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統 計
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長岡中央綜合病院病理部；病理医

い か らし とし ひこ

五十嵐俊彦

キーワード： JA新潟県厚生連、剖検輯報、２００５年
度（平成１７年度）

２００５年度（平成１７年度）の JA新潟県厚生連解剖
記録を掲載しました（表２）。詳しい検討内容は当施
設保存の詳細な剖検輯報表に保存してありますので、
希望がありましたら、改めて問い合わせて頂きたいと
思います。
新潟県厚生連関連施設での剖検例を積極的に情報開

示することは、医療の質を見直す意味において意義が
あるのではないかと考えております。病理解剖の意義
の普及と今後の厚生連医療の進歩を期待します。あわ
せて、県内主要施設における年間解剖件数の推移を掲
載しましたので、参考にしていただきたいと存じます
（表１、図１）。

謝辞 改めて、病理解剖に協力いただいた御遺体提供
者の御冥福をお祈りするとともに、その御家
族・親戚、日々の献身的治療並びに解剖承諾に
努力された医療スタッフの皆様に御礼を申し上
げます。
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An annual report of pathological autopsy cases of
JA Niigata Prefecture in 2005（Heisei 17th）was listed in
this paper.
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昭和･平成 ５１ ６１ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５

登録番号 輯報巻数 １９ ２９ ３９ ４０ ４１ ４２ ４３ ４４ ４５ ４６

西暦 １９７６年１９８６年１９９６年１９９７年１９９８年１９９９年２０００年２００１年２００２年２００３年

１１５０１ 新潟大学大学院＋脳研究所 ２２７ ２５８ １６５ １２４ １３０ １３９ １０９ １０８ １０４

６１５０１ 県立がんセンター新潟病院病理部 １０４ １０２ ４５ ４５ ３５ ２２ ２５ ３０ ３３ ２３

６１５０２ 新潟市民病院診療部病理科 ７４ １１６ ５５ ５０ ４８ ４９ ３８ ４０ ３４ ３７

６１５０３ 長岡赤十字病院病理部 ２５ ３４ ４１ ３４ ７１ ７２ ４６ ３３ ３７ ３７

６１５０４ 厚生連病理センター ６４ ５５ ５２ ５３ ３９ ５３ ４１ ７４ ４２

６１５０９ 県立中央病院病理検査科 ３０ ２９ ３８ ４３ ２８ ３０ ４７ ５８ ３９

６１５１２ 済生会新潟第二病院病理検査科 １０ ９ １３ １６ １８ ２５ ２０ １５

表 1、図 1． 新潟県内施設の剖検件数の年度別推移
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西暦年度－番号
（実施月／日、
時：分）

年齢（生年月日）
性、仕事、住所
出所担当

臨床診断（病悩期間） 病 理 診 断 CPC実施状況

SN ０５ － ００１
（２００５／０１／
０２，１８：３０，五十
嵐・長谷川）

８２歳（１９２４／
１２ ／ ０４ ）、
女、？、長岡市、
長岡中央内中村

心筋梗塞（８年前、下壁梗塞、右
冠動脈末梢部完全閉塞、左冠動脈前
下行枝中央部高度狭窄、血栓溶解療
法、１年前：側壁虚血性 ECG、心
不全）、慢性腎不全

主病変：心筋梗塞（１．陳旧性：下壁＞前側壁、右冠動脈
器質化閉塞：近位部、中央部～末端部、２．新鮮：左冠動
脈赤色血栓：主冠部～前下行枝近位部、回旋枝、３．冠動
脈高度狭窄）、副所見：動脈硬化症、腎硬化症：硝子化・
（DIC）、肺器質化：左右、散在性、斑状、φ３cm、胸
水：左右：漿液性、各２００ml、子宮筋腫１cm、術後癒
着

SN ０５ － ００２
（２００５／０１／
１０，０５：００，五十
嵐・大瀧）

８０歳（１９２４／
０８ ／ ３１ ）、
男、？、柏崎市、
郡病内（林）

肺癌（右上葉、腺癌、pT４NoMo、
４年９月前：上葉切除術、３年
３月前：多発性肺転移抗癌剤、８
月前：右大脳皮質転移・左半身麻
痺）、２０日前：救急外来・入院・抗
生物質投与

