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第48回 京都医学会（WEB開催）
Live 配信	 令和４年９月 25日（日）９：30～
アーカイブ配信	 令和４年９月 26日（月）～ 10月 30日（日）
開催サイト	 https://kyotoigakukai.jp/

◆参加（視聴）について
　京都医学会ホームページから、開催サイトにアクセスし、参加登録を行ってください。
　参加登録には、「氏名」「所属医療機関」「年齢」「メールアドレス」の入力が必要です。

◆一般演題・初期研修医セッション
９月 25 日（日）９：30 〜　Live 配信。
９月 26 日以降はアーカイブ配信となります。

◆会長挨拶
京都府医師会　会長　　　松井　道宣

◆学術賞・学術研鑽賞　表彰

◆特別講演
「コロナ禍をふまえた地域医療構想」
講　師／産業医科大学　公衆衛生学　教授　　　松田　晋哉 氏
座　長／京都府医師会　副会長　　　　　　　　北川　　靖 
　日医生涯教育講座　CC：12．地域医療（１単位）　

９月 25 日（日）12：15 〜 13：15 に Live 配信。
９月 26 日以降はオンデマンド配信となります。

◆シンポジウム
「コロナ禍で医療提供体制はどう変わったか？」
　　　　総括者／京都府医師会　副会長　　　谷口　洋子 

　「コロナ禍で経験した病院における医療提供体制」
　　　　京都府病院協会　会長　　　　　　　　辰巳　哲也 氏
　「コロナ禍における在宅医療とその普遍的な価値とは」
　　　　たなか往診クリニック　院長　　　　　田中　　誠 氏
　「ホテル療養の現場から」
　　　　京都府医師会　理事　　　　　　　　　武田　貞子 　

ディスカッション
　日医生涯教育講座　CC：10．チーム医療（２単位）

９月 25 日（日）13：15 〜 15：30 に Live 配信。
９月 26 日以降はアーカイブ配信となります。
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登録したアドレスへ届くURL から

ご参加をお願いいたします。

京都医学会サイト	LIVE 配信ページ　−視聴までの流れ−

特別講演・シンポジウム
当日・事前参加　登録画面

②登録

①各項目入力
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12:15〜13:15

　特別講演　

３階　メイン会場

13:15〜15:30

　シンポジウム　

３階　メイン会場

２　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
階

A　会　場

一般演題

時 間 9:30 〜 9:51 〜 10:12 〜 10:26 〜 10:47 〜 11:01 〜

分 野 循環器系 消化器系 呼吸器系
内分泌・代謝系 内分泌・代謝系 腎・尿路系 腎・尿路系

演題№ １〜３ ４〜６ ７〜８ ９〜 11 12 〜 13 14 〜 17

座 長 白石裕一 福州　修 小澤　勝 西村俊一郎 塩津弥生 髙田　仁

B　会　場

一般演題

時 間 9:30 〜 9:44 〜 10:05 〜

分 野
産婦人科系

（周産期を含む）
その他

脳神経・精神系
運動器系 耳鼻咽喉科系

演題№ 18 〜 19 20 〜 25 26 〜 32

座 長 安彦　郁 木戸岡　実 安野博樹

C　会　場

一般演題
初期研修医セッション

時 間 9:30 〜 10:05 〜 10:40 〜 11:01 〜 11:15 〜

分 野 初期研修医セッション 在宅医療
その他

医療連携
血液系

医療連携
脳神経・精神系

演題№ 40 〜 44 45 〜 49 33 〜 35 36 〜 37 38 〜 39

座 長 小暮彰典 藤　信明 馬本郁男 小林　裕 平田　学

特別講演・シンポジウム
単位付与の為、視聴登録が必要となります。

左の枠をクリックして「氏名」「所属医療機関」「年
齢」「メールアドレス」を入力し、視聴登録をお
願いいたします。

登録後に送信される確認メールに記載されている
URLから参加してください。

一般演題・初期研修医セッション
会場の画像もしくはプログラム表をクリックして
参加してください。
直接 zoomが立ち上がります。

　参加される先生へのご案内　
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◆参加にあたって
◦講演、発表の動画およびスライド等の録画・録音、無断転用、転載は固く禁止します。

◦Live 配信でのご質問はＱ＆Ａ機能で受け付けます。  
その際、氏名 ･ 所属を明記してください。

◆アンケート回答にご協力をお願いいたします
　学会終了後に表示される案内からアンケート回答が可能となります。
　表示される案内もしくはチャットからアンケート回答にご協力をお願いいたします。
※以下の URL・QR コードからもアクセス可能でございます。
URL：https://onl.bz/63hRXS2 
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京都府医師会 学術・生涯教育委員会 委員一覧

◆単位
９月 25 日（日）の Live 配信（特別講演・シンポジウム）をご覧いただいた先生のみ、下記の単位を取
得していただけます。（事務局にて視聴記録を確認します）

・日医生涯教育講座　計３単位
特 別 講 演：　CC：12．地域医療（１単位）　
シンポジウム：　CC：10．チーム医療（２単位）

・日本臨床内科医会認定制度　５単位
なお、日本臨床内科医会単位をご希望の方は、９月 25 日（日）午後５時までに事務局（mail：
gakujyutu@kyoto.med.or.jp）にお申し出ください。

※一般演題 ･ 初期研修医セッションならびにアーカイブ配信は単位の付与はありません。

○西　村　俊一郎

　馬　本　郁　男

　小　澤　　　勝

　福　州　　　修

　藤　　　信　明

◎川　勝　秀　一

　伊　藤　陽　里

　小　畑　寛　純

　田　端　康　一

　髙　田　　　仁

　安　彦　　　郁

　中　村　　　葉

　安　野　博　樹

　古　川　泰　三

　有　本　太一郎

　土　田　英　人

　平　田　　　学

　藤　村　大　樹

〇小　暮　彰　典

　吉　岡　豊　一

　木戸岡　　　実

　白　石　裕　一

　塩　津　弥　生

　辻　川　明　孝

　福　井　道　明

　小　林　　　裕

　近　藤　泰　正

 〈順不同〉　

◎＝委員長　　○＝副委員長
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梅小路京都西

京都府医師会館までのアクセス

※タクシーでご来館の場合は、二条駅東ロータリー南の正面玄関よりお入りください。

※駐車場は休日急病診療所に来られる受診者を優先させていただいております。
　  ご来館には公共交通機関をご利用ください。なお、府医会館に駐車された場合、割引処理はできませんの

で、あらかじめご了承ください。
⃝ JR「二条」駅東ロータリー南隣
⃝地下鉄東西線「二条」駅より JR 連絡通路出口より JR「二条」駅東側出口経由南へすぐ
⃝阪急「大宮」駅より北西へ徒歩 12 分
⃝京福嵐山線「四条大宮」駅より北西へ徒歩 12 分

発表方法について
　発表者は、原則、府医会館にお越しください。
　やむを得ず、ご都合がつかない場合は会場以外の場所からも発表できます。

※当日は、会場（演者、関係者のみ）＋ Zoom を用いた WEB 配信のハイブリッド形式で開催します。
　翌日以降、10 月 30 日までアーカイブ配信いたします。

⃝発表時間５分間・質疑応答２分間（時間厳守のこと）。
⃝スライドは原則 10枚まで。タイトルスライドに COI 開示を記載し、最後のスライドは“まとめ”とす

ること。
⃝発表は全て、Windows 版の PowerPoint（バージョンは PowerPoint2007・2010・2013・2019）でお願

いいたします。
⃝上記以外の OS・PowerPoint を使用されている場合は事前に上記環境での動作確認を必ず行ってください。
⃝ PowerPoint に設定されている標準フォントをご使用ください。
⃝音声の出力は出来ませんので予めご了承ください。
⃝発表用データは、プログラム進行の関係上、あらかじめ府医でお預かりします。

後日、発表者にお知らせする一般演題発表データ　アップロード専用 URL にアクセスして９月 20 日（火）
の正午までに提出してください。

　発表者・関係者へのご案内　
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時 間 9:30 〜 9:51 〜 10:12 〜 10:26 〜 10:47 〜 11:01 〜

分 野 循環器系 消化器系
呼吸器系 

内分泌・代謝系
内分泌・代謝系 腎・尿路系① 腎・尿路系②

演題№ １〜３ ４〜６ ７〜８ ９〜 11 12 〜 13 14 〜 17

座 長 白石裕一 福州　修 小澤　勝 西村俊一郎 塩津弥生 髙田　仁

B　会　場

一般演題

時 間 9:30 〜 9:44 〜 10:26 〜

分 野
産婦人科系

（周産期を含む）
脳神経・精神系 

運動器系
耳鼻咽喉科系

演題№ 18 〜 19 20 〜 25 26 〜 32

座 長 安彦　郁 木戸岡　実 安野博樹

C　会　場

一般演題
初期研修医セッション

時 間 9:30 〜 10:05 〜 10:40 〜 11:01 〜 11:15 〜

分 野 初期研修医セッション
在宅医療 
その他

医療連携 
血液系

医療連携 
脳神経・精神系

演題№ 40 〜 44 45 〜 49 33 〜 35 36 〜 37 38 〜 39

座 長 小暮彰典 藤　信明 馬本郁男 小林　裕 平田　学

9:30 開始
▼
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プログラム
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12:15〜13:15　　特別講演　　
３階　メイン会場

コロナ禍をふまえた�
地域医療構想

産業医科大学医学部　公衆衛生学　教授
� 松田　晋哉 氏
座長　京都府医師会　副会長
� 北川　　靖 　

13:15〜15:30　　シンポジウム　　
３階　メイン会場

コロナ禍で医療提供体制
はどう変わったか？

総括者／�京都府医師会　副会長　
� 谷口　洋子 　

❖�コロナ禍で経験した病院に�
おける医療提供体制
京都府病院協会　会長
� 辰巳　哲也 氏

❖�コロナ禍における在宅医療と
その普遍的な価値とは
たなか往診クリニック　院長
� 田中　　誠 氏

❖�ホテル療養の現場から
京都府医師会　理事
� 武�田　貞子 　

閉
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▼
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A会場 B会場 C会場

控室

控室

メイン会場

総合受付

フロアー図

２階

３階
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　特 別 講 演　

　新型コロナウイルス感染症の流行は我が国の医療
介護サービス提供体制の課題を明らかにした。体系
的情報システム整備の遅れは、感染状況の迅速な把
握とその分析結果に基づく柔軟な施策対応の障害と
なった。関連部局ごとに、相互の連携なく構築され
たシステムは、現場の入力作業負荷を膨大なものに
してしまい、現場の本来業務の妨げとなった。また、
COCOA などのシステムの度重なる不備は国民の間
に、国の施策そのものへの不信感を高めた。
　第 6 波までの状況ではあるが、諸外国に比較して
感染者数がはるかに少ないにもかかわらず、東京や
大阪、札幌、沖縄では医療逼迫が生じる事態となっ
た。その理由としては、諸外国に比較して弱い小さ
いサージキャパシティ、プライマリケア部門での対
応力の弱さが指摘できる。この背景には我が国にお
いては医療機能の分化と連携体制の構築が遅れてい
ること、医療資源の配分のバランスの悪さがある。
その意味でも地域医療計画と地域医療構想の実効性
の向上が求められていると演者は考えている。仮に
計画的な整備が我が国の医療界から否定されるので
あれば、現在国内のいくつかの地域で進んでいる民

