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『肝臓病の最新情報』
日時：2016年６月４日（土）14：３0～1６：０0
場所：イイノホール（千代田区内幸町２丁目１－１）（入場無料）
講師：虎の門病院付属健康管理センター・画像診断センター

肝炎市民
公開講座

統括センタ—長
講師： 栄養部 管理栄養士
講師： 肝臓内科
※

荒瀬
平野
瀬崎

康司
実紀枝
ひとみ

肝炎市民公開講座の開催場所は虎の門病院とは異なります。
お間違えのないようにお気をつけください。

『大腸癌治療の最前線』
日時：2016年６月１１日（土）14：０0～1５：３0
場所：本院 本館３階 講堂（入場無料）

本
院
公開講座

講師：消化器外科
※

【本院

医長

森山

仁

諸般の事情により、変更・延期・中止になることがございます。
お電話・ホームページ等で開催の有無をご確認ください。

中央採血室からのお知らせ】

現在、中央採血室がたいへん混雑して御迷惑をおかけしております。
午後の２時以降が比較的空いています。主治医とご相談の上、可能な場合は午後の採血をお勧めいたします。

● 肝炎市民公開講座

公開講座

『脂肪肝の危険性』

●本院

『大腸癌治療の最前線』

● 連携医療機関のご紹介

～根津すずらん歯科～

●ハイ！お答えします

今月の特集

『パンジー』
【虎の門病院 本院】
☎03-3588-1111（代）

【虎の門病院 分院】
☎044-877-5111（代）

【さいたま診療所】
☎048-601-1347

６月４日開催 肝炎市民公開講座

脂肪肝の危険性
虎の門病院付属健康管理センター・画像診断センター
統括センタ―長 荒瀬 康司

はじめに

虎の門病院付属健康管理センター・画像診断センター
統括センタ―長
荒瀬 康司 昭和58年卒

現在の日本においては、食の欧米化による摂取
カロリーの増加、車社会の繁栄等による運動量の
低下等が一部には問題になっております。過栄
養、運動不足は内臓脂肪の増加を招き、健診にお
いて脂肪肝がしばしばみとめられております。今
回は脂肪肝の頻度および診断、問題点について記
していきます。

＜専門分野＞

総合健診、肝臓疾患
＜資格／所属学会 等＞

日本人間ドック学会 専門医・指導医・理事
日本内科学会 総合内科専門医・指導医
日本消化器病学会 消化器病専門医・指導医
日本肝臓学会 肝臓専門医・指導医
日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医

１．脂肪肝の頻度
当院人間ドックでは原則として腹部超音波検
査を行っておりますが、その腹部超音波検査に
よりますと1997年から現在までの脂肪肝の頻度
は、男性では30％台、女性では10％台前半で推
移しており、種々の対策にも拘らず、減少に転
じてはいません（図１）。この様に脂肪肝は男
性では約3分の1、女性でも約9分の1にみられて
おり、日本人には非常に多い疾患です。日本人
は肝臓等に内臓脂肪が付き易い人種と考えられ
ます。

査で肝酵素異常を調べても全ての人が見つかる
わけではなくて、見つかる人は3分の1程度で
す。残り3分の２は超音波検査を行わないと脂
肪肝は見つかり難いという特徴を持っていると
考えられます。

３．脂肪肝の問題点
脂肪肝は肥満者に多くみとめられます。更に
脂肪肝例は血圧が高い、血糖が高い、脂肪が多
いと言われておりますので、その実際の程度に
ついて脂肪肝例と非脂肪肝例を比べて表１にお
示しします。まず表１の男性ですが、男性は脂
肪肝があるとBMI（体格指数）が脂肪肝なしの
人より約3kg/㎡高いですし、血圧は最低血圧、
最高血圧も高くなっております。さらに血糖、
中性脂肪、悪玉コレステロールが高く、逆に善
玉コレステロールが低いという結果になってい