主病変：肺癌（右上葉、腺癌、乳頭状＋細気管支・肺胞
上皮、高分化型、上葉切除＋抗癌剤＋イレッサ、転移：
右大脳皮質（左片麻痺）・両肺、右横隔膜）＋S状結腸・
直腸（出血壊死、穿孔、化膿性腹膜炎、グラム陽性球菌）、
副所見：うっ血肝

２００５／０５／３１

SN ０５ － ００３
（２００５／０２／
０８，１２：３０，五十
嵐・長谷川）

６２歳（１９４３／
０１ ／ ２５ ）、
男、？、三島郡、
長岡中央救外脳
外北澤

雪下ろし転落事故（DOA）、頚椎骨
折（C２）

主病変：頚椎骨折、延髄頚部脊髄くも膜下出血、副所見：
腎うっ血

SN ０５ － ００４
（２００５／０２／
１７，１４：３０，五十
嵐・小杉）

７９歳（１９２５／
０９／１５）、男、？
（鉄道）、長岡
市、長岡中央内
山本、梅田、殷

糖尿病（II 型：３８歳、４１年前より、
糖尿病性網膜症：８年前、白内障
手術：７年前、高血圧・慢性腎不
全：４年前、透析：２年前）、気管
支喘息（４年）、右大腿骨骨折（６
年）、うつ状態、心不全（９月、胸
痛：２月、腔水・呼吸困難・発熱・
CRP＝３０：１月）、入院管理下突然
死

主病変：糖尿病性腎症・透析下、び漫性高度癒着性心外
膜炎、両側下肺野高度癒着性胸膜炎・両側胸水、副病変：
高度動脈硬化症、心肥大、陳旧性心筋梗塞（左冠動脈起
始部より１cm部分０．５cm長９０％≦狭窄、左室心内膜
側：外側＞後壁）

２００５／０３／１６

SN ０５ － ００５
（２００５／０３／
０７，１０：３０，五十
嵐・戸田）

７３歳（１９３１／
０９／１０）、男、
建築、長岡市、
長岡中央内稲田

二重癌（１． 胃癌：UM, Ant， ３
型， 傍大動脈節転移、化学療法後
２月、２． S状結腸癌：２型）

主病変：二重癌（１．胃癌：UM，３型，２０x１５cm，未分
化癌、神経内分泌癌疑い（リンパ球マーカー陰性、上皮
性マーカー陰性、CD５６＋／－，vimentin+/-,α-SMA-,CD
３４－，S１００－，chromograninA-, NSE-, c-kit－）、化学療
法後、転移：肝、腹膜（腹水３００ml）、リンパ節（局所、
傍大動脈、ウイルヒョウ）、２．S状結腸癌：１型，０．７x
０．７x０．３cm,mp,tub１，ly０，v１）、副病変：両側胸水（左
４００ml、右５００ml）、肺水腫、気管支肺炎：軽度、動脈
硬化症：中等度

SN ０５ － ００６
（２００５／０３／
１１，１５：３０，五十
嵐・大瀧）

７５歳（１９２９／
０３ ／ ２７ ）、
女、？、三島郡、
長岡中央内富所

二重癌（１．大腸癌、進行癌、術後、
再発無し、２．膵癌、進行癌、肝転移）

主病変：多重癌、三重癌（１．大腸癌：進行癌、術後、再
発無し、２．膵癌：体尾部、５x３cm、tub１、転移：腹膜
（癌性腹膜炎、腹水１０００ml）、肝、門脈（赤色血栓・
回腸・右側大腸出血）、所属リンパ節、３．肺癌：ラテン
ト、左、下葉、１cm、細気管支肺胞上皮癌、転移無し）、
副所見：腎結石・水腎症：軽度・慢性腎盂腎炎、右卵巣
粘液性嚢胞腺腫（手挙大）、動脈硬化症：軽度、腎嚢胞：
左

SN ０５ － ００７
（２００５／０３／
１２，２１：３０，五十
嵐・大瀧）

８８歳（１９１６／
０９ ／ ２３ ）、
女、？、長岡市、
長岡中央内

慢性腎不全（透析下）・透析中突然
死

主病変：萎縮腎、副所見：心肥大、動脈硬化軽度、右線
維素性胸膜癒着、左下葉肺炎：誤飲性肺炎疑い、左腎腺
腫（ラテント、左、下極、２cm、オンコサイト－マ）、
両側胸水（各１０ml、漿液性）、副腎皮質リポイド減少、
胆砂、両側上肢出血斑、胃外瘻

