
CONTENTS
2015.12

vol.14 第８回呉国際医療フォーラム（K-INT）

開会挨拶／祝辞････････････････････････････････････････････････････ 1

抄録・･････････････････････････････････････････････････････････････ 2

第８回呉国際医療フォーラム（K-INT）を開催して･････････････････････ 9

国際交流室　活動報告･･･････････････････････････････････････････････ 12

受賞報告･･･････････････････････････････････････････････････････････ 13

研究紹介･･･････････････････････････････････････････････････････････ 15

編集後記･･･････････････････････････････････････････････････････････ 15

第8回呉国際医療フォーラム集合写真

Institute for Clinical Research 
National Hospital Organization Kure Medical Center/Chugoku Cancer Center

NEWS
独立行政法人　国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター

臨床研究部ニュース
広島県呉市青山町3ｰ1 TEL 0823ｰ22ｰ3111
http://www.kure-nh.go.jp
発行責任者　臨床研究部長　山下　芳典



1

14

第８回呉国際医療フォーラム 谷山清己会長
　ゲストの皆さん、呉国際医療フォーラムを代表し歓迎いたし
ます。このフォーラムでは毎年話題性のあるテーマを取り上げ
ます。今年のテーマは「チーム医療の最前線」としました。国
内外の医師、研究者が呉で再会し、学術交流のみならず日本の
文化についても体験できます。今回も充実したフォーラムとな
ることを願っています。

呉市福祉保健部 原田祐輔副部長
　呉市で地域医療の活性化と国際医療人育成を目的にフォーラ
ムが開催され大変嬉しく思います。
　今回のテーマはチーム医療です。呉市では、2013年から地域
総合チーム医療推進専門部会で一定の成果を上げています。本
フォーラムの成果により、チーム医療がさらに推進されるもの
と大いに期待をしております。
　終わりに、本フォーラムが実り多きものとなりますことと、
ご参加の皆様方の益々のご活躍を祈念申し上げまして、ご挨拶
といたします。

呉市医師会 國田哲子副会長
　呉市医師会を代表して歓迎のご挨拶を申し上げます。
　第８回呉国際医療フォーラムが、ここ呉市でこのように盛会
に開催されますことに心よりお祝いを申し上げます。
　今回のテーマであるチーム医療は、大変効率的な面もありま
すが反対に難しい場面もあると思います。しかし、今後ますま
す必要とされるシステムです。
　本日からのフォーラムでのご討議が、今後のチーム医療の在
り方にとっての一つの指標となり、このフォーラムにご参加の
皆様にとって大変有意義なものとなりますことを祈念します。

広島大学医学部長 木原康樹教授
　今回のテーマは「チーム医療の最前線」です。皆さんご存知
の通りこれはとてもとても重要なテーマであり、チームを作り
上げるためには互いに信頼し、情報を共有することが重要です。
　呉は地方にあり高齢化が進んでいます。一方アジアでは急速
な人口増加と経済発展が進んでいます。広島大学医学部長とし
て、大学の国際化を進めこのような地球規模での変化に即応す
るようにしていきたいと考えています。
　梅雨が明けた今、ゲストの皆さんには病院内のみにとどまら
ず、是非宮島などにもお立ち寄り頂きたいと思います。原爆投下から70年の今日、過去を振り
返るのみならず、未来へ向けてがんばっていきましょう。

第８回呉国際医療フォーラム　開会挨拶（要約）

祝辞　（要約）
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7月24日　17：40－18：25

“Team approach in Pediatrics” 
Chaired･by･Yasuhiko･SERA
シンポジウム１：小児領域のチーム医療
座長　呉医療センター・中国がんセンター　世羅康彦

Status･of･our･Clinical･Genetics･Center･and･a･role･of･the･team.
　　MA.･Kaori･Tayla･MORI,･Zentsuji,･Japan

　　四国こどもとおとなの医療センター　森　香保里
　2013年当院に遺伝医療センターを開設し、直後開始した母体血を
用いた出生前診断（NIPT）の現状とチームの役割に関して報告した。
現在臨床遺伝専門医５名、染色体検査技師３名、心理士１名、保育
士１名がメインとなり、他職種と連携している。毎月平均13.35人が
NIPTの為の遺伝カウンセリングを受けるが、隣県や本州からの来院もあり、国内での実施施
設の普及が進んでいないことがわかる。不安の強い患者に対して、遺伝医療チームが正しい情
報とサポートを提供することで、不必要な不安やストレスを軽減させることができると思われ
る。　

The･current･problem･of･prenatal･diagnosis･in･Japan
　　Kazuhisa･MAEDA,･Zentsuji,･Japan