間病院の M&A を加速する方向性、言い方を変え
ればアメリカのような市場原理に基づく提供体制の
変革を容認せざるを得ないだろう。その理由は、フ
ランスのように医療計画に基づいて提供体制を変革
するにしても、アメリカのように市場原理に任せて
提供体制を変革するにしても、その最終的な到達形
は施設の機能分化とその連携をベースとしたネット
ワーク化だからである。ネットワーク化された提供
体制は医療資源の配置の面でも、地域の需要に応え
るという面でも、そして経営面でも合理的である。
　今回の新型コロナウイルス感染症流行における我
が国の医療界の対応は、国民の健康危機発生時にお
ける医療提供体制への不安感を高めることになり、
政治上の大きな論点となっている。そのため、新型
コロナウイルス感染症の流行を契機として、我が国
の医療介護サービス提供体制は、より信頼できるシ
ステムへの転換を求められている。また、これに関
連してそうした信頼できる仕組みを構築するための
病院医療に対する適切な経済的評価についても議論
を行うべきであると考える。

松田晋哉先生　ご略歴 �
昭和60年　　　産業医科大学医学部卒業
平成４年　　　フランス国立公衆衛生学校卒業
平成５年　　　京都大学博士号（医学）取得
平成11年３月　産業医科大学医学部公衆衛生学教授
専門領域　保健医療システム論

所属学会
日本公衆衛生学会、日本産業衛生学会、日本衛生学会、日本
医療・病院管理学会
受賞歴
平成30年　第70回保健文化賞受賞

産業医科大学医学部公衆衛生学　教授

� 松田　晋哉

コロナ禍をふまえた地域医療構想
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　シンポジウム　

❖�コロナ禍で経験した病院における医療提供体制
京都府病院協会　会長� 辰巳　哲也 氏

❖�コロナ禍における在宅医療と� �
その普遍的な価値とは

たなか往診クリニック　院長� 田中　　誠 氏

❖�ホテル療養の現場から
京都府医師会　理事� 武�田　貞子 　

コロナ禍で医療提供体制はどう変わったか？

総括者／�京都府医師会　副会長

� 谷口　洋子

谷口洋子先生　ご略歴 �
昭和63年３月　京都府立医科大学　卒業
昭和63年５月　京都府立医科大学　第二内科　研修医
平成２年４月　京都第二赤十字病院　内科　医員
平成４年４月　京都府立医科大学　第二内科　修練医
平成６年４月　国立八日市病院　内科　医員

平成７年８月　谷口医院　院長
平成９年４月　京都府立医科大学　医学博士
平成15年４月　伏見医師会　理事
平成24年４月　京都府医師会　理事
令和２年６月　日本医師会代議員
令和３年６月　京都府医師会　副会長
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❖コロナ禍で経験した病院における医療提供体制

� 京都府病院協会　会長　

� 辰巳　哲也

　2019 年 12 月以降、中国武漢市から広がった新型
コロナウイルス感染症は全世界で感染が拡大し、日
本でも第１例目の感染者の発生から２年以上が経過
し、2022 年７月末での感染者数は 1,279 万人、死亡
者数 32,000 人となった。
　新型コロナウイルスは変異を繰り返すことで、感
染拡大を生じさせながら社会生活・社会経済ととも
に医療提供体制に深刻な打撃を与えてきた。各波の
特徴により医療体制に与えた影響は違うが、第６波
に引き続く第７波ではオミクロン株 BA.5 系統を中
心とする感染が急速に拡大し、介護・福祉施設、学
校、医療機関などに集団感染が生じ、若年層から高
齢者・小児まで感染者が急増し続けている。
　強い感染力をもつ変異株により感染者が増えれ
ば、発熱外来を中心に医療機関や介護・福祉施設への
負荷が急速に高まる。さらに感染拡大が続くと出勤
できない医療従事者が増加することで医療の逼迫が
生じ、地域差はあるが救急搬送困難事案も増加する。
　これまでのコロナ禍を経験し、新興感染症への備
えが脆弱であった日本の医療提供体制の主な課題が
下記のようにみえてきた。
１）新興感染症への迅速な検査体制の確立
２）感染症対応病床の確保体制（中等症・重症患者

への病床確保）
３）中和抗体治療薬・新規内服薬の潤沢な供給と投

与体制
４）ワクチンの早急な接種促進と長期副反応への診

療体制
５）新興感染症以外の救急診療体制の維持（通常の

救急診療が逼迫した際の受入れ体制）

６）病院機能が低下した際における医療提供体制の
連携システム

７）介護・福祉施設への感染対策指導（健康弱者へ
の医療支援）

８）自宅・宿泊施設療養者へのきめ細かな対応と診
療体制

　これらの教訓を活かして、次なるパンデミックを
想定した対策の構築やコロナ禍で経験した様々な課
題を地域医療構想・第８次医療計画に活かす議論が
展開されることを切に期待する。京都府病院協会が
会員病院に実施した 2020 年度経営アンケート調査

（回答率 90.4%）からは、ほとんどの病院で医業収
支が赤字となり、それを補助金で補填されることで、
医療の公共性が保たれた感がある。一方で、京都府
全体でみると外来患者数・入院患者数・病床稼働率・
救急患者数が年間を通じて大きく減少し、各種検査
や手術件数も減少し、コロナ禍において通常診療が
大きく抑制されたことがわかる。このシンポジウム
では筆者の施設が第二種感染症指定病院としていか
に新興感染症に対応してきたか、院内感染の経験も
含めて病院勤務医としての視点でお話をしたい。
　With/After コロナ時代・少子超高齢時代におけ
る医療については、疾病構造の変化と変容する社会
の価値観やニューノーマルを見極める必要がある。
新興感染症や災害という非常時に適切な医療を提供
するためには、平時から地域医療を担う各々の病院
が設立母体を超えた連携・協力体制を構築する必要
があり、医師会・診療所の先生方とも協力体制を深
める議論をしたいと考える。

辰巳哲也先生　ご略歴 �
昭和58年３月　京都府立医科大学卒業
昭和58年５月　京都府立医科大学附属病院研修医
昭和60年４月　公立南丹病院内科勤務
平成２年９月　カナダオタワ大学医学部生理学教室留学
平成３年３月　京都府立医科大学大学院卒業
平成４年11月　国立青野原病院内科勤務
平成５年４月　京都府立医科大学助手
平成11年３月　京都府立医科大学学内講師
平成16年６月　京都府立医科大学講師
平成19年３月　京都府立医科大学助教授

平成19年４月　公立南丹病院副院長兼循環器内科部長
平成26年５月　公立南丹病院病院長
　　　　　　　（現京都中部総合医療センター）
平成26年５月　京都府病院協会理事
令和２年６月　京都府病院協会会長
　　　　　　　全国自治体病院協議会常務理事
学会の認定医、専門医、指導医等
医学博士、京都府立医科大学臨床教授、日本内科学会認定医・
指導医、日本循環器学会専門医・FJCS、日本心血管インターベ
ンション治療学会名誉専門医、日本循環器学会近畿支部評議委
員、日本高血圧学会専門医・指導医、日本医師会認定産業医
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田中　誠先生　ご略歴 �
昭和60年３月　京都大学医学部卒業
昭和60年　　　 京都大学医学部付属病院内科、兵庫県立尼崎

病院内科研修医
昭和62年〜平成２年
　　　　　　　社会保険小倉記念病院循環器科医員
平成６年３月　 京都大学大学院医学研究科加齢医学講座修了、  

医学博士取得
平成７年　　　 米国ミシガン大学、ハーバード大学留学
平成11年　　　 滋賀県立成人病センター老年神経科医長
平成12年　　　 京都大学大学院医学研究科加齢医学講座助手
平成15年　　　 京都大学医学部附属病院  

地域ネットワーク医療部助教授

平成19年　　　仙台往診クリニック医師
平成21年１月　たなか往診クリニック院長　
平成25年３月　 医療法人理智会たなか往診クリニック理事長・

院長
資格
日本内科学会　　　　　総合内科専門医
日本老年医学会　　　　老年科専門医・指導医
日本循環器学会　　　　循環器専門医
日本在宅医療連合学会　在宅医療専門医・指導医

日本老年医学会代議員

　この 20 年間国や厚労省は在宅医療の充実をかか
げさまざまな施策を行ってきた。その結果とくに都
市部においては在宅支援診療所や訪問看護ステー
ションなど在宅療養医療資源が増加し量的には充足
されつつある。今後いかに質の向上をはかるかが重
要な課題であるが、そのような時期に今般の新型コ
ロナ感染症のパンデミックが起こった。本シンポジ
ウムではコロナ禍において通常の在宅医療はどのよ
うに受け入れられ、その質を維持することは可能で
あったか、さらに在宅医療が提供する普遍的な価値
について論じてみたい。
　パンデミック当初は人と人との接触を避けるとい
う観点から在宅医療は敬遠されるのではないかとい
う懸念があったが、実際には病院での面会制限のた
め早期に退院して在宅での療養を希望する人が増え
在宅医療の需要はコロナ禍前よりむしろ増大した。
急性期病院や緩和ケア病床から予後が短いケースの
退院が増えたのも特徴であった。自院や連携事業所
のスタッフの疲弊が心配されたがコロナ禍における
在宅医療の社会への貢献と考え受け入れを継続し
た。
　では、コロナ禍における在宅医療の質はどうで
あったか。在宅医療の意義は病気や障害をかかえな

がらも自分の意向が尊重された生活の質が高い生活
を送れるというところに集約されるであろう。その
ためには本人・家族の思いを理解することが重要で
あり生活機能を評価して生活を支えることが大事で
ある。多職種による情報共有や ACP、ナラティブ
なアプローチ、ICF の理念に基づいた生活支援、家
族ケアなどいずれも従来は患者・家族と関係者が密
接な信頼関係を築いて行われてきたが、このような
アプローチが接触をさけるコロナ禍においても継続
できるか試行錯誤を繰り返してきた。
　今まで在院日数の短縮や看取りの増加など病院機
能を補完する目的で在宅医療の拡充が進められてき
た。しかし、コロナ禍において、在宅医療によって
どんな重い病気や障害があっても住み慣れた家で生
活を送ることが出来るということは何物にも代えが
たい価値であるということがあらためて示されたよ
うに思う。もちろん在宅医療は病院医療のバック
アップなしには成立しえないということも事実であ
る。したがって在宅医療の生活を支える医療と病院
医療の救命・高度医療というお互いの長所を活かし
た相互補完的な関係づくりが今後も重要であると考
えている。

