
            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 20回 がん診療連携研修会 

～転移性脳腫瘍について～ 
当院では、がん診療の地域医療を充実するため活

動しております。 

かかりつけ医と専門医との連携基盤を確立したい

と考え、下記のとおりがん診療連携研修会を開催い

たしますので、ご参加くださいますようご案内いた

します。 

記 

【座 長】診療部長 寺坂  薫 

【講 師】脳神経外科部長 栗山 充夫 

【日 時】平成 28年 11月 17日（木） 

18:30～19:30 

【場 所】呉共済病院 東館 10階 

 多目的ホール 

【申込み】不要 

【参加費】無料 

【主 催】呉共済病院 

※日本医師会生涯教育講座認定申請中（１単位） 

以上 

お問い合わせ：呉共済病院 臨床研究科 

電話：0823(22)2111 内線 4325・5121 

FAX：0823(25)4752 

市民参加型講演会 

認知症 700万人時代！ 

目からウロコの新事実 

～認知症にならないために～ 

～治るタイプの認知症～ 

演者：呉共済病院 脳神経外科 

診療部長 寺坂 薫 先生 

ひとくくりに認知症といってもその種類は多岐にわたり、種

類によって治療・リハビリの内容は変化します。治療可能な症

例を見逃さないためにも、治療方針を選定していくうえでも、

認知症の鑑別診断は非常に重要です。 

また、歩行障害を主体とし、認知症・排尿障害の３兆候を有

する「特発性正常圧水頭症」は手術でよくなる認知症の代表例

です。しかし、その治療率は発見されないことが多く、わずか

であると言われています。日常場面と治療現場において早期発

見・早期治療につながるためのポイントをご説明いたします。 

記 

【日 時】平成 28 年 10 月 13 日（木）16:30～17:30 

【場 所】呉共済病院 東館 10 階 多目的ホール 

【定 員】200 名 

【参加費】無料 

【申込み】不要 

以上 

お問い合わせ：呉共済病院 地域医療連携室（担当：西岡） 

電話：0823(22)2111(内線 5160) 

地域医療支援病院 

広島県指定がん診療連携拠点病院 

災害拠点病院 

広島 DMAT指定病院 

日本医療機能評価機構認定病院    

呉共済病院地域医療連携広報誌 第 5７号 
2016年 10月発行 

呉共済病院の理念 

高度良質の医療 

最善の奉仕 

研鑽と協調 

地域医療の支援 

呉共済病院の基本方針 

一 良質で、適切な医療の提供に努めます 

二 患者様の権利を尊重し、満足・安心・信頼を追求します 

三 新しい知識と技術を積極的に習得し、常に質の高い先進的医療を行います 

四 地域の中核病院として、地域社会の要請に応えうる医療を提供します 

五 職員が意欲を持って働ける病院をめざします 

六 次代を担う有能な医療従事者の育成をめざします 

七 専門的ながん医療の提供に努めます 

八 国内での医療救護活動に積極的に参加します 
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 市民参加型講演会 

 下肢静脈瘤に対する最新の治療 

～高周波（ラジオ波）によるカテーテル的血管内治療～ 

  心臓血管外科部長 大島 祐 
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 外来診療担当表 

  



 

下肢静脈瘤に対する最新の治療 

～高周波（ラジオ波）によるカテーテル的血管内治療～ 

心臓血管外科部長 大島  祐 

医学博士 

心臓血管外科専門医 

日本外科学会専門医 

腹部ステントグラフト指導医 

胸部ステントグラフト実施医 

下肢静脈瘤血管内焼灼術実施医 

 

