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小平市医師会　総務部理事　井上　斉

土曜日のPCRセンター

新型コロナウイルス対策の特別措置法（緊急事態宣言）が成立して（2020年3月13日）早一年が経
ちました。医療界にとって激動の一年だったと言えると思います。そのコロナ禍において、多くの患
者様を受入れ、地域の為に最前線で奮闘して頂いている病院や診療所の先生方、そして医療に従事す
る全ての人に対して改めて敬意を表するととともに感謝を申し上げたいと思います。中等症以上の入
院患者様の診療に当ってこられた多摩総合医療センター始め多摩地域の病院の並々ならぬご苦労は想
像に難くありません。重ねて御礼申し上げたいと思います。
　その緊急事態宣言により第一波を凌いだのも束の間、7月に入ると新規患者数が再び増加に転じ、第
二波へと突入していきました。地域での発熱外来やPCRセンター設置の流れが加速していったのもそ
の頃だったと思います。小平市医師会でも独自のPCRセンターの設置を目指しましたが多くの条件や
課題が立ち塞がり、市内公立病院で稼働しているPCRセンターの協力体制を構築するということで落
ち着き、協力を申し出てくれた先生方に出務して頂いています。
　病院が対応していない土曜日の検査体制は、医師会側だけで運営するという条件で交渉に臨み、そ
の場所を借りて利用することが了承されました。平日と違い病院の職員は係わって頂けないので、土
曜日をするにしても医師だけでなく看護師や事務職員の確保が必要となります。到底医師会の職員だ
けでは対応出来るものではありません。そこで市内医療機関に勤める看護師や医療事務職にも声をか
け、応じてくれる人をかき集めることになりました。開けてみると医師会職員を含め何とかローテー
ションを組める程度の人数が協力してくれることがわかり、土曜日開始に向けた計画を一歩前に進ま
せることが出来ました。この取組みに協力するにあたっては、少なからず戸惑いやためらいがあった
のではないかと思いますが、応じてくれた人達には感謝の一言に尽きます。そして短い期間の話し合
いの中で、受入れる患者の人数、予約方法や受付方法、記録方法、検体の回収など具体的な内容を調
整し、ようやく10月中旬に概要が固まり土曜日が動きだすことになりました。
　すぐ近くに我々の取組みに賛同して頂ける方々がいることに心強さを感じると同時に、連携は医師
だけでなく多くの人に支えられて初めて実現出来るものだと実感しました。この度の新型コロナウイ
ルス感染症拡大は私たちに大きな負担を強いることになりましたが、多くのことを学んだ一年でもあ
ったと思います。新型インフルエンザなどの新興感染症、災害対策、認知症、在宅医療など地域に突
きつけられた課題は山積しています。昨年多摩総合医療センターでもSNSを利用した連携を構築する
というお話を伺いました。人同士の繋がりを一層深めると同時に、ITなどを駆使した新たなつながり
を模索しながら地域医療の連携を推進するとともに課題に取り組んでいけたらと考えております。今
後とも宜しくお願い申し上げます。
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呼吸器・腫瘍内科の紹介
呼吸器・腫瘍内科部長　高森幹雄

　呼吸器内科は、高度の医療水準を目標に、地域の医療機関との連携、患者中心の医療を心がけて診療に従事してお
ります。対象は呼吸器内科一般・肺癌や原発不明癌など腫瘍領域、アレルギー、結核・HIV・COVID-19含めた感染症
等、幅広く活動しています。現在新型コロナCOVID-19に対応するため都立総合病院唯一の結核病床はCOVID-19用に
転換しており結核病床は無期限停止中です。結核対応が不十分となりご迷惑おかけし大変申し訳ありません。
近年の呼吸器診療の話題を中心に紹介致します。
①肺癌を中心とした悪性腫瘍の内科的治療
　肺癌においては分子標的薬・免疫チェックポイント阻害薬の登場にて大きく変化しております。毎年新しい治療が
導入され個別化医療に向かいつつあります。遺伝子変異を確認しての分子標的薬治療・免疫チェックポイント阻害薬
と殺細胞性抗癌剤の併用など当院でも積極的に導入しています。

