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上越総合病院　地域連携センター
電　話  025-524-3000（代表）
ＦＡＸ  025-524-3140（直通）まで

医療機関様／施設様からの
ご紹介・お問い合わせは

2022年秋号

　平素は当院の診療にご理解とご協力を賜り、
誠にありがとうございます。この場をお借りし
て感謝申し上げます。

　こうした中、われわれ消化器内科の診療にも様々な変化がありました。特
に内視鏡検査においては表に示しましたように、検査数は一時期減っており
ましたが、最近徐々に戻ってきております。その検査ですが、施行医は全検

査で N95 マスク、
ア イ シ ー ル ド や
キャップの装着を
しており、手袋は
もちろん、エプロ
ンも毎回交換して
臨んでおります。
また受けられる患

者様も専用のマスクをしていただいている状況です。幸い現在こうした感染
対策用具の普及は充分ですが、いつまでこうした体制を取っていくのか考え
るべき時期にきていると感じております。また一方で、COVID-19 のために
検査を控えていた症例におけるがん発生数の増加が海外を中心に報告されて
きており、本邦でも今後注視していく必要があると考えております。

　さて、早くも COVID-19 の発生以来 3 年目の
冬を迎えようとしております。ワクチン接種の
普及に伴い、重症患者や死亡数は減ってきてお
り、海外旅行者の受け入れ緩和も始まって、少
しずつ以前の生活に戻っているような気もしま
すが、その一方で第 8 波の到来を予想する意見も多く、まだまだ予断を許さ
ない状況です。 

上越総合病院

地域連携センター便り
さとう　　　  ともみ

消化器内科　副院長　佐藤　知巳ご挨拶

新任医師紹介新任医師紹介 《出身地／出身大学／趣味・特技／抱負》

出　身　地：愛知県豊田市
出 身 大 学：福井大学
趣味・特技：筋トレ、ハンドボール、空手
抱負：力一杯頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。

木寺　将大（きでら　まさひろ）

出　身　地：愛媛県
出 身 大 学：新潟大学
趣味・特技：競馬
抱負：当院で初期臨床研修2年間お世話になりました。久しぶりに上越に

帰ってきて、働けることを楽しみにしております。少しでも上越
地域の医療に貢献できたらと思います。

長櫓　宏規（ながろ　ひろき）

地域連携センターよりお知らせ

地域連携センターでは ご予約の FAX受付時間を

平日 午前 8：30～ 午後 4：00
とさせていただいております。

上記以外の時間に送信していただきましたFAXにつきましては、

翌診療日のご返信となりますのでご承知おきください。
尚、お急ぎの場合で平日午後 4：00～ 5：00の間は

診療科によっては対応できる場合もありますので、

その際には事前に電話にてご連絡下さい。

ご予約のFAX受付時間を

平日 午前 8：30～ 午後 4：00

2016 2017 2018 2019 2020 2021
上部消化管内視鏡検査（EGD）
通常観察 5874 5951 6013 5773 7399 5829

食道 + 胃 粘膜下層剥離術（ESD） 61 88 61 57 67 69
経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG） 49 61 71 60 71 62
全 大 腸 内 視 鏡 検 査（TCS） 
通常観察 956 1041 1075 1078 1054 899

大腸粘膜切除術（EMR） 332 397 379 298 335 389
大腸 ESD 2 2 19 18 15 15
内視鏡的逆行性膵胆管造影 
検査（ERCP） 111 124 199 165 108 195