　　四国こどもとおとなの医療センター　前田和寿
　出生前診断は、現在世界各地の国で行われている。日本でも1968年
に初めて羊水検査法が導入され染色体検査が開始された。2013年には
母体血を用いたNIPT（Non･invasive･prenatal･testing）の臨床研究が
始まった。
　一方、出生前診断のガイドラインは羊水染色体検査を施行後20年経過して学会が1988年に初
めて作成した。日本の出生前診断の技術は飛躍的に進歩したが、倫理的問題への対応が遅れて
いるのが現状である。日本の出生前診断の問題点、現在行われているわが国の出生前診断につ
いて述べたいと思う。

Approach･ to･Maintaining･ Readiness･ for･ a･ Team-based･ Care･
Approach･to･Pediatric･Emergencies･at･Our･Facility
　　Junya･SHIMIZU,･
　　Department･of･Pediatrics,･
　　Okayama･Medical･Center,･Okayama,･Japan
　　岡山医療センター　小児科　清水順也
　救急医療現場におけるチーム医療の成否は、患児の予後に大きく
影響する。私たちの施設では小児救急シミュレーショントレーニングを６年前から毎週継続し
300回以上の開催となった。重症緊急患者の仮想経験を積むことで、医療技術的な向上ならず、
コミュニケーションスキルやリーダーシップなどチーム医療に必要な要素の向上も図っている。
高度なシミュレーション機器を使用しないこともトレーニング継続の秘訣である。

第８回呉国際医療フォーラム　抄録
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Preventing･Childhood･Blindness･in･Thailand
　　Kwanjai･VONGKITTIRUX,･
　　･Queen･Sirikit･National･ Institute･ of･Child･Health,･Bangkok,･

Thailand
タイにおける子どもの失明予防
　　タイ・クイーンシリキット小児病院　Kwanjai･VONGKITTIRUX
　2006年から2007年に行われた第１回タイ視覚障害調査プロジェク
トでタイの22の行政区からデータが集められた。この調査で得られた1から14歳の子供の視覚
障害と眼病について検討した結果を紹介する。
　保健省と医療省は小児の盲目と低視力の削減のため、効果的な戦略を打ち出さなければなら
ない。そのためにはこのようなコミュニティに介入した広範囲にわたるデータ収集が必要である。

7月25日　　10：30－11：15

“Team Approach in Chest Surgery” 
Chaired･by･Hiroshige･NAKAMURA
シンポジウム２：胸部外科におけるチーム医療
座長　鳥取大学　中村廣繁

Interdisciplinary･ team-based･ approach･ for･ comprehensive･
preoperative･pulmonary･rehabilitation･including･intensive･nutritional･
support･for･elderly･lung･cancer･patients
　　Norifumi･TSUBOKAWA
　　Kure･Medical･Center･/･Chugoku･Cancer･Center,･Kure,･Japan
Interdisciplinary･team-based･approachで行う高容量BCAA製剤投与

（強化栄養療法）を併用した周術期包括的呼吸リハビリテーション
　　呉医療センター・中国がんセンター　坪川･典史

【背･景】栄養療法を併用した包括的呼吸リハビリテーションを多職種のチーム体制で実践して
いる。

【方･法】75歳以上の肺癌患者を対象に包括的呼吸リハビリテーション施行例（27例）と非施行
例（34例）において術後合併症について検討した。

【結･果】術後合併症は、施行例で有意に少なく、包括的呼吸リハビリテーションが合併症を軽
減させる独立した因子であった。

【結論】本法は肺切除後の合併症を軽減させる有効な方法である。

Our･Approach･ to･Achieving･Collaborative･Care･ for･Patients･with･
Breast･Cancer
　　Shinji･OZAKI
　　Kure･Medical･Center･/･Chugoku･Cancer･Center,･Kure,･Japan
･当院の乳がん患者さんへのチーム医療によるケア達成のための取り組み
　　呉医療センター・中国がんセンター　尾崎慎治
　がん患者のQOLにとって医療者間の連携は適切な治療と患者さん
の満足度につながるため重要である。私たちは週に1～2回の腫瘍内科医、乳腺外科医、放射線
治療医、病理医、薬剤師、看護師、心理士から構成される多職種によるカンファレンスを定期
的に行っている。このカンファレンスにおいて患者一人一人の治療法や状況を確認し、治療に
よる副作用などに対処している。また、当院では病理医による患者への病理結果の説明および
薬剤師による薬剤指導も行っている。今回、私たちのこのような取り組みについて紹介する。
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Multidisciplinary･ programs･ of･ lung･ cancer･ in･Taipei･Medical･
University･Hospital,･Taipei,･Taiwan
　　Hsin･yi･CHIU
　　Taipei･Medical･University･Hospital,･Taipei,･Taiwan･
台北医科大学病院における、肺がんに対する多角的プログラム
　　台湾・台北医科大学大学病院　Hsin･yi･CHIU
　台北医科大学病院と付属施設である台北がんセンターは、常に連携
を取り治療を行うと同時に、研究機関としても高い評価を得ている。研究対象には肺がんに対
する遺伝子プロファイリング、バイオマーカー、新しい治療法へのアプローチなども含まれる。
多岐にわたる専門家によって治療法のプラットフォームが確立され、国際標準の医療を提供し
ている。

