重複大動脈弓の診断について、胸部レント
ゲン写真では気管狭窄を認めた症例が多い
が、26％の症例は異常がないと呈している
３）。呼吸器症状を呈した症例は少ない報告も
あった５）。本症例も胸部レントゲン写真では
右側大動脈弓を呈し、気管狭窄を認めなかっ
た。食道狭窄に関しては、自覚症状だけじゃ
なく、食道造影が必要と言われている。ま
た、高齢発症症例は後天的動脈硬化の進行が
関わると言われている。
　重複大動脈弓の治療として、気管狭窄や食

高齢かつ無症状の重複大動脈弓の１例
青森労災病院　心臓血管外科（元　弘前大学　胸部心臓血管外科学講座）

于　在強

道狭窄などの有症状例に対して外科的な大動 
脈弓離断術が第一選択である。片方の大動脈
弓離断術後は直後より嚥下困難などの消化器
症状は消失するが、喘鳴などの呼吸器症状は
術後も長期間遷延することもある６、７、８、９）。
また、大動脈から食道や気管への出血を認め
た場合、緊急手術を要する。症状は一切持っ
ていない症例であれば、稀ではあるが、経過
観察でよいと思われる。本症例は自覚症状が
なく、血圧コントロールのみで外来定期的に
画像フォローする方針にした。

結　　語

　自覚症状のない高齢者重複大動脈弓症例を
経験し、非常に稀な症例であるため、報告さ
せていただいた。
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８．児嶋一司，中村都秀，他：成人で発見さ
れた重複大動脈弓の手術経験．日血外会誌
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９．吉田貴之，今野哲，他：喘息として加療
されたフローボリューム曲線が発見の契機
となった成人重複大動脈弓の１例。

図１：胸部レントゲン写真

胸部レントゲン所見では、左第２弓の陥凹、
右第一弓の突出、下行大動脈の蛇行を認め
た。

図２：３D-CT

上行大動脈は左右肺動脈分枝レベルで前後大動脈弓
に移行し、食道及び気管支を囲まれ、第４胸椎レベ
ルで合流して下行大動脈に移行する。弓部分枝は前
大動脈弓から左総頸動脈と左鎖骨下動脈の順で分枝
し、後大動脈弓から右総頸動脈と右鎖骨下動脈の順
で分枝している（A、C）。明らかな食道と気管の狭
窄を認めなかった。
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胸部腹部異常なし、四肢動脈触知良好。
検査所見：胸部レントゲン写真では、左第２
弓の陥凹、右第一弓の突出を認めた（図
１）。造影CTでは、上行大動脈は左右肺動脈
分枝レベルで前後大動脈弓に移行し、食道及
び気管支を囲まれ、第４胸椎レベルで合流し
て下行大動脈に移行する。前大動脈弓は16
㎜、左総頸動脈と左鎖骨下動脈の順で分枝し
ている。後大動脈弓は28㎜、右総頸動脈と右

鎖骨下動脈の順で分枝している。下行大動脈
は大きく右側に蛇行し、椎体を跨って椎体左
側で横隔膜大動脈裂孔を経って腹部大動脈に
移行する。腹部血管には走行異常ないが、腸
骨動脈に強い蛇行を認めた。明らかな解離や
瘤形成を認めなかった（図２　CT）。食道は
圧迫されているように見えるが、食事摂取障
害なかった。
治療方針：自覚症状と瘤形成を認めなかった
ため、当科外来で定期的に画像フォローする
方針となった。なんらかの症状が出現する場
合、その都度検査を加えて加療を行うことに
している。

考　　察

　重複大動脈弓（Double aortic arch）と
は、先天性の大動脈弓の発生異常であり、血
管輪形成（vascular ring）による重篤な圧迫
症状を引き起こす血管疾患である。血管輪は
気管と食道が取り巻かれるような形態をして
いるため、出生してから或いは若年期から気
管・食道の圧迫により呼吸器症状として呼吸
困難、消化器症状として嚥下困難などの症状
を呈する１）。ほとんどの症例は乳児期早期か
ら重篤な呼吸器症状を呈するが、高齢になっ
てから喀血などの自覚症状が出現する症例は
稀にもあり２、３）、手術治療が必要とならない
成人症例もある４）。 
　重複大動脈弓の診断について、胸部レント
ゲン写真では気管狭窄を認めた症例が多い
が、26％の症例は異常がないと呈している
３）。呼吸器症状を呈した症例は少ない報告も
あった５）。本症例も胸部レントゲン写真では
右側大動脈弓を呈し、気管狭窄を認めなかっ
た。食道狭窄に関しては、自覚症状だけじゃ
なく、食道造影が必要と言われている。ま
た、高齢発症症例は後天的動脈硬化の進行が
関わると言われている。
　重複大動脈弓の治療として、気管狭窄や食

高齢かつ無症状の重複大動脈弓の１例
青森労災病院　心臓血管外科（元　弘前大学　胸部心臓血管外科学講座）

于　在強

道狭窄などの有症状例に対して外科的な大動 
脈弓離断術が第一選択である。片方の大動脈
弓離断術後は直後より嚥下困難などの消化器
症状は消失するが、喘鳴などの呼吸器症状は
術後も長期間遷延することもある６、７、８、９）。
また、大動脈から食道や気管への出血を認め
た場合、緊急手術を要する。症状は一切持っ
ていない症例であれば、稀ではあるが、経過
観察でよいと思われる。本症例は自覚症状が
なく、血圧コントロールのみで外来定期的に
画像フォローする方針にした。

結　　語

　自覚症状のない高齢者重複大動脈弓症例を
経験し、非常に稀な症例であるため、報告さ
せていただいた。
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図１：胸部レントゲン写真

胸部レントゲン所見では、左第２弓の陥凹、
右第一弓の突出、下行大動脈の蛇行を認め
た。

図２：３D-CT

上行大動脈は左右肺動脈分枝レベルで前後大動脈弓
に移行し、食道及び気管支を囲まれ、第４胸椎レベ
ルで合流して下行大動脈に移行する。弓部分枝は前
大動脈弓から左総頸動脈と左鎖骨下動脈の順で分枝
し、後大動脈弓から右総頸動脈と右鎖骨下動脈の順
で分枝している（A、C）。明らかな食道と気管の狭
窄を認めなかった。



－ 8－

抄　　録

　当院放射線治療科において、入院治療を支
持する目的でメンタルケアを実施した。３か
月間での対象者数は15名、アセスメントを実
施した件数は13件であり、入院中にメンタル
ケアを目的として面接を実施した回数はのべ
51回となった。メンタルケアを実施すること
により、患者の精神状態についての情報を治
療・看護に活かすことができた。患者の精神
的な状態を保つためのサポートは入院治療の
助けになると考えられる。

はじめに

　当院は現在、慢性疾患のなかでもがん治療
に力を入れて診療を行っている。厚生労働省
の統計を見ると、がんは死因としては一貫し
て上昇を続け、1981年以降１位となってい
る。高齢化に伴いがん患者数は増え続け、治
療体制を整備する必要性が高まっており、わ
が国では2007年４月にがん対策基本法が制定
された。2007年６月よりがん対策推進基本計
画に基づき、各都道府県で施策が進められて
いる。目標として「すべてのがん患者および
その家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持
向上」が明記され、がん患者や家族に対する
QOLの向上が義務付けられており、それに
伴い心のケアが重要視されるようになった。
　がんは身体疾患であるが、精神面への影響
が大きいことが知られている。がん患者は、
告知後の反応をはじめとして、手術や化学療
法、放射線治療に対する不安、病気による
QOLの低下や予後に関する不安、再発への
恐れ、積極的抗がん治療の中止のショックな

ど、常にストレスにさらされており、病期に
関わらず約半数に適応障害やうつ病といった
精神疾患が認められている１、２）。
 一方、がん患者に対する心理的な支援は十
分であるとはいえない。東京都で行われた実
態調査では、外来化学療法期間中の転移再発
患者を対象にアンケート調査を実施している
が、経過中最も辛かった問題では心理的問題
が30％となっており、身体的な問題37％とい
う数値に迫るものとなっている。また、心
理・社会的なつらさのピークが診断早期にあ
るにも関わらず、受診ピークは再発時であっ
た３）。この結果からは、特に診断早期の心
理・社会的な問題に対して適切に対応してい
くことが必要であることがうかがえ、スク
リーニングでのニーズの拾い上げ、適切な対
応者の配置と連携に努力する必要があるとし
ている。
　上村（2017）は、がん患者に適切な精神心
理的ケアが提供されることへの障壁について
述べている。これには医療者側の要因と、患
者側の要因とがある。診断時・再発時などの
精神的ストレスが強い場合の障壁の多くは、
医療者・患者双方とも精神心理的ケアが必要
であることに気が付かないことが要因である
ことに集約される。上村はまた、治療中や治
療後においては、がん診療を担う多くの病院
での精神心理的ケアの提供体制が確立されて
いないことが推測されるとし、精神科医が不
在の病院では、公認心理師の働きが期待され
ると述べている４）。実際、常勤精神科医がい
ない医療機関において、臨床心理士ががん患
者へ臨床心理的介入を実施し、効果を報告し

入院中のがん患者へのメンタルケアのあり方についての検討
Investigation to optimize the way of mental care for cancer patients in hospital

松坂真友美（青森労災病院　臨床心理室）
Mayumi Matsuzaka

（Laboratory of clinical psychology, Aomori Rosai Hospital）

キーワード：がん患者，放射線治療，メンタルケア，臨床心理士・公認心理師
Key words : cancer patients，Radical Radiotherapy，mental care，clinical psychologist

ている研究も見られる５、６）。
　がんの治療には手術、化学療法、放射線療
法などがあるが、その中でも、高精度放射線
治療や化学放射線療法などによって長期間の
入院が必要となる患者、有害事象が苦痛とな
りやすい放射線治療科入院患者には、精神的
な状態を保つためのサポートが有用であるこ
とが推測される。そこで本研究では、放射線
治療科における公認心理師によるメンタルケ
アについて、どのように実施していくことが
治療のサポートになるのかを検討した。

方　　法

１．対象者
　対象者は、令和３年６月～８月の期間に
放射線治療を目的として当院放射線科に入
院した患者のうち、２か月以上の長期入院
が予想され、メンタルケアが必要となる可
能性を有した15名である。

２．内　容
⑴　入院時の精神的な状態について、認知

機能がどの程度保たれているか、抑うつ
的な傾向がないかを把握するため、質問
紙によるスクリーニング検査でアセスメ
ントを実施した。前者にはMini Mental 
State Examination（以下MMSE）、後者
にはThe Center for Epidemiologic 
Studies Depression Scale（以下CES-D）
を用いた。

⑵　⑴の結果を踏まえ、主治医と検討しメ
ンタルケアが必要であると判断された患
者に対し、定期的に訪室して面接を実施
した。面接は15分～90分の１対１非構造
化面接とし、患者の希望・状態、病棟内
の治療・看護状況に合わせて頻度と時間
を設定した。

結　　果

　放射線治療科より依頼があった対象者数は
15名であったが、身体的な状態（傾眠傾向な
ど）により、質問紙によるスクリーニング検
査を実施できない患者が２名おり、アセスメ
ント実施件数は13件であった。当初、認知機
能が明らかに保たれていると思われる患者に

はMMSEを実施しなかったため、MMSE実
施件数は10件であった。MMSEの得点が非
常に低く、認知機能の低下が疑われCES-Dが
実施できないケースが１件あった。
　13名の平均年齢は72歳、男性11名、女性２
名であった（図１、表１）。このうち、
MMSEの点数において認知機能の低下が疑
われた患者は３名（30％）であり、状態につ
いてカルテ記載の上他職種と情報を共有し
た。CES-Dの点数がカットオフ以上となった
患者は２名（17％）であった（表２）。

図１：年齢分布（計13名）

表１：基本背景

表２：アセスメント結果

　アセスメントされた患者のうち、精神的な
安定維持を図るため、定期的な面接を実施し
た例は４例であり、のべ51回実施した。以下
に代表的な３事例を報告する。

事例１．卵巣がん患者（50代女性）：当初、
入院生活適応までには、生活上の不便などの
話題が多く語られた。お話を聴いて心理師が
調整を行うこともあれば、ご自身で要望を医

師・看護師などのスタッフに伝えることもで
きていた。治療過程において、有害事象によ
る身体的な苦痛・不調などが現れたため、深
呼吸・身体の部分に注意を向けることで痛み
を緩和する方法を伝えたところ、ご自身で取
り組み効果を実感されていた。
　また、身体不調に関連し、治療がうまくい
くのか、有害事象による苦痛がどの程度まで
増強するのか、この間にも病気が進行するの
ではないかなど、不安が強くなったため、面
接において調整を行った。その結果、自分か
らものごとの良い面に目を向けたり、自分の
恵まれた環境に目を向けたりすることができ
るようになり、気持ちを保つことができた。
心理師との面接の中で「今まではがんに対し
て早く消えろと思っていたけど、ここで止
まっていてくれてありがとうと思えた。」
「災害で突然命を奪われてしまう人もいる。
自分はまだ生きているからできることがあ
る。」などと話され、実際に気持ちを維持す
るために使えるようになっていた。
　入院後半は、退院後の生活・治療などにつ
いての不安が語られたが、退院後に起こると
思われる問題についてあらかじめ心理師と話
し合い、対応を考えておくことで気持ちを維
持した。発熱・嘔気などがありご本人にとっ
て辛い時期には「もう帰りたい」などとお話
されることもあったが、最後まで治療を完遂
し退院された。
　退院前には、「自分がメンタルケアを受け
るまでは、カウンセリングっていうのは精神
的に病んだ人が受けるものだと思っていた。
でも、お話することで、自分の気持ちが整理
できることを知った。メンタルケアを受け
て、自分自身でもがんと向き合い戦うことが
できることも知った。自分のように病気で苦
しんでいる多くの人にもっと知ってもらいた
いと思った。」などと感想を述べられてい
た。

事例２．頭頚部がん患者（70代男性）：入院
当初は少し投げやりな様子で「治療して意味
あるのかな」「（半年後の予約票を見ながら）
このころ生きてるのかな」などと話してい

た。CES-Dの点数はカットオフ以上となり、
抑うつ的な印象もあった。面接の中では家族
が不仲であることも語られ、精神的なサポー
トが少ないことが考えられたため、治療や今
後の生活について話題にするよりも、全般的
な生活に対する意欲を高めることを目的とし
た介入を行った。具体的には、ご自身のかつ
ての職業に関しての知識を心理師に教えても
らうという形を取り、意欲を高めるとともに
認知機能を保つことも意図した。
　当初は訪室すると「（見たいテレビ番組が
始まる）40分までね。」などの言動があった
が、回数を重ねるにつれ、こちらが時間を切
り出すと「まだ大丈夫だよ、暇だし。」「明日
は来るの？」など、心理師との会話を楽しみ
にしているような言動に変化していった。
　その後、治療経過において、有害事象と考
えられる一過性の腎機能低下があり、また心
房粗動も起こったが、ご本人は身体感覚への
気づきが乏しいようだったため、身体に意識
を向けることについて提案した。当初はリハ
ビリへの取り組みを頑張り、その後疲労して
いることがあったが、次第に自分から疲労感
を訴えることも出てきて、自身の身体の状態
に目を向け行動を調整することができるよう
になった。
　全身状態が改善したころには照射終了も見
えてきたが、腫瘍の著明な縮小があり、ご自
身も治療の効果を実感しているようだった。
面接では笑うことも多くなり、退院が近くな
ると「退院したら今度から自分で勉強して
ね」と言うなど、自分の職業知識が人の役に
立っているということを感じられているよう
だった。入院当初の投げやりな様子は感じら
れなくなり、退院したらしたいことなどを笑
顔で語っていた。

事例３．膵臓がん患者（80代女性）：訪室す
ると「臨床心理士さんがくるっていうのは聞
いてたけど、何をするの？」と質問された。
入院時アセスメント実施の際には、放射線治
療科の患者さん全員にお聞きしていることを
伝えてから開始しているが、それを聞いて安
心した様子で「先生たちにうつだと思われた

性　別
男　性
女　性

人数
11
2

％
85
15

検査

MMSE

CES-D

人数
7
3
2
10

結　　果
カットオフ以上（正常）

カットオフ以下
カットオフ以上

カットオフ以下（正常）

％
70
30
17
83

かと思ったわ」と笑顔を見せた。
　質問項目を聴取していくと、当初は穏やか
に回答されていたが、ある質問をきっかけに
これまでの人生でずっと心に残っていたとい
う後悔を涙ながらにお話された。話した後は
すっきりした表情で「でも考えても仕方ない
のよね。（主治医の）先生にももう忘れなさ
いって言われて、それで吹っ切れたの。」と
言い、自分の思いを言葉にして表出したこと
で助言の受け入れがさらに進んだ。入院にあ
たり、自宅に残してきた家族のことや家の仕
事のことなどが心配であると話されていた
が、「自分が元気なうちは子どもにご飯を
作ってあげたい。だから頑張って良くなって
退院しなきゃね。」とも語り、現在の家族関
係が良いことが生への意欲へとつながってお
り、入院生活の支えになっていた。
　一方、過去の姑や義妹などのふるまいには
ずっと我慢していたところがあったようで、
今までの不満を表出することもあり、それに
よりこれまでの経験を整理しているようでも
あった。自身の両親を看取られた時のことな
どもお話され、「両親のことは病室で息がな
くなるところを看取ることができたんだけ
ど、がんはどういうふうに死ぬのかしら。」
「私も両親みたいに病室でみんなに見守られ
て逝きたいわね。」と穏やかに話されること
もあった。このような語りは、エリクソンが
提唱したライフサイクル論における老年期の
発達課題である「統合」が達成されることに
役立つと思われる。
　認知機能は保たれており、ご家族から入院
中の課題（漢字検定の勉強など）を設定され
ていて、ご自身のペースで取り組まれてい
た。「最近はこれをやってるのよ。」と、取り
組んでいることを心理師にお話することで、
自分にもまだまだできることがあるというこ
とを実感されていた。リハビリを導入しても
らったことで、動きにくくなっていた手の指
が動くようになった、歩けるようになったと
喜びを見せていた。

考　　察

　入院時に精神面のアセスメントを実施し、

その後個別の面接につなげていくことは、医
療者・患者双方にとってメリットがあると考
えられた。
　医療者に関するメリットについては、患者
の情報をより多面的に得られるということが
ある。今回は入院時に精神面のアセスメント
を実施したが、入院当初の患者の精神状態を
把握しておくことで、それに合わせてケアを
実施していくことができるうえ、入院中の精
神面の変化にも気づきやすくなる。例えば、
認知機能の低下が認められる患者に対して
は、入院時点の機能に合わせた働きかけが必
要であり、入院中のさらなる低下を防ぐこと
も重要となるが、認知機能が低下しているか
どうかは日常の少しのやり取りだけでは判断
が難しいことも多い。標準化されたスクリー
ニングテストを実施することにより現状を把
握することで、より精度が高くなり、適切な
ケアにつながると考えられる。
　継続的なケアが必要と判断された患者につ
いて、個別面接を実施しその内容を電子カル
テ上に記載したが、この情報は医療者が患者
についての理解を深めることに役立ったと考
えられる。多職種病棟カンファランスでは、
面接の内容を患者の精神状態の理解に役立
て、ケアに当たる上で参考にすることがあっ
たという声も聞かれた。入院治療には医師・
看護師・治療に関わる技師・リハビリ技師な
ど、さまざまな職種が関わるが、患者はそれ
ぞれの場面でさまざまな表情を見せる。多職
種のかかわりのなかでも、実際の治療や入院
生活にはあまり関係のない心理師は、より中
立的な立場で患者とコミュニケーションをと
ることができる。このことにより、直接治療
にあたる医師、毎日の看護にあたる看護師な
どには言いにくいこと、言っても仕方がない
と思っていることなども聞くことができる。
この内容を多職種で共有することで、患者の
理解が深まりケアに活かされたと考えられ
る。
　患者にとってのメリットは、身体だけでな
く心の状態を保ちながら治療を受けることが
できることである。がん患者が常にストレス
にさらされており、そのことが精神疾患発症

のリスクを高めていることを考えると、心理
面接を通してそのストレスを低減していくこ
とは有用であると考えられる。特に入院治療
においては、日常生活を離れて慣れない環境
で治療を受けることによりストレスは増大す
るが、家族とのかかわりや社会的なつながり
など、ストレスを低減させるために役立つサ
ポートの全体量が減る。心理面接では受容・
共感的傾聴を中心にして患者に関わるが、こ
の関わりが情緒的サポートのひとつにもなる
と考えられる。
　また、心理面接を通して、患者が主体性を
保つサポートをすることができる。入院治療
にあたっては、患者はどうしても「治療を受
ける」「ケアを受ける」など、受け身的な立
場に立つことが多くなる。人間の自尊心を保
つために重要な三つの要素として、自分が役
に立っていること、自分の望み通りやれてい
ること、持続的に安心感を得られていること
が挙げられるが、入院生活ではこれらの感覚
が阻害されやすい。心理面接における語りを
通して、人生においてこれまで自分が役割を
果たしていたことを思い出すこと、入院生活
の中でも望み通りやれることがあることに気
づいていくこと、治療についても自分で選択
しているという感覚を思い出すこと、心理師
との関係性の中で安心・安全を感じていくこ
とが、自尊心を保つ一助となると考えられ
る。
　公認心理師が援助する人々は「心理に関す
る支援を要する者」とされており、必ずしも
精神的な疾患と診断を受けている必要はな
い。当院のように常勤の精神科医がいない医
療機関では、精神科受診が必要となる前に、
公認心理師が予防的にケアにあたることは有
用であると考えられる。また、アセスメント
を実施して必要な患者を精神科受診につなげ
ることで、より適切な精神科治療につながる
のではないかと考えられる。
　一方、がん治療においてメンタルケアが重
要であるということは、多くの患者にあまり
知られていない。カウンセリングは精神的な
疾患がある人が受けるもの、というイメージ
は本邦においてまだ根深く、精神医療へのア

クセスを難しくしている。この制限を取り
払っていくために、入院初期に全例に実施す
るというワークフローは役立つと考えられ
る。
　以上より、放射線治療科におけるメンタル
ケアについて、まず長期入院が見込まれる患
者に対し、入院時に精神面のアセスメントを
全例に実施することが役立つと考えられる。
全例に実施することにより、患者の抵抗感が
減少するとともに、精神的な状態を医療者が
把握し治療やケアに活かすことができると考
えられる。また、初期の段階で心理師が患者
と顔を合わせておくことで、入院中に精神状
態が悪化した際に対応するためのアクセスが
容易になる。ただし、今回抑うつの程度を把
握するために利用したCES-Dについては、ご
高齢の方・入院生活には適さない項目がいく
つかあるため、より入院生活に即した質問紙
を検討する必要がある。また、入院時に精神
面のアセスメントを実施した後、必要と思わ
れる患者に対し継続的に面接を実施すること
も有用であると考えられるが、まだ事例が少
なく効果については検討が難しい。今後対象
者を増やし、方法や効果についてさらに検討
していきたい。
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抄　　録

　当院放射線治療科において、入院治療を支
持する目的でメンタルケアを実施した。３か
月間での対象者数は15名、アセスメントを実
施した件数は13件であり、入院中にメンタル
ケアを目的として面接を実施した回数はのべ
51回となった。メンタルケアを実施すること
により、患者の精神状態についての情報を治
療・看護に活かすことができた。患者の精神
的な状態を保つためのサポートは入院治療の
助けになると考えられる。

はじめに

　当院は現在、慢性疾患のなかでもがん治療
に力を入れて診療を行っている。厚生労働省
の統計を見ると、がんは死因としては一貫し
て上昇を続け、1981年以降１位となってい
る。高齢化に伴いがん患者数は増え続け、治
療体制を整備する必要性が高まっており、わ
が国では2007年４月にがん対策基本法が制定
された。2007年６月よりがん対策推進基本計
画に基づき、各都道府県で施策が進められて
いる。目標として「すべてのがん患者および
その家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持
向上」が明記され、がん患者や家族に対する
QOLの向上が義務付けられており、それに
伴い心のケアが重要視されるようになった。
　がんは身体疾患であるが、精神面への影響
が大きいことが知られている。がん患者は、
告知後の反応をはじめとして、手術や化学療
法、放射線治療に対する不安、病気による
QOLの低下や予後に関する不安、再発への
恐れ、積極的抗がん治療の中止のショックな

ど、常にストレスにさらされており、病期に
関わらず約半数に適応障害やうつ病といった
精神疾患が認められている１、２）。
 一方、がん患者に対する心理的な支援は十
分であるとはいえない。東京都で行われた実
態調査では、外来化学療法期間中の転移再発
患者を対象にアンケート調査を実施している
が、経過中最も辛かった問題では心理的問題
が30％となっており、身体的な問題37％とい
う数値に迫るものとなっている。また、心
理・社会的なつらさのピークが診断早期にあ
るにも関わらず、受診ピークは再発時であっ
た３）。この結果からは、特に診断早期の心
理・社会的な問題に対して適切に対応してい
くことが必要であることがうかがえ、スク
リーニングでのニーズの拾い上げ、適切な対
応者の配置と連携に努力する必要があるとし
ている。
　上村（2017）は、がん患者に適切な精神心
理的ケアが提供されることへの障壁について
述べている。これには医療者側の要因と、患
者側の要因とがある。診断時・再発時などの
精神的ストレスが強い場合の障壁の多くは、
医療者・患者双方とも精神心理的ケアが必要
であることに気が付かないことが要因である
ことに集約される。上村はまた、治療中や治
療後においては、がん診療を担う多くの病院
での精神心理的ケアの提供体制が確立されて
いないことが推測されるとし、精神科医が不
在の病院では、公認心理師の働きが期待され
ると述べている４）。実際、常勤精神科医がい
ない医療機関において、臨床心理士ががん患
者へ臨床心理的介入を実施し、効果を報告し

入院中のがん患者へのメンタルケアのあり方についての検討
Investigation to optimize the way of mental care for cancer patients in hospital

松坂真友美（青森労災病院　臨床心理室）
Mayumi Matsuzaka

（Laboratory of clinical psychology, Aomori Rosai Hospital）

キーワード：がん患者，放射線治療，メンタルケア，臨床心理士・公認心理師
Key words : cancer patients，Radical Radiotherapy，mental care，clinical psychologist

ている研究も見られる５、６）。
　がんの治療には手術、化学療法、放射線療
法などがあるが、その中でも、高精度放射線
治療や化学放射線療法などによって長期間の
入院が必要となる患者、有害事象が苦痛とな
りやすい放射線治療科入院患者には、精神的
な状態を保つためのサポートが有用であるこ
とが推測される。そこで本研究では、放射線
治療科における公認心理師によるメンタルケ
アについて、どのように実施していくことが
治療のサポートになるのかを検討した。

方　　法

１．対象者
　対象者は、令和３年６月～８月の期間に
放射線治療を目的として当院放射線科に入
院した患者のうち、２か月以上の長期入院
が予想され、メンタルケアが必要となる可
能性を有した15名である。

２．内　容
⑴　入院時の精神的な状態について、認知

機能がどの程度保たれているか、抑うつ
的な傾向がないかを把握するため、質問
紙によるスクリーニング検査でアセスメ
ントを実施した。前者にはMini Mental 
State Examination（以下MMSE）、後者
にはThe Center for Epidemiologic 
Studies Depression Scale（以下CES-D）
を用いた。

⑵　⑴の結果を踏まえ、主治医と検討しメ
ンタルケアが必要であると判断された患
者に対し、定期的に訪室して面接を実施
した。面接は15分～90分の１対１非構造
化面接とし、患者の希望・状態、病棟内
の治療・看護状況に合わせて頻度と時間
を設定した。

結　　果

　放射線治療科より依頼があった対象者数は
15名であったが、身体的な状態（傾眠傾向な
ど）により、質問紙によるスクリーニング検
査を実施できない患者が２名おり、アセスメ
ント実施件数は13件であった。当初、認知機
能が明らかに保たれていると思われる患者に

はMMSEを実施しなかったため、MMSE実
施件数は10件であった。MMSEの得点が非
常に低く、認知機能の低下が疑われCES-Dが
実施できないケースが１件あった。
　13名の平均年齢は72歳、男性11名、女性２
名であった（図１、表１）。このうち、
MMSEの点数において認知機能の低下が疑
われた患者は３名（30％）であり、状態につ
いてカルテ記載の上他職種と情報を共有し
た。CES-Dの点数がカットオフ以上となった
患者は２名（17％）であった（表２）。

図１：年齢分布（計13名）

表１：基本背景

表２：アセスメント結果

　アセスメントされた患者のうち、精神的な
安定維持を図るため、定期的な面接を実施し
た例は４例であり、のべ51回実施した。以下
に代表的な３事例を報告する。

事例１．卵巣がん患者（50代女性）：当初、
入院生活適応までには、生活上の不便などの
話題が多く語られた。お話を聴いて心理師が
調整を行うこともあれば、ご自身で要望を医

師・看護師などのスタッフに伝えることもで
きていた。治療過程において、有害事象によ
る身体的な苦痛・不調などが現れたため、深
呼吸・身体の部分に注意を向けることで痛み
を緩和する方法を伝えたところ、ご自身で取
り組み効果を実感されていた。
　また、身体不調に関連し、治療がうまくい
くのか、有害事象による苦痛がどの程度まで
増強するのか、この間にも病気が進行するの
ではないかなど、不安が強くなったため、面
接において調整を行った。その結果、自分か
らものごとの良い面に目を向けたり、自分の
恵まれた環境に目を向けたりすることができ
るようになり、気持ちを保つことができた。
心理師との面接の中で「今まではがんに対し
て早く消えろと思っていたけど、ここで止
まっていてくれてありがとうと思えた。」
「災害で突然命を奪われてしまう人もいる。
自分はまだ生きているからできることがあ
る。」などと話され、実際に気持ちを維持す
るために使えるようになっていた。
　入院後半は、退院後の生活・治療などにつ
いての不安が語られたが、退院後に起こると
思われる問題についてあらかじめ心理師と話
し合い、対応を考えておくことで気持ちを維
持した。発熱・嘔気などがありご本人にとっ
て辛い時期には「もう帰りたい」などとお話
されることもあったが、最後まで治療を完遂
し退院された。
　退院前には、「自分がメンタルケアを受け
るまでは、カウンセリングっていうのは精神
的に病んだ人が受けるものだと思っていた。
でも、お話することで、自分の気持ちが整理
できることを知った。メンタルケアを受け
て、自分自身でもがんと向き合い戦うことが
できることも知った。自分のように病気で苦
しんでいる多くの人にもっと知ってもらいた
いと思った。」などと感想を述べられてい
た。

事例２．頭頚部がん患者（70代男性）：入院
当初は少し投げやりな様子で「治療して意味
あるのかな」「（半年後の予約票を見ながら）
このころ生きてるのかな」などと話してい

た。CES-Dの点数はカットオフ以上となり、
抑うつ的な印象もあった。面接の中では家族
が不仲であることも語られ、精神的なサポー
トが少ないことが考えられたため、治療や今
後の生活について話題にするよりも、全般的
な生活に対する意欲を高めることを目的とし
た介入を行った。具体的には、ご自身のかつ
ての職業に関しての知識を心理師に教えても
らうという形を取り、意欲を高めるとともに
認知機能を保つことも意図した。
　当初は訪室すると「（見たいテレビ番組が
始まる）40分までね。」などの言動があった
が、回数を重ねるにつれ、こちらが時間を切
り出すと「まだ大丈夫だよ、暇だし。」「明日
は来るの？」など、心理師との会話を楽しみ
にしているような言動に変化していった。
　その後、治療経過において、有害事象と考
えられる一過性の腎機能低下があり、また心
房粗動も起こったが、ご本人は身体感覚への
気づきが乏しいようだったため、身体に意識
を向けることについて提案した。当初はリハ
ビリへの取り組みを頑張り、その後疲労して
いることがあったが、次第に自分から疲労感
を訴えることも出てきて、自身の身体の状態
に目を向け行動を調整することができるよう
になった。
　全身状態が改善したころには照射終了も見
えてきたが、腫瘍の著明な縮小があり、ご自
身も治療の効果を実感しているようだった。
面接では笑うことも多くなり、退院が近くな
ると「退院したら今度から自分で勉強して
ね」と言うなど、自分の職業知識が人の役に
立っているということを感じられているよう
だった。入院当初の投げやりな様子は感じら
れなくなり、退院したらしたいことなどを笑
顔で語っていた。

事例３．膵臓がん患者（80代女性）：訪室す
ると「臨床心理士さんがくるっていうのは聞
いてたけど、何をするの？」と質問された。
入院時アセスメント実施の際には、放射線治
療科の患者さん全員にお聞きしていることを
伝えてから開始しているが、それを聞いて安
心した様子で「先生たちにうつだと思われた

性　別
男　性
女　性

人数
11
2

％
85
15

検査

MMSE

CES-D

人数
7
3
2
10

結　　果
カットオフ以上（正常）

カットオフ以下
カットオフ以上

カットオフ以下（正常）

％
70
30
17
83

かと思ったわ」と笑顔を見せた。
　質問項目を聴取していくと、当初は穏やか
に回答されていたが、ある質問をきっかけに
これまでの人生でずっと心に残っていたとい
う後悔を涙ながらにお話された。話した後は
すっきりした表情で「でも考えても仕方ない
のよね。（主治医の）先生にももう忘れなさ
いって言われて、それで吹っ切れたの。」と
言い、自分の思いを言葉にして表出したこと
で助言の受け入れがさらに進んだ。入院にあ
たり、自宅に残してきた家族のことや家の仕
事のことなどが心配であると話されていた
が、「自分が元気なうちは子どもにご飯を
作ってあげたい。だから頑張って良くなって
退院しなきゃね。」とも語り、現在の家族関
係が良いことが生への意欲へとつながってお
り、入院生活の支えになっていた。
　一方、過去の姑や義妹などのふるまいには
ずっと我慢していたところがあったようで、
今までの不満を表出することもあり、それに
よりこれまでの経験を整理しているようでも
あった。自身の両親を看取られた時のことな
どもお話され、「両親のことは病室で息がな
くなるところを看取ることができたんだけ
ど、がんはどういうふうに死ぬのかしら。」
「私も両親みたいに病室でみんなに見守られ
て逝きたいわね。」と穏やかに話されること
もあった。このような語りは、エリクソンが
提唱したライフサイクル論における老年期の
発達課題である「統合」が達成されることに
役立つと思われる。
　認知機能は保たれており、ご家族から入院
中の課題（漢字検定の勉強など）を設定され
ていて、ご自身のペースで取り組まれてい
た。「最近はこれをやってるのよ。」と、取り
組んでいることを心理師にお話することで、
自分にもまだまだできることがあるというこ
とを実感されていた。リハビリを導入しても
らったことで、動きにくくなっていた手の指
が動くようになった、歩けるようになったと
喜びを見せていた。

考　　察

　入院時に精神面のアセスメントを実施し、

その後個別の面接につなげていくことは、医
療者・患者双方にとってメリットがあると考
えられた。
　医療者に関するメリットについては、患者
の情報をより多面的に得られるということが
ある。今回は入院時に精神面のアセスメント
を実施したが、入院当初の患者の精神状態を
把握しておくことで、それに合わせてケアを
実施していくことができるうえ、入院中の精
神面の変化にも気づきやすくなる。例えば、
認知機能の低下が認められる患者に対して
は、入院時点の機能に合わせた働きかけが必
要であり、入院中のさらなる低下を防ぐこと
も重要となるが、認知機能が低下しているか
どうかは日常の少しのやり取りだけでは判断
が難しいことも多い。標準化されたスクリー
ニングテストを実施することにより現状を把
握することで、より精度が高くなり、適切な
ケアにつながると考えられる。
　継続的なケアが必要と判断された患者につ
いて、個別面接を実施しその内容を電子カル
テ上に記載したが、この情報は医療者が患者
についての理解を深めることに役立ったと考
えられる。多職種病棟カンファランスでは、
面接の内容を患者の精神状態の理解に役立
て、ケアに当たる上で参考にすることがあっ
たという声も聞かれた。入院治療には医師・
看護師・治療に関わる技師・リハビリ技師な
ど、さまざまな職種が関わるが、患者はそれ
ぞれの場面でさまざまな表情を見せる。多職
種のかかわりのなかでも、実際の治療や入院
生活にはあまり関係のない心理師は、より中
立的な立場で患者とコミュニケーションをと
ることができる。このことにより、直接治療
にあたる医師、毎日の看護にあたる看護師な
どには言いにくいこと、言っても仕方がない
と思っていることなども聞くことができる。
この内容を多職種で共有することで、患者の
理解が深まりケアに活かされたと考えられ
る。
　患者にとってのメリットは、身体だけでな
く心の状態を保ちながら治療を受けることが
できることである。がん患者が常にストレス
にさらされており、そのことが精神疾患発症

のリスクを高めていることを考えると、心理
面接を通してそのストレスを低減していくこ
とは有用であると考えられる。特に入院治療
においては、日常生活を離れて慣れない環境
で治療を受けることによりストレスは増大す
るが、家族とのかかわりや社会的なつながり
など、ストレスを低減させるために役立つサ
ポートの全体量が減る。心理面接では受容・
共感的傾聴を中心にして患者に関わるが、こ
の関わりが情緒的サポートのひとつにもなる
と考えられる。
　また、心理面接を通して、患者が主体性を
保つサポートをすることができる。入院治療
にあたっては、患者はどうしても「治療を受
ける」「ケアを受ける」など、受け身的な立
場に立つことが多くなる。人間の自尊心を保
つために重要な三つの要素として、自分が役
に立っていること、自分の望み通りやれてい
ること、持続的に安心感を得られていること
が挙げられるが、入院生活ではこれらの感覚
が阻害されやすい。心理面接における語りを
通して、人生においてこれまで自分が役割を
果たしていたことを思い出すこと、入院生活
の中でも望み通りやれることがあることに気
づいていくこと、治療についても自分で選択
しているという感覚を思い出すこと、心理師
との関係性の中で安心・安全を感じていくこ
とが、自尊心を保つ一助となると考えられ
る。
　公認心理師が援助する人々は「心理に関す
る支援を要する者」とされており、必ずしも
精神的な疾患と診断を受けている必要はな
い。当院のように常勤の精神科医がいない医
療機関では、精神科受診が必要となる前に、
公認心理師が予防的にケアにあたることは有
用であると考えられる。また、アセスメント
を実施して必要な患者を精神科受診につなげ
ることで、より適切な精神科治療につながる
のではないかと考えられる。
　一方、がん治療においてメンタルケアが重
要であるということは、多くの患者にあまり
知られていない。カウンセリングは精神的な
疾患がある人が受けるもの、というイメージ
は本邦においてまだ根深く、精神医療へのア

