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１ 

年度末を迎え、また4月からの診療報酬改定などを控え、諸先生方におかれましてはお忙しい毎

日かと存じます。今月号は当院の平成29年のﾃﾞｰﾀの総括をご報告させて頂きます。 

お陰様を持ちまして患者様のご紹介をはじめ、画像診断のご活用等、例年通り多くのご紹介を賜り

厚く御礼申し上げます。これからも皆様のご愛顧に応えられますよう職員一同努力してまいりますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

データにも記載させて頂きましたが、消化器一般外科の常勤医師が昨年度途中より不在となりま

したので、腹部外科のご紹介は受けにくい状況ですが、ヘルニアなどの手術は続けておりますので、

引き続きのご紹介をお願い致します。 

さて、インフルエンザも幾らか下火になったというものの外来には相変わらず、連日インフルエンザ症

状の患者様が来院されており、病棟を面会禁止に致しましても、職員がお子さんから感染したりと未

だに油断はできません。今年度の職員の罹患はほとんどがワクチン接種者からの発症であり、ワクチ

ンの有効性に疑問が持たれます。ワクチンによる症状の緩和効果もあると言われておりますが、当院

の調査では、発熱の程度はワクチン接種者と非接種者の間に有意な差は見られませんでした。ま

た、面会禁止の副反応として、患者様やそのご家族がお互いに会えないことにより不安や不穏にな

るケースがあり、タブレットで録画したお顔や様子を見て頂くなどの対応をとっております。感染対策も

一筋縄ではいきませんが、患者様とご家族が安心して治療を進められますように、これからも対策を

練ってまいります。 

この時期は外来、入院も混み合う時期となりますが、皆様からのご紹介、検査依頼などへの対応

も新年度に向けより充実させてまいりますので、引き続きよろしくお引き立ての程お願い申し上げます。 

病院長 高木 均 

年度末のご挨拶 

ウェブサイト 
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上部消化管検査（GIF）      2,568件 

上部消化管治療 105件 

内訳：  ESD 4件  拡張術 7件 

EVL 22件  イレウス管 9件 

EIS 7件  止血 17件 

胃瘻造設 33件  異物除去 3件 

   その他 3件 

下部消化管検査（CF）    588件 

下部消化管治療 216件 

内訳：  

膵胆管検査・治療     48件 

内訳：     

                 

 

ポリペクトミー 

201件 EMR 

EVL 

２ くすの木病院 連携だより  

 Ｃ型肝炎治療実績 

ジェノタイプ 薬 剤 名 症例数 

1型 ハーボニー 16症例 

 ヴィキラックス 1症例 

 エレルサ・グラジナ 13症例 

 マヴィレット 8症例 

2型 ソバルディ・リバビリン 12症例 

 ヴィキラックス・レベトール 2症例 

 マヴィレット 5症例 

 肝臓内科検査・治療 

肝 生 検 30件 

肝癌ラジオ波焼灼療法 

（RFA） 
69件 

肝動脈化学塞栓療法

（TACE） 
99件 

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 

回数 1,656 1,539 1,705 1,482 1,662 1,574 1,569 1,616 1,572 1,594 1,647 1,658 19,274 

  炎症性腸疾患(IBD) 

クローン病（ＣＤ） 29名 

  

潰瘍性大腸炎（UC） 103名 

  

  

生物学的製剤    10症例 

顆粒球除去療法 3症例 

白血球除去療法   1症例 

 消化器内視鏡検査・治療件数 

生物学的製剤    20症例 

消化器・肝臓内科  

ERCP 4件  EST 14件 

ERBD 25件  砕石 2件 

EPBD 3件   

イレウス管 3件 

 拡 張 術 2件 

 止 血  10件 

透析回数  

 診療実績 （平成２９年１月～１２月） 

診療実績を御報告させて頂きます。 
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３ くすの木病院 連携だより  

抜歯 822件 

顎関節症 37件 

顎周囲炎 2件 

蜂窩織炎 31件 

舌炎 18件 

口内炎 6件 

骨髄炎 1件 

腫瘍 35件 

顎骨嚢胞 2件 

粘液嚢胞 15件 

インプラント相談 1件 

画像検査依頼 11件 

インプラントCT 39件 

その他           

(唾石症、ドライマウス、      

セカンドオピニオン等) 

 