7月25日　14：00－15：00

“Team Approach in General Surgery”
Chaired･by･Hideki･OHDAN･
シンポジウム３：一般外科領域におけるチーム医療
座長　広島大学大学院　大段秀樹

Team･work･approach･ for･cervical･cancer･prevention･at･grass-root･
level･in･Vietnam
　　NGUYEN･Vu･Quoc･Huy,･Hue,･Vietnam
ベトナムにおける草の根レベルの頸部がん予防に対するチーム医療
　　ベトナム・フエ医科薬科大学　NGUYEN･Vu･Quoc･Huy
　Visual･inspection･with･acetic･acid･（酢酸加工による頸部視診：VIA）
法の実施と有効性について、ベトナムの地域コミュニティーレベルで検討
した。そこで今回、地方の医療機関でも公的機関から監督を派遣することで統一した手法と基準で
VIA法を行うことでき、細胞診の結果との相関性も92.5％と高かったことを報告する。

Improved･outcomes･of･multi-disciplinary･ team･approach･ in･hilar･
cholangiocarcinoma･
　　Young-Soo･MOON
　　･Haeundae･Paik･Hospital,･ Inje･University･College･of･Medicine,･

Busan,･Republic･of･Korea
肺門胆管がんにおけるチーム医療の成果
　　韓国・ヒュンダイパイク病院／インジェ医科大学　Young-Soo･MOON
　この10年で劇的に他部門に関与するチーム医療（multi-disciplinary･team（MDT）approach）が
進歩し、食道･、胃･、肝、胆、および卵巣がんで、患者の治療における選択の幅を広げ、且つ、
生存率を改善することが明らかとなっている。今回取り上げる肝臓切除を伴う肺門胆管がん患
者の一般的な5年生存率は約20～40･%であるが、これは消化器、外科、病理、放射線、などの
専門家によるMDT･approachによって、改善されるであろう。
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7月25日　14：15－15：15

“Team Approach in Various Fields”
Chaired･by･Shoji･SHIMOSE
シンポジウム４：各科領域のチーム医療
座長　呉医療センター・中国がんセンター　下瀬省二

An･ effective･ team･ approach･ to･ osteoporosis･ for･Kure･ city:･A･
Prospective･trial･for･Osteoporosis-related･fracture･Prevention･（K-POP）
　　Takahiko･HAMASAKI
　　Kure･Medical･Center･/･Chugoku･Cancer･Center,･Kure,･Japan
骨粗鬆症に対するチーム医療：K-POPでの取り組みについて
　　呉医療センター・中国がんセンター　濱﨑貴彦
　骨粗鬆症に起因する骨折は寝たきりの原因の上位となっており，大
腿骨頚部骨折は日本では未だ上昇傾向にある．日本での骨粗鬆症の罹患率は約10％と言われ，
その多くを高齢者が占めている．人口15万人以上の都市で国内最高の高齢化率（31.0･%,･2013年）
を誇る呉市は，日本の10年先の未来を歩んでいると言える．今回われわれは呉市での骨粗鬆症
性骨折を予防する取り組み（K-POP）を紹介した．

The･Advantage･of･Multidisciplinary･Team･Approach:･Focused･ in･
Metastatic･Spine･Disease
　　I.G.N.･Wien･Aryana･
　　Udayana･University,･Sanglah･General･Hospital,･
　　Denpasar,･Bali,･Indonesia
多職種からなる医療チームアプローチによるメリット：脊椎転移に焦
点を当てて
　　インドネシア・ウダヤナ大学サングラ総合病院　I.G.N.･Wien･Aryana
　ヘルスケアは，広大な領域の知識を必要とするようになり，非常に大きな変化を迎えている．
臨床家たちはプロフェッショナルチームの一員であり，状況に応じて調整し，エビデンスに基
づいた処置を行うよう求められている．今回われわれは，脊椎転移したがん患者症例に対して，
整形外科医，リハビリ専門医，放射線科医，病理医などが協力して，診断，治療に当たったの
でその内容を報告した．