❖コロナ禍における在宅医療とその普遍的な価値とは

医療法人理智会たなか往診クリニック
理事長・院長

� 田中　　誠
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❖ホテル療養の現場から

� 京都府医師会　理事　

� 武田　貞子

　新型コロナウイルス感染（以下 COVID-19）第１波
の渦中、2020 年４月 15 日に京都府初の COVID-19
陽性者宿泊療養施設が開所した。国の補助を受け、
京都府がホテルを一括借り上げする形で運営は京都
府、そこに京都府医師会、京都府看護協会、京都私
立病院協会の協力により医師・看護師の派遣が実現
した。感染者数の増加に伴い次々とホテルが追加さ
れ、現在 1126 床まで増床されている。この数字か
ら人口 10 万人あたりの総確保室数を算出すると 47
都道府県中 16 番目に多くなり、2022 年６月 30 日
現在、京都府における宿泊療養施設利用者総数は
１万５千人を超えた（15455 人）。
　宿泊療養施設には看護師が 24 時間常駐し、入所
者の健康観察を行う。出務する医師は、京都市急病
診療所の巡回診療としてレッドゾーンへ立ち入るこ
となく、タブレットを用いて有症状者に診療を行う
ほか、症状軽快者の退所日判定などを行う。開所当
時の入所者選定基準は原則、基礎疾患のない 65 歳
以下の感染者で医師が入院の必要がないと判断した
ものに限られ、京都府においては初期から入院医療
コントロールセンターが十分に機能を発揮し、感染
者の療養先について適切なトリアージが行われてい
た。しかし第３波以降は COVID-19 患者受け入れ
病院における病床逼迫のため宿泊療養施設に中等症
以上の入所者が増加し、また中・高年層や基礎疾患
のある入所者が増えるに伴い、入所中の症状悪化が
問題となった。病床に空きがないため翌日、翌々日
まで宿泊施設での経過観察を余儀なくされる例を多

数経験し、急変時の対応や入院までの患者管理が重
大な懸念事項となった。これらの経験から第４波で
はハイリスク者が入所するホテルヴィスキオで酸素
投与体制がとられ、夜間は府立医大などから当直医
が派遣された。また、陽性者外来での血液検査や胸
部 CT 検査等も可能となった。残念ながら第４波に
おいては１名の CPA 搬送が発生し、看護体制も含
め宿泊療養施設での患者管理の難しさが浮き彫りと
なった。実際、第３、第４、第５波では宿泊療養施
設に医療逼迫時の一時待機所的な役割が強く求めら
れ、この時期は多くの有症状入所者を抱え、出務医
師が２時間、３時間と診療に時間を費やすことと
なったが、京都内科医会、市内地区医師会を中心と
した多数の会員の尽力により京都府における病床逼
迫時の医療提供体制の一翼を担ったと考える。出務
医師数は 2022 年６月 30 日現在で 130 人、のべ人数
にすると２千人を超えている（2124 人）。第６波で
は、第５波と比較にならないほどの感染拡大を経験
したが、ウイルスの弱毒化、治療薬の登場、そして
医師会を中心としたワクチン接種が加速した結果、
入所者の転院率は大幅に減少している。
　宿泊療養施設は、波ごとに求められる役割が変化
してきたが、医師会会員の協力により、入院と自宅
療養の間に位置する施設として、多くの患者にとっ
て拠りどころとなった。
　本シンポジウムでは第１波から現在にいたる宿泊
療養施設の状況を報告する。

武田貞子先生　ご略歴 �
平成２年　川崎医科大学卒業
同年　　　久留米大学第二内科（現 消化器内科）入局
平成３年　康生会武田病院消化器内科勤務

平成12年　医仁会 老人保健施設 白寿　所長
平成23年　康生会クリニック　所長
平成27年　京都府医師会理事
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一般演題 座長一覧

�Ａ会場�

  1 ～  3	 循環器系	 白石　裕一（京都府立医科大学附属病院）

 4 ～  6	 消化器系	 福州　　修（衣笠医院）

 7 ～  8	 呼吸器系、内分泌・代謝系	 小澤　　勝（小沢医院）

 9 ～11	 内分泌・代謝系	 西村俊一郎（西村医院）

12～13	 腎・尿路系①	 塩津　弥生（京都第二赤十字病院）

14～17	 腎・尿路系②	 髙田　　仁（腎臓・泌尿器科髙田クリニック）

�Ｂ会場�

18～19	 産婦人科系	 安彦　　郁（京都医療センター）

20～25	 脳神経・精神系、運動器系	 木戸岡　実（宇治徳洲会病院）

26～32	 耳鼻咽喉科系	 安野　博樹（耳鼻咽喉科安野医院）

�Ｃ会場�

40～44	 初期研修医セッション①	 小暮　彰典（京都市立病院）

45～49	 初期研修医セッション②	 藤　　信明（京都済生会病院）

33～35	 在宅医療、その他	 馬本　郁男（馬本医院）

36～37	 医療連携、血液系	 小林　　裕（京都第二赤十字病院）

38～39	 医療連携、脳神経・精神系	 平田　　学（京都第二赤十字病院）
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A
会
場�

局所進行膵体部癌に対しての腹腔鏡
下腹腔動脈合併尾側膵切除の意義

○大塚　一雄、倉橋　光輝、平田　耕司
出口　靖記、水本　雅己、加藤　仁司
財間　正純（医仁会武田総合病院）

　当院では、膵体尾部癌に対し、開腹手術で
提 唱 さ れ て い る RAMPS（radical antegrade 
modular pancreatosplenectomy） を 取 り 入 れ
た、リンパ節郭清を伴う腹腔鏡下膵体尾部切
除術（LDP）を行っている。腹腔鏡下手術で
は、動作性の制約があり、近年では様々な工
夫、アプローチの報告が散見される。解剖学
的に腹腔動脈神経叢浸潤や後腹膜浸潤を呈す
る局所進行膵体尾部癌に対しては、腹腔動脈
を合併切除することで切除断端からの距離を
確保し、完全な外科的切除（R0 切除）を可
能とする術式として腹腔動脈合併尾側膵切除
術（Distal pancreatectomy with en bloc celiac 
axis resection：以下 DP-CAR）が選択される。
当院では腹腔鏡下で DP-CAR を行い、重症な
膵液漏や胃排出遅延などの大きな合併症なく、
R0 切除し得、術後８日目に退院した。当院で
の LDP 症例での成績、工夫を含め、文献的に
考察し、報告する。

（伏見医師会）

４急性心筋梗塞との鑑別を要した限
局性心筋炎の１例

○入江　大介、細川　　敦、五十殿弘二
佐々木良雄、大屋　秀文、北村　亮治
土井　哲也（医仁会武田総合病院）

　症例は 71 歳男性、前日より倦怠感を自覚し
ていたが、38 度の発熱、体動困難を来たした
ため救急要請し当院搬入となった。来院時血
圧 150 ／ 118mmHg、心拍数 99 ／分、SpO2：
99％（室内気）、体温 38.6℃であった。12 誘導
心電図ではＩ、aVL 誘導で ST 上昇、経胸壁心
エコーで左室基部前側壁に壁運動低下を認め、
採血検査では高感度トロポニンＩ：8289pg/
mL と心筋逸脱酵素の上昇を認めた。ST 上昇
型急性心筋梗塞の疑いにて緊急冠動脈造影を施
行したが、明らかな冠動脈閉塞や有意狭窄を認
めず、左心室造影では seg1 に壁運動低下を認
めた。心臓造影 MRI では左室基部前壁に限局
した全層性の遅延造影を認め、臨床所見や冠動
脈支配領域に一致しない心筋障害より限局性心
筋炎が疑われた。急性心筋梗塞との鑑別を要し
た限局性心筋炎の１例を経験したため報告す
る。

（伏見医師会）

３

当院での経皮的リード抜去術にお
ける成功率や合併症リスクの検討

○服部　哲久、山﨑　敬史、朴　　美仙
垣田　　謙（康生会武田病院）

　心臓植え込み型デバイスの発展や普及に伴
い、デバイス治療を受ける患者数は増加してい
る。一方、リード断線やデバイス感染例など経
皮的リード抜去術を必要とする症例も増加して
いる。そこで、当院にて施行した経皮的リード
抜去術症例において、成功率や安全性を検討し
た。2019 年 12 月から 2022 年６月の期間に 28
例でリード抜去術を施行した。平均年齢は 68.3
歳であった。抜去したリードの総数は 59 本で
あり、ペーシングリードは 51 本で、ショック
リードは８本であった。平均リード植え込み年
数は 10.4 年であり、完全抜去できたリードは
55 本（93.2％）であった。合併症は、１例（3.6%）
で術後に心タンポナーデを認めたが、その他重
篤な合併症を認めなかった。経皮的リード抜去
術は、成功率が高く、重篤な合併症のリスクが
特に高い手技ではないと考えられた。

（下京西部医師会）

２粘液腫様の左内腫瘤を形成した転
移性心臓腫瘍の 1 例

○山崎　真也（洛和会音羽病院）
栗本　律子（同 心臓内科）
土肥　正浩（同 心臓外科）
横井　宏和（同 心臓内科）

　症例は 60 歳時に乳癌手術を受けその後ホル
モン療法を受けている 71 歳女性。数日前から
の急速進行する両臀部、右鼠径部痛、下肢筋力
低下を主訴に前医受診、MRI で腰椎 L １/ ２
に腫瘤を認めた。心エコー図検査にて左房内腫
瘤を認め、前医での治療は困難と判断され当院
紹介。エコーでは有茎性の表面平滑な左房内腫
瘤（23mm × 37mm）を認め、左肺静脈から左
房内に進展しているように観察され、拡張期に
は僧帽弁輪を越え左室内に嵌入していた。CT
では左上葉 S １+ ２に４cm 大の造影効果を有
する充実性腫瘍があり、左上肺静脈から左房内
に連続する腫瘤像を認めた。腰椎脊髄腫瘍摘出
術（L １/ ２硬膜内髄外）先行し３週間後に左
房内腫瘍摘出術を施行した。組織学的には乳癌
心転移として矛盾ない所見であった。転移性肺
癌の肺静脈浸潤から粘液腫様の腫瘤を形成した
比較的稀な症例と考え報告する。

（山科医師会）

１

　一 般 演 題　　Ａ 会 場　
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改訂ガイドラインに基づき診断し
た原発性アルドステロン症の１例

○成瀬　光栄、中前恵一郎
（医仁会武田総合病院 内分泌センター）
川上　光一（同 放射線科）
寒野　　徹（同 泌尿器科）

　原発性アルドステロン症（PA）は標的臓器
障害が多いことから、適切な診断と特異的治療
が必須である。この度、学会ガイドラインが改
訂され、スクリーング、機能検査の判定基準が
変更された。我々は最近、改訂ガイドラインに
基づき診断した PA を経験したので報告する。
患者は 42 歳男性、５年来の高血圧精査のため
受診。低 K 血症（2.4mEq/L）、PAC 213.1pg/
ml（新基準：>60pg/ml）、レニン活性 <0.2ng/
ml/h、アルドステロン・レニン活性比 1065（新
基準：>200）にてスクリーニング陽性、機能
検査であるカプトプリル試験、生食負荷試験陽
性にて診断確定。画像診断にて左副腎腺腫によ
る PA と診断、今後、手術を予定している。高
血圧患者では改訂ガイドラインに準拠して適切
な診断が重要である。