②呼吸器内視鏡検査
（1） EBUS-TBNA　気管支鏡下に縦隔リンパ節を生検しています。悪性腫瘍・サルコイドーシスなどで活躍して

います（図1）。
（2） EBUS-GS＋気管支Navigation併用　生検予定の気管支Navigationを作成し末梢の腫瘤性病変をエコーで描

出し生検を行うことで診断能が向上しています（図2）。
（3） 局所麻酔下胸腔鏡　原因不明の胸水貯留に対して内科にて局所麻酔下に胸腔鏡検査を行っています。悪性胸

膜中皮腫や結核性胸膜炎などの診断に寄与しています。ITナイフを用いて積極的に全層生検を実施していま
す（図3）。

（4） クライオ生検　プローブ先端を凍結させることにより組織を採取する新しい生検方法です。肺がん診療やび
まん性肺疾患におけるVATS下肺生検に代わる手技として行います。鉗子生検に比して著明に大きな組織採
取が可能とされています（図4）。

③気管支喘息・アレルギー診療
　気管支喘息ではサーモプラスティと抗体薬にて重症喘息にて繰り返し入院する患者数は減少しています。アレル
ギーは拠点病院となり対応中ですがまだ少人数のみとなっています。
（1） サーモプラスティ　重症喘息で肥厚した気道平滑筋に対して65℃で温めることで変性を加えることにより気

道収縮を抑え喘息のコントロールの状態を向上させます（図5）。
（2） 喘息に対する抗体治療　抗IgE抗体・抗IL5抗体等の抗体薬を積極的に導入しています。
（3） 負荷試験　アナフィラキシー等のアレルギーの原因物質（特に薬剤）に対する原因精査に負荷試験を行って

います。原因追及にてアレルゲンとされていた薬剤が原因薬剤ではなく使用可能になることもあります。

　呼吸器内科医の役割も着々と変化しております。細分化され各種スペシャリティが必要な時代となっていますが、ま
ずは呼吸器全般を扱う一般呼吸器内科医でありつつ診療していくことをモットーに繰り返しカンファレンスを開くこと
で、どの担当医でも同じレベルの診療を維持することを目標に対応しています。末永く呼吸器内科をよろしくお願いい
たします。

