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☆ はじめに 

 

日頃、先生方から患者さんをご紹介頂き，

有難うございます。医学・医療は限りなく

進歩しており、外科では手術侵襲(ダメー

ジ)の軽減化と機能温存術に向かっており

ます。各部門での違いや特徴をお伝えする

ため、このたび当科にてニュースレターを

作成・更新いたしました。 

当院外科の術前カンファレンスでは、外

科医に加え、放射線科診断医、病理医、麻

酔医も参加して、安全でベストの治療を目

指しています。 

なお、ご紹介頂いた患者さんのご報告は

出来るだけ速やかに行うように心がけてお

りますが、不行届きの点があれば何なりと

お申し出下さい。 

2018年 6月から、呼吸器内科では、非常勤

医師３名の診療体制が整い、呼吸器疾患の外

来診療の受け入れが可能になりました。また、

呼吸器外科医も 7 月から 2 名体制となり，

肺癌、気胸、肺腫瘍、縦隔腫瘍の精査・加療を

積極的にお受けしております。なお、必要に応

じ、治療・検査を目的として、他医療機関に紹

介することがありますので、あらかじめご了承く

ださい。外科受診の際は、地域医療連携室に

て外科初診の事前予約（紹介予約）が可能で

す。 

２０１７年４月発行 

（２０１8 年１０月更新） 
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☆ 各疾患の治療内容

【食道がん】 

従来から開胸・開腹手術を行っておりま

したが、2013年 3月に KKR 斗南病院院長の

奥芝俊一先生からご指導をいただき、胸腔

鏡・腹腔鏡手術を導入しました。手術時間

は 10時間ほど要しますが、手術侵襲(ダメ

ージ)を軽減することができ、手術翌日には

多くの患者さんは起き上がり歩行が可能で

す。これまでの成績(約 35人)では、肺炎や

縫合不全の合併症も少なく、術後約 20日で

退院されています。 

最長手術時間(12時間30分)となった症例

では、Ⅲ期の進行癌で、肺の癒着と周囲の

リンパ節転移が多かったケースでした。 

近年では重複がんが発見されるケースも

多く、食道がんと大腸がんの同時手術や、

胃がん手術後の患者さんに対して切除と再

建を 2回に分けて行った症例もあります。 

 

 

 

【胃がん】 

内視鏡的胃粘膜下層剥離術（ESD） 

 胃粘膜内癌に対して、消化器内科医が中  

心となり、内視鏡的胃粘膜下層剥離術＊1 を

行っています。外科的手術と比較すると、

身体に優しい治療となっています。 

腹腔鏡下胃切除術 

 早期胃癌、一部の進行胃癌や GISTを始め

とする胃粘膜下腫瘍に対して、腹腔鏡を用

いた、傷の小さな手術を行っています。胃

癌に対する鏡視下手術は、1991 年頃から 25

年以上の歴史があり、手術手技は定型化さ

れています。 

胃切除術、胃全摘術 

 胃癌の進行度＊2 にあわせた適正手術を基

本とし、胃切除後障害の一つである残胃炎

およびダンピング症状を軽減する吻合法＊3

や神経温存、幽門保存＊4 などの機能温存手

術を行っています。 

術前化学療法、放射線療法 

 腫瘍を小さくしてから手術を行うことが

望ましい患者さんに対しては、まず化学療

法を行い、その効果を見てから手術を行っ

ています。また、限られた条件下ではあり

ますが、近隣の放射線治療施設と協力して、

局所放射線療法を行っています。切除困難

症例に対する放射線化学療法では、病巣が

消失したと考えられる症例＊5 も経験してい

ます。 
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胃切除術後健康外来 

（Gastrointestinal health clinic） 

 患者さんのご要望にお応えして、「胃切除

術後障害、胃の健康相談」を積極的に行っ

ています。胃の手術後、何らかの不定愁訴

でお悩みの方は意外と多く、また胃の健康

状態に不安をお持ちの方も増えてきていま

す。胃切除術後の病状として、小胃症状、

貧血、乳糖不耐症、骨代謝障害、糖代謝異

常、ダンピング症状、輸入脚症候群、胆石

症、逆流性食道炎、残胃炎、便通異常およ

び腸閉塞などが知られており、外来受診を

していただくことで、症状軽減の助けにな

ればと考えています。従来の治療に加え、

漢方および補完代替療法に関してのご相談

も受け付けていますので、他医療機関で手

術をされた方などもご紹介ください。 

 

 

 