156件 

総紹介件数 1,176件 

＊本年度も多くのご紹介を頂き、有難うございました。 

自費検査（DPCを含む） 

悪性リンパ腫 1 早期胃癌 1 

大腸癌 1 食道癌 1 

体重減少 1 スクリーニング 2 

保険診療 

頭・頚部  
脳腫瘍 2 血液 悪性リンパ腫 216 

頭頚部癌 37 皮膚 悪性黒色腫 2 

呼吸器 肺癌 285 骨 多発性骨髄腫 3 

消化器 

食道癌 25 循環器 心サルコイドーシス 1 

胃癌（早期を除く） 23 原発不明癌 37 

その他  
膵癌 50 悪性腫瘍 31 

肝細胞癌 22    

胆嚢胆管癌 23 ＊その他 悪性腫瘍内訳 31症例 

転移性肝癌 4  

GIST 3    

大腸癌 106    

婦人科 

乳癌 40    

子宮癌 21    

卵巣癌 13    

泌尿器 

膀胱癌 1    

前立腺癌 6    

腎臓癌 5    

痔瘻癌 1 悪性胸膜中皮腫 4 

縦隔悪性腫瘍 8 肝嚢胞腺癌 2 

耳介有棘細胞癌 1 胸腺癌 3 

副腎癌 1 腎盂癌 1 

後腹膜悪性腫瘍 1 原発腹膜癌 1 

十二指腸乳頭部癌 2 十二指腸癌 1 

神経内分泌腫瘍 1 平滑筋肉腫 1 

尿管癌 1 腸腰筋腫瘍 1 

直腸カルチノイド 1   

(963症例) 

歯科紹介内訳  

ＰＥＴ／ＣＴ病名別集計  
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４ くすの木病院 連携だより  

手術症例・麻酔件数  

 外科   

甲 状 腺 10件 

乳  腺 13件 

胃 ・ 食 道 14件（内：胃瘻造設 4件） 

小  腸  1 件 

ヘ ル ニ ア 2件 

大  腸 19件（内：腹腔鏡下 7件） 

胆  嚢 11件（内：腹腔鏡下 7件） 

胸水・腹水濾過濃縮再静注法 10件 

経皮的腹腔膿瘍ドレナージ 1件 

脾  摘 1件 

ＣＶポート埋込み 4件 

創部デブリードマン 6件 

腫瘍等の局麻下手術 28件 

虫  垂 1件 

リンパ節群郭清術 2件 

その他開腹手術 1件 

その他局所麻酔手術 20件 

 月別手術件数 

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 

外 科 9 11 13 12 13 10 10 2 2 4 8 2 96 

整形外科 10 15 8 14 7 14 15 4 8 14 12 9 130 

歯科口腔外科 2 1 0 1 3 1 3 3 1 5 1 3 24 

血管外科 5 1 5 1 1 4 4 3 5 5 4 6 44 

(手術室管理症例） 

※平成２９年８月より消化器・一般外科 常勤医師不在となっております。 

（同一手術に対し複数の術式あり） 
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５ くすの木病院 連携だより  

 整形外科 

 歯科口腔外科  血管外科 

 麻酔件数 

抜 歯 術 9件 

良性腫瘍・嚢胞・白板症などの手術 6件 

唾液腺関連手術 2件 

上顎洞関連手術 5件 

顎骨骨折関連手術 2件 

全身麻酔 154件 

全身麻酔＋硬膜外 13件 

静脈麻酔 4件 

腰椎、硬膜外麻酔のみ 8件 

局所、伝達麻酔 116件 

シャント手術 6件 

下肢静脈瘤手術 59件 

血栓除去術 2件 

経皮的血管拡張術 55件 

（同一手術に対し複数の術式あり） （手術室管理症例) 

鎖骨骨折手術 2件 

上腕骨折手術 1件 

前腕骨折手術 17件 

手関節・手指骨骨折手術 9件 

手根管症候群手術 19件 

腱鞘切開 14件 

骨髄炎手術 3件 

関節脱臼非観血的整復術 12件 

異物(挿入物)除去術 20件 

陥入爪（爪形成） 2件 

その他（腫瘍切除等） 9件 

大腿骨頚部骨折手術 

 内訳：  観血的整復固定術   19件 
      人工骨頭挿入術     7件 
      鋼線等による直達牽引   1件 

27件 

大腿骨骨折手術 1件 

関節鏡(半月板切除手術等) 5件 

膝蓋骨骨折手術 2件 

下腿骨折手術 4件 

足関節・足趾骨骨折手術 2件 

四肢切断術 1件 

神経・腱・筋関連手術 47件 

偽関節手術 1件 

断端形成術 1件 

（同一手術に対し複数の術式あり） 
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６ くすの木病院 連携だより  

