
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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2019.4 2019.5 2019年度累計

紹介患者数《初再診全て》 1025 864 1889
逆紹介患者数 880 789 1669
紹介率 75.6% 70.8% 73.3%
がん相談 38 20 58



 

 

外科 住吉辰朗 

平素よりの御高配厚く御礼申し上げます。 

本年４月より共済病院外科で勤務させていただいています住吉辰

朗と申します。 

11年前より静岡がんセンター肝胆膵外科、高知医療センター外科で

肝胆膵領域の外科治療に従事し、肝胆膵外科高度技能専門医を取得

しております。また重症多発外傷を含む高度集中治療にも従事して

まいりました。 

肝胆膵癌治療に取り組んできたなかで特に厳しい膵癌患者さんの

予後を目の当たりにし、なんとか膵癌を早期発見したいと強く考え

ております。CA19-9高値、アミラーゼ値高値、糖尿病悪化もしくは

新規発症、慢性膵炎の既往、膵癌家族歴、腹部超音波でなんらかの

肝胆膵病変認めるかた、有症状のかたなどを検査目的だけでもかま

いませんのでご紹介いただけますと幸いです。また術前化学療法に

より手術適応外であった症例も手術可能となる症例がございます。

一見手術適応外の症例もご紹介いただけますと幸いです。 

生まれ育った呉の地で少しでも皆様のお役にたてるよう精一杯努

力していく所存です。今後のご指導よろしくお願いいたします。 

 

 

恥ずかしながら取り組んでまいりました臨床での疑問点を研究

してきた内容でございます。 

◆「膵臓外科領域」でございます 

・Long-term survival following pancreatectomy and s-1 chemotherapy 

for pancreatic acinar cell carcinoma with peritoneal 

dissemination: a case report and literature review. 

Medicine. 2015 Jan;94(1):e378. 

・Heterotopic pancreas in the common bile duct, with a review of 

the literature. 

Intern Med. 2014;53(23):2679-82. 

・Rapid shrinkage of a pancreatic serous cystadenoma with cystic 

degeneration. 

Surg Today. 2015 May;45(5):647-51. 

・Endovascular pseudoaneurysm repair after distal pancreatectomy 

with celiac axis resection. 

World J Gastroenterol. 2013 Dec 7;19(45):8435-9. 

・Comparison of pancreatic acinar cell carcinoma and adenocarcinoma 

using multidetector-row computed tomography. 

World J Gastroenterol. 2013 Sep 14;19(34):5713-9. 

◆「肝臓外科領域」でございます 

・Liver fibrosis assessment using 99mTc-GSA SPECT/CT fusion imaging. 

Jpn J Radiol. 2019 Apr;37(4):315-320.  

・99mTc-GSA SPECT/CT fusion imaging for hepatectomy candidates with 

extremely deteriorated ICG value. 

Jpn J Radiol. 2018 Sep;36(9):537-543. 

・A novel utility of 99mTc-GSA SPECT/CT fusion imaging: detection 

of inadequate portal vein embolization 

Jpn J Radiol. 2017 Dec;35(12):748-754. 

・Liver function assessment using 99mTc-GSA single-photon emission 

computed tomography (SPECT)/CT fusion imaging in hilar bile duct 

cancer: A retrospective study. 

Surgery. 2016 Jul;160(1):118-126. 

・Epiploic gonadal vein as a new bypass route for extrahepatic 

portal venous obstruction 

Surg Case Rep. 2015 Dec;1(1):109 

・Functional discrepancy between two liver lobes after hemilobe 

biliary drainage in patients with jaundice and bile duct cancer: 

an appraisal using (99m)Tc-GSA SPECT/CT fusion imaging. 

Radiology. 2014 Nov;273(2):444-51. 

・ CT/99mTc-GSA SPECT fusion images demonstrate functional 

differences between the liver lobes. 

World J Gastroenterol. 2013 Jun 7;19(21):3217-25. 

・Needle tract implantation of hepatoblastoma after percutaneous 

needle biopsy: report of a case. 小 Surg Today. 2014 

Jun;44(6):1138-41. 

