
 

 

 

 

外科・消化器外科  

令和 2 年当初から始まった新型コロナウイルス感染症の流行ですが、令和 3 年に入って

も収まるどころか、第 5 波、第 6 波と、さらなる感染者の増加を経験しました。第二種感

染症指定医療機関である当院では、多数の新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる必

要があり、診療科を問わず全ての医師が診療にあたっています。なかでも吉田副院長及び

田村医長は新型コロナウイルス感染症対策本部に参画し、当院のコロナ診療の中心的役割

を担っています。 

新型コロナウイルス感染症の影響で、年間の手術件数は 451 例と流行前と比較して約 2

割減少しましたが、悪性疾患の手術件数は昨年と同程度でした。受診控えのためか、がん

の進行例や緊急手術例が多かった印象があります。 

スタッフは、九州大学大学院で乳がん研究を終えた川地眸が赴任し、乳腺疾患のみなら

ず一般・消化器外科も含めて診療にあたっています。若手では外科・消化器外科に卒後 5

年目の松本昴、小児外科に卒後 4 年目の亀井一輝が赴任し、悪性疾患、良性疾患問わず、

緊急手術を含めて多数の手術を経験し研鑽を重ねています。 

研修医として当科をローテートした清水透医師が、外科医としての道を歩むことを選択

してくれました。3K とも 5K とも言われる外科医は志望者の減少、高齢化が全国的に問題

となっていますが、そのような中、優秀な人材が外科を選んでくれたことを大変うれしく

思っています。専門医制度における外科専門医及び消化器外科専門医修練施設、また、医

師臨床研修制度の臨床研修病院として、若手医師の教育には力を入れていたところですが、

これからも外科の魅力が伝わるように指導に力を入れていきたいと思います。 

 

呼吸器外科  

呼吸器外科では胸部悪性疾患（原発性肺がん、転移性肺腫瘍、縦隔腫瘍、胸膜腫瘍、等）、

良性疾患（気胸、肺嚢胞症、等）を呼吸器腫瘍センターで、感染性疾患の治療を呼吸器・

感染症外来で行っています。 

令和 3 年の全手術症例数は 73 例、原発性肺がん手術症例数は 38 例と前年と比較し減少

しました。これは新型コロナ感染症による診療制限と受診控えが原因と考えています。そ

のため、比較的進行した肺がん症例の頻度が多くなっています。肺がん治療においては治

療方針に変更はなく、病状に応じた最善の治療を提供できるように心がけています。 

呼吸器腫瘍センターとしての役割は、患者さまの病状に応じた最善の治療の提供です。 

症状によっては、抗がん剤治療や放射線治療が必要となることもあります。近年注目さ

れているがん免疫治療は高い治療効果が期待できる治療法です。これらの治療を組み合わ

せて高い治療効果を得るように努めています。そのため、最初の治療として手術治療以外

の治療法を提案することもあります。もちろん、治療方針は患者さまやご家族の意見や希
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望を尊重して、話し合いで決定されます。 

 その他に、当科では中国・四国地区や全国レベルの臨床試験に参加していますので、臨

床試験への参加をお願いすることがあります。臨床試験への参加は、当院で医療レベル向

上において重要な意味を持っています。基本的治療方針である“患者さまが受けたい治療施

設となれるように、最良治療の提供”が実現できるように、臨床・研究において日々精進し

ております。本年もよろしくお願いいたします。 

 

［呼吸器外科の手術症例数推移］ 

年 平成 29年 平成 30年 令和元年 令和 2年 令和 3年 

全身麻酔手術症例数 86 95 105 96 73 

原発性肺がん手術術式の推移 42 56 65 56 38 

 

原発性肺がん手術術式の推移 

 

原発性肺がん手術術式の推移 

 

 

 

