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地域診療所における上部消化管内視鏡検査の現況

発 表 者 土肥 直樹 （神奈川県：相模原市国民健康保険内郷診療所）

共同研究者 小川 薫、武内 恵子

を実施。肝右葉は腫瘤で占められて

いた。２ヶ月後、肝切除。１年後も

今のところ良好。
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次に肝細胞癌にはなっていないが、肝炎ウイル

ス患者の状況を（表２）に示す。
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【考察】

・ウイルス性肝炎は、飲酒（－）なら、インター

フェロンをしなくても肝細胞癌になりにく

い。

・インターフェロンで SVRになっても、将来、

肝細胞癌になる可能性がある（油断は禁物）。

・ウイルス性肝炎でなくても、７０歳代の飲酒家

は肝細胞癌に注意を要する（但し、アルコー

ル性はウイルス性に比べ、大きくても切除可

能なことが多い）。

��¼�½?Q�^
�ñX0�¿ÎdÏÐ;g�

HÏ�*�ÛTÃ�e¿Ð¼�½
�Ñ[� ¨� Ò Ó¿&à

2013.10.5 �53��������� !
@IÎ��ñ�óT 2|Ô·��6!�5

1

神奈川県相模原市の内郷診療所より参りました

土肥と申します。

昨年は小児診療のシミュレーション教育につい

て発表させていただきましたが、本日はこれま

で行ってきた上部消化管内視鏡検査をご紹介し

ます。
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私どもの診療所は内科、外科、小児科、整形外

科、胃腸科を標榜し、医師は私ひとり、常勤看

護師は２名、内視鏡検査で一日が始まり、午前

午後の外来には平均して４０人ほどの患者さんが

受診され、昼の時間帯を訪問診療にあてていま

す。赴任して１３年目ですが、これまで１００人を超

える医学生と研修医を指導してきました。
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診療所は神奈川県の北西端に位置し、町の東西

を JR中央本線と中央自動車道が横断していま

す。JR中央本線の相模湖駅から南東に５キロ離

れたところに内郷診療所はあります。
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地域住民の生活圏は中央線沿線ということもあ

り、町内を除くと東京都が最多です。
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診療所がカバーする内郷地区は人口約３，５００人、

高齢化率は２５％、少子化が進んでいます。
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乳幼児健診、予防接種、学校医、往診、看取り

に従事しているためか、赤ちゃんからお年寄り

まで、あらゆる年齢層の方が診療所を利用され

ています。
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亀田メディカルセンター家庭医診療科の先生か

ら以前お借りしたスライドです。

プライマリケア外来を訪れる患者さんの新しい

健康問題を頻度順に並べると、トップはかぜ症

候群、胃炎など胃の機能障害は４番目と高頻度

です。
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継続的な健康問題でも胃炎など胃の機能障害は

９番目でベスト１０に入ります。
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これは自治医科大学の山口県出身の先生方が、

診療所の医師に地域住民が求める診療技術を横

断的に研究したものです。２０歳以上の住民を対

象に「医師に特に身につけてほしい技術」につ

いて調査した結果、もっともニーズが高いのは

胃カメラであることがわかりました。
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国民の死亡原因の一位である「がん」に対する

国保直診の役割は地域がん対策ですが、早期発

見と病診連携における胃カメラへの役割は大き

いと思われます。
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そのように考えて、診療所に赴任してすぐに胃

カメラを入れていただきました。それまで勤務

していた神奈川県立がんセンターと県立厚木病

院で使い慣れていたこともあり、オリンパスの

システムを導入しました。その後 NBIも入り、

これまでに胃がんを２８例、食道がんを７例診断

しました。

迷走神経反射など検査中の急変に備えて全例で

ルートを確保し、運転しないことを条件に若干

のセデーションを併用しています。

未治療、未発見の緑内障や薬剤性ショックなど

の可能性を考慮して蠕動抑制剤は使用していま
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せん。局所麻酔薬の使用量を減らす目的で、リ

ドカインを含まない医療用潤滑剤を使用してい

ます。
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除菌が普及したためか、このような消化性潰瘍

はあまり見かけなくなりました。胃瘻カテーテ

ルの交換や咽頭異物の除去にも胃カメラは役立

ちます。
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胃癌２８例の内訳です。切除率は８２％、切除した

２３例のうち９６％にあたる２２例が pStage�または
�で、平均観察期間７６．２ヶ月、全例が無再発生
存中です。
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胃潰瘍の既往があると胃癌になりやすいといわ

れますが、この方は胃潰瘍治癒後２年で進行胃

癌が診断されました。

除菌成功後の胃癌をこれまでに複数例経験して

います。
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病理診断と内視鏡診断に discrepancyがある時

は、しっかりとフォローするのが鉄則で、数か

月でこのように進行する例もあり、疑わしい症

例では検査閾値を下げる必要性をこれらの症例

は教えてくれます。
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超高齢で耐術性や ADLに制限がある患者さんで

は、切除可能病変であっても手術できないこと

があります。この患者さんは在宅化学療法の効

果が認められ、食欲と食事摂取量の改善が得ら

れました。
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ときには在院日数の関係で手術創がふさがらな

いまま退院してくることもあり、創の管理を診

療所で行ったり、術後補助化学療法による好中

球減少に対して、病院と連携して G−CSFを連

日投与したこともありました。

病診連携が機能すれば患者さんは遠方の病院に

通わずにすんで喜ばれますし、この症例は低分

化、８cm、ly２、v２、n２でしたが、術後補助

化学療法を施行し、術後１０年をクリアしました。
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食道癌の７例です。直近の２例は取扱い規約上

の治癒が得られ、スライドは pStage０の症例で

す。逆流性食道炎によるmucosaの肥厚で深達

度診断が難しかった症例で、術後の病理診断は

深達度m３でした。
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胃カメラを活用することで病診連携は深まりま

す。

ESD後の除菌は診療所で行うことが多く、消化

器以外のがんでも病診連携は地域住民から喜ば

れています。
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時間の関係で詳しく言及できませんが、在宅ター

ミナルケアと看取りにも力を入れており、在宅

死を希望した方の９３％がご自宅で亡くなられま

した。
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まとめです。
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重度低体温症患者が心室細動に陥った際の対処方法の検討

発 表 者 棟田 敦 （滋賀県：高島市民病院MEセンター）

共同研究者 石川 克彦、長濱 崇、福田 利憲、北川 浩也、渡辺 悠平、船木 克哉

プライマリケアでは胃カメラの需要が多く、日

頃かかりつけの診療所で行うことの意義は大き

いものと考えます。

安全安楽な検査に今後も努めて、地域住民の健

康を守りたいと考えております。
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ご清聴ありがとうございました。
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【病院概要】

内容に入る前に簡単に施設概要を述べさせて下

さい。

当院は、病床数２１０床、診療科１７科の中規模病院

で、滋賀県北西部に位置し、琵琶湖と比良山脈

に囲まれた自然豊かな地域にあります。
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