図１）
初回人間ドック受診例における
腹部超音波検査での脂肪肝診断率の経年的変化

男性

女性

表１）
脂肪肝の有無からみた生活習慣病関連ﾏｰｶｰ （男性）

２．診断
脂肪肝の拾い上げは、超音波検査にて行うの
が最も確かだと思われます。超音波検査は、脂
肪肝を見つけ出す方法としては極めて優秀且つ
安全な方法で、痛みを伴わない点に特徴があり
ます。血液検査のみでは脂肪肝の半分以上は異
常なしですり抜けてしまう問題点があります。
すなわち、超音波検査で脂肪肝と診断された方
の約3分の2は、トランスアミナーゼ（ＡＳＴ，
ＡＬＴ）、γGTP等の肝胆道系酵素検査におい
て基準内を示してしまうのです。これは男性で
も、女性でも当てはまります。以上より血液検
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ます。脂肪肝があると生活習慣病、動脈硬化を
来し易いと思われます。表２に女性での脂肪肝
例と脂肪肝なしの例とを比較にてその臨床背景
を示しましたが男性と同様な結果でした。

～詳しくは、公開講座へ～

201６年度

表２）
脂肪肝の有無からみた生活習慣病関連ﾏｰｶｰ （女性）

肝炎市民公開講座

日

時 6月４日(土)14時30分～16時

場

所 イイノホール

（受付開始時間14時～）

《講

(千代田区内幸町2-1-1)

演》肝臓病の最新情報

(１)『脂肪肝診療における問題点とその対策』
講師：荒瀬 康司 (虎の門病院付属健康管理センター・
画像診断センター 統括センタ—長)

(２)『知っておきたい慢性肝炎･肝硬変の栄養食事療法』
講師：平野 実紀枝 (虎の門病院 栄養部 管理栄養士)
(３)『最新・最適なC型肝炎治療とは』
講師：瀬崎 ひとみ (虎の門病院 肝臓内科)

問合せ先 虎の門病院 肝疾患相談センター
電話 03-3560-7672

脂肪肝の成因は、エネルギーの摂取過剰によ
ることが多いといわれています。このような場
合には、中性脂肪がエネルギー源として利用さ
れず、肝細胞内に貯蔵され、その程度がある一
定以上になれば超音波検査にて脂肪肝と診断さ
れるようになります。肝臓等に貯蔵しきれない
脂質 は、血液中 に存在 し、高脂血症 を示し ま
す。脂肪細胞からはアディポサイトカインとい
う特殊な化学物質が分泌され、これが血圧を上
昇させたり、インスリンの働きを悪くしたりし
ます。
以上述べたように、脂肪肝があると動脈硬化
がみられ易く、血管年齢が高くなり易いと推定
されます。血管年齢や動脈の肥厚は、人間ドッ
クのオプション検査で測定可能です。血管年齢
の進展等によりみられ易くなる脳梗塞、心筋梗
塞、脳出血においては、高血圧、糖尿病、脂質
異常等が多く関与しております。更に脂肪肝が
進展すると、肝臓の壊死、炎症、線維化が進行
し最終的には肝硬変、肝臓癌に至る危険性が懸
念されております。肝癌になる症例は少ないで
すが、肝臓が線維化している症例、あるいは糖
尿病がある症例は肝癌が出易いというデータも
出ております。

【平日 9:30～16:00】

※参加費無料・申込み不要（定員500名）
どなたでもご参加いただけます。会場へお越し下さい。

※講演後に質問をお受けいたします。
（イイノホールのご案内）
・東京メトロ 日比谷線、千代田線 「霞ケ関」駅C4出口直結
・東京メトロ 丸ノ内線 「霞ケ関」駅 B2出口 徒歩5分
・東京メトロ 銀座線 「虎ノ門」駅 9番出口 徒歩3分
・東京メトロ 有楽町線 「桜田門」駅 5番出口 徒歩10分
・JR山手線・京浜東北線・東海道線・横須賀線、都営地下鉄
浅草線、ゆりかもめ 「新橋」駅 徒歩10分
・都営地下鉄 三田線 「内幸町」駅 A7出口徒歩3分

最後に
肝炎市民公開講座では、当院における脂肪肝
に伴う肝発癌、心・脳血管系病変、慢性腎障害
等の累積発生率とその予防法、脂肪肝から非脂
肪肝への改善法等を中心に述べていく予定でお
ります。