＊1：内視鏡的胃粘膜下層剥離術（ESD）    ＊2：胃癌の進行度にあわせた治療法 

  

出典：オリンパスおなかの健康ドットコム      出典：胃がん治療ガイドラインの解説 
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＊3残胃炎およびダンピング症状を軽減する幽門再建術（IRB承認） 

 

出典：Journal of Gastrointestinal Surgery    出典：胃がん治療ガイドラインの解説 

2016.20:772-775 

＊4：機能温存手術（縮小手術） 

早期胃癌に対して，手術の負担や術後の障害を軽減する目的で行われるのが縮小手

術です。具体的には、定型手術と比較してリンパ節の郭清範囲を縮小することや，胃

の切除範囲や周囲の臓器の切除範囲を縮小することが含まれます。 

幽門保存胃切除術（PPG；pylorus preserving gastrectomy） 

胃の出口に相当する幽門部を一部残すことにより，ダンピング症候群や十二指腸液

の胃内逆流を防ぐことを目的としています。その他，胃に付着している大網を残し、

癒着を軽減させ腸閉塞を予防します。また、胃周囲の迷走神経を温存することにより、

下痢や胆石症の発症頻度を低減します。 

＊5：放射線化学療法の有効例 

          

胃噴門部小弯側に 2/3 周性の Type2 病変        腫瘍は平坦化し，びらんを認めるのみ 
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【大腸・直腸がん】 

大腸癌手術では、癌病巣を含めた腸管切

除や、転移を来しやすいリンパ節の切除を

行います。摘出した臓器は病理組織学的検

査にて病期が決定され、病期によってその

後の治療方針などを判断していきます。 

大腸癌手術は従来開腹手術が行われてい

ましたが、1991 年に本邦において大腸癌に

対する腹腔鏡手術が報告されて以降、全国

的に普及してきました。開腹手術に比べ、

腹腔鏡手術は鉗子という器具を用いて行う

ため、臓器を直接触ることはできませんが、

創が小さく術後の改善が良いこと、ビデオ

カメラで近接して詳細に臓器を観察できる

ことなどの特徴があります。 

当科では 2008年頃から腹腔鏡手術の導入

を本格的に始めました。症例に応じて術式

を検討していますが、近年では腹腔鏡手術

の割合が増加しています。なお、安全な手

術を行うため、腹腔鏡手術で開始した場合

でも、開腹移行する場合があります。 

     
出典：大腸癌研究会編「大腸癌治療ガイドライン医師用」

 

 

【肛門疾患等：内痔核（いぼ痔）】 

内痔核の主な症状は出血、疼痛、脱出、

腫脹、掻痒感です。長時間の座位・立位、

食生活や嗜好品、便秘や下痢などが原因と

言われています。多くの場合が排便習慣・

生活習慣の見直しや軟膏・内服薬による保

存的加療で軽快しますが、症状の改善が乏

しい場合は外科的治療を行います。 

従来の内痔核の手術は痛みや出血を伴う

切除術が主流でしたが、2005 年 5月から「切

らない治療＝ALTA硬化療法（ジオン注射）」

が保険適応となりました。ALTA 硬化療法と

は、内痔核の痛みを感じない部分にジオン

注を投与して痔に流れ込む血流を減らし、

痔を硬くして退縮させる治療です。治療適

応がある患者さんに対しては、当院でもこ

の治療法を積極的に取り入れています。 

痔核以外の肛門疾患でも、裂肛（切れ痔）、

痔廔（穴痔）・肛門周囲膿瘍、直腸脱に対し

て、診療・手術を行っています。 

肛門疾患の診察は恥ずかしく受診しにく

いと思いがちであり、実際、多くの方が受

診をせずに悩みを抱えています。肛門領域

の疾患は非常に複雑かつ繊細であるため、
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個々の患者さんに合わせた注意深い診療を 心がけています。 

     

出典：ジオン（ALTA）注による治療を受けられる患者さんへ 

 