（伏見医師会）

８包括的呼吸リハを行う中で、HOT
の酸素流量を減量できた３症例

○宮﨑　博子（京都桂病院）
吉田　博徳
（同 呼吸器センター呼吸器内科）

【はじめに】一般に、疾患の進行とともに HOT
の酸素流量は増加する。包括的呼吸リハを行う
中で、酸素流量を減量できた３症例について報
告する。

【症例１】74 歳男性、独居。慢性緑膿菌肺感染
症合併の COPD Ⅲ期。６年間で、％ FEV1 が
47.5 → 37.3％に低下したが、最大運動負荷量を
60 → 78Watt に拡大でき、終日２Ｌを、安静持・
睡眠時：１Ｌ、労作時・リハ運動療法時：1.5
Ｌに減量できた。

【症例２】78歳女性。肺結核の胸郭形成術後。２年
間で、%FVC/%EFV1：50.8/31.1 → 70.3%/51.1％
となり、終日２Ｌを、安静持・睡眠時・リハ運動療法時：
１Ｌ、労作時：1.5Ｌに減量できた。
【症例３】74 歳女性。IP、肺癌の術後。呼吸と
同調するADL動作を習得し、終日２Ｌを、階段・
入浴以外は酸素投与を中止できた。

【まとめ】投与酸素量減量の機序は疾患により
異なるが、いずれも包括的呼吸リハの継続が重
要であった。 （西京医師会）

７

開業医として追及可能な「診療」
について　－感染性腸炎 30 例、
虚血性大腸炎 85 例を中心としてー

○関　　　浩（医療法人関医院）
　急性発症の強い腹痛、その後の血性下痢を訴
え当院受診し、大腸内視鏡（以下 CF）を行っ
た感染性（食中毒）腸炎（以下感染性）、虚血
性大腸炎（虚血性）について検討した。
　ほぼ全例 total CF を、全例に便培養、生検、
一部に注腸造影を加えた。
　下行結腸を病変部に含む場合感染性 22/30 例

（75%）、虚血性 79/85 例（95%）だった。
　左側腹部・下腹部を中心とした激しい痛み（長
時間トイレから出られない、あぶら汗をかくほ
ど、腸が破れるのではなどの訴え）、そののち
続く血性下痢で救急外来を訪れた場合、画像診
断で左側腸管の壁肥厚、炎症像が確認されれば
虚血性大腸炎と判断されることも多いのではな
いか。多数の CF 待機患者を抱える病院で、短
期間の間で CF を行えず、退院後日数が経った
場合、内視鏡病変は大部分消失しているか、軽
度の発赤を残す程度になっていることも少なく
ない。感染性、虚血性いずれも早期に診断がつ
き、壊死性病変がなければまず入院は回避でき
る。その意味で開業医として対処可能な疾患と
言えよう。 （宇治久世医師会）

６大腸癌と鑑別が困難であった大腸
サルコイドーシスの１例

○大江正士郎（康生会武田病院）
岡田はるか、堀口　雅史、古元　克好
猪飼伊和夫（同 外科）
碓井　文隆（同 消化器内科）
今井　俊介（同 病理診断科）

【はじめに】サルコイドーシスは全身に類上皮
性肉下腫を形成する疾患である。

【症例】85 歳女性。血便を主訴に受診し、大腸
内視鏡では S 状結腸は全周性に狭窄し通過は
困難であったが、腫瘍性病変は確認できず生検
は実施されなかった。CT では S 状結腸の壁肥
厚と憩室および左内外腸骨分岐部のリンパ節腫
大、PET では S 状結腸に限局性集積を指摘さ
れた。以上により、S 状結腸癌または憩室炎に
よる狭窄の診断で腹腔鏡下 S 状結腸切除術を
施行した。病理検査では、筋層に巨細胞を多く
伴う類上皮肉芽組織の包巣が見られたが、中心
性壊死はなかった。術後に実施した INF-γ遊走
試験、喀痰の核酸増幅検査、抗酸菌培養が陰性
で、サルコイドーシスと診断した。

【結語】画像診断では大腸癌と鑑別が困難で
あった大腸サルコイドーシスの１例を経験し
た。 （下京西部医師会）

５
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当院における糖尿病透析予防教育
の効果

○河合裕美子（京都保健会京都民医連中央病院）
木下　千春、松田　航一、竹内　啓子
（同 腎臓内科）
川島　淳子（京都民医連太子道診療所糖尿病内科）

【はじめに】糖尿病透析予防指導管理料は 2012
年４月より導入され、当院では 2012 年 12 月よ
り独自のプログラムを用い、原則１年間かけて
教育を行っている。

【目的】当院における糖尿病透析予防教育の効
果を検証する。

【対象】2012 年 12 月〜 2022 年６月までに教育
を終了した患者 67 名。

【方法】「教育前から開始まで」と「教育開
始 か ら 終 了 ま で 」 の eGFR 低 下 速 度（mL/
min/1.73m2/ 年）を算出し比較した。教育によ
り eGFR 低下速度が増大した例には蛋白尿量
や塩分摂取量を評価した。

【結果】「教育前から開始まで」の eGFR 低下
速度は－13.4±16.7mL/min/1.73m2/ 年に対し

「教育開始から終了まで」は－3.8±6.6mL/min/
1.73m2/ 年と有意に抑制された（Ｐ <0.001）。
低下速度増大例は 14 例で、うち８例は塩分摂
取が減量され、20％以上の蛋白尿減少を認めた。

【考察】当教育は腎機能低下速度を有意に抑制
し効果があると考える。 （右京医師会）

12高齢者の低 Na 血症の診断に難渋
した１例

○小間　淳平（京都市立病院）
濱澤　悠佑、木村　智紀、安威　徹也
小暮　彰典（同 糖尿病代謝内科）

　施設入所中で見当識低下のため救急受診とな
り、Na 122mEq/L と低 Na 血症で入院となっ
た。低張性低 Na 血症として生理食塩水による
塩化ナトリウムの補充を行うも、反応性に乏し
かった。第３病日 SIADH を疑い、水分制限や
塩分補充を行った。第７病日治療に抵抗性を示
しており、MRHE の可能性を疑いフルドロコ
ルチゾン酢酸エステル 0.01mg を処方したとこ
ろ、第 10 病日に改善を認め、その後漸減とし
0.025mg を維持量とし継続治療の方針とした。
本症例は低張性細胞外液正常型の低 Na 血症の
症例であった。臨床所見から SIADH の確定診
断例になるものの、原因疾患を認めず治療に抵
抗性があり、本疾患の可能性を疑うに至った。
MRHE は加齢に伴う疾患であり、SIADH と診
断されている中に本疾患が混在している可能性
があり、治療に難渋する症例では本疾患も念頭
に入れて診療する必要がある。

（中京西部医師会）

11

大血管症の急性発生における血糖
コントロールと背景リスクの検討

○米田　紘子（康生会武田病院）
谷川　隆久、伊藤　直子、武田　　純
（同 内分泌糖尿病内科）

【目的】糖尿病大血管症について、血糖コント
ロールや代謝異常と急性イベントとの関連を検
討した。

【対象】過去５年間に緊急入院した脳梗塞 1,136
名と心筋梗塞 290 名

【方法】HbA1c 値で９群に分け、年齢、性別、
肥満、脂質異常、高血圧との関連を検討した。

【結果】脳梗塞では良好群 HbA1c 4.6 〜 6.2%
で発症が最も多く、全体の 65％を占めた。男
性に多く年齢とは関連を認めなかった。心筋
梗塞も同様の傾向であり、HbA1c が低いにも
かかわらず、発症者は多かった。良好群では
79% が非肥満であったが、脂質異常や高血圧
を 66% に認めた。

【考察】軽症の耐糖能異常でも急性リスクは高
く、脂質異常や高血圧の関与が大きいが、一時
的血糖変動が引き金に血栓形成するリスク等も
考えられた。

【結論】メタボ検診のみならず、軽症糖尿病も
大血管症急性発症のリスクとなりうることの啓
蒙が必要であり、積極的介入が必要である。

（下京西部医師会）

10外出による昼・夕２回のインスリン
皮下注未施行で正常血糖糖尿病性
ケトアシドーシスに至った SGLT2
阻害薬内服 1 型糖尿病症例

○長嶋　一昭（京都桂病院）
服部　武志、山野　　言、内藤　　玲
朴　　貴典（同 糖尿病・内分泌・生活習
慣病センター糖尿病・内分泌内科）

　食事療法不徹底、血糖変動著明な橋本病
合併１型糖尿病の 53 歳女性。強化インスリ
ン療法、SGLT2 阻害薬内服併用するも直近
HbA1c8.6%。救急搬送当日朝は炭水化物摂取少
量・通常量のインスリン皮下注、昼・夕は友人
とのショッピングのためインスリン皮下注未施
行。15 時頃から頻尿自覚、夕方から悪心・嘔
吐あり救急搬送。随時血糖値 207mg/dL、血中
ケトン体 8148μmol/L、血清浸透圧 307mOsm/
kg、 動 脈 血 液 ガ ス pH7.225, BE-14.1mmol/L、
AnGap23.5mmol/L、SGLT2 阻害薬内服中であ
り正常血糖糖尿病性ケトアシドーシスと診断
し、ブドウ糖含有補液＋インスリン持続静注開
始し翌日には症状改善・食事再開となる。今回、
血糖不良状態下、炭水化物摂取少量、昼・夕の
インスリン中断、嘔吐等により SGLT2 阻害薬
内服下わずか２回のインスリン中断で正常血糖
糖尿病性ケトアシドーシスを発症した症例を経
験した。インスリン注射中断リスク啓蒙の重要
性を再確認した症例であった。 （西京医師会）

９
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上部尿路腫瘍に対する後腹膜鏡下
腎尿管全摘除術後の非定型再発の
検討

○寒野　　徹（医仁会武田総合病院）
小寺沢成紀、宗宮　伸弥、灰谷　崇夫
東　　義人、山田　　仁（同 泌尿器科）

　上部尿路上皮腫瘍に対する腹腔鏡下根治的腎
尿管全摘除術（LRNU）後の再発パターンおよ
び後腹膜播種やポート部位再発のような非定型
再発を検討した。３施設で実施した 283 例の後
腹膜アプローチ LRNU を本後ろ向き研究の対
象とした。再発部位は非定型再発（後腹膜播
種やポート部再発）、遠位、局所と膀胱内に分
類した。５年無再発 , 癌特異的 , 全生存率はそ
れぞれ 66.1%、72.6%、59.6% であった。再発部
位は 51 人（18%）、36 人（13%）、14 人（５%）
と 94 人（33%）の患者で遠位、局所、非定型、
膀胱内再発を認めた。病理学的進行と手術術時
間の延長が局所および非定型的再発の有意な因
子であった。LRNU 後の非定型再発予防のた
めに慎重な患者選択が重要であり、かつ長時間
手術を避けるべきである。

