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　 組織診 術中迅速診断 細胞診 剖検（率）

2018 年度 3,497 169 5,905 52(9.2%)

剖　検　記　録

1231 73 才　M
間質性肺炎 間質性肺炎＋び慢性肺胞障害 (1,050：1,100g）1. 急性心筋梗塞（450g）

ペースメーカー植え込み状態 2. 胸水（800：600ml）3. 腹部大動脈瘤（6
× 4.5㎝）（150：150 ｇ）4. 動脈硬化症［内］

1232 87 才　M
敗血症 骨髄増殖性疾患＋敗血症 1. 胸水（800：900ml）2. 両側腸腰筋膿瘍 3. 腎

実質変性（150：130g）4. 心肥大（470g）［内］

1233 78 才　M
虚血性心筋症 陳旧性心筋梗塞＋二次性心筋症（500g）1. 胸水（200：1,000ml）, 心嚢

液（250ml）　2. 両側無期肺（300：350g）3. 動脈硬化症［内］

1234 88 才　M
肺塞栓症 直腸癌術後（再発無し）1. 間質性肺炎 ＋誤嚥性肺炎＋肺動脈血栓塞栓症

（280：425g）2. 心肥大 （420g）3. 腹部大動脈瘤（10 × 7 × 7㎝，ステント留置）［内］

1235 88 才　M
胃切除後症候群 胃癌切除後（再発無し）1. 胸水（900：1,000m ｌ）2. 非提携好酸菌症＋気管

気管支炎（320：420g）3. 萎縮肝（470g）4. るいそう（156㎝，38.6kg） ［内］

1236 90 才　M
緑膿菌肺炎　 喫煙関連間質性肺炎＋誤嚥性肺炎（650：840g）1. 壊疽性胆のう炎＋胆

管炎 2. 心肥大＋冠動脈硬化症（480g，ステント留置）［内］

1237 86 才　M
膵のう胞 膵癌（頭部　管状腺癌　280g）転：あり 1. 敗血症（肺膿瘍、腎膿瘍，肝微

小膿瘍 125：130 ｇ）2. 心アミロイドーシス (430 ｇ )3. 左肺好酸菌肉芽腫症［内］

1238 49 才　M
　下部胆管癌 下部胆管癌（上皮内腺癌 10㎜）転：なし 1. 肝硬変 2. 脾（425g）3. 食道静脈瘤

4. 腔水症（胸水；150：150ml, 腹水；1,200ml）5. 肺うっ血水腫（500：490g）［内］

1239 97 才　F
骨髄腫瘍 重複癌　1）多発性骨髄腫；転 : あり 2）子宮平滑筋肉腫 1. 腎膿瘍＋腎硬化

症（90:75g）2. 結腸壊死 3. 大動脈硬化症 4. 諸臓器萎縮炎 (90：100 ｇ )［内］

1240 75 才　F
全身性強皮症 全身性強皮症（下肢　切断後 , 腎動脈硬化）1. 腎動脈硬化性腎（100:120g）

2. 自己免疫性肝炎（1,230g）3. 腹水（3,600ml）4. 脾うっ血（390g）5. 心肥大（410g）［内］

1241 40 才　M
全身性強皮症 全身性強皮症（間質性肺炎）1. 胸水（800：2,500ml）2. 心嚢液（1,200ml）

3. 心肥大（500g）4. 諸臓器うっ血（肝 2,330g, 脾 380g, 脾うっ血 380g）［内］

1242 63 才　F
敗血症性ショック 重複癌　1) 直腸癌再発無し 2) 横行結腸癌〔高分化腺癌　mp　転 : なし）1. 慢性

膵炎（80g）2. うっ血性肝硬変（1,850 ｇ）3. 肺うっ血水腫 4.［糖尿病］［外］

1243 89 才　M
進行性核上麻痺 進行性核上麻痺 + 脳出血＋脳アミロイド血管症（1,200g)1. 肺うっ血水腫＋肺

胞出血＋気管支肺炎（570：720 ｇ）2. 急性脾炎（50 ｇ）3. 胸水（200:300ml）［内］

1244 83 才　F
急性心不全 多発脂肪塞栓症（肺、脾、腎　右大腿骨頚部骨折後）1. び慢性肺胞障害＋肺

胞出血（360:380g）2. 胸水（400:400g）3. 冠動脈硬化症＋心筋繊維化（340g）［内］

1245 85 才　M
消化管出血 胃癌（高分化線癌 sm）＋ Ul-4 胃潰瘍 1. 十二指腸穿通性潰瘍 2.COPD+ 誤

嚥（220:250g）3. 腔水症（腹水 3,000ml, 胸水 1,100:800ml）4.C 型肝炎（a1,f2) ［内］

1246 73 才　M
特発性間質性肺炎 肺静脈閉塞＋気管支肺炎＋肺うっ血水腫（840:1,330g）1. うっ血性心不

全＋冠動脈ステント留置（590g）2. 慢性肝炎＋脂肪変性（a2. f1:1,304g)［内］

1247 84 才　M
CO2 ナルコーシス 前立腺癌治療後 : 転 ; 無し＋ CO2 ナルコーシス（肺うっ血水腫

380:390g）1. 脳浮腫軽度（1,340 ｇ）2. 腎実質変性（125:140g）［内］
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1248 59 才　F
壊死性腸炎 壊死性腸炎治療後（クローン病疑い）＋癒着性腸炎 + 大腸小腸ろう孔形