・Liver-specific contrast agent-enhanced magnetic resonance and ¹⁸

F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography findings of 

hepatocellular adenoma: report of a case. 

Surg Today. 2012 Jan;42(2):200-4. 

◆「胆道外科領域」でございます 

・Chemoradiotherapy for Initially Unresectable Locally Advanced 

Cholangiocarcinoma. 

World J Surg. 2018 Sep;42(9):2910-2918. 

・Mucinous cholangiocarcinoma: Clinicopathological features of the 

rarest type of  cholangiocarcinoma. 

Ann Gastroenterol Surg. 2017 Jun 7;1(2):114-121.  

・Multidetector CT in detection of troublesome posterior sectoral 

hepatic duct communicating with cystic duct. 

Br J Radiol. 2017 Oct;90(1078) 

・Synchronous double cancers of the common bile duct. 

World J Gastroenterol. 2012 Nov  

7;18(41):5982-5. 

 

 

 



 

 

 

 

2013 年に形成外科を開設して 6 年が経ちました。残念ながら対

外的にも対内的にも形成外科がどんなことをしているのかあまり

認知されていないのが現状です。形成外科と聞いてもピンとこな

いのは、特定の臓器名を冠していないのが理由の一つと言われて

います。今回は上記のような表題をつけ、形成外科がどのような

科なのかという一般論ではなく、具体的に当科が行っていること

を紹介したいと思います。 

■皮膚・皮下腫瘍 

 皮膚科の専売特許と思われがちですが、形成外科でも行ってい

ます。特に傷跡を目立ちにくくする手術、単純に縫縮できない

ときに用いる局所皮弁などは形成外科が得意とするところです。

良性腫瘍（ほくろ、粉瘤、脂肪腫など）に限らず、悪性腫瘍（皮

膚癌：基底細胞癌、有棘細胞癌など）も治療を行っています。

（図 1参照） 

■外傷 

 保存的治療から縫合が必要なものまで。 

■やけど 

 これも皮膚科とオーバーラップしますが形成外科でも行ってい

ます。広範囲熱傷の対応は当院ではできませんが、皮膚移植な

ど外科的治療が必要なものの治療ももちろん行っています。 

■難治性潰瘍 

 なかなか治らないキズに軟膏・創傷被覆材・局所陰圧閉鎖療法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

形成外科 小林友哉 

などを駆使して状態を整え、植皮や皮弁手術

による閉鎖を行っています。形成外科は治り

にくい傷を治すスペシャリストです。 

■傷跡の修正 

 手術などの傷跡やケロイドなどの異常瘢痕を「目立ちにくくする」

治療を行っています。保存的治療（テープ、内服、ステロイド注

射）から、手術による縫い直し、ケロイドに対しては放射線治療

も行っています。 

■下肢静脈瘤 

 下肢静脈瘤の治療を行っています。特に血管内焼灼術（カテーテ

ル治療）は呉市では今のところ当院が唯一の実施施設です。広島

まで行かなくても治療ができます。入院・日帰り手術どちらにも

対応しています。また、硬化療法も行っています。 

■内シャント手術 

 透析用の内シャント造設手術を行っています。術前にエコー検査

で綿密に血管の状態を確認すること、局所麻酔ではなく神経ブロ

ックで手術を行うことで初期成功率をより 100％に近づけること

を目標としています。（表 1参照） 

その他、巻き爪に対するワイヤー治療、腋窩多汗症に対するボト

ックス治療なども行っています。 

形成外科にしか扱えない臓器や形成外科にしかできない手術はあ

りません。しかし『形成がやった方がうまくきれいにできる』が

当科の存在価値と考えています。ご紹介お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図１） （表１） 

◎手術実績 
区分 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

外傷・熱傷 34 85 70 92 103 122

腫瘍 58 116 106 125 176 202

難治性潰瘍 19 25 16 28 19 31

瘢痕ケロイド 6 4 6 7 7 7

炎症・変性疾患(下肢静脈瘤など) 3 25 35 30 49 48

その他(内シャントなど) 105 120 103 86 83 34

合計 225 375 336 368 437 444