2

6月11日開催

本院公開講座

大腸癌治療の最前線
消化器外科

医長

森山

仁

消化器外科 医長
森山 仁 平成8年卒

１．大腸癌の現状
大 腸 癌 は 年 々 増 加 の 一 途 を 辿 っ て お り、
2015年の予測がん罹患数（かかっている数）
では135,800（男77,900・女57,900）人と肺癌
を 抜 い て 第 一 位 に、予 測 が ん 死 亡 数 で は、
50,600（男 27,200・女 23,400）人 と 肺 癌 に 次
いで第二位となっています。その背景には、
40歳頃から増え始め、60歳以降で急に増加割
合が増すという大腸癌の特徴と、高齢化社会に
よる罹患年齢の高齢化が考えられています。

＜専門分野＞
大腸癌の手術、特に大腸癌腹腔鏡下手術
大腸癌の化学療法、その他の小腸・大腸疾患の手術、
肛門疾患・ヘルニアの手術
＜資格・所属学会等＞
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
日本消化器外科学会 消化器がん外科治療認定医
日本大腸肛門病学会 大腸肛門病専門医
日本内視鏡外科学会 技術認定医
日本消化器内視鏡学会 専門医・指導医
日本がん治療認定機構 がん治療認定医

２．大腸とは？
食物が消化され最後に到達する腸管で、右下
腹部から始まり、お腹をまわるように走行し、
肛 門 へ と つ な が り ま す（図 1）。全 長 約
1.5~2m、主な仕事は水分吸収で、栄養吸収は主
にその上流の小腸で行っており、たとえ大腸を
全部取っても栄養障害にはなりません。ただ
し、手術を受け大腸が短くなると、それにより
やや頻便・軟便傾向になるなど、排便習慣が変
化する可能性はあります。

始まり、腸閉塞など通過障害による症状が出易
くなります。また、出血してもすぐ肛門に達す
るので鮮血に近い下血を認めることもありま
す。ただこれらの症状は、癌が進行しないと出
てきにくいため、症状が出てからでは、初期に
診断することが難しくなります。

図１：大腸各部位の名称

４．大腸癌の検査
では、より早く大腸癌を見つけるにはどうす
ればよいでしょう？
癌は表面から出血し易くなるので、どの部
位・進行度でも共通する症状は、出血です。
ただこれには、目で見ても判らないような微
細な出血も含まれますので、そこで重要となる
のが、便潜血反応検査です。これは便に含まれ
る極微量な出血も検出することが出来る検査
で、ほんの僅かな便を検査に提出するだけです
か ら、手 軽 で 簡 便 で す。も し、結 果 が 陽 性 と
なってしまった場合は、大腸内視鏡検査を行
い、実際に腫瘍を確認し、組織検査で癌である
ことを診断します。

３．大腸癌の症状
盲腸～横行結腸の肛門より奥の方では、液状
便が中心で、通過障害による症状が出にくく、
進行した腫瘤をしこりや痛みとして感じたり、
暗黒色便・貧血などで気づくこともあります。
一方、下行結腸～直腸の肛門寄りでは、便も固
まってくるので、お腹の張りや便秘の悪化から

５．大腸癌の治療
もし大腸癌と診断されてしまった場合どう
いった治療があるのでしょう？
大腸癌の進行度を表したStage分類（図2）に
準じて話しますと、極早期であるStage0の大腸
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しても、より精緻な手術が可能となり、特に狭
い骨盤内での操作を必要とする直腸癌の手術で
より威力を発揮します。我々は、90年代後半か
ら大腸癌手術に腹腔鏡下手術を導入し、現在で
は大腸癌手術の98%が腹腔鏡下手術で行われ、
術後約1週間程度での退院を可能にしています。

図２：大腸癌Stage分類

６．最前線の治療とは？
非常に肛門に近い直腸癌は、従来なら肛門ご
と切除し、永久人工肛門となるのが標準手術で
したが、最近では、手術の前に、放射線治療や
化学療法（抗癌剤治療）を行うことで、癌を小
さくして、肛門からの距離を稼ぎ、肛門温存出
来る手術も行っています。それら術前治療に
は、直腸癌術後の深刻な局所再発を抑える効果
も期待されており、癌の治療としても有効で
す。また、万一発見時に肝臓や肺などへ転移を
認める高度進行（StageⅣ）と診断されても、化
学療法をまず行い、肝臓や肺の転移部位を小さ
くしてから切除することで、根治を目指せる可
能性も広がってきています。