【呼吸器・縦隔】 

2018年 6月から、呼吸器内科では、非常勤

医師 3名の診療体制が整い、呼吸器疾患の外

来診療の受け入れが可能になりました。また、

呼吸器外科医も 7 月から 2 名体制となり，

肺癌、気胸、肺腫瘍、縦隔腫瘍の精査・加療を

積極的にお受けしております。なお、必要に応

じ、治療・検査を目的として、他医療機関に紹

介することがありますので、あらかじめご了承く

ださい。ご紹介いただく先生方にはご迷惑を

おかけする場合もあるかと思いますが、今

後も努力してまいりますので、何卒ご理解

をお願いいたします。 

・気胸に対しては守備範囲を拡大し、初発

から当科で対処します。状況に応じ保存

的加療から手術まで対応します。手術は

胸腔鏡下を主とします。 

・肺腫瘍、縦隔腫瘍に対する精査～手術～

術後フォローは従来通りです。肺癌手術

は 13cm前後の開胸を基本としますが状況

により胸腔鏡を用います。縦隔腫瘍は胸

骨縦切開を基本とします。 

・肺癌のうち、外科加療の適応外となる症

例については、他医療機関への紹介、ま

たはご紹介いただいた先生にお戻しさせ

ていただきます。 

・炎症性疾患をはじめとする内科的加療適

応症例はお引き受け出来ない状況です。 

 

胸部レントゲン異常陰影 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5vt657uvSAhUBa7wKHeVqDiMQjRwIBw&url=https://www.yoshiokaclinic.com/blog/2014/03/4alta-788540.html&psig=AFQjCNFbk-jdNyRXT39fSwVxDeUgZAloQw&ust=1490332259367061
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEhaje7uvSAhVEjLwKHeSSD2AQjRwIBw&url=http://nakanohp.com/hospital/sick-topics/entry-231.html&psig=AFQjCNHlZV_4ch73dc9hd8xBo-ZLpT-KhQ&ust=1490332333402689
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【肝胆膵疾患】 

 肝臓、胆道、膵臓及び十二指腸や脾臓の

疾患に対する手術、化学療法などの集学的

治療を行なっています。 

肝胆膵領域における悪性疾患に対する治

療は外科的切除が主体であり、当科でも積

極的な切除を心がけています。しかしなが

ら、これらの悪性疾患は癌の中でも難治で

あり、病気の進行により切除不能となるこ

とも多く、消化器内科と協力し、早期診断

および進行度に合わせた適切な治療を行う

ことを心がけています。 

悪性疾患に対する治療のみならず、胆嚢

結石症をはじめとする良性疾患に対しても、

安全で質の高い医療を提供できるよう心掛

けています。 

 

＜対象となる主な疾患＞ 

肝臓  肝癌（原発性肝癌、転移性肝癌）、肝血管腫、その他の肝腫瘍、  

肝内結石、肝膿瘍、肝嚢胞 

胆道  胆嚢および胆管の癌、その他の腫瘍、胆道拡張症、胆管狭窄症、 

膵菅胆管合流異常症、胆石（胆嚢結石、総胆管結石）、胆管炎、胆嚢炎 

膵臓  膵癌、膵腫瘍（IPMN、嚢胞性腫瘍、内分泌腫瘍）、その他の膵腫瘍、 

腫瘤形成性膵炎 

十二指腸 十二指腸乳頭部癌、十二指腸癌、その他の腫瘍 

脾臓  脾腫瘍、脾機能亢進症、脾臓摘出の必要な疾患（血液疾患、肝硬変） 

 

 

肝臓がんの手術療法         膵臓がんの診療ガイドライン 

  

肝がん診療ガイドラインより 
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【乳がん】 

乳がん手術は、従来の胸筋切除から胸筋

温存、乳房全摘から乳房温存へと変わって

きています。さらに最近では、手術当日に

アイソトープと色素を打ち、術中に腋窩リ

ンパ節の病理検査（センチネルリンパ節生

検）を行い、転移の有無によって腋窩リン

パ節郭清術を行うか決めています。これに

より、術中の病理検査によって術式を決め

ることができ、過不足ない手術が可能とな

っています。 

なお、乳房温存術は術後に放射線療法(6

週間)を行うことが標準になっていますの

で、術前での患者さんとの話し合いを大切

にしています。 

乳がんの薬は、ホルモン剤も含めると 40

種類以上ありますので、再発症例では薬の

組み合わせについて、大学から派遣されて

いる乳腺専門医に相談します。 

 

 

 

【小児外科】 

小児外科では、毎週水曜日に小児外科医

（非常勤）を招き、手術を行っています。

小児の腹部疾患・胸部疾患(心臓手術は除

く)から泌尿器疾患まで幅広く施行してい

ます。 

手術を多く行っているそけいヘルニアで

は、近年は主に腹腔鏡での手術を行ってい

ます。従来法では、術後、反対側に症状が

出現する確立が 5〜10%と言われていますが、

腹腔鏡では両側を同時に観察し、閉鎖する

ことができるメリットがあります。 

なお、小児外科外来は完全予約制で、毎

週水曜日および第 2･4 週金曜日に行ってい

ます。 

 