下肢静脈瘤治療の変遷 

近年、下肢静脈瘤に対する外科的治療も目覚ましく変化して

います。かつて長年、主として腰椎麻酔下に鼠蹊部から足関節

部まで大伏在静脈を抜去（ストリッピング）し、瘤化した表在

静脈を大きく皮膚切開を置いて切除する方法が一般的でした。

この方法は腰椎麻酔直後に歩行不可能であるため入院が必要

で、時代のニーズに対応しきれなくなってきました。外来日帰

り手術が花盛りとなった 1990 年代半ばには、局所麻酔下に

鼠蹊部と膝関節部のみ小切開を置いて大伏在静脈を結紮切離する高位結紮術や、瘤化静脈内に硬化剤を

注入する硬化療法が盛んに行われましたが、再発が多く急激に廃れることになりました。 

2000年頃に特殊な局所麻酔法（低用量大量局所麻酔法）が考案されると、ストリッピング手術もこ

の局所麻酔の下に施行可能となり、外来日帰り手術が可能であることから爆発的に普及しました（広島

逓信病院が先駆的な役割を果たしました）。ただ、この麻酔法であまり苦痛を感じることはありません

が、手術侵襲を低減しより患者さんにやさしい治療が模索され続けてきました(図 1)。 

低侵襲カテーテル治療として脚光を浴びたのがレーザー治療です。カテーテルを静脈内に挿入し先端か

らレーザーを発して静脈を焼灼することで静脈瘤の原因となる部位を処理する方法で、除去（ストリッ

ピング）するのと同等の効果を得ようというものでした。皮膚切開が不要で美容的に優れることや、マ

スメディアの宣伝効果も有り、革命的な治療ともてはやされました。 

しかし、実際はさほど患者さんの満足度は高くなく

（期待していたほど無痛ではない）、医療機器の取り

扱いが頻雑であることなどもあり（レーザー取扱い規

約に準じた設備と注意が必要）、当院でも導入は見送

っていました。 2014年になり、同様にカテーテル

を用いる方法ですが焼灼のエネルギーにレーザーでは

なく高周波エネルギー（ラジオ波）を用いることで、レー

ザーの欠点を克服できるとされる方法が保険適応とな

り目覚ましい普及を見せています(図 2)  

レーザーほど痛みを感じることがなく、頻雑な施設基準がなく簡便であることがその理由です(図 3)。 

 

 

(図 1) 

(図 2) 



第 2回 呉共済病院医療講演会 

「最近の肺がんの診療」 

講師：呉共済病院 呼吸器内科部長 塩田 雄太郎 

会場：呉市広まちづくりセンター ５階会議室（５０２） 

日時：平成 28 年 10月 22日（土）開場：13:30 

開園：14:00～15:00 

お問い合わせ：呉共済病院 臨床研究科（担当：道中） 

電話：0823(22)2111 内線 5121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高周波カテーテルアブレーション法による静脈瘤治療が可能に 

当院でもこの度、この高周波カテーテル治療の施設認定を取得いたしました。最近はインターネッ

トの普及もあって患者さまが病気のこと、治療法などについて情報を得ることができるようになりま

した。広島市内には逓信病院のほかにも静脈瘤診療を数多く手掛けている病院があり、呉の患者さま

は広島市内に出かけなければ下肢静脈瘤の治療が受けられないと考えがちではないでしょうか？ 

当院ではこれまでも前述の広島逓信病院と全く同じ方法でストリッピング手術を行って多くの方々

にご満足頂いておりましたが、時代のニーズにマッチしたより進歩した治療を提供したいと考えてお

りますので、患者さまのご紹介をよろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 レーザー（980nm） ラジオ波（高周波） 

手術症例数 277例 204例 

治療部位 大伏在静脈 224例 168例 

小伏在静脈 42例 29例 

大・小両者同時 11例 7例 

手術時間 28.8分 28.8分 

日帰り手術率 100％ 100％ 

術後の「痛み」 53％ 5％ 

術後の「ツッパリ感」 49％ 3％ 

術後の「しこり」 18％ 3％ 

術後血栓症 0％ 0％ 

閉塞成功率 100％ 100％ 

再疎通 0％ 0％ 

 レーザー（980nm） ラジオ波（高周波） 

手術症例数 277 例 204 例 

治療部位 大伏在静脈 224 例 168 例 

小伏在静脈 42 例 29 例 

大・小両者同時 11 例 7 例 

手術時間 28.8 分 28.8 分 

日帰り手術率 100％ 100％ 

術後の「痛み」 53％ 5％ 

術後の「ツッパリ感」 49％ 3％ 

術後の「しこり」 18％ 3％ 

術後血栓症 0％ 0％ 

閉塞成功率 100％ 100％ 

再疎通 0％ 0％ 

地域医療連携室 がん相談支援センターNEWS 

 H28.8 H28.9 H28 累計 

紹介患者数≪初診・再診すべての患者数≫ 909 件 883 件 5,357 件 

逆紹介患者数 950 件 889 件 5,510 件 

紹介率 72.3％ 73.0％ 77.2％ 

医療福祉相談≪新規相談実人数≫ 130 件 104 件 751 件 

がん相談 6 件 15 件 56 件 

 

 

（図３：他施設成績 企業パンフレットより引用） 
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