of Radiology 
TOPICS 

 医療トピックス 

放射線  

 超音波検査は簡便で非侵襲的かつリアルタイムで情報が得られ、各種画像診断の中でも欠かせ

ないものになっています。またその機能も急速に進歩してきており、診断だけでなく治療の分野にお

いても重要な役割を果たしています。これは医師による診断の精度が向上するだけでなく受診者の

負担も軽減することができます。 

 今回は当院新規導入されたＧＥ社製ＬＯＧＩＱ Ｅ９ ＸＤｃｌｅａｒ２.０についてご紹介させて頂きます。 

 最大の特徴として、新型のプローブが挙げられます。従来のプローブは画像精度を高めると描出

できる体内深度が浅くなり、逆に深部まで超音波ビームを届かせようとすると画質が粗くなる相反

関係にありました。しかし、新型プローブは皮膚に近い表在部から体内深部まで広範囲にわたって

均一な高精細画像の描出が可能となっております。 

 さらに、２２インチのＯＬＥＤワイドモニターを使用することで画

像認識が容易になり、コントラスト分解能（画像の濃淡の差）が

大幅に高くなったことから、より鮮明に高画質で実現します。 

 また、造影ＵＳやＲＦＡ（ラジオ波焼灼療法）治療などを行な

う際に利用されるＶｏｌｕｍｅ Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ機能を搭載してお

り、ＣＴやＭＲ等の画像と超音波画像を同一画面に同期表示

し、リアルタイムに比較ができます。 

 従来、同期を維持するために患者様が常に同じ姿勢を

保っていなければなりませんでしたが、センサーを装着した基

準位置マーカー(Ｃｉｖｃｏ社製)の使用と、患者様の動きを的

確に補正する「Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ Ｓｅｎｓｏｒ」機能の搭載により、

患者様の負担を大幅に軽減しました。 

 また、画像同期の正確性や効率性が高まることで、病変部

の早期発見やより正確なRFA治療支援に貢献しています。 

 ▲ＧＥ社製 ＬＯＧＩＱ Ｅ９ ＸＤｃｌｅａｒ２.０ 

■ はじめに 

■ ＬＯＧＩＱ Ｅ９ ＸＤｃｌｅａｒ２.０ の特徴 
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７ くすの木病院 連携だより  

■ ＲＦＡ症例紹介 

焼却前造影ＵＳ 焼却後ＵＳ 

ＲＦＡ後ＣＴ ＲＦＡ前ＣＴ 

約２年前、Ｓ７のＨＣＣに対し、ＴＡＣＥ、ＲＦＡ施行。ＣＴによりフォローしていたが、その同部位、頭側

に再発。ＴＡＣＥ後、ＲＦＡとなった。 

ＴＡＣＥ、ＲＦＡ前のＣＴでは、再発部位が淡く白く造影されています。ＴＡＣＥ、ＲＦＡ後のＣＴでは同

部位にＴＡＣＥの薬剤が白く入り、周囲がRFAにより淡く黒く焼却されていることがわかります。 

ＣＴで白く見えるのはＴＡＣＥの薬剤（→）で淡く白く造影されているところ（→）が、再発部位です。

US上では低エコーに見えます。CTと同期することで、再発部位をより明確に認識できます。穿刺ガ

イド（点線）に沿って電極針を腫瘤に向けて挿入し、焼却による局所温度上昇とともに水蒸気が発

生し、電極周囲が高エコー（→）に変化して見えます。 

 年齢：７０歳 性別：男性 疾患：Ｃ型肝炎  

今号の医療トピックスについてのご意見ご質問や検査法についてのご質問等がございましたら、放射線科までお問い
合わせください。 

放射線科直通ＴＥＬ・ＦAX ０２７４（２４）５５５４  ／  フリーダイヤル  ０１２０（３６）６６１８ 
PETセンター直通ＴＥＬ・FAX ０２７４（２４）４１３３ 

お問い合わせ先 
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【受付時間】 午前   ８：００～１１：３０ （歯科 ８：３０～）     午後 １：３０～４：３０ （歯科 ２：００～） 

