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☆ はじめに 

 

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。呼吸器内科は、2020年 4

月から非常勤医師 2名から常勤医師 3名の

診療体制が整う予定です。それに伴い、呼

吸器外科医の増員を予定し、肺癌、気胸、肺

腫瘍、縦隔腫瘍の精査・加療を積極的に受け

入れたいと考えています。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。 

当院は、医療機能の分担推進のため、地

域医療機関との医療連携を行っています。

当院を初めて受診される場合は、医療機関

からの紹介状(診療情報提供書)原本をお持

ちのうえ、ご来院頂ければ幸いです。 

 

２０１７年４月発行 

（２０２０年１月更新） 
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診療科の特徴 

1. 外科は幅広い疾患を扱っているため、

消化器外科医、呼吸器外科医、乳腺

外科医、小児外科医を配置して専門

性の高い治療を行っています。 

2. 手術に際しては外科医のほかに放射

線科医、病理医、麻酔科医、手術室

看護師で合同カンファレンスを行い、

方針を確認・決定しています。 

3. 病気の進行度や患者の状態によって

は、手術のダメージを軽減する目的

で内視鏡手術を積極的に導入し、早

期の社会復帰を目指しています。 

4. 最近の抗がん剤の進歩により、抗が

ん剤と手術を組み合わせた集学的癌

治療をチーム医療で実践しています。 

5. 特殊な疾患や専門性が高い治療法に

関しては、大学病院と連携できる体

制をとっています。 

 

☆ 各疾患の治療内容

【食道がん】 

食道癌はこれまで予後不良の癌とされて

いましたが、医療技術の進歩により今では

治癒できる癌となってきました。そのうえ

近年、治療成績の向上のために様々な治療

法が施設間で試されております。当院にお

ける食道癌治療は基本的に日本食道学会に

よる食道癌治療ガイドラインに沿った方針

で治療を行っております。その上で更なる

治療成績の向上と患者さまの満足度をあげ

る努力をしております。 

以下に代表的な食道癌治療について記し

ました。 

(1) 内視鏡的治療（EMR・ESD） 

基本的にリンパ節転移の可能性の低い粘

膜浅層（m1・m2）までの症例を治療の絶対

適応としています。当院での内視鏡的治療

は消化器内科の専門医が行うことで安全・

確実に治療することができます。 

 

 

 

(2) 手術療法 

内視鏡切除の適応がなく遠隔転移がない

ものは手術療法が治療の基本になります。

食道は頚部、胸部、腹部の 3 領域にまたが

る臓器で病変の位置によって 3 領域のリン

パ節を全て切除・摘出する必要があります。

食道を切除した後の再建は主に胃（場合に

より小腸・大腸）を用いることが多く、手

術時間は 8時間～10 時間におよびます。術

後の代表的な合併症として肺炎などの感染

症、縫合不全、反回神経麻痺などが挙げら

れます。 

低侵襲（鏡視下）手術の導入 

当院の食道癌治療でも進行度や病変の位

置などによって、従来の開胸、開腹だけで

はなく、お腹や胸に小さな穴を開けて細長

い鉗子とカメラを体内に挿入しモニターを

見ながら手術を行う鏡視下手術を積極的に

導入しています。鏡視下手術は従来の開

胸・開腹手術に比べ手術創が小さく、肋骨

を折ったり切除したりしなくても済みます

ので、術後の痛みが少なく術後の回復が早

いのが特徴です。 
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(3) 放射線療法 

放射線療法は、従来何らかの理由（主に

遠隔転移や本人が手術に耐えられない場

合）で癌が切除できない場合の代替え療法

として選択していました。しかし、近年で

は早期癌や切除可能局所進行癌でも根治的

治療として選択することもあります。 

(4) 化学療法（抗がん剤治療） 

手術で癌を切除した後でも、体内に残っ

ている癌細胞により術後しばらくしてリン

パ節や肺・肝臓・骨などに再発することが

あります。特に、ある程度進んだ食道癌に

はその傾向が他の癌に比べ強いため手術療

法だけでなく抗癌剤治療（＝化学療法）を

加えることで再発を抑えることが必要にな

ってきました。これを補助化学療法と言い

ます。 

StageII〜III の食道患者では全国的な臨

床研究（JCOG9907）の結果から 5-FUとシス

プラチン（CDDP）を用いた術前化学療法が

食度癌術後の再発を抑制することが判りま

した。そして近年、上記 2 剤に新たな抗癌

剤（ドセタキセル）を加えた 3 剤併用化学

療法が日本の多くの施設で取り入れられ始

め、臨床効果判定として約 70％の奏効率を

得ています。 

(5) 食道ステント・バイパス術 

一般的に食道腫瘍の治療が困難な方に対

して食物が口から食べられるようにする治

療法です。ステント治療とは筒状の金属で

出来たメッシュ（網細工）を食道内に挿入

することで物理的に食物の通る道を作成す

る治療法で内視鏡（胃カメラ）を用いて行

います。食道バイパス術とは、外科的に食

道腫瘍はそのままで食物を通す新たな経路

を作成する手術療法で、食道の代用として

主に胃を多く用いています。 
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【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。 

 

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。 
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＊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 

 

 

＊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 
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＊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 

 

【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。 
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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、

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 
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【呼吸器・縦隔】 

呼吸器内科は、2020年 4 月から非常勤医

師 2 名から常勤医師 3 名の診療体制が整う

予定です。それに伴い、呼吸器外科医の増

員を予定し、肺癌、気胸、肺腫瘍、縦隔腫瘍

の精査・加療を積極的に受け入れたいと考え

ています。それまでは必要に応じ、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

となった患者さん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患

者さん，炎症性疾患をはじめとする内科

的加療が必要な患者さんにつきましても、

呼吸器内科と連携し診療を行って参りま

す。 

 

胸部レントゲン異常陰影 
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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（2020年 1月現在）外来担当医表はHPから引用可能です。 
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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。 
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☆ 診療実績（2018年度） 

紹介率 76.0％、逆紹介率 73.9％、平均在院日数 10日、病床利用率 89.8％ 

外科 過去 5年間(平成 26年～平成 30年)の手術件数一覧 
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