（伏見医師会）

16骨盤内手術後の骨盤再建における
大網フラップの有用性

○宗宮　伸弥、小寺澤成紀、灰谷　崇夫
東　　義人、山田　　仁、寒野　　徹
大塚　一雄、出口　靖記、財間　正純
（医仁会武田総合病院）

　前立腺浸潤を伴う直腸がんには骨盤内臓全摘
が行われることが多く死腔への腸管の落ち込み
や膿瘍形成が起こりうる。また、膀胱を温存し
直腸と前立腺を切除した場合は、術後の吻合部
リークや尿禁制も問題となる。それぞれの症例
に対して骨盤再建として大網フラップを用いた
ため報告する。
　症例１は 60 代男性。Rb 直腸癌前立腺浸潤に
対して術前化学放射線療法後、腹腔鏡下直腸切
断術、前立腺摘除術を行い、大網フラップを膀
胱前立腺吻合部の背面に充填させた。術後 15
日目にバルン抜去した直後は全尿失禁だった
が、術後２か月で pad free にまで改善した。
　症例２は 70 代男性。前立腺全摘後局所再発
直腸浸潤による出血をきたしたため、腹腔鏡下
骨盤内臓全摘術を行った。今回はその大網フ
ラップによる骨盤再建に関して文献的考察を踏
まえて報告する。

（伏見医師会）

15

超高齢者（≧ 80 歳）での TUL
の安全性・有効性の検討

○小寺澤成紀、宗宮　伸弥、灰谷　崇夫
寒野　　徹、東　　義人、山田　　仁
（医仁会武田総合病院）

【目的、方法】当院で TUL を受けた 80 歳以上
の患者（高齢者群）と 80 歳未満の患者（若年
者群）を後方視的に検討し、高齢者における
TUL の安全性、有効性を比較した。

【結果】対象は高齢者群 166 名、若年者群 1041
名の 1207 名。高齢者群では女性の割合が高く、
PS、ASA スコアの高値の割合が高かった。ま
た糖尿病の割合が高かった。結石の大きさや部
位には両群間に差は認めなかった。合併症の割
合は高齢者群が有意に高かったが（20.5％ vs 
11.2％）、多変量解析では年齢（≧ 80 歳）はリ
スク因子ではなかった。合併症のリスク因子は
性別、糖尿病、長時間の手術や ASA スコア（≧
３）であった。Stone Free Rate に関して高齢
者群は若年者群と比べて同等以上の成績であっ
た（80.1％ vs 70.6％）。

【考察】80 歳以上の高齢者においても、適応を
見極めることにより TUL は安全かつ有効に施
行可能であると思われる。

（伏見医師会）

14旧動静脈吻合部瘤内の血栓が原因
で末梢動脈閉塞を来した透析患者
の１例

○細川　典久、安積　尚杜、渡辺　寛人
原　　真里、岩谷　裕史、日比　　新
笠原　優人（洛和会音羽病院）

　維持透析患者にて VA 閉塞はしばしば認め
られる。治療法に対しては新たな VA 再建が
あるが、旧 VA の静脈内血栓及び動脈内血栓
に対しては基本的に症状が無ければ、放置して
いる。今回旧動静脈吻合部瘤内の血栓により末
梢動脈の急性閉塞を来した１症例を経験したの
で報告する。症例は 68 歳男性で、もともと左
肘部の AVF であったが、閉塞により右前腕に
AVF を再建した。17 か月経過後血圧測定時に
突然左上肢の冷感、疼痛を認めた。超音波検査
で末梢動脈閉塞を認めたため、当院紹介となっ
た。緊急で血栓除去術を施行した。旧動静脈吻
合部瘤内の血栓が原因で末梢動脈閉塞を来した
１症例を経験した。

（山科医師会）
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経尿道的尿路結石除去術後に腎仮
性動脈瘤、腎被膜下血腫を生じた
１例

○長濱　寛二（洛和会音羽病院）
中川　博通（京都大学）
今井　一登、伊藤　将彰、赤尾　利弥
（洛和会音羽病院）

　近年結石治療用デバイスの進歩により上部尿
路結石に対する f-TUL（fl exible transurethral 
lithotripsy）は良好な治療成績が報告され、合
併症は少なく、適応が拡大している。今回我々
は TUL 後に腎被膜下血腫、さらには腎仮性動
脈瘤を発症した症例を経験したので報告する。
73 歳の女性。腎盂尿管移行部にある 12mm の
結石と膿腎症の治療のためにダブルＪ尿管ステ
ントを留置し、抗生物質治療後、f-TUL を施行
し、結石を完全除去した。術後１日目に腰痛が
出現したため CT 撮影し腎被膜下血腫と腎仮性
動脈瘤の診断となった。ショック状態になり集
中治療を要した。止血のため血管造影と出血動
脈の選択的塞栓術を施行した。その後、軽快し、
術後 30 日目に退院した。術後１年経過したが
再出血なく経過している。

（山科医師会）

17
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血管内治療を施した出血発症の
Spinal�Type Ⅱ AVM の１例

○横山　邦生、川西　昌浩、山田　　誠
杉江　　亮、池田　直廉、田中　秀一
伊藤　　裕（医仁会武田総合病院）

　症候性の脊髄脳動静脈奇形の治療は髄内の処
置が必要となり困難を極める。今回、我々は出
血発症の脊髄 Type Ⅱ AVM の症例に対し、血
管内治療が奏功した１例を経験したため報告す
る。症例は 57 歳男性、昨年 12 月下旬トイレ後
より歩行困難となり救急搬送された。両下肢の
腸腰筋以下の運動麻痺を認めた。精査の結果、
Th11 レベルの脊髄動静脈奇形（glomus type）
の出血と診断し、血管内治療を施した。術後、
脊髄髄内血種の消退に伴い下肢運動機能は回復
した。脊髄動静脈奇形の出血発症で未治療の場
合、再出血率は 10％ /year にも及ぶことより
症状改善した場合でも外科的処置が必要であ
る。Nidus の不完全閉塞例でも再出血率は極め
て低下することが報告されており血管内治療が
望ましいと考えられた。

（伏見医師会）

21頚椎前方固定術後の気道狭窄で対
応に苦慮した２症例報告

○田中　秀一（医仁会武田総合病院）
川西　昌浩（同 脳神経外科）

　頸椎手術後の気道狭窄で対応に苦慮した２症
例を報告する。

【症例１】61 歳、男性。椎間板ヘルニアで左側
進入 C ６－７前方除圧固定術を施行した。夜
間に頚部圧迫感、排痰、咽頭痛で不安感が出現
し、翌朝の XP で後喉頭径の著明増大と気道の
右方偏移あり、MRI で手術経路の血腫塊によ
る気管、食道の右方偏移、圧排を認めた。酸素
化が維持され不安感も軽減しており、ステロイ
ド等で４日目までに症状は改善した。

【症例２】73 歳、女性。頚椎 OPLL で左側進入
C ５－７前方除圧固定術を施行した。術中に髄
液漏出あり被覆処置としたが、次第に頚部圧迫
感と排痰困難が出現し、１週間後の MRI で手
術経路の髄液貯留による気管、食道の右方偏移、
圧排を認めた。２週間の腰椎ドレナージで髄液
漏は治癒した。

【考察】致死的となりえるため病態の熟知と緊
急的気道確保処置の習得が重要である。

（伏見医師会）

20

がん救急管理を要した重症合併症
を伴う子宮体癌の１例

○人見　遥平（宇治徳洲会病院）
横田　浩美（同 産婦人科）

　近年、肥満や未経産などリスク因子を持つ人
口の増加に伴い、子宮体癌の患者は増加の一途
を辿っている。
　子宮体癌の主症状として不正性器出血、子宮
瘤膿症がある。
　女性にとって婦人科は羞恥心が災いし敷居が
高いため、受診が遅れがちになり、子宮内に膿
汁を蓄えた瘤膿症から卵管を通じて腹腔内に膿
汁が飛散し、いわゆる感染性腹膜炎を発症、重
症感染症として発見される場合も少なくない。
　また、不正性器出血持続や大量出血に伴う貧
血で輸血を要する場合もある。
　今回我々は子宮内から大量の感染壊死を伴う
崩壊した腫瘍組織排出と出血を認めた、複数の
重篤な全身合併症を有する患者に対し、がん救
急としての側面から、関連する複数診療科の迅
速なチーム診療により良好な周術期経過を得た
症例を経験したので若干の文献的考察を加えて
報告する。

（宇治久世医師会）

19当院における経腟的腹腔鏡手術
（vNOTES）導入後の手術実績に
ついての検討

○岩見州一郎（京都桂病院）
下地　　彩、宗　万紀子、家村　洋子
水津　　愛（同 産婦人科）

【目的】当院では整容性を考慮し単孔式腹腔
鏡手術（以下、SILS）を以前より施行してき
たが、更なる整容性を求め、2022 年３月より
無創な手術である経腟的腹腔鏡手術（以下、
vNOTES）を導入した。今回、vNOTES 導入
後の手術実績を検討した。

【方法】2019 年 11 月から 2022 年５月の２年
６ヶ月間に施行した、良性子宮腫瘍に対する子
宮全摘術と骨盤性器脱に対する腟断端挙上術を
vNOTES と SILS に分け検討した。

【結果】子宮全摘術は vNOTES：６例・SILS：
43 例で、平均手術時間は vNOTES：67 分・
SILS：138 分、 平 均 出 血 量 は vNOTES：18
ｇ・SILS：52 ｇであった。腟断端挙上術は
vNOTES：９例・SILS：20 例で、平均手術時
間は vNOTES：99 分・SILS：122 分、平均出
血量は vNOTES：15 ｇ・SILS：32 ｇであった。
両群において輸血症例・重篤な合併症を認めな
かった。

【結語】vNOTES では手術時間の延長や合併症
の増加を認めず、整容面での優位性を認めた。

（西京医師会）

18
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脊椎圧迫骨折に対する装具療法の
文献的考察　－装具なしか硬性か
軟性か　エビデンスに基づく最良
の選択－

○川西　昌浩（医仁会武田総合病院）
山田　　誠、横山　邦生、池田　直廉
田中　秀一、伊藤　　裕、杉江　　亮
（同 脳神経外科）

【目的】高齢者の骨粗鬆症性圧迫骨折（椎体骨
折）に対する装具療法につき、直近 20 年以内

（2022 年４月までに）に発表された英文論文の
システマティックレビューを行った。

【方法】PubMedをもちいて Osteoporotic, spinal 
or vertebral, fracture と brace, bracing, 
orthosis, rigid semirigid, elastic をキーワード
に検索をかけヒットした 1940 本の論文から
RCT とコホートを選択した。

【結果・結論】８編（5RCT、３コホート）のう
ち、５編の論文で装具が治癒を促進することが
低いエビデンスレベルながら示唆された。３編
で機能予後の改善を示した。硬性装具と軟性装
具に関する有用性の有意な差はなく、これらの
装具の適応や実施期間について質の高い証拠は
なかった。３か月の仕様において装具着用によ
る腹筋、腰背部筋肉の廃用性萎縮・筋力低下を
示す証拠はなかった。装具の副作用として褥瘡
と軟部組織の感染があげられた。 （伏見医師会）