粘膜に留まっている癌であれば、良性ポリープ
と同様に大腸内視鏡にて切除が可能です。ただ
発見される多くの大腸癌は、StageⅡ~Ⅲが中心
となり、これらの進行度には手術療法が最も有
効な治療法となります。
手術療法には、腹腔鏡下手術と開腹手術があ
りますが、その違いは、端的に言えばお腹の創
の違いになります。開腹手術では30㎝近い大き
な創となりますが、腹腔鏡下手術では、創の数
は5ヵ所となるものの、最大でも5㎝程度と明ら
かに小さい創で済みます（図3）。

７．さいごに
お示ししたように、大腸癌に対する治療はこ
こまで進歩を遂げ、さらに進化を続けています
が、やはり何より大事なのは、早期発見に他な
りません。そのためには、しっかりと便潜血反
応などの定期検診を受けていただき、必要なら
大腸内視鏡などの精密検査を厭わない、皆さん
の前向きな姿勢にかかっているのです。

図３：腹腔鏡下手術創

～詳しくは公開講座へ～

虎の門病院 本院公開講座
・日時：6月11日（土）14時～15時30分
・場所：虎の門病院本院 本館３階講堂
・概要：『大腸癌治療の最前線』
・講師：消化器外科 森山 仁 医長
*****************************************
どなたでも（虎の門病院を受診していない方
でも）ご参加いただけます。
申込み不要・入場無料、
皆さまのご参加をお待ちしております。

そのメリットは、まず治った時の見た目が綺
麗ということもありますが、より重要なのは、
術後の痛みを軽減出来ることで、早期離床が可
能となり、術後の回復が早まり、早期退院につ
ながるということです。癌に対する治療としま

虎の門病院
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公開講座

検索

〈連携医療機関のご紹介〉

安心とくつろぎの場所を目指して
２０１５年１１月に、千代田線根津駅より徒歩２分の場所に開院いたしました。
わかりやすい説明と丁寧な対応を心がけ、皆様に安心して歯科治療を受けていただけるよう努めておりま
す。そして、歯をなるべく削らない治療、痛みや不安の少ないストレスフリーな治療を目指し、一人ひと
りに納得して頂ける最善の方法を、一緒に探していければと思っております。
虎の門病院との連携も密にはかっており、私自身も歯科外来にて週一回非常勤として勤務しております。
「すずらん」は幸福を意味し、感謝の気持ちを表す花と言われています。そんな気持ちを込めて、お口か
らの健康づくりのお役に立ちたいと考えています。

【診療時間】ご予約お待ちしています

●ドクター紹介

午前

院長

菅野 多真（かんの

午後

たま）

歯学博士

月

火

水

木

金

土

日

9：00～13：00

○

×

○

○

○

○

×

14：30～19：00

○

×

○

○

○

▲

×

▲土曜午後 14：00～17：00

【休診日】火曜・日曜・祝日

･東京医科歯科大学歯学部卒業
･東京医科歯科大学大学院 摂食機能保存学卒業 歯学博士号取得
･東京医科歯科大学歯学部附属病院にて勤務
･茨城県取手市(小川歯科医院) にて勤務
･広尾(中島歯科医院)、自由が丘(矯正自由が丘歯科室) にて勤務
･神奈川県寒川町(西村歯科医院) にて勤務
･虎の門病院歯科にて勤務

【アクセス】
東京メトロ千代田線「根津駅」1番出口より徒歩2分

【診療内容】
一般歯科・小児歯科・予防歯科・審美歯科・
矯正歯科・口腔外科・ホワイトニング・
インプラント・睡眠時無呼吸症候群/いびき

【院内写真】

（外観）

根津すずらん歯科
■〒113-0031
東京都文京区根津2-28-5-101
■電話 03-5834-8882
■URL http://www.suzurandental.com/
（受付）

