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（１）甲状腺がんの診療 

   a   種類と当院での比率 
 

          分化癌 

       ・ 乳頭癌      (90%) 

       ・ 濾胞癌      (5%) 

     上記以外              

       ・ 髄様癌               (1.5%) 

       ・ 悪性リンパ腫      (１.5%) 

           ・ 未分化癌            (２%) 



  ｂ   種類別治療方針 
 

    （１）分化癌（乳頭癌、濾胞癌） 
     髄様癌                            ・・・手術 

        

    （２）悪性リンパ腫       

          未分化癌                         ・・・抗癌剤 

 

 上記が基本であるが、他治療を組み合わせた 

 集学的治療を必要とする重症例が多い。 
（内照射、外照射、分子標的薬、免疫療法、ホルモン療法等） 

 



   （２）大阪警察病院の特色 
 

   １ ハイクオリティー＆独自の甲状腺癌標準手術 

   ー きめ細かく、QOL・整容性も重視 ー 

 

  ２  高度進行甲状腺癌（気管、食道、血管浸潤）  

    の全国的センター施設 

    

  ３ 未分化癌・内照射抵抗性進行分化癌などの  

        難治性癌の先進的医療 

         

       

     



・ 整容性へのこだわり 

  内視鏡手術（Ｔｏｒｉ法）⇒極小切開手術（保険診療:新Ｔｏｒｉ法） 
  （論文発表：Ｓｕｒｇ Endosc , 2013）  
 

・ 神経温存に最大限配慮（反回神経・上喉頭神経） 
 

・ 癌浸潤等により反回神経切除もしくはshaving 

  ⇒マイクロサージェリーによる再建 

 

・ 副甲状腺喪失による低カルシウム血症 

  ⇒副甲状腺自家移植 

 

 

１ ハイクオリティー＆独自の甲状腺癌標準手術 

   ー きめ細かく、QOL・整容性も重視 ー 



通常手術 

Ｔｏｒｉ法全摘 

新Ｔｏｒｉ法全摘 

整容性変遷 



２ 高度進行分化癌に対する独自の術式基準 
        （大阪警察病院式） 

 

画像診断（US，CT，MRI等）にて気管浸潤が 

疑われるときは必ず気管支ファイバー施行 

 

（A）粘膜面浸潤（−） 
  ・原則shavingで対応 

  ・気管切除が必要な場合は喫状切除 

   （直接縫合，筋弁パッチ）で対応 

（B）粘膜面浸潤（＋） 
  ・喉頭浸潤（−）で耳介軟骨Dpflap再建 

   もしくは環状切除（円周方向１/ ２周以上） 
  ・喉頭浸潤があれば喉頭全摘（部切）を考慮 



 

 ・ 未分化癌プロトコール    （大阪警察病院独自） 
 

 ・ 新規分子標的薬治験    （Ｐｈａｓｅ３）参加 

 

 ・ 大阪大学との共同研究    （免疫療法ＷＴ１） 
 

 ・ 他施設との連携医療     （内用療法１３１Ｉ） 
 

（備考） 
・ 先進医療Ａ申請へ      （甲状腺癌内視鏡治療） 
 

３ 難治性癌先進的医療について 



  大阪警察病院HPより抜粋 
甲状腺癌手術は標準手術でも思いがけない致命的合併
症がおこりえるリスクの高いものであることを十分認識す
る必要があります。ハイリスク症例や重大合併症発生時に
は甲状腺外科医だけでは対応できないことを銘記すべき
です。ICU、麻酔科、耳鼻科、呼吸器科、循環器科、神経
内科、脳外科、心臓外科、等他科との連携＆バックアップ
が重要かつ不可欠です。 
大阪警察病院は「総合病院」のメリットを生かし、優秀な上
記他科との連携もスムーズでご安心のサポートを提供し
ております。 
＊甲状腺手術術後には、当院形成外科において創部ケア  
  をしていただいております。 



甲状腺手術数年次推移 
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  都道府県  病院名                          手術数   