クセスを難しくしている。この制限を取り
払っていくために、入院初期に全例に実施す
るというワークフローは役立つと考えられ
る。
　以上より、放射線治療科におけるメンタル
ケアについて、まず長期入院が見込まれる患
者に対し、入院時に精神面のアセスメントを
全例に実施することが役立つと考えられる。
全例に実施することにより、患者の抵抗感が
減少するとともに、精神的な状態を医療者が
把握し治療やケアに活かすことができると考
えられる。また、初期の段階で心理師が患者
と顔を合わせておくことで、入院中に精神状
態が悪化した際に対応するためのアクセスが
容易になる。ただし、今回抑うつの程度を把
握するために利用したCES-Dについては、ご
高齢の方・入院生活には適さない項目がいく
つかあるため、より入院生活に即した質問紙
を検討する必要がある。また、入院時に精神
面のアセスメントを実施した後、必要と思わ
れる患者に対し継続的に面接を実施すること
も有用であると考えられるが、まだ事例が少
なく効果については検討が難しい。今後対象
者を増やし、方法や効果についてさらに検討
していきたい。
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抄　　録

　当院放射線治療科において、入院治療を支
持する目的でメンタルケアを実施した。３か
月間での対象者数は15名、アセスメントを実
施した件数は13件であり、入院中にメンタル
ケアを目的として面接を実施した回数はのべ
51回となった。メンタルケアを実施すること
により、患者の精神状態についての情報を治
療・看護に活かすことができた。患者の精神
的な状態を保つためのサポートは入院治療の
助けになると考えられる。

はじめに

　当院は現在、慢性疾患のなかでもがん治療
に力を入れて診療を行っている。厚生労働省
の統計を見ると、がんは死因としては一貫し
て上昇を続け、1981年以降１位となってい
る。高齢化に伴いがん患者数は増え続け、治
療体制を整備する必要性が高まっており、わ
が国では2007年４月にがん対策基本法が制定
された。2007年６月よりがん対策推進基本計
画に基づき、各都道府県で施策が進められて
いる。目標として「すべてのがん患者および
その家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持
向上」が明記され、がん患者や家族に対する
QOLの向上が義務付けられており、それに
伴い心のケアが重要視されるようになった。
　がんは身体疾患であるが、精神面への影響
が大きいことが知られている。がん患者は、
告知後の反応をはじめとして、手術や化学療
法、放射線治療に対する不安、病気による
QOLの低下や予後に関する不安、再発への
恐れ、積極的抗がん治療の中止のショックな

ど、常にストレスにさらされており、病期に
関わらず約半数に適応障害やうつ病といった
精神疾患が認められている１、２）。
 一方、がん患者に対する心理的な支援は十
分であるとはいえない。東京都で行われた実
態調査では、外来化学療法期間中の転移再発
患者を対象にアンケート調査を実施している
が、経過中最も辛かった問題では心理的問題
が30％となっており、身体的な問題37％とい
う数値に迫るものとなっている。また、心
理・社会的なつらさのピークが診断早期にあ
るにも関わらず、受診ピークは再発時であっ
た３）。この結果からは、特に診断早期の心
理・社会的な問題に対して適切に対応してい
くことが必要であることがうかがえ、スク
リーニングでのニーズの拾い上げ、適切な対
応者の配置と連携に努力する必要があるとし
ている。
　上村（2017）は、がん患者に適切な精神心
理的ケアが提供されることへの障壁について
述べている。これには医療者側の要因と、患
者側の要因とがある。診断時・再発時などの
精神的ストレスが強い場合の障壁の多くは、
医療者・患者双方とも精神心理的ケアが必要
であることに気が付かないことが要因である
ことに集約される。上村はまた、治療中や治
療後においては、がん診療を担う多くの病院
での精神心理的ケアの提供体制が確立されて
いないことが推測されるとし、精神科医が不
在の病院では、公認心理師の働きが期待され
ると述べている４）。実際、常勤精神科医がい
ない医療機関において、臨床心理士ががん患
者へ臨床心理的介入を実施し、効果を報告し

入院中のがん患者へのメンタルケアのあり方についての検討
Investigation to optimize the way of mental care for cancer patients in hospital

松坂真友美（青森労災病院　臨床心理室）
Mayumi Matsuzaka

（Laboratory of clinical psychology, Aomori Rosai Hospital）

キーワード：がん患者，放射線治療，メンタルケア，臨床心理士・公認心理師
Key words : cancer patients，Radical Radiotherapy，mental care，clinical psychologist

ている研究も見られる５、６）。
　がんの治療には手術、化学療法、放射線療
法などがあるが、その中でも、高精度放射線
治療や化学放射線療法などによって長期間の
入院が必要となる患者、有害事象が苦痛とな
りやすい放射線治療科入院患者には、精神的
な状態を保つためのサポートが有用であるこ
とが推測される。そこで本研究では、放射線
治療科における公認心理師によるメンタルケ
アについて、どのように実施していくことが
治療のサポートになるのかを検討した。

方　　法

１．対象者
　対象者は、令和３年６月～８月の期間に
放射線治療を目的として当院放射線科に入
院した患者のうち、２か月以上の長期入院
が予想され、メンタルケアが必要となる可
能性を有した15名である。

２．内　容
⑴　入院時の精神的な状態について、認知

機能がどの程度保たれているか、抑うつ
的な傾向がないかを把握するため、質問
紙によるスクリーニング検査でアセスメ
ントを実施した。前者にはMini Mental 
State Examination（以下MMSE）、後者
にはThe Center for Epidemiologic 
Studies Depression Scale（以下CES-D）
を用いた。

⑵　⑴の結果を踏まえ、主治医と検討しメ
ンタルケアが必要であると判断された患
者に対し、定期的に訪室して面接を実施
した。面接は15分～90分の１対１非構造
化面接とし、患者の希望・状態、病棟内
の治療・看護状況に合わせて頻度と時間
を設定した。

結　　果

　放射線治療科より依頼があった対象者数は
15名であったが、身体的な状態（傾眠傾向な
ど）により、質問紙によるスクリーニング検
査を実施できない患者が２名おり、アセスメ
ント実施件数は13件であった。当初、認知機
能が明らかに保たれていると思われる患者に

はMMSEを実施しなかったため、MMSE実
施件数は10件であった。MMSEの得点が非
常に低く、認知機能の低下が疑われCES-Dが
実施できないケースが１件あった。
　13名の平均年齢は72歳、男性11名、女性２
名であった（図１、表１）。このうち、
MMSEの点数において認知機能の低下が疑
われた患者は３名（30％）であり、状態につ
いてカルテ記載の上他職種と情報を共有し
た。CES-Dの点数がカットオフ以上となった
患者は２名（17％）であった（表２）。

図１：年齢分布（計13名）

表１：基本背景

表２：アセスメント結果

　アセスメントされた患者のうち、精神的な
安定維持を図るため、定期的な面接を実施し
た例は４例であり、のべ51回実施した。以下
に代表的な３事例を報告する。

事例１．卵巣がん患者（50代女性）：当初、
入院生活適応までには、生活上の不便などの
話題が多く語られた。お話を聴いて心理師が
調整を行うこともあれば、ご自身で要望を医

師・看護師などのスタッフに伝えることもで
きていた。治療過程において、有害事象によ
る身体的な苦痛・不調などが現れたため、深
呼吸・身体の部分に注意を向けることで痛み
を緩和する方法を伝えたところ、ご自身で取
り組み効果を実感されていた。
　また、身体不調に関連し、治療がうまくい
くのか、有害事象による苦痛がどの程度まで
増強するのか、この間にも病気が進行するの
ではないかなど、不安が強くなったため、面
接において調整を行った。その結果、自分か
らものごとの良い面に目を向けたり、自分の
恵まれた環境に目を向けたりすることができ
るようになり、気持ちを保つことができた。
心理師との面接の中で「今まではがんに対し
て早く消えろと思っていたけど、ここで止
まっていてくれてありがとうと思えた。」
「災害で突然命を奪われてしまう人もいる。
自分はまだ生きているからできることがあ
る。」などと話され、実際に気持ちを維持す
るために使えるようになっていた。
　入院後半は、退院後の生活・治療などにつ
いての不安が語られたが、退院後に起こると
思われる問題についてあらかじめ心理師と話
し合い、対応を考えておくことで気持ちを維
持した。発熱・嘔気などがありご本人にとっ
て辛い時期には「もう帰りたい」などとお話
されることもあったが、最後まで治療を完遂
し退院された。
　退院前には、「自分がメンタルケアを受け
るまでは、カウンセリングっていうのは精神
的に病んだ人が受けるものだと思っていた。
でも、お話することで、自分の気持ちが整理
できることを知った。メンタルケアを受け
て、自分自身でもがんと向き合い戦うことが
できることも知った。自分のように病気で苦
しんでいる多くの人にもっと知ってもらいた
いと思った。」などと感想を述べられてい
た。

事例２．頭頚部がん患者（70代男性）：入院
当初は少し投げやりな様子で「治療して意味
あるのかな」「（半年後の予約票を見ながら）
このころ生きてるのかな」などと話してい

た。CES-Dの点数はカットオフ以上となり、
抑うつ的な印象もあった。面接の中では家族
が不仲であることも語られ、精神的なサポー
トが少ないことが考えられたため、治療や今
後の生活について話題にするよりも、全般的
な生活に対する意欲を高めることを目的とし
た介入を行った。具体的には、ご自身のかつ
ての職業に関しての知識を心理師に教えても
らうという形を取り、意欲を高めるとともに
認知機能を保つことも意図した。
　当初は訪室すると「（見たいテレビ番組が
始まる）40分までね。」などの言動があった
が、回数を重ねるにつれ、こちらが時間を切
り出すと「まだ大丈夫だよ、暇だし。」「明日
は来るの？」など、心理師との会話を楽しみ
にしているような言動に変化していった。
　その後、治療経過において、有害事象と考
えられる一過性の腎機能低下があり、また心
房粗動も起こったが、ご本人は身体感覚への
気づきが乏しいようだったため、身体に意識
を向けることについて提案した。当初はリハ
ビリへの取り組みを頑張り、その後疲労して
いることがあったが、次第に自分から疲労感
を訴えることも出てきて、自身の身体の状態
に目を向け行動を調整することができるよう
になった。
　全身状態が改善したころには照射終了も見
えてきたが、腫瘍の著明な縮小があり、ご自
身も治療の効果を実感しているようだった。
面接では笑うことも多くなり、退院が近くな
ると「退院したら今度から自分で勉強して
ね」と言うなど、自分の職業知識が人の役に
立っているということを感じられているよう
だった。入院当初の投げやりな様子は感じら
れなくなり、退院したらしたいことなどを笑
顔で語っていた。

事例３．膵臓がん患者（80代女性）：訪室す
ると「臨床心理士さんがくるっていうのは聞
いてたけど、何をするの？」と質問された。
入院時アセスメント実施の際には、放射線治
療科の患者さん全員にお聞きしていることを
伝えてから開始しているが、それを聞いて安
心した様子で「先生たちにうつだと思われた

性　別
男　性
女　性

人数
11
2

％
85
15

検査

MMSE

CES-D

人数
7
3
2
10

結　　果
カットオフ以上（正常）

カットオフ以下
カットオフ以上

カットオフ以下（正常）

％
70
30
17
83

かと思ったわ」と笑顔を見せた。
　質問項目を聴取していくと、当初は穏やか
に回答されていたが、ある質問をきっかけに
これまでの人生でずっと心に残っていたとい
う後悔を涙ながらにお話された。話した後は
すっきりした表情で「でも考えても仕方ない
のよね。（主治医の）先生にももう忘れなさ
いって言われて、それで吹っ切れたの。」と
言い、自分の思いを言葉にして表出したこと
で助言の受け入れがさらに進んだ。入院にあ
たり、自宅に残してきた家族のことや家の仕
事のことなどが心配であると話されていた
が、「自分が元気なうちは子どもにご飯を
作ってあげたい。だから頑張って良くなって
退院しなきゃね。」とも語り、現在の家族関
係が良いことが生への意欲へとつながってお
り、入院生活の支えになっていた。
　一方、過去の姑や義妹などのふるまいには
ずっと我慢していたところがあったようで、
今までの不満を表出することもあり、それに
よりこれまでの経験を整理しているようでも
あった。自身の両親を看取られた時のことな
どもお話され、「両親のことは病室で息がな
くなるところを看取ることができたんだけ
ど、がんはどういうふうに死ぬのかしら。」
「私も両親みたいに病室でみんなに見守られ
て逝きたいわね。」と穏やかに話されること
もあった。このような語りは、エリクソンが
提唱したライフサイクル論における老年期の
発達課題である「統合」が達成されることに
役立つと思われる。
　認知機能は保たれており、ご家族から入院
中の課題（漢字検定の勉強など）を設定され
ていて、ご自身のペースで取り組まれてい
た。「最近はこれをやってるのよ。」と、取り
組んでいることを心理師にお話することで、
自分にもまだまだできることがあるというこ
とを実感されていた。リハビリを導入しても
らったことで、動きにくくなっていた手の指
が動くようになった、歩けるようになったと
喜びを見せていた。

考　　察

　入院時に精神面のアセスメントを実施し、

その後個別の面接につなげていくことは、医
療者・患者双方にとってメリットがあると考
えられた。
　医療者に関するメリットについては、患者
の情報をより多面的に得られるということが
ある。今回は入院時に精神面のアセスメント
を実施したが、入院当初の患者の精神状態を
把握しておくことで、それに合わせてケアを
実施していくことができるうえ、入院中の精
神面の変化にも気づきやすくなる。例えば、
認知機能の低下が認められる患者に対して
は、入院時点の機能に合わせた働きかけが必
要であり、入院中のさらなる低下を防ぐこと
も重要となるが、認知機能が低下しているか
どうかは日常の少しのやり取りだけでは判断
が難しいことも多い。標準化されたスクリー
ニングテストを実施することにより現状を把
握することで、より精度が高くなり、適切な
ケアにつながると考えられる。
　継続的なケアが必要と判断された患者につ
いて、個別面接を実施しその内容を電子カル
テ上に記載したが、この情報は医療者が患者
についての理解を深めることに役立ったと考
えられる。多職種病棟カンファランスでは、
面接の内容を患者の精神状態の理解に役立
て、ケアに当たる上で参考にすることがあっ
たという声も聞かれた。入院治療には医師・
看護師・治療に関わる技師・リハビリ技師な
ど、さまざまな職種が関わるが、患者はそれ
ぞれの場面でさまざまな表情を見せる。多職
種のかかわりのなかでも、実際の治療や入院
生活にはあまり関係のない心理師は、より中
立的な立場で患者とコミュニケーションをと
ることができる。このことにより、直接治療
にあたる医師、毎日の看護にあたる看護師な
どには言いにくいこと、言っても仕方がない
と思っていることなども聞くことができる。
この内容を多職種で共有することで、患者の
理解が深まりケアに活かされたと考えられ
る。
　患者にとってのメリットは、身体だけでな
く心の状態を保ちながら治療を受けることが
できることである。がん患者が常にストレス
にさらされており、そのことが精神疾患発症

のリスクを高めていることを考えると、心理
面接を通してそのストレスを低減していくこ
とは有用であると考えられる。特に入院治療
においては、日常生活を離れて慣れない環境
で治療を受けることによりストレスは増大す
るが、家族とのかかわりや社会的なつながり
など、ストレスを低減させるために役立つサ
ポートの全体量が減る。心理面接では受容・
共感的傾聴を中心にして患者に関わるが、こ
の関わりが情緒的サポートのひとつにもなる
と考えられる。
　また、心理面接を通して、患者が主体性を
保つサポートをすることができる。入院治療
にあたっては、患者はどうしても「治療を受
ける」「ケアを受ける」など、受け身的な立
場に立つことが多くなる。人間の自尊心を保
つために重要な三つの要素として、自分が役
に立っていること、自分の望み通りやれてい
ること、持続的に安心感を得られていること
が挙げられるが、入院生活ではこれらの感覚
が阻害されやすい。心理面接における語りを
通して、人生においてこれまで自分が役割を
果たしていたことを思い出すこと、入院生活
の中でも望み通りやれることがあることに気
づいていくこと、治療についても自分で選択
しているという感覚を思い出すこと、心理師
との関係性の中で安心・安全を感じていくこ
とが、自尊心を保つ一助となると考えられ
る。
　公認心理師が援助する人々は「心理に関す
る支援を要する者」とされており、必ずしも
精神的な疾患と診断を受けている必要はな
い。当院のように常勤の精神科医がいない医
療機関では、精神科受診が必要となる前に、
公認心理師が予防的にケアにあたることは有
用であると考えられる。また、アセスメント
を実施して必要な患者を精神科受診につなげ
ることで、より適切な精神科治療につながる
のではないかと考えられる。
　一方、がん治療においてメンタルケアが重
要であるということは、多くの患者にあまり
知られていない。カウンセリングは精神的な
疾患がある人が受けるもの、というイメージ
は本邦においてまだ根深く、精神医療へのア

クセスを難しくしている。この制限を取り
払っていくために、入院初期に全例に実施す
るというワークフローは役立つと考えられ
る。
　以上より、放射線治療科におけるメンタル
ケアについて、まず長期入院が見込まれる患
者に対し、入院時に精神面のアセスメントを
全例に実施することが役立つと考えられる。
全例に実施することにより、患者の抵抗感が
減少するとともに、精神的な状態を医療者が
把握し治療やケアに活かすことができると考
えられる。また、初期の段階で心理師が患者
と顔を合わせておくことで、入院中に精神状
態が悪化した際に対応するためのアクセスが
容易になる。ただし、今回抑うつの程度を把
握するために利用したCES-Dについては、ご
高齢の方・入院生活には適さない項目がいく
つかあるため、より入院生活に即した質問紙
を検討する必要がある。また、入院時に精神
面のアセスメントを実施した後、必要と思わ
れる患者に対し継続的に面接を実施すること
も有用であると考えられるが、まだ事例が少
なく効果については検討が難しい。今後対象
者を増やし、方法や効果についてさらに検討
していきたい。
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抄　　録

　当院放射線治療科において、入院治療を支
持する目的でメンタルケアを実施した。３か
月間での対象者数は15名、アセスメントを実
施した件数は13件であり、入院中にメンタル
ケアを目的として面接を実施した回数はのべ
51回となった。メンタルケアを実施すること
により、患者の精神状態についての情報を治
療・看護に活かすことができた。患者の精神
的な状態を保つためのサポートは入院治療の
助けになると考えられる。

はじめに

　当院は現在、慢性疾患のなかでもがん治療
に力を入れて診療を行っている。厚生労働省
の統計を見ると、がんは死因としては一貫し
て上昇を続け、1981年以降１位となってい
る。高齢化に伴いがん患者数は増え続け、治
療体制を整備する必要性が高まっており、わ
が国では2007年４月にがん対策基本法が制定
された。2007年６月よりがん対策推進基本計
画に基づき、各都道府県で施策が進められて
いる。目標として「すべてのがん患者および
その家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持
向上」が明記され、がん患者や家族に対する
QOLの向上が義務付けられており、それに
伴い心のケアが重要視されるようになった。
　がんは身体疾患であるが、精神面への影響
が大きいことが知られている。がん患者は、
告知後の反応をはじめとして、手術や化学療
法、放射線治療に対する不安、病気による
QOLの低下や予後に関する不安、再発への
恐れ、積極的抗がん治療の中止のショックな

ど、常にストレスにさらされており、病期に
関わらず約半数に適応障害やうつ病といった
精神疾患が認められている１、２）。
 一方、がん患者に対する心理的な支援は十
分であるとはいえない。東京都で行われた実
態調査では、外来化学療法期間中の転移再発
患者を対象にアンケート調査を実施している
が、経過中最も辛かった問題では心理的問題
が30％となっており、身体的な問題37％とい
う数値に迫るものとなっている。また、心
理・社会的なつらさのピークが診断早期にあ
るにも関わらず、受診ピークは再発時であっ
た３）。この結果からは、特に診断早期の心
理・社会的な問題に対して適切に対応してい
くことが必要であることがうかがえ、スク
リーニングでのニーズの拾い上げ、適切な対
応者の配置と連携に努力する必要があるとし
ている。
　上村（2017）は、がん患者に適切な精神心
理的ケアが提供されることへの障壁について
述べている。これには医療者側の要因と、患
者側の要因とがある。診断時・再発時などの
精神的ストレスが強い場合の障壁の多くは、
医療者・患者双方とも精神心理的ケアが必要
であることに気が付かないことが要因である
ことに集約される。上村はまた、治療中や治
療後においては、がん診療を担う多くの病院
での精神心理的ケアの提供体制が確立されて
いないことが推測されるとし、精神科医が不
在の病院では、公認心理師の働きが期待され
ると述べている４）。実際、常勤精神科医がい
ない医療機関において、臨床心理士ががん患
者へ臨床心理的介入を実施し、効果を報告し

入院中のがん患者へのメンタルケアのあり方についての検討
Investigation to optimize the way of mental care for cancer patients in hospital

松坂真友美（青森労災病院　臨床心理室）
Mayumi Matsuzaka

（Laboratory of clinical psychology, Aomori Rosai Hospital）

キーワード：がん患者，放射線治療，メンタルケア，臨床心理士・公認心理師
Key words : cancer patients，Radical Radiotherapy，mental care，clinical psychologist

ている研究も見られる５、６）。
　がんの治療には手術、化学療法、放射線療
法などがあるが、その中でも、高精度放射線
治療や化学放射線療法などによって長期間の
入院が必要となる患者、有害事象が苦痛とな
りやすい放射線治療科入院患者には、精神的
な状態を保つためのサポートが有用であるこ
とが推測される。そこで本研究では、放射線
治療科における公認心理師によるメンタルケ
アについて、どのように実施していくことが
治療のサポートになるのかを検討した。

方　　法

１．対象者
　対象者は、令和３年６月～８月の期間に
放射線治療を目的として当院放射線科に入
院した患者のうち、２か月以上の長期入院
が予想され、メンタルケアが必要となる可
能性を有した15名である。

２．内　容
⑴　入院時の精神的な状態について、認知

機能がどの程度保たれているか、抑うつ
的な傾向がないかを把握するため、質問
紙によるスクリーニング検査でアセスメ
ントを実施した。前者にはMini Mental 
State Examination（以下MMSE）、後者
にはThe Center for Epidemiologic 
Studies Depression Scale（以下CES-D）
を用いた。

⑵　⑴の結果を踏まえ、主治医と検討しメ
ンタルケアが必要であると判断された患
者に対し、定期的に訪室して面接を実施
した。面接は15分～90分の１対１非構造
化面接とし、患者の希望・状態、病棟内
の治療・看護状況に合わせて頻度と時間
を設定した。

結　　果

　放射線治療科より依頼があった対象者数は
15名であったが、身体的な状態（傾眠傾向な
ど）により、質問紙によるスクリーニング検
査を実施できない患者が２名おり、アセスメ
ント実施件数は13件であった。当初、認知機
能が明らかに保たれていると思われる患者に

はMMSEを実施しなかったため、MMSE実
施件数は10件であった。MMSEの得点が非
常に低く、認知機能の低下が疑われCES-Dが
実施できないケースが１件あった。
　13名の平均年齢は72歳、男性11名、女性２
名であった（図１、表１）。このうち、
MMSEの点数において認知機能の低下が疑
われた患者は３名（30％）であり、状態につ
いてカルテ記載の上他職種と情報を共有し
た。CES-Dの点数がカットオフ以上となった
患者は２名（17％）であった（表２）。

図１：年齢分布（計13名）

表１：基本背景

表２：アセスメント結果

　アセスメントされた患者のうち、精神的な
安定維持を図るため、定期的な面接を実施し
た例は４例であり、のべ51回実施した。以下
に代表的な３事例を報告する。

事例１．卵巣がん患者（50代女性）：当初、
入院生活適応までには、生活上の不便などの
話題が多く語られた。お話を聴いて心理師が
調整を行うこともあれば、ご自身で要望を医

師・看護師などのスタッフに伝えることもで
きていた。治療過程において、有害事象によ
る身体的な苦痛・不調などが現れたため、深
呼吸・身体の部分に注意を向けることで痛み
を緩和する方法を伝えたところ、ご自身で取
り組み効果を実感されていた。
　また、身体不調に関連し、治療がうまくい
くのか、有害事象による苦痛がどの程度まで
増強するのか、この間にも病気が進行するの
ではないかなど、不安が強くなったため、面
接において調整を行った。その結果、自分か
らものごとの良い面に目を向けたり、自分の
恵まれた環境に目を向けたりすることができ
るようになり、気持ちを保つことができた。
心理師との面接の中で「今まではがんに対し
て早く消えろと思っていたけど、ここで止
まっていてくれてありがとうと思えた。」
「災害で突然命を奪われてしまう人もいる。
自分はまだ生きているからできることがあ
る。」などと話され、実際に気持ちを維持す
るために使えるようになっていた。
　入院後半は、退院後の生活・治療などにつ
いての不安が語られたが、退院後に起こると
思われる問題についてあらかじめ心理師と話
し合い、対応を考えておくことで気持ちを維
持した。発熱・嘔気などがありご本人にとっ
て辛い時期には「もう帰りたい」などとお話
されることもあったが、最後まで治療を完遂
し退院された。
　退院前には、「自分がメンタルケアを受け
るまでは、カウンセリングっていうのは精神
的に病んだ人が受けるものだと思っていた。
でも、お話することで、自分の気持ちが整理
できることを知った。メンタルケアを受け
て、自分自身でもがんと向き合い戦うことが
できることも知った。自分のように病気で苦
しんでいる多くの人にもっと知ってもらいた
いと思った。」などと感想を述べられてい
た。

事例２．頭頚部がん患者（70代男性）：入院
当初は少し投げやりな様子で「治療して意味
あるのかな」「（半年後の予約票を見ながら）
このころ生きてるのかな」などと話してい

た。CES-Dの点数はカットオフ以上となり、
抑うつ的な印象もあった。面接の中では家族
が不仲であることも語られ、精神的なサポー
トが少ないことが考えられたため、治療や今
後の生活について話題にするよりも、全般的
な生活に対する意欲を高めることを目的とし
た介入を行った。具体的には、ご自身のかつ
ての職業に関しての知識を心理師に教えても
らうという形を取り、意欲を高めるとともに
認知機能を保つことも意図した。
　当初は訪室すると「（見たいテレビ番組が
始まる）40分までね。」などの言動があった
が、回数を重ねるにつれ、こちらが時間を切
り出すと「まだ大丈夫だよ、暇だし。」「明日
は来るの？」など、心理師との会話を楽しみ
にしているような言動に変化していった。
　その後、治療経過において、有害事象と考
えられる一過性の腎機能低下があり、また心
房粗動も起こったが、ご本人は身体感覚への
気づきが乏しいようだったため、身体に意識
を向けることについて提案した。当初はリハ
ビリへの取り組みを頑張り、その後疲労して
いることがあったが、次第に自分から疲労感
を訴えることも出てきて、自身の身体の状態
に目を向け行動を調整することができるよう
になった。
　全身状態が改善したころには照射終了も見
えてきたが、腫瘍の著明な縮小があり、ご自
身も治療の効果を実感しているようだった。
面接では笑うことも多くなり、退院が近くな
ると「退院したら今度から自分で勉強して
ね」と言うなど、自分の職業知識が人の役に
立っているということを感じられているよう
だった。入院当初の投げやりな様子は感じら
れなくなり、退院したらしたいことなどを笑
顔で語っていた。

事例３．膵臓がん患者（80代女性）：訪室す
ると「臨床心理士さんがくるっていうのは聞
いてたけど、何をするの？」と質問された。
入院時アセスメント実施の際には、放射線治
療科の患者さん全員にお聞きしていることを
伝えてから開始しているが、それを聞いて安
心した様子で「先生たちにうつだと思われた

性　別
男　性
女　性

人数
11
2

％
85
15

検査

MMSE

CES-D

人数
7
3
2
10

結　　果
カットオフ以上（正常）

カットオフ以下
カットオフ以上

カットオフ以下（正常）

％
70
30
17
83

かと思ったわ」と笑顔を見せた。
　質問項目を聴取していくと、当初は穏やか
に回答されていたが、ある質問をきっかけに
これまでの人生でずっと心に残っていたとい
う後悔を涙ながらにお話された。話した後は
すっきりした表情で「でも考えても仕方ない
のよね。（主治医の）先生にももう忘れなさ
いって言われて、それで吹っ切れたの。」と
言い、自分の思いを言葉にして表出したこと
で助言の受け入れがさらに進んだ。入院にあ
たり、自宅に残してきた家族のことや家の仕
事のことなどが心配であると話されていた
が、「自分が元気なうちは子どもにご飯を
作ってあげたい。だから頑張って良くなって
退院しなきゃね。」とも語り、現在の家族関
係が良いことが生への意欲へとつながってお
り、入院生活の支えになっていた。
　一方、過去の姑や義妹などのふるまいには
ずっと我慢していたところがあったようで、
今までの不満を表出することもあり、それに
よりこれまでの経験を整理しているようでも
あった。自身の両親を看取られた時のことな
どもお話され、「両親のことは病室で息がな
くなるところを看取ることができたんだけ
ど、がんはどういうふうに死ぬのかしら。」
「私も両親みたいに病室でみんなに見守られ
て逝きたいわね。」と穏やかに話されること
もあった。このような語りは、エリクソンが
提唱したライフサイクル論における老年期の
発達課題である「統合」が達成されることに
役立つと思われる。
　認知機能は保たれており、ご家族から入院
中の課題（漢字検定の勉強など）を設定され
ていて、ご自身のペースで取り組まれてい
た。「最近はこれをやってるのよ。」と、取り
組んでいることを心理師にお話することで、
自分にもまだまだできることがあるというこ
とを実感されていた。リハビリを導入しても
らったことで、動きにくくなっていた手の指
が動くようになった、歩けるようになったと
喜びを見せていた。

考　　察

　入院時に精神面のアセスメントを実施し、

その後個別の面接につなげていくことは、医
療者・患者双方にとってメリットがあると考
えられた。
　医療者に関するメリットについては、患者
の情報をより多面的に得られるということが
ある。今回は入院時に精神面のアセスメント
を実施したが、入院当初の患者の精神状態を
把握しておくことで、それに合わせてケアを
実施していくことができるうえ、入院中の精
神面の変化にも気づきやすくなる。例えば、
認知機能の低下が認められる患者に対して
は、入院時点の機能に合わせた働きかけが必
要であり、入院中のさらなる低下を防ぐこと
も重要となるが、認知機能が低下しているか
どうかは日常の少しのやり取りだけでは判断
が難しいことも多い。標準化されたスクリー
ニングテストを実施することにより現状を把
握することで、より精度が高くなり、適切な
ケアにつながると考えられる。
　継続的なケアが必要と判断された患者につ
いて、個別面接を実施しその内容を電子カル
テ上に記載したが、この情報は医療者が患者
についての理解を深めることに役立ったと考
えられる。多職種病棟カンファランスでは、
面接の内容を患者の精神状態の理解に役立
て、ケアに当たる上で参考にすることがあっ
たという声も聞かれた。入院治療には医師・
看護師・治療に関わる技師・リハビリ技師な
ど、さまざまな職種が関わるが、患者はそれ
ぞれの場面でさまざまな表情を見せる。多職
種のかかわりのなかでも、実際の治療や入院
生活にはあまり関係のない心理師は、より中
立的な立場で患者とコミュニケーションをと
ることができる。このことにより、直接治療
にあたる医師、毎日の看護にあたる看護師な
どには言いにくいこと、言っても仕方がない
と思っていることなども聞くことができる。
この内容を多職種で共有することで、患者の
理解が深まりケアに活かされたと考えられ
る。
　患者にとってのメリットは、身体だけでな
く心の状態を保ちながら治療を受けることが
できることである。がん患者が常にストレス
にさらされており、そのことが精神疾患発症

のリスクを高めていることを考えると、心理
面接を通してそのストレスを低減していくこ
とは有用であると考えられる。特に入院治療
においては、日常生活を離れて慣れない環境
で治療を受けることによりストレスは増大す
るが、家族とのかかわりや社会的なつながり
など、ストレスを低減させるために役立つサ
ポートの全体量が減る。心理面接では受容・
共感的傾聴を中心にして患者に関わるが、こ
の関わりが情緒的サポートのひとつにもなる
と考えられる。
　また、心理面接を通して、患者が主体性を
保つサポートをすることができる。入院治療
にあたっては、患者はどうしても「治療を受
ける」「ケアを受ける」など、受け身的な立
場に立つことが多くなる。人間の自尊心を保
つために重要な三つの要素として、自分が役
に立っていること、自分の望み通りやれてい
ること、持続的に安心感を得られていること
が挙げられるが、入院生活ではこれらの感覚
が阻害されやすい。心理面接における語りを
通して、人生においてこれまで自分が役割を
果たしていたことを思い出すこと、入院生活
の中でも望み通りやれることがあることに気
づいていくこと、治療についても自分で選択
しているという感覚を思い出すこと、心理師
との関係性の中で安心・安全を感じていくこ
とが、自尊心を保つ一助となると考えられ
る。
　公認心理師が援助する人々は「心理に関す
る支援を要する者」とされており、必ずしも
精神的な疾患と診断を受けている必要はな
い。当院のように常勤の精神科医がいない医
療機関では、精神科受診が必要となる前に、
公認心理師が予防的にケアにあたることは有
用であると考えられる。また、アセスメント
を実施して必要な患者を精神科受診につなげ
ることで、より適切な精神科治療につながる
のではないかと考えられる。
　一方、がん治療においてメンタルケアが重
要であるということは、多くの患者にあまり
知られていない。カウンセリングは精神的な
疾患がある人が受けるもの、というイメージ
は本邦においてまだ根深く、精神医療へのア

クセスを難しくしている。この制限を取り
払っていくために、入院初期に全例に実施す
るというワークフローは役立つと考えられ
る。
　以上より、放射線治療科におけるメンタル
ケアについて、まず長期入院が見込まれる患
者に対し、入院時に精神面のアセスメントを
全例に実施することが役立つと考えられる。
全例に実施することにより、患者の抵抗感が
減少するとともに、精神的な状態を医療者が
把握し治療やケアに活かすことができると考
えられる。また、初期の段階で心理師が患者
と顔を合わせておくことで、入院中に精神状
態が悪化した際に対応するためのアクセスが
容易になる。ただし、今回抑うつの程度を把
握するために利用したCES-Dについては、ご
高齢の方・入院生活には適さない項目がいく
つかあるため、より入院生活に即した質問紙
を検討する必要がある。また、入院時に精神
面のアセスメントを実施した後、必要と思わ
れる患者に対し継続的に面接を実施すること
も有用であると考えられるが、まだ事例が少
なく効果については検討が難しい。今後対象
者を増やし、方法や効果についてさらに検討
していきたい。

文　　献

１）大谷恭平、内富庸介：がん患者の心理と
心のケア．日本耳鼻咽喉科学会会報113：
45-52，2010.

２）岩満優美：サイコオンコロジー研究－が
ん患者の心理特性，心理的苦痛及び心理療
法について－．健康心理学研究27（Special 
issue）：209-216，2015.

３）田中桂子ほか：がん患者はいつ何がつら
い？緩和ケアはいつ受ける？－東京都診療
連携拠点病院に外来化学療法通院中の患者
アンケート調査．Palliat Care Research 15
（Supplement）：S263，2020.

４）上村恵一：乳がんにおける精神心理的ケ
アの役割．市立札幌病院医誌77（1），2017

５）長井直子、森本卓ほか：心理的問題を抱
えた乳がん患者への臨床心理的介入の効
果．Palliative Care Research 8（1）: 

0

1

2

3

4

5

6

20 30 40 50 60 70 80 90 100

名

歳

301-11，2013.
６）長井（外堀）直子ほか：終末期がん患者

の緩和ケアにおける臨床心理士の役割．
Palliative Care Research 11（3）: 534-37，
2016.