月・木曜日 術後カンファレンスにて、内視鏡手術ビデオを編集したものを全医師で

検討し、医療安全の面や内視鏡外科技術医認定資格取得に向けて研鑽し

ています。 

火 曜 日 診療科・部門横断的にキャンサーボードを行い、患者さま中心にがん治

療チームとして最適な治療方針を決定しています。 

水 曜 日 朝、化学療法カンファレンスにてその週の化学療法件数を報告し、レジ

メンの変更の際は個別の症例の紹介を行っています。 

午後は外科・呼吸器外科の総回診後、退院支援スタッフカンファレンス

を看護師、MSW（医療ソーシャルワーカー）や理学療法士と行い、患

者さまの継ぎ目無い（Seamless）退院や転院を図っています。 

金 曜 日 抄読会で最新文献から自己研鑽と全医師への還元を行っています。また

緩和ケアラウンドとチーム会議にて症例検討を行っています。 

随 時 標準医療を忌避する例や終末期の倫理的な問題について臨床倫理委員会
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外科全体の週間予定に沿って 



で検討しています。また研究課題については、文部科学省・厚生労働省

ガイドラインに従い、倫理研究委員会で審議を受けています。 

救急科では一般外科であれば緊急例の手術を担当しますが、その間の外来は外科チーム

の医師が補っています。また患者さまに救急→加療→緩和医療と継ぎ目無い診療を提供す

る体制をとっています。 

小児外科医師は、小児外科疾患だけでなく一般外科の疾患も対応します。 

 

 

 

田中 雅夫 理事長・院長 

日本膵臓学会名誉理事長、日本外科学会・日本消化器病学会・日本消化

器内視鏡学会監事、アジアオセアニア膵臓学会プレジデント 

日本外科学会外科専門医・指導医、日本消化器外科学会消化器外科専門

医・指導医・消化器がん外科治療認定医、日本消化器病学会消化器病専

門医・指導医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医・指導医 

石光 寿幸 外科部長・乳腺外科部長、診療科長（外科・消化器外科・小児外科） 

日本外科学会外科専門医・指導医、日本消化器外科学会消化器外科専門

医・指導医・消化器がん外科治療認定医、日本がん治療認定医機構がん

治療認定医、日本乳癌学会乳腺認定医、日本臨床腫瘍学会暫定指導医、

日本乳がん検診制度管理中央機構検診マンモグラフィ読影認定 

大谷 和広 消化器外科部長 

日本外科学会外科専門医・指導医、日本消化器外科学会消化器外科専門

医・指導医、日本肝胆膵外科学会肝胆膵外科高度技能専門医、日本がん

治療認定医機構がん治療認定医、日本肝臓学会肝臓専門医、日本胆道学

会認定指導医 

宮竹 英志 外科医長 

日本外科学会外科専門医、日本内視鏡外科学会技術認定医（消化器・一

般外科） 

田村 徹郎 外科医長 

日本外科学会外科専門医 

川地 眸 外科医師・乳腺外科医師 

日本外科学会外科専門医、日本乳癌学会乳腺認定医、日本がん治療認定

医機構がん治療認定医、日本乳がん検診制度管理中央機構検診マンモグ

ラフィ読影認定 

松本 昴 外科医師 

＜呼吸器外科＞ 

吉田 順一  副院長、外科系統括部長 

日本外科学会外科専門医・指導医、日本胸部外科学会呼吸器外科専門医、

日本消化器外科学会消化器外科専門医・指導医、日本感染症学会感染症

外科と関連科の医師と資格など 令和 3（2021）年 12月現在 



専門医・指導医、日本化学療法学会抗菌化学療法指導医、ICD（インフ

ェクションコントロールドクター）、日本臨床腫瘍学会暫定指導医 

井上 政昭 呼吸器外科部長 

日本外科学会外科専門医、日本胸部外科学会呼吸器外科専門医、日本が

ん治療認定医機構がん治療認定医、日本呼吸器学会呼吸器専門医 

名部 裕介 呼吸器外科医長 

日本呼吸器外科学会呼吸器外科専門医、日本外科学会外科専門医 

橋本 鉄平 呼吸器外科医師 

＜救急科＞ 

中原 千尋 救急科部長 

日本外科学会外科専門医、日本消化器外科学会消化器外科専門医・消化

器がん外科治療認定医 

＜小児外科＞ 

亀井 一輝 小児外科医師 

＜緩和ケア内科＞ 

牧野 一郎 副院長・緩和ケア内科部長 

日本外科学会外科専門医、日本消化器外科学会消化器外科専門医・指導

医・消化器がん外科治療認定医、日本がん治療認定医機構がん治療認定

医、日本肝胆膵外科学会本胆膵外科名誉指導医、日本消化器病学会消化

器病専門医、日本緩和医療学会緩和医療認定医 

関 千尋 緩和ケア内科医長 

日本内科学会認定内科医、日本緩和医療学会緩和医療認定医 

 