Team･approach･in･modern･therapeutic･apheresis:･Rajavithi･hospital･
3･years’･experience･（2012-2014）
　　Chajchawan･NAKHAKES
　　Rajavithi･Hospital,･Bangkok,･Thailand
アフェレーシス療法に対するチーム医療：ラジャビチ病院での3年間
の経験より（2012～2014年）
　　タイ・ラジャビチ病院　Chajchawan･NAKHAKES
　ラジャビチ病院では2008年より血液分離成分を、2012年よりアフェレーシス療法を取り入れ
ている。ここではアフェレーシス療法を行った3例について報告する。1例目は血小板減少性紫
斑病を伴う全身性エリテマトーデス、2例目は血友病、3例目は難治性血小板減少性紫斑病であっ
た。
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Relapse･during･Continuation･Pharmacotherapy･after･Response･ to･
Modified･ECT;･A･Comparison･of･Unipolar･versus･Bipolar･Depression
　　Kei･ITAGAKI,･
　　･Kure･Medical･Center･/･Chugoku･Cancer･Center,･Kure,･Japan
　気分障害患者における電気けいれん療法反応後の維持薬物療法の
再発予防効果に関する検討
　　呉医療センター・中国がんセンター　板垣圭
　電気けいれん療法（ECT）は気分障害に対して有効であり、麻酔科や看護師など他職種との
連携が必須の治療法である。一方で再発率が高いため、ECT後の維持薬物療法の確立が急務で
ある。当科でECTを施行した気分障害患者を後方視的に調査したところ、単極性うつ病患者に
はバルプロ酸やリチウムなどの気分安定薬が、双極性うつ病患者にはクエチアピンがECT後の
維持薬物療法として再発予防に有効である可能性が示唆された。

7月25日　15：30－16：15

“Team Approach in Cardiology” 
Chaired･by･Taijiro･SUEDA
シンポジウム５：循環器領域のチーム医療
座長　広島大学大学院　末田泰二郎

About･Aortic･Valve･reConstruction（AVrC） －･learning･from･the･
past･－
　　Taiichi･TAKASAKI,･
　　Kure･Medical･Center･/･Chugoku･Cancer･Center,･Kure,･Japan
大動脈弁再建術について　－温故知新－
　　呉医療センター・中国がんセンター　髙崎泰一
　昔から自己心膜を用いた心臓血管外科手術が行われてきた。
現行の医療では、大動脈弁狭窄症の治療は大動脈弁置換術が主流であるが、人工弁は完璧では
ない。そこで、我々は自己心膜を用いた大動脈弁再建術（尾崎法）を行うこととした。特殊な
機器、薬剤の使用や、麻酔科、看護師、臨床工学士など様々な分野とチームとして取り組むこ
とが重要である。その成績は生体弁に比べて、劣るものではなかった。

Cardiovascular･Risk･Management･with･Liaison･Critical･Path･ at･
Kure:･ Its･Effects･on･Implementation･of･Evidence-Based･Prevention･
in･Practice
　　Takatsugu･SEGAWA･
　　NHO･Kure･Medical･Center･/･Chugoku･Cancer･Center,･Kure,･Japan

　　呉医療センター・中国がんセンター　瀬川貴嗣

【背景・方法】現在のガイドラインでは冠動脈疾患（CAD）に対し積極的にoptimal･medical･
therapy･ (OMT)を行うことが推奨されている。当院では患者情報を共有しOMTの実施率を上
げるためにクリニカルパス（CP）を2007年から開始しており、CP導入した患者の退院後３年
間のOMT、冠リスクコントロールについて検討した。

【結果】CP導入１年後の抗血小板薬,･βblocker,･ACE･/ARBの処方率は高値でありLDL-C、
HDL-Cの目標値達成率は有意に上昇していた。また、CP導入3年後でも同様であった。

【結論】CAD患者へのCP導入はOMT実施,･冠リスクコントロールの改善に有用である可能性がある。
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True･Team･work･in･setting･up･a･national･level･Medtech･Centre:･
Ideas･to･prototypes･to･market.
　　Chuen･Neng･LEE
　　National･University･of･Singapore,･Singapore
国家レベルの医療技術センター起ち上げのためのチームワークにつ
いて：マーケットへの試みについてのアイデア
　　シンガポール・国立シンガポール大学　Chuen･Neng･LEE
　国家事業レベルのMedtechセンターの設立には、共通の目的と人々と患者の役に立ちたいと
いう情熱で結ばれたチームワークが必要である。そこに関係する臨床医、エンジニア、資金提
供者、工学技術者、政府の医療関係者、IPプロフェッショナルや投資家など、数多くのプロフェッ
ショナル間の調整の必要性について発表する。

7月25日　9：30－10：25

“Pathology Session”  
Chaired･by･Kiyomi･TANIYAMA
病理セッション
座長　呉医療センター・中国がんセンター　谷山清己

Auto-analysis･ for･Ki-67･ Indices･of･Breast･Cancer･Using･Specified･
Computer･Software･and･a･Virtual･Microscopy
　　Kazuya･KURAOKA
　　Kure･Medical･Center･and･Chugoku･Cancer･Center,･Kure,･Japan
　　呉医療センター・中国がんセンター　倉岡和矢
　185例の浸潤性乳癌を用い、Aperio･社のGenieによるKi-67指数の自
動解析が行われた。自動解析により得られたKi-67指数には目視解析との良好な相関が認めら
れた。さらに、pT1乳癌の核異型スコア及び分裂像スコア、核グレードと有意に相関していた。
自動解析により客観的な観察を行うことができ、乳癌の免疫組織科学的Ki-67指数解析を標準
化する手法となり得ると考えられた。