SN ０５ － ００８
（２００５／０３／
１３，１６：００，五十
嵐・大瀧）

７８歳（１９２６／
１０／１６）、男、
教師、柏崎市、
刈羽郡内漆山

リンパ腫（１．Tリンパ腫、咽頭：
CSIIA、１９９２より頚部腫瘤自覚、原
発巣を化学療法・放射線治療、２
年後頚部・鼠径部再発：化学療法、
１０年後頚部再発：化学療法、全経
過１０年、２．Bリ ン パ 腫、胃、
DMBCL、胃部分切除、CSIE、術後
４年局所再発無し、照射後甲状腺
萎縮、消化管穿孔、DIC、痙攣、乏
尿

主病変：Bリンパ腫（DMBL、１．咽頭両側頚部リンパ節
発症、化学療法・放射線治療後、死亡時まで頚部の再発
が反復し治療中：２．胃、U, pOIIa+IIc，３．３x２．５cm, sm
２，n０，胃部分切除、胃周囲局所再発無し、３．直腸Rs、
４x４x１cm、憩室症で直腸対側憩室穿孔、グラム陽性
連鎖球菌性化膿性腹膜炎・膿性腹水１０００ml・イレウ
ス）、多発性脳梗塞、副所見：両側性胸水（左４００ml、
右８００ml）、術後消化管癒着、脂肪髄、逆流性胆汁性食
道炎、肺炎：器質化、喀痰多量、照射後甲状腺萎縮

SN ０５ － ００９
（２００５／０３／
１５，０７：００，五十
嵐・片桐）

８３歳（１９２１／
１２ ／ ２３ ）、
男、？、長岡市、
長岡中央内殷

糖尿病（II 型、２２年：慢性腎炎）、
脳梗塞（右麻痺、１３年）、白内障手
術（５年）、感染症（２０日）

主病変：（脳梗塞）、（糖尿病＋慢性腎不全＋高血圧）、
感染症（偽膜性大腸炎＋出血性小腸炎、グラム陽性杆
菌）、副所見：糖尿病性腎症、陳旧性心筋梗塞：左室側
壁瘢痕：心室瘤、腔水症（腹水３２００ml、胸水１４００＋１２００
ml）、浮腫、肺うっ血、動脈硬化症、逆流性食道炎

２００５／０５／１８

表２ 2005 年度剖検輯報一覧表
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西暦年度－番号
（実施月／日、
時：分）

年齢（生年月日）
性、仕事、住所
出所担当

臨床診断（病悩期間） 病 理 診 断 CPC実施状況

SN ０５ － ０１０
（２００５／０３／
１８，１７：００，五十
嵐・戸田）

６６歳（１９３９／
０２／０９）、男、
金 属 工、三 条
市、三 条 内 荻
野、外山、飯嶋、
齋藤

二重癌（１．胃癌：胃部分摘出、５
年、再発無し、２．肺癌：左、腺癌、
未治療、転移：肺門リンパ節、胸膜
進展高度、肝）

主病変：三重癌（１．胃癌：胃部分摘出、５年、再発無
し、２．悪性中皮腫：左、類上皮性、未治療、転移：肺門
リンパ節、胸膜進展高度、肝、アスベスト曝露疑い、３．
肺癌：左、ラテント、早期癌、細気管支肺胞上皮癌、１．５
cm）、副所見：胸膜下線維症：両肺、誤嚥性肺炎、肺気
腫：両肺、肺尖部、胃摘出術後癒着、膵脂肪浸潤、副腎
リポイド消失