掲載日：2021年９月16日　（C）デーリー東北新聞社



－ 12 －

抄　　録

　当院放射線治療科において、入院治療を支
持する目的でメンタルケアを実施した。３か
月間での対象者数は15名、アセスメントを実
施した件数は13件であり、入院中にメンタル
ケアを目的として面接を実施した回数はのべ
51回となった。メンタルケアを実施すること
により、患者の精神状態についての情報を治
療・看護に活かすことができた。患者の精神
的な状態を保つためのサポートは入院治療の
助けになると考えられる。

はじめに

　当院は現在、慢性疾患のなかでもがん治療
に力を入れて診療を行っている。厚生労働省
の統計を見ると、がんは死因としては一貫し
て上昇を続け、1981年以降１位となってい
る。高齢化に伴いがん患者数は増え続け、治
療体制を整備する必要性が高まっており、わ
が国では2007年４月にがん対策基本法が制定
された。2007年６月よりがん対策推進基本計
画に基づき、各都道府県で施策が進められて
いる。目標として「すべてのがん患者および
その家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持
向上」が明記され、がん患者や家族に対する
QOLの向上が義務付けられており、それに
伴い心のケアが重要視されるようになった。
　がんは身体疾患であるが、精神面への影響
が大きいことが知られている。がん患者は、
告知後の反応をはじめとして、手術や化学療
法、放射線治療に対する不安、病気による
QOLの低下や予後に関する不安、再発への
恐れ、積極的抗がん治療の中止のショックな

ど、常にストレスにさらされており、病期に
関わらず約半数に適応障害やうつ病といった
精神疾患が認められている１、２）。
 一方、がん患者に対する心理的な支援は十
分であるとはいえない。東京都で行われた実
態調査では、外来化学療法期間中の転移再発
患者を対象にアンケート調査を実施している
が、経過中最も辛かった問題では心理的問題
が30％となっており、身体的な問題37％とい
う数値に迫るものとなっている。また、心
理・社会的なつらさのピークが診断早期にあ
るにも関わらず、受診ピークは再発時であっ
た３）。この結果からは、特に診断早期の心
理・社会的な問題に対して適切に対応してい
くことが必要であることがうかがえ、スク
リーニングでのニーズの拾い上げ、適切な対
応者の配置と連携に努力する必要があるとし
ている。
　上村（2017）は、がん患者に適切な精神心
理的ケアが提供されることへの障壁について
述べている。これには医療者側の要因と、患
者側の要因とがある。診断時・再発時などの
精神的ストレスが強い場合の障壁の多くは、
医療者・患者双方とも精神心理的ケアが必要
であることに気が付かないことが要因である
ことに集約される。上村はまた、治療中や治
療後においては、がん診療を担う多くの病院
での精神心理的ケアの提供体制が確立されて
いないことが推測されるとし、精神科医が不
在の病院では、公認心理師の働きが期待され
ると述べている４）。実際、常勤精神科医がい
ない医療機関において、臨床心理士ががん患
者へ臨床心理的介入を実施し、効果を報告し

入院中のがん患者へのメンタルケアのあり方についての検討
Investigation to optimize the way of mental care for cancer patients in hospital

松坂真友美（青森労災病院　臨床心理室）
Mayumi Matsuzaka

（Laboratory of clinical psychology, Aomori Rosai Hospital）

キーワード：がん患者，放射線治療，メンタルケア，臨床心理士・公認心理師
Key words : cancer patients，Radical Radiotherapy，mental care，clinical psychologist

ている研究も見られる５、６）。
　がんの治療には手術、化学療法、放射線療
法などがあるが、その中でも、高精度放射線
治療や化学放射線療法などによって長期間の
入院が必要となる患者、有害事象が苦痛とな
りやすい放射線治療科入院患者には、精神的
な状態を保つためのサポートが有用であるこ
とが推測される。そこで本研究では、放射線
治療科における公認心理師によるメンタルケ
アについて、どのように実施していくことが
治療のサポートになるのかを検討した。

方　　法

１．対象者
　対象者は、令和３年６月～８月の期間に
放射線治療を目的として当院放射線科に入
院した患者のうち、２か月以上の長期入院
が予想され、メンタルケアが必要となる可
能性を有した15名である。

２．内　容
⑴　入院時の精神的な状態について、認知

機能がどの程度保たれているか、抑うつ
的な傾向がないかを把握するため、質問
紙によるスクリーニング検査でアセスメ
ントを実施した。前者にはMini Mental 
State Examination（以下MMSE）、後者
にはThe Center for Epidemiologic 
Studies Depression Scale（以下CES-D）
を用いた。

⑵　⑴の結果を踏まえ、主治医と検討しメ
ンタルケアが必要であると判断された患
者に対し、定期的に訪室して面接を実施
した。面接は15分～90分の１対１非構造
化面接とし、患者の希望・状態、病棟内
の治療・看護状況に合わせて頻度と時間
を設定した。

結　　果

　放射線治療科より依頼があった対象者数は
15名であったが、身体的な状態（傾眠傾向な
ど）により、質問紙によるスクリーニング検
査を実施できない患者が２名おり、アセスメ
ント実施件数は13件であった。当初、認知機
能が明らかに保たれていると思われる患者に

はMMSEを実施しなかったため、MMSE実
施件数は10件であった。MMSEの得点が非
常に低く、認知機能の低下が疑われCES-Dが
実施できないケースが１件あった。
　13名の平均年齢は72歳、男性11名、女性２
名であった（図１、表１）。このうち、
MMSEの点数において認知機能の低下が疑
われた患者は３名（30％）であり、状態につ
いてカルテ記載の上他職種と情報を共有し
た。CES-Dの点数がカットオフ以上となった
患者は２名（17％）であった（表２）。

図１：年齢分布（計13名）

表１：基本背景

表２：アセスメント結果

　アセスメントされた患者のうち、精神的な
安定維持を図るため、定期的な面接を実施し
た例は４例であり、のべ51回実施した。以下
に代表的な３事例を報告する。

事例１．卵巣がん患者（50代女性）：当初、
入院生活適応までには、生活上の不便などの
話題が多く語られた。お話を聴いて心理師が
調整を行うこともあれば、ご自身で要望を医

師・看護師などのスタッフに伝えることもで
きていた。治療過程において、有害事象によ
る身体的な苦痛・不調などが現れたため、深
呼吸・身体の部分に注意を向けることで痛み
を緩和する方法を伝えたところ、ご自身で取
り組み効果を実感されていた。
　また、身体不調に関連し、治療がうまくい
くのか、有害事象による苦痛がどの程度まで
増強するのか、この間にも病気が進行するの
ではないかなど、不安が強くなったため、面
接において調整を行った。その結果、自分か
らものごとの良い面に目を向けたり、自分の
恵まれた環境に目を向けたりすることができ
るようになり、気持ちを保つことができた。
心理師との面接の中で「今まではがんに対し
て早く消えろと思っていたけど、ここで止
まっていてくれてありがとうと思えた。」
「災害で突然命を奪われてしまう人もいる。
自分はまだ生きているからできることがあ
る。」などと話され、実際に気持ちを維持す
るために使えるようになっていた。
　入院後半は、退院後の生活・治療などにつ
いての不安が語られたが、退院後に起こると
思われる問題についてあらかじめ心理師と話
し合い、対応を考えておくことで気持ちを維
持した。発熱・嘔気などがありご本人にとっ
て辛い時期には「もう帰りたい」などとお話
されることもあったが、最後まで治療を完遂
し退院された。
　退院前には、「自分がメンタルケアを受け
るまでは、カウンセリングっていうのは精神
的に病んだ人が受けるものだと思っていた。
でも、お話することで、自分の気持ちが整理
できることを知った。メンタルケアを受け
て、自分自身でもがんと向き合い戦うことが
できることも知った。自分のように病気で苦
しんでいる多くの人にもっと知ってもらいた
いと思った。」などと感想を述べられてい
た。

事例２．頭頚部がん患者（70代男性）：入院
当初は少し投げやりな様子で「治療して意味
あるのかな」「（半年後の予約票を見ながら）
このころ生きてるのかな」などと話してい

た。CES-Dの点数はカットオフ以上となり、
抑うつ的な印象もあった。面接の中では家族
が不仲であることも語られ、精神的なサポー
トが少ないことが考えられたため、治療や今
後の生活について話題にするよりも、全般的
な生活に対する意欲を高めることを目的とし
た介入を行った。具体的には、ご自身のかつ
ての職業に関しての知識を心理師に教えても
らうという形を取り、意欲を高めるとともに
認知機能を保つことも意図した。
　当初は訪室すると「（見たいテレビ番組が
始まる）40分までね。」などの言動があった
が、回数を重ねるにつれ、こちらが時間を切
り出すと「まだ大丈夫だよ、暇だし。」「明日
は来るの？」など、心理師との会話を楽しみ
にしているような言動に変化していった。
　その後、治療経過において、有害事象と考
えられる一過性の腎機能低下があり、また心
房粗動も起こったが、ご本人は身体感覚への
気づきが乏しいようだったため、身体に意識
を向けることについて提案した。当初はリハ
ビリへの取り組みを頑張り、その後疲労して
いることがあったが、次第に自分から疲労感
を訴えることも出てきて、自身の身体の状態
に目を向け行動を調整することができるよう
になった。
　全身状態が改善したころには照射終了も見
えてきたが、腫瘍の著明な縮小があり、ご自
身も治療の効果を実感しているようだった。
面接では笑うことも多くなり、退院が近くな
ると「退院したら今度から自分で勉強して
ね」と言うなど、自分の職業知識が人の役に
立っているということを感じられているよう
だった。入院当初の投げやりな様子は感じら
れなくなり、退院したらしたいことなどを笑
顔で語っていた。

事例３．膵臓がん患者（80代女性）：訪室す
ると「臨床心理士さんがくるっていうのは聞
いてたけど、何をするの？」と質問された。
入院時アセスメント実施の際には、放射線治
療科の患者さん全員にお聞きしていることを
伝えてから開始しているが、それを聞いて安
心した様子で「先生たちにうつだと思われた

性　別
男　性
女　性

人数
11
2

％
85
15

検査

MMSE

CES-D

人数
7
3
2
10

結　　果
カットオフ以上（正常）

カットオフ以下
カットオフ以上

カットオフ以下（正常）

％
70
30
17
83

かと思ったわ」と笑顔を見せた。
　質問項目を聴取していくと、当初は穏やか
に回答されていたが、ある質問をきっかけに
これまでの人生でずっと心に残っていたとい
う後悔を涙ながらにお話された。話した後は
すっきりした表情で「でも考えても仕方ない
のよね。（主治医の）先生にももう忘れなさ
いって言われて、それで吹っ切れたの。」と
言い、自分の思いを言葉にして表出したこと
で助言の受け入れがさらに進んだ。入院にあ
たり、自宅に残してきた家族のことや家の仕
事のことなどが心配であると話されていた
が、「自分が元気なうちは子どもにご飯を
作ってあげたい。だから頑張って良くなって
退院しなきゃね。」とも語り、現在の家族関
係が良いことが生への意欲へとつながってお
り、入院生活の支えになっていた。
　一方、過去の姑や義妹などのふるまいには
ずっと我慢していたところがあったようで、
今までの不満を表出することもあり、それに
よりこれまでの経験を整理しているようでも
あった。自身の両親を看取られた時のことな
どもお話され、「両親のことは病室で息がな
くなるところを看取ることができたんだけ
ど、がんはどういうふうに死ぬのかしら。」
「私も両親みたいに病室でみんなに見守られ
て逝きたいわね。」と穏やかに話されること
もあった。このような語りは、エリクソンが
提唱したライフサイクル論における老年期の
発達課題である「統合」が達成されることに
役立つと思われる。
　認知機能は保たれており、ご家族から入院
中の課題（漢字検定の勉強など）を設定され
ていて、ご自身のペースで取り組まれてい
た。「最近はこれをやってるのよ。」と、取り
組んでいることを心理師にお話することで、
自分にもまだまだできることがあるというこ
とを実感されていた。リハビリを導入しても
らったことで、動きにくくなっていた手の指
が動くようになった、歩けるようになったと
喜びを見せていた。

考　　察

　入院時に精神面のアセスメントを実施し、

その後個別の面接につなげていくことは、医
療者・患者双方にとってメリットがあると考
えられた。
　医療者に関するメリットについては、患者
の情報をより多面的に得られるということが
ある。今回は入院時に精神面のアセスメント
を実施したが、入院当初の患者の精神状態を
把握しておくことで、それに合わせてケアを
実施していくことができるうえ、入院中の精
神面の変化にも気づきやすくなる。例えば、
認知機能の低下が認められる患者に対して
は、入院時点の機能に合わせた働きかけが必
要であり、入院中のさらなる低下を防ぐこと
も重要となるが、認知機能が低下しているか
どうかは日常の少しのやり取りだけでは判断
が難しいことも多い。標準化されたスクリー
ニングテストを実施することにより現状を把
握することで、より精度が高くなり、適切な
ケアにつながると考えられる。
　継続的なケアが必要と判断された患者につ
いて、個別面接を実施しその内容を電子カル
テ上に記載したが、この情報は医療者が患者
についての理解を深めることに役立ったと考
えられる。多職種病棟カンファランスでは、
面接の内容を患者の精神状態の理解に役立
て、ケアに当たる上で参考にすることがあっ
たという声も聞かれた。入院治療には医師・
看護師・治療に関わる技師・リハビリ技師な
ど、さまざまな職種が関わるが、患者はそれ
ぞれの場面でさまざまな表情を見せる。多職
種のかかわりのなかでも、実際の治療や入院
生活にはあまり関係のない心理師は、より中
立的な立場で患者とコミュニケーションをと
ることができる。このことにより、直接治療
にあたる医師、毎日の看護にあたる看護師な
どには言いにくいこと、言っても仕方がない
と思っていることなども聞くことができる。
この内容を多職種で共有することで、患者の
理解が深まりケアに活かされたと考えられ
る。
　患者にとってのメリットは、身体だけでな
く心の状態を保ちながら治療を受けることが
できることである。がん患者が常にストレス
にさらされており、そのことが精神疾患発症

のリスクを高めていることを考えると、心理
面接を通してそのストレスを低減していくこ
とは有用であると考えられる。特に入院治療
においては、日常生活を離れて慣れない環境
で治療を受けることによりストレスは増大す
るが、家族とのかかわりや社会的なつながり
など、ストレスを低減させるために役立つサ
ポートの全体量が減る。心理面接では受容・
共感的傾聴を中心にして患者に関わるが、こ
の関わりが情緒的サポートのひとつにもなる
と考えられる。
　また、心理面接を通して、患者が主体性を
保つサポートをすることができる。入院治療
にあたっては、患者はどうしても「治療を受
ける」「ケアを受ける」など、受け身的な立
場に立つことが多くなる。人間の自尊心を保
つために重要な三つの要素として、自分が役
に立っていること、自分の望み通りやれてい
ること、持続的に安心感を得られていること
が挙げられるが、入院生活ではこれらの感覚
が阻害されやすい。心理面接における語りを
通して、人生においてこれまで自分が役割を
果たしていたことを思い出すこと、入院生活
の中でも望み通りやれることがあることに気
づいていくこと、治療についても自分で選択
しているという感覚を思い出すこと、心理師
との関係性の中で安心・安全を感じていくこ
とが、自尊心を保つ一助となると考えられ
る。
　公認心理師が援助する人々は「心理に関す
る支援を要する者」とされており、必ずしも
精神的な疾患と診断を受けている必要はな
い。当院のように常勤の精神科医がいない医
療機関では、精神科受診が必要となる前に、
公認心理師が予防的にケアにあたることは有
用であると考えられる。また、アセスメント
を実施して必要な患者を精神科受診につなげ
ることで、より適切な精神科治療につながる
のではないかと考えられる。
　一方、がん治療においてメンタルケアが重
要であるということは、多くの患者にあまり
知られていない。カウンセリングは精神的な
疾患がある人が受けるもの、というイメージ
は本邦においてまだ根深く、精神医療へのア

クセスを難しくしている。この制限を取り
払っていくために、入院初期に全例に実施す
るというワークフローは役立つと考えられ
る。
　以上より、放射線治療科におけるメンタル
ケアについて、まず長期入院が見込まれる患
者に対し、入院時に精神面のアセスメントを
全例に実施することが役立つと考えられる。
全例に実施することにより、患者の抵抗感が
減少するとともに、精神的な状態を医療者が
把握し治療やケアに活かすことができると考
えられる。また、初期の段階で心理師が患者
と顔を合わせておくことで、入院中に精神状
態が悪化した際に対応するためのアクセスが
容易になる。ただし、今回抑うつの程度を把
握するために利用したCES-Dについては、ご
高齢の方・入院生活には適さない項目がいく
つかあるため、より入院生活に即した質問紙
を検討する必要がある。また、入院時に精神
面のアセスメントを実施した後、必要と思わ
れる患者に対し継続的に面接を実施すること
も有用であると考えられるが、まだ事例が少
なく効果については検討が難しい。今後対象
者を増やし、方法や効果についてさらに検討
していきたい。
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抄　　録

　当院放射線治療科において、入院治療を支
持する目的でメンタルケアを実施した。３か
月間での対象者数は15名、アセスメントを実
施した件数は13件であり、入院中にメンタル
ケアを目的として面接を実施した回数はのべ
51回となった。メンタルケアを実施すること
により、患者の精神状態についての情報を治
療・看護に活かすことができた。患者の精神
的な状態を保つためのサポートは入院治療の
助けになると考えられる。

はじめに

　当院は現在、慢性疾患のなかでもがん治療
に力を入れて診療を行っている。厚生労働省
の統計を見ると、がんは死因としては一貫し
て上昇を続け、1981年以降１位となってい
る。高齢化に伴いがん患者数は増え続け、治
療体制を整備する必要性が高まっており、わ
が国では2007年４月にがん対策基本法が制定
された。2007年６月よりがん対策推進基本計
画に基づき、各都道府県で施策が進められて
いる。目標として「すべてのがん患者および
その家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持
向上」が明記され、がん患者や家族に対する
QOLの向上が義務付けられており、それに
伴い心のケアが重要視されるようになった。
　がんは身体疾患であるが、精神面への影響
が大きいことが知られている。がん患者は、
告知後の反応をはじめとして、手術や化学療
法、放射線治療に対する不安、病気による
QOLの低下や予後に関する不安、再発への
恐れ、積極的抗がん治療の中止のショックな

ど、常にストレスにさらされており、病期に
関わらず約半数に適応障害やうつ病といった
精神疾患が認められている１、２）。
 一方、がん患者に対する心理的な支援は十
分であるとはいえない。東京都で行われた実
態調査では、外来化学療法期間中の転移再発
患者を対象にアンケート調査を実施している
が、経過中最も辛かった問題では心理的問題
が30％となっており、身体的な問題37％とい
う数値に迫るものとなっている。また、心
理・社会的なつらさのピークが診断早期にあ
るにも関わらず、受診ピークは再発時であっ
た３）。この結果からは、特に診断早期の心
理・社会的な問題に対して適切に対応してい
くことが必要であることがうかがえ、スク
リーニングでのニーズの拾い上げ、適切な対
応者の配置と連携に努力する必要があるとし
ている。
　上村（2017）は、がん患者に適切な精神心
理的ケアが提供されることへの障壁について
述べている。これには医療者側の要因と、患
者側の要因とがある。診断時・再発時などの
精神的ストレスが強い場合の障壁の多くは、
医療者・患者双方とも精神心理的ケアが必要
であることに気が付かないことが要因である
ことに集約される。上村はまた、治療中や治
療後においては、がん診療を担う多くの病院
での精神心理的ケアの提供体制が確立されて
いないことが推測されるとし、精神科医が不
在の病院では、公認心理師の働きが期待され
ると述べている４）。実際、常勤精神科医がい
ない医療機関において、臨床心理士ががん患
者へ臨床心理的介入を実施し、効果を報告し

入院中のがん患者へのメンタルケアのあり方についての検討
Investigation to optimize the way of mental care for cancer patients in hospital

松坂真友美（青森労災病院　臨床心理室）
Mayumi Matsuzaka

（Laboratory of clinical psychology, Aomori Rosai Hospital）

キーワード：がん患者，放射線治療，メンタルケア，臨床心理士・公認心理師
Key words : cancer patients，Radical Radiotherapy，mental care，clinical psychologist

ている研究も見られる５、６）。
　がんの治療には手術、化学療法、放射線療
法などがあるが、その中でも、高精度放射線
治療や化学放射線療法などによって長期間の
入院が必要となる患者、有害事象が苦痛とな
りやすい放射線治療科入院患者には、精神的
な状態を保つためのサポートが有用であるこ
とが推測される。そこで本研究では、放射線
治療科における公認心理師によるメンタルケ
アについて、どのように実施していくことが
治療のサポートになるのかを検討した。

方　　法

１．対象者
　対象者は、令和３年６月～８月の期間に
放射線治療を目的として当院放射線科に入
院した患者のうち、２か月以上の長期入院
が予想され、メンタルケアが必要となる可
能性を有した15名である。

２．内　容
⑴　入院時の精神的な状態について、認知

機能がどの程度保たれているか、抑うつ
的な傾向がないかを把握するため、質問
紙によるスクリーニング検査でアセスメ
ントを実施した。前者にはMini Mental 
State Examination（以下MMSE）、後者
にはThe Center for Epidemiologic 
Studies Depression Scale（以下CES-D）
を用いた。

⑵　⑴の結果を踏まえ、主治医と検討しメ
ンタルケアが必要であると判断された患
者に対し、定期的に訪室して面接を実施
した。面接は15分～90分の１対１非構造
化面接とし、患者の希望・状態、病棟内
の治療・看護状況に合わせて頻度と時間
を設定した。

結　　果

　放射線治療科より依頼があった対象者数は
15名であったが、身体的な状態（傾眠傾向な
ど）により、質問紙によるスクリーニング検
査を実施できない患者が２名おり、アセスメ
ント実施件数は13件であった。当初、認知機
能が明らかに保たれていると思われる患者に

はMMSEを実施しなかったため、MMSE実
施件数は10件であった。MMSEの得点が非
常に低く、認知機能の低下が疑われCES-Dが
実施できないケースが１件あった。
　13名の平均年齢は72歳、男性11名、女性２
名であった（図１、表１）。このうち、
MMSEの点数において認知機能の低下が疑
われた患者は３名（30％）であり、状態につ
いてカルテ記載の上他職種と情報を共有し
た。CES-Dの点数がカットオフ以上となった
患者は２名（17％）であった（表２）。

図１：年齢分布（計13名）

表１：基本背景

表２：アセスメント結果

　アセスメントされた患者のうち、精神的な
安定維持を図るため、定期的な面接を実施し
た例は４例であり、のべ51回実施した。以下
に代表的な３事例を報告する。

事例１．卵巣がん患者（50代女性）：当初、
入院生活適応までには、生活上の不便などの
話題が多く語られた。お話を聴いて心理師が
調整を行うこともあれば、ご自身で要望を医

師・看護師などのスタッフに伝えることもで
きていた。治療過程において、有害事象によ
る身体的な苦痛・不調などが現れたため、深
呼吸・身体の部分に注意を向けることで痛み
を緩和する方法を伝えたところ、ご自身で取
り組み効果を実感されていた。
　また、身体不調に関連し、治療がうまくい
くのか、有害事象による苦痛がどの程度まで
増強するのか、この間にも病気が進行するの
ではないかなど、不安が強くなったため、面
接において調整を行った。その結果、自分か
らものごとの良い面に目を向けたり、自分の
恵まれた環境に目を向けたりすることができ
るようになり、気持ちを保つことができた。
心理師との面接の中で「今まではがんに対し
て早く消えろと思っていたけど、ここで止
まっていてくれてありがとうと思えた。」
「災害で突然命を奪われてしまう人もいる。
自分はまだ生きているからできることがあ
る。」などと話され、実際に気持ちを維持す
るために使えるようになっていた。
　入院後半は、退院後の生活・治療などにつ
いての不安が語られたが、退院後に起こると
思われる問題についてあらかじめ心理師と話
し合い、対応を考えておくことで気持ちを維
持した。発熱・嘔気などがありご本人にとっ
て辛い時期には「もう帰りたい」などとお話
されることもあったが、最後まで治療を完遂
し退院された。
　退院前には、「自分がメンタルケアを受け
るまでは、カウンセリングっていうのは精神
的に病んだ人が受けるものだと思っていた。
でも、お話することで、自分の気持ちが整理
できることを知った。メンタルケアを受け
て、自分自身でもがんと向き合い戦うことが
できることも知った。自分のように病気で苦
しんでいる多くの人にもっと知ってもらいた
いと思った。」などと感想を述べられてい
た。

事例２．頭頚部がん患者（70代男性）：入院
当初は少し投げやりな様子で「治療して意味
あるのかな」「（半年後の予約票を見ながら）
このころ生きてるのかな」などと話してい

た。CES-Dの点数はカットオフ以上となり、
抑うつ的な印象もあった。面接の中では家族
が不仲であることも語られ、精神的なサポー
トが少ないことが考えられたため、治療や今
後の生活について話題にするよりも、全般的
な生活に対する意欲を高めることを目的とし
た介入を行った。具体的には、ご自身のかつ
ての職業に関しての知識を心理師に教えても
らうという形を取り、意欲を高めるとともに
認知機能を保つことも意図した。
　当初は訪室すると「（見たいテレビ番組が
始まる）40分までね。」などの言動があった
が、回数を重ねるにつれ、こちらが時間を切
り出すと「まだ大丈夫だよ、暇だし。」「明日
は来るの？」など、心理師との会話を楽しみ
にしているような言動に変化していった。
　その後、治療経過において、有害事象と考
えられる一過性の腎機能低下があり、また心
房粗動も起こったが、ご本人は身体感覚への
気づきが乏しいようだったため、身体に意識
を向けることについて提案した。当初はリハ
ビリへの取り組みを頑張り、その後疲労して
いることがあったが、次第に自分から疲労感
を訴えることも出てきて、自身の身体の状態
に目を向け行動を調整することができるよう
になった。
　全身状態が改善したころには照射終了も見
えてきたが、腫瘍の著明な縮小があり、ご自
身も治療の効果を実感しているようだった。
面接では笑うことも多くなり、退院が近くな
ると「退院したら今度から自分で勉強して
ね」と言うなど、自分の職業知識が人の役に
立っているということを感じられているよう
だった。入院当初の投げやりな様子は感じら
れなくなり、退院したらしたいことなどを笑
顔で語っていた。

事例３．膵臓がん患者（80代女性）：訪室す
ると「臨床心理士さんがくるっていうのは聞
いてたけど、何をするの？」と質問された。
入院時アセスメント実施の際には、放射線治
療科の患者さん全員にお聞きしていることを
伝えてから開始しているが、それを聞いて安
心した様子で「先生たちにうつだと思われた

性　別
男　性
女　性

人数
11
2

％
85
15

検査

MMSE

CES-D

人数
7
3
2
10

結　　果
カットオフ以上（正常）

カットオフ以下
カットオフ以上

カットオフ以下（正常）

％
70
30
17
83

かと思ったわ」と笑顔を見せた。
　質問項目を聴取していくと、当初は穏やか
に回答されていたが、ある質問をきっかけに
これまでの人生でずっと心に残っていたとい
う後悔を涙ながらにお話された。話した後は
すっきりした表情で「でも考えても仕方ない
のよね。（主治医の）先生にももう忘れなさ
いって言われて、それで吹っ切れたの。」と
言い、自分の思いを言葉にして表出したこと
で助言の受け入れがさらに進んだ。入院にあ
たり、自宅に残してきた家族のことや家の仕
事のことなどが心配であると話されていた
が、「自分が元気なうちは子どもにご飯を
作ってあげたい。だから頑張って良くなって
退院しなきゃね。」とも語り、現在の家族関
係が良いことが生への意欲へとつながってお
り、入院生活の支えになっていた。
　一方、過去の姑や義妹などのふるまいには
ずっと我慢していたところがあったようで、
今までの不満を表出することもあり、それに
よりこれまでの経験を整理しているようでも
あった。自身の両親を看取られた時のことな
どもお話され、「両親のことは病室で息がな
くなるところを看取ることができたんだけ
ど、がんはどういうふうに死ぬのかしら。」
「私も両親みたいに病室でみんなに見守られ
て逝きたいわね。」と穏やかに話されること
もあった。このような語りは、エリクソンが
提唱したライフサイクル論における老年期の
発達課題である「統合」が達成されることに
役立つと思われる。
　認知機能は保たれており、ご家族から入院
中の課題（漢字検定の勉強など）を設定され
ていて、ご自身のペースで取り組まれてい
た。「最近はこれをやってるのよ。」と、取り
組んでいることを心理師にお話することで、
自分にもまだまだできることがあるというこ
とを実感されていた。リハビリを導入しても
らったことで、動きにくくなっていた手の指
が動くようになった、歩けるようになったと
喜びを見せていた。

考　　察

　入院時に精神面のアセスメントを実施し、

その後個別の面接につなげていくことは、医
療者・患者双方にとってメリットがあると考
えられた。
　医療者に関するメリットについては、患者
の情報をより多面的に得られるということが
ある。今回は入院時に精神面のアセスメント
を実施したが、入院当初の患者の精神状態を
把握しておくことで、それに合わせてケアを
実施していくことができるうえ、入院中の精
神面の変化にも気づきやすくなる。例えば、
認知機能の低下が認められる患者に対して
は、入院時点の機能に合わせた働きかけが必
要であり、入院中のさらなる低下を防ぐこと
も重要となるが、認知機能が低下しているか
どうかは日常の少しのやり取りだけでは判断
が難しいことも多い。標準化されたスクリー
ニングテストを実施することにより現状を把
握することで、より精度が高くなり、適切な
ケアにつながると考えられる。
　継続的なケアが必要と判断された患者につ
いて、個別面接を実施しその内容を電子カル
テ上に記載したが、この情報は医療者が患者
についての理解を深めることに役立ったと考
えられる。多職種病棟カンファランスでは、
面接の内容を患者の精神状態の理解に役立
て、ケアに当たる上で参考にすることがあっ
たという声も聞かれた。入院治療には医師・
看護師・治療に関わる技師・リハビリ技師な
ど、さまざまな職種が関わるが、患者はそれ
ぞれの場面でさまざまな表情を見せる。多職
種のかかわりのなかでも、実際の治療や入院
生活にはあまり関係のない心理師は、より中
立的な立場で患者とコミュニケーションをと
ることができる。このことにより、直接治療
にあたる医師、毎日の看護にあたる看護師な
どには言いにくいこと、言っても仕方がない
と思っていることなども聞くことができる。
この内容を多職種で共有することで、患者の
理解が深まりケアに活かされたと考えられ
る。
　患者にとってのメリットは、身体だけでな
く心の状態を保ちながら治療を受けることが
できることである。がん患者が常にストレス
にさらされており、そのことが精神疾患発症

のリスクを高めていることを考えると、心理
面接を通してそのストレスを低減していくこ
とは有用であると考えられる。特に入院治療
においては、日常生活を離れて慣れない環境
で治療を受けることによりストレスは増大す
るが、家族とのかかわりや社会的なつながり
など、ストレスを低減させるために役立つサ
ポートの全体量が減る。心理面接では受容・
共感的傾聴を中心にして患者に関わるが、こ
の関わりが情緒的サポートのひとつにもなる
と考えられる。
　また、心理面接を通して、患者が主体性を
保つサポートをすることができる。入院治療
にあたっては、患者はどうしても「治療を受
ける」「ケアを受ける」など、受け身的な立
場に立つことが多くなる。人間の自尊心を保
つために重要な三つの要素として、自分が役
に立っていること、自分の望み通りやれてい
ること、持続的に安心感を得られていること
が挙げられるが、入院生活ではこれらの感覚
が阻害されやすい。心理面接における語りを
通して、人生においてこれまで自分が役割を
果たしていたことを思い出すこと、入院生活
の中でも望み通りやれることがあることに気
づいていくこと、治療についても自分で選択
しているという感覚を思い出すこと、心理師
との関係性の中で安心・安全を感じていくこ
とが、自尊心を保つ一助となると考えられ
る。
　公認心理師が援助する人々は「心理に関す
る支援を要する者」とされており、必ずしも
精神的な疾患と診断を受けている必要はな
い。当院のように常勤の精神科医がいない医
療機関では、精神科受診が必要となる前に、
公認心理師が予防的にケアにあたることは有
用であると考えられる。また、アセスメント
を実施して必要な患者を精神科受診につなげ
ることで、より適切な精神科治療につながる
のではないかと考えられる。
　一方、がん治療においてメンタルケアが重
要であるということは、多くの患者にあまり
知られていない。カウンセリングは精神的な
疾患がある人が受けるもの、というイメージ
は本邦においてまだ根深く、精神医療へのア

クセスを難しくしている。この制限を取り
払っていくために、入院初期に全例に実施す
るというワークフローは役立つと考えられ
る。
　以上より、放射線治療科におけるメンタル
ケアについて、まず長期入院が見込まれる患
者に対し、入院時に精神面のアセスメントを
全例に実施することが役立つと考えられる。
全例に実施することにより、患者の抵抗感が
減少するとともに、精神的な状態を医療者が
把握し治療やケアに活かすことができると考
えられる。また、初期の段階で心理師が患者
と顔を合わせておくことで、入院中に精神状
態が悪化した際に対応するためのアクセスが
容易になる。ただし、今回抑うつの程度を把
握するために利用したCES-Dについては、ご
高齢の方・入院生活には適さない項目がいく
つかあるため、より入院生活に即した質問紙
を検討する必要がある。また、入院時に精神
面のアセスメントを実施した後、必要と思わ
れる患者に対し継続的に面接を実施すること
も有用であると考えられるが、まだ事例が少
なく効果については検討が難しい。今後対象
者を増やし、方法や効果についてさらに検討
していきたい。
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令 和 ２ 年 度

各診療科別
　および各部門別の臨床統計

１．消化器内科
２．糖尿病・内分泌内科
３．外科
４．整形外科
５．形成外科
６．心臓血管外科
７．眼科
８．泌尿器科
９．放射線科
10．麻酔科
11．健康診断部
12．歯科口腔外科
13．中央リハビリテーション部
14．薬剤部
15．中央検査部
16．看護部
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臨床統計

表１　疾患別入院患者数

１．消　化　器　内　科

消化管疾患
　食道癌
　食道静脈瘤破裂
　胃ポリープ・腺腫
　胃癌
　胃十二指腸潰瘍
　急性胃腸炎
　結腸癌
　直腸癌
　直腸腺腫
　大腸・ポリープ・腺腫
　盲腸癌
　炎症性腸疾患
　腸閉塞症
　大腸憩室炎・憩室出血
　虚血性腸炎
　その他
肝胆膵疾患
　肝炎・肝障害
　肝硬変
　肝癌
　胆石・胆道感染症
　胆道癌
　胆のう癌
　膵炎
　膵癌
　その他
血液疾患
その他の疾患
総計

5
2
1

45
20
4

110
24
2

264
9

18
9

15
11
34

12
22
14
33
13
6

14
51
45

573

210

51
72

906

表２　消化器検査件数

上部消化管内視鏡検査
大腸内視鏡検査
胃Ⅹ線検査
大腸注腸造影検査
内視鏡的逆行性膵胆管造影検査
腹部超音波検査

1,448 件
1,176 件

53 件
77 件
44 件

1,731 件
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入院患者内訳

２．糖尿病・内分泌内科

糖尿病
　１型DM
　２型DM
内分泌疾患
　ＰＡ
　甲状腺疾患
　電解質異常
　その他
感染症
　肺炎
　尿路感染
　その他の部位
脳梗塞
　脳梗塞
　脳出血
睡眠時無呼吸症候群
眩暈症
うっ血性心不全
その他
合計

7
68

17
7
4
6

77
20
5

30
1

75

34

102

31

86
20
11
80
439

外来患者数
新外来患者数
時間外救急患者数

入院患者延数

22,982人
1,499人
564人

6,284人
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手術件数

３．外　　　　　科

消化器

胸部

乳腺、甲状腺

ヘルニア

合計

胃

胆嚢

膵臓

小腸

大腸

その他
小計
肺

縦隔
その他
小計
乳腺

甲状腺

副甲状腺
その他
小計
鼠径
大腿
小計

胃全摘術
幽門側胃切除術
胃部分切除術
大網充填、被覆術
腹腔鏡下胆摘術
開腹胆摘術
総胆管切石術
膵頭十二指腸切除術
膵全摘術
膵体尾部切除術
小腸切除術
癒着剥離術
結腸切除術
虫垂切除術
直腸切除術
直腸切断術
痔核手術
痔瘻手術

肺葉切除術
肺区域切除術
肺部分切除術
胸腺切除術

乳房切除術
乳房温存手術
甲状腺全摘術
甲状腺半切除術
副甲状腺切除術

鼠径ヘルニア手術
大腿ヘルニア手術

8
6
3
5
22
18
0
1
1
2
6
5
50
18
14
2
14
9
34
218
7
1
8
2
2
20
16
5
3
6
4
6
40
49
4
53
331

－2
0
3
5
－7
－1
－3
－1
1
－1
6
5
7
6
2
1
6
－2
16
41
－7
1
－4
2
1
－7
－4
－1
0
1
1
3
0
7
4
11
45

症　例　数術　　式臓　　器分　　類 前年との比較
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手術件数

４．整　形　外　科

脊椎

上肢・手

下肢

外傷

リウマチ

スポーツ

小児

腫瘍

頸椎
胸椎
腰椎
その他
関節鏡
人工関節
その他
関節鏡
人工関節
靭帯再建（関節鏡あり）
　　　　（関節鏡なし）
その他
脊椎
上肢再接着
上肢骨接合術
上肢その他
下肢再接着
下肢骨接合術
下肢その他
その他
脊椎
上肢人工関節
上肢その他
下肢人工関節
下肢その他
その他
上肢関節鏡
上肢靭帯再建（関節鏡あり）
　　　　　　（関節鏡なし）
上肢その他
下肢関節鏡
下肢靭帯再建（関節鏡あり）
　　　　　　（関節鏡なし）
下肢その他
その他
脊椎
上肢
下肢
その他
良性骨腫瘍
良性軟部腫瘍
良悪性中間骨腫瘍
良悪性中間軟部腫瘍
悪性骨腫瘍
悪性軟部腫瘍
その他

全麻

28
6

95
3
0
1

51
2

40
2
2

54
2
0

70
16
0

71
11
12
0
0
0
4
2
0
3

16
16
12

127
87
2

59
4
0
5
0
0
0
6
0
1
2
0

24
836

472

12
5

96
0
4
1

84
2

28
0
0

57
0
0

55
2
0

75
13
2
0
0
0
2
0
0
1
2

20
12

111
70
0

29
1
0

11
10
0
0
3
0
1
0
0

25
734

394

合計 R元年度（前回）合　　　計細　　　目領　　　域

合　　　　　　計
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臨床統計

入院手術
　全身麻酔 24件　局所麻酔 6件

５．形　成　外　科

表１　入院手術分類

新鮮熱傷
顔面骨骨折及び顔面軟部組織損傷
唇裂、口蓋裂
手、足の先天異常、外傷
その他の先天異常
母斑、血管腫、良性腫瘍
悪性腫瘍及びそれに関連する再建
瘢痕、瘢痕拘縮、ケロイド
褥瘡、難治性潰瘍
美容外科
その他

2
0
0
0
1

17
8
1
1
0
0

手　　　術

計

件数

30

表２　外来手術分類

新鮮熱傷
顔面骨骨折及び顔面軟部組織損傷
唇裂、口蓋裂
手、足の先天異常、外傷
その他の先天異常
母斑、血管腫、良性腫瘍
悪性腫瘍及びそれに関連する再建
瘢痕、瘢痕拘縮、ケロイド
褥瘡、難治性潰瘍
美容外科
その他