Digital･Pathology
　　Yukako･YAGI
　　･Massachusetts･General･Hospital･and･Harvard･Medical･School,･

Boston,･MA,･USA
　Whole･Slide･Imaging（WSI）がその画質などの問題をクリアした
現在、同じ機関の研究者や医者が共同研究を行ったり、外部にセカン
ドオピニオンを求めたりすることが容易となった。しかしながら、データの共有方法や解釈の
統一化など課題は残っている。今後のデータの集積と共に、これらの課題を克服すべくシステ
ムの構築を目指したい。



8

14

Importance･of･Structured･Data･Capture･in･Anatomic･Pathology:･
Can･It･Bring･Pathologists･Closer･to･the･Patient･Care･Team?
　　Veronica･E.･KLEPEIS
　　Massachusetts･General･Hospital,･Boston,･MA,･USA
　病理は診断、治療や患者の経過観察に重要なデータを提供する。し
かしながら、病理医は伝統的に、患者や医療チームとの意思疎通が
欠けているか少ない。mTuitiveソフトウェアを使用し、患者特異的
な病理学的なデータの集合や統合が行われることで、病理医はチーム医療のより重要な一員に
なることが示唆された。

Significance･ of･ CK7,･ CK20･ and･TTF-1･ in･ Rajavithi-･ Hospital･
Experience
　　Thiti･KUAKPAETOON
　　Rajavithi･Hospital,･Bangkok,･Thailand
ラジャビチ病院におけるCK7、CK20、TTF-1の有用性に関して
･ タイ・ラジャビチ病院　Thiti･KUAKPAETOON

【はじめに】現代の病理におけるチーム医療において免疫組織化学的
検査は、悪性腫瘍の原発巣の同定等様々な面で有用である。この中でCK7,CK20,TTF-1は使用
頻度の高い抗体であり、これらの発現の有用性に関して検討した。

【材料と方法】タイのラジャビチ病院の病理において、癌転移陽性と診断された頸部リンパ節
250例を対象とした。CK7,CK20,TTF-1抗体を用いた免疫酵素抗体法により、原発巢の同定に
おける有用性を検討した。

【結果及び結語】第8回K-INTにて報告する。

Beyond･“Cirrhosis”
　　Aileen･WEE
　　･National･University･of･Singapore,･National･University･Hospital,･

Singapore
肝硬変の将来展望
　　国立シンガポール大学　Aileen･WEE
　近年、肝生検のステージ分類はqFibrosis（肝の膠原線維の構築を
もとに肝線維化の程度を自動的に測定するシステム）を導入する方向に動いている。膠原線維
のパターンを門脈域、隔壁状、細線維状の3つに分け、線維化の進行を量的に表現するもので
ある。肝硬変においては、線維化の軽減が門脈圧亢進症や肝癌を抑える上で重要である。将来
的には肝硬変患者の肝生検は肝機能や肝癌発症の予後予測へと目的が変化するかもしれない。

　今年のK-INTのポスターは呉の「みなと祭り」での消防隊の演
技の写真を採用しました。「チーム医療」のテーマの通り、チー
ムでの作業を表現しています。祭りは古代より日本人にとって、
様々な職業、年齢、そして老若男女が時間を共有し、楽しむ、「チー
ム」で取り組むイベントでした。
　医療分野では、近年、栄養サポートを中心としてチーム医療が
大きく発展しました。この概念は様々な分野に広がりを見せてい
ます。
　K-INTポスターで使用している日本の伝統的な色である朱色
は魔よけの意味を持ちます。山吹色は実りを象徴しています。
K-INT参加者を始め、皆さんがこのテーマの意義を考えるきっか
けとなり、実り多きフォーラムとなる意味を込め、このポスター
を作成しました。

K-INT事務局長　山下芳典
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　呉国際医療フォーラム（K-INT）とは、年に一度、当センターで開催される国際学会です。毎年、
近年の医学の進歩に焦点を当てたテーマを決めてアジアを中心とする専門家を招きます。参加
者同士の討論や交流を通じて、呉地区の医療レベルの向上に寄与しています。

　今年で第８回となるK-INTは平成27年７月23日から26日の4日間にわたり盛大に開催されま
した。今回のテーマは「Team･Approach･in･Modern･Medicine　～チーム医療の最前線～」で
した。海外からはタイをはじめ、インドネシア、シンガポール、マレーシア、韓国、台湾、ベ
トナムそしてアメリカから30名の参加があり、真剣な討論と情報交換、そして心温まる交流が
行われました。
　まず開会式前日に、海外からの参加者に当センター
の見学ツアーを行いました。担当した病棟の看護師を
中心に、英語で病棟の特徴や日頃の業務の紹介があり
ました。今年はテーマの「Team･Approach」の表現
として人気パフォーマンスグループであるEXILEの
ダンスでプレゼンテーションを締めくくるなど、表現
方法に工夫が見受けられました。お昼には呉市街を一
望する11階の食堂でビュッフェを楽しんだ後、参加者
は呉技術研修センターに移動し、センター長の大庭信
二先生から施設紹介が行われました。紹介に続き、参
加者は実際に心臓や呼吸をモニターできるSimＭan3G