公式facebook 

平成２９年１２月４日 現在    
外来担当医師週間予定表      

・■は専門外来のため、一般外来受診後予約となります。  ・第２・４土曜日は終日休診です。  

・毎月１回火曜日は、群馬大学病態制御内科学教授  山田  正信  先生による診察（予約制）があります。  

（※１）  義江医師（整形外科）の外来は、予約外の場合、受付時間が11時までとなります。  

（※2）  茂木医師（皮膚科）の外来の受付時間は11時までとなります。  

（※3）  非常勤医師（歯科）の来院日は第１・３・５週の土曜日とその前日の金曜日となります。  

（※4）  土曜日の糖尿病外来の診察時間は、９時から１０時３０分までとなります。  

（※5）  飯野医師（乳腺・甲状腺外科）の外来の新患受付時間は１１時までとなります。  

（※6）  整形外科（第3週土曜日）の外来の受付時間は11時までとなります。  

（※7）  富澤医師（泌尿器科）の外来の受付時間は１１時までとなります。  

【午 前】 月 火 水 木 金 土（第1） 土（第3） 土（第5） 

内 科 
一部予約制 

消化器  

（肝臓） 

高木 均 
消化器・一般 

高木 均 
消化器・一般 

  高木 均 
消化器・一般 

   

高草木 智史 
消化器・一般 

高草木 智史 
消化器・一般 

小曽根 隆 
消化器・一般 

小曽根 隆 
消化器・一般 

 高草木 智史 
消化器・一般 

小曽根 隆 
消化器・一般 

高草木 智史 
消化器・一般 

消化器  

   丸橋 恭子 
消化器・一般 

丸橋 恭子 
消化器・一般 

 丸橋 恭子 
消化器・一般 

 

   山口 泰子 
消化器・一般 

山口 泰子 
消化器・一般 

山口 泰子 
消化器・一般 

 山口 泰子   
消化器・一般 

  猿谷 真也   
消化器 

  猿谷 真也 
消化器 

  

腎臓 
  野口 俊治     

腎臓・一般 
     

  小栁 光      
腎臓 

     

循環器 
 深澤 利恵     

循環器・一般 
 深澤 利恵     

循環器・一般 
  深澤 利恵     

循環器・一般 

深澤 利恵     

循環器・一般 

 小 暮（第1・3）   

循環器         
   中 野         

循環器 
  

糖尿 

登丸 琢也      
内分泌糖尿・一般 

 登丸 琢也      
内分泌糖尿・一般 

  登丸 琢也      
内分泌糖尿・一般 

登丸 琢也      
内分泌糖尿・一般 

 

 久永 悦子     

糖尿病 
 岡村 孝志     

糖尿病 
 非常勤医師    

（※4） 糖尿病 

非常勤医師    

（※4） 糖尿病 
 

外 科  伏島 雄輔 小川 展二 込谷 淳一 
（第1・3） 

髙山 哲嘉    

乳腺・甲状腺外科 
（一部予約制） 

飯野 佑一   
（※5） 

 飯野 佑一   
（※5） 

飯野 佑一   
（※5） 

中澤 祐子   
（ 第1 ・ 3 ・ 5 ） 

吉田 美穂  

血管外科 
（予約制） 

    小泉 信達    

整形外科 義江 健（※１） 

一般整形・手 
米本 由木夫 

一般整形 

笠原 進 
一般整形・膝 

義江 健（※１） 

一般整形・手 
江﨑 幸雄    

一般整形・ﾘｳﾏﾁ 

非常勤医師                        
（※6） 一般整形  

泌尿器科     富澤 秀人(※7) 非常勤医師 非常勤医師  

皮膚科 茂木 精一郎 (※２)        

歯科口腔外科 
（予約制） 

南 弘子 

吉田 智映子 

南 弘子 

中野 みゆき 

吉田（第２・４） 

南（第２・４） 

中野 みゆき 

吉田 智映子 

安井（第２・４） 

南 弘子 

吉田 智映子 

南 弘子 

吉田 智映子 
非常勤医師（※3） 

南 弘子 

中野 みゆき 

吉田 智映子 

非常勤医師 

【午  後】 月 火 水 木 金 土（第1） 土（第3） 土（第5） 

内 科        

（一部予約制）  

金井 秀夫    
腎臓・一般 

庭前（第２・４） 
循環器 

森田 公夫     
血液・一般 

鷲田 雄二     
消化器・一般 

 

土曜日 

午前中のみ診療 

第２･４土曜日 

終日休診   

  水野（第１・３・５） 

神経内科 

岩前 成紀 
呼吸器 

 

歯科口腔外科 
（予約制） 

南 弘子 

吉田 智映子 

南 弘子 

吉田（第２･４） 

南 （第２・４） 

吉田 智映子 

安井 (第２・４） 

南 弘子 

吉田 智映子 

南 弘子 

吉田 智映子 
非常勤医師（※3） 

矯正歯科 
（予約制） 

   神原 学 
（第４） 

櫻井 洋介 
（第１） 

ホームページ 

８ くすの木病院 連携だより  