0
2
0
0
3

311
5
2
1
0
0

手　　　術

計

件数

324
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手術症例

心臓手術　　　　　　　　　　　　　１例
　（心臓弁膜症　　　　　　　　　　１例）

末梢血管手術　　　　　　　　　　　28例
　腹部大動脈瘤　　　　　　　　　　16例
　下肢動脈バイパス術　　　　　　　12例
　血栓除去術　　　　　　　　　　　10例

静脈疾患手術　　　　　　　　　　　65例
　静脈瘤抜去術　　　　　　　　　　22例
　レーザー治療　　　　　　　　　　43例

ペースメーカー交換術　　　　　　　３例

その他（CIA、EIA、SFAのIVR、CFA内膜摘除）
　　　　　　　　　　　　　　　　　29例

６．心　臓　血　管　外　科
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表１　令和２年度・月別外来患者数

新患数 再来数 計
４月
５月
６月
７月
８月
９月
10月
11月
12月
１月
２月
３月
計

43
49
62
69
77
55
58
62
51
40
48
76
690

455
433
500
471
449
488
452
450
522
406
375
511
5,512

498
482
562
540
526
543
510
512
573
446
423
587
6,202

表２　令和２年度・月別入院患者数

新入院 退院数 延患者数 実日数
４月
５月
６月
７月
８月
９月
10月
11月
12月
１月
２月
３月
計

3
4
10
4
4
6
5
7
5
7
8
7
70

3
4
8
6
2
6
4
8
7
7
7
8
70

45
56
105
59
39
48
65
65
62
70
67
68
749

30
31
30
31
31
30
31
30
31
31
28
31
365

７．眼　　　　　科

表３　眼科・手術状況（令和２年度４月～３月）（入院）

手　術　名　称 計
水晶体再建術（眼内レンズを使用する場合）
眼瞼下垂症手術（眼瞼拳筋前転法）
眼瞼下垂症手術（その他のもの）
眼瞼結膜悪性腫瘍手術
結膜腫瘍摘出術
斜視手術（前転法及び後転法の併施）
網膜光凝固術（その他特殊なもの（一連につき））

95
1
2
1
2
1
2
104

３月
7

1

２月
9

1
1
1

１月
9

1

12月
8

11月
7

10月
10

９月
6
1

８月
5

７月
8

2

６月
13

1

５月
7

４月
6

表４　眼科・手術状況（令和２年度４月～３月）（外来）

手　術　名　称 計
網膜光凝固術（通常のもの）（一連につき）
網膜光凝固術（その他特殊なもの）（一連につき）
マイボーム腺切開術
顕微鏡下角膜抜糸術
後発白内障手術
麦粒腫切開術
角膜、強膜異物除去術
毛様体冷凍凝固術
涙点プラグ挿入術、涙点閉鎖術

9
5
1
19
9
3
4
2
1
53

３月

1
3
1
1
1

２月
3

1

１月
1

1

12月

3
1

11月
1

2
1

1
2

10月
2
1

1
1

９月
1
3

1
1

８月

2

７月

3
1

1

1

６月
1
1

1

５月

3
1

４月

2

1

入院計

外来計
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臨床統計

１．外来診療

２．入院診療　　　　　　　　　※転科を含む

３．透析診療

８．泌尿器科

月別外来患者数
新患数

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

再来数 計
64
88
90
92
99
83
97
96
106
70
93
99

1,077
89.8

1,201
1,139
1,280
1,248
1,163
1,146
1,247
1,114
1,251
1,226
1,153
1,310
14,478
1,206.5

1,265
1,227
1,370
1,340
1,262
1,229
1,344
1,210
1,357
1,296
1,246
1,409
15,555
1,296.3

月別透析件数
透析件数

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

454
480
493
451
416
447
417
443
509
483
405
502
5,500
458.3

月別入院患者数
新入院

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

退院 延患者数
63
70
73
61
67
80
81
72
69
78
75
85
874
72.8

67
73
66
72
63
85
79
69
83
68
70
87
882
73.5

800
885
899
775
744
820
756
878
774
721
777
885
9,714
809.5

４．手術・生検件数
手術名

5
3

7
6
1

12
1
3
1
73
8

1
9
2
48
12
1

1
39
18
1
12
1

3
8
1

71
145
2
7
1
3

1
1
1
1
3

513

166

副腎摘除術
（小切開）
（腹腔鏡）
腎摘除術
（小切開）
（小切開部分切除）
（開腹）
腎尿管全摘除術
（小切開）
（開腹）
腎瘻造設術（PNS）
経皮的腎砕石術（PNL）
経尿道的腎尿管砕石（TUL）
経尿道的（経皮的）尿管拡張術
VUR防止術
膀胱全摘除術
（回腸導管）
（代用膀胱）
膀胱部分切除術
経尿道的膀胱腫瘍切除（TURBT）
経尿道的膀胱砕石術（TUVL）
経尿道的電気凝固術（TUEC）
膀胱瘻造設術
膀胱水圧拡張術
前立腺全摘除術
経尿道的前立腺切除（TURP）
精巣悪性腫瘍手術
陰嚢水腫手術
停留精巣手術
精管結紮術
包茎手術
尿道バルーン拡張・ステント留置術
TVT手術
後腹膜腫瘍摘除術
内シャント造設術
経皮的血管形成術（PTA）
その他内シャント関連手術
腹膜透析カテーテル留置術
その他腹膜透析関連手術
カフ付き透析用カテーテル留置
その他手術
（後腹膜膿瘍開放ドレナージ）
（精巣外傷白膜修復術）
（尿道憩室切除術）
（陰茎腫瘍切除術）
（尿膜管・臍摘除術）

手術合計

前立腺生検
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臨床統計

１．外来診療

２．入院診療　　　　　　　　　※転科を含む

３．透析診療

８．泌尿器科

月別外来患者数
新患数

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

再来数 計
64
88
90
92
99
83
97
96
106
70
93
99

1,077
89.8

1,201
1,139
1,280
1,248
1,163
1,146
1,247
1,114
1,251
1,226
1,153
1,310
14,478
1,206.5

1,265
1,227
1,370
1,340
1,262
1,229
1,344
1,210
1,357
1,296
1,246
1,409
15,555
1,296.3

月別透析件数
透析件数

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

454
480
493
451
416
447
417
443
509
483
405
502
5,500
458.3

月別入院患者数
新入院

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

退院 延患者数
63
70
73
61
67
80
81
72
69
78
75
85
874
72.8

67
73
66
72
63
85
79
69
83
68
70
87
882
73.5

800
885
899
775
744
820
756
878
774
721
777
885
9,714
809.5

４．手術・生検件数
手術名

5
3

7
6
1

12
1
3
1
73
8

1
9
2
48
12
1

1
39
18
1
12
1

3
8
1

71
145
2
7
1
3

1
1
1
1
3

513

166

副腎摘除術
（小切開）
（腹腔鏡）
腎摘除術
（小切開）
（小切開部分切除）
（開腹）
腎尿管全摘除術
（小切開）
（開腹）
腎瘻造設術（PNS）
経皮的腎砕石術（PNL）
経尿道的腎尿管砕石（TUL）
経尿道的（経皮的）尿管拡張術
VUR防止術
膀胱全摘除術
（回腸導管）
（代用膀胱）
膀胱部分切除術
経尿道的膀胱腫瘍切除（TURBT）
経尿道的膀胱砕石術（TUVL）
経尿道的電気凝固術（TUEC）
膀胱瘻造設術
膀胱水圧拡張術
前立腺全摘除術
経尿道的前立腺切除（TURP）
精巣悪性腫瘍手術
陰嚢水腫手術
停留精巣手術
精管結紮術
包茎手術
尿道バルーン拡張・ステント留置術
TVT手術
後腹膜腫瘍摘除術
内シャント造設術
経皮的血管形成術（PTA）
その他内シャント関連手術
腹膜透析カテーテル留置術
その他腹膜透析関連手術
カフ付き透析用カテーテル留置
その他手術
（後腹膜膿瘍開放ドレナージ）
（精巣外傷白膜修復術）
（尿道憩室切除術）
（陰茎腫瘍切除術）
（尿膜管・臍摘除術）

手術合計

前立腺生検

臨床統計

１．外来診療

２．入院診療　　　　　　　　　※転科を含む

３．透析診療

８．泌尿器科

月別外来患者数
新患数

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

再来数 計
64
88
90
92
99
83
97
96
106
70
93
99

1,077
89.8

1,201
1,139
1,280
1,248
1,163
1,146
1,247
1,114
1,251
1,226
1,153
1,310
14,478
1,206.5

1,265
1,227
1,370
1,340
1,262
1,229
1,344
1,210
1,357
1,296
1,246
1,409
15,555
1,296.3

月別透析件数
透析件数

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

454
480
493
451
416
447
417
443
509
483
405
502
5,500
458.3

月別入院患者数
新入院

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

退院 延患者数
63
70
73
61
67
80
81
72
69
78
75
85
874
72.8

67
73
66
72
63
85
79
69
83
68
70
87
882
73.5

800
885
899
775
744
820
756
878
774
721
777
885
9,714
809.5

４．手術・生検件数
手術名

5
3

7
6
1

12
1
3
1
73
8

1
9
2
48
12
1

1
39
18
1
12
1

3
8
1

71
145
2
7
1
3

1
1
1
1
3

513

166

副腎摘除術
（小切開）
（腹腔鏡）
腎摘除術
（小切開）
（小切開部分切除）
（開腹）
腎尿管全摘除術
（小切開）
（開腹）
腎瘻造設術（PNS）
経皮的腎砕石術（PNL）
経尿道的腎尿管砕石（TUL）
経尿道的（経皮的）尿管拡張術
VUR防止術
膀胱全摘除術
（回腸導管）
（代用膀胱）
膀胱部分切除術
経尿道的膀胱腫瘍切除（TURBT）
経尿道的膀胱砕石術（TUVL）
経尿道的電気凝固術（TUEC）
膀胱瘻造設術
膀胱水圧拡張術
前立腺全摘除術
経尿道的前立腺切除（TURP）
精巣悪性腫瘍手術
陰嚢水腫手術
停留精巣手術
精管結紮術
包茎手術
尿道バルーン拡張・ステント留置術
TVT手術
後腹膜腫瘍摘除術
内シャント造設術
経皮的血管形成術（PTA）
その他内シャント関連手術
腹膜透析カテーテル留置術
その他腹膜透析関連手術
カフ付き透析用カテーテル留置
その他手術
（後腹膜膿瘍開放ドレナージ）
（精巣外傷白膜修復術）
（尿道憩室切除術）
（陰茎腫瘍切除術）
（尿膜管・臍摘除術）

手術合計

前立腺生検
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９．放　射　線　科

表１　放射線科入院患者内訳

原疾患＼年度

計

頭頸部腫瘍
肺・縦隔腫瘍
乳腺疾患
消化器系疾患
泌尿・生殖器疾患
骨・軟部腫瘍
閉塞性動脈疾患
動脈瘤・その他

29年
1
0
0
53
6
1
2
12
75

30年
0
2
2
44
12
1
1
14
76

令和元年
0
5
0
58
15
2
2
9
91

令和２年
8
15
2
66
94
2
0
1
188

表２　血管造影＆IVR内訳
　　　血管造影件数216件、IVR202件　（重複例あり）

IVHリザーバー
IVCフィルター
動注化学療法
膀胱癌（BOAI）
胆道内瘻術
（胆管ステント）
血管拡張術（PTA）
（動脈ステント）
頸動脈ステント
静脈ステント
血管内異物除去
腹腔・静脈短絡造設
副腎静脈採血
肝臓金属マ－キング
その他
IVH留置、ポート抜去、生検、ドレナージ

動脈塞栓術（TAE）
原発性肝癌
転移性肝癌
腎/泌尿器
消化管出血

胃食道静脈瘤
肺・気管支出血
脾機能亢進症
内臓動脈瘤
精索静脈瘤
子宮筋腫

動注リザーバー
原発性肝癌
転移性肝癌
血流変更

79件
0件
9件
4

10件
10
0件
0

0件
4件
3件
1件
16件
26件
10件

35件
13
0
6
1
3
2
1
2
2
5

9件
5
4
8

表４　放射線部門業務統計 表６　ＭＲＩ検査内訳

依頼科別ＭＲＩ検査割合
部門別

診　断

治　　　　療

種　別

一般撮影

特殊撮影

項　　　　目
撮　　　　　影

（移動型撮影／院内）
透　　　　　視
乳　　　　　房
パ　ノ　ラ　マ
Ｄ　Ｅ　Ｘ　Ａ
血　管　撮　影
Ｉ　　Ｖ　　Ｒ
Ｃ　　　　　Ｔ
Ｍ　　Ｒ　　Ｉ
核　医　学　検　査
ラ　イ　ナ　ッ　ク

人　数
22,378
2,362
3,605
377
631
963
216
250
8,773
4,856
678
7,197

表３　放射線治療患者調べ

新患数
総治療患者数
照射部位数

214
248
288

整形外科
放射線科
消化器内科
健康診断部
糖尿・内分内科
外科
泌尿器科
神経内科
脳神経外科
その他

依　頼　科 件　数 割　合
54.9％
16.4％
9.2％
3.6％
3.5％
3.0％
2.9％
2.2％
1.7％
2.6％

2667
795
446
174
171
145
141
107
84
126
4856

2
14
2
31
15
34
11
2
92
6
2
0
2
213

2
16

48
70

4
6
4
5

5
2
1
1

28

4
6

8
1

2
14
2
35
21
38
16
2
97
8
3
1
2
241

6
22

56
71

原　発　巣 新患 再来 人数
脳 ・ 脊 髄
頭 頚 部
食 道
肺・気 管・縦 隔
乳 腺
肝 ・ 胆 ・ 膵
胃・小腸・結腸・直腸
婦 人 科
泌 尿 器 系
造 血 器 リ ン パ 系
皮 膚・骨・軟 部
そ の 他（悪 性）
良 性
　 小 計 　

脳 転 移
骨 転 移

定 位 照 射
強 度 変 調

合　　　計

表７　核医学検査内訳

骨
脳血流
腫瘍
肺血流
心筋交感神経
唾液腺
副甲状腺
脳線条体
甲状腺摂取率
その他
塩化ラジウム
ヨード内用療法

検　査　名

診断

治療

件　数 割　合
74.1％
4.1％
3.6％
3.4％
2.2％
2.0％
1.8％
1.1％
0.7％
0.6％
6.0％
0.4％

529
29
26
24
16
14
13
8
5
4
43
3
714合　　　計

表５　ＣＴ検査内訳

依頼科別CT検査割合

整形外科
消化器内科
泌尿器科
放射線科
外科
糖尿・内分内科
心臓血管外科
健康診断部
呼吸器科
その他

依　頼　科 件　数 割　合
27.0％
15.4％
12.8％
12.3％
11.9％
8.6％
3.4％
2.8％
1.9％
3.9％

2365
1350
1122
1079
1048
755
296
246
170
342
8773合　　　計

体幹部
69.4％

頭部
8.7％

脊椎
5.6％

血管
2.9％

治療計画
4.0％

その他
1.1％

四肢
7.8％

大腸
0.6％

体幹部
24.5％

頭部
16.0％

脊椎
31.3％

四肢
24.9％

骨
74.1％

脳血流
4.1％

腫瘍
3.6％

心筋交感神経
2.2％

唾液腺
2.0％

甲状腺摂取率
0.7％

脳線条体
1.1％

肺血流
3.4％

副甲状腺
1.8％

その他
0.6％

塩化ラジウム
6.0％
ヨード内用療法

0.4％

乳房
0.9％

その他
2.3％

臨床統計

　今年度（令和２年４月～同３年３月）の大
きな変化は、同年１月から放射線治療専門医
の赴任されたことによる放射線治療部門で
あった。特に放射線治療件数と、入院患者も
著増した。
　放射線科入院患者は前年度91名であった
が、今年度188人/年と倍増した。放射線治療
は、前年度の新患数171名、総治療患者数191
名であったものが、今年度新患数214人、総
治療患者数248名と当院開設以来はじめて年
（年度）間新患患者数が200人を超えること
となった。特に増加が顕著であったのは泌尿
器科系で、新患数は92名であり、前立腺癌へ
の強度変調放射線療法（IMRT、VMAT）、
前立腺癌の根治照射に伴う直腸粘膜障害を改
善すべくハイドロゲルの直腸と前立腺間への

注入：Space-OAR注入など、近隣の医療機関
にはない当科の進歩的技術による前立腺癌根
治照射例の増加に負うところが大きい。最近
は、院内からの紹介だけでなく市内他施設か
らの紹介も多く、今後さらに患者数の増加が
見込まれる。加えて、これまで患者数が少な
かった頭頚部、呼吸器科（肺・気管・縦隔）
領域の紹介患者数も増加している。以上、当
医療圏の他施設からの紹介患者増加が顕著で
あった。
　今年度半ばに立ち上げた当院のがん診療セ
ンターが、高精度放射線治療施設を整備した
当科・放射線治療部門の対象患者を院内に限
定せず、がん相談外来などの役割を十分に果
たすことにより、徐々にではあるが当医療圏
の他医療機関から認められつつあることが反
映された結果と考えられる。

がん相談支援センターの相談件数

　当院では令和２年11月にがん診療センター
を開設しました。
　開設からＲ３年９月31日までに、計27件の
相談がありました。うち、８名ががん相談外
来を受診、１名が遺伝相談外来を受診してお
ります。

がん相談支援センターで受けた相談件数

令和２年11月１日～令和３年３月31日まで

0

1

2

3

4

5

6

相談件数
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表１　放射線科入院患者内訳

原疾患＼年度

計

頭頸部腫瘍
肺・縦隔腫瘍
乳腺疾患
消化器系疾患
泌尿・生殖器疾患
骨・軟部腫瘍
閉塞性動脈疾患
動脈瘤・その他

29年
1
0
0
53
6
1
2
12
75

30年
0
2
2
44
12
1
1
14
76

令和元年
0
5
0
58
15
2
2
9
91

令和２年
8
15
2
66
94
2
0
1

188

表２　血管造影＆IVR内訳
　　　血管造影件数216件、IVR202件　（重複例あり）

IVHリザーバー
IVCフィルター
動注化学療法
膀胱癌（BOAI）
胆道内瘻術
（胆管ステント）
血管拡張術（PTA）
（動脈ステント）
頸動脈ステント
静脈ステント
血管内異物除去
腹腔・静脈短絡造設
副腎静脈採血
肝臓金属マ－キング
その他
IVH留置、ポート抜去、生検、ドレナージ

動脈塞栓術（TAE）
原発性肝癌
転移性肝癌
腎/泌尿器
消化管出血
胃食道静脈瘤
肺・気管支出血
脾機能亢進症
内臓動脈瘤
精索静脈瘤
子宮筋腫

動注リザーバー
原発性肝癌
転移性肝癌
血流変更

79件
0件
9件
4

10件
10
0件
0
0件
4件
3件
1件
16件
26件
10件

35件
13
0
6
1
3
2
1
2
2
5
9件
5
4
8

表４　放射線部門業務統計 表６　ＭＲＩ検査内訳

依頼科別ＭＲＩ検査割合
部門別

診　断

治　　　　療

種　別

一般撮影

特殊撮影

項　　　　目
撮　　　　　影

（移動型撮影／院内）
透　　　　　視
乳　　　　　房
パ　ノ　ラ　マ
Ｄ　Ｅ　Ｘ　Ａ
血　管　撮　影
Ｉ　　Ｖ　　Ｒ
Ｃ　　　　　Ｔ
Ｍ　　Ｒ　　Ｉ
核　医　学　検　査
ラ　イ　ナ　ッ　ク

人　数
22,378
2,362
3,605
377
631
963
216
250
8,773
4,856
678
7,197

表３　放射線治療患者調べ

新患数
総治療患者数
照射部位数

214
248
288

整形外科
放射線科
消化器内科
健康診断部
糖尿・内分内科
外科
泌尿器科
神経内科
脳神経外科
その他

依　頼　科 件　数 割　合
54.9％
16.4％
9.2％
3.6％
3.5％
3.0％
2.9％
2.2％
1.7％
2.6％

2667
795
446
174
171
145
141
107
84
126
4856

2
14
2
31
15
34
11
2
92
6
2
0
2
213

2
16

48
70

4
6
4
5

5
2
1
1

28

4
6

8
1

2
14
2
35
21
38
16
2
97
8
3
1
2
241

6
22

56
71

原　発　巣 新患 再来 人数
脳 ・ 脊 髄
頭 頚 部
食 道
肺・気 管・縦 隔
乳 腺
肝 ・ 胆 ・ 膵
胃・小腸・結腸・直腸
婦 人 科
泌 尿 器 系
造 血 器 リ ン パ 系
皮 膚・骨・軟 部
そ の 他（悪 性）
良 性
　 小 計 　

脳 転 移
骨 転 移

定 位 照 射
強 度 変 調

合　　　計

表７　核医学検査内訳

骨
脳血流
腫瘍
肺血流
心筋交感神経
唾液腺
副甲状腺
脳線条体
甲状腺摂取率
その他
塩化ラジウム
ヨード内用療法

検　査　名

診断

治療

件　数 割　合
74.1％
4.1％
3.6％
3.4％
2.2％
2.0％
1.8％
1.1％
0.7％
0.6％
6.0％
0.4％

529
29
26
24
16
14
13
8
5
4
43
3
714合　　　計

表５　ＣＴ検査内訳

依頼科別CT検査割合

整形外科
消化器内科
泌尿器科
放射線科
外科
糖尿・内分内科
心臓血管外科
健康診断部
呼吸器科
その他

依　頼　科 件　数 割　合
27.0％
15.4％
12.8％
12.3％
11.9％
8.6％
3.4％
2.8％
1.9％
3.9％

2365
1350
1122
1079
1048
755
296
246
170
342
8773合　　　計

体幹部
69.4％

頭部
8.7％

脊椎
5.6％

血管
2.9％

治療計画
4.0％

その他
1.1％

四肢
7.8％

大腸
0.6％

体幹部
24.5％

頭部
16.0％

脊椎
31.3％

四肢
24.9％

骨
74.1％

脳血流
4.1％

腫瘍
3.6％

心筋交感神経
2.2％

唾液腺
2.0％

甲状腺摂取率
0.7％

脳線条体
1.1％

肺血流
3.4％

副甲状腺
1.8％

その他
0.6％

塩化ラジウム
6.0％
ヨード内用療法

0.4％

乳房
0.9％

その他
2.3％

臨床統計

　今年度（令和２年４月～同３年３月）の大
きな変化は、同年１月から放射線治療専門医
の赴任されたことによる放射線治療部門で
あった。特に放射線治療件数と、入院患者も
著増した。
　放射線科入院患者は前年度91名であった
が、今年度188人/年と倍増した。放射線治療
は、前年度の新患数171名、総治療患者数191
名であったものが、今年度新患数214人、総
治療患者数248名と当院開設以来はじめて年
（年度）間新患患者数が200人を超えること
となった。特に増加が顕著であったのは泌尿
器科系で、新患数は92名であり、前立腺癌へ
の強度変調放射線療法（IMRT、VMAT）、
前立腺癌の根治照射に伴う直腸粘膜障害を改
善すべくハイドロゲルの直腸と前立腺間への

注入：Space-OAR注入など、近隣の医療機関
にはない当科の進歩的技術による前立腺癌根
治照射例の増加に負うところが大きい。最近
は、院内からの紹介だけでなく市内他施設か
らの紹介も多く、今後さらに患者数の増加が
見込まれる。加えて、これまで患者数が少な
かった頭頚部、呼吸器科（肺・気管・縦隔）
領域の紹介患者数も増加している。以上、当
医療圏の他施設からの紹介患者増加が顕著で
あった。
　今年度半ばに立ち上げた当院のがん診療セ
ンターが、高精度放射線治療施設を整備した
当科・放射線治療部門の対象患者を院内に限
定せず、がん相談外来などの役割を十分に果
たすことにより、徐々にではあるが当医療圏
の他医療機関から認められつつあることが反
映された結果と考えられる。

がん相談支援センターの相談件数

　当院では令和２年11月にがん診療センター
を開設しました。
　開設からＲ３年９月31日までに、計27件の
相談がありました。うち、８名ががん相談外
来を受診、１名が遺伝相談外来を受診してお
ります。

がん相談支援センターで受けた相談件数

令和２年11月１日～令和３年３月31日まで

0

1

2

3

4

5

6

相談件数
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表１　放射線科入院患者内訳

原疾患＼年度

計

頭頸部腫瘍
肺・縦隔腫瘍
乳腺疾患
消化器系疾患
泌尿・生殖器疾患
骨・軟部腫瘍
閉塞性動脈疾患
動脈瘤・その他

29年
1
0
0
53
6
1
2
12
75

30年
0
2
2
44
12
1
1
14
76

令和元年
0
5
0
58
15
2
2
9
91

令和２年
8
15
2
66
94
2
0
1

188

表２　血管造影＆IVR内訳
　　　血管造影件数216件、IVR202件　（重複例あり）

IVHリザーバー
IVCフィルター
動注化学療法
膀胱癌（BOAI）
胆道内瘻術
（胆管ステント）
血管拡張術（PTA）
（動脈ステント）
頸動脈ステント
静脈ステント
血管内異物除去
腹腔・静脈短絡造設
副腎静脈採血
肝臓金属マ－キング
その他
IVH留置、ポート抜去、生検、ドレナージ

動脈塞栓術（TAE）
原発性肝癌
転移性肝癌
腎/泌尿器
消化管出血
胃食道静脈瘤
肺・気管支出血
脾機能亢進症
内臓動脈瘤
精索静脈瘤
子宮筋腫

動注リザーバー
原発性肝癌
転移性肝癌
血流変更

79件
0件
9件
4

10件
10
0件
0
0件
4件
3件
1件
16件
26件
10件

35件
13
0
6
1
3
2
1
2
2
5
9件
5
4
8

表４　放射線部門業務統計 表６　ＭＲＩ検査内訳

依頼科別ＭＲＩ検査割合
部門別

診　断

治　　　　療

種　別

一般撮影

特殊撮影

項　　　　目
撮　　　　　影

（移動型撮影／院内）
透　　　　　視
乳　　　　　房
パ　ノ　ラ　マ
Ｄ　Ｅ　Ｘ　Ａ
血　管　撮　影
Ｉ　　Ｖ　　Ｒ
Ｃ　　　　　Ｔ
Ｍ　　Ｒ　　Ｉ
核　医　学　検　査
ラ　イ　ナ　ッ　ク

人　数
22,378
2,362
3,605
377
631
963
216
250
8,773
4,856
678
7,197

表３　放射線治療患者調べ

新患数
総治療患者数
照射部位数

214
248
288

整形外科
放射線科
消化器内科
健康診断部
糖尿・内分内科
外科
泌尿器科
神経内科
脳神経外科
その他

依　頼　科 件　数 割　合
54.9％
16.4％
9.2％
3.6％
3.5％
3.0％
2.9％
2.2％
1.7％
2.6％

2667
795
446
174
171
145
141
107
84
126
4856

2
14
2
31
15
34
11
2
92
6
2
0
2
213

2
16

48
70

4
6
4
5

5
2
1
1

28

4
6

8
1

2
14
2
35
21
38
16
2
97
8
3
1
2
241

6
22

56
71

原　発　巣 新患 再来 人数
脳 ・ 脊 髄
頭 頚 部
食 道
肺・気 管・縦 隔
乳 腺
肝 ・ 胆 ・ 膵
胃・小腸・結腸・直腸
婦 人 科
泌 尿 器 系
造 血 器 リ ン パ 系
皮 膚・骨・軟 部
そ の 他（悪 性）
良 性
　 小 計 　

脳 転 移
骨 転 移

定 位 照 射
強 度 変 調

合　　　計

表７　核医学検査内訳

骨
脳血流
腫瘍
肺血流
心筋交感神経
唾液腺
副甲状腺
脳線条体
甲状腺摂取率
その他
塩化ラジウム
ヨード内用療法

検　査　名

診断

治療

件　数 割　合
74.1％
4.1％
3.6％
3.4％
2.2％
2.0％
1.8％
1.1％
0.7％
0.6％
6.0％
0.4％

529
29
26
24
16
14
13
8
5
4
43
3
714合　　　計

表５　ＣＴ検査内訳

依頼科別CT検査割合

整形外科
消化器内科
泌尿器科
放射線科
外科
糖尿・内分内科
心臓血管外科
健康診断部
呼吸器科
その他

依　頼　科 件　数 割　合
27.0％
15.4％
12.8％
12.3％
11.9％
8.6％
3.4％
2.8％
1.9％
3.9％

2365
1350
1122
1079
1048
755
296
246
170
342
8773合　　　計

体幹部
69.4％

頭部
8.7％

脊椎
5.6％

血管
2.9％

治療計画
4.0％

その他
1.1％

四肢
7.8％

大腸
0.6％

体幹部
24.5％

頭部
16.0％

脊椎
31.3％

四肢
24.9％

骨
74.1％

脳血流
4.1％

腫瘍
3.6％

心筋交感神経
2.2％

唾液腺
2.0％

甲状腺摂取率
0.7％

脳線条体
1.1％

肺血流
3.4％

副甲状腺
1.8％

その他
0.6％

塩化ラジウム
6.0％
ヨード内用療法

0.4％

乳房
0.9％

その他
2.3％

臨床統計

　今年度（令和２年４月～同３年３月）の大
きな変化は、同年１月から放射線治療専門医
の赴任されたことによる放射線治療部門で
あった。特に放射線治療件数と、入院患者も
著増した。
　放射線科入院患者は前年度91名であった
が、今年度188人/年と倍増した。放射線治療
は、前年度の新患数171名、総治療患者数191
名であったものが、今年度新患数214人、総
治療患者数248名と当院開設以来はじめて年
（年度）間新患患者数が200人を超えること
となった。特に増加が顕著であったのは泌尿
器科系で、新患数は92名であり、前立腺癌へ
の強度変調放射線療法（IMRT、VMAT）、
前立腺癌の根治照射に伴う直腸粘膜障害を改
善すべくハイドロゲルの直腸と前立腺間への

注入：Space-OAR注入など、近隣の医療機関
にはない当科の進歩的技術による前立腺癌根
治照射例の増加に負うところが大きい。最近
は、院内からの紹介だけでなく市内他施設か
らの紹介も多く、今後さらに患者数の増加が
見込まれる。加えて、これまで患者数が少な
かった頭頚部、呼吸器科（肺・気管・縦隔）
領域の紹介患者数も増加している。以上、当
医療圏の他施設からの紹介患者増加が顕著で
あった。
　今年度半ばに立ち上げた当院のがん診療セ
ンターが、高精度放射線治療施設を整備した
当科・放射線治療部門の対象患者を院内に限
定せず、がん相談外来などの役割を十分に果
たすことにより、徐々にではあるが当医療圏
の他医療機関から認められつつあることが反
映された結果と考えられる。

がん相談支援センターの相談件数

　当院では令和２年11月にがん診療センター
を開設しました。
　開設からＲ３年９月31日までに、計27件の
相談がありました。うち、８名ががん相談外
来を受診、１名が遺伝相談外来を受診してお
ります。

がん相談支援センターで受けた相談件数

令和２年11月１日～令和３年３月31日まで
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2

3

4

5

6

相談件数
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９．放　射　線　科

表１　放射線科入院患者内訳

原疾患＼年度

計

頭頸部腫瘍
肺・縦隔腫瘍
乳腺疾患
消化器系疾患
泌尿・生殖器疾患
骨・軟部腫瘍
閉塞性動脈疾患
動脈瘤・その他

29年
1
0
0
53
6
1
2
12
75

30年
0
2
2
44
12
1
1
14
76

令和元年
0
5
0
58
15
2
2
9
91

令和２年
8
15
2
66
94
2
0
1
188

表２　血管造影＆IVR内訳
　　　血管造影件数216件、IVR202件　（重複例あり）

IVHリザーバー
IVCフィルター
動注化学療法
膀胱癌（BOAI）
胆道内瘻術
（胆管ステント）
血管拡張術（PTA）
（動脈ステント）
頸動脈ステント
静脈ステント
血管内異物除去
腹腔・静脈短絡造設
副腎静脈採血
肝臓金属マ－キング
その他
IVH留置、ポート抜去、生検、ドレナージ

動脈塞栓術（TAE）
原発性肝癌
転移性肝癌
腎/泌尿器
消化管出血
胃食道静脈瘤
肺・気管支出血
脾機能亢進症
内臓動脈瘤
精索静脈瘤
子宮筋腫

動注リザーバー
原発性肝癌
転移性肝癌
血流変更

79件
0件
9件
4

10件
10
0件
0
0件
4件
3件
1件
16件
26件
10件

35件
13
0
6
1
3
2
1
2
2
5
9件
5
4
8

表４　放射線部門業務統計 表６　ＭＲＩ検査内訳

依頼科別ＭＲＩ検査割合
部門別

診　断

治　　　　療

種　別

一般撮影

特殊撮影

項　　　　目
撮　　　　　影

（移動型撮影／院内）
透　　　　　視
乳　　　　　房
パ　ノ　ラ　マ
Ｄ　Ｅ　Ｘ　Ａ
血　管　撮　影
Ｉ　　Ｖ　　Ｒ
Ｃ　　　　　Ｔ
Ｍ　　Ｒ　　Ｉ
核　医　学　検　査
ラ　イ　ナ　ッ　ク

人　数
22,378
2,362
3,605
377
631
963
216
250
8,773
4,856
678
7,197

表３　放射線治療患者調べ

新患数
総治療患者数
照射部位数

214
248
288

整形外科
放射線科
消化器内科
健康診断部
糖尿・内分内科
外科
泌尿器科
神経内科
脳神経外科
その他

依　頼　科 件　数 割　合
54.9％
16.4％
9.2％
3.6％
3.5％
3.0％
2.9％
2.2％
1.7％
2.6％

2667
795
446
174
171
145
141
107
84
126
4856

2
14
2
31
15
34
11
2
92
6
2
0
2
213

2
16

48
70

4
6
4
5

5
2
1
1

28

4
6

8
1

2
14
2
35
21
38
16
2
97
8
3
1
2
241

6
22

56
71

原　発　巣 新患 再来 人数
脳 ・ 脊 髄
頭 頚 部
食 道
肺・気 管・縦 隔
乳 腺
肝 ・ 胆 ・ 膵
胃・小腸・結腸・直腸
婦 人 科
泌 尿 器 系
造 血 器 リ ン パ 系
皮 膚・骨・軟 部
そ の 他（悪 性）
良 性
　 小 計 　

脳 転 移
骨 転 移

定 位 照 射
強 度 変 調

合　　　計

表７　核医学検査内訳

骨
脳血流
腫瘍
肺血流
心筋交感神経
唾液腺
副甲状腺
脳線条体
甲状腺摂取率
その他
塩化ラジウム
ヨード内用療法

検　査　名

診断

治療

件　数 割　合
74.1％
4.1％
3.6％
3.4％
2.2％
2.0％
1.8％
1.1％
0.7％
0.6％
6.0％
0.4％

529
29
26
24
16
14
13
8
5
4
43
3
714合　　　計

表５　ＣＴ検査内訳

依頼科別CT検査割合

整形外科
消化器内科
泌尿器科
放射線科
外科
糖尿・内分内科
心臓血管外科
健康診断部
呼吸器科
その他

依　頼　科 件　数 割　合
27.0％
15.4％
12.8％
12.3％
11.9％
8.6％
3.4％
2.8％
1.9％
3.9％

2365
1350
1122
1079
1048
755
296
246
170
342
8773合　　　計

体幹部
69.4％

頭部
8.7％

脊椎
5.6％

血管
2.9％

治療計画
4.0％

その他
1.1％

四肢
7.8％

大腸
0.6％

体幹部
24.5％

頭部
16.0％

脊椎
31.3％

四肢
24.9％

骨
74.1％

脳血流
4.1％

腫瘍
3.6％

心筋交感神経
2.2％

唾液腺
2.0％

甲状腺摂取率
0.7％

脳線条体
1.1％

肺血流
3.4％

副甲状腺
1.8％

その他
0.6％

塩化ラジウム
6.0％
ヨード内用療法

0.4％

乳房
0.9％

その他
2.3％

臨床統計

　今年度（令和２年４月～同３年３月）の大
きな変化は、同年１月から放射線治療専門医
の赴任されたことによる放射線治療部門で
あった。特に放射線治療件数と、入院患者も
著増した。
　放射線科入院患者は前年度91名であった
が、今年度188人/年と倍増した。放射線治療
は、前年度の新患数171名、総治療患者数191
名であったものが、今年度新患数214人、総
治療患者数248名と当院開設以来はじめて年
（年度）間新患患者数が200人を超えること
となった。特に増加が顕著であったのは泌尿
器科系で、新患数は92名であり、前立腺癌へ
の強度変調放射線療法（IMRT、VMAT）、
前立腺癌の根治照射に伴う直腸粘膜障害を改
善すべくハイドロゲルの直腸と前立腺間への

注入：Space-OAR注入など、近隣の医療機関
にはない当科の進歩的技術による前立腺癌根
治照射例の増加に負うところが大きい。最近
は、院内からの紹介だけでなく市内他施設か
らの紹介も多く、今後さらに患者数の増加が
見込まれる。加えて、これまで患者数が少な
かった頭頚部、呼吸器科（肺・気管・縦隔）
領域の紹介患者数も増加している。以上、当
医療圏の他施設からの紹介患者増加が顕著で
あった。
　今年度半ばに立ち上げた当院のがん診療セ
ンターが、高精度放射線治療施設を整備した
当科・放射線治療部門の対象患者を院内に限
定せず、がん相談外来などの役割を十分に果
たすことにより、徐々にではあるが当医療圏
の他医療機関から認められつつあることが反
映された結果と考えられる。

がん相談支援センターの相談件数

　当院では令和２年11月にがん診療センター
を開設しました。
　開設からＲ３年９月31日までに、計27件の
相談がありました。うち、８名ががん相談外
来を受診、１名が遺伝相談外来を受診してお
ります。