（高機能シミュレーター）を使用したICU（集中治療）
管理、内視鏡手術を用いた腹腔鏡下胆のう摘出術をコ
ンピューター上で疑似体験し、これから
の医学教育におけるシミュレーション教
育の必要性について相互理解を深めまし
た（写真１）。
その後、タイの看護師による看護学生向
け講義（写真２）と研修医を対象として
マレーシアと韓国の医師による講演があ
りました。
　翌日のK-INT開会式では来賓として呉
市長代理の呉市福祉保健部･原田祐輔副部
長（写真３）、呉市医師会･國田哲子副会
長（写真４）、広島大学病院･木原康樹教授

（写真５）から祝辞をいただき、谷山清
己会長（写真６）の開会宣言により第8回

 臨床研究部長　　山下　芳典

第８回呉国際医療フォーラム（K-INT）を開催して

写真２

写真１

写真４写真３

写真６写真５



10

14

K-INTが始まりました。開会式後には付属看護学校の学生による応援団演舞（写真７）とハン
ドベル演奏（写真８）並びに呉の伝統文化である音戸の舟唄が市民ボランティアにより披露さ
れ（写真９）、会場は外国からのゲストへの温かい歓迎ムードに包まれました。
　翌日にかけて開催されたシンポジウムでは、院外
からの座長として鳥取大学･中村廣繁教授（写真10）、
広島大学大学院･大段秀樹教授（写真11）、並びに末
田泰二郎教授（写真12）を座長としてお迎えし、当
院から呼吸器外科･坪川典史先生、乳腺外科･尾崎慎
治先生、整形外科･濱﨑貴彦先生、精神科および臨
床研究部･板垣圭先生、心臓血管外科･髙崎泰一先生、
循環器内科･瀬川貴嗣先生が専門分野でのチーム医
療について最新の知見を発表されました。また、病
理セッションでは病理診断科･倉岡和矢先生が発表
されました（発表順）。関連行事として企画された
４つのセミナーでは座長：済生会呉病院･松浦秀夫
院長（写真13）のもと、広島大学病院･木原康樹教
授（写真５）、座長：広島記念病院･宮本勝也院長

（写真14）のもと、がん研有明病院の比企直樹先生
（写真１５）、座長：山下（呼吸器外科部長／臨床研
究部長／国際交流室長）（写真16）のもと、鳥取大
学医学部･中村廣繁教授（写真10）、および座長：尾
﨑慎治先生（当センター乳腺外科医長）（写真17）
のもと、広島大学原爆
放射線医科学研究所･角
舎学行講師（写真18）
にそれぞれ講演をして
いただきました（講演
順）。
　梅雨明けの酷暑も何
のその、会場も熱気む
んむんで議論が戦わせ
ることができ、有意義
なフォーラムとなった
ことを事務局として嬉
しく思います。

　K-INTの大きな特徴
の一つとして、看護学
生の活躍が挙げられま
す。司会進行は看護学
生が英語で行いました

写真７

写真８

写真９

写真 12

写真 15

写真 18

写真 11

写真 14

写真 17

写真 10

写真 13

写真 16
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（写真19）。医学専門用語の中には発音することさえ難しい
単語がたくさんありましたが、練習の成果を発揮し流暢に
アナウンスしていました。また看護学生からの「おもてな
し」として、応援団の演舞、ハンドベル演奏、茶道部によ
るお茶会への招待と、ゲストにK-INTを楽しんでもらうイ
ベントが数多く企画されました。外国人女性ゲストは日本
の伝統的な浴衣でお茶会に参加しました。お茶会前後にはそれぞれがポーズをきめて写真を撮
りあい、表情は笑顔に溢れていました。最終日には会場を宮島に移し（写真20）、看護学生が
日頃培った英会話で積極的に海外のゲストとディスカッションを行いました。始めは照れた様
子だった学生も、時間が経つにつれゲストと打ち解け、もみじまんじゅうを一緒に頬張る微笑
ましい姿も随所で見受けられました。