超音波内視鏡（EUS） 0 21 173 48 86 57
超音波内視鏡下穿刺吸引法

（EUS-FNA） 0 2 46 12 14 25



　次に、COVID-19 とは直接関係ないのですが最近実感しているのは、膵が
ん患者様の急速な増加です。膵がんはご存知のように極めて予後の悪い疾患
であり、発見時に手術できる症例は 20% 程度と言われております。しかしな
がら最近少しずつ早期の段階での発見も増えてきており、特に 1 センチ以下
であれば 5 年生存率は 80% という報告も出てきています。その早期発見のた
め に 大 き く 貢 献 し て い る の が 超 音 波 内 視 鏡 (EUS: Endoscopic 
Ultrasonography) の登場です。当院でも 5 年前から導入しており、病理組
織検査による確定診断を目的とした、超音波内視鏡下穿刺吸引法 (EUS-FNA: 
Fine Needle Aspiration) も積極的に行っております。なお当院では病理部
の協力を得て、検査技師立ち合いの迅速細胞診 (ROSE: Rapid On-Site 
Evaluation) の体制も整えており、なるべく穿刺回数を少なくして合併症を減
らす努力もしております。先生方におかれましては、黄疸や腹痛例はもちろ
んですが、糖尿病の新規症例やコントロールが急速に悪くなった方、あるい
は膵のう胞性病変を指摘された方は膵がんの高リスク群となりますので一度
ご紹介を検討していただきたいと存じます。

　最後になりますが、紹介患者様の検査や外
来予約に関して病診連携がスムーズに行えま
すようにさらに努力していきたいと考えてお
りますので、より一層のご指導ご鞭撻をよろ
しくお願いいたします。

　アルツハイマー病は認知症の原因疾患として最も
多く、加齢によって増えることがわかっています。
海馬といった記憶に関連した部位が初めに障害され
るため、新しいことを覚えられない、言われたこと
をすぐに忘れてしまう、物を置き忘れてしまう、と
いった症状がみられます。
　アルツハイマー病は脳内に異常な蛋白質（アミロ

イドβ蛋白（Aβ）やリン酸化タウ蛋白）が蓄積し、神経細胞が壊れることによっ

て発症すると考えられています。異常な蛋白質が脳内にたまってしまうメカ
ニズムには不明な点が残されていますが、まず Aβが脳内に蓄積し、リン酸
化タウ蛋白が神経細胞の中にたまることで神経細胞が死んでゆくと考えられ
ています（アミロイド仮説）。近年の研究で、脳内のAβの蓄積はアルツハイマー
病発症の 20年以上前より生じていることが明らかになっています。

　アルツハイマー病の診断は、もの忘れといった
症状の評価、画像での海馬といった脳の萎縮を捉
えることでなされていましたが、他の疾患との区
別を正確に行うことができませんでした。現在、
研究レベルでは、アミロイド PET によって Aβ
の蓄積を可視化すること（図 1）、脳脊髄液のバ
イオマーカーを測定することで、より高い精度で
アルツハイマー病を診断することが可能になって
きています。

 　
　アルツハイマー病の治療について、現在わが国で使用可能な薬剤は神経細
胞を活性化する効果があるのみで、病気の進行を抑える効果はありませんで
した。根本的な治療法として、脳内にたまってしまった Aβを除去しようと

いう薬剤の開発が進んでいます。臨
床試験では、Aβに対する抗体を投
与し、ヒトの脳内から Aβを除去す
ることが可能となっています（図 2）。
2022 年には認知機能障害の進行を
27% 抑制した臨床試験の結果が報
告され、一般病院でも使用可能とな
ることが現実的になっています。
　一方、PET や Aβに対する抗体医
薬は非常に高額な検査・治療であり、
どのような方を対象に、どのように

検査や治療を提供していくのかが問題となっています。
　アルツハイマー病の予防には適度な社会活動の維持や有酸素運動が有効で
あることがわかっています。糖尿病や高血圧といった生活習慣病のコントロー
ルも重要とされています。脳の健康のため、暴飲・暴食を避けること、周囲
との活動を保つこと、適度な運動を継続して行うことをお勧めします。

図 1. アルツハイマー病の
　　 アミロイドPET画像

図 2. 抗 Aβ抗体を投与されたアルツハイマー病
　　 患者の脳標本、右側の老人斑（茶色の染色）
　　 が消失している

アルツハイマー病の診断・治療の最前線

さかい　　　  けんじ

神経内科　部長　坂井　健二
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