 

 

   開腹 

開胸 

鏡視下 

消化管及び 

腹部内臓 

食道 食道切除再建術 0 0 

 食道（粘膜下）腫瘍摘出術 0 0 

  その他の手術 0 0 

  （上記のうち）食道がん切除手術総数 0 0 

 胃・十二指腸 胃全摘術 8 3 

  幽門側胃切除術 5 3 

  噴門側胃切除術 0 2 

  胃部分切除術 0 0 

  その他の手術 9 0 

  （上記のうち）胃がん切除手術総数 13 5 

 小腸・虫垂・結腸 小腸切除・狭窄形成術 3 2 

  結腸切除術 10 47 

外科全体の年間手術症例数 令和 3年（2021年 1月～12月） 



  虫垂炎手術 2 20 

  腸閉塞に対する手術 14 0 

  人工肛門造設・閉鎖術 11 0 

  その他の手術 2 0 

  （上記のうち）結腸がん切除手術総数 7 42 

 直腸・肛門 直腸切除術 0 14 

  直腸切断術 1 0 

  大腸（亜）全摘術 0 0 

  肛門疾患手術 4 0 

  その他の手術 2 0 

  （上記のうち）直腸がん切除手術総数 2 14 

 肝・胆・膵・脾 肝切除術 4 1 

  胆のう摘出術 4 37 

  総胆管結石症に対する手術 0 0 

  膵頭十二指腸切除術 7 0 

  膵頭十二指腸切除術以外の膵切除術 1 0 

  脾臓摘出術 0 0 

  その他の手術 2 1 

  （上記のうち）肝・胆道・膵がん切除手術総数 9 1 

 腹腔・腹膜・後腹膜 ヘルニア手術 36 1 

  その他の手術 14 0 

乳腺  乳房切除 21 0 

  乳房温存手術 13 0 

  その他の手術 2 1 

  （上記のうち）乳がん切除手術総数 36 0 

呼吸器・縦隔 肺・気管・気管支 肺切除術 3 42 

  その他の肺・気管・気管支の手術 3 20 

  （上記のうち）肺がん切除手術総数 3 35 

 縦隔 胸腺摘除術 0 0 

  縦隔腫瘍手術 0 4 

  その他の手術 0 0 

頭頸部・内分泌 甲状腺疾患に対する手術 0 0 

 副甲状腺疾患に対する手術 0 0 

 その他の手術 0 0 

末梢血管 静脈瘤に対する手術 0 0 

 その他の手術 38 0 

外傷   1 0 

 

  



【業績集】 

＜発表＞ 

開催年月日 演 題 名 演 者 共同演者 学 会 名 場所 

2021.5.7-9 AI（人工知能）を逆手に：

不採用誌が教えた上位誌

における Accepted paper 

吉田順一 大谷和広 

他病院医師 

第 95回日本

感染症学会

学 術 講 演

会・第 65 回

日本化学療

法学会総会 

パシフィ

コ横浜 

2021.6.11-12 術前・術中に壁硬化像に

乏しく早期胃癌と診断

したが、術後病理で分化

型癌細胞の浸潤を散在

性に広範囲かつ漿膜面

にまで認めた一例 

松本昴 他病院医師 第 117回日

本消化器病

学会九州支

部例会 

アクロス

福岡 

（Web開催)  