がん相談支援センターで受けた相談件数

令和２年11月１日～令和３年３月31日まで
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相談件数
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相談件数 がん相談外来・がん遺伝相談外来で受けた相談件数

当院では令和2年11月にがん診療センターを開設しました。

開設からR3年9月31日までに、計27件の相談がありました。

うち、8名ががん相談外来を受診、１名が遺伝相談外来を受診しております。

令和2年11月1日～令和3年3月31日まで
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全身麻酔管理

　手術件数：麻酔科が直接管理した症例数は
924例で、前年より43例少なかった。各科ご
との件数と昨年との比較を表に示す。

　麻酔科管理症例の内訳：男女比は男性549
人（59.4％）、女性375人（40.6％）で男性の
方が 1 7 4 人 多 かった。昨年の男女比
（59.6％：40.4％）とほぼ同じであった。65
歳以上の高齢者は447人（48.4％）で2019年
（50.2％）2018年（50.6％）と二年連続で過
半数を超えていたが、2020年は過半数を下
回った。高齢者のうち90歳以上の人数は９人
（0.97％）で最高齢は96歳であった。

　麻酔および手術時間：全身麻酔の平均時間
は２時間51分（2019年は２時間54分）、手術
の平均時間は２時間01分（同１時間59分）で
2019年に比べ手術時間、麻酔時間ともにあま
り大きな変化はなかった。最長手術時間は10
時間15分で麻酔時間は11時間02分だった。

　術中出血及び自己血輸血：手術中の出血量
が1000㎖を超えた症例は36例で最も出血した
ものは11300㎖だった。手術室内で行われた
自己血輸血は13例で、内訳として貯血式は10
例、全て泌尿器科の手術で行われ、回収式は
３例、全て心臓外科の手術で行われた。

10．麻酔科

表１　麻酔科が管理した各科別手術件数

300
291
+9

2020年（令和２年）

科
2020年件数
前年件数
差

外　　科
39
43
－4

心臓外科
420
470
－50

整形外科
94
89
+5

泌尿器科
24
15
+9

形成外科
47
59
－12

口腔外科
0
0
0

眼科
924
967
－43

計
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全身麻酔管理

　手術件数：麻酔科が直接管理した症例数は
924例で、前年より43例少なかった。各科ご
との件数と昨年との比較を表に示す。

　麻酔科管理症例の内訳：男女比は男性549
人（59.4％）、女性375人（40.6％）で男性の
方が 1 7 4 人 多 かった。昨年の男女比
（59.6％：40.4％）とほぼ同じであった。65
歳以上の高齢者は447人（48.4％）で2019年
（50.2％）2018年（50.6％）と二年連続で過
半数を超えていたが、2020年は過半数を下
回った。高齢者のうち90歳以上の人数は９人
（0.97％）で最高齢は96歳であった。

　麻酔および手術時間：全身麻酔の平均時間
は２時間51分（2019年は２時間54分）、手術
の平均時間は２時間01分（同１時間59分）で
2019年に比べ手術時間、麻酔時間ともにあま
り大きな変化はなかった。最長手術時間は10
時間15分で麻酔時間は11時間02分だった。

　術中出血及び自己血輸血：手術中の出血量
が1000㎖を超えた症例は36例で最も出血した
ものは11300㎖だった。手術室内で行われた
自己血輸血は13例で、内訳として貯血式は10
例、全て泌尿器科の手術で行われ、回収式は
３例、全て心臓外科の手術で行われた。

10．麻酔科

表１　麻酔科が管理した各科別手術件数

300
291
+9

2020年（令和２年）

科
2020年件数
前年件数
差

外　　科
39
43
－4

心臓外科
420
470
－50

整形外科
94
89
+5

泌尿器科
24
15
+9

形成外科
47
59
－12

口腔外科
0
0
0

眼科
924
967
－43

計

11．健　康　診　断　部

臨床統計 外来健診・ドック等利用数

2,802

372

846
5
144
3
9

1,795
15
17
1
4
0
1
0
288
19
0
27

定 期 ・ 雇 入 れ
結 核
給 食
被 爆 者
そ の 他
予 防 接 種
塵 肺
有 機 溶 剤
　 鉛 　
電 離 放 射 線
高 気 圧
振 動 障 害
騒 音
石 綿
有 害 物 質
V D T
そ の 他

一
般
健
康
診
断

特
　殊
　健
　康
　診
　断

ドック利用者数比較

項　　　　目

ドック
１日
１泊２日

5
4
9

2
6
8

12
9
21

14
9
23

9
2
11

14
4
18

28
8
36

15
3
18

20
8
28

7
0
7

15
2
17

17
4
21

158
59
217合　　　計

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

年　度
外来ドック
１泊２日ドック

令和２年度
252
59

外来ドック

１日ドック
脳ドック
肺ドック
骨ドック
動脈硬化ドック
女性ドック

158
80
4
4
6
0

252
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臨床統計

　2020年度４月～３月における入院患者数は
67人（男性26名、女性41名）、平均年齢57.5
歳、平均在院日数は19.8日であった（表１）。
　入院症例における疾患別患者数ならびに疾
患別入院患者数の推移を表２・図１に示す。
腫瘍性疾患が最も多く、顎関節疾患・歯およ
び歯周組織疾患が続いていた。今年はコロナ
禍に伴う紹介数の減少により入院患者数も減
少したが、特徴的であったのはstageⅣの悪
性腫瘍が多かったことである。初診時点で切
除不能例も散見され、化学放射線治療を選択
する症例も多かった。
　手術内訳（表３）に関しては悪性腫瘍・良
性腫瘍を含めた腫瘍関連手術が27例と最多
で、顎関節鏡視下手術・唾液腺腫瘍（唾石症
含む）手術が続いていた。各疾患の細分類に
関しては図２～図８をご参照頂きたい。
　外来小手術件数を表４に示す。全体として
は491件。その内訳は埋伏智歯抜歯術226件、
顎関節パンピング・顎関節洗浄療法・顎関節
鏡視検査を含めた顎関節症関連症例が166件
と多いのが当科の特徴である。他は表に示す
如くである。
　周術期口腔機能管理（表５）は減少してい
た。心臓血管外科が１人体制となったことが
最大の原因であり体制変更で増加する可能性
を秘めている。
　今年度は当科外来でもコロナ禍を原因とし
た通院控えが散見されたが、開業歯科では病
院以上に初診・再診を控える傾向が高いと言
われている。開業歯科からの紹介状件数も減
少が、当科手術・入院件数減少に直結してい
るのは明らかである。一方、紹介数減少に反
比例する如く例年以上に多かったのはstage
Ⅳ悪性腫瘍患者である。これもコロナ禍を原
因とする受診控えが原因と考えられる。当科
では以前から癌切除不能症例に対し浅側頭動
脈逆行性カニュレーション＋リザーバー埋入
術による超選択的動注化学療法併用放射線治
療を採用し病態の改善に努めてきた。現在の

コロナ禍および高齢化社会に即した治療とい
える。今後も同様に時代ニーズ・地域ニーズ
に応えられるようサービス強化に取り組む所
存である。

12．歯　科　口　腔　外　科

表１　入院患者数

人数（性別）　　　67名（男性26名、女性41名）
平　　均　　年　　齢　　　57.5歳
平均在院日数　　　19.8日

表２　疾患別入院患者数

疾患名 患者数 比率（％）
腫瘍性疾患
嚢胞性疾患
外傷性疾患
炎症性疾患
唾液腺疾患
口唇口蓋裂
顎関節疾患
歯および歯周組織疾患
その他
合計

18
4
7
5
7
2
11
11
2
67

27％
6％
10％
7％
10％
3％
16％
16％
3％
100％

表３　手術内訳（外来手術含まず）

手術名 件数 比率（％）

悪性腫瘍手術
　腫瘍切除術（口底、頬粘膜、舌）
　頸部郭清術（片側）
　STAカニュレーション
　　＋動注リザーバー埋入術
再建術
　皮弁形成術
　動脈（皮）弁術
下顎骨部分切除術
良性腫瘍切除術（顎骨内良性腫瘍含む）
嚢胞摘出術
顎関節鏡視下手術
顎・顔面骨折手術
顎骨内異物除去術
上顎洞根治術
唾液腺腫瘍摘出術（唾液腺全摘出術含む）
口唇裂形成術
口蓋形成術
抜歯術
歯根嚢胞摘出術
歯根端切除術

合計

5　
（3）
（1）
（1）

7　
（4）
（3）
2　
13　
2　
12　
6　
7　
3　
7　
1　
1　
26　
2　
1　

95　

5％

7％

2％
14％
2％
13％
6％
7％
3％
7％
1％
1％
27％
2％
1％

100％

表４　外来小手術

手術名 件数 比率（％）
顎関節症パンピング＋上関節腔洗浄療法
顎関節鏡視検査
埋伏智歯抜歯術
抜歯・止血術（出血傾向患者）
難抜歯
組織生検術
軟組織腫瘍摘出術
顎骨嚢胞摘出術
小帯形成術
口腔内外裂傷縫合術
瘻孔閉鎖術
口腔内消炎術
歯槽骨整復術
骨移植粘膜弁剥離
歯根端切除術
気管切開術
デブリードマン＋縫合
腐骨除去
合計

152
14
226
21
13
32
6
7
1
5
1
3
2
1
3
1
1
2
491

31.0％
2.9％
46.0％
4.3％
2.6％
6.5％
1.2％
1.4％
0.2％
1.0％
0.2％
0.6％
0.4％
0.2％
0.6％
0.2％
0.2％
0.4％
100.0％

図１　疾患別入院患者数の年次推移

表５　周術期口腔機能管理新患患者数

（2020年４月～2021年３月）

周術期口腔機能管理患者数　　　　124名
　（内訳）外科紹介患者　　　　　121名
　　　　　心臓血管外科紹介患者　 3名

前癌病変
11％

悪性腫瘍
33%

良性腫瘍
56％

歯根嚢胞
25%

粘膜下口蓋裂
50%

歯性上顎洞炎
60%

蜂窩織炎・外歯瘻
40%

顔面多発骨折
29%

顎関節症
（鏡視下）手術

100%

甲状下管嚢胞
25%

腫瘍
43%

下顎骨骨折
71%

唇顎口蓋裂
50%

術後性上顎嚢胞
50%

腫瘍性疾患 嚢胞性疾患 外傷性疾患

炎症性疾患 唾液腺疾患 口唇口蓋裂

顎関節疾患 歯および歯周組織疾患 その他（リンパ節生検）

唾液腺炎
29%

ガマ種
14%

唾石症
14%

図３　嚢胞性疾患

図５　炎症性疾患

図７　口唇口蓋裂

図２　腫瘍性疾患

図４　外傷性疾患

図６　唾液腺疾患

図８　顎関節疾患
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臨床統計

　2020年度４月～３月における入院患者数は
67人（男性26名、女性41名）、平均年齢57.5
歳、平均在院日数は19.8日であった（表１）。
　入院症例における疾患別患者数ならびに疾
患別入院患者数の推移を表２・図１に示す。
腫瘍性疾患が最も多く、顎関節疾患・歯およ
び歯周組織疾患が続いていた。今年はコロナ
禍に伴う紹介数の減少により入院患者数も減
少したが、特徴的であったのはstageⅣの悪
性腫瘍が多かったことである。初診時点で切
除不能例も散見され、化学放射線治療を選択
する症例も多かった。
　手術内訳（表３）に関しては悪性腫瘍・良
性腫瘍を含めた腫瘍関連手術が27例と最多
で、顎関節鏡視下手術・唾液腺腫瘍（唾石症
含む）手術が続いていた。各疾患の細分類に
関しては図２～図８をご参照頂きたい。
　外来小手術件数を表４に示す。全体として
は491件。その内訳は埋伏智歯抜歯術226件、
顎関節パンピング・顎関節洗浄療法・顎関節
鏡視検査を含めた顎関節症関連症例が166件
と多いのが当科の特徴である。他は表に示す
如くである。
　周術期口腔機能管理（表５）は減少してい
た。心臓血管外科が１人体制となったことが
最大の原因であり体制変更で増加する可能性
を秘めている。
　今年度は当科外来でもコロナ禍を原因とし
た通院控えが散見されたが、開業歯科では病
院以上に初診・再診を控える傾向が高いと言
われている。開業歯科からの紹介状件数も減
少が、当科手術・入院件数減少に直結してい
るのは明らかである。一方、紹介数減少に反
比例する如く例年以上に多かったのはstage
Ⅳ悪性腫瘍患者である。これもコロナ禍を原
因とする受診控えが原因と考えられる。当科
では以前から癌切除不能症例に対し浅側頭動
脈逆行性カニュレーション＋リザーバー埋入
術による超選択的動注化学療法併用放射線治
療を採用し病態の改善に努めてきた。現在の

コロナ禍および高齢化社会に即した治療とい
える。今後も同様に時代ニーズ・地域ニーズ
に応えられるようサービス強化に取り組む所
存である。

12．歯　科　口　腔　外　科

表１　入院患者数

人数（性別）　　　67名（男性26名、女性41名）
平　　均　　年　　齢　　　57.5歳
平均在院日数　　　19.8日

表２　疾患別入院患者数

疾患名 患者数 比率（％）
腫瘍性疾患
嚢胞性疾患
外傷性疾患
炎症性疾患
唾液腺疾患
口唇口蓋裂
顎関節疾患
歯および歯周組織疾患
その他
合計

18
4
7
5
7
2
11
11
2
67

27％
6％
10％
7％
10％
3％
16％
16％
3％
100％

表３　手術内訳（外来手術含まず）

手術名 件数 比率（％）

悪性腫瘍手術
　腫瘍切除術（口底、頬粘膜、舌）
　頸部郭清術（片側）
　STAカニュレーション
　　＋動注リザーバー埋入術
再建術
　皮弁形成術
　動脈（皮）弁術
下顎骨部分切除術
良性腫瘍切除術（顎骨内良性腫瘍含む）
嚢胞摘出術
顎関節鏡視下手術
顎・顔面骨折手術
顎骨内異物除去術
上顎洞根治術
唾液腺腫瘍摘出術（唾液腺全摘出術含む）
口唇裂形成術
口蓋形成術
抜歯術
歯根嚢胞摘出術
歯根端切除術

合計

5　
（3）
（1）
（1）

7　
（4）
（3）
2　
13　
2　
12　
6　
7　
3　
7　
1　
1　
26　
2　
1　

95　

5％

7％

2％
14％
2％
13％
6％
7％
3％
7％
1％
1％
27％
2％
1％

100％

表４　外来小手術

手術名 件数 比率（％）
顎関節症パンピング＋上関節腔洗浄療法
顎関節鏡視検査
埋伏智歯抜歯術
抜歯・止血術（出血傾向患者）
難抜歯
組織生検術
軟組織腫瘍摘出術
顎骨嚢胞摘出術
小帯形成術
口腔内外裂傷縫合術
瘻孔閉鎖術
口腔内消炎術
歯槽骨整復術
骨移植粘膜弁剥離
歯根端切除術
気管切開術
デブリードマン＋縫合
腐骨除去
合計

152
14
226
21
13
32
6
7
1
5
1
3
2
1
3
1
1
2

491

31.0％
2.9％
46.0％
4.3％
2.6％
6.5％
1.2％
1.4％
0.2％
1.0％
0.2％
0.6％
0.4％
0.2％
0.6％
0.2％
0.2％
0.4％

100.0％

図１　疾患別入院患者数の年次推移

表５　周術期口腔機能管理新患患者数

（2020年４月～2021年３月）

周術期口腔機能管理患者数　　　　124名
　（内訳）外科紹介患者　　　　　121名
　　　　　心臓血管外科紹介患者　 3名

前癌病変
11％

悪性腫瘍
33%

良性腫瘍
56％

歯根嚢胞
25%

粘膜下口蓋裂
50%

歯性上顎洞炎
60%

蜂窩織炎・外歯瘻
40%

顔面多発骨折
29%

顎関節症
（鏡視下）手術

100%

甲状下管嚢胞
25%

腫瘍
43%

下顎骨骨折
71%

唇顎口蓋裂
50%

術後性上顎嚢胞
50%

腫瘍性疾患 嚢胞性疾患 外傷性疾患

炎症性疾患 唾液腺疾患 口唇口蓋裂

顎関節疾患 歯および歯周組織疾患 その他（リンパ節生検）

唾液腺炎
29%

ガマ種
14%

唾石症
14%

図３　嚢胞性疾患

図５　炎症性疾患

図７　口唇口蓋裂

図２　腫瘍性疾患

図４　外傷性疾患
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図８　顎関節疾患
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　2020年度４月～３月における入院患者数は
67人（男性26名、女性41名）、平均年齢57.5
歳、平均在院日数は19.8日であった（表１）。
　入院症例における疾患別患者数ならびに疾
患別入院患者数の推移を表２・図１に示す。
腫瘍性疾患が最も多く、顎関節疾患・歯およ
び歯周組織疾患が続いていた。今年はコロナ
禍に伴う紹介数の減少により入院患者数も減
少したが、特徴的であったのはstageⅣの悪
性腫瘍が多かったことである。初診時点で切
除不能例も散見され、化学放射線治療を選択
する症例も多かった。
　手術内訳（表３）に関しては悪性腫瘍・良
性腫瘍を含めた腫瘍関連手術が27例と最多
で、顎関節鏡視下手術・唾液腺腫瘍（唾石症
含む）手術が続いていた。各疾患の細分類に
関しては図２～図８をご参照頂きたい。
　外来小手術件数を表４に示す。全体として
は491件。その内訳は埋伏智歯抜歯術226件、
顎関節パンピング・顎関節洗浄療法・顎関節
鏡視検査を含めた顎関節症関連症例が166件
と多いのが当科の特徴である。他は表に示す
如くである。
　周術期口腔機能管理（表５）は減少してい
た。心臓血管外科が１人体制となったことが
最大の原因であり体制変更で増加する可能性
を秘めている。
　今年度は当科外来でもコロナ禍を原因とし
た通院控えが散見されたが、開業歯科では病
院以上に初診・再診を控える傾向が高いと言
われている。開業歯科からの紹介状件数も減
少が、当科手術・入院件数減少に直結してい
るのは明らかである。一方、紹介数減少に反
比例する如く例年以上に多かったのはstage
Ⅳ悪性腫瘍患者である。これもコロナ禍を原
因とする受診控えが原因と考えられる。当科
では以前から癌切除不能症例に対し浅側頭動
脈逆行性カニュレーション＋リザーバー埋入
術による超選択的動注化学療法併用放射線治
療を採用し病態の改善に努めてきた。現在の

コロナ禍および高齢化社会に即した治療とい
える。今後も同様に時代ニーズ・地域ニーズ
に応えられるようサービス強化に取り組む所
存である。
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表１　入院患者数

人数（性別）　　　67名（男性26名、女性41名）
平　　均　　年　　齢　　　57.5歳
平均在院日数　　　19.8日

表２　疾患別入院患者数

疾患名 患者数 比率（％）
腫瘍性疾患
嚢胞性疾患
外傷性疾患
炎症性疾患
唾液腺疾患
口唇口蓋裂
顎関節疾患
歯および歯周組織疾患
その他
合計

18
4
7
5
7
2
11
11
2
67

27％
6％
10％
7％
10％
3％
16％
16％
3％
100％

表３　手術内訳（外来手術含まず）

手術名 件数 比率（％）

悪性腫瘍手術
　腫瘍切除術（口底、頬粘膜、舌）
　頸部郭清術（片側）
　STAカニュレーション
　　＋動注リザーバー埋入術
再建術
　皮弁形成術
　動脈（皮）弁術
下顎骨部分切除術
良性腫瘍切除術（顎骨内良性腫瘍含む）
嚢胞摘出術
顎関節鏡視下手術
顎・顔面骨折手術
顎骨内異物除去術
上顎洞根治術
唾液腺腫瘍摘出術（唾液腺全摘出術含む）
口唇裂形成術
口蓋形成術
抜歯術
歯根嚢胞摘出術
歯根端切除術

合計

5　
（3）
（1）
（1）

7　
（4）
（3）
2　
13　
2　
12　
6　
7　
3　
7　
1　
1　
26　
2　
1　

95　

5％

7％

2％
14％
2％
13％
6％
7％
3％
7％
1％
1％
27％
2％
1％

100％

表４　外来小手術

手術名 件数 比率（％）
顎関節症パンピング＋上関節腔洗浄療法
顎関節鏡視検査
埋伏智歯抜歯術
抜歯・止血術（出血傾向患者）
難抜歯
組織生検術
軟組織腫瘍摘出術
顎骨嚢胞摘出術
小帯形成術
口腔内外裂傷縫合術
瘻孔閉鎖術
口腔内消炎術
歯槽骨整復術
骨移植粘膜弁剥離
歯根端切除術
気管切開術
デブリードマン＋縫合
腐骨除去
合計

152
14
226
21
13
32
6
7
1
5
1
3
2
1
3
1
1
2

491

31.0％
2.9％
46.0％
4.3％
2.6％
6.5％
1.2％
1.4％
0.2％
1.0％
0.2％
0.6％
0.4％
0.2％
0.6％
0.2％
0.2％
0.4％

100.0％

図１　疾患別入院患者数の年次推移
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図５　炎症性疾患

図７　口唇口蓋裂

図２　腫瘍性疾患

図４　外傷性疾患

図６　唾液腺疾患

図８　顎関節疾患
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臨床統計

　2020年度４月～３月における入院患者数は
67人（男性26名、女性41名）、平均年齢57.5
歳、平均在院日数は19.8日であった（表１）。
　入院症例における疾患別患者数ならびに疾
患別入院患者数の推移を表２・図１に示す。
腫瘍性疾患が最も多く、顎関節疾患・歯およ
び歯周組織疾患が続いていた。今年はコロナ
禍に伴う紹介数の減少により入院患者数も減
少したが、特徴的であったのはstageⅣの悪
性腫瘍が多かったことである。初診時点で切
除不能例も散見され、化学放射線治療を選択
する症例も多かった。
　手術内訳（表３）に関しては悪性腫瘍・良
性腫瘍を含めた腫瘍関連手術が27例と最多
で、顎関節鏡視下手術・唾液腺腫瘍（唾石症
含む）手術が続いていた。各疾患の細分類に
関しては図２～図８をご参照頂きたい。
　外来小手術件数を表４に示す。全体として
は491件。その内訳は埋伏智歯抜歯術226件、
顎関節パンピング・顎関節洗浄療法・顎関節
鏡視検査を含めた顎関節症関連症例が166件
と多いのが当科の特徴である。他は表に示す
如くである。
　周術期口腔機能管理（表５）は減少してい
た。心臓血管外科が１人体制となったことが
最大の原因であり体制変更で増加する可能性
を秘めている。
　今年度は当科外来でもコロナ禍を原因とし
た通院控えが散見されたが、開業歯科では病
院以上に初診・再診を控える傾向が高いと言
われている。開業歯科からの紹介状件数も減
少が、当科手術・入院件数減少に直結してい
るのは明らかである。一方、紹介数減少に反
比例する如く例年以上に多かったのはstage
Ⅳ悪性腫瘍患者である。これもコロナ禍を原
因とする受診控えが原因と考えられる。当科
では以前から癌切除不能症例に対し浅側頭動
脈逆行性カニュレーション＋リザーバー埋入
術による超選択的動注化学療法併用放射線治
療を採用し病態の改善に努めてきた。現在の

コロナ禍および高齢化社会に即した治療とい
える。今後も同様に時代ニーズ・地域ニーズ
に応えられるようサービス強化に取り組む所
存である。

12．歯　科　口　腔　外　科

表１　入院患者数

人数（性別）　　　67名（男性26名、女性41名）
平　　均　　年　　齢　　　57.5歳
平均在院日数　　　19.8日

表２　疾患別入院患者数

疾患名 患者数 比率（％）
腫瘍性疾患
嚢胞性疾患
外傷性疾患
炎症性疾患
唾液腺疾患
口唇口蓋裂
顎関節疾患
歯および歯周組織疾患
その他
合計

18
4
7
5
7
2
11
11
2
67

27％
6％
10％
7％
10％
3％
16％
16％
3％
100％

表３　手術内訳（外来手術含まず）

手術名 件数 比率（％）

悪性腫瘍手術
　腫瘍切除術（口底、頬粘膜、舌）
　頸部郭清術（片側）
　STAカニュレーション
　　＋動注リザーバー埋入術
再建術
　皮弁形成術
　動脈（皮）弁術
下顎骨部分切除術
良性腫瘍切除術（顎骨内良性腫瘍含む）
嚢胞摘出術
顎関節鏡視下手術
顎・顔面骨折手術
顎骨内異物除去術
上顎洞根治術
唾液腺腫瘍摘出術（唾液腺全摘出術含む）
口唇裂形成術
口蓋形成術
抜歯術
歯根嚢胞摘出術
歯根端切除術

合計

5　
（3）
（1）
（1）

7　
（4）
（3）
2　
13　
2　
12　
6　
7　
3　
7　
1　
1　
26　
2　
1　

95　

5％

7％

2％
14％
2％
13％
6％
7％
3％
7％
1％
1％
27％
2％
1％

100％

表４　外来小手術

手術名 件数 比率（％）
顎関節症パンピング＋上関節腔洗浄療法
顎関節鏡視検査
埋伏智歯抜歯術
抜歯・止血術（出血傾向患者）
難抜歯
組織生検術
軟組織腫瘍摘出術
顎骨嚢胞摘出術
小帯形成術
口腔内外裂傷縫合術
瘻孔閉鎖術
口腔内消炎術
歯槽骨整復術
骨移植粘膜弁剥離
歯根端切除術
気管切開術
デブリードマン＋縫合
腐骨除去
合計

152
14
226
21
13
32
6
7
1
5
1
3
2
1
3
1
1
2
491

31.0％
2.9％
46.0％
4.3％
2.6％
6.5％
1.2％
1.4％
0.2％
1.0％
0.2％
0.6％
0.4％
0.2％
0.6％
0.2％
0.2％
0.4％
100.0％

図１　疾患別入院患者数の年次推移

表５　周術期口腔機能管理新患患者数

（2020年４月～2021年３月）

周術期口腔機能管理患者数　　　　124名
　（内訳）外科紹介患者　　　　　121名
　　　　　心臓血管外科紹介患者　 3名

前癌病変
11％

悪性腫瘍
33%

良性腫瘍
56％

歯根嚢胞
25%

粘膜下口蓋裂
50%

歯性上顎洞炎
60%

蜂窩織炎・外歯瘻
40%

顔面多発骨折
29%

顎関節症
（鏡視下）手術

100%

甲状下管嚢胞
25%

腫瘍
43%

下顎骨骨折
71%

唇顎口蓋裂
50%

術後性上顎嚢胞
50%

腫瘍性疾患 嚢胞性疾患 外傷性疾患

炎症性疾患 唾液腺疾患 口唇口蓋裂

顎関節疾患 歯および歯周組織疾患 その他（リンパ節生検）

唾液腺炎
29%

ガマ種
14%

唾石症
14%

図３　嚢胞性疾患

図５　炎症性疾患

図７　口唇口蓋裂

図２　腫瘍性疾患

図４　外傷性疾患

図６　唾液腺疾患

図８　顎関節疾患
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　第199回　医学集談会　　令和２年11月11日（水）

１．診断に苦慮したレジオネラ肺炎の１例
糖尿病・内分泌内科　〇吉田広樹、崎原哲、川原昌之、日向豪史、玉澤直樹

２．ニボルマブ投与後にACTH単独欠損を来した１例
糖尿病・内分泌内科　〇龍崎正樹、崎原哲、玉澤直樹

泌尿器科　伊藤弘之

３．当院のCTCの現況
放射線診断科　〇伊神　勲

中央放射線部　藤島広志、古川利帆、河村美佐子、坂本幸夫

　第200回　医学集談会　　令和３年６月９日（水）

１．巨大子宮腺筋症に起因した急性肺動脈血栓塞栓症の１手術例
心臓血管外科　〇于在強１、大徳和之２、近藤慎浩２、皆川正仁２

１青森労災病院　心臓血管外科　　２弘前大学　胸部心臓血管外科

２．糖尿病細小血管障害の保護因子：合併症を起こす原因”から“起こらない原因”へ
糖尿病・内分泌内科　〇玉澤直樹

　第201回　医学集談会　　令和３年９月８日（水）

１．干し柿による食餌性イレウスの１例
消化器内科　〇村上高徳、速水史郎、小笠原公平、新井徹、石橋文佳、木村聖路、西谷大輔

２．脾梗塞で発症し急性巣状細菌性腎炎後に顕在化した伝染性単核球症の１例
消化器内科　〇手代森隆、速水史郎、相馬郷、新井徹、西谷大輔

３．皮下膿瘍を合併した横行結腸癌の１例
消化器内科　〇宮﨑友伽、速水史郎、相馬郷、新井徹、西谷大輔

４．ヘパリン起因したバイパスグラフト急性閉塞の１手術例
〇于　在強１、川村知紀２、近藤慎浩２、皆川正仁２

１青森労災病院　心臓血管外科　　２弘前大学　胸部心臓血管外科

院内医学集談会［第199回～第201回　演題］

１診断に苦慮したレジオネラ肺炎の１例

　糖尿病・内分泌内科

　　〇吉田広樹、崎原哲、川原昌之、

　　　日向豪史、玉澤直樹

【症例】88歳、女性【主訴】発熱【現病歴】
39℃台の発熱を訴え受診した。好中球優位の
白血球増多とCRP高値を認め、胸部単純X線
と単純CTにて右肺に肺炎像を認めた。レジ
オネラ尿中抗原検査は陰性であった。細菌性
肺 炎 と し て 同 日 入 院 、 抗 生 剤
（ABPC/SBT）投与を開始した。入院４日
後も高熱が持続し状態は改善しなかった。入
院５日目に抗生剤をより広域なMEPMに変
更した。しかし入院7日目でも高熱が持続、
炎症所見改善しないため、非定型肺炎疑いと
してレジオネラDNA検査を提出、LVFXの
追加投与を開始した。以後は37℃台まで解熱
し呼吸状態改善、炎症所見も徐々に改善し
た。入院14日目にレジオネラDNA検査陽性
の報告あり、レジオネラ肺炎と診断した。炎
症所見改善後もADL低下したため長期リハ
ビリ施行の後、第49病日退院した。【考察】
レジオネラ肺炎は温泉等の水に関連した施設
の利用による感染が広く知られている。今
回、温泉等の施設を利用していない高齢者の
市中肺炎で、当初レジオネラ尿中抗原検査陰
性であったレジオネラ肺炎を経験したため報
告する。

２ニボルマブ投与後にACTH単独欠損を来し

　た１例

　糖尿病・内分泌内科

　　〇龍崎正樹、崎原哲、玉澤直樹

　泌尿器科

　　伊藤弘之

【症例】67歳、男性【主訴】倦怠感、食欲低
下、体重減少【現病歴】２年前腎癌（淡明細
胞癌）と診断され、パゾパニブ投与後に左腎

摘除術が施行された。腫瘍残存あるため、術
後アキシチニブが投与されたが治療効果乏し
く、ニボルマブに変更された。変更から21ヶ
月後に倦怠感、食欲低下を訴えたため精査を
行なった。ACTH、コルチゾールは低値を示
しており（各々5pg/ml、3.6μg/dl）、CRH負
荷でも反応不良だった。CTでは下垂体の軽
度萎縮が示されたが、ACTH以外の下垂体ホ
ルモンは正常だった。ACTH単独欠損と診断
し、ヒドロコルチゾン20mg/日の補充を開始
したところ、症状は劇的に軽快した。【考
察】ACTH単独欠損症は本来稀な疾患だが、
ニボルマブ使用患者では0.5～1%に発症し、
同剤の注意すべき副作用に挙げられている。
生ずる副腎不全症状はどれも担癌患者にとっ
て非特異的なため、しばしば発見が遅れやす
い。本例では定期的にACTHを測定していた
ため、比較的早期に診断が可能となった。
【結語】免疫チェックポイント阻害薬使用時
はACTHの定期的な測定と副腎不全症状に留
意した診療が望まれる。

３当院のCTCの現況

　放射線診断科

　　〇伊神　勲

　中央放射線部

　　藤島広志、古川利帆、河村美佐子、

　　坂本幸夫

　近年、本邦に大腸がんの罹患数は増加し、
全がん中第１位、死亡数は肺がんに次いで第
２位となっている。このような状況下で、大
腸がん検診の便潜血陽性者を対象とした内視
鏡検査は、大腸がん診療上最も推奨されてき
た。しかし、要精査の判定を受けても、依然
精密検査を受けない方が多く見受けられる。
また、消化器内科医の不足より大腸内視鏡の
精密検査の待機患者が多い。大腸内視鏡検査
の前処置が不可能な方、内視鏡挿入困難や禁
忌な方も見受けられる。
　大腸CT検査：CTCは、内視鏡検査が困難
な方にも行える方法であり、当院では2018年
２月より導入した。2020年９月までのCTC

第199回医学集談会
令和２年11月11日（水）

症例は99例であり、その有用性をレトロスペ
クテｲブ検討した。CTC受検者は、20歳台か
ら80歳台、男性45例、女性54例であった。
CTC検査の動機は、健診での便潜血陽性が
58例、健診以外では、ポリペクトミー後の経
過観察８例、内視鏡挿入不可11例、親族に大
腸がん罹患より心配で14例、血便や貧血で希
望６例、内視鏡との併用希望１例、胃癌術後
１例であった。
　99例のCTC検査から、有所見は40歳台以
上で44例、内視鏡精査が32件例、内視鏡的治
療22例、手術１例であった。病理組織では、
腺腫31例、大腸がん５例であった。尚、
CTC誤診例として内食物残渣１例、正常バ
ウヒン弁の１例があった。
　2000年以降欧米を主体にCTCが盛んに行
われ、大腸内視鏡検査に対する多施設共同研
究が各国で行われ、その非劣勢が証明されて
きた。本邦でも2013年以降に同様の報告が認
められる。大腸がん検診で便潜血検査の有用
性とエビデンスはゆるぎないが、その陽性者
の要精検率を上げるうえで、CTCは有用な
検査法である。また、CTCは内視鏡検査が
不可能、禁忌の患者にも行える利点があり、
今後も積極的に活用されるべき検査と思われ
る。

１巨大子宮腺筋症に起因した急性肺動脈血栓

　塞栓症の１手術例

　心臓血管外科

　　〇于在強１、大徳和之２、近藤慎浩２、

　　　皆川正仁２

　１青森労災病院　心臓血管外科

　２弘前大学 胸部心臓血管外科

【背景】重症肺動脈血栓塞栓症（PTE）は低
酸素血症をきたし、急激な右心不全により循
環破綻に至る重篤な疾患である。子宮腺筋症
による子宮腫大と偽閉経療法に起因した重症
PTEに対し、緊急血栓摘出術を行い、子宮腺

筋症に対して集学的治療を行った症例を報告
する。
【症例】52歳女性。子宮腺筋症による子宮腫
大及び不正出血に対して他院で偽閉経療法が
導入された。不正出血による貧血（最低Hb 
5.7g/dL）、子宮腫大による両下肢の浮腫を繰
り返していた。突然のめまいと呼吸困難を自
覚し、前医へ救急搬送された。頻脈と酸素化
不良を認め、採血ではHb 7.2 g/dL、D-Dimer 
15.6μg/dL。造影CT検査により右心室拡
大、左右肺動脈に跨がった多量の肺動脈血栓
が認められため、当院へ救急搬送となった。
来院時、頻脈と酸素化不良が持続するため緊
急手術の方針とした。麻酔導入に先立ち、右
大腿動脈と右大腿動脈にシースを挿入してお
いた。人工心肺を確立した後、心停止下で左
右肺動脈から血栓摘出術を行った。術後の呼
吸循環は安定しており、第２病日よりDOAC
の内服を開始した。しかしながら、不正出血
の持続を認めたため、両側子宮動脈塞栓術を
施行した。退院直前の造影CTでは、塞栓術
後壊死を伴う子宮が全体に腫大し、腸骨静脈
を圧迫する所見を認めた。抗凝固療法を継続
しても、下肢静脈の鬱滞による血栓塞栓症の
再発リスクが高かったため、婦人科と協議を
して子宮全摘術を施行した。
【考察】重症PTEはショック状態では約15%
が死亡に至る重篤な疾患であり、当科では積
極的に外科的介入を行ってきた。本症例は良
性疾患であったが、巨大子宮腺筋症による静
脈うっ滞と偽閉経療法による凝固系異常が重
なり、重症PTEに至った。外科的血栓摘除術
により救命するのみならず、原因と思われる
疾患に対しても積極的に介入することが肝要
と思われた。

２糖尿病細小血管障害の保護因子：合併症を

　起こす原因”から“起こらない原因”へ

　糖尿病・内分泌内科

　　〇玉澤直樹

　糖尿病に特異的とされる細小血管障害（腎
症・網膜症・神経障害）は慢性高血糖によっ

てもたらされるはずのものであるからと、高
血糖によって細小血管障害を起こす原因がこ
れまで色々と研究されてきた。一方、糖尿病
の臨床の場では、腎不全で透析している患者
でも網膜症が全くない患者や、増殖網膜症な
のに腎症が全く正常の患者がみられる。どう
やら、それらの人はその合併症から臓器を保
護する仕組み（protective factors）が備わっ
ているのではないかという考えが生まれつつ
ある。すなわち、合併症を起こさない（合併
症から臓器を保護する）原因の究明で、この
研究を精力的に行っているアメリカのジョス
リンクリニックからの成績を紹介します。

１干し柿による食餌性イレウスの１例

　消化器内科

　　〇村上高徳、速水史郎、小笠原公平、

　　　新井徹、石橋文佳、木村聖路、

　　　西谷大輔

【症例】64歳女性
【主訴】腹痛
【経過】３日前から心窩部痛と嘔吐があり受
診した。腹部視診で膨隆あり、触診で臍上部
に圧痛を認めた。CTで回腸に気泡を混じた
腫瘤状構造物と口側腸管の拡張があり、詳細
な問診で丸呑みした干し柿と判明した。食餌
性イレウスの診断で経口的にイレウス管を挿
入し、翌朝多量の下痢便の排泄を認めた。再
度のCTで腸管の拡張は改善し構造物は盲腸
に移動していた。CSを施行し肝弯曲部に巨
大な塊状の物体を認め、回収したところ丸呑
みした未消化の干し柿であった。症状の再燃
なく経過し食事指導を行い退院した。
【考察】食餌性イレウスの発症頻度はイレウ
スの0.3-5.9%と報告され、明らかな病歴が確
認されない場合の診断は困難なことが多い。
胃切除歴や歯牙欠損、精神疾患など危険因子
を持つ患者でのイレウスの原因診断において
は、食餌性イレウスの可能性を考慮し、食餌