25頭痛外来における薬物乱用頭痛の
臨床的検討

○青木　　淳（医療法人青木医院）
　薬物乱用頭痛（Medication Overuse Headache; 
MOH）とは、主に片頭痛患者が、急性頭痛治
療薬を過剰に使用することにより、頭痛頻度や
持続時間が増加して慢性的に頭痛を自覚するよ
うになった状態である。今回、頭痛外来におけ
る MOH について検討した。2021 年４月 26 日
から 11 カ月間に頭痛を訴えた新患 1277 例を対
象とした。MOH と診断されたのは 74 例８％、
平均年齢 37 歳、女性が 85％を占め、既存の一
次性頭痛は片頭痛が 86％であった。治療は、
断薬で著効 12 例、CGRP 関連抗体薬の使用８
例、初診以降来院なし５例、脱落 24 例、継続
治療中 48 例であった。MOH は生活支障が大
きく難治性であるが、CGRP 関連抗体薬の登場
によって予後の改善が期待されている。最新の
知見を踏まえて報告する。

（下京西部医師会）

24

食思不振で発症したラトケ嚢胞の
一手術例

○定政　信猛（康生会武田病院）
髙田　茂樹、滝　　和郎（同 脳神経外科）

　症例は 72 歳女性。４年前に頭部打撲、この
際に撮影された頭部 MRI で偶発的にラトケ嚢
胞を指摘され、その後受診が途絶えていた。３
か月前より食思不振を認め、体重が 10kg 以上
減少、２か月前より意識低下、体動困難で当院
搬送された。頭部 MRI では腫瘍の明らかな増
大を認めた。今回手術目的に入院となった。来
院時 JCS１、明らかな麻痺はなく、対座法で両
耳側半盲が認められた。頭部 CT では最大径
29mm の鞍上部腫瘍を認め、視床下部に進展し
ていた。経蝶形骨洞的にアプローチを行い、内
視鏡を併用して嚢胞内容の部分摘出を行った。
術後より症状は改善し、mRS０で独歩退院し
た。ラトケ嚢胞は良性の経過を辿ることが多い
が、本症例のように後上方に進展すると食思不
振を認めることがあるため注意が必要である。

（下京西部医師会）

23尾側外側伸展斜台部脊索腫に対
する経鼻内視鏡的摘出術の１例
－virtual�endoscopic� imaging
によるシミュレーションの有用性－

○池田　直廉（医仁会武田総合病院）
横山　邦生（同 脳神経外科）
鰐渕　昌彦（大阪医科薬科大学脳神経外科学教室）
川西　昌浩（医仁会武田総合病院脳神経外科）

　手術摘出度は斜台部脊索腫の予後に相関する
が、伸展範囲によっては手術摘出が困難な場合
がある。術前多種画像データから再構成した
virtual endoscopic image（以下 VEI）による
術前術中シミュレーションが有用であった尾側
外側伸展脊索腫の経鼻内視鏡手術例を経験した
ので報告する。近年の経鼻内視鏡的頭蓋底手術
手技、手術機器の進歩により、広範囲伸展斜台
部脊索腫に対してもより低侵襲に手術が行える
ようになっている。脳神経外科医にとって経鼻
手術の中でも傍下垂体部手術は一般的あるが、
斜台尾側・外側部内視鏡術野については馴染み
が薄い。VEI によるシミュレーションは本例
のようにあまり複数回経験することが少なく、
内視鏡術野の特徴であるパノラミックな術野を
直感的に理解するのに有用で、安全・十分な腫
瘍摘出に寄与する。 （伏見医師会）

22
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匂いのリハビリテーションが奏功
した１例

○池田　　葵、豊田健一郎（京都市立病院）
樋口　雄將、矢部　健介、仲田　杏子
山本　浩之（東京都立広尾病院）

　嗅覚障害は中枢性・嗅神経性・気導性の３種
類に大別される。嗅神経性嗅覚障害に対しての
治療は従来の抗ヒスタミン剤・漢方での治療に
加え、匂いのリハビリテーションが行われるこ
とがある。４種類のにおい（アロマオイル）を
毎日２回 10 秒ずつ毎日匂ってもらうことを３
クール繰り返す合計 48 週間の治療法であり、
今回の症例は感冒後の嗅覚障害に対してリハビ
リテーション単独での治療が奏功した。まだま
だ症例は少なく、日本人の嗅覚環境に即した適
切なプロトコールを確立させていく必要がある
が、今後コロナ罹患後の嗅覚障害なども増加し
てくる可能性もあり期待される分野でもあるた
め今回その１例を報告する。

（中京西部医師会）

29頸部に生じた石灰化上皮腫の１例

○藤田　智貴、岡野　博之
（京都岡本記念病院）

【症例】５歳女性
【主訴】右頸部腫瘤
【現病歴】Ｘ月 25 日右頸部腫瘤を主訴に近医耳
鼻咽喉科を受診。ステロイド軟膏塗布にて加療
するも症状が改善せず。Ｘ＋１月２日精査加療
目的に当科紹介受診。

【現症】右乳様突起直下に８mm 程度の腫瘤を
触知した。可動性は良好で皮膚の発赤などの炎
症所見は認めなかった。

【検査】頸部超音波検査で皮下に８mm 程度の
境界明瞭な腫瘤を認め、穿刺吸引細胞診で石灰
化上皮腫の疑いとの診断だった。

【経過】Ｘ＋２月 18 日に全身麻酔下に右頸部腫
瘍摘出術を施行した。皮膚を紡錘形に切開し癒
着した皮膚を含めて腫瘍を摘出した。術後経過
は問題なく、術翌日に自宅退院。病理結果は石
灰化上皮腫の所見であった。現時点では再発所
見は認めていない。若干の文献的考察を加えて
報告する。

（宇治久世医師会）

28

めまい患者に対する低侵襲な内視
鏡手術の試み

○竹村優佳子、内田　真哉、野田　凌平
村上　　怜、森岡　繁文、出島　健司
（京都第二赤十字病院）

　経外耳道的内視鏡下耳科手術（Transcanal 
Endoscopic Ear Surgery：以下 TEES）では困
難な乳突蜂巣末梢の病変に対する低侵襲なア
プローチ法として、経皮的内視鏡下耳科手術

（Percutaneous Endoscopic Ear Surgery：以下
PEES）を考案した。今回は外科的治療が必要
なめまい患者に対して、PEES での治療を行っ
たので報告する。
　１症例目はメニエール病と外リンパ瘻を疑わ
れた症例、２例目は前半規管にも瘻孔が疑われ
た外リンパ瘻疑い症例で、それぞれ TEES での
内耳窓閉鎖と併せて PEES での処置を行った。
　通常、メニエール病に対する内リンパ嚢開放
術や、前半規管の処置は、顕微鏡手術で行い視
野を広く展開する必要があるため、侵襲が大き
い。しかし、PEES は側頭部皮膚の小切開孔か
ら行う新しい概念の鍵穴手術であり、低侵襲に
かつ合併症を起こすことなく手術加療を行うこ
とができた。PEES は多くの可能性を秘めた術
式と考えられる。 （上京東部医師会）

27蝶形骨洞に発生した鼻副鼻腔内反
性乳頭腫の 1 例

○張　　里宇（市立福知山市民病院）
石坂　成康（同 耳鼻咽喉科）
乾　　隆昭（同 耳鼻咽喉科）

　鼻副鼻腔乳頭腫は鼻副鼻腔良性腫瘍の中で最
も多く遭遇する疾患であり、その中で内反性乳
頭腫（Inverted papilloma）の頻度が高い。再
発率が高く、癌化の可能性もあるが、効果的な
保存的治療はなく、治療の第一選択は手術であ
る。
　鼻副鼻腔内反性乳頭腫は、鼻腔外側壁や中鼻
道から篩骨洞、上顎洞に進展している症例が多
く、蝶形骨洞に基部を持つ症例は比較的少ない。
上顎洞や前頭洞に基部を持つ鼻副鼻腔乳頭腫に
対する内視鏡下鼻内手術の報告は多くあるが、
蝶形骨洞内に発生した乳頭腫に対する報告は少
ない。蝶形骨洞は周囲に視神経や内頸動脈など
重要な構造物があり、手術に際して重篤な合併
症のリスクがある。
　今回、われわれは蝶形骨洞内に発生した内反
性乳頭腫に対して、内視鏡下手術による摘出術
を行った症例を経験したので文献的考察を加え
報告する。

（福知山医師会）
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コロナ禍を経験した耳鼻咽喉科診
療所の１例

○村上　匡孝（村上クリニック）
　2019 年２月末から COVID-19 の感染が拡大
した（第１波）。
　緊急事態宣言やまん延防止特別措置などで大
きな社会変化があり、耳鼻咽喉科診療所の医療
は翻弄された。診療所の受診患者は激減した。
診療対応にも苦労があった。
　第１波を中心に、コロナ前を含めた３年間

（2019 〜 2021）の自院の来院患者や疾患を振り
返ってみる。
　患者が激減した第１波の状況と受診抑制、患
者意識についてまとめる。
　コロナ下で診療した疾患の割合をみると、患
者が減少したコロナ禍でも、めまい、耳鳴り、
急性低音障害型感音難聴は減少せず増加した月
もあった。急性上気道感染と関連疾患、小児の
患者は激減した。異物の症例は減少せず増加傾
向もうかがわれる。
　密の防止、感染対策、トリアージの重要性と
ともに、コロナ前とは変わる（前には戻らない）
耳鼻咽喉科診療所の臨床の"これから"につい
て考察する。

（綴喜医師会）

32

京都府下における 2022 年スギ・
ヒノキ花粉飛散

○浜　　雄光（浜耳鼻咽喉科医院）
安田　　誠（京都府立医科大学耳鼻咽喉
科・頭頸部外科学教室）
出島　健司（京都第二赤十字病院）
久　　育男（京都先端科学大学）
平野　　滋（京都府立医科大学耳鼻咽喉
科・頭頸部外科学教室）
竹中　　洋（京都府立医科大学）

【目的】近年、スギ・ヒノキ花粉飛散の隔年結
実現象が当てはまらなくなってきている。今回
は 2022 年の京都府下におけるスギ・ヒノキ花
粉飛散状況と過去 31 年間の飛散につき比較検
討したので報告する。

【方法】京都府立医科大学と府下の各観測点で、
ダーラム型花粉観測器を用いてスギ・ヒノキ花
粉飛散数を計測し、飛散状況を分析した。

【結果と考察】１）2022 年の京都府立医科大学
での観測結果は、スギは 863 個の小〜中等量飛
散、ヒノキは 2227 個と中等量飛散であった。
２）スギ花粉飛散数は昨年の半分程度であった
が、ヒノキ花粉飛散数は昨年を僅かに上回った。
３）ヒノキは隔年結実現象が遵守されない結果
となった。 （綴喜医師会）