SN ０５ － ０１１
（２００５／０３／
２２，０６：３０，五十
嵐・戸田）

３８歳（１９６６／
０３／２４）、男、
金 属 工、三 条
市、三条内救外
吉田

潰瘍性大腸炎（直腸＞上行結腸、軽
快）、突然死（夜間就寝時、絶叫、
救急隊到着時死亡）、（動悸）

主病変：肺動脈血栓塞栓症（肺動脈主幹・両側、新鮮）、
副所見：肝血管腫、心肥大、脾腫、腎うっ血、小腸粘膜
小出血、潰瘍性大腸炎軽快

SN ０５ － ０１２
（２００５／０３／
２３，０９：３０，五十
嵐・戸田）

５０歳（１９５４／
１０ ／ ２２ ）、
男、？、加茂市、
三条内岩淵、外
山

慢性腎不全・透析中（５年）、アル
コ－ル性肝障害、腹水（２年）

主病変：萎縮腎・透析、出血性膵炎・出血、陳旧性腹膜
炎・腹水、副病変：アルコ－ル性肝線維症・軽度慢性膵
炎、気管支肺炎・誤嚥性肺炎、逆流性食道炎、甲状腺萎
縮

SN ０５ － ０１３
（２００５／０３／
２４，２１：３０，五十
嵐・大瀧）

５３歳（１９５１／
０７／０６）、男、
作業所所長、中
魚沼郡、長岡中
央内青木

（非ABC）劇症肝炎（１６日、意識
障害＋黄疸＋急性腎不全＋左後腹膜
腫瘤＋横紋筋融解＋DIC+MOF、飲
酒歴）、高血圧（３３年）、うつ病（９
年）

主病変：劇症肝炎、アルコ－ル性肝障害、副病変：急性
腎不全、出血傾向（肺出血、後腹膜血腫、膵周囲脂肪壊
死、腸間膜出血、胃出血、皮下出血）、腹水、胸水、黄
疸、陳旧性心筋梗塞

２００５／０４／２０

SN ０５ － ０１４
（２００５／０３／
２９，１９：３０，五十
嵐・石澤）

７０歳（１９３４／
０８ ／ １２ ）、
女、？、長岡市、
長岡中央婦西村

下腹部腫瘍（受診後１週間） 主病変：子宮平滑筋肉腫（未治療、末期入院後１週死
亡、類上皮様平滑筋肉腫、癌性腹膜炎・腹水、転移：傍
大動脈リンパ節）、副所見：水腎症：軽度（後腹膜リン
パ節転移による尿管圧迫性）

SN ０５ － ０１５
（２００５／０４／
０４，１５：３０，五十
嵐・長谷川）

６９歳（１９３５／
０９ ／ １５ ）、
男、？、小千谷
市、長岡中央救
外内大野

パ－キンソン病、突然死（DOA、
低血糖）

主病変：パ－キンソン病、化膿性胸膜炎（左、びまん性、
ぶどう球菌、混濁胸水５００ml）、副所見：うっ血

SN ０５ － ０１６
（２００５／０４／
０５，１９：３０，五十
嵐・小杉）

６８歳（１９３６／
０４ ／ １７ ）、
男、？、長岡市、
長岡中央外

食道癌術後、菌血症（MRSA）、多
臓器不全

主病変：食道癌（MtUt，２，１０x６cm,squamous,mod,pT３，
ie+,ly１，v０，n２，m０，H０５－１３４１，術直後胃管縫合不全
２月２週）、細菌性敗血症（ぶどう球菌＋H.influenzae
様；食道胃管吻合部化膿性瘻孔、肺膿瘍（右上葉）、胸
膜炎（両側、癒着、胸水）、細菌塞栓症・梗塞（肝、脾、
腎）、化膿性肝炎、心外膜炎（軽度））、副所見：黄疸、
腹水、浮腫、大腸うっ血、食道摘出部血腫

SN ０５ － ０１７
（２００５／０４／
１９，２１：５０，五十
嵐・片桐）

９１歳（１９１４／
０１ ／ ０１ ）、
女、？、長岡市、
長岡中央内富所

偽膜性大腸炎（他院肺炎抗生剤療法
後）

主病変：１．感染症（偽膜性大腸炎（寛解）、化膿性気管
支肺炎（軽度、グラム陽性球菌）、化膿性腎炎（軽度））、
２．三重癌（大腸癌：早期癌、T，２箇所、p０IIa,tub１，m,ly
０，v０，n０、膀胱癌：早期癌、三角部、１箇所、PNT,TCC,
G２＞G１，ly０，v０，n０）、副所見：心肥大、肺ブラ、老
人性肺気腫、肺うっ血、胸水、肝嚢胞、腹水、正細胞髄