内容や習慣の問診と身体診察、CT所見に留
意し、個々の症例に応じて手術加療や慎重な
経過観察など適切な方法でイレウスを解除す
る必要があると考えられた。

２脾梗塞で発症し急性巣状細菌性腎炎後に顕

　在化した伝染性単核球症の１例

　消化器内科

　　〇手代森隆、速水史郎、相馬郷、

　　　新井徹、西谷大輔

【症例】23歳男性
【主訴】発熱、腹痛
【現病歴】高熱と部位不定の激しい腹痛を訴
え受診した。好中球優位の白血球増多とCRP
超高値を認め、造影CTで両側腎に巣状の造
影低下域、肝脾腫及び脾臓内に楔形の低濃度
域を認めた。各種培養は陰性だが急性巣状細
菌性腎炎と脾梗塞と診断し、中心静脈栄養と
抗生剤（CTRX+CLDM）投与、ヘパリン持
続静注を開始し腹痛と炎症反応は軽快した。
しかし高熱は持続し第14病日から高度な咽頭
扁桃炎と全身倦怠感が出現した。リンパ球優
位の白血球再上昇、異型リンパ球出現、肝機
能 上 昇 を 認 め 、 脾 梗 塞 出 現 時 の 検 体 で
EBV-VCA-IgG、IgM抗体陽性、EBNA抗体
陰性で伝染性単核球症の急性期と診断した。
摂食不良が続いたが対症療法で改善し第26病
日退院した。後日IgM抗体価は低下し肝脾腫
と脾梗塞は消失した。
【考察】脾梗塞は感染症、悪性腫瘍、外傷等
に合併する脾臓の血栓症である。伝染性単核
球症への合併は稀だが、自験例は急速な脾腫
による虚血と重症細菌感染の併発がその出現
に寄与した可能性が高い。当初臨床症状と検
査所見は急性巣状細菌性腎炎に被覆されその
後顕在化したが、両者の合併を念頭に置いた
抗生剤加療と対症療法で改善した。伝染性単
核球症への細菌感染合併を時に経験するが、
自験例の如く脾梗塞が先行し重症細菌感染後
に顕在化して二峰性の経過を辿る前例はなく
貴重な症例と考え報告する。

３皮下膿瘍を合併した横行結腸癌の１例

消化器内科

　〇宮﨑友伽、速水史郎、相馬郷、

　　新井徹、西谷大輔

【症例】78歳男性
【主訴】左下腹部腫瘤
【既往歴】なし
【現病歴】１ヶ月前から左下腹部に腫瘤を自
覚し次第に増大し疼痛があるため当科を受診
した。同部に発赤したドーム状の最大径10㎝
大の皮下膿瘍形成を認めた。血液生化学検査
で炎症反応高値、未治療の糖尿病、CEA高
値を認めた。造影CT検査で横行結腸に５㎝
大の腫瘤病変を認め、腹壁浸潤および皮下膿
瘍を認め、精査加療目的に入院となった。
【経過】第１病日皮下膿瘍ドレナージを施行
した。絶食、補液、抗生剤投与により炎症反
応は改善した。下部消化管内視鏡検査で左側
横行結腸に管腔内を占拠する巨大な腫瘤性病
変を認め、生検で高分化型腺癌の診断となっ
た。上部消化管内視鏡検査で大腸癌病変の直
接浸潤および瘻孔形成が疑われた。第25病日
当院外科にて手術加療が施行され、開腹所見
より横行結腸切除、胃部分切除、空腸部分切
除 、 腹 壁 合 併 切 除 術 を 施 行 し た 。
Adenocarc inoma , tub1 ,depth=pSI (胃) ,
pT4b,int,INFa,Ly1a,V1a,BD1,Pn1b,budding 
grade1,pN1 2/27の病理診断であり、第54病
日退院となった。pStageⅢcであり術後化学
療法は認知症で断念したが、２年間再発所見
を認めていない。
【考察】大腸癌が腹壁浸潤を経て皮下膿瘍を
形成して発症する例は稀である。本邦におけ
る報告例を検討すると部位別では盲腸癌や横
行結腸癌、組織型は粘液癌の割合が高く、局
所進展が強いがリンパ節転移の割合が低い特
徴がある。本症例においては腫瘍が壁外性発
育によって腹壁に浸潤し、進行に伴い腫瘍の
一部が壊死に陥り穿通し、膿瘍を形成したと
考えられた。治療に関しては膿瘍ドレナージ
後に根治術を行う場合と両者を同時に行う場
合があるが、後者は術後敗血症の危険性が高
い。本症例は速やかに膿瘍ドレナージおよび

抗生剤投与を併用した上で、全身状態の改善
をはかりつつ内視鏡的精査等で病態を把握し
て適切に手術加療へと繋げることが可能で
あった。

４ヘパリン起因したバイパスグラフト急性閉

　塞の１手術例

　〇于　在強１、川村知紀２、近藤慎浩２、

　　皆川正仁２

　１青森労災病院　心臓血管外科

　２弘前大学　胸部心臓血管外科

【背景】慢性閉塞性動脈硬化症（ASO）は
進行性の下肢間欠性跛行を引き起こし、重症
症例が血行再建の適応となる。下肢血行再建
で人工血管を使用する際に、術中術後ヘパリ
ン持続静注を行うのが一般的である。しか
し、今回はヘパリンが起因すると思われるバ
イパスグラフト閉塞症例を経験したので、報
告する。
【症例】69歳男性。３年前にASOに対して
左外腸骨動脈から右浅大腿動脈まで人工血管
Propaten７㎜（ヘパリンコーディング）を用
いて血行再建を行われた。術１年後バイパス
グラフト閉塞に対して血栓除去を行い再開通
した。今年の造影CTを再施行した結果、左
外腸骨動脈に狭窄を認めた。ABIは右0.74と
左0.72まで低下を認めた。入院後に左外腸骨
動脈狭窄に対して経皮的血管拡張術（Epic 
７㎜）を施行した。翌日ABIを施行したとこ
ろ、右下肢血圧を測定できず、バイパスグラ
フト閉塞を判明した。ヘパリン持続静注を行
い、血栓除去を施行した。術中では再開通し
ていたが、術後は閉塞のままだった。中枢吻
合部が狭いと判断し、再度血栓除去と中枢再
吻合を行ったが、再開通できず。その後、新
しい人工血管Propaten７㎜（ヘパリンコー
ディング）を用いてRe do F F-bypassを施行
し、末梢吻合部を右総大腿動脈においた。術
中にFlowがよかったが、吻合完成後に右大
腿動脈には拍動を触知できず。翌日検査した
ところ、バイパス閉塞を認めた。新しい人工
血管内に血栓を認め、血栓除去後の人工血管
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は開通していた。ヘパリンが起因した凝固異
常 を 考 え 、 D O A C （ エ リ キ ュ ー ス
10mg/day）を開始した。その後、ヘパリン
を使用せずにバイパスグラフト再血栓除去を
行った結果、バイパスが良好に開存し、退院
となった。
【考察】心臓血管外科領域ではヘパリンが欠
かせない抗凝固の薬剤であるが、稀にヘパリ
ン起因性血小板減少症（HIT）による脳梗塞
を含めた多発血栓塞栓症に至る症例が認めら
れる。本症例はHIT抗体を測定していない
が、血小板の低下を認めなかったため、HIT
の可能性が低いと考えられた。腹部大動脈に
壁在血栓もあり、ヘパリンや異物に対して過
剰反応の可能性をある。
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１診断に苦慮したレジオネラ肺炎の１例

　糖尿病・内分泌内科

　　〇吉田広樹、崎原哲、川原昌之、

　　　日向豪史、玉澤直樹

【症例】88歳、女性【主訴】発熱【現病歴】
39℃台の発熱を訴え受診した。好中球優位の
白血球増多とCRP高値を認め、胸部単純X線
と単純CTにて右肺に肺炎像を認めた。レジ
オネラ尿中抗原検査は陰性であった。細菌性
肺 炎 と し て 同 日 入 院 、 抗 生 剤
（ABPC/SBT）投与を開始した。入院４日
後も高熱が持続し状態は改善しなかった。入
院５日目に抗生剤をより広域なMEPMに変
更した。しかし入院7日目でも高熱が持続、
炎症所見改善しないため、非定型肺炎疑いと
してレジオネラDNA検査を提出、LVFXの
追加投与を開始した。以後は37℃台まで解熱
し呼吸状態改善、炎症所見も徐々に改善し
た。入院14日目にレジオネラDNA検査陽性
の報告あり、レジオネラ肺炎と診断した。炎
症所見改善後もADL低下したため長期リハ
ビリ施行の後、第49病日退院した。【考察】
レジオネラ肺炎は温泉等の水に関連した施設
の利用による感染が広く知られている。今
回、温泉等の施設を利用していない高齢者の
市中肺炎で、当初レジオネラ尿中抗原検査陰
性であったレジオネラ肺炎を経験したため報
告する。

２ニボルマブ投与後にACTH単独欠損を来し

　た１例

　糖尿病・内分泌内科

　　〇龍崎正樹、崎原哲、玉澤直樹

　泌尿器科

　　伊藤弘之

【症例】67歳、男性【主訴】倦怠感、食欲低
下、体重減少【現病歴】２年前腎癌（淡明細
胞癌）と診断され、パゾパニブ投与後に左腎

摘除術が施行された。腫瘍残存あるため、術
後アキシチニブが投与されたが治療効果乏し
く、ニボルマブに変更された。変更から21ヶ
月後に倦怠感、食欲低下を訴えたため精査を
行なった。ACTH、コルチゾールは低値を示
しており（各々5pg/ml、3.6μg/dl）、CRH負
荷でも反応不良だった。CTでは下垂体の軽
度萎縮が示されたが、ACTH以外の下垂体ホ
ルモンは正常だった。ACTH単独欠損と診断
し、ヒドロコルチゾン20mg/日の補充を開始
したところ、症状は劇的に軽快した。【考
察】ACTH単独欠損症は本来稀な疾患だが、
ニボルマブ使用患者では0.5～1%に発症し、
同剤の注意すべき副作用に挙げられている。
生ずる副腎不全症状はどれも担癌患者にとっ
て非特異的なため、しばしば発見が遅れやす
い。本例では定期的にACTHを測定していた
ため、比較的早期に診断が可能となった。
【結語】免疫チェックポイント阻害薬使用時
はACTHの定期的な測定と副腎不全症状に留
意した診療が望まれる。

３当院のCTCの現況

　放射線診断科

　　〇伊神　勲

　中央放射線部

　　藤島広志、古川利帆、河村美佐子、

　　坂本幸夫

　近年、本邦に大腸がんの罹患数は増加し、
全がん中第１位、死亡数は肺がんに次いで第
２位となっている。このような状況下で、大
腸がん検診の便潜血陽性者を対象とした内視
鏡検査は、大腸がん診療上最も推奨されてき
た。しかし、要精査の判定を受けても、依然
精密検査を受けない方が多く見受けられる。
また、消化器内科医の不足より大腸内視鏡の
精密検査の待機患者が多い。大腸内視鏡検査
の前処置が不可能な方、内視鏡挿入困難や禁
忌な方も見受けられる。
　大腸CT検査：CTCは、内視鏡検査が困難
な方にも行える方法であり、当院では2018年
２月より導入した。2020年９月までのCTC
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症例は99例であり、その有用性をレトロスペ
クテｲブ検討した。CTC受検者は、20歳台か
ら80歳台、男性45例、女性54例であった。
CTC検査の動機は、健診での便潜血陽性が
58例、健診以外では、ポリペクトミー後の経
過観察８例、内視鏡挿入不可11例、親族に大
腸がん罹患より心配で14例、血便や貧血で希
望６例、内視鏡との併用希望１例、胃癌術後
１例であった。
　99例のCTC検査から、有所見は40歳台以
上で44例、内視鏡精査が32件例、内視鏡的治
療22例、手術１例であった。病理組織では、
腺腫31例、大腸がん５例であった。尚、
CTC誤診例として内食物残渣１例、正常バ
ウヒン弁の１例があった。
　2000年以降欧米を主体にCTCが盛んに行
われ、大腸内視鏡検査に対する多施設共同研
究が各国で行われ、その非劣勢が証明されて
きた。本邦でも2013年以降に同様の報告が認
められる。大腸がん検診で便潜血検査の有用
性とエビデンスはゆるぎないが、その陽性者
の要精検率を上げるうえで、CTCは有用な
検査法である。また、CTCは内視鏡検査が
不可能、禁忌の患者にも行える利点があり、
今後も積極的に活用されるべき検査と思われ
る。

１巨大子宮腺筋症に起因した急性肺動脈血栓

　塞栓症の１手術例

　心臓血管外科

　　〇于在強１、大徳和之２、近藤慎浩２、

　　　皆川正仁２

　１青森労災病院　心臓血管外科

　２弘前大学 胸部心臓血管外科

【背景】重症肺動脈血栓塞栓症（PTE）は低
酸素血症をきたし、急激な右心不全により循
環破綻に至る重篤な疾患である。子宮腺筋症
による子宮腫大と偽閉経療法に起因した重症
PTEに対し、緊急血栓摘出術を行い、子宮腺

筋症に対して集学的治療を行った症例を報告
する。
【症例】52歳女性。子宮腺筋症による子宮腫
大及び不正出血に対して他院で偽閉経療法が
導入された。不正出血による貧血（最低Hb 
5.7g/dL）、子宮腫大による両下肢の浮腫を繰
り返していた。突然のめまいと呼吸困難を自
覚し、前医へ救急搬送された。頻脈と酸素化
不良を認め、採血ではHb 7.2 g/dL、D-Dimer 
15.6μg/dL。造影CT検査により右心室拡
大、左右肺動脈に跨がった多量の肺動脈血栓
が認められため、当院へ救急搬送となった。
来院時、頻脈と酸素化不良が持続するため緊
急手術の方針とした。麻酔導入に先立ち、右
大腿動脈と右大腿動脈にシースを挿入してお
いた。人工心肺を確立した後、心停止下で左
右肺動脈から血栓摘出術を行った。術後の呼
吸循環は安定しており、第２病日よりDOAC
の内服を開始した。しかしながら、不正出血
の持続を認めたため、両側子宮動脈塞栓術を
施行した。退院直前の造影CTでは、塞栓術
後壊死を伴う子宮が全体に腫大し、腸骨静脈
を圧迫する所見を認めた。抗凝固療法を継続
しても、下肢静脈の鬱滞による血栓塞栓症の
再発リスクが高かったため、婦人科と協議を
して子宮全摘術を施行した。
【考察】重症PTEはショック状態では約15%
が死亡に至る重篤な疾患であり、当科では積
極的に外科的介入を行ってきた。本症例は良
性疾患であったが、巨大子宮腺筋症による静
脈うっ滞と偽閉経療法による凝固系異常が重
なり、重症PTEに至った。外科的血栓摘除術
により救命するのみならず、原因と思われる
疾患に対しても積極的に介入することが肝要
と思われた。

２糖尿病細小血管障害の保護因子：合併症を

　起こす原因”から“起こらない原因”へ

　糖尿病・内分泌内科

　　〇玉澤直樹

　糖尿病に特異的とされる細小血管障害（腎
症・網膜症・神経障害）は慢性高血糖によっ

てもたらされるはずのものであるからと、高
血糖によって細小血管障害を起こす原因がこ
れまで色々と研究されてきた。一方、糖尿病
の臨床の場では、腎不全で透析している患者
でも網膜症が全くない患者や、増殖網膜症な
のに腎症が全く正常の患者がみられる。どう
やら、それらの人はその合併症から臓器を保
護する仕組み（protective factors）が備わっ
ているのではないかという考えが生まれつつ
ある。すなわち、合併症を起こさない（合併
症から臓器を保護する）原因の究明で、この
研究を精力的に行っているアメリカのジョス
リンクリニックからの成績を紹介します。

１干し柿による食餌性イレウスの１例

　消化器内科

　　〇村上高徳、速水史郎、小笠原公平、

　　　新井徹、石橋文佳、木村聖路、

　　　西谷大輔

【症例】64歳女性
【主訴】腹痛
【経過】３日前から心窩部痛と嘔吐があり受
診した。腹部視診で膨隆あり、触診で臍上部
に圧痛を認めた。CTで回腸に気泡を混じた
腫瘤状構造物と口側腸管の拡張があり、詳細
な問診で丸呑みした干し柿と判明した。食餌
性イレウスの診断で経口的にイレウス管を挿
入し、翌朝多量の下痢便の排泄を認めた。再
度のCTで腸管の拡張は改善し構造物は盲腸
に移動していた。CSを施行し肝弯曲部に巨
大な塊状の物体を認め、回収したところ丸呑
みした未消化の干し柿であった。症状の再燃
なく経過し食事指導を行い退院した。
【考察】食餌性イレウスの発症頻度はイレウ
スの0.3-5.9%と報告され、明らかな病歴が確
認されない場合の診断は困難なことが多い。
胃切除歴や歯牙欠損、精神疾患など危険因子
を持つ患者でのイレウスの原因診断において
は、食餌性イレウスの可能性を考慮し、食餌

内容や習慣の問診と身体診察、CT所見に留
意し、個々の症例に応じて手術加療や慎重な
経過観察など適切な方法でイレウスを解除す
る必要があると考えられた。

２脾梗塞で発症し急性巣状細菌性腎炎後に顕

　在化した伝染性単核球症の１例

　消化器内科

　　〇手代森隆、速水史郎、相馬郷、

　　　新井徹、西谷大輔

【症例】23歳男性
【主訴】発熱、腹痛
【現病歴】高熱と部位不定の激しい腹痛を訴
え受診した。好中球優位の白血球増多とCRP
超高値を認め、造影CTで両側腎に巣状の造
影低下域、肝脾腫及び脾臓内に楔形の低濃度
域を認めた。各種培養は陰性だが急性巣状細
菌性腎炎と脾梗塞と診断し、中心静脈栄養と
抗生剤（CTRX+CLDM）投与、ヘパリン持
続静注を開始し腹痛と炎症反応は軽快した。
しかし高熱は持続し第14病日から高度な咽頭
扁桃炎と全身倦怠感が出現した。リンパ球優
位の白血球再上昇、異型リンパ球出現、肝機
能 上 昇 を 認 め 、 脾 梗 塞 出 現 時 の 検 体 で
EBV-VCA-IgG、IgM抗体陽性、EBNA抗体
陰性で伝染性単核球症の急性期と診断した。
摂食不良が続いたが対症療法で改善し第26病
日退院した。後日IgM抗体価は低下し肝脾腫
と脾梗塞は消失した。
【考察】脾梗塞は感染症、悪性腫瘍、外傷等
に合併する脾臓の血栓症である。伝染性単核
球症への合併は稀だが、自験例は急速な脾腫
による虚血と重症細菌感染の併発がその出現
に寄与した可能性が高い。当初臨床症状と検
査所見は急性巣状細菌性腎炎に被覆されその
後顕在化したが、両者の合併を念頭に置いた
抗生剤加療と対症療法で改善した。伝染性単
核球症への細菌感染合併を時に経験するが、
自験例の如く脾梗塞が先行し重症細菌感染後
に顕在化して二峰性の経過を辿る前例はなく
貴重な症例と考え報告する。

３皮下膿瘍を合併した横行結腸癌の１例

消化器内科

　〇宮﨑友伽、速水史郎、相馬郷、

　　新井徹、西谷大輔

【症例】78歳男性
【主訴】左下腹部腫瘤
【既往歴】なし
【現病歴】１ヶ月前から左下腹部に腫瘤を自
覚し次第に増大し疼痛があるため当科を受診
した。同部に発赤したドーム状の最大径10㎝
大の皮下膿瘍形成を認めた。血液生化学検査
で炎症反応高値、未治療の糖尿病、CEA高
値を認めた。造影CT検査で横行結腸に５㎝
大の腫瘤病変を認め、腹壁浸潤および皮下膿
瘍を認め、精査加療目的に入院となった。
【経過】第１病日皮下膿瘍ドレナージを施行
した。絶食、補液、抗生剤投与により炎症反
応は改善した。下部消化管内視鏡検査で左側
横行結腸に管腔内を占拠する巨大な腫瘤性病
変を認め、生検で高分化型腺癌の診断となっ
た。上部消化管内視鏡検査で大腸癌病変の直
接浸潤および瘻孔形成が疑われた。第25病日
当院外科にて手術加療が施行され、開腹所見
より横行結腸切除、胃部分切除、空腸部分切
除 、 腹 壁 合 併 切 除 術 を 施 行 し た 。
Adenocarc inoma , tub1 ,depth=pSI (胃) ,
pT4b,int,INFa,Ly1a,V1a,BD1,Pn1b,budding 
grade1,pN1 2/27の病理診断であり、第54病
日退院となった。pStageⅢcであり術後化学
療法は認知症で断念したが、２年間再発所見
を認めていない。
【考察】大腸癌が腹壁浸潤を経て皮下膿瘍を
形成して発症する例は稀である。本邦におけ
る報告例を検討すると部位別では盲腸癌や横
行結腸癌、組織型は粘液癌の割合が高く、局
所進展が強いがリンパ節転移の割合が低い特
徴がある。本症例においては腫瘍が壁外性発
育によって腹壁に浸潤し、進行に伴い腫瘍の
一部が壊死に陥り穿通し、膿瘍を形成したと
考えられた。治療に関しては膿瘍ドレナージ
後に根治術を行う場合と両者を同時に行う場
合があるが、後者は術後敗血症の危険性が高
い。本症例は速やかに膿瘍ドレナージおよび

抗生剤投与を併用した上で、全身状態の改善
をはかりつつ内視鏡的精査等で病態を把握し
て適切に手術加療へと繋げることが可能で
あった。

４ヘパリン起因したバイパスグラフト急性閉

　塞の１手術例

　〇于　在強１、川村知紀２、近藤慎浩２、

　　皆川正仁２

　１青森労災病院　心臓血管外科

　２弘前大学　胸部心臓血管外科

【背景】慢性閉塞性動脈硬化症（ASO）は
進行性の下肢間欠性跛行を引き起こし、重症
症例が血行再建の適応となる。下肢血行再建
で人工血管を使用する際に、術中術後ヘパリ
ン持続静注を行うのが一般的である。しか
し、今回はヘパリンが起因すると思われるバ
イパスグラフト閉塞症例を経験したので、報
告する。
【症例】69歳男性。３年前にASOに対して
左外腸骨動脈から右浅大腿動脈まで人工血管
Propaten７㎜（ヘパリンコーディング）を用
いて血行再建を行われた。術１年後バイパス
グラフト閉塞に対して血栓除去を行い再開通
した。今年の造影CTを再施行した結果、左
外腸骨動脈に狭窄を認めた。ABIは右0.74と
左0.72まで低下を認めた。入院後に左外腸骨
動脈狭窄に対して経皮的血管拡張術（Epic 
７㎜）を施行した。翌日ABIを施行したとこ
ろ、右下肢血圧を測定できず、バイパスグラ
フト閉塞を判明した。ヘパリン持続静注を行
い、血栓除去を施行した。術中では再開通し
ていたが、術後は閉塞のままだった。中枢吻
合部が狭いと判断し、再度血栓除去と中枢再
吻合を行ったが、再開通できず。その後、新
しい人工血管Propaten７㎜（ヘパリンコー
ディング）を用いてRe do F F-bypassを施行
し、末梢吻合部を右総大腿動脈においた。術
中にFlowがよかったが、吻合完成後に右大
腿動脈には拍動を触知できず。翌日検査した
ところ、バイパス閉塞を認めた。新しい人工
血管内に血栓を認め、血栓除去後の人工血管
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は開通していた。ヘパリンが起因した凝固異
常 を 考 え 、 D O A C （ エ リ キ ュ ー ス
10mg/day）を開始した。その後、ヘパリン
を使用せずにバイパスグラフト再血栓除去を
行った結果、バイパスが良好に開存し、退院
となった。
【考察】心臓血管外科領域ではヘパリンが欠
かせない抗凝固の薬剤であるが、稀にヘパリ
ン起因性血小板減少症（HIT）による脳梗塞
を含めた多発血栓塞栓症に至る症例が認めら
れる。本症例はHIT抗体を測定していない
が、血小板の低下を認めなかったため、HIT
の可能性が低いと考えられた。腹部大動脈に
壁在血栓もあり、ヘパリンや異物に対して過
剰反応の可能性をある。
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１診断に苦慮したレジオネラ肺炎の１例

　糖尿病・内分泌内科

　　〇吉田広樹、崎原哲、川原昌之、

　　　日向豪史、玉澤直樹

【症例】88歳、女性【主訴】発熱【現病歴】
39℃台の発熱を訴え受診した。好中球優位の
白血球増多とCRP高値を認め、胸部単純X線
と単純CTにて右肺に肺炎像を認めた。レジ
オネラ尿中抗原検査は陰性であった。細菌性
肺 炎 と し て 同 日 入 院 、 抗 生 剤
（ABPC/SBT）投与を開始した。入院４日
後も高熱が持続し状態は改善しなかった。入
院５日目に抗生剤をより広域なMEPMに変
更した。しかし入院7日目でも高熱が持続、
炎症所見改善しないため、非定型肺炎疑いと
してレジオネラDNA検査を提出、LVFXの
追加投与を開始した。以後は37℃台まで解熱
し呼吸状態改善、炎症所見も徐々に改善し
た。入院14日目にレジオネラDNA検査陽性
の報告あり、レジオネラ肺炎と診断した。炎
症所見改善後もADL低下したため長期リハ
ビリ施行の後、第49病日退院した。【考察】
レジオネラ肺炎は温泉等の水に関連した施設
の利用による感染が広く知られている。今
回、温泉等の施設を利用していない高齢者の
市中肺炎で、当初レジオネラ尿中抗原検査陰
性であったレジオネラ肺炎を経験したため報
告する。

２ニボルマブ投与後にACTH単独欠損を来し

　た１例

　糖尿病・内分泌内科

　　〇龍崎正樹、崎原哲、玉澤直樹

　泌尿器科

　　伊藤弘之

【症例】67歳、男性【主訴】倦怠感、食欲低
下、体重減少【現病歴】２年前腎癌（淡明細
胞癌）と診断され、パゾパニブ投与後に左腎

摘除術が施行された。腫瘍残存あるため、術
後アキシチニブが投与されたが治療効果乏し
く、ニボルマブに変更された。変更から21ヶ
月後に倦怠感、食欲低下を訴えたため精査を
行なった。ACTH、コルチゾールは低値を示
しており（各々5pg/ml、3.6μg/dl）、CRH負
荷でも反応不良だった。CTでは下垂体の軽
度萎縮が示されたが、ACTH以外の下垂体ホ
ルモンは正常だった。ACTH単独欠損と診断
し、ヒドロコルチゾン20mg/日の補充を開始
したところ、症状は劇的に軽快した。【考
察】ACTH単独欠損症は本来稀な疾患だが、
ニボルマブ使用患者では0.5～1%に発症し、
同剤の注意すべき副作用に挙げられている。
生ずる副腎不全症状はどれも担癌患者にとっ
て非特異的なため、しばしば発見が遅れやす
い。本例では定期的にACTHを測定していた
ため、比較的早期に診断が可能となった。
【結語】免疫チェックポイント阻害薬使用時
はACTHの定期的な測定と副腎不全症状に留
意した診療が望まれる。

３当院のCTCの現況

　放射線診断科

　　〇伊神　勲

　中央放射線部

　　藤島広志、古川利帆、河村美佐子、

　　坂本幸夫

　近年、本邦に大腸がんの罹患数は増加し、
全がん中第１位、死亡数は肺がんに次いで第
２位となっている。このような状況下で、大
腸がん検診の便潜血陽性者を対象とした内視
鏡検査は、大腸がん診療上最も推奨されてき
た。しかし、要精査の判定を受けても、依然
精密検査を受けない方が多く見受けられる。
また、消化器内科医の不足より大腸内視鏡の
精密検査の待機患者が多い。大腸内視鏡検査
の前処置が不可能な方、内視鏡挿入困難や禁
忌な方も見受けられる。
　大腸CT検査：CTCは、内視鏡検査が困難
な方にも行える方法であり、当院では2018年
２月より導入した。2020年９月までのCTC

第199回医学集談会
令和２年11月11日（水）

症例は99例であり、その有用性をレトロスペ
クテｲブ検討した。CTC受検者は、20歳台か
ら80歳台、男性45例、女性54例であった。
CTC検査の動機は、健診での便潜血陽性が
58例、健診以外では、ポリペクトミー後の経
過観察８例、内視鏡挿入不可11例、親族に大
腸がん罹患より心配で14例、血便や貧血で希
望６例、内視鏡との併用希望１例、胃癌術後
１例であった。
　99例のCTC検査から、有所見は40歳台以
上で44例、内視鏡精査が32件例、内視鏡的治
療22例、手術１例であった。病理組織では、
腺腫31例、大腸がん５例であった。尚、
CTC誤診例として内食物残渣１例、正常バ
ウヒン弁の１例があった。
　2000年以降欧米を主体にCTCが盛んに行
われ、大腸内視鏡検査に対する多施設共同研
究が各国で行われ、その非劣勢が証明されて
きた。本邦でも2013年以降に同様の報告が認
められる。大腸がん検診で便潜血検査の有用
性とエビデンスはゆるぎないが、その陽性者
の要精検率を上げるうえで、CTCは有用な
検査法である。また、CTCは内視鏡検査が
不可能、禁忌の患者にも行える利点があり、
今後も積極的に活用されるべき検査と思われ
る。

１巨大子宮腺筋症に起因した急性肺動脈血栓

　塞栓症の１手術例

　心臓血管外科

　　〇于在強１、大徳和之２、近藤慎浩２、

　　　皆川正仁２

　１青森労災病院　心臓血管外科

　２弘前大学 胸部心臓血管外科

【背景】重症肺動脈血栓塞栓症（PTE）は低
酸素血症をきたし、急激な右心不全により循
環破綻に至る重篤な疾患である。子宮腺筋症
による子宮腫大と偽閉経療法に起因した重症
PTEに対し、緊急血栓摘出術を行い、子宮腺

筋症に対して集学的治療を行った症例を報告
する。
【症例】52歳女性。子宮腺筋症による子宮腫
大及び不正出血に対して他院で偽閉経療法が
導入された。不正出血による貧血（最低Hb 
5.7g/dL）、子宮腫大による両下肢の浮腫を繰
り返していた。突然のめまいと呼吸困難を自
覚し、前医へ救急搬送された。頻脈と酸素化
不良を認め、採血ではHb 7.2 g/dL、D-Dimer 
15.6μg/dL。造影CT検査により右心室拡
大、左右肺動脈に跨がった多量の肺動脈血栓
が認められため、当院へ救急搬送となった。
来院時、頻脈と酸素化不良が持続するため緊
急手術の方針とした。麻酔導入に先立ち、右
大腿動脈と右大腿動脈にシースを挿入してお
いた。人工心肺を確立した後、心停止下で左
右肺動脈から血栓摘出術を行った。術後の呼
吸循環は安定しており、第２病日よりDOAC
の内服を開始した。しかしながら、不正出血
の持続を認めたため、両側子宮動脈塞栓術を
施行した。退院直前の造影CTでは、塞栓術
後壊死を伴う子宮が全体に腫大し、腸骨静脈
を圧迫する所見を認めた。抗凝固療法を継続
しても、下肢静脈の鬱滞による血栓塞栓症の
再発リスクが高かったため、婦人科と協議を
して子宮全摘術を施行した。
【考察】重症PTEはショック状態では約15%
が死亡に至る重篤な疾患であり、当科では積
極的に外科的介入を行ってきた。本症例は良
性疾患であったが、巨大子宮腺筋症による静
脈うっ滞と偽閉経療法による凝固系異常が重
なり、重症PTEに至った。外科的血栓摘除術
により救命するのみならず、原因と思われる
疾患に対しても積極的に介入することが肝要
と思われた。

２糖尿病細小血管障害の保護因子：合併症を

　起こす原因”から“起こらない原因”へ

　糖尿病・内分泌内科

　　〇玉澤直樹

　糖尿病に特異的とされる細小血管障害（腎
症・網膜症・神経障害）は慢性高血糖によっ

てもたらされるはずのものであるからと、高
血糖によって細小血管障害を起こす原因がこ
れまで色々と研究されてきた。一方、糖尿病
の臨床の場では、腎不全で透析している患者
でも網膜症が全くない患者や、増殖網膜症な
のに腎症が全く正常の患者がみられる。どう
やら、それらの人はその合併症から臓器を保
護する仕組み（protective factors）が備わっ
ているのではないかという考えが生まれつつ
ある。すなわち、合併症を起こさない（合併
症から臓器を保護する）原因の究明で、この
研究を精力的に行っているアメリカのジョス
リンクリニックからの成績を紹介します。

１干し柿による食餌性イレウスの１例

　消化器内科

　　〇村上高徳、速水史郎、小笠原公平、

　　　新井徹、石橋文佳、木村聖路、

　　　西谷大輔

【症例】64歳女性
【主訴】腹痛
【経過】３日前から心窩部痛と嘔吐があり受
診した。腹部視診で膨隆あり、触診で臍上部
に圧痛を認めた。CTで回腸に気泡を混じた
腫瘤状構造物と口側腸管の拡張があり、詳細
な問診で丸呑みした干し柿と判明した。食餌
性イレウスの診断で経口的にイレウス管を挿
入し、翌朝多量の下痢便の排泄を認めた。再
度のCTで腸管の拡張は改善し構造物は盲腸
に移動していた。CSを施行し肝弯曲部に巨
大な塊状の物体を認め、回収したところ丸呑
みした未消化の干し柿であった。症状の再燃
なく経過し食事指導を行い退院した。
【考察】食餌性イレウスの発症頻度はイレウ
スの0.3-5.9%と報告され、明らかな病歴が確
認されない場合の診断は困難なことが多い。
胃切除歴や歯牙欠損、精神疾患など危険因子
を持つ患者でのイレウスの原因診断において
は、食餌性イレウスの可能性を考慮し、食餌

内容や習慣の問診と身体診察、CT所見に留
意し、個々の症例に応じて手術加療や慎重な
経過観察など適切な方法でイレウスを解除す
る必要があると考えられた。

２脾梗塞で発症し急性巣状細菌性腎炎後に顕

　在化した伝染性単核球症の１例

　消化器内科

　　〇手代森隆、速水史郎、相馬郷、

　　　新井徹、西谷大輔

【症例】23歳男性
【主訴】発熱、腹痛
【現病歴】高熱と部位不定の激しい腹痛を訴
え受診した。好中球優位の白血球増多とCRP
超高値を認め、造影CTで両側腎に巣状の造
影低下域、肝脾腫及び脾臓内に楔形の低濃度
域を認めた。各種培養は陰性だが急性巣状細
菌性腎炎と脾梗塞と診断し、中心静脈栄養と
抗生剤（CTRX+CLDM）投与、ヘパリン持
続静注を開始し腹痛と炎症反応は軽快した。
しかし高熱は持続し第14病日から高度な咽頭
扁桃炎と全身倦怠感が出現した。リンパ球優
位の白血球再上昇、異型リンパ球出現、肝機
能 上 昇 を 認 め 、 脾 梗 塞 出 現 時 の 検 体 で
EBV-VCA-IgG、IgM抗体陽性、EBNA抗体
陰性で伝染性単核球症の急性期と診断した。
摂食不良が続いたが対症療法で改善し第26病
日退院した。後日IgM抗体価は低下し肝脾腫
と脾梗塞は消失した。
【考察】脾梗塞は感染症、悪性腫瘍、外傷等
に合併する脾臓の血栓症である。伝染性単核
球症への合併は稀だが、自験例は急速な脾腫
による虚血と重症細菌感染の併発がその出現
に寄与した可能性が高い。当初臨床症状と検
査所見は急性巣状細菌性腎炎に被覆されその
後顕在化したが、両者の合併を念頭に置いた
抗生剤加療と対症療法で改善した。伝染性単
核球症への細菌感染合併を時に経験するが、
自験例の如く脾梗塞が先行し重症細菌感染後
に顕在化して二峰性の経過を辿る前例はなく
貴重な症例と考え報告する。

３皮下膿瘍を合併した横行結腸癌の１例

消化器内科

　〇宮﨑友伽、速水史郎、相馬郷、

　　新井徹、西谷大輔

【症例】78歳男性
【主訴】左下腹部腫瘤
【既往歴】なし
【現病歴】１ヶ月前から左下腹部に腫瘤を自
覚し次第に増大し疼痛があるため当科を受診
した。同部に発赤したドーム状の最大径10㎝
大の皮下膿瘍形成を認めた。血液生化学検査
で炎症反応高値、未治療の糖尿病、CEA高
値を認めた。造影CT検査で横行結腸に５㎝
大の腫瘤病変を認め、腹壁浸潤および皮下膿
瘍を認め、精査加療目的に入院となった。
【経過】第１病日皮下膿瘍ドレナージを施行
した。絶食、補液、抗生剤投与により炎症反
応は改善した。下部消化管内視鏡検査で左側
横行結腸に管腔内を占拠する巨大な腫瘤性病
変を認め、生検で高分化型腺癌の診断となっ
た。上部消化管内視鏡検査で大腸癌病変の直
接浸潤および瘻孔形成が疑われた。第25病日
当院外科にて手術加療が施行され、開腹所見
より横行結腸切除、胃部分切除、空腸部分切
除 、 腹 壁 合 併 切 除 術 を 施 行 し た 。
Adenocarc inoma , tub1 ,depth=pSI (胃) ,
pT4b,int,INFa,Ly1a,V1a,BD1,Pn1b,budding 
grade1,pN1 2/27の病理診断であり、第54病
日退院となった。pStageⅢcであり術後化学
療法は認知症で断念したが、２年間再発所見
を認めていない。
【考察】大腸癌が腹壁浸潤を経て皮下膿瘍を
形成して発症する例は稀である。本邦におけ
る報告例を検討すると部位別では盲腸癌や横
行結腸癌、組織型は粘液癌の割合が高く、局
所進展が強いがリンパ節転移の割合が低い特
徴がある。本症例においては腫瘍が壁外性発
育によって腹壁に浸潤し、進行に伴い腫瘍の
一部が壊死に陥り穿通し、膿瘍を形成したと
考えられた。治療に関しては膿瘍ドレナージ
後に根治術を行う場合と両者を同時に行う場
合があるが、後者は術後敗血症の危険性が高
い。本症例は速やかに膿瘍ドレナージおよび