　さて、本院は医学教育に関わる看護学校や呉医療技術センターが併設されており、呉におけ
る医療レベル向上の場、教育の拠点です。この教育の一環として、多くのボランティアに支え
られた国際学会を主催することは、第一線で稼働する臨床病院では他に類を見ない画期的でユ
ニークな試みです。近年、他の国立病院機構から同様の学会を主催する動きがあり、歴代会長
の先見の明、そして第8回を迎えたという重みを感じます。これまでの良き伝統を踏襲しつつ、
新しいチャレンジを取り入れて、より有意義なフォーラムを来年以降も運営したいと考えてい
ます。
　来年の第９回は7月22日～24日に予定されています。テーマは決まり次第発表します。
K-INTは皆さんに開かれた当院の一大行事です。今回参加されなかった方には、来年はぜひ参
加して異国文化を体験し楽しんで勉強していただきたいと思います。国際交流というと抵抗を
感じる方もいらっしゃるかと思います。しかし実際に体験してみると、人と人との交流の基本
は万国共通の「笑顔」で、決して難しい事ではありません。
　最後になりましたが、K-INT開催にあたっては、関連部署の方々、看護学校の先生方と生徒
の皆さんのお手伝いとご協力を頂きまして、誠にありがとうございました。国際交流室では皆
さんからの建設的なご意見をぜひ次回のK-INT運営に活かしたいと考えています。これからも
当センターの国際交流を盛り上げていきましょう。

写真 19

写真 20
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　当センター国際交流室では、様々な国際活動をサポートしています。ここにその活動を報告
します。

海外出張サポート  
　海外出張する職員のチケット予約、宿泊予約やスケジュール調整をしています。帰国後のレ
ポートを広報に使い、大事な資料として保管しています。今年6月に行われた学会へ派遣され
た職員のレポートを紹介します。

タイ国立Queen･Sirikit病院医学会に参加して
4B病棟　看護師　　石部　裕唯

　2015年6月23日から27日までの5日間、バンコクにあるQueen･Sirikit･national･ institute･of･
child･healthで 開 催 さ れ た“The･16th･Annual･Pediatric･Meeting･of･National･Child･Health･
2015”に参加しました。当院から本田裕産婦人科医師をはじめ、舛金聖也研修医、奥本知世研
修医、私の4人が参加し、四国こどもとおとなの医療センターからは7名の医師と看護師、アー
トサイコテラピストなどが参加されていました。
　学会初日の24日に本田産婦人科医師が発表し、その後、記念品の交換式がありました。私は、
参加者の英語での発表に戸惑うこともありましたが、単語の意味を調べながらタイや近隣国の
医療について学ぶことが出来、とても良い経験になりました。25日にはウィマンメーク宮殿や
アナンタ・サマーコム宮殿、ジム・トンプソンハウスを見学し、煌びやかな美術工芸作品を見て、
タイの文化に触れることが出来ました。26日には舛金研修医、奥本研修医、私のポスター発表
の時間が設けられました。私は急性期の呼吸器疾患患児への効果的な酸素吸入方法の検討につ
いて発表をしました。25人程度の医師や看護師などが聴講してくださり、意見交換をすること
が出来ました。慣れない英語での質問や意見に戸惑いながらも、本田産婦人科医師や舛金研修
医、奥本研修医の力添えもあり、無事に発表を終えることが出来ました。発表の後は病院見学
をさせていただきました。私は母乳外来、PICU（小児集中治療室）、感染症病棟（デング熱患
者の治療病棟）、小児一般病棟をまわりました。病棟の階段には番号が書いてあり、2型糖尿病
患児やメタボリックシンドローム患児の運動療法に役立てていることが分かりました。それだ
けでなく、カロリーを消費するためのカラオケの部屋や水中での運動が行える施設もありまし
た。小児一般病棟は6人部屋になっており、当院同様母親が付き添いをされていました。しかし、
人工呼吸器を使用している患児と退院の近い比較的元気な患児が同室になっていることや、感
染症はカーテンのみで仕切られている状況など、当院とは異なる点も多くありました。PICU
や小児一般病棟の看護師とも情報交換をすることも出来、とてもよい学びとなりました。私の
勤務している4B病棟は小児科患者と糖尿病内分泌疾患患者を受け入れ、小児から高齢者まで
看ています。小児感染症の看護や糖尿病患者の運動療法など、日々の看護に共通するものが多
くあり、この体験が自分の看護を見直す機会にもなりました。これからも日々の業務の中で、
家族の思いをくみ取り、患者ひとりひとりの成長発達や持っている力を引き出す看護を続けて
いきたいと思います。
　最後に体調を崩すことなく、とても貴重で学びの多い素敵な経験をすることが出来たことを、

国際交流室　活動報告
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谷山院長をはじめ皆様に深く感謝します。そして、今後もこの素晴らしい交流が続くことを望
みます。

第２回　日韓医学交流を考える会　開催（10月17日㈯）  
　この会は呉市医師会主催で開かれ、原呉市医師会長挨拶で始まり、谷山院長、Khang教授（韓
国Asan医療センター）が司会しました。安井広島大教授とJang教授（韓国Sumsung医療セン
ター）が基調講演し、日韓両国から５題の口演発表が行われました。