図3　局所麻酔下胸腔鏡検査
 ITナイフ胸膜を切開し全層生検
（結核性胸膜炎例）。

図4　クライオ生検 
気管挿管下に気管支鏡にて透視下またはEBUS-GS併用
にてプローブ先端を病変に誘導子生検しています。

図5　サーモプラスティ
気管支鏡下に65℃で熱変性を加えて治療を行います。

図１　EBUS-TBNA
専用ファイバーにてエコーで縦隔リンパ節を描出し針生検（サルコイドーシ
ス例）。

図２　EBUS-GS生検
気管支のNavigationマップを作成しエコープローブで腫瘤を確認して
生検しています。
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【症例】40代　男性　
【現病歴】中学生のころから健診で蛋白尿を指摘され、血尿は時々指摘されていた。中学1年生時には、感冒後肉眼的血尿も認められた。
20XX年8月の検診で尿蛋白陽性、血清Cr 1.73 mg/dL、eGFR 36.0 mL/min/1.73 m2を指摘されたため、前医受診。
来院時、血圧 182/129 mmHgと高く、降圧剤の処方を開始。その他、脂質異常症、高尿酸血症も指摘された。しかし、本例は、定期
的な通院ができず、血圧のコントロールが不良で、以下のように腎障害の増悪が認められた。
20XX+1年  4月、尿蛋白3+、尿赤血球 10-15 /HPF、血清Cr 3.57 mg/dL。
  6月、血清Cr 4.07 mg/dL。
  7月、尿蛋白 3+、尿赤血球 10-15 /HPF。
 10月、尿蛋白 3+、尿赤血球 20-30 /HPF、血清Cr 7.24 mg/dL。
【内服薬】ミカムロ配合錠AP® 1錠、アトルバスタチン 10 mg 1錠、フェブキソスタット 40 mg 1錠、フェブキソスタット 20 mg 1錠、
カルシトリオールカプセル 0.25㎍ 1C 分1夕食後、ドキサゾシンメチル酸塩 1 mg 1錠 分1朝食後、クエン酸第二鉄水和物 250 mg 3錠 
分3毎食直後、ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒® 2.5 g/包 1包 屯用
【その他】20XX-1年から頭痛に対し、週1～2回、1日2回程度の頻度で、ロキソプロフェン、アスピリンを使用。数か月に1回感冒時に 
パブロン使用。
【サプリメント】リポビタンD®　週1本
【既往歴】30歳　鼠径ヘルニア手術
【家族歴】兄　痛風
【嗜好】タバコ　20本×25年　10年前に禁煙、アルコール　なし
【アレルギー】：なし
【生活歴】妻・子供 3人と5人暮らし、職業 調理師
【現症】意識清明、身長164 cm、体重 65.2 kg、血圧 170/108 mmHg、脈 84 /分、体温37.1℃、貧血・黄疸なし、頸部リンパ節腫脹なし、
扁桃目視できず、肺 呼吸音 清、心 心音 整 心雑音なし、腹部 平坦・軟 圧通なし、下腿浮腫なし、皮疹なし
【検査】胸部レントゲン 心拡大・胸水なし、腎エコー 右腎 97.8 mm 左腎 90.3 mm 両腎ともに皮質軽度萎縮 水腎なし、尿細胞診 
ClassⅡ 好酸球-、その他は表参照、
【入院後経過】本例は、臨床経過より急速進行性腎炎が疑われたが、両ANCA、ANA等陰性であった。NSAIDs内服歴があったので薬剤
性腎障害も考慮されたが、尿細胞診上、好酸球を認めなかった。入院翌日、腎生検施行した(図)。糸球体は、メサンギウム基質の増生
と細胞増多を示し、免疫蛍光染色で、メサンギウム領域にIgAの沈着を認めたため、IgA腎症と診断した。糸球体の球状硬化を多数認め、
これに伴う尿細管間質の障害は高度であったが、基底膜断裂、細胞性半月体形成、そして管内細胞増多等の活動性病変を示す糸球体も
認められた。
【考察】本例は、比較的若年者であるが、血尿等の症状が発症してから長期間経過していた。また、腎機能障害が認められてからも、当
科への紹介が遅くなってしまった。本例は、腎代替療法導入遅延を期待してステロイドパルス療法から治療を開始したが、近い将来、
透析治療や腎移植等を考慮せざるを得ない状況である。
　IgA腎症は、本邦で施行される腎生検の約1/3で診断される最も発生頻度が高い糸球体腎炎であり、約20年で40％が末期腎不全に陥
る重要な疾患である。IgA腎症の治療として扁桃摘出パルス療法(扁摘パルス)が、本邦では標準的な治療法として広く行われており、
血尿を最初に指摘されてから3年以内に扁摘パルスを施行すると80％以上の寛解率が期待できるとの報告もある。従って本例もより早
期に診断、治療開始することが望まれた症例であった。

症例紹介  腎臓内科

急速進行性腎炎症候群の経過を示し、
腎生検でIgA腎症と診断した1例

腎臓内科部長　羽田　学

▲尿細管間質の高度な障害

▲ 半月体形成や 
管内細胞増多

▲IgA沈着

尿定性 生化学 免疫
比重 1.011 TP 6 g/dL CRP <0.01 mg/dL 
PH 5.5 Alb 3.7 g/dL IgG 599 mg/dL 
尿蛋白 3+ BUN 82.8 mg/dL IgA 232 mg/dL 
尿糖 － Cr 8.2 mg/dL IgM 67 mg/dL 
尿潜血 2+ eGFR 7 mL/min/1.73 m2 C3 72 mg/dL 
尿沈渣 UA 7.9 mg/dL C4 28.4 mg/dL 
赤血球 5－9 /HPF Na 143 mEq/L CH50 41.3 CH50/mL 
白血球 1－4 /HPF K 4.9 mEq/L RF <5 IU/mL 
硝子円柱 1+ Cl 112 mEq/L IgE 25.6 IU/mL 
顆粒円柱 1+ Ca 7.9 mg/dL フェリチン 251.5 ng/dL 
脂肪円柱 1+ iP 6 mg/dL クリオグロブリン －
卵円形脂肪体 + Mg 2.3 mg/dL ANA <40 倍