抗生剤投与を併用した上で、全身状態の改善
をはかりつつ内視鏡的精査等で病態を把握し
て適切に手術加療へと繋げることが可能で
あった。

４ヘパリン起因したバイパスグラフト急性閉

　塞の１手術例

　〇于　在強１、川村知紀２、近藤慎浩２、

　　皆川正仁２

　１青森労災病院　心臓血管外科

　２弘前大学　胸部心臓血管外科

【背景】慢性閉塞性動脈硬化症（ASO）は
進行性の下肢間欠性跛行を引き起こし、重症
症例が血行再建の適応となる。下肢血行再建
で人工血管を使用する際に、術中術後ヘパリ
ン持続静注を行うのが一般的である。しか
し、今回はヘパリンが起因すると思われるバ
イパスグラフト閉塞症例を経験したので、報
告する。
【症例】69歳男性。３年前にASOに対して
左外腸骨動脈から右浅大腿動脈まで人工血管
Propaten７㎜（ヘパリンコーディング）を用
いて血行再建を行われた。術１年後バイパス
グラフト閉塞に対して血栓除去を行い再開通
した。今年の造影CTを再施行した結果、左
外腸骨動脈に狭窄を認めた。ABIは右0.74と
左0.72まで低下を認めた。入院後に左外腸骨
動脈狭窄に対して経皮的血管拡張術（Epic 
７㎜）を施行した。翌日ABIを施行したとこ
ろ、右下肢血圧を測定できず、バイパスグラ
フト閉塞を判明した。ヘパリン持続静注を行
い、血栓除去を施行した。術中では再開通し
ていたが、術後は閉塞のままだった。中枢吻
合部が狭いと判断し、再度血栓除去と中枢再
吻合を行ったが、再開通できず。その後、新
しい人工血管Propaten７㎜（ヘパリンコー
ディング）を用いてRe do F F-bypassを施行
し、末梢吻合部を右総大腿動脈においた。術
中にFlowがよかったが、吻合完成後に右大
腿動脈には拍動を触知できず。翌日検査した
ところ、バイパス閉塞を認めた。新しい人工
血管内に血栓を認め、血栓除去後の人工血管
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は開通していた。ヘパリンが起因した凝固異
常 を 考 え 、 D O A C （ エ リ キ ュ ー ス
10mg/day）を開始した。その後、ヘパリン
を使用せずにバイパスグラフト再血栓除去を
行った結果、バイパスが良好に開存し、退院
となった。
【考察】心臓血管外科領域ではヘパリンが欠
かせない抗凝固の薬剤であるが、稀にヘパリ
ン起因性血小板減少症（HIT）による脳梗塞
を含めた多発血栓塞栓症に至る症例が認めら
れる。本症例はHIT抗体を測定していない
が、血小板の低下を認めなかったため、HIT
の可能性が低いと考えられた。腹部大動脈に
壁在血栓もあり、ヘパリンや異物に対して過
剰反応の可能性をある。
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１診断に苦慮したレジオネラ肺炎の１例

　糖尿病・内分泌内科

　　〇吉田広樹、崎原哲、川原昌之、

　　　日向豪史、玉澤直樹

【症例】88歳、女性【主訴】発熱【現病歴】
39℃台の発熱を訴え受診した。好中球優位の
白血球増多とCRP高値を認め、胸部単純X線
と単純CTにて右肺に肺炎像を認めた。レジ
オネラ尿中抗原検査は陰性であった。細菌性
肺 炎 と し て 同 日 入 院 、 抗 生 剤
（ABPC/SBT）投与を開始した。入院４日
後も高熱が持続し状態は改善しなかった。入
院５日目に抗生剤をより広域なMEPMに変
更した。しかし入院7日目でも高熱が持続、
炎症所見改善しないため、非定型肺炎疑いと
してレジオネラDNA検査を提出、LVFXの
追加投与を開始した。以後は37℃台まで解熱
し呼吸状態改善、炎症所見も徐々に改善し
た。入院14日目にレジオネラDNA検査陽性
の報告あり、レジオネラ肺炎と診断した。炎
症所見改善後もADL低下したため長期リハ
ビリ施行の後、第49病日退院した。【考察】
レジオネラ肺炎は温泉等の水に関連した施設
の利用による感染が広く知られている。今
回、温泉等の施設を利用していない高齢者の
市中肺炎で、当初レジオネラ尿中抗原検査陰
性であったレジオネラ肺炎を経験したため報
告する。

２ニボルマブ投与後にACTH単独欠損を来し

　た１例

　糖尿病・内分泌内科

　　〇龍崎正樹、崎原哲、玉澤直樹

　泌尿器科

　　伊藤弘之

【症例】67歳、男性【主訴】倦怠感、食欲低
下、体重減少【現病歴】２年前腎癌（淡明細
胞癌）と診断され、パゾパニブ投与後に左腎

摘除術が施行された。腫瘍残存あるため、術
後アキシチニブが投与されたが治療効果乏し
く、ニボルマブに変更された。変更から21ヶ
月後に倦怠感、食欲低下を訴えたため精査を
行なった。ACTH、コルチゾールは低値を示
しており（各々5pg/ml、3.6μg/dl）、CRH負
荷でも反応不良だった。CTでは下垂体の軽
度萎縮が示されたが、ACTH以外の下垂体ホ
ルモンは正常だった。ACTH単独欠損と診断
し、ヒドロコルチゾン20mg/日の補充を開始
したところ、症状は劇的に軽快した。【考
察】ACTH単独欠損症は本来稀な疾患だが、
ニボルマブ使用患者では0.5～1%に発症し、
同剤の注意すべき副作用に挙げられている。
生ずる副腎不全症状はどれも担癌患者にとっ
て非特異的なため、しばしば発見が遅れやす
い。本例では定期的にACTHを測定していた
ため、比較的早期に診断が可能となった。
【結語】免疫チェックポイント阻害薬使用時
はACTHの定期的な測定と副腎不全症状に留
意した診療が望まれる。

３当院のCTCの現況

　放射線診断科

　　〇伊神　勲

　中央放射線部

　　藤島広志、古川利帆、河村美佐子、

　　坂本幸夫

　近年、本邦に大腸がんの罹患数は増加し、
全がん中第１位、死亡数は肺がんに次いで第
２位となっている。このような状況下で、大
腸がん検診の便潜血陽性者を対象とした内視
鏡検査は、大腸がん診療上最も推奨されてき
た。しかし、要精査の判定を受けても、依然
精密検査を受けない方が多く見受けられる。
また、消化器内科医の不足より大腸内視鏡の
精密検査の待機患者が多い。大腸内視鏡検査
の前処置が不可能な方、内視鏡挿入困難や禁
忌な方も見受けられる。
　大腸CT検査：CTCは、内視鏡検査が困難
な方にも行える方法であり、当院では2018年
２月より導入した。2020年９月までのCTC

第199回医学集談会
令和２年11月11日（水）

症例は99例であり、その有用性をレトロスペ
クテｲブ検討した。CTC受検者は、20歳台か
ら80歳台、男性45例、女性54例であった。
CTC検査の動機は、健診での便潜血陽性が
58例、健診以外では、ポリペクトミー後の経
過観察８例、内視鏡挿入不可11例、親族に大
腸がん罹患より心配で14例、血便や貧血で希
望６例、内視鏡との併用希望１例、胃癌術後
１例であった。
　99例のCTC検査から、有所見は40歳台以
上で44例、内視鏡精査が32件例、内視鏡的治
療22例、手術１例であった。病理組織では、
腺腫31例、大腸がん５例であった。尚、
CTC誤診例として内食物残渣１例、正常バ
ウヒン弁の１例があった。
　2000年以降欧米を主体にCTCが盛んに行
われ、大腸内視鏡検査に対する多施設共同研
究が各国で行われ、その非劣勢が証明されて
きた。本邦でも2013年以降に同様の報告が認
められる。大腸がん検診で便潜血検査の有用
性とエビデンスはゆるぎないが、その陽性者
の要精検率を上げるうえで、CTCは有用な
検査法である。また、CTCは内視鏡検査が
不可能、禁忌の患者にも行える利点があり、
今後も積極的に活用されるべき検査と思われ
る。

１巨大子宮腺筋症に起因した急性肺動脈血栓

　塞栓症の１手術例

　心臓血管外科

　　〇于在強１、大徳和之２、近藤慎浩２、

　　　皆川正仁２

　１青森労災病院　心臓血管外科

　２弘前大学 胸部心臓血管外科

【背景】重症肺動脈血栓塞栓症（PTE）は低
酸素血症をきたし、急激な右心不全により循
環破綻に至る重篤な疾患である。子宮腺筋症
による子宮腫大と偽閉経療法に起因した重症
PTEに対し、緊急血栓摘出術を行い、子宮腺

筋症に対して集学的治療を行った症例を報告
する。
【症例】52歳女性。子宮腺筋症による子宮腫
大及び不正出血に対して他院で偽閉経療法が
導入された。不正出血による貧血（最低Hb 
5.7g/dL）、子宮腫大による両下肢の浮腫を繰
り返していた。突然のめまいと呼吸困難を自
覚し、前医へ救急搬送された。頻脈と酸素化
不良を認め、採血ではHb 7.2 g/dL、D-Dimer 
15.6μg/dL。造影CT検査により右心室拡
大、左右肺動脈に跨がった多量の肺動脈血栓
が認められため、当院へ救急搬送となった。
来院時、頻脈と酸素化不良が持続するため緊
急手術の方針とした。麻酔導入に先立ち、右
大腿動脈と右大腿動脈にシースを挿入してお
いた。人工心肺を確立した後、心停止下で左
右肺動脈から血栓摘出術を行った。術後の呼
吸循環は安定しており、第２病日よりDOAC
の内服を開始した。しかしながら、不正出血
の持続を認めたため、両側子宮動脈塞栓術を
施行した。退院直前の造影CTでは、塞栓術
後壊死を伴う子宮が全体に腫大し、腸骨静脈
を圧迫する所見を認めた。抗凝固療法を継続
しても、下肢静脈の鬱滞による血栓塞栓症の
再発リスクが高かったため、婦人科と協議を
して子宮全摘術を施行した。
【考察】重症PTEはショック状態では約15%
が死亡に至る重篤な疾患であり、当科では積
極的に外科的介入を行ってきた。本症例は良
性疾患であったが、巨大子宮腺筋症による静
脈うっ滞と偽閉経療法による凝固系異常が重
なり、重症PTEに至った。外科的血栓摘除術
により救命するのみならず、原因と思われる
疾患に対しても積極的に介入することが肝要
と思われた。

２糖尿病細小血管障害の保護因子：合併症を

　起こす原因”から“起こらない原因”へ

　糖尿病・内分泌内科

　　〇玉澤直樹

　糖尿病に特異的とされる細小血管障害（腎
症・網膜症・神経障害）は慢性高血糖によっ

てもたらされるはずのものであるからと、高
血糖によって細小血管障害を起こす原因がこ
れまで色々と研究されてきた。一方、糖尿病
の臨床の場では、腎不全で透析している患者
でも網膜症が全くない患者や、増殖網膜症な
のに腎症が全く正常の患者がみられる。どう
やら、それらの人はその合併症から臓器を保
護する仕組み（protective factors）が備わっ
ているのではないかという考えが生まれつつ
ある。すなわち、合併症を起こさない（合併
症から臓器を保護する）原因の究明で、この
研究を精力的に行っているアメリカのジョス
リンクリニックからの成績を紹介します。

１干し柿による食餌性イレウスの１例

　消化器内科

　　〇村上高徳、速水史郎、小笠原公平、

　　　新井徹、石橋文佳、木村聖路、

　　　西谷大輔

【症例】64歳女性
【主訴】腹痛
【経過】３日前から心窩部痛と嘔吐があり受
診した。腹部視診で膨隆あり、触診で臍上部
に圧痛を認めた。CTで回腸に気泡を混じた
腫瘤状構造物と口側腸管の拡張があり、詳細
な問診で丸呑みした干し柿と判明した。食餌
性イレウスの診断で経口的にイレウス管を挿
入し、翌朝多量の下痢便の排泄を認めた。再
度のCTで腸管の拡張は改善し構造物は盲腸
に移動していた。CSを施行し肝弯曲部に巨
大な塊状の物体を認め、回収したところ丸呑
みした未消化の干し柿であった。症状の再燃
なく経過し食事指導を行い退院した。
【考察】食餌性イレウスの発症頻度はイレウ
スの0.3-5.9%と報告され、明らかな病歴が確
認されない場合の診断は困難なことが多い。
胃切除歴や歯牙欠損、精神疾患など危険因子
を持つ患者でのイレウスの原因診断において
は、食餌性イレウスの可能性を考慮し、食餌

内容や習慣の問診と身体診察、CT所見に留
意し、個々の症例に応じて手術加療や慎重な
経過観察など適切な方法でイレウスを解除す
る必要があると考えられた。

２脾梗塞で発症し急性巣状細菌性腎炎後に顕

　在化した伝染性単核球症の１例

　消化器内科

　　〇手代森隆、速水史郎、相馬郷、

　　　新井徹、西谷大輔

【症例】23歳男性
【主訴】発熱、腹痛
【現病歴】高熱と部位不定の激しい腹痛を訴
え受診した。好中球優位の白血球増多とCRP
超高値を認め、造影CTで両側腎に巣状の造
影低下域、肝脾腫及び脾臓内に楔形の低濃度
域を認めた。各種培養は陰性だが急性巣状細
菌性腎炎と脾梗塞と診断し、中心静脈栄養と
抗生剤（CTRX+CLDM）投与、ヘパリン持
続静注を開始し腹痛と炎症反応は軽快した。
しかし高熱は持続し第14病日から高度な咽頭
扁桃炎と全身倦怠感が出現した。リンパ球優
位の白血球再上昇、異型リンパ球出現、肝機
能 上 昇 を 認 め 、 脾 梗 塞 出 現 時 の 検 体 で
EBV-VCA-IgG、IgM抗体陽性、EBNA抗体
陰性で伝染性単核球症の急性期と診断した。
摂食不良が続いたが対症療法で改善し第26病
日退院した。後日IgM抗体価は低下し肝脾腫
と脾梗塞は消失した。
【考察】脾梗塞は感染症、悪性腫瘍、外傷等
に合併する脾臓の血栓症である。伝染性単核
球症への合併は稀だが、自験例は急速な脾腫
による虚血と重症細菌感染の併発がその出現
に寄与した可能性が高い。当初臨床症状と検
査所見は急性巣状細菌性腎炎に被覆されその
後顕在化したが、両者の合併を念頭に置いた
抗生剤加療と対症療法で改善した。伝染性単
核球症への細菌感染合併を時に経験するが、
自験例の如く脾梗塞が先行し重症細菌感染後
に顕在化して二峰性の経過を辿る前例はなく
貴重な症例と考え報告する。

３皮下膿瘍を合併した横行結腸癌の１例

消化器内科

　〇宮﨑友伽、速水史郎、相馬郷、

　　新井徹、西谷大輔

【症例】78歳男性
【主訴】左下腹部腫瘤
【既往歴】なし
【現病歴】１ヶ月前から左下腹部に腫瘤を自
覚し次第に増大し疼痛があるため当科を受診
した。同部に発赤したドーム状の最大径10㎝
大の皮下膿瘍形成を認めた。血液生化学検査
で炎症反応高値、未治療の糖尿病、CEA高
値を認めた。造影CT検査で横行結腸に５㎝
大の腫瘤病変を認め、腹壁浸潤および皮下膿
瘍を認め、精査加療目的に入院となった。
【経過】第１病日皮下膿瘍ドレナージを施行
した。絶食、補液、抗生剤投与により炎症反
応は改善した。下部消化管内視鏡検査で左側
横行結腸に管腔内を占拠する巨大な腫瘤性病
変を認め、生検で高分化型腺癌の診断となっ
た。上部消化管内視鏡検査で大腸癌病変の直
接浸潤および瘻孔形成が疑われた。第25病日
当院外科にて手術加療が施行され、開腹所見
より横行結腸切除、胃部分切除、空腸部分切
除 、 腹 壁 合 併 切 除 術 を 施 行 し た 。
Adenocarc inoma , tub1 ,depth=pSI (胃) ,
pT4b,int,INFa,Ly1a,V1a,BD1,Pn1b,budding 
grade1,pN1 2/27の病理診断であり、第54病
日退院となった。pStageⅢcであり術後化学
療法は認知症で断念したが、２年間再発所見
を認めていない。
【考察】大腸癌が腹壁浸潤を経て皮下膿瘍を
形成して発症する例は稀である。本邦におけ
る報告例を検討すると部位別では盲腸癌や横
行結腸癌、組織型は粘液癌の割合が高く、局
所進展が強いがリンパ節転移の割合が低い特
徴がある。本症例においては腫瘍が壁外性発
育によって腹壁に浸潤し、進行に伴い腫瘍の
一部が壊死に陥り穿通し、膿瘍を形成したと
考えられた。治療に関しては膿瘍ドレナージ
後に根治術を行う場合と両者を同時に行う場
合があるが、後者は術後敗血症の危険性が高
い。本症例は速やかに膿瘍ドレナージおよび

抗生剤投与を併用した上で、全身状態の改善
をはかりつつ内視鏡的精査等で病態を把握し
て適切に手術加療へと繋げることが可能で
あった。

４ヘパリン起因したバイパスグラフト急性閉

　塞の１手術例

　〇于　在強１、川村知紀２、近藤慎浩２、

　　皆川正仁２

　１青森労災病院　心臓血管外科

　２弘前大学　胸部心臓血管外科

【背景】慢性閉塞性動脈硬化症（ASO）は
進行性の下肢間欠性跛行を引き起こし、重症
症例が血行再建の適応となる。下肢血行再建
で人工血管を使用する際に、術中術後ヘパリ
ン持続静注を行うのが一般的である。しか
し、今回はヘパリンが起因すると思われるバ
イパスグラフト閉塞症例を経験したので、報
告する。
【症例】69歳男性。３年前にASOに対して
左外腸骨動脈から右浅大腿動脈まで人工血管
Propaten７㎜（ヘパリンコーディング）を用
いて血行再建を行われた。術１年後バイパス
グラフト閉塞に対して血栓除去を行い再開通
した。今年の造影CTを再施行した結果、左
外腸骨動脈に狭窄を認めた。ABIは右0.74と
左0.72まで低下を認めた。入院後に左外腸骨
動脈狭窄に対して経皮的血管拡張術（Epic 
７㎜）を施行した。翌日ABIを施行したとこ
ろ、右下肢血圧を測定できず、バイパスグラ
フト閉塞を判明した。ヘパリン持続静注を行
い、血栓除去を施行した。術中では再開通し
ていたが、術後は閉塞のままだった。中枢吻
合部が狭いと判断し、再度血栓除去と中枢再
吻合を行ったが、再開通できず。その後、新
しい人工血管Propaten７㎜（ヘパリンコー
ディング）を用いてRe do F F-bypassを施行
し、末梢吻合部を右総大腿動脈においた。術
中にFlowがよかったが、吻合完成後に右大
腿動脈には拍動を触知できず。翌日検査した
ところ、バイパス閉塞を認めた。新しい人工
血管内に血栓を認め、血栓除去後の人工血管
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は開通していた。ヘパリンが起因した凝固異
常 を 考 え 、 D O A C （ エ リ キ ュ ー ス
10mg/day）を開始した。その後、ヘパリン
を使用せずにバイパスグラフト再血栓除去を
行った結果、バイパスが良好に開存し、退院
となった。
【考察】心臓血管外科領域ではヘパリンが欠
かせない抗凝固の薬剤であるが、稀にヘパリ
ン起因性血小板減少症（HIT）による脳梗塞
を含めた多発血栓塞栓症に至る症例が認めら
れる。本症例はHIT抗体を測定していない
が、血小板の低下を認めなかったため、HIT
の可能性が低いと考えられた。腹部大動脈に
壁在血栓もあり、ヘパリンや異物に対して過
剰反応の可能性をある。

１診断に苦慮したレジオネラ肺炎の１例

　糖尿病・内分泌内科

　　〇吉田広樹、崎原哲、川原昌之、

　　　日向豪史、玉澤直樹

【症例】88歳、女性【主訴】発熱【現病歴】
39℃台の発熱を訴え受診した。好中球優位の
白血球増多とCRP高値を認め、胸部単純X線
と単純CTにて右肺に肺炎像を認めた。レジ
オネラ尿中抗原検査は陰性であった。細菌性
肺 炎 と し て 同 日 入 院 、 抗 生 剤
（ABPC/SBT）投与を開始した。入院４日
後も高熱が持続し状態は改善しなかった。入
院５日目に抗生剤をより広域なMEPMに変
更した。しかし入院7日目でも高熱が持続、
炎症所見改善しないため、非定型肺炎疑いと
してレジオネラDNA検査を提出、LVFXの
追加投与を開始した。以後は37℃台まで解熱
し呼吸状態改善、炎症所見も徐々に改善し
た。入院14日目にレジオネラDNA検査陽性
の報告あり、レジオネラ肺炎と診断した。炎
症所見改善後もADL低下したため長期リハ
ビリ施行の後、第49病日退院した。【考察】
レジオネラ肺炎は温泉等の水に関連した施設
の利用による感染が広く知られている。今
回、温泉等の施設を利用していない高齢者の
市中肺炎で、当初レジオネラ尿中抗原検査陰
性であったレジオネラ肺炎を経験したため報
告する。

２ニボルマブ投与後にACTH単独欠損を来し

　た１例

　糖尿病・内分泌内科

　　〇龍崎正樹、崎原哲、玉澤直樹

　泌尿器科

　　伊藤弘之

【症例】67歳、男性【主訴】倦怠感、食欲低
下、体重減少【現病歴】２年前腎癌（淡明細
胞癌）と診断され、パゾパニブ投与後に左腎

摘除術が施行された。腫瘍残存あるため、術
後アキシチニブが投与されたが治療効果乏し
く、ニボルマブに変更された。変更から21ヶ
月後に倦怠感、食欲低下を訴えたため精査を
行なった。ACTH、コルチゾールは低値を示
しており（各々5pg/ml、3.6μg/dl）、CRH負
荷でも反応不良だった。CTでは下垂体の軽
度萎縮が示されたが、ACTH以外の下垂体ホ
ルモンは正常だった。ACTH単独欠損と診断
し、ヒドロコルチゾン20mg/日の補充を開始
したところ、症状は劇的に軽快した。【考
察】ACTH単独欠損症は本来稀な疾患だが、
ニボルマブ使用患者では0.5～1%に発症し、
同剤の注意すべき副作用に挙げられている。
生ずる副腎不全症状はどれも担癌患者にとっ
て非特異的なため、しばしば発見が遅れやす
い。本例では定期的にACTHを測定していた
ため、比較的早期に診断が可能となった。
【結語】免疫チェックポイント阻害薬使用時
はACTHの定期的な測定と副腎不全症状に留
意した診療が望まれる。

３当院のCTCの現況

　放射線診断科

　　〇伊神　勲

　中央放射線部

　　藤島広志、古川利帆、河村美佐子、

　　坂本幸夫

　近年、本邦に大腸がんの罹患数は増加し、
全がん中第１位、死亡数は肺がんに次いで第
２位となっている。このような状況下で、大
腸がん検診の便潜血陽性者を対象とした内視
鏡検査は、大腸がん診療上最も推奨されてき
た。しかし、要精査の判定を受けても、依然
精密検査を受けない方が多く見受けられる。
また、消化器内科医の不足より大腸内視鏡の
精密検査の待機患者が多い。大腸内視鏡検査
の前処置が不可能な方、内視鏡挿入困難や禁
忌な方も見受けられる。
　大腸CT検査：CTCは、内視鏡検査が困難
な方にも行える方法であり、当院では2018年
２月より導入した。2020年９月までのCTC
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症例は99例であり、その有用性をレトロスペ
クテｲブ検討した。CTC受検者は、20歳台か
ら80歳台、男性45例、女性54例であった。
CTC検査の動機は、健診での便潜血陽性が
58例、健診以外では、ポリペクトミー後の経
過観察８例、内視鏡挿入不可11例、親族に大
腸がん罹患より心配で14例、血便や貧血で希
望６例、内視鏡との併用希望１例、胃癌術後
１例であった。
　99例のCTC検査から、有所見は40歳台以
上で44例、内視鏡精査が32件例、内視鏡的治
療22例、手術１例であった。病理組織では、
腺腫31例、大腸がん５例であった。尚、
CTC誤診例として内食物残渣１例、正常バ
ウヒン弁の１例があった。
　2000年以降欧米を主体にCTCが盛んに行
われ、大腸内視鏡検査に対する多施設共同研
究が各国で行われ、その非劣勢が証明されて
きた。本邦でも2013年以降に同様の報告が認
められる。大腸がん検診で便潜血検査の有用
性とエビデンスはゆるぎないが、その陽性者
の要精検率を上げるうえで、CTCは有用な
検査法である。また、CTCは内視鏡検査が
不可能、禁忌の患者にも行える利点があり、
今後も積極的に活用されるべき検査と思われ
る。

１巨大子宮腺筋症に起因した急性肺動脈血栓

　塞栓症の１手術例

　心臓血管外科

　　〇于在強１、大徳和之２、近藤慎浩２、

　　　皆川正仁２

　１青森労災病院　心臓血管外科

　２弘前大学 胸部心臓血管外科

【背景】重症肺動脈血栓塞栓症（PTE）は低
酸素血症をきたし、急激な右心不全により循
環破綻に至る重篤な疾患である。子宮腺筋症
による子宮腫大と偽閉経療法に起因した重症
PTEに対し、緊急血栓摘出術を行い、子宮腺

筋症に対して集学的治療を行った症例を報告
する。
【症例】52歳女性。子宮腺筋症による子宮腫
大及び不正出血に対して他院で偽閉経療法が
導入された。不正出血による貧血（最低Hb 
5.7g/dL）、子宮腫大による両下肢の浮腫を繰
り返していた。突然のめまいと呼吸困難を自
覚し、前医へ救急搬送された。頻脈と酸素化
不良を認め、採血ではHb 7.2 g/dL、D-Dimer 
15.6μg/dL。造影CT検査により右心室拡
大、左右肺動脈に跨がった多量の肺動脈血栓
が認められため、当院へ救急搬送となった。
来院時、頻脈と酸素化不良が持続するため緊
急手術の方針とした。麻酔導入に先立ち、右
大腿動脈と右大腿動脈にシースを挿入してお
いた。人工心肺を確立した後、心停止下で左
右肺動脈から血栓摘出術を行った。術後の呼
吸循環は安定しており、第２病日よりDOAC
の内服を開始した。しかしながら、不正出血
の持続を認めたため、両側子宮動脈塞栓術を
施行した。退院直前の造影CTでは、塞栓術
後壊死を伴う子宮が全体に腫大し、腸骨静脈
を圧迫する所見を認めた。抗凝固療法を継続
しても、下肢静脈の鬱滞による血栓塞栓症の
再発リスクが高かったため、婦人科と協議を
して子宮全摘術を施行した。
【考察】重症PTEはショック状態では約15%
が死亡に至る重篤な疾患であり、当科では積
極的に外科的介入を行ってきた。本症例は良
性疾患であったが、巨大子宮腺筋症による静
脈うっ滞と偽閉経療法による凝固系異常が重
なり、重症PTEに至った。外科的血栓摘除術
により救命するのみならず、原因と思われる
疾患に対しても積極的に介入することが肝要
と思われた。

２糖尿病細小血管障害の保護因子：合併症を

　起こす原因”から“起こらない原因”へ

　糖尿病・内分泌内科

　　〇玉澤直樹

　糖尿病に特異的とされる細小血管障害（腎
症・網膜症・神経障害）は慢性高血糖によっ

てもたらされるはずのものであるからと、高
血糖によって細小血管障害を起こす原因がこ
れまで色々と研究されてきた。一方、糖尿病
の臨床の場では、腎不全で透析している患者
でも網膜症が全くない患者や、増殖網膜症な
のに腎症が全く正常の患者がみられる。どう
やら、それらの人はその合併症から臓器を保
護する仕組み（protective factors）が備わっ
ているのではないかという考えが生まれつつ
ある。すなわち、合併症を起こさない（合併
症から臓器を保護する）原因の究明で、この
研究を精力的に行っているアメリカのジョス
リンクリニックからの成績を紹介します。

１干し柿による食餌性イレウスの１例

　消化器内科

　　〇村上高徳、速水史郎、小笠原公平、

　　　新井徹、石橋文佳、木村聖路、

　　　西谷大輔

【症例】64歳女性
【主訴】腹痛
【経過】３日前から心窩部痛と嘔吐があり受
診した。腹部視診で膨隆あり、触診で臍上部
に圧痛を認めた。CTで回腸に気泡を混じた
腫瘤状構造物と口側腸管の拡張があり、詳細
な問診で丸呑みした干し柿と判明した。食餌
性イレウスの診断で経口的にイレウス管を挿
入し、翌朝多量の下痢便の排泄を認めた。再
度のCTで腸管の拡張は改善し構造物は盲腸
に移動していた。CSを施行し肝弯曲部に巨
大な塊状の物体を認め、回収したところ丸呑
みした未消化の干し柿であった。症状の再燃
なく経過し食事指導を行い退院した。
【考察】食餌性イレウスの発症頻度はイレウ
スの0.3-5.9%と報告され、明らかな病歴が確
認されない場合の診断は困難なことが多い。
胃切除歴や歯牙欠損、精神疾患など危険因子
を持つ患者でのイレウスの原因診断において
は、食餌性イレウスの可能性を考慮し、食餌

内容や習慣の問診と身体診察、CT所見に留
意し、個々の症例に応じて手術加療や慎重な
経過観察など適切な方法でイレウスを解除す
る必要があると考えられた。

２脾梗塞で発症し急性巣状細菌性腎炎後に顕

　在化した伝染性単核球症の１例

　消化器内科

　　〇手代森隆、速水史郎、相馬郷、

　　　新井徹、西谷大輔

【症例】23歳男性
【主訴】発熱、腹痛
【現病歴】高熱と部位不定の激しい腹痛を訴
え受診した。好中球優位の白血球増多とCRP
超高値を認め、造影CTで両側腎に巣状の造
影低下域、肝脾腫及び脾臓内に楔形の低濃度
域を認めた。各種培養は陰性だが急性巣状細
菌性腎炎と脾梗塞と診断し、中心静脈栄養と
抗生剤（CTRX+CLDM）投与、ヘパリン持
続静注を開始し腹痛と炎症反応は軽快した。
しかし高熱は持続し第14病日から高度な咽頭
扁桃炎と全身倦怠感が出現した。リンパ球優
位の白血球再上昇、異型リンパ球出現、肝機
能 上 昇 を 認 め 、 脾 梗 塞 出 現 時 の 検 体 で
EBV-VCA-IgG、IgM抗体陽性、EBNA抗体
陰性で伝染性単核球症の急性期と診断した。
摂食不良が続いたが対症療法で改善し第26病
日退院した。後日IgM抗体価は低下し肝脾腫
と脾梗塞は消失した。
【考察】脾梗塞は感染症、悪性腫瘍、外傷等
に合併する脾臓の血栓症である。伝染性単核
球症への合併は稀だが、自験例は急速な脾腫
による虚血と重症細菌感染の併発がその出現
に寄与した可能性が高い。当初臨床症状と検
査所見は急性巣状細菌性腎炎に被覆されその
後顕在化したが、両者の合併を念頭に置いた
抗生剤加療と対症療法で改善した。伝染性単
核球症への細菌感染合併を時に経験するが、
自験例の如く脾梗塞が先行し重症細菌感染後
に顕在化して二峰性の経過を辿る前例はなく
貴重な症例と考え報告する。

３皮下膿瘍を合併した横行結腸癌の１例

消化器内科

　〇宮﨑友伽、速水史郎、相馬郷、

　　新井徹、西谷大輔

【症例】78歳男性
【主訴】左下腹部腫瘤
【既往歴】なし
【現病歴】１ヶ月前から左下腹部に腫瘤を自
覚し次第に増大し疼痛があるため当科を受診
した。同部に発赤したドーム状の最大径10㎝
大の皮下膿瘍形成を認めた。血液生化学検査
で炎症反応高値、未治療の糖尿病、CEA高
値を認めた。造影CT検査で横行結腸に５㎝
大の腫瘤病変を認め、腹壁浸潤および皮下膿
瘍を認め、精査加療目的に入院となった。
【経過】第１病日皮下膿瘍ドレナージを施行
した。絶食、補液、抗生剤投与により炎症反
応は改善した。下部消化管内視鏡検査で左側
横行結腸に管腔内を占拠する巨大な腫瘤性病
変を認め、生検で高分化型腺癌の診断となっ
た。上部消化管内視鏡検査で大腸癌病変の直
接浸潤および瘻孔形成が疑われた。第25病日
当院外科にて手術加療が施行され、開腹所見
より横行結腸切除、胃部分切除、空腸部分切
除 、 腹 壁 合 併 切 除 術 を 施 行 し た 。
Adenocarc inoma , tub1 ,depth=pSI (胃) ,
pT4b,int,INFa,Ly1a,V1a,BD1,Pn1b,budding 
grade1,pN1 2/27の病理診断であり、第54病
日退院となった。pStageⅢcであり術後化学
療法は認知症で断念したが、２年間再発所見
を認めていない。
【考察】大腸癌が腹壁浸潤を経て皮下膿瘍を
形成して発症する例は稀である。本邦におけ
る報告例を検討すると部位別では盲腸癌や横
行結腸癌、組織型は粘液癌の割合が高く、局
所進展が強いがリンパ節転移の割合が低い特
徴がある。本症例においては腫瘍が壁外性発
育によって腹壁に浸潤し、進行に伴い腫瘍の
一部が壊死に陥り穿通し、膿瘍を形成したと
考えられた。治療に関しては膿瘍ドレナージ
後に根治術を行う場合と両者を同時に行う場
合があるが、後者は術後敗血症の危険性が高
い。本症例は速やかに膿瘍ドレナージおよび

抗生剤投与を併用した上で、全身状態の改善
をはかりつつ内視鏡的精査等で病態を把握し
て適切に手術加療へと繋げることが可能で
あった。

４ヘパリン起因したバイパスグラフト急性閉

　塞の１手術例

　〇于　在強１、川村知紀２、近藤慎浩２、

　　皆川正仁２

　１青森労災病院　心臓血管外科

　２弘前大学　胸部心臓血管外科

【背景】慢性閉塞性動脈硬化症（ASO）は
進行性の下肢間欠性跛行を引き起こし、重症
症例が血行再建の適応となる。下肢血行再建
で人工血管を使用する際に、術中術後ヘパリ
ン持続静注を行うのが一般的である。しか
し、今回はヘパリンが起因すると思われるバ
イパスグラフト閉塞症例を経験したので、報
告する。
【症例】69歳男性。３年前にASOに対して
左外腸骨動脈から右浅大腿動脈まで人工血管
Propaten７㎜（ヘパリンコーディング）を用
いて血行再建を行われた。術１年後バイパス
グラフト閉塞に対して血栓除去を行い再開通
した。今年の造影CTを再施行した結果、左
外腸骨動脈に狭窄を認めた。ABIは右0.74と
左0.72まで低下を認めた。入院後に左外腸骨
動脈狭窄に対して経皮的血管拡張術（Epic 
７㎜）を施行した。翌日ABIを施行したとこ
ろ、右下肢血圧を測定できず、バイパスグラ
フト閉塞を判明した。ヘパリン持続静注を行
い、血栓除去を施行した。術中では再開通し
ていたが、術後は閉塞のままだった。中枢吻
合部が狭いと判断し、再度血栓除去と中枢再
吻合を行ったが、再開通できず。その後、新
しい人工血管Propaten７㎜（ヘパリンコー
ディング）を用いてRe do F F-bypassを施行
し、末梢吻合部を右総大腿動脈においた。術
中にFlowがよかったが、吻合完成後に右大
腿動脈には拍動を触知できず。翌日検査した
ところ、バイパス閉塞を認めた。新しい人工
血管内に血栓を認め、血栓除去後の人工血管

第200回医学集談会
令和３年６月９日（水）

第201回医学集談会
令和３年９月８日（水）

は開通していた。ヘパリンが起因した凝固異
常 を 考 え 、 D O A C （ エ リ キ ュ ー ス
10mg/day）を開始した。その後、ヘパリン
を使用せずにバイパスグラフト再血栓除去を
行った結果、バイパスが良好に開存し、退院
となった。
【考察】心臓血管外科領域ではヘパリンが欠
かせない抗凝固の薬剤であるが、稀にヘパリ
ン起因性血小板減少症（HIT）による脳梗塞
を含めた多発血栓塞栓症に至る症例が認めら
れる。本症例はHIT抗体を測定していない
が、血小板の低下を認めなかったため、HIT
の可能性が低いと考えられた。腹部大動脈に
壁在血栓もあり、ヘパリンや異物に対して過
剰反応の可能性をある。
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１診断に苦慮したレジオネラ肺炎の１例