成 1. 腹水（300ml）2. 原因不明の心筋症（320g）3. 脂肪肝（1,050g）［内］

1249 79 才　Ｆ
悪性中皮腫 重複癌１）悪性中皮腫（左胸膜 ; 上皮性）転：あり 2）子宮頸癌術後再発

無し 1. 右胸水（1,020ml) 2. 腹水（450ml）3. 肺うっ血水腫（右 580g）［内］

1250 54 才　F
SLE 治療中 S 状結腸癌術後再発無し＋ SLE1. 膠原病性肺炎 + 多発膿瘍（275:340g）

2. ループス腎炎 V 型（120:120g）3. ノカルジア症 4.B 型肝炎（a1,f1720g) ［ICU］

1251 86 才　F
骨盤骨折後状態 大腸イレウス＋腸管虚血 1. 心肥大 + 線維化（370g）2. 誤嚥性肺炎 + うっ血

水腫（400:530g）3. 腎尿細管壊死 + うっ血（100:95g）4. 食道裂口ヘルニア［内］

1252 87 才　M
肺癌疑い 肺癌〔右下葉　55 × 55㎜　小細胞癌　）転：あり 1. 心肥大（530g) 2. 上行大

動脈解離 3. 左血性胸水（1,200ml）4. 大動脈硬化症 5. 腎実質変性（230:200g）［内］

1253 75 才　M
悪性リンパ腫 重複癌 1) 悪性リンパ腫〔DLBCL）転：あり 2）S 状結腸癌術後再発無し 3) 顕微

鏡的甲状腺乳頭癌 1. 間質性肺病変 + うっ血 2. 腎実質変性（各 180g）［内］

1254 65 才　M
カンジダ敗血症 肺多発微小膿瘍（candida 少数）(940:690g)1. 感染脾 (220g)2. 急性尿細

管壊死＋間質性腎炎 (230:150g)3. 冠動脈硬化 + 心線維化 (410g)［内］

1255 90 才　M
誤嚥性肺炎 COPD+ 誤嚥性肺炎＋気管支炎 + 癒着性胸膜炎 (720:280g)1. 大腸憩室症＋

癒着性胸膜炎 2. 脾炎 (40g)3.GIST（１０×１０㎜ ) 4. 前立腺膿瘍［内］

1256 84 才　M
腸管虚血 大動脈瘤ステント留置状態 ( 胸部大動脈 , 腹部大動脈 , 左総腸骨留置状態

１. 敗血症（脾炎 90g）2. 虚血性大腸炎 + うっ血［内］

1257 98 才　F
粘液水腫 腺腫様甲状腺腫（25g)1. 老人性全身性アミロイド－シス（心血管系 ,TTR

　野生型疑い）2. 穿通性十二指腸潰瘍 3. 敗血症 4. 胸水 (1,400:700 ｍｌ）［内］

1258 78 才　F
本態性血小板血症 S 状結腸癌 ( 腺癌　pT3）転 : なし＋本態性血小板血症 1. 腔 . 水症 ( 腹水：3,500

ｍｌ , 胸水 500：1,000 ｍｌ )3. 偽膜性腸炎 4. 腎動脈硬化性腎硬化症 (60：90 ｇ )［内］

1259 80 才　F
子宮平滑筋肉腫 子宮平滑筋肉腫 ( 径 10㎝ ) 転：あり　1. 胸水 (100：1,700ml)2. 心線維化＋冠動

脈硬化 (250 ｇ )3. うっ血脾＋血管腫 (60 ｇ )4. 間質性腎炎＋実質変性（各 145 ｇ）［内］

1260 63 才　F
脊髄小脳変性症 脊髄小脳変性症（980g）1. 気管支肺炎（370:370g）2. 間質性膀胱炎

3. 腸腰筋萎縮 4. 大動脈硬化症［内］

1261 95 才　M
血球貪食症 重複癌 1) 血管内悪性リンパ腫（B 細胞）転：あり 2)S 状結腸癌〔sm〕術

後再発無し 3) 小細胞性肺癌 1. 血球貪食症 2. 肺結核左上葉切除後［内］

1262 67 才　M
急性腸炎 低異型度異型成 IBD 疑い + 細菌性腸炎 1. 瀰漫性肺胞障害（560：540g）

2. 胸水（200:50ml）3. 敗血症 4. 心肥大 (310g)5. 多発血栓［内］

1263 72 才　M
原発不明癌 原発不明癌 ( 甲状腺右葉　5 × 4 × 2，5㎝ )　転：あり（心 , 副腎等 )1. 右肺アスペ