（診察室）
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京都の花見
元精神科部長
4月初め、京都へお花見に行った。KKRのホテル
京都「くに荘」から『岡崎／桜回廊十石船めぐり』
という案内をもらったのがきっかけだったが、JR
東海の「そうだ京都、行こう」というPRも潜在意
識に残っていたらしい。最初は小さい船に乗って鴨
川を上下し、花見をするのかと思ったが、鴨川の川
底は浅いので、京都市美術館や動物園がある岡崎公
園のわきに流れる琵琶湖疏水を小船で上下し、両岸
に咲き乱れる桜花の下を船から眺めるのだと後から
分かったのである。
そもそも疏水はトンネルによっていつも水不足
だった京都に琵琶湖の水を引くために掘られたもの
で、哲学の道そばの小川にも流れているといったほ
どのことは知っていたが、それが鴨川のすぐ東側、
市の中央にある掘割にもなっていたことを、今回初
めて認識したのである。十石船に乗るのは花の時期
だけの企画だが、大人気らしく、まず乗船場で切符
を買ってその辺を散策していると、やっと5時間後
に乗船の順番がくるほどの状態だった。宿が手配し
てくれて、今回は待ち時間ゼロで船に乗り込めたこ
とはラッキーだった。往復の間に多少の空き時間が
あったので、京都市美術館や細見美術館など、今ま
で見学出来なかった場所を訪ねようとも思ったが、
花見に集う人群れを見て、とても無理ということが
分かった。
今回は近くにある大隈重信の別邸「無鄰菴」の見
物に予定を変更した。ここに桜はないが、邸内には
疏水から引いた水も豊富で優雅な時間が流れてい
た。十石船は桁が低くなっている橋を通過するとき
は、くぐり通り抜けるため自動的に天井が低くなる
仕組みになっていた。そんなこともこの際の快い驚
きであった。
実は京都のKKRくに荘の宿泊はいつも食事つきな
ので、花より団子で京都の居酒屋を味わうため、今
回は金曜の午後に出発、泊まりの宿は大津石山にあ
るオーク・ホテルに取っていた。この時期京都での
宿泊は超難事で、宿があってもバカ高いのである。
大津や大阪などまでサーチ範囲を広げると、何とか
なるのである。以前一見さんで断られた京都の縄の
れん「赤垣屋」に行ってみたかったので、一休の予
約で大津の高級ホテルに宿を取り（素泊まり一室2
万４千円）、そこから往復という曲球を投げたわけ
である。
赤垣屋は京都について何冊も著書を書いている柏
木寿氏が推薦する三条大橋そばの「縄のれん」であ
る。実際、彼が言うように、「適度な接客」と「ほ
どよい乱雑さ」が快く、しめさばとおでんをおつま
みに、二人で熱燗を2本飲み、お勘定〆てが5千円
弱におさまったのは、花より団子として大成功だっ
たと思っている。

栗原 雅直

翌朝ホテルの朝食はカットし、タクシーでJR石山
駅から京都に行く予定だった。だが、運転手と話し
ているうち、渋滞の中でうろうろするより三井寺の
桜を見ることに予定を変更した。ここは天台宗の総
本山で、近江八景の三井の晩鐘で有名な寺である。
三井寺と呼ばれるようになったのは、天智・天武・
持 統 三 代 の 天 皇 が 産 湯 に 用 い た 霊 泉「御 井（み
い）」が境内にあるためといわれる。この泉を見学
し、鐘を鳴らしてご利益を願い（一突き300円）、
ついでにキャラクターにもご挨拶。
三井寺の桜は染井吉野が主だった。しかし近くの
毘沙門堂の枝垂れ桜がきれいだという情報があった
ので、そちらにも行くことにした。JRの山科駅か
ら北方に坂道を辿ると、すでに途中の川べりに桜を
撮っているカメラマンが満杯。当方は頭もひざも頼
りない年寄りなので、境内の中まで車を走らせた。
寝殿前の枝垂れ桜の横に広がる枝ぶりが、まことに
見事だった。樹齢150年余ということだが、広がり
は左右30メートルもあり、とても一目で見渡すこと
は出来ない。一般に「般若桜」と呼ばれるそうだ
が、例の柏木寿氏は「パノラマ桜」と呼んでいると
いう。そちらの方が実態にふさわしそうなので、ご
紹介しておきたい。
今回旅行の圧巻は、「幻想の光に包まれる京の世
界遺産・櫻花と白光の美しき饗宴」と銘打たれた二
条城ライトアップであった。二条城の入場料４百円
は、和服の方は無料になっていたが、それで中国人
の男女が和服姿で歩く理由も納得できた。満開の桜
が白い壁に映る美しさはこの世のものとも思えな
かった。そんな話を出入りの植木屋さんに家内がし
たところ、「桜だって夜は眠りたいでしょう。可哀
そうに」という返事だったとか。人間の自分勝手さ
に気付いて、いささか反省もさせられたのであっ
た。