　糖尿病・内分泌内科

　　〇吉田広樹、崎原哲、川原昌之、

　　　日向豪史、玉澤直樹

【症例】88歳、女性【主訴】発熱【現病歴】
39℃台の発熱を訴え受診した。好中球優位の
白血球増多とCRP高値を認め、胸部単純X線
と単純CTにて右肺に肺炎像を認めた。レジ
オネラ尿中抗原検査は陰性であった。細菌性
肺 炎 と し て 同 日 入 院 、 抗 生 剤
（ABPC/SBT）投与を開始した。入院４日
後も高熱が持続し状態は改善しなかった。入
院５日目に抗生剤をより広域なMEPMに変
更した。しかし入院7日目でも高熱が持続、
炎症所見改善しないため、非定型肺炎疑いと
してレジオネラDNA検査を提出、LVFXの
追加投与を開始した。以後は37℃台まで解熱
し呼吸状態改善、炎症所見も徐々に改善し
た。入院14日目にレジオネラDNA検査陽性
の報告あり、レジオネラ肺炎と診断した。炎
症所見改善後もADL低下したため長期リハ
ビリ施行の後、第49病日退院した。【考察】
レジオネラ肺炎は温泉等の水に関連した施設
の利用による感染が広く知られている。今
回、温泉等の施設を利用していない高齢者の
市中肺炎で、当初レジオネラ尿中抗原検査陰
性であったレジオネラ肺炎を経験したため報
告する。

２ニボルマブ投与後にACTH単独欠損を来し

　た１例

　糖尿病・内分泌内科

　　〇龍崎正樹、崎原哲、玉澤直樹

　泌尿器科

　　伊藤弘之

【症例】67歳、男性【主訴】倦怠感、食欲低
下、体重減少【現病歴】２年前腎癌（淡明細
胞癌）と診断され、パゾパニブ投与後に左腎

摘除術が施行された。腫瘍残存あるため、術
後アキシチニブが投与されたが治療効果乏し
く、ニボルマブに変更された。変更から21ヶ
月後に倦怠感、食欲低下を訴えたため精査を
行なった。ACTH、コルチゾールは低値を示
しており（各々5pg/ml、3.6μg/dl）、CRH負
荷でも反応不良だった。CTでは下垂体の軽
度萎縮が示されたが、ACTH以外の下垂体ホ
ルモンは正常だった。ACTH単独欠損と診断
し、ヒドロコルチゾン20mg/日の補充を開始
したところ、症状は劇的に軽快した。【考
察】ACTH単独欠損症は本来稀な疾患だが、
ニボルマブ使用患者では0.5～1%に発症し、
同剤の注意すべき副作用に挙げられている。
生ずる副腎不全症状はどれも担癌患者にとっ
て非特異的なため、しばしば発見が遅れやす
い。本例では定期的にACTHを測定していた
ため、比較的早期に診断が可能となった。
【結語】免疫チェックポイント阻害薬使用時
はACTHの定期的な測定と副腎不全症状に留
意した診療が望まれる。

３当院のCTCの現況

　放射線診断科

　　〇伊神　勲

　中央放射線部

　　藤島広志、古川利帆、河村美佐子、

　　坂本幸夫

　近年、本邦に大腸がんの罹患数は増加し、
全がん中第１位、死亡数は肺がんに次いで第
２位となっている。このような状況下で、大
腸がん検診の便潜血陽性者を対象とした内視
鏡検査は、大腸がん診療上最も推奨されてき
た。しかし、要精査の判定を受けても、依然
精密検査を受けない方が多く見受けられる。
また、消化器内科医の不足より大腸内視鏡の
精密検査の待機患者が多い。大腸内視鏡検査
の前処置が不可能な方、内視鏡挿入困難や禁
忌な方も見受けられる。
　大腸CT検査：CTCは、内視鏡検査が困難
な方にも行える方法であり、当院では2018年
２月より導入した。2020年９月までのCTC
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症例は99例であり、その有用性をレトロスペ
クテｲブ検討した。CTC受検者は、20歳台か
ら80歳台、男性45例、女性54例であった。
CTC検査の動機は、健診での便潜血陽性が
58例、健診以外では、ポリペクトミー後の経
過観察８例、内視鏡挿入不可11例、親族に大
腸がん罹患より心配で14例、血便や貧血で希
望６例、内視鏡との併用希望１例、胃癌術後
１例であった。
　99例のCTC検査から、有所見は40歳台以
上で44例、内視鏡精査が32件例、内視鏡的治
療22例、手術１例であった。病理組織では、
腺腫31例、大腸がん５例であった。尚、
CTC誤診例として内食物残渣１例、正常バ
ウヒン弁の１例があった。
　2000年以降欧米を主体にCTCが盛んに行
われ、大腸内視鏡検査に対する多施設共同研
究が各国で行われ、その非劣勢が証明されて
きた。本邦でも2013年以降に同様の報告が認
められる。大腸がん検診で便潜血検査の有用
性とエビデンスはゆるぎないが、その陽性者
の要精検率を上げるうえで、CTCは有用な
検査法である。また、CTCは内視鏡検査が
不可能、禁忌の患者にも行える利点があり、
今後も積極的に活用されるべき検査と思われ
る。

１巨大子宮腺筋症に起因した急性肺動脈血栓

　塞栓症の１手術例

　心臓血管外科

　　〇于在強１、大徳和之２、近藤慎浩２、

　　　皆川正仁２

　１青森労災病院　心臓血管外科

　２弘前大学 胸部心臓血管外科

【背景】重症肺動脈血栓塞栓症（PTE）は低
酸素血症をきたし、急激な右心不全により循
環破綻に至る重篤な疾患である。子宮腺筋症
による子宮腫大と偽閉経療法に起因した重症
PTEに対し、緊急血栓摘出術を行い、子宮腺

筋症に対して集学的治療を行った症例を報告
する。
【症例】52歳女性。子宮腺筋症による子宮腫
大及び不正出血に対して他院で偽閉経療法が
導入された。不正出血による貧血（最低Hb 
5.7g/dL）、子宮腫大による両下肢の浮腫を繰
り返していた。突然のめまいと呼吸困難を自
覚し、前医へ救急搬送された。頻脈と酸素化
不良を認め、採血ではHb 7.2 g/dL、D-Dimer 
15.6μg/dL。造影CT検査により右心室拡
大、左右肺動脈に跨がった多量の肺動脈血栓
が認められため、当院へ救急搬送となった。
来院時、頻脈と酸素化不良が持続するため緊
急手術の方針とした。麻酔導入に先立ち、右
大腿動脈と右大腿動脈にシースを挿入してお
いた。人工心肺を確立した後、心停止下で左
右肺動脈から血栓摘出術を行った。術後の呼
吸循環は安定しており、第２病日よりDOAC
の内服を開始した。しかしながら、不正出血
の持続を認めたため、両側子宮動脈塞栓術を
施行した。退院直前の造影CTでは、塞栓術
後壊死を伴う子宮が全体に腫大し、腸骨静脈
を圧迫する所見を認めた。抗凝固療法を継続
しても、下肢静脈の鬱滞による血栓塞栓症の
再発リスクが高かったため、婦人科と協議を
して子宮全摘術を施行した。
【考察】重症PTEはショック状態では約15%
が死亡に至る重篤な疾患であり、当科では積
極的に外科的介入を行ってきた。本症例は良
性疾患であったが、巨大子宮腺筋症による静
脈うっ滞と偽閉経療法による凝固系異常が重
なり、重症PTEに至った。外科的血栓摘除術
により救命するのみならず、原因と思われる
疾患に対しても積極的に介入することが肝要
と思われた。

２糖尿病細小血管障害の保護因子：合併症を

　起こす原因”から“起こらない原因”へ

　糖尿病・内分泌内科

　　〇玉澤直樹

　糖尿病に特異的とされる細小血管障害（腎
症・網膜症・神経障害）は慢性高血糖によっ

てもたらされるはずのものであるからと、高
血糖によって細小血管障害を起こす原因がこ
れまで色々と研究されてきた。一方、糖尿病
の臨床の場では、腎不全で透析している患者
でも網膜症が全くない患者や、増殖網膜症な
のに腎症が全く正常の患者がみられる。どう
やら、それらの人はその合併症から臓器を保
護する仕組み（protective factors）が備わっ
ているのではないかという考えが生まれつつ
ある。すなわち、合併症を起こさない（合併
症から臓器を保護する）原因の究明で、この
研究を精力的に行っているアメリカのジョス
リンクリニックからの成績を紹介します。

１干し柿による食餌性イレウスの１例

　消化器内科

　　〇村上高徳、速水史郎、小笠原公平、

　　　新井徹、石橋文佳、木村聖路、

　　　西谷大輔

【症例】64歳女性
【主訴】腹痛
【経過】３日前から心窩部痛と嘔吐があり受
診した。腹部視診で膨隆あり、触診で臍上部
に圧痛を認めた。CTで回腸に気泡を混じた
腫瘤状構造物と口側腸管の拡張があり、詳細
な問診で丸呑みした干し柿と判明した。食餌
性イレウスの診断で経口的にイレウス管を挿
入し、翌朝多量の下痢便の排泄を認めた。再
度のCTで腸管の拡張は改善し構造物は盲腸
に移動していた。CSを施行し肝弯曲部に巨
大な塊状の物体を認め、回収したところ丸呑
みした未消化の干し柿であった。症状の再燃
なく経過し食事指導を行い退院した。
【考察】食餌性イレウスの発症頻度はイレウ
スの0.3-5.9%と報告され、明らかな病歴が確
認されない場合の診断は困難なことが多い。
胃切除歴や歯牙欠損、精神疾患など危険因子
を持つ患者でのイレウスの原因診断において
は、食餌性イレウスの可能性を考慮し、食餌

内容や習慣の問診と身体診察、CT所見に留
意し、個々の症例に応じて手術加療や慎重な
経過観察など適切な方法でイレウスを解除す
る必要があると考えられた。

２脾梗塞で発症し急性巣状細菌性腎炎後に顕

　在化した伝染性単核球症の１例

　消化器内科

　　〇手代森隆、速水史郎、相馬郷、

　　　新井徹、西谷大輔

【症例】23歳男性
【主訴】発熱、腹痛
【現病歴】高熱と部位不定の激しい腹痛を訴
え受診した。好中球優位の白血球増多とCRP
超高値を認め、造影CTで両側腎に巣状の造
影低下域、肝脾腫及び脾臓内に楔形の低濃度
域を認めた。各種培養は陰性だが急性巣状細
菌性腎炎と脾梗塞と診断し、中心静脈栄養と
抗生剤（CTRX+CLDM）投与、ヘパリン持
続静注を開始し腹痛と炎症反応は軽快した。
しかし高熱は持続し第14病日から高度な咽頭
扁桃炎と全身倦怠感が出現した。リンパ球優
位の白血球再上昇、異型リンパ球出現、肝機
能 上 昇 を 認 め 、 脾 梗 塞 出 現 時 の 検 体 で
EBV-VCA-IgG、IgM抗体陽性、EBNA抗体
陰性で伝染性単核球症の急性期と診断した。
摂食不良が続いたが対症療法で改善し第26病
日退院した。後日IgM抗体価は低下し肝脾腫
と脾梗塞は消失した。
【考察】脾梗塞は感染症、悪性腫瘍、外傷等
に合併する脾臓の血栓症である。伝染性単核
球症への合併は稀だが、自験例は急速な脾腫
による虚血と重症細菌感染の併発がその出現
に寄与した可能性が高い。当初臨床症状と検
査所見は急性巣状細菌性腎炎に被覆されその
後顕在化したが、両者の合併を念頭に置いた
抗生剤加療と対症療法で改善した。伝染性単
核球症への細菌感染合併を時に経験するが、
自験例の如く脾梗塞が先行し重症細菌感染後
に顕在化して二峰性の経過を辿る前例はなく
貴重な症例と考え報告する。

３皮下膿瘍を合併した横行結腸癌の１例

消化器内科

　〇宮﨑友伽、速水史郎、相馬郷、

　　新井徹、西谷大輔

【症例】78歳男性
【主訴】左下腹部腫瘤
【既往歴】なし
【現病歴】１ヶ月前から左下腹部に腫瘤を自
覚し次第に増大し疼痛があるため当科を受診
した。同部に発赤したドーム状の最大径10㎝
大の皮下膿瘍形成を認めた。血液生化学検査
で炎症反応高値、未治療の糖尿病、CEA高
値を認めた。造影CT検査で横行結腸に５㎝
大の腫瘤病変を認め、腹壁浸潤および皮下膿
瘍を認め、精査加療目的に入院となった。
【経過】第１病日皮下膿瘍ドレナージを施行
した。絶食、補液、抗生剤投与により炎症反
応は改善した。下部消化管内視鏡検査で左側
横行結腸に管腔内を占拠する巨大な腫瘤性病
変を認め、生検で高分化型腺癌の診断となっ
た。上部消化管内視鏡検査で大腸癌病変の直
接浸潤および瘻孔形成が疑われた。第25病日
当院外科にて手術加療が施行され、開腹所見
より横行結腸切除、胃部分切除、空腸部分切
除 、 腹 壁 合 併 切 除 術 を 施 行 し た 。
Adenocarc inoma , tub1 ,depth=pSI (胃) ,
pT4b,int,INFa,Ly1a,V1a,BD1,Pn1b,budding 
grade1,pN1 2/27の病理診断であり、第54病
日退院となった。pStageⅢcであり術後化学
療法は認知症で断念したが、２年間再発所見
を認めていない。
【考察】大腸癌が腹壁浸潤を経て皮下膿瘍を
形成して発症する例は稀である。本邦におけ
る報告例を検討すると部位別では盲腸癌や横
行結腸癌、組織型は粘液癌の割合が高く、局
所進展が強いがリンパ節転移の割合が低い特
徴がある。本症例においては腫瘍が壁外性発
育によって腹壁に浸潤し、進行に伴い腫瘍の
一部が壊死に陥り穿通し、膿瘍を形成したと
考えられた。治療に関しては膿瘍ドレナージ
後に根治術を行う場合と両者を同時に行う場
合があるが、後者は術後敗血症の危険性が高
い。本症例は速やかに膿瘍ドレナージおよび

抗生剤投与を併用した上で、全身状態の改善
をはかりつつ内視鏡的精査等で病態を把握し
て適切に手術加療へと繋げることが可能で
あった。

４ヘパリン起因したバイパスグラフト急性閉

　塞の１手術例

　〇于　在強１、川村知紀２、近藤慎浩２、

　　皆川正仁２

　１青森労災病院　心臓血管外科

　２弘前大学　胸部心臓血管外科

【背景】慢性閉塞性動脈硬化症（ASO）は
進行性の下肢間欠性跛行を引き起こし、重症
症例が血行再建の適応となる。下肢血行再建
で人工血管を使用する際に、術中術後ヘパリ
ン持続静注を行うのが一般的である。しか
し、今回はヘパリンが起因すると思われるバ
イパスグラフト閉塞症例を経験したので、報
告する。
【症例】69歳男性。３年前にASOに対して
左外腸骨動脈から右浅大腿動脈まで人工血管
Propaten７㎜（ヘパリンコーディング）を用
いて血行再建を行われた。術１年後バイパス
グラフト閉塞に対して血栓除去を行い再開通
した。今年の造影CTを再施行した結果、左
外腸骨動脈に狭窄を認めた。ABIは右0.74と
左0.72まで低下を認めた。入院後に左外腸骨
動脈狭窄に対して経皮的血管拡張術（Epic 
７㎜）を施行した。翌日ABIを施行したとこ
ろ、右下肢血圧を測定できず、バイパスグラ
フト閉塞を判明した。ヘパリン持続静注を行
い、血栓除去を施行した。術中では再開通し
ていたが、術後は閉塞のままだった。中枢吻
合部が狭いと判断し、再度血栓除去と中枢再
吻合を行ったが、再開通できず。その後、新
しい人工血管Propaten７㎜（ヘパリンコー
ディング）を用いてRe do F F-bypassを施行
し、末梢吻合部を右総大腿動脈においた。術
中にFlowがよかったが、吻合完成後に右大
腿動脈には拍動を触知できず。翌日検査した
ところ、バイパス閉塞を認めた。新しい人工
血管内に血栓を認め、血栓除去後の人工血管
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は開通していた。ヘパリンが起因した凝固異
常 を 考 え 、 D O A C （ エ リ キ ュ ー ス
10mg/day）を開始した。その後、ヘパリン
を使用せずにバイパスグラフト再血栓除去を
行った結果、バイパスが良好に開存し、退院
となった。
【考察】心臓血管外科領域ではヘパリンが欠
かせない抗凝固の薬剤であるが、稀にヘパリ
ン起因性血小板減少症（HIT）による脳梗塞
を含めた多発血栓塞栓症に至る症例が認めら
れる。本症例はHIT抗体を測定していない
が、血小板の低下を認めなかったため、HIT
の可能性が低いと考えられた。腹部大動脈に
壁在血栓もあり、ヘパリンや異物に対して過
剰反応の可能性をある。
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１診断に苦慮したレジオネラ肺炎の１例

　糖尿病・内分泌内科

　　〇吉田広樹、崎原哲、川原昌之、

　　　日向豪史、玉澤直樹

【症例】88歳、女性【主訴】発熱【現病歴】
39℃台の発熱を訴え受診した。好中球優位の
白血球増多とCRP高値を認め、胸部単純X線
と単純CTにて右肺に肺炎像を認めた。レジ
オネラ尿中抗原検査は陰性であった。細菌性
肺 炎 と し て 同 日 入 院 、 抗 生 剤
（ABPC/SBT）投与を開始した。入院４日
後も高熱が持続し状態は改善しなかった。入
院５日目に抗生剤をより広域なMEPMに変
更した。しかし入院7日目でも高熱が持続、
炎症所見改善しないため、非定型肺炎疑いと
してレジオネラDNA検査を提出、LVFXの
追加投与を開始した。以後は37℃台まで解熱
し呼吸状態改善、炎症所見も徐々に改善し
た。入院14日目にレジオネラDNA検査陽性
の報告あり、レジオネラ肺炎と診断した。炎
症所見改善後もADL低下したため長期リハ
ビリ施行の後、第49病日退院した。【考察】
レジオネラ肺炎は温泉等の水に関連した施設
の利用による感染が広く知られている。今
回、温泉等の施設を利用していない高齢者の
市中肺炎で、当初レジオネラ尿中抗原検査陰
性であったレジオネラ肺炎を経験したため報
告する。

２ニボルマブ投与後にACTH単独欠損を来し

　た１例

　糖尿病・内分泌内科

　　〇龍崎正樹、崎原哲、玉澤直樹

　泌尿器科

　　伊藤弘之

【症例】67歳、男性【主訴】倦怠感、食欲低
下、体重減少【現病歴】２年前腎癌（淡明細
胞癌）と診断され、パゾパニブ投与後に左腎

摘除術が施行された。腫瘍残存あるため、術
後アキシチニブが投与されたが治療効果乏し
く、ニボルマブに変更された。変更から21ヶ
月後に倦怠感、食欲低下を訴えたため精査を
行なった。ACTH、コルチゾールは低値を示
しており（各々5pg/ml、3.6μg/dl）、CRH負
荷でも反応不良だった。CTでは下垂体の軽
度萎縮が示されたが、ACTH以外の下垂体ホ
ルモンは正常だった。ACTH単独欠損と診断
し、ヒドロコルチゾン20mg/日の補充を開始
したところ、症状は劇的に軽快した。【考
察】ACTH単独欠損症は本来稀な疾患だが、
ニボルマブ使用患者では0.5～1%に発症し、
同剤の注意すべき副作用に挙げられている。
生ずる副腎不全症状はどれも担癌患者にとっ
て非特異的なため、しばしば発見が遅れやす
い。本例では定期的にACTHを測定していた
ため、比較的早期に診断が可能となった。
【結語】免疫チェックポイント阻害薬使用時
はACTHの定期的な測定と副腎不全症状に留
意した診療が望まれる。

３当院のCTCの現況

　放射線診断科

　　〇伊神　勲

　中央放射線部

　　藤島広志、古川利帆、河村美佐子、

　　坂本幸夫

　近年、本邦に大腸がんの罹患数は増加し、
全がん中第１位、死亡数は肺がんに次いで第
２位となっている。このような状況下で、大
腸がん検診の便潜血陽性者を対象とした内視
鏡検査は、大腸がん診療上最も推奨されてき
た。しかし、要精査の判定を受けても、依然
精密検査を受けない方が多く見受けられる。
また、消化器内科医の不足より大腸内視鏡の
精密検査の待機患者が多い。大腸内視鏡検査
の前処置が不可能な方、内視鏡挿入困難や禁
忌な方も見受けられる。
　大腸CT検査：CTCは、内視鏡検査が困難
な方にも行える方法であり、当院では2018年
２月より導入した。2020年９月までのCTC
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症例は99例であり、その有用性をレトロスペ
クテｲブ検討した。CTC受検者は、20歳台か
ら80歳台、男性45例、女性54例であった。
CTC検査の動機は、健診での便潜血陽性が
58例、健診以外では、ポリペクトミー後の経
過観察８例、内視鏡挿入不可11例、親族に大
腸がん罹患より心配で14例、血便や貧血で希
望６例、内視鏡との併用希望１例、胃癌術後
１例であった。
　99例のCTC検査から、有所見は40歳台以
上で44例、内視鏡精査が32件例、内視鏡的治
療22例、手術１例であった。病理組織では、
腺腫31例、大腸がん５例であった。尚、
CTC誤診例として内食物残渣１例、正常バ
ウヒン弁の１例があった。
　2000年以降欧米を主体にCTCが盛んに行
われ、大腸内視鏡検査に対する多施設共同研
究が各国で行われ、その非劣勢が証明されて
きた。本邦でも2013年以降に同様の報告が認
められる。大腸がん検診で便潜血検査の有用
性とエビデンスはゆるぎないが、その陽性者
の要精検率を上げるうえで、CTCは有用な
検査法である。また、CTCは内視鏡検査が
不可能、禁忌の患者にも行える利点があり、
今後も積極的に活用されるべき検査と思われ
る。

１巨大子宮腺筋症に起因した急性肺動脈血栓

　塞栓症の１手術例

　心臓血管外科

　　〇于在強１、大徳和之２、近藤慎浩２、

　　　皆川正仁２

　１青森労災病院　心臓血管外科

　２弘前大学 胸部心臓血管外科

【背景】重症肺動脈血栓塞栓症（PTE）は低
酸素血症をきたし、急激な右心不全により循
環破綻に至る重篤な疾患である。子宮腺筋症
による子宮腫大と偽閉経療法に起因した重症
PTEに対し、緊急血栓摘出術を行い、子宮腺

筋症に対して集学的治療を行った症例を報告
する。
【症例】52歳女性。子宮腺筋症による子宮腫
大及び不正出血に対して他院で偽閉経療法が
導入された。不正出血による貧血（最低Hb 
5.7g/dL）、子宮腫大による両下肢の浮腫を繰
り返していた。突然のめまいと呼吸困難を自
覚し、前医へ救急搬送された。頻脈と酸素化
不良を認め、採血ではHb 7.2 g/dL、D-Dimer 
15.6μg/dL。造影CT検査により右心室拡
大、左右肺動脈に跨がった多量の肺動脈血栓
が認められため、当院へ救急搬送となった。
来院時、頻脈と酸素化不良が持続するため緊
急手術の方針とした。麻酔導入に先立ち、右
大腿動脈と右大腿動脈にシースを挿入してお
いた。人工心肺を確立した後、心停止下で左
右肺動脈から血栓摘出術を行った。術後の呼
吸循環は安定しており、第２病日よりDOAC
の内服を開始した。しかしながら、不正出血
の持続を認めたため、両側子宮動脈塞栓術を
施行した。退院直前の造影CTでは、塞栓術
後壊死を伴う子宮が全体に腫大し、腸骨静脈
を圧迫する所見を認めた。抗凝固療法を継続
しても、下肢静脈の鬱滞による血栓塞栓症の
再発リスクが高かったため、婦人科と協議を
して子宮全摘術を施行した。
【考察】重症PTEはショック状態では約15%
が死亡に至る重篤な疾患であり、当科では積
極的に外科的介入を行ってきた。本症例は良
性疾患であったが、巨大子宮腺筋症による静
脈うっ滞と偽閉経療法による凝固系異常が重
なり、重症PTEに至った。外科的血栓摘除術
により救命するのみならず、原因と思われる
疾患に対しても積極的に介入することが肝要
と思われた。

２糖尿病細小血管障害の保護因子：合併症を

　起こす原因”から“起こらない原因”へ

　糖尿病・内分泌内科

　　〇玉澤直樹

　糖尿病に特異的とされる細小血管障害（腎
症・網膜症・神経障害）は慢性高血糖によっ

てもたらされるはずのものであるからと、高
血糖によって細小血管障害を起こす原因がこ
れまで色々と研究されてきた。一方、糖尿病
の臨床の場では、腎不全で透析している患者
でも網膜症が全くない患者や、増殖網膜症な
のに腎症が全く正常の患者がみられる。どう
やら、それらの人はその合併症から臓器を保
護する仕組み（protective factors）が備わっ
ているのではないかという考えが生まれつつ
ある。すなわち、合併症を起こさない（合併
症から臓器を保護する）原因の究明で、この
研究を精力的に行っているアメリカのジョス
リンクリニックからの成績を紹介します。

１干し柿による食餌性イレウスの１例

　消化器内科

　　〇村上高徳、速水史郎、小笠原公平、

　　　新井徹、石橋文佳、木村聖路、

　　　西谷大輔

【症例】64歳女性
【主訴】腹痛
【経過】３日前から心窩部痛と嘔吐があり受
診した。腹部視診で膨隆あり、触診で臍上部
に圧痛を認めた。CTで回腸に気泡を混じた
腫瘤状構造物と口側腸管の拡張があり、詳細
な問診で丸呑みした干し柿と判明した。食餌
性イレウスの診断で経口的にイレウス管を挿
入し、翌朝多量の下痢便の排泄を認めた。再
度のCTで腸管の拡張は改善し構造物は盲腸
に移動していた。CSを施行し肝弯曲部に巨
大な塊状の物体を認め、回収したところ丸呑
みした未消化の干し柿であった。症状の再燃
なく経過し食事指導を行い退院した。
【考察】食餌性イレウスの発症頻度はイレウ
スの0.3-5.9%と報告され、明らかな病歴が確
認されない場合の診断は困難なことが多い。
胃切除歴や歯牙欠損、精神疾患など危険因子
を持つ患者でのイレウスの原因診断において
は、食餌性イレウスの可能性を考慮し、食餌

内容や習慣の問診と身体診察、CT所見に留
意し、個々の症例に応じて手術加療や慎重な
経過観察など適切な方法でイレウスを解除す
る必要があると考えられた。

２脾梗塞で発症し急性巣状細菌性腎炎後に顕

　在化した伝染性単核球症の１例

　消化器内科

　　〇手代森隆、速水史郎、相馬郷、

　　　新井徹、西谷大輔

【症例】23歳男性
【主訴】発熱、腹痛
【現病歴】高熱と部位不定の激しい腹痛を訴
え受診した。好中球優位の白血球増多とCRP
超高値を認め、造影CTで両側腎に巣状の造
影低下域、肝脾腫及び脾臓内に楔形の低濃度
域を認めた。各種培養は陰性だが急性巣状細
菌性腎炎と脾梗塞と診断し、中心静脈栄養と
抗生剤（CTRX+CLDM）投与、ヘパリン持
続静注を開始し腹痛と炎症反応は軽快した。
しかし高熱は持続し第14病日から高度な咽頭
扁桃炎と全身倦怠感が出現した。リンパ球優
位の白血球再上昇、異型リンパ球出現、肝機
能 上 昇 を 認 め 、 脾 梗 塞 出 現 時 の 検 体 で
EBV-VCA-IgG、IgM抗体陽性、EBNA抗体
陰性で伝染性単核球症の急性期と診断した。
摂食不良が続いたが対症療法で改善し第26病
日退院した。後日IgM抗体価は低下し肝脾腫
と脾梗塞は消失した。
【考察】脾梗塞は感染症、悪性腫瘍、外傷等
に合併する脾臓の血栓症である。伝染性単核
球症への合併は稀だが、自験例は急速な脾腫
による虚血と重症細菌感染の併発がその出現
に寄与した可能性が高い。当初臨床症状と検
査所見は急性巣状細菌性腎炎に被覆されその
後顕在化したが、両者の合併を念頭に置いた
抗生剤加療と対症療法で改善した。伝染性単
核球症への細菌感染合併を時に経験するが、
自験例の如く脾梗塞が先行し重症細菌感染後
に顕在化して二峰性の経過を辿る前例はなく
貴重な症例と考え報告する。

３皮下膿瘍を合併した横行結腸癌の１例

消化器内科

　〇宮﨑友伽、速水史郎、相馬郷、

　　新井徹、西谷大輔

【症例】78歳男性
【主訴】左下腹部腫瘤
【既往歴】なし
【現病歴】１ヶ月前から左下腹部に腫瘤を自
覚し次第に増大し疼痛があるため当科を受診
した。同部に発赤したドーム状の最大径10㎝
大の皮下膿瘍形成を認めた。血液生化学検査
で炎症反応高値、未治療の糖尿病、CEA高
値を認めた。造影CT検査で横行結腸に５㎝
大の腫瘤病変を認め、腹壁浸潤および皮下膿
瘍を認め、精査加療目的に入院となった。
【経過】第１病日皮下膿瘍ドレナージを施行
した。絶食、補液、抗生剤投与により炎症反
応は改善した。下部消化管内視鏡検査で左側
横行結腸に管腔内を占拠する巨大な腫瘤性病
変を認め、生検で高分化型腺癌の診断となっ
た。上部消化管内視鏡検査で大腸癌病変の直
接浸潤および瘻孔形成が疑われた。第25病日
当院外科にて手術加療が施行され、開腹所見
より横行結腸切除、胃部分切除、空腸部分切
除 、 腹 壁 合 併 切 除 術 を 施 行 し た 。
Adenocarc inoma , tub1 ,depth=pSI (胃) ,
pT4b,int,INFa,Ly1a,V1a,BD1,Pn1b,budding 
grade1,pN1 2/27の病理診断であり、第54病
日退院となった。pStageⅢcであり術後化学
療法は認知症で断念したが、２年間再発所見
を認めていない。
【考察】大腸癌が腹壁浸潤を経て皮下膿瘍を
形成して発症する例は稀である。本邦におけ
る報告例を検討すると部位別では盲腸癌や横
行結腸癌、組織型は粘液癌の割合が高く、局
所進展が強いがリンパ節転移の割合が低い特
徴がある。本症例においては腫瘍が壁外性発
育によって腹壁に浸潤し、進行に伴い腫瘍の
一部が壊死に陥り穿通し、膿瘍を形成したと
考えられた。治療に関しては膿瘍ドレナージ
後に根治術を行う場合と両者を同時に行う場
合があるが、後者は術後敗血症の危険性が高
い。本症例は速やかに膿瘍ドレナージおよび

抗生剤投与を併用した上で、全身状態の改善
をはかりつつ内視鏡的精査等で病態を把握し
て適切に手術加療へと繋げることが可能で
あった。

４ヘパリン起因したバイパスグラフト急性閉

　塞の１手術例

　〇于　在強１、川村知紀２、近藤慎浩２、

　　皆川正仁２

　１青森労災病院　心臓血管外科

　２弘前大学　胸部心臓血管外科

【背景】慢性閉塞性動脈硬化症（ASO）は
進行性の下肢間欠性跛行を引き起こし、重症
症例が血行再建の適応となる。下肢血行再建
で人工血管を使用する際に、術中術後ヘパリ
ン持続静注を行うのが一般的である。しか
し、今回はヘパリンが起因すると思われるバ
イパスグラフト閉塞症例を経験したので、報
告する。
【症例】69歳男性。３年前にASOに対して
左外腸骨動脈から右浅大腿動脈まで人工血管
Propaten７㎜（ヘパリンコーディング）を用
いて血行再建を行われた。術１年後バイパス
グラフト閉塞に対して血栓除去を行い再開通
した。今年の造影CTを再施行した結果、左
外腸骨動脈に狭窄を認めた。ABIは右0.74と
左0.72まで低下を認めた。入院後に左外腸骨
動脈狭窄に対して経皮的血管拡張術（Epic 
７㎜）を施行した。翌日ABIを施行したとこ
ろ、右下肢血圧を測定できず、バイパスグラ
フト閉塞を判明した。ヘパリン持続静注を行
い、血栓除去を施行した。術中では再開通し
ていたが、術後は閉塞のままだった。中枢吻
合部が狭いと判断し、再度血栓除去と中枢再
吻合を行ったが、再開通できず。その後、新
しい人工血管Propaten７㎜（ヘパリンコー
ディング）を用いてRe do F F-bypassを施行
し、末梢吻合部を右総大腿動脈においた。術
中にFlowがよかったが、吻合完成後に右大
腿動脈には拍動を触知できず。翌日検査した
ところ、バイパス閉塞を認めた。新しい人工
血管内に血栓を認め、血栓除去後の人工血管
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は開通していた。ヘパリンが起因した凝固異
常 を 考 え 、 D O A C （ エ リ キ ュ ー ス
10mg/day）を開始した。その後、ヘパリン
を使用せずにバイパスグラフト再血栓除去を
行った結果、バイパスが良好に開存し、退院
となった。
【考察】心臓血管外科領域ではヘパリンが欠
かせない抗凝固の薬剤であるが、稀にヘパリ
ン起因性血小板減少症（HIT）による脳梗塞
を含めた多発血栓塞栓症に至る症例が認めら
れる。本症例はHIT抗体を測定していない
が、血小板の低下を認めなかったため、HIT
の可能性が低いと考えられた。腹部大動脈に
壁在血栓もあり、ヘパリンや異物に対して過
剰反応の可能性をある。
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３．原稿は、日本語ワ－プロによる場合は、Ａ４版用紙を用い、字数を400～600字とする。但し、
　Ｂ５版400字詰原稿用紙を用いてもかまわない。
　　英文の場合は、ワープロを原則とし、使用したソフトを明示し、テキスト形式のファイルも
　添えて、フロッピー、ＣＤ、その他の電子媒体に保存して提出すること。
４．原稿の長さは、写真、図、表を含めて、「原著」は40枚以内、「症例」は20枚以内、「短報」
　は10枚以内とする。写真をスライドで提出する場合は写真もつけること。
５．原稿が和文の場合は、英文タイトルを付記することおよび氏名、所属の英文（ローマ字）を
　付記すること。
６．検索分類の為、必ずキーワードを５個以内、和文の場合は「和文」、英文の場合は「英文」
　で付記すること。
　　和文の場合は、「医学中央雑誌」の「件名索引」を参考とし、英文の場合は、「Index Medicus」
　の「Medical Subject Headings」を参考とすること。
７．図、表はＡ４版用紙にコーナーで貼付し、裏に論文題名、著者名、図表の番号を記入し、上
　方向を矢印で鉛筆で薄く指示する。
　　製版に不適当な図表原稿は書き換えを要請することがある。
　　原稿には、図表の組み込み場所を、左欄外に朱書指定すること。
８．文献は引用順に、本文中の引用箇所の右肩に番号を付し、本文の末尾に、下記の様式により
　記載する。
　　雑誌の略称は、和文の場合には、「日本医学雑誌略名表（日本医学図書館協会編）」に、英文
　の場合には、「List of Journals in Index Medicus」に準拠すること。
　　Ａ．学術雑誌よりの引用
　　　　著者名：論文名、掲載誌名、巻数、何頁から何頁まで、発行年（西暦）
　　　　例１）高橋賢二、丸山　章、他：脳腫瘍を合併した Pure Unroofed Sinus Syndrome  with
　　　　　　　LSVCI治験例（本邦報告第１例）－本邦における Unroofed Coronary Sinus 例の
　　　　　　　集計とその発生・治療の対する考察－日胸会誌 33：2155－2161, 1985
　　　　例２）Ottomo M, Heimburger RF：Alternating Horner’s syndrome and hyperhidrosis 
　　　　　　　due to dural adhesions following cervical spinal cord injury. J Neurosurg 53 : 　
　　　　　　　97－100, 1980
　　　　引用文献の著者名は２名までとし、それ以上は、他、et al.とする。
　　Ｂ．単行本よりの引用
　　　　著者名：書名、出版地、出版社、発行年、頁
　　　　例１）Gregory RL：The intelligent eye. New York, McGrow-Hill, 1970, 37
　　Ｃ．編者と著者が異なるものよりの引用
　　　　例１）吉田　豊：潰瘍性大腸炎とその周辺、大腸疾患－その診かたと対策－、松永藤雄
　　　　　　　編、東京、南江堂、1977、221－246
　　　　　２）Weiss MH：Transnasal transsphenoidai approach. Surgery of the third ventricle, 
　　　　　　　edited by Apuzzo ML, Baltimore. Williams & Wilkins, 1987, 476－494
９．本文中に略語を使用する際には、最初の略語の次にフル・スペリングをかっこ内に記入する

青森労災病院医誌　投稿規定 　こと。
10．掲載料は無料とする。ただし、カラー写真の場合は、原則として著者負担とする。
11．校正は１回のみとし、著者が全責任を負うものとする。
　　返送期日は厳守すること。
12．別冊は20部までは無料とし、それ以上の超過分は著者負担とする。
13．原稿送付先：　〒031－8551 八戸市白銀町南ケ丘１、青森労災病院医誌編集委員会
　　必ず書留便を使用すること。ただし編集委員長に直接渡しても構わない。

付：本規定は2005年10月に一部改訂した。
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編　集　後　記

　この原稿を書いている11月現在、猛威を振るった新型コロナウイルスも一息つい

た感じですが、まだ予断を許さない状況と思われます。どの診療科、部門も大変な

状況で、論文や原稿執筆どころではなかったと思いますが、于先生、松坂が貴重な

論文を投稿してくれました。有り難うございました。また、多忙な中、臨床統計を

まとめていただいた各科の先生および担当された方々、大変ありがとうございまし

た。今号も、なんとか体裁の整った状態で、医誌の発刊にこぎつけました。皆様の

ご協力がなければ発刊には至りませんでした。

　そして、実務を担当してもらった成川さんに深謝致します。また、長年刊行に携

わってくれた畠山さんが、９月に退職されました。危機的な状況が続く中、これま

で途絶えることなく医誌を発刊し続けてこられたのは、畠山さんのおかげです。お

疲れ様でした。今まで大変有り難うございました。
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