SN ０５ － ０１８
（２００５／０５／
０７，０９：００，五十
嵐・小杉）

８３歳（１９２２／
０１／０７）、男、
農業、長岡市、
長岡中央内本田

胆嚢癌、敗血症、糖尿病、老年期痴
呆、胃潰瘍亜全摘、腸閉塞手術、鯉
肝による急性腎不全、大腸癌ポリ－
プ切除（再発なし）

主病変：二重癌（１．胆管細胞癌（胆嚢＋肝びまん性＋門
脈塞栓、転移：両肺）、２．大腸癌ポリ－プ切除（再発：
なし））、副所見：腹水（８００ml、漿液性）、胸水（右２００
ml、左４００ml、漿液性）、胃潰瘍術後癒着高度、逆流性
食道炎

SN ０５ － ０１９
（２００５／０５／
０９，１４：００，五十
嵐・石澤）

８９歳（１９１６／
０１ ／ ０１ ）、
女、？、長岡市、
長岡中央内岩島

間質性肺炎（入院４日、急性憎悪）、
発熱（喀痰：H. influenzae, Str. pneu-
moniae, MRSA）、胃瘻（１年）、脳
梗塞（１年半、左足、右手：硬直）、
高血圧・高脂血症・アルツハイマ－
痴呆症（１０年）

主病変：間質性肺炎＋肺膿瘍（左 S６、１．５cm大、グラ
ム陽性球菌）＋心筋梗塞（陳旧性：左室側壁広範囲＋新
鮮：陳旧性周囲出血点）、副病変：胸水（左６００ml、右
２００ml、漿液性）、右線維素性胸膜炎、胃びらん、胃瘻、
副腎リポイド減少

２００５／０６／１５

SN ０５ － ０２０
（２００５／０５／
１４，１０：００，五十
嵐・石澤）

８３歳（１９２２／
０４ ／ ０２ ）、
男、？、上越市、
上越神内福原、
鈴木

アルツハイマ－型老年痴呆（高度痴
呆、ア－ウ－のみ発語、IV）、多発
性脳梗塞（３年５月、労災病院－
介護老人保健施設、脳梗塞（基底
核）、深部腱反射消失、介助立位保
持不能、下肢屈曲拘縮）、るいそう

主病変：（痴呆症）、右基底核陳旧性梗塞、るいそう（四
肢末端浮腫、腔水症）、副所見：腎嚢胞（右）

SN ０５ － ０２１
（２００５／０５／
１８，１４：００，五十
嵐・小杉）

６１歳（１９４３／
１１ ／ １ ）、
男、？、長岡市、
長中内八幡

糖尿病、低血糖、意識障害 主病変：化膿性気管支肺炎（膿瘍形成、細菌（グラム陽
性連鎖球菌疑い）＋真菌（カンジダ））、海馬 Sommer'ssec-
tor 壊死、るいそう、副病変：右線維性胸膜炎、胆嚢摘
出術後癒着（空腸－横行結腸）、動脈硬化軽度

SN ０５ － ０２２
（２００５／０５／
１９，１０：３０，五十
嵐・伊藤）

８６歳（１９１９／
０１ ／ １１ ）、
男、？、長中内
富所

癌性腹膜炎（原発不明、CEA高値）、
糖尿病、高血圧

主病変：膵癌（尾体部、tub１＞muc、癌性腹膜炎、腹水）、
副所見：肺うっ血、左肺癒着（中肺野、限局性）、右肺
血塞栓（軽度）
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西暦年度－番号
（実施月／日、
時：分）

年齢（生年月日）
性、仕事、住所
出所担当

臨床診断（病悩期間） 病 理 診 断 CPC実施状況

SN ０５ － ０２３
（２００５／０６／
２７，１１：００，五十
嵐・戸田）

７６歳（１９２９／
０３ ／ １３ ）、
女、？、長岡市、
長中救外中村

陳旧性肺結核、慢性呼吸不全、自宅
で突然死DOA

主病変：陳旧性肺結核（右肺尖、両肺線維性胸膜炎癒着、
右室肥大）、副病変：うっ血、肋骨骨折（蘇生時）

SN ０５ － ０２４
（２００５／０７／
０２，１６：００，五十
嵐・伊藤）

５７歳（１９４８／
０３ ／ ２９ ）、
男、？、長岡市、
長中内佐藤知巳

アルコール性慢性膵炎（７年、膵
管空腸側々吻合・Roux-en-Y 再建術
後２年）、食道癌（４月、内視鏡
確定、腺癌、未治療、肝・上腹部リ
ンパ節転移）、十二指腸潰瘍穿孔（胃
亜全摘、１５年）、虫垂切除（３７年）