2021.8.5 COVID-19 治療薬につ

いて 当院論文その後 

［講師］ 

吉田順一 

 令和 3年度

下関市立市

民病院地域

医療研修会

-COVID-19

について- 

Web開催 

2021.8.28 （教育講演） 

薬剤師目線の薬剤耐性と

統合スチュワードシップ 

吉田順一  第 30回山

口県感染制

御薬剤師教

育セミナー 

Web開催 

2021.9.3  ［司会］ 

石光寿幸 

 第 123回北

九州外科研

究会 

Web開催 

2021.9.3 （レクチャー） 

当院における癒着防止

剤の使用の工夫 

田村徹郎  第 123回北

九州外科研

究会 

Web開催 

2021.9.9 全科医師でCOVID-19診

るためのシステム作り 

［講師］ 

田村徹郎 

 令和 3年度

下関市立市

民病院地域

医療研修会

-COVID-19

について- 

Web開催 

2021.10.7-8 穿通性肝膿瘍を来した

GradeⅠ急性胆嚢炎の

重松慶一 大谷和広 

田中雅夫 

第 57回日

本胆道学会

東京 

（Web開催) 



一例 学術集会 

2021.10.14  ［座長］ 

石光寿幸 

 地域医療研

修会 下関

市立市民病

院 化学療

法セミナー 

Web開催 

2021.10.27-29 COVID-19 入院例の重

症化を防ぐ薬物等の因

子：近似 Pa02/Fi02 比

による受信者操作特性

解析 

吉田順一 大谷和広 

他病院医師 

令和 3年度

下関市立市

民病院地域

医療研修会

-COVID-19

について- 

Web開催 

2021.11.11 

 

COVID-19 当院の症例

報告 

大谷和広  令和 3年度

下関市立市

民病院地域

医療研修会

-COVID-19

について- 

Web開催 

2021.11.26-28 

 

当科において高齢者小

細胞肺癌に対して CE

療法に atezolizumabの

併用療法を施行した症

例の検討 

名部裕介 橋本鉄平 

井上政昭 

吉田順一 

第 62回日

本肺癌学会

学術集会 

パシフィ

コ横浜 

2021.11.26-28 

 

肺癌に対する免疫チェ

ックポイント阻害薬治

療中の腫瘍マーカー評

価についての検討 

井上政昭 名部裕介 

橋本鉄平 

吉田順一 

第 62回日

本肺癌学会

学術集会 

パシフィ

コ横浜 

2021.11.26-28 

 

非小細胞肺癌に対する

免疫チェックポイント

阻害薬治療中の再発縦

隔リンパ節切除で治療

継続可能であった 1例 

橋本鉄平 井上政昭 

名部裕介

吉田順一 

第 62回日

本肺癌学会

学術集会 

パシフィ

コ横浜 

2021.12.17  ［座長］ 

吉田順一 

 第 34回日

本外科感染

症学会総会

学術集会 

Web開催 

 

  



＜論文＞ 

発表年 表  題 著書等 共同著者等 雑誌・巻・ページ 

2021 (座談会）新型コロナウィルス

と働き方改革 

吉田順一  勤務医ニュース 

27号 1-12 

2021 Efficacy and safety of immune 

checkpoint inhibitor monotherapy in 

elderly patients with non-small cell 

lung cancer 

Yasuhiro 

Chikaishi 

Masaaki Inoue 

Kasumi Kusanagi1) 

Yohei Honda2) 

Junichi Yoshida 

Masao Tanaka 

Aging Medicine 

2021;4:42-46 

2021 COVID-19入院例の重症化を

防ぐ薬物等の因子 

-近似PaO2/FiO2比による受信

者操作特性解析- 

吉田順一 大谷和広 

田村徹郎 

田中雅夫 

他病院医師 

臨床と研究 

98(7)91-94 

2021 COVID-19 の治療薬：医師会の

目線で 

吉田順一  下関市医師会報 

秋季号（327）2-3 

2021 IASR 新型コロナワクチン接種

後に新型コロナウイルス感染症と

診断された症例における抗体応答 

 （当院参加） IASR-news 

2021 IASR 新型コロナワクチン接種

後に新型コロナウイルス感染症

と診断された症例に関する積極

的疫学調査（第二報） 

 （当院参加） IASR-news 

2021 気管支放線菌症が成因と考えら

れる気管支結石により閉塞性肺

炎を呈した 1 例 
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