31喉頭蓋管形成術と喉頭挙上術を同
時に施行し、経口摂食の回復のみ
ならず音声機能温存が可能であっ
た１例

○野田　凌平（京都第二赤十字病院）
出島　健司、内田　真哉、森岡　繁文
村上　　怜、竹村優佳子
（同 耳鼻咽喉科・気管食道外科）

　誤嚥のリスクなく食べられることは高齢者及
び介護者にとって QOL の向上につながる。誤
嚥防止術の中でも、喉頭蓋管形成術（Biller 法）
は音声機能を残すことができる術式であり、一
方、喉頭挙上術や輪状咽頭筋切断術は経口摂食
を回復することができる術式である。
　今回我々は、パーキンソン病に伴う嚥下障害
で誤嚥性肺炎を繰り返し、開眼失行により視覚
的な代替コミュニケーションも難しい患者に対
し、喉頭蓋管形成術＋喉頭挙上術（甲状軟骨
舌骨下顎骨固定術）を施行し、音声機能を温
存しつつ経口摂食を回復し得た１例を経験し
た。本術式は嚥下障害をきたす様々な疾患に対
し、患者の音声機能に対する要望を重視しつつ、
QOL を向上させ得るものと考えている。

（上京東部医師会）
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当院の遠隔支援相談システム「リ
リーヴ」使用の現状について

○寺坂　勇亮（京都桂病院）
正司　智洋、野浪　　豪（同 救急科）

　当院では救急集中治療部門を年々拡充するに
当たって、人材不足のサポートを目的として遠
隔重症患者支援相談システム「リリーヴ」を利
用している。

【目的】リリーヴ使用の現状を報告し、考察す
る。

【方法】リリーヴの利用方法及び 2020 年６月〜
2022 年５月までの相談内容について後方視的
に検討した。

【結果】ベッドサイド回診で患者の情報共有を
行いながら相談しつつ、看護師は主にスタッフ
医師がいない時間外に相談している。
相談件数は合計で 190 件。主な相談内容は、病
態アセスメント 71 件、呼吸器管理関連 44 件、
鎮痛鎮静せん妄関連 30 件であった。

【考察】リリーヴを導入したことで、スタッフ
医師の時間外勤務の減少に寄与し、時間外にも
専門家に相談出来ることで医療安全・質の向上
に繋がると考えられた。

（西京医師会）

36入浴中浴槽内死亡例の死後画像
（Ai）診断

○陶山　芳一（陶山医院）
【はじめに】入浴中浴槽内死亡（以下入浴死）
は寒冷期、高齢者に好発し、従来の外表による
検案では死因診断に疑問があった。今回 Ai を
実施した入浴死例を検討した。

【対象・方法】2017 年〜 2020 年６月末まで Ai
が実施された 51 例を検討した。男性 23 例、女
性 28 例、平均年齢 81 才。（１）既往歴・生活状況、

（２）発見状況、（３）CT 上の溺死所見である
①副鼻腔、②気管、気管支、③胃内への湯水吸
引による液貯留、④肺への湯吸引によるスルガ
ラス陰影などにつき検討した。

【結果】（１）高血圧など生活習慣病が 27 例に、
脳血管障害、パーキンソン病、認知症が 32 例で、
冠動脈疾患・心不全が 12 例、骨折後など歩行
障害が９例に見られた。また 17 例が独居者で
あった。（２）顔面か頭部水没で発見されたも
のが 47 例、水没状況不明が４例、救急搬送さ
れたものが 26 例、不搬送が 25 例あった。（３）
副鼻腔、気管、胃内に液体貯留が各 45 例、38 例、
44 例に認め、肺のスリガラス陰影を 50 例 98％
に認めた。

【結語】脳血管障害・認知症・冠動脈疾患など
を持つ高齢者が入浴死し、死後画像では多くの
場合に溺死所見が認められた。 （京都北医師会）

35

左京における COVID-19 在宅医
療の現状・多職種連携の試み

○市田　哲郎（医療法人鴨葵会市田医院）
奥田　成希（おくだ在宅クリニック）
上林　孝豊（京都民医連あすかい病院）
来住　知美（日本バプテスト病院）
小林　　充（洛北診療所）
田原　正夫（岩倉駅前たはらクリニック）
伊良知景子（ゆり・かな薬局）
黒田　久子（訪問看護ステーションかんご屋）
佐々木厚子（バプテスト訪問看護ステーションしおん）
下　　里恵（訪問看護ステーションひのき）
松久保眞美（訪問看護ステーションおとく）

　COVID-19 の第５波（2021 年８月）では左京区で
も入院できない在宅療養患者が出現した。これを受
け、在宅 COVID-19 患者への訪問診療を開始すべく
検討を行い第６波より開始した。参加事業所は診療
所４、病院２、訪問看護５、訪問介護１、薬局１、
居宅介護支援事業所２だった。2022 年１月末から３
月末までの第６波の期間中 10 歳から 100 歳までの
58 ケースを訪問した。病床逼迫前に在宅医療となる
ケースは障がい、難病、要介護者の介護者、無保険、
終末期など社会的弱者が多く、病床逼迫とともに認
知症など一般的な高齢者も増加した。
　治療内容は在宅酸素療法７、ステロイド５、ソト
ロビマブ 17、モラヌピラビル 18、レムデシビル３、
経過観察のみ 25 だった。介入時の重症度は無症状 /
軽症 39、中等症Ⅰ５、中等症Ⅱ 13、重症２だった。
死亡は３例であり、全員が中等症Ⅱ以上だった。高
齢者や高リスク群患者には早期の治療介入が望まれ
た。 （左京医師会）

34当院における重症 COVID-19 患
者の診療

○松岡　俊三（宇治徳洲会病院）
　当院は、山城北医療圏に属する 473 床の急性
期病院であり、京都府の要請に基づいて、2020
年４月３日より COVID-19 罹患者の入院診療
を開始した。
　重症患者への応需による医療提供体制の逼迫
に警鐘が鳴らされた、いわゆる第５波の収束

（2021 年 10 月末と仮定）までに、当院で治療
をおこなった重症 COVID-19 患者（人工呼吸、
ECMO）は 84 例で、京都府内では最多の症例
数であった。
　当初、感染様式から病態に至るまで未知の部
分が大きく、自治体や施設ごとに対応が分かれ
ていた中で、市中病院の管理職として、また感
染症非専門医として、重症 COVID-19 患者の
診療体制を院内でどのように構築・運用したか
紹介する。

（宇治久世医師会）

33
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両側性に発生した帯状疱疹後神経
痛症例に対する神経ブロック療法

○村川　和重、辻花光次郎、鬼頭　秀樹
竹田　智浩（宇治徳洲会病院）
高雄由美子（兵庫医科大学病院）
仲井　　理（宇治徳洲会病院）

　帯状疱疹は一定の神経支配領域に片側性に発
現、両側性や多発性に生ずる場合は複発性ない
し多発性帯状疱疹、両側性の発生は極めて珍し
い。今回、82 歳の女性で両側の第８胸神経領
域発生の症例を経験。
　発症後１か月間程、近医で薬物療法を受けた
が、疼痛が持続、当院を受診、初診時の VAS
値は 60、皮疹は殆ど治癒、帯状疱疹後神経痛
の状態。局所的には、allodynia や hypesthesia
などは認めず、適応となる薬剤は既に投与され、
薬物療法の限界と考え、神経ブロック療法を開
始。１％ mepivacaine で傍脊椎神経ブロックを
施行した処、一時的に疼痛の軽減を認め、毎週
の施行を続けた処、VAS 値も次第に減少。
　多発性帯状疱疹と免疫能の関連では免疫不全
を基礎にした例もみられるが、複発性帯状疱疹
では免疫不全を合併した症例は、殆どみられな
いとされ、本例でも悪性腫瘍や免疫不全は認め
なかった。 （宇治久世医師会）

39

コロナ禍による手術制限の検討

○江藤　孝史（洛和会音羽病院）
林　　裕志、篠原　慶子、藤原　利江
中村美也子、大西　和宏、谷　美登利
市林　良浩、池田　正浩（同 麻酔科）

　2020 年以降パンデミックを引き起こした新
型コロナウイルス感染症（COVID-19）は国内
では緊急事態宣言が発令され医療機関において
も手術制限や感染対策徹底など混乱を招き、当
院も手術件数制限を経験した。院内過去５年間
の手術件数を検証した結果、手術件数は 2020
年度に 2930 件（2019 年度が 3190 件）と減少
したものの 2021 年度には 3243 件と回復した。
2020 年度の緊急手術割合（10.4%）、ASA-PS
３以上割合（15.6%）とも、過去５年度の割合
と差を認めなかった。今後７ヶ月の予測手術件
数は月約 263 件と推測された。コロナ禍による
2020 年度以降の当院の手術件数はコロナ禍初
年度に減少したものの今後中期的予測において
も手術医療提供が確保できると予測される。

（山科医師会）

38超音波内視鏡下穿刺生検にて診断
し得た腸間膜バーキットリンパ腫
の１例

○中坊　幸晴、吉田弥太郎
（医仁会武田総合病院）

　生来著患のない 20 歳の男性に心窩部痛、背
部痛が出現した。他院を受診し、造影 CT 検査
施行されたところ、腸間膜に巨大腫瘤が認めら
れた。症状出現後、約１ヶ月で当院に紹介され
た。すぐに消化器内科にて超音波内視鏡下で穿
刺生検施行された。悪性リンパ腫が疑われ、当
初、R-CHOP 療法を施行した。しかし、病状進
行し、右胸水貯留が見られた。後に病理の最終
結果がバーキットリンパ腫と判明した。その後、
大量化学療法である CODOX-M 療法、IVAC
療法をそれぞれ２コース施行した。治療後に
PET 検査施行し、寛解を確認した。バーキッ
トリンパ腫は進行が早いが適切に診断し、大量
化学療法にて高率に治癒が期待出来る。生検の
困難な腸間膜の腫瘤に対して超音波内視鏡下穿
刺生検は有効であったと考えられた。

（伏見医師会）

37
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Parvimonas�micra を 起 因 菌 と
する脳膿瘍に対しアンピシリンが
有効であった１例

○広実　佐保（京都第二赤十字病院）
鎌田　一晃、村上　陳訓（同 脳神経外科）

　Parvimonas micra による脳膿瘍の報告は少
なく、治療方針も確立されていない。今回我々
は、比較的早期の膿瘍ドレナージを施行し、培
養結果判明時点で de-escalation を行い良好な
結果を得られた症例を経験した。

【症例】特に既往歴のない 62 歳女性。重度の意
識障害と間代性痙攣で救急搬送された。頭部
MRI で左頭頂葉に拡散強調画像で高信号の腫
瘤性病変を認め、脳膿瘍と判断し CTRX ４ｇ
と MNZ ２ｇで加療を開始した。

【経過】第３病日に脳膿瘍ドレナージ術を施行
し、第 10 病日に膿培養から Parvimonas micra
が検出され、同日から ABPC ８ｇへ変更して
計６週間加療を行った。
意識障害は改善し、脳膿瘍は縮小して画像フォ
ローでも再発を認めなかった。