◎平成27年度広島医学会賞！
呼吸器外科、原田洋明医師が受賞されました！

「多職種チームで行う術前包括的リハビリテーション～80歳以上の
肺癌患者における評価～」広島醫学68巻6号,311－317,2015

･

受賞報告

研究部長より一言！
チーム医療は今年の呉国際医療フォーラムの
テーマでした。当センターでは常に進化する
チーム医療を実践しています！

Moon教授 原会長 Khang教授 谷山院長 安井広島大教授



14

14

◎AlphaGalileoのポータルサイトで研究紹介！ 
臨床研究部、梶谷直人研究員の研究が注目されています。広島大学プレ
スリリースでも同内容が発信されています！

「うつ病改善に重要な神経栄養因子の分泌」に抗うつ薬のグリア細胞へ
の薬理作用が関与　～脳内の神経栄養因子を速やかに増加させる作用
を併せもった新規の抗うつ薬の開発へ期待～

◎第69回 国立病院総合医学会で多数受賞！
　･10月2日～3日に行われたこの学会で、当センター職員

の発表が下記の通り受賞しました！

ベスト　口演賞
テーマ 氏名 演題名

臨床工学／循環器 久恒　一馬 瞬間血流予備量比（iFR）の有用性の検討

放射線診断・画像診断
／ CT

定岡　大祐 CT･color･mapping･fusion･image･を用いた , 骨粗鬆症
性骨折椎体の骨癒合過程に対する視覚的評価方法

放射線診断・画像診断
／ MRI

久保　英文 Microscopy-coil を用いた TFCC 描出に関する 3D-
multiple･FastField･Echo の検討

循環器疾患 市川　織絵 産褥心筋症を契機に診断され 7 年後に失神の再発を認
めた 2 型遺伝性 QT 延長症候群の一例

看護総合 天田　靖子 ネーザルハイフローの有益性に関する検討～開心術後
の呼吸補助デバイスとしての役割～

腎・泌尿器疾患 甲田俊太郎 呉医療センター・中国がんセンター泌尿器科における
腹腔鏡下腎部分切除術の治療成績

消化管 永田　秀樹 国内感染で発症した腸チフスの 1 例

臨床工学　血液浄化・
循環器

半田　宏樹 Reactive･ATP の使用経験

ベスト　ポスター賞
テーマ 氏名 演題名

内分泌・代謝性疾患 姫野奈津美 レボチロキシン補充により著明な縮小を認めた下垂体
過形成の 1 例

内分泌・代謝性疾患 佐川　純司 高度肥満症例に SGLT2 阻害薬は有効か？

救急・集中治療 宮本真紀子 JMECC（内科救急・ICLS コース）開催のポイント

患者サービス・ボラン
ティア・接遇

大石　　愛 ボランティアがチームの一員になるために　･
～充足感と活動意欲向上のための取組み～

病理診断・細胞診 田中　美帆 組織切片自動作製装置の導入と作業効率向上に向けて

研究部長より一言！
裏表紙に梶谷研究員の研究内容の
紹介を掲載しています！

研究部長より一言！
日々、研究に向かう姿勢が評価
されましたね！
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グリア細胞を標的とした抗うつ薬の新たな薬理作用の探索
精神神経科学研究室　　梶谷直人

　うつ病はストレスの多い現代社会において患者数が増加しており、しかも罹患者の自殺率の
高さが社会問題にもなっています。うつ病には抗うつ薬が有効です。しかし、抗うつ薬の治療
効果が発現するには、抗うつ薬を２～３週間飲み続ける必要があります。ところが、なぜ抗う
つ薬を数週間飲み続ける必要があるかの理由は明らかにされていませんでした。
　近年、抗うつ薬を飲み続けることで脳内に神経栄養因子というタンパク質が増えることが分
かってきて、このタンパク質が増えることで治療効果が現れるのではないかと考えられていま
す。
　そこで、当研究室では脳内に存在する神経栄養因子の産生細胞の一つであるグリア細胞に着
目し研究を行いました。脳内のグリア細胞を培養し抗うつ薬を処置すると、神経栄養因子の産
生が増加することが分かりました。さらにこの作用は、従来の抗うつ薬の薬理作用として考え
られてきたモノアミンに対する作用とは独立した作用であることが分かりました。この結果は、
抗うつ薬による神経栄養因子の増加作用に対してグリア細胞に作用する未知の薬理作用が存在
する可能性を示しています（下図）。
　最近の研究成果として、グリア細
胞に対する作用には転写因子EGR1が
重要なシグナル分子であることを明
らかにすることができ、2015年7月に
Journal･of･Neurochemistryに 掲 載 さ
れました。
　これからも研究業務を継続してい
き、より早い効果を持つ治療薬の開発
につながる研究を進めていくことで、
間接的ではありますが精神科医療に
貢献できるよう努めたいと思ってい
ます。今後ともよろしくお願い致します。

編集後記

　当センターの新しい病院運営方針が発表されました。「LOVE and SMILES」です！この
ニュース編集部のLOVEで、皆さんがより素晴らしいSMILEになれますように○
･ 国際交流室　山下　芳典

岸田　直子
（今号は紙面構成の関係により機器紹介を省略させていただきます。）

研　究　紹　介