岡﨑/桜回廊十石船めぐり
（古都湖都より）
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三井寺「べんべん」と筆者

毘沙門堂

二条城

夜桜

枝垂れ桜

ライトアップ

ハイ！お答えします
日頃、ふと疑問を持ちながら過ごしていることや、つい聞きそびれてしまったことなどありませんか？
今回は、４月に行われた診療報酬の改定（２年ごとに国が行う医療費の見直し）から一部をご紹介します。

Ｑｕｅｓｔｉｏｎ
紹介状なしで初めて受診すると、治療費のほかに一定金額の負担があると聞きました。
虎の門病院の負担金額はどのくらいになりますか。

Ａｎｓｗｅｒ
紹介状なしで虎の門病院を受診される場合の初診時の負担金額は、以下の表のようになります。
４月の診療報酬改定により、本院では歯科初診の方にもご負担いただくことになりました。一般病床500
床以上の地域医療支援病院（本院該当）について、紹介状のない方が受診される場合、定額の徴収を義務付
けられたためです。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
なお、過去に受診されたことがあっても、治療終了後に再び受診される場合や、患者さんのご都合で診療を
中断し改めて受診される場合など、医師の判断により初診の扱いとなること 詳細は…
があります。詳細はホームページでご確認ください。
外来

虎の門病院

検索

本院）
https://www.toranomon.gr.jp/
visit/outpatient/

紹介状なしで初診時にご負担いただく金額
医科

歯科

本院

5000円＋消費税

3000円＋消費税

分院

3000円＋消費税

なし

外来

※本院ホームページのトップページ（http://www.toranomon.gr.jp/）
「お知らせ」欄（2016年3月25日）にも掲載しております。
※紹介状をお持ちの場合、上記の料金はかかりません。

虎の門病院分院

検索

分院）
https://www.toranomon.gr.jp/
kajigaya/visit/outpatient/

※DPC（包括払い）計算方式

Ｑｕｅｓｔｉｏｎ
入院費について、その仕組みはどうなっているのでしょうか。

Ａｎｓｗｅｒ
虎の門病院は、厚生労働省の指定によりDPC（包括払い）対象病院と
なっております。入院費の計算は右図のように「（病名や診療内容に
よって定められている）包括部分」の金額と「出来高部分」の金額の合
計となります。ただし、入院している間の病名や診療内容により、計算
方式が変わる場合があります。
4月の診療報酬改定で、もし計算方式が変更になった場合は、入院の初
日に遡って入院費の再計算を行うことになりました。この場合、すでに
お支払いになった入院費が追加または返金となることがありますのでご
了承ください。
人間ドックに関するお問い合わせ

詳細は…
入院

虎の門病院

検索

http://www.toranomon.gr.jp/
visit/inpatient/

当院でセカンドオピニオンの提供を受けたい方へ

〒105-0001 東京都港区虎ノ門１－２－３ 虎ノ門清和ビル

他の病院におかかりの患者さんで、ご自分の病状や治療
方針について現在おかかりの医師以外の意見をお求めの方
へ対し、当院各科専門医（部長・医長クラス）による特別
相談をお受けしております。（完全予約制、紹介状必要）

TEL 03-3560-7777（平日11:00～16:30）

（料金）30分：21,600円（延長15分毎：10,800円追加）

ホームページ http://www.toranomon-dock.jp/

（担当）本院医療連携部 03-3588-1111 内線4106

虎の門病院付属

健康管理センター・画像診断センター

分院医療連携部 044-877-5111 内線5141
×６１－００３０