1 東京都 伊藤病院  1,024 

2 大分県 野口病院  414 

3 広島県 医療法人 あかね会土谷総合病院  195 

4 東京都 公益財団法人 がん研究会 有明病院  179 

5 東京都 東京医科大学病院  173 

6 大阪府 大阪警察病院  138 

7 宮城県 仙台市立病院  133 

8 宮崎県 古賀総合病院  124 

9 岡山県 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院  119 

10 東京都 東京女子医科大学病院  112 

 

甲状腺癌手術数ランキング 
全国６位（DPC採用病院で１年間：2012.4-2013.3） 



DPC甲状腺癌退院件数について 
（2012年度） 

件数       大阪市内シェア（順位）    大阪府内シェア（順位） 
 

 

 

１６８件       ２９％（第１位）     15.9％（第１位）            

全国各地の甲状腺専門病院、大学病院、一般病院から沢山の 

患者さんをご紹介いただいております（紹介率100%） 



手術成績 

    疾患名 症例数 

（頸部甲状腺） 

  ・甲状腺癌  468 

    （うち甲状腺癌気管（食道血管）浸潤）      （90） 

  ・甲状腺他悪性（悪性リンパ腫、未分化癌等）  5 

  ・バセドウ病  15 

  ・甲状腺腫瘍（良性）  140 

  ・副甲状腺腫＆腫瘍  22 

  ・正中頸のう胞 5 

  ・顎下腺腫瘍&耳下腺腫瘍 3 

頸部合計 658例 

（副腎等） 

  ・副腎腫瘍、後腹膜腫瘍 9 

全体合計 667例 

過去５年間（2008年～2013年3月） (A)  疾患別症例数  



術式 症例数 術後合併症 

・内視鏡手術（癌）（Tori法：葉切，全摘）  171 0 

・甲状腺葉切除、リンパ節郭清 98 1（血腫） 

・甲状腺癌リンパ節郭清 48 0 

・甲状腺全摘（or亜全摘）、リンパ節郭清 160 1（対側脳梗塞） 

  うち、気管食道血管等合併切除     87     ※1（頸部SSI） 

  うち、胸骨切除縦隔郭清     4  0 

・甲状腺超亜全摘（バセドウ）  15 0 

・甲状腺全摘（良性） 22 0 

・葉切除、部分切除（良性） 114 0 

・副甲状腺摘出（１－３個） 22 0 

・正中頸のう胞根治術 5 0 

・耳下腺、顎下腺腫瘍摘出 3 0 

・副腎、後腹膜腫瘍摘出（腹腔鏡含む） 8 0 

・合併切除（VCI、腎臓、脾臓） 1 0 

                  合計  667例 3例 

       合併症率 0.45% 

過去５年間（2008年～2013年3月） (Ｂ)  術式と合併症  



    認定施設状況 

 

  ・日本甲状腺学会認定専門医施設 

  ・日本内分泌甲状腺外科専門医制度 
   認定施設 
  ・未分化癌コンソーシアム参加施設 
         



      業績（１） 
            論文発表、および2012-2013年の学会発表より抜粋 

 

  

【論文発表】 

・Tori M. Hybrid-type endoscopic thyroidectomy (HET: Tori's method) for differentiated 

thyroid carcinoma including invasion to the trachea. Surg Endosc. 2013 Nov 22. 

・鳥 正幸 気管浸潤伸展様式別至適術式と神経、食道、血管浸潤への対応―安全性と QOL

重視 内分泌甲状腺外会誌 29(2): 131-134, 2012. 

・鳥 正幸、赤松大樹、吉留克英、西田俊朗 縦隔伸展甲状腺腫瘍に対するアプローチ：

「muscle split法」と付加手順. 手術 2012; 66: 69-72. 

・鳥 正幸 気管・喉頭浸潤甲状腺癌に対する皮弁再建の適応・術式. 内分泌外科 2010; 

27: 7-12. 