T-bil 0.3 mg/dL 抗ds-DNA抗体 <10 IU/mL 
尿生化 AST 23 U/L 抗SS-A抗体 ＜1.0 U/mL 
尿蛋白/尿Cr 5.047 g/gCr ALT 22 U/L MPO-ANCA ＜1.0 U/mL 
尿NAG 9.6 IU/L LDH 233 U/L PR3-ANCA ＜1.0 U/mL 
尿β2-MG 22400 μg/L ALP 176 U/L 血清免疫電気泳動 異常なし

CK 577 U/L 尿免疫電気泳動 異常なし
血算 T-cho 209 mg/dL HBs抗原 －
白血球 5700 /μL HDL 62 mg/dL HBs抗体 －
赤血球 302 ×104/μL LDL 119 mg/dL HCV抗体 －
Hb 8.7 g/dL TG 138 mg/dL 
Ht 26.3 % Glu 105 mg/dL 静脈血液ガス
血小板 19.8 ×104/μL HbA1c 5.8 % HCO3- 19.7 mmol/L 

表 図



当院は原則として、紹介予約制です。外来及びCT、MRI
検査は必ず予約を取り、紹介状をお願い致します。

緊急の場合…必ず事前にご連絡ください

ご意見、ご投稿、お問い合わせは
医療連携担当（内線２１７１）まで

東京都立多摩総合医療センター 〒183－8524　東京都府中市武蔵台２－８－29
ＴＥＬ　042－323－5111（代表）

代表電話：042－323－5111から、①平日の午前９時～午後５時は「○○科責任医師」、②午後５時以降、土曜日、
日曜日及び祝祭日は「○○科の救急担当医」とお申し付けください。
連携医ホットライン：042－312－9119　月～土　9：00～20：00 （祝日年末年始は除く）
　　　　　　　　　　連携医の先生方専用の当院医師への直通電話です。当日の緊急診療依頼にぜひご利用ください。
　　※一部の診療科では、夜間・休日は専門医がおりませんので診療できない場合があります。
　　※受診が決まった場合は、患者さんに紹介状（診療情報提供書）をお渡しください。

＜電話予約センター＞
月～土　受付時間　午前9：00～午後5：00

TEL：042－323－9200

＜FAXによる診療予約＞
月～土　受付時間　午前9：00～午後5：00

FAX：042－323－9205
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都立多摩総合医療センタ－ 人事異動

【採用】令和2年12月16日付

内科医長 足立　拓也

【採用】令和3年1月1日付

外科医員 古田　隆一郎

【退職】令和2年12月31日付

整形外科医長 永井　一郎

••• 公開CPCのご案内 •••

 毎月第3木曜日　午後6時～午後7時　4階401会議室 
（都合により開催日の変更や中止等がある場合はホームページでお知らせします。）

これまで院内で行っていたCPC（臨床病理検討会）を地域の医療機関等へも公開いたしております。

※ 令和3年3月のCPCは、新型コロナウイルス感染症予防対策のため、外部からのご参加はご遠慮
させていただくことといたしました。以降、公開が決まった場合には再度お知らせ致します。

※ 参加無料、事前予約不要です

※ 詳細はホームページを
ご覧ください。

••• 各種講習会・勉強会のご案内（患者さん向け） •••

糖尿病講習会

●「糖尿病神経障害」「フットケアについて」「食事の自己評価方法」
日時：令和3年3月17日（水）

会場：都立多摩総合医療センター講堂フォレスト
日時：毎月第3水曜日　午後2時～午後4時

印刷登録番号 2-20