主病変：食道癌（未治療、中部、１＋OIIa、４x２x１cm、
腺扁平上皮癌、G２＞G１、a２、ly３，v１、転移：食道、
胃、肺：癌性リンパ管症、肝、縦隔リンパ節、胃・膵周
囲リンパ節）、アルコール性慢性膵炎（膵実質壊死膿瘍
形成、膵腸吻合部より回盲部まで血性内容５００ml）、副
所見：DIC（四肢末梢出血斑）、半月体形成性腎炎、動
脈硬化軽度、肺塞血栓症（右肺動脈、石灰化）、肺石灰
化症、肺うっ血（両肺下葉）、腹水（６００ml）、胸水、心
嚢水、浮腫、ブラ（左上葉）、陰嚢水腫、上腹部術後癒
着高度

２００５．０７．２０．

SN ０５ － ０２５
（２００５／０７／
０２，２１：００，五十
嵐・伊藤）

９０歳（１９１５／
０５ ／ ２８ ）、
女、？、長岡市、
長中内岡

イレウス（３日、呼吸困難で開業
医受診、救急外来搬送）、弁膜症（２
月、大動脈弁逆流３度＋僧帽弁逆
流４度）、肺炎（２月）、要介護４

主病変：回腸憩室穿孔（回盲弁より口側３０cm）＋化膿
性腹膜炎（糞便混入混濁腹水６００ml）、副所見：弁膜症
（大動脈弁口長９cm、僧帽弁：石灰化軽度、弁口長９．５
cm、左房拡張）、肝左葉血性嚢胞（５cm径）

３８６７２

SN ０５ － ０２６
（２００５／０７／
０５、２２：３０，五
十嵐・片桐）

６０歳（１９４５／
０１ ／ １７ ）、
女、？、柏崎市、
刈羽郡内片桐

甲状腺未分化癌（２月、抗癌剤１
ク－ル終了、肺転移）、糖尿病（４
年半、インスリン療法）、陳旧性心
筋梗塞（下壁）

主病変：多重癌（二重癌：１．肺癌（未治療、右 S４、２．５
cm、細気管支肺胞上皮癌、転移：なし）、２．甲状腺癌（未
治療、びまん性、未分化癌、脈管侵襲高度、転移：両肺
癌性リンパ管症、気管、食道、局所リンパ節）、副病変：
膵萎縮、陳旧性心筋梗塞（後下壁）、心肥大、動脈硬化
症：軽度、脾梗塞、腔水症（心嚢液、両側胸水）

３８６２２

SN ０５ － ０２７
（２００５／０７／
１０，１２：３０，五十
嵐・石澤）

８３歳（１９２２／
０１／２３）、女、
主婦、長岡市、
長岡中央内山本
卓

慢性腎不全（透析下、１２年）、手根
管症候群（左、術後、アミロイドA、
H０４－１７６５１、２年）、大 腸 癌（早
期癌、S, tub１， pTispNo, H０４－
４６２４， ４年、大腸切除術後、再発
なし）、偽痛風（１０年、左肩、左肘、
両膝関節）、腰椎圧迫骨折（L１）、
貧血（低色素性、輸血、５週）、高
血圧、慢性心不全・心肥大、特発性
難聴（左、８年）、呼吸困難・痴呆・
血小板減少症（２週）

主病変：腎萎縮（手根管症候群、アミロイドA）＋大腸
癌（早期癌、術後、再発なし）、副所見：腔水症（胸水：
左右各１０００ml、腹水１０００ml、漿液性）、出血傾向（皮
膚出血斑）＋血栓症（肺出血、心内膜、血栓性血小板減
少性紫斑病との鑑別が困難）、心肥大、逆流性食道炎・
びらん、胸膜癒着（左肺底、高度、びまん性）