・「Knack and Pitfalls 内分泌外科の要点と盲点 」 （第２版）第２章 ７ 甲状腺特

殊手技 ７―１ 気管切除 2008年 p.140-142 著者： 大阪警察病院外科  鳥 正

幸， 中尾量保 



      業績（２） 
             

  
【学会発表】 

海外： 

・ Tori M, Akamatsu H, Yoshidome K, Omori T, Nishida T.Standardization of 

hybrid-VANS (TORI METHOD) for thyroid differentiated cancer including invasion 

to the thrachea.2012, 31th SAGES （アメリカ消化器内視鏡外科学会）San Diego, USA 

国内： 

2013年 

・第 26回 日本内視鏡外科学会（ シンポジウム ）福岡（11月） 

単孔式甲状腺癌内視鏡手術の開発ーHET（hybrid-type）から単孔式へ 

大阪警察病院外科 鳥 正幸、赤松大樹、吉留克英、西田俊朗 

・第 75回 日本臨床外科学会総会（ビデオワークショップ）名古屋（11月） 

標準化された甲状腺癌内視鏡手術の整容性の向上―1穴２port法と SILSへ 

大阪警察病院外科 鳥 正幸、赤松大樹、吉留克英、西田俊朗 

・第 75回 日本臨床外科学会総会（シンポジウム）名古屋（11月） 

甲状腺癌全摘症例に対する進行度別内視鏡手術術式―標準化へのステップ 

大阪警察病院外科 鳥 正幸、赤松大樹、吉留克英、西田俊朗 



      業績（３） 
             

・第 28回 耳鼻科腫瘍セミナー 大阪 （９月） 講師 

特別講演  「局所進行甲状腺癌に対する治療戦略」 

大阪警察病院外科・内分泌外科  鳥 正幸 

・第 25回 日本内分泌外科学会総会（シンポジウム）山形（５月） 

甲状腺癌に対する究極の hybrid-type内視鏡下全摘術（１穴２port）―整容性の両立 

大阪警察病院外科、同病理検査科＊  鳥 正幸、赤松大樹、吉留克英、西田俊朗 

・第 11３回 日本外科学会総会（シンポジウム）福岡（4月） 

局所進行甲状腺乳頭癌の「個別的治療」 ―T4（気管・反回神経）症例に対する当科術

式 criteriaの妥当性とリスク軽減の方策 

大阪警察病院外科  鳥 正幸、赤松大樹、吉留克英、西田俊朗 

・第 591回 大阪外科集談会 大阪（1月） 

教育セミナー講師「内分泌外科（膵・甲状腺）高難度症例へのアプローチ」 

  大阪警察病院外科内分泌外科 鳥 正幸 

2012年 

・第 74回 日本臨床外科学会総会（ビデオワークショップ）東京（11月）  

  標準手術としての内視鏡下甲状腺癌全摘術- finger tip assisted method - 

大阪警察病院外科内分泌外科  鳥 正幸、赤松大樹、吉留克英、西田俊朗 



      業績（４） 
             ・第 74回 日本臨床外科学会総会（パネルディスカッション）東京（11月）  

  市中病院における甲状腺癌標準手術としての「hybrid-type内視鏡下甲状腺切除」 

  大阪警察病院外科内分泌外科  鳥 正幸、赤松大樹、吉留克英、西田俊朗 

・第 74回 日本臨床外科学会総会（パネルディスカッション）東京（11月）  

  高度局所浸潤甲状腺癌手術例（気管浸潤）の遠隔成績について 

大阪警察病院外科内分泌外科  鳥 正幸、赤松大樹、吉留克英、西田俊朗 

・第 45回 日本甲状腺外科学会 （スポンサードシンポジウム） 横浜 （１０月）  

Hybrid-type内視鏡下甲状腺癌手術の工夫―葉切除から気管浸潤症例までー 

大阪警察病院外科内分泌外科 

  鳥 正幸、赤松大樹、吉留克英、西田俊朗 

・第 112回 日本外科学会総会（シンポジウム）千葉（4月） 

甲状腺進行乳頭癌に対する多角的集学的治療の成果 ― WT1療法の可能性とともに 

大阪警察病院外科  鳥 正幸、赤松大樹、吉留克英、西田俊朗 

  