【考察】脳膿瘍は長期間の抗生剤治療を必要と
するため、耐性菌の出現を予防するには原因菌
が判明した際に適切な抗生剤を選択することが
必要である。

（上京東部医師会）

43激しい頭痛を契機に発症し３ヶ月
間の治療経過をみた成人スチル病
の１例

○益田　祥吾、中前恵一郎、大石　　健
堤　　　惟、武田　拓磨、森村　光貴
土井　哲也（医仁会武田総合病院）

　成人スチル病（AOSD）の臨床症状は非常に
多彩であるが、強い頭痛を伴った AOSD の症
例報告は国内・海外ともに非常に少ない。本例
は、６日前から 39℃台の発熱、両側頭部に万
力で締め付けられるような激しい頭痛、軽度の
咽頭痛、筋肉痛が出現し、その後全身の小紅斑
が出現したため当科受診した。項部硬直や両
浅側頭動脈の肥厚は認められず、AOSD 診療
ガイドライン（2017）の大項目・小項目・除
外項目のすべてを満たし、AOSD と診断した。
PSL1.0mg/kg で治療を開始し、頭痛を含めた
臨床症状の速やかな改善を認め、入院および外
来にて PSL 漸減療法中である。敗血症や脳脊
髄膜炎を併発した AOSD の症例において発症
時に激しい頭痛を来した報告はあるが、このよ
うな合併症を伴わずに本例のような激しい頭痛
を認めた報告はこれまでなく、貴重な症例を経
験したので報告する。

（伏見医師会）

42

巨細胞性動脈炎と鑑別を要した
ANCA 関連血管炎の１例

○國分　杏奈（洛和会音羽病院）
井上　鐘哲、笠井　俊佑、伊藤　貴優
小池　洋平、井藤　英之、丸山　高弘
井村　春樹（同 感染症科）

　79 歳男性。３カ月前からの左手関節腫脹・
握力低下、８日前からの発熱・全身倦怠感で受
診した。赤沈亢進・CRP 上昇、造影 CT で大
動脈の壁肥厚を認め、血管炎疑いで翌日精査入
院した。赤沈上昇から巨細胞性動脈炎（GCA）
と、末梢神経障害と網状皮疹から ANCA 関連
血管炎（AAV）を鑑別疾患とし、ANCA 測定
及び側頭動脈生検・皮膚生検を施行した。腎・
肺障害を示唆する所見はなかったが、MPO-
ANCA 陽性と、動脈に伴走する細血管壁内
に炎症細胞浸潤を認め、顕微鏡的多発血管炎

（MPA）と診断した。プレドニゾロンとリツキ
シマブで治療開始した。本症例は、GCA が疑
われた経過で、MPA に特徴的な腎・肺障害を
呈していなかったが、小・中血管炎を疑い特異
的な精査をしたことで、早期診断及び適切な治
療介入に繋がった１例である。

（山科医師会）

41SGLT2 阻害薬の投与により正常
血糖ケトアシドーシスに至った１
型糖尿病の１例

○石橋　幹也（洛和会音羽病院）
堀田　亘馬、榊原　悠太、渡部　晃平
田中　　孟、西　　輝人
（洛和会音羽病院総合内科）
重藤　　誠（同 糖尿病内科）
谷口　洋貴（同 総合内科）

　46 歳女性。生来健康。３カ月前より口渇、
倦怠感、体重減少を主訴に近医受診。HbA1c 
14.6% であり、SGLT2 阻害薬を処方された。
数時間後に倦怠感増悪し、当院救急外来受診。
血糖値 141mg、尿中ケトン体（３＋）。静脈
血液ガス分析で pH 7.232、HCO3-9.2mmol/L、
pCO2 22.7mmHg、AG 16.8mmol/L と代謝性ア
シドーシスを認めた。正常血糖糖尿病性ケトア
シドーシスと診断し、糖液とインスリンの経静
脈投与で、ケトン体は陰性化した。抗 GAD 抗
体陽性であり、原因は１型糖尿病発症による
ものと考えられた。ケトアシドーシスに SGLT
２阻害薬投与が禁忌であることを明確に示す症
例であり、その病態を文献的考察を含め紹介す
る。

（山科医師会）
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ACP（Advance�Care�Planning）
はいつ行うべきか　短期間での意
思決定が必要であった１例

○岩田　啓吾（洛和会音羽病院）
井本　博之、原田　秋穂、山代亜紀子
（同 緩和ケア内科）

　60 歳女性。肺癌 Stage４で化学療法中に転移
性肝癌に伴う肝破裂をきたし、緊急 IVR が施
行された。再度化学療法を開始されたが、全身
倦怠感が強く、症状緩和目的に当科紹介となっ
た。初診時に全身倦怠感が強く既に通院困難な
状況であった。予後について説明されておらず、
実際の病状と、患者の認識との間に乖離がみら
れた。主治医と相談の上、予後告知を行った上
で化学療法の中止と今後の療養について話し合
い、一旦緩和ケア病棟入院後に在宅移行を希望
された。痛みに対してモルヒネ皮下投与を調整
し、在宅環境を整え、入院 15 日目に在宅医に
引き継いだ。終末期の療養を満足度の高いも
のにするためには適切なタイミングでの ACP

（Advance Care Planning）を行い、患者ごと
に治療・ケアのゴール設定を行う必要があると
考える。

（山科医師会）

47長期フォローを続けている 2,8-
Dihydroxyadenine 結石症の１
例

○嘉手苅桃子（医仁会武田総合病院）
小寺澤成紀、宗宮　伸弥、灰谷　崇夫
寒野　　徹、山田　　仁、東　　義人
（同 泌尿器科）

　アデニンホスホリボシルトランスフェラーゼ
欠損症はアデニンの代謝異常により、腎毒性の
強い 2,8-Dihydroxyadenine（2,8-DHA）が主成
分の尿路結石をきたし、腎不全につながること
のある遺伝性疾患である。
　症例は 52 歳男性。幼少期より尿路結石を繰
り返し、右腎委縮と腎機能の低下を認めていた。
2009 年より当院で治療を開始され、初診時か
らの８年間で体外衝撃波結石破砕術を６回、経
尿道的尿管結石砕石術を２回施行された。経過
中に 2,8-DHA 結石と診断され、アロプリノー
ルの内服が開始となった。内服開始後、2017
年以降は破砕治療をせずに経過観察が可能で
あった。
　幼少期より尿路結石を繰り返す場合は、2,8-
DHA 結石症などの遺伝性疾患を考慮すること
で早期介入でき再発予防につながる可能性があ
る。 （伏見医師会）

46

閉鎖孔ヘルニア嵌頓の１例�

○酒井　瑛介（洛和会音羽病院）
水野　克彦、三原　開人、池尻　逹紀
吉村　直生、喜多　貞彦、武田　亮二
松下　貴和（同 外科）

　症例は痩せ型の 84 歳女性。３日前からの左
腰部から大腿の痺れと疼痛があり他院を受診し
た。腹部単純 CT で左閉鎖孔ヘルニア嵌頓と診
断され、当院に転院搬送となった。
　大腿痛発症後３日以上経過しており、腸管の
絞扼壊死を疑い手術の方針となった。左閉鎖孔
に小腸が嵌頓しており、全係蹄型であった。拡
張し虚血が疑われた口側腸管を含め、約 40cm
の小腸を部分切除した。術後、疼痛・痺れは改
善し、術後 13 日目に退院となった。
　閉鎖孔ヘルニアの典型的症状の１つにヘルニ
ア脱出による閉鎖神経圧迫に伴う大腿内側の痛
み（Obturator neuralgia）を認めることがある
が、本症例では左の腰痛、大腿痛が特徴的だっ
た。痩せ型の高齢女性がこのような症状を呈し
た場合、閉鎖孔ヘルニアを疑う必要がある。今
回、我々は閉鎖孔ヘルニア嵌頓の１例を経験し
た。文献的考察を踏まえ、報告する。

（山科医師会）

45Campylobacter jejuni/coli に
よる化膿性脊椎炎の１例

○上原　和大（洛和会音羽病院）
田中　　孟、谷口　洋貴（同 総合内科）

　症例は 10 年前に大腸癌の切除歴がある以外
に特記すべき既往のない 68 歳女性。３日前か
ら腰痛と下痢が出現し、安静時にも腰痛が持続
し発熱もみられたため救急外来を受診した。Ｌ
５棘突起に圧痛があり、血液検査では好中球増
多、高 CRP 血症があり、腰椎 MRI ではＬ５/
Ｓ１椎体および椎間板に DWI, STIR でわずか
な信号変化を認めた。化膿性脊椎炎と考えセフ
トリアキソンで治療を開始した。入院後、血液
培養４本中２本から Campylobacter jejuni/coli
が検出され、同菌による化膿性脊椎炎と診断し
た。シプロフロキサシンに変更して治療を継続
し、腰痛は徐々に改善、第 45 病日に自宅退院
とした。Campylobacter jejuni/coli による化膿
性脊椎炎は稀であり、文献的考察を加えて報告
する。

（山科医師会）

44
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糞 便 性 イ レ ウ ス か ら 敗 血 症 性
ショックに至った３例

○木村　星斗（宇治徳洲会病院）
水野　　礼、中江　信明、野村　勇貴
竹内　　豪、武内　悠馬、上田　容子
大森　敦仁、中村　真司、我如古理規
橋本　恭一（同 外科）

　便秘は国民生活基礎調査によれば、60 歳以
降から男女ともに加齢によって増加傾向を示し
ており、高齢社会の我が国にあっては非常にあ
りふれた病態である。便秘の治療としては食事
指導や薬物治療が一般的であるが、稀ながら
致死的な、糞便性イレウスという病態に対し
ては、緊急手術を念頭に置いた対応が必要で
ある。糞便性イレウスの主な病態は Bacterial 
translocation（BT）と考えられ、敗血症に至
る場合があり、寝たきり、維持透析者、多剤向
精神薬使用者にみられる。今回、当院で経験し
た糞便性イレウスから敗血症性ショックに至っ
た３例を文献的考察を加えて報告をする。糞便
性イレウスはありふれた便秘の高齢患者の中に
紛れ込んでおり、画像上イレウスを呈した便秘
患者に遭遇した場合には敗血症の兆候を速やか
に認知できるように注意深くモニタリングする
ことが重要である。 （宇治久世医師会）

49心停止下で腎臓提供となった重症
頭部外傷の１例

○山本　博嗣（京都岡本記念病院）
田中　良一、川田　沙恵、吉山　　敦
清水　義博（同 救急科）

【はじめに】臓器移植法改正により臓器移植数
は増加傾向であったが、新型コロナ感染拡大に
伴い減少している。今回重症頭部外傷から脳死
に至り、腎臓提供に至った症例を経験した為報
告する。

【症例】54 歳、男性。
【主訴】意識障害。
【現病歴】バイク走行中にガードレールに衝突
し、飛んできたバイクで頭部を打撲した。頭蓋
内に血腫を認めたが、手術適応なく第３病日に
脳死となった。選択肢提示からご家族が心停止
下の腎臓提供を希望され第９病日に摘出術が施
行された。

【考察】本邦での心停止下腎移植は成績良好で
あり、生着率も高い。京都府下においても毎年
１－２例行われている。当院では、2015 年か
ら今までに３例の臓器提供を経験している。コ
ロナ禍において感染管理下に臓器提供を考慮す
ることも救急現場では必要であると思われた。

（宇治久世医師会）
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