SN ０５ － ０２８
（２００５／０７／
２０，１７：３０，五十
嵐・片桐）

９２歳（１９１２／
０８ ／ １５ ）、
女、？、長岡市、
長中救外内富所

慢性硬膜外血腫＋脳梗塞＋痴呆、突
然死（ベット上）

主病変：突然死（不整脈疑い：洞房結節萎縮、洞房結節
動脈赤色血栓、房室結節周囲石灰化）、副病変：十二指
腸憩室、左傍卵管嚢胞

SN ０５ － ０２９
（２００５／０８／
０２，１１：３０，五十
嵐・戸田）

７９歳（１９２６／
０２／１８）、男、
農業、加茂市、
三条内岩渕

慢性腎炎・透析下（１０年、抗好中
球細胞質抗体陽性血管炎）、悪性胸
腺腫（１年、未治療）、洞不全症候
群（６年、ペ－スメ－カ－）、腹膜
炎術後（２１年）

主病変：ANCA関連 RPGN腎不全・透析（１０年）、悪性
胸腺腫（１年、未治療、転移：リンパ節、肝）、新鮮心
筋梗塞（右冠動脈赤色血栓、死因）、副所見：洞不全症
候群（６年、洞結節石灰沈着、ペ－スメ－カ－、心肥
大）、僧帽弁石灰化高度、腔水症、脾腫、陳旧性心筋梗
塞（左側壁）、腹膜炎開腹後高度癒着（２１年）、動脈硬
化症中等度

SN ０５ － ０３０
（２００５／０８／
０８，１６：３０，五十
嵐・長谷川）

８２歳（１９２２／
１１ ／ ２５ ）、
男、？、長岡市、
長中外新国

胃癌（L, OIIc，４．５x４x０．２cm, IA,
m, tub２， n０m０， ２００５／０７／
０７：遠位胃切、術後１９日目：イレ
ウス、術後２２日目：発熱、術後３２
日目：多臓器不全死亡）、腰椎椎間
板炎（４月）、虫垂切除（既往）

主病変：胃癌術後イレウス・グラム陽性球菌感染症（胃
吻合部化膿性潰瘍・瘻孔と腸管出血性壊死）、誤嚥性肺
炎・左胸膜癒着、急性腎不全、副腎出血、副病変：前立
腺肥大、腰椎圧迫骨折

SN ０５ － ０３１
（２００５／０８／
１８，２２：３０，五十
嵐・花垣）

８５才（１９２０／
０４／２４）、女、
農業、栃尾市、
長中救外外科原

イレウス（１日）、誤嚥窒息、既往：
総胆管結石・内視鏡下乳頭括約筋截
開術（２年前）

主病変：十二指腸憩室炎穿孔（化膿性腹膜炎、膿性腹水
１００ml）、（誤嚥窒息）誤嚥性肺炎、副病変：肺うっ血（両
肺、後面）、胸水（右、漿液性、５０ml）、胃粘膜うっ血、
腎萎縮（右、１００ml）、蘇生時損傷（肋骨骨折、縦隔・
後腹膜出血、胃潰瘍・穿孔）

３８６１６

SN ０５ － ０３２
（２００５／０８／
２８，１９：３０，五十
嵐・大瀧）

７６才（１９２９／
０３ ／ １９ ）、
女、？、長岡市、
長中救外外科平
野

突然死（自宅介護、入浴中、救急隊
到着時死亡・一時間蘇生）、パーキ
ンソン病

主病変：（イレウス術後）イレウス・嵌頓（（回腸肛門
側６０cm）、誤嚥性肺炎、（パーキンソン病）、副病変：
逆流性食道炎、門脈域肝炎

SN ０５ － ０３３
（２００５／０９／
０３，０７：３０），五
十嵐・片桐

７９才（１９２６／
０１ ／ ０１ ）、
女、？、長岡市、
長中内殷、丸山

ANCA関連症候群（２年３月前：
検診尿潜血、９月前：ANCA関連
急速進行性腎炎として入院加療、今
回：呼吸困難の為第２回入院ステ
ロイド・パルス療法終了直後突然
死）

主病変：ANCA関連症候群（腎炎、肺出血、膵周囲後
腹膜血腫）、肺癌（左、S１０、３x１．５cm、細気管支肺
胞上皮癌、未治療、ラテント癌、転移無し）、副所見：
腔水症、全子宮脱、蘇生時肋骨骨折
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SN ０５ － ０３４
（２００５／０９／
０９，１２：００），五
十嵐・戸田