ルギルス症＋肺膿瘍（300:370g) 2. 胸水（100:260ml）3. 腎実質変性（各 150g）［内］

1264 81 才　M
頚椎損傷 誤嚥性肺炎 + 気管支肺炎 ( 気管支内痰充満）（510：980g）1. 心肥大（610g）

2. 大動脈硬化症 3. うっ血肝＋線維化（820g）4. 慢性膵炎（100g)［内］

1265 63 才　F
うっ血性心不全 陳旧性心筋梗塞＋冠動脈バイパス術後状態 (1,150g)1. 糖尿病性腎症 ( 各

170g)2. 右副腎脂肪腫 3. 肥満 (147㎝，77kg)［内］

1266 72 才　M
慢性心不全 心肥大＋線維化＋冠動脈 ( 左右ステント留置）＋大動脈弁置換後 (500g)1.

癒着性心外膜炎 2. 器質化肺炎＋右膿胸 (750：980g)3. 透析腎 ( 各 80g)［内］

1267 70 才　M
大腸イレウス 重複癌 1）上行結腸癌（腺癌 )2) 横行結腸癌 ( 腺癌 )：転あり 1. アルコー

ル性肝硬変 (1,530g)2. 脾うっ血 (460g)3. 敗血症 4.[ 糖尿病 ]［内］

1268 87 才　F
敗血症 心筋梗塞（心室隔穿孔＋左室後壁陳旧性梗塞；380g)1. 解離性腹部大動脈

瘤 2. 急性尿細管壊死 (90：90g)3. 非アルコール性脂肪性肝炎 (1,200g)［内］
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1269 85 才　F
CPA 喉頭浮腫＋皮下浮腫 ( 高度）1. 腔水症 ( 腹水 300ml, 胸水 1,000：1,100ml　

2. 心軽度線維化 (230g)3. 気管支肺炎 (760:770g)4. 褥創 ( 仙骨部）［救外］

1270 87 才　Ｆ
心不全 敗血症　1. 嚢胞性肺気腫＋嚥下性肺炎（300：460 ｇ）2. 胸水

（160:160ml)3. 心肥大 (380g)4. 間質性腎炎 (130：120g)5.[ 脳梗塞 ]［内］

1271 67 才　M
呼吸困難 無気肺＋うっ血＋気管支内痰 (100：210g)1. 左横隔膜萎縮 ( 高度）＋巨大結

腸症 2. 心肥大 (330g)3. 腔水症（胸水 500：300ml)4. 敗血症 5.[ 脳性麻痺 ]［HCU］

1272 67 才　M
肺癌治療後 右肺腺癌　化学療法後 ; 副腎転移 1. 通常型間質性肺炎＋うっ血水腫

(720:740 ｇ )2. 胸水 (300:400ml）3. 間質性腎炎 (180:140g)4. アルコー
ル性脂肪肝 (1,360g)5. 糖尿病性腎症 (180:140g)5. 熱傷瘢痕［救外］

1273 69 才　F
肺炎 るいそう（23kg)1. 硬膜化血腫 (1,200g)2.[ 嚥下機能障害 ]3. 諸臓器萎縮

4.[ 統合失調症 ]［内］

1274 90 才　F
腎盂腫瘍 直腸周囲膿瘍 1. 敗血症 2. 気管支炎 ( 血性痰）3. 心肥大＋線維化 (380g)4.

腎盂腎炎＋腎盂結石 (80:110g)5．[ アルツハイマー型認知症 ]［内］

1275 65 才　F
多臓器不全 心筋炎疑い＋線維化 (300g)1. 誤嚥性肺炎＋肺うっ血水腫 (330:400g)2. 敗

血症 3. 腎実質変性＋腎盂結石 (120:125g)4. 子宮筋腫［ICU］

1276 43 才　M
縦隔腫瘍 縦隔腫瘍（未分化癌 ) 転 : 肺 , 大動脈 , 副腎等 1. 肺動脈塞栓症 2. 心外膜炎

＋うっ性心肥大 (320g)3. 褐色細胞腫（右副腎）［内］

以下 1277 － 1316 までは次年度に記載予定。      

部長池田庸子 , 医長川島啓佑の専任体制。標本作製等は中央検査部の病理検査室で行っている。   

病理解剖は、病理医 1 名と介助として中央検査部、検査技師 1 名の 2 名で行っている。   

剖検室に写真撮影装置が入った。30 余年の剖検室、剖検台は 50 年近く旧く、改装検討中。    

  〔文責：池田庸子〕