・センチネルリンパ節：日本乳癌学会，患者さんの

ための乳癌診療，ガイドラインより 
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【緩和ケア】 

当院の新棟開設と同時に緩和ケア病棟も

稼働を開始しました。緩和ケアとは完全な

治癒の望めない癌患者に対し、生命の持続

よりも身体的痛みや精神的苦痛を取り除く

ことに重点をおいた医療です。 

これまでの手術・抗癌剤・放射線療法な

どの積極的な治療の効果が期待できなくな

り、心身の苦痛の管理が困難になった場合

に、主治医からの依頼を受け、「緩和ケア審

査外来」を受けていただきます。ここで患

者さんやご家族と充分に話し合い、以後の

方向性を納得したうえで入院して頂いてい

ます。 

緩和ケア病棟では、癌による痛み、吐き

気、食欲不振、不眠、息苦しさ、心の辛さ

などの症状を少しでも緩和できるように支

援する事を目的としています。辛い症状が

緩和され、ご自宅に退院される場合は、安

心して在宅療養ができるように環境整備の

お手伝いもしています。病棟に屋上庭園を

整備するなど、季節を感じさせる環境作り

を行っており、できるだけ自宅にいるよう

な雰囲気を作るように心がけています。 

 
 

☆ 学会施設認定 

 

 当院は下記の外科・消化器関連の学会研修施設に認定されています 

 

1． 日本外科学会外科専門医制度修練指定施設 

2． 日本消化器外科学会専門医制度指定修練施設 

3． 日本消化器病学会認定施設 

4． 日本がん治療認定医機構認定研修施設 

5． 日本気管食道科学会気管食道科専門医研修施設：外科食道系 

6． 日本消化器内視鏡学会指導施設 

7． 日本大腸肛門病学会関連施設 

8． 日本乳癌学会関連施設 
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☆ 外科スタッフ紹介（2018 年 10 月現在） 

 

 
 

 



11 
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＊ 外科受診の際は、地域医療連携室にて外科初診の事前予約(紹介予約)が可能です。 

もちろん紹介状を持参の上，当日受診されても構いません． 

 

上段（左から）中嶋、橋爪、田中、石川、杉原、岩瀬 

下段（左から）毛利、平野、保谷、池内、脇山 
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☆ 診療実績（2017年度） 

紹介率 76.0％、逆紹介率 73.9％、平均在院日数 10.1日、病床利用率 89.7％ 

外科 過去 5年間(平成 25年～平成 29年)の手術件数一覧 
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緊急時の患者紹介および御相談について 

 

＊ 町田市民病院の代表から内線「外科救急当番医 PHS直通」へご連絡ください。 

基本的に 365日 24時間つながることになっています。但し，状況によりお引き

受けできない場合や必要に応じ、治療・検査を目的として、他医療機関にご紹

介することがありますので、あらかじめご了承ください。 

   

＊ 準緊急など比較的時間に余裕があるご相談は、患者様の個人情報に配慮した 

形で E-mail： geka@machida-city-hp.jp をご利用いただいても結構です。 

Weekdayの毎朝チェックするように心がけています。 

もちろん、各医師に直接ご相談いただくことは、従来通りです。 

 

＊ 今後とも地域医療に貢献すべく努力してまいりますので、ご支援・ご指導を 

宜しくお願い申し上げます。 

 

町田市民病院 

外科部長 保谷 芳行 

 

 

呼吸器外科 診療のご案内について 

 

＊ 呼吸器外科は 7月から 2 名体制となり、肺癌、気胸、肺腫瘍、縦隔腫瘍の精査・加療を 

積極的にお受けしております。 

 

＊ ご紹介いただきました患者様については、当院での治療後、症状のコントロールが 

つき次第、かかりつけの先生に再度ご紹介させていただきます。 

 

＊ なお、必要に応じ、治療・検査を目的として、他医療機関に紹介することがありますので、 

あらかじめご了承ください。 

 

＊ 外科受診の際は、地域医療連携室にて外科初診の事前予約（紹介予約）が可能です。 

事前予約の詳細につきましては、地域医療連携室にお問い合わせください。 

 

町田市民病院 

呼吸器外科担当部長 平野 純 
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交通のご案内 

 

公共交通機関のご案内 

 小田急線 町田駅・ＪＲ横浜線 町田駅から バス７分程度 

 市民病院前バス停から徒歩３分 

 

駐車場料金のご案内 

   30分以内 無料 

   30分超～4時間まで 100円 

以降 1時間毎 100円加算 
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