４４才（１９６０／
１１／０３）、女、
バスガイド、小
千谷市、魚沼婦
平澤

突然死（左卵巣腫瘍茎捻転術後１
日）

主病変：腹腔内出血（凝血１０００ml を含む総量２４００ml。
死亡直前まで経過が良好であったが、手術部位からの出
血が最も考えられた。）、副病変：慢性甲状腺炎、子宮筋
腫（子宮底部、漿膜下、３cm）

SN ０５ － ０３５
（２００５／１０／
１１，１１：３０），五
十嵐・戸田

７１才（１９３４／
０７／１９）、男、
教師、柏崎市、
刈羽郡脳外関原

１．右片麻痺・失語症、入院４日目
突然死、２．喉頭癌摘出・気管切開：
１３年目、再発無し、３．脳出血：１３
年目、４．腹部ヘルニア：手術後

主病変：１．心筋梗塞（新鮮、左室、出血性、右冠動脈欠
損）、２．喉頭癌再発無し、３．右片麻痺、副病変：胸水、
うっ血、動脈硬化

S０５－０３６（２００５
／１１／０４，０８：
３０），五十嵐・
小杉

７４才（１９３１／
０１ ／ １３ ）、
女、？、長岡市、
長岡中央眼船木

１．左眼球手術、術後死亡 主病変：無し、副病変：蘇生時肋骨骨折、左上葉線維性
癒着中等度、虫垂炎術後癒着中等度

SN ０５ － ０３７
（２００５／１１／
２９，０８：００），五
十嵐・長谷川

７４才（１９３１／
１１ ／ ２７ ）、
男、？、長岡市、
長岡中央救外外
科原

１．DOA（就寝、吐血） 主病変：胃潰瘍（胃角、消化管内出血）、副病変：肺炎
（左、外側、巣状）、胆石、前立腺肥大、両側腎・副腎
周囲脂肪織癒着、虫垂炎術後癒着、肺うっ血

SN ０５ － ０３８
（２００５／１２／
２０，１５：３０），五
十嵐・戸田

７６才（１９２９／
０６／０４）、男、
物理教師、三条
市、三条内齋藤

皮膚筋炎（２年３月）、間質性肺
炎、高血圧、胆嚢癌疑い（右鼡径リ
ンパ節腺癌転移、黄疸）

主病変：胆嚢癌（未治療、進行性、びまん性、管状腺癌、
低分化＞分化・粘液、脈管侵襲高度、転移：肝、骨髄、
癌性腹膜炎、リ転：鎖骨上窩、気管分岐部、門脈周囲、
腹部傍大動脈、右鼡径、腹水５L）、心筋梗塞（陳旧性：
後壁・下壁・中隔後部、右冠動脈中央部狭窄部分の赤色
血栓閉塞、皮膚筋炎（組織確認、Jo－１陽性、間質性
肺炎）、副病変：胃十二指腸びらん出血＋誤嚥、動脈硬
化症、大腸ポリープ

SN ０５ － ０３９
（２００５／１２／
２７，１１：３０），五
十嵐・片桐

７０ 才 （ ）、
男、？、柏崎市、
刈羽郡救外外番
場

交通外傷（DOA、皮下気腫、両側
気胸）

主病変：交通外傷（１．頭蓋底骨折：右側頭骨岩様部、外
耳道よりの出血有り。右眼瞼皮下斑状出血。２．肋骨骨折：
右５～１０、左３～１０、出血軽度～無し、動揺胸郭。３．
仙骨骨折と骨盤骨折：右腸骨、恥骨、小骨盤後腹膜出血
１００ml。４．心臓損傷：右房裂傷、右室裂傷、胸腔内９００
ml 出血。５．腎損傷：左上前面の裂傷、後腹膜出血１００
ml。６．皮膚損傷：右顔面、両膝。左額点状出血。７．皮
下気腫：右上前胸部。）

SN ０５ － １００
（２００５／０３／
０２）局所解剖

８８歳（１９１６／
１０ ／ ３１ ）、
男、？、刈羽郡
内木村

洞不全症候群、ペ－スメ－カ－、悪
性貧血、インフルエンザA肺炎、
横紋筋融解症候群

肺気腫

SN ０５ － １０１
（２００５／０９／
１４）局所解剖

７０歳（１９３５／
０８ ／ １４ ）、
女、？、刈羽郡
内木村

劇症型心筋炎（入院２日心不全で
死亡）

主病変：心筋炎、心カテ：狭窄無し、左室造影：壁運動
低下・蛸壺様


